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令和元年度 第３回 藤沢市地域福祉計画推進委員会 

議 事 要 旨 

 

 

１．日 時  2019年（令和元年）11月29日（金）９時30分～11時45分 

 

２．会 場  藤沢市役所 本庁舎５階 ５－１・５－２会議室 

 

３．出席者 

 

（１）委員＝19名 

石渡 和実、 北島 令司、 松永 文和、 東田 正喜、 戸高 洋充、宮久 雪代、

木村 依子、 越智 明美、 定永 紀子、 江崎 康子、 松沢 邦芳、 越川 玲子、

堀口 陽子、 石井 康子、 伊原 敦、 川原田 武、 川辺 克郎、 椎野 幸一 

 

（欠席）  

小池 信幸、市川 勤、南部 久子 

 

（２）事務局＝16名  

福祉健康部：片山部長 

福祉健康総務課：蓑原参事 

地域包括ケアシステム推進室：玉井室長、三ツ井参事、内田主幹、高田主幹、 

齊藤室長補佐、佐藤主査、石田主査、楜澤、小野 

市民自治推進課：宮原参事 

生活援護課：矢後所長 

介護保険課：赤尾参事 

障がい福祉課：池田参事 

市社協：倉持参与、平澤課長補佐 

 

（株）サーベイリサーチセンター：櫻井 

 

（３）傍聴者＝０人 
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４．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）次期計画改定に向けた取組について 

   ①地域福祉に関するアンケート調査 

   ②団体ヒアリングについて 

 

５．配布資料 

 

資料１   藤沢市地域福祉計画推進委員会の検討スケジュール 

資料２   進行管理シートの検討スケジュール 

資料３   情報収集の方法について 

資料４   進行管理シート 

資料５   地域福祉に関するアンケート調査 送付資料 

資料６   地域福祉に関するアンケート調査 調査票 

資料７   地域福祉に関するアンケート調査 参考資料 

資料８   団体ヒアリングの概要について 

資料９   対象団体等について 

 

６．議事概要 

 

１． 開会 

 

事務局：定刻になりましたので、令和元年度の第３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。始めに事務局のほうから事務連絡

をさせていただきます。 

事務局：事務局のほうから資料の確認等させていただければと思います。本日お配りさせ

ていただいておりますのは、まず事前に送付させていただきましたのが「地域福

祉計画推進委員会次第」と書いてあります冊子、ホチキス２箇所留めのものです。

それと、資料の4-1、4－2と、あと「参考」というかたちでＡ３のものがクリップ

留めで入っていたかと思います。そして「地域福祉に関するアンケート調査」、

資料５と右肩にあるものですが、Ａ４のものですね。こちらもクリップで留まっ

て、資料５、そしてホチキス留めの資料６、そして、また別のホチキス留めで資

料７、これはアンケート調査のご協力のお願いと、アンケート調査本編と、参考

資料というようなかたちでお送りさせていただいておりました。あと議事要旨が

入っていたかと思います。そして、本日机上配付させていただきました資料が３

点ございまして、新しく資料4－2をもう一度、本日、当日資料として配付させて
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いただいておりまして、参考のＡ３の資料も当日改めて配付させていただいてお

ります。また、「新しい福祉を農業から考えてみませんか」というチラシについ

ても机上配付させていただいております。また、毎回ではございますけれども、

藤沢市の地域福祉計画本編もお持ちいただければと思っているところですが、何

か今のところで不足等ありますでしょうか。ありましたら挙手お願いできればと

思います。 

その他２点の連絡事項がありまして、１点目が、本日、市川委員と小池委員に欠

席のご連絡をいただいておりまして、また、南部委員からは遅参もしくは状況に

よっては欠席ということでご連絡をいただいております。また、本日、議事録音

をさせていただきますのでそちらにつきましても予めご了承をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。事務連絡は以上です。 

事務局：それでは早速議事のほうに、石渡委員長よろしくお願いします。 

 

２． 議題 

 

（１）今年度のスケジュールについて 

石渡委員長：おはようございます。それでは今日も地域福祉に関するいろいろな議題を用

意していただいておりますので、早速最初の議題から入らせていただきます。ま

ず、今年度のスケジュールということで準備をしていただいていますので、事務

局お願いをいたします。 

事務局：地域包括ケアシステム推進室の楜澤と申します。本日もどうぞよろしくお願いい

たします。着座にて失礼いたします。まず議題の１つ目といたしまして、今年度

のスケジュール、こちらにつきまして共有をさせていただければと思います。資

料につきましては、次第のある資料、こちらを１枚おめくりいただきまして、Ａ

３の１ページ、右肩に「資料１」と記載されている資料をご覧いただければと思

います。こちらの資料につきましては、毎回、皆様にこの委員会の冒頭にお示し

をしているものでございますけれども、この今回の会議は年間を通してどういう

位置付けになっているのか、また、来年度予定している計画策定に向けてどうい

う位置付けになっているのかというところを今一度ご確認いただきたく、毎回な

がら議題として設けさせていただいているところでございます。 

まず、資料１、１ページ目の上半分をご覧いただければと思います。こちらは、

平成30年度、令和元年度、令和２年度ということで、次回の計画改定までの３年

間の動きを簡単にお示ししているものでございます。大きく分けますと、地域福

祉計画２０２０、現行計画に関することと、あと、次期計画改定についてという、

この２本柱で、これまでこの審議会のほうは進めさせていただいておりまして、

まず、現行計画につきましては、この後の、議題の２つ目の進行管理、こちらに

つきまして今年度は議論をさせていただいているかと思います。また、次期計画

改定については、前回もいろいろ皆様からご意見を賜りました、アンケート調査
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も、次回の計画改定の参考になるものですので、こちらと、あとは本日の最後の

議題で予定しております団体ヒアリングについても、今回皆様から様々なご意見

をいただければと考えております。 

続いて、下半分をご覧いただければと思います。こちらが今年度、令和元年度の

スケジュールになっておりまして、第３回は色を変えている、真ん中辺りにある、

「第３回11月29日金曜日」となっているところです。進行管理については、後ほ

どこちらでご説明をいたしますけれども、前回、皆様のほうに進行管理シートと

いうものをお示ししたと思うのですが、市民センターのほうからもっと情報を収

集するべきではないかというご意見をたくさんいただいたかと思いますので、前

回から今回にかけてはしっかりとそのあたりを調整させていただいております。

そういったものを、今回、皆様にお示しさせていただくというかたちになってお

ります。また、計画の改定につきましては、前回まではアンケート調査について

の協議となっていたかと思いますが、本日は、来年度実施する団体ヒアリングに

ついて、様々なご意見をいただければと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。以上が議題１つ目のスケジュールになります。 

石渡委員長：ご説明ありがとうございました。今後のスケジュール、今日も含めて確認を

していただきましたが、何かご質問とか、おありの委員の方はいらっしゃいます

か。 

それではこのスケジュールでお願いをいたします。それでは次の議題に入らせて

いただきます。 

 

（２）藤沢市地域福祉計画2020の中間見直し進行管理について 

石渡委員長：「藤沢市地域福祉計画２０２０＜中間見直し＞進行管理について」というこ

とで、まず事務局からのご説明をお願いいたします。 

事務局：引き続き議題の２つ目につきましてご説明をさせていただきます。資料といたし

ましては、まず次第がある資料、今、ご覧いただいた１ページ目の裏面です。２

ページ目、資料２のスケジュールをご覧いただければと思います。２ページ、左

上に「資料２」と書いてあるＡ３の資料となっております。上半分は先程説明し

た通りでございますので、説明については割愛させていただきますが、下半分を

ご覧いただければと思います。これまで、進行管理にあたりまして様々な取組や

情報収集というものを進めてまいりました。前回、先ほども申し上げました通り、

市民センターのほうからの情報収集もするべきではないかというご意見をいただ

きまして、今回にかけて再度調整をさせていただき、後ほどお示しする資料のよ

うにまとめさせていただいております。そちらについては、本日も様々なご意見

をいただければと考えております。こちらの進行管理の部分、次回の会議が３月

23日の月曜日を予定しているのですが、それまでに、後ほどご説明いたしますけ

れども、意見シートというものを皆様にご協力いただきたいと思っております。

そちらを書いていただいて集約したものを、次回、皆様のほうにお示しをさせて
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いただきまして、それをもって進行管理を今後どうするかということも併せて協

議をすることができればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、次の３ページの資料３、併せて計画の本編の20ページ、21ページ、

計画の体系図の部分をご覧いただければと思います。計画の本編が本日ない方は

いらっしゃいますか。併せて、次第の資料の３ページの、資料３をご覧いただけ

ればと思うのですが、今一度、今行っている進行管理の方法についてご説明させ

ていただきます。まず、３ページの資料３をご覧ください。その上半分、四角囲

いになっているところです。これまで、福祉計画の進行管理をどうやっていくべ

きかとなったときに、行政の取組だけを考えてもしょうがない、当然、地域福祉

を推進するためには市社協や地域の皆様の取組というところが非常に重要である

という中で、それを包含的に見なければいけないのではないかといったことを、

昨年から、様々なご意見をいただいていたかと思います。そうした中で、行政の

取組であればＡ・Ｂ・Ｃのような数字の評価ができるのですが、やはり地域の取

組等々につきましては、なかなかＡ・Ｂ・Ｃ、１・２・３という点数付けができ

ないという課題がありました。ではどうやっていこうかと考えたときに、行政の

取組、市社協の取組、地域の取組、そちらを計画の体系図に則してそれぞれピッ

クアップする。そちらを包含的に見た中で、では今後どうやっていくべきかとい

うところであったり、今後の進め方であったり、また、課題であったり、そうい

うところを、点数というわけではなく、委員の皆様からの助言と申しますか、感

じた感想等をいただければと考えております。そちらを集約した結果をしっかり

と、行政内部はもちろんのこと、市社協であったり、地域の皆様であったり、そ

ういうところにフィードバックをすることで、昨年よりも次の年に取り組む内容

が良くなると。そうすると、地域福祉の推進に寄与する取組になるということで、

いわゆる一般的な進行管理とは異なっているかとは思うのですが、昨年よりも次

の年良くするといった意味でのＰＤＣＡという考え方で、今まで取組を進めさせ

ていただいていたかと思います。こちらの20ページ、21ページの体系図に則しま

して、行政・社協・地域それぞれの取組を、今、ぶら下げているという状況でご

ざいます。次、下半分をご覧いただければと思うのですが、行政の取組、市社協

の取組、地域の取組という、（１）（２）（３）と記載させていただいておりま

すけれども、今のところ、（１）と（２）については取組の情報収集は終わって

おりまして、こちらは、前回からお示しさせていただいているかと思うのですが、

資料が前後してしまって大変恐縮なのですが、資料4-1と書いてあるＡ３のホチキ

ス留めの資料をご覧いただければと思います。これは前回までと概ね内容が同じ

ものになっているのですが、具体的にどういうふうに行政の取組、市社協の取組、

地域の取組を記載しているかと申しますと、１ページおめくりいただいて３ペー

ジ、基本目標１番、「地域に関心を持ち、行動できる人材づくり」という表紙が

出てくるかと思います。ここから、基本目標の１番に関連する取組というものを、

それぞれ体系図に則しましてぶら下げております。例えば４ページとかについて
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は、行政の、基本目標１番の、施策の方向性の１番に該当する取組、５ページに

ついては基本目標１番の、施策の方向性の２番目に該当する行政の取組、次の６

ページ目については、基本目標１番の、施策の方向性の３番目に該当する行政の

取組というものをそれぞれ記載させていただいております。 

続いて７ページについては、基本目標１番に該当する市社協の取組というものを

記載させていただいているところでございます。 

８ページ目から11ページ目まで、こちらについては、基本目標の１番に該当する

地域の取組ということで、こちらに書いてある情報については委員の皆様にもご

協力いただき、また市民センターのほうからもご協力いただいて記載したものに

なっておりました。ただ、この地域の取組につきましてはこれだけではないので

はないか、もっと市民センターから情報を収集するべきではないかというご意見

や地域単位で見たほうがわかりやすいといったご意見も様々いただいていたかと

思いますので、今回、こちらに基づきまして4－2という資料をご覧いただいてよ

ろしいでしょうか。ちょっと字が小さいので、同じもので右上に「参考」と書い

てあるＡ３の資料があるかと思うのですが、それはこの資料4－2の拡大版になっ

ておりますので、どちらかをご覧いただければと思います。4－2だと一覧で見る

ことができまして、「参考」と書いてある資料については、少しバラバラにはな

ってしまいますけれども、字を大きめに記載しているものでございますので、ど

ちらかをご覧いただければと思います。資料4－2をご覧いただければと思うので

すが、１ページ目ですね、こちらのページが基本目標の１番に該当する、各市民

センターが把握している取組というものを記載いただいているところでございま

す。縦軸については、先ほど計画の本編の20ページ、21ページで皆様にご覧いた

だいた、計画の体系図を多少わかりやすく表現しているもの。横軸については、

13地区、片瀬から始まって御所見までの地区を記載させていただいております。

説明が前後してしまって恐縮なのですが、事前に皆様にお送りしている資料の4

－2と、本日机上配付している4－2があると思います。それは、実は送った後にさ

らに情報が追加されたものがありましたので、最新のものは本日机上配付してい

るものになっておりますので、そちらをご覧いただければと思います。こちらの4

－2を見ていただきますと、地域福祉計画に該当する取組が、どういうものが各地

区で行われているのかということが簡単にご覧いただけるかなと思っております。

１ページが基本目標１に該当するもの。２ページが基本目標２に該当するもの、

３ページが基本目標３に該当するものというかたちになっているのですが、こち

らについては、例えば見方として、いろいろな見方があるかとは思うのですが、

このジャンルはいろいろな地区で行われているけれども、別のジャンルはなかな

か行われていないのかなといったこともわかるかと思います。例えば、１ページ

の一番左の「地域福祉の普及・啓発」というのはほとんどの地区で行われており

ますけれども、同じページの「災害時における人材の確保・育成」という右から

２番目のものについてはそんなに行われていないということが、こちらを見てお
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わかりになるかと思います。ただ、こちらの資料について、事前に委員の皆様か

らのご意見をいただいているところではございますけれども、センターが把握し

ている取組がここに全て記載されているかというと、そうではないものになって

おります。例えば、民生委員の取組についても、全地区で本来行われているかと

思うのですが、恐らくどこまで書いていいのかという、その温度感というものも

なかなか難しく、記載されているところと記載されていないところがあるのだろ

うなと考えております。なので、今回はあくまで最初にやったものということで、

次回以降、次年度以降これを進める中で、こちらを、皆様、市民センターのほう

に情報提供することで、例えば片瀬地区ではこういうことを書いているなと。で

あれば、うちの地区も同じことをやっているから書けるなといったようなかたち

で、どんどん情報が追加されていくのだろうなというふうに想定しております。

ですので、これが全てではないということは予めご承知いただければと思います。

資料の説明は以上になるのですが、今回は、先ほどの資料4-1に記載されている行

政の取組であったり、市社協の取組、今回、皆様にお示ししている地域の取組、4

－2のほうを包含的に見ていただきまして、事前に皆様にお送りしている資料4－3、

ペラ紙のＡ３の資料を続いてご覧いただければと思うのですが、資料4-1の後ろに

一緒にクリップ留めしている資料になっております。資料が多くて大変恐縮です

が、こちらをご覧いただければと思います。そちらの資料4－3という番号が振っ

てあるページをまずご覧いただければと思うのですが、今、ご説明しました取組

について、意見シートに、今回ではなくて次回に、委員の皆様に様々なご意見を

いただくことができればなと考えております。例えば一番上の左のところですね。

地域福祉の普及啓発に関連している行政の取組、そちらをご覧いただいた中で皆

様が感じたことであったり、こうするべきではないかと思ったこと。２番目のボ

ランティア活動も同じです。市社協、地域の皆様の取組については、基本目標ご

とにご意見をいただくかたちになりますけれども、そちらについて感じたことと

いうのをご記載いただければと思います。もし、なければ空欄でも構わないと思

っているのですが、そういったものをご記載いただきまして、裏面を続いてご覧

いただければと思うのですが、裏面につきましては、先ほどは行政・地域・市社

協というかたちで主体を限ったご意見をいただくようなかたちになっておりまし

たが、次のページのものについては総括ということで、普及・啓発に該当してい

る取組を包含的に見た時にどう感じたかということもぜひご意見としていただき

たいと思っております。例えば、地域の取組でこういうことをやっている、行政

の取組でもこういうことをやっている、であれば行政の取組はもっとこうすれば

地域の取組と連携できるのではないか、とか、主体を限らないご意見といったと

ころもおありになれば是非いただければと考えております。いただいたご意見を

事務局のほうで集約させていただきまして、最終的にそちらをもって地域のほう

にしっかりフィードバックしていきたいと考えております。これをフィードバッ

クすることで、たぶん地域の皆様も、感じていたこともあれば新たな発見という
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ものもご意見の中にはあるのではないかと考えております。併せて、こういう行

政の取組、地域の取組、市社協の取組、いきなり福祉計画を「これですよ」とい

うふうに示されるよりも、「こういう取組が簡単ではございますが該当しており

ます」「委員会の中では実はこういう意見をもらっているのですよ」といったこ

とも併せてお伝えすることで、福祉計画を多少なりともイメージしやすくなり、

且つ、今後、来年度以降の取組の参考にもなるツールになるのではないかと考え

ております。 

さらに、今回のこの取組については、来年度予定している計画の全改定の、例え

ば体系図をつくるにあたりまして、このジャンルがちょっと取組として弱いなと

いう部分であったり、ここはもっとこうするべきかなといったようなことも、こ

こから発見することができるかと思いますので、そういった意味合いで、進行管

理だけではなく計画の改定というところでもしっかり生かしていきたいと考えて

おります。ですので、こちらの取組について、是非、皆様のほうから次回以降ご

意見を、この資料4－3に基づいていただければというふうに考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

石渡委員長：はい、ご説明ありがとうございました。前回いただいた委員の皆様のご意見

を元に、事務局のほうで、本当に地域ごとの市民センターを中心としての情報を

集めて一覧表を作っていただきました。今まで見えていなかった地域の取組とか、

地域特性なども少し見えてくるかなと思います。そしてこれに基づいてこの進行

管理、これまでどれだけやれてきたかというような評価をＡ・Ｂ・Ｃ とかではな

く、皆さんに、事務局も頑張っているのですが委員の皆様も頑張っていただきた

いということで、宿題が4－3、ここでそれぞれの委員の方の、いうなればご評価

とか、今後に向けての期待みたいなものを書いていただくということになるので、

少しご負担が大きいかとは思うのですが、これをかっちり書いていただけると今

後に繋がるのかなと改めて思いました。具体的に書いていただいている地域の取

組等については、この資料4－3に委員の皆様のご意見を書いていただくというこ

とになるのかと思うのですが、今の時点でちょっと不明確であるとか、これはど

うなっているのかというようなご質問やご意見があれば。この資料の4－2に丁寧

にまとめていただいているようなことも含めて、委員の皆様からご意見をお聞き

したいと思いますが。椎野委員ございますか。 

椎野委員：資料を今ご説明いただいて、資料の4－2はとてもまとまっているというか、こ

ういう出し方が、私はもっと早くできたらよかったのかなと思うのです。これが、

地域活動などというのは特に、こういう現状把握、現状分析ができるような、こ

のデータがしっかりあって初めてこの分厚い基本計画の資料4-1にまとまってく

るのかなというふうに私は考えたのです。これはもう世間に出ない資料だと思う

ので、委員会でこれを熟知して、本当にこの福祉計画がどのように進行していく

かという見極めに一番大事なデータベースだと思うのですね。ですから、これを

もっと、今空白になっている地域はこの間の６地区なのか、なぜここに入らない
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のか、やっていないのか、やっているのかというのが私はちょっと疑問に思うの

です。それともセンターがもう少し努力をしないとここに入らなかったのか。大

体、13地区はほとんど、20年も30年も同じようなことをやっていながら、そこで

年度、年度で少し向上心を加えてやっているようなものが多いのです。この福祉

計画の中の新たな取組というのは、またそれは別なのですが、地域から出てくる

のは、ほとんどもう10年もやっているような行事の中で、この福祉計画の一端を

担うものがその中に入っているか入っていないか、そういうことなのです。です

から、おそらく空白になっているということが、もう一番、私は問題ではないか

なと。空白がなぜ起きるかというと、市社協が出している基本計画があったわけ

で、それを基本計画に沿って13地区それぞれが、計画に沿ったものを自分達はど

のようにやるのだという計画が出ないのが、一番私はおかしいのではないかなと

思っています。まだ御所見だけなのです。あれから言っても言っても各地区の計

画が出てこないというのは問題があるのかなというふうに思いますね。それから、

もう１つは、議事録をずっと私も１回から２回とずっと見てきたのですが、やは

りいい意見がすごくあります。それがちっとも問題解決しない、言いっぱなしで

終わってしまっているのですよね。それを少しまとめたので、悪いけれど言わせ

てもらうと、１つ目の、進捗、進行、そういう言葉が、ずっと言われてきていま

す。しかしながら管理をしなくては、その進行も進捗も全然わからないわけです。

管理の観点から、特性が何しろ決まっていないのです。その柱の１・２・３の特

性は何ですかと。特性というのは結果ですよね。結果は何で見るかというのがち

っとも決まらないのですよね。だから不明瞭になっていってしまうのです。それ

が１つ。情報収集の役割分担、これがいつまでも、もう今日３回目だけれども、

今度はこれだけセンターからも出てきたから、情報収集が、役割分担が少しは認

識できてこれは出てきたのかなと思っているのですね。あとはやはり、委員の皆

さん、少し失礼だけれど、進捗という、そういうことを私が今言うのが、一人ひ

とりがどう考えているのかというのも私はわかっているようでわからないのです

よね。だから、やっとここまできたのだけれどね。あとは実績のまとめ方をどの

ようにするかというのがいつも問題になっていたのです。今度３回目で大体まと

めて、４月、またそれ以降新たな取組にしようという話で、議事録を見ていたら、

松永委員の言っていることが、私は、これは良かったのではないかなというのが

１つ見つかったのです。２回目の議事録にあります。行政・社協・地域、こんな

こと分けなくてもいいのではないの、全体でまとめて福祉計画がどう進行したの

だと、そういう見方もいいのではないの、ということをこの間の席でおっしゃっ

ていました。それでいいかなと私も思います。まとめ方は、行政・市社協・地域

でまとめていって、最終的に議会に提出する資料だって、地域の皆さんに見ても

らう資料だって、総合的にどうなったというので私もいいと思うのです。だから、

まとめ方としては、松永委員がおっしゃっていたその言葉は、私は採用すべきで

はないかなと思っています。それからもう１つ、議事録の活用だから、議事録が
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毎回、今回も議事録を、新しいのをいただいているのだけれども、前にも配って

あるわけです。何か違ったのが出てきたのかなと思って照合してみたのです、私

は、議事録を１個１個。そうしたら何も違っていないのです。そんな無駄なこと

をする必要はないと思います。こんな分厚いのを何回も配付して、よほど中身が

違っていて、発言も違っていて、そうしたらまた新しい議事録を送ってもいいけ

れど、これがまた付いてきたから、これはおかしいな、何か違っちゃっているの

かなと思います。そうしたら、１ページ、１ページチェックしていったらあまり

違わない。ほとんど違いません。それで私は、前の、配られた資料に対して、課

題をまとめてみたのですね。ですから、もう少し議事録の活用というのもしっか

りとやってもらって、本来なら前回やった会合の、一番、問題、課題、あるいは

事務局がちゃんとした説明ができなかったもの、承認を得られなかったもの、そ

ういうものをもう１回繰り返し、初頭にこれをこういうふうにしたのだ、ああい

うふうにしたのだ、こういうふうに考えましたというのを言ってもらったら、少

しはまだこの議事の内容が良くなっていくのではないかなと思います。もう１つ、

最後に、この4－2の資料、これだけでは私はよくわからない。それで意見を書け

といったって書けないと思います。もう１つやってもらいたいことを、今、言い

ますけれども、これは縦軸と横軸があって、この一つひとつ出た意見というか、

やった実績に対して、ＫＪ法といって、問題がいっぱいあるときにはこういう整

理の仕方がいいよという手法があって、川喜田二郎先生が発明したやり方でまと

めて、例えば片瀬と鵠沼、これが１つのカードにまとまるような活動だなと思っ

たら、それを２つ合わせて、その頭に表題をもう１つ加えれば、どんどんどんど

ん縮まっていって、そして最後には全体のシートに書けるような文言になってく

る。これを並べたてたって、さっきの全体の進行シートにはこんなにいっぱい入

らないわけですよね。だから、地区によって同じようなことをやっているという

のが、これで一目瞭然でわかってくると思います。そういうカードにして集めて、

５枚１束になるものがあれば、２枚で終わるものもあれば３枚も。そういう手法

を使ってこれを一人ひとりがやれば、一番本当はいいなと思います。そういうや

り方で4－3の意見をまとめたほうがいいよということで、そういうまとめ方をし

て提言すれば早く整理ができるのかな、良い方向にいくのかなというふうに思い

ました。以上です。 

石渡委員長：椎野委員、いろいろありがとうございました。議事録まで丁寧に２回を照合

してくださったということなのですが、今、椎野委員のご意見としては、進行管

理の、管理のところがやりきれていないのではないかということが入って、それ

から情報収集の仕方ということで、やはり、委員がどうというのが、今のお一人

おひとりのが見えないから、ということは、それはたぶん、この4－3の宿題をや

っていただくと見えてくるのかというふうに思います。そして、そういうふうな

委員の意見も含めて、どうまとめるかということをおっしゃったのですが、これ

はこの4－3のそれぞれの整理を、ということになってくるかと思います。そして
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それと関連して、前回の松永委員の、行政・社協・地域と分けなくていいのでは

ないか、たぶんこれは、4－3の１枚目はそういうふうに３つの分類になっている

けれども、裏が合わせたかたちになっているので、このかたちで松永委員の意見

を整理していただけたのかなというふうに私は理解したのですが。ちょっとその

辺り、また事務局で補足をしていただきたいと思います。 

議事録については２回も出す必要はないということも含めてご意見をいただきま

したが、この辺り、また事務局はどう考えるかですね。そして、この4－3の資料

を私たち委員に出す前に、4－2、これはこれで配付していただかないと、私たち

としては理解できないと思うのですが、この4－2を事務局でちょっとまた一苦労

していただいてＫＪ法で少し内容を整理していただくと、委員の作業がやりやす

くなるのでないかというようなご意見をいただきまして、非常に大事なご指摘を

たくさんいただいたと思うのですが、大事なご指摘なので、ちょっと事務局、今

のご意見について何かお答えいただけることがあればお願いいたします。松永委

員からどうぞ。 

松長委員：恐縮いたします。一通りの作業手順については理解できたのですが、この作業

内容が何を目指すのかというところの共有をしていく必要があるのかなというふ

うに思うのです。事務局が苦労をされてこの資料4－2をまとめられたかと思いま

す。今、現段階での地区の状況というのは、これで大まか見ることができると思

います。それで、これにまだ足りないところというのはこれから書き足されてい

くところもあるかと思いますけれども、これで地区別と、やはり市民センター、

行政、社協での状況というのを全体でまず見ていくということが、一定できたか

なというふうに思います。ただ、この次の作業というところの評価なのですが、

これは何度もお話ししているのですが、この計画書の16ページに圏域というのが

やっぱり出ているのですよね。この地域福祉計画の中でのポイントの１つとして、

この圏域を意識するということが非常に大事なことで、つまり、この4－2という

のはそれぞれの立場から出てきているということなのです。それを、どう、我々

委員が読み取るかということなのですよね。こういうことをやっています、とい

うのはそれぞれの地域の中なりの考えであったり、具体的な課題があって取り組

まれていることもあったりするわけですよね。我々は、例えば私の場合は、藤沢

市の住民でもなければ、仕事を通常市域でやっているわけでもないので、外の人

間ですよね。外の人間がこの4－2をどう見るかということ。ご近所同士という市

民の方もいらっしゃるので、自分の地域住民という立場で見ることもできるし、

子育てなら子育てというテーマでこの内容を見ることもできるし、行政だったり

社協だったり、その立場で見ることもできる。つまり、ある程度共有はできるの

ですが、やはり食い違うところというのがどうしても出てくるのですよね。だか

ら、そこの住民ではない者が杓子定規なことを言っても、やっぱり、意見は意見

としてありなのでしょうけれども、やっぱり真実味が薄くなっていくように思い

ます。だから、非常に多様な意見というのは大事なのですが、裏を返せばバラバ
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ラな意見にもなりうるので、どうやって共有していくのかということのための一

つの作業ということですね。だからシートとしてはこういう意見シートというこ

とでいいと思うのですが、やっぱり我々はどういう出し方をするのかというのは、

ある程度ここの委員会の中で共有していかないと、本当にバラバラな意見が出て、

その後やっぱり事務局が整理するのが大変になってくると思うのですね。ある程

度こういうスタンスで出していきましょう、自分の立場はこの圏域でいえばどこ

に位置するから、そこから見た見方で書いていきましょうというようなものがな

いと、例えば、これで防災が少ないから防災が必要だというふうに言っても、や

っぱりそれは地域の中での優先順位であったりとか状況であったり、やっぱりい

ろいろな条件が伴って現状があると思うのですね。それはこうしなければいけな

いというように意見として言うのは、地域の人からすると言われていい気持ちは

しないなと思うのですよね。だから、この地区のところの、ピンポイントでこの

地区はどうだ、あの地区はどうだということではなくて、今、椎野委員が言われ

ていたような、全体の中であまり地区を限定しないかたちで、こういう取組はこ

れから先大事だとか、それがこの１枚目の、行政と社協とを分けていう部分と、

総括というところの、どちらに書いてもいいと思うのですけれど、でもやっぱり

社協に対して言いたい、行政に対して言いたいということであれば、やっぱり１

面に出せばいいと思うのです。それはそれぞれの立場によって今の取組、考え方

というのがあって、それを共通理解できるような方法でやっていかないと、対立

的な意見のやり取りで、なかなか整理がその後大変になってくるかなと思うので、

やろうとする作業がすごく大事だと思うし、やっていくことを繰り返すことによ

って、どんどん進行管理の精度が上がってくるかなと思います。 

石渡委員長：松永委員、ありがとうございました。今、この14ページの圏域についても松

永委員が指摘されましたけれども、やっぱりこれから委員としてまとめていただ

く場合は、やっぱり市全体、大きな市域でのまとめみたいなことになっていくの

かなと、今の松永委員の意見を聞いていて思ったのですが、そういう理解でよろ

しいのですかね。 

松長委員：はい。 

石渡委員長：では、すみません。そういうところを含めて椎野委員の意見に。 

事務局：ご意見いただきましてありがとうございます。今、様々なご意見をいただきまし

たので少しずつ回答することができればと思います。まず、順番が前後してしま

うのですが、議事録の件につきましては本当にご指摘の通りだと思います。今後、

もし事前に確認をしていただいた後にそこまでの修正がなかった場合については、

新しいものをお送りするというかたちではなくて、例えば送付状の中に今回の議

事要旨についてはそこまで変更がありませんでしたので前回のものをお使いくだ

さいというようなかたちでお送りすることができればと思います。また、議事録

に関連してなのですが、先ほど椎野さんからお話があった、議事録の活用といっ

た部分、前回こういう議論がされていたから今回こういうことを話しますよねと
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いった、そういう流れの部分なのですが、事務局でこの議題を作る際、また資料

を作る際には、そこを意識はさせていただいております。例えば、先ほど資料4

－2を作った経過というのも、前回いただいた意見を踏まえて作成しております。

ただ、ご指摘の通り、今まではそこは口頭レベルでのご説明しかできておらず、

実際に、例えば資料として落とし込んで、こういう意見があったからこうしまし

たよといったような、丁寧な対応というのがなかなか不足していたなという反省

を今非常にしております。ですので、そちらについてもどういうまとめ方になる

のかというところは今後検討させていただければと思うのですが、前回出た意見

を踏まえて今回どうしたかというところであったり、今まで出たご意見を今回ど

う生かしているかといったところも、しっかりと、何かしらの見える化ができる

ようにしていきたいなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。あと、

主体を行政・市社協・地域というかたちで分けるのではなくて、全体的に意見を

言うべきというか、包括的に見るべきではないかといったご意見について、ここ

はまさにご指摘の通りだというふうに思っております。地域福祉を推進するため

には行政だけが頑張っても、市社協だけが頑張っても、地域の皆様だけが頑張っ

ても推進するものではなくて、全体、皆さん一緒に連携して推進するということ

が非常に重要であると思っております。なので、それを踏まえまして、先ほど石

渡先生のほうから補足をいただきましたけれども、資料4－3の裏面ですね、主体

を問わずに総括的に記載ができるシートというものを記載させていただいており

ます。ただ行政のこの部分についてはこういうことを言いたいなというところで

あったり、地域のこの部分については何か言いたいなとか、こうするべきではな

いかという、そういうピンポイントのものがあった場合については、こういう主

体に限った意見というものをいただきたいということで、4－3を作った経過があ

ります。ただ、こちらについても、こちらの意図をなかなかしっかりお伝えでき

ていなかったが故にそういうご意見が出たのだろうなと思いますので、そこにつ

いてはもう少しわかりやすい資料作成を心掛けていきたいと思っております。最

後に、今後の資料のまとめ方の部分について、先ほどＫＪ法の話が椎野さんから

出たり、圏域を意識するといったようなご意見も松永さんのほうからいただいて

いたりとかありますけれども、ご指摘の通り、例えば4－2を例に挙げますと、4

－2というのはいただいた意見をまとめただけに過ぎない資料になってしまって

おります。ご指摘の通り、これを皆様にお示しをして、これについて意見を言っ

てくださいねといってもなかなか難しいと思っておりまして、今回、皆様からい

ただいたご意見を踏まえて、再度修正をさせていただいて、それをご郵送等でお

送りした中でのご意見をいただくというかたちをとらせていただければと考えて

おりました。ただ、どこに意見をもらうべきか、例えばここから見えてきた課題

とかも、このシートだけ見てもあるのではないかと考えております。それを事務

局がまず洗い出して、その中でもしっかりと見える化をする。そうすることで委

員の皆様も多少なりともご意見を言いやすくなるのではないかと思いますので、
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これを踏まえて、事務局でどう次はまとめていくかというところはしっかりと検

討させていただければと思っております。まとめる中で非常に重要になっていく

のが、圏域と市域という考え方かと思います。いわゆる地域福祉計画という計画

については藤沢市域の計画になっておりますので、メインはやっぱり市域になっ

てこようかと思っております。ただ市域を見る中では、当然、先ほどの16ページ

の圏域の話ではないのですが、各地区が何をやっているのかといったところもし

っかりと把握をしないと市域を把握することができないと思いますし、また、地

域の取組についても市域全体を対象にしている取組と、例えば鵠沼地区だけ、片

瀬地区だけ、それぞれ地区単位で動いている地域の取組というのもあるかと思い

ますので、そういった意味合いで、そこをどう整理していくかということがとて

も重要になってこようかと思うのですが、メインとなってくるのはあくまで市域

という視点になってこようかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

事務局：包括ケア推進室佐藤です。議事録の活用というお話が出ましたけれども、８月の、

前回の委員会で、過去の意見交換を整理したポイントというのをまとめて、それ

でアンケートやヒアリングの参考資料にするポイントということで出した経緯が

ありまして、これをもうちょっと発展させるかたちで出すといいのかなと、お聞

きして感じたところでございます。今まで出た、今日いただいたような議事録に

関しましても、そういったところで意見交換の整理というかたちでまとめて、ポ

イントということで、カテゴリ別に分けつつ、今回いただいたような進行管理の

取組なんかもその中に入れ込みつつ、ヒアリングやアンケートもこれからやりま

すので、それで市民の意識ということで検証していくという、そういうプロセス

でやっていければいいかなと思います。議事録の分析というのも事務局のほうで

やりつつ、委員の皆さんに見える化というかたちで提示するというところで、検

討していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。これに関してございますか。 

椎野委員：だから今日、この資料4－2、いただいたこの資料は、私は本当に地域の活動の

宝だと思うのですね。これはもう大事にしていくのは間違いありません。今度は

進行で見ていったときに、今年度、19年度こういう結果が出た。20年度やった結

果は、じゃあどうだったんだろうというのは、これを比較してみればちょっとの

改善でもそれは進行しているというふうに判断してもいいと思うのですね。これ

を全く捨ててしまうのではなくて、私はこれを一番大事にすべきデータベースだ

と思っています。それで、センター長が変わったり、地域の職員が変わったり、

役員が任期で変わったりするとまた違った発想でやっていくかもしれませんから、

これをデータベースとして。今年度の取組はこのデータベースがなかったわけな

のですね。17年度のデータベースはこういうふうにはまとまっていませんから。

それで、18年度どうだったのですかという実績を、今、結果を出しているわけで

すから、今度は、19年度の取組は、今回のこのデータベースにして、どう進行し

たのかなという見方をすれば、一番わかりやすいと思うのです。総合的にまとめ
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るのは、次回の３月に行われる定例会でまた議論すればいいことであって、これ

を大事にするのだということだけ、皆さんで認識しておきたいなと思います。 

石渡委員長：椎野委員、ありがとうございました。ということで、この資料の4－2にあた

るようなものはデータベース化してとおっしゃいましたが、たぶんこの後、20年

度もその後も続いていくことが、進行とか管理がかっちりできることとなってい

くのかと思いますので、本当に、とにかく事務局、ここまでありがとうございま

した。ということで、議題の１に関して、椎野委員、松永委員のご意見等から私

たちもとても明確になってきたと思うのですが、他に補足するご意見をお持ちの

委員の方はいらっしゃいますか。では、お願いいたします。 

石井委員：今の意見の、このデータベースが大事とおっしゃいまして、ただ、これに反映

されていない、ここまで書かないという、先ほどの事務局のほうからのご説明が

あったように、書いていないところが本当にたくさんあって、私のところの藤沢

地区、西部と東部ありますので、これしかやってないことはほとんどないわけで

すね。ですが、最終的にまとめると、他のところがやっているとダブるから、そ

んなに地域とかそういうものにこだわらなくて全体を見通せばよろしいと、そう

いう意見にはなりますけれども、ただ、私どもが見たときに「なんでこれだけし

かやっていないの」というのもすごく疑問に感じますので、そこら辺はどうした

らよろしいのでしょうかね。 

石渡委員長：というのは市民センターの姿勢みたいなことにもなってくるのかなと思うの

ですが、何か事務局ございますか。 

事務局：ご意見ありがとうございます。こちらについては、元々依頼をしたときには、こ

れに該当する取組を出してくださいねというかたちで、すごくざっくりしたお願

いをしておりました。１回目を６月辺りにさせていただいて、２回目を10月にさ

せていただくかたちになっているのですが、それで、まとめたものが本日お示し

している資料４になっております。例えば、民生委員の取組を１つ見ていただい

ても、例えば、片瀬でやっていて鵠沼でやっていないような取組は、一般的なも

のであったらないのだと思います。全地区で当然行っているかと思います。ただ、

こちらの出し方の問題でもありまして、どこまでの範囲のものを書けばいいのか

というところが、センターと共有できていなかったというところもありまして、

こちらとしてもしっかりとお示しできていなかったという反省点がございます。

ただ、次のステップで、また集める際には、これをお出しすることで、例えばあ

の地区がこれを書いているならうちの地区もこれを書けるな、といったようなか

たちで、他の地区を参考にしながら、どんどんこの情報というのが追記されてい

くのだろうというふうに考えています。また、別の視点で書かれている特徴的な

取組とかも記載されていれば、うちの地区でもこのジャンルではこういう特徴的

な取組をやっているから記載できるなといったようなかたちで、事務局から、推

進室からの説明だけではなくて、他のセンターの情報というものも参考にしなが

ら記載することでさらに埋まってくるのだろうと考えています。今回は運行管理
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の初年度というかたちになるのですが、来年度、再来年度を進めていく中で、ど

んどん情報が入ってくるだろうと考えておりますので、あくまで今回は最初とい

うところでのご理解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。 

石渡委員長：石井委員、ありがとうございました。ということで、この4－2ができること

は、市民センターにとっても、またいろんな意味で情報共有できることになって

くるということで、充実したものできるのかなと。どうぞ事務局。 

事務局：貴重なご意見をありがとうございます。今後、この紙ベースで書いていない地区、

皆さんも「あれ、この地区やっていないの」と誰しも感じると思います。ですの

で、こちらとしては情報は出してもらうのではなくて、情報を取りに行くという

かたちで、これからヒアリング等も行っていきますので、間違ってはいけないの

は、この資料が全てではないということ。また、やり方については、しっかりと

私たちの耳、足がありますので、そこに行ってしっかりと確認というか、情報を

取っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

石渡委員長：ありがとうございました。それでは、かなり今後の作業については明確にな

ってきたかと思いますので、次の議題にいってよろしいでしょうか。 

 

（３）次期計画改訂に向けた取組について 

 

①地域福祉に関するアンケート調査について 

 

石渡委員長：次期計画改定に向けた取組ということで、まずアンケートについてご説明を

いただきたいと思いますので、お願いいたします。 

事務局：では、続きまして議題の３つめの①番、アンケート調査について、資料について

説明させていただきます。資料５・６・７の３種類をご覧いただければと思いま

す。お送りしてあるのはおそらくゼムクリップで留められているものになってい

ると思いますので、それをバラバラにしていただければと思います。こちらの①

番目につきましては、既にアンケート調査は始まっておりますので、ご報告とい

うかたちになります。その点を併せてご承知おきいただければというふうに思い

ます。まず、今、皆様にご覧いただいている資料５・６・７でございますけれど

も、こちらを今回アンケート調査の１つのセットとして、市民4,000人の方にお送

りさせていただいております。先日お送りいたしまして、12月20日の金曜日を締

め切りにさせていただいております。ですので、そちらを事務局のほうで集約さ

せていただきまして、またコンサルにもご協力いただきまして集約させていただ

きまして、次回の３月の会議では、暫定版と申しますか、速報版というかたちに

なるかと思いますが、何かしらのものをお出しできればと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。では、こちらについても前回から今回までの間、郵

送等々のやり取りで委員の皆様からご協力をいただきました。そちらを踏まえて

作成したものになっているのですが、まず資料のほうをご覧いただいてよろしい
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でしょうか。大きな変更点等々だけ簡単にご報告できればというふうに思います。 

まず資料５です。こちらは依頼文になっております。今まで依頼文というものは

なく、次のアンケートの本編、資料６だけを郵送しておりました。こちらについ

て、今回付けた意図といたしましては、複数の資料を送付するというところが１

つと、あと、下にルビ付きの、「アンケートの回答をしやすくするために」と始

まっている４行の文章を記載したかったというところがございます。こちらにつ

いては、例えば障がいをお持ちの方であったりとか、あとは外国人の方であった

りとか、地域福祉計画というのは15歳以上の方全ての方を対象にしておりますの

で様々な方がいらっしゃいます。ですので、そういった方にもご回答いただける

ようにこういうルビ付きのものを記載したかったというところがございます。障

害の方に対する配慮といたしましては、今回はお配りをしておりませんが、封筒

のほうに、今回初めて点字の刻印をさせていただいております。そういった配慮

ということも今回併せてさせていただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。続いて資料６になります。こちらの中身については皆様に一度やっていた

だいたりとかしておりますので、修正等についても細かいところになりますので、

説明については割愛させていただきます。また、３月の結果報告の時にしっかり

とさせていただければと思うのですが、こちらについては市民4,000人の方にお送

りをしておりまして、今回、前回と大きく変わったところとしては、１ページ目

に、例えば、「地域福祉とは」という話で簡単な啓発コーナーを設けております。

というのも、今回のこの市民アンケート調査については、ただその市民のニーズ

を把握するというところだけではなく、市民の方4,000人に対する周知をする場面、

そういうふうに我々は捉えております。4,000人の方に対してなかなか周知する機

会というのはございませんので、ただ情報を聞くだけではなくて、周知をすると

いうことも考えてこういう記載をさせていただいております。同じ視点で資料７

も作成させていただいておりまして、こちらも実は4,000人の方にお送りしている

ときには全編カラーで印刷してお送りしております。本日は白黒になっておりま

して、見づらくて大変申し訳ないのですが、実際はカラーでお送りをしていると

いうことも併せてご承知おきいただければと思います。こちらも市民4,000人の方

に知っていただきたい視点であったり、情報を周知啓発という視点の中でまとめ

たものになっておりますので、今回併せてお送りしているというものになってお

ります。今後、こちらもどう次回計画改定のほうで生かしていくかであったりと

か、また、計画改定だけに依らず、一般的にやっている施策にどう生かしていく

か、また併せて、この業務については、福祉健康部だけではなくて、子ども青少

年部であったりとか、市民自治部であったりとか、地域福祉に関連する様々な課

がございますので、そういったところにも、こういった情報をしっかりと共有さ

せていただきまして、計画以外の部分でもしっかりと活用できればと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。以上が資料の説明になります。 

石渡委員長：ありがとうございました。ということで、今回のアンケートは、前回と大き
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く違うのは、障がいがある方へ配慮したような調査票もご希望があれば配布でき

るということと、それから、参考資料ということで、ニーズ把握だけではなくて

地域福祉について理解をしていただくような資料も付けたということです。もう

これは実際にやっているところですので、今の説明について何かご意見がおあり

の委員の方、いらっしゃいましたらお願いいたします。 

椎野委員：今、そういうご配慮をしていただいてよかったと思うのですが、ただ、回収率

の問題なのですね。大体、回収率はアンケートだと50、60％がせいぜい、そのぐ

らいしか来ない。何としてもこれは大事なデータベースになると思うから、回収

率をどのくらい見据えているのか、どうやったら回収率が良くなるのか。御所見

なら御所見で、この方にお願いしましたよというのはできないでしょうね。でき

ないとなると、我々も応援団として自治会長に、回覧を回そうと思っているので

すよ。こういうアンケートのご案内が来ているから、是非対象になられた方は投

函をしてくださいというお願いの回覧を作ろうとしているのです。御所見では。

そういうのはいけないですかね。だめなのですか。 

石渡委員長：非常に前向きなご意見をいただきましたが、御所見でなくても他の地域は、

みたいな話になってきますが、どうでしょうか。 

事務局：そういったものについては、地域の皆様からご協力いただいて回収率を上げると

いうのは、非常に我々としてもありがたいことだというふうに捉えておりますの

で、また余計なことだとは思っておりませんので、非常にありがたいことだとい

うふうに捉えております。 

椎野委員：そういうのは失礼にあたらないですか。誰だかわかりませんが投函をしてくだ

さいというお願いの文章を作ろうと思っているのですよ。 

事務局：市役所のほうでも、広報で11月10日号に、高齢の福祉のアンケートも同時に行っ

ておりますので、高齢福祉のアンケートと地域福祉のアンケートということで、

「是非こういったアンケートをしておりますので来た方はよろしくお願いしま

す」という趣旨の広報をさせてもらっていますので、さらなる援護射撃というこ

とで、自治会でもいただくのは非常にありがたいことだと思っております。 

椎野委員：見出しを結構きつく書くようになっているのですが、大丈夫ですかね。広報を

見ましたか、あなたは投函しましたか、とかいろいろ。 

松沢委員：私、実は昨年、健康増進計画第２期の中間評価アンケートの対象になって、ア

ンケート回答いたしました。そのときに、個別に、出した後も、締め切り過ぎた

後もハガキが来て、督促状みたいなのが来るのです。だからそれで、今回もそう

いうのはあるのですかね。内容は督促状じゃなくてもっとやんわり書いてありま

すが、既にご回答いただいたと思いますが投函していない場合は重々回答してく

ださいみたいなハガキが送られているので、それに加えて自治会でやっていただ

ければ、なおさら強力かと思います。 

椎野委員：そうですか。では、ちょっと頑張ってやってみます。 

事務局：やさしく書いた方がいいのではないでしょうか。 
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椎野委員：やさしく書いた方がいいですか。命令的ではだめですか。わかりました。 

事務局：文言に気をつけていただければいいと思います。 

石渡委員長：やっぱり地域福祉計画も今のような督促状のようなハガキは行うのでしょう

か。 

事務局：4,000人の方に、お礼状兼督促状みたいなものにはなりまして、投函いただいた方

はありがとうございました、まだの方はお願いしますといったような趣旨のもの

はお送りさせていただいております。よろしくお願いします。 

石渡委員長：行政として大変優しく配慮するようなおハガキが届くそうですので。ありが

とうございます。 

川辺委員：つまらないことですけれど、こういうものの回収率が悪いということは、皆関

心がないということが明らかになるということなので、無理やり回収させるとい

うよりもやさしく、気がつかないで忘れちゃうとかそういう善意で忘れてること

はあると思いますけれども、最初からこんなの関係ないよという人に無理やり書

かせても、何か却って反映しないのかなと。回収率が悪いということ自体も全体

の中の１つということで、判断材料にすべきではないかなと私は思います。どこ

でもアンケートというのは半分も返ってくればもう御の字なので。 

椎野委員：重々分かっているのですが。 

石渡委員長：回収率も、どう理解するかも含めて、今、川辺委員からご意見をいただきま

した。それでは、また、アンケートについても大事なご意見をいただいたと思い

ますが、アンケートだけではなくて団体のヒアリングを行うということになって

おりますので、これについての説明と、ここのところで是非委員の皆様からご意

見をいただきたいということですので、お願いいたします。 

 

②団体ヒアリングについて 

事務局：それでは、最後の議題になります。資料としましては、次第がある資料の５ペー

ジ、右肩に「資料８」と書いてあるものをご覧いただければと思います。「新た

な団体ヒアリングの概要について」というふうにタイトルが記載されているもの

になっております。よろしいでしょうか。こちらの資料８に基づきまして説明さ

せていただければと思います。 

まず、来年度、計画の全改定を令和２年度に行う中で、それの参考資料の１つと

して、まず先ほどの議題のアンケート調査を実施しております。また、併せて市

民4,000人の方、無作為抽出の方だけではなくて、実際に地域福祉に関わっている

活動をされている団体様向けの団体ヒアリングというものも、毎回実施させてい

ただいておりまして、今回も実施させていただければと思っております。当然、

前回と今回の経年変化をみることも重要だと思うのですが、それだけではなくて、

もっとこうするべきではないかといったような変更の案というものも、こちらと

しては持っておりますので、そういったところについて、是非ご意見をいただけ

ればと思っております。 
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では、まず５ページの１番、これまでの方法について説明させていただきます。

団体ヒアリングにつきましては、これまでは、例えば、地区社協、民生委員とか

という地域の団体と、専門職関係、例えば障がいの関係の専門職の方々であった

り、高齢者の関係の包括であったりとか、そういったところにヒアリングを実施

しておりました。ヒアリングの対象者につきましては、協議会の役員、例えばな

んとか会の会長会の役員みたいなかたちで、本当に一部の人からしか、今までは

聞いておりませんでした。なので、各地区というかたちではなくて、どちらかと

いうと全体会の中の、さらにその中でも役員さん的なかたちのヒアリング方法と

なっていたものです。課題としては、１つ目として、高齢者関係の団体は専門職

のみ、子ども関係の団体は地域団体のみというかたちで、例えば、これは前回を

例に挙げてですが、高齢者関係についてはいきいきサポートセンター、包括だけ

になっておりました。子ども関係につきましては子ども会連絡協議会という、地

域の皆様がやっていただいている団体のみ。ただ、障がい分野につきましては福

祉団体連絡会と障害福祉の法人協議会という、専門職と地域団体それぞれに聞い

ていたというかたちで、平等性に欠けていたかなという反省点がございます。さ

らに、対象者は先ほど申し上げました通り、各協議会の役員さんだけになってし

まっているということで、実際の活動をしている方々であったりとか、たくさん

の方からご意見をいただけていなかったというような課題がございました。ヒア

リングの内容につきましても（２）番、今①から④番まで記載しておりますけれ

ども、こちらの内容を共通の項目としてヒアリングをさせていただいた経過がご

ざいます。ただこちらについての課題としては、どの団体に対しても共通の聞き

取り項目というかたちになっておりますので、それぞれの団体の特徴を生かした

ヒアリングというものがなかなか実施できていなかったのではないかなというと

ころが１点、あと、もう１つは、この項目についても、我々事務局サイドと、あ

とは今いらっしゃる委員の皆様、地域福祉計画推進委員会における意見のみでの

項目の決定というふうになっておりました。ですので、例えば事務局のほうでそ

こを捉えて出していれば全く問題はないと思うのですが、地域における課題であ

ったりとか、他の会議で出た意見であったりとか、そこから見えてきた課題であ

ったりとか、そういったことも鑑みた中での設問項目、ヒアリング内容になって

いなかったのではないかなという課題がございます。そちらを踏まえ、裏面の６

ページをご覧いただいてもよろしいでしょうか。併せて次のページの、Ａ３の７

ページの資料９をお開きいただければと思います。今回の方法で、あくまで案と

いうかたちになります。こちらについて、是非皆様からご意見をいただければと

思います。まず、ヒアリングの方法につきまして、高齢者、障がい者、子ども関

係それぞれの地域団体や専門職関係の団体に対してということで、そういう分野

で限ったときには、しっかりと、地域団体の皆様、専門職関係の皆様、双方から

全てのジャンルで聞いていくというかたちで、今回は考えさせていただいており

ます。さらに、「〇」のところをご覧いただければと思うのですが、地域団体に
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対するヒアリングということで、地区ボラセン、民児協、地区社協、自治連につ

きましては、会長会にお邪魔するとか、そういうかたちではなくて、地域のほう

に出て行ってヒアリングをしていきたいなと考えております。ただ、13地区全て

の団体のヒアリングをするとなってしまうと50数回になってしまい、物理的に厳

しい部分がございます。とはいっても地域特性はしっかりと、我々としても把握

をしたいというところがございますので、例えばこれも案なのですが、藤沢市を

４分割、東西南北で分けさせていただいて、地区ボラセンについてはそれぞれ東

西南北、民児協についても同じく東西南北というかたちで、その４ブロックでバ

ラバラになるようなかたちでの地域の選定をさせていただくのはどうかというふ

うに考えております。それ全てをやる中で、地区ボラセン、民児協から自治連も

含めてですが、そこが地区として被らないようなかたちで、例えば、御所見地区

については民児協ですよとか、片瀬地区については地区ボラセンですよというか

たちで、地区がかぶらないようなかたちでの選定をしていきたいと思っておりま

す。選定の方法については、我々だけだとどうしてもわからない部分があります

ので、各市民センター、公民館のほうとも調整をさせていただき決めていきたい

と思っております。また、これはあくまで案ではあるのですが、それ以外でも適

宜聞ける場面があると捉えておりますので、そういった機会もしっかりと使って

いきたいと考えております。 

変更するメリットとしては、今までは会長さんからしか意見がなかなか聞けてい

なかったというところなのですけども、役員会の方からも意見を聞くことができ

るというところ。あとは、福祉計画は市域の計画になるので、市域の視点が非常

に重要になることはもちろんですが、地区の特徴というところも市域を考える上

では非常に重要になってくるかと思いますので、地区の特徴をちゃんと考えたヒ

アリング内容になるのではないかと考えております。併せてこちらもアンケート

調査の考え方と同じですけれど、ただ情報をいただくだけではなくて、実際に各

地区に出ることによって地域福祉計画を周知・啓発する良い機会になるのではな

いかというふうにも考えております。ですので、そういった機会をしっかり使わ

せていただいて、福祉計画をより多くの方に知っていただく機会にもしていきた

いと考えております。 

ヒアリングの内容についてなのですが、今回の案としては、共通の聞き取り項目

を２つ設定させていただきまして、その他の聞き取り項目ということで、各団体

の特徴を踏まえた団体ごとのアンケート項目を作成していきたいと考えておりま

す。こちらの変更するメリットとしては、団体ごとに聞き取りの項目を設定する

ことで、一般的なお話だけではなくて、その団体だからこそ聞けるお話というこ

ともしっかり聞くことができると思っております。さらに、福祉計画の委員会だ

けでのご意見ではなくて、例えば地域で行われている様々な会議、そこで見えて

きた課題等もしっかりと把握をさせていただき、それを踏まえての設問項目を設

定することで、地域のそういった実際の課題等を鑑みたヒアリングをすることが
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できるのではないかと思っております。そういった項目をちゃんと聞くことで、

次回の計画会議のときにはそういったものを生かせるのではないかと考えており

ます。 

最後に７ページなのですが、まず左側のほうに分野が書いてあって、１番から13

番まで団体が設定されております。この中で（新）と書いてあるところについて

は、今回新しく、前回やっていなかった団体で、老人クラブ。子ども関係の専門

職については、どういう団体がいいのかというのは今調整させていただいている

のですがこういった団体、あとは、自治連にまだ聞いていなかったので、自治連。

あと、地域福祉を推進する上では地域団体だけではなくてＮＰＯ等も大事になっ

てきますので、ＮＰＯを管轄している市民活動推進センターにも聞いていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上が団体ヒアリングの内容になりますので、こちらについてご意見いただけれ

ばと思います 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。ということで、ヒアリングにつきましても

前回とはかなりやり方を変えて、いろんな地域の活動が把握できるような工夫を

していただいています。委員の皆様からは、先ほどあった子ども関係とか、地域、

その他というところで、こんな団体にというようなご意見がいただけるといいの

かなと。 

定永委員：善行の定永です。６ページに書いてあります、その他の聞き取り項目の中にあ

ります、２段目の、「地区の協議体等で出された課題を踏まえ」とありますが、

その協議会というのは、今、各地区に協議体ができておりますが、このことを指

すわけではないのですか。 

事務局：そのことを指して、それも１つの例として今挙げさせていただいておりまして、

例えばいろいろ会議があるかと思うのですけど、そういったもの全て鑑みた中に

なります。 

定永委員：たまたま善行の協議体、見守り善行というのに属しておりまして、善行の場合

は、それこそ各自治会の代表者とか、ここに書いてある代表者が結構社会福祉協

議会に出ていますし、今、地域のことを考えているのは善行ではあそこが一番か

なみたいに、自分が出ている会議体なので思っているので、地区によっていろい

ろ特色があると思いますが、そういうところもちょっと情報を得て、ご意見を聞

いていただけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。 

石渡委員長：定永委員、ありがとうございました。善行は見守り善行ですね。きっとそれ

ぞれの地区にそういう協議体というのがあるのかなということですが。ありがと

うございます。他に、木村委員、何か子ども関係はここはというのはございます

か。 

木村委員：ちょっと難しいなという気がすごくしていて、これはあくまでも団体の活動者

にヒアリングするということなのですよね。現場で対応をしている、例えば障が

い者だったら障がい者に直接とか、子育てをしている親に直接とかではないとい
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うことですね。それで、専門職が、大体、子ども関係だと保育職とか、あとは保

健師とか、いわゆる行政に入ってしまうので、それ以外の委託事業者、そうする

とそこの運営母体がどういうかたちでなされていくかということによってそこの

意見だけを聞くのはどうなのかなという気がします。全くボランティアの私たち

がやっているみたいな小さな会みたいな、そういうものだと、結構母親に近い、

何にも属していないバラバラの意見が取れるかもしれないですけれど、団体の活

動をしている人たちの、その活動目的に向かっていろんな団体の意見を集約した

いのであれば、ちょっとそこに属さないかなという気がするので、この目的なも

のが私にはちょっと理解できなくて、すみません。 

石渡委員長：どうぞ事務局お願いします。 

事務局：いわゆるインフォーマル的な団体の方のヒアリングが抜けているのではないかと

いうご意見やご指摘がちょっとあるかなと思っていたのですね。ここにあるのは

各団体の中で代表するものであって、このヒアリングをすることによってそこか

ら派生した、こういった取組があるのではないかとか、そういうご意見を踏まえ

て、さらに追加したヒアリングということで、このヒアリングの後に、いろんな

各インフォーマルな団体の方であるとかを追加ヒアリングというかたちでやる必

要があるのかなとは思っておりまして、いろいろな団体の方がいろいろな活動を

されている、全てを把握しきれていないという側面もあるので、ある程度、地域

の中でヒアリングをする中での次のステップとして、各団体の方のヒアリングと

いうことをしていきたいなと思っております。 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。 

東田委員：老人クラブが初めてということでございますが、各ブロックの中に15ブロック

ありまして、そのうち３、４地区で分けるということですが、これは13地区の分

けられた中の連合に対してヒアリングをしていただけるのでしょうかね。それと

も各地区の中にある単位だけをとりあげてやるのか、ちょっとそのあたりをお聞

きしたいと思うのですが。 

事務局：老人クラブの皆様につきましては、全体のほうで聞ければと思っておりますので、

連合会のほうと捉えていただければ。 

東田委員：わかりました。 

椎野委員：子どもの関係なんですが、青少年育成協力会、青少協、この子どもとの関わり

というのはすごく福祉の中で関係しているのですね。御所見のほうでも、さっき

のシート、Ａ３のところに、結構、青少協が公民館と関わってすごい事業をやっ

ているのですね。だからその団体が入らないというのもいかがなものかなと思う

のですが。青少協は、藤沢市全体としても頑張ってやっていますから。でなくて

も、今の青少年課というのがあって、外郭団体でも１つ大きなテーマになってい

ますからね。これを１つ入れてもらいたいな。 

越川委員：越川です。今、私は、小学生と幼稚園の子どもがいるのですが、小学生はあま

りそういう地域の団体、やっぱり子ども会は一番身近なところではあるのですが、



 

- 24 - 

 

なかなか関わりというのがないのかなと思っているのですけれど、ただＰＴＡの

ほうで地区委員といいのがありまして、その地区委員が、ちょっと私は地区委員

になったことがないので実際にどういう仕事をされているのかわからないですけ

ど、地区とその小学校の間の橋渡しみたいなことをやっていて、具体的な活動は

わからないのですが、そういうところで学校と地区との、地域との繫がりという、

たぶん何かそういう関わりがあると思うのですよね。ちょっと漠然として申し訳

ないのですが、その辺りもヒアリングしていただけたらなと思います。 

石渡委員長：越川委員、ありがとうございました。では、どうぞ、定永委員。 

定永委員：今、椎野さんがおっしゃったみたいなのは、私もこの団体名を見て、「青少協

が入っていない、おかしい」と思っていたのです。今、越川さんがおっしゃった

ように、ＰＴＡから地区委員というのは、青少協は、地域によっても違うのです

が、地域の学校からも青少協に入っていただいたり、青少年指導員に出ていただ

いて青少協に入っていただいたりと、結構、小学校、中学校のお母様達が関わっ

ていて、なおかつ地域全体でイベントをやっている、そういう団体なので、直接

地域のお母さんの意見も聞けるし、善行の場合は、青少協がイベントをやるとき

は、自治連だったり、社協だったり、民児協の皆さんと一緒にやったりとか、そ

ういうことやっているので、ぜひ私も意見を聞いてほしいなと思っております。

よろしくお願いします 

椎野委員：若い人を入れなさいといっているのに、そういう団体を入れないとね、もう会

合がおじいちゃんおばあちゃんばっかりになってしまうんですよ。 

石渡委員長：はい。これから活性化していくためには若い方をというのは。青少協という

声があがりました。松永委員、どうぞ。 

松永委員：どこの団体を選出するかという部分もそうなのですけれど、前回のヒアリング

調査と今回を比較しての話なのですが、ちょっと引っかかる部分があります。５

ページの概要についてということで、前回のところの話ですけれども、真ん中辺

りに、先ほど話にもありましたけれど、会長のみの意見となってしまうというこ

と、今回、役員以外からも意見ということなのですが、実際の地域の声を聞けて

いないというのはどうなのだろうかと。会長さんが一生懸命話されている中で、

会長さんだけだと実際の地域の声は聞けていないのかということが疑問です。で

は役員さんに聞けば地域の実際の声を聞けるのかということも疑問です。ですか

ら、先ほどいったように、利用者側の意見なのか、団体の方の意見なのかという

ところの、今回は、これは団体の意見なのだということですよね。ただ、そこを

前回と変えて、今回は会長のみならず役員の方にも聞きますというだけでいいと

思うのです。別にそれは実際の地域の声が聞けていないというところは課題では

ないと思います。ただ聞く対象を役員まで広げて聞くということの変化なのかな

と思います。 

それと、ヒアリング内容なのですが、前回、今回というところの中の２番目に、

資料９の真ん中辺りに参考で挙げられていますが、前回のヒアリング項目で活動
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上の課題、２点目に活動上の課題やその要因ということが挙げられています。も

ちろんその活動をやっていく上での課題であったり、なぜそういう課題が起こる

のかということも大事なのですが、社会福祉を巡る活動というのは、全てが課題

があって活動が始まるわけではないわけですよね。やっぱり、それぞれの団体テ

ーマによってきっかけがあるわけです。やっていくうちに課題が増えたり変わっ

ていったりということもあるので、そうではなくて、やっぱり今の、必ずしも制

度動向だけではないですが、世の中の動きであったりとか、自分たちの活動を通

じて、少子高齢化の時代が進んでいく中で、どういうふうに切実に感じているの

かという、広い意味での背景というのがあって、その地域の中で、もしくはその

テーマなりの活動というのがある。その活動を通じた上での課題はもちろんある

けれども、ここでいう課題は非常に狭い話になるのかなと。介護予防だって問題

が起こる前から取組というのはあるわけですよね。なので、ここはもっと背景的

なところを、言葉の言い方はあれなのですけれど、この時代をどういうふうに受

け止められていますか的なものがまずあるのかなと思います。それと、地域との

関わりというところ、非常に漠然なんですが、やっぱり行政計画であれば、そこ

は少しずる賢く、これから先何を目指すかというところは、先ほどのアンケート

の参考資料にも載せているわけですよね。理念として何を目指すのかというとこ

ろは、資料７ですかね、アンケートの資料７の３つの基本理念のところにありま

す。これは藤沢型地域包括ケアシステムを進化させていくということが行政とし

ての立場の目標であるのであれば、この３点で、全世代、全対象型地域包括ケア

であったり、それに続く３点が挙げられています。２点目は、地域の特性、課題、

ニーズに応じたまちづくり、３点目は地域を拠点とした相談支援体制というのが

挙げられているわけです。なので、このヒアリングを通してそれがどこまで実現

に向かっているのかということを、やっぱり確認する上でのヒアリングなのかな

というふうに思うので、一言でいうと、多職種共同であったり、多機関共同であ

ったり、ここで解決することもあれば、どういうところと繋がっているのかとい

うことが、このヒアリングの中で大事になっていくのかなということと、今いわ

れているのは断らない相談であったりとか、相談がなかなかあがってこないとか、

あげられてもその対応が難しいということも、やっぱり、国全体をあげていわれ

ているわけですよね。そういう意味では、この取組を通してどうやってニーズを

キャッチしているのかとか、またはキャッチした後の課題整理、分析をしている

のかとか、相談というところのキーワードとして聞いていく必要があるのかなと。

もちろんその、居場所は居場所でいいと思うのです。取組は取組で、それぞれあ

ると思うのですけれど、でも、そこの取組を通して何をニーズとしてとりあげて 

いるのか、個別課題と地域課題というところの結び目として、こういう団体取組

があると思うので、そこは貴重な機会だと思うので。しっかりまとめを、政策で

あったり、この、我々がアンケートをやる目的、ヒアリングをやる目的というと

ころに繋げてヒアリング項目を決められるといいかなと思います。 
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石渡委員長：松永委員、ありがとうございました。たぶんそれぞれの団体の歴史とかをお

聞きする中で、また、今、松永委員がおっしゃったようなことも出てくると思い

ますし、そういう団体が、他のところとどう繋がっているかとか、ちょっとまた、

そこら辺りはヒアリング項目として少しご検討いただくことになるかと思うので

すが、事務局いかがでしょうか。 

事務局：ご意見ありがとうございます。最初の、会長さんの部分、会長さんのみだと地域

の声が聞けていないみたいな表現、これはこちらの表現がよろしくなかったよう

でございます。ご指摘の通り、会長さんの意見しか聞けないから地域の意見が聞

けないというわけではなく、単純に、少しでも多くの方から意見を聞いてみたか

ったといったような意図で、今回こういうかたちをとらせていただいております。

ただ、こちらの表現がよろしくなかったということで、大変申し訳ございません

でした。あと、ヒアリングの項目の部分についても、確かに課題について聞くと

いうことも重要かとは思うのですが、ご指摘の通り、その背景というところを聞

くことが非常に重要だろうなと思います。課題を聞いて、ではそれをどうすると

いうふうにこちらから何かをお示ししたり、計画に反映させるということはなか

なか難しく、今まで積み重ねてきた何かしらが背景としてあるかとは思うので、

そこもしっかりと鑑みた中で課題を聞くことで、それをいかに地域福祉計画。も

しくは藤沢市の地域福祉の施策に反映させるかというところに繋がってくるかと

思いますので、その視点もしっかり持っておきたいなというところであったり、

あと、先ほど藤沢型地域包括ケアシステムの話であったりとか、国のお話という

ところもありました。そちらについてもただ聞くというわけではなくて、我々と

しても、いい意味で団体ヒアリングを活用させていただくことも確かに重要だと

思います。今の進捗状況というほどではないのかもしれないのですが、今こちら

で、例えば藤沢型地域包括ケアシステムについては、始めたときと今との変化を

見るようなことを、そのヒアリングの中でやってみるというところであったりと

か、あとは、国のほうの方向性、相談のところもそうですが、今求められている

ものをそこでお伝えする良い機会になるのかもしれませんし、またそちらをしっ

かりとお伝えした中でやっていただくというところにも繋がってくるのかもしれ

ないので、そういった意識啓発であったりとか、うまく活用するといった視点も

団体ヒアリングの中に組み込んでいきたいと思います。ご意見ありがとうござい

ます。 

石渡委員長：椎野委員、どうぞ。 

椎野委員：ヒアリングといっているのだけれども、この、今の関係する団体が、元々何し

ろ地域福祉計画の基本的な、こうやっているああやっているということが伝わっ

ていないということが実情なのですよね。いきなりどうだって聞いたって、私は

意見はあまり出てこないと思いますよ。だって、やっていないのだから。団体そ

のものがその目的に向かって。結構、難しいと思います。だから、今回、我々が

こう作っていった、こういう委員会では今こうなっているのだと。だから、これ
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に対して関係するそういう団体の人達に、こんなことでこういう結果が出ている

のだけれどどうなんでしょうかねという聞き方なのか、事前に何か課題を挙げて

もらって、福祉計画はこうなっているけれど、これに対してどうだとかこうだと

かいうのを少しまとめておかないと、ただ行ってどうなんだよっていっても。自

治連なんて特にそうですよ。関心なんかないのだから。自治連というのは、やっ

ぱり自治会そのものの運営というのは重視しているけれども、自治連としての共

通課題なんかというのは、ここにも出ているけれど、会員がどんどん減ってしま

って未加入者が増えてきたと。ではそれを本当に、今、自治連として共有して、

課題解決に取り組んでいるのかといったって、いくら言ってもそういうのを一生

懸命やらないのだよな。だって、一つひとつの自治会そのものが、運営がみんな

違うのだから。だから、私はちょっと心配だな。このヒアリング、ヒアリングと

いっても、なかなか聞き手がうまくやらないと出てこないと思います。 

事務局：はい、ありがとうございます。ご指摘の通り、いきなり団体のほうに時間調整を

してお邪魔してヒアリングをしても、なかなかご意見は出ないのだろうなと思っ

ております。ですので、方法としてはある程度聞きたい項目というのは大きな項

目にはなってしまうと思うのですが、そちらをお伝えするということが１点と、

あと今回のヒアリングの意図についてもわかりやすい表現で、福祉計画の話も絡

めながらお伝えすることで、そこをご理解いただいた上でこちらが聞きたい項目

の大枠もご理解いただくと。それもって実際にお邪魔させていただいて具体的な

お話を聞かせていただくといったようなかたち、そこはちょっと丁寧にやってい

きたいなと思っておりますので、ご意見ありがとうございます。 

石渡委員長：今、手を挙げてくださった川原田委員、どうぞ。 

川原田委員：湘南大庭地区社協の川原田と申します。今、皆さんからいろんなお話を聞か

せていただいて、ちょっと感じているところなのですが、団体ヒアリング、そも

そもの目的は５ページの一番上のほうに書かれていますよね。福祉計画作成のた

めですよと。それをもって、地域福祉に関わる活動団体へのヒアリングですよと

いうことなので、あくまでも福祉計画を策定するためにヒアリングをするという

ことであって、先ほどから青少協のご意見も出ているのですが、私の意見としま

して、青少年育成協力会なので育成なのですね。福祉ではなくて。だから、私た

ち湘南地区社協の例を申しますと、地区社協もやっぱり育成に力を入れていたよ

うな感じでした。ところが、よく振り返ってみますと社協は育成ではないよね、

福祉ですよねということで、我々のこの事業が縁側事業なのです。子どもと地域

の大人の居場所をつくろうということで始めました。10月から月１回ですが、食

堂もやらせていただきました。ということで、ここにありますように、やっぱり

福祉計画策定のための意見を聞くのですよということなので、そこはやっぱりき

ちんと捉えておかなければいけないのではないかなと僕は思います。団体ヒアリ

ングで意見を聞くというのですけれど、その団体の何を聞くか、今の事務局のお

話にありましたけれど、きちんと目標を持って聞くということ、それはとても大



 

- 28 - 

 

切だと思います。ただ行って漠然と、例えば防災協議会は何をやっているのです

かというような質問をしても、我々の求めている福祉についてのご意見は返って

こないかもしれない。それから、ここにありますように、防災協議会はあるので

すが防犯協議会はないですよね。生活環境協議会もないですよねと。いろんな他

団体がまだたくさんあります。そこのところでもって、福祉計画を策定するため

には何が必要なのかなというところを、まず我々は認識しなければいけないので

はないかなという気がします。ということで、目標に向かってやっぱり団体ヒア

リングというのは決めて行くべきであろうかなというのが私の考えでございます。

以上です。 

石渡委員長：はい、ありがとうございます。という川原田委員のご意見ですが、福祉計画

だけれど、育成となっているところが対象にならないということではないかとも

思いますが。すみません、まず堀口委員。 

堀口委員：本当にこの計画を２年ごとにやるということで、もうあと１年、もう終盤まと

めの段階に入るかと思うのですが、私がずっと懸念していたことは、椎野委員の

おっしゃるように、ヒアリングしたってみんなこれ知らないのだよ、というとこ

ろが、一番最初から気になって、立派な計画を作成していただいても、実際に携

わっている者が知らないというところがずっと気になっていました。私、六会地

区なのですけれど、去年９月、民生委員にも知ってもらわなくてはいけないし、

関係しているような自治連、社協それから郷土づくりのほうに声をかけて50人ち

ょっと集まったのですが、本当に残念ながら社協の方も１人だけ、地域づくりの

方も１人だけ、自治連の役員は６、７人来て下さったのですけれど、あとはみん

な民生委員ということで、何か本当に関心の低さというのでしょうか、聞いたこ

とはあるぐらいの感じしかなくて、これで本当に２０２０はよくても次のことが

また２０２１からまた始まるのかなと、とても懸念していました。椎野委員から

も、それから川原田委員からもありましたが、本当に私もそういうふうに思いま

した。けれど、もうあと１年ですよね、この２０２０というのは。ヒアリングも

いいのですけれど、本当に知らない中でヒアリングをされるのでしたら、本当に

皆さんにやっていただいているようなことを、じゃあこれがここにちょうど該当

するようなことですねというふうにやっていくしかないのではないかなと。みん

なこの目標を知らないでやっているのだから。でも、実際にずっと当たり前に今

まで皆様がされているようなことは、ここに該当することなのですよね、とやっ

ていかない限り、当てはまって行かないのではないかなと思います。 

石渡委員長：事務局としては、このヒアリングを周知、理解を促すみたいな意味合いにも

ということですので、今のご意見なども踏まえて、ちょっとやり方はいろいろ、

先ほどのどんなふうに、課題だけではなくというようなことも含めて検討してい

ただけるのかとは思うのですが。どうぞ、松沢委員。 

松沢委員：事務局のほうでは、おそらく青少年のことは、元々公民館活動も含めて、教育

委員会の所管だから、福祉所管ではないというところで除いてあるかもしれない
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のですね。けれど、ただ、委員長が言われておりましたように、全市内ですか、

地域全体で考える、全世代を対象にしているわけなので、そういったところをヒ

アリングというか、おっしゃられていたような周知を、むしろこういう全世代を

対象にしたプランを福祉としてはやっているので、青少年だったりとか、中高生、

ＰＴＡだったら先ほどの小学生もあるのかな、学校教育その周辺も含めて、やっ

ぱり知っていただくというのがヒアリングをする目的にはなるかと思います。 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。福祉計画は、結構全世代とかうたわれてい

るけれど、教育のところがいつも抜けるというようなお話はどの計画でも出てく

るので、むしろ、こういう機会に是非と思います。 

あと、発言しそびれていらっしゃる委員の方から一言ずつでもお聞きできたらと

思うので江崎委員、その後、宮久委員、お願いします。 

江崎委員：今の議題のところでいえば、段階を踏んでここまで議論をしてもっていったと

いうところでは、団体ヒアリングはとても大事なことと思います。ただ、主婦の

立場でいうと、生活している私たちの声がどのようにここに反映されるのだろう

かというところでは、なかなか難しいものがあるのだと。それは個別のアンケー

トのところで出てくるかもしれないというふうに思うのですが、今の私が直接、

何というか、周りのご近所の主婦同士の話の中で出てきている危機感みたいなも

のがあって、それが買い物難民という、買い物が徒歩圏内でできないことになり

そうだと。今はできているけれどこのお店が撤退されてしまうと私たちは、買い

物にも車で行かなければいけないという、そういうことか出てくると。それで自

分達も免許を持っていたり、旦那が免許を持っていたりするけれど、高齢化して

返納していかなければならない、そういうことになりつつあると。それは私たち

もそうだけれど、この善行の５町内会あるのですかね、その町内会の皆が同じよ

う困ることなのだよね、とかというのを、台風15号が来て、町中大騒ぎをして皆

が外に出て片付けをしながらそんな話が出たりしたのです。台風のことに関連し

ていうと、避難場所について、藤沢はたぶん出なかったと思うのですが、茅ヶ崎

辺りだと、小学校の体育館が避難所になっているのだけれど、400人定員のところ

に800人の人が避難してきて、その避難場所でいいのかと。しょうがないので教室

に入っていただいたり、他の避難所に移動していただいたりということがあって、

今、茅ヶ崎市では避難所がそれでいいのかというようなことであるとか、地区社

協の方達が、自分達がどう動けば皆さんの役に立てたのだろうかと、あまり役立

った感覚を持ってないので、そこを今、反省会をして、今後にまたこんな台風が

どんどん来そうな感じがするので、どうしたらいいかというようなことを考えな

ければいけないねという話をしているとかという、そういう話が入っています。 

石渡委員長：やっぱりそういう声をどうやって受け止めるかという辺りが大事なところだ

と思うのですが、工夫をしていただけかなければと思います。 

宮久委員、手を挙げてくださっています。 

宮久委員：福祉団体連絡会から来ています、宮久です。たくさんの聞き取りがありますが、
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今回、この件に関して福祉団体連絡会にヒアリングにいらっしゃったら間違いな

く大失敗になるだろうなという予想がつくのですね。それはなぜかというと、私

もそうなのですけれど、障害者福祉計画に関しては、関わったことがあるからあ

る程度イメージが湧くのですけれど、地域福祉計画となると、障がい者の皆様方

は生きているだけで立派な人たちがほとんどなので、そうなると地域の人たちと

の繫がりというイメージを持っていないのですよね、ほとんど。けれど鵠沼地区

総合防災訓練を10年やってきまして、参加者が来ないというのが最大の悩みで、

年々減っている。でも、障がい者こそ地域に関心を持たないと生きていけないの

ですよね。でも、そういう自覚がものすごく足りないのですよ。だから、是非、

この今回のヒアリングを機会にして、少しでも広げられたらなと思っています。

専門の福祉事業所、法人協議会の聞き取りもあると思うのですが、法人協議会に

関われないような人たちとか、法人協議会がタッチしていないような福祉サービ

ス的なものはいくらでもあると思うのです。例えば北島副委員長もよくご存知で

すが、私は毎日、息子と散歩していますけれど、何も私が行く必要はないのです

よ。地域で健康のために歩いているおじさんが一緒に歩いてくれたらそれでいい

のだけれどなと。そうすると知り合いも増えていいこともあるし、また施設をつ

くるとなると、必ず近所から地価が下がるからとかいって反対運動が起こったり

するのですが、そういうのも地域包括が進めば減ってくるのかなという期待感も

あるのですよね。だから福祉団体連絡会に所属している８団体は、歴史的に大き

な団体ではあるのですけれど会員数も減っている。そういう状況の中で会員にな

っている人、なっていない人の困り感や、地域に期待していることを拾うために

は、できたら事前にこれが地域福祉のアンケート聞き取りだぞというような項目

を周知していただいて、ある程度各団体でまとめてきてもらって、それの回答に

ついて聞いてもらうというふうにすれば、いつもいつも、生きてるだけで立派な

人たちは、自分の困り感だけをとうとうと30分ぐらい喋ってしまうので、間違い

なく失敗するだろうなと思ったのはそこなのですよ。ですから、事前周知と何を

聞きたいのか、それであなたたちのためにこういう良いことがあるから考えてね

というふうに言わないと、今までそういうふうに頭が働いたことがないから、私

も障害者計画から地域福祉計画に頭を切り替えるのに半年かかりました。だから、

是非、そのワンクッションを置いてください。以上です。 

石渡委員長：はい、大事なご指摘ありがとうございました。では、隣に法人を代表して戸

高委員がいらっしゃいますが。 

戸高委員：そういう意味では本当に、今の法律の中で社会福祉法人は公益事業もやらなけ

ればいけないというのが２年前から入っているのですけれど、やはり、そこら辺

のところ、自分のところの施設のことを考えると、やっぱり地域でどうするかと

いうのは非常に大きなところ、本当に同じような部分で、我々はその地域の中で

どんな役割をしなければいけないかというのを本当に問われるところなのかなと

思うので、是非、今言われた、あんたら何を考えているのだ地域に関して、とい
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う突き返しをしていただいて、そこで我々もきちんとそこに答えられるようにや

っていかないといけないかなと思っています。 

石渡委員長：はい、ありがとうございます。越智委員。 

越智委員：そうですね、確かに私が属しています子ども会に関しては、本当に地域に密着

しているとは思っていますけれども、やはり子ども会も、昔でしたら子ども会は

当たり前だったのがもう当たり前ではない時期に入っています。でも、一番大き

なこの原因は、やっぱり個人情報の取り扱いが非常に難しくなったので、いろん

な意味で気軽に声かけができなくなっている世の中になっているのが、すごく何

事も消極的になっている原因のように思っていますので、そういうところの、私

達のほうでこういうことが解決できれば、小さなことでも解決できればというよ

うな小さな意見を、やはり聞く機会が欲しいなと思っていて、そういうところで

は、いろいろと、地域の役員さんたちが集まって、事務的な会議をすることも何

度も何度もあるのですね。あるのですけれども、それをきっかけにうまく乗せて

いただけるとその場で話題として出せるのですけれど、すごく漠然とした投げか

けで来られてしまっていると、今日はこれをやろうみたいな中で終わらないこと

も多くて、なかなか会議で話ができない状態になっていると思います。こういう

ヒアリングでもし来ていただけるようなことがあれば、本当にそういう、もうち

ょっと踏み込んだ意見も聞いてからお話しできればなと思っているので、是非そ

のスケジュールに関しては、早めに聞いていただければと思います。よろしくお

願いします。 

石渡委員長：ありがとうございます。今の越智委員の意見を聞いていて思ったのですが、

顔を合わせての、対面での声掛けということが、今、ＳＮＳ絡みでいろんな事件

が小学生なんかに起こっていることなんかを、どう地域で防いでいくかなんてい

うこともすごく大事かと思いましたが。江原委員。 

江原委員：今日の会議を通じて思っていたことがいくつかあるのですけれど、まずは前回

のときも、市川委員が１個おっしゃられていたのが、行政の中で本庁と出先との

関係性というか、何か同じ藤沢市の職員でありながら、その辺の関係性が薄いの

ではないかなみたいな、そういう趣旨のお話をされていたのが印象的だったので

すが、今日もその資料4－2のところの部分でも、そういう意味ではなかなか、初

回では確かにあったのでやむを得ないというところがあるのですが、そういう意

味では本庁と出先との意思疎通というか、その辺のところのこともある意味浮き

彫りになったみたいな、そういった印象を受けたので、それは役所の外の人達に

は通用しないことだと思うので、そこのところのやり方は、やっぱり工夫とかそ

ういったものが必要なのかなと思ったりしたのですね。 

あと、今回のヒアリングについてなのですが、このヒアリングの機会を地域との

いろんな団体との１つの関係づくりのきっかけというふうな、そういう機会に捉

えて、顔の見える関係づくりという意味合いも含めて取り組んでいただけると非

常によろしいのではないかなというふうに、個人的には思ったりもしています。
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それと、今、戸高委員のお話にもあったのですけれど、社会福祉法人は、地域貢

献というのが責務として、今、法律に規定されている。そういった意味で、いろ

んな意味で時代の要請で、地域福祉に関しても、取り組むべきことというのが時

代とともにいろいろと変化をしてきている。今の社会福祉法の改正に伴います法

人の地域貢献についても、今、戸髙委員らと一緒に取り組ませていただいており

ますけれど、あとはいわゆる引きこもりの問題とか、そういったものも近年急激

に浮き彫りになってきた、そういった課題でもあります。そういった、これから

起こり得るような課題も、ちょっとアンケートのテーマなんかにも盛り込めると

いいのかな、なんていうふうにもちょっと感じたりしました。以上です。 

石渡委員長：では、地域でいろいろ活動している北島副委員長、最後にお願いします。 

北島副委員長：ヒアリングをやっていただくのは第一歩として大変良いことだと、私は積

極的に是非賛成して、実施していただきたいと思います。ただ、この団体は、実

際自分のところでやっていますと、団体は全て、福祉協議会だけではなくて、自

治連もそうですし、その他の団体が、本当に福祉計画をみんなある程度知ってい

るかどうかということは大変疑問に思っています。私どもの社協の中でもなかな

か難しい。常任委員会なんかにもきて説明をしたり、私がパンフレットを見て説

明をしたり時折やっているのですけれど、なかなかＰＲしても難しいことがあり

ますけれども、でも、地域としては一つひとつ積み重ねていくことが一番大事な

のではないか。だから、時間はかかるとは思うのですけれど、やっぱり重ねてい

くことが福祉だと私は思っておりますので、是非ヒアリングについては、第一歩

として考えて実施していただきたいと思いました。各団体については、本当に福

祉計画を知っているかというと、ほとんどの方が知らないということが現実です

から、私たちはその意味も含めてやっぱり一つひとつ積み重ねていくしかないか

なと思っておりますので、私はそんなふうに思っております。 

石渡委員長：ありがとうございました。大事なご意見はいろいろお聞きできましたが、こ

のことを是非という委員の方はいらっしゃいますか。 

    （特になし） 

では、お時間も迫っておりますが、その他ということで、事務局お願いいたしま

す。 

事務局：１点お伝えできればと思います。団体ヒアリングについてなのですが、本当に、

今、皆様からいただいた通り、事前にどこまでしっかりと準備をして、ヒアリン

グする前にお伝えすることができるのかというのは重要だと思っております。で

すので、そこの調整というところはしっかりとやっていきたいと思っています。

時期としては３月頃までを、今、予定しておりますので、こちらの準備ができ次

第、こちらの対象となる団体に所属している委員の皆様におかれましては、おそ

らく調整等のご協力をお願いするかたちになろうかと思います。ですので、その

点はまた改めて個別で連絡できればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、今日は青少協というワードが非常に多く出ていたのかなと思います。子
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ども分野という視点の中の青少協というところ、実は、我々としてもその視点が

ちょっと抜けていたなというふうに感じております。地域福祉計画は全世代にな

りますので、青少協は非常に重要であると。ただ育成というワードが団体のお名

前に入っているというご指摘もあったと思うのですが、聞く項目というところを

ちゃんと調整しなければいけないなと思います。たぶん、ポイントを絞らないと

こちらが本当に聞きたい意図というところを聞けないと思いますので、そこはし

っかりと調整してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。進行

管理シートについても、今日いろいろとまとめたものを出しているのですが、た

だまとめただけのものに本日はなってしまっております。ですので、そこについ

てもう少しうまくまとめて、また課題等も見えやすくした中で、こちらは後日郵

送等でお送りすることができればと思います。そちらを踏まえて、先ほどの資料

の4－3、意見シートに書けるところで構いません、全て埋める必要はございませ

んので、特に気付いたことであったり、書きたいことであったり、書けそうなと

ころであったりとか、そういったところについて、是非ご意見をいただいて、事

前に、次回の３月の会議までに送っていただけますと、こちらで集約させていた

だいて、その結果を、次回、委員会の方でお示しするといった流れでお願いでき

ればと思いますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 

石渡委員長：はい、それでは大事なところ、いろいろとありがとうございました。では、

その他ということで、よろしいでしょうか。 

 

３． その他 

 

事務局：１点だけご紹介をさせてください。１月18日に、チラシをお配りさせていただい

たのですが、あの橋本大二郎が藤沢に来るということで、少し新しい視点、農福

連携というのが今すごく話題になっています。実は、11月16日には農福連携の全

国的に活躍されている実践者の方、そして1月18日にこの橋本大二郎先生、この人

も農福連携にとても明るい方なのですが、その方をお呼びして、Ｆプレイスで、

300人のホールがあるので、そちらで講演会を行います。定員300名。前回、11月

16日は、農福連携ではすごく有名なのですが一般にはそれほど知られていない方

が多かったですけれど、それでも260人くらい来ています。１月18日、橋本大二郎

先生ですので、是非、ご興味がある方はお越しいただければと思いますので、ご

紹介です。よろしくお願いいたします。 

石渡委員長：ありがとうございます。あと、他に何か情報提供、委員の方はお持ちでしょ

うか。他に何か事務局ございますか、よろしいですか。 

    （特になし） 

それでは、今日も本当に大事なご指摘を委員の皆様からいただいて、今後やらな

ければいけないこともいろいろございますけれども、ちょっと前に進んだかなと

思います。それでは進行を事務局のほうにお返しいたします。 
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事務局：ありがとうございました。そうしましたら、最後に片山部長のほうから閉会のあ

いさつをさせていただきます。 

 

４． 閉会 

 

片山部長：今日は本当に長時間にわたって大変貴重なご意見、本当に皆さんの意義のある

ご意見だったなとつくづく思いました。是非、議事録をしっかりまた確認して、

生かしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はアンケート

ですとかヒアリングの話が出ましたけれども、社会的なそういう調査の意義とか

目的、また手法をいろいろ組み合わせて、特に手法はやっていくのが重要なのだ

なということを、改めて今日本当に感じました。本当にありがとうございます。

それと、あと、今日は民生委員の会長さん２人、石井会長と堀口会長がいらっし

ゃっていますけれど、明後日、３年に１度の民生委員の一斉改選の日です。全国

的に一斉改選になります。全国で、今、23万数千人の民生委員がいらっしゃるの

ですけれど、藤沢市は、今回、定数を少し増やして517から520定数です。ただ、

定数に満たない、なり手がやはりいなくて、499人の方に委嘱をさせていただきま

す。湘南台の文化センターで大々的にやらせていただきます。なり手不足がいわ

れていますけれども、本当に各地区でご苦労をいただいて、本当に苦労に苦労を

重ねていただいて選出いただいています。それでも20人をちょっと超える欠員が

出たというのは、私も、17年民生委員の事務局をやらせていただいていますが初

めてですね。とにかく２桁欠員になったことはなかったと思うのですね、今まで。

それだけなり手不足でもあるし、また民生委員の負担も大きくなっているという

ものがありますので、活動環境の負担軽減、それから支援、サポートを、やはり

是非我々行政も当然やらなければいけないのですが、皆様方も一緒に考えていた

だけるとありがたいなというふうに思っております。今、市社協のＣＳＷなんか

も、かなり民生委員の支援、負担軽減にはご尽力いただいたりしていますけれど

も、本当に、これから、やはり地域の人材を次に繋げていくかみたいなことが、

地域福祉の中でも大きなテーマになるのかなと、すごく感じております。また、

今日、いろいろご意見が出ていました。断らない相談支援だとか、就職氷河期世

代の支援プログラムを、国もいろいろ考えていますけれども、引きこもっている

方達への支援であるとか、アウトリーチを強化しての掘り起こしであるとか、生

活困窮者自立相談支援の強化であるとかということもいわれております。藤沢市

としても、その辺は強く意識を持って取組をしていきたいと思っておりますので、

是非、皆様方もご協力いただければなと思います。 

ということで、だいぶ寒くなってまいりましたので、皆さん、本当に、お体十分

ご自愛いただいて、風邪などひかれませんように。今日は本当に長時間ご議論い

ただきましてありがとうございました。では、以上をもちまして終了とさせてい

ただきます。ありがとうございます。 
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事務局：差し替えた古い資料は置いて行っていただいて構いませんので、机の上に置いて

いってください。次回は３月23日になります。どうぞよろしくお願いします。  

 

以  上 


