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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５」の開催結果 

 

※地区懇談会開催の趣旨  

地区懇談会は、各地区の地域福祉の担い手や地域にお住まいの方々が身近な地域にある福

祉課題を確認・共有し、地域にあった福祉活動の推進および住民同士の支え合い構築の推進

を目的として、開催するもの。  

  平成２０年度の第２期茅ヶ崎市地域福祉計画策定のため意見聴取としておこなった地区懇

談会の参加者アンケートの中で、「定期的に地域で福祉について話し合う機会を継続して欲し

い」との意見を受け、地域の様々な立場の方が一緒になって地域福祉について話し合う機会

として継続して開催し、５年目の今回は、パート５として開催。  

 

※９地区で開催し、４４５名（内地区：３５５名）の方が参加。  

 ・湘北地区は、「湘北地区の地域福祉を考える懇談会」を開催しているため、２２年度以降は

実施せず。 

・南湖地区・鶴嶺東地区は、２４年度は実施せず。 

 

※開催について、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調整を行

っている。２３年度より、各地区社協の主催で、地区の実情に合わせたテーマで地区懇談会

を開催していただくこととし、２４年度も引き続き各地区社協でテーマを設定し、開催。 

 

 

１ 湘南地区 

 

○日 時 平成２５年１月２６日（土） １０：００～１２：００  

○会 場 コミュニティセンター湘南  

○出席者 地 区 ５１名  

地区社会福祉協議会        １３名 

       自治会連合会           １３名 

       民生委員児童委員協議会       ９名 

       地区ボラセン            ６名 

       青少年育成推進協議会        １名 

       老人会               ３名 

       サロン               ６名         

      

行政等 １０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       １名 

地域包括支援センターすみれ     １名 

福祉相談室すみれ          １名 

 

       

○概 要 地区内のサロンの紹介（サロン訪問結果報告、サロン活動事例報告）実施後、「地域

のサロン活動について」をテーマにグループ討議を行い、検討結果を発表。  
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２ 小和田地区 

 

○日 時 平成２５年２月１日（金） 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 ６０名  

地区社会福祉協議会         ９名 

       自治会連合会           １２名 

       民生委員児童委員協議会      １１名 

       地区ボラセン            ２名 

       地区社協ボランティア       ２６名 

     行政等 １０名  

茅ヶ崎市保健福祉部         ５名 

       地域包括支援センター青空      ２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 茅ヶ崎市社会福祉協議会より認知症サポーター講座実施後、「認知症の方にやさしい

地域とは？」をテーマにグループ討議を行い、検討結果を発表。  

 

３ 松浪地区（松浪ふれあいネットワーク交流会） 

 

○日 時 平成２５年２月２日（土） １３：００～１６：００  

○会 場 緑が浜小学校 

○出席者 地 区 ６５名（ネットワーク会議メンバー）  

地区社会福祉協議会         ６名 

       自治会連合会           １４名 

       民生委員児童委員協議会      １６名 

       青少年育成推進協議会        ４名 

       体育振興会             １名 

       （特非）介護の会まつなみ      ５名 

       緑が浜クラブ            １名 

       いきいきサロン           ３名 

汐見台パシフィックステージ           ２名 

茶話本舗デイサービス快優館茅ヶ崎  １名 

       ふれあい活動ホームあかしあ     ２名 

       自立援助ホーム 湘南つばさの家   １名 

       地域包括支援センター あさひ    ３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 

       茅ヶ崎市立緑が浜小学校       １名 

       茅ヶ崎市立小和田保育園       ３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       １名 

 

○概 要 松浪地区社会福祉協議会より、まつなみふれあいネットワークの事例紹介を実施後、

高齢部・障害部・児童部の３つの分科会に分かれ、意見交換を行った。  
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４ 浜須賀地区 

 

○日 時 平成２５年２月１４日（木） １３：３０～１５：３０  

○会 場 浜須賀会館 

○出席者 地 区 ３３名  

       地区社会福祉協議会         ６名 

自治会連合会            ２名 

       民生委員児童委員協議会       ５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           ５名 

サロンはますか所属         １名 

     

 行政等 １１名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ７名 

       茅ヶ崎市青少年課          １名 

地域包括支援センターあさひ     ２名 

       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 

 

 

○概 要 昨年に引き続き、地区での『子育て支援』をテーマに懇談会を実施。浜須賀保育園

より「のびのび広場の取り組みについて」の話題提供があり、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。  

 

 

 

５ 海岸地区 

 

○日 時 平成２５年２月１６日（土） １０：００～１２：００  

○会 場 福祉会館 

○出席者 地 区 ３２名  

       地区社会福祉協議会         ５名 

       自治会連合会            ８名 

       民生委員児童委員協議会      １７名 

       青少年育成推進協議会        １名             

       老人会               １名 

     行政等 １３名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ８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 湘北地区より「地域に於ける福祉サロン活動について」事例報告実施後、サロンに

ついて理解を深める為に、「サロンについて分かったこと、もっと知りたいことは？」

についてグループ討議を行い、検討結果を発表。  
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６ 茅ヶ崎地区 

 

○日 時 平成２５年２月１６日（土） １４：３０～１６：３０  

○会 場 茅ヶ崎地区コミュニティセンター  

○出席者 地 区 ３２名  

       地区社会福祉協議会         ７名 

       自治会連合会           １１名 

       民生委員児童委員協議会      １４名 

     行政等 １１名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ８名 

       ふれあい活動ホーム第２あかしあ  

       （地域福祉計画推進委員会委員）   １名 

       茅ヶ崎市社会福祉協議会       ２名 

 

○概 要 「今後予想される災害支援活動に備えて」についてグループ討議を行い、検討結果

を発表。 

 

 

７ 小出地区 

 

○日 時 平成２５年２月２１日（木） １８：３０～２１：００  

○会 場 小出地区コミュニティセンター  

○出席者 地 区 ２８名  

地区社会福祉協議会         ９名 

自治会連合会            １名             

       民生委員児童委員協議会       ９名 

       特別養護老人ホーム カトレアホーム ２名 

       特別養護老人ホーム 芹沢ホーム   １名 

       特別養護老人ホーム アザリアホーム １名 

長岡病院              ２名 

ふれあいの森            １名 

ケアハウス ふれあいの里      ２名 

     行政等  ８名 

       茅ヶ崎市保健福祉部         ５名 

       地域包括支援センターあかね     ２名 

       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 

 

○概 要 地域福祉活動の概要等（①福祉事業に係る組織体制と小出地区の状況等について 

②地域包括支援センター ③小出地区民生委員児童委員協議会 ④施設関係 ⑤小

出地区社会福祉協議会 ⑥小出地区ボランティアセンター）について報告後、情報

交換を行った。 
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８ 松林地区 

 

○日 時 平成２５年２月２２日（金） １８：３０～２０：３０  

○会 場 松林公民館 

○出席者 地 区 ２２名  

地区社会福祉協議会所属       ７名 

自治会連合会所属          ５名 

       民生委員児童委員協議会所属     ４名 

       地区ボラセン            ２名 

       老人会               １名 

       松林ケアセンター          １名 

       湘南の丘介護支援センター      １名 

       居宅介護支援事業所 ハピネス茅ヶ崎 １名 

     行政等 １０名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ６名 

地域福祉計画推進委員会委員     １名 

地域包括支援センター青空      １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 地域福祉活動の概要等（①松林地区社会福祉協議会 ②松林サポートセンター ③

地域包括支援センター ④ケアマネージャー）について報告後、情報交換を行った。  

 

９ 鶴嶺西地区 

 

○日 時 平成２５年３月１６日（土） １３：３０～１６：００ 

○会 場 鶴嶺西コミュニティセンター  

○出席者 地 区 ３２名  

地区社会福祉協議会所属      １１名 

       自治会連合会所属          ２名 

       民生委員児童委員協議会所属     ８名 

       青少年育成推進協議会所属      １名 

       プラザ               ２名 

       学童保育              １名 

       今宿小学校             １名 

       萩園中学校             １名 

       みなもと幼稚園           １名 

       萩中地域コーディネーター      １名 

       湘南ひまわり            １名 

陽だまりの会            ２名 

     行政等 １０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 

鶴嶺公民館             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‐見守りと挨拶で住民と児童・

生徒の関係つくりを」をテーマに地区懇談会を行った。萩園中学校の武部校長、今

宿小学校の長谷川校長より話題提供があり、その後、主に挨拶運動についての意見

交換を行った。  


