
第１回赤穂市地域福祉計画策定委員会 

 

 

１ 開催日時  令和３年７月２日（金）午前１０時～午前１１時２０分 

 

２ 開催場所  赤穂市総合福祉会館３階 集会室 

 

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、福本委員、田中委員、 

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） 地域福祉計画の策定について 

（２） アンケート調査について 

 

５ 議事録 

 

１．開会 

 

事務局   それでは、第１回赤穂市地域福祉計画策定委員会を開催いたします。開会にあたりまして

始めに、赤穂市長からご挨拶を申し上げます。 

 

２．開会あいさつ 

 

市長    おはようございます。本日はコロナ禍にも関わらず、また大変お忙しい中にも関わらず、

策定委員会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。ご案内の通り、令和３年

度が出発し、３か月が経過いたしました。赤穂市の総合計画もその意味でいろいろとスター

トしたわけでございますけれども、現在の第２期赤穂市地域福祉計画につきましては、令和

３年度末をもって終了するということでございます。 

地域福祉を取り巻く環境も非常に激変してきていると思います。特に新型コロナウィル

ス感染症によりまして、やはり外出控えとかいろいろな形で私どもの行動が制限され、また

人と人との交わりというのも制限がされてきました。しかしながら一方で高齢化・少子化が

急速なスピードで進んでおります。そうした中で、地域コミュニティあるいは地域の中で暮

らしていくということは非常に大事なことであるということを私どもも再度認識させてい

ただきました。地域の絆、地域の助け合い、地域の交流そういったものが非常に重要視され



ているのが、今日の社会ではないかと思います。 

そのような状況の中で皆様方には次期の第３期の地域福祉計画の策定に向けましていろ

いろと今後もご尽力いただくわけでございますけれども、本日は各分野を代表されました 10

名の委員の皆様にご出席いただきましてご審議をいただくわけですけれども、公募委員の皆

様も含め、12 名の委員となってございます。赤穂市が総合計画の中で策定しております将来

像、自然と歴史に育まれ、笑顔と希望あふれる活力のある町、この実現のために委員の皆様

方の英知を結集いただきまして新たな地域福祉計画をお作りいただきたいと思うところでご

ざいます。 

2025 年問題というものが、かなり前から言われてきております。多くの方々が 75 歳以上、

団塊世代の方々が 75 歳を迎えるという、計画の中でそういう年を迎えます。今後の５年間、

どのような形で地域福祉を充実し向上させていくかということが赤穂市に取りましても課さ

れた課題ではないかと考えているところでございます。どうか委員の皆様方にはご忌憚のな

いご意見・ご要望等を聞かせていただきますよう、策定に当たってのお願いとさせていただ

きたいと思います。   

今後とも、長期間に渡ると思いますけれども委員会の運営につきましてご協力を賜ります

ようお願いしたいと思います。簡単ではございますが本日のお礼の挨拶とさせていただきま

す。本日は誠にありがとうございました。 

 

３．委員の紹介 

 

【委員紹介・事務局自己紹介】 

     

         ４．委員長、副委員長選出 

     

【委員長・副委員長選出】 

  

委員長   関西福祉大学の中村と言います。この委員会ですが、地域福祉計画というものを作成して

いきます。ではどのような考えに基づいて作成していくかといったときに大きな柱、根拠と

なることは二つあると考えています。一つは赤穂市の地域福祉をめぐる現状と言うか事実で

す。事実こういう問題があるとか、そういうような事実をまずはしっかりと把握するという

ことが一つかと思っています。そしてもう一つはただ事実を確認するだけではなくて、地域

福祉というのは本来どういうようなものなのかというあるべき姿というのをもう一つの軸

にする。この二つ、事実とあるべき姿、この二つを根拠にして地域福祉計画というものを作

成していきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

 

事務局   ありがとうございました。なお市長はこのあと、別の公務のため、ここで退席させていた

だきます。 

 

市長    それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。 

 



５．会議の公開の取り扱いについて 

 

事務局   会議の公開につきまして、委員会として決定していただきたいと思いますが、委員長いか

がいたしましょうか。 

 

委員長   会議の公開に関しまして事務局よりご説明の方をお願いしたいと思います。 

 

事務局   まず、この会議の公開・非公開と会議録の公開・非公開の取り扱いにつきまして、決定を

いただきたいと思います。赤穂市地域福祉計画策定委員会運営要領第４条の通り、この策定

委員会は公開となっておりますが、必要な場合は非公開とすることができます。赤穂市市民

参加に関する条例におきましても、審議会の会議は原則公開とし、会議録につきましては、

非開示情報である部分を除いて公表するよう努めなければならないといたしておりますが、

この策定委員会におきましても同様に取り扱ってよろしいでしょうか。 

 

     （各委員 異議なし） 

 

委員長   それでは会議は公開とし、会議録も原則公開としたいと思います。また、発言者の個人名

が特定できない方法で公開するということにしたいと思います。 

 

事務局   ご了解をいただきましたので、そのような取り扱いとさせていただきます。 

本日は傍聴の希望がございませんでしたので、このまま会議を進めさせていただきます。 

それでは協議事項に入らせていただきたいと思いますが、ここから先は委員長に議事の進

行をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

６．協議事項 

 

協議事項（１）域福祉計画の策定について 

 

委員長   それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。次第の方をご覧いただければと思います。

これで言うと、１から５まで終わりまして、６の協議事項に入ります。本日は大きく分けま

すと地域福祉計画の策定というところで、資料の１、２について事務局から説明をいただき

ます。その後、アンケート調査、先程私が事実を確認して計画を組み立てると、その事実を

把握する一つの方法としてアンケートがありますので、そのアンケートの内容についてご審

議をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

それではまず協議の（１）地域福祉計画の策定について、事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局より資料説明】 

 

委員長   今協議事項の（１）地域福祉計画の策定についてということで、その概要を説明していた

だきました。こちらについては協議事項となっていますが、地域福祉計画を策定するに当た



って今どういう状況にあるのかということを共有するということが大きな目的となってい

ます。ですので、５分ほど私のほうで少し補足の方をさせていただければと思います。 

まず資料１をご覧いただければと思います。地域福祉計画を策定するに当たり全国的な動

向は事前の打ち合わせで確認をしますが、赤穂でもこのような状態が見られるということで、

まず一番上のところの２行目にこのようなことが書いてあります。高齢者の孤独死、子育て

に悩む保護者の孤立、子どもや高齢者に対する虐待や自殺者の増加、80 代の親が 50 代の子

どもの生活を支えるという 8050 問題など、というような今、地域福祉をめぐってはこのよ

うな状況が全国的にもある、そして赤穂にもある。要は、これは多様な問題が地域の中にあ

るということの確認ということになります。次の◆が、このような多様な問題に対しては行

政だけではとても対応できない。もちろん行政は責任をもってやるべきことはやらないとい

けない。だけど行政だけではとても対応できないので、企業、ボランティアやＮＰＯ、そし

て住民の団体あるいは地域住民という多様な立場の人たちが協力し合って、地域の福祉を作

っていかなければならないというようなことが書かれています。 

この行政だけではなくボランティア以外の支え合いのことをいわゆる「共助」というよう

な表現の仕方をされています。また、地域住民同士の支え合いのことを「互助」という捉え

方ができます。このような捉え方を反映しまして、このあとのアンケート調査の方を組み立

てていくということを補足的にお伝えしたいと思います。そして一番下の方に推移図、これ、

地域福祉に関連したことで言うと「誰一人取り残さない。」ここが多分地域福祉の計画を作

るときにとても大事なところになるのだろうというふうに思っています。地域で暮らしてい

る誰一人取り残さない、そんな計画を作ることができるのか、そのことを念頭に置いて審議

ができればと考えています。 

そして３ページに赤穂市の状況と書いてあります。赤穂市の状況というのをより細かく見

ると、赤穂市の住民の状況と、赤穂市の取り組みの状況と二つ大きく分けることができます

が、この３ページ以降に書いてあることについては、赤穂市の今の取り組みの状況というこ

とが説明されていますので、地域住民の状況についてはこのあとのアンケート調査を始めと

して、この策定委員会の中で皆様から今こういうような状況があるというようなことを、そ

れぞれの分野で、肌で感じていることをお教えいただければと思います。私の方からの補足

は以上になります。今の説明について、これは行政の方からの説明を中心に、何かご質問ご

意見があればお願いをします。 

何かご質問ご意見はいかがでしょうか。 

 

委員    市民等のニーズの把握ということで、このアンケート調査ですけれども、調査対象は 18 歳

以上の市民と書いてありますけれども、地域的に分けてされるのか。2,000 件ですので、ど

のようにされるつもりですか。 

 

事務局   アンケートは性別と年齢区分で抽出されるように電算システムの担当に依頼しておりま

して、ランダムには抽出させていただくのですが、地区や性別、年齢に偏りが生じないよう

に工夫して 2,000 人を抽出させていただきたいと考えております。 

 

委員    地域で偏らないようにお願いします。 



 

委員長   他に先程の地域計画の策定についてという資料１、資料２の説明についてはよろしいでし

ょうか 

 

委員    アンケートのことをもう少しお聞きしたいです。 

 

委員長   では、一旦ここのところで、アンケートが次の協議事項になりますので、この地域福祉計

画策定のことについては以上でよろしいでしょうか。 

 

協議事項（２）アンケート調査について 

 

委員長   ではご了解いただいたということで、続きまして協議事項の（２）、こちらの方についてご

意見を頂戴していきますが、アンケート調査についてご説明を事務局の方からお願いをし

ます。 

 

   【事務局より資料説明】 

 

委員長   ただ今の説明に対してご質問・ご意見がありましたらお願いします。 

 

委員    まず、このアンケートの中身です。実は私、総合計画も教育計画も出たのですが、初めて

です。このアンケート調査を事前に委員にこういう内容でアンケートしますと出していただ

いた資料は初めてです。ですからこれは非常にありがたい動きだなと思います。ある程度今

まででしたら行政が大体こういうような形のアンケートをしようと、出た答えだけをああだ、

こうだ言っていましたけれど、こういった形で内容まで踏み込んで委員に協議していただき

たいと聞いたのは初めてで、非常に嬉しく思います。 

それから中身のことになりますが、折角アンケートが出てきたのですから、もうちょっと時

間的な余裕があったら良かったなというふうには思います。実はこの資料を見たのは２日ほ

ど前なのです。ですから、中身まで精査できていないということがあるので、だから折角出て

来て素晴らしいものを私たちに見せてくれるのですからもう少し時間的な余裕があったら少

しは中身について検討ができたのではないかと思います。 

中身のことですが、一番上位に来るのは赤穂市総合計画が出てくるわけですね。その中に地

域福祉計画の絡みがあるところの項目がいくつかあるのですが、その中で例えば、生活保護政

策の適正な運営という項目があって、これは施策を展開していくことになるのですけれども、

これも地域福祉になるのではないかと思うのですが、ここまで踏み込んでアンケートをしに

くいのかもしれませんが、もう少し深読みするようなところがあったらどうかと思います。 

それから今自殺者が多数いますが、特に女性、シングルマザー、いわば弱者の自殺が増えて

いるということで、その辺もアンケートには少し難しいのかもしれませんが、そういった項目

があったら良かったのではないかと思います。 

それと、５年前にも同じようなアンケートをしているのですが、大きく変わった中身という

のがあるのでしょうか。それをちょっと教えていただきたいと思います。 



 

事務局   今回大きく変えましたのは、まず新型コロナウィルスの感染症の流行を受けまして、番号

で言いますと４ページ３－１の問 12、問 13 で、新型コロナウィルス感染症の影響について

お伺いしています。それから１３ページの問 53,54 で、成年後見制度についての皆さんの意

識の在り方、今後の促進に向けての課題等に関しまして追加させていただきました。前後し

て申し訳ないのですが、３ページで福祉についてお伺いしますということで、市民の方の福

祉の関心がどれくらいあるのかをお伺いするようなアンケートを作成させていただいてお

ります。中身に関しましては追加等をさせていただいたのですが、大きな点といたしまして

はこの３点かと思っております。 

 

委員    大体普通は同じような形のパターンが出てくると思うので、極力従来からの答えが残って

くるような質問は省いていって、これだけたくさん出てくるとアンケートに答える方も大変

なことになりますので、わけがわからなくなって、よほど専門的な興味を持っている人で興味

のある人はアンケートにきちんと答えてくれるけれども、これだけ出てくると実のところ一

般の人に出したところで、ほとんどはまともな答えが返ってこないのではないかなというよ

うな気がするので、もう少し絞った形のアンケートというのが良いのではないかと思うので

す。 

冒頭の新聞記事の例は非常にきついですね。こんなことが今あるのかなという形の、ひきこ

もりがあってこれがあってという、借金、介護疲れ、ひきこもり、虐待が複合してくる。この

ようなものはほとんどイレギュラーなケースだと思うのです。これを一端にしてアンケート

を考えるとすればあまりにもハード過ぎて、私はどうなのかと思うのですけど。 

 

委員長   では、よろしいですか。 

 

事務局   まず、質問数が多いのではないかという件につきましては、事務局の方でも欲張りをして、

折角アンケートをするのであればたくさんの項目を聞きたい。地域福祉という幅広い計画を

立てるに当たっては、こういう項目は聞きたいということを足していきますとこのようなた

くさんの設問になってしまったということがまず一番にあります。それから先程専門知識の

ある方でないとすべての質問にはなかなか答えてもらえなくなるのではないかというふう

におっしゃってくださったのですが、それについても事務局としてもそういうことは十分に

考え得ることかなと思っております。アンケートによって市民の方の意識でありますとか、

今の市民の方の現状、それを把握するというのが、アンケートの大きな目的ではあるのです

が、答えていただけない方、その方たちのことを例えば生活保護の件でありますとか、自殺

を考えるほど悩んでおられる方についてはそのアンケートでは拾えきれない、そういうこと

も想定しています。それに関しましては連携しております庁内の各関係課でありますとか、

実際に市内で事業をしていただいている事業所の方から十分に現状を聞き取るということ

で、補足をさせていただいて、今の赤穂市の課題、そういうものを抽出していきたいという

ふうに考えております。 

 

委員長   今の説明は多分多くの方が、私も思ったのですが、文量が多いということがあります。た



だ今の説明にあったように、これは地域福祉計画のアンケートだけではなく、２年前に赤穂

で子どもの生活実態調査というようなことを行いました。あの調査においても恐らく、あれ

に答えてくれる人というような人は比較的生活の方にゆとりがあると。それから社会福祉の

多くのアンケートというものが、本当に知りたいところは、なかなか回答として返ってくる

のが難しいというのがありますので、言い換えると回答してくれる人たちのところを一つ想

定して学びを組み立てていると。そのような形のアンケートにしても拾えない声というのが、

先程説明があったように日々関わっている方たちから意見を聞くというようなことで、私が

冒頭で言った現実を把握するということを行いたいというような説明だったかと思います。

そういうことでよろしいでしょうか。 

また、冒頭のこと、レアなケースというようなことですが、今日の福祉を考えるときに、

最初の資料１のところにもありましたが、日本の福祉というのはどうしても縦割りになって

います。ところが例えば高齢の問題でも、高齢の問題、そしてそれが低所得であるとか、あ

るいはそれが自殺であるとか、というような一人の人においても決して介護だけの問題では

ないというようなこと、それが今日においては、よりそういう複合的な問題というのが出て

来て、そして複合すればするほど周りにも気付かれない形で亡くなっていったり、というよ

うなことがもう 10 年前から段々とそのような状況が広がっていると。そういうようなこと

がもし赤穂にあるのであれば、先程のＳＤＧｓの誰一人取り残さないというのを考えたとき

に、そこにアンテナを張っておくというようなことが大事かと思うので、この２ページにあ

るような内容になっているのかなというように理解をしました。ご意見ありがとうございま

す。 

他このアンケートについてご質問ご意見がありましたらお願いします。 

 

委員    今回のアンケートを拝見しましたら、社協が「公助」のところに入っております。社協と

いうのは地域住民と活動する団体ですので、どうしても今まで社協職員である私たちは「共

助」のところのイメージで活動しています。見ていただいたらわかるように 12 ページの社協

の事業、いろいろ書いていただいて、見ていただいたらほとんどの事業が「共助」の事業にな

っておりますので、これが「公助」に入るのかなと思ったのですが、２ページの一番下のとこ

ろに厚労省と少し違っていますという一文もありましたので、社協の事業は「公助」という位

置づけで今回は入れられているのかなとは思いました。 

今日の策定委員会については今後の方向性についてとかですので、特に大きい質問はない

のですが、もし良ければ社協事業のところ、いろいろ書いていただいていまして、いくつか修

正いただきたい事業名がありますので、今言っておいても良いですか。 

では、具体的に 12 ページの８のところの、ひきこもり支援事業「みんなのいえ」と後ろに

( )をつけていただきましたら、これの方が市民に周知がされております。また、32 番福祉

サービス利用援助事業と書いていただいているのですけれど、これは全国的には日常生活自

立支援事業という名前になっていますので、後ろに（日常生活自立支援事業）と入れていただ

いたらありがたいです。 

あと、34 番ボランティアセンター活動事業（運営・保健・災害）に対しても、この（運営・

保健・災害）はいらないかと思います。ボランティアセンター活動事業としていただいた方が

わかりやすいかと思います。 



それから 40 番、「ともに考える市民のつどい」だけではわかりにくいので、これは私ども

「障がい者週間とともに考える市民のつどい」ということで毎年講座をしておりますので、頭

に「障がい者週間」を入れていただければありがたいです。 

あと、これは誤字だと思うのですが問 50 番のところ、１、２、３が四角の中に入っていな

くて、おかしなことになっているなと思いました。 

資料１の方でも４ページのところ、社会福祉法第 107 条の地域福祉計画の方でも、「市町村

～定める計画」だと思うのですが、「計」で終わってしまっているので、ちょっと私がパッと

見て、別の委員が先ほどおっしゃられたように、あまり見る時間もなかった中でこれだけ見つ

けましたので、もう一度アンケートは特に市民の方にお配りする前にもう一度チェックされ

た方が良いのかなと思います。項目については５年に一度のアンケートですので少し欲張っ

てこういうふうに取られることに私は賛成です。以上です。 

 

委員長   ご意見に対してよろしくお願いします。 

 

事務局   今おっしゃっていただいたようにもう一度誤字・脱字等について精査して、実際にお配り

するときにはそのようなことがないようにしたいと思っております。それから、社会福祉協

議会についての設問が「公助について」というところに入っていることについてはこの度は

これでよろしいでしょうか。 

 

委員長   まあ基本的には社会福祉協議会というのは、この区分で言うと「互助」であるとか「共助」

を支えると言うか、それが主な役割ということを考えると、というご意見だったと思います。

ありがとうございます。では、他はいかがでしょうか。 

 

委員    アンケートの中の６ページなのですが、「３－２.経済状況、生活困窮についておうかがい

します。」とありまして、設問の 19 から 22 がそういう関係と思いますが、私たち一般市民

ですが、福祉に関して関わりたい、助けを得たいというような状況にある場合は、ある程度

の生活ができた上での中での困窮、戸惑いということが発生していくと思うのですが、いわ

ゆる一般のレベルより下の生活困窮者に関しては、そういう次元ではないと思うのです。折

角ここで、生活困窮・経済状況を問われるのであればもっと体制を持った中で把握していく

という、生活困窮がどの程度なのかというような設問というのをちょっと捉えていただけれ

ば、どういう中で自分が生活に苦しんでいるのかというのが把握されて、苦しんでいる状況

に応じてやっぱり自治体の中とか近隣の中でひきこもってしまうというようなそういうサ

イクルも多々見受けられるのです。ましてこの高齢化社会において、助ける側も援助してい

く・支援していく側も高齢化していって、なかなか体も動かない。そういうような状況にあ

る中で、いろいろなきめ細やかなところがあると思うので、市の受け取る側からも折角こう

いう設問があるのであれば、もうちょっと具体性を帯びて、例えば四季のシーンにおいて、

いろいろ配置換えができていますか、とか、何が言いたいかと言うと冬は冬、夏は夏じゃな

しに一切衣替えもせずに部屋の中が四季を通じての変化もなく、生活されているという方も

実際いるわけです。本当に中へ入ってみればそういうことがわかるのですが、なかなか中へ

入ってまでも対面できない、接触できないというような上辺だけの接触の仕方というような



形で、我々もそうしている場合がありますので、折角ですので、そういうことができれば良

いと思いました。 

 

委員長   先程の委員の方からの質問でも自殺とか、生活困窮というような状況というのは、これは

コロナのことも影響しているとは思いますが、そのような状況があると、そういうようなも

のと今同じように生活困窮というようなことについてのご意見だったのですがこれはいか

がでしょうか。 

 

事務局   今おっしゃったようにそのご家庭の中に入らないとわからない困りごとというのがたく

さんあるというのは、本当に日頃から地域で活動してくださっている方ならではのご意見か

と思います。ただ、この限られた紙面の中で、あまり細かいところまでは聞けないというこ

ともありますので、私どもが考えている一つの方法としては、様々な設問がありますので、

それをクロス集計という形で、この設問にこのように答えた方は、その他の設問でどのよう

に答えているか、そのような設問同士の関連、そこをクロス集計することで、ある程度もう

少し実態に近づくことができるのではないかというふうに考えております。 

 

委員長   今のご回答でいかがでしょうか。今のご意見は地域福祉計画を策定する上で、とても大事

な観点で、アンケートの方に十分盛り込めなくても、まさに今ご指摘いただいたような現実

をこの会議の中でどれほど拾うことができるのかというようなことは、一つの課題として設

定して、取りおいていただければと思います。今のご質問の中で６ページに関して地域住民

の方の生活の状況を大きく問 19 では経済的な状況、生活困窮というようなところを聞いて

いて、問 20 ではひきこもっているという地域とのつながりを失っている状況と、大きくこ

の二つについて聞いているということになります。問 22 に関してはそういう現状ではなく

て、生活困窮に対応する、問 19 に対応する制度として生活困窮者自立支援事業というもの

があります。これは下に説明がありますが、今後社会福祉の低所得者福祉は生活保護という

ような制度がありますが、生活保護を利用する前の段階です。ここも下に書いてありますが、

最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方が、生活保護を受給する前の段

階の人に対して予防的に対応できるようにと言うことで生活困窮者自立相談というような

ものが創設されているということになります。ですから本当に大変な状況になると、生活保

護の利用であったり、あるいはこれは地域福祉計画の中で考えなければいけないことなので

すけれど、生活保護というのがあっても、それを利用したくないというような人も、中には

いるのです。その人たちをどう把握するのかというようなことも課題になるかと思います。

ご意見ありがとうございます。アンケートに関してご意見等いかがでしょうか。 

 

委員    今のところなのですが実は私自身は、ひきこもりというのは余裕のある人、親に余裕があ

るから、だから働かない。自分の部屋も一つ与えられる。余裕のない生活困窮者はそのよう

に働きもせず家でゴロゴロしているというようなことは普通考えられなかったわけです。で

もここでいくとまずは経済的に余裕のある人、その次にこのひきこもりが出てくるのです。

だからこの項目はおかしいのではないかと思っていたのですが、今先生のお話を聞くと、昔

でしたら 30 代、40 代でひきこもりだった人たちが、今では 80 代とか 50 代でひきこもりに



なってくる。そうすると当然経済的困窮になってくる。そういうふうに理解したら良いので

すね。 

 

委員長   生活する上での困難というのは経済的なものも、もちろんありますし、また経済的なもの

が困窮している場合に、他の人の関わりというのを段々と避けるようになりますので、ひき

こもりの傾向になるというのはあります。ですから関連性というのは強くあります。ただ、

ご指摘にあったように必ずしも経済的には困窮していないのだけれど、現在の社会というの

は対人関係を営む、それは学校にしても職場にしてもあるいは地域にしても、以前より対人

関係を営むということが難しくなっていて、どうしてもひきこもりと言うと経済的な困窮に

対して比べると大した問題ではないのではないかというふうに思われがちなのですが、その

当事者にとっては先程の赤穂市の計画が「笑顔」「希望」というようなことで言うとそこに

笑顔はないですし、希望もないのですね。ということを考えると赤穂市は地域住民お一人お

ひとりが笑顔、そして希望があふれるということで考えると、ここのご質問で言う状態の人

たちに対しても誰一人取り残さないという観点で把握しておく必要があると考えています。 

では他にアンケートについてご質問の方はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。たく

さんご意見をいただきましてありがとうございます。では、ないようですので、本日の協議

事項全体を通して何か質問ご意見等がありましたらよろしくお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

 

委員     些細なことなのですけれど、これがもしきて、これを見て皆さん高齢者とか若い人だっ

たら、回答してくれるのかと考えます。あまりに内容がたくさんありますので、回答してく

れるかなとそれを一番心配しています。細かく良いことが書いてあるのですけれど、私たち

のように元福祉のことに関わっていた者ならこんなに細かくてこういうこともわかると思

いながらできますが、これがもし、一人暮らしの高齢者のところに行ったら多分わからない

と思います。できないのではないかな、あまりに多いので。ちょっと何か分けてするような

方法がないのでしょうか。もう少しみんなに回答しやすいようなことにしてもらった方が良

いのではないかと。2,000 部送って 2,000 のうち何部が返るでしょうか。 

 

委員    前回これをやったときに私も委員をやっていたのですが、そのときも同じような意見が出

ていました。それでも結果は第２期計画書の 29 ページに前回のアンケートの回収率が記載

されています。2,000 件のうち 922 件、一般の人からの回収率が 46％、福祉関係に携わる人

たちの方はかなり高い回収率があります。46％以上は目標ということになると思うのですけ

れど、今回アンケートを見ても前回とちょっと違いますね。わかりやすくなっていることは

なっていますね。前回はややこしかったのです。細か過ぎて、今言われたような感じで見て

出すのをやめようという気になった人が多かったと思うようなアンケートだったのですが、

今回これを見ていると前回よりは見やすくなって良くなっていますね。私は個人的にはその

ように思ったのですけれど、まず回収率を上げるためにどうしたら良いかということを考え

て、これから進めていってもらえたら一番福祉に対しての皆さんの思う気持ちが一つになる

のかと思いますし、またこれを利用する障がい者とか子ども・老人等にとって使いやすい、

利用しやすいものでないとやっぱり施策ではないと思いますので、それを基本に置いていた



だいて考えてもらえたらなと思います。 

 

事務局   実は私たちアンケート案を作った者も、すごいページ数になってしまったなと、正直思っ

ています。ただ、最初の方にも申し上げたようにやはり折角アンケートをするのだったら、

この項目もこの項目もとなってしまったということはご理解をいただきたいということが

一つと、今、委員がおっしゃってくださったように、回収をどのようにしていくかというこ

とについては、今後どうしたら少しでもたくさん回収できるかというのは何らかの方法で周

知するなり、ご回答いただけますかという促しをするなりということで、少しでも回収率を

上げていくように取り組んで参りたいと思っています。 

 

委員長   では他、何か全体を通しましてご意見等ありましたらお願いします。 

 

委員    先程の表記の中で、資料１の５ページ、６ページで、アンケート調査について記載してい

るところを、私もパッと見て錯覚したのですが、市民アンケートの実施方法として、調査の

目的、調査対象者、調査期間、調査方法、それから下の方にも民生委員、児童委員、調査の

実施方法として調査の目的、調査対象者、調査期間、調査方法、とあるわけですが、上の方

では調査対象者 18 歳以上の市民、期間が令和３年７月とあって、下の方で、調査対象者民

生委員、児童委員、主任児童委員とあります。単純に見たら調査対象者が民生委員、児童委

員、主任児童委員とありますけれど、内容は調査を実施する側の対象者ということで良いの

ですね。これが抜けているから、調査する人は民生委員なのかと錯覚したのですが、表記の

方法を公的に使われるのであれば、ちょっと考えていただけたらと思います。 

 

事務局   申し訳ありませんでした。わかりにくい表現になっておりましたことをお詫び申し上げま

す。民生委員、児童委員さんに関しては調査対象者というよりアンケートにご回答いただく

方という言い方の方が正確かと思います。民生委員、児童委員さんに調査票をお配りしてお

答えをいただくということで、今おっしゃったようなご認識で間違いございません。 

 

委員    このアンケートを自分でやってみたのです。私は子育て中なのですけれど、子育て世代に

これが届いたとしたら、私個人の意見なのですが、2 ページ目の新聞の記事にインパクトが

なくて気が付かなかったのです。今の説明で「母親が認知症になり…」というイレギュラー

な記事を説明で初めて知って、アンケートばかりの方に集中していてこの記事を今の説明で

初めて知って、衝撃を受けたのですが、このアンケートの目的は地域で一丸となって支えま

しょうという意味のインパクトが欲しいと言うか、これを読んだらきっと、アンケートの答

え方が変わってくると思うのです。忙しい子育て中の皆さんはアンケートの方に集中してし

まって、この記事を見逃してしまうのではないかと思ったので、もうちょっと大きくすると

か赤字で書くとか何か工夫していただいた方が、すごく私は聞いて見て響いたので、それを

たくさんの方が見たら考え方が変わると思うのです。ですからもう少しわかりやすく、イン

パクトがあったら良いかと思いました。 

 

委員長   今ご指摘いただいたように地域の人が何か響いて、地域福祉の基本、最初に言いましたが



現実を直視するということと、もう一つ地域福祉ってそもそも何なのかとちゃんと原点に立

ち返って、策定をしていきたいと思っていますが、地域福祉というのは当事者意識、自分た

ちの地域で自分たちがというような当事者意識をいかに持ってもらうかということが大事

なので、それを考えますと今のご意見、実際アンケートを作成はしたけれど、作成してどの

ような方がどのように感じられるかというようなこと、どのような形で目に触れてもらえる

ようにするかというようなところを検討いただければと思いますが、今のご意見の方を参考

にさせていただければと思います。何かありますか。 

 

事務局   自画自賛のようになりますが、やはりそこをまず読んでいただきたいというような思いが

ありまして、新聞記事の内容を入れましたので、是非読んでいただけるようにどのような工

夫になるかはまた持ち帰って検討いたしますが、ご意見をいただいたことを取り入れて修正

したいと思います。ありがとうございます。 

 

委員長   他何かご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは本日は赤穂市地域福祉計画の策定について各委員の皆様に共通理解をしていた

だくために計画策定の考えやスケジュールについての説明の方をさせていただきました。ご

理解をいただいたものと思います。次回以降、本日ご了解いただいた内容につきましてそれ

ぞれ具体的に検討していただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

７．その他 

 

    【事務局より今後のスケジュール連絡】 

 

８．閉会 

 

副委員長  この会は大きな会だと思っています。また本日案件についてたくさんご意見をいただきま

したけれども、事務局はそれを踏まえてしっかりやっていただきたいと思っています。後々

よろしくお願いいたしまして本日の協議を終わらせていただきたいと思います。どうもあり

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） 


