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１ 計画策定委員会 

（１）委員名簿 

川越市社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員名簿 

川越市社会福祉協議会地域福祉活動推進委員会委員名簿 

◎会長 ○副会長 

氏 名 選出団体 

◎佐藤 陽 学識経験者 

○芝波田 静香 川越市民生委員児童委員協議会連合会 

樋口 直喜 川越市議会 

髙橋 剛 川越市議会 

小野澤 康弘 川越市議会 

田中 敏枝 川越市社会福祉協議会 

荻野 光彦 川越市老人福祉施設運営協議会 

原島 清 川越市地域包括支援センター 

木内 英雄 学識経験者 

野村 政子 学識経験者 

岡庭 信彦 川越市身体障害者福祉会連合会 

本郷 誠二 川越市自治会連合会 

長谷部 利博 川越市老人クラブ連合会 

藤倉 省一 川越商工会議所 

村上 まさ 川越市ボランティア連絡会 

柴田 恵子 川越市女性団体連絡協議会 

島田 琢哉 公募委員 

田中 克典 公募委員 

（令和３年２月現在） 
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（２）諮問 

 

川福推発第 １ 号 

令和２年４月１日  

 

 

川越市社会福祉審議会 

委員長 佐藤 陽  様 

 

川越市長 川合 善明 

 

 

第四次川越市地域福祉計画について（諮問） 

 

社会福祉法第１０７条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。 

 

記 

 

第４次川越市地域福祉計画の策定に関する事項について 
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（３）答申 

  

令和３年２月１６日  

 

川越市長 川 合 善 明 様 

 

川越市社会福祉審議会 

委員長  佐藤 陽 

 

第四次川越市地域福祉計画について（答申） 

 

令和２年４月１日付け川福推発第１号をもって諮問のありました、標記計画

の策定に関する事項につきまして、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

別添の第四次川越市地域福祉計画（原案）につきましては、川越市社会福祉

審議会地域福祉専門分科会において、延べ５回にわたり会議を開催し、慎重に

審議を重ねてきた結果、適当であると判断いたします。 

全ての人が年齢や障害の有無等に関係なく、住み慣れた地域の中で、安心し

ていきいきと暮らし続けることができる地域共生社会に向け、地域社会全体で

取り組む地域福祉の推進が必要です。 

貴職におかれましては、本計画の基本理念である「笑顔で迎え 出会いがつ

ながり 絆が深まるまち 川越」の実現に向けて、積極的に取り組まれるよう

要望します。 

また、策定後は各委員の意見・要望を尊重しながら進行管理に努め、計画内

容を着実に達成されるよう併せて要望します。 
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２ 計画策定の経緯 

年 月 日 会議名等 内容 

令和元年 

７月 30 日 

令和元年度第１回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

・会長及び副会長の選出 

・進行管理 

８月 27 日 第２回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

・中間評価 

・地区別福祉プランの中間

評価 

10 月８日 第３回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

・中間評価 

・基礎調査（案） 

11 月 22 日 

～12 月４日 

第４次川越市地域福祉計画等策定に係る 

基礎調査 

・一般市民、団体・地域活

動者、関係機関等を対象

に実施 

令和２年 

２月 18 日 

第４回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

・基礎調査の結果 

・次期計画策定の方向性 

４月１日 諮問 ・市長から川越市社会福祉

審議会委員長に諮問 

４月 14 日 市長からの諮問に対する検討 ・川越市社会福祉審議会委

員長から地域福祉専門分

科会会長に対し検討依頼 

５月 26 日 令和２年度第１回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会書面会議 

・進行管理 

・次期計画骨子案 

６月 30 日 第１回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画策定内部検討会議 

・令和元年度評価 

・次期計画骨子案 

７月１日 地区別福祉プラン見直し会議 ・地区社協会長に対し策定

依頼 

・各地区見直し会議等開催 

７月 13 日 第２回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会書面会議 

・進行管理 

・次期計画素案（たたき台） 
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年 月 日 会議名等 内容 

７月 13 日 

～７月 17 日 

第１回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画ワーキングチーム会議 

・施策、事業 

８月３日 第１回次期川越市地域福祉計画策定 

プロジェクトチーム書面会議 

・施策、事業 

８月３日 第１回次期川越市地域福祉計画策定 

庁内検討書面会議 

・施策、事業 

８月 19 日 第３回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

・次期計画の策定 

９月 14 日 第２回次期川越市地域福祉計画策定 

プロジェクトチーム書面会議 

・第４章「施策の展開」 

９月 28 日 第２回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画ワーキングチーム 

書面会議 

・次期計画素案 

10 月５日 第２回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画策定内部検討書面会議 

・次期計画素案 

10 月７日 

～10 月 12 日 

第３回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画ワーキングチーム 

書面会議 

・次期計画素案 

10 月８日 第２回次期川越市地域福祉計画策定 

庁内検討書面会議 

・次期計画素案 

10 月 13 日 第４回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

・次期計画の策定 

11 月６日 第４回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画ワーキングチーム 

書面会議 

・次期計画素案 

 

 

 



133 

年 月 日 会議名等 内容 

11 月 12 日 第３回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画策定内部検討書面会議 

・次期計画の策定 

11 月 12 日 第５回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画ワーキングチーム 

書面会議 

・次期計画の策定 

11 月 20 日 

～12 月 19 日 

意見公募手続（パブリック・コメント） ・２名から 14 件の意見が 

提出 

12 月 18 日 第６回川越市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画ワーキングチーム 

書面会議 

・次期計画の策定 

令和３年 

１月 25 日 

第５回川越市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

・意見公募の結果 

・次期計画（原案） 

・答申（案） 

２月 12 日 市長からの諮問に対する報告 ・地域福祉専門分科会会長

から川越市社会福祉審議

会委員長に対し検討結果

を報告 

２月 16 日 地区別福祉プラン策定 ・地区別福祉プランとりま

とめ 

２月 16 日 答申 ・川越市社会福祉審議会委

員長から市長に答申 
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川 越 市 民 憲 章 
 

先人の輝かしいあゆみにより、すばらしい歴史的遺産をもつ川越。わたく

したちは、このまちに生きることに誇りをもって、さらに住みよい魅力あふ

れるまちづくりをすすめていくことを誓い、ここに市民 憲章を定めます。 
 

１．郷土の伝統をたいせつにし、平和で文化の香りたかいまちにします。 

１．自然を愛し、清潔な環境を保ち、美しいうるおいのあるまちにします。 

１．きまりを守り、みんなで助けあう明るいまちにします。  

１．働くことに生きがいと喜びを感じ、健康でしあわせなまちにします。 

１．教養をふかめ、心ゆたかな市民として、活力にみちたまちにします。 

みんなでつくる福祉のまち川越プラン 

（第四次川越市地域福祉計画・第五次川越市地域福祉活動計画） 

令和３年３月     

 

川越市 福祉部 福祉推進課 

〒350-8601 

埼玉県川越市元町１丁目３番地１ 

 

電 話 049-224-5769（直通） 

F A X 049-225-3033 

E-mail fukushisuishin@city.kawagoe.saitama.jp 

社会福祉法人 川越市社会福祉協議会 

〒350-0036 

埼玉県川越市小仙波町 2-50-2 

川越市総合福祉センター「オアシス」内 

電 話 049-225-5703 

F A X 049-226-7666 

E-mail kawagoeshisyakyo@feel.ocn.ne.jp 
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