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 １   三郷市地域福祉計画推進懇話会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき策定した三郷市地域

福祉計画（以下「計画」という。）を、市民及び各団体と協働で推進していくため、三郷市地

域福祉計画推進懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

  （所掌事項） 

第２条 懇話会は、計画に係る事業の進捗管理、評価、見直し及びその他計画の推進に関

することを所掌する。 

  （組織） 

第３条 懇話会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

 (1) 地域活動団体の代表者 

 (2) 社会福祉事業団体の代表者 

 (3) 保健・福祉団体の代表者 

 (4) 知識経験者 

 (5) 公募による市民 

 (6) その他市長が必要と認める者 

  （任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ その職にあるために委員となったものの任期は、その在職中とする。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  （会長及び副会長） 

第５条 懇話会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、懇話会を代表し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。 

  （会議） 

第６条 懇話会の会議は、必要の都度、市長が招集する。 

２ 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることが

できる。 

  （庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、福祉部生活ふくし課において処理する。 

  （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

    附 則 

 この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 
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 ２   三郷市地域福祉計画推進懇話会委員名簿 

 

任期：平成 24年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

区分 氏名 団体名等 備考 

第１号 

地域活動団体 
 菊地 靖孝 東町みなみ町会 会長 

 海瀬 正一 みさと団地自治会 
 

 佐藤 雄 三郷市民生委員・児童委員協議会 
 

 尾野 彰 三郷市ＰＴＡ連合会 
 

第２号 

社会福祉事業団体 
 八塚 俊雄 三郷市社会福祉協議会 

 

 篠田 實 社会福祉法人緑風会 しいの木の郷 副会長 

第３号 

保健・福祉団体 
 山上 文子 三郷市母子愛育会 

 

 染谷 誠一 三郷市老人クラブ連合会 
 

 菊地 純子 障害（児）者連絡協議会 
 

 小林 きよ子 ボランティアグループ「三郷あしたばの会」 
 

第４号 

知識経験者      

  

 黒木 副武 三郷市医師会 
 

 和田 高一 三郷市立小・中学校校長会 
 

第５号 

公募による市民 
 松尾 雅子   

 柴野 浩子   

第６号 

その他、市長が必

要と認める者 

 大山 芳雄 三郷市商工会 
 

 

※事務局 三郷市 生活ふくし課 福祉総務係 
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 ３   三郷市地域福祉計画関係行政協議会設置規程 

 

 平成 18年 4月 12日 

訓令第 9号 

 

   (設置) 

第 1 条 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 107 条の規定に基づく三郷市地域福祉計

画(以下「計画」という。)を策定し、及びその計画に基づく地域福祉の総合的かつ一体的な

推進を図るため、三郷市地域福祉計画関係行政協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

 (所掌事項) 

第 2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) 計画に基づく地域福祉の推進に関すること。 

   (組織) 

第 3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 安全推進課長 

(2) 健康推進課長 

(3) シルバー元気塾推進課長 

(4) 市民活動支援課長 

(5) 生活ふくし課長 

(6) 長寿いきがい課長 

(7) 障がい福祉課長 

(8) 子ども支援課長 

(9) すこやか課長 

(10) ふくし総合相談室長 

(11) 生涯学習課長 

(12) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者 

   (会長及び副会長) 

第 4条 協議会に、会長及び副会長 1人を置く。 

2 会長は、生活ふくし課長とし、副会長は、会長が指名する。 

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

   (会議等) 

第 5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。 

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 
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   (部会) 

第 6条 協議会は、第 2条の所掌事項に関する専門的事項を調査及び研究するため、地域

福祉計画作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。 

2 部会は、次に掲げる課の職員をもって組織する。 

(1) 安全推進課 

(2) 健康推進課 

(3) シルバー元気塾推進課 

(4) 市民活動支援課 

(5) 生活ふくし課 

(6) 長寿いきがい課 

(7) 障がい福祉課 

(8) 子ども支援課 

(9) すこやか課 

(10) ふくし総合相談室 

(11) 生涯学習課 

(12) 前各号に定める課のほか、会長が指名する課 

3 部会に、部会長及び副部会長 1人を置く。 

4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。 

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故が

あるときは、その職務を代理する。 

6 部会の会議は、会長が招集し、部会長は会議の議長となる。 

   (庶務) 

第 7条 協議会の庶務は、福祉部生活ふくし課において処理する。 

   (その他) 

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

    附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

    附 則(平成 19年 3月 15日訓令第 17号) 

この訓令は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

    附 則(平成 20年 3月 21日訓令第 2号)抄 

この訓令は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

    附 則(平成 21年 7月 6日訓令第 21号) 

この訓令は、平成 21年 7月 6日から施行する。 

    附 則(平成 21年 9月 8日訓令第 25号) 

この訓令は、平成 21年 9月 8日から施行する。 

    附 則(平成 22年 3月 12日訓令第 5号) 

この訓令は、平成 22年 4月 1日から施行する。 
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 ４   策定経過 

 

■平成 24 年度 
 

日 付 関係行政協議会 推進懇話会 

平成 24年 

７月 26日 

第１回関係行政協議会 

・策定体制及びスケジュール 

・市民懇談会の概要について検討 

・現行計画の進捗管理 

  

７月 31日   

第１回推進懇話会 

・策定体制及びスケジュール 

・市民懇談会の概要について検討 

・現行計画の進捗管理 

９月８日 

～ 

９月 17日 

市民懇談会 

・彦成地区文化センター（14名参加）、鷹野文化センター（32名参加）、 

コミュニティセンター（21 名参加）、瑞沼市民センター（26 名参加）、 

三郷市文化会館（24名参加）  

10月 19日 

第２回関係行政協議会 

・市民懇談会の結果報告 

・計画素案の検討 

  

10月 25日   

第２回推進懇話会 

・市民懇談会の結果報告 

・計画素案の検討 

11月 26日 

～ 

12月 25日 

計画（案）に対する市民からの意見募集（パブリックコメント）を実施 

・広報みさと（11月号）とホームページでお知らせ 

・計画（案）、回答用紙を市政情報コーナーや文化会館、市内図書館、

各地区センター、コミュニティセンターなどに設置 

平成 25年 

２月 13日 

第３回関係行政協議会 

・三郷市地域福祉計画（案）に対する 

パブリックコメント結果の報告 

・三郷市地域福祉計画（案）の検討 

  

２月 19日   

第３回推進懇話会 

・三郷市地域福祉計画（案）に対する 

パブリックコメント結果の報告 

・三郷市地域福祉計画（案）の検討 

３月 21日 第２次三郷市地域福祉計画の策定 
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