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令和２年度第２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）「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」の振

り返りについて 

（２）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素

案について 

（３）新プランの愛称について 

（４）その他 

３ 閉会 

日時 
令和２年８月２５日（火） １８時３０分～２０時３０分 

 場所 
茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室４・５ 

 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   石井忠彦 

委 員   小野田潤 

委 員   杉山茂紀 

委 員   倉金 榮 

委 員   松戸康彰 

委 員   田島淳一郎 

委 員   坂本弘子 

委 員   片田朗子 

委 員   尾上美子 

 

（欠席委員） 

委 員   服部直也 

委 員   鈴木美佐子 

委 員   細谷誠 ※事務局として出席 

（事務局） 
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熊澤福祉部長 

大川福祉政策課長 

森福祉政策課課長補佐 

伊藤福祉政策課課長補佐 

小見福祉政策課主査 

加藤福祉政策課主事 

 

（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 「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」の振

り返りについて 

資料２ 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

本計画素案 

資料３ 第１回委員会での御意見反映状況について 

資料４ 基本目標を表現する 4コマ漫画案について 

資料５ 新プランの愛称について 

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 2 年度第 2 回茅ヶ崎市地域福祉推進委員会を開催させていただ

く。新型コロナウイルス感染拡大のため、第 1 回の委員会は書面会議の形で開催したが、

本日は今年度初めて集合形式で行う会議となっている。このたび委員の変更もあったため、

各委員の自己紹介を時間の関係上、所属とお名前のみでお願いしたい。 

 

（委員自己紹介） 

 

議事に入る前に欠席委員の確認をさせていただく。本日、一般社団法人茅ヶ崎医師会鈴

木委員、茅ヶ崎市障害者施設連絡会服部委員より欠席のご連絡をいただいている。また永

田委員より遅れる旨のご連絡をいただいている。本日の委員会は委員の半数以上のご出席
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をいただいているため、茅ヶ崎市地域福祉推進委員会規則第 5 条によって会議が成立して

い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を確認させていただく。まず事前に送付させていただいた資料として

次第である。続いて資料が 1 から 5 まである。また机上配付した資料として委員名簿、計

画策定に係る推進スケジュールである。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「地域福祉プラン中間評価結果」である。お手元にな

い方は事務局へお声かけください。 

○福祉政策課長 

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 

改めまして、皆さん、こんばんは。本当に今年はこういった状況で 1 回目の委員会は皆

さんに書面でお願いをして、皆さんにご了解いただいて報告事項をつつがなくやらせてい

ただいたところである。昨今、また第 2 波が来ているなどいろいろと言われているところ

ではあるが、今日はこういう機会を事務局に設けていただいて、せっかく皆さんとお会い

できたので、今日用意させていただいた議題を皆さんと積極的に議論して意見交換をした

いと思っている。本日はよろしくご協力をお願いする。 

まず議事録の署名人について最初に決めておきたい。「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」によって委員長および委員 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。今回は杉山委員にお願いする。 

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っていきたい。議題 1「福祉プランの振り返り」について事務局

からよろしくお願いする。 

○事務局 

それでは、議題 1 に関して、資料 1 をご覧いただきたい。こちらは現行計画の振り返り
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資料となっており、これまでも作成途中のものをご覧いただいているが、1 枚めくってい

ただいて 2ページ目から説明させていただく。 

 2ページ目が現行計画の基本目標 1「みんなで福祉への理解と関心を広め、やさしさと思

いやりであふれるまち」である。こちらの資料の構成は、中段の左側に事業概要があり、

同じく中段の右側にその事業について具体的な取り組みが掲載されている。そしてその下

に現状の課題があり、一番下には次期計画に向けてどのようなことをしていくかが書かれ

ている。 

 こちらの基本目標 1 の事業概要については「各世代に適した情報提供方法」、「幅広い

年齢層への福祉を学ぶ機会の提供」、「福祉教育の充実と周知」、「地域や福祉施設との

連携」が書かれている。これらの取り組みについて現行計画の中で挙がってきた現状の課

題としては「対象に合わせた情報手段での発信」、「多様性を学ぶ機会の不足」、「福祉

教育における地域や福祉施設との連携不足」が挙げられている。 

 そのため、次期計画に向けては「情報の内容によって対象者に合わせた効果的な情報発

信、広報・周知を行う」、「多様性を知り、受け止めることを学ぶ機会を増やす」、「地

域や福祉施設との連携・協力によりボランティア活動や福祉教育の推進を図る」を挙げて

いる。それぞれが現在策定作業中の素案にこちらの基本目標が今回 3 つにまとめられたも

の「つながる」、「活動する」、「支える」にスライドしていく形となる。 

 続いて 3 ページの基本目標 2「みんなが地域の中で出会い、交流が広がるまち」につい

て説明する。こちらの事業概要は「地区の今後について話す機会（地区懇談会等）の開催

支援」、「世代を超えた交流の場の充実」、「空き店舗や空き家などの活用」となってい

る。現状の課題としては「地域のつながりの希薄化」、「世代や背景の異なる人々が交流

する機会の不足」、「地域の中に身近に集える場所が不足」となっている。 

 最後に次期計画に向けてのところは、その流れの中で今度は黒いほう、黒地の白抜きの

ところ「地域における解決力の強化」や「身近な集える場やつながる機会の拡充」を次期

計画に向けてすることとしている。 

 4ページにいく。基本目標 3「みんなで新しい力を育て、福祉活動が受け継がれるまち」

についてである。事業概要は「セカンドライフでの地域デビューの支援」、「ボランティ

ア活動等に対する現役世代の関心の獲得」となっている。現状の課題としては「地域の人

材の掘り起こし（新しい担い手の獲得）」、「希望者とボランティア活動とのマッチング」、

「地域福祉活動のリーダー層の育成」となっている。このため、次期計画に向けて挙げさ

せていただいていることは「参加意欲の喚起」、「地域活動に参加しやすくなる工夫」、

「環境整備と活動継続の支援」となっている。 

 次に基本目標 4「みんなで支え合い、安心して暮らせるまち」についてである。事業概

要は「顔の見える関係づくり」、「各種情報共有の方法の明確化」、「ボランティア活動
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者等と専門職の連携体制の構築支援」となっている。現状の課題については「支援が必要

な人についての理解・啓発」、「多様化する地域課題や新たな課題の解決に取り組む体制

の整備」、「多職種・多機関の連携が必要な課題への対応力の強化」を挙げている。次期

計画に向けて取り組むこととしては「支援が必要な人について理解や支援」、「制度の周

知、理解促進」「関係機関の連携強化」を挙げている。 

 最後の 6 ページは基本目標 5「みんなで互いに力を合わせ、制度のはざ間に取り組むま

ち」についてである。事業概要は「各地区のアセスメントを行う」、「相談支援体制の構

築支援」となっている。現状の課題については「各地区の実態に合わせた地域福祉の推進」、

「相談機関や人材の拡充」、「相談支援体制を構築するための協働」を挙げている。 

最後にこれらの課題に対して次期計画で行うこととしては「地域に合った地域福祉の推

進」、「相談・支援を行う人材の拡充」、「包括的な相談支援体制の構築」となっている。 

 以上が振り返り資料の概要説明である。事務局からは以上である。 

○豊田委員長 

ただ今、これは振り返りとして、これまで皆さんから議論をいただいて出てきた意見を

資料 1 に入れ込んで、確認をいただいたということである。皆さんから今の説明及び資料

の内容についてご質問等があれば積極的にお受けしたいが、いかがか。 

○坂本委員 

 大変よくまとまっていると思う。ここ何年、5 年計画でずっとやってきたが、なかなか

前に進まない、いろいろなことを言っていても次の一歩を踏み出せなかったり、そういう

ところがたくさんあったかと思うが、これで進められるのではないかと私は思う。 

○豊田委員長 

最近の状況や、これを見て何か皆さんにお伝えできるようなことはあるか。 

○坂本委員 

 私は子育てサロンをやっているが、3 月から活動が一切できていない。それがすごく心

配、お母さん方が求めていらっしゃる癒やしや、そういう子どもたち、親のコミュニケー

ションを図る場が今奪われてしまっているということを大変心配している。 

○豊田委員長 

 ほかにはいかがか。 

〇石井委員 

 私は今回初めての参加となる。これから 2 年間参加するわけであるが、委員の皆さんの

ほとんどがこれを内容的に全部知っているのか。 

○豊田委員長 

やってきたということはある。 

〇石井委員 
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大変コンパクトにまとまっているが、現実問題としてここから下に下ろしていく実務、

これにどういうふうにもっていくのかということが大変難しいだろうと、これを一読して

思った。この先はもっと大変ではないか。確かマトリックスでいろいろな形で作っている

と思うが、そのマトリックスが分かったような分からないような、すごく重複が多いとい

うか、そういう感じを受けた。 

○豊田委員長 

他に具体的にこの辺はなどとお聞きしたいことはあるか。 

〇石井委員 

私は空き家を 1軒貸しているのだが、何故貸したかというと、そこに地域の人というか、

居場所をつくってもらいたいということでお貸ししたのだが、見ていると大変だ、苦労し

ているということがある。地域のつながり、居場所づくり、こういうものに対して言葉は

いいが、その先がどうかというところで、どういうふうに補足というか、これをかみくだ

いて更にダウンしていくのか、変な言い方をすると興味がある。 

○豊田委員長 

毎回その辺りが皆さんからも本当にご意見が出るところで、どう具体的に進めるかとい

ったときに、われわれだけ分かっていても、やってくださる方たちに分からなければ結局

それが伝わっていかないということがあるので、貴重な意見だと思う。ほかにはいかがか。 

〇島村副委員長 

私というより、午前中、地域福祉活動計画、市社協のほうの委員会をやって、その中で

いくつか出ていたのだが、結構話題となっていたのがやはり担い手の問題である。ボラン

ティアを含めて、どうしてもそれの担い手不足をどうしたらいいのかというようなことが

あって、そういうことに対して少し具体的なものが出ればというお話が結構あった。 

〇細谷委員 

午前中、私は事務局として参加をさせていただいたが、今島村副委員長が言われたとお

り、ボランティアの部分、担い手の確保というところで各施設もそうだが、元々就労して

いる方も今少なくなっているところもあるが、ボランティアの方々はコロナの関係で受け

入れについて、止まってしまっている。再開しようかと思ったところがまた感染者が増え

始めたこともあって、そこのつながりの部分、そこが切れてしまうところが今後響いてく

るかというところは意見としては結構強く出ていたところである。ただ新しい取り組みと

して、地域によっては社会福祉法人のいわゆる公益の部分、実益という部分で、試行的な

取り組みという形にはなるかと思うが、社会福祉法人で持っている車両をイベントのとき

の送迎に少し貸し出しをしてみたというような取り組みがあった。やろうかと思ったらこ

ういう状態なので、まだなかなか広げられないところもあるかと思う。 

 社会福祉協議会は地域福祉ということで、地域に地区の担当の職員が出張って支援をし
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ているが、ほとんど今、先ほどのお話のように地区でのいろいろな会議をはじめイベント

関係が軒並み、この秋口は中止になっている。その影響が今年度だけではなくて、引き続

き来年度も出てくる可能性がある。要は切れてしまうと、人としてつながりがなくなって

しまうと、新しくやろうといっても、逆に言うと刺激を受けるチャンスもないし難しくな

ってしまうのではないか。1 年きりで済めばいいが、今後の展開が読みづらいかというと

ころを委員の皆さんは少し心配をされているところかと思う。 

〇豊田委員長 

本当にその辺は、おそらく皆さんもお感じになられて、またお気付きになられていると

ころではないかとも思う。私も個人的に言うと、最初に出てくる基本目標 1 の発信とか実

際の理解・関心というところでは、情報を広く発信しようということもあるが、これまで

の発信の仕方だけではきっと駄目だろうとは少し思っている。 

私も教員であるので、授業も私が教室で学生さんにお話をすればいいということだけで

はなかなかそれができなくなっている状況がある。本当に必要なのは必要な情報を必要な

人にいかに伝えるかである。そのための手段や、それから方法を、これは本当に今までの

やり方ではなくて新しいものを考えていかなければならないだろうと思っている。そのよ

うな意味では、先ほど石井委員も言われた、実際にどうやっていくのかというところが、

おそらくこの分野でもすごく重要になってくると思うし、その辺りが今後の進め方の中で、

皆さんからお知恵を借り、ご意見をいただかなければならないところだろうと思っている。 

 今、細谷委員からもあったが、実際いろいろな活動が停止をしたり、あるいは規模縮小

したりということではあるが、せっかく皆さんがやってきてくださった活動が縮小してい

くことだけは避けたいと思うし、また新たにそういう活動に入りたいという人たちの芽を

摘んでしまうのも、これはやはりこちらの意図としてはあまりいいことではないと思って

いる。その辺りが続いていけるような取り組みをこの中ではしていかなければならないだ

ろうとは本当に思うところがある。 

 一応振り返りということで、この後また実際の次の計画の案が出てくるので、振り返り

も少し含めて次の議題に入って説明をお願いしたい。 

 では議題の 2 番目であるが、第 4 期茅ヶ崎市地域福祉計画、それから第 6 次茅ヶ崎市地

域福祉活動計画、それから第 1 期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画案、素案につい

て事務局から説明をよろしくお願いする。 

○事務局 

それでは資料 2、3、4 についてご説明させていただく。まず第 1 回の書面会議において

委員の皆さまにご意見いただいた内容の反映状況については、資料 3 にまとめさせていた

だいた。では資料 2を中心にご説明させていただくので、資料 2をお願いする。 

 資料 2 の 1 枚目をめくっていただいて、表紙裏の次のところ、「地域福祉とは」のとこ
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ろから始めさせていただく。第 1 回の書面会議の中で委員の皆さまからご意見いただいた

部分を反映したところや、その後事務局で加筆した部分についてご説明させていただく。

「地域福祉とは」というページでは「自助」、「共助」、「公助」、「互助」が重なり合

うイメージ図に修正を加えさせていただいた。 

 続いて 1 ページ「はじめに」までめくっていただいて、目次の次のところである。「は

じめに」のページの左側、計画の体系に関して、サイズなどはまだ修正していくが、こち

らの体系図、基本目標が今まで 5つあったものを 3つにまとめたものの中で、一番下の「主

な取り組み」というところに重点施策を追加した。基本目標 1 の「つながる」については

「福祉教育」、基本目標 2 については「地域活動にかかる情報の発信・周知」、基本目標

3 については「相談支援体制・連携の充実」と「成年後見制度の普及・利用促進」になっ

ている。 

 少し資料をめくっていただいて、7ページをお願いする。こちらは SDGs についてである

が、市の総合計画の中でもこちらの SDGs、持続可能な開発目標を上位計画として掲げさせ

ていただいているので、地域福祉計画の中でもその部分に関して触れている。 

特に上から 5行目のところ、SDGs の 17の目標があり、そのうちのいくつかが地域福祉計

画の中で特に影響するところであるが、その中でも特に 3番「すべての人に健康と福祉を」

というところでは一番真ん中にもなる。そのほかにも当てはまるものが複数あるので、そ

の辺りを押さえて計画を作っていくことになっている。 

 続いて 10ページをお願いする。先ほどの議題で現行計画の振り返りのところをご説明さ

せていただいたが、計画素案についてはこちらの 10ページ「第 1部 これまでやってきた

こと」の取り組みの評価になる。この中で 1枚めくっていただいて、13ページをお願いす

る。13ページからは基本目標を 1から指標として挙げさせていただいていたものの最終結

果を、数値と、あとその状況を書かせていただいている。 

 その中で 15 ページをお願いする。15 ページの下段に「課題」と書かれた色が塗ってあ

る四角があると思うが、こちらに基本目標 1 についての課題を、その課題の下には同じよ

うに色が塗ってあるところで「課題の解決を図るために、本計画では以下のほうなことを

推進していきます」ということが書かれている。そのため、これまでの基本目標に対して

の結果に対して挙がってきた課題と、これからしていくことがこのような形でまとめられ

ている。 

 こちらが基本目標 1 から 5 まで書いてあり、次に 26 ページをお願いする。26 ページは

今の内容と重複する部分もあるが、「計画策定に向けた課題の整理」として、この前のと

ころで書かれた課題に関して総括してまとめられている場所である。 

 続いて、次の 28ページをお願いする。社会的な背景に関して記述させていただいている

が、こちらは現行計画の始まった平成 27年から今年度までの状況が書いてある。こちらは
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四角のところで書かれているとおり、本年度の秋の時点の最新の情報に更新していく予定

である。 

 次は 30 ページをお願いする。30 ページでは、これまでこちらの委員会の中でいただい

たご意見や市民アンケート、地区懇談会等でいただいたご意見を基に、こちらの①から⑥

までの内容がキーワードになることを押さえたということが書かれている。 

 次に第 2部として、これから取り組むことについてである。33ページをお願いする。33

ページの基本目標についてのところ、こちらでこれまでの 5 つの基本目標が 6 つの視点、

「多様性の理解」や「居場所づくり」、そういったキーワードが挙がってきて、それらを

まとめて 3 つの基本目標に、なるべくコンパクトに分かりやすく、あと地域の皆さまとも

共有しやすいようにまとめたことが書かれている。 

 次に 34 ページをお願いする。ここから基本目標 1、基本目標 2、基本目標 3 と、それぞ

れの基本目標ごとに主な取り組みの方向性や内容に関して書かれている。 

 こちらが「つながる」、「活動する」、「支え合う」について書かれており、次が 38ペ

ージをお願いする。今度は基本目標ごとのそれぞれの展開についてである。 

こちらが事務局としては今日皆さまのご意見を特にいただきたいページになっており、ま

ず基本目標 1「つながる」のすぐ下にある四角のところが 4コマ漫画の場所となっている。 

 資料が別となっているが、資料 4 をお願いする。こちらが基本目標 3 つのところで「つ

ながる」、「活動する」、「支え合う」について、それぞれ事務局で 2 つずつ案を書かせ

ていただいた。この 4 コマ漫画の中で課題があって、気付きがあって、行動してみて、目

指すべき姿はやはりこうだろうということを、なるべくこういった計画書の硬い文言では

なくイメージで共有できるようにしたいと思い作っている。しかし、逆に漫画にしようと

すると難しいところもあるので、どの時点でどういった題材でというところも事務局では

迷っている。基本的には基本目標が 3 つあるので、高齢・障害・子ども・生活困窮といっ

たいろいろな分野に関していろいろな登場人物が出るようにしたいと考えている。あと、

例えば 1 枚目だと、上の段はえぼし麻呂の絵になっていて、下の段はコンサルが描いた絵

になっているが、最終的にはいずれにせよえぼし麻呂の絵には統一できればと思っている。

そのため絵のテイストではなくストーリーや登場人物のところなどにご意見いただきたい

と思っている。 

 基本目標 1 のところだと、上段のえぼし麻呂の絵のほうは独居高齢者が一人で過ごされ

ていて、居場所づくりの中でつながっていく絵になっている。下段だと発達特性、障害特

性のある方が発達特性を皆に理解してもらいながら、必ずしも皆でわいわいするというわ

けではないけれども、本人らしくみんなの中に参加していくというところで、「居場所づ

くり」と「多様性の理解」というところに触れている。例えばこの辺りをもっとこういう

表現にしたほうが分かりやすいのではないかなどのご意見をいただければと思う。 
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 続いて 2 ページ目の基本目標 2 の漫画をお願いする。こちらだと「活動する」がテーマ

となっているので、上のえぼし麻呂の絵のほうは地区ボラセンでボランティアが足りなく

て、その中で具体的にこういうふうにやるということが分かっていて、少しの活動を協力

できて、皆で助け合えればいいという流れになっている。下の段は町内会、自治会のとこ

ろで皆で分担してやってみるとうまく成功できたという話になっている。 

 最後に基本目標 3、3ページである。こちらだと、えぼし麻呂のほうは独居高齢者が雨戸

も閉めっぱなしで、ポストに新聞がたまっていて心配だと気付いたときに、皆で見守った

り、支え合ったりしていこうという話である。下のほうだとダブルケアの話である。おば

あちゃんとお母さんとお子さんの 3 人暮らしの中で、少し状況的に難しくなった中で、地

域の皆さんも専門機関の職員も一緒になって支えていく形にしていくという包括的な相談

支援体制がイメージである。このストーリーでなくても、こういう角度がいいというご提

案をいただければと思うので、後ほどご意見いただければと思う。 

 資料 2の計画素案の 38 ページに戻って、こちらは 4コマ漫画のところがあって、イメー

ジで共有するところと、4 コマ漫画の下には現状や課題についてまとめてある。39 ページ

にいくと「目指すべき姿」と「目指すべき姿を実現するためにみんなで行う取り組み」の

場所がある。 

特に 4 コマ漫画以外にもこちらの「目指すべき姿」がとても大事になると思うので、ここ

のところも皆さまの活動の中で「こうありたい」、「こういうふうに書いてあると活動し

やすい」などとご意見いただければと思う。 

 次は 47 ページをお願いする。47 ページは「重点的な取り組み」になっていて、まだ詳

細は書き込めていないが、重点施策（1）が「福祉教育の充実」、重点施策（2）が「地域

参加の仕組みづくり」、重点施策（3）が「相談支援体制・連携の充実」、重点施策（4）

が「成年後見制度の普及・利用促進」となっている。次回の委員会の際にまたご確認いた

だければと思う。 

 最後に 48 ページをお願いする。48 ページ以降は「成年後見制度利用促進基本計画」の

内容で、こちらが全部で 17 ページある。こちらは成年後見制度に関する研究会で現場の皆

さんや専門士業の先生方にご意見をいただいた上で、成年後見制度の計画を書かせていた

だいている。こちらもぺらっとめくっていだいて、50ページなどになるべくイラストも入

れて硬くなり過ぎないように分かりやすくはしてはいるが、おそらく現場の方や専門の先

生方とお話しして作っているので、例えば硬過ぎる、少し分かりにくい、難しいという部

分もあるのではないかと思うので、そちらもご意見いただければと思う。 

 また成年後見制度の利用促進のところのアピールポイントとしては、最後の 65ページを

お願いする。まだ清書に届いていないが、65ページの中段の「ここがポイント」というと

ころに「茅ヶ崎市だとこういうところ、こういう流れで来ていて、こういう強みがある」
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ということをまとめさせていただいている。基本的には成年後見制度を利用される方が利

用できるだけではなく、成年後見制度を利用するかどうかまだ分からない、けれども少し

心配な状況にあるという方も含めて、地域の皆さまや関係機関で協力して対応していく形

にしたい。また、すでにそこに関してはこれまでの専門士業の先生方や現場の皆さんとの

連携で、そういった動きはすでにあるので、新たにつくるというわけではなく、それをい

かに強化していくかが今後のこちらの成年後見に関しての取り組みのポイントになるかと

は思っている。 

 すみません、少し駆け足で恐縮だが、計画素案に関してまとめた説明は以上である。 

〇豊田委員長 

今、説明いただいた内容が結構ボリュームがあるので、全体を 4 つぐらいに分けて、皆

さんからご意見いただければと思う。 

 初めに資料 2の素案の 1ページから、だいたい 30ページぐらいまでを、これはこれまで

のところと、そこから見えてきた課題の整理というところがあるが、この辺りでの質問を

一つお願いしたい。それから、続いて 31 ページから 47 ページ、これは第 2 部ということ

で、これから皆で取り組むこと。先ほど基本目標等を新たに 3 つにして、その 3 つについ

て今後取り組んでいく主な取り組みであるとか、具体的な実施の方法であるとか、その辺

りをお伺いしたい。それから、48 ページから 65 ページまで、今お話しがありました成年

後見の利用促進に関係するご意見やご質問をいただきたいということがポイントになる。 

 最後は資料 4 で先ほど 4 コマ漫画みたいなお話があったが、これをどのように活用して

いくか皆さんからご意見をいただきたい。全体としては 4 つぐらいを柱にしてご意見をい

ただければと思う。 

 最初に 1ページから 30 ページのところであるが、「はじめに」から始まって、先ほどの

2 部の前のところ。これはこれまでの取り組み、そこから出てきた課題の整理ということ

にはなっているわけであるが、これは次の今後進めることに関係してくることだと思うの

で、もう少し書き加えたほうがいいのではないか、あるいはここの表現をこのように変え

たほうがいいのではないかということがあれば、少しご意見いただきたい。いかがか。 

〇坂本委員 

7 ページの「持続可能な開発目標」について、この辺は皆さんにあまり知られていない

ような感じをお見受けするが、この辺もよく説明していただいて、ここのところはカラー

となるか。 

〇事務局 

カラーになる。 

〇坂本委員 

カラーのほうが見やすいと思ったのですごくいい。こういうものは早く取り入れていた
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だいたほうがよかったと私は思っている。 

〇豊田委員長 

坂本さんのほうで今、7 ページの話があった。何かここで特に、あるいはこういうふう

な工夫をなどあるか。 

〇坂本委員 

これを各地区や皆さんでやってみることも、話し合ってこのようにするという課題とい

うか、勉強などをしたらいいかと思う。 

〇豊田委員長 

事務局としては、例えばこの辺りの盛り込み方や、今の坂本さんのご意見にもあったが、

例えば地区のほうでこういうことを話し合いの場を持つといったときに、何かお考えなど

はあるか。 

〇事務局 

ちょうどコロナの関係で懇談会も厳しいかという状況ではあるが、例えば毎年各地区で

開催している地区懇談会の中で計画や、具体的な活動についての話の前段階で、こういっ

た世界的な流れもあって、やはり皆さんがしていただいていることがこういうところでも

大事だとされているということは共有させていただきたいとは考えている。 

〇倉金委員 

関連で 7 ページの部分だが、前回のプランの段階でもこういうものは出ていない状況だ

と思う。ただ SDGs はもっと前からやっているわけで、2030 年が最終目標達成になってい

るはずである。こういった部分でいくと地域全体に、ここにこういう形で唐突に出ると、

皆さん戸惑ってしまうのではないかと思う。だから、そういった意味では最初の世界的な

動きであっても、ここの予鈴が一個必要かとは私は思う。 

 ただここで 17項目であるが、これは非常に重要だけれども、われわれがここの委員会で

取り上げるべき内容をここに全部入れなくても、今ここに書いてある「貧困をなくそう」、

「すべての人に健康と福祉を」、この 1、3、11までの部分をここに出されたほうがいいか

と思う。ここまで全部出てしまうと、この部分においては何が何だか分からなくなってし

まうと私は考える。 

 ただ私ども地域として全体的に「まちぢから」という組織の中で、SDGs について勉強し

ようということでやろうとして、この関係も全部含んでくるかとは思った。 

〇豊田委員長  

大変貴重な意見だと思う。これはおそらくここの計画だけというよりは、市全体として

どう取り組むか、その中で例えば地域福祉計画が実際どのようになっているのかなど、本

当に今のご意見のとおりだと思う。この辺は事務局としてはどのように考えているか。 

〇事務局  
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市だと総合計画のほうでは全部が載っている形になっている。あと今年度、福祉部で同

じように計画策定している高齢や障害、あと去年度先に策定した子どもの計画だと、先に

こういう全体像があり、さらに事業ごとに、この事業は今後これとこれに該当するという

書き方をしていたりする予定にはなっている。ただ、こちらの地域福祉計画に関しては、

事業が羅列されるタイプではないので、重んじていくところを「だいたい重要なところは

ここだ」という書き方で取り出した形になっている。なので、今の倉金委員のお話のよう

に、取り出したところをもっと細かく具体的に「こういうことだ」と書くのもあるかと思

っている。 

 あと、できればご意見いただきたいのが、例えば 5番の「ジェンダー平等を実現しよう」

というところも事務局としては迷いがある。「多様性の理解」といったところで言うのな

ら 5 番もそうである。もしほかのところも特出しするのであれば、ここも載せておいたほ

うがいいのではないかというものがあれば、ぜひご意見いただければと思う。 

〇豊田委員長 

いかがだろうか。何かあるか。 

〇倉金委員  

入れたほうがいいと思う。 

〇豊田委員長 

ご意見としてはあるか。 

〇倉金委員 

これは入れだしたら切りがないとは思っている。ただ福祉という部分を考えていくのと、

差別などいろいろな問題を絡めていったところでいくとジェンダーは外せないものだろう

とは思っている。だからそういったところで総花になっていかないようにしていくべきだ

ろう。ただ私は「住み続けられるまちづくりを」というところをすごく大事に思っている。

これを目標にした場合に、この全てが絡んでくると私なりに思っているので、順番がどう

かはいろいろあると思うが「住み続けられるまち」の中でどうあるべきなのかという入り

方のほうがいいかと。例えば唐突に「貧困をなくそう」とばんと来たって、何なのかとい

うイメージになるかという感じは受けるので、そのためにはどうあるべきかというほうが

いいかという感じはする。 

〇豊田委員長 

入りやすさという点では、今お話があったとおりだと思うし、また身近なところで感じ

られるということでは今のような入り方のほうが、おそらく皆さん実感として自分の問題

として捉えられるのではないかと思う。7 ページのところで先ほど説明があった中段の 1

番、3番、10番、11番とあるが、これについて例えば地区で勉強会をやるなどといったと

きに、こういう話題で、このような事例でなどと取り上げるたたき台のようなものをつく
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ったり、そのようなものが何かあったりするのか。市として何か共通で使っているものな

どはあるか。 

〇事務局 

おそらくまだないとは思うが、一歩踏み込むと、例えば地区での懇談会だけではなく、

今後包括的な相談支援体制などを考えたときに、そこに専門職、プロの人なども入って 1

個のテーマに。制度に関してというよりは、地域の皆さんと一緒にこういったアイコンに

ついて勉強会をしていくスタイルにすると面白いだろうとは思っている。今後考えさせて

ください。 

〇豊田委員長 

先ほど倉金委員もおっしゃっていたが、今日ぽんと入ってきた部分でもあるので、これ

は出し方や、今後検討するときの素材のような段階で少し考えてもらい、盛り込み方を検

討してやっていただくようお願いしたい。 

 最初の 30ページぐらいのところで、ほかには意見はあるか。28ページ、29ページの「社

会的な背景」のところがありますよね。これは今後、秋の時点でというところではあるが、

この辺りは何を拾ってくるかということによっても随分取り上げ方が違ってくるかとは思

う。どちらが先かではないが、全体的に関わることでもあるかと思うが、その前のほうに

ある課題を抽出したときの裏付けになるもの、それから背景をきちんと拾っているものを

ここには取り上げていただかなければ、おそらくこれを基にして次に入ってくるとなかな

かつながってこないと思う。そこはまだ考えを出していただきたい。 

 例えばこの辺りで、これは入れていただきたい、あるいは今後新しい取り組みの中でこ

れは外してほしくないなどというものがもしあれば、皆さんからいただきたいと思うが、

何かあるか。これらの背景として政策的なことが結構書いてあるわけだが、これは外さな

いほうがいいのではないか、こういう動きは大事にしたほうがいいのではないかなどがも

しあればと思う。ここは一応、国の動きということでよいか。 

〇事務局 

おおむね国の動きのところが 28ページである。 

〇豊田委員長 

市の現状ということで 29ページは書いてある。何かこれを裏付けるようなものは特にこ

こには盛り込んでいかないということか。 

〇事務局 

そうである。今のところはそうなっている。 

〇島村副委員長 

介護保険制度のことが全然どこにも出ていないので、介護保険制度が改正されて、対象

が要介護だけになったとか、要支援のほうが総合事業に移ったなど、その辺りは特に高齢
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者の場合には活動範囲が随分狭まったというか、そういうことが影響してくると思うので、

どこかにそういうことは入れていただきたい。 

〇豊田委員長 

ありがとうございます。包括ケアのような視点で入れたほうがいいのではないか。介護

保険だけだと、今の方向性だとおそらく高齢だけではなくてというところがあると思うの

で、その辺りはまた見直しをしていただきたい。30ページまでのところは一応現状ではよ

ろしいか。 

 それでは、続いて 31ページから。これは「これからみんなで取り組むこと」ということ

で、次期計画の骨組み、あるいはそこでの具体的な実施項目ということになるわけだが、

この辺りで皆さん今回はご意見をいただければと思う。計画の基本的な考え方や展開につ

いてのご意見やご質問になるかと思うが、いかがか。 

〇石井委員 

35ページ「活動する」の中の、言葉としてボランティアという言葉がある。今、茅ヶ崎

は 13地区に分かれてボランティアセンターというものがあり、それとの関係がここでは分

からないというか、せっかくつくったボランティアセンターを足がかりにして、なんとか

してボランティアを広めて、いわゆるボランティアという形にもっていけないかと思った。

それからもう一つ、これを読む対象はどなただろうか。 

〇豊田委員長 

ではまず事務局から。 

〇事務局 

基本的には市民の方だったり、市の職員だったり関係機関全体ではあるが、今回一番重

きをおいているのは一般市民の方である。 

〇豊田委員長 

ボランティアセンターとの関係はどうか。何か。 

〇事務局 

地区ボランティアセンターの福祉政策課に関しては、特に地区ボランティアセンターの

運営に関して、おっしゃったように地域での見守り、支え合いの動きがとてもあって、そ

れがコミュニティにもなっているというところはある。一方、計画全体という点について

は、地区ボランティアセンター以外のボランティア、特に市社協側のボランティアセンタ

ーだったりボランティアグループのこともあったりするので、必ずしも地区ボランティア

センターだけのことではない形にはなる。 

〇石井委員 

地区ボランティアセンターというのは元々が社協のボランティア、そこから派生してい

るわけだから、ボランティアという言葉が全体のお話なのですよね。だからボランティア
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という言葉をどこで押さえてしまうかをはっきりさせなければ、ボランティアというもの

がばらばらになって、変な形でボランティアは適当にやればいいというようなことになら

ないか。活性化とか、そういう言葉を並べても活性化とは何か。その辺りは、おそらく社

協が悩んでいるのではないかと思うが、はっきり位置付けたほうがいいのではないかと思

う。福祉政策課としては少し違うかとは思うが、ただボランティアが出た以上はそういう

ことを入れて全体的な形にもっていかなければまずいのではないかと思う。 

〇豊田委員長 

ここの辺り市社協としてはどうか。 

〇細谷委員 

今、ご意見いただいたので、先ほどご案内したように担い手というところでは、この計

画の中にもすごく難しい局面が出てくると思う。要は書けばそれで終わりではもちろんな

くて、これは 5 年間の計画になるので、具体的にそれが生かせるような形をどう盛り込め

るか。それは絵に描いた餅化することなく、実際に 5 年たってこうだったということを、

コロナの状況を踏まえながらどう表現していくかは少し工夫をできればしていきたい。 

〇豊田委員長 

どうですか。実際に地区ボラの関係で活動が全体的に今どうか、それから市のボランテ

ィアセンターの取り組みとの関係というのか、全体として市全域でボランティアというと

ころで見ていったときに、何か動きそうか、ここのところで気がついたことなどがあれば

と思うが、いかがか。 

〇細谷委員 

先ほど申し上げたが、ボランティアは継続することがすごく大事だと思うが、今年度、

社協としてボランティアをいろいろな形で育成しようという事業がことごとく中止になっ

てしまっている。 

来年度は今後、事業計画を立てていかなければならないと思っているが、例えば担い手

の育成にしてもそうだし、ボランティア大学についても本年度はやはり中止せざるを得な

かったということがある。それが先ほどご案内のように各地区のボランティアセンターの

一つの人材としての送り出す部分の、大学という名前はもちろん付いているが、市民の方

々の最初のきっかけとなるような部分での全市的な人材の掘り起こしも兼ねている。今後、

それを来年度に向けてどういう形でやり得るかどうか。今年度はとりあえずそういった事

業が皆中止になってしまっている。ではボランティアはこの指に止まれといってもなかな

か、そういった部分を経ないで来る方がどれぐらいいらっしゃるかがあると思うので、今

後は本当にすごく難しいところだと考えている。 

 各社協のボランティアについても、それにボランティアとは若干ずれるかもしれないが、

福祉教育の部分。要は若いうちからそういったボランティア的な部分も含めて人材の涵養
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を深めていこうというところも。今は「やりましょう」という学校関係や、そういった地

区の関係がほとんどないような状況なので、その辺を今後どのように来年度も取り組んで

いくかについては、すごく悩ましいところかと思っている。各種活動が今、事実上の停止

状態に近い形である。 

 ただ各地区のボランティアの活動されている方は、チャンスがあればぜひボランティア

に、地区のボランティアセンターで会議等もそれぞれ集まってしていただいているので、

タイミングというか、こういうコロナの部分がもう少し下火になってくれば、また活動で

きるかと思っている。それぞれの地区のボランティアセンター自体はコロナをよけながら、

視野に入れながら地道に活動はしていただいているところである。実績としては、おそら

く今年度は相当ダウンするとは考えている。 

〇豊田委員長 

先ほど 35ページの「活動する」の隣に「つながる」というものがあって、福祉教育の話

があったが、場をつくっていく、そういう機会を持つことがなかなか難しい中で、こうい

うつながりをどう維持していくか、新しい人たちをどう入れていくかが今後はすごく大き

な問題ではないかと思う。ほかにはいかがか。 

〇島村副委員長 

できれば市から若干説明していただければと思うのは、今後の市の政策によって制度が

変わる可能性のあるもの、制度というか組織が変わる可能性があるものについて、地域福

祉計画に入れていいのかどうか、その辺が僕は気にかかる。皆さんは具体的に分からない

だろうが、45ページを見ていただいて、どうだろうか、市からその辺の説明を若干いただ

ければと思う。 

〇事務局 

島村副委員長のお話であったところ、45ページだと「目指すべき姿を実現するために」

のところだと、一番上で「福祉相談室の機能の強化」、あと「相談支援体制・連携の充実」、

あと「成年後見制度」もある。1枚めくっていただいて、47ページの「重点的な取り組み」

の、こちらの重点施策（3）と（4）にも影響するところであるが、今、市では国の方針や、

これまでの茅ヶ崎市の取り組みの経緯を踏まえて総合的、包括的な相談支援体制も強化・

整備を検討している。こちらに関しては、今年度の施政方針や、3 月の議会でもそういっ

た説明をさせていただいている。 

内容については地域の皆さんと関係機関が一緒に地域の生活課題を拾っていって、一緒

に解決を試みる動きや、年齢・分野を問わない総合相談、成年後見制度に関する中核機関

を一体的に運用していく組織づくりを検討していくものになる。 

 また別の角度で言うと、今現在、市内 13地区に展開している福祉相談室が総合相談とし

て身近な地域の総合相談の部隊になるわけであるが、それとは別に継続する総合相談をす
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る部隊をつくって、総合相談を 2 段構えにできたらという構想がある。ただこちらがコロ

ナの影響で具体的にどのような内容で、いつから始まるのかを決定できるのがまだ先にな

ってしまう。このあたりを踏まえ、45ページの、例えばこちらの「福祉相談室の機能の強

化」といったところ、今頭出しは書かせていただいているが、おそらく第 3 回の委員会の

ときには細かいところ、具体的なことよりかは総合相談体制の強化や、そういった一段階

上の書き方にさせていただこうかと考えている。以上である。 

〇豊田委員長 

よろしいか。今のお話はなかなか難しいところがあるのではないかと思うが、おそらく

国の今の動きが、一つは分野ごとにいろいろな相談を別々にするのはやめようと。包括的

にいろいろな取り組みをしていこうと。例えば貧困の問題などは高齢という問題に限った

ことではない。例えば貧困の問題を考えるときに、高齢だけではなくていろいろな問題が

そこに重複的に関わっているので、それを相談体制で見ていくときに、今のような切り方

だとなかなかアプローチが難しい。高齢だと、例えば介護保険を使えばいいではないか、

こういう部分のサービスを使えばいいではないかということになるが、そうではなくて、

それこそコロナ、わが事のような形になるが、家族として住民として、その人をどのよう

に支援していく体制をつくればいいかといったときに、制度やいろいろな法律などを横に

つなげる形で相談体制をつくろうということは今頻繁に考えられている。けれども、それ

は今までの制度や、今までの体制で見ていくと、それを一日のうちに何かをすることはな

かなか難しいわけで、各市町村にそういうものを今後どのようにしていくかが今任されつ

つある。そういうところを今後考えていくとすると、どこにそういうものを盛り込むかが

おそらく地域福祉計画のここのところに入ってくる。 

 けれども、茅ヶ崎市においても、45ページにも出ているが、いろいろな取り組みをして

きて、これを全部一つにまとめて何かをするのはなかなか難しい。だからおそらく形とし

ては、将来的にはそういうふうにはなっていくのだろうが、そこの見極めをどういうふう

にしていくかは今後も問題である。今後 5 年間の中でそういうところの取り組みが急激に

進むのかということが、おそらく先ほど島村副委員長が言われたところになるのではない

かと私は少し思った。市の政策や考え方などもいろいろあるのではないかと思うので、書

き方としては「こうする」というものはなかなか難しいのではないかと思う。ただ、そう

なったときにそれを変えられる、あるいは少し広く見ていく、そういう書き方をしておき

たいということが先ほどの事務局の説明なのかと私は思った。 

 この辺りは実際に相談室や地区の方たちが今の課題にどう取り組んでいくかとも関連し

てくると思うが、こういう動きの中で実際に今の取り組みにおいて、今後の計画の中でこ

のようなことをやっていけばいいのではないか、あるいはこういう方向でぜひ考えてほし

いということがもしあれば、皆さんからご意見いただきたいと思う。 
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〇片田委員 

福祉相談室は今、機能強化ということでいろいろ取り組みをさせていただいているとこ

ろではあるが、今まではご本人をメインとして支援をという形でやっていたのが、ご本人

だけではなくて、その世帯全体の複合的にというか、複雑化したニーズを捉えて他機関と

連携しながら必要な支援をコーディネートしていくというところで今、取り組みをさせて

いただいている。 

あとは制度のはざまの課題にも積極的に取り組んでいく流れでやっているところであ

る。平成 31年だったか、包括化推進委員が福祉政策課の中に配置されて、私たちの機能強

化という意味で連携したり、一緒に協働したりしている。自立支援に向けたプランを今ま

でつくってきていなかったが、それをつくって取り組んでいくという形にはなっているの

で、その辺りを福祉相談室の取り組みとして盛り込めたら、少し分かりやすいかとは思う。 

〇豊田委員長 

おそらく動き、制度など、今実際に専門職として取り組まれている方の状況と、それを

地区の方たちの課題として取り上げていくと、地区の方たちはその辺りをどこまで理解さ

れているか、それをうまく活用できるような仕組みになっているかが今少し問題点として

はあるかと思う。だから次期計画の中には、その辺りの橋渡しというか、皆さんにそうい

うことを分かっていただくとか、一緒に考えられるような機会をもっていけるといいのだ

ろうと。これは先ほど倉金さんがおっしゃっていた、いわゆる SDGs の関係などとも関連

しそうだと思う。 

 制度がどんどん先に行っているものだから、それをわれわれが考えていこうといったと

きに、なかなかそこに乗れない部分も確かにあると思っている。はざまの問題などはよく

言われる。しかし、具体的にそれはどのように解決していくか、地域の人たちの意見を取

り入れてと言っているが、実際にそれがどのように取り入れられているかはなかなか皆さ

んに伝わっていない部分があるのではないかと思う。その辺が先ほどの「目指すべき姿」

の書き込みにも今後関係してくるかと思うがいかがか。 

〇島村副委員長 

私は今のこのプランを読みきれていないが、皆さんやご先輩方のご苦労を本当に感じな

がら今日の会議に臨んだ。地域とはどういうもので、地区とはこうだと書かれているが、

先ほど石井委員が言われた「これは誰が読むのか」という質問を踏まえ、一般市民が対象

であるとすれば、地域と地区との区別が分かりにくく感じてならない。7 ページに、こう

いうふうな地区と地域というものとの関連はイメージとしては出していただいているが、

ここをもっと分かりやすく。これでも分かるが、一般市民の方はどうなのだろう、これで

分かるのか。今挙げていくいろいろな問題が、先ほど言った包括的に何かをやっていく、

どこへ頼めばいいのだろう、縦割りから今、横につながっていく、法律が変わっていく。
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そういう部分でいくと、受け止める方が理解しなければ、いくらこれをやってもつながっ

ていかないような感じがしてならない。 

であれば、具体的に市全体と地区、地域全体という概念のものが前段にあって、一般市

民の方々は自分の住んでいる地区のことのほうが分かる。どういうふうにしていけばいい

のか、どこへ相談していっていいのかは違うところで、地区社協や包括センター、いろい

ろなところでいろいろなレクチャーを出していることは出しているが、こういう部分の中

で何か絵面で一つ、こういうときはここだというものがこの中に入ってくれば、一般市民

の方が分かりやすいのではないかという感じがする。だんだん後ろのほうへくると、分か

っている人たちだけが分かるような感覚になって、それがすごく。的外れの意見を言って

いるかもしれないが、この問題はすごく重要な問題の中でいくと、地区と地域、それと縦、

横がここでぐちゃぐちゃになっていって、何がなっていっているのかというところが非常

に私自身も急に頭がこんがらがってきたので、その辺の整理も必要なのではないかという

感じで少し意見を述べさせていただいた。 

〇豊田委員長 

今の議論は実は何回か委員会をやっていく中でも聞かれることである。実際にこれを市

民の方たちに読んでもらうときに、実際にどうしたら皆さんが読んでくれるかを考えたと

きに、今まさにそれは一つの手だと思った。おそらくこれを手にして、皆さんがこれを「な

るほど」と思うのは、結局困ったときにどこにつなげるか、どのようなことができるかを

実感してもらうことがすごく重要だと思う。だからこの中に書き込むか、それともこれを

広めていくときのツールとしてそういうものをつくるかは確かにあって、私は今の意見を

聞いていて、後者のほうが良いのではと思う。 

 これを皆さんが一つ一つ読むことはおそらくなかなか難しいと思うので、そういうもの

を地域福祉計画で広めるときに「これはこういう意図でやる」というものが何かあると、

もしかしたら「そういうことなのか」というところにつながるかと。それは一つ地区とい

うものが今の話の中であって、地区でそういうものを展開していくときにどのようなこと

ができるかは、先ほどの片田さんのご意見の地区相談室。地区の相談室の取り組みとも関

連できるかと少し思った。 

 だから、この中に盛り込むかどうかは別にしても、展開の仕方として今のようなツール

を使ったり、何か打ち出し方はやる必要があるかということは少し感じたところはあった。

それから、地域と地区、これも実は何回か出てくることで、その辺の理解の仕方も皆さん

ばらばらで、やっているうちにだんだん分からなくなってくるという意見もあったので、

またそれもぜひ取り組みとしては考えていきたいと思う。 

 47ページぐらいまでのところ、これはいろいろ考えていくと、まだまだ書き込みができ

ていないところも結構あるので、今後の皆さんからの意見をまた伺う部分になるかとは思
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う。ただ、今いただいたような意見、これは取り組みとして今後どうするかも含めて、ま

だまだ皆さんから意見を伺いたいところだと思うので、これはまた皆さんからのご意見を

後ほどいただければと思う。この会議だけではなく、次の会議までの間でご意見いただけ

るとありがたいかと思う。 

 先に進めたいと思うが、48 ページから 65 ページまでの、今回新たに加えられていく成

年後見利用促進基本計画について少し皆さんからご意見とご質問をいただきたい。この辺

りはいかがか。 

 逆に 65ページ、先ほど「ここがポイント」というところで、今回の計画の中ではこの辺

りが皆さんに伝わればいいというお話を少しされたと思うが、どうだろうか。 

今回の計画の盛り込み方として、こういうような内容、こういうところを伝えるというと

ころでは皆さんが考えてきたこととだいたい合致しているだろうか。それとも何か「そも

そもこういうことのほうがいいのではないか」、「このようなものを入れたほうがいいの

ではないか」などというものがあればご意見いただきたい。 

 また言われたら、尾上先生、どうか。少しご意見をいただきたいところかと思うが。 

〇尾上委員 

8 月 6 日だったか、会議があって、結構意見を取り入れて変えていただいたところであ

る。茅ヶ崎市は他市と比べても成年後見に関しては取り組みが進んでおり、茅ヶ崎市は進

んでいるというところをアピールしたほうがいいのではないかという意見を踏まえての、

ここはポイントである。全て一から始めるのではなくて、すでに出来上がって動いている

部分があるという表現だと思う。 

 また硬い表現があればと思って、私も前段階のものから読んで、ここをこう訂正したら

よろしいのではないかというところが皆さんの意見を取り入れて変わっているので、それ

でも読んでいて硬いという表現があれば、皆さまのご意見を伺えればと思う。 

〇豊田委員長 

例えば「ここがポイント」というところでは、尾上委員の方で表現としてここは強調し

たいといった部分はあるか。 

〇尾上委員 

ネットワークの協議会という、包括の方や士業の方が集まって事例検討を行う活動を数

年間続けていて、その中で関係の構築などしてきたが、それも少し行き詰まり、マンネリ

化してきたので、平成 31 年度から、勉強会という形で新しい取り組みを始めた。もっと身

近に士業やいろいろな立場の方が後見を通じて関わり合えるような勉強会を市で企画して

いただいて、それはすごく良かったのだが、残念ながら今この状況で開催できていない。

そういうものに今度は一般の市民、一般の後見人の方や、そういう方も巻き込んでいけれ

ばいいなと考えている。そういう部分に関して茅ヶ崎市は非常に進んでいると思う。 
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 62ページの「目指すべき姿」「スローガン作成中」の部分が、その会議のときに、硬い

表現ではなく分かりやすい、市として目指す後見に関する姿を何か分かりやすいもので表

現したほうがいい、読んだ市民の方に届くのではないかというところで作成したほうがい

いのではないかということになった。まだ、具体的なスローガンがまだできているわけで

はないので、皆さんから何かご意見があればと思う。 

〇豊田委員長 

今スローガンの話があったが、成年後見制度の促進ということでスローガンが前面に出

るわけである。地域福祉計画というよりは、この部分を取り上げていくものでよいか。 

〇事務局 

さらに地域福祉計画の前段のほうの「目指すべき姿」ともリンクできる、つまり「住み

やすいまち」というところにつながっていくような、後見制度だけというニュアンスでは

なく、地域福祉計画全体にもつながる内容にしたいとは考えている。 

〇豊田委員長 

スローガンの作成については、今後ここでやっていくのか。それとも皆さんにスローガ

ンを募集するのかなどどのように進めていくのか。 

〇事務局 

おそらく行き詰まると思うので、皆さまにメールかお手紙でご意見いただくことになる

と思う。よろしくお願いする。 

〇豊田委員長 

 成年後見の計画についてはどうか。おそらく表現、それから今後スローガンを考えるに

当たって、こういうことを入れたほうがいいのではないかということはまた皆さんのご意

見もあるのではないかと思う。何かあるか。 

〇島村副委員長 

地域福祉計画と全く別に基本計画を立てるならば、あえて言う気はないが、地域福祉計

画の中の一つになるならば、例えば 52ページからの現状と課題の中の図表だが、こういう

ものは参考資料のようなことで別にしていたと思う。それで本当に必要な、例えば「茅ヶ

崎市における取り組み状況」のところから最初にのせていくようなイメージがこれまでの

計画のやり方かと思う。何か急に細かい図表が出てくるため、図を先に読まなければ取り

組みが出てこないので、少し違和感を覚える。 

〇豊田委員長 

ここは全体の資料としての扱いや見せ方との関係もあると思うので、全体的なつながり

も含めて考えていただきたい。 

 ではよろしいか。今の話とか、目指すべき姿のスローガンであるとか、この辺もまたお

いおい、これを作っていく過程でまた皆さんのご意見もいただければと思うので、よろし



- 23 - 

くお願いする。 

 もう一つ、先ほど事務局からの説明もあったが、資料 4 の先ほどの 4 コマ漫画の案があ

ったが、これについてご意見をいただきたい。 

〇島村副委員長 

漫画の中の言葉だが、先ほどから読み手の対象が一般の方たちだとしたら、この中に入

っている言葉に理屈が多過ぎる。出だしで読みたくなくなってしまうような感じになるの

ではないかと私は思うが、いかがだろうか。 

〇豊田委員長 

言葉が多いということもあるか。 

〇島村副委員長 

言葉の多さと言葉の使い方と両方である。 

〇尾上委員 

4 コマしかないので、問題提起から解決までを 4 コマで表そうとすると、盛り込み過ぎ

で少し難しいかと思う。せっかく漫画にしているが、文字も多かったり、説明もすごく盛

り込まれていたりして、あまり漫画にしている意味が、読みやすくという意図と外れてし

まうのではないかと思う。4 コマだけで表現するのであれば、問題提起の部分だけにして

文章を読んでもらい、どのように解決していくのかをのせるというほうが良いのではない

かと思う。解決まで 4コマしかなく、しかも中身を全部乗せられているわけでもないので、

どの部分をピックアップするのかも課題があると思った。 

〇豊田委員長 

例えば 38ページの「つながる」の 4コマである。これはどういうレイアウトでいくのか

もあるが、その下が「現状・課題」となっているので現状・課題を紹介するだけでもいい

のではと思う。それに対して右側のページでは、どのようにそれを解決に結びつけるのか、

どういう視点が必要なのかを書くにあたり、もしかしたらこれは少し盛り込み過ぎであり、

言葉も多いと僕も思う。 

〇坂本委員 

私は反対によく分かるからいいかと思った。書いていなければ何をやっているのかがよ

く分からないかと思って、これはこれでなかなかいいかと思った。 

〇豊田委員長 

ほかの皆さんはどうか。4コマ漫画でいくということは、だいたい決まっているのか。 

〇事務局 

分かりやすくイメージしやすいように、あと文字ばかりだと読みにくさと抵抗感がある

だろうということなので、必ずしも 4 コマでなければならないということではもちろんな

い。 
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〇豊田委員長 

ということは、もし皆さんのほうで「こういうアピールの仕方、打ち出し方がある」と

いうものがあれば、それも一つの案として伺えればと思うが、いかがか。 

〇坂本委員 

4 コマ漫画で全部を表現することは本当に難しいと思う。けれどもあまり言葉を入れ過

ぎてもよくないし、入れなくても何を言っているのかが見えないと、それはまたいけない

のではと思う。 

〇島村副委員長 

私は 4 コマでやる必要はなく、つながるための「課題」、あるいは「気づき」くらいま

でに整理して、次にここの文章を読んでもらうほうがインパクトはあるのではないかと思

う。これを見て全部分かるのはおかしいので、単純にしたほうがいいのではと感じる。 

〇豊田委員長 

皆さんはいかがか。とりあえず皆さんの意見をお伺いしたい。 

〇尾上委員 

4 コマ漫画も「支え合う」のものなど、見ていてすごく読みやすいものはあると思う。

ただ紙面の作り方として目標の下に置かれてしまうと、何かそれをトータル的に表現する

ように捉えられてしまうと思う。一部のものであれば少しバージョンを変えて後ろのほう

に置くなどという形であればいいかも思う。目標の下にこの漫画を置き、全部を盛り込も

うとするのは少し難しいと思う。 

〇豊田委員長 

以前、相模原の社協で「みんないいひと」という、スローガンではないが計画を作って

いくときの流れとして、4 コマではないが漫画を入れたものがあった。漫画を入れて、そ

れを見てもらい、その中で言っていることを後ろで解説して、その後に目指すべき姿や施

策を入れていったものがあった。2 ページぐらいあったので、おそらく何コマかになって

いるのだろう。もっと数が多いと思うが、一応それがストーリーになっていた。だからお

そらく 4コマではなかなか難しいかと少し思った。 

 ただ、随分前の活動計画だと思うが、漫画を使ってそういうふうに出したことは県内で

もあった。一つの計画を皆さんに知らせるという点でのポイントにはなっていたかと思う。

しかし 4 コマはなかなか難しいと少し思ったので、今の話を聞いて少し付け加えさせてい

ただいた。他にご意見はあるか。 

〇島村副委員長 

私もトップに持ってくるのは難しいと思う。例えば現状と課題の「身近な居場所を増や

す必要があります」のところであれば、その右側に漫画を持ってきて、その流れで、次の

課題などにも漫画やイラストを入れるということならいいかと思う。ただ、それでやると
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しても、課題と気づきぐらいまでだと思う。行動などを入れてしまうと、かえってそれに

縛られてしまうことが出てくる。いろいろな団体によっても違うし、個人か地域かなどの

部分でも随分違ってくると思うので、その辺は視覚でやってしまうと、かえってそれにと

らわれてしまうのではないかという気がする。課題を基本とし、気づきを場合によっては

入れてもいいかと思う。やはりトップに持ってきてしまうと、そこには全部目指す姿まで

なければすごくおかしくなってしまうし、それだと非常に難しいという感じがする。 

〇豊田委員長 

ここの書き方をどうするかが全体とも関連してくると思うが、漫画を使うかどうかも含

めて、継続的にまた皆さんからご意見をいただければと思う。今の時点でレイアウトも含

めた流れをどうつくっていくかは、まだ決めきれないと思うし、今、皆さんのご意見を聞

いていて、これは誰に見てもらうかによっても、おそらくつくりが違ってくるかと思う。

だから漫画を入れて一般市民の人たちの理解をもう少し深めるということであれば、もし

かしたら絵柄や事例などをもっとたくさん入れたものをつくったほうがいいのかもしれな

い。しかし実際にこれを推進していく人たちに中心的に見てもらうということであれば、

もしかしたら違う打ち出し方でもいいかとも思う。そのために今日、誰に対してどういう

形で訴えていくかを全体のレイアウトも含めて少し検討できたらいいかと思った。これも

また皆さんと持ち帰らせていただいて、継続的な検討の材料にさせていただければと思う。

ただ、今いくつか案が出たので、漫画でいくか、また別の意見ということで、ほかの方法

がということであれば、それも伺いたいので、引き続きご意見をいただきたい。 

 時間がもうあと少しになってきたので、今のところは継続的にもう少し検討させていた

だくということで、次に進ませていただく。次第に戻って 3番の新プランの愛称について、

説明をお願いしたい。 

〇事務局 

資料 5、新プランの愛称についてである。第 1 回の書面会議の中で委員の皆さまから新

プランの愛称についてご意見をいただいている。現行プランの愛称のままでよいというご

意見もいただいたし、語呂合わせでこういった身近に感じられるものがよいというご意見

もいただいている。事務局としては、まだこちらは第 1 期分しか現行プランの愛称は利用

していないので、委員のご意見からしても継続という形でよいかとは思うが、改めて皆さ

まに現行でよいかを伺わせていただきたい。よろしくお願いする。 

〇豊田委員長 

これは皆さんにお諮りして、変えたほうがいいというご意見があれば、そこをまた議論

するということだが、いかがか。資料 5 を拝見させていただくと、最初に愛称継続という

ことで、皆さんから現状でいいのではないか。私自身も結構長い愛称ではあると思うが、

ほかであまりないので、この愛称は比較的私も気に入っている部分がある。ほかにもここ
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に書いていただいている方もいらっしゃるので、何かご意見があれば少しお伺いしたいが、

いかがか。 もう 1 期ぐらいこの愛称でいかせていただいてよろしいだろうか。ありがと

うございます。では今、皆さんからも少しご意見を伺ったが、現行プランの愛称で次期も

いかせていただければと思う。ただ今日、皆さんからもいろいろご意見いただいたところ

もあるし、内容的にはだいぶ変わってくるかとは思うが、愛称やプランの名称としては現

状の「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」を採用させていただければと思う

ので、よろしくお願いする。 

 では、その他ということで、議題の 4番目であるが、事務局からお願いしたい。 

〇事務局 

それでは机上配布させていただいた A4 横書きのスケジュールの表をご覧ください。本

日 8 月 25 日が第 2 回の委員会となっているが、次回第 3 回の委員会は 9 月の下旬から 10

月上旬頃の開催を予定している。コロナの状況にもよってまた変わってくるかと思うが、

今のところ 9月の下旬から 10月の上旬ということで、なるべく早めに日程を決定して、ま

た委員の皆さまにご連絡させていただくので、よろしくお願いする。 

 事務局からは以上である。 

〇豊田委員長 

少し時期としてはタイトになっているので、今日いろいろなご意見を皆さんからいただ

いたので、それを盛り込んでまた案などを変えさせていただいて、皆さんにもお諮りした

い。内容的にはすごくいろいろなことがあるので、皆さんにできるだけ議論をこの場でさ

せていただきたいということもあり、なるべく早く皆さんに案をお示しして、見てきてい

ただいた上で議論ができたらと思う。ただ、こういう状況ではあるので、なるべく皆さん

と集合開催でできればいいとは思っているが、その辺りがまだ流動的だということは少し

頭の中に入れておいていただきたい。ほかにはよろしいか。 

〇事務局 

ない。 

〇豊田委員長 

それでは、用意させていただいた議題は以上である。今日皆さんにお諮りした内容は非

常に多岐にわたっているのと、それから状況が本当にこういう状況の中で、いろいろなも

のが今見えにくい中で皆さんにご議論いただいている部分があるので、普段いろいろな方

とおそらくお話しになられる機会が皆さんもあるのではないかと思う。それをぜひ吸い上

げていただいて、こちらの計画の案に反映をさせていただければとも思うので、またいろ

いろなご意見がございましたら事務局に上げていただいて、お伝えいただければと思うの

で、その辺はご協力をお願いしたい。 

 それでは、以上をもって第 2 回茅ヶ崎市地域福祉推進委員会を閉会したい。本日はどう
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もありがとうございました。 
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委員署名   杉山 茂紀       


