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「住み慣れたまちの地域福祉を考える地区懇談会パート４」の開催結果 

 
 
※１０地区で開催し、３９５名の方が参加。 
 ・湘北地区は、独自で「湘北地区の地域福祉を考える懇談会」を定期的に開催している

ため、２３年度は実施せず。 
・茅ヶ崎地区は、２３年度内の実施ができず、２４年度に実施。（平成２４年４月実施） 
・南湖地区は、２３年度は実施せず。 

※開催内容、日時等の調整について、２２年度より地区で地域福祉の中心的役割を担って

いる地区社協と行うようにしていたが、２３年度も引き続き地区社協中心に調整を行っ

た。 

※２２年度までは、保健福祉課で用意した統一テーマで地区懇談会を実施していた（４地

区は独自のテーマで行った）が、２３年度は各地区の実情に合わせたテーマで地区懇談

会を開催した。 

 

 

 

 

１ 松林地区 

 

○日 時 平成２３年１２月１４日（水） １９：００～２１：００ 
○会 場 松林公民館 
○出席者 地 区 ２８名  

地区社会福祉協議会所属       ９名 
自治会連合会所属          ９名 

       民生委員児童委員協議会所属    １０名 
     行政等 １０名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ８名 
       福祉相談室青空           １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
 
○概 要 「地域の中で支援を必要としている状況にある人に対し、『ご近所さん』として

何ができるかを検討する」をテーマに６グループに分かれ、検討し、検討結果

の発表を行った。 
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２ 鶴嶺東地区 

 

○日 時 平成２３年１２月１７日（土） １３：３０～１５：３０ 
○会 場 鶴嶺東コミュニティセンター 
○出席者 地 区 ３１名  

地区社会福祉協議会所属       ７名 
       自治会連合会所属          ５名 
       元自治会連合会所属（２２年度）   ２名 
       民生委員児童委員協議会所属     ８名 
       つるみね東ボランティアセンター所属 ３名 
       青少年育成推進協議会所属      １名 
       つるみねクラブ所属         ２名 
       手をつなぐ育成会所属        １名 
       老人クラブ所属           １名 
       地区ボランティア          １名      
     行政等  ６名  

茅ヶ崎市保健福祉部         ３名 
地域包括支援センターみどり     １名 

       福祉相談室みどり          １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
 
○概 要 平成２２年度に行った「住み慣れたまちの地域福祉を考える地区懇談会パート

３」実施後、そこで出た課題について班別（５班）に検討を行ってきた結果を

各班から報告。その後、出てきた５つのテーマの中から最初に取り組むべきテ

ーマの選定、その他のテーマの優先順位づけをグループで話し合い、鶴嶺東地

区として取り組むべき課題を決定した。 
 

３ 小和田地区 

 

○日 時 平成２４年２月１日（水） １０：００～１２：００ 
○会 場 小和田地区コミュニティセンター 
○出席者 地 区 ４５名  

地区社会福祉協議会所属       ９名 
       自治会連合会所属          ９名 
       民生委員児童委員協議会所属    １３名 
       地区社協ボランティア       １４名 
     行政等  ８名  

茅ヶ崎市保健福祉部         ５名 
       福祉相談室青空           １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       ２名 
 
○概 要 民生委員より小和田地区の状況の説明があった後、寸劇を通し、各団体の役割

の確認等がなされ、意見交換が行われた。 
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４ 松浪地区（松浪ふれあいネットワーク交流会） 

 

○日 時 平成２４年２月４日（土） １８：３０～２０：３０ 
○会 場 緑が浜小学校 
○出席者 地 区 ７５名（ネットワーク会議メンバー） 

地区社会福祉協議会所属       ２名 
       自治会連合会所属         １５名 
       民生委員児童委員協議会所属    ２４名 
       青少年育成推進協議会        ４名 
       まつなみボランティアセンター    １名 
       体育振興会             １名 
       長生会               １名 
       いきいきサロン           ２名 
       （特非）介護の会まつなみ      ２名 
       （特非）憩い            １名 
       緑が浜クラブ            １名 
       プルメリア湘南           １名 
       やすらぎ              ２名 
       汐見台パシフィックステージ          ２名 
       ふれあい活動ホームあかしあ     ２名 
       社会福祉法人 翔の会 いずみ    ２名 
       地域活動支援センター 楽庵     １名 
       地域包括支援センター あさひ    ２名 
       福祉相談室 あさひ         １名 
       浜竹子育て支援センターのびのび   １名 
       茅ヶ崎市立松浪小学校        １名 
       茅ヶ崎市立汐見台小学校       １名 
       茅ヶ崎市立小和田保育園       ３名 
       小和田公民館            ２名       

行政等  ９名  
茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ７名 

       茅ヶ崎市社会福祉協議会       ２名 
 
○概 要 基調講演「地域で支えあう福祉のまち・まつなみ～私たちがここで生きるため

に地域でできること～」（佐野英司氏）を実施後、高齢・障害・児童の３つの

分科会に分かれ、意見交換を行った。 
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５ 浜須賀地区 

 

○日 時 平成２４年２月９日（木） １３：３０～１５：３０ 
○会 場 浜須賀会館 
○出席者 地 区 ３８名  
       地区社会福祉協議会所属       ８名 

自治会連合会所属          ２名 
       民生委員児童委員協議会所属     ６名 
       青少年育成推進協議会所属      ５名 

サポートはますか所属        ９名 
えにしだ会所属           １名 
あじさいの会所属          １名 

       サロンはますか所属         ５名 
       子育てアドバイザー         １名 
     行政等 １１名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ７名 
       地域包括支援センターあさひ     ２名 
       福祉相談室あさひ          １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
 
○概 要 地区での『子育て支援』をテーマに懇談会を実施。市のこども育成相談課、浜

須賀保育園より話題提供があり、浜須賀地区の子育て支援についてグループ討

議を行い、検討結果を発表。 
 
６ 小出地区 

 

○日 時 平成２４年２月１６日（木） １８：３０～２０：３０ 
○会 場 小出地区コミュニティセンター 
○出席者 地 区 ２２名  

地区社会福祉協議会所属       ９名 
       民生委員児童委員協議会所属    １１名 
       青少年育成推進協議会所属      ２名 
     行政等  ８名 
       茅ヶ崎市保健福祉部         ４名 
       地域包括支援センターあかね     ２名 
       福祉相談室あかね          １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
 
○概 要 各団体より、団体の概要及び施策・事業活動等の説明を実施した後、質疑・意

見交換を行った。 
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７ 湘南地区 

 

○日 時 平成２４年２月２５日（土） ９：３０～１１：３０ 
○会 場 コミュニティセンター湘南 
○出席者 地 区 ３５名  

地区社会福祉協議会所属      １０名 
       自治会連合会所属         １４名 
       民生委員児童委員協議会所属    １１名 
     行政等 １０名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ７名 
       地域包括支援センターすみれ     ２名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
 
○概 要 ４月より開所予定のボランティアセンター湘南「ハート＆ハート」の説明実施

後、「湘南地区らしいボランティア活動について」をテーマにグループ討議を

行い、検討結果を発表。 
 

 

 

 

８ 海岸地区 

 

○日 時 平成２４年２月２５日（土） １４：００～１６：３０ 
○会 場 福祉会館 
○出席者 地 区 ３４名  
       地区社会福祉協議会所属       ５名 
       自治会連合会所属          ９名 
       民生委員児童委員協議会所属    １７名 
       婦人会所属             ２名 
       老人会所属             １名 
     行政等  ９名  

茅ヶ崎市保健福祉部         ４名 
       地域包括支援センターあい      ２名 
       福祉相談室あい           １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       ２名 
 
○概 要 地区社協より「ボランティアセンター海岸の活動経過と事例報告」実施後、「ボ

ラセンがつなぐ地域の輪」についてグループ討議を行い、検討結果を発表。 
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９ 鶴嶺西地区 

 

○日 時 平成２４年３月３日（土） １０：００～１２：００ 
○会 場 鶴嶺西コミュニティセンター 
○出席者 地 区 ４９名  

地区社会福祉協議会所属       ９名 
       自治会連合会所属          ５名 
       民生委員児童委員協議会所属    １３名 
       老人会所属             ３名           
       子ども会所属            １名     
       青少年育成推進協議会所属      １名 
       青少年指導員            １名 
       プラザ               ２名 
       学童保育              １名 
       今宿小学校             １名 
       浜之郷小学校            １名 
       萩園中学校             １名 
       みなもと幼稚園           １名 
       萩中父兄代表            １名 
       萩中地域コーディネーター      １名 
       湘南ひまわり            １名 
       ライフ湘南             １名 
       ミモザ茅ヶ崎            １名 
       子こっと              ２名 
       憩いの里              １名 
       鶴嶺西コミュニティセンター     １名 
     行政等  ９名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ５名 
茅ヶ崎市青少年課          １名 
地域包括支援センターみどり     １名 
福祉相談室みどり          １名 

       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
 
○概 要 「何ができるか考えよう：地域で支える児童・生徒」をテーマに地区懇談会を

行った。茅ヶ崎市立萩園中学校の武部校長より話題提供があり、その後各団体

の活動紹介を行った。 
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１０ 茅ヶ崎地区 

 

○日 時 平成２４年４月１９日（木） １４：００～１６：００ 
○会 場 茅ヶ崎地区コミュニティセンター 
○出席者 地 区 ３８名  
       地区社会福祉協議会所属       ９名 
       自治会連合会所属         １０名 
       民生委員児童委員協議会所属    １９名 
     行政等 １１名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ７名 
       地域包括支援センターゆず      １名 
       福祉相談室ゆず           １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       ２名 
 
○概 要 ７月より開所予定のボランティアセンターちがさきの説明実施後、「よりよいボ

ランティアセンターにするためには」についてグループ討議を行い、検討結果

を発表。 
 


