
 

「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」の開催結果 

 
 
※１０地区で開催し、３１２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、今回実施せず。 
・小出地区は３／１７に実施予定であったが、東日本大震災の直後のため、２３年度に

延期となり、実施せず。 
※開催内容、日時等の調整について、２１年度は自治会と行いましたが、２２年度からは、

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変更しました。 

・湘南地区、南湖地区、松林地区、浜須賀地区、茅ヶ崎地区、小和田地区では、保健福

祉課で用意したテーマの「隣近所で気にかかる人はいませんか？～ご近所パワーで地

域を支える～」をもとに、各地区担当の地域包括支援センターから提出された「地域

で孤立しそうな方」の事例について、「自分たちがどのような関わりを持てるか」を

グループで検討した。 

・鶴嶺西地区、松浪地区、海岸地区、鶴嶺東地区は、独自テーマで懇談会を実施した。 

 

 

 

１ 鶴嶺西地区 

○日 時 平成２３年１月２３日（日） １３：３０～１５：３０ 
○会 場 萩園自治会館 
○出席者 地 区 ２４名  

地区社会福祉協議会所属       ５名 
自治会連合会所属          ７名 

       民生委員児童委員協議会所属     ５名 
       浜之郷青少年育成推進協議会     １名 
       つるみね西ボランティアセンター   １名 
       なかまの家 鶴嶺          １名  
       子育てサロン 子こっと       １名 
       らいふ萩園             １名 
       陽だまりの会            １名 
       ブルーベリー／萩園ケアセンター   １名 
     行政等  ９名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ７名 
       地域包括支援センターみどり     １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 【独自テーマ】 

鶴嶺西地区社会福祉協議会会長が、鶴嶺西地区社会福祉協議会の福祉活動につ

いての現状報告及び、今後の計画案を説明。その後、質疑応答を行った。 
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２ 湘南地区 

○日 時 平成２３年１月２９日（土） １３：３０～１６：００ 
○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      １１名 
       自治会連合会所属         １４名 
       民生委員児童委員協議会所属    １０名 
     行政等  ９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     １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 夫、息子が他界し、人との関わりが減り、物忘れが多くなってきた８０代一人

暮らし女性への関わりについての事例を検討。６グループから検討結果を発表。 
 

３ 南湖地区 

○日 時 平成２３年２月５日（土） １４：００～１６：３０ 
○会 場 南湖公民館 
○出席者 地 区 ３８名  

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     ８名 
       青少年育成推進協議会所属      １名 

老人会所属             ２名 
婦人会所属             ４名 
こども会所属            ６名 

     行政等  ９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     １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 夫、息子が他界し、人との関わりが減り、物忘れが多くなってきた８０代一人

暮らし女性への関わりについての事例を検討。６グループから検討結果を発表。 
 
４ 松林地区 

○日 時 平成２３年２月１０日（木） １８：３０～２０：３０ 
○会 場 松林公民館 
○出席者 地 区 ２５名  

地区社会福祉協議会所属       ６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  ９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青空      １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 近隣から民生委員に通報があった認知症の７０代女性とその息子への関わりに

ついての事例を検討。６グループから検討結果を発表。 
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５ 松浪地区 （松浪ふれあいネットワーク交流会） 

○日 時 平成２３年２月１１日（金・祝） １３：００～１６：００ 
○会 場 緑が浜小学校 
○出席者 地 区 ５５名（ネットワーク会議メンバー）  

地区社会福祉協議会所属      １３名 
       自治会連合会所属          ８名 
       民生委員児童委員協議会所属    １９名 
       松浪小学校区青少年育成推進協議会  ２名 
       いきいきサロン松浪         １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 
       汐見台ﾊﾟｼﾌｨｯｸｽﾃｰｼﾞ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ         １名 
       ふれあい活動ホームあかしあ     １名 
       松浪中学校ＰＴＡ          １名 
       地域包括支援センター あさひ    ３名 
       浜竹子育て支援センターのびのび   １名 
       小和田公民館            １名       
     行政等 １０名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ８名 
       茅ヶ崎市市民自治推進課       １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 【独自テーマ】  

市より、「第２期茅ヶ崎市地域福祉計画」の位置づけについて説明。その後、分

科会（高齢部、障害部、児童部）に分かれ、育児、介護、障害等複合的な問題

を抱える家庭との関わりについての事例を検討。各部会での検討結果を発表。 
 
６ 浜須賀地区 

○日 時 平成２３年２月１５日（火） １３：３０～１６：００ 
○会 場 浜須賀会館 
○出席者 地 区 ２８名  

自治会連合会所属          ４名 
       地区社会福祉協議会所属       ２名 
       民生委員児童委員協議会所属     ８名 

サポートはますか所属        ６名 
えにしだ会所属           ４名 
あじさいの会所属          １名 

       サロンはますか所属         ２名 
       さくらの会所属           １名 
     行政等  ９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     １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 ゴミ屋敷と化した一軒家の自宅に長男と二人暮らしの軽い認知症状が見られる

７０代女性への関わりについての事例を検討。６グループから検討結果を発表。 
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７ 茅ヶ崎地区 

○日 時 平成２３年２月１７日（木） １４：００～１６：３０ 
○会 場 茅ヶ崎地区コミュニティセンター 
○出席者 地 区 ２９名  

自治会連合会所属          ８名 
       地区社会福祉協議会所属       ５名 
       民生委員児童委員協議会所属    １６名 
     行政等  ９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 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 地域の支援を上手に受けながら、在宅生活を続ける高齢者独居の事例をもとに、

孤立しがちな方々の課題にどうアプローチしていくかを検討。６グループから

検討結果を発表。 
 

 

 

 

８ 海岸地区 

○日 時 平成２３年２月１８日（金） １０：００～１２：００ 
○会 場 福祉会館 
○出席者 地 区 ３７名  

自治会連合会所属          ８名 
       地区社会福祉協議会所属      １０名 
       民生委員児童委員協議会所属    １７名 
       老人会               １名 
       一般                １名 
     行政等 １２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い      ４名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 【独自テーマ】 

市より「第２期茅ヶ崎市地域福祉計画」の説明後、市社協より、地区ボランテ

ィアセンターについての説明を実施。その後、海岸地区社会福祉協議会より、

地区ボラセンの立ち上げのための取組についての説明、意見交換を行った。 
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９ 小和田地区 

○日 時 平成２３年２月２６日（土） １３：３０～１５：３０ 
○会 場 小和田地区コミュニティセンター 
○出席者 地 区 １１名  

自治会連合会所属          ２名 
       地区社会福祉協議会所属       １名 
       民生委員児童委員協議会所属     ８名 
     行政等  ８名  

茅ヶ崎市保健福祉部・こども育成部  ６名 
       地域包括支援センター青空      １名 
       茅ヶ崎市社会福祉協議会       １名 
○概 要 近隣から民生委員に通報があった認知症の７０代女性とその息子への関わりに

ついての事例を検討。３グループから検討結果を発表。 
 
 
 
 
１０ 鶴嶺東地区 

○日 時 平成２３年２月２７日（日） １０：００～１２：００ 
○会 場 鶴嶺東コミュニティセンター 
○出席者 地 区 ３０名  

自治会連合会所属          ５名 

 

       地区社会福祉協議会所属       ５名 
       民生委員児童委員協議会所属    １１名 
       つるみね東ボランティアセンター   ３名           
       つるみねクラブ           １名     
       地区ボランティア          １名 
       老人クラブ             １名 
       浜之郷小学校区青少年育成推進協議会 １名 
       手をつなぐ育成会          １名 
       地区委員              １名 
     行政等  ８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 【独自テーマ】 
     班ごとに地域の課題を出し合い、その中からテーマを設定し、事例検討を行っ

た。５グループからテーマと検討結果を発表。 
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