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第１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）６月２4日（月）午前９時30分～午後０時１0分 

 

２．会 場  藤沢市役所 本庁舎７階 ７－１・７－２会議室 

 

３．出席者 

 

（１）委員＝18名 

北島 令司、 椎野 幸一、 川辺 克郎、 川原田 武、 伊原 敦、 堀口 陽子、 

越川 玲子、 松沢 邦芳、 江崎 康子、 松永 文和、 東田 正喜、小池 信幸、 

戸髙 洋充、 木村 委員、 越智 明美、 市川 勤、 南部 久子、 宮久 雪代 

（欠席）  

石渡 和実、 定永 紀子、 石井 康子  

 

（２）事務局＝19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、髙田主幹、 

齊藤室長補佐、佐藤主査、石田主査、楜澤、小野 

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 

子育て企画：川口参事 

市社協：垣見生活支援コーディネーター、村上次長、倉持参与、平澤課長補佐 

 

（株）サーベイリサーチセンター：板倉、櫻井 

 

（３）傍聴者＝０人 
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４．議 事 

 

（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＞の進行管理における情報収集について 

（３）次期計画改定に向けた地域福祉に関するアンケート調査について 

３．意見交換 

（１）地域福祉を推進するにあたり，「施策の方向性」や「施策の展開」で網羅できてい

ないものについて 

 

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  進行管理シート 

資料４  情報収集の方法について 

資料５  地域福祉に関するアンケート調査の検討スケジュール 

資料６  地域福祉に関するアンケート調査の概要（案） 

資料７  地域福祉に関するアンケート調査（平成28年11月） 

資料８  地域福祉に関するアンケート調査結果報告書（平成29年３月） 

資料９  平成28年度アンケート項目一覧 

資料10  新たなアンケート項目（案） 

資料11  地域福祉計画策定ガイドライン（概要） 

資料12  意見交換スケジュール 

 

６．議事概要 

 

（１）今後のスケジュールについて 

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皆様どう

ぞ宜しくお願いいたします。それでは、私のほうからまず議題の１つ目、今年度

のスケジュールについて説明をさせていただきます。着座にて失礼いたします。

資料につきましては、事前に送付しております次第が添付されている資料の１枚

おめくりいただいて１ページ、右肩に資料１と記載されているＡ３の紙をご覧い

ただければと思っております。こちらは、藤沢市地域福祉計画推進委員会の検討

スケジュールとなっており、構成といたしましては上半分が平成30年、31年（令

和元年、令和２年）。下半分については今年度のスケジュールということで記載

をさせていただいております。まず上半分につきましては、計画の改定を意識す

る中で、こちらの計画が６年１期の計画ですが、中間見直しもあっての３年１期

というかたちになっております。次回の計画の改定に向けた３年間の計画のスケ

ジュールを共有したいということで記載をさせていただいております。来年度本
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格的に計画改定の作業に入り、再来年度からこちらの計画の運用開始というかた

ちになっております。その中で、今年度また来年度の委員会でやっていくところ

といたしましては、大きく分けて２つございます。１つ目が、地域福祉計画2020

に関することということで、今、皆様にご協力をいただいている進行管理の部分

です。計画を作るだけではなく作った後のお話をさせていただくというのが１つ

目。２つ目につきましては、次期計画改定についてということで、こちらについ

ては計画の作成、根本的なところになりますので、例えばアンケート調査の部分

や、アンケート調査等々を踏まえた中での計画改定の作業、そういったことをや

っていくということになっております。続いて下半分をご覧いただければと思い

ます。こちらが年間のスケジュールとなっており、詳細につきましては後ほどの

議題でそれぞれお話しできればと思いますが、まず、進行管理につきましては、

今年度１年かけて平成30年度分の進行管理を進めることが出来ればなと考えてお

ります。また、次期計画改定についてというところですが、まず上半期につきま

しては11月に予定されておりますアンケート調査、こちらについての協議を是非

出来ればと考えております。また、下半期につきましては、アンケート調査を踏

まえた中での計画の具体的な作業等々に入っていければと考えているところでご

ざいます。また、意見交換につきましても、昨年度の第３回から始めさせていた

だいて、第３回、第４回、そして今年度の第１回ということで、計３回の意見交

換を、今回は含めてさせていただくかたちになります。こちらの意見交換につき

ましても、次期計画改定のヒントにさせていただければと考えておりますので、

その点もご協力をお願いいたします。またこちらの詳細は後ほどご説明させてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。まず年間のスケジュール、また、検

討スケジュールについては以上になります。 

 

北島副委員長：ありがとうございました。簡単な説明でしたが、皆さんからご意見を伺い

たいと思います。ご意見がございましたらお手を上げていただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

ないようですので年間のスケジュールにつきましてはご承認いただいたという

ことで進めさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（２）藤沢市地域福祉計画２０２０＜中間見直し＞の進行管理における情報収集について 

 

北島副委員長：続きまして、議題の第２番になります。藤沢市の地域福祉計画2020中間見

直しの進行管理についての情報収集について説明をお願いいたします。よろしく

お願いします。 

 

事務局：議題の２つ目といたしまして「地域福祉計画2020進行管理における情報収集につ

いて」ご説明させていただきます。まず資料といたしましては、皆様のお手元に
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ある、次第がある資料の３ページ、資料２と書いてあるスケジュールをご覧くだ

さい。こちら、先ほど前の議題でご説明した年間スケジュール、検討スケジュー

ルの進行管理部分だけを抜粋したものになっております。上半分につきましては

進行管理を計画改定まで行っていくというところをお示しするために記載をして

おりますので、こちらの説明は省略させていただきます。下半分につきましてご

覧いただきたいのですが、今後の検討スケジュールですが、まず今回、第１回と

いうことで進行管理シートの協議検討と記載があるかと思います。まず、この場

をお借りしまして、委員の皆様には地域の取り組み等々についての情報収集にご

協力いただきましたことを御礼申し上げます。誠にありがとうございました。皆

様からいただいた情報等をまとめたものを、Ａ３のホチキス留めの資料３と書い

てあるものでまとめさせていただいています。本日、こちらを元に、色々ご協議

いただければなというふうに考えているところでございます。またスケジュール

の方にお戻りいただければと思いますが、今回、様々なご意見をいただくかたち

になろうかと思うのですが、その中でも、今ここには、行政の取り組み、また市

社協の取り組み、また地域の取り組みということで、様々な取り組みが記載され

ております。その中で、当然、進行管理を行うにあたりましては、詳細を知りた

い、この取り組みがわからないといったところもあるかと思います。この委員会

でご意見いただくことももちろん可能なのですが、なかなか時間が限られている

という状況の中で、今回から次回、次回が８月の26日に予定しているのですが、

そこまでに郵送等々でやり取りをできればと考えております。郵送またはＦＡＸ

ですが、皆様、本日机上配付をしております質問シートというＡ４の紙、皆様の

ところには３枚ずつお配りしているかと思いますが、事務局は１枚のみになって

おりますが、こちらに、皆様がわからないようなところや疑問のあるようなとこ

ろをご記載いただいて、ＦＡＸやメール、または郵送でも構いませんが、ご郵送

いただければと思います。いただいたご意見につきましては、こちらで関係課や

関係機関と調整をさせていただきまして、その結果を第２回の委員会にてお伝え

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。また第２回について

はそのようなかたちで進めさせていただきまして、第３回、第４回で、具体的な

協議検討を図っていくイメージをしておりますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

では、早速ですが、こちらの進行管理の議題に入らせていただければと思いま

す。４ページ、資料４と書いてあるものをご覧ください。また併せて、計画本編

の20ページ、21ページもご覧いただければなと思います。計画の体系図の部分に

なります。それでは、こちらの資料４に基づきましてご説明します。今回、進行

管理ということで、昨年１年間をかけまして、皆様と様々な協議をさせていただ

きまして、どのようにするかということを確認させていただいたかと思います。

いわゆる計画につきまして、事業計画、例えば高齢者の計画、障がい者の計画、

子どもの計画等々については事業計画というものになりますので、それぞれ施策
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の方向性や施策の展開に具体的な事業を位置付けることができるかと思っており

ます。取り組みを当てはめることでイメージ等々しやすくなるかと思いますが、

この地域福祉計画につきましては理念計画というかたちになっておりますので、

なかなか行政の事業のみを当てはめることは難しいというところで、今回この地

域福祉計画につきましては行政だけではなくて、行政の取り組み、そして市社協

さんの取り組み、また地域の皆様の取り組み、こちらをすべて位置付けることで、

それを包含的に考えて地域福祉計画の進行管理をしていくという方法をとらせて

いただいています。また、その方法につきましては、資料４の上半分をご覧いた

だければと思いますが、施策の方向性ごとに行政の取り組みについては当てはめ

る。そして、市社協さんの取り組みと地域の皆様の取り組みにつきましては、な

かなか施策の方向性では区切れない部分があるといったご意見の中で、もう少し

大きい、基本目標、例えば１番ですと人材づくりというところになりますけれど

も、こちらに当てはめることにより、それぞれの取り組みを位置付けることがで

きるのではないかというようなご意見の中で、今回はこういうかたちで進めさせ

ていただければと考えております。また、情報の収集についてですが、行政の取

り組みや市社協さんの取り組みについてはそれぞれの主体で集めるということが

できるのですが、昨年も１つ大きなテーマとなっていた、地域の取り組みをどの

ように収集していくかというところになるのですが、こちらについてはこの（３）

番に記載されている地域の取り組みというところをご覧いただければと思います。

行政、市社協の皆様でわかるような取り組みについては当然収集をさせていただ

くのですけれども、なかなかそれだけでははかりきれないという状況の中で、ま

ずは委員の皆様より情報を収集させていただくということになりまして、今回ま

でに各委員の皆様にはご協力いただきまして、それぞれ、人材づくり、地域づく

り、仕組みづくりに関連する、皆様が所属する団体であったり、それ以外にもご

存知の取り組みというものを事前にこちらにいただいているかと思います。また、

それだけでもなかなか足りないという中で、市民センターとの連携という部分も

大きくテーマとして挙がっていたかと思います。そうした中で、最初から市民セ

ンターにお願いするといった案もあったかと思いますが、そうしますとなかなか

守備範囲も広い中で、どこまで拾えている、どこまで記載しきればいいかという

ところも難しいという中で、まずは委員の皆様から情報をいただきました。その

いただいた情報について、そこで終わりではなくて、この後、今、既に各市民セ

ンターを回らせていただきまして、市民センターに、例えば足りない情報や追記

すべきものを、協力をしていただいているところでございます。そちらの完成し

たものにつきましては、次回正式なものをお出しできればと考えておりますので、

今回皆様にお配りしているものにつきましては、委員の皆様から情報をいただい

たもののみになっております。また、おさらいも含めまして、具体的な進行管理

シートについてご説明できればと思います。 

皆様、お手元に資料３、Ａ３のホチキス留めの資料があるかと思いますが、そ



 

- 6 - 

 

ちらをご覧ください。おもて紙については、先ほどの資料４と同様のものが記載

されておりますので、説明については省略させていただければと思います。１枚

おめくりいただきまして、まず３ページ、基本目標の１番というタイトルがある

かと思います。こちらに、まず、基本目標１番に関連する取り組みというのがそ

れ以降にずらっと記載させていただいておりまして、もう１枚おめくりいただき

まして４ページです。４ページにつきましては、基本目標１番、人材づくりの施

策の方向性の１番、地域福祉の普及啓発に関連する行政の取り組みとここに記載

させていただいております。５ページにつきましては、同じく人材づくり、基本

目標１番の（２）番、ボランティアの養成、活動への参加促進、こちらについて

の行政の取り組みを記載しているところでございます。そして６ページにつきま

しては、最後の施策の方向性になります。基本目標１番の、人材づくりの施策の

方向性３番、地域福祉を支える人材の確保・育成ということで、行政の取り組み

を記載させていただいております。ここまでが基本目標１番に係る行政の取り組

みになっております。そして、続いて７ページをご覧いただければと思いますけ

れども、７ページにつきましては、基本目標の１番、人材づくりに関連する市社

協さんの取り組み、一部抜粋にはなりますけれども、こちら全てではもちろんな

いのですけれども、こちらについて関連するものをご協力いただいた中で記載し

ているところでございます。そしてもう１枚おめくりいただきまして、８ページ

以降になります。８ページから11ページです。こちらにつきましては、委員の皆

様や市社協さんの協力もいただきながら、地域の取り組みをまとめさせていただ

いたものになっております。こちらが基本目標１番に関連する地域の皆様の取り

組みになっておりまして、こちらの情報について、市民センターのほうに、情報

の追記や加筆、修正等々について協力をしてもらっているような状況でございま

す。11ページまで、今、お話ししまして、続いて13ページをご覧いただければと

思います。13ページ以降につきましては、同様に、今の基本目標１番と同じよう

なかたちで基本目標２番が始まり、その中には行政、市社協、地域、それぞれの

取り組みが記載されております。また23ページ以降につきましては、同じく基本

目標の３番、仕組みづくりに関連する行政、市社協、地域それぞれの取り組みを

記載させていただいているといった状況でございます。こちらにつきまして、今

回、また次回の中でこのシートを、情報については集約をさせていただきまして、

第３回以降には、それぞれ包含的に見たらというところを31ページ、また32ペー

ジにある進行管理に関連する意見シートを委員の皆様からご協力いただいて、ご

記載をいただくようなかたちになっております。こちらはまたアナウンスはさせ

ていただきますけれども、第３回以降にご記載いただくかたちになりますのでご

協力のほどよろしくお願いいたします。こちらの進行管理についてですが、計画

である以上ＰＤＣＡを意識しなければいけないという状況の中で、各事業計画に

つきましてはそれぞれ事業を当てはめて、数値目標を記載して、ＡＢＣＤで評価

をして、今年度Ｂだったから来年はＡを目指そうということで次年度以降の進行
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管理というかたちに進めていたかと思いますが、地域福祉計画につきましては、

なかなかＡＢＣＤではかることはできません。というのも、地域福祉がどれだけ

推進したかというところはなかなかこの資料だけでははかれないのではないかと

いうところがございます。だからといってＰＤＣＡをやらないという理由にはな

らず、今まで地域福祉計画についてはＰＤＣＡをやっていなかったところになっ

ております。他の市町村につきましては、行政の取り組みのみを位置付けて進行

管理をしているというところが大半、もしくはやっていないという、大きく分け

て２分になっていますが、藤沢についてはこういうかたちで進めさせていただき

たいと考えております。こちらをまとめることによってどのような進行管理にな

っていくかと申しますと、なかなか地域福祉計画ということを地域でお話しして

も、なかなかそれが何なのかというところがイメージしづらいかと思います。た

だ、今回、行政の取り組み、また地域の皆様の取り組み、また市社協さんの取り

組みを当てはめることによって、施策の方向性や基本目標はこのような取り組み

が当てはまるかな、位置付けられるかな、我々の取り組みというのはこの辺りに

位置するのかな、というようなかたちでイメージがしやすくなるのではないかと

考えております。また、こちらをまとめることによって、来年度以降、この分野

は我々の地域ではなかなかできていなかったけれども、他の団体でこういうこと

をやっているのであればうちの団体でもこういうことはできるかもな、行政でこ

ういう動きがあるのであれば、こういうふうにうちの取り組みは変えてみようか

なというように、推進するきっかけになればなと考えております。そういったこ

とを進める中で、地域福祉というところ、今年度よりも来年度のほうが良くする

といったような意味でのＰＤＣＡ。そのような観点から、今年度よりも来年度良

くするといったところで、このように情報を集約させていただいて、イメージし

やすくするといったようなかたちをとらせていただいたというような状況でござ

います。今回まとめたのは初めてになりますので、疑問点やご意見等々おありか

と思いますので、是非この場で皆様からご意見いただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。説明については以上になります。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。ちょっと情報収集の方法について、私も

ずっと見させてもらったのですけれども、ちょっと複雑なところがありまして、

ちょっとわかりにくいところがあるかなというふうに思っておりますけれども、

皆様からご意見を聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、

どうぞ、お願いします 

 

椎野委員：椎野です。この中間見直しの進捗管理は、まとめるテクニックが非常に難しい

かなというふうに私も思っています。楜澤さんも努力をしていると思いますが、

地域の情報、市社協の情報、これを地域がどのように進捗したのかなというとこ

ろをまとめていると思いますが、委員から今回は各地区にいらっしゃる地域情報
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を、この委員のメンバーから出してもらったわけですね。カウントしてみたので

すが、市社協はこの情報に、今、取りあげているＡ３の資料３の中に取りあげて

いるのが20件、委員が、委員として出した情報を取りあげているのが55件という

ふうに私は見ました。そういう情報を楜澤さんが整理はしたのでしょうけど、果

たして市社協あるいは委員の皆さんから相対的にどの位の情報が寄せられたのか、

それを１つ聞きたいです。その中から判断されて、包括のほうで今のこのシート

をまとめ上げたのだと私は思っています。なので、その１つに、委員からどのく

らい、市社協からどのくらいの情報をいただいたのか、これを１つ質問として。

それからもう１つ、地域の情報を市民センターで少し調整をしながらこれも加え

た、あれも加えたというのがあろうかと思いますが、それを実際にコンタクトし

て13地区にやったのか、やらなかったのか、それを聞きたいです。そして、これ

からそれをどうするかという話になろうかと思います。そのようなところで、さ

きほどご説明いただいた資料２の中で、２回までにこれをまとめて、今日の発表

になったかと思います。なので、今日の資料３のデータが大事なデータばかりで、

これを見ながら、次の８月26日に向けて質問シートに追加をして整理をしていく

という話になるのかと思います。ですから、今回のこのシートは今の２点につい

てお聞きしたいです。これを見ると、例えば市社協は市社協から出されたもので、

防災のほうから出されたものでというふうに、ここに、資料３のほうに載せてい

ただいたこの情報はどこから提出されたものかというのが書いてあります。だか

ら地域のほうは、御所見地区が一所懸命にやっているから、鵠沼地区がこの柱に

対していいことをやってるなということで選択をされたならば、 地区名をやっぱ

り入れてもらったほうがいいと思うんですよね。これは全体の捉え方をしている

ようでしていないかなと自分は思うんですね。 地域もこれから来年度に向けて進

捗を、質の向上を上げていくには、地域がどうだというのがちゃんとしておかな

いといけないと思う。市民センター長に聞いたら、まだ相談は受けてないんだよ、 

椎野くんから出されたものを私なりに今まとめているから、今度は御所見地区で

それを整理をして、御所見地区としてはこれだというものを出そうというふうに

なっているんですね。これはそれが大事だと。で、やっぱり総合的にまとめたの

に地区名が入っていないと、どこが頑張ったのかな、どこがもう少し頑張んなき

ゃいけないのかなというのが、これがもうはっきりしてくるんですね。これだと

ね、おそらく誰かにいってもおそらくわからないと思うな。この内容だと。この

内容だとわからないと思いますよ。だから難しいですね、楜澤さん、難しいと思

うんだよ。みんなから出されたのを、その内容を理解はしていても、どれをポイ

ントにこのＡ３の資料にまとめるかというのは非常に難しいと思うよな。やっぱ

りそこで活躍した地域があれば、それがポイントになっていっちゃうと思うんだ

よね。あとは地域から出された情報は、同じような情報であればその度数をちゃ

んとチェックをして、これは４つ同じ地域で取り組みをしているんだというよう

なことがわかれば、それをこのＡ３のシートにまとめないと、これはだめだと思
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うね。１点だけを見つめて、それをこの資料３のほうに書いたんじゃ、ちょっと

不適切かなと私は思いますね。やっぱりね、分析をしないと。分類をしたりね、

そう別をしていないと、大変だけど、やっぱり包括のほうがそのくらいしないと

このシートにはまとまらないと私は思いますね。以上です。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。事務局から何かありましたら。 

 

事務局：はい、ご意見ありがとうございます。まずですね、今、質問の１つ目といたしま

して、情報の量といった部分になるんですけれども、市社協のほうからいただい

た情報につきましては、こちら全てこの中に記載をさせていただいております。

ただ、文言等の、多少、てにをはの修正をしている部分はあるのですけれども、

基本的にはいただいたものをそのまま記載しているといったご認識をしていただ

ければなというふうに思っています。続いて地域の皆様の取り組みの部分につき

ましてですけれども、こちらについては多少集約等々をしております。基本的に

は、いただいたものは全て記載するようにはしているのですけれども、類似する

ものであったりとかについては、２つを１つにするといったこともしております

ので、大体いただいた情報の中の７割から８割くらいの情報がここに記載されて

いるといったご認識をしていただければなというふうに思います。先ほど椎野委

員がこの中、地域の取り組みが55あったというお話があったかと思うんですけれ

ども、大体60後半ぐらいの情報を委員の皆様からいただいているような状況にな

っております。続いて、地区名のところですね。具体的なところは地区名を書い

たほうがいいんじゃないかといったご意見の部分についてなんですけれども、そ

れはご指摘の通りかというふうに思っております。こちらの進行管理シートを作

ったきっかけの１つとしても、例えば御所見地区でやっている取り組み、それが

すごく先進的な取り組みであれば、それを他地区に広げていって、それを他地区

でも真似をしていただくことによって地域福祉を推進するといった意図も１つご

ざいますので、そういった意味では地区を記載するといったことが大事かなとい

うふうに思っております。今、この中をご覧いただくと、地区の名前が書いてあ

るようなもの、また具体的な取り組み名が書いてあるようなものと、また書かれ

ていないようなものがあるかと思います。そちらについては、本当にその地区で

しかやっていないような取り組みだなとわかるようなものは、元々こちらでも、

例えば御所見地区というような書き方をさせていただいたりとか、あと、宮原コ

ミュニティかわせみといった、そういう御所見地区にあるようなところの取り組

みについても記載させていただいているんですけれども、それ以外の書かれてい

ない取り組みにつきましては、そこの地区だけではなくて、複数の地区で行われ

ているもの、また全市的に行われているような取り組みそういったものについて

は、地区名のほうは現在省略をさせていただいているといった状況でございます。

とはいっても今のご発言の中で、例えば３地区でやっているならそういった３地
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区という文言であったりとか、どれだけの地区でやっているのかといったところ

もわからないと、なかなか情報としては足りないんじゃないかといったところも

あったかと思いますので、そういった、少しでもこちらでわかるようなものはプ

ラスしていきたいなというふうに思いますので、次回以降、そういったところも

修正したものをお示しできればと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

北島副委員長： はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。 

 

椎野委員：はい、わかりました。今報告されたように、委員のほうでは65件の中の55件で

この結果を一応まとめてみましたということですから、地区別に委員が出したも

のがカットされたのが少ない。大体同じようなことがこの柱の１、２、３に網羅

されているのかなというふうな捉え方を今いたしました。だから、あとは地域の

進捗管理というのが、地域でしっかりこれからやる必要性があると思うんですね。

ですから地域で出して、私が委員として地区で出しましたから、今度は地域活動

をやっていただいている事務局とセンター長と整合した中で、御所見はこれを進

捗で出したんだということをちゃんとしておいて、その進捗によって次の進捗を、

向上したのかな、しなかったのかなを見ていけばいいかなと。ですから地域でし

っかり今度は進捗管理は行って欲しいということを付け加えておきます。 

 

北島副委員長：ありがとうございます。どうぞ、 お願いします。 

 

事務局：すみません、私のほうから。市民センターの方にこのシートが、まず話がちゃん

といっているのかどうかというところが、ちょっと、さっきの質問から漏れたの

で、付け加えさせていただきます。今日の委員会をもちましてセンター長のほう

にはですねこの計画のシートを事前に見ていただいていますこれからこの委員会

の方にさっきお話があった自分の地区だけではなくて他の地区のところもこの取

り組みをしているんだよというところを見てもらうというかたちで協力のほうの

依頼をさせていただきますので、それはセンター長だけではなくてそのセンター

の職員ですねそういう方たちの力も少しお借りする中で、依頼のほうをしていき

ますのでよろしくお願いします。 

 

椎野委員：当然そうだと思いますね。それがＰＤＣＡだからさ。はい、お願いします。 

 

北島副委員長：はいありがとうございます。その他皆さん、はい、どうぞお願いいたしま

す。 

 

堀口委員：地域の取り組みの情報収集のところなんですけれども、②の委員の情報収集と
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いうのは、皆さん、これはもう明らかなんですけれども、 あとセンターですよね。

で、中を見てみますと③の資料ですよね、情報提供は地区社協というふうになっ

ているんですけれども、このシートは地区社協にも行っているんでしょうかね。

情報提供が地区社協になっていて、でも私も社協には６年行っているんですけれ

ども、全然こういうことには、聞いていないのでね。民生委員の代表で来ている

んですけれども、地区社協にも来ているのかなと思って、自分のところだけこの

シートには書いたのですけれどもね、どこの範囲までそれが行っているのかなと、

このシートが、それがわからなかったものですからちょっとお聞きしたいんです

けれども。 

 

北島副委員長：はい。事務局からはいどうぞ。 

 

事務局：ありがとうございます。地区社協の皆様の取り組みにつきましては大きく分けて

２つの情報収集の方をさせていただいております。１つ目が、この委員の皆様の

方からの情報収集ということで、北島委員と川原田委員のほうからご存じの取り

組みというところを挙げていただいております。そしてもう１つが、藤沢市の社

会福祉協議会の皆様のほうから情報をいただいておりまして、市の社会福祉協議

会さんにつきましては、当然、全てではないのかもしれないのですけれども、各

地区で行っている地区社協さんの取り組みというところを把握されておりますの

で、それで、一旦、把握している情報をこちらにいただきまして、まとめさせて

いただいたという。委員の皆様からのご協力と、藤沢市の社会福祉協議会の皆様

の情報を、その２つで今は集約しているというところになっております。今後、

まず市民センターのほうに協力をいただくかたちになりますので、そこでそれぞ

れの地区の特性が出た取り組みが出てくるのではないかなというふうに想定して

いるところではございますので、よろしくお願いいたします。 

 

北島副委員長：いかがですか、それでよろしいですか。 

 

堀口委員：すごく根本的に、ずっと私が疑問に思っていたのは、本当に実際に地域で福祉

に携わっている者がこの計画を知らない、地区社協の者も知らないというところ

でね、本当に根本的にはそういった話を各地区で福祉に携わる者が聞くというこ

とが第一だと思うんですね。そこで各団体にこの管理シートをお渡しして聞く。

だから関係ない団体が、あそこはこういうふうにやっているみたいだ、みたいな

感じで書くんじゃなくて、直接その携わってる団体に管理シートをお渡しして書

いてもらうのが一番確実じゃないかなと思うんです。 

 

北島副委員長：そうですね。私も感覚としては思っています。 
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椎野委員：今おっしゃる通りなんですね。ですから、あるところまではこの情報は行くん

ですよ。だけど、本当にやっている、主体性を持ってやっている地区の活動団体

にはなかなか行かないんだよ。だから、それは市民センターのやり方も１つはあ

ろうかと思うんです。本当の市社協の取り組みも、なかなか地区社協の人が情報

を持っているのに、それが届かない面もあるんです。だからそういうのをしっか

りやらないと、次のステップにはなかなか効果は出てこないよな。この2020が始

まって、これはずっとやってきたけど、市民だっておそらく調査をしたら半分も

知らないんじゃないの。私も防災の推進大会にこの情報は結構ＰＲしているんだ

けど、ほとんど知らないよな。だからおかしくなっちゃうんだ。だから活動が活

発化しないんだよな。はい、そういうことです。 

 

事務局：ちょっといいですか。 

 

北島副委員長：はい、どうぞ、事務局から。 

 

事務局：ありがとうございます。先程いただいたご意見の中で、福祉関連の団体さんに直

接聞くといったお話があったかと思います。これは本当におっしゃる通りで、そ

ういう各地区の団体さんのほうにお邪魔をさせていただきまして情報をするほう

が確実なものをいただけるのかなというふうに思っております。ただですね、今

回につきましては、まずどこまでの範囲のものを記載するかというところなかな

か決まっていないといった状況の中で、いきなり行ってしまっても混乱をさせて

しまうのではないかといったところがありました。ですので、今年度につきまし

ては、まずは委員の皆様からいただいた情報を１つの基準というふうにさせてい

ただきまして、そういった各センターのほうに情報を追記していただくと。その

後、今年度以降のお話になりますけれど、来年度、また頭あたりにですね、各地

区のほうを回らせていただきまして、この地域福祉計画とはこういうものですよ

というふうにお伝えするのと同時に、このいただいた進行管理シートも併せてお

伝えするかたちで予定しております。そうすることによって、福祉計画という概

念の部分だけではなくて、具体的な取り組みとしてはこういうことがされている

んだというようなイメージをしやすくできるのではないかと思っております。そ

ういった中で、そこでも意見交換等々をさせていただく中で、本当はうちではこ

ういう取り組みをやっているんだよ、というような情報が、もしあるようであれ

ば、次年度以降の進行管理につきましてはそういう団体さんにもご協力をいただ

きまして、情報を集めていきたいというふうに考えております。なので、今回の

ものにつきましては、まだ完成版ではないと。まだ今年度やるものについてはこ

れで完成版ではなくて、また来年度以降、修正等々どんどん加えた中で、少しで

も良いものにしていくといったところで予定しておりますので、ご承知おきをい

ただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
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北島副委員長：はい、ありがとうございます。その他、皆さんからご意見。はい、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

松長委員：松永です。こちらの計画書の15ページと16ページに、地域福祉を推進するため

の考え方というものと、圏域の捉え方というところが出されていますので、これ

は、色々な自治体の中で作られている計画の中で多く取り上げられている考え方

や原因の捉え方の整理なんですけれども、今回の整理を、進行管理をどこまでや

って行くのかということを決めて行かなければいけないんじゃないかなというふ

うに思うんですね。広げれば広げるほどきりがないところもあったり、時間であ

ったり、まずは先ほど事務局の方が言われたように、最初はここまででまずやっ

てみましょうということでの積み上げなのかなと思うんですね。この地域福祉計

画自身が、やっぱり制度施策の進行管理ということで、具体的な地域の取り組み

であったり、社協であったり、必ずしも制度につながる取り組みばかりではない

というところも含まれると思います。そういう意味では、この15ページのどこの

部分を中心に今回は進行管理で見ていくのかといった時に、公助、共助、互助で、

互助のところでは自助と重なる部分、全てに重なる部分ってやっぱりこれはある

わけで、やっぱり我々がこの進行管理といいますか、見るといった時にはやっぱ

り限られてくる。例えば、どこかのセンターで取り組んでいるものというのは、

年間予定表を見れば大体のものはわかるし、事業といった場合にはもう計画があ

ったり結果は見えてくるわけですね。だから、特にその地区によってどういう取

り組みをされているのかとか、ご近所同士の助け合いみたいなものは、行政も社

協も、その他も含めて、知っている人は知ってるし、知らない人は知らないし、

表に出てこない部分だと思うんですね。だから、せっかくその考え方ということ

であれば、どこに、少なくとも、その、公助と共助のところは漏らさず進行管理

していこうよということなのか、そこをまず、考え方に合わせて範囲を決めてい

く必要があるのかなというふうに思います。そう考えたときに、例えば共助のと

ころは医療関係機関というのがあったりとかしますよね。だから、今回のこの進

行管理については、必ずしも医療に関わることというのはそれほど入ってきてい

ないのかなというふうな印象はあります。それと、16ページのところはですね、

圏域の捉え方ということで、これは市域のところでは市役所と市社協があって、

また13地区というところでは市民センターと地区社協、先ほど地区社協というの

もありましたけど、それ以外にはやっぱり地域包括支援センターなどなどあるわ

けですよね。だから、まずはどこまでのところにこの進行管理をしてもらって押

さえるのかというところの制限といいますか、範囲を決めていくということが必

要なのかなというふうに思います。それと、やっぱり書き方にもばらつきが出て

くるので、やっぱりそこは最初の段階である程度ここと、ここと、ここというふ

うに決めたかたちで、答え方のばらつきがないようにやってみるというのも１つ
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のやり方として考えられるかなというふうに思いました。このペーパーをざっと

見ていく中で、たまたまなんですけれども、17ページのところに、お互いが見守

り支えあいつながる地域づくりというところで、市社協さんの取り組みの中で、

課題というところがちょうど左側の上のほうにあるんですけれども、その中の一

部ですが、中高年の引きこもり等社会から孤立している者の社会参加に向けた支

援というのが、本当に短い言葉ですけれどもあります。この中高年の引きこもり

というのは、昨日たまたま、私、出勤でスタッフと話ししていたんですけれども、

どこにも相談するところがなくてですね、色々と回り回って誰も話を聞いてくれ

ないというところで来る場合もあるんですね。先日の川崎の事件もそうですけれ

ども、8050の問題も、やっぱり50歳になるまでの、本当は福祉であったり何らか

の関わりが必要だったけれどもその歳まで達してしまったといった時には、就労

も難しかったり、やっぱりその、障がいでもなかなか受け入れにくかったりとい

う、非常に関わりにくさというのがあって、ここが相談窓口ですよとか、ここが

こういう情報がありますよというふうに胸張ってできるものというのが、他の対

象と比べてなかったりするわけですね。だから、こういうのが出てきた時にやっ

ぱり逃さないという事のほうがむしろ僕は大事じゃないかなというふうに思いま

す。例えば認知症の問題でも、これは別の地域の社会福祉協議会なんですけれど

も、認知症の中でも若年認知症が数は少ないんだけれども地域の中で見えてきた

と。そこで、やっぱり少しトライアルな取り組みとして、高齢者の中ではやっぱ

り若年の方は入っていきにくいんですよね、場所とか集いのところに。それは制

度にはないけれどもということで、トライアルに社協がこれは助成金を受けて事

業を始めたという事例もあったりするんですね。だからこの辺の取り組みと、見

えてきた課題というところが、その制度の範囲、もしくはそれを超えたところで

あったり、まだまだ見えてないところとか、それが少しざっくりでもこの中から

見えれば、少しそれを積み上げていくことによって、少し制度の充実であったり

制度以外の地区ごとの取り組みにもつながっていけばいいんじゃないかなという

ふうに思いますので、まずやることが重要かなというふうに思います。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。はい、それ

ではお願いします。 

 

松沢委員：先ほどから市社協と、それと地区社協のまとめ方でしょうか、書き方の話が出

ておりますが、前回の時にも、地区社協のほうのご意見、これは地域の取り組み

の市民センターにおいて情報収集ということで私は理解したのですが、今回のま

とめの委員でいらっしゃる鵠沼と大庭については、委員さんから地区社協と一括

してここに意見が記載されていて、全体13地区14社協ですか、その地区社協の取

りまとめは、２つ目の市社協のほうの取り組みの中にも記載されているという理

解でよろしいのでしょうかね。ということは、残り14だと、２つの残り、残り12
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のところが、今、市民センターで情報収集している中でもまた新たに取りまとめ

て出てきているということで、事務局の方というか社協の方に聞いたほうがいい

んでしょうか、よろしいでしょうか。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございます、事務局、お願いします。 

 

事務局：ありがとうございます。まず地区社協さんの取り組みの部分なんですけれども、

お話を今いただいた通り、川原田委員、北島委員の鵠沼、大庭につきましてはこ

ちらにもう既に記載させていただいております。市社協さんのほうからいただい

ている情報というのは、それぞれ市社協さんのほうが把握されている、集約され

ている地区社協さんの取り組みになりますので、そちらについては、この進行管

理シートの市社協さん分の取り組みの方ではなくて、地域の取り組みのほうに記

載をさせていただいております。なので、この地域の取り組みのほうをご覧いた

だきますと、情報提供の中で地区社協というふうに書いているところがあるかと

思うんですけれども、その中には、それぞれ委員の皆様からいただいたものもあ

れば、市社協さんのほうでまとめた地区社協さんの取り組みもございますので、

そこは混在しているといった状況になっております。また、市民センターの部分

なんですけれども、この情報を、この後、市民センターのほうに送付いたします

ので、足りない部分の地区社協さんの取り組み等々については市民センターから

出てくるだろうなというふうに現在想定しているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。また、併せて、先ほど松永委員からいただいた意見の部

分で、こちらでも気づいていなかった部分ではあるんですけれども、地域等の取

り組みであったり、市社協さんの取り組み、また行政の取り組みの中で、課題の

部分があるかと思います。この進行管理シートを作って、その後の目的といたし

ましては、それをいかに地域に伝えていって地域がイメージしやすくするかとい

うところであったりとか、後は、取り組みのきっかけにするかといったところだ

ったかと思うんですけれども、ご指摘の通り、その課題という部分にもスポット

を当てまして、課題をうまく集約、また分析することによりまして、色々な傾向

であったりとか共通の課題等々が見えてくるのかなというふうに思いました。で

すので、まとめた後に、ただこれを伝えるというところだけではなくて、その課

題の部分であったりとかも、もう少し事務局側で分析させていただきまして、そ

れをどう捉えていくかといったところも併せて検討させていただければなという

ふうに思いましたので、併せて宜しくお願いいたします。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。はい、お願い

します。 

 

伊原委員：特に意見ということではないですが、先ほどから地区社協さんの情報について
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社協云々というようなお話の中で、危うく誤解をされでも宜しくないかなと、社

協がなにか暗躍してるんじゃないかなみたいな、そんな誤解があってもいけない

かなというようなことで、市社協が、地区社協さんの情報で持っていることにつ

いて、日頃からお仕事を一緒にさせていただいている中で、そこからの情報です

とか、あるいは定期的に地区社協さんと社協とで会長さんなどと情報交換をやっ

ております。一定程度それまでの地区社協さんなどのやっている事業などについ

て、色々と、こういうことをやっているよとか、あるいは、こういうことが課題

だねみたいなことを情報交換をさせていただいている中からの、今回、色々試行

中ということの整理の中ですけれども、情報提供を、そういったことでさせてい

ただいてるということでございますので、その辺だけ委員の皆さんにはご承知お

きをいただければと思います。  

 

北島副委員長：ありがとうございました。その他いかがでしょうか。ちょっと補足になる

かもしれませんけれど、地区社協の連絡協議会というのを作りまして、定期的に

意見交換をやっているんですけれども、実際には大変難しい問題があります。例

えば進行管理の問題なんかでも、私なんかも、やっていてどこまでが本当に進行

しているのか、これでいいのか、100％いくまでにあとどれくらいあるのかという

ことが全く見当がつかないことが多々あります。進行管理については、本当に私

たち現場でやっていると、どこまで進んでいるのかな、これでいいのかなとちょ

こちょこ考えながらやっているのですけれども、現場は、皆さん現場お持ちなん

ですけども大変難しい、そういう点では難しいなという感じを受けてやっており

ます。それから情報収集につきましても、連絡協議会をやっているんですけれど

も、なかなか細かいところまではどうしてもそこまで行き届いておりませんので、

これは市の社協の皆さんからも色々意見を出していただいて、私たちも意見を出

して、連絡協議会という打ち合わせをやっているんですけれど、この福祉計画が

末端まで浸透しているのかということを考えますとね、難しいなと。もちろん

100％でもないですけれど、せめて50％くらいあればいいかなというふうに思って

いるんですけれども。これはこれからの問題だと思いますけれども、地区にとっ

ては本当に細かい事を一つひとつ積み上げていく、それが本当に目標に向かって

何％ぐらいいっているのかなと、とっても私たちは判断が難しいといつも悩んで

おります。でも、それでもやっぱり計画は計画として進めなければいけないんで

すけれども、末端の私たちの取り組みについては、大変色々なことに難しい問題

が、皆さんもそうでしょうけれども、あります。これから、特に福祉計画につい

てはもっともっと私たち自身が勉強し、あるいは連絡協議会を通じて広めていか

なければいけないなということは思っておりますので、是非、今年度から少しで

も進んでことをやっていきたいなというふうに思っております。はい、それでは

いかがでしょうか。その他ご意見はございませんでしょうか。はい、ないようで

すので、またご意見がありましたら後ほどでも結構ですから、ご意見を出してい
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ただきたいと思います。 

 

（３）次期計画改定に向けた地域福祉に関するアンケート調査について 

 

北島副委員長：それでは第３番目の、次期の計画改定に向けた福祉計画に関するアンケー

ト調査について、事務局からご説明をお願いいたします 

 

事務局：こんにちは。地域包括ケアシステム推進室の佐藤でございます。今年度から、私、

推進室に赴任いたしましたのでよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたし

ます。次第の冊子の資料５、５ページをご覧ください。こちらの議題に関しまし

ては、地域福祉に関する今回の、次期改定に向けたアンケート調査に関しまして、

私のほうからざっくり概要とスケジュールのほうをお伝えさせていただければと

思います。５ページのスケジュールに関しまして、平成30年度、昨年度までに、

アンケート調査の項目の検討が着手したところでございます。こちらのアンケー

ト調査に関しましては、昨年度までに大項目のところまでは組み上げたところで

ございます。今年度ですね、アンケート調査に関しましては、本日６月24日及び

２回目の８月26日までに、アンケート調査の設問項目、小項目までを確定させま

して、11月頃に実際のアンケート調査というところで進めていければと考えてお

ります。今年度中にアンケート調査を実施しまして、ある程度の集計をしまして、

最後の委員会３月23日の日にアンケート調査の速報版というかたちで結果報告ま

で進めていければと思います。まずスケジュールの確認です。１枚めくっていた

だいて、資料６の６ページになります。こちら、今回行う地域福祉に関するアン

ケート調査の実施概要の案というかたちでまとめさせていただいております。左

側に前回調査、平成28年に行った調査で、右側に今回11月に実施する予定の調査

というかたちで記載しているものでございます。調査目的から始まりまして、今

回盛り込んだものに関しましては下線で新たに引いているところでございます。

まず、一番上の目的から確認していただければと思うんですが、目的につきまし

ては、「『藤沢市地域福祉計画2020』における事業の効果を検証するとともに、

地域福祉の現状及び居住の地区や地域での日頃の暮らしの変化、またこれに伴う

新たな課題等、地域住民の意識を把握する」としております。今回新たに１つ要

素を付け加えたところでございますが、「また、支えあいの地域づくりに向け、

関連する障がい・高齢・子ども等各福祉施策に関する地域住民の意識を把握する」

としております。こちらに関してはちょっと下のページ、7ページを見ていただけ

ればと思います。こちらには、参考として各関連する計画のニーズ調査における

概要を記しております。上からいきいき長寿プラン、高齢の計画、障がい者プラ

ン、そして子ども・子育て支援事業計画というかたちで記載しておりまして、着

目していただきたいのは対象とされる部分でございます。こちらに関しましては

まず高齢の計画に関しましては65歳以上の方、あるいは要介護認定の方、要支援
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認定の方ということと、あと事業者さんということになっております。障がい者

プランに関しましては18歳以上の当事者、及び障がい児の保護者もしくは団体で

あったり、事業者さんへのヒアリングとなっております。子ども・子育て支援計

画に関しましては、乳幼児の世帯の方、もしくは児童の世帯ということで、見て

いただくとわかる通り、こちらの関連３計画に関しましては対象を絞っているか

たちで、当事者に関する意識であったりとかニーズを確認するための調査という

ことになります。片や今回のこの地域福祉計画の調査に関しましては、対象を限

定しないかたちの一般市民に向けた意識調査ということになりますので、狙いと

しては高齢や障がいの施策への関心度であったり、課題であったりとかそういっ

たものもはかれるような地域福祉計画の調査として行きたいということ。ひいて

は障がい、高齢、子どもの各施策であったり、計画に反映できるようなつくりに

もしていければと考えております。そういった意味で、こちらの目的のほうで要

素を１つ付け加えた点というところでございます。あとですね、詳しく確認です

が、対象者に関しましては前回の委員会の方で80歳までという上限を撤廃いたし

まして、満15歳以上の市民というかたちにしております 。あと、大項目の調査項

目に関しましては３月の委員会である程度確定しておりますが、１つ追加した要

素ということで、支えあいの地域づくりに向けて、地域共生社会という項目を付

け加えております。これが概要の説明というかたちになりますので、ここからは

ですね、各詳細の項目について引き続き説明があります。 

 

事務局：続きまして、アンケート調査、今回行う調査の具体的なものについてご説明でき

ればなというふうに思います。資料といたしましては今ご覧いただいているペー

ジを１枚おめくりいただきまして、８ページをまずご覧いただければというふう

に思います。この８ページにつきましては、前回の調査ですね、平成28年に調査

した時のアンケート項目一覧というふうになっておりまして、併せて皆様のほう

に事前に送付させていただいております、資料７、冊子ですね、ちょっと薄めの

方の冊子ですね。こちらが前回、対象の方にお送りをしていただいたアンケート

用紙になっております。そちらの中身を集約したものがこちらの８ページに記載

されているというふうにご認識いただければというふうに思います。また、併せ

て厚めの冊子、資料８と書いてあるものもお送りさせていただいているかと思う

のですけれども、この資料８については、皆様にも毎度お配りさせていただいて

おりまして重複してしまって大変恐縮ではありますが、アンケート調査をした結

果をまとめた報告書になっております。こういった結果を加味する中で、では今

回はどういうアンケート項目がいいのかなといったところを、是非皆様からご協

議、ご助言いいただければなというふうに考えております。今回、具体的にお話

をさせていただく部分でございますけれども、隣のページのＡ３の９ページ、資

料10をご覧いただければなと思います。まず、こちらの資料の見方についてご説

明できればというふうに思います。まず一番左側の列ですね、タイトルで平成30
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年度第４回委員会提示項目と書いてあるものでございますけれども、この左側、

こちらに同様のものが９ページから14ページまで続いているかたちになりますの

で、そちらもご承知いただければと思うのですが、資料10と書いてある９ページ

を参考にご説明できればというふうに思います。一番左側の列でございますけれ

ども、こちらが前回の委員会で皆様にお示しをしたアンケート項目になっており

ます。前回、こちらから案として63問ほど、こういったものはどうでしょうかと

いったようなものをお示しさせていただいたかと思うんですけれども、そちらを

記載しているものが一番左側の列になっております。続いて、真ん中の列でござ

いますけれども、こちらが令和元年度第１回委員会提示項目ということで、今回

新たにお示しをさせていただいている案になっております。その新しいところに

ついては、前回から修正をしていたりとか、加筆、前回なかったところを新たに

追記していたりとか、また逆に、前回の委員会では提示していたけれども、わけ

あって、こういったわけで無くしましたといったようなものも記載をさせていた

だいております。ですので、真ん中の列の一番右側の、判断と書いてある欄があ

ると思うんですけれども、変更であったりとか新規であったりとか、そういうふ

うに記載されているところがあるかと思うんですけれども、そういうふうに書い

てあるところにつきましては、前回の委員会でお示しした項目から何かしらの変

更、修正、削除があったといったようなものになっております。今回につきまし

ては、併せて前回お示しできていなかった選択肢の部分についてもお示しをさせ

ていただいております。選択肢についてもまだまだ修正の余地があるかと思いま

すので、是非皆様からご意見をいただければなというふうに思っております。こ

の計画については、ただ、このアンケート自体、計画を作るだけのアンケートに

するのではなくて、アンケートを作るのはもちろんのこと、今後様々な施策を作

るのに反映できるような項目にもしていければなというふうに考えております。

例えばなんですけれども、10ページをご覧いただければと思います。10ぺージの、

令和元年度第１回委員会提示項目の列の、問21と書いてある、「あなたが近所と

考える範囲はどの程度ですか」という部分なんですけれども、こちらは先ほど松

永委員のほうからお話があったところにはなるんですけれども、その圏域の部分

の捉え方になるんですけれども、今、この福祉計画に書いてある圏域というのは、

あくまで行政側が示しているものになっているんですけれども、そこのニーズ調

査と申しますか、各市民の方々がどう考えているかというところをなかなか聞け

ていなかったという実状がございます。ですので、その圏域についても、今回ア

ンケート項目で新たにお聞きをすることによりまして、福祉計画の中に盛り込む

のはもちろんのこと、今後施策を進める中で、どこの圏域別にアプローチをして

いけばいいのかといった１つのヒントになってくるのではないかなというふうに

考えております。また、先ほど冒頭の説明でもありました、この計画というのは、

高齢、障がい、子ども、それぞれの計画にも関連するものでございまして、それ

ぞれの計画のアンケートについてはそれぞれ対象を絞って聞いているものでござ
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います。ただ、この計画については対象を絞らずに聞けるものがございますので、

そういった点も踏まえた中で各分野のことをしっかりと盛り込んでいきたいなと

いうふうに考えております。とはいっても設問にどうしても限りがある。今、こ

れ、削除とかもして新しくお示ししたものでも、結局50問ちょっと、まだお示し

をしているかたちになるので、多くても40問から45問ぐらいにしないと、回答す

る側からすると疲れてしまうのだろうなと、また回答率も下がってしまうのだろ

うなというところがありますので、そういった子ども、障がい、高齢の設問とい

うのを新規で設けるところにも、どこかで限界が来てしまうのではないかという

ふうに考えております。ですので、新しく設問を設けるだけではなくて、例えば

選択肢の中で上手く盛り込むといったところも１つ考えていければなというふう

に考えておりまして、例えばですね、13ページをご覧いただければと思いますが、

13ページの令和元年度第１回提示項目の列の、例えば問38、「日々の生活で困っ

ていること、悩みは何ですか」というところに、子どもの視点であったりとか、

高齢に関する健康介護の視点 、また防犯だったりとか防災の視点であったりとか、

様々なものがあるかと思うんですが、そういったところもしっかりと設ける中で

市民の意識調査をする。また同じページの問41については、今後市が重点を置く

べき地域福祉の施策とは、というところにも子ども、高齢、障がい、またそれ以

外にも、生活環境の部分であったりとか、ボランティアの部分であったりとか、

そういったところもしっかりと盛り込むことによりまして、各分野の情報もしっ

かりとこちらで盛り込ませていただくというところを予定しているところでござ

います。そして最後に、このアンケート、こちらは次回以降でも全然間に合うの

で今回でなくても結構なんですけれども、アンケート調査の回答率といったとこ

ろも昨年度以来議題になっていたかと思います。今のアンケート調査の調査用紙

には、文言しか書いていないかたちになっておりまして、例えば前回ですと、絵

とかを入れたらもうちょっと回答率が上がるのじゃないかなといったところもご

意見としていただいたかと思いますし、また、様々な工夫をもっとするべきでは

ないかといったご意見もいただいていたかと思います。ですので、アンケート調

査の用紙についても、ただ文言を記載するだけではなくて、例えばアンケートの

中でもわからない文言とかあるかと思うのですね。今パッとは思いつかなくて大

変恐縮なんですけれども、ここのアンケート項目に記載されていてもちょっとわ

からない文言とかについては別枠で、この文言はどういう意味だというような索

引というか、用語解説的なものをつけるであったりとか、様々な工夫ができるの

ではないかなというふうに考えております。そういったこともする中で、しっか

りとアンケート調査を迎えることができればなというふうに考えておりますので、

本日につきましては、今、この12問ある中でそれを減らすという作業と、また併

せて修正をするという作業、またですね、アンケートの回答率を上げるといった

工夫のところについてもご意見をいただければなというふうに考えておりますの

で、ご協力をお願いいたします。最後に15ページの資料11をご覧いただきたいと
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思います。こちらについてはですね、補足程度でお聞きいただければと思うので

すけれども、昨年、福祉健康部長の片山部長のほうからも話があったかと思いま

すが、この地域福祉計画につきましてのガイドラインというものが国から示され

ました。その中で具体的なものというのはなかなか、どうしても市町村の裁量に

よるものにはなってしまうのですけれども、盛り込むべき事項というものが示さ

れておりまして、この資料11の四角囲いになっているアからタまで記載されてい

るところ、こちらについては福祉計画のほうで極力盛り込んでくださいね、盛り

込めるのであれば盛り込んでくださいねというような指定と申しますか、示され

ているものになっております。例えば、高齢、障がい、子どもの各福祉分野のう

ち、重点的に取り組むべき分野に関する事項といった、そういう概要と申します

か、ふわっとした部分から、例えば居住に関するものであったりとか、市民後見

人という言葉であったりとか、非常にそういうスポットを当てたような単語も出

てきておりますので、こういったところも是非ご意識をいただきながらアンケー

ト調査を作成できればな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。説明については以上になります。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。内容がちょっと複雑になっていますけれ

ども、今、説明いただきましたこの件につきまして何か、ご質問、ご意見でも結

構でございます。どうぞ、はい、よろしくお願いします。 

 

伊原委員：伊原です。ちょっとてにをは的な部分になってしまうところはあるんですけれ

ど、新たなアンケート項目、資料10の問11の選択肢のところなんですけれども、

この問が、「あなたは週にどれくらいの頻度で外出されていますか」という問な

んですけれど、例えば、今回アンケートの対象が15歳以上で、上が年齢制限なし

ということなんですけれど、例えばこの外出って、学生さんだったら学校行って

る時は含むのか、我々みたいに勤め人なんかはそれも含めるのかどうかというか、

ちょっとね、やっていてそこがどうかなと思ったのが１つと、あと、次の問12で

すか、問12の選択肢で、多分これ、選択肢の内容がちょっと他のと混ざっちゃっ

てるのかわからないですけれど、ここをちょっと見直ししていただければと思う

のと、あとですね、問16ですが、10ページのところで、「あなたは次の場所を知

っていますか（ボラセン・市民活動推進センター）」とあるんですけれど、この

通り出すとしたらいいんですけれど、ボラセン、ボランティアセンターを知って

いる体での問かなというふうに思われるので、これについて知っているかどうか

ということをまず聞くか、ここは略さないほうが失礼にあたらないのかなという

こととか、あと、最後なんですけれど、12ページの問31-1なんですけれど、「あ

なたが成年後見制度を利用することになった場合、どなたに後見人をお願いした

いですか」という問なんですけれど、確かに後見人のジャンルというか 区分とし

ては親族、士業、あるいは社協、市民後見人などとあると思うんですけれど、こ
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れはご本人が希望して選べる区分とそうでない部分とあると思うので、一応こう

いう聞き方でいいのかなというのはちょっと感じたところです。細かいところで

すみませんけれど、以上です。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。事務局からお願いします。 

 

事務局：ありがとうございます。まずですね、すみません、こちらの記載ミス等々もござ

いまして、その点はすみません、この場を借りましてお詫びさせていただければ

なというふうに思います。また、本当にご意見をいただいた中でどこまで書くか

というところになってくるかと思うんですけれども、例えば問11の「どのくらい

の頻度で外出されていますか」といったところの中で、その外出の種類って確か

にあると思うんですね。仕事とかで行く場合と、何か遊びとか交流で行く場合と、

できればそこまで聞いてみたいなというふうな思いもあるんですけれども、なか

なか設問的に聞けない部分も、限界がどこかで来てしまうのだろうなというとこ

ろもあり、今は外出というふうにちょっと大きく記載してしまっているのですけ

れども、ちょっとそういった視点を、今一度すべて見直しをさせていただきまし

て、ちょっと限界がある部分についてはどうしてもこういう聞き方になってしま

うかとは思うのですけれども、可能な限りもう少し具体的なそういうアンケート

項目に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。あと知名

度の部分の、「ボラセン・市民活動推進センター」というところなんですけれど

も、すみません、これは一時的にこういうふうに記載をしてしまっているだけで

あって、本来はこういう記載をするつもりはないということを併せてご承知いた

だければと思います。また、ここですね、前回のアンケート調査の結果が出た後

にもお話が出ていたかと思うんですが、例えば地区ボランティアセンターの部分

について、知名度があまり高くなかったといった結果が出ていたかと思います。

ただ、それについては地区ボランティアセンターという言葉を知らないだけで、

例えばぬくもりという言葉であったりとか、村岡地区のぬくもりであったりとか、

鵠沼地区のささえであったりとか、そういう言葉であれば知っている人がもっと

増えるのではないかなといったご意見もあったかと思います。ただ、これをアン

ケート用紙の中に全て記載するのはなかなか難しいかと思うので、先ほど申し上

げた用語解説的な、そういった工夫もする中で、少しでも回答がしやすいような

工夫もしていければというふうに考えておりますので、その点も併せてご承知お

き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。  

 

北島副委員長：はい、どうぞ。 

 

椎野委員；今、社協からのちょっと質問に対して、問11のところ「保健福祉の情報が入手

しやすくなったと思いますか」という項目なんですけれど、 保健福祉っていうの、
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私がさっきから情報が地区に伝わらない、市民に伝わらない、伝わらないという

毎回そういう話が出るんでね、ここのところどうでしょうかね、福祉計画の情報

を入手しやすくなったと思いますか、全体的にそういう捉え方をして、それで、

そこのところは入手しやすくなったかというふうにつなげていく。保健福祉だけ

じゃないと思うんだよな。だからやっぱり、この活動そのものが、市民も一緒に

やっていくことですから、そこのところの情報がどうなっているのかという質問

のほうが私はいいかなというふうに思います。それからもう１つ質問がありまし

た。市民活動センター、御所見なんかは全く活動センターまで遠いから行かない

ですよ。全く、市民センターを、ですから名前すら知らない人もいっぱいいます

よね。だから御所見にそういう設問がいっても、ほとんど大概知らないというふ

うになっちゃうんだよな。だから福祉政策でこういう活動センターの位置付けが

いいのかどうなのかというのも１つはあろうかなと思うんですね。以上です。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。この件。はい、どうぞ。事務局はまとめ

てお返事をお願いします。 

 

越川委員：すみません越川です。１つ質問なんですが、この今回のアンケート項目の検討

について、今回の日にちと次回の日にちで確定をするという予定になっていると

思うんですけれど、今これをいただいて、今回この場でどこまで決めて、例えば

その選択肢の項目を全て確認するとなると、やっぱり時間的、ボリューム的に今

この場ですべて見ることができないので、例えば次回までに何かいただいて、疑

問点を書いて送って、次の会で見直すですとか、そういうことになっているのか、

あと、この質問の大きい項目だけここで揉んで細かいところは別途やるのか、ち

ょっとその辺りが、ボリュームが多すぎてここの場でどこまでやるのかというと

ころをちょっと教えていただきたいなと思います。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございます。どうぞ。 

 

松永委員：すみません、松永です。こちらの次第が入っているものの７ページに、今回そ

の参考ということで、各福祉関連計画におけるニーズ調査というものが挙げられ

ていると思います。これは各行政の対象別の計画においての各調査、ニーズ調査

ということで数千人の調査がやられているということであれば、またこれも次期

計画に向けてということでやられていくものもあるのかなと思うので、こことの

整理といいますか、整合性であるとかが必要なのかなというふうに思います。地

域福祉計画の位置付けというのは、この対象別計画の上位計画に社会福祉法の改

正でなっているという認識の下、あえてこの対象別の計画のニーズ調査の中で聴

いている内容をここで聞く必要が改めてあるのかということ、つまり、ここはあ

くまで地域福祉ということに関するニーズ調査だから、イコール公的福祉でもな
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いということですよね。なので、ちょっと対象別のニーズ調査と、ここで聞くと

いうのは、あくまでその地域ということに特化したかたちでのニーズ調査という

ふうにして行かないと、何かそことの整合性がずれてしまったりとかいうことに

なるんではないかなと。つまり、その個別の課題というものが地域の課題として

なり得ているのかということもポイントになってくるのかなというふうに思いま

す。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。では、事務局からお願いします。 

 

事務局：様々なご意見ありがとうございます。順番にまず回答をさせていただければと思

います。まずは椎野委員からいただいたご意見といたしまして、情報の部分です

ね。今、保健福祉となっている部分なんですけれども、ここも様々議論がござい

まして、地域福祉で文言がいいんじゃないかであったりとか、福祉という文言が

いいんじゃないかであったりといったご意見もありました。ただ、一般的に、一

般的な認識と申しますか、地域福祉という文言がなかなか浸透していない部分が

あるかと思うんですね。ただ保健福祉というところのほうがちょっと身近に感じ

ることもできるのではないかといったところで、今回、保健福祉という記載を、

前回からさせていただいているところではあるんですけれども、とはいっても計

画の情報だけに特化するところではなくて、もっと大きく、地域福祉保健福祉と

いうところの情報をちゃんと入手できていますかといった項目にしていきたいと

思うので、今一度、地域福祉という文言にするか、保健福祉にするのかといった

ところは整理をさせていただければなというふうに思います。また、市民活動推

進センターの部分ですけれども、確かに藤沢地区にありまして、御所見地区から

遠いというところがあるので、確かに知名度ってすごく差があると思うんですね。

ただ、この市民活動推進センター、六会の分室もありますけれども、非常に様々

な活動をされている中で、是非、全市的にこの情報を知っていただくことによっ

て、地域福祉の推進にもそれはつながってくるかと思います。なので、元々設問

を聞く時に、これだけではなくて居住の地区とかも聞いておりますので、地区別

にその差って出ると思うのですね。例えば、藤沢はいっぱいだけれど御所見、長

後とかもっと遠いところについてはなかなか認知度が低いよといったところであ

れば、そこを１つ、スポットに絞って周知をするといったところにも繋がるかな

というふうに思いますので。そういったかたちでご理解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。 

 

椎野委員：はい、理解しました。 

 

事務局：続いての、越川委員のほうからいただいたご意見、今回どこまでやればといった

ところになるんですけれども、本当にそこは、こちらも整理ができていないとこ
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ろで大変申し訳ございません。今回については、このお示ししたものについて本

当にもう、どんなご意見でも構いませんので、この項目の方がいいんじゃないか

とか、これいらないんじゃないか、また選択肢も、もしご覧になっているようで

あればこうなんじゃないかといった様々なご意見をいただければなというふうに

は考えております。確定させるのが、10月中には確定させたいというふうに思っ

ておりますので、今回と次回についてはそういった様々なご意見をいただければ

というふうに思います。皆様に対するお願い事といたしましては、今回お示しし

ている資料というのはあくまで最新の案にはなっておりますので、次回までにこ

ちらをちょっと細かいところも合わせてご覧いただければなというふうに考えて

おります。そちらについて細かいご意見を次回いただいて、またそこでもなかな

か難しいところがあるかと思うので、そこで出なかった意見等々もあるかと思う

ので、その後は郵送等のやり取りも併せてさせていただければというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 最後に、対象の部分になります。

対象の部分についてなんですけれど、対象というか、子ども、障がい、高齢者の

計画とのアンケートの整合性というとこなんですけれども、そちらについては、

先日から、それぞれの関係する計画の担当の方にお集まりいただきまして、調整

を図っているところでございます。それぞれの計画でどういう選択肢を設けてい

るのかなというところであったりとか、そういったところをまず共有させていた

だく中で、重複したらもったいないというところがあるので、まず重複をしない

という大前提がある中で、それぞれの計画で聞く意図、また計画で聞く意味とい

うところがあるかと思います。そういうところはしっかりと整理をさせていただ

いた中で、地域福祉計画であればその地域という視点を忘れずに、それぞれ、例

えば子どもの計画ではなかなか聞けないところ だけれども地域福祉計画だった

ら聞ける部分等々もあると思うので、そういったところを今後も適宜調整をさせ

ていただきながら、また整理をしていきながら、この項目を設定したいというふ

うに考えておりますので、無駄がないような項目にし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。 

 

事務局：すみません、ちょっと補足でございます。福祉の関連計画、障がい、高齢等の計

画で聞くべきことと、いわゆる重複は避けるということなんですけれど、例えば

この地域福祉計画が地域共生ともう１つの狙いがあると思いますので、例えば障

がい理解が地域でどのくらい進んでいるかであったりとか、認知症高齢者の方へ

の理解が地域でどのくらい進んでいるか、あとは施策への関心度がどのくらいあ

るかということは、この地域福祉計画において聞くに相応しい内容ではないかと

思っていますので、そこら辺は、今、各関連の計画の担当者とこれから打ち合わ

せをしながら進めていくところでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。 
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椎野委員：さっき市社協から質問がありました、問38のところの選択肢のところの８番「防

犯や交通安全などの安全面」で終わっているんだけれども、ちょっと生活環境と

いうのを入れていただけませんかね。生活環境っていうのは結構問題があるんで

すね。今、世界的にもプラスチックが問題にもなっているし、福祉面でもあそこ

のところは全然、安全面でも生垣が出っ張っちゃって駄目だとか、そういうのは

相当あるんですね。ですから生活環境、地域活動でもこの防犯、交通、防災、生

活環境、この４本の柱が一番重点なんですね。お願いします。できたら。はい、

終わります。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。この件で事務局から何かありますか。 

 

事務局：１点だけちょっと確認なんですけれども、生活環境というところなんですけれど

も、今、プラスチックという、さっきお話もあったと思うんですが、環境という

意味ではなくて、いわゆる生活の環境という、エコロジー的な意味ではなくて生

活的な環境という認識でよろしいですかね。 

 

椎野委員：不法投棄なんかも非常に困っている問題ですね。 

 

事務局：ああ、なるほど。いわゆる環境問題的な。 

 

椎野委員：環境というか、生活に災いの出る、そういう意味で私もお願いしたんですけれ

ど。 

 

事務局：わかりました。ちょっとその視点、文言はどうなるかわからないですけれども、

どのように盛り込むかというところも併せて検討させていただければと思います。

ありがとうございます。 

 

北島副委員長：はい、どうぞお願いいたします。 

 

木村委員：木村です。問22の新しい質問なんですけれども、他の設問と比べて答えが非常

に、他は「私は」が主語で簡潔に答えられるような設問なんですけれども、この

場合ですと、自分が、例えば挨拶や声かけをしていないというような答え方に選

択肢になるのかなと思うんですけれども、これだと周りの人のことを自分が評価

するようなかたちの答え方ばっかりになるんですね。支えあいが少ないとか、住

民意識が足りないとか、自分のことではなくて人のことを評価してここにつける

ような感じがするので、ちょっと、設問に対してきちんと答えられるような選択

肢に直すか、または自由記述にするか、少しご一考をいただけたらなというふう
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に感じます。お願いします。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。今日は発言

が少ないようです。是非ご発言を。はい、どうぞ、お願いします。 

 

市川委員：市川と申しますけれども、色々細かいことにつきましては、越川さんがいわれ

ましたように、今これをババーンと見てもわからないところがありまして、一遍

これでですね、回答をともかくみんなが出したらどうかと思うんですね。出した

のを事務局のほうでまとめて、同じような、わからない、とんちんかんな答えが

あるなとか、こういう答えもあるのかという、そういうのを集計するようなこと

にしたほうが、一番、アンケートの場合はですね、ともかく作る側と答える側、

答える側に常に我々ならなければいけないんですけれども、ここにいる委員の方

は、業者の方も一部入っておられますけれど、一般的に市民ですから、市民の目

線での、このアンケートに対しての感覚というのをとっていただく意味では、こ

ういうかたちでとりあえず設問を作りましたのでお答えを出していただけますか

というようなかたちで、我々にね、まず１発やれば、今色々な方がご質問されて

いるような内容、これはこういうほうがいいんじゃないかとかというのは出てく

ると思いますので、是非、１回、回答した方がいいんじゃないかなと思いますね。

私どもも色々アンケートをとる機会があるんですけれども、取る側の意向だけが

どんどん出ちゃってですね、実際に書く段階になると、いやこれは何を書けばい

いのかなというようなことがありますので、そういうふうにしたらどうでしょう

かという提案でございます。以上です。 

 

椎野委員：ちょっと今、市川さんがおっしゃったことも当然そうだと思うんですが、私も

ね、やっぱりこの福祉計画に反映できるような設問がしてあればいいかなと。じ

ゃないと、今、市川委員がいうように、それもごもっともだと思うんですね。た

だ、その気持ちというのはなかなか、相手の気持ちを読むというのは非常に難し

いのでね、それに努力をしながら、福祉計画に反映できる問の、問いかけのほう

を重視していただくのがいいかなと私は思っていますけれどね。 

 

北島副委員長：はい、続きまして何か、事務局から。あ、どうぞ。事務局より前にご発い

いただきたいと思います。 

 

南部委員：南部と申します。私も今おっしゃられる前に、これをいただいて家で実際に試

してみたんですが、やはり答えやすいところと答えやすくないところ、それから、

例えば普通の生活といわれるよりは日常生活がいいんじゃないかとか、この程度

だとか、その言葉の細かいことは、本当に気になった箇所がいくつかあるんです

が、そういうのはもう、事務局がそういうプロと一緒に作ることだからいいのか
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なと思うんですが、それは１つ、本当にやってみると確かに違うなというのは本

当に感じました。それともう１つ、ちょっとこれはお聞きしたいのですが地区ご

との集計というのをまた出すのですよね、これ、各地区ごとに。そうすると、当

然地区ごとの人口というのかな、に鑑みてというのかな、お願いする件数という

のも決めるんですよね。 

 

北島副委員長：これは、事務局はどうですか、地区ごとの。はい、どうぞ。 

 

事務局：ありがとうございます。ちょっと順番が前後してしまうんですけれど、まず南部

委員から今いただいたご意見の中で、アンケートの対象のところです。こちらに

ついては、年齢等々については関連するかたちになりますので、例えば人口の推

計に合わせて確か年齢はやるんですけれど、地区については、地区別の人口に合

わせたかたちでの対象者には示せていないようなかたちになっております。ただ、

前回の結果とかを見ますと、概ね見立ててはやっているんですけども、地区の人

口の順番には並んでいるだろうなというふうになっているんですけれども、そこ

を意識したような対象者にはしていないというようなかたちになっております。

というところになります。 ちょっとそこについては、今一度、こちらとしてもど

のような対象にするか、どのようにな抽出をするかというところは、ちょっと検

討させていただいて、整理をさせていただければと。で、次回以降、併せてお伝

えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

北島副委員長：はい、お願いします。 

 

事務局：あと市川委員だとか南部委員の方からいただいた、実際に委員の皆様でやってみ

るというところなんですけれども、確かに、今、事務局側で作ってここに羅列を

してるだけなので、実際に答えやすい、答えにくいという項目があったりとか、

あとは、また逆に、この文言はなかなかわかり辛いよねといったところも出てく

るんだろうなというふうに思います。とはいっても、逆に椎野委員がおっしゃる

ように、計画に反映できるようなアンケートにしないと、なかなか意味もないと

いったところもありますので、その両側面をしっかり捉えなければいけないなと

いうふうに思っております。その、計画に反映する、しないといったところにつ

いては当然事務局側が主導で考えなければいけないので、そちらはちゃんとそう

いった視点を持ちながら、今後も整理をしていくかたちになるんですけれども、

どうしても事務局ではわからない、その答えやすい部分であったりとか、文言で

わからない部分等々については、是非、委員の皆様からのご協力をいただければ

というふうに思うんですけれども、例えばなんですが、次回までにちょっとこち

ら、もう一度今日いただいたご意見等もまとめた中で、しっかりと答えやすいで

あろうというふうに事務局が作成したものを作成させていただきまして、次回ま



 

- 29 - 

 

でにちょっと皆様の方にこちらをご郵送させていただいて、実際にやっていただ

くということで、ご協力をいただければなというふうに思うんですけれど、これ

はあくまでご提案ではあるんですけれども、いかがでしょうか。 

 

椎野委員：はい、そうしてくださいよ。お願いします。頑張って。 

 

事務局：ありがとうございます。そうしましたら、７月中にこちらから一度整理したもの

をお送りさせていただきますので、そちらについてもご郵送等々のやり取りにな

りますけれども、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。では、次回までに設問をしましてお返事

をいただくというかたちになると思います。その他、いかがでしょうか。説明も

終わりまして、質疑応答も一応終わりましたけれども、後ほどまた質問の時間が

ございますので、その時また何かありましたらご発言いただきたいと思います。

それでは、意見交換の時間をとっていきたいと思います。30分ぐらいとっていき

たいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。地域福祉というのは、本

当に推進するには、施策の方向性とか、実際にどんなふうにするのかという部分

が大変難しい問題、私たちにとっては大変難しい問題が出てきておりますので、

そういう点等を含めて皆さん現場で全部、色々ご活躍していらっしゃる中で、色

んな問題もあるし、やはりこんなことをしたらいいんじゃないかという発言も、

ご提案もいただきたいと思いますので、よろしくどうぞ、ご意見を出していただ

きたいと思いますので、お願いいたします。 

 

 ３．意見交換 

（１）地域福祉を推進するにあたり，「施策の方向性」や「施策の展開」で網羅できてい

ないものについて 

 

事務局：それではですね、いいですか。 

 

北島副委員長：はい、どうぞ。 

 

事務局：意見交換を、先ほど副委員長のほうからお話がありましたけれども、この地域福

祉計画を推進するにあたりましては、やはり今日の発言もありました。いろいろ

ある中で、やっぱり難しい、なかなか広がっていかないという課題がそれぞれあ

ると思います。そうした中で、やはりもっともっとこの地域福祉計画を実効性の

あるような計画にしていく必要があります。これは、努力は、行政はもちろんな

んですけれども、地域の皆さんもこれを意識する中で、やはり身近に感じてもら

わなければいけない。そういった計画が本当は必要なんだろうなというふうに思
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っています。こうした中で、やっぱりこの地域福祉計画、色々議論、発言、あり

ますが、日頃のこの、感じている中で、ちょっと肩の荷を、肩の力を抜くような

かたちで構いませんので、この意見交換の時間を使いまして、この計画、施策の

方向性とか施策の展開、色々事業は羅列していますけれど、こんなところの領域

がちょっとなかったり、こんなところがあればもっともっと広がっていくのでは

ないかななんていうような発言、アイデアとかそういうものが出せればですね、

次回の計画につきまして、今日は資料の一番最後の資料の12ですね、一番このペ

ージの最後にもありますけれども、今日のこの中では網羅できていないものにつ

いての意見交換を柱にですね、先ほどのアンケートの集計結果も結びつける中で、

これまでの第３回目、11月に行った、実施、関連している取り組みであったりと

か、前回、第４回に行いました、実施できていないもの、そしてさらに、今回の

ものは、できていないもの、こういったご意見があれば、これをミックスするよ

うなかたちで来年度の計画の改定に活かしていきたいなと思っていますので、是

非ともですね、発言のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。そういう意味で、是非ご発言をいただき

たいと思います。 

 

椎野委員：いいですか。 

 

北島副委員長：はい、どうぞ。 

 

椎野委員：年度、12月に社会福祉協議会の表彰等々やって全体集会が開かれて、防災の推

進大会、色々なのがあるんですけれど、この、何というのかな、今このようにな

っているよというのをそういう大会の時にね、あそこに400、500人集まるんだか

ら、表彰と講演だけというよりもね、その福祉大会の時にこの報告をちゃんと１

回したらどうかなと。３年に１回でも２年に１回でもいいから、そういう場がほ

とんどないんですね。防災でいくと、今年は１月の25日だっけかな、地域活動推

進大会があって、社協のこの取り組みも、福祉の取り組みを僕はしてますけれど

ね、そういうやっぱり、活動をこうやったんだ、ああやったんだ、その大会だけ

じゃなくてね、もうちょっとあの１階でいろんな情報を伝えていますよね。民協

の活動状況だとか。ああいうところにちょっと、進捗だとかなんか、そういう情

報をＰＲしたらどうかなといつも思っているんですね。この取り組みは、ほとん

どそういう、目で見る情報の提供というのはあんまりないんですよね。だからや

っぱり、もっと目で見る情報というのを、回覧もそうだしチラシもそうなんだけ

ど、やっぱりこの本庁に集まる人の目に届いてもらうような、そういう政策をや

っていったらどうかなというふうに思います。 
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北島副委員長：はい、ありがとうございました。そういう意味で、是非ご意見を出してい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

 

松沢委員：今回網羅できていないところということで、私は、この意見を出す時に、例え

ば自治会町内会に入っていない人たちの災害時の取り組みといいますか、協力に

ついてどうしたらいいのか、町内会長にも聞いてもまだ、未だに結論が出ていな

いとかというようなこともどうなのかというふうに挙げたんですが、でも今また

全体を見返してみると、私も長らく福祉の仕事をやっていて、直接介護とか介助

とかというパーソナルな１対１のサービスというのがどうしても福祉の仕事の中

心となって、町内会に入っているか、防災要支援者の連絡なんか聞いたこともな

いとか、そういう隣近所とか自治会とか、要するに互助とか共助ですよね、そう

いうところの視点が 実は自分の仕事の中でも全く抜けちゃっていて、じゃあ今更

町内会に入っていなくて、いきなり小学校に避難しちゃって、最初の避難する場

所、私は聞いていなかったとかということがあるんですが、それもまた混乱して

困るし、統一的な要支援者の対策をどうしたらいいかというのは、むしろ今回初

めて考えるというか、自分が自治会長をやっていた時もなかなかうまいことがな

くて、さっき副委員長もおっしゃいましたが、なんかやっぱり、どうしたらいい

のかというのが、なかなかみんなが良い考えが出ていないというのが実状ですね。

特に要支援者の。大変なことですけれどね、客観的に。さらに皆さんのほうも、

より、北島副委員長よりまだなかなかっていう、色んな具体的な例があると思い

ますが、皆さんのところではどうなんでしょうか。私が聞くのも変なんですが。 

 

北島副委員長：はい、どうぞ。 

 

椎野委員：ありがとうございます。これはですね、本当に防災でも困っているんです。ど

んどんどんどん加入者が少なくなって、70％を市内全体でも切っちゃっている。

善行なんかは50％だといってるわけだよな。自治連にもよく私も話しかけてね、

何とかしようぜと。だけどこれがなかなか進まない。で、防災協でも、藤沢市防

災協でもこれは問題、課題の中に挙げて、全地区、14地区で取り組むようになっ

ているんです。 私はその未加入者が、脱会する、新しくなっても入ってこない人

をどうするかというのがね、だから私としては立場上、防災を一所懸命やりなが

ら、だから助けあい支えあいをしなきゃ、いざという時に一人の命も救えないぞ

という、私は考え方で推進をしていますね。だけど、それはなかなか、いざとい

う時に脱会者にそういう説明をしても、なかなかもうメリットがない。自治会費

が高い、役員が来る、それをもう、必ず同じような言葉が出てきちゃうんですね。

だからもう自治連の会長さんも、自治会長さんも、各地区の、これはもうやりよ

うがないです。私も藤沢市に申し入れました。だけど藤沢市は矯正すべきところ

はありませんと。これはできませんという回答ですね。だけど、やっぱり藤沢市



 

- 32 - 

 

と連携をしていかないと、この問題は、ゆくゆくすごい大きな問題になっていく

と思うんですね。だから、防災活動でも要支援者活動でも、これは回覧が回らな

いんですからね。その防災訓練に出てくださいよというチラシも、回覧が回らな

いんだから、もう、届きませんよ、情報は。だからもう、閉ざされた未加入者に

なっちゃう。だけど、いざという時には全世帯を対象に安否の確認をやろうとい

うことだけは意思決定しているんですね。これは、だって、隣の人が自治会に加

入、入っていなくて、挟まれちゃって助けないかというと、そうはいかないよね。

だからそういうふうに一所懸命やってるんだけど、なにしろ相手がいることだか

ら、相手をどうね。 じゃあ、火事になって消防が来ないのか、未加入者には来な

いのか。来ますよ。だから自治会費の中にはそういうのが入って、お金を世帯で

出している。これはもうね、事細かく説明しても、どうしても相手がいることだ

から、相手の考え方で全くそれは対応できないのが、今、実状です。そういう状

況なんですね、今質問されたは方ね。 

 

市川委員：関連で。 

 

北島副委員長：市川さん、どうぞ。 

 

市川委員：市川と申します。長後地区で自治会連合会の会長を仰せつかっていますが、今

のお話、非常に耳の痛い話なんですけれども、実は先日、長後地区で防災交流会

というのを開催いたしまして、そこでは、ご承知だと思うんですけども、ＨＵＧ

ですね、ハグという避難施設運営ゲームというのをやりましてですね、これがそ

れなりに非常に盛り上がりまして、そこでも話題になったのは、じゃあ自治会に

入っていない人たちはどうするのかという話がありましたけれども、いずれにし

ろ、その地域にお住まいになっている方が、入っている、入ってないに関わりな

く全部がそういう対象になるわけですから、それは避難所に来た場合も含めて、

全ての人にどういった対応がとれるのかどうかというようなことも併せて勉強を

させてもらいました。今度の週末に、自治会長講座というのを定期的に開こうと

いうことで、自治会長さんが不安に思っていること、何が大変なことかというの

をですね、約３時間ほどかけて色々やろうということで、毎年そういうような計

画を練りながらやってるんですけれども、一般的に各自治会については、基本的

には自治会というのは読んで字のごとし、自ら治めることができる組織というこ

とで、他者からの干渉っていうのは基本的には無いと。だから当然入りなさいと

いうようなことではない。ですけれども、いわゆる自治会に入っている、では、

メリット、デメリットを教えてくれという話になりますけれども、私どもがいっ

ているのは、具体的なメリット、デメリットではなくて、楽しい人生を、隣近所

で楽しく過ごせるために、そういうのに入っていたほうがより良いですよ、災害

の時にもお互いに声を掛け合って、お互いの助けあいというようなことに、顔見



 

- 33 - 

 

知りであればできるんではないかということを、各自治会長さんに、メリット、

デメリットの話をする時に、そういうような話もしております。いずれにしろ、

先ほどいいましたように強制ではありませんので、あくまでも自治活動でござい

ますので、その中で、特に高齢の方は役が回ってくるから嫌だといって抜ける方

がいらっしゃるんですけれども、そういう人たちにこそ、役員はなっていただか

なくても結構ですから入っていただいているだけで安否確認等々も含めて、色々

な機会にそういうことを活かせるわけですから是非お願いしますというようなか

たちでですね、まあ、けんか腰ではなくて常にソフトにですね、対応をするよう

なことをやって行ったらいいなというふうに思っているんですけれども。その中

で実はこの間、他地域の自治会連合会の会長さんからお声がかかりまして、自治

会連合会というのは、ご承知のように、単なる自治会、単位自治会の集まってい

るその組織体ということでございますので、別にそこが何をする、こうするとい

うことは基本的にはしないですね、できないわけですね。自治会の、単位自治会

のサポートをするということはありますけれども、でもそのままでいっていたら

いけないなということで、最近は特に、この社会福祉については色々、地域の、

先ほど来ありますけれど、いわゆる市社協と地区社協の中での、地区社協の中で

も相当大きな隔たりがあるような感じがするんですね。ですから、私自身は自治

連の会長ですけれども、地区社協の人にもそういう話を色々しながらですね、従

来やっている社会福祉活動プラスこれから2025年問題を含めて、色々お金がなく

なっちゃうし、歳はとってくるし、どんどん増えるしという、そういう状況をみ

んなが正しく認識していないと大変なことになるんじゃないでしょうか、という

ことで、行政のほう、国を含めて行政のほうなんですけれども、色々な施策を打

たれていると。これを我々は勉強して、いざという時にどこへどう声をかけたら

いいのかというようなことをわかる、そういう機会を色々提供されているからと

いう話をするんですけれども、実際問題は非常に難しいところがあろうかと思い

ますけれども、いずれにしろ、自治会を退会する人が多いのが現実ですけれども、

そういうところに対してどういう説得をしたらいいのかという相談等々にも乗っ

て、そういう場合は単位自治会のほうへ私も出向いて、いろいろお話を差し上げ

ますけれども。あともう１つ、ちょっと視点を変えてですね、市のほうでは自治

会だけではなく、例えば地域の縁側とかという施策を色々発展させていますよね。

その地域の縁側というので、自治会の枠を超えたそういう集いの場に色々な人が

集まるんですね。ここにも出ておりますけれども、地域の縁側ですとか、いきい

きサポートセンターですとか、そういうところへ、本当に積極的にこういう話を、

やさしくね、やさしく説明されればいいんじゃないかなと。実はこの間のその防

災交流会で、危機管理課の人も来られて、要支援者の話をしていてもらったんで

すけれども、非常にかたいですね。非常にその、上から目線というと語弊があり

ますけれど非常にかたい。だからもうちょっとやさしく対応をするようなかたち

で、いわゆる行政のそういう決まりになっていますからとかいうお話を色々され
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るんですけれども、そういう色々なものの歯止めには、我々、自治会連合会とい

うか、自治会長さんが矢面に立って色々やっているんですけれども、ちょっと、

いろいろ長くなりましたけれども、雑駁なことで恐縮ですけれど、以上です。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。その他、はい、どうぞ、お願いします。 

 

東田委員：老人会の東田と申しますけれども、色々と、今、こういう策定会議に出させて

いただきまして、皆さんのご意見を色々お聞きして、ああ困ったもんだなと思う

ことがいっぱいあるわけですけれども、私、福祉というのは、常にやっぱり色々

な計画を立てても、そこで動く人、その人が実際どういうあり方であるかという

ことが非常に大事かなと思っているのですよ。やっぱり福祉は人そのものがどう

あるか、それが一番問題であって、どんな計画を立てても、どんなにものを作っ

ても、私も今まで老人施設を何箇所かを経験したことがあるんですけれども、例

えば一般でやっぱりもう、中で働く人たち、またそれに携わる人たちの、その姿

勢というのが、非常にやっぱり大事なんですよね。その人の、上に立つ人の姿勢

によってはまったくその施設の中の待遇というか、そういうあり方というのが十

分変わってきているというのを、変わった現場を、４箇所ぐらいの、私、施設を

回ったことがあるんですけれども、やったことがあるんですけれども、感じてお

ります。ですから、本当そういう意味においては、非常にそういう福祉に関する、

思ってする人の人材というんですかね、そういう人の育成というのが非常に必要

で大事じゃないかなと思うんです。思っています。老人会ではいろいろな友愛活

動とかそういうものもやっておりますけれども、老人会、どこのも、自治連もそ

うですけれども、老人会も今非常に減少しています。一時の７、８年前の頃の約

半分に、もう現在減っております。6000名を、会員全体としては割り込むという

ことになっております。そういう意味においては、老人会も１つの担い手に、福

祉に対する担い手になって欲しいという、なれと行政のほうからもいわれている

のですけれども、なかなかその老人会にしても高齢化し、実際の若い人も、若い

というか動ける人が実際は入っていないです。健康寿命といわれますけれども、

本当に老人会も、ある意味においては、何というんですか行動寿命と、こういう

ことを盛んにいわれているのです。歳はいってもある程度やっぱり行動できる、

そして、そこにやっぱり、少しでも社会に役立つ、ほんのちょっぴりでいいんで

すから役立つ人間が、人が、そのところに集ってくだされば非常に嬉しいなと。

私たちも自分たちの小さな集まりではあるんですけれども、色んな情報は常に流

すようにしておるんですけれども、やっぱりそこに集まる人達の心というのを非

常に重視していく必要があるのかなと常日頃思っています。非常に皆さんのよう

に闊達なご意見やお話を聞いて、自分自身は何も話すことがないので、非常に申

し訳ないという気持ちもあるんですけれども、福祉というのは常に人というもの

を視点において考えていく必要があるのかなと、そう思っております。以上です。 
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北島副委員長：はい、ありがとうございました。はい、どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

 

堀口委員：堀口です。本当にもう、自治会の退会される方というのが本当に多くなってい

るというのは、やはり役員になるのが大変ということでね、私の知っている自治

会も順番制で、本当にデイサービスに通っていらっしゃる要介護１とか、そうい

う方が自治会長になられて、実際休止状態のような自治会もあったりでね、それ

はやはり、本当に、思いやりで、自分の自治会が良くなるためには、やっぱりそ

ういう大変な方にお願いしたら自分の自治会にとって活動ができなくなって損に

なるということで、皆さんそれを思いやりの精神で交代するとか何かやっていた

だきたいと思います。 退会のことはちょっとこちらに置きまして、じゃあ新たに

地域に越して来られる方ですよね。家を建てたり、マンションに住まれたり、新

たな方が、なかなかやはり入らない方が多いということで、それに対しては、不

動産屋が器を提供するだけじゃなくて、その時に、あなたも今日からこのまちの

住民です、このまちを作るのは本当に住民一人ひとりであって、安心・安全、そ

して長くここの地域に住んでいただく為には、やはり皆さん自治会に加入して、

人がつながっていくということが大事だということを、不動産屋さんにもそうい

った市の方で指導というと上から目線になっちゃうんですけれど、何かそういっ

たことをされ、そして引っ越して来られるような方にはチラっとそういったこと

を書いたチラシをみんな渡して、あなたはここの自治会なんですよ、みたいなこ

とまでわかるように、不動産屋さんもそういうふうに協力していただければ、新

たに越してこられた方も、ああそうなんだ、この地域はそうなんだ、ということ

でちょっと自治会に加入される方も増えるんじゃないかなというふうに思います。

というのが、何年か前に私も本当に感心した不動産屋さんがあったんですけれど

も、本当にプライベートの話になるんですけれども、娘が８年前に家を建てまし

て、その時の不動産屋さんが、娘の話で、ここの自治会はどこどこだからそこの

自治会に入ってくださいというふうに不動産屋さんに言われたんだ、といって、

もちろん娘は自治会に入りましたけれども、その不動産屋さんにすごく私は感心

しまして、こんな素晴らしい不動産屋があるんだというふうに、本当に見直した

んですけれどもね、その話を前にしましたら、市のほうでもそういう指導をして

いるということで話を伺いました。それだったらもっともっと徹底して、本当に

ここに、このまちに、安心、安全に長く住むために自治会に入りましょうと、そ

ういう事をもっともっと指導していただけたらいいんじゃないかなって思いまし

た。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。 
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江崎委員：すみません、市民の江崎です。私の住んでいる町内会は、皆さん、会員になっ

ていらして、それでその、色々な行事を楽しくやるというような町内会なんです

ね。ただ、その町内会の歴史が50年ちょっとで、町内会を作られた第１世代の方

たちが、今、ご高齢になって、お亡くなりになるというようなことが起きてきて

いて、それからお一人住まいになり、それから介護施設に入られてお家が空いて

しまうというようなことも起きているんですが、 それぞれに組があって、その組

の中で見守りというようなことがあって、それで、順番に組長さんをやっていく

んですけれども、それもその、近所ですので、皆、状態がどんなというのがわか

るわけですよね。そろそろ無理なんじゃないかなと思いながら、でもこちらから

できないでしょって抜かしてしまうのは失礼だから、一応お尋ねをして、それで

今年の組長が順番で来ましたけれどいかがでしょうか、というようなことで、そ

の方に決めていただく。ちょっと私そろそろ、とかということについては、みん

なで了承していくというようなことをしようというふうになってきています。そ

れから、避難訓練なんていうのも町内会でやる。それから町内会の連合会みたい

なところでやるというのも参加していくんですが、段々、遠くの避難所に行くの

が、訓練でこの公園からあっちの公園まで行きますって、それが歩いて１時間も

というような訓練にはもう参加できないので、それは町内会としてはパスさせて

もらおうかとかいような、自分達のできる、それから小さいお子さんのいるお家

はその家庭でできるようなことでやっていただこうとか、顔がわかっているので

それぞれがどんな暮らしをされているのか薄々わかるので、そこら辺を配慮して

やっていこうというようなことでやっています。 小さい町内会で、本当に歴史の

浅い町内会なのでできていることなのかもしれませんけれど、楽しく仲良くとい

うようなことで、ホタル狩りに行ったりとかして、最近では、ただ雨で中止にな

っちゃったんですが、でも集まろうというようなことをやっています。それから

町内会のボランティアの方が夜回りをなさっているんですね。家の前は９時半に

通られるんですが、拍子木の音が聞こえると、あ、９時半だと思うんですが、そ

うやって、音で見守られているという感覚を持てると思うんです。私も思います

し、町内の方たちもきっとそういうことで、町内の人たちがそうやってボランテ

ィアをやってくれているということが知れれば、やっぱりこの町内会に協力しよ

うと、それが自分達のメリットだというふうに思えるんじゃないかなというふう

に思っています。 

 

北島副委員長：はい。細かいことありがとうございました。はい、どうぞよろしくお願い

します。 

 

松長委員：私も昨年まで自治会の役員をやっていたので、自治会の大変さというのはそれ

なりにわかるつもりなんですけれども、一方で、自治会って、その会員になるな

らないというところと、それは社協もそうなんですね、会員制度をとっています
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し。ただ、自治会の時には県のたよりとか市の広報とかというのは自治会に入っ

ていない人にも配布したりしていたという部分もあって、つまり、地域の中であ

る課題に対して組合とかそういう会員制とかなのはいいんですけれども、その単

位で行われている部分と、そこには加入していないけれどその人たちにもやっぱ

り目を向けていく事と、両方大事なのかなと思います。先ほど、この計画の15ペ

ージに、自助から始まった公助といった場合に、我々、一番自分が、仕事でもな

んでもそうなんですけれども、どこに位置するのかなといった時には、例えば社

協であったり行政という場合には公助に近いところにいると、やっぱりそこから

見える自助とか公助、共助というところでは、やっぱり見える範囲は限られてく

ると思うんですね。せっかくここの事務局のほうで、意見交換のところで、施策

の方向や施策の展開で網羅できていないものというふうに挙げられているので、

ちょっとそれにまつわるということで、感じていることをお伝えしたいんですけ

れども、先日、県立保健福祉大学の元学長の山崎美貴子先生の講演を聞く機会が

ありまして、そこでいわれた言葉がスポンと入ったんですけれども、やっぱりこ

れからは、専門用語ですけれどもアウトリーチ、リーチアウトでもいいんですけ

れど、これは平たくいえば出向く相談ということらしいんですね、が、非常に重

要だということです。これは、自治会であっても、社協であっても、行政であっ

ても、それは専門機関や関係機関だけではなく、地域福祉推進に関わる人たちが

やっぱり意識しなければいけないところなのかなというふうに思います。という

のは、相談窓口に来れる人というのは、ある程度相談内容が整理されていたりと

か、誰かが付き添いで来てくれていたりとか、または代理で来てくれたりとか、

ある程度状態が変わっていると思うんですね。ただ、そこにも来れない人とか、

行きつけない人というのはやっぱりいるわけで、そこがかなり深刻なんだろうな

というふうに思うんですね。先ほどの１つの例として、中高年の引きこもりとい

うのも１つのテーマになってくるのかなと思いますね。相談窓口があっても、相

談機関があっても、専門職がいても、そこでは見えない、アンケートでも拾えな

いというところ。そこに対して、やっぱり出向く相談、アウトリーチというもの

をそれなりに意識していかなければいけないということが山崎先生のお話でした。

これはもう、遡ること本当に10年、20年ぐらい前ですが、ある精神障がいの方に

も、私、個人的に知り合いだったのですが、いわれた事は、相談機関が増えても

私の話は誰も聞いてくれないという話をいわれて、確かに相談機関がある程度相

談というかたちでやって、それに対する情報提供であったりとなりますよね。で

も、その人の話はちゃんと聞いてくれる人はどこにもいなかったということなん

ですね。やっぱり、それは相談と話というのは必ずイコールではないということ。

やはりその辺は、専門科だから聞けることと、身近な人だからできることという

のが、やはりそれぞれ違ってくるのかなっていうふうに思ったりしました。なん

かこう、最近そういうことをモヤモヤ考えていたところなので、おそらくこの地

域福祉の計画を進めるにあたっては、やはりそれぞれの立場から参加されている
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方が、やっぱりその辺を意識しながら進めていくということで、それは計画自身

が、やっぱりなかなか市民のレベルからは遠い存在だと思いますけれども、でも、

その中の１つの計画事業でも、つながることがあれば少し状況が変わっていくの

ではないかなと思います。なので、その計画の中で、課題とか評価の中でも、課

題として出てきているけれどすぐ取り組めないものとか、緊急を要するものとか、

これは行政の力だけではなくて、他の関係機関が関わらないとできないこととか

色々あると思うので、そこの課題整理であったりとか、すぐに取り組めるものと

数年先なのか、優先順位を決めるとかということをこれからやっていくことが非

常に重要じゃないかなと。もう最初から網羅していくということは不可能に近い

んですけれども、ただやっぱりそこに目を向けていくっていうことを努力してい

くことが、我々にとって必要なのかなというふうに思っているところです。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。その他、はい、どうぞ。 

 

戸髙委員：すみません、戸髙です。福祉事業をやってる現場の人間として、実は、神奈川

県でグループホームを作るにあたっていろんなアドバイスをするというところで、

この前行ったところで自治会に入らなきゃいけないかと言われたので、管理者は

そこに住んでいないんだけれども、そこに住んでいる、グループホームに入って

いるそこの住民なんだから、職員がいない時、彼らはそこに住んでいて行き来し

ていて、何かあった時に隣の方が声をかけて歩くのは、自治会に入ることが前提

じゃないですか、みたいな話をして、あと、神奈川県の精神の事業所のグループ

ホームのアンケート調査をやって、２割から３割自治会に入っていないんですね。

やはり私の所の、西富にあるんですけれど、最初から民生の方が一緒に入ったと

いうことがあったから、自治会に入るのは当たり前だという感じで入って、防災、

先ほど地区の防災訓練に出ると、うちのメンバー入れると結構人数出ていますね。

町内会の役員の方とうちのメンバー入れると結構な数になって、西富は結構多い

ねというような話があって、そんなところで自治防災組織が作られていくのに、

戸髙さんのところも職員ここに入れろよみたいな話になって、今、防災のパトロ

ールなんかも一緒に職員が入っていくんですけれども、やはり、事業所が地域に

ある時に、事業所側が地域をどう意識しているかというのは非常に問題があるの

かなと。先ほど人という話があったけれど、そこの人がどんな意識をするかとい

うのがやっぱり、うちなんかのほうだと、隣の家の人が救急車で運ばれて、あれ

はひまわりの人じゃないかっていったら、彼は、いや違うよ、あそこの人じゃな

いよと、地域の人もよく見ているんですね。そういう関係って、やっぱり事業所

側がどう意識するかというのは本当に大事なのかなと。何かあった時にやはり隣

の方がすぐ来ていただくとかというのがあるわけだから、やはり事業所として地

域の中でどう生きていくかじゃないですかね。あと、この前うちの娘が家を建て

て、お父さん自治会入んなきゃいけないかなっていったんで、いやいや何かあっ
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た時に隣の人に色んな部分で支えてもらったりするんだから入るのが当たり前だ

よといったらああそうかといって、この前行ったら回覧板が来て、お父さん代わ

りに隣に回してとかいっていたんですが、やはりその地域の中にいるというとこ

ろが、若い、私なんか自治会のやりとりをやっていたんですけれども、実際にそ

の彼女が地域で生活する時に、自治会って入んなくてもいいんじゃないという、

そういう意識が彼らのなかにはあるんですね。そこをどういうふうに、そういう

小っちゃいところからやっていかないとなかなかいけないのかなというところも

あって、やはり事業所としては、地域にどう意識して、地域の中に入っていくか

というのは非常に大事かなと思いながら、なかなかそれが進んでいないなと。だ

から、できるだけ自治会に入るのはもう当たり前でしょみたいないい方をしなが

ら広げてはいるんですけれども、なかなかそこがうまく入っていかないというの

が現状かなと思っています。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。地域の問題が、自治会に入るか入らない

かの問題も、各地区で同じような問題を抱えているわけですけれども、なかなか

難しいといいますか、時代が変わっているというせいもあるんでしょうけれど、

難しい問題です。何か、あとお１人、はい、どうぞよろしくお願いします。 

 

木村委員：木村です、すみません。 私は宮前町内会なんですけれども、先ほどおっしゃっ

たように、都合の悪い人は組長を次の方に、できないのでといって回ってきます。

私はちなみに３回目やっているんですけれど、賃貸住宅でこんなにやってる人は

珍しいだろうなと思いながら住んでいるところです。それから家の地区はグルー

プホームさんが実はありまして、ちゃんと町内会に入っていらっしゃって、この

間防災の訓練の時にも施設の方が出ていらっしゃってました。すごく事務長がし

っかりしているなと思って、パトロールも拍子木持ってしていただいています。

すごく感謝しているんですけれども、先日土曜日に、実はローリングバレーボー

ル大会というのが秋葉台体育館でありまして、私は市民ボランティアということ

でお手伝いに伺ったんですけれども、障がい者さんでも、もちろん健常者でも一

緒にスポーツが楽しめるという競技で、そちらのほう、もう22回も大会が開かれ

ていて、遠くは兵庫県も、それから東京とか、横須賀のほうとか、結構あちこち

から障がい者さんのグループが参加されて大会を開くんですね。もちろん健常者

との、一緒にふれあいましょうという交流もありますけれど、基本的には参加の

チームさんたちのトーナメントで、なかなか白熱したチームプレイが見られるイ

ベントなんですけれども、ものすごく大勢の市民ボランティアの方がその大会を

支えています。私のような者でも、少し受付とかオフィシャルとかお手伝いをし

てきたんですけれども、そういうボランティアっていうのも実はあって、それは

地域福祉とちょっと違って、もしかしたらこの障がい者プランのほうに入ってい

る活動なのかなと思ったりするんですけれども、市長さんも開会挨拶にお見えに
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なっていましたし、教育長さんもお見えになって、一言ずつお言葉がありました

ので、市のどこかのこういうプランの中のきちっとした施策の中の事業なのかな

というふうには思いますが、私自身はただ市民のボランティアとして出たので、

どこのどういうものなのかっていうのはわからないわけです。だから、たとえば

先ほどのアンケートみたいなのが来た時に、ボランティアをしていますか、はい

市民ボランティアしてますと書けるけれども、どこの主催のものなのかとかいう

ことははっきりいってわからない。単なる市民ボランティアのレベルでは想像が

つかないというか、把握できないものというのが藤沢市は多すぎて、本当にどこ

の主催なのかよくわからないことっていっぱいあるんですね。で、自分たちで立

ち上げていた、例えばイベントがだんだん大きくなって、何年も頑張って継続し

てきて、途中で行政と一緒に仲良くなってそれでまるで藤沢市のイベントみたい

になったのに、急に予算を取られて、自分たちでやりなさいっていわれて、子育

て応援メッセはそのまま、藤沢市は他地区から他市からすごくよくやっています

ねといわれるんですけれど、それって市民の力なんだけどなって、どうしても心

の中で思っちゃうんですね。だから、行政の方は、ボランティアの市民のそうい

う熱意とか、ボランティアの意識を上手によしよしと持ち上げるように、上手く

コントロールしてくれたらいいのに、上からペチャッて、やめなさいみたいなか

たちで、何ていうか言葉がうまくできないんですけれど、ボランティアのやる気

を削ぐようなやり方はしないで、なるべく今やっている人たちの努力を認めると

いうか、そういうふうなお付き合いのしかたを行政にしていただきたいと思いま

す。すいませんうまく言えなくて。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。行政は必ずしもそういうことじゃないと

思いますので、誤解もあるかもしれません。その他。 

 

宮久委員：すいません、喘息出てご迷惑をおかけして、せっかく来たので一言だけ。私は

25年前に今の家に引っ越した時に、町内会に入らない、いらないって思ったんで

すね。それは、入ったらたぶん役員とか大変なだけで、障がいのある息子を抱え

て役員仕事はできないな、前住んでた家の時役員が回ってきて、息子連れで会報

を配ったりお金を集めたりするのがすごく大変だったから、新しいところでは入

らないと思って。すぐ裏の人が、入った方がいいよというので、役員ができない

から入りませんと、ものすごくかたくなに、２度来てくれたのに２度とも断った

んですね。３度目に来てくれた日が、たまたまうちの息子が睡眠障害で夜中に大

暴れした日で、入った方がいいよといわれたら、入りますって、ご迷惑をおかけ

しましたっていってその時入ったんですけれど、その時本当にしつこく誘ってく

れた裏の人にものすごく感謝していまして、あの時あれだけ誘ってくれなかった

ら、たぶん、入るきっかけはなかったなと思うんですよね。なんか、そういう意

味で、私、あの後、25年前の後、阪神淡路が起こって、息子を連れて町内会の防
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災訓練に行くときものすごく勇気がいったんですけれど、自分で民生委員さんを

探して、安否確認に来てもらいたいんですけれどってお願いして、その時に息子

に炊き出しのおにぎりとか食べさせていたら、最初に私を町内会に誘ってくれた

裏の奥さんが、ほらほらあんたも食べなさいって、おにぎりと豚汁を持ってきて

くれて、なんかそういう、地域っていう、ここで話し合っている大いなるおせっ

かいをものすごく大事にしなくちゃいけないなと思うんですね。昔、孤独が好き

な人はいない、ただがっかりしたくないだけなんだっていうような話があって、

確かになあと思うのは、障がい者を抱えて暮らしていると、いろんな相談機関や

ボランティアやいろんな人がいますが、いま自分が抱えている一番大変さという

所に向き合って、ではそれをどうしたらいいかという適切なアドバイスや動きを

してくれる人がほとんどいません。だから、みんな人とつながることに対してが

っかりしてしまうんですよね。 そういう意味で、今、町内会や近所の人たちとつ

ながることが、 特に障がいを抱える家族を持ったり、高齢者が障がい者になった

りした家族にとってとても大切なことだということを、私は個人的に、会う人会

う人にお伝えはしていますが、やっぱりそういうアクションが起こしやすいよう

な土壌を地域でどうやって作っていくかということがすごく大事だと思っていま

す。まだ咳が出ないのでもう１個だけ、今日の福祉計画の、市民センターの聞き

取りに関してなんですけれども、あの書式のまま、たぶん13地区を回るのかなっ

て思ったんですけれど、できたら別冊でいいので、各地区ごとの、比較して見れ

るような表にしてもらえないですかね。来年度から、障がい者も市内４分割の地

域包括型の相談支援体制に移行していく中で、市内の各地域特性というのが見え

てこないというので、市内全域活動している障がい者団体としてはちょっと動き

づらい感じがあって、こんなふうに地域活動が、地区社協が違うんだなとか、そ

ういうのがパッと見て比較をできるようなかたちでまとめてくれる別冊を作って

もらえたらありがたいかなと思っています。すみません、今日ご迷惑をおかけし

たので。 

 

北島副委員長：いえ、どうもありがとうございました。色々ご意見をいただきまして大変

ありがとうございました。そろそろ時間に参りましたので、最後のご意見も含め

まして、その他の項目で事務局のほうから説明をお願いいたします。 

 

４．その他 

事務局：その他ということでですね、本日机上配付をさせていただきました認知症の藤沢

おれんじプランというものを簡単にご説明だけさせていただきます。以前にこの

会議の中で、認知症のおれんじプランについてということでご意見をいただいた

ことが１回ほどあったかと思います。この４月にですね、冊子としてまとまりま

したので後ほどゆっくり見ていただけたらと思います。この中では、各機関とか

各地域の取り組みなども見える化させていただいておりまして、皆で取り組める
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目標ということも掲げております。認知症は若年性というものもありますが、誰

でも高齢になってくるとその老化現象ということでなり得るものですので、自分

事として、是非地域の中で広めていきたいというふうに考えておりますので、ご

覧になっていただければと思います。簡単ですが、プランについてのご紹介です。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございました。それでは、はい、どうぞ。 

 

事務局：すみません、もう１点ですが、本日机上配布している資料ですが、松永委員から

ご提供いただいたものになります。こちらにつきましても、後ほど見ていただけ

たらという事のご紹介です。よろしくお願いいたします。 

 

北島副委員長：はい、ありがとうございます。事務局からは以上でよろしいですか。大変

ありがとうございました。今日は本当に、皆さんからたくさんのご意見をいただ

きまして、ありがとうございました。地域福祉は色んな面で色んな問題を抱えな

がら前進していくわけですけれども、それぞれ皆さんご苦労をなさっていらっし

ゃいますので、色々乗り越えながら一歩一歩進むことが一番大事ではないかと思

っております。私も本当に色んな事を迷いながら進めておりますけれども、まあ

それでいいのかなというふうに思っております。これからも是非、地域福祉計画

についてはＰＲをするし、実際に活動をし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、長時間に渡りまして、ご審議、色々とありが

とうございました。これからも是非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：北島委員、ありがとうございました。最後に室長の方から閉会の挨拶をお願いし

ます。 

 

 ５．閉会 

 

玉井室長：忌憚のないご意見、様々いただきましてありがとうございました。そうですね、

色々意見交換でいただきました意見等を、例えば椎野委員からいただいた、大会

時に報告等、見える化してはどうかとかですね、その辺も今後検討していかなけ

ればいけないかなというふうに思います。また松永委員からいただいたアウトリ

ーチの関係ですが、これらについても徐々に市は進めているつもりではあったの

ですが、なかなかまだまだというようなことだと思いますので、この辺もさらに

進めていきたいなというふうに思います。私たちのことは私たち抜きに決めない

でというような言葉もあるようにですね、この辺もしっかりやっていきたいなと

いうふうに思います。また、先ほど宮久委員からもいただいた、アンケート結果

についてですね、地区別にということですので、この辺はまた今後検討しながら、
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地区別まではいかないかもしれませんけれども、なんとなく出せるようなかたち

にはしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。本日は

貴重なご意見、どうも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。次回は８月26日の月曜日、午前９時半からになります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

以  上 


