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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 

【②グループ】 

 

 

１．日 時  2020年（令和２年）７月７日（火）14時00分～15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＝10名 

石渡 和実、 松永 文和、 小池 信幸、 戸高 洋充、 宮久 雪代、 木村 依子、 

川辺 克郎、 松沢 邦芳、 江崎 康子、 伊原 敦 

 

 

（２）事務局＝16名  

福祉健康部：池田部長 

介護保険課：赤尾参事 

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、高田主幹、

石田主査、佐藤主査、楜澤、小野 

市社協：倉持参与、小野参与、村上次長、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 

 

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：令和２年度、今年度初めてになります、第１回の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。今回はちょっと、コロナ感染防止という

ことを意識いたしまして、会を２つに分けて、午前中その他の方々はお集まりい

ただきまして会議をさせていただいております。今日もまた、進め方は後ほどご

説明させていただきますけれども、事務局はマイクを使わせていただきますが、

委員の皆様はどうしましょうか。午前は地声でいきますということで、地声でさ

せていただいたのですけれども、もし聞こえにくいようであればマイクを回させ

ていただきますので、そのようなかたちで２時から概ね１時間半、３時半を目処

に進めさせていただきたいというふうに考えておりますそれでは会議の初めとい

うことになりますので、池田部長のほうから最初のご挨拶をされます。 

池田部長：皆様、改めましてこんにちは。福祉健康部長の池田でございます。昨年度まで

は障がい福祉課長としてお世話になっておりました。引き続きどうぞよろしくお

願いいたします。委員の皆様におかれましては、改めて、藤沢市地域福祉計画推

進委員として引き続きご協力いただけるということで、お引き受けいただきまし

て誠にありがとうございます。前回までと違う点は、先ほど司会のほうでもあり

ましたが、コロナウィルス感染症ということで、若干この会議の進行等が変わっ

ております。私も午前中の会議で１回しか発言していないので、ちょっと体力の

限界を感じましてマイクを使わせていただいております。藤沢のコロナの現状で

ございますが、昨日、藤沢市で発表させていただいたのが66例目でございます。

昨日発表させていただいたのが小学生ということで、今日はその小学校が休校と

いうことになっておりますけれども、なかなか感染経路がわからないというのが
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現状でございます。藤沢市でもピークは４月の上旬にありまして、今は比較的落

ち着いているんですけれども、最近、またポロポロ出てきておりますので、皆様

も十分にお気を付けいただきたいというふうに思っております。さて、コロナの

裏に隠れてしまったようなかたちになりましたけれども、地域共生社会を実現す

るんだという一括法が成立いたしまして、社会福祉法をはじめ、来年の４月から

になりますけれども、改正されることとなりました。この社会福祉法を始めいろ

いろなことが新しくなっていくのですけれども、やはり今これまで出てきていた

支え合いというところが非常に大きなダメージを受けてしまったと思っておりま

す、このコロナによりまして。このコロナの前に戻るのか、もしくはこのコロナ

を受け入れて、今まであった課題に合わせて改善するために何ができるのか、そ

の辺を改めて皆様と一緒にこの計画の中で検討してまいりたいというふうに考え

ておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局：今回の皆様は、名簿をご覧いただければと思うんですけれども、午前中の会議に

おきましては、山口委員と浅野委員が、今回、委員が代わられたということで２

名お代わりになりました。この午後の部に関しましては引き続きということでお

願いをさせていただいておりまして、名簿のほうに記載がございます。本来ここ

で委嘱状ということでお渡しになるのですけれども、今回、時間短縮ということ

で失礼ながら机の上に置かせていただきましたのでご確認いただければと思いま

す。また事務局のほうなのですけれども、机上に席次表を置かせていただいてお

ります。こちらのほうも自己紹介は省かせていただきたいと思いますが、前福祉

部部長の片山主幹から、ちょっと一言。 

事務局：すみません、片山です。部長時代、本当に皆さんには大変お世話になりました。

３月の、ちょうどコロナ蔓延期に入っているとき、池田のほうに部長を引き継が

せていただいて、そのままずっときている状況ですけれども、私のほうは４月か

ら居残りをちょっとさせていただくかたちで、仕事の内容としては地域福祉全般

の施策的なことを担当するということで、総務課の主観という立場で、一応、関

連職として引き続きやらせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い

いたします。ありがとうございます。 

事務局：あと、名簿のほうにありますが、元副市長の小野参与も承諾いただきました名簿

を見ていただきまして、今日、議題が大きく２つ、今までの、今年度までの２０

２０ということのお話と、あと２０２６の次の計画の２つがございますので、前

年度までのを踏襲しながら次期計画をというような流れで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。資料の確認の前にですね、この会議

なんですけれども、委員長・副委員長ということで、本来互選ということになっ

ておりますけれども、私ども事務局のほうで、前回の会議の計画のほうで委員長

をやっていただいた石渡先生に引き続きやっていただけないかということでお願

いさせていただきまして、快諾していただいた経過がございます。石渡先生に引

き続き委員長ということで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
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それからですね、副委員長に関しましては、午前中のほうにご参加いただきまし

たけれども、湘南大庭地区の地区社協の会長の川原田委員に、副委員長というこ

とで、石渡先生とご相談をさせていただきましてお願いしたところ、ご快諾いた

だきましたので、皆様方よろしくお願いいたします。それでは先生、一言よろし

いですか。 

石渡委員長：はい。ということで、ここに来ると、本当に皆さんにいろいろな刺激をいた

だいて、私自身学ぶことが多いので、またこれからもよろしくお願いいたします。 

事務局：そうしましたら、会を始める前に、資料の確認ということで、事務局のほうから

説明させていただきます。 

事務局：本日お配りさせていただいているものと、事前に送付させていただいている資料

を確認させていただければと思います。まず１つ目、事前に送付させていただい

ているものですけれども、「令和２年度第１回藤沢市地域福祉計画推進委員会次

第」と書いてあります、このバーが一番上についている冊子ですね。こちらと、

あと右上に資料７と書いてあります冊子です、「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）」と書いてある資料７の冊子、続いて、資料８と

上にあります「藤沢市地域福祉計画骨子案」と書いてあります冊子です。続きま

して、資料2-1と書いてありますＡ３のものですね。Ａ３のもので資料2-1とあり

ます「藤沢市地域福祉計画２０２０進行管理シート」。そして2-2ですね、少し薄

いＡ３のものになりますけれども、資料2-2ということで、進行管理の意見シート、

こちらをお送りさせていただいているのと、あと、ピンク色、紫色の冊子ですね。

アンケート調査結果の報告書。あとは机上でお配りさせていただいておりますも

のです。名簿と要綱ですね。あと、最後に毎回お持ちいただいております、今の

現計画２０２０の中間見直しの冊子ですね。このあたり資料の不足であったりと

か、計画のほうをお持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃい

ましたら挙手をお願いできればと思います。 

事務局：他の過不足は大丈夫でしょうか。そうしましたら、本日、お配りさせていただい

ておりますこの設置要綱のほうをご覧いただきますと、午前中の会議で新しい委

員さんがお２人いたということもございまして、この会議がどういう、委員さん

の方に役割があるのかということの趣旨をしっかりご説明しないといけないとい

うことがありますので、短い時間でこの設置要綱にお目通しいただけたらという

ふうに考えております。先ほど冒頭に申し上げました通り、今、現計画、この２

０２０のほうの策定のあと、推進とか進行管理に関すること、あとは２０２６の

計画の策定ということの両者の意味合いがございます。また、委員の皆様方にお

かれましてはそれぞれの選出母体の代表ということで、この地域福祉計画の推進

においても、いろいろなご意見ですとか、情報の交換を通しながら、その推進を

進めていただくことプラスその進捗、進行の管理についてご協力をいただきたい

ということと、計画の策定にあたって様々なご意見をいただけたらということを

こちらの要綱で定めておりますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。
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また、今日はなかなかマスクということでお話ししにくいこともあるかと思いま

すが、１時間半という時間で意見交換、事務局のほうはなるべく説明を短くした

いと思いますので、ご意見をいただけたらということを考えております。また、

今日はこういうかたちでやらせていただいていますので、進行につきましては、

事務局のほうで進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。 

 

２．議 題 

 

（１）今年度のスケジュールについて 

事務局：それでは議題の１に入りたいと思います。今年度のスケジュールについてという

ことで、資料１についてご説明させていただきます。 

事務局：地域包括ケア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。今日の会議の進め方ですが、今お話があった通り、事務局のほ

うで進行させていただきます。ただ、距離がいつもよりも近い、委員さんの半分

ということもありますので、いつも以上にざっくばらんに意見交換をさせていた

だけるとありがたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。それでは着座にて失礼いたします。まず、資料につきまして、次第がある

資料を１枚おめくりいただきまして、資料11ページですね。検討スケジュール、

こちらについてご覧いただければと思います。こちらについては、情報共有とい

うかたちの議題になっております。今年度の計画の委員会のスケジュールのお示

しを、簡単にしているものでございます。先ほど、こちらからもお話しさせてい

ただいた通り、今年度につきましては、計画の改定を迎える年になっております 

なので、今ある２０２０の計画から２０２６に変えるという大きな変化の年にな

っておりますので、そこは一番メインというふうにお考えいただきながら、今年

度一緒にご協力いただければというふうに思っております。今日につきましては、

７月７日、一番左側に資料に記載されていますけれども、計画をつくるために、

本日までアンケート調査であったりとか、団体ヒアリングさせていただいたとこ

ろでございます。そちらのご報告であったりとか、あとは進行管理に関すること、

さらには骨子案、体系図につきまして案をご提示させていただきますので、こち

らについて様々な意見をいただければなと思っております。また８月に第２回、

11月に第３回、１月に第４回を予定しているところです。さらには第３回までに

というところと４回以降と書かせていただいているところ、こちらについての郵

送確認という項目があるかと思うのですけれども、こちらについては当然委員会

の中で様々な意見をいただいて、それを反映するということは当然なのですけれ

ども、委員会だけでは、本年度改定ということもありまして、時間が足りない可

能性というのが十分考えられますので、そういった点から、資料の郵送等々での

ご意見を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。最後
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にその他というところをご覧いただければと思うのですけれども、第４回までに

というところで、11月から12月までパブリックコメント、こちらを実施する予定

です。さらには、12月の市議会定例会での中間報告、２月の市議会定例会では最

終報告をさせていただいた後に、３月に印刷・製本というかたちで、現在予定を

させていただいているところです。ただ今、コロナについては第２波が来る可能

性ということも当然否定はできませんので、そうなった場合についてはこの会議

の開催ということすら危ぶまれる、難しい可能性がありますので、その際には郵

送のやりとりが非常に多くなってしまう可能性もございます。委員の皆様にはご

負担をおかけしてしまうかと思うのですけれども、ご協力いただければ幸いでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。議題１の説明については以上でござ

います。 

事務局：議題の１つ目、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。 

（特になし） 

大丈夫でしょうか。そうしましたら、議題２のほうに移らせていただきたいと思

います。 

 

（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：現行計画の進行管理ということで資料説明をさせていただきます。 

事務局：続きまして、資料2-1と2-2、Ａ３の冊子のほうですね。そちらを使わせていただ

きながら説明させていただきたいと思います。まず資料2-1をご覧いただいてよろ

しいですか。こちらについては１ページ目、イメージ図と書いてあるところがあ

りますが、こちらに参加されている委員の皆さまについては、２年前からご出席

いただいているところだと思いますので、この内容についても多少はご理解いた

だいているところだと思うのですけれども、改めてのところもありますので、そ

の辺をご容赦いただければと思います。まず、地域福祉計画の進行管理について

なんですけれども、今までなかなかやっていなかったという経過がありまして、

２年前から、どうしていこうかということについて委員の皆様と議論をさせてい

ただいているところです。その中で、例えばいきいき長寿プラン、高齢者の計画

であったりとか、障がい者の計画、子どもの計画という事業計画については、事

業計画なので、それぞれ個別の事業に取組がぶら下がっているかたちになります

ので、それについて達成率が何パーセントでした、では来年何パーセント目指し

ましょう、みたいなかたちで進行管理ということなのですけれど、地域福祉計画

については理念計画というところがありますので、なかなかそれができないこと、

さらには地域福祉を推進、どれだけできたかということの尺度というのが非常に

難しいなというふうに考えています。そうした中で、この委員会のほうでつくっ

ている進行管理シートにつきましては、その尺度というわけではないかもしれな

いのですけれども、これをつくって地域にお伝えをして、行政内部で共有するこ
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とで、地域福祉が推進するきっかけになる。さらには取組の新しいものが持ち上

がる可能性があるといったようなかたちで、地域福祉の推進を最終的に図ってい

きたいと思っておりますし、また３年後のアンケート調査などでもパーセントを

見ながら、市民ニーズ、市民の今の状況ということも図っていければいいなとい

うふうに考えております。効果測定は難しいところはあるのですけれども、最大

限そんなふうにやっていきたいと考えています。そうした中で、このイメージ図

をご覧いただきますと、今、行政、市社協、地域の３つの主体に区切らせていた

だきまして、取組のほうをまとめさせていただいているところです。行政の取組

については、施策の方向性に基づいて、どういう取組があるかなということを行

政内部のほうで調整させていただきました。市社協さんと地域の皆様の取組につ

きましては、施策の方向性では区切れない部分というのがたくさんあるかと思う

のです。ですので、施策の方向性ではなくて、基本目標ごとにそれに関連する取

組をぶら下げる。そうすることで事業計画みたいなパーセントの達成率というわ

けではなくて、まず取組の見える化にもつながってくるかと思いますし、あとは、

それを地域のほうに伝えることで、こういう取組がされているんだなといったよ

うなかたちで情報共有につながっていくかというふうに考えております。それが

この資料2-1にまとまっているかたちになります。中身についてはちょっと量があ

りますので、今回、説明は割愛させていただきますけれども、３ページから基本

目標１で、その中に行政の取組、市社協の取組、地域の取組というかたちで、い

ろいろまとめさせていただいているところです。ここまでは昨年度の12月の委員

会までに委員の皆様にご協力いただきながらまとめさせていただいたところです。

それを踏まえて資料2－2をご覧いただければと思うのですけれども、Ａ３の２枚

の紙ですね。こちらについては、委員の皆様から11月以降にご意見をいただいた

ものをまとめさせていただいたものです。ご意見をいただいた理由といたしまし

ては、先ほどまとめた取組、そちらについて、いろいろなお気づきの点であった

りとかご感想をいただくことで、それを、例えば地域の皆様に、我々のほうで集

約させていただいて伝えることで、新しい発見、新しい取組のきっかけにつなが

るというところもありますし、行政内部といたしましても、これを施策に反映さ

せるために良い材料と申しますか、きっかけにさせていただければというような

目的で使わせていただいております。例えば１ページ目をご覧いただきますと、

基本目標の１番の、施策の方向性（１）番、地域福祉の普及啓発に関連する行政

の取組に関してのご意見で、例えば②番で、４助の具体的な内容がわかりづらい

よといったようなご意見であったりとか、子どもについてという①番で、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いており

ます。また、地域の取組のほうに目を向けていただきますと、地域の中でターゲ

ットを絞ってアプローチをするということが必要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ございます。そういったものを１ページと２ページ

でまとめさせていただいているところでございます。今回の肝になるところが、
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次の３ページ目です。この３ページ目が、他のところと何が違うかというと、こ

この１ページ、２ページについては、主体ごとにご意見をいただいております。

行政の取組については、市社協の取組については、地域での取組についてはとい

うかたちでいただいていますが、これはそれを包含したかたちで委員の皆様から

ご意見をいただいたところでございます。いただいたご意見を、ただ箇条書きに

したところで、それはそれでも効果があるとは思うのですが、それだけでは当然、

生かしきれないところがあるかと思いますので、右側の矢印のところをご覧いた

だければと思うのですけれども、それを踏まえて我々の方で類型化をさせていた

だきました。例えば、普及啓発に関連していいますと、ＳＮＳなどを活用した普

及啓発が必要だよねということが見えてきたりとか、世代別のアプローチが必要

だよということが見えてきました。２つ目の、参加促進に関連しているところで

いうと、他分野のボランティアに関する取組と連携することが必要だということ

であったりとか、人材の確保・育成についていいますと、 退職後に参加しやすい

工夫やアプローチであったり。持続可能な仕組みづくりが必要だということを、

我々の方でいただいた意見を踏まえて類型化をさせていただきました。こちらの

資料につきましては、まず、地域の皆様にこの地域福祉計画をお伝えする際に、

併せてこちらをお伝えさせていただくことで、今までの新たな気づきというとこ

ろにつながってこようかと思いますし、あとは、行政の内部の施策にも反映する

のはもちろんのこと、さらには一番右側の類型化をしたことで新しい計画にも反

映できるのではないかというふうに考えております。こちらに書いてある視点と

いうのは非常に重要な視点でございますので、この視点をしっかりと新しい計画

の体系図の中にも盛り込むであったりとか、方向性にまとめるといったようなこ

ともすることができるかというふうに考えております。そうすることで、地域の

皆様、行政内部に伝えるということで、地域福祉を推進させる新たなきっかけの

一助になればというふうに思いますし、計画に反映するということはもちろん、

地域福祉の推進につながってくるのかなというふうに捉えております。さらには

後ほどの議題でご説明いたしますけれども、アンケート調査、こちらと次回の３

年後のアンケート調査でも、これをうまくリンクさせることで、我々が類型化し

たポイントについての経年変化というのを見せることができるのではないかとい

うふうに考えております。この進行管理方法については、正直これが正しいかど

うかというところもまだ不透明な部分が正直ございます。ただ、現状、委員の皆

様にいろいろご意見をいただいた中で、我々としてはこれがベターなのではない

かというふうに思いまして、まとめさせていただいております。この計画をつく

り終わった段階で、また実際これが正しかったのかどうかというところも踏まえ

て、いろいろとご意見をいただきながら、どういう方法をとるのが良いかという

ことを最終的に固めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。すみません、資料が多くて大変恐縮ですけれども、説明について

は以上になりますので、よろしくお願いいたします。 
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事務局：今、資料2-1と2-2ということでご説明させていただきました。事前に配付をさせ

ていただいたときに、この資料の2-2を主にご確認くださいということでお願いし

てあったかと思います。2-2を中心にご意見を頂戴できたらというふうに考えてお

りますが、いかがでしょうか。 

松沢委員：前回の会議の時に、当時片山部長さんから民生委員さんの欠員の話があったの

で私も調べてみました。県全体でもやはり5%の欠員があります。ちょうどこの資

料2-2委員の意見シートの中、地域福祉を支える人材確保・育成では民生委員・児

童委員のことが重点的に書いてあります。この重要性が認識されるような周知活

動を、特に欠員の地区を重点とする、としたらどうでしょう。  

    藤沢で20人近く、2桁の欠員も最近だというお話で、確かに私や私の親世代では、

自治会長・町内会長をやると民生委員になる流れがあったり、民生委員を欠員に

ならないようにしていたと思えます。自治会長・町内会長など地域の顔役として

活動する人は10年スパンでした。椎野委員も10年この委員をやっていると話して

おられました。ところが近年では、顔役ということもなくなり、会長職務負担の

公平化のため1年交代にしたり、従前とは異なり地域活動の継続性が希薄化し、欠

員を生ずるのではないでしょうか。まさにこの資料2-2意見シートにあるような、

民生委員の役割明確化や民生委員への負担軽減サポートを、欠員のところ、つま

り民生委員のなり手が少ない地区を重点的に行えば良いと思います。午前中に地

区民生委員児童委員協議会長さんも出席され、既にご意見されたところかもしれ

ませんが、民生委員児童委員の人材確保は、重要性の認識をまず該当地区へのア

ピールから、と感じました。 

事務局：ありがとうございます。今、人材のところで民生委員さんの欠員のことのご意見

をいただいて、こちらの表現で。 

事務局：民生委員さんの表現につきましては、 委員さんからいただいたご意見を我々のほ

うで類型化するかたちで記載をしているところなのですけれども、現状、市のほ

うでは、負担軽減に関連する計画をつくったりとか、あとは民生委員さんに関す

る支援というところも行っているところではあるのですけれども、なかなかそれ

では足りないということがあろうかと思います。実際にこの後にご紹介する予定

ですけれども、団体ヒアリングを実際にさせていただいておりまして、いくつか

の地区の民生委員さんとお話をさせていただいたところ、なかなか我々が感じて

いなかった課題感を抱えていらっしゃったということも非常にありました。なの

で、午前中の会議のときにそこから私自身も発見だったのですけれど、こういう

かたちでまとめて地域福祉を推進するきっかけにすることはもちろんのこと、団

体さんと適宜意見交換をさせていただいて、そこで課題を感じる、それをうまく

還元していくということも、地域福祉を推進する大きな役割だなというふうに感

じています。なので、民生委員さんの負担感というところは我々が感じている以

上に民生委員さんは感じていらっしゃるかと思うので、その辺はしっかりと計画

策定に限らず、意見交換とかも進めさせていただきたいなというふうに考えてお
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ります。 

事務局：他はいかがでしょうか。 

戸高委員：今回、前半と後半になっているので、前半でどんな論議があったのか、あとで

議事録ではなく、簡単なものでもいいから、例えばこれに対してこんな意見があ

りましたよということを聞かせていただけると一体感があると。議事録を見るの

ではなくて、簡単なものでも。 

事務局：午前中にどんな意見が出たかということですよね。 

事務局：午前中の意見につきましては、当然、午後の意見もそうですけれども、ちゃんと

まとめさせていただいて、それぞれ午前、午後の共有はさせていただければとい

うふうに思います。 

事務局：１つ、情報発信というキーワードが結構午前中は出てきました。世代間のアプロ

ーチというのもあるのですけれども、行政側の情報発信ということで、広報であ

ったりとか、ホームページを効果的に活用して発信をするということと、あと住

民の方々に効果的な発信をしたりとか、お互いのコミュニケーションを、withコ

ロナという考え方もあるので、スマートフォンであったりＳＮＳですとか、そう

いう新しい機能の使い方が、情報を効果的に発信したり逆にやりとりをしっかり

やるとか、後は世代ごとのアプローチというのがアンケート調査の結果に出てい

るんですけれども、若い方は当然インターネット主体の情報コミュニケーション

になっている。例えば高齢層の方は紙主体で、広報ふじさわがやはり効果的だと

いう話もあるので、その辺りの世代間のアプローチも必要だということがわかり

ます。 午前中の特徴的な意見は、結構、情報の話というのが多かったかなと思い

ます。 

事務局：それを踏まえて、あるいは他にご意見がありましたらお願いします。 

宮久委員：障がい福祉団体から出ています宮久です。３ページの基本目標１のＳＮＳの件

です。（１）番のＳＮＳの件なのですけれど、ちょっと１つ事例を言わせてもら

うと、うちの人が養護学校を卒業して、通所の練習をしたんです。練習中ですと

いう札を下げて、お母さんが７、８メートルぐらい後からこうやって隠れて見て、

そして駅前で幼稚園の送迎のママたちが、４月だからみんな緊張していて、そこ

を通っている人を、変な人が来たと思ったんですよね。それで、それこそ ツイッ

ターですとか、「変な人が来た」と最初出したものが、次から次に拡散するうち

に、「叩かれた」とか「蹴とばされた」みたいに増大して、早めに何かあったら

大変だから交番に通報しようとなって、それでお巡りさんがやってきて、お巡り

さんは通報されたら調書を取らなければならないからというので交番まで来てと

いうふうに連れていかれてしまったのですね。彼は、たまたまコミュニケーショ

ンが受け身型だったのでスルスルっといきましたけれど、それこそ、こだわりが

強くて、何時何分の電車に乗って会社に何時に着いてと思っている人が突然どこ

かへ連れていかれたら、パニックになりますよね。そうすると、ちょっと暴れた

らもう公務執行妨害で現行犯逮捕になるわけですよ。それで、お巡りさんは、ま
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あ慣れている人だったので、小さい子ども連れと小さい犬連れは気をつけたほう

がいいよ、とアドバイスをくれたらしいのですけれど、でもやっぱり、ＳＮＳは、

１つ間違えると差別と偏見が増大するんですよね。だから、とても便利に我々は

もちろん、コミュニケーションがうまくやれない子どもとかもスマホを持って、

うまく使えればいいのですけれど、そういうところの、上手に、見守り体制でも

すごく使えるけれど、誰がどこに伝えるのか、その情報をどのくらいの範囲の人

が共有するのかというのは、やはりかなり慎重に組織を組まないと怖いかなと思

います。以上です。 

事務局：そういう視点も、ということで例を挙げていただきました。ありがとうございま

す。他はいかがでしょうか。 

江崎委員：このコロナの状況で、みんなで集まってこういう会議が全くできなくなって、

それでインターネットを使っての情報交換ということが主流になってきたのです

が、私たちのといったらあれですが、高齢の人たちはそこが非常に大変で、新し

くパソコンボランティアみたいなそういうことが非常にクローズアップされてく

るのではないかと。買い物もインターネットでということであったりとか、どこ

かに行きたかったらそこの入場券をインターネットで申し込まないと行かれない

というようなことが、この期間、この２か月でいっぱい出てきたのですね。そこ

に乗れない人たちは置いていかれてしまうわけですよね。そういうふうに、やっ

ぱりサポートを必要としているし、機材はこういうものを揃えるとできますよと

いうところからやってあげないと、落ちこぼれていっちゃうということが見えて

きたのですね。そこにはそういうボランティアができる人材が、実はいっぱい地

域にはいらっしゃるということもあるので、特に地域福祉のところでそういう人

材を発掘してそういうところに派遣してあげると、その人たちもお互いに役に立

つということと、助けてもらえたという、それで社会と繋がれるというようなこ

とがあるのではないかなと、つくづくこの２か月で思ったところです。 

事務局：今のご意見というのは本当におっしゃる通りで、今後 ＩＣＴ 、ＩｏＴの普及啓

発というところが求められている中で、当然、最近はSosiety5.0なんていうこと

もいわれていますけれども、年代問わずそういうＩＣＴの社会にしなければいけ

ないということがあります。ただ、そこに対する普及啓発をしたとしても、たぶ

ん、じゃあやってみようというふうになかなかならない部分もあるかと思うので

そこの支援というところは当然我々でもさせていただかなければならないところ

もありますし、地域の皆様にご協力をいたかなければできない部分もあるんだろ

うなというふうに感じております。なかなかその情報発信だけではなく、それは

先ほど午前中の会議で出たのですけれども。情報発信することはもちろん大事な

のだけれども、まず困ったら何をするかというと、自分で調べる。調べた先でい

ろいろと調整するというお話があったので、調べた先がちゃんとわかるようなか

たちのものを行政としては準備しなければいけないなというふうに思いますので、

そういうアプローチだったり、ＩＣＴ、ＩｏＴ の普及啓発というのはもちろんで
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すけれども、既存の情報の整理ということもしなければいけないなというふうに

はすごく感じております。 

川辺委員：今のは大変大事な意見だと思うのですね。正直言って、今の藤沢市のホームペ

ージなんかを見ても、探したいものを探すというのは結構難しいところがあって、

その辺をもっと、我々みたいに使い慣れていても結構面倒くさいときがあるので、

そういうようなことであれば、そういった情報に置いていかれてしまうような人

たちにとっては、もっと簡単にしないと、もっともっと易しくしないといきたい

ところへたどり着けない。操作の仕方にしてもそうですし、ウェブページのつく

り方自体にしても、そういうものをもう１回根本から見直すことによってしか、

こういったＳＮＳを活用した啓発が必要といっても、そこにたどり着けなければ

意味がないので。そしてまた、同時にそういったものって、正しい情報なのかそ

うでないのかというのも非常に難しいところがあって、だから、例えば市役所の

ホームページであれば正しい情報が載っているというふうなものを簡単に見つけ

られるとかね。そういったようなことをやっていかないと、これからこういうも

のを使った場合にいろいろ難しいことが出てくるのではないかなというふうに思

います。 

事務局：ありがとうございます。午前中の部のほうでもやはり藤沢市のホームページがち

ょっとわかりにくいというようなご指摘ということもありました。  

川辺委員：藤沢市だけではないですけれどね。行政がね。 

石渡委員長：その関連なんですけれども、孫が小学校に行けないので、私、何日か預かっ

たりみたいなことをやっていたら、すごい今の小さい子、小学生ですけれど、そ

ういうＩＴ機器というのを、ゲームを含めて本当に簡単にやってしまってくれる

ので、私はちょっと孫に助けられたみたいな体験をしたので、やっぱりそういう

世代間交流みたいなのを、そういうところで機会を作っていただくと、また地域

づくりというようなところでも変わってくるかなというようなことを実感しまし

た。 

事務局：ありがとうございます 。 

木村委員：ホームページの件なんですけれど情報が、１回つくると割とそのままになって

ることが多いのですよね。やっぱり常々更新していただかないと、と思うのです

けれど、機会が、多分、更新のチャンスというのが、１回つくっちゃうとそのま

まになっていって、だから、例えば何月になったら全部新しいものにするとか、

電話番号が変わったやつを必ずすぐにチェンジするとかという、物凄いメンテナ

ンスが大変だと思うんですけれど、 そこのところをしっかりやっておかないと、

なかなか難しいのではないかなというふうに思うのですね。あと、使うほうの人

が、レベルが、パソコン教室なんかよく公民館でやっていますけれど、やっぱり

レベルがものすごい差があるので、使う人のレベルがすごい、単純だけどクリッ

クすれば読めている人と、ちゃんと構造までわかっていて自分でホームページを

つくれるくらいのレベルがある人とでは、同じ教室で教わっても理解が全然でき
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ないわけで、つくっているほうのホームページ自体も、つくっている人がすごく

理解のある人だと、かえって難しいのができていて、わからない人でも扱える程

度の簡単なもので、クリックすればすぐに好きなところに飛べるようなものにつ

くっていかないと、やっぱり扱えないので、結局せっかくいいのがあっても使い

こなせないということになっていくのではないかなというふうに思います。 

事務局：ありがとうございます。 

松永委員：松永です。久しぶりということで、最近思っているところがありまして、７月

に入って、まあ少しずつこういった会議が再開し始めまして、うちでも先日、あ

る会議を開催したのですけれども、やっぱり久しぶりに人と会ってとなると、近

況報告や自己紹介に時間がかかってしまい、本題になかなか移れなかったという

ことがありました。人ってやっぱり会話を求めているのだなということをつくづ

く感じたところであります。資料２－２の意見シートの中で基本目標ごとに挙げ

られているのですけれども、なかなかこれは並列的には言いにくい。政策といっ

た場合には、全体的な仕組みづくり、骨組みが大事なので、この基本目標３のほ

うに目がいきがちかなと見ております。確かに民生委員さんであったりとか自治

会・町内会の加入率の課題というのも重要ではあるのですけれど、これから地域

福祉の中では住民主体や住民参加促進の仕組みをつくっていかなければいけない

というのが、国を挙げての大きな目標になっているかと思うのですね。ただし、

住民の活動について、行政や関係団体が枠組みを示すということは住民主体の考

えに反しているところも感じられる。本来はそういった枠にとらわれることなく、

自由自在に動くことが望まれると思う。なので、あまり枠組みにこだわりすぎて

もいけないということと、自由度というのも残しつつという思いがあります。藤

沢市は大きなまちですので、尚更見ていくところでは日常生活圏というところが

欠かせないかなと思うのですね。地区ごとに地域性というのがあって、凹凸があ

って、進んでいる、遅れているというふうに、周りを見渡せば確かにそう思うと

ころはあるのですけれども、必ずしもそこで優劣を競うものではないのではない

かと思います。葉山町の社会福祉協議会の広報紙の最新号では、１面に生活支援

体制整備事業の協議体の地区別の取組状況を一覧にして紹介しており、ＳＮＳを

活用したというところでは、若い人が地域の中に入ってきている。そこは取組を

通して地域性が表れている。そういったニュースなどでも、適宜情報提供してい

くことが大事であることが分かります。１回参加の機会を逃したらもう参加でき

ないということではなくて、何度もトライできるような間口を広げて参加しやす

いような状況をつくっていくということが大切です。この「地域福祉を支える人

材」というのも、全て民生委員にかかっているということではなくて、新しい人

も、若い人も、老いた方もいろんな方たちが入ってきやすいという、そういう場

面をたくさんつくっておく必要があるのかなと、全体を通して思いました。 

事務局：ありがとうございました。全体的なご意見をいただきました。他はいかがでしょ

うか。 
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小池委員：３ページの基本目標２の中で、私も含めて福祉団体、私は高齢者福祉の部分で

すけれども。やはり我々が思っているような資源といいますか、そういったもの

は、それぞれの福祉の団体、高齢者であったり、障がいであったり、あとは貧困

とか地域で様々あると思うのですけれど、やはり我々のほうの部分としては、連

携を、地域の中でもっとしていくべきかなと。私たちが持っているとか、他の団

体が持っている資源というか、人的なものとかという部分がもし活用できるので

あれば、それをどんどん地域のほうで活用していけば、より良いものができるの

かなというのがあって、地域ごとに何か話し合うとか、そういった部分が、民生

委員さんを含めていろいろな方々と話し合っていければいいのかなと。子ども食

堂とか、そういったものも、いろいろなもので、我々が持っている部分であれば

お手伝いできることもあると思いますし、逆にお手伝いしていただきたいことも

中には出てくると思いますので、地域の方々もなかなか施設とかというと入りに

くいというイメージがあると思うんですけれども、そういったものを払拭してい

きたいなと思っていますので、是非こういった部分の人材の不足の解消とかです

ね、そういったものを含めて、地域の中で広げて、オープンなところにしていっ

ていただければなと思います。 

事務局：ありがとうございます。少し事務局からお話しします。 

事務局：今のご意見は、本当にありがたいなという感じのお話であって、地域のほうの様々

な会議体とかで、地域の課題って何だろうということを話ししながら、どうして

いこうかということを検討する場があるのですけれども、どうしても行政と地域

の皆様で解決できないことってたくさんあるのですね。そうしたときに、社会福

祉法人さんであったりとか、施設さんにご協力いただくことは非常にありがたい

なというふうに思いますし、そこについては、なかなか今まで我々のほうでも、

アプローチ、ご相談をできていなかったなという反省点もございます。そこで、

今から意見交換、連携させていただく機会があれば、我々のほう、地域のほうと

しても、こういうことがあるから助けて、というかたちでお願いもできるかと思

いますし、逆に施設さん側のほうも、実はこういう困りごとがあるんだよね、と

いうことを気軽に相談できるような環境にもなるかと思います。最終的には、そ

こに行政が介さずに、地域と施設さんでやり取りをするみたいなかたちができる

と非常に理想的なのだろうなというふうに感じる部分もありますので、ちょっと

その点は、地域づくりを進める中で肝に銘じたいなというふうに感じたところで

ありました。ありがとうございます。 

事務局：そうしましたら、今いただいたご意見は、この後の議題の、次期計画のほうの、

今回の進捗の管理ということの意味合いと、次期計画のほうに持ってこられるご

意見もあったかと思いますので、持ってくるということで、一旦、次の議題のほ

うに移らせていただきますが、また思いついたらその他のところでご発言いただ

ければと思います。そうしましたら、議題の３のほうに移らせていただいてよろ

しいでしょうか。事務局のほうからご説明させていただきます。 



 

- 15 - 

 

 

（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 

事務局：議題の３番目というのが、今回の、今年度のメインテーマの次期計画改定につい

てということで、まず①つ目、「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、昨年度から今年度にかけまして、アンケート調

査と団体ヒアリングをさせていただいているところです。こちらについては２つ

目的がありまして、計画をつくるための基礎材料とさせていただくというのが１

つと、もう１つが、各種施策、市のほうだったり、地域の皆様が進めている取組

のきっかけにさせていただければなと考えて調査をさせていただきました。まず、

こちらの議題につきましては、昨年度実施したアンケート調査と団体ヒアリング

につきましてご報告させていただきますので、いろいろご意見をいただければ幸

いだなと思います。まず、こちらの紫色の冊子をご覧いただきまして、こちらは、

まず３ページ目をご覧いただいてよろしいですか。こちらにつきまして、アンケ

ート調査ということで、委員の皆様からの様々なアンケート項目のご意見をいた

だいた中で作成したものになっておりまして、15歳以上の方、市民4,000人を対象

にアンケート調査を、昨年の11月から12月にかけてさせていただきました。回収

率、その下に書いてありますけれども、52.2％ということで、半数ちょっとの方

にご回答いただいております。ただ、これは中身を実際に見てみますと、ご高齢

の方、75歳以上の方については非常に高い割合で、75％の方に回答をいただいて

いるのですけれども、若い世代、20代、30代の方でいうと、20～30％ぐらいなの

です、回収率が。なので、１つ回収率を見ただけでもこれだけ差があるなという

ふうに感じた部分でございます。今、いろいろとこの中に何十問という設問があ

りますが、今回ちょっと、いくつかピックアップさせていただいてご報告できれ

ばと思います。このアンケート調査については、当然、例えば問１番の回答につ

いてこうでしたということも大事なのですけれども、例えば問の１と問の18番を

クロス集計をかけることで、こういうことが見えてきましたよというところが非

常に重要かと思うので、その点も是非考えていただければなと思います。まず１

つ目としてご紹介したいのが、36ページ、問の20番をご覧いただいてもよろしい

ですか。こちらについては、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」と回答している人が87.1％、ほぼほぼ

の人はそういうふうに回答しているのですが、逆にいうと13％ぐらいの方はそう

は感じていないということがわかってくるかと思います。それで、近所付き合い

の程度を聞いている設問がその前にあるのですけれども、こことクロス集計をか

けますと、近所付き合いの程度が高ければ高いほど暮らしやすいと思っている人

が多いということがわかってまいりました。そうすると、暮らしやすい環境づく

りをどうするかと考えたときに、そこだけではなくて、近所付き合いだったりと

か別のアプローチをすることで、市がより住みやすいと思ってもらえる、そうい
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った地域になるのではないかというふうに感じたところでございます。あとは次

のページ、38ページをご覧いただければと思いますけれども、ここは、特に専門

職の方とかについては当たり前だと思われることかもしれないですけれど、「地

区の中で孤立感を感じることがありますか」というところで「感じるよ」と回答

している方は、大体11％くらいの方になるのですけれども、これを身近に支援や

介護とかを受けている人とクロスをすると、介護や支援を受けている人の方が倍

ぐらい孤立感を感じている方というのが多いのですね。そうすると、いわゆるケ

アラーケアというそういったところが非常に重要になってくるかなというところ

が、このアンケートひとつとっても見えてくるかなという感じがします。また、

48ページになります、やはり地域福祉の中心となり、土台となるのは自治会・町

内会活動だと思うのですけれど、自治会に加入していない理由を聞いた質問、そ

の一番多いのが、私なんかは特に、やはり役員の負担とかそういうことかなと思

っていたのですけれど、そうではなくて、入るきっかけがないというふうに回答

している人が一番多かったのですね。とはいっても、様々、自治会の皆様も取組

はしていただいているところだと思うのですけれども、それでもきっかけがない

よと回答している方がたくさんいらっしゃいますので、その点については、行政

としてもどうアプローチをしていくことが適切かなということも考えていかなけ

ればいけないなというふうに感じた設問でございました。また、67ページ、問33

番ですが、「自主的な参加・協力関係を築くために、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」という設問に対して、一番多かった回答という

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、というところが一番多かったのです。それを年代別に見てみますと、

40代から60代が非常に高く、それはまさにこれに該当する当事者の方になります。

そうすると、全員ではないと思うのですけれど、当事者の方もこういうことを求

めているということがわかりますので、そこに対するアプローチということが今

後非常に効果的であり、また不可欠なのかなというふうに見えてきたところでご

ざいます。 アンケート調査、最後のご紹介になります、69ページ、問34番ですね、

「子ども、高齢者、障がいのある人、認知症の方が、住み慣れた地域で、周囲や

地域の理解と協力の下、自分らしく暮らせるような環境だと思いますか」という。

またすごく雑駁な質問なんですけれど、子ども、高齢者については「そう思う」

と回答している方が５割を超えております。ただ、障がい、認知症については「そ

う思う」とか「そう思わない」とかではなくて、「わからない」と回答している

方が非常に多いのですね。ここから見えてくることとしては、やはり身近にそう

いう方々がいないと、なかなか自分のこととして捉えきれないのかなというとこ

ろもあって、「わからない」と回答しているのではないかというふうに見えてき

ました。なので、そういった理解を求めるため、啓発活動ということが非常に重

要になってくるなということがここで見えてきたことでございます。併せて、先

ほど団体ヒアリングという話をしました。資料が前後して申し訳ないのですけれ
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ども、次第がある資料をご覧いただけますか。こちらの３ページ、資料４をご覧

いただければと思います。こちらに記載されている１から13、全部で20～30団体

の方にご協力いただいているところですけれども、この皆様に団体ヒアリングを

実施させていただいております。【未】と書いてあるところについてはコロナの

影響でまだ会議を開催できていないので、まだできていないところですけれども、

今年度中に必ず、ここはコロナの状況次第で開催したいなというふうに考えてい

るところです。実際に回ってみて、本当に非常に大きな発見が様々ありまして、

最終的に全部の団体が終わった段階で生の意見とかは冊子か何かにまとめてお配

りしたいと思うのですけれども、現時点で類型化したものだけ簡単にご紹介でき

ればと思います。５ページをご覧いただいてもよろしいですか。資料５と書いて

あるものです。例えば、担い手についてでいうと、さっきアンケート調査からも

見えてきましたけれど退職した方がボランティアに参加したいと思っても、地域

とのつながりがないからなかなか参加できないのだよと。なので、そうするとボ

ランティアに参加しましょうといっただけだとなかなか参加しづらいだろうなと

いうことがわかるかと思いますし、団体との連携、これはまさにそうだと思うの

ですけれども、連携したほうがいいとは思っているのだけれども、どの団体と連

携したらいいのかわからないといったご意見であったり、他の地区の情報を知る

術というのが実はないのだというようなご意見もいただきました。また、具体的

な連携でいうと、これは民生委員さんからのご意見だったのですけれど、ＣＳＷ

さんと連携をしたら負担が軽減されたよといったようなこともご意見としていた

だきました。先ほどから意見があった情報発信について、子ども会の方の意見で

すけれども、ＳＮＳやメールとかで情報共有を常日頃からしているという中で、

そういう共有をすることで会議の回数が減った。そうすると、それも負担軽減に

実は繋がっているのだよということも、お話としていただきました。なので情報

発信をするだけではなく、そういう負担軽減につながるのが、こういうＳＮＳの

活用、メールの活用かなというふうにも感じたところです。裏面の６ページをご

覧いただきますと、民生委員さんから個人情報の問題について、様々いただいて

いたりとか、自治会についても様々なご意見をいただいています。また、一番下

の子ども・子育てについてで申しますと、こちらは木村さんからいただいたご意

見だと思いますけれども、子どもにつきましては代弁者がいないため、課題が課

題になりづらいのだということ、これはまさにその通りだと思いますし、例えば、

子育て中の親が地域デビューをする、それが将来的に地域活動に参加するきっか

けになるのではないかといったようなご意見もいただいています。また、障がい

に関していいますと、右上ですね、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が障がい者支援につながる、これはまさに地域共生社会の

考え方、まさにその通りだと思います。あとは、今年度、後ほど国の法改正のこ

ともご紹介いたしますけれども、福祉計画の中に更生・保護、再犯防止とか、そ

ういう関係のものも入れなさいよというかたちで国から示されています。なので。



 

- 18 - 

 

保護司会の皆様にご意見を初めて聞いたところなのですけれども、そうすると保

護司会さんについては、保護司会の活動を支援するということが地域づくりの推

進につながってくるのではないかなというふうに感じていらっしゃるというよう

なご意見もいただきました。あとは、行政についてはオリ・パラでせっかく集ま

っているボランティアさんを、その後うまく流せるといいよねといったようなご

意見をいただいているところでございます。このご意見、アンケート調査の結果

につきましては、当然計画の中に反映させるということはもちろんのこと、各種

施策にも反映させていただきたいというふうに考えております。今日は簡単なご

紹介にはなってしまいますけれども、それ以外の部分でも構いません。何か感じ

た部分であったりとか、これってこうなのではないかなといったようなことも、

もしお気づきの点があれば、是非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：説明は以上なんですが、先ほどの午前中の部会のほうでは、地域の縁側とかボラ

ンティアセンターの知名度が低いのではないかとか、あとは、60ページにありま

すような、相談相手が、公的なところがあまりにも低いのではないかなど、また、

情報収集の媒体についてということで、比較するようなことができないかという

ようなご意見をはじめ、いろいろいただいたところです。アンケート調査とヒア

リングについてご説明させていただきましたが、ご質問等、ご意見がありました

らお願いいたします。 

宮久委員：７ページに、障がい関係団体だけでは限界を感じているという、実はリアルな

話、昨年度の障がい福祉団体連絡会で予定した災害時要支援者避難誘導訓練を企

画しました。ただ地域の防災訓練に参加するだけではなかなか理解が進まないの

ではないかというふうに、特に肢体の方々からいっぱい出て、初めてうちの会が

辻堂で主催した避難誘導訓練は、白浜から辻堂市民センターへ移動するというも

のだったのですね。主催ですから、教育委員会の後援も取り、白浜に開催要項を

つくり、協力依頼をし、市民センターに協力依頼をし、後のディスカッションの

会議室も確保、予算、決算、ボランティア募集、子どもを連れてとか、本人の参

加者募集、その膨大な仕事を、障がい者連れの親子とか本人だけでやるのはとて

も大変だったのですね。それで、まずはもう自分が住んでいるところへ行こうと

いうので、各地域、13地域の中でかなり参加させてもらえるようになりましたけ

れど、昨年は、もう１回、ちゃんとボランティアで地域の方が関わった人のアン

ケートとか、 そこでどうだったか、意見交換とか疑問とか投げてもらおうという

のでやろうとしました。ただ、もう最初にやったときに本当に大変だったから、

出前講座にしてもらわないかと言って、とりあえず流れはつくるから、会場と段

取りだけなんとかやってもらえるように、自主防に持ちかけました。自主防の役

員会で一発却下になったのです。それで、午前中の話し合いにいらした椎野さん

の男気と申しますか、御所見だけでその活動をさせていただいて、関わった方の

感想や、参加した障がい者の意見とかも拾えて良かったのですけれど、本当は全
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市的なかたちでやりたかったのですね。そうなって考えると、団体同士の連携と

いっても自主防の人たちは、町内会を一緒にしている人もいるし、めちゃくちゃ

忙しいわけですよ。それで、私たちとしては、防災危機管理課と椎野さんのアド

バイスで、出前講座ではやれないよ、主催しなよと言われて、じゃあ大変だけど

主催するか、というので主催で持ちかけて却下されたから、ああ、だめだこりゃ

と思ったのですけれど、そういう意味では、そこを支えてくれる公的な機関があ

ったらなと。じゃないと、おそらく連携がとれません。だから地域で共に連携し

なさいよといわれても、障がい児・者の場合はとても難しいです。そこを何か、

場を持ってくれた防災危機管理課の人は、本当にもう、そこのサイドにいるだけ

で場をつくってくれたけれど、もう少し率先して取り組んでいただきたいです。 

事務局：ありがとうございます。防災という切り口での４助ですよね。自助、互助、共助、

公助というところのご意見をいただけたかと思います。 

事務局：連携をするにあたって、なかなか連携してくださいなんて言っても連携しづらい

ところってあるではないですか。先ほど支える機関的なところの話があったかと

思うのですけれども、ある程度行政が介入をして、行政でコーディネートを最初

はさせていただいたほうが連携しやすいですよね。例えばそういったことって、

それが仕組みというか、当たり前のことだと思うのですけれども、そこについて

は内部でもちゃんと共有しなければいけないなと思いますし、あとすごく、スタ

ートの話でいうと、たぶん宮久さんが、福祉団体連絡会さんがこの団体と連携し

たいと思ってくださっているからのそういう動きをされていると思うのですけれ

ど、なかなか連携を、さっきヒアリングの中でもありましたけれど、どこと連携

していいかわからないよ、何を連携していいかわからないよという方もたくさん

いらっしゃるのが実際は実状なのですね。なので、そういったところについても、

是非、まだ具体的な案というのがないところなのですけれども、いろいろと今後

ともご意見いただけるとありがたいなというふうに思います。 

石渡委員長：すみません今の関連なので、自立支援協議会の打ち合わせをやっていたので

すけれども、そこで、やっぱり、ちょっと障がいがある人の防災というのをとり

あげようということで障がい福祉課にとても力をいただくアプローチをしたりし

てきましたので、やはり行政がやっていただく、今もおっしゃった公助の部分と、

自助、共助、互助という辺りを、どんなふうに整理するかみたいなのもちょっと

考えて、協議会としてもやっていこうみたいな話をしていますので、 またいろい

ろご相談をさせていただくかと思います。 

木村委員：連携って言葉で書いてあっても、その具体的な内容が違って受け取られるのか

なという気がして、例えば、会議を団体さんから誰かが出てきて情報交換する

のだって連携は連携なので、何を連携していくのかなというのが見えるように

していったほうがいいかなという気がします。 

戸高委員：今の話だと、障がいの団体・施設と、高齢の施設が、防災という市との福祉避

難所の契約をするのですが、障がいは先にやっていたのだけれどそのまま全然進
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まなくて、高齢のほうが先に進んでいるから、では危機防災課が窓口になりなが

ら共有をすると。で、本来は同じ、さっきやったように施設として地域と連携し

なければいけないけれどどこでするのみたいなことがありながら、たぶんあそこ

でやり取りがあって、その関係で、あとは社協がつくった広域のあれとか、何か

そういうのが、この前会った人ね、みたいなそういう、こう、だからやはり音頭

とりみたいなところで、もう１つ、目的としては、防災とか何か目的がある中で、

その辺も含めて会えるみたいな、何かそういうのは、経過としてはあったかな。

あとはそういう仕掛けの仕方もある。何のために集まるとか、そういうのが、ど

こかがやっぱり仕掛けてくれないと、我々がこちらの団体に「ねえ」っていうの

はなかなか難しいので、何かそこに集まる目的がありながら一緒に集まると、意

外と協力ができる。防災なんかだったら、障がいも高齢も同じようなことだから、

海側と山側とやろうと思ったらどうするかね、みたいな話に広がっていく。 

事務局：ありがとうございます。今、ちょっと、その仕掛けというところで、市のほうで

も昨年度ちょっと考えたことがあるので、少しご報告させていただきます。 

事務局：少しだけすみません。藤沢型包括ケアの取組の中でも、遅ればせながら昨年度か

ら少し防災という視点もとり入れました。自分でつくる安心防災帳という，日頃

の備えをいろいろアセスメントするといいますか，確認するようなツールを，福

祉団体連絡会さんと法人協議会さんのご協力もいただきながら，何度か研修会や

講演会をさせていただいたのですね。そういった取組であったりとか、今ちょっ

と考えたのは、やはり包括ケアシステムというのがうちの部署の役目でもあるの

ですけれども、やっぱり、分野と分野だったり、団体と団体をつなぐ役割という

のはすごく重要なのだなと再認識しているところです。例えば、防災という切り

口だと、地域とそういう専門職であったりとか、もちろん行政が入ってとか、そ

ういう連携というのが、まさに非常時だからこそ試されるところでありますし、

あと、実際、避難行動要支援者の方であったりとか、ご本人さんの自助に働きか

ける啓発も必要ですので、必ず行政の立場でのコーディネートとか介入って必要

だと思うのです。地域福祉計画の中でも防災にだいぶ割いて取っていますので、

そういった包括ケアシステム推進室の取組ということでも、いろいろなコーディ

ネートはやっていきたいと思っていますので。今年度のこの防災帳の普及、なか

なか新型コロナの影響で去年のような研修会の実施は難しいのですけれど、別の

方法で普及していきたいと思っておりますので、そういったものも１つの切り口

として考えていければと思っております。 

伊原委員：今の宮久さんのお話って、宮久さんのお人柄で楽しくお話をされているのです

けれど、実はすごく深刻な問題だと思うのですよね。戸高さんのほうからも、ど

こかが音頭取りをという話の中で、うちもさっきの防災のあちらの関係でお手伝

いをさせていただいたかと思うのですが、そういった意味では、いろんな場面で、

支援をさせていただくのが社協の仕事だと思っていますので、それについても今

後またいろいろと各方面の方々とも協力をさせていただきながら、やれることか
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らやっていければなと、そんなこともこういう計画にも盛り込んでいけたらなと

いうふうに思っております。それと、あと、この計画の中で、議論をする中で、

藤沢型地域包括ケアシステムというようなフレーズが、かつてはすごくフューチ

ャーされていたのですが、何かここのところ、若干ちょっと、あまり藤沢型、藤

沢型という話が出てこなくなったのが、実は午前中の会議の中で椎野さんが、実

は地域のほうがすごく今そういった意味では、藤沢型というのを意識しながら活

動されている。でも、その辺が、僕の受けとめ方ですけれど、ちょっと椎野さん

としては、ちょっとその辺が何か物足りなさを感じられていたのかなという印象

を僕は個人的には受けたのですね。地域福祉計画というのも、根幹が藤沢型地域

包括ケアシステムで、まさにこの計画って藤沢型そのものなんですよね。だから

そこが一番、藤沢の計画としては、僕はマインドとして忘れてはいけないところ

なのかなというふうに思っていますので、全国に先駆けて、全世代型・全対象型

ということで始めてきて、ようやくといいますか、今、日本中が地域共生社会と

いう、そういう動きになっていますけれど、そもそも藤沢はそういう考え方が実

際にどこまでというのはまたそれはちょっと置いておいて、ただその考え方とい

うのはまさに藤沢が始めたもので、そこは藤沢の計画の中では僕は忘れてはいけ

ないのかなというふうに思います。 

事務局：ありがとうございます。今、骨組みにも関係するような、その藤沢型と地域福祉

計画の関係性であったりとか、あと防災という視点で福祉と防災というのは切り

離せないようなそういう話もいただきました。ここで、資料のほうで骨子案と体

系図について一旦ご説明をさせていただきまして、またアンケートなどを通した

ご意見がありましたら、そのときに頂戴できたらというふうに考えておりますの

で、事務局から説明させていただきます。 

 

②計画の骨子案及び体系図について 

事務局：引き続き資料について説明させていただきます。資料としては、まず資料７、別

冊子のものをご覧いただいてもよろしいですか。今からご説明する内容につきま

しては、これまでの進行管理のことであったりとか、アンケート調査、団体ヒア

リングその他のこと、全てをしっかりとそれを材料とさせていただいた中での計

画骨子案の作成、体系図の作成というところにつながってまいりますので、その

点、是非ご承知おきいただければと思います。資料７については、計画を策定す

るためにポイントとなるもの、材料を簡単にまとめたものでございます。例えば、

開いていただいて３ページ、ここも先程来から出ているコロナ関係で、新しい生

活様式ということで地域福祉を推進する中で、今まで通りというわけには当然い

かない部分があるかと思いますので、この新しい生活様式というところをしっか

りと鑑みた中でこの計画をつくっていかなければいけないというところであった

りとか、後は５ページにつきましては、ＳＤＧｓですね。これは、国のほうで12123

具体的に示されているものでございまして、当然これも全ての分野において該当
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するものでございますので、その点もしっかりと反映しなければいけない。６ペ

ージについては国の法改正関係、先ほど池田部長のほうの冒頭のご挨拶にもあり

ましたけれども、地域共生社会に向けた社会福祉法の一部改正ということで、簡

単にいうと断らない相談支援。市町村に求められることにはなりますけれども、

断らない相談支援であったりとか、社会参加をしやすくするような支援、地域づ

くりに関する支援だとか、あとは引きこもりに関する支援、そういったものが努

力義務までいかないのかもしれないですけれど、示されているものになりますの

で、その辺りはしっかりと鑑みなければいけません。藤沢に置き換えますと、も

ういろいろな機関であったりとか、団体の皆さんがすでにやっていただいている

ようなことばかりでございますので、そこを逆にしっかりと見せられるようなか

たちにしていきたいというふうに思っております。あとは成年後見関係だったり

とか、あとは８、９にはバリアフリーの関連するところ、10ページは先ほどちょ

っと簡単にご説明いたしました、再犯防止に関することですね。なかなか地域づ

くりの中で再犯防止は結びつかないイメージがあろうかと思いますけれども、県

のほうで計画をつくっていて、市町村のほうでもこの福祉計画の中にこれについ

て何か示しなさいよということが求められています。地域で何かやってください

というのはなかなか難しいのかもしれないですけれども、地域でまず理解を深め

る啓発をしていく、そういったことが非常に重要かなと思います。あとは、保護

司さんに対する支援ということが重要になってまいりますので、その辺のポイン

トを簡単にまとめさせていただいているところでございます。12ページ、13ペー

ジには、簡単な情報ですけれど、現状の人口データ等まとめさせていただいてお

りまして、17ページ、18ページには、先ほど説明したアンケート調査から見えて

きた、見受けられる傾向等をまとめております。19ページからその先については

団体ヒアリングに関連することをまとめさせていただいているところです。最後

には、簡単にポイントとしてまとめさせていただいておりまして、今までいろい

ろな説明をしてまいりましたけれども、非常に簡単ではございますけれどもこの

資料にまとめさせていただいたというところで、今回ご提供させていただいたと

ころでございます。まだこれは案です。そして、こちらを踏まえというか、今ま

での検討を踏まえて、計画の骨子案、こちらについてご覧いただければと思いま

す。資料の８ですね。まず第１章までの構成等々について、是非ご意見をいただ

ければというふうに思っております。構成としては、前回の計画と、中身は当然

変えていく必要があるのですけれども、流れについては今までの流れが一番いい

のではないかなということで、そちらを今、反映しているところでございます。

３ページからスタートするところですけれども、まず計画とはどういうものだよ、

期間がこのぐらいだよと示させていただいた後に、この計画の位置付け、どうい

う計画と連携しているとか、あとは、どういう事業計画の理念になっているのか

等々示していて、藤沢型とこの計画の関係性というところをしっかりと示すこと

ができるように考えております。６ページ以降については国の動きです。先ほど
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のＳＤＧｓ関係であったりとか、あとは法改正、あとはこの中に本来であれば新

しい生活様式関係も入れなければいけないかというふうに考えております。そし

て９ページ、10ページには、藤沢市に関係する動きであったりとか、取組状況を

記載しております。特に10ページの上ですね、本市が進める「藤沢型地域包括ケ

アシステム」というところで、これはまだ全然これからまとめなければいけない

ところなのですけれども、先ほど伊原委員からもお話がありましたけれども、こ

の藤沢型包括ケアシステムというのは本当に地域福祉計画と表裏一体のものだと

いうふうに捉えております。どちらも地域共生社会を実現するためにというのが

大きな目的であって、支えあいの地域づくりというところになってまいりますの

で、その辺りをしっかりと反映させていただきながら、この計画書に盛り込んで

いきたいというふうに考えております。11ページ、12ページについては、アンケ

ート調査から見えてきた課題、ポイント。13ページ、14ページについては団体ヒ

アリング、さらに最終的にそれをまとめて（４）番で今後の課題というかたちで

まとめていきたいなというふうに考えています。そして、今までのは全部基礎材

料です。15ページも基礎材料ですけれども、将来的なビジョン、これもまた人口

の関係なんですけれど、もしかしたらもっと有効なデータがあるかもしれないの

でそこについてはまた適宜調整させていただければと思います。 16ページについ

ては目指すべき将来像 、基本目標ということで、こちらはすみません、まだ現行

計画のままです。なので、これも今後修正を図っていかなければいけないなとい

うふうに考えておりまして、例えば午前中の委員会ですと、このビジョンについ

て、「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

れの順番が逆じゃないかなといったようなご意見をいただきました。安心して暮

らせるまちふじさわ、共に支えあい、一人ひとりが主役というかたちで、ちょっ

と順番が前後してしまうのではないかなといったような流れのイメージですね。

そういったご意見もいただいていますので、 ここについては今後いろいろ意見を

いただきながら 検討していきたいと思います。地域福祉を推進する肝となってく

るところとしては17ページです。自助、互助、共助、公助、いわゆる４助のこと、

それを踏まえて18ページ、19ページには、それぞれの主体の皆様に担っていただ

きたい役割、行政がするべきこと等々をまとめさせていただければと思っており

まして、20ページには、圏域別、藤沢市域で当然進めることも大事ですけれども、

今までお伝えした内容というのは、場合によっては13地区、場合によっては中学

校区等々でやらなければいけないのだよ、ということを示したいなと考えており

ます。そういったものも踏まえまして、23ページ、最後のところ、こちらが新た

な計画の体系図、施策の方向性などの案というかたちになっております。こちら

と、次第のある資料の一番最後のＡ３の紙、資料10、13ページ、14ページこちら

をご覧いただければと思うのですけれども、これはどうやって決めたのかと申し

ますと、当然国の動きであったりとか、今の課題とかも反映させていただいてい

るところはもちろんのこと、これは今、アンケート調査と紐づいているかたちで
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まとめているのですね。例えば、誰一人取り残さない地域に向けた啓発というと

ころで、問の34番、先ほどご紹介した認知症、障がい者の方が暮らしやすいかど

うかというところがなかなかわからないという回答が大きかったので、そこにつ

いて啓発が必要だというご意見があったので、そういった点も踏まえて、こうい

う啓発が必要だなということであったりとか、福祉団体等の活動促進、一番下の

ところをご覧いただくと、アンケート調査ではなく団体ヒアリングから見えたと

ころ、そちらを踏まえますと、こういう施策の方向性が必要なのではないかなと

いうふうに考えているところです。 もうちょっと施策の方向性をしっかりと固め

させていただいた後に、この施策の展開であったりとか基本目標についてまとめ

たいと思います。ただ、基本目標の大きなテーマとしては、１番の人材づくりに

ついては、いわゆる行政目線でいうと、自助と互助のきっかけづくりに関連する

ところかなと。２番目の地域づくりについては、いわゆる団体さんの支援とかに

つながる互助の支援、最後の仕組みづくりについては、いわゆる公助、行政でし

っかりと行っていかなければいけないことであったりとか、公助がメインになっ

てくるのではないかなというような整理をさせていただいているところです。こ

ちらについて、まだ骨子もいいところではございますけれど、現状のものという

かたちでお示しさせていただきましたので、是非、様々なご意見をいただければ

と思いますし、この場で今の説明を聞いて、また持ち帰って、今後ご意見をとい

うことでももちろん構いませんので、そうしましたら、適宜お電話でもメールで

も、もし団体さんに来いという話があれば、我々はすぐに向かいますので、そう

いったことも踏まえてご意見いただければなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

事務局：説明をさせていただきました。ここで思いつくご意見等、ありましたらお願いい

たします。 

江崎委員：質問なんですが、資料８の７ページの、上から、要するに言葉がよくわからな

いので質問です。社会福祉連携推進法人制度というのがどういうものかイメージ

が。 

事務局：今回の社会福祉法の改正で新たにでき上がった仕組みなんです。まだホヤホヤで、

社会福祉法人等が、一般社団もなのかな、社団的になった新たな法人格をつくっ

て、そこの中で資金のやり取りをしたりとか、そういう支えあったり、ちょっと

脆弱な法人を支えあったりとか、そういう感じだと思うのです。ちょっとまだ細

かいところが我々も理解できていないところがあるのですけれど、そういう制度

が新たにできたんですね。それのことです。みんなでというか、割と地域の中の

そういう法人さん同士が拠出しあって、その法人格をまた１つつくるみたいな。 

戸高委員：これはたぶん核になる法人があるんでしょうけれど。 

松沢委員：何かイメージが持ち株会社みたいな感じの、経営の良い所と悪い所と何かあっ

て。 

事務局：まあそうですよね。結構いろいろな法人さんがありますから、地域にも。どこか
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に資料がなかったかな。社会福祉法の改正の中の１つのメニュー。資料７の６ペ

ージの５番のところです。前からこの辺の動きがチョロチョロとしていたので。 

松沢委員：資料７の中で、主体的な持続可能な開発目標ＳＤＧｓという、見慣れない、国

の、福祉にどう具体的にというのを、私もイメージがあまりなかったですけれど、

考えてみると、実は私、去年別業界の国際会議に出たんですが、そこでは植民地

主義とか、アフリカがいつもやたらとヨーロッパの人に食いついたりとかしてい

て、要は人種差別というのがまだある、旧宗主国との間でね。問題はたくさんあ

るのだといっていて、ちょうどアメリカはいろんな違う人の差別があるのですが、

やっぱりこの持続可能な開発目標というのは結局抽象的でわかりにくいのですが、

意識を変えろとか、例えば、具体的にいえば差別用語だとか、福祉の業界でとい

うか、やっていることなのですね。言葉を言い換えるとか、今までみたいな言葉

を使うと人種差別につながるから、そういうことが１つ具体的に書かれたところ。

あと、私の若い頃やっていたのは、外国籍市民の福祉のパンフレットをつくった

りとか、英語だけでなくて、スペイン語、ポルトガル語のパンフレットをつくっ

たりとか。ただその時代からすると今は小学校の中で、子どものころから他国の

子どもがいたりとか、割と藤沢でもよくあることで、ちょうどうちの家族の小学

生がロシア人の先生が来たりとか。ニュージーランド人の父、日本人の母である

甥が藤沢の小学校で１週間体験入学をさせてもらったのです。こちらから頼んで

も、むしろ学校側が割とウェルカムで、他の国の子もいたり、特にハーフだから

ということもあるのでしょうけれど、小学校が率先して受け入れてくれたりとか、

福祉より教育の面ですごく、人種差別とか、子どもの頃からそういう差別意識の

ない人間関係を醸成しています。。自分のことを考えるとやっぱり子どもの頃、

周囲の言葉の使い方を当然のこととして、何か人種差別の目が付いちゃったのか

なと、周りがみんなそうだから、というのがあるのでそういう意味では、すごく

今の教育の中では、福祉に先んじて進んでいるところがあるのですね。他の国の

方がいて当たり前の世界というかね。そういう具体的な、これなんかかなり具体

的だと思うので、福祉の中でもこのＳＤＧｓ、持続可能な目標というのは非常に

わかりにくいから、要するに、将来にわたって意識改革を進めていくためには、

こういう目標を設定して、要は人種差別的なところを福祉の中からフォローして

いく、こういうことかと思いました。これは今度の計画の中で皆さんのほうから

もっと具体的な事例があると思うので、こういうのは石渡先生とかはどうですか。

こういう福祉の中での国際交流というのは。 

石渡委員長：委員のおっしゃる国際交流とかというふうに大風呂敷という感じではなくて

も、やっぱりどの国でも抱えている課題で共通するものがあったりとか、いろん

な立場の人が支えあうみたいなことを、４助養成みたいなのって言われているの

を、国連がすごくアピール度の高いものにまとめたのがこれで、割とどこでも納

得できるような内容なのかなみたいな、私もまだ全然、不勉強でこれと言い切れ

るほどのことはないのですが、すみません。 
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松永委員：神奈川県に引きつけて考えると、20年ぐらい前に外国籍住民に関する事業に関

わっていたんですけれど、当時、神奈川県の人口の１％が外国籍で、140か国だっ

たんですね。最近のデータを調べてみると、神奈川県で170か国で、人口比率でい

うと2.5％ぐらいになっていたんですよ。この春、入管法も改正されて、外国人も

労働者として入ってきているということと、外国籍の方々が集住している地域、

定住化している地域が神奈川県の中にもあって、日常生活圏域の中では、圧倒的

に日本人よりも多い地域、地区があるということになると、やっぱり地域の環境

といいますか、雰囲気というのは想像以上に違いますよね。だからその、市全体

の中での施策と、日常生活圏域の中でのいろんな生活の中での出来事であったり

とか、仕組みというのは、つながっている部分もあれば、つながらないことが、

事例としてあると思います。また、ＳＤＧｓもそうなんですけれども、僕は、地

域共生社会を考える際に、神奈川県において忘れてならないのは、相模原事件と

いうのが大きいのではないかと思うのですね。あれは１つの事件として終わらせ

ない。これは障がい者に対してだけではなくて、ありのままを受け入れるとか、

自分と違うということを認めあうということではなくて、みんな違うということ

に対して無関心であったり、偏見というのが根強くあるということ、これはやっ

ぱり現実として捉えなければいけないということだから、その状況を変えていく

地域をつくっていくための計画なんだということを、肝に銘じてやっていかない

と、小手先だけの計画に終わって、評価というのがちゃんとされないままつくら

れていく危険があると思います。いろいろと新しい動きというのも確かにあるの

ですけれども、やっぱり身近なところに目を向けていくと、そういう課題や問題

があると思うのですね。先ほどのアンケートの中にも、連携することはいいけれ

ども、どこと連携すればいいかわからないとか、声を出したくても頼れる人がい

ないという、子育てのところでもありましたよね。つながることは必要だといい

ながら、つながっていないという現実があるということは、それは数が多いとか

少ないの問題ではなくて、逆に少ないから、やっぱり埋もれていくのだというこ

となんだと思うので、それは包括的な仕組みをしっかりつくっていくということ

が、これからますます大事になってくるのだろうなと思うのですね。だから、そ

れを数値で見せていける部分もそうなのですけれども、連携というのは、やっぱ

り事例で見せていくのが一番わかりやすいのかもしれませんね。先ほど事務局の

説明の中でも自助、互助、共助、公助というのも、これも前も話に出ていました

けれど、これはそれぞれ独立して存在するものではなくて、全部が重なり合って

いて、そうじゃないと基本目標３の、誰もが安心して暮らせる仕組みづくり、こ

れは公助だといい切ってしまうと、ではこの仕組みづくりには住民参加は必要な

いのかという話になっちゃうのですね。行政だけでつくれるのかという話になる

ので、そうじゃなくて、それぞれの立場で参加するということがやっぱりあると

思うのですよね。そういう意味では、いろんな専門家なら専門家、行政なら行政、

社協なら社協、民生委員さんなら民生委員さんというような、立場立場の役割だ
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ったり、連携パターンというものが見られると、藤沢型の包括が全世代型であれ

ば、それは行政だけではなくて、いろいろな関係機関も連携しながらというかた

ちで見られるのではないかなと思います。 

木村委員：今、参加するといういい方をされていましたけれども、それが例えばどこかに、

ボランティアのところに書いてあったのですけれど、ねばならない的な押し付け

感のある文章でちょっと表現されている部分があったので、そこのところの温度

差をどのように表現していくかということで、いかに市民に受け入れられるかと

いうのが変わってくるのかなとすごく思いました。 

松永委員：そうですよね。だから、住民イコールボランティアではないのですよね。用語

をちゃんと使い分けていかないといけないというのは確かにあると思います。な

ので、資料10の地域福祉の担い手の養成というところも、国の資料でも担い手と

受け手というふうに二極化させるのではなくて、ということをいわれているので、

担い手・受け手という表現が、これから先使われていくのか、まだ残っているの

ですけれども、使われていくのが妥当かどうかというのは考えた方がいいのかも

しれないですね。担い手というと本当に一個人という意味になってしまうのです

けれども、担い手というのは、住民もボランティアも行政も社協も、みんな担い

手なのですよね。それぞれの立場で連携しながら、抱え込まずにやっていくとい

うことなんですね。だから、相談も、相談機関だけではなくて住民も相談を受け

るということだと思うので、そこをやっぱりしっかり見据えていかないと、結果

的にまた一部に偏ってしまって負担感を増すという話になるのではないかなと思

います。 

川辺委員：これからこういうものをつくっていくということで、今、説明を受けたのは非

常に良いと思うんですけれど、ただ、せっかくやっていくのであれば、前のこれ

をつくったときに委員の方もおっしゃっていたけれど、これをつくって出したけ

れど、誰も知らないじゃないか、地区で。そういうような状況になるためにこれ

をつくっていくのでは、また意味がないと思うんですね。だから、例えばこのア

ンケートなんか私もちょっとさっき感じたんですけれど、これの結果を重視して

しまうと、さっき最初にいわれたように、これは回答率50％ぐらいですよね。し

かも若い方々の回答率は30％、そういったようなところも含めて判断していかな

いと、ここの結果がこうだからということだけでいくと、結局人数を見誤ってし

まうとか、そういったようなことになると思うので、もう少しきちんとやるので

あれば、今、これが、例えば浸透率が３％や５％であるのならば、少なくとも15％

だとか20％の市民の人たちが、ああそうだなと思えるような計画をつくっていけ

たらいいのかなというふうに、今の議論を聞いていて感じました。何か、もうす

でに市民とかそういう言葉を使っていて、実際に私たちが今語っている市民って、

もしかしたら市民の住民の３％とか５％の話しかしていないのではないかと思う

こともあるのですね。だから、もっと、15％とか20％の人が自分たちのものにし

たときに、初めてこの計画というのが生きてくるのではないかと思うので、事務
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局の方は大変だと思いますけれども、そういうこともちょっと踏まえながら、計

画を一緒につくっていければなと思っております。 

事務局：ありがとうございます。今もいくつかの、大切な、忘れてはいけない視点と、ご

意見をいただきました。浸透していくためには、というところの、従来から言わ

れていたご意見についてももう１度再認識をさせていただきました。お約束のお

時間が過ぎましたので、まだご意見等、たくさんの資料がありますので、あるか

と思います。午前中の部におきましても、ご意見が途中で終わってしまった結果

もございますので、次回８月の31日の会議のときまでに、ご意見等をもしいただ

けたらということで、やり取りさせていただいておりますので、今日気づかなか

ったご意見、ご質問なども、それまでの間に事務局のほうに、お手数ですがメー

ルでも電話でもいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

３． その他 

 

事務局：それでは、次回のほうのご案内をさせていただきます。次第のほうの下に書いて

ございますけれども、次回が８月の31日の、月曜日の、また午前９時半から。コロ

ナの関係がこのままであれば、また全体でということで、今日は分かれてだったの

ですけれども、全体で開催ができたらというふうに考えております。場所は本庁舎

の７階になります。また通知を送らせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。たくさんのご

意見をありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。 

 

４．  閉 会  

 

 

以  上 


