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平成３０年度第１回伊勢原市地域福祉計画点検推進委員会 会議録 

〔事 務 局〕 保健福祉部福祉総務課 

 

〔開催日時〕 平成３０年７月３１日（火）午前１０時００分～午後０時００分 

 

〔開催場所〕 伊勢原市役所 ３Ａ会議室 

 

〔出 席 者〕  

（委 員）中野いく子会長（議長）、吉野富夫副会長（副議長）、若松操委員、 

綿貫眞知子委員、溝呂木国俊委員、長谷川幸子委員、船橋晴委員、 

守屋昭委員、田中昭彦委員 

 

（事務局）保健福祉部：小林部長、 
福祉総務課 三河課長、山内係長、近藤主事 

 

〔公開可否〕 公開 

 

〔傍聴者数〕 ０人 

 

《審議の経過》 

１ あいさつ 

２ 協議事項 

(1)第３期地域福祉計画の点検・評価について 

 (2)第４期地域福祉計画の目標について 

 (3)その他 

３ 閉 会 

 
【会議概要（委員からの主な意見・質疑内容）】 
 
２ 協議事項 

（１）第３期地域福祉計画の点検・評価 
（事務局） 

－第３期地域福祉計画の点検・評価について説明－ 
 
 
－重点目標・未達成項目の評価について説明－ 

 
 

（議長） 
第３期の地域福祉計画の点検評価について事務局から説明がありました。何か御

意見や御質問はございませんか？ 
 

（委員） 
  第三者評価のことについて、第三者評価を受けている事業者の実績が３４２件に

対して、伊勢原市で第三者評価を受けている事業者が１件なので、次期計画では第
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三者評価の普及・啓発に事業を一本化するとのことですが、市内事業者が１事業者

しかいないから、事業をやめてしまうと聞こえてしまうのですが、いかがなもので

しょうか。 
 
（事務局） 
  第三者評価を事業者が受けられるように周知をしていこうということです。第３

期計画の目標指標は県全体の数になっていますが、市内の事業者が受けないのであ

れば、目標にする意味がないだろうという考えです。 
 
（議長） 
  神奈川県社会福祉協議会が置いているかながわ福祉サービス第三者評価推進機

構で第三者評価を受けている事業者が多いですが、第三者評価は必ずしもここで受

けなければならないことはありません。市内の業者に受けるように啓発を進めてい

くことは大事だと思いますが。 
 
（委員） 
  伊勢原市内には福祉施設が多いと聞いていますが、第三者評価を受けている施設

が少ないから事業をやめるというのは違うのではないですか。 
 
（委員） 
  やめるということではなくて、普及させるということを先にやるということです

ね。施策の内容が少し分かりにくいような気がします。「福祉サービス利用者が自

分に合った質の高いサービスを選択し、利用し、自立した生活を送ることができる

ことを目標とし、事業者に福祉サービスの質の向上と利用者のサービス選択に資す

る福祉サービス第三者評価の受けることを促す」と記載したほうが分かりやすいと

思います。 
 
（議長） 
  基本的にはかながわ福祉サービス第三者評価推進機構で第三者評価を受けるこ

とを促すということでよろしいですか。 
 
（副議長） 
  民間の事業者で第三者評価を行っているところもありますが、神奈川県社会福祉

協議会で行うのが一番安価だということだと思います。 
 
（議長） 
  評価を受けるのにお金もかかりますし、手間もかかります。 
 
（副議長） 
  要するに、目標を設定するかどうかの問題です。最終的には第三者評価を受ける

事業者が増えるということは大事ですが、その前段として、数値目標は掲げないで、

第三者評価を受けることについての周知啓発をしていこうということが、第４期計

画の方向性ですね。 
 
（委員） 
  周知を図るという言葉は少し弱いかもしれません。促進するといったような文言
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は入れられないでしょうか。 
 
（委員） 
  私たちも施設運営上、第三者評価を受けたらいいだろうということは十分承知し

ています。しかし、費用負担が多大である、日数もかかる、聞き取り調査があるの

で利用者にも負担がかかるということで、理解はしているけど受けることができな

いという状況です。 
  第三者評価を受けられなくてもきちんとした運営をしていこうという心がけは

しています。第三者評価を受けることがすべてではなくて、健全な運営をしていく

ということが一番重要です。 
 
（委員） 
  担当行政としては、このような現状があるかもしれませんが、第三者評価の利用

を促進していくことをお願いしたいです。 
 
（議長） 
  第４期計画では少し目標設定の方法も変わっているようですから。 
 
（委員） 
  保育園などは第三者評価を受けるに際し補助を受けられるようですが。 
 
（議長） 
  金銭的な補助はなかなか難しいと思います。 
  第三者評価を受けている事業者をホームページに掲載するなどの方法はよいか

もしれませんね。 
 
（委員） 
  やはり、インターネットで何かを探すときには、レビュー、評価といったものは

大事になってきます。評価がちゃんとしていれば人が集まることにもつながると思

います。 
 
（議長） 

重要な点だと思います。自分で選択する時代になっているので、何かしらの形で

対応していく必要があるかもしれません。 
ほかには何かございますか。 
 

（委員） 
  市民協働事業について具体的な事例があれば教えていただきたい。 
 
（事務局） 
  具体的な活動というとなかなか難しいのですが、市民活動団体が事業を行うにあ

たって、市と協力してやっていきましょうという内容になります。 
  例えば、ある団体が市民文化会館を利用して催し物を開催するときに、市内の施

設に入所している高齢者を招くといった場合、高齢者福祉の観点から協働事業とし

て行い、文化会館の使用料の一部を市が負担するといったようなことを行っていま

す。 
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  分かりやすいものでいえば、芸術花火大会も市民協働事業になります。 
 

（委員） 
地域福祉の担い手の育成のところで「団体との協働事業には効率性を失してしま

う可能性がある」とありますが、これはどのような意味でしょうか。 
 

（事務局） 
 伊勢原市民大学との協働を想定していまして、市民大学の主催の社会教育課との

調整について、講座のコマの確保や内容の調整に時間を要してしまうというところ

です。 
  

（委員） 
改善の方向性はどのようなものを考えていますか。 

 
（事務局） 

市民大学の内容については前年度の秋ごろに内容を決めるという情報を得まし

たので、その時点で調整させていただこうと考えています。 
 

（委員） 
人材の育成は重要になっているので、市と協力してどのようにやっていくか考え

なければならないと考えています。 
 

（議長） 
 地域福祉の担い手育成は重点目標になっているので、実際に人材の育成につなが

っているのか。社会福祉協議会は関わっていないのですか。 
 

（副議長） 
目標値には関わっていませんが、実際にやるときは協力しています。 

  
（委員） 

目標を達成しているのは、講座を開けば受講してくれる人がいるということです

が、それが本当の目標の人材育成につながっていないというのは感じているところ

があるので、市も団体も社会福祉協議会も協力して次の段階に進めていかなければ

ならないと思います。 
 

（事務局） 
地域福祉の担い手の育成もそうですし、ほかの施策も含めて総合的に担い手の育

成を充実させていきたいと考えております。 
 

（議長） 
  支え合い組織の設置についても、当初は全自治会に広めたいということでしたが、

なかなか進まなかったというので、地域の中での人材づくりは重点課題として取り

組んでいかなければならないですね。 
 
（委員） 
  自治会の支え合い組織は現在４か所あるとのことですが、非常に少ないなと感じ



- 5 - 

ています。内容についても自治会が把握していないという現状があると思います。 
 
（議長） 
  そんなにすぐに広がらないと思うので、地道に進めていかなければなりませんね。 
 
（事務局） 
  事務局でも重点課題であると認識しておりまして、先ほど少し説明しましたが、

市内の４つの自治会の活動と、県内近隣市の活動を合わせて「地域の支え合い組織

の活動事例集」を作成しました。各自治会にお配りし説明を行い、支え合い組織を

広げていきたいと考えています。 
 
（委員） 
  身近なところからやっていかないと。 
 
（議長） 
  防災との関係でうまくやっていきたいですね。 
 
（副議長） 
  東沼目で立ち上げた支え合い組織は防災関係ですが、やはり一番とっかかりがあ

る分野ではないかと思います。各自治会で自主防災組織を持っているので、それを

補完するような組織を立ち上げるのは良いかと思います。 
 
（議長） 
  地域の見守り協定についても、もっと地域の人と関わっていければと思うのです

が。民生委員さんなどがもう行ってらっしゃるのでしょうか。 
 
（事務局） 

民生委員さんもそうですし、地域見守り協定については宅配業者など個別訪問を

行う事業者が、何かあった際に通報するというような制度なので、地域プラス事業

者で見守りを行うということです。 
 

（議長） 
既にだいたいの事業者と協定を結んでしまったということですね。 
 

（事務局） 
  そうですね。ガス会社や新聞配達など協定を結んだので、個別訪問する事業者は

どこがあるだろうかと考えています。 
 
（議長） 
  そこからの通報体制はできているのですね。 
 
（事務局） 
  市役所に連絡が入るようになっています。 
 
（委員） 
  民生委員の場合は、ご近所にお願いしているところもあります。民生委員だけで
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は訪問しきれないので、見守りの対象者がいるところでは向こう三軒くらいのご近

所にお願いして気にかけていただいています。 
 
（委員） 
  老人クラブ連合会の中で友愛チームというものが１８チームあります。地域を訪

問して話し相手になるといったような活動を行っています。たまたま、湘南地区で

主幹老連の当番が回ってきまして、みんなで立ち上げたところでございます。来年

２月ごろに最終報告を行う予定ですので、情報提供としてお話しました。 
 
（委員） 
  福祉作文の募集について、２８年度から実績の取り方を細かくしているので、す

ごく良いなと思いました。 
 
（議長） 
  地域福祉活動計画等施策推進の支援について、概ね達成になっていますが、昨年

度は両計画を連携して作ったと思うのですが、何か改善点があるから概ね達成とい

うことなのでしょうか。 
 
（事務局） 
  ここは目標達成に変更させていただくということでよろしいでしょうか。 
 
（副議長） 
  良いと思います。 
 
（議長） 
  社会福祉協議会に委託している事業がいくつかありますよね。例えば高齢者支援

事業では、７つの事業が掲載されていますが、こちらの評価は概ね達成でよいので

しょうか。 
 
（副議長） 
  概ね達成は社会福祉協議会の自己評価となりますが、項目別に達成したものと達

成できていないものがあって、７つの事業をまとめて概ね達成としています。事業

自体は順調に行っておりますが、目標に届かなかったものがあるということで概ね

達成としております。 
 
（議長） 
  社会福祉協議会への委託事業は地域の中で顔見知りになれるといった意義のあ

る事業ですが、どのくらい有効なのかという検証があった方がいいかもしれません

ね。 
 
（委員） 
  ２９ページの社会福祉協議会運営協議会運営助成事業について、事業結果の「清

算」と「精算」と漢字が混在していますが、意味合いからして「精算」が正しいと

思いますので修正をお願いします。 
  また、先ほど話のありました見守り活動について、ご近所の方に様子を聞くとい

うのは非常に良いと思いました。私たちの活動にも活かしていきたいと思います。 
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（２）第４期地域福祉計画の目標について 

 
－新規事業を中心に事務局から説明－ 

 
（委員） 

介護支援ボランティアポイント事業について、民生委員として施設にボランティ

アに行っているので、介護支援ボランティアポイントの説明会を受け何人かがポイ

ントを受け取れるようになったのですが、６５歳以上が対象ということで、同じ民

生委員の中でも対象になる人とならない人が出ています。もう少し対象年齢の引き

下げなどできないでしょうか。 
換金するという形より、ポイントカードのようなものを作って、１年で換金とい

うわけではなく、貯められるような形にして、将来自分自身が支援が必要になった

ときに、そのポイントを使えるようにできないでしょうか。 
 

（事務局） 
  介護支援ボランティアポイント制度については、介護保険の枠組みの中で行って

いるものなので、６５歳以上というのは御理解いただきたいところです。運用等に

関しては、始めたばかりの段階ですので御意見をうかがってより良いものにしてい

きたいと思います。今回の意見は担当に伝えて、見直しできるものについては見直

ししていきたいと思います。 
 
（議長） 
  確かに数百円もらえるよりは、もっと気持ちがいいものをいただける方が良いか

もしれませんね。 
 
（事務局） 
  まだ規模が小さいので限られた範囲で対応していきたいと思います。 
 
（議長） 
  ボランティアをやる人は、お金というよりも、認められることの方が大事かもし

れませんよね。 
 
（事務局） 
  この事業は高齢者の生きがいづくりという部分も含めて、地域社会の活動に参加

していただきたいということになります。現在は施設数も少ないですが、今後拡大

していきたいと考えています。 
 
（委員） 
  職員研修の開催について、第３期計画の評価で、障害者差別解消法についての研

修の講師が選定できなくて実施できなかったと書かれていましたが、市でも講師を

探すのが大変なのかなと思いました。 
  また、シニア体験セットの貸出しについて、道具が古くなってきたとのことです

が、新調できないのかなと感じました。 
  自治会を中心に支え合い組織を作っていく中で、人材の育成はどのようにしてい

くのか、大事なことですが難しいことだなと思いました。 
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  第三者評価について、誰にも分かる文章にした方がよいのではないかと思いまし

た。また、評価は市のホーム―ページに掲載するということを付け加えていただき

たいです。 
  人材育成も大事ですが、人が集えるような場が身近にあったらいいなと思います。 
 
（議長） 
  一応昨年度計画案を作成した段階で合意を得ているものですが、表現が分かりに

くかった点があるということですね。今の御意見に対して事務局からお答えできる

ものはございますか。 
 
（事務局） 
  職員研修につきましては、当事者から話を聞きましょうというスタンスがあり、

平成２８年度から研修を始めたのですが、当時は視覚障がい者だったと思いますが、

当事者から話を伺いました。 
  そのような流れの中で昨年度は講師選定を行いましたが、見つからなかったとい

うことです。今年度も担当課で調整中かと思います。 
  身近に集える場所については、福祉政策が縦割りから横串になっていくと想定し

ておりまして、いろいろな手段を講じたりするなど、整理していきたいと考えてい

ます。 
 
（議長） 
  やはり身近に集まれる場があった方が行きやすいですからね。 
 
（委員） 
  ミニデイ（サロン）を開設するにあたっては、現在はどちらに話を持っていって

いるのでしょうか。昔は民生委員で立ち上げてほしいという話もありましたが。 
 
（副議長） 
  現在は自治会の有識者が中心となっています。また、地域的な偏りもあります。 
 
（議長） 
  空き家の活用もありましたよね。空き家を活用してサロンなんかできないでしょ

うか。 
 
（事務局） 
  現状は制度を精査させていただいているところです。地域共生社会の中で空き家

の活用も展開できればと思っています。 
 
（議長） 
  福祉総合相談が必要と言われていますが、工夫してくことや場所を広げていくこ

とは考えていますか。 
 
（事務局） 
  各担当への直接の相談が多くなっているので、総合相談となると件数が伸びない

という想定です。 
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（議長） 
  総合相談の考え方としては、「どこに相談したらいいか分からない人が、一番最

初に行く場所」なので、その考え方を活かしていきたいです。国も強調していると

ころなので、これから考えていただければと思います。いろんな情報提供とセット

で推進していくことなので、総合相談の件数が少ないからだめという訳ではないで

すが、多くの場合制度が多すぎてどこに行ったらよいか分からないという声が多い

のでぜひ検討していただければと思います。 
 
 
  （３）その他について 

 
（副議長） 

点検推進委員会は計画の進行管理に対する評価をする団体です。点検推進委員会

で外部評価をしないということはあり得ないと思います。点検推進委員会の設置要

綱でも規定されています。点検推進委員会としての評価を出さなければならないと

思います。今のままでは点検推進委員会で外部評価をしないで終わってしまうとい

う形になっています。本日の議論をふまえ、各委員から御意見をいただき、各委員

がそれぞれの事業に対し意見し、最終的な評価を出すという手続きをしていただき

たいと思います。 
 

（事務局） 
その点について説明不足でしたが、資料１－２が内部評価の総括とし、資料１－

２（追加）が内部評価を受け、外部評価のたたき台という想定で作成をしました。

この資料につきまして、委員の皆様のご意見をいただいた中で修正をし、外部評価

としたいと考えておりました。 
 

（副議長） 
ひとつは、今事務局が説明されたように追認という形を取るのもあるかとおもい

ますが、総合計画のように個別の事業の評価を行い、外部評価を出す必要があるの

ではないかと思います。内部評価に対して委員の外部評価をいただき、意見がない

ものについては内部評価がそのまま外部評価になりますというように、各委員から

個別に意見をいただくようにしていただきたい。 
 

（議長） 
点検推進委員会ですから、この委員会が外部評価となります。市で作成した評価

の表をもとに意見を出し、先ほどひとつ評価の修正がありましたが、これで外部委

員の意見をいただいたということで点検推進委員会の評価とするという形を取っ

てきました。社会福祉協議会の方では、委員一人ひとりから全ての事業に対して御

意見をいただき、それをすべて突き合わせて最終評価とする形にしています。 
前回もこのような御意見がありましたが、事務局としては追認という形でやって

いきたいということですね。 
 

（副議長） 
いくつかの事業に対して意見を考えてきましたが、時間の関係から述べなかった

ことがあります。それは他の委員についても同じだと思います。 
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（委員） 
私も全て資料を読んできて、この場で気になるところは述べました。それで修正

するところは修正するということでよろしいのではないでしょうか。 
 

（副議長） 
２時間で全ての意見をまとめるということは難しいと考えています。個々の意見

をまとめるとなると数日間の期間を取って集計をする必要があると思います。 
 

（議長） 
私も発言しなかったものがいくつかありますが、だいたい問題として考えている

ところは他の委員から発言がありました。 
それでもさらに評価を行うということでしたら、皆さんに持ち帰ってもらって再

度意見を出してもらうということになりますが。 
 

（委員） 
この委員会に向けて資料を読み込んで準備をしてきたので、もう一度読み直して

意見を出すとなると、スケジュール的にも難しいです。 
 

（議長） 
本日御意見いただいたところが大きな問題かなと思うので、ご了解がいただけれ

ばこの評価を外部評価としたいと思ったのですが、必ずしもそうではないという御

意見がありましたので、いかがいたしましょうか。 
 

（委員） 
各事業に対して各委員が評価をつけるということでしょうか。 
 

（副議長） 
各事業について確認されているとは思いますので、個別事業に意見があれば出し

ていただきたいということです。すべての意見を言えていない委員もいると思いま

すので、そのような方が意見を出せるようにしたいということです。 
 

（議長） 
個別の意見をいただくと、点検推進委員会として最終結論を出さなければならな

いので、個別に意見をいただいても個別に直すわけにはいかないですよね。この場

で合意しなければならないです。 
どうしても御意見があるのでしたら、追加で出していただいて、事務局の方で修

正点があれば修正していただいた後、各委員に送付して、それに合意していただく

ということでよろしいでしょうか。 
 

（事務局） 
基本的には本日の点検推進委員会の意見をベースにし、追加で御意見があるよう

でしたら御意見をいただいて、それを踏まえて事務局案を皆さんに送付し再度合意

をいただくという形でよろしいでしょうか。 
 

（議長） 
そのような形でみなさんもよろしいでしょうか。 
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－委員一同 同意－ 
 

（議長） 
ではそのような形で。基本は今回の事務局案で評価したということでよろしいで

すね。では意見はいつまでにしましょうか。 
 

（事務局） 
１週間くらい期間を取って８月７日（火）でよろしいでしょうか。 
 

（議長） 
  では、追加意見がある方は期限までに提出をお願いします。それを踏まえて事務

局案を再度委員へ送付していただき、どうしても異議があるという場合を除いて合

意という形でお願いします。 
  では、これで第１回点検推進委員会を終了したいと思います。事務局から連絡事

項はございますか。 
 
  －事務局より今後の予定について事務連絡－ 

 
（事務局） 

閉会のあいさつを副会長にお願いします。 
 

－挨拶－ 
 


