
第３回赤穂市地域福祉計画策定委員会 

 

 

１ 開催日時  令和３年１１月５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、福本委員、前山委員、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） 赤穂市地域福祉計画素案について 

 

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   ただいまから、第３回赤穂市地域福祉計画策定委員会を開催させていただきます。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   本日の協議事項は１つだけです。ホチキスで留めた第３期長期福祉計画について皆さんの

ご意見を賜りたいと思っています。地域福祉といいますと支えあいをいかに作るかというこ

とが中心になり、地域福祉に限らず福祉の様々な計画をたてるときの根本的なルール、基準



があります。それは福祉サービスを本当に必要としている最後の１人まで、サービスが届く

ような政策や仕組みをいかに作るかがポイントになります。今日の検討でもここにある内容

が本当に必要な最後の１人まで届くものなのかという観点も少し頭にいれながらご検討い

ただけたればと思います。宜しくお願いいたします。 

  

事務局   ありがとうございました。第１回の策定委員会をご欠席されておりました赤穂健康福祉事

務所副所長の前山委員が今日出席いただいております。自己紹介をお願いいたします。 

（委員自己紹介） 

 

事務局   ありがとうございました。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「第３期赤穂市地域福祉計画（素案）」を資料

１、「実施状況一覧表」を資料２とさせていただきます。それから、「第４回赤穂市地

域福祉計画策定委員会に係る事前意見・質問の提出について（依頼）」「第４回赤穂市

地域福祉計画策定委員会 開催通知書」です。資料１、４６ページのグラフに訂正があ

りましたので、差し替え分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。 

「第４回赤穂市地域福祉計画策定委員会に係る事前意見・質問の提出について（依 

頼）」をご覧ください。本日の策定委員会後、次回策定委員会までにご意見、ご質問

がございましたら、別紙様式によりFAXまたはメールで事務局までご提出をお願いいた

します。 

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、中村委員長にお願い

いたします。 

 

３ 協議事項 

 

協議事項（１）赤穂市地域福祉計画素案について 

 

委員長   （１）赤穂市地域福祉計画素案について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局より資料説明】 

 

委員長   ただいまの説明について何かご意見、ご質問があればお願いいたします。 

 

委員    アンケートの内容、課題、最後に施策とありますが、施策が５年前の前回の内容とほとん

ど一緒です。実施状況一覧表には詳しく書いてありますが、この計画の施策については内容

が５年前と一緒で、「安心安全のまちづくり」の支援計画作成以外全部一緒です。これは同じ

がいいのか何か変えるべきなのか分からなかったのですが、５年前と全く同じというのは腑

に落ちないところがあります。 

 

事務局   文章と内容につきましては資料２の取り組みの現状と今後の課題の中に少し変更させて



いただいております。また、現在並行して担当課に確認をとっているところです。 

 

委員    それでは変わるということですか。全く同じですか。 

 

事務局   少し内容は変わります。 

 

委員    この取り組みというのは、市民は資料を見ることができますか。 

 

事務局   資料２は市民は見ることができません。 

 

委員    それではアピールするにはこちらがいいということですが、それには全く出てきていませ

ん。せっかくアンケートで課題が出ているにも関わらず施策の展開、アンケートに沿った施

策が出てきていません。ほとんど全ての取り組み、内容、61ページの集える場、連携できる

場の充実が前回と全く一緒です。あえて同じものを載せる必要があるのか分かりません。施

策が一番大事なのに進歩したものや前進したもの、新しいものが施策の展開として出てきて

いないのがもったいない気がします。 

 

委員長  補足させていただきます。この第３期の計画の１つの方針として第２期計画を継承するとい

うことですので、枠組みとして項目をある程度引き継ぐということで同じです。ニーズ調査を

してその結果を分析したのが 47 ページのアンケート調査結果を踏まえた課題です。前回課題

を確認したわけですが、この課題を踏まえた計画になっているか否かを説明すべきとすれば、

今回の第３期計画はアンケート結果のこういう課題に対してこのように行うことにしました、

前回は行っていませんが今回のアンケートの結果、この内容は変わっています、というような

説明があれば納得できるということでしょうか。項目としては基本継承するということですの

で、変わらないと思います。特に今回の第３期ではアンケート結果としては、この点とこの点

が一番変わり、他にはこれとこれというような説明があればよかったということでよろしいで

しょうか。 

 

委員   基本続けていくから一緒ということですが、せっかくアンケートが出ているのだから、もう

少しそれに沿ったものであればいいと思います。お金をかけてアンケートで意見を聞いたのに、

ボランティアなのか大事な情報意見を聞きながらそれに対する取り組めるものが何も書いて

いません。ただ単にフェイスブックを立ち上げてそれを見たから現実問題どうこうできるよう

なものではないと思います。もっと具体性があっていいのではないかと思います。 

 

委員長  今のご意見に対して事務局からありますか。 

 

委員   全く同じことを思いました。個別支援計画が入り、成年後見制度の促進が第５章になり、社

会福祉推進だけが削除されたというその３点以外の事業名が変わっていません。１ページの

「計画策定にあたって」とか 47 ページのアンケート結果についていろいろなご意見がありま

す。例えば今でしたらアフターコロナについての新たな事業をここで書けなかったとしても担



当課と検討協議しますとか、ヤングケアラーについて１ページに書いてありますが、それに対

して具体的にどういうことを検討していくか等、今の社会問題に対する新たな事業を関係機関

と協議するという文言があってもいいのではと思います。第２期計画を引き継ぐのも大事で、

必要ないものを削除するのもいいですが、あまりにもイコールですので５年前と社会環境は変

わっていないのかと思いますので、新たな事業を関係機関で協議するということを入れたほう

がいいと思います。今年の地域福祉計画に基づいて、社協では来年地域福祉推進計画を作りま

す。この項目が市の計画にあるから社協として取り組もうというのを作りたいのに、全く同じ

ことになってしまいますので新たな事業の展開を検討していただきたいと思います。その中で

重層的支援整備事業が今回の目玉だと思っています。庁内にはご自宅のこと、貧困のこと、市

営住宅の家賃が払えない等いろいろな相談に来ると思いますが、どうしても担当課だけで相談

が終わってしまっています。深く聞いてあげたら実はこの人は地域の問題も抱えているかもし

れません。福祉的な課題等それぞれあると思います。もしご検討いただけるなら 65 ページに

包括的な相談支援体制の充実とありますので、新たな事業として包括的な相談支援体制の構築

というのを入れていただきたいというのが希望です。縦割りの相談支援にならないで庁内及び

他機関の分野横断的な連携を図る体制づくりを検討するというような文言がいただきたいで

す。５年間でどこまでできるか分かりませんが赤穂市役所職員はこういう相談が来られたらそ

この課だけで終わらせるではなくその方を詳しく聞いてあげてほしいです。社協にもいろいろ

な相談に来られますが、市役所からあっちに行きなさいということで来ましたと来られても、

話を聞いたらこの人は違うのではないかということがよくあります。庁内であちこちはしごし

て行かされるのではなく、１か所で聞いてあげてそこで次の相談につなげてあげられるような

相談支援体制を作っていただきたいというのが希望です。 

 

委員長  それはワンストップサービスといいますか、以前からさまざまな自治体でそういう課題に取

り組んでいます。前の会議で赤穂市がワンストップサービスに類似するようなものの説明があ

ったと思います。 

 

事務局  昨年の 10 月から社会福祉課の生活困窮と障害者基幹支援相談センターを併せた「え～る」

という形でやっています。確かに、ワンストップという考え方もありますけど、そこの「え～

る」で私どもの考え方では家庭内または個人でいろいろなお困り事の相談を全て請け負う体制

を取っています。そこに来た場合には相談の中身はいろいろなものがありますので、それが何

なのか、改善点に向かってどうするのかを相談を受けたうえで各所管で済む場合もありますし、

済まない場合は寄り添った形で全部みていくという形にしています。「社協に行きなさい」と、

どこで言ったのか分かりませんが、ケースがいろいろと重なっている場合は各所管と協力しな

がら寄り添ってやっているのが現状です。ワンストップと言ってもなかなか５年間でできるか

ということにもなりますが、そのような文言を入れさせていただいてそれを充実させていく考

え方で変えていければいいと思います。 

 

委員長  今の話ですと 65ページの「（２）包括的な相談支援体制の充実」というところで、65ページ

から 67 ページに施策が書かれています。先程から話に出ているワンストップに類するものが

包括的な相談支援体制でというと、「え～る」が窓口になっているのとのことですが、65 ペー



ジから 67ページで言うと「え～る」はどこに位置付くものになるのでしょうか。 

 

事務局  包括的なところに入れるのがいいのか分からないものがありますが、高齢者からいろいろな

形になりますので、ただ入れるのであればここに添えた形で入れるのがいいと思います。 

 

委員長  これは実際しているわけですが、この実施計画の中に今のところ盛り込まれていないという

ことであれば、盛り込むとすれば「包括的な相談支援体制」が一番適切だと思います。 

 

事務局  「高齢者の支援に向けた相談支援体制の充実」の中には少し入れています。 

 

委員長  先程、話にあったように高齢者に限らずというところが一貫して出ている意見でありますの

で、カテゴリーとしては高齢、障がい、家庭福祉、児童という従来の縦割りの形の相談がある

ので、先程から話している意見からすると違うように思います。実際他の市でもワンストップ

という以前から、市役所でいろいろなところに回されるということ、回されているうちに「い

いや」となって相談に行くことをやめてしまっています。それを如何に防ぐかとういことでワ

ンストップが出てきていると思います。包括的相談支援体制として入れられたらどうでしょう

という意見ですが、いかがでしょうか。 

 

委員   この 37 ページのアンケートの相談機能を充実させるという意見で、気軽に話を聞いてもら

えること、というのは裏返すと用事がないと取っ掛かりからになります。本当のことが言いた

いが言えないことで相談に来ているにも関わらず、何か受け取り方がもう少しなので気軽に相

談を聞いてもらえないのでは身近なところで相談はできません。実は、社協は何も聞いてくれ

ないので社協へ行かなくてもいいのではとの話になります。１箇所で要件を済ませられる総合

的な窓口は必要だと感じます。相談からサービスまで一貫して支援体制の充実は更に効果があ

ります。１箇所で要件が済ませられるところがないからこれだけの意見が出てきていると思い

ます。公民館をもっと活用して何かできないかということで、取っ掛かりとして聞いてみる、

ここへ行きなさいと回されてもハードルは高いです。もう少し気軽にできるところを考えて包

括的な相談支援体制を考えていかなければなりません。窓口は作りましただけだと住みにくい

町になっていくような気がしてきます。 

 

委員長  今のご意見に対していかがでしょうか。 

 

委員   「え～る」の職員の方々が本当にワンストップのサービスでやっている現場であると私も感

じており、いろいろなところにつないでいるなと思っています。「え～る」については、69 ペ

ージの生活困窮者自立支援事業の実施の中で、「え～る」を開設しますとの文言があります。

「え～る」の生活困窮者自立支援だけではないと思うので、ここに入れたらいいとは思います。

私から赤穂市に望みたいことは先程の繰り返しになりますが、税金の相談に来られた方、市営

住宅の滞納相談に来られた方もその問題１つで解決されてしまうのではなく、より深い相談も

あると思うので「え～る」への相談に繋げられるように庁内で連携をうまく構築できればいい

と思います。税金のことで役所に行ったけど、後日また来なさいとならないような庁内の体制



を希望しています。 

 

委員長  本日の１つの論点ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委員   アンケートのデータをとって方向性、今後の課題や対策を見据えていると思います。アンケ

ートを提出していただいた方からはそうだと思うのですが、提出されなかった方についてはな

ぜ提出しなかったのか、ここに課題があるのではないかと思います。誰しもが何らかの抱えて

いる問題があります。常日頃から親や家族、個人なり介護しているわけです。何らかの意見、

感じていることがあるはずですが、アンケートが出せない、それが何故かということを追求し

ていく視点が大事だと思います。もう１点は、相談に行こうという意思のある人はいいのです

が、悩みや困惑していることを他の人に知られたくない、言いたくない人が相談できないとい

う問題点もあると思います。そういうことの発展が引きこもりになってしまいます。それが一

番危険でそういう人達をいかに擁護できるかが１つの課題だと思います。うちの地域でも貧困

家庭というか家が古くそれを修復する財源もない方、それから賃金形態というか入ってくるお

金、収入源も年金だけでその年金もわずかな所帯の方もいます。最終的に子供の所帯に擁護さ

れて何とか生活しています。その方はたまたまそうなったのですが、擁護された方は幸運な方

で、もし家族からあの人は親じゃない子じゃないと断絶されたら貧困なまま孤立してしまうわ

けです。その極限の一歩手前で救われたと思いますが、それ以上にひどい状態の方もいると思

います。相談に行きたいけど行けない方々の支援をどうしたらいいのかと思います。自治会関

係だと一番該当になるのが民生委員ですが、自治会としてどんどん支援していくのもいいと思

います。人の手がなかなかいけない発掘できない、本人が主張してこない、それが大きな課題

であると思っています。 

 

委員長  ありがとうございます。１つは相談に行くという人に対しての包括的な相談支援体制につい

てです。現状の素案の第３期地域福祉計画では包括的なということが十分に書かれていないの

で検討してほしいということです。もう１つが私が最後の１人と言ったことと関連しますが、

８ページを見ますとこの計画を立てるにあたって市民アンケートをしています。先程ご指摘あ

りましたようにアンケートを返してくれる人はまだ意欲的といいますか、いい生活をしている

可能性があります。問題はアンケートを出さない人達の中に結構潜んでいるのではないかとい

うことです。それを拾うために実際にさまざまな福祉のサービスを提供している人達からヒア

リングすることで、アンケートでは現れない部分を拾い上げようという構造に一応なっていま

す。しかし、今ご指摘のあったように相談に来るのを待っているだけではなく、前回の会議で

ご質問いただいたアウトリーチという手法があります。本当に大変な人はそもそも相談にも行

こうとしないので、アウトリーチといってもどこに行けばいいのか分からないと思います。民

生委員や自治会の人達の連携のもと、アウトリーチについて明確にするような施策こそが必要

ではないでしょうかというのが２点目になるかと思います。そしてその２点目に関しては、50

ページの基本理念で掲げているのが「ＳＤＧｓ（エスディージーズ）の考え方、誰も置き去り

にしない地域づくり」ということです。今ご指摘のあったようにワンストップ以前の問題の人

をいかに発掘するか、気付くかという仕組みを新たにどこの項目に入れたらいいのかというこ

とです。おそらく 64ページの３、「生活に困難を抱えても安心して暮らせるまちづくり」にな



るかと思いますが、そこに今言った気付く仕組みというようなことを入れると、昨年までなか

ったアウトリーチのようなものをする新たな時代の要請に応じた第３期と言えるのではない

かと思います。相談に来る人には包括的、相談に来るのが難しい人に対してはそういうことに

気付いてアウトリーチをかけられるようなものを第３期に盛り込んではどうかというご意見

になるかと思います。これに関してご意見を伺いたいと思います。 

 

委員   アンケートに答えていただけなかった方について、アウトリーチが必要な場合、設定が追加

されれば繋がっていけるのではと思います。包括的な部分については行政の手続きに課題があ

るので入れられるのではないかと思います。もう１つは、課題に対してどのようにして施策展

開していくのかということです。課題を整理されているのに課題の１つひとつについては、取

り組みの観点などを聞いているので、何ページのどの施策に繋がっていくかを入れれば非常に

分かりやすくなるのではないかと思います。更に、取り組みについても明示されていますが、

継続や拡充、新規などもきれいに見せるようにすれば市民も分かる計画になるのではないかと

思います。できる範囲でご検討いただきたいと思います。 

 

委員長  ありがとうございます。新規となると新しく増えたことが一目で分かります。それでは相談

についてはワンストップ、来られなかった方については発掘するというような今のご意見に関

していかがでしょうか。 

 

事務局  様々なご意見いただいております。包括的、ワンストップに関して「え～る」という窓口を

作り、どこに行ったらいいか分からない人に来てくださいというのが１つです。どの部署に相

談に行ってもその１つの問題だけを捉えるのではなく、その人の背景に何があるのかを拾いあ

げるというのが大事であります。体制整備として、どの部署も相談機関であるというように庁

内の職員の意識が課題です。公民館も１つの相談機関であると位置付けをし、まずは職員が意

識を持つということが必要と思います。それを施策に入れていけばいいと考えています。次に

最後の１人までどのように拾いあげていくかというアウトリーチの考え方についてです。市役

所の職員が個別に伺うことのできない難しさはありますが、その役割をするのが民生委員や児

童委員、自治会の方、近隣の方々であるとの話でしたので、市民の方々にご協力していただけ

ることで取り込んでいければといいと感じています。委員からいただいた意見をどこまで計画

書にうまく表記できるか考えていければと思います。 

 

委員長  発掘をするというのは民生委員や自治会だけでなく、お店やライフラインでどうしても人が

生きていくうえでそれが増えていないと、あれっと思うようなガスメーターを見る等、いろい

ろな業者と連携することで生活の異変に気付くような取り組みがいくつかの自治体で先駆的

に行っています。最後の１人に気付くということは民生委員と自治会だけではないネットワー

クが広がっていますので、新たな取り組みとして検討していただければと思います。 

 

事務局  現在、事業者、新聞業者、金融機関、73の業者に受けていただいている高齢者を見守る支え

るネットワーク事業があります。インフォーマルサービスといいますか移動販売車や有償のボ

ランティアの方達がいて、高齢者の大体の暮らしを支えていただいています。それを市民の皆



さんがご存じなのかご存じないのかというのもありますので、計画に盛り込んでいければいい

と思います。 

 

委員長  高齢者だけではなく一人暮らしで引きこもっている 40、50 の高齢者ではないけれどゴミ屋

敷になっているとか、そういう人にはいち早く気付く仕組みになるよう、もう少し幅を広げる

のも検討するといいと思います。いずれにせよ相談に来ることができない人に対してどうした

らいいのか、というのが委員の方から出ていますのでご検討をお願いしたいと思います。それ

では今２つの大きなご提案をいただいております。その他にこの第３期計画についてのご意見

ありましたらお願いいたします。 

 

委員   成年後見制度の利用促進計画ですが非常に難しいです。アンケートに 20から 30％が知って

いると答えていますが、成年後見という名前だけ知っているというだけで中身を知っている人

は何％もいないと思います。成年後見を普通に考えますと、財産、お金のことばかりですが身

体的なものもありますし、もっと成年後見を知ってもらえるような形にしてほしいです。これ

ではあまりにも少なすぎると思います。弁護士の方に「ご存じですか成年後見人制度」として

講演してもらうのに作ってもらいましたが、７ページも８ページにもなり、１時間２時間では

終わらないということでした。将来どうなるのかという人は理解しようとします。それに近い

人は全くだし、家族も関わっていない人は成年後見できるかというとできないでしょうし、地

域の人は全くできないと思います。この考え方、言葉をもっと情報発信できるよう入れてほし

いと思います。 

 

事務局  社協の方でご意見お願いいたします。 

 

委員   私も成年後見制度利用促進計画は今やっていることをするだけで、新しいことは何１つ入っ

ていないというのは同じ考えです。載せなくてはならないというのは分かりますが、概要版だ

けでも４ページとか 13 ページになっているのが本計画では３ページということで、もっと何

か新しいものがないのかと思います。５年間の計画ですので一般市民向けにとおっしゃいまし

たが、私達福祉の専門職、実際に介護の計画を作る職員でもこの成年後見制度をまだ知らない

人がいると思います。今回はこの制度の周知として市民に対してとありますが、関係者に向け

た計画活動のようなことを入れている市町村もありますのでそういうこともいいと思います。

赤穂市独自で権利擁護の地域ネットワークを作ったり、支援を必要とする人を発見するための

適正な体制づくりをすることを希望しています。関係者を集めて後見制度が必要な人のネット

ワーク会議だったり、会議は無理だとしても支援者に向けての研修会みたいなこともできれば

いいと思います。今やっていることが書いてありますが計画としては弱いと思いましたので、

何かこの５年間で１つでも新しいことをしていただけたらと感じております。 

 

委員長  ありがとうございます。関西福祉大学の社会福祉学部社会福祉士の養成をしています。今は

カリキュラムが変わって権利擁護と成年後見制度が独立した科目になっています。児童福祉論

と家庭福祉論から高齢者と介護保険制度という１つの科目と並んで権利擁護と成年後見制度

という１つの科目です。専門職の中でも社会福祉士には周知していなくてはいけない科目とし



て独立しています。その名称に表れているように成年後見制度とはあくまで手段であります。

何のための手段かといいますと、１人ひとりの権利を守るあるいは擁護するという観点で、簡

易版でいえば日常生活自立支援事業というものもあります。権利擁護の仕組みとして成年後見

制度としても悪くはないと思いますが、成年後見制度とは人生 100年という状況のなかで避け

て通れない施策になります。他の自治体と情報収集をして、赤穂市としてニーズ調査を踏まえ

て成年後見制度は周知したほうがいいという形でご検討いただきたいというご意見だったと

思います。これに関して事務局はいかがでしょうか。 

 

事務局  ご意見ありがとうございます。成年後見制度は必要な制度で地域包括支援センターと社会福

祉課の方で考えているところです。委員からご指摘のありましたように、市民の方に対してご

理解いただくというようなことしか書かれていないのもありますが、ケアマネージャーや専門

職の方に対する啓発は、この５年間でできると思います。他の委員からはもう少しボリューム、

内容を充実していただきたいというご意見をいただきましたので、その方向でもう少し充実し

た章にしたいと思います。 

 

委員長  ありがとうございます。他にありますでしょうか。 

 

事務局  アンケートの回答を出されない方、相談に来られない方を発見するのは難しいというのはご

理解いただきたいです。そういう方が最終的に引きこもるだろうと社協とも協力しながら、「み

んなの家」で引きこもりの方が集うのは正しいのかどうか別としてそういうこともやっていま

すので、どこかに入れさせていただきたいと思っています。第２期計画を検証したうえでアン

ケートのベースを検討して基本方針を作っていますと、どうしても主としてやっていく担当の

考え方から入っていくことになります。兼ね合いがありますが、主となる担当課の考え方で入

れさせてもらうのは必要だと思います。ご意見をお願いいたします。 

 

委員   計画策定にあたっては第２期計画をベースにしてというのは全然書いてありません。それは

我々の意見の２期計画が忘れられているということです。３期については受ける市民にとって

は２期計画がどういうものであったか忘れてしまっています。難しいと思いますが新しい生活

の考え方でＳＤＧｓ（エスティージーズ）等もっと新しいことを入れていかないといけないと

思います。しかし福祉というのは難しいから大変だと思います。社会福祉の担当課が全部やっ

ていると思い福祉推進計画ができるのか聞きましたら、「僕らはしません、よそがします」とい

う話です。他のボランティアが活動していく中で、社会福祉も絡んできてこんなに沢山できる

のだろうか、もう少し絞ってみてもいいのではないかと思っています。我々市民からすればど

ういう方法か分かりませんが、もっと情報提供して発見してほしいというのが本来の姿だと思

います。社協はあくまで第三セクターですから、市が計画するのであれば社会福祉課は大変で

すが、項目を減らしてもいいからこれとこれはやっていきますというのがあってもいいのでは

ないかというのが私の考えです。これだけのものをやろうとすると現実的に５年経っても 10

年経っても難しいと思います。だから同じような形のものばかり出てくるのです。我々の育っ

た環境から考えられない子供や親が出てきていて、現場が複雑化しています。我々も求めるば

かりではなく、一緒に入っていかなければならないと思います。市も福祉は赤穂市が一番であ



り、赤穂市の地域福祉がいいという形でやっていただきたいです。大変だと思いますが我々も

努力しますので、市も力をいれてやっ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。他の方はいかがでしょうか。確かに気付くことは難しいですけど、

市役所の人に気付くのが難しいということは理解してくださいと言われたら見殺しみたいな

ものになってしまいます。先程こういう家庭、家族で息子さんがいたので助かりましたという

人がいるとの話がありましたが、死んでしまうかもしれないというような状況を人々、委員の

皆さんは見ているわけです。個人情報のこともあるので気付けないことがあるというのは分か

りますが、いかに地域の中で見捨てられるという人を無くしていくというのが、地域福祉の原

点だと思いますので、見つけるのが難しいではなく難しい中でどうしたら見つけていけるのか

話し合うのがここの場になります。私も含め委員の皆さんが意見を出させていただいても赤穂

市の計画ですので、その意見がどれだけ取り上げられるかというのがあります。 

  私もいろいろ発言しましたが皆さんも発言していただいて、赤穂市の地域福祉をどのように

したらいいのかご意見いただければと思います。 

 

事務局  決して市が見捨てているということではありません。発見するのがかなり難しいので、ここ

で入れさせていただいているようにネットワークづくりというのが大切だという思いがあっ

てということです。引きこもりの件の話ですが、引きこもりの方はなかなか出てこられない特

質があります。その方自体が相談する内容が分からないということもあるのではないかと思っ

ています。家族の方から孤立させないために集う場が「みんなの家」ですので、決してそれを

発見していないわけではございません。アウトリーチの話ですが、何らかの形で１度は相談さ

れた方については、その後の追跡調査もさせていただいていますので、そういった意味合いで

発見するのをどうしていくか大変難しい課題だと認識しています。皆様と一緒にやっていかな

いと形になっていかないという意味合いで発言させていただいているわけで誤解を与えまし

たらお詫び申し上げます。 

 

委員長  発言というのは自分がどう意図して発言したかという問題ではなくて、コミュニケーション

ですので人がそれをどのように受け取ったかというところで言葉が成り立つと思います。ひと

りの委員がそのことに対して赤穂市は…と理解されたというのは、そのように理解されても不

思議ではないと私自身も理解しています。もちろん公の場で言葉を使う人間は細心の注意を払

わないと決定的な結果になってしまうと思います。計画に対してどれほどどこを向いて真摯に

向き合っているのか、言葉の意味に出ると理解をしています。委員の方がどのように感じたの

か、ひとりの委員だけが感じたのであればそうかもしれませんが、少なくとも私も同じように

感じたというのであれば、複数の人間がその発言に対して感じているということになります。

それは今集まって検討しているのに、何か言っても最初の委員にしても次の委員にしても一言

でいえば変わっていない、変えるつもりはあるのですかというメッセージになります。言葉で

はそんなに強く言っていませんが、主張するところは「これは何にも変わっていませんが、ア

ンケートをとってこんなに状況は変わっているのに何で変わらないのですか。地域福祉を推進

しようという気持ちがあるのですか」というようなことです。ひとりの委員だけが思っている

のであれば、その委員が独自な感性をお持ちなのかと思いますが、次の委員が全く同じような



ことを思っていますと言ったわけです。こういう文脈があって先程の発言が出ているとなれば、

最初の委員がその発言に対してそのように感じられるということはすごく普通のことだと思

います。もちろん釈明的な発言はありましたけど、その発言のところを捉えたということをご

理解いただきたいということです。今日の会議は、地域福祉計画のこの案をどうするかという

ことで今大きく３点出ています。相談においてはワンストップということに関して包括的な相

談をどうするかという点が１つです。２つ目に関して紛糾したわけですが、気付かれない人を

いかに発掘するかというようなご意見があり、それに対してどう対応するかということです。

３つ目の成年後見制度はまさに必要としている制度であります。これも先程の「変わってない、

これほど必要な制度が３ページなのですか」という文脈の流れの中にあります。発見するのは

難しいというようなことが上乗せされれば、それは最初の委員や私が感じたように理解しても

全く不思議ないということになります。今出ました意見はこの３点ですが、他に地域福祉計画

に関してご意見がありましたらお願いいたします。 

 

委員   引きこもりとかいろいろありますが、あなたは引きこもりですかと聞いたら本人はそう思っ

ていないこともあるし、それを誰が判断するのかということです。本人は有難迷惑かもしれな

いので、そういった判断基準を作るべきかと思います。親が子供を追いかけて危害を加える幼

児虐待もあります。その判断基準を軽くすれば犯罪は大きくなるし、強くしても無くなるか分

かりません。取り上げるではないですが引き離すにはどうしたらいいのか、ここに電話したら、

ここに行ったら分かる、公民館に電話しても分かる、社協に電話しても教えてくれる、電話を

掛けたら内容によってはそちらに伺いますと来てくれるというように基準を決めると利用者

は分かりやすいと思います。例えば障がい者や高齢者の場合、電話や来てくれると助かるとい

う方もいます。そのように判断基準をきちんと定めて利用する側が分かりやすいようにしてあ

げられたらいいと思います。今の内容では濃縮されてまとめきれていません。誰が見ても分か

りやすいような、利用する側の立場でもう一度見直してもいいのではないかと思います。 

 

委員長  ありがとうございます。市民が見ていかに分かる形に表現を推量するかということですね。 

 

委員   これは市民が見て分かりやすくていいと思います。 

 

委員長  簡易版というのを作ります。簡易版を見て、ちょっと電話してみようかなと思ってもらえる

ような工夫、表現がいいということですね。ありがとうございます。最後に何かありますか。 

 

委員   第６章 79 ページ計画の推進体制とあります。市役所でこのブランドチェックアクションと

いうことで何回かこの計画をチェックをしているというお話です。実施状況一覧表を見せてい

ただいても全てがＢです。そしてＢなら現状維持か拡大・改善ということです。こんな素晴ら

しい仕事していただいている職員に申し訳ありませんが、市のチェックも必要ですが第三者や

こういう委員会とか委員を集めてまたチェックするべきではないかと思います。 

 

委員長  評価の仕方にはいくつか評価の観点がありますが必ず自己評価があります。今ご指摘のよう

に自己評価の他に他者評価があって、他人が見てこういう形でチェックするときには自己評価



が多いとは思います。しかしそれだと委員のご指摘があったように、私も他のところをやって

いて思うのは行政の方はやっぱりＡ、Ｂ、社協は正直なのかＣやＤ、Ａもあってそれは立場に

よっても違うのかなと思います。いずれにしても客観的にモニタリング経過をチェックしない

といいアクションに結びつかないのではないかというご指摘でしょう。第三者が入るかという

課題はあるかと思います。これは大事な話で行政評価はすごく進んでいませんので、これにつ

いてはいかがでしょうか。 

 

委員   19ページに生活保護の推移があります。人員保護率が令和３年度で 6.6‰とありますが、文

言の説明が下にありました。語句説明は多分つけられると思うのですが、前回の計画では同じ

ページに説明があったので、これを後ろの語句説明にもっていくほどのものでもないと思いま

す。全体を見ていないので申し訳ないのですが、語句説明を見たときにこれが 1000 分の１だ

と分かるような人は少ないと思いますので、語句説明もチェックしていただけたらと思います。 

 

委員長  他によろしいでしょうか。それでは本日いろいろなご意見を頂戴いただきましてありがとう

ございました。本日委員の皆様からいただいた意見を反映し素案をまとめさせていただきます。

次回の策定委員会までに事務局でとりまとめ確認をした後、修正に関して事務局と私に一任を

させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（各委員 異議なし） 

 

委員長  ありがとうございます。次回策定委員会でご協議いただいた後、パブリックコメントにかけ

ていきたいと思いますので宜しくお願いいたします。年内のスケジュールというのもあります

ので、そのような形で進めさせていただきます。それでは次第３の協議事項は終わりましたの

で、その他について事務局で何かあればご説明をお願いいたします。 

 

４ その他 

 

事務局  本日はさまざまなご意見をいただきまして本当にありがとうございます。まだまだ私どもも

努力をしていかなければならないと強く思ったところであります。次回の第４回の委員会は 12

月３日金曜日、午後１時 30 分から同じ市役所の２階の会議室で開催予定としています。開催

通知は本日机の上に置かせていただいておりますのでご確認をお願いいたします。そして冒頭

でもご説明させていただきましたが、本日この場でまだご意見を言えなかった、また気が付い

たことがあるということがあれば本日お渡ししています事前質問用紙を 11月 19日までに社会

福祉課に提出していただければと思いますので宜しくお願いいたします。 

 

５ 閉会 

 

副委員長 本日は長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。非常にいろいろなご意見を

いただきまして付け足そうと思いましたが遠慮させていただきました。これは意見にもよりま

すが自分が一番感じたことは出せたような気がします。第３回赤穂市地域福祉計画策定委員会



を終了します。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） 


