
第５回赤穂市地域福祉計画策定委員会 

 

 

１ 開催日時  令和４年２月１８日（金）午前１０時１０分～午前１０時５５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、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（案）のパブリックコメントの実施結果について 

（２）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いたします。 

  

本日傍聴の受付を行いました結果、傍聴の申し込みがございませんでした。 

 

１.開会 

 

事務局   ただいまより第５回赤穂市地域福祉計画策定委員会を開催いたします。本日はお忙しい中

ご出席いただき、誠にありがとうございます。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   これまでご審議いただいた赤穂市地域福祉計画がまとまり、ご提示いただきました。本日

の会議では最終チェックをしていただくということで、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。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。机上に置かせていただいております「第３期赤穂市地域福祉計画（案）」を資



料１とさせていただきます。事前にお送りしております「第４回赤穂市地域福祉計画策

定委員会でお示しした案からの変更した主な箇所、内容」を資料２とさせていただきま

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、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（案）のパブリックコメントの実施結果について 

 

委員長   （１）赤穂市地域福祉計画（案）のパブリックコメントの実施結果について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

事務局   赤穂市地域福祉計画（案）は令和４年１月１１日から令和４年２月１０日まで、赤穂市

ホームページ、市内の公民館９箇所、市役所社会福祉課窓口で公表しました。パブリッ

クコメントの周知は、広報あこう１月号と市ホームページで行いましたが、ご意見はあ

りませんでした。 

 

委員長   ただいまの説明について、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。ないようですの

で、次に進みます。 

 

     協議事項（２）赤穂市地域福祉計画（案）について 

 

委員長   次に協議事項（２）赤穂市地域福祉計画（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

【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    27 ページのグラフの右側の説明文の文字の大きさが、前ページに比べて大きくなってい

て、少し見にくく感じます。このページの文字だけ大きいので、フォントを下げるとよいと

思います。 

 66 ページの３つ目に「点字・声の広報による情報提供」という項目があります。来年度４

月より、市のホームページに「広報あこう」の「声の広報」として、音声も載せることにな

ったと２、３日前に市の広報係からお聞きしました。あこう社協だよりも、社会福祉協議会

のホームページに音声でも掲載することになりました。声の広報は視覚障がい者だけを対象

にしたものではなく、細かい字が読みにくい方等も対象になります。情報提供ということで

お伝えします。 

 

事務局   ありがとうございます。１点目の 27 ページのグラフの説明文のフォントに関しては、修 



正させていただきます。 

２点目の「点字・声の広報による情報提供」に関しては、もう１項目を追加したほうがよ 

いというイメージでしょうか。または、この項目の中に、新たな取組である「声の広報」も 

含まれていることを、私どもが認識すればよいということでしょうか。 

 

委員    「点字・声の広報による情報提供」の項目の中に、もう１つ丸を設けて、「声の広報」が４ 

月から始まるということを記載していただけるとよいと思います。 

      現在、「声の広報」は、視覚障がい者へ、直接ＣＤに録音したものを送っているだけのサー 

ビスですが、市のホームページに、新たにクリック場所を設けて、そこをクリックすれば市 

民の方、どなたでも音声の広報を受け取れるというサービスが、４月から始まるとお聞きし

ています。 

 

事務局   ありがとうございます。一度、秘書広報課に確認して、どのような記載が適切か確認した 

上で、その項目について追加させていただくということでよろしいですか。 

 

委員長   よろしいですか。 

 

      （各委員 異議なし） 

 

委員長   では、お願いいたします。他にご意見等はございませんか。 

 

委員    障害の「害」が、本文中はひらがな、社会福祉法の中は漢字となっていますが、使い分け 

はどうなっていますか。 

 

委員長   「障害」という言葉の表記に関しては、行政の法令の文章に関しては「害」を使っていま 

すが、法令以外で自治体で文章をつくる際には、その自治体の考え方によって「害」を用い 

る場合もあれば、ひらがな表記の「がい」を用いる場合もあるようです。 

この点に関して、事務局から説明がありますか。 

 

事務局   委員長の説明の通りで結構かと思います。２ページの囲みの中は、社会福祉法をそのまま 

載せていますので、「害」を使っています。 

前回、第５章で、漢字表記の「害」が使われているというご指摘をいただきましたので、 

その部分に関しては、ひらがな表記に直しております。そのような使い分けをしております。 

 

委員    ２ページの（２）「兵庫県の動向」の６行目に「すべての人が地域社会の一員として包摂さ 

れ」という表現がありますが、もう少し柔らく、わかりやすい言葉に置き換えることはでき 

ませんか。「包摂」という言葉を広辞苑で調べてみましたが、載っていませんでした。 

 

委員長   事務局、いかがですか。 

 



事務局   これは、兵庫県の地域福祉支援計画の設置目的をそのまま引用したものです。「包摂」とは 

「インクルージョン」ということです。委員長、もう少し詳しく意味をご説明いただいても 

よろしいでしょうか。 

 

委員長   「インクルージョン」とは障がい福祉の言葉で、「イン」は「含む」ということです。反対

語としては「エクスクルージョン」で、「エクス」は「外」ということです。「包摂」という

言葉は「包み込む」「排除しない」というような表現ですが、もう少し柔らかい言葉はすぐに

は思い当たりません。ただ、福祉の世界では「インクルージョン」「包摂」という言葉はよく

使われます。地域福祉では住民が主体ということで、これが他の行政計画との最大の違いで

す。それを考えると、法律の文言は変えられないのですが、ここではもう少し柔らかい言葉

があれば換えてもよいと思います。いかがでしょうか。後ろの用語解説に、「包摂」は載って

いません。 

 

事務局   ここでは「包摂」とは、「みんなを包み込み、だれも排除しない」という意味で使っていま

す。ただ、わかりにくいということであれば、用語解説に意味を載せるという対応をさせて

いただきますが、いかがでしょうか。 

 

委員長   「包摂」という言葉は、地域住民の方には少しわかりにくように思いますので、用語解説

に載せるということでよろしくお願いいたします。 

 

委員    55 ページの上から２行目に「取り組むもの」という表現があります。また、現状と課題の

最終行に「取り組み」という表現がありますが、送り仮名はどのような規則性がありますか。

統一できていないように思いますが、いかがですか。 

 

事務局   「とりくみ」という言葉の使い分けに関しては、名詞的に使うときは送り仮名はつけずに

「取組」として、「とりくみます」等の表現の際には、「取り組みます」というように送り仮

名をつけるという使い分けをしています。この案では統一できていない箇所がありますので、

精査させていただきます。申し訳ありません。 

 

委員    「民生委員・児童委員」と「民生委員児童委員」という表現が混在していますが、使い分

けはどのようになっていますか。 

 

事務局   例えば、実施したアンケート調査が「民生委員・児童委員へのアンケート」というもので

あれば、「民生委員・児童委員」と表記しています。また、協議会名として「民生委員児童委

員協議会」という場合は、ひとつながりの名称として扱い、「民生委員児童委員」と表記して

います。 

 

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。 



本日は最終の会議ということで、ご指摘にあったような表記の統一や見にくさについても、 

お気づきの点があればご意見をお願いいたします。 

 

委員    77 ページの第５章「成年後見制度利用促進基本計画」で、「平成 28 年５月に成年後見制度

の利用の促進に関する法律（以下「利用促進法」という。）を施行しました」とあり、５年ほ

ど経っていますが、赤穂市の取組はどのようになっていますか。 

 

委員長   全体的な動きとしては、2000 年に社会福祉法ができ、それまでの社会福祉事業法に置き換

わりました。1997 年に介護保険が生まれました。社会福祉の制度は、戦後、措置制度という、

行政が福祉サービスを決定する仕組みになっていましたが、2000 年以降、例えば、高齢者や

障がい者という分野によっては、措置制度ではなく、利用契約制度に変わっていきました。

利用契約制度とは、福祉サービスを利用する人が、利用の前に介護認定や障がいの程度区分

認定を受け、「これぐらいの介護度であれば、このようなサービスを利用することができま

す」と示す制度です。利用する際に知的障がいや認知症で、契約行為をすることが難しい方

もおられます。そこを埋め合わせて、お一人おひとりの権利を擁護するという観点で、福祉

においては成年後見制度や日常生活自立支援事業という仕組みをつくり、契約制度になった

ことで不利益を被らないようにしています。このように福祉の中では、成年後見制度は位置

付いてきましたが、それがどの程度普及してきているかということは、自治体によってさま

ざまです。赤穂市では、これを普及させるために何か行っておられますか。 

 

委員    私自身が、後見制度についてよく知りませんので、広く知らしめるということが必要だと

思います。周知の方法が、まだ浸透していないという懸念があります。 

 

事務局   ご指摘ありがとうございます。このアンケート調査結果にも表れているように、まだなか

なか認知度が上がっていません。市の組織の中で、どこが成年後見制度に携わっているのか

ということからご説明いたします。 

 成年後見制度とは、高齢者の方で判断能力が少し乏しくなった方、知的な障がいをお持ち

の方等が対象になります。主に地域包括支援センターと社会福祉課で取り組んでおります。

また、社会福祉協議会でも、日常生活の自立支援制度ということで、その前段階の方への取

組を行っています。 

 周知に関しては、社会福祉課の窓口にチラシを置いたり、何かの集りがあるごとに啓発を

実施しています。ただ、なかなか届いていないということが、アンケート調査結果からも読

み取れます。今回は第５章ということで、１つの章立てをして基本計画をたてましたので、

今後、至っていないところにも届くように進めていきたいと考えております。 

 

委員長   ありがとうございます。他にご意見等はございませんか。 

 

委員    76 ページの「バリアフリー化の推進」に、「ＩＣＴ（情報通信技術）を利活用し」という

表現がありますが、これは「利用して、活用する」という意味ですか。「利活用する」という

用語は少しわかりにくいと感じますが、一般的に使われるものですか。 



 

事務局   はい。聞きなれないかもしれませんが、「利用して活用する」という場合に、使用すると思

います。 

 

委員    77 ページ※２に「障害者の権利に関する条約第 12 条」とありますが、条約名なので「害」

という漢字表記でよろしいですか。 

 

事務局   漢字表記でよいと思いますが、再確認いたします。 

 

委員長   私から質問させていただきます。「地域住民の方にいかに知っていただくか」という観点

から考えると、コンパクトでわかりやすい概要版が必要だと思います。概要版をつくるとす

れば、内容量と時期についてはどのようにお考えですか。 

 

事務局   ただいま概要版も作成中です。Ａ４版、８ページ程度を考えております。カラー４色刷り

を 1,000 冊、３月下旬に印刷する予定をしています。 

 

委員長   配布はどのような方法をお考えですか。 

 

事務局   全戸配布するには、広報と同じ 17,500 部必要ですが、部数が 1,000 部と限られています

ので、難しいと考えております。ホームページには必ず掲載しますが、概要版をどのように

配布するのか、最も効果的に活用できる方法を検討中です。 

 取組の中にもありますように、地域福祉計画の内容そのものを、何らかの形で市民の方々

に普及できるように、私どもが出向いてご説明する場も、積極的に設けていきたいと考えて

おります。ご審議いただいたものが、多くの方に見られない状態は避けるように努力したい

と思います。 

 

委員長   ありがとうございます。他にご意見等はございませんか。 

 

委員    概要版については、公民館にも置くのでしょうか。公民館等で手に取れるようにしてもら

えるとよいと思います。 

 

事務局   ご意見をいただきましたので、公民館で手に取れるように、配分したいと思います。 

 

委員    ありがとうございます。また、集会所等の地区の拠点にも置いていただければ、ありがた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局   サロン、地域の拠点等、気軽に皆さんが集う場所にも、場合によってはカラーコピー等も

使い、配置できるようにいたします。 

 

委員長   ありがとうございます。他にご意見等はございませんか。 



 

委員    概要版はカラー印刷と言いましたが、カラーはかなりの費用になるので、代わりに白黒印

刷にして、部数を増やすことはできませんか。 

 

事務局   できるだけ多くの場所に行き渡るようにしてほしいというご意見をいただきましたので、

できるだけご意見が反映できるように検討いたします。 

 

委員    第２期のときにも、委員に立派な計画書をお配りいただきましたが、そのようなことに経

費をかけるよりも、概要版を広く市民に行き渡るようにしたほうが効果的だと思います。 

 

事務局   ご意見のように、本計画の冊子と概要版の部数を再検討し、少しでも効果的に行き渡るよ

うな方向を考えたいと思います。 

 

委員長   よろしくお願いいたします。他にご意見等はございませんか。 

では、本協議会として、この赤穂市地域福祉計画案をご承認いただき、その後、ご審議い 

ただいた内容に関して、市長あてに報告してよろしいでしょうか。 

 

 （各委員 異議なし） 

 

委員長   では、この赤穂市地域福祉計画案を市長に報告いたします。なお、市長あて報告分の文面

や、本日以降、市から計画案の修正があった場合の対応については、私に一任していただく

ということで、ご了解をお願いいたします。 

全体を通して、ご意見やご質問等があればお願いいたします。 

 

４．その他 

 

委員長   委員の皆さまには、７月から５回に渡り、熱心なご協議、多くのご意見をいただき、誠に

ありがとうございました。 

 本日の地域福祉計画についての最終の取りまとめをしていただきましたので、今後はこの

計画を指針として、それぞれのお立場で地域福祉の推進にご協力をいただきたいと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。 

 他に、事務局より連絡等があればお願いいたします。 

 

事務局   今回の策定委員会については、７月２日より、計５回の委員会にご参加いただき、貴重な

時間を割いてご協議いただきました。多くのご意見をいただき、第３期地域福祉計画ができ

あがりました。今後は、この計画を基に赤穂市の地域福祉に係る策を展開していきたいと考

えております。皆さま方のご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 事務局を代表して、委員の皆さまに大変お世話になりましたことを、改めて感謝申し上げ

ます。 

 



５．閉会 

 

副委員長  熱心なご協議、ありがとうございました。本日、委員会として最終の取りまとめをするこ

とができました。今後は、この計画に基づき、いろいろな事業や取組が展開されると思いま

すが、それぞれのお立場で計画の推進にご苦労いただき、基本理念の「深めよう地域の絆 み

んなで支え合うやさしいまち 赤穂」となるようにご尽力をいただくことをお願いいたしま

して、閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。 

 

事務局   本日も貴重なご意見をありがとうございました。以上で、第５回赤穂市地域福祉計画策定

委員会を閉会いたします。皆さまどうもありがとうございました。 

 

（終了） 

 

 


