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資料 1 策定委員会設置要綱及び策定委員名簿、策定委員会の開催状況 

第３次海津市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 
第１条 第３次海津市地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）は、海津市に

おける地域福祉活動計画を策定することを目的として設置する。 

 

（組織） 
第２条 委員会は、海津市社会福祉協議会（以下「社協」という。）会長が委嘱する２０名以

内の委員をもって構成する。 

 

（役員） 
第３条 委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 
第４条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は、社協会長が

招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによ

る。 

４ 委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。 

５ 委員長は、会議を公開することができる。 

 

（事務局） 
第５条 委員会の事務局は、社協内に置く。 

 

（設置期間） 
第６条 委員会の設置期間は、平成２９年８月３日から第３次海津市地域福祉活動計画策定 

完了までとする。 

 

（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。  
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海津市地域福祉活動計画策定委員 

役職名 氏  名 所属等 

委員長 桑原 富茂 ○学識経験者 

副委員長 宮脇 信幸 ○海津市自治連合会会長 

策定委員 下田 博暉 ○海津市ボランティア連絡協議会会長 

策定委員 髙木 武夫 ○学識経験者 

策定委員 平田 奈己 ○海津市保育協会会長 

策定委員 近藤 喜登 ○海津市民生委員児童委員協議会会長 

策定委員 可知 宏隆 ○海津市医師会理事 

策定委員 森 廣美 ○老人クラブ連合会会長 

策定委員 古川 邦彦 
○地区社会福祉協議会代表 

 （城山地区社会福祉協議会会長） 

策定委員 上平 昭夫 ○海津市福祉推進委員会委員長 
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策定委員会の開催状況 

 

第１回 平成２９年８月３日（木） 

協議事項 ①第３次地域福祉活動計画策定について 

地域福祉活動計画の趣旨と概要説明 

地域福祉計画（市策定）との連携について 

第２次地域福祉活動計画の評価と第３次地域福祉活動計画の策定スケジュール

について 

課題の抽出について 

②第２次地域福祉活動計画の評価について 

評価表原案について 

地域福祉活動計画評価委員会の開催について 

 

第２回 平成２９年１１月１６日（木） 

協議事項 ①第２次地域福祉活動計画の評価について 

（第２次地域福祉活動計画評価委員会の報告） 

課題の抽出について 

（市アンケート結果、各団体ヒアリング結果より） 

     ②第３次地域福祉活動計画の骨子について 

 

第３回 平成３０年３月２日（金） 

協議事項 ①第３次地域福祉活動計画の素案について 

第３次地域福祉活動計画冊子作成について 
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資料２ 評価委員会設置要綱及び評価委員名簿、評価委員会の開催状況 

第２次海津市地域福祉活動計画評価委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 
第１条 第２次海津市地域福祉活動計画評価委員会（以下「委員会」という。）は、海津市に

おける第２次地域福祉活動計画に沿った活動を評価し、第３次地域福祉活動計画の課題を分

析することを目的として設置する。 

 

（組織） 
第２条 委員会は、海津市社会福祉協議会（以下「社協」という。）会長が委嘱する２５名 

以内の委員をもって構成する。 

 

（役員） 
第３条 委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 
第４条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は、社協会長が

招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところに 

よる。 

４ 委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。 

５ 委員長は、会議を公開することができる。 

 

（事務局） 
第５条 委員会の事務局は、社協内に置く。 

 

（設置期間） 
第６条 委員会の設置期間は、平成２９年９月４日から第３次海津市地域福祉活動計画策定 

完了までとする。 

 

（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 
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附 則 

１ この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 
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海津市地域福祉活動計画評価委員 

役職名 氏  名 所属等 

委員長 服部 寿 ○海津市議会議員 

評価委員 浅井 まゆみ ○海津市議会議員 

副委員長 伊藤 亮一 ○海津市自治連合会理事 

評価委員 大橋 崇秀 ○海津市自治連合会理事 

評価委員 安達 清俊 
○海津市民生委員児童委員協議会副会長 

（海津地区会長） 

評価委員 安部 美奈子 
○海津市民生委員児童委員協議会副会長 

（南濃地区会長） 

評価委員 丹羽 修 ○海津市ボランティア連絡協議会副会長 

評価委員 石川 敬一郎 ○身体障害者福祉協会海津支部長 

評価委員 児玉 妙子 ○海津市母子寡婦福祉連合会副会長 

評価委員 豊田 智博 ○海津市老人クラブ連合会副会長 

評価委員 古川 光子 ○海津市赤十字奉仕団委員長 

評価委員 舘 仁司 
○海津市福祉推進委員会 

（海津地区副委員長） 

評価委員 山中 恒夫 
○海津市福祉推進委員会 

（平田地区副委員長） 

評価委員 中島 千寿子 ○海津市食生活改善協議会代表 

評価委員 近藤 正人 
○介護老人福祉施設 

（サンリバーはつらつ事務局長） 

評価委員 岡田 均 ○海津市商工会会長 

評価委員 伊藤 敏彦 
○海津市校長会 

 （東江小学校校長） 

評価委員 伊藤 健治 ○保護司会副会長 

評価委員 中島 宏 ○東江地区社会福祉協議会会長 

評価委員 安藤 勉 ○大江地区社会福祉協議会会長 
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評価委員会の開催状況 

 

第１回 平成２９年９月４日（月） 

協議事項 ①第２次地域福祉活動計画の評価について 

評価表原案について 
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資料３ ワーキング会議及び事務局会議の開催状況 

地域福祉活動計画ワーキング会議の位置づけについて 

地域福祉活動計画ワーキング会議は、市社会福祉協議会内の作業組織として位置づけ、各課、

事業所の代表と地域福祉課職員で構成しました。 

策定委員会や評価委員会からの意見を取り入れ、第２次地域福祉活動計画の進行管理の確認、

実施事業の成果や問題点、今後の方針について検討の上、課題を分析し、評価表にまとめ、評

価委員会に提出する議案を作成しました。また、市内の情勢、第２次地域福祉活動計画の評価、

市民アンケート調査結果、団体、組織などへのヒアリングの結果を協議検討し、第３次地域福

祉活動計画の実施計画を案としてまとめました。 

 

事務局会議は、地域福祉活動計画の策定内容、スケジュールなど、策定の進行管理を行う会

議として位置付け、地域福祉課の職員で構成しました。 

策定委員会や評価委員会の意見をもとに計画策定の方向性や内容を協議、確認しました。 

また、地域福祉課の実施事業の評価や実施計画をまとめる作業も行いました。 
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地域福祉活動計画ワーキング会議の開催状況 

第１回 平成２９年５月１０日（水） 

・第３次地域福祉活動計画の策定について 

・地域福祉計画（市策定）との連携について 

・計画策定のスケジュールについて 

・第２次地域福祉活動計画の評価について 

・市アンケート（地域福祉計画策定）への意見提出 

 

第２回 平成２９年７月１３日（木） 

・第２次地域福祉活動計画の評価作業 

 

第３回 平成２９年７月１４日（金） 

・第２次地域福祉活動計画の評価作業 

 

第４回 平成２９年１２月４日（月） 

・第２次地域福祉活動計画の評価、市アンケート結果、各団体ヒアリング結果について 

・地域福祉計画（市策定）の進捗状況について 

・第３次地域福祉活動計画骨子（案）について 

・第３次地域福祉活動計画実施事業について  

・今後のスケジュールについて 

 

第５回 平成３０年１月１１日（木） 

・第３次地域福祉活動計画実施事業の検討 

 

第６回 平成３０年１月１８日（木） 

・第３次地域福祉活動計画実施事業の検討 
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事務局会議の開催状況 

第１回 平成２９年５月１０日（水） 

・第３次地域福祉活動計画の策定について 

・地域福祉計画（市策定）との連携について 

・計画策定のスケジュールについて 

・第２次地域福祉活動計画の評価について 

・市アンケート（地域福祉計画策定）への意見提出について 

 

第２回 平成２９年６月２７日（火） 

・第２次地域福祉活動計画の評価作業 

 

第３回 平成２９年６月２８日（水） 

・第２次地域福祉活動計画の評価作業 

 

第４回 平成２９年６月３０日（金） 

・第２次地域福祉活動計画の評価作業 

 

第５回 平成２９年１２月４日（月） 

・第２次地域福祉活動計画の評価、市アンケート結果、各団体ヒアリング結果について 

・地域福祉計画（市策定）の進捗状況について 

・第３次地域福祉活動計画骨子（案）について 

・第３次地域福祉活動計画実施事業について  

・今後のスケジュールについて 

 

第６回 平成２９年１２月２１日（木） 

・第３次地域福祉活動計画実施事業の検討 

 

第７回 平成２９年１２月２７日（水） 

・第３次地域福祉活動計画実施事業の検討 

 

第８回 平成３０年１月５日（金） 

・第３次地域福祉活動計画実施事業の検討 

 

第９回 平成３０年１月９日（火） 

・第３次地域福祉活動計画実施事業の検討 

 

 

 



 

 

 

第３次かいづあいプラン 

（第３次海津市地域福祉活動計画） 

 

平成３０年３月 
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