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令和元年度第３回茅ヶ崎市地域福祉推進委員会会議録 
 

議題 １ 開会 

２ 議題 

（１）第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画検討状

況について 

（２）「 みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」中間

評価結果後～計画後半の取り組みについて 

（３）第４期 茅ヶ崎市地域福祉計画・第６次茅ヶ崎市地域福

祉活動計画・第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計

画の策定について 

（４）その他 

３ 閉会 

日時 
令和元年１１月２８日（木） １８時３０分～２０時３０分 

 場所 
茅ヶ崎市役所分庁舎５階 D会議室 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

委員長   豊田宗裕 

副委員長  島村俊夫 

委 員   米重ヨウ子 

委 員   永田啓一朗 

委 員   蓮本敏 

委 員   服部直也 

委 員   小野田潤 

委 員   杉山茂紀 

委 員   鈴木美佐子 

委 員   松戸康彰 

委 員   坂本弘子 

委 員   片田朗子 

委 員   尾上美子 

 

（欠席委員） 

委 員   青木三郎 

委 員   細谷誠 ※事務局として出席 

委 員   田島淳一郎 
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（事務局） 

熊澤福祉部長 

吉川福祉政策課長 

鈴木福祉政策課課長補佐 

伊藤福祉政策課課長補佐 

古川福祉政策課主任 

 

（関係者） 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 

株式会社 日本能率協会総合研究所 

会議資料 

 

 

 

資料１ 成年後見制度に関する実態把握調査票（案） 

資料２ 「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」中間

評価結果後～計画後半の取り組みについて 

資料３ 第２回委員会グループワーク模造紙まとめ 

資料４ 第２回委員会グループワークまとめ 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴者数 ０人 

 

（会議の概要） 

○福祉政策課長 

定刻となったので、令和元年度第３回茅ヶ崎市地域福祉推進委員会を開催させていただ

く。本日は、この委員会単独の開催となっている。 

議事に入る前に、欠席委員の確認をさせていただく。本日、茅ヶ崎市まちぢから協議会

連絡会の青木委員よりご欠席のご連絡をいただいている。また、田島委員については遅参

の予定、場合によっては欠席とのご連絡を受けているので、あらかじめご報告させていた

だく。また、永田委員におかれても遅参のご連絡をいただいている。 

本日の会議の開催であるが、委員の半数以上の出席をいただいている。茅ヶ崎市地域福

祉推進委員会規則第５条により、会議が成立することをご報告させていただく。 

次に、会議資料の確認を事務局よりさせていただく。 

○事務局 

それでは、本日の資料の確認をさせていただく。まず、事前に送付させていただいた資

料として、本日の次第である。 

資料１ 成年後見制度に関する実態把握調査票（案）である。 
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資料２ 「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」中間評価結果後～計画後半の

取り組みについてである。 

資料３ 第２回委員会グループワーク模造紙まとめである。 

資料４ 第２回委員会グループワークまとめである。 

最後に、本日ご持参をお願いした「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」と「み

んながつながる ちがさきの地域福祉プラン中間評価結果」である。以上６点、おそろいだ

ろうか。お手元にない方は事務局へお声かけいただきたい。 

○福祉政策課長 

本日、茅ヶ崎市の福祉部長、福祉政策課事務局職員のほか、茅ヶ崎市社会福祉協議会の

事務局職員、それから委託業者である日本能率協会総合研究所の担当が事務局として同席

しているので、よろしくお願いする。 

それでは、これより、茅ヶ崎市地域福祉推進委員会の議事進行については、茅ヶ崎市地

域福祉推進委員会規則第４条第２項の規定により、豊田委員長にお願いする。 

○豊田委員長 

本日は本当に寒い中、また、遅い時間にお集まりいただき、感謝申し上げる。今日は市

のほうの地域福祉推進委員会の単独開催であるが、議題はたくさんあるので、また皆さん

のほうからもいろいろとご意見をいただければ幸いである。 

今日は皆さんと意見交換をする場を設けている。また、進行の中でいろいろと説明があ

るのではないかと思う。よろしくお願いする。 

では、早速、議事を開始したい。まず、議事録の署名人である。「茅ヶ崎市附属機関及

び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関する要綱」の規定により、委員長及び委員１

名が署名するものとなっている。署名人の指名は名簿順に行いたい。今回は服部委員にお

願いする。 

この委員会は、茅ヶ崎市自治基本条例第１４条第３号の規定により原則公開としている

ため、本日の委員会について公開としてよいか。 

また、公開の場合には会議を傍聴することができることとなっているが、本日は傍聴の

希望があるか。 

○事務局 

本日、傍聴の方はいらっしゃらない。 

○豊田委員長 

承知した。 

それでは、早速、議題に入りたい。議題（１）第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基

本計画策定の進捗状況について、事務局からよろしくお願いする。 

○事務局 
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それでは、事務局より、議題（１）について説明させていただく。第１期茅ヶ崎市成年

後見制度利用促進基本計画策定の検討状況について、現在、成年後見制度利用促進研究会

において、構成員の皆さまから、茅ヶ崎市における中核機関についてのご意見を中心にい

ただき、事務局において計画策定に向けて準備を進めている。計画本体と併せての策定と

なるため、骨子についても年度末を目標に準備を進めている。 

事前に送付させていただいた資料１をご覧いただきたい。資料１のとおり、事業所に向

けたアンケートを作成している。こちらは計画の中のデータとして使用したいと考えてい

る。市内関係機関の成年後見制度への関わり方や認知度、相談内容等から、市内の現状に

ついてはかることを目的としている。成年後見制度利用促進研究会において、構成員の皆

さまからいただいたご意見を参考にしながら、事務局で作成した。本日、推進委員の皆さ

まにもご確認いただき、各事業所にメールにて依頼したいと考えている。依頼する事業所

としては、あんしんセンター、障害者相談支援事業所連絡会、地域包括支援センター、福

祉相談室、茅ヶ崎市障害者施設連絡会、居宅事業所連絡会、地域作業所連絡会、茅ヶ崎・

寒川ホーム連絡会、茅ヶ崎寒川精神保健福祉事務所等連絡会、日中一時支援事業所連絡会、

障害児者通所事業所連絡会、介護サービス事業所連絡協議会に所属する事業所で、およそ

２９９の事業所にお願いする予定となっている。事務局からは以上である。 

○豊田委員長 

ただ今の説明について、皆さまのほうからご質問等があればお受けしたいと思うが、い

かがか。 

これは、期間としてはいつまでか。 

○福祉政策課課長補佐 

 本日の委員会を経て、明日以降、なるべく早いところで各事業所にお願いして、１月頭

までにご提出いただいて、３月の委員会で皆さまにご報告させていただければと考えてい

る。 

○豊田委員長 

１月上旬ぐらいまでに回答をいただくということである。皆さまのほうからはよろしい

か。尾上委員は何かあるか。 

○尾上委員 

 研究会で出た意見も取り入れていただいて、変更されているので、特にはない。 

○豊田委員長 

 確認をいただいた。事務局の案のとおり、この委員会で皆さんのご了解をいただいたら、

事業所のほうに送らせていただいて、１月上旬ぐらいまでで回答、３月の委員会でご報告

いただくとのことであるので、その旨、進めていっていただければと思う。よろしいか。 

〇茅ヶ崎市地域福祉推進委員 
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 異議なし。 

○豊田委員長 

それでは、この形で調査を進めていただければと思う。 

では、議題（２）に入る。「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」中間評価結

果後～計画後半の取り組みについてということで、事務局のほうからお願いしたい。 

○事務局 

 では、議題２について説明させていただく。お手元の資料２をご覧いただきたい。資料

２の（１）中間評価結果～計画後半の取り組みについて、現行計画である「みんながつな

がる ちがさきの地域福祉プラン」は計画期間を６年としていて、計画期間の中間年である

平成２９年度に中間評価を行った。重点的な取り組みを含めた各行動目標の計画指標の達

成状況や課題、計画後半に向けた取り組みの方向性について明らかにし、計画全体として

は課題から５つのキーワード、「周知・啓発」、「担い手不足」、「つながりづくり・居

場所づくり」、「はざ間・複合課題への取り組み」、「連携強化」を抽出した。中間評価

後の市と市社協の今後の方向性として、５つのキーワードを意識しながら、最終目標の達

成に取り組んでいく旨をお示しさせていただいている。同様に、委員の皆さまにもキーワ

ードを意識しながら、日々の活動や業務に取り組んでいただきたい旨を説明している。 

本日は、委員の皆さまが５つのキーワードを意識しながら取り組まれた事業やイベント、

また、心掛けたこと等があればお伺いしたいと思っている。また、本年度、新任の委員の

皆さまには５つのキーワードについてなじみのない方もいらっしゃるかと思う。この５つ

のキーワードは次期計画でも重要なキーワードになると事務局でも検討しているところで

ある。委員の皆さまのご意見をざっくばらんに聞かせていただければと思う。 

資料の裏面に２点記入する欄があるが、皆さま、ご記入はお済みか。お済みでない方も、

この後、積極的なご発言をお願いできればと思う。本日は１４名の委員にご出席いただい

ているが、単独の委員会で、合同委員会よりは人数も少なく、より多くの意見を伺えるよ

う、２つの班に分けさせていただいている。本日、また事務局が２つの班に入って進行を

し、メモを取らせていただきたいと思う。それでは、ここから、資料２を見ながら、皆さ

まからご意見を３０分ほどでいただければと思う。よろしくお願いする。 

 

～グループワーク～ 

 

○豊田委員長 

 今、議題（２）のほうで計画後半の取り組みについて、５つのキーワードということで

いろいろご意見をいただいたかと思うが、書いてきていただいたものをまた事務局のほう

に提出いただくなりして、補足等があればぜひ追加いただきたい。 
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 続けて、議題（３）に参りたい。第４期茅ヶ崎市地域福祉計画・第６次茅ヶ崎市地域福

祉活動計画・第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進計画の策定についてということで、事

務局のほうから説明をお願いしたい。 

○事務局 

 では、議題（３）について説明させていただく。資料３および４をご覧いただきたい。

議題（３）では、前回、第２回の合同委員会にて実施したグループワークの結果について

まとめたものを、さらに深めていきたいと考えている。 

資料３については、前回、５つのグループに分けてご意見をいただいた内容をＡ４判に

まとめ直したものである。 

資料４については、前回のグループワークのまとめとなっている。資料４の１枚目につ

いては、各班から多く出ていた意見や、「いいねシール」が多く貼られていた内容をまと

めている。２枚目については、５班分の意見の中で多く出ていたキーワード、必要な取り

組み、より具体な内容をまとめたものになる。前回のグループワークの中で多く出てきた

キーワードは、「居場所づくり」、「多様性の理解」、「関係づくり」、「機会の創出」、

「役割」、「支え合い」と、６つあった。３枚目には、「地域共生社会の実現に向けて」

という視点からご意見をいただき、２枚目で抜き出した６つのキーワードと位置付けた理

由を記載している。続いて、４ページは、議題（２）でもお話しいただいた中間評価結果

で出た５つのキーワードである。こちらのキーワードに関連する意見もグループワークの

中で出ていた。「地域共生社会の実現に向けて」という視点からのキーワードと、中間評

価結果のキーワードを改めて見ていただくと、全くかけ離れているものではなく、重要と

している内容にはつながりがあり、同様のものもあると思う。例えば、「関係づくり」だ

と元からある「つながりづくり」、「支え合い」だと「連携強化」などになるかと思われ

る。こちらの「地域共生社会の実現に向けて」と中間評価結果の２つの切り口から出てき

たキーワードは、時期計画を策定するに当たって重要なものに当たると考えている。 

計画書の冊子のⅸページにＡ３の体系図がある。そのままこの形になるというわけでは

ないが、イメージとして、こういった体系で、どこが大事かということを決めて柱立てを

して、その中身を作っていくので、今回、出てきているキーワードは、こういった柱づく

り、体系づくりをしていく時も重要なポイントになってくると思われる。そのため、本日

は、今出ているキーワードやそのキーワードを実際に遂行していく時に課題となること、

また、取り組み以外で計画策定に盛り込むとよい項目、今回のキーワード以外でも必要だ

と思われるものなど、ご意見をいただければと思う。また、事務局およびコンサルで確認

をした中で、前回のワークでは、若い世代や、現在、小さいお子さまを育児中の方のご意

見や、現役世代の方のご意見は少なかったのではないかという意見が出ている。したがっ

て、その方々の視点からの課題や要望はどのようなものか、普段の活動の中で皆さまがお
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感じになられている点があれば、その点もご意見をいただければと思う。 

では、議題２も引き続き２つの班に分けさせていただいて、事務局が入って進行させて

いただく。内容としては、資料３と４を見ながら、新しく出てきたキーワードと既存のキ

ーワードを見ながら、どのような活動がよいか、そのためにはどのような課題があるかに

ついてご意見をまたいただければと思う。 

 

～グループワーク～ 

 

○豊田委員長 

 今、議題（３）で、計画策定について、いろいろな意見をいただいた。引き続き、皆さ

まから出た意見を事務局も検討して参りたいと思う。また思いついたことや、今日言い足

りなかったことがあれば、ぜひ事務局に伝えていただければと思う。よろしくお願いする。 

 では、議題（４）を事務局のほうからお願いしたい。 

○事務局 

 事務局より、その他について説明させていただく。５つある。１つ目が、今、事務局よ

り、成年後見制度の講演会についてのお知らせをお配りした。今日お越しいただいている

尾上委員に講師をお願いしている。今日時点で８０人以上のお申し込みをいただいている。

後見制度を直接に営業するより、エンディングノートなどとセットのほうがいいというお

話もいただいている一方で、ストレートな成年後見制度講演会のチラシでも毎度、たくさ

んの方に来ていただいている。尾上委員からも説明をお願いしたい。 

○尾上委員 

エンディングノートは、今年、公民館と市役所で開催したものでも私がお話しさせても

らった。その時は相続と遺言の話だったので、生きている間は後見であるということを話

す。今回、１時間２０分程度、成年後見制度に特化してお話しする。調べて分かることよ

りは、あまり情報として出ていないような、実際はどう動いているのかを話してほしいと

言われている。あとは、後見は判断能力が低下した方だけなので、後見だけではなく、任

意後見と、それ以外の方、全ての方について、どの制度が必要なのかというところ、見守

り、死後事務等、お話したいと思っている。知っていただいて、その方もまたキーパーソ

ンとして広めていただきたいので、ぜひ来ていただければと思う。よろしくお願いする。 

○事務局 

 チラシでは定員７０名先着順とあるが、会場は広さに余裕があるため、大人はもう少し

受付可能である。ご興味がある方はお申し込みいただければと思う。ただ、託児だけは満

員となっている。 

 続いて、２点目は、計画策定にかかるアンケート調査についてである。第１回、第２回
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委員会で皆さまにご審議していただいた、市民２，０００人を対象としたアンケート調査

を１１月１日付けで発送させていただいている。１２月８日を期限としていて、順次、ご

返送いただいているところである。なるべく多くの回答を有効回答とし、計画に反映して

いきたいと思っている。なお、委員会の中で、視覚障害の方への配慮として点字を使用し

たほうがよいとのご意見をいただいた。今回、アンケートを郵送した際に封筒に点字を打

たせていただいたが、視覚障害の方に一枚一枚、手打ちで対応していただいたとコンサル

より報告をいただいているので、ぜひ皆さまに知っていただきたく、お伝えさせていただ

く。もし皆さまのご自宅に届いたら、触っていただければと思う。 

 ３点目は、令和元年度以降の地域福祉普及啓発イベントについてである。本市では、平

成１７年３月に策定された「茅ヶ崎市地域福祉計画」の報告のために開催した平成１７年

９月の「地域フォーラム」から毎年度、「地域福祉活動交流会」を茅ヶ崎市、茅ヶ崎市地

域福祉計画推進委員会の共催として開催してきた。平成２７年度より、市の地域福祉計画

と市社会福祉協議会の地域福祉活動計画を一体化したことに伴い、茅ヶ崎市地域福祉計画

推進委員会、茅ヶ崎市地域福祉活動計画推進委員会、市、市社会福祉協議会の４者共催で

開催してきた。こちらの開催に当たって、さまざまな周知方法や内容の工夫を行ってきた

が、例年、来場者１００名程度のうち大半は地域福祉関係者が占める状況となっていて、

広く市民に地域福祉意識の醸成を図るという点においては課題があった。また、両委員会

との共催については、委員会に諮る議題も年々多岐にわたっていて、委員会の開催と歩調

を合わせた交流会の準備についても課題があった。これらを踏まえて、平成２９年度およ

び平成３０年度については、これまでのような４者共催での交流会形式ではなく、地域福

祉の普及啓発イベントとして、新たな形で地域福祉の啓発を市と市社協で試行的に行って

きた。開催形態としては、茅ヶ崎市民文化会館にて、「茅ヶ崎市社会福祉大会」と同日に

開催している「ボランティアまつり～福祉バザー～」との共催をさせていただき、地域福

祉に関するブース出展、チラシ等の配布、ひきこもりの外出支援イベントを行った。こち

らの開催の意図としては、茅ヶ崎市民文化会館にて、茅ヶ崎市社会福祉協議会主催の茅ヶ

崎市社会福祉大会と同日に例年開催しているボランティアまつり福祉バザーは来場者が

１，０００人規模のイベントとなっていて、従来の地域福祉活動交流会には参加したこと

がない新たな客層に地域福祉について周知できる機会となるため、計画した。多くの方に

周知することはできたが、詳細な地域福祉の取り組みについてお伝えすることは困難であ

った。現行計画を策定してからさまざまな方法で普及啓発に取り組んできたが、本年度は

地域福祉フェスタの開催を見送り、次期計画の策定と合わせて、より良い、効果的な地域

福祉の普及啓発を行えるよう、検討して参りたいと思う。ご承知おきいただければと思う。 

 続いて、４点目は次期計画策定にかかる意見交換会の開催についてである。委員の皆さ

まより多くのご意見をいただきながら計画策定を進めているところであるが、「より市民
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目線で実効性のある計画」策定を目指し、広く市民の皆さまからご意見を伺うため、現行

の計画を策定した際と同様に、各地区で意見交換会を開催する予定である。意見交換会の

開催方法については、現在、地区社会福祉協議会を中心に各地区で開催している地区懇談

会を活用させていただく。その理由として、地区で開催される場の活用、地区の方々の負

担軽減となればと思っている。また、地区の懇談会を別の内容で開催する地区がある場合

は、その地区についてはアンケートの実施等も検討している。開催日時については、令和

２年１月から３月に各地区１回ずつ、お時間は地区のご要望にもよるが、１時間半から２

時間の予定でいる。意見交換会を開催するための広報として、市の１月１５日号の広報紙

に掲載させていただき、広く市民に周知するとともに、市役所庁舎内のデジタルサイネー

ジの使用、市内の広報板への掲載等を実施する予定である。委員の皆さまにおいては、ご

興味がありそうなお近くの方に情報提供をしていただくとともに、ご都合がついたらご自

身の地区の意見交換会へのご参加をお願いする。 

最後に、５点目である。次回の第４回の委員会についてである。当初スケジュールでは、

第４回委員会は１月下旬の開催を予定していたが、本日いただいたご意見と次回の地区懇

談会でいただくご意見を計画の体系図案に反映し、また、市民アンケート調査の集計分析

ができている時期として３月の委員会開催を予定している。その際、地域福祉活動計画推

進委員会と合同で行うのか、単独開催にするかは未定である。決まり次第、また通知させ

ていただくので、ご出席いただければと思う。事務局からは以上である。 

○豊田委員長 

 今、５点あったが、皆さまのほうから、聞いてみたいことはあるか。地区との懇談会、

意見交換会を開くということで、地区からのいろいろな意見も吸い上げて、それも計画に

反映させていこうということであるので、皆さまもぜひご出席いただきながら、意見が出

るようなファシリテートをしていただけるとありがたいと思う。 

 それから、今、最後にあった４回目の委員会であるが、３月の委員会の開催ということ

で、この間、いろいろな調査や意見交換の場というのが並行しているので、それらをまと

めるというか、意見として集約させていただいて、再度、皆さまにお諮りしたいというこ

とである。だんだん形が見えてくるというか、形を作っていく段階になってきているので、

随時、また皆さまに情報を提供させていただいて、それを基に有意義な検討ができればと

思っている。次回は３月、ぜひまたお集まりいただいて、有意義な意見をいただければと

思うので、よろしくお願いする。 

 それでは、以上をもって、第３回茅ヶ崎市地域福祉推進委員会を終了する。 

 

                                          会長署名     豊田 宗裕      

                                          

委員署名    服部 直也       


