
第２回赤穂市地域福祉計画策定委員会 

 

 

１ 開催日時  令和３年９月２４日（金）午後１時３０分～午後３時 

 

２ 開催場所  赤穂市役所２階 ２０４会議室 

 

３ 出席者 

（１） 委員 

中村剛委員、水野委員、木村委員、近平委員、矢野委員、角岡委員、中村文代委員、小島委員 

（２） 事務局 

健康福祉部：柳生部長 社会福祉課：山内課長 いきがい福祉総務係：大川係長、前田主査 

（３） 支援事業者 

(株)名豊 

 

４ 協議事項 

（１） アンケート調査の結果について 

社会福祉法人ヒアリング調査の結果について 

（２） 赤穂市地域福祉計画骨子案について 

 

５ 議事録 

 

事務局   第１回の策定委員会で決定をいただいておりますとおり、本会議は公開することといたし

ております。 

 開会の前に、本日の傍聴の申し出についてご報告いたします。 

  

本日傍聴の受付を行いました結果、１名から、傍聴の申し出がございます。ただいまから

傍聴人に入場いただきます。 

 

【傍聴者入場】 

 

１.開会 

 

事務局   ただいまより、第２回赤穂市地域福祉計画策定委員会を開催いたします。開会に先立ち、

委員長より、ごあいさつをお願いいたします。 

 

２.開会あいさつ 

 

委員長   お手元の次第をご覧ください。本日の委員会は、地域福祉計画を策定する委員会ですが、

策定にあたり、なぜ計画をつくるのかという根拠、理由について申し上げます。資料１と２



にあるように、住民対象のアンケートを実施し、あるいは社会福祉法人にヒアリングを実施

して得られた、お声や状態を根拠にして、策定していくことになります。 

本日の会議では、そのアンケートおよびヒアリングの結果について説明をいただいた上で、

皆さまからご質問等をいただきたいと考えております。 

資料５－１、５－２では、市の総合福祉計画としてはどのようなことを考えているのか、さ

らに国としては地域福祉計画としてどのようなことを考えているのかを示しています。地域

福祉計画を策定するにあたり、アンケートやヒアリングだけでなく、それらのことも理解す

ることが必要だと思いますので、ご説明いたします。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

  

事務局   協議事項に入ります前に本日の資料の確認をさせていただきます。事前にお送りいたして

おりますアンケート調査の結果、これを資料１とさせていただきます。本日、追加配布資料

として「資料２ 社会福祉法人ヒアリング調査の結果」「資料３ 赤穂市地域福祉計画課題シ

ート」「資料４ 赤穂市地域福祉計画骨子案」「資料５－１ 赤穂市総合計画（抜粋）」「資料

５－２ 地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の創設」を机上に置かせてい

ただいております。不足等はございませんでしょうか。 

それでは、協議事項に入ります。以後の進行につきましては、委員長にお願いいたします。 

 

３ 協議事項 

 

協議事項（１）アンケート調査の結果について 

社会福祉法人ヒアリング調査の結果について 

 

委員長   （１）アンケート調査の結果について、社会福祉法人ヒアリング調査の結果について、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局（支援事業者）より資料説明】 

 

委員長   ありがとうございます。ご意見、ご質問等があればお願いいたします。 

 

委員    ３点、質問いたします。１点目です。前回は、アンケートの調査データが資料に入ってい

たと思いますが、今回は計画には盛り込まない予定でしょうか。 

 ２点目です。アンケートは 2,000 通送って、49％の方から回答があったということです。

前回の委員会で、地域性を十分に考慮して配布するというお話でしたが、回答数を見ると、

西部地区では 120 や 130 で、塩屋地区は 105 人です。赤穂市では塩屋地区が一番人口が多い

はずですが、たまたま高雄地区や西部地区の回答数が多かったということでしょうか。 

 ３点目です。前回調査との比較で記入しているところと、そうでないところがあります。

例えば、20 ページの問 19「総合的にみて経済状況をどのように感じとられていますか」とい

う設問については、平成 28 年度も同様な設問があります。回答数はあまり変化がありませ

んが、比較はされていません。比較する、しないの区別に基準があるのでしょうか。もし、



基準がないのであれば、比較できる設問に関しては比較をしたほうがよいと思います。 

 

委員長   ３点のご質問がありました。事務局、ご回答をお願いいたします。 

 

事務局   ２点目の地域別の特性について、お答します。システムでランダムに抽出し、地域に偏り

がないようにしておりますが、回答率は高雄地区で多かったということだと、事務局では考

えております。 

 ３点目のご質問にお答します。前回の設問と照合できるものについては、比較のグラフを

設けるように修正いたします。 

 １点目のご質問にお答します。今回は骨子案ということで、議事としては挙げておりませ

んが、次回の素案では盛り込みたいと考えております。今回は省略させていただいておりま

すので、ご了承ください。 

 

委員長   骨子案の目次のようなものがあれば、わかりやすいと思います。前回と同じように、項目

を見比べることができ、問題の背景となる状況は変わらずあっても、その部分の資料は割愛

させていただき、今回の会議ではヒアリングやアンケート調査の結果を中心に、骨子案につ

いて説明するということがわかると思います。 

 他にご意見等はございませんか。 

 

委員    アンケートの部分で、「情報の周知」という言葉が数多く出てきています。私の目線で考え

ると、市の広報や民児協だより、社協だより等の多くの配布物が回ってきますが、それらを

しっかりと読めば、大体のことがわかります。ご覧にならない方が多いのか、皆さんの目に

留まらないのだと思います。届いている情報はたくさんあると思います。 

 

委員長   事務局、いかがですか。 

 

事務局   事務局としても、情報を紙媒体、ホームページ等に掲載させていただき、広く周知してい

るつもりですが、このような結果でした。 

 

事務局   補足します。事業所のヒアリングでお聞きしたことを申し上げます。子育て学習支援セン

ターでは、知っている親御さんは、いろいろなところから情報を集め、いろいろな制度を上

手に利用されていますが、知らない親御さんもおられます。そのような方が、子育て学習セ

ンターで交流することで、口コミで知るということです。アンケートでも「つながり」や「関

わり合い」というものの重要性が指摘されていましたが、行政側や社会福祉協議会が情報発

信し、それを受け取っていただくことも重要ですし、口コミの力が大きな影響力を持つので、

周知のための重要な手段だと考えております。関わり合いがとても大切だと思います。 

 

委員    外に出ていかれる方は情報に通じやすいですが、社協だよりが必要な方の中には、全く見

ない人もおられるでしょうし、発行していることもご存知ない方もおられます。自治会に入

っている人は自治会の広報と一緒に届きますので、見たいと思えば見ることができますが、



自治会に入っていない人にはどのような経路で届くのでしょうか。あるいは、自宅には届か

ないのでしょうか。情報を皆さんに伝えるというのであれば、その部分を改善しなければい

けないと思います。今後は、自治会に加入する方が減っていくことと思いますし、他所では

自治会がないところもあるそうです。会費が必要になるので不要だという考え方もあるそう

です。そのようなところでは、有事にはメールでお知らせするそうですが、若い方は対応で

きても、高齢者は対応できないかもしれません。今後の世の中はどのようになっていくのか

不安を感じます。 

 私たちは、「知らなかった」「見たことがない」という方への対応を掘り下げて、皆さんに

情報が届くように工夫する必要があると思います。 

 

委員    若い方は聞いて、その情報を覚えることが多く、読む時間がもったいないという考えを持

っている人も多いと思います。アパートやマンションで暮らす方も多く、自治会に入ってい

ませんので、情報をどうして得ているのかわかりません。中には共同住宅に住んでいても自

治会に加入している方もおられますが、少数です。また、高齢者で活動はできないけれども、

自治会に加入したいという方もおられます。いずれにしても、情報をどのように周知してい

くかは、今後の課題になると思います。 

 アンケートの 25 ページに、「大規模災害時に自力で避難することが困難な方」という表現

がありますが、大規模災害とは想定外の災害で、例えば、20 メートルの津波がきた時に、ど

こに逃げたらよいかという問題がでてきます。「取り組むべきだ」という人が多いのですが、

その方たちは何を望んでいるのでしょうか。どこに逃げたらよいのか等、具体的なことが必

要です。若い人、障がい者、高齢者も含め、特に視覚障がいをお持ちの方は、地震があった

場合は家具等が倒れて、どこに何があるのかわからなくなってしまうかもしれませんが、ど

のように支援できるのでしょうか。自治会で防災訓練を行い、いろいろな情報を提供してい

ますが、いつ助けに行くのかは大きな問題になります。いろいろな問題が山積みになってい

ると思いますので、今後、早急に解決していかないといけないと思います。ぜひ、行政と私

ども団体が一緒になり、取り組んでいけるように、よろしくお願いいたします。 

 

委員長   ありがとうございます。今のご意見を整理させていただきます。まず、問題として、福祉

の情報が届かないという問題があります。その原因は、自治会に入らないということも含め

て、交流がないということだと思います。交流があれば、そこで話を聞くこともできます。

会にも入らず、交流がない人が増えて、必然的に情報が届きません。地域福祉計画を作るた

めに、今回の会議を行っていますが、情報が入らないという問題は、情報媒体をどうするの

かというようなことではなく、どのようにしたら交流をより増やせるのかというだと思いま

す。 

 情報というものは関心がないと、そこにあっても見えないですし、聞こえません。いくら

情報発信しても、関心を持っていただけないと届きませんので、どのようにすれば、福祉に

関心を持っていただけるかが問題になるのだと思います。この結果では、６割の方が関心を

お持ちですので、それも踏まえつつ、情報をキャッチしていただけるように、さらに関心を

高めていただけるようにすることが対策になると思います。 

 他にご意見等はございませんか。 



委員    自治会関係から、今年度、初めて委員になりました。資料も初めて見せていただき、とま

どったことは、黒字印刷です。すべての棒グラフや斜線、アンケートのまとめも、設問の項

目が多いところは照らし合わせ、表に当てはめ理解しなければいけないので、わかかりにく

いと感じました。このような表示の仕方よりも、わかりやすい方法はないか、検討していた

だけるとありがたいと思います。 

 委員長からも話がありましたように、福祉に関する情報をどのように周知するかというこ

とが課題だと思いますが、住民全員に周知することは難しいと思います。私も、若い頃は仕

事のことが一番大事な生活で、他のところに目配り気配りはできませんでした。特に、30 代、

40 代、50 代の男性は、回覧や広報は見ていない方が多いように思います。女性の方は見てい

る方が多いかもしれません。自治会の行事や地区の問題で、介護の問題や災害の問題に関す

る研修会や勉強会、社会福祉協議会の方を招いて行う講習等の機会をもっても、役員だけし

か集まりません。私の地域は住民の 70％以上が高齢者という地域ですので、会合を開き、参

加をお誘いしただけでは、連れて行かなければ誰も来ていただけません。平坦な地区なら参

集しやすいですが、山があるので集まることも難しい地区です。自主的な努力だけでは、な

かなか実施できません。軸になる方の強い信念、意欲がなければ開催できないような状況で

す。 

 私が要望したいことは、現在、福祉に関しては、地区からの要請があって動いていただく

という形だと思いますが、少し強制的に、順番でも結構ですので、介護の関する講習や社会

福祉協議会の事業を宣伝する会合を持つということです。当番制のように、押し付ける感じ

になっても、実施していくことが必要だと思います。 

 

委員長   ありがとうございます。今のご意見は、男女共に働く時代で、男性も育児や家事をするこ

とが普通です。アンケートの 64 ページの「今後、地域活動やボランティア活動に参加したい

と思いますか」という設問に、30 歳代の方の「地域活動に参加したくない」割合が大変多く

なっています。原因はわかりませんが、推察すると、お父さんもお母さんも働いていて、子

育てもしている状況の中で、他の活動をすることは難しいということだと思います。どのよ

うな媒体があっても、自分と自分の家庭の暮らしで精一杯な状況ではないかというご報告で

した。 

 そのようなことを踏まえると、これまでは住民からニーズや要望があって、それに答える

形で計画を立てるということでした。これが基本なのですが、以前に比べ自分の暮らしや家

庭の暮らしで精一杯という時代だということを考えると、行政が上からではなくても、公共

的な営みとして、イニシアティブをとって福祉のことを考えていただく機会、関心を持って

もらえるような取組を、計画に盛り込むとよいというご意見かと思います。そういうような

ものを、赤穂市独自で打ち出していけると、市の一つの特徴にもなると思いますので、計画

の中でご検討いただきたいと思います。 

 他にご意見等はございませんか。確認したいこともございませんか。では、先に進みます。 

 

協議事項（２）赤穂市地域福祉計画骨子案について 

 

委員長   （２）赤穂市地域福祉計画骨子案について、事務局から説明をお願いいたします。 



 

事務局   【事務局より資料説明】 

 

委員長   ご質問、ご意見等があればお願いいたします。 

 

委員    資料を事前にいただければよかったと思います。せめて前日に配布いただければ、質問も

考えることができましたので、次回からはよろしくお願いいたします。 

 今回は、基本理念を変えるということですが、前回も第２期の計画を策定するときに、変

更しています。その際にも、基本理念は普通変えないのではないかという意見がありました

が、委員の皆さまのご意見もあり、変更したとお聞きしました。 

今回は、基本目標３で「生活に課題を抱える方が安心して暮らせるまちづくり」ということ

になっていますが、「生活に課題を抱えていない方」も安心して暮らせるまちづくりは必要で

すので、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」という文言のほうが適当かと思います。た

だ、「生活に課題を抱える方が」とした方がインパクトが強いので、あえてこのような表現を

されているのでしょうか。 

 ８０５０問題や生活困窮者の問題、ひきこもりの問題等もありますが、ヤングケアラーの

問題も社会問題になっていますので、今回の計画の中に盛り込んでいただきたいと思います。 

今回の目玉は、総合計画から骨子をたて、それを盛り込んだ地域福祉計画にすることはもち

ろんですが、現在、重層的支援体制整備事業が重要だと言われています。資料として、相談

支援、参加支援、地域福祉に向けた支援がありますが、アンケート等にもあったように、市

民の方が困って相談に来られたときに、たらい回しにされることがないように、どこの課に

相談に行っても、必要な課につないでいただけることが、大変大事なことだと思います。庁

内連携は重要ですし、その中に社会福祉協議会も入れていただけるとありがたいと思います。

重層的支援体制整備事業の実施に重点を置いて、今回の計画を策定していただきたいと思い

ます。 

 

委員長   ありがとうございます。事務局、いかがですか。 

 

事務局   「生活に課題を抱えた方が」という文言は、あくまでも案として挙げています。「支援につ

なぐ」ということから限定して、そのような表現をしましたが、「誰もが安心して暮らせる支

援体制の整備」という目標でも結構だと思います。委員の皆さまのご意見を大切に考えてい

きたいと思います。 

 ヤングケアラーについては、今後、素案等を考えるときに、具体的な内容として入れてい

くことを検討していきたいと思います。 

 資料の配布が遅れて、大変申し訳ありませんでした。この場でお示しして、すぐにご意見

を求めたことに対してもお詫びを申し上げます。 

 

委員長   第３期の基本目標３に「生活に課題を抱えた方が」という表現がありますが、社会福祉で

このような表現は、福祉の対象を限定したとらえた方であり、その方たちは特別な人である

ということです。「誰でも」という表現は、福祉でいう普遍主義に則っており、特定の人を低



く見ることを回避するために、一般的に用いられます。 

 ただ、３、４との差異が出てきます。「安全安心なまちづくり」というものが、一方であり

ます。３の表記として「誰もが安心して暮らせる」とすることも一案ですが、４との違いか

ら考えると、「生活に課題を抱えても、誰もが安心して暮らせる」という表現にすると、より

切実感があると思います。選別主義に基づいた特別な人ではなく、「誰もがなり得る」という

ことを表す表現にすると望ましいと思います。ご検討ください。 

 他にご意見等はございませんか。 

 本日は、骨子案の枠組みについて、これでよろしいかという合意をとりたいと考えており

ます。 

 この後の具体的な活動として、ヤングケアラー等の課題があると思いますので、具体的な

計画には、例えば、１「福祉の意識づくりと担い手づくり」であれば、行政が主導で、経済

活動をしている世代に働きかけることが必要だと思います。 

 経済活動は自分の生活のため、家族の生活のために行うもので、多くの人は暮らすために

経済活動をすることが必要です。それに対し、福祉や政治は自分のことだけでなく、地域の

みんなのこと、自分は大丈夫でもそうではない人のことも考えるということです。そのよう

に考えると、地域福祉の一環として、誰もがどのような状況になるかわかりませんので、み

んなのことを考える機会を持つということだと思います。 

 骨子案に関すること以外にも、このような活動は不可欠だというご意見があれば、お願い

いたします。 

 

委員    言葉の説明をお願いいたします。３番目の段の「デジタルデバイド」と、その２段下の「ア

ウトリーチ」の意味がよくわかりませんので、教えてください。 

 

事務局   「デバイド」が「分割する」「分断する」という意味ですので、「デジタルデバイド」は「情

報格差」を指しています。 

 「アウトリーチ」は、生活上の課題を抱えながらも、自ら援助にアクセスできない個人や

家庭に対し、家庭や学校等への訪問支援、当事者が出向きやすい場所での相談会の開催、地

域におけるニーズ発見の場や関係づくり等により、積極的に働きかける取組を指して

います。 

 資料５－１の下段に説明が載っております。  
委員長  「アウトリーチ」については、これまでの福祉では、当事業者が施設や役場に行くというこ

とでしたが、本当に困っている人やどこに行けばよいのかわからない人は、出向けません。

来れない人に対して、こちらから出向いて相談を受ける等の対応をすることになります。 

 

委員    ありがとうございます。 

 

委員長   他にご意見等はございませんか。 

 



委員    第２期計画の策定にも参加しましたが、計画を立てる度に基本理念が変わることは、おか

しいと思います。今後も、基本理念の文章が付け足しになり、言葉のインパクトが薄くなっ

てくると思います。基本理念は短い言葉で、「赤穂市の地域福祉計画はこれだ」というような

永遠と続けられるような言葉がふさわしいと思います。 

 また、「デジタルデバイド」や「アウトリーチ」という言葉は、この文章の中を読んだ時に  

理解できる人が何人いるかと考えて、よりわかりやすい言葉に置き換えるとよいと思います。

例えば、「ユニバーサル」や「ネットワーク」というような言葉は一般的に理解されるように

なっています。表現方法を検討していただけるとよいと思います。 

 

委員長   ２点、ご指摘をいただいました。事務局、いかがですか。 

 

事務局   基本理念については、今回は案として提示させていただきました。今後、この会議でご議

論いただけるとよいと思います。 

 皆様にわかりやすい表現方法については、注釈をつけたり、表現を変えたりして、今後の

資料づくりを行いたいと思います。 

 

委員長   理念とは、「何年か後に実現する理想的な状態」で、それが変わることはおかしいというご

指摘でした。これに関して、２点が考えられます。設定した時と、世の中の状況が明らかに

変わってきている場合は、理想とする状態も変わらざるを得ません。それほど変わっている

のかどうか、もし、変わっていないのであれば変える必要がないということです。第２期計

画の「深めよう、地域の絆 みんなで支え合う」ということと、今回の「地域の絆 人と人

との関わり支え合い」では、言葉の意味が似ていますので、どちらかを省くことはできると

思います。 

 理想的な状態を考えた時に、理念として目指していることは変わっていないけれど、表現

を変えたということなら、矛盾はありません。しかし、今回、情報の問題のように、人との

関わりがなければ情報も届かないという課題が浮き彫りになったので、「絆」や「支え合い」

という言葉を、「人と人との関わり」と変えたほうが、より理念を的確に表現するということ

であれば、より適切な言葉で理念を表したということになります。議論としては矛盾してい

ないと思います。 

 基本理念に関して、ご意見はありませんか。 

 

委員    委員長の説明を聞いて、数年後を見て基本理念を変更するということであれば、問題ない

と思います。 

 

委員長   理念を変更するのではなく、適切に表現する言葉に近づけたということになります。 

 

委員    文言が長いとインパクトが失われると思います。 

 

委員長   理念は、見てすぐ感じ取れるものがよいので、文章のように長くなればインパクトは弱ま

ると思います。上手く表現できるような言葉になるように、次回の会議までに事務局でご検



討ください。 

 

委員    「深めよう地域の絆」でよいと思います。 

 

委員長   よいと思いますが、これまでの継続性もありますので、いかがでしょうか。 

委員    継続性のあるところに、次々と乗せていくので長くなるのだと思います。 

 

委員長   再度、事務局でご検討ください。 

骨子案に関して、他にご意見等はございませんか。 

 

委員    ４番目の安全安心のまちづくりの中に、「防災・防犯体制の充実」と「住みよいまちづくり」

の２つがありますが、これは地域住民にとって欠かしてはならない問題です。福祉の面から

考えると、防災面のねらいは「自助・共助」だと思いますが、福祉に関わるもので、防災に

ついて考えなければいけないのでしょうか。防災に関しては自治会が取り組んでいます。自

治体においては、危機管理の面から必要があり、特にハザードマップ等が奨励されて、支援

や防災体制を組織する働きかけも入っています。そのような活動が活発になるように推進す

るということで、福祉の中から、防災を取り上げていく必要はないと思います。 

 

委員長   私の記憶が怪しいので、確認していただきたいのですが、政府から「災害弱者」のハザー

ドマップのようなものを各自治体につくるように通達がきていると思います。現時点でつく

っている自治体は十何％だそうですが、赤穂市では、作っておられますか。 
 

事務局   政府が災害対策基本法を改正し、個別避難計画というものを次々立てていくようにという

通知を出しています。個別避難計画とは、特に災害時に避難が困難な方に、どのようにして

避難していくのか、一人ひとりに合った個別の計画を立てるということです。兵庫県では、

国の計画に先がけ、平成 30 年度から「防災と福祉の連携促進事業」というものを、既に取り

組んでおります。防災と福祉が連携するようにということは、今まで、あまり連携できてい

なかったということだと思います。赤穂市でも、数は少ないのですが、個人に合った個別支

援計画を 60 件ほど作っています。ただ、まだ必要な方すべてには届いてはいません。おそら

く、全国的なレベルと同じぐらいだと思います。 

 なぜ福祉の中で防災が必要なのかという疑問はもっともですが、大きな流れとしては、福

祉と防災は分かちがたいもので、一緒に考えていかなければならないと考えております。 

 

委員長   では、第３期計画でも、その部分はご検討ください。 

他にご意見等はございませんか。 

 

委員    横文字の文言は、私ども高齢者には理解できません。最後のページに説明をつけていただ

けるとよいと思います。 

 防災に関して、阪神・淡路大震災のときに淡路の方から聞いたお話ですが、地域ごとに、

そのような個別計画を作っていたので、高齢の夫婦がどこの部屋で寝ていたのかわかり、助



けることができたそうです。そのようなものも必要だと感じますので、よろしくお願いいた

します。 

 

委員長   福祉の意識づくり、関心を持ってもらうというような取組を、行政が進めてほしいという

ことでしたが、それは講習会のようなものより、それぞれの地域のハザードマップ、災害弱

者がより安全に避難するためにどうすればよいかという話し合いのほうがよいと思います。

若い人を交えて具体的にする会議を持つほうが効果的だと思いますので、工夫していただき

たいと思います。 

 他にご意見等はございませんか。 

委員    重層的支援事業をどのように取り入れていくのかを、骨子に入れていただきたいと思いま

す。 

 また、地域住民が主体となった活動、地域づくり事業、参加支援事業等を挙げていただき

ましたが、社会福祉協議会でもいきいきサロン等のさまざまな地域活動は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で、ほとんど休止しています。コロナ後を見据えて、地域住民が主体とな

った活動が止まったままにならないように、ご検討ください。 

 

委員長   他にご意見等はございませんか。では、この骨子案について、ご承認いただけますか。 

 

（各委員 異議なし） 

 

委員長   ありがとうございます。本日の協議事項を通して、ご質問等があればお願いいたします。 

では、次に進みます。 

 

４ その他 

 

委員長   その他として、事務局から何かあればお願いいたします。 

 

事務局   本日は様々なご意見をありがとうございました。資料配布が当日になり、大変申し訳あり

ませんでした。 

   

【事務局より今後のスケジュール連絡】 

 

５ 閉会 

 

副委員長  第２回赤穂市地域福祉計画策定委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

      

事務局   これを持ちまして本日の会議を閉じさせていただきます。皆さまどうもありがとうござい

ました。 

 

（終了） 


