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資料６ 審議経過 
 

○ “こうべ”の市民福祉総合計画 2015 策定までの取組み経過 

  市民福祉調査委員会 ＷＧ・小委員会などの開催 関係の取組み 

21年 1月    

 ～    

 3月    

 4月    

 ～    

 6月    

 7月    

 ～    

 9月    

 10月    

 ～    

 12月    

22年 1月    

 ～    

 3月    

 4月    

 ～    

 6月    

 7月    

 ～    

 9月    

 10月    

 ～    

 12月    

23年 1月    

 ～    

 3月    

調査委員会の開催（1/28） 

 

次期計画の趣旨・スケジュール・ＷＧ設

置を提案 

 

調査委員会の開催（7/22） 

 

ＷＧの経過報告と意見交換 

次期計画にかかる基本的・総合的施策に

ついて諮問・スケジュール提案 

調査委員会の開催（2/17） 

 

ＷＧ報告（提言）と意見交換 

小委員会設置・市民意識調査提案 

調査委員会の開催（11/5） 

次期計画素案の審議 

答 申（11/24） 

調査委員会の開催（1/26） 

次期計画の審議（最終） 

ワーキンググループ（ＷＧ）の設置 

 

(趣旨)次期計画の仕組み確立のため、

現在の市民福祉をめぐる課題の点検検

証 

 

3 月 5 日～2 月 3 日までの間、延 9 回に

わたり会議を開催 

 

 ① ヒアリングによる課題抽出 

（延 24 回のヒアリング） 

       ↓ 

 ② 分類整理・経過報告(7/22) 

       ↓ 

 ③ 複合事例設定・対応策検討 

       ↓ 

 ④ 市民福祉の課題解決の方向性を

提言(2/17 報告書) 

 

課題解決の方向性 

①ワンストップサービスの促進 

 

②ネットワーク構築を行うコーディネ

ーターの配置 

 

③コミュニティビジネスの推進 

意識調査の実施 

１万人に発送し、回答 4,292人（42.9％） 

小委員会の設置 
 
(趣旨)次期計画の基本的総合的施策案
の審議・策定 
 
5 月 14 日～10 月 13 日の間、 
延 7 回にわたり審議（論点整理・骨子
案・計画案） 
 
7/12～7/23 の間に延 4 回ワークショッ
プを実施 
 
次期計画素案の策定 
 計画の方向性（①ワンストップ機
能・相談対応の総合化、②コーディネ
ーター配置・支援者間の連携支援、③
コミュニティビジネス・地域福祉の今
日的対応） 
に沿った具体的取組みを提案 

4/8～22.1/22 の間に、合計 24 機関・

団体からヒアリング 

 

関係課（5 課）、区役所（4 区）、 

子ども家庭センター、こころの健康セ

ンター、発達障害者支援センター、ユ

ースネット 

社会福祉協議会、社会福祉法人（高

齢・母子等 4 法人）、ＮＰＯ法人（3

法人）、コープこうべ、医療関係者 

課題の要因・解決策を、12 の複合事例

にあてはめて検証 

「日常生活上の不安」 

「地域とのかかわり」（地域の福祉問

題、近所付き合いの程度など） 

「福祉施策やサービス」（市の相談窓

口、情報の入手先など） 

「ボランティア活動」（参加状況、参加

条件など） 

について、意識調査を実施 

ワークショップ・テーマ 

「制度がカバーしていない市民ニーズ」 

「地域福祉に寄与する団体の今とこれから」 

「ワンストップ機能の充実・強化に向けて」 

「地域福祉の機関・団体間連携」 

 

 市政アドバイザー・民生委員・ふれまち協・社協・

生協・重度障害・依存症支援の作業所・要医療の子

ども・マイノリティ支援等のＮＰＯ法人・サービス

事業者等が分野を越えて集まった、ワークショップ

を実施（延4回・60団体・65人が参加） 

パブリックコメント 

（12/7～1/11） 

3 月 計画公表 
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○市民福祉調査委員会の審議経過 

開催年月日 回 数 審議事項等 

平成 21 年１月 28 日 第１回 ・次期市民福祉総合計画の策定について 

平成 21 年７月 22 日 第２回 

・次期市民福祉総合計画にかかる基本的かつ総合的な施策につ

いて（諮問） 

・神戸市市民福祉調査委員会ワーキンググループ経過報告につ

いて 

・次期市民福祉総合計画の策定に関する今後の進め方 

平成 22 年２月 17 日 第３回 

・神戸市市民福祉調査委員会ワーキンググループ報告について 

・市民福祉に関する意識調査の実施について 

・市民福祉調査委員会小委員会の設置について 

平成 22 年 11 月５日 第４回 ・（仮称）“こうべ”の市民福祉総合計画 2015（案）について 

平成 23 年 1 月 26 日 第５回 

・市民意見募集結果及び市民意見を反映した計画の修正につい

て 

・市民福祉調査委員会小委員会の設置について 

 

○市民福祉調査委員会ワーキンググループ審議経過 

開催年月日 回 数 審議事項等 

平成 21 年３月５日 第１回 ・ワーキンググループの設置趣旨、進め方について 

平成 21 年３月 18 日 第２回 ・テーマや論点、取上げるべきニーズについて 

平成 21 年４月２日 第３回 
・テーマや論点、取上げるべきニーズ、ヒアリング方法等につ

いて 

平成 21 年５月 12 日 第４回 
・ヒアリング結果、市民福祉に関する仕組みについての課題

（案）について 

平成 21 年６月９日 第５回 ・市民福祉に関する仕組みについての課題（案）について 

平成 21 年 12 月３日 第６回 
・市民福祉に関する仕組みについての課題について 

【課題の要因分類、課題の克服方法（提言）案】 

平成21 年12 月11 日 第７回 

・市民福祉に関する仕組みについての課題について 

【課題の要因分類（ユーザーサイドからの分類）、複合問題を

抱えた人の課題整理とその対応策】 

平成 22 年１月 26 日 第８回 
・市民福祉に関する仕組みについての課題について 

【複合的条件を抱える事例、ワーキンググループ報告書（案）】 

平成 22 年２月３日 第９回 
・市民福祉に関する仕組みについての課題について 

【複合的条件を抱える事例、ワーキンググループ報告書（案）】 
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○市民福祉調査委員会 小委員会審議経過 

開催年月日 回 数 審議事項等 

平成 22 年５月 14 日 第１回 
・小委員会の審議の進め方・スケジュールについて 

・市民参画による計画策定について 

平成 22 年５月 28 日 第２回 ・小委員会における論点について 

平成 22 年６月 28 日 第３回 

・小委員会における論点について（案） 

・ワークショップの開催について（案） 

・市民福祉に関する意識調査（速報）について 

平成 22 年８月９日 第４回 
・地域福祉ワークショップの実施状況について 

・次期計画の考え方について（案） 

平成 22 年８月 26 日 第５回 ・次期市民福祉総合計画策定骨子案について 

平成 22 年９月 29 日 第６回 ・次期市民福祉総合計画素案について 

平成22 年10 月13 日 第７回 ・次期市民福祉総合計画素案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


