
 

茅ヶ崎市地域福祉計画推進の取り組み 

 

＜平成２２年度＞ 

年月日 主な事業と内容 

2２.４.30（金） 第１回地域福祉計画推進委員会 

(1) 平成２１年度の取り組み状況の報告について 

(2) 第２期地域福祉計画のパブリックコメントの実施結果の報告について 

(3) 第２期地域福祉計画の推進について（平成２２年度スケジュール） 

(4) その他 

  

22.５.15（土） 第２期茅ヶ崎市地域福祉計画特集号の広報紙（5/15 号）へ全戸配布 

  

22.５.30（日） 

～ 7. 4（日） 

第２期茅ヶ崎市地域福祉計画地区説明会（順次） 

平成２１年度に策定した「第２期茅ヶ崎市地域福祉計画」について説明を行う。 

  

 参加者：計３０６名 

  

  日時 地区 会場   

  5/30（日） 松林 松林公民館   

  6/ ５（土） 茅ヶ崎 茅ヶ崎地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  6/ ６（日） 浜須賀 浜須賀会館   

  6/12（土） 南湖 老人憩の家しおさい南湖   

  6/13（日） 小出 小出地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  6/19（土） 小和田 小和田小学校   

  6/20（日） 松浪 小和田公民館   

  6/26（土） 鶴嶺東 鶴嶺東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  6/27（日） 海岸 福祉会館   

  7/ ３（土） 鶴嶺西 鶴嶺公民館   

  7/ ４（日） 湘北 香川公民館   

  7/ ４（日） 湘南 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ湘南   

  

22.５.31（月） 第１回地域福祉計画推進調整会議 

 (1) 平成２２年度「第２期茅ヶ崎市地域福祉計画」基本施策推進にかかる各課関

連事業のとりまとめについて 

 (2) 今後のスケジュールについて 

  

22.7.15（木） 広報ちがさき 7/15 号に地区ボランティアセンター記事(「つるみね東ボランティア

センター」開設)を掲載 

  

22.7.16（木） 市民まなび講座（「茅ヶ崎市地域福祉計画について」）を開催 

 会場：茅ヶ崎市民ギャラリー  参加者：１２名 
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年月日 主な事業と内容 

22.7.20（火） 福祉のしごとフェア 

（主催：県社協かながわ福祉人材センター 

／共催：茅ヶ崎市ほか） 

会場：市総合体育館 

午前：「福祉の職場就職支援ガイダンス」 

  参加者１０２名 

午後：「福祉施設等就職相談会」 

   参加者１７３名 

  

22.7.23（金） つるみね東ボランティアセンター（鶴嶺東地区）開所 

８番目の地区ボランティアセンター 

 西久保 785 

 ℡/Fax (86)7639 

 受付時間 火・金 9:30～12:00 

地区の支え合い活動の拠点として、草取り、 

介添え等地域住民の「ちょっとした困り事」 

の相談に地区のボランティアが応じる。 

  

22.8.23（月） 

 

 

第２回地域福祉計画推進委員会 

(1) 地域福祉計画の取り組み状況の報告について（地区ボランティアセンターの

新設及び第２期地域福祉計画地区説明会の結果について） 

(2) コーディネーター配置事業 モデル地区の決定について 

(3) 第２期地域福祉計画の指標設定に係るアンケート調査について 

(4)地域福祉活動交流会について 

(5)その他 

  

22.9.14（火） 第１回コーディネーター配置事業全体会 

 (1) 先進都市視察について 

(2) 研修について 

(3) 今後の進め方について 

(4) その他 

  

22.10.22（金） 

～ 11.15（月） 

第２期地域福祉計画の推進のためのアンケート調査の実施 

 第２期茅ヶ崎市地域福祉計画における定性的指標について具体的な数値の設定を

するため、及び地域福祉に関する施策の推進のため、アンケート調査を実施。 

  

22.10.28（木） コーディネーター配置事業に係る先進都市視察実施 

第２期茅ヶ崎市地域福祉計画に掲げる「コーディネーター配置事業」の円滑な実

施を図るため、大阪府内で取り組まれているコミュニティソーシャルワーカー配置

事業の先進都市（豊中市、吹田市）を視察。 

視察者：各モデル地区の地区ボランティアセンター代表（２名）、包括支援センター

職員（３名）、茅ヶ崎市社会福祉協議会地区担当職員（２名）、保健福祉課職員（２

名）、高齢福祉介護課職員（１名）合計１０名 
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年月日 主な事業と内容 

22.11.11（木） 第２回コーディネーター配置事業全体会 

(1) 先進都市視察報告書（案）について 

(2) コーディネーターの研修について 

(3) その他 

  

22.11.17（月） 第３回地域福祉計画推進委員会 

 (1) 新たな地域コミュニティ制度について（市民自治推進課） 

(2) コーディネーター配置事業の進捗状況について 

  （先進都市視察状況の報告、地区ボランティアセンター相談研修について） 

 (3) 第２期地域福祉計画の指標設定に係るアンケート調査について 

 (4) 地域福祉を考える地区懇談会について 

 (5) 地域福祉活動交流会について 

 (6) その他 

  

22.11.19（金） 

～  12.16（木） 

 

 

 

 

 

 

 

地区ボランティアセンター相談研修～相談技能向上研修～ 

〔共催：神奈川県（茅ヶ崎保健福祉事務所）〕 

 

①11/19（金） 

会 場：市役所分庁舎 6 階 コミュニティホール  

テーマ：「地域福祉コーディネーターと相談の基本」  

講 師：神奈川県社会福祉協議会  

地域福祉アドバイザー 島村俊夫氏 

 

  

 ②12/ 8（水） 

会 場：勤労市民会館６階 Ａ研修室 

テーマ：「専門相談機関との連携の仕方①」 

講 師：地域包括支援センター 

青空   山﨑宏和氏 

     すみれ  鈴木敦之氏 

茅ヶ崎駅北口子育て支援センター 

     子育て支援アドバイザー  

宮武泰子氏 

 

  

 ③12/15（水） 

会 場：市民文化会館 3 階 第 3･4 会議室 

テーマ：「傾聴について」 

講 師：ＮＰＯ法人  

シニアライフセラピー研究所   

    理事長  鈴木茂氏 

ＮＰＯ法人 

シニアライフセラピー研究所「亀吉」 

            所長  横川敬久氏  
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年月日 主な事業と内容 

 ④12/16（木） 

会 場：市民文化会館 3 階 第 2 会議室 

テーマ：「専門相談機関との連携の仕方②」 

講 師：障害者生活支援センター 

        河野香代子氏 

生活相談室 とれいん 

          坂間弘幸氏 

地域生活支援センター 元町の家 

      塩原真澄氏 

 

  

22.12.15（水） 広報ちがさき12/15 号にコーディネーター配置事業についての記事を掲載 

  

22.12.20（月） 第３回コーディネーター配置事業全体会 

(1) 各コーディネーターの役割の確認について 

(2) 相談記録票（フェイスシート）について 

(3) その他 

  

23.1.23（日） 

～  2.27（日） 

 

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（順次） 

テーマ：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～ 

地域福祉の主要な課題である「地域からの孤立」について、地域住民・関係団体

等が事例を交えながら話し合いを行い、お互いの役割について確認する。 

 

参加者：計３１２名 

  

  日時 地区 会場   

  1/23（日） 鶴嶺西 萩園自治会館   

  1/29（土） 湘南 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ湘南   

  2/ ５（土） 南湖 南湖公民館   

  2/10（木） 松林 松林公民館   

  2/11（金） 松浪 緑が浜小学校   

  2/15（火） 浜須賀 浜須賀会館   

  2/17（木） 茅ヶ崎 茅ヶ崎地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  2/18（金） 海岸 福祉会館   

  2/26（土） 小和田 小和田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  2/27（日） 鶴嶺東 鶴嶺東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   
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年月日 主な事業と内容 

 ＊湘北地区は独自で「湘北地区の地域福祉を考える懇談会Ⅴ」を定期的に開催して

いるため、今年度は実施せず。 

＊小出地区は 3/17 に開催予定だったが、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.1.25（火） 第４回コーディネーター配置事業全体会 

(1) コーディネーターの活動・連携ガイドラインについて 

(2) 相談記録票について 

(3) その他 

  

23.2.19（土） 地域福祉活動交流会（第４回地域福祉計画推進委員会） 

会 場：茅ヶ崎市役所コミュニティホール 

目 的：「茅ヶ崎市地域福祉計画」の地域、                 

市民への一層の浸透及び福祉関係者 

    に対する地域福祉活動への意識の 

高揚を図るため  

参加者：市民約１７０名 

 

内 容： 

基調報告（地域福祉計画推進委員会委員長 豊田宗裕氏） 

 「地域福祉活動交流会の持つ意味とこれからの地域福祉活動に求められるもの」

地域福祉活動事例報告 

   テーマ：「各地区の取り組みからこれからの活動を考える！！」 

① 小出地区社会福祉協議会 

「小出ボランティアセンター」立ち上げの経過報告 

    ～住みやすい地域は支え合いから～ 

② 湘北地区社会福祉協議会  

  ～湘北地区の地域福祉を考える懇談会の活動から～ 

  意見交換・まとめ（地域福祉計画推進委員会副委員長 島村俊夫氏） 

地域福祉活動団体等によるパネル展示を実施 

  

23.2.19（土） 

 

第１回茅ヶ崎市コーディネーター配置事業検証会議 

(1)検証会議設置運営要領（案）について 

(2)検証会議の構成員等（案）について 

(3)各地区の取組状況について 

(4)平成２３年度のスケジュール（案）及び今後の進め方について 

(5)その他 
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年月日 主な事業と内容 

23.2.20（日） 茅ヶ崎市視覚障害者福祉協会の勉強会にて、「茅ヶ崎市地域福祉計画」について説明

 会場：福祉会館１階 集会室１    参加者 １５名 

  

23.3.24（木） 第２回地域福祉計画推進調整会議 

 (1) 「第 2 期茅ヶ崎市地域福祉計画 計画指標（案）」について 

 (2) その他 

  

23.3.31（木） 第２期茅ヶ崎市地域福祉計画における定性的指標の設定 

10/22～11/15 に実施したアンケート調査の結果を基に、定性的指標について

具体的数値目標を設定。 

  

  

 

※ 上記のほか、茅ヶ崎市地域福祉活動計画推進委員会（市社協）に委員として出席（保健福祉課長）。 

また、各種研修会や地域の懇談会に職員が参加。 

  地域での具体的な取り組みについては、市社協、地区社協関係者と随時打合せを行う。 
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