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令和２年度 第１回 藤沢市地域福祉計画推進委員会 

議 事 要 旨 

【①グループ】 

 

１．日 時  2020年（令和２年）７月７日（火）９時30分～11時45分 

 

２．会 場  藤沢市役所 分庁舎２階 活動室 

 

３．出席者 

 

（１）委員＝11名 

東田 正喜、 越智 明美、 市川 勤、 山口 燿子、 南部 久子、 椎野 幸一、 

浅野 朝子、 川原田 武、 石井 康子、 越川 玲子、 伊原 敦 

 

（欠席）  

 堀口 陽子 

 

（２）事務局＝13名  

福祉健康部：池田部長 

福祉健康総務課：片山主幹 

地域包括ケアシステム推進室：玉井室長、山中室長補佐、浅野主幹、内田主幹、石田主査、

佐藤主査、楜澤、小野 

市社協：村上次長、平澤課長補佐、倉持参与 

 

（株）サーベイリサーチセンター：板倉 

 

（３）傍聴者＝０人 

 

４．議 事 

１．開会 

２．議題 

（１）今年度のスケジュールについて 

（２）藤沢市地域福祉計画２０２０＜中間見直し＞の進行管理について 

（３）次期計画改定について 

   ①地域福祉に関するアンケート調査及び団体ヒアリングについて 

   ②計画の骨子案及び体系図について 

３．その他 

４．閉会 
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５．配布資料 

 

資料１   令和２年度藤沢市地域福祉計画推進委員会 検討スケジュール 

資料２   進行管理シート 

資料３   地域福祉に関するアンケート調査結果報告書（冊子） 

資料４   団体ヒアリング先一覧 

資料５   団体ヒアリングでの意見集約（類型化） 

資料６   地域福祉計画策定ガイドライン（概要） 

資料７   地域福祉計画見直しに向けた方向性に関する報告書 

資料８   地域福祉計画 骨子案 

資料９   構成 新旧比較図 

資料10   体系図×地域福祉計画に関するアンケート調査 

 

６．議事概要 

 

１． 開会 

事務局：定刻ちょっと早いのですけれども、お揃いですので始めさせていただきたいと思

います。令和２年度第１回になります、藤沢市地域福祉計画推進委員会を始めさ

せていただきたいと思います。会の最初に推進室長、玉井室長のほうからご挨拶

をさせていただきます。 

玉井室長：それでは、改めまして皆様おはようございます。第１回ということで、コロナ

禍の中で会議を開催させていただくことをご容赦いただきたいと思います。本日

は議題も盛り沢山でございますので、忌憚のないご意見をいただきながら円滑な

進行に努めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そ

れでは、いろいろ議事がありますが、皆様のいろいろな思いをこの場で語ってい

ただきながら進めていきただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

事務局：次に、事務局のほうから事務連絡ということで、何点か伝えさせていただきます。 

事務局：それでは、まずは資料の確認からさせていただければと思います。お手元にとい

うか、まず事前に送付させていただいている資料の確認をさせていただきます。 

まず、「藤沢市地域福祉計画推進委員会次第」と書いてありますホチキス留めの

冊子ですね。あとは、資料７と書いてあります「地域福祉計画見直しに向けた方

向性に関する調査報告書（案）」と書いてありますね。続いて資料８「藤沢市地

域福祉計画骨子案」と書いてありますこちらの冊子、そしてＡ３版で２種類ござ

います、資料２‐１と２-２ということで、藤沢市地域福祉計画の進行管理シート

の関係、意見シートということで、２枚、Ａ３の資料１－１、１－２というのを

事前にお配りさせていただいているかと思います。あとはピンク色の冊子ですね
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アンケート調査結果の資料と、あとは、いつも毎回お持ちいただいている地域福

祉計画中間見直しの計画書ですね。そして、本日机上でお配りさせていただいて

おりますのが、地域福祉計画推進委員会の委員名簿と、藤沢市地域福祉計画推進

委員会の設置要綱、そして今回、期が替わって新しい委員の皆様でということで、

委嘱状のほうも今日配付させていただいているところです。何か不足がある方は

いらっしゃいますでしょうか。また、計画書等をお持ちでない方もいらっしゃい

ますでしょうか。いらっしゃれば挙手をお願いできればと思います。大丈夫そう

ですかね。もし会議の中で不足等あればいつでもおっしゃっていただければと思

います。そして、本日は、計画の今回は審議会ということで、また議事を録音さ

せていただきますので、予めご了承いただければと思います。あとは、この次第

の裏面、次第のサッシの１枚おめくりいただいたところに、委員名簿、本日は午

前・午後とグループを分けて開催させていただいているところですけれども、本

日、10番に書いてあります堀口委員から欠席の連絡をいただいておりますのでよ

ろしくお願いいたします。事務連絡としては以上です。 

事務局：資料のほうは過不足大丈夫でしょうか。本日の会議の進め方なのですけれども、

今、事務局のほうからお話しさせていただいたように、いつもよりも、やはりコ

ロナ感染防止拡大防止ということを意識しまして、２つの部に分かれて進めさせ

ていただいております。進めるにあたりましても、事務局からの説明は簡潔に行

いたいと思います。その代わりに委員の皆様から活発なご意見をいただきたいと

いうふうに考えて進めているところです。マイクの使用なのですけれども、やは

りマイクも感染のということでいろいろ諸注意がありますので、今、私、使って

いるのですが、事務局は説明の際に使わせていただくのですけれども、意見交換

の際にもし地声で大丈夫そうであればそれでもいいですし、マイクもご用意して

おりますし、１回１回アルコールで拭かせていただきますので、それは声の通り

方で判断いただければと思います。会のほうの終了も、通常よりも短めに終わる

ようにということで配慮させていただきますので、ご協力をよろしくお願いしま

す。本来ならば第１回目ですので、委嘱状をお配りしてお願いをするところなの

ですけれども、机上に置かせていただいておりますので、ご確認をよろしくお願

いいたします。また初回で委員長・副委員長の選出ということもございますが、

委員長につきましては、事務局のほうで、長年この会議の委員長をお務めいただ

いている石渡和実様先生に、引き続きお願いさせていただきたく、ご本人からも

ご了承をいただいておりますので、よろしいでしょうか。 

委 員：はい。 

事務局：ありがとうございます。また副委員長に関しましては、事務局と石渡先生と検討

というか、お話をさせていただきまして、地区社協のほうで長年会長をやられて

おりまして、この福祉計画のほうにも長年ご協力いただいております、本日ご出

席いただいております湘南大庭地区の社協の会長の川原田様にお引き受けいただ

けないかというふうにお願いをさせていただき、ご了承をいただいております。
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よろしいでしょうか。 

委 員：はい。 

事務局：ありがとうございます。そうしましたら、委員長は今日、午後の部のほうにいら

っしゃいますので、副委員長にお願いをしております川原田委員のほうに一言お

願いをできたらと思います。 

川原田副委員長：かしこまりました。地声で、聞こえなかった方は手を挙げてください。

改めましておはようございます。事務局のほうからご紹介いただきました、湘南

大庭地区社会福祉協議会会長を仰せつかっております川原田と申します。この推

進委員会に何期か出動させていただきまして、非常に密度のある協議内容だなと

私は思っております。また、我々市民に住民に直接響く内容、テーマになってお

りますので、やっぱり議事を白熱し、その中でもってやれるものから順次進めて

いければいいなということで、皆様のご指導ご鞭撻をいただきながら今後進めて

まいりたい、委員長を助けながら進めていきたいと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

事務局：ありがとうございました。あと、今回委員が代わられた方がこの会議でもいらっ

しゃいます。名簿をご覧いただきまして、善行地区の自治会のほうから山口委員

が、今回、新しくご出席いただいております。山口委員、一言お願いできますで

しょうか。 

山口委員：右も左も何もわからないのですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局：ありがとうございました。それから７番のほう、鵠沼地区の社協の会長の浅野委

員、一言お願いいたします。 

浅野委員：皆様おはようございます。浅野でございます。新人でございますのでよろしく

お願いいたします。昔はこの委員も務めさせていただきました。長い間民生委員

を務めさせていただきましたので、頑張ってまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

委 員：よろしくお願いします。 

事務局：ありがとうございました。 

 

 

２．議 題 

（１）今年度のスケジュールについて 

事務局：そうしましたら、早速、議題のほうに入らせていただきたいと思います。次第を

ご覧いただきまして、議題になります。 本来ならば委員長のほうで議題をお渡し

させていただくところなのですが，本日は事務局の方で会議を進めさせていただ

きたいと思いますので、委員の意見交換のときに、先ほど川原田副委員長のほう

からお話がありましたように、聞こえなければ遠慮なく手を挙げていただいて、

時々、電車とか車で聞こえないときも多々ありますので、遠慮なく手を挙げてい

ただけたらと思います。そうしましたら事務局のほうから、議題の「（１）本年
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度のスケジュールについてということで説明させていただきます。 

事務局：地域包括ケアシステム推進室の楜澤と申します。今年度につきましてもどうぞよ

ろしくお願いいたします。資料説明につきまして着座にて失礼いたします。尚今

回につきましては今事務局のほうからお話をさせていただきました通り、人数を

半分にしている、また事務局のほうで司会をさせていただくという方法をとらせ

ていただきます。普段以上に事務局と委員さんの距離が近くなるのかなと思いま

すので、いつも以上にざっくばらんな意見交換をしていただきますと幸いですし、

あとは、委員さんと事務局だけではなく、委員さんと委員さんのほうでご質問で

あったり、意見交換ということもしていただければありがたいなと思いますので

どうぞよろしくお願いいたします。では、資料につきまして、次第のある資料、

そちらを１枚おめくりいただきまして、右肩に資料１と書いてある１ページ目の

資料、「検討スケジュール」と書いてある資料をご覧いただければと思います。

こちらを含めて情報共有というかたちになります。今年度どのようにこの計画の

委員会を進めていくかというところになります。今年度の大きなテーマとしては、

計画の改定になっております。今。皆様といろいろ議論をさせていただいており

ます、地域福祉計画２０２０の中間見直し、こちらが今年度で終わりになりまし

て、来年度から新たなものになります。また２０２０が６年計画なのですけれど

も、それも全改定、前回中間見直しだったのですけれど、今回は全改定というか

たちになりますので、一から見直しをすることができればなと考えておりますの

で、その点についていろいろな議事を今後ご用意させていただければと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。今回につきましては、一番左の第１回

のところですね。アンケート調査、また団体ヒアリングの結果、あとは、骨子案、

体系図の検討ということを議事として予定させていただいております。次回以降

につきましても同様の議事で進めさせていただければと思っておりますし、また、

委員会と委員会の間に、例えば第３回までにとか、第４回以降と書いてあるとこ

ろもご覧いただきますと、郵送確認というふうに書いてあるところがあろうかと

思います。こちらについては、今回、前回ということもありますので委員会だけ

で意見をもらうというところだと、ちょっと少ないかなというところありますの

で、こちらから委員会でいただいた意見を反映したものをお送りいたしますので、

都度ご意見がある方につきましては是非ご意見をいただければ幸だなというふう

に思っております。最後に、その他の所ところをご覧いただけばと思うのですけ

れども、この計画については、11月から12月頃にパブリックコメントを実施する

予定です。また、12月の市議会定例会のほうで中間報告、２月の市議会定例会で

最終報告、３月に完成というところで現在予定しているところでございます。こ

ちらにつきましてはぜひ皆様にご協力いただければ幸いだと思いますので、よろ

しくお願いいたします。以上が検討スケジュールになります。 

事務局：今、事務局から説明させていただきました今年度のスケジュールにつきまして、

ご質問、ご意見等ございますでしょうか。はい、市川委員。 
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市川委員：今、ご承知のようにコロナの状況で、その辺の全体の動きを睨みながらこのス

ケジュールというのは立てておるのでしょうか、という質問です 

事務局：ありがとうございます。当然コロナのことは加味しているつもりでございます。

ただ、この委員会、今第２回から４回まで、次以降開催予定ですけれども、そこ

もコロナの状況で開催できない可能性というのは十分に考えられます。その場合

につきましては、この第３回までに、第４回以降と同様に、郵送でやり取りをさ

せていただければなというふうに思っておりますし、また個別でこちらからメー

ルないしはお電話等々で連絡をさせていただいて、個別でお話を伺うということ

もさせていただければなというふうに思っておりますので、臨機応変な対応には

なってしまうのですけれども、ちょっとご協力をいただければと考えております。 

事務局：他はございますでしょうか。 

委 員：結構です。 

 

（２）藤沢市地域福祉計画２０２０＜中間見直し＞の進行管理について 

事務局：それでは、次の議題のほうに移らせていただきたいと思います。議題の２ですね。

現計画２０２０の中間見直しの進行管理についてということで説明させていただ

きます。 

事務局：では、引き続き事務局のほうから資料説明をさせていただきます。進行管理につ

いてということで、こちらはもう昨年度からずっといろいろと皆様からご意見を

いただきながら進めさせていただいているところでございます。そちらについて、

ある程度今回まとめさせていただきましたので、そのご報告と、両方についてご

説明させていただければと思います。資料につきましてはＡ３の資料ですね。資

料2-1、また、資料２と書いてある資料をご覧いただければと思います。併せて、

机が狭い中で恐縮なのですけれども、計画本編をご覧いただきまして、そちらの

20ページ、21ページ、現行の計画の体系図もご覧いただければと思います。計画

の体系図と書いてあるところになります。よろしいでしょうか。こちらの、まず

計画の体系図のほうをご覧いただければと思うのですけれども、今まで議論させ

ていただいた中で、地域福祉計画の進行管理というのは非常に難しいという話は

都度させていただいているかと思います。というのも、例えばそれぞれの個別の

事業計画、例えばいきいき長寿プランであったりとか障がい者の計画ですと、そ

れぞれ事業を紐付けまして、それに対して目標値を設定して、取組を推進して、

それで来年度それは何パーセントにしていこう、何人にしていこうという目標を

立てることができるかと思うのですけれども、地域福祉計画につきましてはあく

まで理念計画というところもありますので、地域福祉を推進させるために何パー

セントを目標にすればいいかというところもなかなかわかりづらいというところ

があろうかと思います。そうした中で、この計画の体系図をご覧いただければと

思うのですけれども、地域の取組、行政の取組、市社協さんの取組、それぞれを

この体系図に基づいてまとめさせていただきまして、そちらについて委員さんの
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ほうからご意見をいただきまして、それを事務局のほうで集約させていただく。

集約した結果につきましては、例えば、地域に我々が出る際にそちらを計画と一

緒にお伝えするであったりとか、いただいた意見を関係各部署にお伝えする、ま

た、施策のほうに反映するということをすることによって、地域福祉を推進する

きっかけにできるかなというふうに考えておりまして、取りまとめさせていただ

いたところです。その具体的な方法については、資料2-1の表紙１ページをご覧い

ただければと思うのですけども、下にイメージ図が簡単に記載されているかと思

います。この計画の体系図の施策の方向性に基づいて、まず、行政の取組につい

て簡単にまとめさせていただきます。市社協さんと地域の皆様の取組については、

施策の方向性では区切れない部分、例えば人材づくりに関連する取組の中で、普

及啓発とボランティアの養成活動への参加促進、ここはちょうど切れない。両方

とも包含しているような取組というのもたくさんあろうかと思いますので、市社

協さんと地域の取組については、人材づくりという基本目標ごとに取組をまとめ

させていただいたというところになっております。こちらの経過については、こ

ちらに昨年度からご参加いただいている方についてはご理解いただいているのか

なと思います。例えば、参考にご覧いただきますと、に資料2-1の４ページをご覧

いただきますと、この４ページに記載されているものが基本目標１の施策の方向

性の（１）、地域福祉の普及啓発に関連する行政の取組をまとめさせていただい

ております。５ページには１の（２）ボランティアの要請活動への参加促進、６

ページについては１の（３）をまとめているところです。７ページについては人

材づくりに関連する市社協さんの取組、そして８ページから11ページまでについ

ては、地域のほうで行われている取組について、全てではもちろんないというこ

とは承知しておりますけれど、 市社協さんの取組とあと地域の取組、地域の取組

については委員の皆様であったりとか、また、市民センターのほうにも話をしま

して、市民センターのほうからも取組のほうは挙げていただいているものでござ

います。同様に、それ以降、13ページには基本目標２番、それ以外についても基

本目標３番というかたちで取組を記載させていただいているところになっており

ます。そちらを踏まえて、資料2－2、もう１枚のほうですね、そちらをご覧いた

だければと思うのですけれども、これは昨年度の11月かの会議のときにこちらの

今の2－1をお出しさせていただいて、こちらについてご意見を下さいねというか

たちで皆様にお願いさせていただいたかと思います。そのいただいたご意見をま

とめたものが、この資料2－2になっております。例えば、１ページにつきまして

は、基本目標を１番、人材づくりに関連する、例えば普及啓発、これに関連する

ような行政の取組についてまとめた結果を委員さんのほうにご覧いただいたとこ

ろ、例えば普及啓発全般についてということで、４助の具体的な内容がわかりづ

らいなといったご意見であったりとか、子どもを対象とした福祉学習の取組が見

えづらいというようなご意見をいただきました。また市社協の取組についても同

様のご意見となっています。また、地域の取組につきましても、例えば、地域の



 

- 8 - 

 

中でターゲットを絞ったアプローチができれば効果的ではないかなというような

ご意見も様々いただいているところでございます。２ページにつきましては、基

本目標２番と３番につきまして、それぞれご意見をいただいたものについてまと

めさせていただくところでございます。こちらについても、全ては説明できませ

んが、後ほどご覧いただければなと思います。３ページ、ここはちょうど今回、

肝になるところなのですけれども、意見シート総括ということで、基本目標１番

から３番まで同様に記載されております。先ほどのものについては主体ごとに、

行政について、社協について、地域について、ここは主体ではなく全般的に気づ

いたことについていただいた意見をまとめさせていただきました。例えば普及啓

発についてですと、インターネットやＳＮＳを活用することが効果的ですよ、で

あったり、様々なご意見をいただいております。それを集約した結果を矢印の先、

右側にまとめさせていただいております。例えば普及啓発についていうと、ＳＮ

Ｓなどの活用であったりとか、世代別のアプローチ、また２番目のボランティア

の養成参加促進ですと、例えば他分野のボランティアの取組と連携することが重

要。また、人材の確保育成についてだと、退職後に参加しやすい工夫やアプロー

チが必要ではないかであったりとか、持続可能な仕組みづくりが必要ではないか

というようなかたちで基本目標１番から３番までまとめさせていただきました。

こちらについての使い方案ですけれども、まず１ページ目から３ページ目、こち

らにトータルとしていえることとしては、まず地域の皆様のほうに我々が説明さ

せていただく際、こちらを計画書と一緒にお伝えできればなと思っております。

ここに記載されている内容というのは、本当にきっかけになるようなご意見とい

うのが非常に多くて、例えば、来年度新しい取組をやろうと考えていたときに、

こういう意見があるならこういうことができそうかな、であったりとか、今やっ

ている取組を、ではこういうふうに変えることができるのではないかなといった

ようなヒントがこの中に隠されているかと思いますので、そういった視点で地域

の方に伝えていきたいと思っています。また、当然行政の内部のほうでもこちら

を共有させていただきます。そうすることで地域福祉に関連する取組というのが

少しずつ推進されていく。それによって地域福祉が推進されていくというような、

そういうかたちで取組をしていければなと思っています。さらには、一番右側に

まとめたものについては計画に反映するということをしていきたいと思います。

この視点というのは非常に重要な視点ですので、計画書のほうに、特に体系図の

方にうまく反映することができればと思っております。最終的には、いただいた

ご意見、特に集約した部分につきましては、３年後のアンケート調査の項目設定

のときにも活用させていただくことで、そちらを経年変化、例えば前回のアンケ

ート調査の結果と次のアンケート調査の結果を比較したときに、例えば５％上が

っていましたよとなった場合については、地域福祉が多少なりとも推進されたの

だな。例えば10％下がりましたとなると、では何が課題かなということを捉えた

中でさらに推進させていただくきっかけを考えていくといったようなかたちで取
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組を推進させていただければというふうに考えております。この地域福祉の推進

というのは、非常に、正解があるものではございませんし、数字で書かれるもの

でございませんので、このやり方が正解かというのは、正直、事務局のほうでも

ちょっと疑問というか、正しいのかなと不安に思う部分もあるのですけれども、

いろいろ委員の皆さんと意見交換をさせていただく中で、まずは今年度はこうい

うかたちでまとめさせていただきました。また、次年度、またその次のときにつ

きましても、いただいた意見を踏まえて全然違うやり方になるかもしれませんけ

れども、一番良いやり方ということを委員の皆様と一緒に考えることができれば

なと考えておりますので、よろしくお願いいたします。進行管理につきまして、

説明は以上です。 

事務局：今、説明させていただきました中間見直しの進行管理につきまして、ご質問とか

ご意見がございましたらお願いいたします。 

市川委員：その前にちょっとお話ししておきたいと思うのです。私、長後地区の自治会連

合会の会長ということでここに出席させていただいているのですが、今回、新し

く作るということで第１回目の会合ということのようなのですが、ここにお集ま

りの方々がですね、特に新任で来られている方々が、よくお立場とかそういうの

がわからないのではないかと思うので、だから簡単な自己紹介というのはあれな

のですけれども、事務局側も新しいかたちでスタートするということで、事務局

側も慣れちゃっているから、今の説明が私はわかりますけれども、他の人たちが

非常にとっつきにくいのではないかという気がするのですね。その辺を議事の進

行としてもう少し親身になって、その委員の皆様の立場を簡単に、新任の方のご

挨拶にありましたように全くの素人ですわかりませんのでというお話があります

ように、それが実態だと思うのですよ。ですから、その辺を司会進行を進めてい

く中でしっかり把握しながら進めていってもらいたいなと思います。是非ともそ

こを、今までこのコロナの関係をずっと私は報道等で見ていますので、藤沢市の

動きと地域の動きを比較してみますと、要するに藤沢市はどちらかというと紋切

り型なのですね。今回の会議もそうなのですけど、一方的な行政からの情報発信

というかたちなのですけれども、もう少し住民目線での話というのができる様な

環境づくりに変えていかないと、これからいろいろ環境が変わる中で、特に、今

ここに挙げていることもそうなのですけれども、椎野委員もいらっしゃいますけ

れど、防災に関しても、いわゆる総合防災訓練というのが基本的に中止だと。地

区連も中止、敬老会も中止というそういう状況下で進めていくわけですから、そ

の辺の頭の切り替えも、冒頭にコロナの影響はどの程度見込んでいるのですかと

いう話をさせてもらったように、その辺の頭の切り替えを是非やっていかないと、

今までの延長線上でこれを動かしていくということが非常に難しくなるのですね。

我々、自治会連合会としても会合がほとんどできませんし、基本的には、いわゆ

る密にならないように電話でしっかりコンタクトをとるようなことを、私は個人

的にやっていますけれども、そういうような動きが一切断たれている状況なんで
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すよね。その辺をしっかり踏まえていただかないと、ちょっとなかなか親身な対

応というのが非常に難しいような気がするのですね。特にこちらの委員の方の、

私はいらっしゃる部長さんのお名前も存じ上げておりませんし、そういうのです

ね、玉井さんは前々からやっていらっしゃいますから存じ上げておりますけれど

も、ということで、もう少し紋切り型ではなくてコミュニケーションをとりたい、

とりたいという割には何となくそういう感じがするものですから、一言意見を述

べさせていただきました。 

椎野委員：今の市川委員がおっしゃる通り、だから、全体で今の報告をしていただいた中

で、何がどのように問題なのか、課題なのかということと、今、委員が、新しい

方が着任して、だけれどもそれを新しい方にどうのこうのという、この全体で議

論するべきことではない。だから、それは運営の仕方で、委員会をより効果的に

やるにはどうしたらいいかということを考えていただいて、新しい人にはご足労

でも少し時間をいただいて、個別に呼んでいただいてやるのが私は適切かなと思

うのです。私たちは何年もやってきたけれども、その中だってわかっているよう

でわかっていないことっていっぱいあるのですよ。だから、今のこの議論は、あ

くまで市川さんのいうように新しい発想でやるということが大事だよ、それはも

う当たり前のこと。こういう、環境が変わってきたのだから、それは後の今日の

テーマの中に、これからのやり方をどうするのだという議題があれば、それはそ

こできちっと、今、市川委員が言ったようなことは、しっかりと、やっぱりみん

なで確認して行かなくてはいけないと思うのです。だから、今は意見提案だから、

その２つのことを柱におっしゃったのだと思います。私は、新しい方には特別に

この仕組み、この委員会の役割、それはもう絶対に説明すべきなのだと。あるい

は、今、新しい人が前任者に引き継いだわけではないのでしょう。前任者とイコ

ールになっていて、引き継いだなら引き継ぎがあればよくわかるけれど、初めて

その団体から選出された方だから、その団体が責任をもって委員というのはこう

いう役割があるんだよというのはちゃんと引き継いでいればいいけれど、引き継

いでいなかったら、今、市川委員がおっしゃった、それを最初にやらないと、こ

の委員会に出たって何がなんだかわからないですよ、これは。これはもう、事務

局がしっかりとそういう土俵を、ちょっと違うところでやってもらったほうがい

いと思うのだな。それは仲間がここにいるのだから、先輩諸氏が新しい委員の人

の質問に対して、いやそうじゃないんだと、我々委員はこういうことなんだとい

うのはこの場で議論をすれば、それは連携して良い方向に行くと思うのです。ま

ずは、事務局が新しい方に選考したのだから、あくまで選考したのだから、選考

責任を持って、新しい人には事前にちゃんと説明する必要が私はあるというふう

に感じています。以上です。 

事務局：ご意見ありがとうございました。まったくご指摘の通りだなというふうに反省し

ているところです。新任の委員さんにつきましては、直接レクチャーをさせてい

ただいたということは実はなく、新任の委員さん用に実は別で資料をお送りして
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いるというかたちではあるのですね。地域福祉計画とはどういうものですよ、で

あったりとか、簡単にまとめさせていただいたものは送りさせていただいている

のですけれど、やっぱりそれを見たところで、どこまでわかったかというのは、

なかなか、そこも難しいところだと正直思っております。今、市川さんや椎野さ

んがおっしゃったように、ちゃんとお時間を取った中で事前にレクチャーすると

いうことで、この委員会に臨んでいただくことが非常に意味のあることだと思い

ますし、やはり我々の配慮が足りなかったと感じているところです。また、進行

管理についての今の説明につきましても、この後の議題については、まだ決まっ

ていない内容についての議論になりますのでまた別かもしれないですけれども、

今のものについては、ある程度昨年度から固まってしまっているという認識のも

とで私のほうで、今、説明をさせていただいてしまいました。そこというのも、

本来はそういうかたちではなくて、せっかくこうやって皆様にお集まりいただい

ている中で、また先ほど冒頭に私のほうからいろいろご意見を下さいと言ってい

る以上は、その辺の配慮はしなければいけなかったなと非常に反省するところで

ございますので、ちょっとこれからの議事進行につきましては、その辺はしっか

りと鑑みて中で進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

椎野委員：やっぱり新しい方は、委員というのはこの席で議論するだけの事かなと思って

いるかもしれない。ただ、私たちはこの２０２０を推進するのだという役割、責

任を持って推進をする中で、何をどのようにやったかという現況の把握をして、

こちらに持ってくる、情報を持ってくる、その役割がちゃんとあるのだよという

のが一番大事だから。この委員会での役割というのはちょっと違うのだ。そこの

行動に移す、それもこの委員の役割ですよというのをちゃんと知らしめておかな

いと、ああそうか、こういう委員会なのかというのがわからないと思うよ。他の

委員会はこういう委員会はそこまでやっていないのだもの。できたものに対して

評価をして、これではいけない、こうしたほうがいいというのが普通の委員会な

のだが、ここはちょっと違うのだ。現場に入って一所懸命やらなくてはできない

ことも結構あるのですから、それはしっかりとやってほしいな。 

浅野委員：新しく入らせていただきました。３日くらい前に資料をいただきました。一所

懸命読んでまいりました。それで付箋も付けましたし、いろんなことでもって、

自分でできる限りの情報を頭に入れて出席させていただいています。たぶん、新

しい方はそういうことで来ていると私は思っております。それと、私自身は、自

分の経験から民生委員のこととかそういうのはわかりますけれども、これは本当

に防災もありますし、広く広く福祉を書いてございます。そのことで、これだけ

もう皆様がやって来てくださったことに大変感謝しておりますし、藤沢市全体で

これからどういうふうに向かっていくかという、そこのところを考えていかなけ

ればいけないという立場で来ております。ただ、コロナがありますので、いろい

ろのことを思いながら、思っていてもできないこともありますので、そこのとこ



 

- 12 - 

 

ろを藤沢市はどんなふうになさるのかな、それから私たちがどういうふうに申し

上げるのかなと。この中でまとめるというのは大変ですし、皆様の委員の方たち

がやれることであるのかなと、そこも思いました。ただ、先に進むことはとても

良いことだと思いますので参加させていただいております。 

山口委員：私も、本当に膨大な資料を一所懸命読みました。自分の経験からしますと、私

もくらし・まちづくり会議の時代からずっと、地域経営会議を経て、今もずっと

委員を続けています。そうすると、やっぱり全体的に網羅しているのですね。防

災のことも関係ありますし、福祉のことも関係あります。そして、ここ２年ほど

は郷土づくりのほうで福祉部会というのがありまして、そこに所属しております。

だからまるっきりわからないわけではないと自分では思っております。だから、

一所懸命いろいろ考えてくださってありがとうございます。でもこの辺りをしっ

かり置いておいて、読んで意見をと言ってくだされば、それは対応できるのでは

ないかと自分では思っております。 

事務局：ありがとうございますその件に関して。 

山口委員：それと、先ほど部長の名前も知らないとおっしゃっていましたね。実は、５年

ほど前に下水道審議会の委員をやっておりまして、そのときは会議のたびにそこ

の職員の方全部挙がっておりました。だから、それもそういうふうにすればいい

のではないかなというふうに。委員の名前だけではなく、と思ったわけです。 

椎野委員：ちなみに前回までは出ていたのです。今回、出ていないのです。だからわから

ないと。 

山口委員：そうなんですか。 

椎野委員：こちら側出席者の名簿は出ていない。 

事務局：ありがとうございます。今回机上に、本来、今市川委員がおっしゃられたように、

事務局の名簿であったりとか、配付の席の席次表があってもよかったかなと思っ

ておりますし、また、コロナということを意識しすぎて会の開始が、やはりこの

計画の趣旨であったりとか進め方というところ、今後の会議の委員さんの持つ役

割などを、もう少し丁寧にご説明をすればよかったかなというふうに反省をして

おります。今、新任の委員さんからもご意見をいただきまして、自宅で大変熱心

に読んで来ていただいたということで大変感謝しております。また、個別にその

辺は配慮しながら丁寧にご説明させていただきたいと思います。市川委員のほう

から、市のほうの紋切り型の押し付けみたいなところも、多少そこは思い当たる

ところもあったと思っておりますので、そこは真剣に配慮させていただきたいと

思いますので、このまま進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。そうしましたら、次の議題ですね。 

椎野委員：進行として、この後、発表いただいた2-1、2-2に対してどうですかっていうの

が今の進行の柱だと思います。これに対してどうですかと言ったら、市川委員が

そういう話をしたんだから、そうしたらどうしたらいいのかなというのを今は議

論した。この中身でいいんですか、まとめ方でいいんですか、何か問題はないで
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すかというのを聞かないと次に行けないですよ。だから、ちょっとそれをもっと

簡単にやっていきましょう。 

事務局：今、議論したのはこの会の進め方についての議論ですね。なので、この2-1、2-2

のまた矢印のまとめ方、事務局のほうでまとめさせたものに関して、ご意見をい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

市川委員：ああ、そういうことですね。私も、送っていただいた資料の読み解き方をちゃ

んとアドバイスしていただいていますので、例えば留意事項についてということ

で、資料2-2を重点的に確認くださいと書いてありますし、次のページの、資料10

及び対応するアンケート結果、資料３、報告書冊子の該当ページを重点的にご確

認いただきというふうになっていますから、これは少なくともここだけは私は一

所懸命目を通したつもりで、今、椎野委員が言われるようにこれをスっといかれ

ては困るなというふうに思っておりまして、特にこの資料2-2の読み込みの中で、

ちょっと先ほど触れましたが、いろいろな行事がとりやめになっていく中で、い

わゆる、過去にやったことの振り返りなのだけれども、よくこの中で一般的に総

括で出ている言葉の中で、連携を図り、とかＳＮＳとか、そういうような言葉が

出ているのですけれども、それで、今、これを見ながら、家でちょっと見て、ち

なみに藤沢市のホームページにアクセスしてみたのですね。ホームページ上での

つながりとか、そういうのが特に、こちら自治会連合会ですから自治会連合会の

情報がどういうふうに載っているかというのはちょっと確認させていただいたん

ですけれども、地域に13地域ある中で、載っている自治会連合会の添付資料は７

つぐらいですね。よその地域がどうなっているか、これは今日の今日見てきた話

ですので、市のほうの地域のセンター長にちょっとその辺確認しようかなと思っ

ていますけれども、地域によってばらつきがあるのですね。だからこういう情報

も、今、特にここにお集まりの方は全般的にそうだと思うんですけれども、情報

を得るのには、やはりインターネットで情報検索をするというのが、なんとなく

自然に行われる状況ではないかなというふうに思っていまして、特に個別の案件

についてやるときはＳＮＳ等々で動くというのは普通だと思うのですけれども基

本的な情報の発信というのはやはり市のホームページに細かく載せて、こういう

計画でこういうことをやっていますよ、こういうことをやっていますよと。関心

のない人がたまたまアクセスをしたときに、何も情報がないというのが、特にこ

れからは、これにはいろいろ出ているのですけども、若い人たちをどうやって取

り込むのかという話も出ていますし、我々、自治会連合会の中でも、高齢者、特

に老人会関係の人たちとの付き合いもありますけれども、比較的、今の我々世代

の人たちは元気なのですね。この元気を支えていくために、こういうネットの活

用ですとか、そういうようなことを積極的に行政のほうもやっているはずなので

すね。そういうことで、もう少しインターネットを通じての情報の取り方という

初歩のところから啓蒙していくようなことは必要かなというのを、この全体の読

み解く中で、特に地域のつながりと団体との連携とか、それから、そういう情報
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の共有の仕方ですとか、その辺が、この全体の中で考えたのはその２点を特に進

めて、と自分自身では思ったんですけれども。地域の１住民として、物事の発想

というのは、私の場合は特に自治会連合会ですから、一所懸命努力しないといけ

ないのですけれども、ついつい何となしに流れてきている中での動きになってし

まうので、原点に返って、情報というのはどういうふうに取ったらいいのかなと

いうことを感じております。以上です。 

事務局：ありがとうございます。今、ＳＮＳという、地域のつながりのお話をいただきま

したが、コロナとかにはなおのことその辺の重要性があるかと思います。他にい

かがでしょうか。 

石井委員：西部地区の民生委員をやっております石井と申します。地声をちょっと大きく

してお話しします。私は２期目に入りまして、この膨大な資料なのですけれども、

やはり見直しましたけれど、何が私たちがここの中で、出席した中で、どういう

ふうにここにまとめていただいたものがあるのかなということが一番の関心事で

ございまして、やはりこのまとめてくださいました2-2の資料をよく読みますと、

本当によくまとめてくださっていると思うのです。私は、民生委員・児童委員の

立場でしか目線がないわけですよ、本当に。ですけれども、こういうものをいた

だくことによって、地域の方、他の自治会の方たちとか、それから防災関係をや

っていらっしゃる方たちの目線というのがすごくよくわかりましたので、私の知

識の範囲内ではないところで、よくここに落とし込んでくださっているなと私は

思いました。ですので、足りないところももしかしたらあるのかもしれませんけ

れども、私の目線の、それぞれの立場、出てきている団体や地域の立場で、いろ

んな方がいろんなご意見を発信していただくのが、これを進めていく大事な点か

なと思いましたので、本当に、椎野さんや市川さんがよく言ってくださっていま

すので、たくさんご意見をいただいていきたいなと私は思いました。 

椎野委員：そういうご意見なのでちょっと。私も実は、例のこの資料のやつをまとめて包

括のほうに送ってあるのですけれど、簡単に申し上げます、2-1はあくまで18年度

の成果がどうなったのだよということなんですよね、それでいいんですね。 

事務局：はい、そうです。 

椎野委員：18年度の成果でこうなったんだよと。それで、その情報収集はヒアリングだの

委員の情報だとか、いろいろな手段を得てこれにまとめ上げられたんですよね。

それで、ずっと前の資料も引っ張り出してきたら、そんなに変わっていないんで

す、悪いけれど。ずっと前の資料も見たの。そしたらそんなに変わっていないの。

その変わっていないという１つが、やっぱり情報収集が遅いのですよ。地域にあ

っては、各地域にヒアリングしたって、出せと言ったってちっとも出してこない。

資料を出せと言っても出さない。そういうのもすごいあるのです。だから、事務

局がまとめるのに苦労しているの。だから、情報が少ないからこの程度なんです

よ。私はそう思いますよ。それでね、やたら辻堂、片瀬だ、明治だ、何でそこの

地域が、 そこの地域がこの施策手段をやったわけではないんだよな。御所見だっ
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ていっぱいやってるんだよ。だけれど御所見の御の字も出てこない。そういう成

果も、こういうところに出すのは基礎データとして私はいいと思っているの。い

ろんな人がやってきたから。だけど、本当に議会に提出するときは、藤沢市とし

てこの項目についてはこうなったんだということですから、地域だとか提供者だ

とかそんなの関係ない話なんだ。包括としてどうまとめるのかというのが大事な

の。そうすると、2-2のようにまとめていただいたのが、これが１つは大きな本当

にこれが成果だったのかなというふうに私は思うんですね。この成果を今後につ

なげる為に、総括の中に、一番右側に書いてあるのが、問題だとか、課題だとか、

こういうことをやっていかないと、左側の施策手段に結びつかないなということ

になっているわけだよな。そうすると、一番右側に書いてあったのも、今まで使

い慣れた言葉がほとんどなんですよ。本当にこれが18年度にやった結果の、本当

に総評をして、こういうふうなことが問題・課題だよということなのかを確認し

なくちゃだめなんです。 

石井委員：私もヒアリングを受けました。民生委員として辻堂東・西と、藤沢西部がヒア

リング対象でございましたので。あのヒアリングに関しては、私たちがここの会

議の成果を、やはり地元に、自分のところの地域にどれだけ反映できるかがすご

く課題だったのですね。最初からそれは課題だったんですけれども、それが一応

ヒアリングしていただくことによって、委員さん、あのとき10人ぐらい集まりま

したけれども、そこから私が聞けなかったことも出てきたのですね。前もって、

私、聞きましたけれども。ですので、ああいうヒアリング体験はとても良かった

し、御所見さんはまだできていないというふうにここに書かれてありますけれど

も、遅れているということも確かですし、情報が全部来ていないというところで

おまとめになっていると思うので、私もヒアリングをされたときの資料も出しま

して、私たちは何を伝えたかっていうのを確認して、これはここに出してくれて

いるなという確認をしながらこの結果報告を見ましたので、地区によっては全然

反映できていないというところもあるとは思いますが、私どもの成果としてはあ

ったように思っております。もう１つ、民生委員の中では浅野会長さんも本当に

長いこと私たちを引っ張ってきて下さっていますので、この会議にだけではなく

て、他の委員会に出た人も持ち帰って報告するということをきちんと送っていた

だいておりまして、それを受け取る側の会長さんたちも、どのように自分のとこ

ろに伝えるか、また別の問題ですけれども、一応こういう会議があってこういう

内容でしたよという報告はさせていただいいておりました。ですので少しは浅野

委員さんのほうにも伝わっているのかなと私は思っております。 

事務局：ありがとうございます。先ほどの椎野委員からの、こちらのまとめ方の、少し、

ずれであったりとかというところ、少し事務局のほうからご説明させていただき

ます。 

事務局：順番にお話をさせていただければと思います。まず、最初市川委員から言われた

ご意見といたしまして、連携という言葉であったりとか、あと既存の情報のまと



 

- 16 - 

 

め方というところのご意見についてなのだけれども、情報については本当にその

通りだなと感じております。ここに記載されているもので、例えばＳＮＳを活用

したであったりとか、世代別アプローチであったりとか、新しいことをやる前提

に、ここは結構まとめさせていただいてしまっているのですけれども、そもそも

既存のものをしっかりお伝えしないとそこにはステップアップしないだろうなと

いうふうに非常に感じますし、さっきのご意見で本当にその通りだと思ったのが、

こちらから発信するということが前提でここに書かせてもらってしまっていた節

があったのですけれど、逆にキャッチしにくる、そういった視点というところが

非常に欠けていたなというふうに感じております。そこは本当に初歩的なところ

だと思いますので、その点については計画のほうでもそうですし、それ以外の取

組でもそうですし、そこについてはしっかりと載せさせていただきたいと思いま

す。また、そういうものの積み重ねが連携に繋がってくるのだろうなと。例えば、

何かやりたいなと思ったときに、情報を自分たちで収集しにいって、こういう情

報が行政から出ているのか、じゃあこの団体ともしかしたら連携できるかもな、

みたいな、そういったきっかけというところもそこに発生してくるのではないか

と思いますので、その点についてはしっかりと鑑みて取組を進めさせていただき

たいというふうに思っております。あと、椎野委員から言われた、進行管理のま

とめ方、18年度からということなのですけれども、本当にご指摘の通りで、地区

ごとに書かれているのは、現状、非常にあるというふうに我々も感じております。

その理由といたしましては、この地区ごとの取組というのは、市民センターのほ

うとかにも協力連携しながら情報収集をしているところではあるのですけれども、

例えば地域差があったりするのですね。地域差というのが、その取組の状況であ

ったり、センターとそれぞれの団体さんとの関わり方の差というのが出てくるか

と思うので、そこで差が出てしまっているのだろうなというふうに思っています。

ただ、例えば片瀬が多くて御所見が少ない、じゃあ御所見は全然進んでいないよ

ね、というふうに我々は全く認識をしておらず、当然ここについては見える化が

できていないという我々側の反省点になっていると感じております。そこについ

ても、最終的に計画に反映はどうしていくかというのを考えていかないといけな

いのですけれど、市域、13地区ごとも当然大事なのですけれども、市域というこ

ともしっかりと意識した中で、ここについては反映していきたいなというふうに

思っています。あと石井委員が言われたヒアリングの件につきましても、実はこ

のヒアリングは進行管理とは別で計画を作るための団体ヒアリングみたいなかた

ちで、まだ全部は出ていないのですけれども、させていただいているのですけれ

ども、このヒアリングのご意見の中で、ヒアリングをしたことで計画を知っても

らえた、またそれで、じゃあこういうふうにして行こうかなというきっかけにな

ったというお話をいただいたかと思うのですけれども、今の進行管理の方向、目

的としては、地域福祉を推進するため、そのためにこの進行管理というものを進

めさせていただければと考えています。なので、団体ヒアリングをするというこ
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とも地域福祉を推進するきっかけになるのだなというふうに非常に今、感じまし

て、その辺りについては、計画をつくるために今回のヒアリングをさせていただ

くというのが主の目的になってしまっておりましたけれども、それ以外の場面も、

是非、皆様からお時間をいただきながら、そういう機会をつくっていけるといい

なと非常に感じたところでもありますし、今までのスタンスということでも反省

させていただいたというところでございますので、ありがとうございます。 

椎野委員：もう１つ、ちょっとこのまとめの中に藤沢県地域包括ケアシステムの言葉が見

つからないのだよな。これはすごく全国的に見ても藤沢型といっているのだから

すごい仕組みなんだよな。これがどう浸透してどういうふうに反映できたのかと

いうのが、少し入れてもらいたいんだよな。やっぱり地域の包括の事務局でも一

所懸命やっている。一人ひとりの配置された方も一所懸命やっているの。それが

全然見えないんだ、このまとめの中に。それは誰がまとめるの。これはやっぱり

あれでしょうね、事務局のほうだろうな。地域じゃないよな。ちょっと欲しいん

だよ。せっかくいいことにチャレンジしようとしていっているのに、ほとんど出

てこないんだ。それがどうなったのというのが。 

市川委員：ＣＳＷの話ですか、椎野さん。 

事務局：事務局のほうからちょっとお答えさせていただきます。 

事務局：包括ケア推進室の佐藤です。今いろんなジャンルのキーワードごとにまとめたと

いうのがこの資料2-2ということでございまして、椎野委員さんがおっしゃった藤

沢型地域包括ケアシステムは、これを全て含めたものが藤沢型地域包括ケアシス

テムだと思っていますので、いわゆる住民の方にどういうキーワードで普及啓発

するのかということです。例えばＳＮＳなどを活用した普及啓発が必要です、ア

プローチが必要です、支え合いが必要ですという、そういうキーワードを使うの

か、それとも藤沢型地域包括ケアシステムの推進を、というキーワード、どちら

の方が住民の方に届くのかというところを考えなければいけないのかなと思いま

す。なので、ちょっと今考えているのは、そういう行政的なキーワードを全面的

に持ってくるよりかは、より地域の方に届きやすいようなワードのほうを持って

行ったほうがいいのではないかなど事務局サイドでは考えているのですね。なの

で、どういうアプローチにしたほうが住民の方にどういうふうに響くのかという

のを少し考えなければいけないなと思って、計画書を作成するにあたってもそこ

は非常に大事なポイントだと思います。なので、この委員会の中で計画書を作成

して市民の方に発信していくという段階で、そこは意見交換していければいいな

と思っています。 

川原田副委員長：ちょっと関連してよろしいですか。今、椎野委員のほうからご意見が出

ました包括ケアシステムについて、この中にないのではないかというご意見がご

ざいました。これは、実は2-2の３ページをちょっとご覧になっていただいて、総

括のところですね。2-2の3ページ、意見シート総括というところの（１）地域福

祉の普及啓発のところで、ポチの４つ目、ここに、なかなか浸透しませんね、地
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域包括については、と出ているのですよ。 椎野委員のおっしゃるように、それが

やっぱり市民にあまり知れ渡っていないと、これは我々の責任でもあるのかなと

いう気はしますね。ということで、事務局としては、一応あまり十分浸透してい

ないという意識は持っているようでございます、ということです。 

浅野委員：広報がすごく私は大切だと思うのですね。どんなふうにやっていっても、皆さ

んが知らなければ何もならないので、民生委員の感覚ですけれども、いろいろな

機械を使っているものは、全然持っていらっしゃらない方がたくさんいらっしゃ

います。どんなにしても通じません。ホームページであろうが何であろうと。で

すから、そこももう１つ考えていただけたらと思います。ですから、今届くのは、

市の広報は届いているはずです。でもそういう方がお読みになるとは限りません。

読んでくださいと言っても読んでくれない人もいます。本当にそれは現実です。

ですから、その人たちにも浸透できる、大変だと思いますけれども、やっぱりそ

こも何とかして考えていかなければいけないと思っています。皆様に浸透してほ

しい。 

椎野委員：そうするとね、委員の言うように、そういうふうな状況を、本当にやってきた

中で問題があればここの中に入れなくちゃだめなんだ。誰も気がつかない。この

結果報告に入れなくちゃだめ。もう何を見たって何にも関心がないだ、こうだ、

ああだというのも入れなくちゃだめ。 

浅野委員：ずっと鵠沼地区でも言ってきたんですけれど。 

椎野委員：もしそういうふうに感じていたとしても、それがここに入っていないかと思う。

良いことずくめになっているかと思う。 

事務局：今、ＳＮＳというところから広報ふじさわということで、なかなか広報ふじさわ

がわかりやすいという方と、あとは自治会に入っていないのでそこのまとめの一

番上にもかかせていただきましたが、若年層とか、自治会に入っていない方にと

いうことで違う方法もと。だから広報も含め、いろんな方への周知方法がどうし

ていったらいいかというところがすごく大きな課題だなというふうには、ここで

まとめさせていただいております。 

市川委員：その関係で、今、先ほどインターネットの話をしましたけれども、今、紙ベー

スで広報ふじさわというのがあると。私は広報ふじさわで見たよということを、

積極的に、会った時に、こういう情報が出ていたねと、広報ふじさわという、こ

ういう紙ベースの媒体があるという認識を、まず地域住民に持っていただくよう

な、啓発活動というと大げさですけれども、ちょっとしたコミュニケーションの

間に広報ふじさわでこういうことが載っていたねというような取組というか、い

わゆる紙ベースの情報に頼っておられる方も含めて、情報というのはどうしても 

ＳＮＳとか、何かそういうものでパパッと見ちゃう、あるいはテレビでパパッと

見ちゃうとかという、そういうのにどんどん、どんどん慣らされてしまっていま

すけれども、いわゆる自分のほうから見に行くという、そのスタンスをやっぱり

とっていくために、そのためには広報ふじさわというのがあるよ、あるいはイン
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ターネットでこうやって自分で情報を取れるよというようなことも、やっぱりや

っていく必要があるかなと。広報ふじさわなんかについても、最近は回覧ベース

のものが一切止まっていますから、そういう広報ふじさわがあるので、唯一の情

報入手手段ですから、それについて広報ふじさわでもＱＲコードを貼ってやるこ

とによって情報を取れると。そのＱＲコードをどうやって読み取るかということ

も教えてやりながらね。非常に簡単にできるのだと。そういうところから、やっ

ぱり、面白みというか、広報ふじさわに対するつながりというかね、そういうの

を、それぞれの地域ぐるみで、もうちょっと他のところで述べようと思ったので

すけれども、地域のそういう情報発信とか、そういうところ、やっぱり核になる

のは自治会じゃないかなと思っているのですね。ですからその自治会をどうやっ

て活性化してやっていくかというのは、これは全体の中で進めていく必要がある

なと。と同時に、我々の立場でいうと、どうしても上から目線的なところになる

ので、これはあくまでも住民目線で見るように努力をするということで、私の傘

下の自治会の会長さんにはそういうかたちで振りながらね。そうすると、そのち

ょっとした会話の中で、「おっ、そんなの出てるの」とか、細かいことを見るの

だったらこのＱＲコードでこうやって見れるよと。それも、私も人に教わった話

なのだけれども、非常に簡単なのですよね。だから、そういうような取組ってい

うのを、なんとなくこの藤沢型の１つの中でうまく動いていってもらえればいい

なと、そういう気がします。以上です。 

事務局：ありがとうございます。今、こちらの課題のほうの大きな視点として、情報の発

信、あと、どう情報を取りにいくかということでいろいろなご意見をいただきま

した。その前には、このまとめ方ということで、少し、今回初めて見える化とか

をしたので、時間的なロスだったりとか、あとは地区的なばらつきがある中で見

える化を図っていかにまとめたかというところで、それぞれのお立場での取組が

反映できたかというところの視点でも見ていただけたかなというふうに考えてお

ります。まとめ方にしても、次期計画のほうにこれをまた持っていきたいという

ふうに考えているのですけれども、さまざまなご意見とか、ご指摘とかあろうと

思いますけれども、このまとめ方で次期計画のほうに課題として持っていきたい

というふうに考えています。あと、中身のこととか、この表記の仕方、まとめ方

で、他にご意見は大丈夫でしょうか。 

    （特になし） 

そうしましたら、もう１つの今日の議題になります、次期計画についてのほうに

お話を進めさせていただいてよろしいでしょうか。また次に戻ってきても、全体

でということで振り返りたいと思いますので、次の議題のほうに進めさせていた

だきます。 

 

（３）次期計画改定について 

①地域福祉に関するアンケート調査及び団体ヒアリングについて 
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事務局：続きまして、次の議題といたしまして、次期計画改定について、こちらについて

の議題に移らせていただければと思います。まず１つ目、①番として、「地域福

祉に関するアンケート調査及び団体ヒアリングについて」ということで、先ほど

冒頭に私の方から今年度計画の改定の年度ですという話をさせていただいたかと

思います。その計画の改定をするにあたっての材料といたしまして、当然この委

員会でのご意見ということは当然のことながら、大きなもので２つ、現在進行形

のものを含めてやらせていただいております。１つ目が、ちょっとこれから説明

させていただくこちらのアンケート調査。市民4,000人、15歳以上の方を対象とし

たアンケート調査、もう１つが、先程来から話をいただいておりますいろんな団

体さんの方にお邪魔させていただきまして、ちょっと意見交換というかたちでヒ

アリング、それぞれの団体さんの課題であったりとか感じていること、また行政

に対しての要望であったりとか、そういうことについていただいている場を設け

させていただいております。まずこの①番目といたしましては、こちらにつきま

して、アンケート調査で我々のほうが気づいたことであったり、ヒアリングでい

ろいろ感じたことなどについて、簡単にまとめさせていただきますので、そちら

についていろいろなご意見をいただければと思います。また我々のお話ししたと

ころ以外のところでも、実は問の何番のこれってこうだよね、みたいなご意見で

も何でも構いませんので、是非そういったご意見も含めていただければなと思い

ます。では、まずアンケート調査について簡単にご報告をさせていただければと

思います。資料としては、こちらの紫色の冊子、お手元にございますでしょうか。

こちらにつきまして、まず３ページ目をご覧いただいてもよろしいですか。３ペ

ージ目の、こちらがアンケートの概要ということで、今回、15歳以上の方4,000

人を対象にしたアンケート調査をいたしました。発送は4,000で回収は2,089とい

うことで、52％ちょっとの回収率というかたちになっておりまして、これを年代

別で見ていくと、75歳以上の方というのは75％ぐらいになるのですね。ただ、若

い年代だと20％、30％というかたちになってしまいますので、ただ52％を見るだ

けではなくて、その中身に非常にいろいろな種類があるということを、まず、こ

ちらの回収率ひとつをとっても感じさせていただいたところでございます。全て

紹介するのはちょっとあれなので、我々のほうで非常に気になったところについ

て簡単にご紹介できればと思います。まず36ページをご覧いただいてもよろしい

ですか。このアンケート調査の項目につきましても、昨年度委員の皆様からいろ

いろなご意見をいただきながら作成した部分でございます。特に、例えば端的に

問20についてのアンケートに対する回答というものは重要なのですけども、例え

ば問２番とかで聞いている項目と問20番で聞いている項目とをクロス集計、そこ

をすることで見えてくるものもたくさんございますので、その辺を含めてご紹介

できればなと思います。まず問20番について、あなたのお住まいの地区での暮ら

しについてどう思われますかという質問に対して。暮らしやすいというふうに回

答している草が36ページの下の右側のほう、暮らしやすい層というのが概ね９割
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方になっております。ただ一方で、10％ちょっとの人が暮らしやすいというふう

に思っていないということがこちらを見ていただいておわかりになるかと思うの

ですが、実はこの中で、右上の37ページのところをご覧いただくと、別の問で近

所付き合いの程度、どの程度近所の人と付き合っていますかという設問の中で困

りごとや悩み事を相談する程度であったりとか、付き合いがほとんどないみたい

な項目があるのですけれど、そことクロス集計をかけることで、近所付き合いの

程度が強いほど暮らしやすいと思っている、そうというのが多いというのがわか

ってきました。まあ、当たり前のことかもしれないのですけれども、ということ

は、暮らしやすいと思っていただくためには、近所付き合い、地域活動はもちろ

んのことながら、そういったことについてのきっかけづくりであったりとか、よ

り活発になる方法ということを考えることが効果的だなというふうに感じたとこ

ろでございます。また38ページ、問21でございます。あなたのお住まいの地区で

孤立感を感じることがありますかという設問に対して、当然、この結果があるの

ですけれども、これを39ページの右下ですね。家族の中とかで、介護だったりと

か支援を受けている人はいますかという設問とクロス集計をかけると、身近なと

ころに介護であったりとか支援を受けている人がいるというふうに回答している

人ほど孤立感を感じている方というのが多いというのがわかってまいりました。

そうすると、いわゆるケアラーケア、支援している人に対するケアということも

非常に重要だなということがこの設問ひとつとっても見えてきたなと感じていま

す。あと、48ページですね。ここは自治会に関連するところの設問になります。

自治会に加入していない理由って何ですかという質問に対してなのですけれども、

一番多いのが「きっかけがない」だったのですね。私もこのアンケート調査をす

る前は、負担であったり、そういうことが一番大きいのかなと思っていたのです

けれど、そうではなくてきっかけがないということが多いのだなということが非

常に大きな発見だったというふうに感じています。右側の49ページ、ボランティ

ア活動に参加したいと思いますかということに対してですと、先ほどの近所付き

合いの程度、近所付き合いが強ければ強いほど参加してみたいなと思う人が非常

に多いのですね。なので、参加しましょう皆さん、というふうに語りかけること

はもちろん重要だと思うのですけれども、そこだけではなくて、別のアプローチ

方法ということもあるのだなということがこのアンケート調査から見えてきたと

ころでございます。あとは、40代から60代の方が非常に参加してみたい方が多い

ので、そうすると、そこのターゲットに合わせたアプローチ方法ということも重

要かなと感じているところでございます。続いて67ページ、問33、地域が主体と

なって取り組むべきことは何だと思いますか、という質問に対して、一番多いの

が、「仕事をしている方、退職された方が地域の活動に積極的に参加できるよう

にすること」というのが一番多かったのですね。これを年代別で見て行きますと、

40代から60代の方が一番多かったのですね。40代から60代の方は、まさにその該

当する方なのですね。なので、当事者の人がそれを求めているのだなということ
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がわかりますので、ここについても施策にしっかりと反映しなければいけないな

というふうに感じているところです。アンケート調査について、最後ですね、69

ページ問34、子ども、高齢、障がい、認知症の方が住み慣れた地域で周囲や地域

の理解の協力のもと自分らしく暮らせるような環境だと思いますか、というざっ

くりした質問なのですけれども、子ども、高齢者につきましては「そう思う」と

いう回答層が、今、割と多いですけれども、障がいのある方と認知症の方につき

ましては「そう思わない」とかではなくて、「わからない」層が非常に多いので

す。わからない人が多いということは、自分の身近にいないからわからないとい

うのは当然あると思うのですけれども、なかなかこの２つのテーマに対して自分

事として捉えきれていないということもあるのではないかなというふうに考えて

います。ですので、そこに対しての啓発であったりとか、取組の推進ということ

も重要なのではないかなというふうに感じたところでございます。すみません、

資料が前後しています。次第がある資料にお移りいただいて、３ページをご覧い

ただいてもよろしいでしょうか。資料４です。こちら、先ほど申し上げた団体ヒ

アリングについてのご報告になります。今、こちらに記載させていただいてる団

体さんに実施した、もしくは実施予定のところになっております。本来であれば

５月頃で全部完了する予定だったのですけれども、コロナの関係で会議は全部中

止になっているということがありますので、【未】と書かせていただいていると

ころについてはまだになっています。また、【未】と書いてはいないのですが、

やっていないところもあります。というのも、意見シート資料の提出はいただい

ているところについては【未】は消しています。ただこれから意見交換や、ヒア

リングをさせていただくところも入っておりますので、これがバラバラになって

しまっていて恐縮なのですけれども、そういう扱いになっています。５ページ、

資料５をご覧いただいてよろしいですか。これが、現状６月末時点まででヒアリ

ングが終わっている団体さんの結果を簡単にまとめさせていただいたものになり

ます。生の意見については、本当は20ページぐらいになるのですけれども、そこ

については全部終わった段階で皆様にお知らせできればと思っています。例えば

累計させていくと、担い手についてで非常に多かった意見として、退職した時に

ボランティア活動に参加したいなと思っても地域との繋がりがないのでなかなか

参加することができない、チラシなんかが回ってきても、それを見て参加しよう

といった気にはちょっとならないかなというご意見をいただいております。あと

は下のさっき市川委員が言っていた連携についてです。団体さんとの連携につい

て、連携は自由だと思うのですけれどもその団体と連携していいかわからないよ

というご意見であったりとか、あとは、他の地区の情報を本当は知りたいのだけ

れど知る術がないのだといったようなご意見もいただいております。また、連携

についてはＣＳＷさんと連携していたら参加提言されたよといったご意見を、民

生委員さんからいただいているところもございます。情報発信についてですが、

こちらは子ども会連絡会さんからいただいたご意見なのですけれども、情報共有
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をする際にＳＮＳやメールを使っています。そうすることで定期的に適宜情報共

有できるので、会議の回数が減ったと。それで自然に負担軽減につながっていま

すよといったようなご意見をいただいていたりとか、あと、６ページですね。自

治会に関していうと、いろいろな課題はあると思うのですけれども、マンション

の加入率が低いなと感じていますといったご意見であったりとか、子どもに関連

することでいうと、子どもについては代弁者がなかなかいないので、課題が課題

になりづらいのだといったようなご意見であったりとか、子育て中の親が地域デ

ビューをすることで将来的に地域デビューする最初のきっかけになるのではない

かなといったようなご意見もいただいています。また障がい児・者に関すると、

障がいの有無に関わらず、一人ひとりが安心して暮らせるまちづくりというのが

障がい児・者の支援につながってくるのではないかなと、本当にその通りだなと

いうところです。あと、今回保護司会さん、今やっていただいております。また

これは計画の中身でご説明できればと思うのですけれども、地域福祉計画の中に

更生保護、犯罪を犯した方に対して支援を入れなさいよといって国から指針が出

ておりまして、その関係で回らせていただいたところを、保護司会さんの支援を

することが地域福祉の推進につながってくるのではないかなというふうなご意見。

さらには行政に対してのご意見ですと、オリンピックで、今、ボランティアをせ

っかく集めているのだから、集まったボランティアさんをその後何かのボランテ

ィアにつなげてもらう、そういった仕組みをつくっていくのが良いのではないか、

効果的ではないかといったようなご意見もいただいているところです。今後につ

きましても、団体ヒアリングというのは定期的に、先ほど石井委員さんの言われ

たことを踏まえてになりますけれども、計画に限らずいろいろな場面で意見交換

ができればなというふうに思っておりますし、また次回以降の委員会では、これ

以上ヒアリングが終わっているところが増えてくるかと思いますので、その結果

もまとめさせていただければというふうに思って。なので、全部ではなく恐縮な

のですけれども、説明については以上になります。こちらについて、率直に感じ

たご意見であったりとか、あとは、ここでこういうふうに解釈できるよね、とか

この部分ってこうだよね、みたいなご意見をいただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

南部委員：ボランティアセンターのほうをさせていただいている南部と申しますが、この

結果、ヒアリングをしていた結果というのは、やっぱりその、大きく最終的じゃ

なくてもいいんですけれども、やっぱりある程度、ここのヒアリング項目ってい

うと３地区でヒアリングしていただいているのですよね、ボランティアの場合も。

そうすると、それだけでもいいので、ある程度の中間的なまとめみたいのをバッ

クしていただくと、ただ、この間も村岡のほうもしていただいたんですが、皆言

いっぱなしで、結局あれは何だったのかなというだけで終わってしまっているの

ですよね。だからやっぱり、中間でもいいし、例えばこういう資料に使っていま

すよということがわかるようなものを何か提示いただけたらいいなと思っていま
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す。 

事務局：ありがとうございます。本来であれば、元々は全部終わってからフィードバック

をしようと思ってたんですけれども、それだと時間がかかってしまいますし、コ

ロナでいつになるかもわからないので、でしたら、近日中にこういった資料をま

とめさせていただいて、ご協力いただいた団体さんのほうにフィードバックさせ

ていただければと思いますので、ご意見ありがとうございます。 

南部委員：お忙しいのにすみません。 

事務局：他はいかがでしょうか。 

東田委員：ヒアリングは老人クラブ連合会は一応終わったんですけれども、時間的に非常

に短くて、あまり十分な、資料だけ出していただいてまとめてはいないでおりま

すれども、今後またもうちょっと時間を取らせていただいてゆっくり意見交換さ

せていただきたいなと思います。 

事務局：ありがとうございます。他、アンケート調査とこのヒアリングのことについては

いかがでしょうか。 

越川委員：越川です。前回の28年度の調査と比較していただいている内容のところと、触

れられていないところがあるのですけれど、さっきの広報とか、ＳＮＳを使って

いくとかいう点で、例えば、サービスをどうやって入手をしていますかとか、ア

ンケートの結果の15ページなのですけれど、そういうところですとか、あとは、

市民センターの認知度ですとか、そういうところが、２年間、前回と比べて変わ

っているのかどうか、毎回ここって課題になってくると思うんですけれど、それ

が改善するのかというところがすごく見てみたいなというふうに思いました。 

事務局：先ほどの議論の中で出た情報のことですかね。それの比較が。 

越川委員：そうですね。 

事務局：この比較がないところにつきましては、当然あるものもあるんですけれども、基

本的には項目等を変えてしまっているが故に比較ができなくなってしまっている

というところがあります。ただ、この辺りについては設問の項目が変わっている

とはいえ類似するものというのがございますので。次回以降お示しできるかと思

いますし、ここは確かに重要だなと思いますので、ありがとうございます。 

事務局：よろしいでしょうか。 

南部委員：アンケートについていいですか。本当に初歩的なことで申し訳ないのですが、

このアンケートの回答というのが、ピックアップする場合に、この年齢に関して

は考慮してやったんでしたっけ。 

事務局：年齢と地区、13地区については考慮しております。 

南部委員：それでは、10代でも80代でも同じ人数に配布しているということですか 

事務局：同じ人数ではなくて人口比に合わせて。現状の藤沢の人口比率、７ページに書い

てあるのですが、右側の構成比と書いてあるところが、今の43万人の人口比率と

概ね一致しているのですね。それに合わせての配分というかたちになります。 

越川委員：少ない上に余計に少ないんですね、10代なんかは。出すのも少ないし回収率も
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余計に少ない。 

事務局：７ページは回収した人、返ってきた人で、実はもう少し60代、70代の方も人口比

率は少ないのです。送った方はそれに合わせて送っているんです。で、回収され

たら結果ふたをあけたらこの割合になったということなので、比較的高齢の方の

ほうが書いてくれた方が多い。そういう傾向なのです。ちょっとそこも考慮慮に

入れないと見誤っちゃうのもあるのかなと。 

椎野委員：アンケートについてちょっとお尋ねします。アンケートの28ページ、私はこの

地域の縁側についても藤沢市の特徴ある活動の１つだと思っているんですね。や

はり、藤沢型の包括のところでもこれが大きな改善策になっていることは間違い

ないのですね。しかしながら、このデータを見ると知らないというのが凄い高い

んだな。これが気になって仕方ない。だから利用者は特定の人しかいないんだよ。

いろんな人がいかないの。御所見でいえばね 、藤沢西部団地の人ばっかりなんだ

よ、行くのが。一般の百姓だとか、いろんなそういう忙しい人は誰も行かない。

だからだめなんだな。だからそれを何とかしなくちゃいけないというの。縁側事

業というのはいいことだと思うけれどな。素晴らしい。御所見なんか、送り迎え

しても行かないんだからさ。これが１つ。それから、あと、ボランティアセンタ

ーは知らないという人がこれまた多いんだよ。ただボランティアセンターに何を

相談に行くの。何をどういうふうにお願いしに行くの。これは要求が少ないんだ

ろうな、やっぱりな。ボランティアセンターを大事にしている人が少ないんだろ

うな。この26ページの知らないという人が、平均して75ぐらいになっちゃってい

るのかな。ほとんどの人が知らないんだよ。御所見の人なんか特に誰も知らない

よな。だって、みんな遠いところまで行く必要がないもんね。市民センターに行

けば相談できるから。だからこういうものをつくるのはいいんだけれど、ボラン

ティアセンターは高い土地を借りて運営していても本当に効果があるのかなとい

うふうに思っちゃう。ないということはちょっとだめなんだけれど。あるんだか

ら、もうちょっとどうしたら利用度が高くなるのかなっていうのを、ちょっと一

所懸命やってもらいたいんだな。相談でボランティアセンターにそんなに来ない

んだもんな。話にも何もならないよな。あとは、防災の関係で、災害時に情報を

広く集約することについて、期待感がすごく高いんですよね。だけど、障がい者

団体も、私、一生懸命いってあげているんだけど、さっきも言ったように、障が

い者自身があんまり自分たちの環境を売り込まないんだよな。だから防災訓練を

やっても、要請しても少ない人数になっちゃうとかね。そういうのも、もう少し、

やっぱりもっと親がしっかり子どもの前向きに取組を応援してあげる。だって、

障がい者だって何も悪いこともしてないし、何でもないじゃないですか。もっと

世の中にいっぱい出してあげたほうが私は成長するのだと思うの。そういうのが

できないんだな。そういうのをもうちょっと、障がい福祉のほうでしっかりとや

っていければと思っていますね。アンケートの方は以上です。 

事務局：はい、ありがとうございます。地域の縁側とボランティアセンターと。 
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市川委員：それに関連して、今、椎野委員が言われたように、知らないっていう人が多い

んですけれど、私もこれは実感したんですけれどね、私もある団体を主宰してい

て、その団体名でちょっとどうですかという、コロナの中で元気にやっています

かというのを電話したときに、団体名を言ったらわからないのですよね。だから

この、地域の縁側という言葉を知っているか知っていないか。我々、長後地区で

いうと七ツ木市民の家でやって、相当広くやっているのですよね。だから、ボラ

ンティアセンターについてもそうなのだけれども、うちのほうは名称として「な

ごみ」。なごみだったら知っているけれど、地域のボランティアセンターという

とわからない。名称と愛称と、実際、自分が行っているところはこういうところ

へ行っているんだけれど、そんなところの名前はいちいち覚えていないとかとい

うね。私はそれを実感してびっくりしたんですけれども、あーそうかと。毎週月

曜日に行く場所がその会だったんですかというような捉え方をされている方がい

て、ちょっと驚いたんですけれども。特に高齢者の場合は、毎週金曜日の何時に

どこそこへ行っているのよ、という意識はあるんだけれど、実際はここで出てく

ると、それが例えば地域の縁側だったり、あるいはボランティアセンターだった

りするんだけれど、そういう認識がないっていうことがあるということをちょっ

と承知しといた方がいいかなと。この数字通りではないのではないかなと。あま

りにも知らない人が多すぎるというのがね。ボランティアセンターの場合はちょ

っと知名度が、特に南部さんなんかやられているところはあれかもしれないけれ

ど、うちのほうもボランティアセンターという認識はないだろうな、あれは。一

般の人がみんな利用するのに。 

越智委員：私は子ども会のほうから来ておりますので、若い世代の代表としてちょっと意

見を言わせていただくと、この総括の表でまとまっていたところで、例えば地域

で気づいたところを気軽に連絡できる仕組みがどうやったらいいのだろうとか、

いろいろな団体を超えて協力できる体制をどうすればいいのだろうとかあるんで

すけれど、もし私が困ったことがあったら、まずスマホをめくりますよね。最初

に。別に藤沢じゃなくたっていいんです。全国でも、海外のことでもいい、困っ

たことがあったらスマホで調べます。ここに載ってこないぶんには全く興味が出

ない。しかも上の方に載っていないと。しかも、セキュリティ証明が出ちゃった

りするともう開けないかもしれない。こうなると、ちょっとそういうところも考

える必要があるんではないか。必ずスマホを開けたら困ったことを相談できる素

地があるとか、今、ここの道路が穴が開いていて危ないなと気付いたときに、写

真を撮ったらすぐ送信できる場所があるとか、そういう、もっと入り口はここ１

つよという、あっちもこっちもではなくて、１つの入り口から全てが情報が集め

られる何かがあれば、障がい者のこともそうだし、防災のこともそうだし、ここ

はこういうことをやったけれども参加者が少なくて心配だねということも、そこ

の窓口に１つ入れればいい仕組みづくりをしていただけると、もうちょっと本当

の、今の喫緊の課題がわかるし、連携するのだって、情報的にはどこかがまとめ
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てくだされば、こういう困っていることがありますよというのがわかりますよ、

そういうことができると思います。まず、藤沢のホームページを私もこういうこ

とやっているからよく開けるんですけれども、１個１個全部ＰＤＦを開けなくて

はいけないとか、そういうのではなくて、困ったことがあったらここに入れてく

ださいみたいな素地がほしいなというのが。今、こういう時期ですので、全体的

な対応ではなくて、やはり個別対応をしないといけない時代だと思います。なの

で、全部の人が一気に良くなるのは無理ですので、まずは本当に困っている人と

か、本当に急いでいることが解決できるような仕組みづくりのために、こういう

皆さんが集まっているところは、じゃあどこに力を入れてやったらいいの、みた

いなことをもっとつくるべきではないかと思っています。その中では、若い人た

ちはハッシュタグ１つ付ければもうワーっと集まる世の中なのに 全然活用して

くれていないなとすごく感じています。今、本当に、子ども会には回覧もほとん

どありません。皆さん全部、ＬＩＮＥかツイッターで回している現状です。私た

ち市子連のほうの書類も全部メールのやり取りです。あとは、お金の決済が残っ

ていまして、これも本当でしたら何か現金を伴わない方法で子ども会の中のお金

のやり取りもできるといいなと。手数料大変ですので、そういうふうに思ってお

います。今度、私たちもこの中でお金のやりとりをどうするかみたいな状況であ

ります。皆様もコロナで集金できなかったりしたと思うんですね。集金しろと言

われて困っているといって、私たちの子ども会の連絡協議会に。登録していない

全然知らない子ども会からいくつも問い合わせが来て、自治会から集めて来いっ

て言われたんだけれど、子ども会のほうでも集めているんですかとか、市のほう

では集めるように言っているんですか、とかいうのが来ました。そんなはずはな

いはずで、少なくとも６月の終わり頃までは集めなくてもいいんじゃないですか

と言ったら、「いや、集めて来いって言われて私は嫌なんですけど」みたいな方

もちょっと。今のは外れましたけれど、そういうのも一言、大体そんな感じで言

われました。私たちじゃなくて、もっと違う意味で全体の問題ですから、聞いて

いただける、本当は１つの窓口が欲しいというのが、これをやっていてずっと感

じていることです。すみません、ありがとうございます。 

事務局：ありがとうございます。若い視点ということで、今ＳＮＳのお話がいくつか。 

市川委員：どこかのところでありましたよ。マンホールとかそういうのが壊れているって

いうのをスマホで撮って行政のほうにポンと送ると、それでパッと動いて修理部

署がさっと動いていくとか、そういうシステムを運用している自治体もあるよう

です。それは地域の情報収集、身近な、例えば標識が倒れているよとか、そうい

うのをスマホでちょっとクリップを送ると、そういう対応を取ってくれるそうい

う自治体もあるように聞いています。今おっしゃるように、うちの娘なんかも全

くもう、スマホでそういう対応ですね。ですから、今、最後に言われたお金の処

理が何とかならないかなというのは言っていましたけれども。その辺、若い世代

で、それほど若くなくてもね、もう普通になってしまっているんですよね。それ
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は行政としてやっぱり考えないと、そういう人たちがますます我々と世代間ギャ

ップになっていっちゃうかなという気がしないでもないです。それは、双方で情

報共有の歩み寄りの仕方を、それぞれ勉強しながらやっていかないといけないの

かなと。非常に貴重なご意見ですね。 

事務局：ありがとうございます。 

東田委員：ちょっとアンケートについてよろしいでしょうか。３年の間の、困ったときの

相談先というのを、これは前回と変わっていないのですけれども、そのまま。設

問の仕方が問題があるのかどうかしりませんけれども、一番多いのは家族とか知

人とかが一番多いのですけれども、僕が気になったのは、民生委員とか社協とか

そういうところが非常に低いんですね。これは一体どういうことかなという、ち

ょっとこれは疑問に思ったのですよ。実際のところ老人会でも民生委員と一緒に

なってやっているところもあるんですけれど、なかなかうまくやっていけていな

いんですよ。この前もたまたま、何回も私と民生委員との間で問題があったこと

があるんですけれども、この前も私の知っている独居の方がショートに、コロナ

のために入所されてなかなかいないものですから、あとで聞いてもわからないの

ですが、大体入っているところはわかっているのですけれど、今こういうコロナ

の状態で訪問できないものですから、包括を通して調べてもらったのですけれど

も、そうすると入っているところはわかったんですけれども、郵便物がたまって

いるのです。６月からずっと。それが気になって仕方ないものですから、何とか

してくれということでやったのですけれど、結局２週間かかりました。やっと1

か月ぐらいしてから郵便物を処理していただけたのですけれど。以前は私が、病

院なんかに入院していれば私が受け取ってきたのですけれども。持っていったり

送ったりしたんですけれど。今回はなかなかそれが、やはり個人的なものですか

ら勝手に触れないし、特に今回は特例給付金なんかもありましたから、そういう

書類もありますから、それで今気になっていて頼んだのですけれど、それも前年

から民生が動いていないのですよね。包括に頼んでやっとそのことを処理できた

のですけれど。こういうところをなるべく民生なんかがね、そこのところになぜ

相談がいかないのかというのが気になるのですよ。 

事務局：今のご質問。ご意見は60ページの困った時の相談先ということで、下の方が少な

いんじゃないかというようなご意見、ご質問がありましたが。 

南部委員：ついでに、このアンケート用紙の設問の仕方は、この後ろについている通りだ

ったのかな、皆さんのところに行かれたのは。 

事務局：はい。 

南部委員：せっかく前々回だかのときに、今、市川さんからもおっしゃったように、地区

ボランティアセンターなんて知名度が無いということで、各地区の名前を出して

いただけるということになったんですね。地区のボランティアセンターの名前を。

それを、別ページの最後の用語集にまとめてあるんですよね。せめて、その設問、

問15ならそれなりのところに、設問に説明ありとか、何かちょっとないとね。し
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かも、せっかくここの設問に参考資料があるのに、これを読まなくてもアンケー

トは書けますよなんてなっちゃうとね、一応、お手数でもご覧くださいのほうが

いいんじゃないかなと思って。せっかくアンケートをここまでつくったのならと

思いました。 

事務局：ありがとうございます。そうですね、前回からので、これは確かボランティアセ

ンターを書いたんです。 

市川委員：この中にはいるんですか、アンケートを受け取った人は。 

事務局：いらっしゃらない。アンケートはよっぽどの確率だと思うんですけれど、いらっ

しゃらないかと思います。 

椎野委員：もう時間がないのでね、この結果アンケートの結果、お金をかけて大事なデー

タが集まったから、これをどういうふうに、今度、事業に生かしていくのかとい

うのが大事だよね。そうすると、大事なんだから、欠点でいうところで、今、一

番ここの項目がちょっと弱いな、だめだなというところを列挙して、それで、こ

れに手をつけていこうかというのをやっていかないと、アンケートをとって終わ

りになっちゃったのでは。そんなことはないと思うんだけれど、しっかりとそれ

を把握して、分析はしたのだから、悪いところだけ、欠点のところだけ今度出し

て、そこのところを、今度は、いつ、どこで、誰が、何を、そこまで議論してい

かないと施策に入らないんですよ。そこのところがちょっと弱いんだよな。やっ

ぱり、さっきから言っているように、ボランティアセンターを知らない、知らな

ければ何をしたらいいのというのを、ちゃんとやっていないから、それがＰＲし

ているようでできていないからね。だから、このアンケートの結果を、欠点列挙

法にして、その欠点のところをどうしていくかというのを、宿題でもいいよ、次

回にそういうものを、宿題をまとめることが重要かと思います。 

事務局：これをどう生かしていくかというところで、計画の骨子案とか体系図のほうで、

ちょっとご説明をまた追加させていただきますので、まず事務局のほうから残り

の資料、説明をさせていただきます。 
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②計画の骨子案及び体系図について 

事務局：それでは、最後の議題です。②番、計画の骨子案及び体系図についてということ

で、時間も限りがありますので、ちょっと簡潔にはなりますが、容赦いただけれ

ばと思います。まず、資料として資料７、別冊子になっているもの、こちらをご

覧いただいてよろしいですか。地域福祉計画見直しに向けた方向性に関する調査

報告書（案）と書いてあるものですね。こちらは何かと申しますと、今度の計画

の改定に向けての、見直しに向けて材料となるものを簡単にまとめさせていただ

いたものになります。例えば、中身を見ていただいて。３ページを見ていただき

ますと、いわゆるコロナに関連する新しい生活様式、そういうことに触れていた

りとか、次にＳＤＧｓ関係だったりとか、国の法律関係もその中で触れていたり

しています。また、17ページについては、今、ご説明させていただいたアンケー

ト調査、こちらについての見受けられる傾向等々まとめさせていただいた中で、

こういった点についてはしっかりと計画に盛り込まなければいけないなというと

ころをポイント整理させていただいたものになっています。あわせて、19ページ

以降については、団体ヒアリングについてまとめさせていただいたもの、先ほど

ものと類似するものではありますけれども、バラバラの資料よりも１つの冊子の

ほうが見やすいかなと思いましたので、国の法律のほうに関連するもの、あとは

アンケート調査、団体ヒアリング、そういったものについてまとめさせていただ

いたもので、この報告書に まとめられているものについては、ちゃんと計画に生

かさなければいけないなというふうに考えているものでございます。そういった

点を踏まえまして、先ほど、前の議題のアンケート調査・団体ヒアリング、あと

は、最初の進行管理に関することを踏まえまして、現状で作成いただいた骨子案

というのが資料の８になっております。今回については、ただ説明をさせていた

だいて、なかなかご意見も出づらいこともあるかと思うのですけれども、あくま

で今回は初稿もいいところですので、まだまだこれからいろいろ修正させていた

だければと思っています。現状の構成だけ簡単に説明できればと思います。まず

３ページをお開きいただきますと、計画とはどういうものだよということ、これ

は今の現行の計画をこちらに載せているだけですが、こういう構成にできればと

思っています。で、期間等を載せて、５ページには位置付け、そして６ページ以

降には国等々の動き、ここにはまだ書いていないですけれども、コロナに関係す

る新しい生活様式についてもこの中に入れなくてはいけないなというふうに考え

ております。９ページ、10ページについては藤沢市に関連する動きということで、

こちらに書いているのはデータであったり取組ですけれども、データについては

もっと有効なものがあればそちらに入れ替えていきたいなと思っています。11ペ

ージ、12ページについてはアンケート調査、13ページ、14ページについては、団

体ヒアリングに関連することを簡単にまとめさせていただいて、最終的には14ペ

ージの下にあるような今後の課題ということで、上手く集約することができれば

というふうに考えております。15ページについても、将来予測を記載した後に、
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こちらも有効なデータがあれば変更する予定ですけれども、16ページについては

ビジョン、基本目標を記載させていただいています。こちらについては、今、現

行のものを記載しているところでございますので、こちらについても、次回以降、

いろいろな案のほうもお示しできればと思います。ご意見もいただければなとい

うふうに考えております。17ページには、地域福祉を考えるための重要な考え方

ということで、４助について。それを踏まえて、それぞれの役割ということで、

18ページ、19ページ、役割を踏まえて、どういう県域で取組を進めていくべきか

という捉え方について20ページですね。最後に、23ページに、計画の体系図の案、

施策の方向性までを示している新しいものになっております。こちらの根拠とい

たしましては、次第がある資料の一番最後の、Ａ３の資料をご覧いただいてもよ

ろしいですか。資料10になります。こちらは、アンケート調査と団体ヒアリング

について簡単に反映しているものでございますけれども、例えば、13ページの基

本目標１番、人材づくりにつきましてでいうと、例えば地域に向けた啓発に関連

するアンケート調査項目として、先ほどご紹介した子ども、障がい、認知症、高

齢者の方が暮らしやすい環境かどうかというところについての分析としては、こ

れは先ほども申し上げました通り、障がい、認知症に関連する方というのはわか

らないという回答をした方が多かったため、我が事としてなかなか捉えきれてい

ないのだろうなと。ということは、そこについてちゃんとアプローチできるよう

な啓発が必要だよねといったような根拠の元を、この啓発ということを設定させ

ていただいております。その他につきましても、この通りに関連する項目につい

て、該当するアンケート調査から類型化して、こういうかたちの体型と施策の方

向性だといかがかなというふうに考えてこの13ページ14ページにまとめさせてい

ただいているところでございます。前回に比べると前回との比較図が、資料が前

後して申し訳ございませんが、その前のページ、資料９、11ページ、12ページで

すね、ちょっと矢印でいろいろ線を引かせてもらっています。11ページについて

は、流れについては大きな変化がなくても、このままで十分かなというふうに感

じておりますので、１箇所だけちょっと変更させてもらっていますけれども体系

図等々については12ページに記載させていただいています通り、割と大きな変更

をさせていただいているところです。ただ、これ以外でもまだ変更しなければい

けない点はたくさんあるかと思いますし、そちらについては、委員の皆様からい

ろいろご意見をいただきながら修正できればと思っております。この体系図につ

いては、できれば今回、次回、その次ぐらいまでで確定はさせていただきたいな

というふうに思っておりますので、様々なご意見をいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

事務局：今、骨子案をお示ししました。どう生かしていくかの中身はまだなのですけれど

も、骨組みというところのご説明をさせていただきました。何かご不明なことと

かありましたら。はい、浅野委員。 

浅野委員：私は、今までこのいただいた資料のところには委員として入っておりませんで
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した。それで藤沢市地域福祉計画２０２０をいただきまして、これを見せていた

だくときに一番初めに思ったことは、中間見直しの後に「一人ひとりが主役 共

に支えあい 安心して暮らせるまち ふじさわ」これが大きなタイトルになって

おりました。これは、福祉はですね、「一人ひとりが主役」は一番ではないと私

は思いました。「安心して暮らせるまち ふじさわ」が一番だと思います。そし

て、共に支えあって、それでも一人ひとりが主役なんですよ、いろんな人、隣の

人、隣人の人の尊厳がわからなければいけないと思います。ですから、一番初め

に「一人ひとりが主役」は、私はこれはどうかなと思いました。それだけ申し上

げます。 

事務局：ありがとうございます。今、大項目のところのご意見をいただいたところです。

それについてまた他の方のご意見は。椎野委員お願いします。 

椎野委員：でもこれはせっかく計画骨子案が出たので、これをどういうふうに加工してい

こうかなというのが一番問題だと思うのですね。加工するにあたっては、やっぱ

りコロナ環境を抱えながらどういうふうに実行に移していくかというのは結構難

しいんですよね。ですから、それをしっかりと方向性をジャッジしてもらって、

藤沢市はこう考える、地域はコロナのこういう環境の中でどれだけ力量を発揮で

きるかなというのをしっかり受け止めてやらなくてはいけないと思う。アンケー

ト調査では、もう、さっきも言ったように、分析はしっかりしているのだから、

これは重点指向してもらって、問題・課題をどういうふうに生かしていくか。あ

とは、ヒアリングのことだけど、ヒアリングはやっぱり市民センターに、地域活

動についてのですよ、地域活動については市民センターが中心で情報を持ってい

るのだから、しっかりと受け止めてその情報を発信していかなければいけないと

思うんだよな。それで、今までやってきたこと、次期の基本計画については３本

の柱の手段は、今、行政だけが手段を持っていて、我々が頭のほうにいっちゃっ

て、大きな夢の中で何をしようかというのを決めている形になっている。やっぱ

り、施策手段があって初めて活動目標ができていくわけだ。だから、頭にいっち

ゃうからどうしてもだめなんだな。その頭にいっちゃうから、頭に入っちゃった

ときに何をどのようにしていくんだというのは、自分自身が考えて、役員会をも

ってやっていかなきゃできないんですよ。やっぱり方向性というのは行政が示し

ていかないとね。ただ上の目標に向かってそれをやれって言ったって、これはで

きないな。私は、防災活動でも御所見流にやって、全部目標をつくって、それを

やっていこうと。他の地域の、14地区あるけれども、そこはそういう目標設定な

んかしていないですよ。御所見流によると、そういうのをちゃんと知らしめて、

自主防災はこれとこれ、本部はこれとこれ、こういう目標に対してそういうふう

にやっているんですね。だから、そういうことなのでね、藤沢型のシステムも、

もう少し知らしめなくちゃいけないので、何というかな、絵は良くできているん

だよな。一人ひとりからずっと上に、あの絵に本当に連携をしてやるにはどうし

たらいいかというのが、少し私はボケちゃってると思うんだよな。そこはしっか
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りと市民に知らしめたり、地域の役員に知らしめたり、各団体に知らしめたりし

ておかなくては。次、もう１つ、私、気になっているのは、これまでの成果とい

うのを、18年度の成果を全部まとめていますよね。それを、19年度は終わっちゃ

っているんだよな。私はもう、19年度これをやりました、あれをやりましたって

いうのはもう全部整理して包括にも出しているし、地域にも出してある。今度、

新しく計画を設定したら、何を基準に、だからそのやることは今度決めるけれど、

やることはどういう実績をもって、できた、できないというのをやって行くんで

すかというのが気になってしょうがないので、もうすでに20年度に入っちゃって

いるんだよな。19年度の成果というのはもう出ちゃっているんだよ。で、計画を

つくったときに、19年度にやったことは、もう新しい計画に、このことが効果が

出ました、成果が出ましたというのを入れればいいだけの話、本当は。だから、

今度ヒアリングをやるときは、19年度の活動に対してヒアリングをしなくちゃだ

めなんだ。20年度のヒアリングじゃないの。本当は20年度にやればいいけれど、

20年度に対する活動のヒアリングをすればいいけれど、それは難しいんでしょう。

だから、そこのところにちょっと注意して下さい。皆わかっているようでわかっ

ていないから。もう19年度が終わっちゃっているから、だから、19年度はあくま

で18年度のやったことに対してできなかったことを19年度に反映しているんです

よ。私のほうはだよ、御所見地区はそうなっている。20年度をどうして行くべき

かということではないの。だから、そこのところ、ちょっとこの会議体でどうし

ていくかというのをちゃんと決めてください。でないとわからなくなっちゃう。

情報をもらってもいつの情報なのかというのか全然わからなくなっちゃう。 

事務局：ご意見ありがとうございます。さっきの18年度の話なのですけれども、計画の進

行管理についてでいうと、今までずっと2004年からこの計画はつくられています

けれど、ずっとやっていかなかったという経過があります。で、一昨年度来に、

この中間見直しができたし、では次のステップに進むために何かやっていこうと

いうことで、まずどういうかたちがいいのかということについていろいろと議論

していただいたと思います。 

椎野委員：そうだね。 

事務局：そのかたちというところもまだ正式には定まっていないというふうに我々も認識

していまして。 

椎野委員：進行管理はね。 

事務局：はい。なので、それのかたちで、まず18年度をベースにいろいろ考えさせてもら

っているのですけれども、そのかたちがまとまれば19、20、21というかたちで毎

年やっていくものだと思うのですけれども、今、そのやり方を皆様と一緒に考え

させてもらっている、事務局のほうでも模索しているという前提で、ちょっと今、

取組を進めさせてもらっているので、今、18年度ベースで、今、プレ的な感じで

やらせてもらっているという認識です。このかたちが効果的だよね、正しいよね

となりましたら、今後は毎年度こういう新しい進行管理の方法をとらせていただ
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いて、地域福祉の推進ということを図っていきたいなというふうに、事務局も考

えています。・ 

椎野委員：その時点での進捗のチェックであれば、これはもう18年度について、19年度の、

それは目標に向かってやってきたわけだから、そういうまとめ方であればそれで

いいと思うの。あくまで今回この仮の進行管理をやってきて、18年度の事業に対

してどういう結果が出たんですかというまとめ方をしているわけだから、次のと

きには20年度、今もう20年度に入っちゃっているんだから、20年度にこの２０２

０がどうなったんですかというのは18年度を見なくちゃいけない。19年度も見な

くちゃいけない。20年度はどうだったんですかというのも、これ３つ一緒にして

今の方策がどうなったのかというのを来年の3月末にやるということであれば、そ

れはそれで私もいいと思う。ごちゃまぜになっちゃうんだよ。だって、もっと新

しくいろいろな問題・課題が加わってくるんだから、それを入れると20年度にそ

れが発進するだけだからね。20年度はそれを、新しくつくった重点施策をどのよ

うに受け止めてどういう展開をしていくかというのが入ってくるわけだからね。

だから、今度は期間じゃなくて、それまでの18年度をベースに、どういうふうに

20年度は成果が出たんですかというやり方でいいんですかっていうのをちゃんと

確認しておきたいの。でないとわからなくなっちゃう。 

事務局：ありがとうございます。実は、次回、活動指標であったり成果指標の検討をしよ

うと思っていたのです。今までやってきた進行管理というのは、ある意味情報の

収集をするという話に特化してきたので、どのぐらい地域で地域福祉計画を実現

しているのかということはなかなかちょっとわかりづらいなという反省点がある

のです。なので、今回18年度にやった進行管理も踏まえつつ、次期計画で、どん

なかたちで毎年度のＰＤＣＡサイクルを回していくような進行管理ができるのか

というのが、ちょっと１つ、次回の議題として、なるべく具体的に実効性のある

活動指標みたいなものを出していきたいなとは思っているのです。なので、ちょ

っとそんな議論もしていければいいなと思っています。なので、ポイントでは、

今回、11個の施策の方向性を示しましたので、これをどうやって実現していくか

というところを、もう少し検討できる、次のステップで話し合えればなと。 

椎野委員：だけど、何回も言うようだけれど、そうなると管理特性を、特性値を何に置く

かというのがすごい大事になっちゃいますよ。特性というのは結果なんだから。

結果を、何をもって物差しにしていくんだというのがすごく大事。 

事務局：数値をどこに置くのかというのはすごく難しいです。 

椎野委員：特性というのはしっかり捉えてください。特性というのは結果だから。 

市川委員：ちょっといいですか。この資料７、８の見直しに向けた調査と、それから骨子

案なのだけれど、質問として、計画というのは今まで２０２０でやったんですけ

れど、これを達成年度２０２６になるようになっているので、それも計画２０２

６にされるのかどうかということが１点と、もう１点は、このＳＤＧｓのことが

新たに書かれているような気がするんですけれども、このＳＤＧｓについての資
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料が細かいのは、ちょっと細かすぎて虫眼鏡というか、天眼鏡でも見えないよう

な感じなんですけれども、これは何か別途資料があるのですか。 

事務局：ありがとうございます。まず年度の話ですが、６年計画なので次は２０２６にな

ります。そこはご報告できておらず申し訳ございませんでした。ＳＤＧｓに関連

するものは、確かにご指摘の通りすごく細かいものになってしまっていますので、

大きいものが実はあります。これとは別で印刷をすれば準備できますので 、それ

はそれで別途準備させていただいてご提供するようなかたちでお願いできればと

思います。 

市川委員：今の２０２６というのは、これが２０２０になっているから、ここを２０２６

として、そういうかたちでやっていくということですね。 

事務局：はい。 

市川委員：だから、２０２０とも切り離して、２０２６のあれをつくっていかなければい

けない。また、ここは２０２０のまとめをやっていかないといけない、そういう

感じになるのですか。 

事務局：そうですね。まとめつつ２６をつくっていくというかたちで、まとめたものをし

っかりと２０２６に反映しなければいけないので、別のものという考え方ではな

くて延長線上にあるということで認識いただけるとありがたいと思います。 

事務局：ちょっとお時間がかなり延長してしまいましたので、まとめの方向に入らせてい

ただきたいと思います。先ほど来、浅野委員からも、この目指す方向性のところ

のご意見をいただいたり、あとは骨子を、次回、その次ぐらいまでにまず固めて

いきたいというところがございますので、一番最初に今年度のスケジュールとい

うところで、次回が、第２回が８月31日なのですけれども、この、２回までにと

いうところは空欄ではあるのですが、この骨組みのところでご意見がある場合に

は事務局のほうとやり取りをさせていただきたいというふうに考えています。そ

れは２０２６に対するご意見ということです。先ほど椎野委員のほうから、この

２０２０の評価ということで、昨年、2018年度の事業のことをやって、2019年度

と2020年度はどうなるのかというようなご意見もいただき、元々が、こちらの事

業を見える化して評価というところは１個１個の事業の評価ではなく、どういう

取組がというところの視点でやって、評価をどうしていくかということを、その

強さというところで様々なご意見があるかというふうに考えております。先ほど

事務局のほうで数字というようなこともご説明しましたので、もう１回、どうい

うかたちで評価を考えているかというような、その強さについて次回ご説明をさ

せていただきたいと思います。こちらが、元々、計画が概念・理念ということの

計画の性格上があったので、どこまでその評価というのがなかなか難しいと考え

ているのですが、そこがどの辺りで評価がいいかという、委員さんと事務局の間

でどこかという、その終着点を見つけたいなというふうに考えておりますので、

次回、またそこに関しては８月31日のときに意見交換をさせていただきたいと思

います。今日午後、また委員さんの半分の方と意見交換をさせていただいて、そ



 

- 36 - 

 

のフィードバックもさせていただきたいと思っておりますので、２回までの間に

ご意見等あったら、是非、事務局のほうにやり取りさせていただけたらというふ

うに考えております。 

 

３．  その他 

事務局:その他、全体を通して何かございますでしょうか。 

（特になし） 

よろしいでしょうか。すみません、11時に終了予定が、うまく進行できずにこん

なに延びてしまって、申し訳ございませんでした。最後に、部長のほうからご挨

拶させていただきたいと思います。 

池田部長：皆さん、本当にご挨拶が遅れまして申し訳ございませんでした。この４月から

福祉健康部長として、片山の後を引き継いでお世話になっております、池田と申

します。昨年までは、昨年はといった方がいいかもしれませんが、障がい福祉課

長として皆様にお世話になっておりました。まずは、本日の会議につきまして、

進行で、ちょっと私たち事務局のほうでコロナを意識し過ぎてしまって、配慮す

べきところに足りないところがあったこと、まずはお詫びを申し上げたいと思っ

ています。午後の会議から、早速修正させていただきますのでご理解いただきた

いと思います。私、実は今日の会議を非常に楽しみにしておりまして、昨年、障

がい福祉課長となる前に、善行市民センターで２年間と、辻堂市民センターで、

合計すると５年間、合わせて７年間、市民センターの職員として地域の皆様にお

世話になっておりました。その中で、地域の課題もある程度わかっているつもり

でございますし、また地域において、また地域活動等とのいろいろな計画とのギ

ャップが本当にあるなというところも本当に肌で感じております。そういったと

ころで、昨年から障がい福祉の計画いろいろのところ、また今回の福祉計画のと

ころで整合性をとらせていただく中で、地域の視点というものをもっともっと大

事にしてほしいなという観点で、今、取組を進めています。今回、コロナの陰に

隠れてしまっていますけれども、実は、地域共生社会を実現しようという一括法 

が成立をしまして、具体的には来年の４月からということになるのですけれども

この中で、重層的な支援ということで、支援する側からではなくて、簡単にいう

と、支援を受ける側がいろいろな角度から支援で相談を受けられるような、そう

いう支援策というものが出てきております。これはまさに皆さんの視点からこう

いう計画を今度はつくっていかなければいけないということ、今は法律上はこの

重層的になっているというところができる規定になっておりますけれども、おそ

らく近い将来、義務、やらなければいけないということになると思います。そう

いったところでも、皆さんの地域の活動におけるいろいろな、様々な視点という

のが大事になると思っておりますので、私もその観点で皆様と一緒に検討させて

いただきたいと思いますので、そこのところどうぞよろしくお願いします。本日

は本当にありがとうございました。 
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事務局：これで終わりにさせていただきます。次回８月31日ですね、市役所本庁舎７階で

行います。９時半からになりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがと

うございました。  

 

 

以  上 


