
第４回赤穂市地域福祉計画策定委員会 

 

 

１ 開催日時  令和３年１２月３日（金）午後１時３０分～午後２時５５分 

 

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、川島委員、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 地域包括支援センター：山本所長 

いきがい福祉総務係：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をさせていただきます。本日傍聴の受付を

行いましたが、傍聴の申し込みはありませんでした。以上ご報告をさせていただきます。 

 

１.開会 

 

事務局   それでは定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。本日はお忙しい中、第

４回赤穂市地域福祉計画策定委員会にご出席をいただきましてありがとうございます。なお、

本日は成年後見制度の説明をさせていただくこともございまして、地域包括支援センター所

長の山本が出席させていただいております。 

     （所長自己紹介） 

 

２.開会あいさつ 

 

事務局   開会にあたりまして、委員長からごあいさつをお願いいたします。 

 

委員長   皆さんこんにちは。第３期赤穂市地域福祉計画で皆さんいろいろ協議をしていただいてお



りまして、この計画は地域で暮らしているお一人お一人に対して、またその人を支える仕組

みについて役に立つものであることが求められます。そういうような観点から前回の会議に

おきまして内容面についても、あるいは計画のまとめ方、形式についても大変有益なご意見

をいただきました。それらの内容や形式的な面について期間は短かったと思うのですが、事

務局で出された意見に対して修正したものを本日皆さんにご説明をさせていただきます。そ

れを受けまして、皆さんからいろいろとご意見を頂戴し、本日この計画の骨子、内容につい

て承認をいただけるところまでもっていきたいと思います。どうぞ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。それでは第１回の策定委員会を欠席されておりました老人福祉

協議会会長の川島委員が出席されております。川島委員、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す。それでは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（計画案）」を

資料１とさせていただきます。同じく事前にお送りしております、Ａ４一枚ものの「第

３回地域福祉計画策定委員会で提示した計画素案からの変更点」及び「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」です。資料１、76ページに訂正がありま

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。また、追加資料として、

資料２用語解説を配布いたしております。 

それでは協議事項に入ります。以降の進行につきましては中村委員長よろしくお願いしま

す。 

 

３ 協議事項 

 

協議事項（１）第３期赤穂市地域福祉計画案について 

 

委員長   赤穂市地域福祉計画案について事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局   それでは、計画案について、ご説明いたします。 

第３回策定委員会で提示させていただいた計画素案から変更させていただいた点につい

て、別紙Ａ４一枚にまとめさせていただいたものをあわせてご覧ください。 

１ページから始まる第１章ですが、全体的に、言い回しや句読点等の修正、追加をさせて

いただきました。 

４ページをご覧ください。（１）社会福祉法の改正、重層的支援体制整備事業の説明部分を

「また、市町村は令和３年４月から、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備

するため、重層的支援体制整備事業を行うことができるとされました」と、改正社会福祉法

第 106 条の４第１項に準じた表現に改めさせていただきました。 

また、重層的支援体制整備事業の５つの事業の内容の順序を、改正社会福祉法第 106 条の

４第２項の順に修正させていただきました。 



９ページから始まる第２章ですが、全体的に、言い回しや句読点等の修正、追加をさせて

いただきました。 

次に、51 ページをご覧ください。基本目標４についてですが、修正前は「安全・安心のま

ちづくり」としておりましたが、これを「安心と安全のまちづくり」に修正させていただき

たいものです。修正の理由といたしましては、２０３０赤穂市総合計画基本構想の第１の柱

「安心～誰もが健やかに暮らせる安心と安全のまちづくり～」との整合を図りたいものでご

ざいます。 

続いて 53 ページからの第４章をご覧ください。前回の策定委員会において出たご意見の

中で、アンケートなどで抽出した課題と取組内容の対応が分かりにくいというご指摘があり

ました。そこで、それぞれの施策の取組の前段に、「現状と課題」「取組の方針」の記載を追

加しました。また、取組の内容の欄が、文章での表記となっておりましたものを箇条書きに

変更するとともに表現を整理いたしました。 

事業の内容が前回計画と変わっていないのではないか、とのご意見も頂きましたので、各

担当課において、再度、取組内容を見直しました。その結果として、追加で記載を行った項

目について、網掛けで表示し、第３期計画から新たに取り組む内容には「★」印を付けさせ

ていただきました。 

前回の策定委員会において提示させていただいた素案について、委員のみなさまから、

様々なご意見をいただきましたが、中村委員長より、大きく３つの課題があるとのまとめを

いただきました。１点目はワンストップ、包括的な相談支援体制の整備について、２点目は

自ら相談に来ることができない人、困難を抱えていても周囲から気づかれない人の発見、掘

り起しをどうするかということ、３点目は成年後見制度利用促進計画の内容の充実、という

ことです。 

そのご指摘を受けて、追加させていただいた部分についてご説明いたします。 

66 ページをご覧ください。１点目のワンストップ、包括的な相談支援体制の整備について

は、「障がいのある人に対する相談体制の充実」の欄に福祉の包括的な相談窓口「えーる」に

ついての記載を追加しました。その他の関係箇所にも、「えーる」についての記載を追加して

おります。相談に訪れる方の抱える問題が、１つではなく複合的なケースが増えていること

から、前回の策定委員会においても『今の社会問題について、各所管と協議する』『縦割りの

相談でなく、部署を横断した支援体制を整える』という内容も入れた方がよいのではないか、

というご意見もありました。これについては、59 ページをご覧いただきたいのですが、『市

職員の縦割り意識を解消し、複数の担当課で協働して課題解決を図るという意識づけを行う

ための研修会などを実施する』という事業を追加させていただきました。 

２点目の自ら相談に来ることができない人、困難を抱えていても周囲から気づかれない人

の発掘をどうするか、についてです。これについては、同じく 59 ページの「地域見守りネッ

トワークの構築」を新たな取組として検討したいと考えております。今申し上げた項目の一

つ上に「高齢者を見守る支えるネットワークの構築」があり、取組内容の二つ目の○印に「高

齢者見守りネット協定事業所の増加に取り組みます」という項目があります。「高齢者見守り

ネット協定事業」は、見守り協定を締結していただいた事業者が、日々の業務の中で高齢者

の異変に気づいたときに、市役所へ連絡いただく、緩やかでさりげない見守りをお願いして

いる事業となります。現在市内の 73 事業所が協定を締結してくださっています。今後、この



事業を発展させ、高齢者だけでなく、地域で「気になる人」を見守っていただけるようなも

のにしたいと考えております。 

さらに、84 ページ、計画の推進体制の（１）市民・地域の役割の中で、２行目、『先ずは

ご近所同士の顔が見える関係を作り、他人を思いやる心を育み、地域でともに暮らす人たち

に関心をもって積極的に関わっていくことが大切です』という文章を入れさせていただきま

した。また、その下（２）行政の役割の中に、一番下の２行ですが『市民・地域と連携し、

地域の福祉課題や支援を必要とする人の把握に努め、相談や支援を行います』という文章を

入れさせていただきました。今、申し上げたような形で、自ら相談に来ることができない人、

困難を抱えていても周囲から気づかれない人を掬い上げていくよう、努めたいと考えており

ます。 

３点目の、成年後見制度利用促進基本計画の内容についてです。75 ページをお願いいたし

ます。 

第５章については、全面的に見直しをさせていただきましたので、75 ページから順にご説

明いたします。まず、１として計画の背景を記載しています。国では、成年後見制度の利用

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成 28 年（2016 年）

５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律を施行しました。次に２として、計画の趣旨

を記載しています。成年後見制度とは、認知症、知的障害その他の精神上の障害があること

により判断能力が十分でない人について、成年後見人等が、本人の意思、心身の状態及び生

活の状況などに配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り

生活を支援する制度です。  

１ページめくっていただいて、76 ページ、上から９行目です。赤穂市では、地域福祉計画

において「権利擁護の充実」を重要施策と考えていることから、地域福祉計画と成年後見制

度利用促進基本計画を一体的に策定し、取り組むこととしており、計画期間を令和４年度か

ら令和８年度までの５年間といたすものです。 

77 ページからは、３つの基本目標と、それに対しての取組内容を記載しています。78 ペー

ジをお願いします。基本目標１は『利用者に配慮した制度の運用』としています。ここでの

「利用者に配慮する」という意味合いは、79 ページに３つの取組を記載していますが、まず

は、利用者の意思をできるだけ丁寧にくみ取って、心身・生活の状況に配慮した支援を行う

ということ、２つ目には、支援が必要な人の早期発見・早期対応に努めること、３つ目には、

対象者の経済的負担の軽減を図ること、と考えております。 

81 ページをお願いします。基本目標２は『権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり』

としています。 

恐れ入りますが、77 ページにお戻りください。77 ページの下側に、成年後見制度に係る関

係機関のネットワーク図を掲載しています。これは、厚生労働省が作成した成年後見制度利

用促進基本計画策定の手引きをもとに、一部を改変したものです。まず、図の上部に中核機

関として『西播磨成年後見支援センター』があります。これは、平成 28 年５月に赤穂市を含

む西播磨４市３町が共同で開設し、成年後見制度の普及啓発、相談支援などの業務を社会福

祉法人たつの市社会福祉協議会に委託しているものです。西播磨成年後見支援センターや、

図の右下、地域包括支援センター、その他各機関が連携し、制度の利用に関する体制の整備

を図るものです。 



82 ページをお願いします。基本目標３は『制度の周知・啓発と安心して利用できる環境整

備』としています。市民アンケート調査において、成年後見制度の認知度について課題があ

ることが表れておりますので、より一層制度の周知・啓発を行います。また、安心して利用

できる環境整備とは、次の 83 ページ、上から４行目に記載していますが、親族後見人等の理

解不足・知識不足などから不正事案が生じたりすることがないよう、地域連携ネットワーク

等によるチーム体制での支援を進めていくものです。 

続いて、第４回赤穂市地域福祉計画策定委員会に係る事前意見・質問について、市の考え

方をご説明したいと思います。別紙「第４回赤穂市地域福祉計画策定委員会に係る事前意見・

質問について」をご覧ください。①集いの場の確保についてです。委員ご指摘のとおり、公

共の場だけで集いの場を増やすことには限界があると思われますので、民間施設の利活用を

検討していきたいと考えております。このことについては、計画案の 62 ページをお願いし

たいのですが、一番下の項目、『集いの場の確保』の中に『民間施設の利活用について検討し

ます』という取組を追加させていただきました。 

次に②相談機能を充実させるために必要なこと、についてです。委員のご意見は、市役所

の市民対話課に統括窓口を設置し、各地区の公民館を身近に相談できる窓口とする、また、

社会福祉協議会の下部組織として、各地区社協を設立してはどうか、というものです。この

ことにつきましては、先ほど、取組内容でご説明しました『行政内部の協働体制の強化』を

図り、各地区公民館に今一度、地域に身近な相談窓口であることの意識を高めるよう、社会

福祉課から働きかけを行うこととしたいと考えております。 

各地区社協の設立についてでございますが、現状でも、社会福祉協議会の様々な事業につ

いて、各地区まちづくり連絡（推進）協議会のご協力をいただいて実施しております。まち

づくり連絡（推進）協議会は自治会、民生委員・児童委員、老人会などといった様々な組織

が集まって構成されているものですので、今後も、現在の体制を維持していきたいと思って

おります。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

委員長   説明、どうもありがとうございます。ただいまの説明についてご質問・ご意見等があれば

よろしくお願いします。 

 

委員    21 ページのボランティアグループのところでは増加傾向となっていますが、グラフを見て

いると 38 から 41 と増えているのは３つだけなのです。一方、所属人数は近年減少傾向です。

当然近年は下がっていますが、29 年から見ると若干増えています。増加というとすごく大き

く増えているような気がして、減少というとすごく大きく減っているような気がします。と

ころがこれはほとんど推移が微増なので、これの表現方法を横ばいもおかしいのか、微増・

微減もおかしいかと思ったのですが、何か別の表現をしてもらったほうが良いかと思います。 

それから、46 ページの真ん中のところ、印刷ミスなのか「地域福祉推進委員」のところが

地と域福祉推進委員と縦に２段になっているのですが、ここを直してもらったらと思います。 

それから、最後のところ 86 ページに関西福祉大学との連携というのがあるのですが、先

ほどのボランティアのところですが、今関西福祉大学の学生は 2,500 人ほどいらっしゃるの

ですが、ボランティアに参加している人数というのはそちらで把握できているのでしょうか。 



 

委員長   把握は大学としてはできていないです。ボランティアグループは把握できていますが、数

は今、答えられないです。 

 

委員    関西福祉大学という非常に貴重な学生の力を使ったら、今でも多分いろいろされていると

は思うのですが、もっと目に見えて福祉というものと、関西福祉大学というところと、学生、

先生は非常にたくさんの協議会に出られていると思うのですが、私の家内が、塩の国の海洋

科学館で時々学生に来ていただいて、子どもたちの科学教室を見ていただいています。これ

も一つのボランティアになると思うのです。そのような感じであったり、いろんな民間の施

設等などいろいろなところへ学生に行ってもらえればと思うのですが、アルバイトがあって

忙しくて、こちらはお金をもらえないので大変だとは思いますが、もう少し学生が積極的に

関わりあってくれるものを考えてほしいです。これだけの量で終わらせるのはもったいない

という気がしたのです。 

 

委員長   今のご意見の中で、関西福祉大学のボランティアに関係するところについて、答えられる

範囲でお答えしたいと思います。ここ２年間、コロナのことでボランティアを学生ができな

いでいました。それより前に関して言うと、学生の傾向として、資格取得の学部なので、資

格取得のために授業に追われ、且つ、アルバイトをほとんどの人がやらないと生活が困難と

いうことがあり、徐々にボランティアをする数が減ってきている傾向があります。そして、

コロナということがあったわけです。近年の学生の傾向を見ますと、社会福祉学部に関して

特に言いますと、学生の数も少しずつ増えてきています。学生自体は社会福祉学部に入りた

いと思い入ってきた学生は、ボランティアのような活動をしたいという気持ちがはっきりと

あります。それに対して学部単位で対応することもありますが、大学の中に付属地域センタ

ーというものがあります。私はそこの付属地域センター長というものを兼ねてしているので

すが、そこのところを中心にもう少し学生のボランティアニーズを発掘して、地域のニーズ

との双方をうまく結びつけられると良いと思います。これまで学生ボランティアセンターが

そのような役割を担っていたが、学生だけではなかなかうまくコーディネートできないです

し、効率的にやるというのは難しいところもありますので、付属地域センターでそのあたり

の仕組みを作っていただきたいです。講師の社会福祉協議会理事の方とも連携しながら、そ

のような仕組みは是非検討させていただければと思っています。 

他のことに関しては、いまのことで事務局から何かありますか。 

 

事務局   ボランティアに関しましては、私ども社会福祉課もユニバーサル社会作り推進事業を実施

しておりますが、この２年間はコロナで何もできていません。その前の年については、ユニ

バーサル社会拠点ということで、空き店舗を拠点とし、幅広い年代の方が集っていただける

ような、工作教室であるとか、簡単な運動をする会を、学生の方にボランティアで実施して

いただいていました。今後コロナが収まってくれば、もう少しそのあたりも社会福祉課が、

学生の方と連携して実施したいと思っています。また、これまでは屋内で集まって、活動し

ていただくという事業が多かったのですが、もう少し外に出て、ウォーキングであるとか、

街を歩きながらその中でユニバーサル社会を感じるような取り組みができないかと、考えて



いるところがあります。 

 

委員長   ありがとうございます。では他のご質問・ご意見があればお願いします。 

 

委員    私が前回の委員会の方で一番お願いしたのが、59 ページの行政内部の共同体制の強化で、

縦割りではなくて市役所のどこの課に行っても、たらい回しにされずに相談に乗ってもらえ

るような場づくりを計画に入れていただきたいということをお願いしました。これを実際に

入れていただきまして、これはすごく良いことだと思います。欲を言うならば、「複数の担当

課で協働して課題解決を図るという意識づけを行うための研修会」を、意識づけをより実践

するための研修会と、少し欲張りかもしれませんが意識づけだけではなくて実践していただ

けるような文言にしていただけたら良いというのが要望としてあります。 

また成年後見制度も基本計画のところにつきましても、前回と全く違う計画に変わりまし

て、前とは比べ物にならないくらい良くなったと思います。私ども社協ですので、79 ページ

に「日常生活自立支援事業から、成年後見制度への円滑な移行」という文言を入れていただ

いたことが、赤穂市の地域福祉計画に日常生活自立支援事業からこの成年後見制度の円滑な

利用を入れていただいたことにすごく感謝を申し上げます。実際、連携しなければいけない

と思いますので、西播磨後見支援センターも含めまして、地域包括や社会福祉課と連携して

いきたいと思います。 

それから細かいところですが、19 ページなのですが、生活保護の下のほうに‰の文言の説

明が要るのではないかと言ったと思うのですが、下のほうに（‰）があって、説明がないの

でここは、どうしてかと思いました。 

 

事務局   わかりました。訂正させていただきます。申し訳ありません。 

 

委員    それから細かいですが、64 ページの私どもの社協のことばかりで申し訳ないですが、上か

ら２番目に社協における情報提供ということで、「あこう社協だより Facebook、しおりや‥」

と書いてありますが、これは 54 ページのところには Facebook の後ろに Instagram も入れて

いただきました。12 月から社協も Instagram を始めましたので、この Facebook の後ろに 54

ページ同様に、Instagram も入れていただければありがたいです。 

それから私が気になったところでは、75 ページの２の計画の趣旨の 1 行目、「認知症、知

的障害その他の精神上の障害」、法律上の名前であるとかは全部障害の「害」が漢字になって

いるとは思いますが、このような障がいということには「がい」の字はすべてひらがなにな

っていたのに、75 ページのところはひらがなになっていないので違和感がありました。81 ペ

ージにも文章の下から３行目にも「認知症や障害特性」と書いてあったのですが、ここでも

「害」の字が漢字になっていましたので、他の文章との統一が取れていないと思いました。

私が気づいたところだけで３か所だけでしたので、他にもあるかもしれませんので、パブリ

ックコメントの前にもう一度チェックするべきかと思いました。 

 

委員    私もそれは思いました。障害者手帳なども漢字です。前の時には「障がい」というのはひ

らがなで、途中からまた「害」という字が使われていたので、どうなのか、その定義がよく



わからないのですが、５年ほど前に佛教大学で講習を受けたときに、「害」というのは、その

人が害があるからということで、皆ひらがなで「がい」という字を使いましょうとそこの講

演で聞いたこともあったので、ちょっと気になってはいましたが、本当のところはわかりま

せん。ばらばらになっていたので、正しい方にしていただけたらと思います。 

 

事務局   ご指摘ありがとうございます。もう一度その点についてしっかり確認したいと思います。 

 

委員長   文章として統一する必要はあります。ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 

委員    今回の計画でだいぶ内容が充実された成年後見制度のところですが、76 ページの９行目の

後の、「本市では地域福祉計画の『権利擁護の充実』を重要施策と考えている」としているの

ですけれど、計画において考えているというのではなくて、「権利擁護の充実」が基本法令と

して位置づけしていますので、「地域福祉計画の『権利擁護の充実』を重要施策と位置づけて

いる」という形で表現されたら、趣旨が正確に伝わるのかと思いました。 

それと、これも一般的な私個人の意見ですが、そもそも成年後見制度とはどのような制度

なのかというのが見えにくいところがあります。実際に成年後見されている方の一日の様子

であるとか、このようなことを具体的にやっているとか、そういうようなものをパンフとか

トピックス的な扱いで、１ページ入れられたら良いと思います。成年後見がこういうことを

するのだとか、市民後見はこのような感じでやっていくのかということをわかってもらえば、

もう少し理解も進むのかと思うのでご提案させていただきます。 

 

委員長   確かに、他の自治体の地域福祉計画の中で、コラムみたいな形で具体的な活動を紹介して、

そこのイメージを持ってもらうというようなものは確かにあるので、ご検討をお願いします。 

 他はいかがかでしょうか。 

 

委員    文章面の問題ではないですが、79 ページに記載されているところの、後見関係の文章です

が、私が心配するのは、これらを見ていくと、「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決

定が困難な人への支援」だとかいろいろあるわけです。高齢者に対する詐欺的な案件を多々

耳にしたり目撃したりしたこともあります。そういうことからも、詐欺まがいのことが発生

しないかなと懸念しています。あまり具体的に掲載しすぎると、悪い方に利用価値を見出さ

れてしまわないかと考えるわけです。知りたい人は情報として知りたいが、そういうところ

を便乗視点の反対というか、そういうところに発展しかねないかという懸念はあります。 

 

委員長   今のご意見は、地域包括というところで、権利擁護のところで詐欺のようなものとかの相

談があるかと思いますが、今のご意見を聞いて何かございますか。 

 

事務局   具体的なものまで載せるのか、載せないかのというのは今後検討していきたいと思います。

ただこのような、ガイドラインについては、赤穂市として必要なのではないかというところ

があります。社会福祉課、地域包括支援センターとしては、国が示したのものではなく、赤

穂市のガイドラインを作っていこうという姿勢を持っているということはご理解いただきた



いと思っています。 

 

委員長   ありがとうございます。他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

委員    どうしても気になるところが２か所あります。46 ページと 58 ページです。冊子を印刷す

るときはもしかしたら違うかもしれませんが、下のほうが見切れると思います。46 ページの

ほうは小さいところで直せば入るかもしれませんが、58 ページも校正をされたらスムーズに

冊子に載せられると思います。 

 

事務局   申し訳ありません。一部装丁が乱れているところがありますので、きちんと整理させてい

ただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

委員長   他いかがでしょうか。 

 

委員    例えば 46 ページ等で、値とかを比較するのに棒グラフを記載しているわけですが、前に

も言ったように黒印刷ですので、年齢的に見えにくい印というか、真っ黒にしているものと

網掛けと、これはどちらかというところがあるので、そのあたりはもう少しわかりやすいよ

うにしていただきたいです。黒塗りというのはまったくないのでしょうか。斑点のようなも

のや、網掛けや斜線などの分け方をされているかと思いますが、あちこちでそういうことが

あるのですが、これを錯覚しにくいような表記の仕方というのをちょっと考えていただけな

いかと思います。 

 

委員長   ありがとうございます。他はいかがでしょうか。前回内容のことについてのご意見をいた

だきまして、今回はそれに加えて形式的な面、あるいは体裁的なところまでご指摘をいただ

きましてどうもありがとうございます。では、他はよろしいでしょうか。次第に「その他」

というものがありまして、その後にこの本日の計画についてのご承認ということに進めたい

と思います。 

 

４ その他 

 

委員長   その他で皆さんから何かありますでしょうか。 

 

事務局   先ほど事前意見・質問についての①と②については計画の中に関係することでしたので、

私からご説明をしながらお答えさせていただきましたが、③と④につきまして説明をさせて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

まず④の個人情報について説明させていただきたいと思います。委員からのご質問・ご意

見につきましては、一番下の災害時における個人情報の取り扱いについてはどのようになっ

ているのかということが一番メインのお尋ねかと思っております。もちろん災害時におきま

しては、ご本人さんの同意がなくても必要な情報は消防本部や警察や行政の職員などの関係

機関が皆で共有して、その方の命を救うという行動をとることになっていますので、災害時、



本当に切迫しているときには個人情報は、本人の同意なしに使用させていただくということ

になっています。 

そうではない、平常時につきましては、同意を得た方の個人情報しか扱えないとなってい

ます。自治会長さんから聞いた話では、川が氾濫しそうな時に要援護の人を尋ねたところ、

民生委員さんから個人情報なので教えられないと断られたということでしたが、もしもこの

要援護の人がご自分で災害の避難行動要支援者の台帳というものにご自分で登録しますとい

うことで、承認を得ている方であれば、自治会長さんと民生委員さんというのは情報共有で

きることになっております。ですので、私ども社会福祉課としましては、そのようなことに

備えて、日ごろから要支援者名簿と呼んでおりますが、そういったものに登録していただけ

るように、益々たくさんの方が登録していただけるように取り組んでいきたいと考えており

ます。④に関しましては、そのようなお答えをさせていただきたいと思います。 

 

委員長   今の説明について何かありますか。この説明でよろしいでしょうか。ここに異議がなけれ

ばですが、その他はよろしいですか。 

 

事務局   ③のところの地域活動に参加しない人の増加についてどのように考えるか、皆様のお考え

をお聞きしたいということで、何かご意見ある方はお聞きできればと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

委員長   ③地域活動に参加しない人の増加についてというテーマで、このことについて、まず事実

確認として、確かにそうだ、そのような人が増えている、あるいは、それは地域によって違

うのではないか、というような事実に関する情報であるとか、また、そのような事実とは関

係なく、そのような傾向があるのであれば、こういうような活動とか取り組みをしたらいい

のではないか、といったようなご意見がありましたら、お願いをいたします。 

 

委員    自治会の役員をしていますが、やはり現実問題なかなか若い人は出て来られません。これ

は、いろいろ理由があるかと思います。やはりどうしても私たちは許してもらえるという、

甘えではないですが、我々もどうしても田舎ですので、道づくりで、草を刈ったりする作業

的なことは出てきてくれます。最低１年に２回や、祭りであったり、最低のことでは出てき

てもらえるが、それ以外はなかなか出て来られません。この自治会活動がどのあたりのこと

を言っているかというのは僕にはわかりませんが、最低のことでも出てこないような全然近

所付き合いをしていない人も実は増えてきています。実際のところそこまでを考えて、その

人たちをなんとかしようとするのは難しいのではないでしょうか。今は出て来られないが、

自分はそのときになったら出ますという形のほうが良いと思います。どうしても無理な人に

無理やり自治会活動をさせていくというのは、現実問題難しいと思います。自分たちが出て

来られなくなったときには、必ず上の人たちを助けてもらうような形にするとか、また若い

人が出て来られなくなったら今自分たちが出て来られるようになったときには、個人的な理

由はなくして、このような自治会活動や役をやってほしいという言い方にすると良いと思い

ます。どのあたりまでが自治会活動になるのかというのかは難しいところだと思うのですが、

本当にできなくなるような時代が来るので、順送りができるような自治会活動という形のも



のにできないかと考えています。 

 

委員長   ありがとうございます。地域福祉とは何か、地域福祉はどうするのかというような、かな

り根本の問いかけなので、これという答えがあるわけではありません。逆に言い換えれば、

それぞれの地域でアイデアを出してこの問題に対しては取り組んでいくしかない問題なので、

そういう意味でも、ご意見をいただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

委員    ③の項目を見ていろいろ考えました。今委員長がおっしゃった通りだと思います。確かに

自治会活動や近所付き合いをしたくないという方は毎年増えているかと思います。私も社協

のほうで今特に大事なことは人材を育成することだと思っています。人材育成にも２つ種類

があると思っています。一つは、地域活動を担う、担い手の育成です。自治会長、民生委員

さん等々、地区の中心になって活動していただいている方は本当によくしていただいている

のですが、その方々だけではなく、その方々を支える人材育成です。また、その後任になる

人材育成、地域の中心となる人材育成ということをやっていかなければなりません。地域に

は本当にいろいろな活動をしておられる方がおられますので、そのいろいろな方を横のつな

がりを繋げていきまして、地域活動に繋げていくような活動をしていかなければいけないと

思います。 

それが１点目の地域の人材育成ですが、２点目の人材育成としては福祉専門職の人材育成

です。私ども社協もそうですし、市役所の職員の方もそうですが、地域に働きかけて、一緒

に考えて活動をサポートできる専門職の人材育成が大事だと思っています。社協の方では生

活支援コーディーネーターを地域包括からの委託を受けて、配置して、地区の方に次々と出

ていくようにしていますが、一緒に地域のことを地域住民と考えて、普及していく職員や専

門職の人材育成が必要だと思っています。その２点の意味での人材育成をこれからしていき

ながら、地域の福祉の方も盛り上げていきたいと考えております。 

 

事務局   ありがとうございます。まさに、人材育成という観点からのご意見でしたが、他はいかが

でしょうか。 

 

委員    私も自治会の真っ只中のものです。現状から申しますと、やはり特質がありまして、市議

会議員とか、自薦で、自発的に申し出てやらしてください、というような是が非でもという

形での役柄では基本的にはないです。自発・能動ではないが、一応広いところの地域であれ

ば、抽選で自治会長の役柄に当たったとか、順番で当たったとかいうような形で、うちの連

合の地域においても、実態はそういうことであります。一応任期が２年あるので、２年は辛

抱していました。末端の役でいえば、班長さんでしょうか。そのような形で回覧板を回した

り、配布したりという形での職柄というか、責任意識というか、そのような感覚のものが根

底にあります。したがって、そういうことですから、自発・能動の域を超えないところもあ

りますので、ここでいう福祉的な活動というのはその方の自意識、自分がどう取り組んでい

くかであると思います。 

私もそうですが 12 年になりますが、役柄を受けたときというのは、町内の総会に出席し

ませんでした。それでその後に、役が当たったと言われて、なぜ出席できなかったかという



と、三交代で仕事をしていたがために、勤務の都合で、その会合には出席していませんでし

た。来てないから、長くやっていないからということで、私も意識の中では仕事中心でした。

この文章の中にもありますように、共稼ぎだとかいろいろあります。その中でかつての自治

会の活動というのは、奥さんが中心で、出て行って話を聞いたり集団活動をしたりしている

イメージが私どもの封建的な地域では根底にありました。今でもあります。ただ、自分が会

長なり、組長というような形で選出された場合には、自意識としてある程度というような形

も意識もありますが、そうでないときというのは、奥さんが出ていくのが、自治会という感

覚です。この延長線上に、現在もあるわけです。 

ところが、私どもは封建的な地域なので、調べたところの地域というのは、自発・能動の

精神、先ほど局長がおっしゃっていたので言いにくい面もありますが、そういう形でサロン

だとか、なんだかやっていこうと働きかけて募集を募って、代表者が教育されて、それが核

となっていろんな底辺の活動を活性化させていきます。一歩一歩進めていって、地域の活性

化というのが図られている・実証されているところも徐々にあります。しかし、私は御崎地

区なのですが封建的な御崎地区は昔の意識が強いので、域を超えられないところがあります。

どうしても自発・能動の域というのがなかなか徹底できなくて、あるいは私自身もそうです

が、孤軍奮闘なのです。孤軍奮闘と言えば、あれもこれもと全部被っていき、負担が多いで

す。そういうところで、その中でもどこから手をつけていこうかと、選択をしながらなんと

かこなしているというのが実情です。そういう中で、殻を破っていかなければならないとい

うのは、いろいろな会合の中で、提案なりをして行っているわけですが、なかなか殻を破れ

ないのは実情です。ですので、それをどうするかというのは、施策の専門の方々、または包

括センターという中で、やっと今包括センター支援の中で高齢者の百歳体操を基調にまたサ

ロンの展開を一歩一歩やっていこうと進めつつあります。なかなか殻を破っていけないとい

う現状があるということを切に感じておりますので、殻をなんとか打ち破っていける地域に

したいと思っています。長い話になりましたが以上が実態です。 

 

委員長   ありがとうございます。一つの現実を報告いただきましたが、このテーマが地域活動に参

加しない人はどうすればいいのかということに関して、ご意見いかがですか。 

 

委員    先ほどから聞いていましたが、地域の活動に参加したくない・近所付き合いをしたくない

人達の増加ですが、実は自治会に入るメリットを感じない若い人たちがおられます。私たち

は、生まれたときから自治会がありまして、当然入っているものだということで、今のそう

いう人たちには、今更自治会をやめる気は全くないのです。特に私たちの息子の年代になり

ますと、何のために自治会があるのか、という質問が返ってきます。それと、他の活動にし

ても、例えば地区で花見をしようということになっても、高齢者は参加していますが、若い

人たちは最初から嫌がります。これはどうすればいいのかということになりますと、答えは

まったくわかりません。それぞれ若い人たちの気持ちをそちらに向くような活動を考えてい

かないことには、どうしたら良いかと考えているだけであったら、進まないと思います。こ

この会もこれがきれいに残っていけばいくほど自治会の活動に参加する必要がなくなってく

るのではないかというような考え方をしてしまいます。 

 



委員    私は真殿に住んでいるわけですが,ご存じの通りアパートとか、一軒家とか新しい家が次々 

建っています。特にアパートは増えています。そのアパートの人たちは、自治会に入りませ 

ん。なぜかというと、アパートに入る意味というのはそのような自治会や近所付き合いをし 

たくないから入るということです。私が班長のときにも、自治会長さんがいろいろ、そのよ 

うな人たちも入れていかなければならないから、話してみたらどうですかと言われ、話した 

ところ、最近はアパートに入るときに、建設会社が自治会長ところに来るそうです。そこで 

そのような話をすると、自治会費を払って賛同させていただきますということです。 

私どものほうでは運動会などやっていましたが、そのときには我々、若い人達、年寄ばか 

りが来るので、若い人達を集めるにはどうしたらいいかということで、子ども会を利用して、

何をしてほしいかを募っています。子どもたちから焼きそばを作ってほしいといわれたら、

それをします。チケットを整理して持っていくと、若い人達も来てくれるようになりました。

昔のやり方を続けていかなければならないという考え方を度外視して、基本に置きつつ、若

い人を引き抜くにはどうしたらいいでしょうか。子どもを利用すれば親も一緒に来るのです。

そうしていると、親たちは行かなければなりません。それで認めてもらえたら一石二鳥かな

と思っています。そういう形で昔の考えを基本におきつつ、新しいそういった若い人たちに

来てもらうためにはこのようなことをしたらどうかということで、いろんな意見を聞いてみ

てもいいと思います。また、他の違う地域の若い人や、例えば関西の子どもなら、何をした 

ら来たくなるのか、いろいろな人に意見を聞いてやればいいと思います。 

変な話になりましたが、どう考えるべきかというのは、近所付き合いをしたくないから放 

っておいてというのであれば、放っておけばよいのかもしれませんが、災害が起きたときに

出会いがなければ助けようがないです。阪神淡路大震災の後、淡路に行ったときに地区の８

割が崩壊していたのですが、全員助かっているのです。それは近所付き合いがしっかりあっ

て、あの人はあそこで寝ているのだと全部わかっているわけです。あの人は足が悪いから、

ここにいるから、と全部助け出します。死者は一人だけで、他はすべて助かった。このよう

に近所付き合いの大切さというのは必要だと思います。人間一人では絶対生きられませんの

で、誰かの助けが絶対必要なのです。そういった形で、近所付き合いというのは大切だとい

うのは淡路島でそのような話を聞いて、身に染みる思いで帰ってきました。 

 

委員長   ありがとうございます。子どもの参加を通して、親もというご意見をいただきました。私 

からこの問題に関してですが、先ほどお話に出たように昭和の時代は地域には女性が居て、 

男性は会社に行き、女性は家に居ます、だから地域の活動をします、という図式でした。今 

は共働きでないと、なかなか生活が難しいです。要は男性の収入が減ってきていますので、 

子どもの教育を考える場合は共働きが必然になってきています。そうすると、これまで女性 

が参加していた地域の活動が、その女性も参加しなくなります。若い人に関して言うと非正 

規の割合が増えていて、とにかく仕事で手一杯です。あるいは、正規の職員も非常に求めら 

れることが多くなっていて、30 代の人と話をすると、福祉大の大学院に通っていても福祉的 

な活動はわかりますが、自分の生活で精一杯なところがあるというようなことが社会構造の 

現状としてあります。 

それに対して地域福祉というのは 2000 年の社会福祉法になって推進するというときに、 

海外の特にキリスト教系の文化があるところは、ボランティアが日本と比べると活発です。



ベバレッジレポートというのが福祉国家を作るというので、青写真となりましたが、ベバリ

ッジは並行してボランタリーアクションという、ボランティアと福祉国家という行政的なも

のと、この双方で初めて福祉社会が成り立つということを言っていました。しかし、日本で

はその土壌がないのです。ない分、日本を含めた東アジアに募集性・助け合いの等というも

のが、そのようなものがボランタリズムに代わるものとしてあったのが、だんだん廃れてき

ています。そういう状況の中で、地域に参加しない人が増えてきて、そういう人達は思考が

個人の利益、個人にとってどうかというものです。これと並行してあるのが、政治の意識で

すが、政治というのは公共のことです。要は自分の利益だけでなく、みんなで考えていかな

ければならないことや、みんなで担わないといけないことについて考えましょうというです。

これは政治的な意識ですが、そこが非常に弱く、もう個人の利益ということなので、自治会

に対して参加する意味がありません。要は個人の利益がなければ、それに参加しないのです。 

そういうのが現状分析としてあって、それに対して社会福祉もどのような展開があるかと 

いうと、地域の中に問題がある、地震が起きたときはこのようなことが起こりえますだとか、

地域の中でも児童虐待がこのようなことが、個人情報のこともあるが、実際地域の中にもこ

ういう問題がありますとか、福祉のことに限らないいろいろな地域の中にみんなで考えなけ

ればならないといけないような問題が地域の中にあります。例えば男性に関して言うと、女

性はコミュニケーション能力が、男性と女性の分け方は気をつけなければいけないが、一般

論として、女性は色々話をしたりするということに長けているところがあるが、男性に関し

て言うと、会社で何かの目的のためにやってきていたので、地域の活動があったときに、ど

のような目的でやるのか、目的手段思考で考えてします。逆にそこのところを逆手にとって、

今地域でこういう問題があるが、これはどうすれば解決できるのかというようなことで、活

動の中に明確な目的と意味というようなものを打ち出して、考えてやってくれる人はいない

かという形でテーマを設定します。そうすると、退職した男性の方で、これまで培ってきた

ことを生かせるかもしれない、という風に考えます。若者でも役に立ちたいという気持ちは

ある。全員が 100％利己的ということではなくて、広い意味で福祉の心といっても良いが、

この地域福祉を組み立てていくときに、利己的に思えている人でもやはりどこかに人の役に

立ちたいという気持ちはあります。それを信じてそれを引き出すためにどんな仕組みを作れ

ばいいのでしょうか。その中の一つが、こういう問題があって困っていることがあると、役

に立ちたいと思います。そして自分の何かスキルがあればそこをうまく展開できれば自分自

身の承認の場となります。人から認められるというか、その活動が自分自身の承認欲求にも

つながるので、そういう形で地域に参加しない人に対して、地域の中にある問題を、テーマ

設定をして広く SNS とかを使って参加・解決を呼びかけるのは一つのアプローチとしてある

かと思います。 

それでは事務局から、地域活動に参加しない人の増加についてということで皆さんからい 

ろいろなご意見の方、頂戴しました。ありがとうございます。本日は、地域福祉計画、前回

出されたものに対して、すごく短い期間ですが、委員の皆さんから内容に関しては、それほ

どご意見はなかったかと思います。本当に大変ご苦労されたと思いますけれど、この内容に

関してまだ少し整えないといけない部分もありますので、この内容で計画案を固めて行きた

いと思いますが、その内容に関して事務局と私委員長にその修正を一任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。それでは最終修正を行ったもので、パブリックコメントにかけ

ていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではその点について事

務局から何かあれば説明をお願いします。 

 

事務局    本日もいろいろとご意見をいただきましてありがとうございました。パブリックコメン

トのことですが、意見募集の期間は１か月以上設けることとなっております。概ね１か月

を考えております。本日ご意見をいただきましたのでその修正をいたしまして、日程を調

整して実施期間を決定したいと思っております。パブリックコメントの方法ですが、赤穂

市のホームページで掲載すること、それから社会福祉課の窓口で供覧を行うこと、それか

ら市内の各地区公民館９か所でも同じく供覧という形で市民の方に見ていただきまして、

ご意見を募りたいと思っています。次回の委員会につきましてはこのパブリックコメント

が終わりました来年の２月ごろを予定しております。改めて日程が決まりましたらご通知

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員     少しお願いと予定的なものがあるのですがよろしいでしょうか。この資料を送っていた

だいたのが大体１週間前でしたが、できればせめて 10 日前までにというのはできないので

しょうか。１週間だと日程が込んだ場合は大変だと思いますので、そのあたり配慮をお願

いできないかと思いますので、1日でも２日でも早めに届けていただけたらと思います。 

 

事務局    いつもぎりぎりになって本当に申し訳ないと思っています。できるだけ早くお送りした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

 

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。前回と今回にわたり地

域福祉計画案についてたくさんのご意見をいただきありがとうございました。これから市

民の皆さんの意見を反映するパブリックコメントが行われます。次回は最後の委員会にな

るということですので、どうぞ皆様のご協力をよろしくお願いしまして閉会のあいさつと

させていただきます。これをもちまして本日の会議を終わります。どうもありがとうござ

いました。 

 

事務局    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） 

 


