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第２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）8月26日（月）午前9時30分～12時00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＝21名 

石渡 和実、北島 令司、 椎野 幸一、 川辺 克郎、 川原田 武、 伊原 敦、 

石井 康子、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、 宮久 雪代、 木村 依子、 越智 明美、 

市川 勤、定永 紀子、南部 久子 

（欠席） 

なし  

 

（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 

市民自治推進課：宮原参事 

生活援護課：矢後所長 

介護保険課：赤尾参事 

障がい福祉課：池田参事 

市社協：倉持参与、村上次長、平澤課長補佐、垣見生活支援コーディネーター 

 

（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．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）次期計画改定に向けた取組について 

   ①地域福祉計画推進委員会における意見交換の整理について 

   ②地域福祉に関するアンケート調査について 

   ③団体ヒアリングについて 

３．その他 

４．閉会 

 

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  情報管理シートの検討スケジュール 

資料３  情報収集の方法について 

資料４  進行管理シート 

資料５  意見交換の整理について 

資料６  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７  新たなアンケート項目一覧（案） 

資料８  地域福祉に関するアンケート調査 調査票（案） 

資料９  団体ヒアリング概要（案） 

 

６．議事概要 

 

１． 開会 

事務局：おはようございます。定刻になりましたので第２回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。はじめに、事務局からの事務連絡とい

うことで、お願いいたします。  

 

事務局：はい。それでは始めに事務連絡ということで、まず、今日、欠席・遅刻等の連絡

をいただいているのが、宮久委員から少し遅れるということでご連絡をいただい

ているところでございます。続きまして、本日、事前にお配りさせていただきま

した資料と、あと、本日何点か机上配付させていただいた資料がありますので、

資料の確認をさせていただければと思います。まず１つ目に、地域福祉計画推進

委員会次第というふうに書いてあります冊子ですね。ホチキス一箇所留めになっ

ております。続いてＡ３の少し分厚めの資料になります。資料４ということで、

Ａ３の資料進行管理シートでございます。続いて、資料8-1、8-2ということで、
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8-1が地域福祉に関するアンケート調査、そして8-2がそのアンケート調査の参考

となる用語集がついているものです。そして、議事要旨というかたちでお配りさ

せていただいているかと思います。また、本日机上配付させていただいた資料、

３点ありまして、カラーのものが２点ですね。「おれんじキャンペーンふじさわ」

というものと、あと「誰もが安心して暮らせるまちづくり～認知症本人とともに

創る～」というチラシ、そして、これは案ではあるのですけれども、介護の日」

という白黒のチラシをつけさせていただいております。あと、毎回すみません、

お持ちいただいているものになりますけれども、地域福祉計画2020の中間見直し、

冊子ですね。これもお持ちいただいているかと思いますが、何か資料等不足があ

る方いらっしゃいましたら挙手をお願いできますでしょうか。よろしいですかね。

では最後に、議事録音等、この会議、議事の議事録等を作成する関係で録音等さ

せていただいておりますので、予めご了承いただければと思います。事務局から

は以上です 

 

事務局：それでは、この後、石渡委員長に進行をお願いしたいと思っておりますが、途中

10時頃、片山部長と蓑原参事が一旦議会の関係で抜けさせていただきます。予定

では、また、終わり次第戻る予定ですけれども、ご承知おきいただけたらと思い

ます。それでは、石渡委員長よろしくお願いいたします。 

 

石渡委員長：はい、石渡です。改めておはようございます。だいぶ空気が秋めいてきたよ

うには思いますけれども、皆さん暑い夏を過ごして、でも地域福祉計画は着々と

進んでいるなと、前回お休みをしたお詫びを含めて思っております。 

 

（１）今年度のスケジュールについて 

 

石渡委員長：それでは、議題に沿って進めさせていただきます。まず初めに、今年度のス

ケジュールについてということで、資料の１を用意していただいていますので、

ご説明をお願いいたします。 

 

事務局：地域包括ケアシステム推進室の楜澤でございます。おはようございます。説明に

つきましては着座にて失礼いたします。まず資料１をご覧いただければと思いま

す。次第が表にある資料を１枚おめくりいただいて、１ぺージ、資料１、「藤沢

市地域福祉計画推進委員会検討スケジュール」と書いてございますＡ３の紙をご

覧いただければと思います。こちらの議題は、特に何か議論をするというわけで

はなく、情報共有というところも含めまして、毎回、委員会の冒頭に設けさせて

いただいているところでございます。まず、こちら資料１の上半分をご覧いただ

ければと思います。こちらが平成30年度から令和２年度までの検討スケジュール

ということで、こちらの地域福祉計画の次期計画改定、こちらまでの簡単なスケ
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ジュールをお示ししているところでございます。今年度につきましてはまず「地

域福祉計画2020に関すること」という欄をご覧いただければと思います。まず進

行管理を行っているところでございますが、こちらにつきましては、昨年度から

委員の皆様と議論をさせていただいておりまして概ねかたちが固まってきたとい

うところでございます。詳細につきましては、次の議題でいろいろと説明をさせ

て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。また、併せて次期

計画改定についてということで、今年度につきましては、11月に実施予定のアン

ケート調査、そして、また、年度末から年度初め、年始めに予定されております

団体ヒアリング、こちらにつきまして、議論をさせていただければというふうに

考えております。また、こちらのアンケート調査であるとか団体ヒアリング、そ

の結果につきましては、来年度、計画策定を予定しております地域福祉計画、そ

ちらに反映をするということになりますので、ご承知おきいただければなと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。ちなみに、来年度につきましては、

同様に進行管理を行うのと同時に、アンケート調査や団体ヒアリング、こういっ

た材料を使いながら、具体的な計画の策定作業に入っていくというかたちになり

ますので、併せてご承知おき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。また、下半分を、続きまして、ご覧いただければと思います。こちら

の詳細は、後ほどそれぞれ説明させていただきますけれども、下半分につきまし

ては、令和元年度、今年度、具体的にどのようなかたちでこの福祉計画推進委員

会を行っていくかということをお示ししているものでございます。下半分の進行

管理についてという部分につきましては、今回、第２回をご覧いただければと思

いますけれども、この進行管理シート、皆様にご協力いただいた情報をいただき

まして、追記された情報であったり、また今回、新たにお示しするものもござい

ますので、そちらについて、様々なご意見を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、次期計画改定については、11月に実施予定のア

ンケート調査、そちらにつきまして、設問の項目等々、最終協議をさせていただ

ければと考えております。今、ご説明した２つにつきましては、それぞれ、この

後に議題を設けておりますので、詳細はそちらで説明させていただきます。よろ

しくお願いいたします。説明は以上になります 

 

石渡委員長：ありがとうございました。今年度、来年度に向けてのスケジュールをご説明

いただきましたが、何か、確認事項がおありの委員の方、いらっしゃいますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 

（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 

 

石渡委員長：それでは、２番目の議題に入らせていただきます。２番目が、藤沢市地域福

祉計画2020の中間見直しの進行管理ということで、今まで皆様に議論していただ
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いたところが、どのように整理され、今後はどのようになるのかというところを、

事務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局：引き続き説明をさせていただきます。資料といたしましては、今、皆様にご覧い

ただいていた資料１の裏面です。２ページ、資料の２をご覧いただければと思い

ます。こちらが進行管理というところにおける具体的なスケジュールをお示しし

ているものでございます。まず、ご覧いただきたいのが、下半分、令和元年度年

間検討スケジュールということで、まず第１回から順番にご説明できればと思い

ます。前回、６月に委員会があった際につきましては、進行管理シートの協議検

討ということで、こちらでは、行政で集めた情報であったり、市社協の皆様にご

協力いただいた情報、また委員の皆様にご協力いただいた情報をまとめさせてい

ただいたシート、そちらは皆様のほうにお示しをさせていただいたかと思います。

その後に、第２回、今回ですね、今回までの間で、地域の情報につきまして、市

民センター、そちらからの、現在、情報収集をしているところでございます。そ

の後にまとめたものを、本日は皆様にお示しをさせていただいているというとこ

ろでございます。具体的に、進行管理のお話をする前に、今一度、この進行管理

の手法についてご説明できればというふうに思います。皆様、地域福祉計画の本

編を、本日、お持ちでしょうか。お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。

本編の20ページ、21ページをお開きいただければというふうに思います。こちら

が、この福祉計画の体系図ということになっておりまして、一番左側にございま

す地域福祉推進ビジョン、「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」こちらを目指すために、どのようなプロセスでこの計画を進

行していくかということが簡単に示されているものになっております。それで、

この地域福祉計画の進行管理という部分なのですけれども、いわゆる事業計画、

例えば高齢者に関する計画や障がい者に関する計画、そういった計画におきまし

ては、それぞれ行政の事業がぶら下がっているという状況でございますので、例

えばこの取組については、評価をする時にＡ・Ｂ・Ｃというかたちで評価をする

ことができると。ただ、地域における取組、この地域福祉計画というのは、当然、

地域という言葉が入ってまいりますので、地域が主役になってまいります。その

中で、地域の取り組みがこれだけ進んだ、だからこれがＡ、これがＢ、Ｃという

かたちで評価をするのは、なかなか難しいというような話を、昨年度からさせて

いただいているところかと思います。そういった中で、では、この地域福祉計画

の進行管理、それをどのようにやっていこうかというところにつきましてですけ

れども、今、皆様にご覧いただいている体系図の20ページ、21ページ、また、資

料の３も併せてご覧いただければと思います。 

 

椎野委員：資料３はどこにありますか。 
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事務局：次第のある資料の３ページにあります。  

 

事務局：ありがとうございます。では、こちらは２つの資料を見ながらご説明をさせてい

ただければと思います。まず、３ページの上半分、基本目標、施策の方向性、進

行管理に係る取組というふうに書いてあるところをご覧いただければと思います。

それぞれの基本目標であったりとか、施策の方向性、そこに、まずはそれぞれど

ういった取組があるのかということを見える化していこうというようなところが、

今回、進行管理の始まりだったかと思います。そうした中で、行政の取組につき

ましては、この真ん中にございます施策の方向性、この施策の方向性ごとに取組

はぶら下げるということができる、ただ、市社協さんの取組であったりとか、地

域の皆様の取組におかれましては、この施策の方向性だけでは区切れない部分が

ある。例えば、この1-1と1-2、普及啓発と参加促進、これを包含的にやっている

取組はたくさんあるのではないかといったようなご意見があったかと思います。

そういった状況の中で、市社協の皆様、また、地域の皆様の取組におかれまして

は、基本目標ごとですので、最初にある人材づくりですね、こちらの人材づくり

ごとに取組をぶら下げる中で進行管理をしていくというようなかたちで、現在、

整理をさせていただいているところでございます。ですので、これはあくまで基

本目標の１番を例に挙げておりますけれども、20ページ、21ページに、計画のほ

うの体系図には、基本目標の１・２・３と記載があるかと思いますけれども、そ

れぞれ１・２・３同様に、取組をまとめさせていただいているというところでご

ざいます。この取組を、それぞれ基本目標であったり、施策の方向性、これにぶ

ら下げた中で集約したものが、本日、別でお配りしている資料４、こちら冊子と

いうかたちになっております。この資料は、まとめるだけで当然終わりではなく、

また、一般的な計画の進行管理ですと、これをまとめた後に、これをＡ・Ｂ・Ｃ

みたいなかたちで評価するというかたちになってくるかと思いますが、この進行

管理の目的としては、まず１つあるのが、見える化という部分であります。例え

ば地域の方にこの地域福祉計画を説明する際に、ただこの文言、例えば基本目標

はこれですよ、施策の方向性がこれですよ、というふうにお示ししても、なかな

かイメージがわきづらいといったご意見をいただいたことがございます。ただ、

それぞれ、例えばこの施策の方向性や、また、基本目標で、地域の皆様では実際

にどういう取組がされているのかということを見える化することによって、我々

の取組というのはこれに該当するのだなというところであったり、この基本目標

はこういう取組が地域で行われているのだな、また、行政ではこういうことが行

われているんだなといったことがわかるようになるかと思います。それによりま

して、まずイメージがしやすくなるというところが１つ、また、こちら、まとめ

た後に実際にこれを地域の皆様、行政の中でも当然そうなのですけれども、情報

を共有させていただく、それによりまして、今までなかった視点、例えば基本目

標の１番のこの欄にはこういう取組が書いてあるけれども、こういう取組って今
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まで知らなかったというところであったり、来年度は我々の地域でこういう取組

をしようと考えていたけれどもなかなかいいヒントがなかった、ただ、こういう

取組を他の地域でやっているなら、それを参考にこういう取組ができるかもしれ

ないというような、地域福祉に関する取組をする中のきっかけになる、そういっ

た資料になればというふうに考えているところでございます。ですので、評価を

するというよりも、こういうふうにまとめて、それを最終的に地域や行政の方、

また社協それぞれに伝えることにより、地域福祉が、昨年よりも来年度のほうが

少しは推進していく、そういったかたちで地域福祉を推進していくというような

手法を今回はとらせていただいております。ですので、Ａ・Ｂ・Ｃという評価で

はないので、この進行管理という言葉は適していないのかもしれないですけれど

も、ＰＤＣＡにおけるという意味合いのもと、今回、進行管理という言葉を使わ

せていただいているところでございます。以上が、こちら、進行管理のまとめ、

現在取り組んでいる状況でございます。では、具体的にこちらのシートについて

ご説明をさせていただければと思っております。資料３の３ページを改めてご覧

いただければと思います。行政の取組と社協の取組につきましては、前回までで

全て情報を集めたというところになっております。ただ、今までに非常に議論に

なっておりました地域の取組、それをどうやって集約していくのか、どうやって

集めていくのかというところでございますけれども、こちらは昨年度末に皆様と

協議をさせていただいて固めさせていただいたところでございますけれども、ま

ずは３ページの下半分ですが、地域の取組という欄に、①番で行政・市社協にお

いて情報収集というところがございます。２つ目で、委員の皆様より情報収集と

いうことで、前回まではこの②番までを行わせていただいたというところでござ

います。今回新たにお示しするものといたしましては、この③番の市民センター・

公民館において情報収集という段になっております。というのも、最初に市民セ

ンター・公民館のほうに情報をくださいというふうに投げてもいいのではないか

という意見もあったかと思いますけれども、そうしますと、各地域で様々な取組

が行われている中で、どこまでの情報を記載していいのだかわからないのではな

いかというご意見も併せて伝えていたかと思います。そういった中で、まずは、

枠組みを行政、こちらの事務局であったり、委員の皆様と一緒に枠組みをつくら

せていただく中で、そちらを各市民センターに示す、それに関連する取組を追記

いただく、もしくは修正をしてもらう、そういったかたちで市民センターのほう

には関わってもらうというようなかたちを現在とらせていただいてるところでご

ざいます。具体的に情報を追記したらどうなったかというところなのですけれど

も、一例をお示しさせていただければと思います。進行管理シート、資料４です

ね。資料がいろいろ行き来して大変申し訳ございませんけれども、資料４をご覧

いただければと思います。資料４の21ページをご覧いただければと思います。21

ページ、こちらが、基本目標２番、地域づくりに関連します、地域の皆様への取

組をまとめたページでございます。この21ページの左半分、ここまでが、前回、
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皆様にご協力をいただいてつくったところでございます。21ページの右半分以降

です。ですので裏面の22ページも合わせてになりますけれども、ここが今回、新

たに市民センターのほうに追記をしてもらった部分になっております。例えば、

鵠沼市民センターと書いてあるところについては鵠沼市民センターから情報の提

供をいただいたところ。また、下の善行市民センターというところは、情報提供

が善行市民センター。裏面に移りますと、裏面は全部辻堂市民センターになって

おりますけれども、こういうかたちでですね、皆様につくっていただいた枠組み

から関連する地域の取組で、市民センターが把握している情報というものを、こ

ちらに追記してもらっているという状況でございます。ただ、こちら、ご覧いた

だいてわかる通り、ないセンターの名前もあるかと思います。ないセンターにつ

きましては、この新しい追記だけではなくて、例えば皆様にもともと記載いただ

いた取組なので、21ページ以前の取組ですね、20ページとか、19ページとかの取

組ですね。ここについて修正等々があった場合について、修正をしてもらってい

たり、新たに情報をこちらの既存のところに追記してもらっているというパター

ンもございますので、他の市民センターの名前が出ていないというところでござ

います。ですので、情報については修正をしてもらっているということがあると

いうのと、併せて21ページの後半部分にある鵠沼市民センターというような、実

際に名前が入って、新たに追記していただいているところもある、そういった２

つがあるというところについてご承知おきをいただければなというふうに思いま

す。現在につきましては、このようなかたちで地域の取組をまとめさせていただ

いているところでございまして、今年度につきましては、情報収集はこちらで最

終型というようなかたちになっております。ただ、昨年からもこちらを議論させ

ていただいているところでございますけれども、この、いわゆる進行管理という

方法が正しいかどうかというのはまだ不確かな部分でございます。ただ、今まで

やっていなかったことなので、まずは今年度やってみようということで、まずは

こういうかたちをとらせていただいているところでございますけれども、実際に

この方法を今年度やってみた中で、もしかしたらこういう方法がいいよねという

ような新しい案が生まれてくるかもしれません。また、こういうところが良くな

かったよねという反省点も、当然、生まれてくるかと思います。そういった中で、

来年度以降については、これと全く同じ方法というわけではなくて、これに関連

した、さらにステップアップした方法ということをとらせていただければという

ふうに考えております。その方法についても、実際に年度末にこれをまとめた中

で、再度協議をさせていただければと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。最後に、今、このまとめた情報の一番最後のほう31ページ、また32ペー

ジ一番最後のページですね、こちらをご覧いただければと思います。まず31ペー

ジをご覧いただければというふうに思います。こちらが委員の皆様にご協力をい

ただきたい部分になっているところでございます。前回もお示ししておりますの

で、ちょっと重複になってしまって大変恐縮ではございますけれども、こちら資
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料につきましては31ページより前の、１ページから30ページまでに書いてある情

報につきまして、各委員の皆様が感じた部分をそれぞれご記載いただければとい

うふうに思います。例えば、地域福祉の普及啓発に関する行政の取組に書いてあ

ったところで、この取組ってもっとこうすべきじゃないのかなというところであ

ったり、この取組をもっと広げていって欲しいなとか、そういった情報、ご感想

を書いていただければと思います。また、同様に、市社協さんの取組であったり、

地域の皆様の取組、こちらについてもこの取組をご覧いただいた中で感じたこと、

そういったものをご記載いただければなというふうに考えております。また、併

せて裏面の32ページでございますけれども、この32ページについては、31ページ

と違うところといたしまして、主体で切っていない部分、例えば31ページですと、

行政の取組について、市社協の取組について、地域の取組について、それぞれ意

見をもらうかたちでございましたけれども、32ページについては総括というかた

ちで、主体に限らないようなご意見をいただければと思います。例えば、地域の

取組でこういうことをやっていて、行政の取組でこういうことをやっていると。

地域でこういうことをやっているのだから、行政だともっとこういうふうにやる

べきじゃないのかなといったご意見であったり、地域の皆様の取組と市社協の皆

様の取組が非常に類似しているものがあった場合については、ここってもっと連

携できないかなといったご意見であったりとか、もしそういったご意見がござい

ましたら、是非、32ページにご記載をいただければと考えているところでござい

ます。最終的にはこちらを事務局のほうで集約をさせていただきまして、１つ、

また別でまとめたものをつくらせていただきます。そちらを、地域福祉計画を普

及啓発する際に、我々が各地域を回らせていただく際に、併せて地域の皆様にお

伝えをさせていただくことによりまして、こういう視点もあるのだな、であれば

来年度以降こういうかたちで進めていこうかな、といったようなきっかけになれ

ばと考えておりますので、そういった意味合いでもこのＰＤＣＡを進めることが

できればと現在考えているところです。説明については、長時間お時間をいただ

きすみませんでした。失礼しました。以上になりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

石渡委員長：はい。ということで、今までの議論をいろいろと、事務局のほうで整理をし

て、市民センターの方からいただいた情報について整理した資料と、さらに今後、

皆さんからいただきたい意見については、今、30ページ、31ページでご説明をい

ただいたところです。まず、今までのご説明について、何かご質問、確認をして

おきたいことがおありの委員の方はいらっしゃいますでしょうか。はい、ではど

うぞ。 

 

川原田委員：湘南地区社協の川原田でございます。今、ご説明いただきましたところで、

資料３の市民センター・公民館において情報収集ということですけれども、これ
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はもう全部提出されたのですか。それとも、されていないというのはいつまでの

期限でもってお願いをしているのでしょうか。 

 

事務局：ありがとうございます。こちらにつきましては、期限につきましては７月末とい

うかたちで区切らせていただいているところでございます。７月の頭から７月の

末というかたちで期限を設けさせていていただいておりまして、実際にご提出し

ていただいた市民センターについては、半分と少し、７ぐらいですか。７ぐらい

の市民センター・公民館のほうから情報を提出していただいているという状況で

ございます。残りの６のセンターにつきましては、特に情報の追記であったり、

修正がないといった回答をされているというようなかたちで、現在、整理をさせ

ていただいているところでございます。  

 

川原田委員：ありがとうございます。実は湘南大庭市民センターの名前がないので、ちょ

っと寂しい思いをしたので、こういう質問をさせていただきました。ありがとう

ございます。 

 

石渡委員長：川原田委員、ありがとうございました。ではどうぞ、椎野委員。 

 

椎野委員：ちょっと今の意見と同じになるのですが、情報収集をどのようにやっていこう

かというのは、前からずっと議論をして、事務局のほうの考え方も入れながら変

化をし、やっとここまで漕ぎつけてきたのかなと思います。ただ、今、ご意見が

あるように、鵠沼と辻堂だけがここに入ってきて、なんでこの時期に他のセンタ

ーは情報が出ないのか、これがもう不思議でならなかったのです。寂しいという

こともありますが、そうではなく、前からセンターがセンターがといってきまし

たので、しっかりとセンターが心に決めて、行政の依頼に対して対応をしていか

ないと、これはいつまでたっても、地域として地域活動をしてまとめるには、絶

対にこれを外してはならない、私は思っているのです。それはもう、センター長

そのものがやる気がないこともあって、私はちょっと不思議でならないのです。

私もこんなことを言わないで、発言してしまうといけないのですが、委員として

地域の情報はすべて結構出したつもりです。そこで検証してもらって、御所見と

してこうなんだということを出しなさいというお願いをしたこともありました。

ただ、基準がよくわからない。基準がわからないで今のこの福祉計画をどのよう

に進めるかというのは、御所見としてどうするんだという話まで、私１人だけど、

そういうこともお願いをしたわけです。それにも関わらず、鵠沼と辻堂がこれだ

けうんと情報がある。中身を見ると、そんなに福祉に関係することかなあと思い

ました。こんなことは御所見だって全部やっているよという話になります。だか

ら、これは、本当に藤沢市の福祉計画としてものになるのかならないのかという

のも、これから委員が評価をして、こんなのは全体としての評価に繋がらないん
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じゃないのというふうになっちゃうかもしれません。だから、それはやはり地域

関係のものはきちんと地域で責任を持って情報を提供する。これをしっかりとや

らないと私はだめだと思います。委員だって、本当にその地域に関係している人

も少なからずいると思いますが、地域というのはやはりセンターが中心だってい

ってるのだから、いち早くそのような体制を、そのような心構えをつくっていか

ないと、いつまでたっても同じものをひっくり返しでんぐり返しやっているだけ

に過ぎないと思います。また、進捗管理のほうは、進捗、進捗といっているけれ

ど、本当に進捗を評価できる内容なのかいつも疑問に思っています。今の情報提

供は、あくまで18年度がこれを、こういうことをやりましたというだけの話です

ね。地域がそういう進捗の考え方を持って出したわけではないです、あくまで。

だから、前年度、18年度の実績はどうだったのかということに対して出しただけ。

私もそうだと思いますね。17年度はじゃあどうだったのよということは、一切頭

の中にないわけです。今度は、18年でこの実績が全部出た、活動が全部出てきた

わけですから、今度は、19年度は、この18年度の実績、あるいは課題に対してど

うすればいいのかというのをやれば、今度こそ19年度は進捗が出てくると思いま

す。だから、18年度の進捗、まずその進捗はどうやるかというのは、先ほどから

いろんな考え方をいただいたので、まあそういうふうにやっていけば、少しは進

捗という狙いの中でどうすればいいのかなというのは解決してくると思いますけ

ど、ただ、今の時点では、そんな気もしますので、是非、委員会も一所懸命、熱

意を持ってやって、行政のほうもしっかりとやっていかないと、これは大変難し

い問題だと思いますので、是非、お願いをしたいなと思います。私もそれだけを

申し上げました。よろしくお願いします。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。ということで、やはり行政のほうからセン

ターに求めることを、ちゃんと伝わっているのかというようなことと、センター

によっての温度差があるというようなことを感じるという椎野委員のご意見でし

たけれど、この辺りについては。 

 

南部委員：南部ですが、それと同じで、情報提供となると、今度、地区社協からも結構い

ろいろなのが上がってきているのですよね。この場合に、地区社協というのは地

区名というのは出さないのか、その、市社協と地域がこの基本目標に対して検討

をするのか、それとも地区社協と地域と市民センターというのかな、各地区の、

それが最終的に基本目標に対して、判断というか意見を述べればいいのか、その

辺も、もうちょっとはっきりさせていただけたらと思います。 

 

椎野委員：いいですね。その通りです。 

 

石渡委員長：そのような意見も出ていますが、その、地区社協の位置付けというあたり、
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行政としては、というようなご意見ですが、他に関連して何か。では、市川委員。 

 

市川委員：長後の市川でございますけれども、センターというのも行政の一部であるので

はないかということで、センターから、本庁の方から、各いわゆる13地域４地区

のセンターにというのですけれども、基本的には同じ、実は市の職員であります

ので、そこでの垣根というのは、本来はあるべきではないというふうに思ってお

ります。その中で、具体的に進め方がちょっとおかしいのかなと思うんですけれ

ども、他地区から出てきていることについて、こういうような事案についてはど

こそこのセンターは実施しておりますか、あるいは、どうなんでしょうか、とい

う問いかけを、少し、ピンポンですかね、やり取りをすることによって、各地域

のこの問題についての考え方、あるいは情報収集の仕方が平均化されていくので

はないかというふうに思っております。その中で、センターと一口にいっても、

センターというのはセンター長というのが最終責任者ですけれども、具体的に実

務を展開される方はまた別にいらっしゃるわけです。そういったような方で、そ

このセンターのレベルという観点で見たときにその辺の連携というか、職務分担

がどうなっているのかというのは我々はわかりませんけれども、そういう、先ほ

ど言いましたようなピンポンをすることによって、ある程度、その地域に、元の

特性というのもわかるでしょうし、平均化されていくのではないかというふうに

思っております。その中で、私自身は地域の情報提供ということで実はいただい

たんですけれども、私の立場で私がやるということではなくて、やはり私が所属

している組織がやることをここに書くべきではないかというふうに思っておりま

して、私はちょっと、返事を出しませんでした。というのは、今回もそうですけ

れども、ずっとこれに類することは、私たちもいろいろ、自治会長講座をやって

人材の発掘をするとか、ボランティア見本市、ボランティアまつり等々やって、

いろいろなことをやっているんですけれども、それはあくまでも私がやっている

わけではありませんし、組織としてやっていて、その組織の行動・活動というの

を把握しているのが各センターであるはずですので、そういうような情報のやり

取りをすることによって、いわゆる進捗という、その原点に帰るのではないかと

いうふうに思います。その辺のやり方がちょっとなんか、こう書類でポンと出し

て返事があったのは７センターです。後はありません。では、その７センターあ

ったのを、じゃあ合わせて６センターに、７センターはこういうことを言ってき

てるけれども、こういうことはやったのか、やらないのか、やろうとしているの

かというような確認をやっていくことによって、情報と進捗管理ができるのでは

ないかというふうに思います。以上です 

 

石渡委員長：はい、市川委員、ありがとうございました。ということで、いろいろやり方

について、今、委員からご提案をいただいていますが、椎野委員、追加で。 
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椎野委員：今、市川委員がいったように、センター、センターというけれども、もちろん

地域活動には担当者が全部付いているんですよ。防犯、交通、生活環境、防災、

社協、精神保健、全部付いているんです、職員は、イコールなんです。それがや

はり、ちゃんとコミュニケーションをとって、センターとしてどうすればいいか

という、そういう責務の中で、今、市川委員がいうように、コミュニケーション

をとってしっかりと情報提供しなくちゃ私はいけないんじゃないかなと思います。 

 

石渡委員長：何か、事務局が評価をされているようなご意見もいただいてしまいましたけ

れども。はい、どうぞ、石井委員。 

 

石井委員：西部の石井でございます。本当に私たちにわかりにくい整理のしかたをしてい

らっしゃるように思います。というのは、20ページ以前に、他の地域の取組は修

正したり、それから追加したりして記載してございますという説明がございまし

たけれども、ちょっと見てみますと、やはり他の地域、鵠沼と辻堂じゃない地域

の取組のことを、そうですね、10ページくらいにはまた地域の取組というところ

で、情報提供は地区社協ということになって、地区社協の取組をとりあげている

ところがございまして、その中で、私どももやっているところも、これもやって

いますよ、これもやっていますよという、内容的にはついておりますので、それ

で福祉として統計に載せていらっしゃるのがわかりにくいというのが私の感想で

す。 

 

石渡委員長：はい、他に何か。どうぞ。 

 

堀口委員：民生委員の堀口です。この各地区の中、鵠沼とか見てみますと、これもみんな、

私、六会地区ですが、六会でもみんなやっていることだわ、ということでね、何

か、特別にこの鵠沼だけがやっていることではないなとすごく感じるのです。や

はり、前から私はお伝えしていると思いますが、これは直接、事業をしている団

体にこれを聞くのが一番いいのではないかと思っています。市民センター長とい

っても本当に全体的なことはおわかりになっていると思いますが、細かい一つひ

とつのことはそんなに全部把握されているとは限らないと思うんですね。例えば、

市長さんが全部わかっているかというとそういうわけじゃないと思いますしね。

これはセンター長に、センターに全部投げてしまうよりは、やっぱり一つひとつ

のこの団体に聞けば皆わかることなんだと思いますということで、自分のわかっ

ている範囲では、他の所の団体のことをこんなこともやっているみたいだ、みた

いな、そういうことを記載するよりは、本当に直接投げちゃえばそれで済むこと

なのになと、常々思っています。 

 

椎野委員：はい、そうです。 
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石渡委員長：というようなご意見も。では、松永委員お願いいたします。 

 

松永委員：松永です。こちら計画の16ページに、これ、前も同じ話をしたかもしれません

が、圏域の捉え方ということで挙げられています。先ほど事務局のほうからお話

があったように、この進行管理シートというのは、今回、試行的にというか、や

りながらまた改善していくということというふうに伺っていたので、いろんな条

件の中で、今、この整理をされているんだろうなというふうに伺えました。いろ

いろととりまとめるというのは大変な作業なので、ここまでまずやられていると

いうところでは、事務局はすごく頑張っているなというふうに思っているのです

が、これをいろんな方が見た時に、やっぱり、いろんな感想を持つと思うのです

よね。これをそのまま見てもわかりにくいとか、この部分はすごく参考になると

か、いろんな評価のしかたがあると思うんですけれども、そもそも、この地域福

祉計画は、いろんな団体の参加による計画ではあるけれども、行政計画というこ

とですよね。圏域で見たときに、この市民センターであったり、公民館というと

ころに、取組の評価といいますか、進行管理シートを上げてもらっているという

ことです。これまでの計画でもいわれていることなんですけれども、全部横から

見てしまいます。市民センターとか公民館とかの取組で、どこの地区ができてい

る、どこの地区ができていないとか。そうではなくて、上から見なければいけな

い。上から見なければいけないというのは、前回、前々回ぐらいに私がいったの

は、この16ページの行政区域が13地域あって、13地域の中には民生委員・児童委

員もあって、地区社協もあり、地区ボラセンもあり、包括支援センターもあり、

それぞれが取り組んでいるわけですよね。ただ、それは制度に基づいた内容のも

のもあれば、自主的にやられているところもあると。地域福祉といった場合には、

それを、それぞれの取組をそれぞれ横から見てしまうとデコボコがあって当然で

すが、やはり上から見てどこの地域はどういう社会資源があるとか、どういう取

組があるとか、どういう人がいるとかいうのを見ていくことがこれから大事だと

いうことは、これからの地域福祉計画に向けてというところではいわれていると

ころがあります。なので、今回は限定的にといいますか、市民センターと公民館

というふうに限定的にやられているということなので、まあ、それは結果として

は、現実として見ていくのであれば、デコボコが出てきても現実的には普通なの

かなというふうに、私はどっちかというとちょっとクールに見てしまいました。

ただ、これから地域福祉計画の評価というところで見たときに、他からもご意見

があったように、地区社協であったりとか、包括であったりとか、地区ボラセン

であったりとか、民生委員・児童委員であったりとか、そういったところからも、

同じが通用するかはわかりませんけれども、それぞれの取り組みをどう評価しま

すか、みたいな内容を拾っていくかどうかということは、これからやっていくか、

やっていかないかの判断なのかなというふうに思います。それと、やっぱり市民
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センターなり公民館というところが、それぞれどういう主体となって回答されて

いるのか、正直に自分たちの事業として取り組んでいることを挙げられていると

ころもあれば、地区社協や他の団体に聞き取りもして、この地区の中で取り組ん

でいることも拾っているところもあるかと思います。そこでの温度差というのは

やっぱり出てくるわけですよね。それは、どちらが良いとか悪いということでは

決してないんではないかなというふうに思うのです。ある程度統一させたほうが、

書かれている内容というのがぶれないのは確かなんですが、先ほど事務局のほう

で、今度、これから宿題となるこの資料４の31、32ページというのがありますよ

ね。これも、31ページのほうは、行政の取組、社協の取組、地域の取組というふ

うに３つに分けられているんですけれども、そもそも行政だけで取組を行ってい

るとか、社協だけで取組を行っているというのはほとんどないと思います。どこ

かとつながって協働しながらやっていて、それは、お金を行政が出していて主催

だから行政の取組ですということではなくて、ボランティアだったり、社協だっ

たり、お金を出しているから、出していないからとか、場所を提供しているから、

提供していないからではなくて、みんながやっぱりそれぞれの主体性を持って参

加しているということなので、それをあえて３つに分けるということであれば、

少し、そこは意識しながら書かなければいけないなと思ったんですけれど、僕は

どちらかというと、32ページのほうが、どこが書かれているのか主体が見えない

というふうになっちゃうのかもしれないですけれど、実際のところは総括的にそ

れぞれの目標に対してどう達成したかというのを評価したほうが書きやすいのか

なというふうに思います。いずれにしろ、これはまだ作業途中だと思うんですよ

ね。それぞれの市民センターが書かれている内容というのは、それぞれの市民セ

ンター同士の、例えば情報連絡会とかがあるのであれば、このベース資料を基に

深めていくということも大事だと思うし、地域福祉計画自体は、この地区の取組

を包括して、もしくは俯瞰したかたちでまとめたかたちでの評価ということにな

るかと思うので、これがそのまま地域福祉計画の評価ということにはならないん

じゃないかなというふうに感じています。 

 

石渡委員長：ありがとうございました。ということで、いろいろ、これからどういうふう

に情報収集していくかについては、また、委員の皆様から貴重なご意見をいただ

きましたが、今の時点で、事務局、何かございますか。 

 

事務局：様々なご意見ありがとうございます。では、１つずつ整理をさせていただきなが

ら回答させていただければというふうに思います。まず、この進行管理ですが、

進行管理という呼び方が正しいかは別にさせていただく中での、この進行管理と

いうところが、今の状況だと前年度の情報が載っているだけというところもある。

では、来年度以降、それをどうやって進行・進捗管理をしていくかというところ

のご意見をいただいたかと思うんですけれども、まず、この進行管理シートの中



 

- 16 - 

 

で、それぞれ記載されている個別の取組、それの進行管理というものを行ってい

くものではないというふうに、事務局としては整理しております。例えば、こち

らに書いてある地域の取組で、例えばこういう、何でも構わないのですけれど、

例えば町内会の見回りというような、書いてあるような取組があった場合につい

て、今年度はこうなっているから来年度はこの取組をこうしていきましょうねと

いうような進行管理を、それぞれここに書いてある取組を全てやっていくといっ

たようなイメージではなくて、これを包含的に見た中でどのようにしていくかと

いったことを整理させていただきたいというふうに考えております。ただ、これ

をどうしていくか、これがＡですね、Ｂですね、Ｃですねといったような評価と

いうよりも、これが、例えば地域づくりという基本目標にぶら下がっている、人

材づくりという基本目標にぶら下がっている、ということをまず見える化をさせ

ていただく。それによって、まずイメージをしやすくするというところが１点と、

こういう取組がいろいろな地域で行われていますよといったことを地域のほうに

お伝えすることによりまして、それで地域福祉に関連する取組が少しでも推進す

れば、といったような意味合いでの、今回の進行管理という手法をとらせていた

だいているところでございます。ただ、とはいってもですね、そういった地域の

取組について、今後それぞれの個別事業をどうしていくかということは当然検討

していかなければいけないというふうには捉えております。それを、この地域福

祉計画の中で行っていくのか、それとも別の方向で行っていくのかといったよう

なことは、また別途議論させていただきたい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。またですね、地区社協の位置付けといったような部

分もあったかというふうに思います。地区社協の取組の位置付けというところで

すけれども、今回、まず大きな区分けとして、行政・市社協・地域という３つで

分けさせていただいているところでございます。この地区社協といった団体にお

かれましては、地域の団体の１つというふうに、今回、地域福祉計画の中では捉

えておりますので、市社協さんと同等とか、そういう意味合いではなくて、地域

の団体さんの中の１つとして、こちらには記載をさせていただいていて、民生委

員さんであったりとか、自治連さんであったりとか、その他様々な地域の団体さ

んと同等に、この中で扱っているというような整理をさせていただいているとい

うところで、ご承知おきいただければというふうに思います。また、センターに

対する問いかけの部分でございます。今、最初の私の説明の中で、７センターぐ

らいから情報が集まってきていますよといったような説明をさせていただきまし

た。では残りの６個のセンターはどうするのといったようなところですけれども、

本当にご指摘の通り、残りの６個のセンターにも、何かしら、こちらからアプロ

ーチをかけなければいけないというふうに思います。その中で、先ほど市川委員

からお話がございました、今、７センターぐらいからこういうふうにご意見が出

ていますよと。で、こういうふうにまとめましたと。残りの６センターについて

は、では、今度はこれを参考にして、別で情報をくださいねといったような問い
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かけの方法も、非常にありだなというふうに考えております。というのも、今ま

でセンターのほうにこちらから問いかけ、こちらの情報収集をする際にやってい

る方法としては、このデータを投げている、ただ紙を投げているというわけでは

なくて、実際に各センターを我々のほうで回らせていただきまして、個別でこう

いう意図でやっていきたいといったことをお伝えしているつもりではおります。

ただ、その６センターが出てきていないというところについては、あくまで事務

局のほうがつもりといったところで終わってしまっている部分もあるのだろうな

と反省点がございますので、ここで終わらせるのではなくて、いただいた７セン

ターの情報を参考にしながら、残りの６センターにもそういったアプローチをか

けていきたいというふうに考えております。ですので、ちょっとまた、次回以降

のスケジュール感はちょっと変わってきてしまうのですけれども、それは、そう

いった手法も合わせて、どういう方法がいいのかは別にしても、残り６センター

にも何かしらのアプローチはさせていただきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いします。あと、団体さんに対して直接そういう取組を聞くの

が良いのではないかといったご意見がおありになったかと思います。本当にそこ

はご指摘の通りで、各地区の各団体さんに我々がお邪魔させていただきまして、

こういう取組、こういう趣旨に関連する取組はありますかと聞くのが一番本当に

いい方法なのだろうなというふうには考えております。ただですね、いくつか、

それについては課題がございまして、例えばマンパワーの問題、13地区で様々、

たぶん10以上の団体さんがある中で、それに全て回っていくというのは、１年間

かけちゃうとなかなか難しいかなといった部分であったりとか、あとですね、こ

の地域福祉計画という計画の性質ですけれども、これは13地区ごとに作っている

計画というわけではなくて、藤沢市域で作っている計画でございます。ですので、

それぞれの取組については、市域単位でやはり捉えなければいけないんだろうな

といったようなこともございますので、全てを聞き取るというのは現状難しいの

ではないかという意味では考えているところでございますけれども、これを藤沢

市域の計画とした中で、ではその13地区別ではどのようにアプローチをしていく

のか、どのように情報収集していくのかといったことはですね、別で考えなけれ

ばいけないというふうに考えております。それが各センターで何かしらやるとい

う方法をとるのか、それとも、何かしら地域福祉活動計画のほうで何かやってい

くのか、それともやっぱりこの地域福祉計画の中でやらなければいけないよねと

いうふうな整理になるのか、そういったことについては、この後、別で議論をさ

せていただきたいというふうに考えております。ただ、そこは確かにご指摘の通

り、課題となっている部分でございまして、そこについてもしっかりと情報収集

はしなければいけないなというふうに考え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。あと、最後に、評価の方法ですけれども、現在、主体で

行政・市社協・地域というかたちで、主体で区切ってしまっている部分がござい

ます。ただ、松永委員がご指摘の通り、主体ごとに区切るのではなくて、もっと
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そこを包含的に見るといったことも必要になってくるかと思います。そういった

意味合いで、今回、この進行管理シートの意見シートの最後にある32ページのと

ころを作らせていただいたところではございますけれども、我々の資料の作りこ

みの中でもその視点というのは少し欠けているなと反省する部分もございました

ので、その点、資料の見やすさというところも、もう少し重要視していきたいと

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。 

 

石渡委員長：はい、丁寧にありがとうございました。ということで、今、委員の皆様から

いろいろいただいた意見について、行政としての、事務局としてのお考えをお聞

きしましたが、これはまだ、情報をこれから集めていくので、どういう収集方法

がいいのかは実際にやっていただく、事務局でもっと詰めていただくことになる

かと思います。出てきている意見についての内容の評価みたいなのは、今後にと

いうことでよろしいですね。 

 

事務局：具体的な意見の内容という意味合いでは、それはそうですね、次回以降にさせて

いただければというふうに考えております。 

 

石渡委員長：はい。それでは、今日はまた他にも議題が準備されていますので、大事な意

見をたくさんいただきましたので、ちょっとこれは、検討を、また事務局にお願

いするということにさせていただきたいと思います。 

 

（３）次期計画改定に向けた取組について 

①地域福祉計画推進委員会における意見交換の整理について 

 

石渡委員長：続いてですね、３番目として、次期計画に向けた取組の中の、これまでの委

員会で皆様からいただいた意見を整理していただいて、資料のほうを作っていた

だいています。この資料のまとめていただいたのをどう生かすかというようなと

ころについて、資料５についてのご説明をまずお願いをしたいと思います。 

 

事務局：地域包括ケアシステム推進室佐藤です。ここからは、次期計画に向けた、策定に

向けたというところでやっていきますが、その前に、各皆様からこの推進委員会

のほうで意見交換の時間を取らせていただいて、いろいろな意見をいただいたも

のを整理いたしましたので、そちらのご報告をさせていただきます。資料ですが、

次第の資料、資料５、４ページを開いていただきつつ、地域福祉計画本編の、ま

た20ページ、21ページの体系図も同時に見ていただくとわかりやすいかなと思い

ますので、ご用意をお願いいたします。よろしいでしょうか。こちらですが、昨

年度の、平成30年度第３回目の地域福祉計画検討委員会から本年度の第１回目の

６月の検討委員会で、意見交換を最後の時間とりました。そこをちょっと整理し
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たもので、これを計画策定のポイントとしてまとめて、アンケート調査や団体ヒ

アリングにつなげていければと思っております。資料５の見方ですが、縦軸に基

本目標ごと、１、２、３と並んでおります。横の軸が、各委員会の、委員会ごと

に整理したものでございます。見ていくと、昨年の第３回、11月26日に関しては、

施策の方向性や、施策の展開を基準に、各団体事業所や地域の実施関連している

取組について挙げられた意見ということで意見をいただきました。３月の第４回

の検討委員会に関しては、各団体や事業所や地域で実施できていないものについ

て挙げられた意見ということで、意見をいただいております。直近の６月24日に

関しては、逆に、方向性や施策の展開で網羅できていないものについて挙げられ

た意見ということで、それぞれ整理しております。こちらの整理したものを、一

番右側、地域福祉計画見直しにおけるポイント（案）というところでまとめてい

るところでございます。これが、基本目標から施策の方向性までのカテゴリーで

それぞれまとめておりまして、各ポイントに関しては、それぞれアンケートや団

体ヒアリングによって検証をしていくというところが大事かなと思っています。

なので、こちらもある意味、委員会で整理した意見のポイントが、１つの仮説、

大事なところであろうところ、というところでやっていて、それをアンケート調

査や団体ヒアリングで、ちゃんと設問として用意しておいて、しっかりそれを検

証できるようにというところで整理していくのが大事かなと思っております。基

本目標ごとに見ていくと、まず基本目標１、「地域に関心を持ち、行動できる人

材づくり」に関しては、施策の方向性が「地域福祉の普及・啓発」「ボランティ

アの養成・活動への参加促進」そして「地域福祉を支える人材の確保・育成」と

いうことで３つありますが、ここでいただいたご意見を整理したところでいうと、

やはり福祉の情報に関する提供であったりとか、それぞれ自治会、町内会、ボラ

ンティア、各地域団体というところで担い手の不足ということが非常に叫ばれて

いて、意見をたくさんいただいているところでございます。こちらに関しては、

情報提供に関しては、アンケート調査でいうと、問11と12あたりですね。各自治

会・町内会やボランティア地域団体に関しても、アンケート調査票のところで関

連するところがございます。併せてアンケート調査で不足している、なかなか聞

き取りづらいところは、団体ヒアリングの方でカバーしていければなと思ってい

ます。こちらの集計で、例えば、年代ごとであったり、地域ごとに集計を、アン

ケート調査票でもするというところで、各世代でどのような地域の活動であった

り、ボランティアの活動であったりの意向を探ればいいかなと思っております。

というところが重要かなと思っております。次の基本目標２番、「お互いが見守

り、支えあい、つながる地域づくり」でございますが、こちらにぶら下がってい

る施策の方向性が「福祉団体等の活動促進」「課題を早期発見・早期対応できる

地域づくり」そして「災害時の避難体制づくり」ということでございまして、こ

ちらに関しては、ネットワークづくりや連携の部分に関して、各団体の、団体ヒ

アリングで課題などを聞き取っていく必要があろうかと思います。併せて、災害
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時の取組に関しましては、避難行動要支援者を支えるネットワークであったり、

実際に地域の方が防災訓練に参加できるような取組ということで、こちらもアン

ケート調査及び団体ヒアリングで検証していくべきところかなと思っております。

最後のカテゴリー、基本目標「誰もが安心して暮らせるしくみづくり」でござい

ますが、「住民等による支えあい活動の促進」「支え合いの場の拡充と支えるし

くみの充実」そして「包括的な相談・支援体制の推進」ということで、こちらに

関しては、まず住民の理解の推進ということで、障がいの方であったりとか、認

知症の方、生活困窮の方であったり、誰もが住みやすい地域の実現に向けた理解

の推進ということで、関連するアンケートも設問を用意しております。あと、相

談・支援のネットワーク構築ということで、相談・支援体制を載せているところ

でございますが、こちらもアンケート調査及び団体ヒアリングのところでいろい

ろ課題等を探りながら検証していくというところが必要かなと思っています。た

だ、この意見交換の整理に関しては、まだ案というところなので、なかなか全部

は網羅できていないところもあるかもしれませんが、意見も少し補足していただ

きながら、ポイントとされる部分がアンケートや団体ヒアリングでちゃんと検証

できるかというところも見ていただければと思っております。なので、次のアン

ケート調査の項目の検討であったり、団体ヒアリングの聞き取り項目の検討など

で、また、この整理の一覧表を見返していただきながら、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。こちらの議題は以上でございます。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。というご説明をいただきまして、これまで

３回の委員会でのご意見を、資料５のようにまとめていただいて、今後のアンケ

ート項目や団体ヒアリングに、これはまたこの後の議題でやりますので、生かし

ていただいているということですが、今のご説明に関して、では、まず、椎野委

員お願いいたします。  

 

椎野委員：このように整理をされて、今、どういうことになっているのかなというのがわ

かるように、一覧表になったため、これは良かったと思います。議事録も、私、

毎回チェックをしているのですが、今、問題になっている、情報収集と進捗管理

のことが、ここには表現されていません。これはあくまで施策手段に対するこの

取組の意見に対することをまとめているだけです。実際には、今日も激論になり

ました、進捗管理と、やはりまとめ方の、そういうことが毎回、そういうことが

議事録を見るとそういうことがあがっています。それが入っていないということ

はまずいのではないかと思います。やはり施策手段だけの、この１回目はこうだ、

４回目はこうだ、それだけではちょっと、私は、おかしいというか、少し、だか

ら二転三転しちゃうというのは、そういう情報がきちんと整理、だから、これは

本当に最後にまとめるのではなくて、３カ月、４カ月に１回あるんだから、１回

ずつ、その課題は、その時の意見交換はどうだったのかっていうのをまとめてい
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ったほうが私はいいかなと思います。ただ、総括的にこれがまとまったから、今

回、よく理解できると思います。この後がまた大事なのでね。アンケートにも反

映するし委員会としての、どうすればいいのかというのを少し議論しないと無理

なのかなと思います。 

 

石渡委員長：はい、椎野委員ありがとうございました。ということで、資料の５は、今後

の見直し、計画の見直しでアンケートやヒアリングにどう生かすかという視点で

まとめていただいているわけですけれども、今、椎野委員からは、ここの委員会

でずっと議論になっている進捗管理の方法ですとか情報収集についても、このよ

うな整理をしていただけると良いというご提案をいただきましたので、事務局で、

是非その方向でやっていただきたいなと私も思った次第ですが。他に、これをお

聞きしたところで、何かご意見、ご質問がおありの委員の方いらっしゃいますか。 

 

（特になし） 

 

３回の議論を、計画との関係でとても的確にまとめ上げていただけたと思います

ので、それではちょっと、この後のアンケートの内容とかヒアリングにも関わっ

てきますので、今の椎野委員の意見については、事務局、ご検討をお願いすると

いうところでよろしいでしょうか。何か。 

 

事務局：こちらのシートに関しては、あくまでも地域で抱えられている課題ということで

まとめております。進行管理としては、やはりこれは非常に大事な部分で、全般

の議論に関わってくるところではございますので、これはこれで、別途整理する

必要がありますし、地域福祉計画本編でもしっかり１つの章として、進行管理の

方法というところは記載すべきところでございますので、これはこれで、別途整

理をしておく必要があろうかと思っております。 

 

石渡委員長：それでは、大変でしょうけれども、進行管理や情報収集についても整理をお

願いしたいと思います。それでは、意見交換の整理はここまでにいたしまして、

次に、今の整理と関わってきますアンケート調査の内容について、どんなふうに

なっているか、ご説明を事務局からお願いいたします。 

 

 

②地域福祉に関するアンケート調査について 

 

事務局：続きまして、アンケート調査について説明をさせていただければというふうに思

います。資料といたしましては、次第がある資料の５ページ、資料６をご覧いた

だければと思います。こちらにつきましては、アンケート調査に関連するスケジ
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ュールをお示ししているものでございます。まず前半部分をご覧いただければと

思います。こちらでは、アンケート調査自体は11月に、現在、実施を予定してい

るところでございます。ですので、今回８月の末の会議ということになっており

まして、次回の第３回の委員会というのが11月末を、現在、予定しているところ

でございます。ですので、アンケート調査前に最後に議論できる場といたしまし

ては、今回が最後といったところになっておりますので、まず、その点、ご承知

おきをいただければ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。ただですね、ここで確定させるといったよりも、今回、この委員会でいただ

いた意見につきましても、当然、アンケート調査の項目の中には反映をさせてい

ただくかたちになっておりますので、アンケート調査自体のご意見も、本日は是

非いただきたいと思っております。いただいた意見につきましては、また、こち

らのほうで修正等をさせていただきまして、修正後に、委員の皆様にはご郵送等々

で最終確認をしていただければというふうに思っています。ただ１点だけお断り

がございまして、今日は様々なご意見をもらった中でどうしても整理がつかなか

った場合についてなんですけれども、そういった場合につきましては、大変お手

数ですけれども、委員長・副委員長一任というかたちもとらせていただく場合も

ございますので、その点ご承知おきいただければというふうに思っております。

では、実際にこのアンケート調査について説明させていただきますけれども、今

回ご検討いただきたい部分というのは２つございます。１つが、まず、アンケー

トそれぞれの細かい設問について、この設問でいいのか、こういう選択肢でいい

のかといったところがまず１点。もう１つが、アンケートの構成についてでござ

います。構成についても、参考資料等々、今回は付けているところでございます

けれども、本当にこういうかたちでいいのかどうかといったところも含めまして、

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。では、まず、資料です

ね。１枚おめくりいただきまして、６ページ、７ページをご覧いただければとい

うふうに思います。６ページ以降の資料を使いまして、前回の委員会からの変更

点を、簡単ではございますが、説明させていただければと思います。まず、この

資料の見方でございます。６ページを例に説明させていただきます。６ページ、

まず左側に「令和元年度第１回委員会提示項目」というふうに記載をさせていた

だいております。こちらについては、今年度６月に開催した前回の委員会で、皆

様のほうにお示ししている通り、またですね、委員の皆様におかれましては、そ

れぞれアンケートについてのご協力をいただいたところでございます。つまり、

そういった、実際に回答いただいたアンケート項目というものも第１回と同様な

ものになっておりますので、まず、それが左側というかたちになっております。

で、右側につきましてですね、「令和元年度第２回委員会提示項目」というふう

に記載されておりますものにつきましては、今回ですね、初めて提示する案とい

ったようなものになっております。前回からどこが変更されたかといったことに

つきましては、下線が引かれているところ、そこについては変更しているところ、
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また、選択肢の右側に「判断」といったような項目があるかと思いますけれども、

そこについては、第１回から変更を何かしらしている、また、場所を移動してい

る、または削除している、そういったようなかたちで、この資料は整理をさせて

いただいておりますので、まずその点ご承知おきをいただければと思います。ま

たですね、こちら、第２回の委員会の資料づくりにあたりまして、また、修正を

するにあたりましては、委員の皆様には多大なるご協力をいただきまして、本当

にありがとうございました。では、実際に変更点について、全てではございませ

んけれども、主要なところについて、説明をさせていただきます。まず、６ペー

ジの問１でございます。あなたの性別というところを聞く設問でございますけれ

ども、前回までは男女しか聞いていませんでしたが、今回、未回答という項目を

つけさせていただきました。というのも、今、男女共同参画の視点であったりと

か、ＬＧＢＴの視点であったりとか、非常にそこはシビアな点になっているかと

いうふうに思います。そういった中で、未回答という項目を作る中で、男女とな

かなか丸をつけづらい方についての配慮というところをとらせていただいたとこ

ろになっております。また、その下の問２につきましては、今までは具体的な年

齢を聞く部分でございましたけれども、年代を聞くかたちに整理をさせていただ

いております。実際に施策であったり、計画の中で使うのは、具体的な年齢とい

うよりも、年代を使うことが多いかなというところもございまして、こういう整

理をさせていただいたところでございます。続いて問4-1をご覧いただければと思

います。こちらについては、前回までは、介護・介助が必要な方はいますかとい

う設問に対して、いるとかいないとか、受けているといったような単発的な設問

でございましたけれども、具体的にどういう方が必要になっているのかといった

ところを把握するために、具体的な選択肢にさせていただいてるところでござい

ます。残りについて、続いて７ページをご覧いただければと思います。７ページ

についてですけれども、まず、令和元年度第２回委員会提示項目の問の11、一番

上ですね。「あなたは行政や福祉サービスなどの情報をどのように入手しますか」

という項目でございますけれども、選択肢で自治会・町内会、また、障がい者相

談支援事業所という欄を新たに設けさせていただきました。こちらですね、委員

の皆様からのご指摘の中で、確かに我々で作った案では足りていなかった部分で

ございましたので、追記をさせていただいたというところになっております。ま

た、その下の問12ですけれども、前回までは保健福祉の情報といったかたちで文

言を記載させていただいておりましたけれども、保健福祉の情報というのはなか

なかイメージしづらい、わかりづらいといったご意見もございましたので、行政

や福祉サービスなどの情報というかたちで、今回は整理をさせていただいたとこ

ろでございます。また、その下ですね、「市民センターや公民館をどのような目

的で利用したことがありますか」といったところですけれども、こちらについて

も委員の皆様からのご指摘であったり、また、実際に市民センター、公民館を所

管している市民自治部のほうにも協力をいただく中で整理をさせていただいたと
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ころでございます。最後、問の15の部分でございます。「あなたは次の場所を知

っていますか」といったところですけれども、今までは、利用したことがある・

知っている・知らないといったところだったのですけれども、利用したことがあ

るということは知っているということだよねといったようなご指摘をもございま

したので、少しでもわかりやすいようにというところで、選択肢をこういうかた

ちで整理させていただいております。また、設問のところに※書きで、巻末用語

参照というふうに記載をさせていただいております。こちらについては、後ほど

詳細を説明させていただきますけれども、例えば、ボランティアセンターが一番

良い例だとは思うのですけれど、例えば村岡のボランティアセンターは村岡のボ

ランティアセンターといった言葉よりもぬくもりという愛称で認識されていたり

とか、あと藤沢地区のボランティアセンターというのをきずなという言葉で認識

されていたりとか、そういった愛称で認識されているところもあるかと思います

ので、そういった意味あいも込めまして、巻末用語のほうには詳細を記載させて

いただいております。詳細は後ほど説明させていただきます。続いて裏面をおめ

くりいただきまして、８ページをご覧いただければと思います。８ページの一番

上ですね。問の16、あなたは、日頃、ご近所の方とどのような付き合い方をして

いますかという項目ですけれども、前回の１回提示項目のところでは、困りごと

や悩みごとを相談する程度、２番目に、一緒にお茶を飲む程度、３番目に、留守

をする時にも声を掛け合う程度といったかたちで選択肢を記載しておりましたが、

それの程度がちょっとわかりづらいと。何が１番で、何が２番、何が３番かとい

うのがなかなかわかりづらいという意見がございました。ですので、そこを少し

明確にするために、今回は、困りごとや悩みごとを相談する程度の次には、相談

はしないが親しく会話する程度、その後に、たまに立ち話をする程度とか、少し

でも程度がわかりやすいような整理をさせていただくところでございます 

続いて、同じページの下から２番目ですね。問の22-１。問の22番で、「自治会・

町内会に加入していますか」といったような設問を設けていて、加入していると

いうふうに回答をした方に対しての設問でございますけれど、「加入して特によ

かったことは何ですか」といった設問になっております。前回ベースでは、安心

感があるとか、地域のイベントがあるといったような設問でしたけれども、少し

でも回答しやすいような工夫をするべきではないかといったご意見のもと、例え

ば安心感があるといったところについても、頼れる人がいて安心感がある、地域

のイベントがある、だけではなくて、地域のイベントに参加しやすい、そういっ

たかたちで、選択肢を整理させていただいたところでございます。続いて、９ペ

ージ、隣のページをご覧いただければと思います。問の23-1、併せて23-2もご覧

いただければと思います。こちらはボランティアに参加したいか、参加したくな

いか、また、参加している人についてのご意見を聞く問でございます。その中で、

選択肢で、例えば23-1については、面白そう、興味があった、23-2については参

加方法がわからない、近くに参加できるボランティア活動がないといったかたち
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で、元々の前回の委員会の提示項目ではなかった選択肢を新たに設けているとこ

ろでございます。これについても、ご指摘をいただいた中で、確かにこういう項

目、こういうふうに思って参加しない方がいる、参加する方がいるのではないか

といったふうに事務局でも考えさせてもらった中で、記載をしているところでご

ざいます。続いて、問の24をご覧いただければと思います。「あなたは、お住ま

いの地区の災害時の一時避難場所を知っていますか」といったような項目になっ

ておりますが、前回は、避難場所を知っていますかといったような設問でござい

ました。避難場所となってしまうと、一時避難場所もそうですが、福祉避難施設

であったり、様々な避難場所と混在してしまうといったようなご意見をいただい

たところでございまして、一時といったかたちで区切らせていただいているとこ

ろでございます。またですね、問の26では、あなたは避難行動要支援者に対して

何ができると思いますかというのが前回の設問でしたが、今回は、発災時にとい

うかたちで、時を限定させて いただいております。日常生活でどういったことが

できるかといったところはもちろん重要ではございますけれども、ここは防災に

ついて聞く設問でございますので、発災時にというかたちで整理をさせていただ

いているところでございます。同じく９ページ、前回第１回委員会提示項目の問

の32のところをご覧いただければと思いますけれども、今回、ここは削除させて

いただいております。この削除をした理由といたしましては、設問自体が非常に

曖昧で、選択肢も非常に幅広すぎたというところもございまして、これを聞いた

後に、どのように生かしていくのかというのはなかなか難しいなというふうに感

じたところがございまして、削除をさせていただいたところでございます。次に

裏面の10ページをご覧ください。10ページの問の34、「子ども、高齢者、障がい

のある人、認知症のある人が、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」という現状を聞く設問になって

おります。前回については、認知症というかたちで限定している設問でございま

したが、今回につきましては認知症というところだけではなくて、子ども、高齢

者、障がいというかたちで対象を広げさせていただきました。そうすることによ

って、それぞれの対象の方におかれましては具体的な現状、状況というところが

把握できるのではないかというふうに整理をさせていただいたところでございま

す。11ページ、お隣のページをご覧ください。こちらも、第２回のところ、問37

「今後、市が重点を置くべき地域福祉の施策は何だと思いますか」というところ

に、新たに、外国籍住民の方に対する支援というところを設けさせていただきま

した。こちらについては、前回の委員会で資料をお配りはしているかと思うので

すけれども、国のほうからですね。地域福祉の中に盛り込まなければいけない事

項というものを新たに昨年度提示されているところでございます。その中に、外

国人といったところが１つあったのですけれども、現在の地域福祉計画の中では、

なかなか外国人といったところについての支援が記載されていないところでござ

います。ですので、まずはそれを一歩目としまして、アンケート調査の中にこう
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いった文言を設けさせていただいたというところになっているところでございま

す。以上がアンケート調査の、まず、設問の部分でございます。引き続き、構成

について簡単に説明させていただければと思います。資料は、別で綴ってある資

料の8-1と8-2をご覧いただければと思います。まず8-1が、まだ案の状況ではござ

いますけれども、アンケート調査票の具体的なものになっております。まずです

ね、この大前提としてこのアンケート調査については地域福祉計画を作るにあた

っての参考にするための資料ということが１つあるのですけれども、我々として

はもう１点目的を持っているところでございまして、今回、市民4,000人の方を対

象にアンケート調査をするとなった場合に、4,000人に対して地域福祉を普及啓発

する場面ってなかなかないかと思うのですね。ですので、このアンケート調査で、

そういった地域福祉に関連する普及啓発の部分ができればいいなというふうに考

えておりまして、こういったアンケート調査票を作ったところでございます。ま

ずですね、表側のところに「地域福祉とは」といった項目を設けさせていただい

ております。こちらについては、文言だけで記載するのはもちろんのことなんで

すけれども、具体的な図としまして、地域福祉が目指すものといったかたちで、

図的なものも簡単に記載をさせていただいております。併せて下に、藤沢市公式

ホームページのＱＲコードを記載しているところでございますけれども、ここは、

地域福祉計画の専用のホームページを作っているところでございますので、興味

のある方はこちらをご覧いただいて、実際に地域福祉計画のホームページをご覧

いただくようなかたちで、現在考えているところでございます。続いて、裏面を

ご覧ください。１ページと書いてあるところですね。今までは、地域福祉計画は

地域福祉計画だけでしか使いませんよといったことも書いておらず、地域福祉計

画アンケート調査というふうにしかお示しをしていませんでした。ただ、この地

域福祉計画というのは皆さんご存知のこと、障がいに関する計画、高齢者に関す

る計画、また子どもに関する、計画それぞれの理念計画というかたちになってお

りまして、それぞれの基盤になっているものでございます。ですので、このアン

ケート調査というのは、地域福祉計画だけではなくて、それぞれ個別分野の計画

でも使うことがありますよといったことは、ここで伝えなければいけない。そう

いった意味合いのもと、今回１ページには、それぞれそういう記載をしていると

いうことになっております。続いて、２ページをご覧ください。２ページの大項

目、一番上ですね。まず始めにあなた自身のことについてお尋ねしますというふ

うに文言が書いてあるかと思います。前回までは、この文言というのは、下の選

択肢と同じフォントでございました。ただ、なかなか、そうしますと強調ができ

ていないなというところがございましたので、少しフォントを上げさせていただ

きまして、また幅も広げさせていただきまして、大項目とそれぞれの選択肢、そ

こについて整理をさせていただいたというところになっております。続いて３ペ

ージをご覧ください。３ページの問６ですね。あなたのお住まいの地区というこ

とで、これは地区を聞くところですけれども、4,000人の方全てが、自分の住所は
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わかっても、どこの地区というのがわかるかというと、そうではないのではない

かというふうに思います。ですので、封筒の右肩のラベルに、それぞれ片瀬、鵠

沼、辻堂というかたちで、地区名を記載しようというふうに現在考えております。

ですので、そちらについて書いてくださいねといったかたちで、現在、整理をさ

せていただいているところでございます。最後に、10ページをご覧ください。こ

こは、防災の欄になっております。それぞれ、問の25と問の26に※印が書いてあ

るかと思います。これについては、設問を回答するにあたりまして、なかなか文

言がわかりづらい部分について下に※印で表記をしているところでございます。

例えば、地域の防災訓練となると、何を指すのかというのがなかなかわかりづら

いなという部分、また、避難行動要支援者、これは委員の皆様からいただいた意

見にもたくさんあったかと思うのですが、避難行動要支援者という言葉がわかり

づらいこと、同じように、12ページにも、成年後見制度だったりとか市民後見人、

そこにも同様のかたちで※印を書かせていただいているということになっており

ますので、よろしくお願いいたします。続けて、最後に8-2の説明をさせていただ

きます。資料8-2をご覧ください。これが、別冊子で現在予定をしております参考

資料というかたちになっております。最初、この8-1と一緒に綴ってしまおうかと

も思ったのですけれども、そうしますとアンケート調査票自体が厚くなりすぎて

しまって、回答率が下がってしまうのではないかといったような危惧がございま

すので、別冊子で現在予定をしているところでございます。こちらでは、用語集

というかたちで、わかりづらい文言であったり、先ほど申し上げたボランティア

センターの部分について、こういうかたちで記載をしておりまして、２ページ、

３ページ、４ページについては、地域福祉に関連する重要な考え方等々について

ここに記載をしているところでございます。こちらをお配りすることによりまし

て、ただ地域福祉計画に関するアンケート調査に協力をしてもらうというだけで

はなくて、地域福祉の考え方をまず知っていただくといったような、普及啓発に

もこういった資料は使っていきたいというふうに考えております。そういった整

理のもと、こういう参考の資料を作らせていただきました。ですので、実際にア

ンケート調査を行う際には、依頼文の表紙と、資料8-1、資料8-2が同封されて、

市民4,000人の方に郵送されるというイメージになります。長時間説明してしまっ

て申し訳ございませんでした。アンケート調査について説明は以上になりますの

で、ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

石渡委員長：はい。とてもわかりやすい資料を作っていただいて、これまでとの違いとか

は明確になったかと思いますけれども、今のご説明に関して、委員の皆様、何か

ございますか。どうぞ市川委員。 

 

市川委員：このアンケートについては、今、特にないのですが、私、自分自身でこれをい

ろいろやってみて。いろいろ感じたのは、これは無作為で4,000名ということにな
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っておりますけれども、この際、自治会長さんにこれを送付して、別の、アンケ

ートとは別に、こういうようなアンケートをしているということを自治会長さん

が自覚していただくとですね、これ自分でつけていくと、俺、自治会長としてこ

ういうことやっているかなとか、ここに書いてあることをちょっと理解が進むん

じゃないかなという気がしたものですから、ちょっと自治会長さん宛て、長後地

区は39自治会ですけれども、大雑把に見て600何自治会かと思いますけれども、そ

ういったようなことができるかどうかはちょっとご検討いただきたいというお願

いでございます。以上です 

 

石渡委員長：はい、また前向きなご提案をいただきましたが、自治会長さん600人ぐらいに

なるのですか。 

 

椎野委員：13だから、400。 

 

石渡委員長：ということですね、ありがとうございました。今の時点で、何か、事務局ご

ざいますか、今のご提案に関して。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。このアンケート調査とは別に、何かしらの手法を

使いまして、そういうことができるかなというふうに思っております。郵送する

ということになるかもしれないのですけれども、別で、例えば会議の場を使わせ

ていただくであったりとか、その他ですね、どうしても400人となってしまいます

と郵送料の問題とかも出てきてしまうところもありますので、その辺はちょっと

加味しながらも、方法はちょっと考えさせていただければというふうに思います。

ただ、このアンケート調査を、実際に地域福祉に関連する取り組みをされている

方に聞くということも非常に重要だというふうには思いますので、そういった意

味合いで、自治会長さん、ひいては自治会長さんに限らず、例えば地区社協さん

の会長さんであったり、様々な団体さんにもそういうふうに幅を広げていくとい

うことが重要か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。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。他に、今のアンケートの説明に関して。は

い、どうぞ、木村委員。 

 

木村委員：細かいことで申し訳ないんですけれども、新しいこのアンケートの問25ですね、

選択肢が、例えば、私は、過去に参加したことがあって、今年も参加しているの

ですね。ただ、毎年ではない。だから１番には付けられないし、２番も違うし、

４番かなって。ちょっとこの選択肢が気になったので、ご一考いただければと思

います。 
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石渡委員長：はい、ありがとうございました。ちょっと今、問25の選択肢について、木村

委員のお立場で１つプラスをしたらというご提案をいただきました。 

 

事務局：こちらはご指摘の通りでございます。質問の中で、そういった方々についても拾

えるように１つ設けさせていただくのか、それとも文言を修正するのかその点に

ついて検討をさせていただきたいというふうに思っております。どちらにしても

必ず反映をいたしますのでよろしくお願いいたします 

 

石渡委員長：ありがとうございます。はい、どうぞ、南部委員。 

 

南部委員：地区ボランティアセンターの立場としまして、わざわざ用語集で地区のボラン

ティアセンターを出していただいたのは、本当に、前々からの話で助かりますが、

ただ、この設問の中に、その他に、地域の縁側とか地域支えあいセンターも一緒

に入っているのですよね。そうすると、地区ボランティアセンターを知らなくて

も地域の縁側には行っている人もいるだろうし、支え合いセンターは利用したこ

とがある人もいるのかもしれないし、この支えあいセンターというのはちょっと

微妙な表現っていうか 、ちょっとこれを全部一緒にされると、この答えというの

が明確に出るのかなと思いまして。疑問に思いました。 

 

石渡委員長：はい。というご意見ですが、いかがですか、何か。 

 

事務局：ありがとうございます。ご指摘の点、こちらについては、地域の皆様が行なって

いる取り組みというかたちで、３つを１つにまとめさせていただいてしまってい

るところではあるのですけれども、確かにご指摘の通り、地域の縁側とボランテ

ィアセンターを一緒にやっているところもあるかと思うのですけれども、そうで

はないところもたくさんありますし、また、やっている目的は違うところもたく

さんあるかと思いますので、そこは少し整理をさせていただきたいというふうに

思っております。確かに、今の中だと、ちょっと回答しづらい部分もあるのかな

というふうに思っております。ただ１点だけですね、ちょっと整理をさせていた

だかなければいけないのが、ここを変えてしまうと、前回からの経年変化がちょ

っと見えなくなってしまうところもあったりしますので、ちょっと、その点も加

味しながら、検討をさせていただきたい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。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。他には何かございますか。すみません、私

からですけれども、年代別に属性のところを分けていただいて、確認ですが、や

はりこの年代別を4,000人にやる場合には、人口比に合わせたような配慮はしてい

ただけるのですか。 
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事務局：はい、そうなります。 

 

石渡委員長：あと、ちょっと大きなことになりますが、この前、障がいのアンケートにつ

いてお話を聞いた時にですね、ＷＥＢでやれるような方法を藤沢はとるというの

を聞いて、おおっと思ったのですが、地域福祉に関しては、ＷＥＢで回答できる

ようなことというのは、今の時点では考えていないでしょうかね。若い人の回答

率が高くなるかなと思ったりはしたのですが。 

 

事務局：ありがとうございます。障がいで出たアンケートって、ＷＥＢで回答できるよう

なかたちでしたかね。ちょっと、私も出ていたんですけれども、やり方としては、

何といいますか、いわゆる情報保証というかたちで、ウェブサイト上にアンケー

ト調査票を掲載したりした。 

 

石渡委員長：そういうことですか。では、私が誤解をしていたんですね、すみません。 

 

事務局：可能性としてはですね、例えばアンケート調査票を、この地域福祉計画のページ

に記載したり、あと、電子メールで、例えば視覚障がいの方とか、電子メールで

やり取りをしている方がいらっしゃるので、そういった回答の方法を提供すると

いうことは必要なのかなと思っておりまして、それはちょっと、この地域福祉計

画のほうでもいろいろな方に発送しますので、いわゆる郵送で、自分で記載して

回答が難しいという方への配慮に関しては、またちょっと別途、鑑文をつけてで

すね、ちょっとそういったときは配慮させていただきますというふうに伝えたい

と思います。あと、またそういうウェブサイトをどのように活用していけるかと

いうのを、別途、またこちらでも検討させていただければと思います。 

 

石渡委員長：わかりました。私は、障がいのほうは、ＷＥＢ上で回答できるのかというふ

うに誤解をしてしまったんですが、そこまではいっていないんですね。そこまで

いくとすごい画期的だなと思いましたが。でも、今後、課題として、きっとそう

いうのも出てくるとは思います。ありがとうございます。他にアンケートに関し

ては、何かございますか。はい、ではどうぞ、東田委員。 

 

東田委員：配布についてですけれども、4,000人の無作為で出されるわけですけれども、こ

れが地区別とか、年代別とか、性別とか、そういう、またそれぞれの配慮という

のはあるのですかね。 

 

事務局：配慮はするかたちになります。 
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東田委員：そうですか、わかりました。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。はい、どうぞ、市川委員。 

 

市川委員：質問ですけれども、ちょっと私記憶違いで申し訳なかったんですけれども、こ

の問８を全面削除されたわけというか、経過、それがちょっとご説明いただけな

かったかなと思いますけれども、これの理由は何かあるのでしょうか。 

 

事務局：こちら、説明を私のほうでしておりませんで、大変失礼いたしました。こちらの

削除理由なのですけれども、こちらは、最初のあなた自身のことについてという

基本属性については、その他の、それ以降ですね、問の11以降の設問とのクロス

集計をかけるための設問というかたちになっております。そうした中で、例えば

年齢であったりとか、職業であったりとか、そういうところにおきましては、こ

ういう傾向があるならこういう方はこういう傾向もあるな、ということで、こち

らで確認をさせていただく中で、計画に反映する、また施策に反映することがで

きるかなというふうに思うのですけれども、お住まいの形態、一戸建てに住んで

いる方と民間の賃貸住宅に住んでいる方、そちらに対してクロス集計をかけたと

きに、その結果をどう使っていくのかというのがなかなか難しいなというふうに

考えたところでございます。できましたら、これも設けることができれば一番良

かったのかもしれないのですけれども、そういった理由があるというところが一

点と、あと選択肢が元々50問ぐらいあった中で、45問には最低でもしなければな

といったところを考えさせていただいた中で、削除の候補に上がって、削除させ

ていただいたというふうに事務局側で整理をさせていただいたところでございま

す。 

 

石渡委員長：市川委員、よろしいでしょうか。 

 

市川委員：はい、ありがとうございます。 

 

石渡委員長：ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

越川委員：選択肢についてなんですけれども、問32番なんですが、選択肢の３番が、保健

福祉に関する情報の提供となっているのですけれど、前の７ページの12ですね、

保健福祉の情報というのを、行政や福祉サービスの情報というふうに表現を直し

ていただいていると思うんですけれども、問32の選択肢の３のところも直してい

ただけたほうがわかりやすいかなと思いました。 

 

事務局：大変失礼しました。こちらは事務局側の修正ミスでございます。ご指摘ありがと
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うございます。 

 

石渡委員長：越川委員、ありがとうございました。もし、他に気づいたらば、改めて事務

局の方にご意見をいただいてというかたちにしていただいて、次にですね、団体

のヒアリングについてのご説明を用意していただいていますので、資料９の説明、

事務局にお願いしてよろしいでしょうか。 

 

 ③団体ヒアリングについて 

 

事務局：はい、ありがとうございます。そうしましたら、最後、次第の冊子の一番裏にな

ります、資料９、12ページをご覧ください。いろいろポイントを整理する中で、

あと、アンケート調査を少し固める中で、団体ヒアリングについても少し検討し

ていくべきところが少しずつ固まってまいりましたので、今回まだちょっと策定

委員の案ですけれども、ご報告させていただきます。アンケート調査でいろいろ

項目を立てていくのですけれど、やはりそこだけではちょっと見えにくいような

地域の情報であったりとかを、団体ヒアリングというかたちで補足できればなと

考えております。資料９の見方なのですけれど、すでに団体名が記載されている

ものに関しては、前回、平成28年度ヒアリングにおいて、すでに実施したところ

でございます。今回は、同様にこの団体さんのほうにもお声かけさせていただけ

ればなと思っております。この実施段階の中で、名前が書いていなくて（新）と

書いてあるところが、今回、新たにお声かけさせていただければなというカテゴ

リーの団体さんということであります。名前が書いていないのは、まだちょっと、

各団体さんに頭出しであったり依頼とかをしていないので、正式な名前はちょっ

と割愛をさせていただいておりますが、カテゴリーごとに少し想定はしておりま

すので、口頭で説明させていただきます。団体のほうですけれど、高齢者関係と

障がい者関係、そして子どもの関係に関しては、専門職の皆さんと地域団体の方、

それぞれセットできればなと考えております。そういう意味で、高齢者関係の地

域団体と、子ども関係の専門職を追加したようなかたちでございます。今、想定

しているのは、高齢者関係の２番に関しては、地域の方ということで、やはり老

人クラブさんなどになろうかと思います。お声かけさせていただくことになろう

かと思います。子ども関係の専門職に関しては、例えばですね、子育て支援セン

ターだとか、そういったところのほうに出向いでお声かけさせていただければな

というところで、ある意味、この３つのカテゴリーに関しては、専門職と地域団

体というところ、網羅できるかたちで考えております。あと、地域関係ですけれ

ど、ここでは11番の（新）と書いてある住民自治関係、自治体さんや町内会の声

を、今まで抜けていたこともあるので、今回しっかりお聞きさせていただければ

なと思っております。その他にあるＮＰＯ関係に関しても、結構、地域福祉計画

の中でも大事な項目でありましたが、今までここも聞き取りとしては抜けていた
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ということで、例えばここであったら市民活動推進センターなどになろうかと思

いますが、そういったところを、今、考えているところでございます。というと

ころで、新たな聞き取りを行う団体さん等、加えながら、今のところ13の団体さ

んにということで検討しているところでございます。ヒアリングの内容に関しま

してですね、前回、平成28年度のヒアリングの内容に関して、各団体の共通聞き

取り項目ということで、全て同じようなかたちで聞き取りをしてまいりました。

この真ん中にある共通聞き取り項目１から４ですね。それに準じてということで、

聞き取りしていたのですけれども、今回、地域の課題のポイントをしっかり整理

する中で、アンケートを実施していく中で、やはりこの団体さんにはこのような

ことを聞いたらいいのではないかというところが、ある程度明確にしながら聞い

ていったほうが、より効果的な情報を収集できるのではないかと思いますので、

こちらの右側にあるようなかたちで、各団体であったり、地域の課題に応じた特

色のあるヒアリング内容を検討しているところでございます。あとですね、地域

関係の各団体に関しましては、どういった収集の仕方がいいのかというのはまだ

検討しているところで、というのも、13地区ある中で各地域の声を、なるべく反

映できるようなかたちの聞き方を、今、検討しているところでございます。今回

ですね、頭出しでございまして、このヒアリング自体は、今年の12月から年明け

１月頃にかけて、アンケート調査の後に行うようなかたちになります。次回の11

月の委員会で、最終的な案をお示しした上で、ヒアリングを開始していくという

ことになりますので、また、今回ご意見いただいたものに関しては反映させてい

ただきまして、次の委員会で最終案というかたちで提示していくところでござい

ます。今回、お声掛けする団体さんはこれでいいのかなと。あと、ヒアリングの

聞き取りの内容ということで、いわゆる、さっきポイント整理をした中で、こう

いった内容でいいのかというところに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。説明は以上でございます。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。団体ヒアリングについては次回も議論がで

きるということですが、今のご説明を聞いたところで、何かご質問、ご意見おあ

りの方。では、松永委員お願いします。 

 

松長委員：地域福祉に関するアンケート調査のところに戻ってしまうんですけれども、ち

ょっと大事なところなので、お伝えしたいと思います。細かいアンケート項目に

ついては、これから細かく見ていく中で、各委員さんのほうから意見聴取しなが

ら作っていくということになるかと思いますが、最初に聞いたところの文が印象

的だったので１点だけ。この調査項目６ページの最初の問ですね、問１の、あな

たの性別ということで、先ほどいろんな配慮の中で、「３ 未回答」というふう

になっているのですけれども、加えたということですけれども、そもそもこの３

のところを回答することで未回答じゃないんじゃないかということですよね。通
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常、これは、男性・女性というふうに聞いて、答えたくない場合は答えないとす

ることで集計するときには無回答というかたちになるかと思うのですね。その、

性差別であったり、そういうのであれば、年齢もあります。年齢差別というのが。

エイジズムと言いますけれども、そうすると、同じように聞くのかということで

はないと思います。どちらでもないとかわからないというのも的確ではないと思

うので、これは従来通り、男性・女性というふうに聞いて、回答をする側が、選

ぶか選ばないかという判断に任せるのが一番ではないかなと。一番配慮するとい

うことは、もうこの項目を聞かないということですよね。でも、さすがにそれは

考えにくいかと思います。なので、これは従来通り、男性・女性で十分じゃない

かなというのが私の意見です。それと、これもせっかく作っていただいたところ

なので恐縮ですけれども、資料8-2というものの、参考資料ですが、これが何のた

めに準備されたのかということですね。まず、これだけを読んで回答しなければ

いけないのかということになると、そもそも無作為抽出にはなり得ない。つまり、

地域福祉計画に関してのある程度の知識であったりとか関心であったりとか、理

解を示した4,000名というふうになってしまいます。なので、アンケート項目に関

しても、これを読まなければ回答できないというふうになると、ちょっと質問の

項目として不適切じゃないかなと。本当にアンケート項目の脇のほうに、１文で

用語が説明しきれる文、できるだけ平易な言葉で説明できると、それで無作為抽

出というものが、初めて無作為抽出になるのではないかなというふうに思います。

加えて、地域福祉計画に関しての理解ということを深めたいということであれば、

せっかく概要版を作られているわけなので、概要版を一緒に同封されるとか、概

要版のさらに概要版を作るのは大変なことだと思いますけれども、このアンケー

トというのも地域福祉計画の一環としてやっていますよとか、地域福祉計画をよ

り良くするための、次の計画のためのアンケートですということで、有り材とし

て、あるものとして、概要版をつけるということになると思いますけれども、あ

えてこの参考というものをつけることによって、ちょっとこの無作為というもの

がブレるのではないかなというのが私の意見です。それと、この資料8-1のところ

の、１ページめくっていただいたところで、先ほど、事務局の方がアンケート調

査ご記入にあたってのお願いですね、１ページのところ、この１番のところに、

行政の３計画をあげられています。本当にこの３つなのかというところもあるの

ですけれども、加えて言えば、市の社会福祉協議会が中心となって策定している、

地域福祉活動計画、これも含まれるのではないか。これは、国のガイドラインの

中でも、こういった調査関係であったりとか、ヒアリングもそうですけれども、

やっぱり大々的にできるというのは、行政の力であったりとか、財源であったり

するわけですよね。やっぱり、それを連携しながらということも、再三そのガイ

ドラインの中でもいわれていて、必ずしも一体的に委員会を設けて、計画を作る

のが全てではないわけで、そういった部分的な作業的なところでは、共有し合っ

ているというところは全国的にも少なくないですよね。これは、加えて市の社会
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福祉協議会の方で作られている、中心になって作られている活動計画というのも

加えるべきじゃないかというふうに思います。 

 

石渡委員長：今、松永委員から関連してですね。では、椎野委員、どうぞ、お願いいたし

ます。 

 

椎野委員：アンケートをお願いするためには、知る権利もあると思うので、実際には、対

象者がこういうのを全て、今、松永委員がいったように理解しているかというと、

理解していない人も結構中には入ってくると思うのですね。私はよく、このアン

ケートの目的、一番の目的は、何でこのアンケートをやるんですかと、目的とい

う、目指すものとかいろいろありますけれど、なんか、言葉がもっと優しく伝わ

ったほうがいいのかな。大体、アンケートをやると、目的は何ですか。そういう

のをきちっと単純に単語で文章にすると、なかなかわかりにくいんだよな。だか

ら、私はそういう使い方を、アンケートをやるときは、目的と書いて、あまり難

しいことはお願いしない。ただ、その都度、問に対して理解ができないから、参

考としてこれをつけましたよということでお願いすれば、私はいいかなと思うの

でね。松永さんの意見に反してしまいますが、初めて見る人がこういうことをや

っているんだなと。初めて見る人が確かにいると思います。その人には初めて見

てもらって、感じるか、感じないかは別問題で、いいかなとは思うんですけれど

ね。大事なことなんだけどね。いや、これを全部知っている委員だって、私だっ

て、全部理解しているか、実際は包括ケアシステムなんかだったら、なんか本当

にやっているんだか、やってないんだか、難しくてね。現場では、そんなのはほ

とんどわかりませんよ。今もそんな簡単に、藤沢型、藤沢型って何ですか。世間

でいうケアシステムはあれしていてもね、藤沢型って、特徴は何ですかというの

がわかっていなくてやっているのも結構多いので、ちょっと、松永委員のも参考

にしていただいてね、どうするかというのも結論を出せばいいかなと思うんです

けれどね。ちょっと私も、松永委員に申し訳ないけれど、簡単に、より簡単にし

たほうがいいかなと。 

 

石渡委員長：たぶん、関連してということだと思いますが。松沢委員お願いいたします。 

 

松沢委員：松永さんがおっしゃることも私はわかるんです。なるべく平易というのは。や

はりそれだけ、福祉の法律用語ですとか、事業名だとか、例えばその、椎野委員

がいわれている、大体ボランティアセンターをボラセンと略したりとか、福祉は

それだけやっぱり専門用語とかが多すぎると思うのです。それだけもちろん事業

をきめ細かくやられているということですから、だから、そういう点、どうして

も、今回、丁寧に用語集までつけていただいたりとかね、なるべく設問の途中に

も※印で説明を加えていただいたりとか、私は非常にこう、やっぱり初めて福祉
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に接するというのですかね、そういうことを聞かれる立場の人にとっては、やっ

ぱり説明があったほうが親切で丁寧でいいかと思います。 

 

石渡委員長：ありがとうございました。という、この参考につける資料のことと、それか

ら、地域福祉の概要版を入れたらというようなご提案もありました。あと、最初

に性別のことに関してもあって、私もこの１番目の性別について、松永委員のご

意見に対する意見ですけれど、ちょっと私も、この辺どういう扱いをするのがベ

ストなのかを専門ではないのでわかりきれないのですが、でも、今、やっぱりそ

の、男性・女性というふうに分けきれない人に関して行政が配慮しているという

ことをアピールするということで、行政としては、むしろこの３つ目の「回答し

ない」というような欄をつけて、やっぱりそういう立場の人が認知されてきてい

るんだっていうことをアピールするというようなところを大事にしているところ

もあるのかなと。どっちがいいのかが、ちょっと、私は専門ではないし、判断し

きれないのですけれど、ちょっと他の自治体の様子とか、アンケート調査なんか

も含めて、この辺、どういうのが今の時代として藤沢市が判断するのかというよ

うなところは、ちょっと私は検討していただけると良いかなというふうに思いま

した。あと、ヒアリングに関してのご説明もいただいたんですが、何かご意見お

ありの委員の方がいらっしゃいましたらば、お願いいたします。では、ヒアリン

グに関しては次回も。失礼しました、市川委員。 

 

市川委員：確認ですけれども、このヒアリング調査ですけれども、（新）となっていると

ころに、例えば地域関係ということで、地域団体、住民自治関係ということにな

っているんですけれども、これは先ほどの説明で、自治会ということのようだっ

たのですけれど、自治会連合会なのか、自治会なのか、あるいは自治会といって

も各地の自治会それぞれを回るのか、その辺を、次回までにしっかり検討という

か、書いていただければと思います。 

 

事務局：すみません、ここは連合会とご認識いただければと思いまして、市全体の連合会

さんか、もしくは各地域の、ちょっと、どういったかたちで情報収集をするか、

これから検討ということで。連合会は連合会というかたちになります。 

 

市川委員：ここでいっているのは、自治会連合会を想定していると。それは各地の自治会

連合会ですか、13地区の。 

 

事務局：13地区全てを回るかどうかというところを、今、ちょっと検討しているところで

すね。ピックアップして回る方法だったり、いずれにしろ各地域の課題をしっか

り収集できるようにということで。 
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市川委員：というのは、自治会連合会というのも各地区によってだいぶいろいろ差があり

ますからね。ちょっと、どういうかたちで選別されるかによって、だいぶ意見的

に違ってくる可能性もあるような気がします、私としてはね。だから、その辺を

是非、考慮いただければと思います。以上です。 

 

石渡委員長：はい、ではお願いいたします。他に、ヒアリング関係で何か。では戸髙委員

お願いします。 

 

戸髙委員：すみません、ヒアリング関係ではないですけれども、今、石渡委員長のいわれ

た１のところですね。これに関しては、私は藤沢の男女共同参画のところで、藤

沢人権協議会に入っていて、やっぱりこの辺の論議って結構出ているところなの

で、これは私のほうから事務局の方にお願いして、市の視点としてどうするかと

いうようなことでお願いした経過があって、委員長と同じような感じで、お願い

しています。 

 

石渡委員長：はい。やっぱりとても難しいことかなと思います。では、ありがとうござい

ました。他には。 

（特になし） 

それではですね、その次のところで、その他ということで準備をしていただいて

いますので、配付資料等に関連するものかと思いますが、お願いいたします。 

 

 

３．その他 

事務局：それではですね、本日、当日資料としてお配りをさせていただきました資料につ

いて、簡単にご説明させていただければと思います。まず１枚目、「おれんじキ

ャンペーンふじさわ2019」と書かれています、青い１枚ペラのものを見ていただ

きたいのですけれども、こちらはですね、今年度おれんじプランふじさわを策定

したということもありまして、９月が世界アルツハイマー月間というふうに呼ば

れていまして、藤沢市でも認知症に関わります様々なイベントを開催いたします。

こちらにたくさん載っているんですけれども、これ以外にも、藤沢市としては、

認知症に関する施策というのに力を入れて頑張っていきたいというふうに考えて

おります。情報提供というかたちになりますので、もしご興味がある委員の方が

いらっしゃいましたら、是非、いらっしゃっていただければと思います。そして、

これに関連いたしまして、もう１枚ですね。「だれもが安心して暮らせるまちづ

くり」、９月25日に開催されますイベントのチラシもお配りをさせていただいて

おります。こちらなんですけれども、行政だけということではなくてですね、鵠

沼の郷土づくり推進会議の方々にご協力をいただきまして、一緒にこの講演会の

内容について協議を進めてきたものになっております。実際、認知症になられた
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当事者の方をお招きしたりですとか、先ほど申し上げました通り、藤沢おれんじ

プランを今年度作成しておりますので、こちらの内容を、他市町村と、先進都市

と呼ばれている和歌山県御坊市役所から呼んでですね、一緒にちょっと中身につ

いて語り合ったりするような内容になっておりますので、こちらのほうも、もし

お時間等ございましたら、是非ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局：介護保険課赤尾と申します。白黒の介護の日のチラシについて、ちょっとご説明

させていただきます。毎年行っているんですけれども、今年は11月２日に、藤沢

市民会館で１時半から行います。まず、この落語家の林家源平さんによる講演を

行うんですけれども、この林家源平さんは、老人福祉センターへ落語ボランティ

アに伺ったのをきっかけに、介護そのものに興味が沸き、介護ヘルパーの資格を

取得された方で、介護の実体験を元にした創作落語をしていただけるということ

です。また、３時からは、介護食を宅配している市内の事業者の方々が、実際の

食事の展示と試食を行いますので、ご興味のある方、お時間のある方、是非お越

しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。では、事務局どうぞ。 

 

事務局：情報提供というものではないですが、一度整理だけさせていただきたいものがあ

りまして、ちょっとお時間をいただきました。議題の２つ目でお話しさせていた

だきました進行管理の部分ですけれども、こちらについては、当初、先ほどお示

ししたスケジュールですと、こちらで情報の収集はすべて完了いたしまして、こ

の後に委員の皆様に、最終ページにある、31ページ、32ページの意見シートをご

記載いただくというような予定であったかと思います。ただ、先ほどご意見もご

ざいましたが、市民センターのほうが、ボランティアセンターではないセンター

もあるという状況の中で、別途こちらからもアプローチをかけるべきだというふ

うに判断をさせていただいた中で、そうしますと、まだそこから情報が出てきて

いないようなかたちになります。そうしますと、まだこの中身というところも変

更が発生してきてしまう可能性も十分考えられるかなというふうに思いますので、

早々に、我々のほうから、情報を貰っていないセンターにも再度アプローチをさ

せていただきます。その後ですね、こちらを修正させていただきまして、また委

員の皆様のほうに、こちらは別でお示ししたいというふうに考えております。で

すので、第２回から第３回、次回までの間に意見シートを書くということは、今

のところはなしというかたちでご承知おきをいただければなというふうに思って

おります。あと、すみません、もう一点だけ。最後に説明すればよかったのです

けれども、この参考資料の扱いについてでございます。先ほどですね、この用語

集というふうなところに、こちらを見なければアンケートが答えられないとわか
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りづらいのではないかといったご意見もあったかと思うんですけれども、実際は、

アンケートの選択肢について、また設問について、わからない用語については、

極力こちらの実際のアンケート票には書いております。ですので、参考の資料を

見ないでもわかるような配慮をした上でこちらは作ったつもりではいるんですけ

れども、今一度そこは調整をさせていただきたいというふうに思っております。

あと、こちらの実際のアンケート調査票の、地域福祉とはといったところについ

てなんですけれども、確かにご指摘の通り、まだ、ここはわかりづらい部分が多々

あるかというふうに思いますので、この最初のページ等々につきましては、良い

表現といったところを改めて我々のほうで考えさせていただきたいなというふう

に思っております。また、最終的に固まったものにつきましては、11月の実際に

実施する前に、委員の皆様に、郵送でお示しをしたいというふうに考えておりま

すので、その点もご承知おきいただければと思います。以上になります。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。 他にも何か、事務局からございますか。 

 

（特になし） 

 

ということで、委員の皆様の宿題は今回なくなったということでよろしいです。

あと、アンケートの確定したものについては、実施前に委員の皆様に配付はして

いただけるということですので、ご確認をいただければと思います。あと、全体

を通して何か、委員の皆様、このことを言いそびれたとか、情報提供とか、おあ

りの委員の方はいらっしゃいますか。よろしいですか。木村委員どうぞ。 

 

木村委員：今の基本目標とか取組の書き方なんですけれど、例えば、鵠沼公民館の乳幼児

家庭教育学級カンガルースクールっていうのが29ページにあるんですけれど、こ

この取組内容のところを読むと、実際の活動があまりわからない気がしたんです

ね。実際のものを私は知っているので、これは、母子分離で保育がついた講座な

んです。なんだけど、そのことには全然触れていないんですよね。この取組内容

のところに。それで、課題のところに、ボランティアスタッフの高齢化っていう

のがあるのですが、このボランティアっていうのは、保育ボランティアの高齢化

ということだと思うんです。お子さんを別室で預かる方々がいらっしゃるという

ことなんですね。だから、そういう部分を、どこまで聞き取るかというか、書い

ていただいて、センターさんから戻してもらうかっていう細かい部分が、これを

読んで、知らない人はこういうものなんだなと思うかもしれないけれど、実際は

違うんじゃないのと思って気が付く、実際の事業を知っている人は気が付くと思

うので、その辺は、どこまで書いてもらったらいいのか、ちょっと取組み内容と

いうことだと書ききれないんですかね。投げかけの問題なのか、どこまで求めて

いるのかがちょっとわからないので、いや、そんなことは、そういうことは聞い
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ていないんだと、保育がついていようとついていまいと、これは別に、何といっ

たらいいのか、私の知っている事業の説明にはずいぶん足りないけれど、これで

いいのかなってちょっと思ったので、すみません 

 

石渡委員長：事務局、どうぞ。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。こちらに記載されている情報についてなんですけ

れども、この個別の事業についての進捗管理をするというものではなくて、もっ

と包含的に見た中での地域福祉計画の基本目標という視点で情報を記載していた

だいているものになっております。ただ、ご指摘の通り、この取組を見てもわか

らなければ正直意味がないというふうには思います。ただ、どこまで情報を収集

するかということなんですけれど、全てを記載することは、当然、無理かと思う

のですけれども、ただ、概要は当然わからなければいけないというところが１つ。

あともう１つ、できればわかりたいところが、数字的なものはわかったほうがい

いんだろうなというふうに思っております。というのも、大体どれくらいやった

かというところについてイメージがしやすいのではないかというふうに思っては

いるのですけれども、ただ、今、ご指摘いただいたところにつきましては、確か

に情報が足りないところもあるんだろうなというふうに思いますので、今一度、

全て情報が足りているかどうかについては見返しをさせていただきたいというふ

うに思っております。ただ、大前提として、全て細かい情報までこの中で網羅す

るといったものではないというところにつきましてはご承知おきいただければと

いうふうに思っております。 

 

石渡委員長：はい。というご意見を受けて思ったのですが、宿題はなくなったんですけれ

ども、アンケートの修正の意見というのがあった場合はいつ頃までだったら受け

付けてもらえるでしょうか。今のようなことを挙げるかなと。 

 

事務局：そうしましたら。９月中にはいただきたいなというふうに思っております。ちょ

っとまた、確定版が出来上がり次第、また別途ご郵送いたしますので、そこに日

付を書いております。何かご意見があるようでしたらいつまでにくださいねとい

ったような記載をしておきますので、目安としては９月中というかたちでお願い

できればと思います。 

 

石渡委員長：では確定版というか、これを書写したものは。  

 

事務局：確定版ではなくて、すみません、暫定版です。 

 

石渡委員長：ということですね。送っていただいてからの修正でも、９月いっぱいであれ
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ば受け付けていただけるということですね。ということですので、ありがとうご

ざいました。他に、このことをという。江崎委員どうぞ。 

 

江崎委員：資料の４のほうで、今までずっと、障がい福祉のところの記載が無くて、今回

記載されて安心したところなのですが、地域で暮らすというところで捉えると、

地域生活支援拠点事業とかというのか始まっているのですが、その地域生活のた

めに必要な拠点事業についての、行政がやることということの記載がなかったり、

それから、差別解消支援地域協議会というのがやっぱり動き始めていて、最初の

ほうに記載はあるけれど、権利擁護というところにそれも入ってくるべきではな

いかなと思うと、26ページあたりにきちんと入ってきたほうがいいんじゃないか

なと思ったりするんですが。障がい者の施策のほうでは、地域で暮らすというこ

とを非常に大事に施策を進めようということになっているわけですが、それを受

け止める地域は、ということで、この地域福祉計画というのはできているはずな

ので、今でもその、障がいのある人が地域に暮らし続けるということがなかなか

難しくて、去年、仲間が一人亡くなったりしているのですが、親亡き後が、藤沢

市で住めないし、神奈川県でも住めなくて、遠くに行かなければいけない。遠く

の入所施設に行かなければいけないというようなことが起きているので、そのこ

とと、要するに、障がい者施策のほうの問題と、この地域福祉の問題が、どう近

づいていくというか、狭間がなくなっていくかっていうための地域福祉計画であ

ってほしいなというふうに思うと、今、やっている途中なのでこの時点なんです

ということでの2020だと思うので、この先のことを考えて、いろいろなことが盛

り込まれていく計画になってくれるといいなというふうに思っています。なんか

ちょっとすみません。ここの中に、もっといろいろなことが載ってきてほしいな

という願いです。 

 

石渡委員長：はい、ありがとうございました。私も、障がいを専門にやっている者として

は、割と前の計画にはそこのところが１本の柱みたいな感じで位置づけられてい

たのが、今度、地域というくくりの中で、そこが明確に見えなくなってきている

なというふうには思うのですけれども、ちょっと今の江崎委員のご指摘であった、

たぶん、新しい差別の協議会なんかについては書くべきかなと思うんだけど、抜

けていた気もするので、ちょっとその辺り、また、私も事務局と個人的にご相談

をさせていただきたいと思いますし、江崎委員も何かあったらまたちょっと個別

にご意見をいただければと思います。 

宮久委員：せっかく来たので感想だけでもと思います。今回の読ませてもらって地域特性

があまり出なかったなというのでちょっとがっかりしています。障がい者団体で、

防災訓練などで、いろんな市民センターに行って関わると、やはり市民センター

ごとに違いが大きいんですね。そういう意味では、頑張っているところとか、頑

張っていないところとか、そういうんじゃなくて、やっぱり、各市民センターで、
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例えば田畑が多いところとか、海と観光でやっているところとか、いろんな特性

がきっとあると思うんですよね。そういう意味で、うちの地域はどういう特性の、

住んでいる人たちの年齢とか、職種とかも含めて、こういうのに力を入れていま

す、みたいなアピールがあってもいいのかなというふうに思いますし、各市民セ

ンターが、役所的な、市役所のサテライトであっては、せっかくこれだけ、13地

区も、藤沢ならではのシステムがあるのにもったいないなというふうに思ったり

します。鵠沼市民センターで、民生委員さんのことで、ちょっとセンター長さん

とお話をするんですが、そんなに年月いないのに、民生委員さんの顔と名前が全

部合っているんですよね。そんなに若くもないのに、ものすごい記憶力と思って

びっくりしたんですけれど、やっぱり、地域に根差して活動をなさっているから

だろうと思うんですよね。そういうところが、やっぱりここの情報収集に上がっ

てきてほしいなというふうに思います。それから、アンケートの、まだ付けるか

どうかわからないですけれども、この資料8-2の、参考資料の中に、市民の役割と

いうのが３ページにあるんですけれど、各種研修や講座というところの、「地域

における困りごとを『他人事』ではなく『我が事』として捉え、行政などと協働

し、見守りや簡単なお手伝いなど、気軽なものから取り組むことで、地域福祉の

担い手として活動することが期待されます。」というのは、結構重いんじゃない

かなというふうに思ったりもしました。障がい者を抱える家庭のうちとしては、

うーん、うちは困りごとなんだな地域の、と思ったりなんかしたんですけれども、

もうちょっと違う表現がないのかなと思うんですけれども。法律関係もあると思

うから、いじれないところもあるかもしれないけれど、もっと平たい感じにでき

ないかなと思ったりしますし、民生委員さんを今募集しているところですけれど、

ちょっとしたボランティアを自主的にやるというのはいいけれど、組織に絡め取

られるのは嫌だという人が多くて、なり手がないわけですよね。そういう意味で

は、市民として、こういう福祉の担い手として活動をすることが期待されますみ

たいな文言ではなくて、いろんな立場やいろんな年代の人と触れ合うことで人生

を豊かにすることができますよ、みたいな、笑顔の多い地域にしましょうね、み

たいなスタンスしていかないと、ここに各々いらっしゃる団体の皆さん方の活動

に、おそらく参加していない人の方が膨大に多くて、それでまた、若い人のほう

がもっと参加していなくて、そうなると、担い手と受ける側ってはっきり線を引

いてしまうのは、あまり得策ではないのではないかというふうに感じました。 

 

石渡委員長：今、いろいろ大事なご指摘、特に最後のご指摘はすごく考えさせられますの

で、ちょっと事務局、この資料の検討をお願いできたらというふうに思いました。

他に何か。 

 

越智委員：子ども関係のほうで、越智です。この、団体のヒアリング調査の実施団体で、

子ども関係のところが１つ、専門職で、どこかあたっていらっしゃるのだとは思
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うんですけれども、私の希望を申し上げたいと思います。できましたら児童館と

か児童クラブですね、そういうところとか、できれば保育園とかもいいんですけ

れど、そういうところの経験のある方に、是非ここの意見を聞いていただきたい

と思うのが、例えば、今、離婚する方も非常に多くなっていまして、非常に子ど

もの中でも条件が１つではないというところが私のほうでの感じですね。ですの

で、子ども会に入っているお子さんというのは、ある意味、いい方は変ですけれ

ども、普通に近いお子さんが多い、普通のご家庭と皆さんが捉える方が多いんで

すけれども、実は、それは本当に３割、４割ぐらいじゃないかと思って、もっと

幅広い条件のご家庭があって、お子さんの育ちに関しても、悩みに関しても、私

たち、子ども会に入っている子では拾い切れないもののほうが多いと思いますの

で、是非、そうですね、できれば児童クラブくらいがちょうどいいんじゃないか

と思いますが、そういうところにもあたっていただければという希望を申し上げ

たいと思います 

 

石渡委員長：はい。子どもの声は、やっぱりちゃんと代弁をしてくれる人に発信してくだ

さらないと伝わっていかない、本当に地域福祉の難しい分野だなというのをいつ

も感じていますので、今の越智委員のご意見などは、是非、ご検討いただければ

というふうに思いました。では、すみません、12時に近づいていますので、今日

も本当に大事なご指摘をたくさんいただきましたし、私は、やっぱり事務局が本

当に委員の声をしっかり受け止めて資料を作ってくださっているなというのを、

１回休んでたまに来ると、改めて感じました。また、いろいろな課題があります

けれども、どうぞ委員の皆様も、事務局の皆様も、またよろしくお願いいたしま

す。それでは進行マイクをお返しします。 

 

４．閉会 

事務局：ありがとうございました。また、活発なご意見ありがとうございました。次回の

とき、また、いただいたご意見をまとめて検討させていただきたいと思います。

これで、開催、終わりになりますが、次回の開催は11月29日金曜日になります。

時間は今日と同じ９時半からになりますので、また、どうぞよろしくお願いしま

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。どうもありがとう

ございました。 

 

以  上 


