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令和２年度第４回茅ヶ崎市地域福祉推進委員会（書面会議）会議録 
 

議題 議題１ 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につい

て 

議題２ 令和３年度における計画の取組の進捗管理等について 

議題３ その他 

議決日 令和３年２月２６日（金）  

 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   服部直也 

委 員   小野田潤 

委 員   杉山茂紀 

委 員   倉金榮 

委 員   鈴木美佐子 

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   細谷誠 ※事務局 

 

（関係者） 

茅ヶ崎市地域福祉活動計画推進委員会 

会議資料 

 

 

 

資料１ 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案 

資料２ 「みんながつながるちがさきの地域福祉プラン２（素案）」についてのパブリ

ックコメント実施結果 

資料３ 令和３年度における計画の取り組みの進捗管理等について 

資料４ 御意見シート 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴者数 ０人 
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※議事録について、推進委員会規則第６条により、地域福祉活動計画推進委員会及び茅ヶ崎市社会福祉協

議会を関係者として位置づけ、活動計画推進委員会委員の発言については、委員個人の氏名ではなく一

括して「茅ヶ崎市地域福祉活動計画推進委員」による発言として表記します。 

 

（会議の概要） 

・議題１ 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については、各委員の意見を参考としながら３月末の完成に向けて最終的

な校正作業を進めていくことが承認された。 

・議題２ 令和３年度における計画の取組の進捗管理等については、各委員の意見を踏まえながら

資料のとおり進めていくことが承認された。 

 

各議題に対する意見 

【議題１】 

 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

進基本計画について 

意見内容 委員名 

〈目次・計画の体系〉  

・些細なことですが、目次の次ページ、「計画の体系」が見開き 2ページに中途半端？

に掲載されていて、ちょっと違和感がありました。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

〈はじめに〉  

・Ｐ３ 地域福祉計画・地域福祉活動計画の枠を広げ、中の文字ポイントを大きくし

てください。共通する視点も枠を広げ、中の文字ポイントを大きくしてください。 

島村副委員長 

・4ページから 7ページ。「２計画の位置づけ」「３計画期間」「４計画における地域の

とらえ方」が続けて掲載されているが、それぞれページを変えて冒頭から掲載した

ほうがメリハリがあるのではないか。その他、イラストが効果的に挿入され親しみ

を感じられ大変良いと思いました。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

 

〈第 1部 これまでやってきたこと〉  

・Ｐ１０ 図を限界まで大きく広げ、枠を広げ、中の文字ポイントを大きくしてくだ

さい。（特に大事な箇所ですので、皆が読みやすいようにしてください。 

島村副委員長 

〈第 2部 これからみんなで取り組むこと〉  

・基本目標のイラストが４コマ漫画より分かりやすくなったと思います。 片田委員 

・基本目標１～以下のようなまちを目指します。の中に、「災害時や非常時にも」と

言う文言がとても適していると感じました。（大規模災害や感染症の懸念が高まっ

ているため） 

片田委員 

・文字や挿絵のバランスはこれからだと思いますが、囲みの中の字が、大きく読みや

すくなるといいなと思います。（特に期待される役割の部分） 

片田委員 

・基本目標と行動目標（取り組）が見安すく良いと思います。 坂本委員 

・マンガも分かりやすく良いと思います。 

 

坂本委員 
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意見内容 委員名 

・基本目標１．つながる２．活動する３．支え合うの３本の目標は良いと思います。

又それぞれの目標が連続性を持ってつながっていくことが必要だと思います。 

永田委員 

・家族構成や環境においても多様であり、８０５０、ダブルケア、ヤングケアラーな

ど見逃してしまいそうな市民を地域ぐるみで複合的又包括的に支え合えればと思

います。 

永田委員 

・Ｐ３４ 基本理念のところは下部に余白もあるので、本文の文字ポイントを大きく

してください。 

島村副委員長 

・Ｐ３５ 基本目標のところは下部に余白もあるので、本文の文字ポイントを大きく

してください。 

島村副委員長 

福祉活動計画について 

・イラストは、印象を植え付けるための影響が大きいと思いますが、委員会での意見

を踏まえ良く整理できていると考えます。役割分担についても特に良いと思いま

す。 

松戸委員 

４９～５２ページ 

・多様の意味 

この文書を市民が読んだ場合、読んでいる本人は、自分は、多様の中にいないと勘違

いを受けると思われます。市民には個性があり、誰もが多様の中の一人だ、との認識

を持つ表現に出来ないでしょうか。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・重点的取り組み（２） 

具体的な名前が挙がっているのは、市社協のボランティアセンター、地区ボランティ

アセンターで、ボランティア活動の機会を提供している福祉施設や関係機関など具体

名がハッキリしないものがあります。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・重点的取り組み（３） 

関連団体や専門機関が連携し、相談の共有や支援の調整などを行う体制を作ります。

とありますが、関連団体や専門機関とは、何処のことですか。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

６０～６８ページ 

（４）課題の中に５項目の必要性が挙げられています。 

・早期発見・早期支援について、５．取り組みの展開②に体制作りがありますが、利

用する側からすれば本人や家族と関わりがあるケアマネージャーや民生委員とは、

話しやすい環境にあると思われ、関係者や関係機関の中に具体的に入れるべきと思

いますが、如何ですか。 

 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・担い手の要請・育成について、⑤の育成支援がありますが、今後５年間での利用者

予測を立て、後見人が何人必要になるかの目標を設定しないと、効率の良い取り組

みが出来ないと思いますが、如何ですか。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・資料１ Ｐ３９「❤重点的な取り組み」が、主な取り組みの中の❤の説明をしてい

るように思わず、「❤多様性への理解の促進」と「❤重点的な取り組み」の２つの

項目があるように見えてしまった。 

Ｐ４３、Ｐ４７も同じです。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 
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意見内容 委員名 

改善策として、例えば…下記のような表示の仕方はいかがでしょうか？ 

①右にずらして、字を小さくして、「❤…重点的な取り組み（Ｐ４９参照）」 

②下部の※の部分に「❤重点的な取り組み（Ｐ４９参照）」 

③主な取り組みの枠内の「❤多様性への理解の促進」の後に「（重点的な取り組み 

Ｐ４９参照）」←「Ｐ４９に詳細を表示」などでも… 

・資料１のちがさき地域福祉プランでは、言葉だけでなく挿絵を入れながら説明をし

ており、いろいろな年代の方々に理解を求めており非常にいいのではと理解をいた

しました。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・成年後見制度も分かりやすく説明されていると思います。 坂本委員 

・成年後見制度は、名前は知っているが、内容はよくわからない人が多い。気軽にわ

かりやすく、知ることができる伝え方・場所があれば、少しは興味を持ってもらえ

ると思います。 

永田委員 

成年後見人制度利用促進基本計画について 

・利用促進という点での第１期の計画となり、まず、制度を周知して理解してもらい

相談しやすい環境をつくることが第一歩であるかと考えます。制度利用の中で、委

員より支援料（金銭面）の心配のご意見がありましたが、相談する側にとって考え

れば率直な意見であると思います。利用促進を図る中で経済的にも安心していただ

けるようなことがイメージできると良いとは思います。第１期の計画としては、良

いと考えます。 

松戸委員 

〈資料編〉  

・資料編の円グラフが見にくいです。（色別） 坂本委員 

・Ｐ９５～Ｐ９６のつなぎが悪いと思います。 坂本委員 

・Ｐ８２ 地域福祉活動計画推進委員会名簿 市の委員名簿と同様に所属を略さない

で正規の表示をするようにしてください。 

（特非）⇒特定非営利活動法人 （社協）⇒社会福祉協議会 （社福）⇒社会福祉法

人 

島村副委員長 

〈計画全体について〉  

・前作のような概要版の作成予定はありますか？（取り組みの要点がまとまっている

と、読みやすく活用しやすいと思います） 

片田委員 

・計画全体について確認いたしました。推進委員会で意見があった内容も反映され、

とても良い計画になっていると思います。 

小野田委員 

・我々市民として、この計画を実行し、移す段階で関係諸団体、企業行政等が協働し

ながら、地域課題の解決を目指して、差別や分断が広がるのを避け、地域共生社会

の実現に取組んでいくことが大切です。その上で担い手の育成並びに担い手となる

人材の確保を常日頃より、心懸け行動することが大切です。本年はコロナ禍の中で

多くの企業が業績悪化に苦しみ、社会貢献活動もおぼつかない、難局と先行きが見

えない、現代を生きる我々にヒントを与えてくれることと思います。 

杉山委員 

・計画の周知に関して、コロナ禍の中、様々な手段を使って周知をお願いします。 豊田委員長 
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意見内容 委員名 

・本報告の表紙デザイン、また概要版の作成、デジタル版の配信など考えて頂ければ

と思います。 

豊田委員長 

・この資料１・２を読んで私自身仕事をしているからと何も地区やその他の事に取り

組んでいない事が非常に良くわかり、このように多種多様にこまめに会議開催や支

援を行っている事に恥じ入っています。良く細かく取り組んでいると感心しまし

た。 

米重委員 

・全体的にこれまでの議論や意見が反映された内容になっているように思います。基

本目標を集約し（３項目）を「標語」で分かりやすく示して、スマートに整理され

た反面、運用する側では、様々な視点が抜け落ちないような工夫は必要になってく

ると思います。 

デザインや視覚的な分かりやすさを追求するために、図表やイラストを多用してい

る点も、理解が深まるように思います。地域福祉計画の実践にあたっては「コロナ

ウィルス感染症」との共存が求められると思います。諮らずも「コロナウィルス感

染症」がもたらす負の影響は「人とのつながり」という部分で今後も深く影を落と

すことも懸念されます。こうした影響をカバーするような「新しい生活様式」に合

致した“つながる”方法をこの先も模索する必要があると思います。また、成年後

見制度の周知や理解が図られる主旨で、計画にも位置づけられました。このこと自

体は大きな一歩だと思います。しかし、議論の中でもあったように、“難しさ”（の

イメージ）をぬぐうことは容易ではないと思いますが、必要な人に必要とされる制

度としていくために、私達が推進者の役割を担っていくことが必要と考えます。 

計画策定で満足することなく、引き続きより良い制度になるよう協力をしていきた

いと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・見やすさとの兼ね合いで難しいところですが、余白が多いページがあるのは、仕方

なしでしょうか。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

 

・良く出来ていると思います。 茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・委員会での議論等を踏まえ、市と市社協を中心に実施可能な計画として調整された

結果と思いますので、概ねこの形で進めていただければと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

〈パブリックコメントについて〉 委員名 

・パブリックコメントについては、計画の時より件数が減ってしまったのは残念です。

新型コロナ感染の状況を考えると地域貢献活動への意識や意欲が低下することは

致し方なくボランティア活動などへの住民参加に大きな期待はできないものの、計

画の取り組みをしっかり広報することで今後につなげていかれるよう期待します。 

小野田委員 

・広報ちがさき１２月１日号を見て、はたして何人が意見を寄せるか、何人が広報紙

に興味があるか、楽しみにしていました。Ｈ２７～３２年度の用紙を見ると２３件、

提出者数１０人でしたが、今回は、話しがまとまって良かったと言うことだと思い

ますが・・・ 

坂本委員 
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意見内容 委員名 

・資料２のパブリックコメントは、これがすべてではないと理解をしております。も

っと多くの年代の年代層の方々に、理解を求めることが必要と理解をいたします。

この案が具体的に地域に入ればもっとかわると思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・パブリックコメントのなかに、「ボランティアポイント制度」を創設したらと言う

とても前向きな意見がありました。今後、この意見今回は間に合わなくとも、次回

の計画に向けて、検討していったらと思いました。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・ボランティア担い手不足⇒市としてポイント制の導入についてできる時に人を助け

て、できなくなったら助けてもらう：良いと思います。ポイントの付け方について、

A という行為は 10 ポイント、B は 20 ポイントのように決めることになるのでしょ

うか？現在の感覚で決めることになると思いますが、3 年後には今は考えられない

ことが必要になったり、要望や価値観が変化したりすることもあると思います。世

の中の変化に沿うよう、数年ごとの見直しが大事かと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・パブコメの実施については、今のパブコメは全容として大切なことは認識している

つもりですが、あの資料を読むこと自体、普段の生活の中でなかなか難しい気がし

ます。断片的であっても、抜粋編のようなものが PR されると、詳しく知りたいと

思う機会になるのではと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・意見提出者数・意見件数があまりにも少なく「えっ」と思いましたが。こんなもの

なのでしょうか？その中で、「ボランティア点数制度」の意見がありました。ボラ

ンティアは「無償」と固定観念を持っていました。時代に合わせそういうことも考

えていかねばならないかもしれません。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

 

【議題２】 

 令和３年度における計画の取組の進捗管理等について 

意見内容 委員名 

〈１ 令和３年度における重点的な取り組みの概要について〉 

（１）多様性への理解促進 

 

・多様性の理解促進、地域参加の仕組み・きっかけづくりにおいて、現在の新型コロ

ナ感染の状況を踏まえて、対面での活動、サロンやミニデイなど居場所に限定され

ない活動や参加が可能になるような工夫、例えばＩＴやオンライン、インターネッ

トやＳＮＳなどの活用を検討していくために、その分野の専門性を持った地域福祉

に理解のある方の委員会への参加を期待したいです。 

小野田委員 

・【令和３年度に取り組むこと】検討する。⇒具体的のどのように検討していくのか

示すべきではないかと思います。 

活動の広がりを図る。⇒どのような方法で広がりを図るのかを具体的に表示すべき

ではないかと思います。 

島村副委員長 

（２）地域参加の仕組み・きっかけづくり  

・【令和 3 年度に取り組むこと】の箇所について、ボランティアに参加意向がある方

とそれを受けたいと願っている側をうまくつなぐマッチング機能体制の取り組み

が進むと地域参加活性化の一助になるのではないかと感じています。 

片田委員 
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意見内容 委員名 

・【令和３年度に取り組むこと】仕組みを検討する。⇒どのような情報発信・情報提

供の仕組みかを明確にするべきである。（茅ヶ崎市、茅ヶ崎市社協、地区社協、ま

ちぢから協議会等々何れの機関のことかをはっきりしたほうが良いのではないで

しょうか。 

地域活動を支援する。⇒例をあげてみてはどうか。 

島村副委員長 

（３）相談支援体制・連携の強化  

・「総合相談体制の強化」必要と思います。 杉山委員 

・地区ボランティアセンターなど関係団体や専門機関が連携し⇒地域包括支援センタ

ーなどの専門機関が関係団体と連携し（専門機関が主となる責任があると考えま

す。この表現だとボラセンにプレッシャーを与えすぎだと考えます。） 

島村副委員長 

（４）成年後見制度の普及・利用促進  

・毎回いっておりますが、ネックは費用負担です。費用負担の助成システムの構築を

考えていくべきではないでしょうか。（企業の協力を得るなどして） 

島村副委員長 

・成年後見制度については、専門職・関係機関の連携ということ、市民後見人の養成・

研修ということ、しっかり進めていただきたいと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

 

 

 

意見内容 委員名 

全体について  

・相談支援体制・連携強化と成年後見制度普及・利用促進については、令和 3年度の

取り組みは基盤作りとして重要になると思います。地域における課題として 8050

問題、ダブルケア、ヤングケアラーなどの実態を把握して可視化することが大事だ

と思います。また、総合相談や中核機関の設置において、年度ごとの具体的な計画

を作成して推進するとともに、専門性の高い人材の確保とその育成に力を入れてい

く必要があると思います。 

小野田委員 

・ボランティア制度創設には大賛成です。コロナ禍の中で相談する所がないとか、病

院に一緒に行って欲しいとか、一人暮しで話し相手が欲しいとか。買物を手伝って

欲しいとか。ぜひポイント制度作って下さい。 

杉山委員 

・凄く良いと思います。 坂本委員 

・各団体毎に共有できたらすばらしいと思います。 坂本委員 

・市や社協の方々から計画の取り組について、コーディネーター会議の中で勉強会を

開いて頂きたい。 

坂本委員 

・ボランティアセンター内でも、考えが浸透していないと思います。 坂本委員 

・コーディネーターの中でもボランティアに関する考え方も違うように思います。 坂本委員 

・１人、２人が声を上げても消されてしまう。残念に思います。 坂本委員 

・ＳＤＧｓや多様性福祉教育についても成年後見制度力を入れて、勉強したいと思い

ます。 

坂本委員 
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意見内容 委員名 

・コロナ感染のこともあり、中々外に出れない、又人との接触を控えないといけない

中、３つの目標にどのように取り組むかが大事になってくると思われます。 

永田委員 

・子どもから高齢者、又障害者・生活困窮者などをトータルで地域や行政・福祉・医

療などと連携をしっかり取ってもらいたいと思います。又企業なども巻き込んだり

するのもいいと思います。 

永田委員 

・具体性がないため、言葉だけになっています。地域とはどこを指しているのかその

取り組み方はどのようなものか？ 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・周知に関して、そもそも本編と概要版とそれくらいの部数で、印刷配布されている

のか、分からないのですが、概要版の方が読みやすいし、とっつきやすいので、そ

ちらを多く、そして可能な限り、手渡していほしい。置いておくだけでは誰も手に

取ってくれないと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・コロナ禍で生活が変わってきており、高齢者のボランティアのあり方、関わり方も

考える必要があると思います。 

 また、支援の体制の中に地域に根差している医院の先生方にも協力を頂ける事で安

心が広がるように思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

 

 

意見内容 委員名 

〈２ 進捗管理と評価方法について〉  

・令和３年度もコロナ禍の中での取り組みとなりますので、状況を見ながら柔軟な進

捗管理をお願いします。 

松戸委員 

・１項以外においても、もう少し具体的な名前や数値、取り組み事項が表示できれば、

目標がハッキリして進捗管理や評価方法も、分かり易くなると思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・計画指標の数字目標があるとわかりやすいが、目標達成できたかどうかに、目が行

きやすい。目標値とかけ離れすぎていると、そこに問題があるのでは…と感じてし

まう。数値の経過はあると良いと思うので、資料３にある通り、数値と各機関の活

動内容や情報を合わせての総合的な評価をお願いします。また、毎年評価をしてい

くのであれば、目標値を見直す機会があっても良いと思いました。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・委員会の開催については、時短、感染対策（距離や換気）で開催しても、私は大丈夫で

す。ＺＯＯＭもできる環境はありますし、書面会議でも良いです。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・検討機会の持ち方について． 

「多人数・対面での会議」はまだ不可能な状態だと思われるが、「少人数・対面での

会議」を、出来ればお願いしたい。書面会議は伝わりにくい、議論が充分できない。

リモートの会議は委員さんの中には、出来る環境にない方もいらして難しいかもし

れません 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・コロナ禍、計画の周知の仕方や検討機会の持ち方については、郵送などで送ってい

ただき、返信はメールや FAXが良いと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・パブリックコメント及び集約方法については、やや厳しい意見もあった様ですが、 茅ヶ崎市地域福祉



9 

 

意見内容 委員名 

手法としては適切であると思います。本来、より多くの方から多様な意見を求める

ことを目的としていますので、より意見を言いやすいシステム作りは当然必要と思

いますし、新たな形も含めて課題であると思います。 

活動計画推進委員 

・この先の進捗管理についても、平時とは少し異なる状況がこの先しばらくは続くこ

とが予想されます。（コロナ対策の関係、影響で）私達の活動委員会のありかた、

議論の方法等についても、様々な方法を模索していく必要があると思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・そして、行政では令和４年度からの「総合相談機能強化」が図られる予定となって

いますので、そこが早期に過去の財産も踏まえて機能することが、求められると思

います。地域住民にとっての利便性を損なわないようなスムーズな制度移行のた

め、一部事業当事者としてしっかり見ていかなければならないと思いますし、その

進捗を今回策定の計画にしっかり追随させていけるように管理していくことが重

要だと思います。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・今年度同様「会合」等が難しいことはあると思います。可能であれば、検討の過程

など地域の方の努力も数値化というか、お示しできるとよいと思います。方法はな

かなか難しいと思いますが。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

・計画書に主な取り組み（重点的な取り組み）のスケジュール等が掲載されていない

ことに違和感を覚える方もいると思うので、資料３を充実させる形（スケジュール

表の挿入等）で早めに提示していく必要性も感じます。 

茅ヶ崎市地域福祉

活動計画推進委員 

 

閉会 


