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平成２３年度茅ヶ崎市地域福祉計画推進の取り組み 

 

＜平成２３年度＞ 
年月日 主な事業と内容 

23.4.1（金） つるみね西ボランティアセンター（鶴嶺西地区）移転 

初めて、公共施設（鶴嶺西コミュニティセンター）内に地区ボランティアセンター

と包括支援センターを併設。 

萩園 2360-1 鶴嶺西コミュニティセンター内 

℡/Fax (73)8280 

 受付時間 月・水・金 10:00～12:00 

  

23.4.1（金） 湘南地区拠点借り上げ 

 地区ボランティアセンター活動拠点として民間住宅を借り上げ（３/３０契約） 

  

23.4.2（土） 南湖ボランティアセンター（南湖地区）開所 

 9 番目の地区ボランティアセンター 

 南湖 6-15-13  

老人憩の家「しおさい南湖」内 

 ℡/Fax (85)1510 

 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。 

  

23.4.25（月） 第１回地域福祉計画推進委員会 

(1) 第 2 期地域福祉計画の指標について  

(2) 平成 22 年度の取り組み状況の報告について 

(3) 平成 23 年度の取り組み予定について 

(4) その他 

  

23.5.1（日） 広報ちがさき5/1号に地区ボランティアセンター記事(「南湖ボランティアセンター」

開設)を掲載 

  

23.6.22（水） 第１回地域福祉計画推進調整会議 

(1) 第 2 期地域福祉計画の指標について 

(2) 地域福祉の平成２３年度推進スケジュールについて 

（コーディネーター配置事業、地域福祉総合相談室運営事業等） 

(3) 平成２３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

事業の取りまとめについて 

(4) その他 

  

23.8.9（火） 第１回茅ヶ崎市コーディネーター配置事業検証会議 

(1) コーディネーター配置事業の運営方法について 

(2) コーディネーター配置事業の相談事例等について 

(3) その他 
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年月日 主な事業と内容 

23.8.23（火） 第２回地域福祉計画推進委員会 

(1) 茅ヶ崎市地域福祉計画推進委員会委員長及び副委員長の選出について  

(2) コーディネーター配置事業の実施状況について 

(3) 地域福祉総合相談室設置運営事業の状況について 

(4) 地域福祉活動交流会について 

(5) その他  

  

23.9.30（金） 第２回地域福祉計画推進調整会議 

(1) コーディネーター配置事業の実施状況について 

(2) 地域福祉総合相談室設置運営事業の状況について 

(3) その他 

  

23.10.1（土） 茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業運用開始 

高齢者、子ども、障害者やその家族など全ての地域住民からの保健・医療・福祉に

関する、分野にとらわれない初期相談に応じる身近な地域の総合相談窓口として、市

内７カ所の地域包括支援センター内に福祉相談室を設置。 

  

23.10.1（土） 広報ちがさき 10/1 号に茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業についての記事を

掲載 

  

23.10.15（土） 

～ 10.21（金） 

茅ヶ崎市広報番組「ハーモニアスちがさき」での情報発信 

 福祉相談室オープンについて 

  

23.10.24（月） 茅ヶ崎市地区社会福祉協議会連絡協議会事例発表会 

 会 場：さがみ農協ビル５階 大会議室 

(1) 南湖地区ボランティアセンターについて 

(2) 地域福祉総合相談室について 

  

23.10.31（月） ボランティアセンター海岸（海岸地区）開所 

 １０番目の地区ボランティアセンター 

 中海岸２-２-４２ 「福祉会館」内 

 ℡/Fax (85)5540 

 受付時間 水・金 10:00～12:00 

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。 

 

  

23.11.9（水） 第３回地域福祉計画推進委員会 

 (1) 地域福祉計画に係る各地区の取組状況について 

(2) コーディネーター配置事業の状況について 

 (3) 地域福祉総合相談室設置運営事業の状況について 

 (4) 地域福祉活動交流会について 

 (5) 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について 

 (6) その他 
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年月日 主な事業と内容 

23.11.15（火） 神奈川県社会福祉協議会発行「福祉タイムズ」11/15 号に茅ヶ崎市地域福祉総合相談

室設置運営事業についての記事が掲載 

  

23.11.10（木） 

～  12.13（火） 

 

 

 

 

 

 

 

地区ボランティアセンター相談研修～相談技能スキルアップ講座～ 

〔共催：神奈川県（茅ヶ崎保健福祉事務所）〕 

 

①11/10（木） 

会 場：茅ヶ崎市総合体育館２階 会議室  

テーマ：「相談業務及びケース記録作成について」  

講 師：ＫＣＮ（かながわ障がいケアマネジメント 

従事者ネットワーク）  

事務局次長・理事 相馬 妙子氏 

 

  

 ②11/ 24（木）・11/25（金）【２日間連続講座】 

会 場：茅ヶ崎市総合体育館２階 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 

        副理事長     横川 敬久氏 

 

  

 ③12/13（火） 

会 場：茅ヶ崎市役所本庁舎７階 大会議室 B 

テーマ：「事例検討学習会」 

講 師：ＫＣＮ（かながわ障がいケアマネジメント 

従事者ネットワーク）  

副理事長          岡西 博一氏 

事務局次長・理事 相馬 妙子氏 

 

  

23.12.1（木） 広報ちがさき 12/1 号に地区ボランティアセンター記事（「ボランティアセンター海

岸」開設）を掲載 

  

23.12.5（月） 茅ヶ崎市広報番組レディオ湘南「はまかぜちがさき」での情報発信（「ボランティア

センター海岸」開設について）  

  

23.12.5（月） 茅ヶ崎市広報番組ＦＭ湘南ナパサ「茅ヶ崎市広報だより」での情報発信（「ボランテ

ィアセンター海岸」開設について） 
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年月日 主な事業と内容 

23.12.14（水）

～24.3.3（土） 

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（順次） 

地域福祉を推進する上での地域住民、市社会福祉協議会、市の役割を再確認し、地

域の中で身近な福祉課題を確認・共有し、地域福祉の更なる活発化に繋げていくた

め、各地区の既存組織等（地区社会福祉協議会、地区自治会連合会、民生委員児童

委員、ボランティア関係者）の参加を得、地区ごとの懇談会を開催。 

23 年度は、原則として、各地区の実状に合わせたテーマで開催。 

 

参加者：１０地区 計３９５名 

  

  

  日時 地区 会場   

  12/14（水） 松林 松林公民館   

  12/17（土） 鶴嶺東 鶴嶺東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  2/  1（水） 小和田 小和田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

   2/  4（土） 松浪 緑が浜小学校   

   2/  9（木） 浜須賀 浜須賀会館   

   2/ 16（木） 小出 小出地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

   2/ 25（土） 湘南 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ湘南   

   2/ 25（土） 海岸 福祉会館   

   3/  3（土） 鶴嶺西 鶴嶺西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  4/ 19（木） 茅ヶ崎 茅ヶ崎地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ   

  

 ※湘北地区は「湘北地区の地域福祉を考える懇談会Ⅵ」を定期的に開催しているため、

実施せず。 

※茅ヶ崎地区、南湖地区は年度内の実施ができず、２４年度に実施。（茅ヶ崎地区：

４月実施済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.1.1（日） 茅ヶ崎地区拠点借り上げ 

 地区ボランティアセンター活動拠点として民間住宅を借り上げ（12/20 契約） 

  

24.1.27（金） 地域福祉総合相談室運営事業における行政視察 

 福祉の総合相談支援機関の設置を検討している鴨川市の視察受け入れを実施。 

視察者：鴨川市地域包括支援センター職員（３名）、鴨川市福祉課職員（２名）、健

康推進課職員（１名）、鴨川市社会福祉協議会職員（１名）合計７名 
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年月日 主な事業と内容 

24.2.18（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１６５名 

 

内 容： 

第１部：基調報告（地域福祉計画推進委員会副委員長 島村俊夫氏） 

  

第２部：地域福祉活動事例報告・意見交換 

   テーマ：「身近な地域のサロン活動の報告から地域の中での居場所づくりを考え

る」 

① サロンはますか 

② サロンつるみね 

③ E ラウンジシニアサロン 

④ ふれあいサロン小和田 

⑤ みずきッズ 

⑥ 子こっと  

 

  第３部：まとめ（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：地域福祉計画推進委員会委員長 豊田宗裕氏） 

 

＊市内の地域福祉活動の紹介のため、地域福祉活動団体等によるパネル展示を実

施。 

＊今年度初の取組として、個別相談のできるスペースとしてミニブースを開設。 

  

24.３.２（金） 

 

 

 

 

茅ヶ崎市地区社会福祉協議会連絡協議会研修会 

会 場：さがみ農協ビル５階 大会議室 

テーマ：「住み慣れたまちの地域福祉を考える地区懇談会について」 

(1)懇談会の趣旨及びこれまでの実績等について 

(2)実施報告 

 ・浜須賀地区社会福祉協議会 

 ・鶴嶺東地区社会福祉協議会 

(3)その他 

  

24.3.12（月） 平成２３年度 茅ヶ崎市地域福祉関係職員等研修会 

 ～茅ヶ崎市コーディネーター配置モデル事業～ 

会 場：さがみ農協ビル５階 大会議室 

テーマ：「連携・協働を支える個人情報」 

講 師：田園調布学園大学人間福祉学部 

教授 村井 祐一氏 

  

  

  

ミニブースの様子 
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年月日 主な事業と内容 

24.３.22（木） 第２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 

  

24.３.27（火） 第３回地域福祉計画推進調整会議 

(1)平成２３年度活動内容の報告について 

(2)その他 

  

【コーディネーター配置事業】 

各地区で、地区支援ネットワーク会議を定期開催。 

（湘北地区：毎月開催／浜須賀地区：隔月開催） 

 

【地域福祉総合相談室設置運営事業】 

福祉相談室連絡会議を定期開催。 

  

 

※ 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。 

 

 

 


