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                         資料２ 

ヒアリング調査結果について 
 

社会福祉法人及び相談支援に関わる事業所にヒアリングシートの配布・回収、面談式に

よるヒアリングを実施しました。 

 

・赤穂市社会福祉協議会 ・玄武会   ・春秋会 

・なごみ    ・緑樹福祉会  ・赤穂あおぞら会 

・みのり    ・桜谷福祉会  ・青空福祉会 

・子育て学習センター 

 

主な結果は以下の通りです。 

 

１  貴法人が事業を行う上で、現在抱える問題点や課題等はありますか。 
（該当するものすべてに○） 

１ 人材不足 ７件 ２ 事業資金が十分でない ３件 

３ 事業に必要な情報が得にくい ２件 ４ 行政の理解や協力が得られない ２件 

５ 住民の理解や協力が得られない ０件 ６ 他の団体との連携が難しい ２件 

７ 事業に必要な場所、設備の確保 ２件 

８ その他 ３件 

・該当するものについては、事業等により異なる。 

・職員年収が低いので支援費をあげてほしい。 

・最低賃金を上げるのであれば、支援費もあげてほしい。 

・若い世代（高卒）にもっと多く職員になってほしい。 

・現状では何とか職員数は足りているが、千種の苑は次第に老々介護化しつつある。 

９ 特にない １件 

２ 貴法人における地域や他機関との交流状況やつながり、連携について 
（１）現在、連携・協力関係にある団体はありますか。（該当するものすべてに○） 

１ 自治会 ７件 ２ ボランティア団体 ７件 

３ 当事者団体 ５件 ４ 老人クラブ ５件 

５ 子ども会 ２件 ６ 福祉施設・サービス事業所 ６件 

７ 医療機関 ６件 ８ 保育所・幼稚園・学校 ６件 

９ 地域包括支援センター ５件 10 民生委員・児童委員 ６件 

11 社会福祉協議会 ６件 12 市 ６件  

13その他 ５件 

・学校、シルバー人材センター 

・赤穂高等学校、はくほう会医療専門学校、関西福祉大学 

・関西福祉大学 

・赤穂市社会福祉法人連絡協議会、兵庫県老人福祉事業協会 

14 特にない １件 
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３ 地域福祉に関する課題についてお伺いします 
（１） 普段事業を行っている中で、地域の人々からどのような日常の困りごと、地域の問題

などを聞きますか。また、年齢や地域、家族構成によって違いがあればお書きくださ

い。さらに、今後どのような取り組みを進めるとよいと思いますか。 

（すべての項目にお答えいただく必要はありません） 

① 高齢者支援・介護・ダブルケア等について 

（課題・問題） 

・老夫婦世帯、独居老人等で介護者不在のため、十分な介護を受けられない。 

・同子家族が居ても、引きこもりや精神疾患のためネグレクト状態で、十分な介護を受けられ

ない。 

・移動手段の確保について、毎回話が挙がっている。特に市中心部から離れている地区におい

ては、コミュニティバスがあっても「利便性が悪い」、「買物をして帰ると、手荷物があるの

で停留所から家まで苦労する」などの理由で、利用されていない様子が伺える。 

・「通いの場」として、いきいき百歳体操などの事業が展開されているが、集会所の老朽化や備

品の不足によって実施が見送られている場所がある。 

・もの忘れや金銭についてのトラブル。認知症、短期記憶の欠落により、日常的なやりとりの

欠如。高齢者やひとり暮らし世帯、家族と同居していても家族のサポートが得られない方が

いる。 

・支援者不足、支援者の高齢化 

・地域行事で地域包括職員に参加をお願いしたが、休日であることを理由に断られた。 

・高齢者が多い地区ではゴミ出し（粗大ごみや段ボールなど）に困る。 

・地区の草刈りに困る。 

・80 代の両親の介護を 50 代の精神障がいのある娘がしている。母親が骨折し、数週間自宅で世

話をしていたところ、娘も体調を崩してしまったというケースがあった。今回のケースで

は、日頃から関わっている相談員や病院への相談があったため対応ができているが、同様の

ケースでもだれにも相談できずに苦しんでいる場合も考えられる。 

・一人暮らし及び高齢者世帯からは、「通院や買い物などの移送支援」「定期的な食事の支援

（配食）」についての相談をよく受ける。特に身内が近くにいない人にとって、移動手段は大

きな問題である。また、現在も宅配サービスはあるが、地域によっては宅配してくれない地

域もある。また、日曜祝日は休みとか特別食への対応ができないなどの問題もある。充実し

た宅配サービスから選択できるような状況でもない。 

・高齢者が買い物等に行く移動手段の確保 

・地域で認知症高齢者や高齢世帯を見守ることができる地域力の向上 

・高齢者世帯や独居高齢者等、身体的・精神的に支障があり生活水準が低下している家庭があ

る。 

・歩行困難な方は、外出等に不自由がある。 

・行政や福祉団体等がどういう風に力になってくれるのか具体的な情報が伝わっていないと思

う。 

・介護も育児も両方担わなくてはいけない方達は自分がしないと仕方ない・・・と諦めている

事が多い。 

・ゴミ捨て・買い物に困っている人が多い。ゴミ収集サービスや困りごと応援隊だけでは十分

ではないと感じる。 

・認知症をはじめとする独居老人の増加に伴うニーズの多様化 

・周囲の心配とは別に、本人は自らの生活に問題やリスクを感じていない場合が多く、支援を

受け付けないケースも多い。 

 

（今後取り組むべき方向） 

・在宅介護支援センターの充実 専任として民生委員との連携を強化して、問題となる家庭の

掘り起こしを行っていく。 
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・デマンドタクシーやゆらのすけ等の高齢者の移動手段の充実 

・移動販売等の充実 

・地域で高齢者を見守ることができるボランティアの養成 

・移動販売車や買い物等送迎サービスについて、民間では限界があると思われる。現状の把握

と、今後の方向性を決めることを担う部署が、地域に合った取り組みを行い、課題解決を目

指すことが必要 

・高齢者の社会参加の場として、集会所は歩いて行ける貴重な場所である。自治会ごとに管理

することが原則ではあるが、環境整備についての支援 

・原因を探り、対象者を孤立させない支援 

・各機関が連携し、ネットワークの拡充、問題の未然防止 

・日常生活自立支援事業の周知 

・介護予防の推進 

・百歳体操実施条件の緩和（TV などの設備がなくてもできるように、体操の手順をポスター化

し、CDなどで歌・声掛けを流すなど） 

・市内での高齢者が多い地区と若い家族が多い地区が分かれているので平均化に近づける方策

（例えば、高齢者が多い地区の空き家を市の補助金でリフォームし若い家族に低額の家賃で

貸し出す） 

・問題が発生した際、どこに相談すればよいか、また具体的にどのような場合に相談すればよ

いかなどわかるような仕組みが欲しい。 

・オンデマンドタクシーも色々な形態があると思うが、予約をすることで自宅前に来てくれて

格安で利用できるような移送サービスがあればと思う。 

・現在、市の配食サービスはあるが、月から金曜で夕食のみである。３６５日、１日３食を基

本に個々で選べる形ができればいいと思う。 

・情報の発信。どうすれば地域の人達に伝わるか、どうすれば困りごとを言いやすくなるか、

を考えなくてはいけないと思う。 

・ホームページや公報で発信してもホントに困っている人の目に留まっているか分からない。

地域ごとに勉強会などを開いたりもっと住民同士が関われる場が必要だと思う。 

・ゴミ捨てや買い物等については地域で何とか助け合えるシステムを作る方がいい。 

・居宅ケアマネを通じて実態把握やニーズを明らかにする。 

②障がい者支援 

（課題・問題） 

・障がい者雇用枠で、一般就労する障がい者が、職場で理解されず離職している。 

・精神障害者で就労継続支援 A型施設に入職してくる人が増えてきた。 

・精神障害者の対応は個別性が強く難しいため、長続きしない。 

・障がいがあっても健常な人とともに働く場所がないので自立できない。 

・障がい児を預かることになった場合、現在の補助金では短時間のパートが見るぐらいの補助

金しか出ない。しっかり人員を手配できるか不安がある。 

・金銭についてのトラブル、支払い、貸し借り、使い込みによる収支のバランス 

・近隣の方とのトラブル 

・就労支援 

・生活困窮 

・障がい者の卒業後の福祉サービス事業所（特に生活介護事業、日中一時、ショートステイ、

移動介護、行動援護などが行える事業所）が少ない。 

・障がい者の高齢化に対応する福祉計画が貧弱 

・障がい者児の文化、スポーツへの参加の為の支援がない。 

・６０代の一人暮らしの精神障がいの利用者を見守ってくださる近所の方がおり、数日バイク

が止まったままだが大丈夫か、など必要に応じて連絡をくださり、地域の方との関係が築け

ている。その一方、ほかの利用者から地域との関わりについての話は出てこない。 

・精華園、さくら園等より職場（職業）実習等の依頼があれば、実施しやすいよう実績を積

む。 



4 

 

（今後取り組むべき方向） 

・障がい者雇用を進める企業の、従業員への障がい者に対する関わり方の教育 

・特に精神障害者に対する関わり方の職員の指導力の向上の為、研修の開催や専門職を事業所

に派遣して欲しい。 

・ひとりで抱え込まないで、悩みを出し合える場所、機会があればいい。広報などで知らせて

ほしい。 

・障がい児に対する支援は充実していると感じているので、資金面で支援していただけるとあ

りがたい。 

・行政や基幹相談支援センター、事業所との連携・情報共有 

・自立できるように生活指導、改善 

・就労支援の充実 

・地域活動センターの充実 

・障がい者福祉計画の策定の素案作りための情報、資源収集が少ないので、特別支援学校、福

祉事業所、当事者団体、関西福祉大学からの徹底した情報集め提言を踏まえた上での素案作

りを行う。 

・利用者に対して、地域の清掃活動や行事への参加を促すとともに、行事に参加した際には地

域の方からの声掛けや対応ができるよう研修等をしていただきたい。 

・高齢者施設における清掃関係、リネン交換等で適性に応じて障害者雇用を継続する。 

③子育て支援 

（課題・問題） 

・母親が急に病気になった場合、子どものお世話をする人がいない。 

・一時預かり保育の問い合わせがあるが、園の面積・職員などにより、要望に応えられない場

合がある。 

・延長保育についてはニーズが少ない一方、必ず必要とする方もいる。延長保育については職

員の負担が大きい上補助金が少なく赤字の状態である。 

・ひとり親世帯の子どもの学習、生活環境の整備 

・生活困窮支援 

・子育ては基本家庭教育だが、しっかりとした家庭づくりが出来ていないケースや経済的な基

盤の乏しさによって子育て、教育がなされていない。どのような家庭を作るかなどの夫婦で

の話し合いがないままのケースが多い。 

・障害のある人の子どももまた障害のあることが多く、子どもが療育を受けられないケース

や、双方が虐待をするケースなどがある。 

・赤穂市で行っている、様々な子育て支援、助成金などを知らない保護者もいる。広報や市ホ

ームページなどで詳しく見て自ら行動している人と、何も見ていなくて、情報を知らない人

がいる。 

・当施設で実施している子育てサロンの際、参加される保護者からこどもの養育・発達に関す

る相談がある。 

・電話での養育相談が時々ある。 

・子育てについても地域で色んなグループがあると思うが、果たしてそれを知ってる人がどの

くらいいるのか疑問。 

・児童手当、給食費・医療費の補助については、各自治体で差はあるものの、各々限界までき

ているのではないだろうか。 

 

（今後取り組むべき方向） 

・子どもの熱が出たり、軽い風邪症状が長引いている場合など、健康児と別室でゆったりと保

育ができる環境を作り、子どもの安全と保護者の働く条件作り、職場の協力など、子どもが

守られることに取り組んでほしい。 

・延長保育の市独自の補助金が必要 

・学習環境の整備 
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・食事確保 

・相談員の増員 

・私的な事だが、我が家の娘 3人は、結婚前にそれぞれ結婚講座（相手と 2人で）を受けてい 

る。結婚、出産、子育て、巣立ち、老いを 2人で作り上げる喜びと覚悟を何らかの形で伝える

場の提供 

・地域の理解を得たうえでの見守りや、親子ともに同じ相談支援員に相談できる場が必要であ

る。また、必要に応じて、地域の方が連絡できるよう相談支援員などとかかわりを持つこと

が必要 

・よりわかりやすい情報提供の仕方、パンフレット等の配布方法などの検討 

・「子育て家庭への助成金、保育料免除、給食費無償・・など様々な支援がありがたい」と、活

動に参加されている保護者から話をよく聞く。助成金等の予算を今後も更に充実させてほし

い。 

・子育ての仲間を作り子育てを楽しめるよう、当センターも子育て支援・保護者支援として活

動を行っているが、更により良い子育て支援の活動内容や広報の仕方等を検討し、市民に情

報提供していきたい。 

・核家族の保護者より、子育ての不安やストレスなどの相談をよく受ける。また、子どもの遊

び場を探していたり、親同士が気軽に話せる場を求めていたりすることが感じられるので、

当センターにおいても「親子で安心して過ごせる遊びの場作り」を、子育て支援の一つとし

て充実させていきたい。 

・相談内容によって必要があれば子育て支援課やすこやかセンター等関係機関と繋げていく。 

・地域と施設が相互に子育て支援し合えるよう、密接な関係づくりを行っていく。 

・有年地区の幼稚園、小学校は一つに統合するのがよいと思われる。 

・ある程度のグループの規模は、活気が出たり、お互い競りあったりする中で成長していくの

ではないか（ここまで統合しなかったのには、理由があると思う）。 

④防災 

（課題・問題） 

・大規模災害時の自治体との連携 

・園内の防災訓練は行っているが、地域の連携が不十分 

・地域への声かけが大切だが、現在はそういう状況に至っていない。 

・当園の場合、千鳥県営住宅が避難先になるが、避難先に部屋がないため、廊下で長期滞在す

る可能性がある。小さく体力のない子どもにとっては過酷な環境になることが懸念される。 

・総合福祉会館が福祉避難所に指定されているが、具体的に誰がどのように運営していくのか

などが不明。また、総合福祉会館が中広地区の避難所と福祉避難所、災害ボランティアセン

ターの拠点になる可能性が高いが、３つを行うのは難しい。 

・防災意識が低い（特に 20～30代の若い世代）。 

・災害が起こった時の準備・連携、災害時の市の動きが分からない。 

・高齢者の避難について、対象者が多く、民生委員や自治会のみでは対応が難しい。 

・日頃から呼びかけられている割には他人事のように感じる人が多い。 

・日頃の備えをどのようにもっと真剣に捉えてもらえるか。 

・自分たちの住む地域で災害が起こるという考えがなく、防災意識がない。また、避難所での

共同生活に関して、不安の声や他の地域でトラブルがあったという話を耳にする。 

・令和 3年介護保険制度改正により、地域との防災についての取組みが必要となった。 

・近隣住民が避難を求めてきた場合の対応 

・停電、断水等、ライフラインが途絶えた場合の対応 

・市や地域との連携の取り方 

・施設として、有事の際に各関係機関ときちんと連携が取れるのか不安 

・当苑のご利用者様の命は守らないといけない義務があると考えている。 

 

（今後取り組むべき方向） 

・地域での災害訓練時に、住民だけでなく、企業・団体の参加の義務付け 
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・地域住民の皆さんとの協力体制を作っていきたい。 

・避難先の環境の整備。避難する部屋や物資の確保など。 

・マニュアルの作成。定期的な訓練を実施し、その反省を生かしながら施設・備品整備を進め

てはどうか。また、総合福祉会館は災害ボランティアセンター設置場所と重なるため、災害

ボランティアセンターを関西福祉大学に設置するなどの検討が必要 

・防災、いのちを守る行動の啓発 

・関係機関の連携、整備 

・平時からの避難訓練と役割分担 

・災害対応カードゲーム教材「クロスロード」を市内の中学生に取り入れる（中学生は各地区

なので災害時には活用できる）。 

・災害に関する講習や、防災訓練などを定期的に行う必要がある。また、災害時のトラブルを

避けるため、地域住民と障害のある人が一緒に防災訓練を行うことや、日頃からコミュニケ

ーションを図ることが必要である。 

・地域の中の危険な場所、災害時の避難場所など、地域住民が日ごろから周知しておく。 

・独居家庭、高齢者家庭に、声をかけあう地域住民「ご近所づきあい」のつながりをつくる。 

・ショートステイなど市からの委託で短期入所児童がいた場合、市や保護者等との連携の取り

方を整理する。 

・停電時や断水時に優先的に給水車等を廻してもらうことで地域の方々にも活用してもらう。 

・市や地域との連携の強化。 

・近隣住民や関連機関と連携を取れるよう日頃から繋がりを持つべきだと考える。 

・災害発生時には、地域住民の方から、当苑へ避難したいという声をいただいたことがある

が、施設裏の片山池のさらに上部が土石流の警戒区域になっているので、天候等が落ち着い

た後であれば安心して受け入れられるが、荒天時には「どうぞ来てください」とは言えない

状況である。 

⑤生活困窮者 

（課題・問題） 

・年金だけでは生活できない。 

・生活相談会を開き、生活保護など生活できるための支援をする。 

・保護者の中での生活貧困者の実態が見えにくい。個人情報の関係もあり自治体との情報共有

が難しい。 

・「フードバンクあこう」や「あこう子ども食堂」が実施しているフードバンク活動について、

本来の目的（食品ロス削減）が見失われ、「困窮世帯を支援するために集められている」と誤

解されていることが多い。 

・本当に困っている方、食糧が必要な方に届いていないのではないか。 

・生活困窮者の把握（自ら声があげにくい） 

・コロナ禍で、自営業者をはじめ、困窮者が増えた印象 

・困っている世帯には細かい支援が必要。生理用品を学校に用意しておくことや、子ども食

堂・子どもの学習の支援など。 

・進学や学生時代の奨学金により負担増加、就職後も返済を抱えたまま支払いに追われる。 

・若年層からの介護等により、資格取得や技術を磨く時間がなくなる。 

・ヤングケアラーとは何か、そもそも浸透していない。 

・市内でのヤングケアラーの状況が不明 

・親が貧困なので子どもが貧困になっている（連鎖が顕著）そのような家庭に即座に駆けつけ

るソーシャルワーカーがいない。 

 

（今後取り組むべき方向） 

・行政や関係機関との連携強化、情報共有の場 

・緊急一時支援策と継続支援策 

・困窮者の相談に乗る人が困窮の経験がない人なので親身になっていないように思われる。や

はり同じ経験の人からの言葉は胸に響く。 
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・外国では、日本のようにお金をだけを渡す（生活保護費）のではなく、フードスタンプ（食

料品が買えるカード）を配布している。お金は最小限に渡してフードスタンプを取り入れ

る。 

⑥子どもの貧困・ヤングケアラー 

（課題・問題） 

・地域の貧困家庭等は、ショートステイを利用されるケースがある。 

・特に子供は問題を社会に発信する術を知らないと思う。 

・自分の周りにヤングケアラーがいるかどうかも全く分からない。 

・赤穂市内で多分２カ所で取り組まれている子ども食堂は、コロナ禍の中で無事に安全に運営

されているのか気になるところ 

 

（今後取り組むべき方向） 

・実態を明らかにする。支援できる制度を利用することを知らせる相談窓口を多く作り、救う

手立てを考える。 

・学生への補助金拡大 

・ヤングケアラー世帯の介護費負担の見直し 

・子どもの貧困＝親の貧困ととらえ、親に対して就労支援や家計相談につなぐ。 

・状況把握の上、適切な支援の検討 

・相談窓口の設置 

・子ども本来のあるべき姿を守るため変わって家庭に入って食事作り、看病などをする役割の

人の養成 

・子ども食堂や子ども〇〇教室・・など、家庭では満たされないことや、経験できないことな

ど、市の予算の幅を広げ、活動を充実させてほしい。 

・頻繁に利用したり、長期化するケースもあり、子ども家庭センターとの連携をさらに深めて

いく（一時保護に繋げるため）。 

・やはり学校や自治体が中心となって関わるべきだと思う。 

・こども食堂の開設 

・子供の孤立を増幅させていないか、声なき声の存在なのでとても気になる。 

⑦社会的孤立・ひきこもり・８０５０問題 

（課題・問題） 

・ひきことりの息子との２人暮らしで、ネグレクトのため廃用が進み寝たきりとなった利用者

が現在入所されている。 

・なかなか実態がつかみにくいとは思うが、ひきこもりの若者、老人も多いと思う。地域が関

心を持ち、声もかけあう運動があれば良い。 

・居場所 

・相談先の周知、啓発 

・対象者の把握、把握後の対応 

・地域にひきこもりの方がいると分かっていても、支援や情報が届いていない。 

・まだまだひきこもりに対しての偏見が強い。 

・そのような問題を抱えたか家庭が家族だけの問題となっているので社会の中で孤立してい

る、どのように社会の問題としていくか。 

・何年も引きこもっている人が相談する場や最初に出ていく場がわからない。勇気を出して電

話しても、ほかの場所に相談してと連絡先を伝えられ、やる気がなくなったといった話を聞

くこともある。 

・認知症の親と同居していた息子（50 代）がリストラにあい引きこもりになって、息子が親を

介護しなければならないが、酒ばかり飲んで逆に認知症の親に世話になるような事例があっ

た。8050 問題は、今後増えていくと思うが、表面に現れる場合は対処のしようもあるが、表

面に現れない場合の問題がある。 

・困っていても孤立していても SOSを発信できる人は少ない。 

・社会から取り残されないような政策が必要なケースが多いが、支援拒否も多いと聞く 
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・実父母と義父母の介護や生活援助を一人でされている女性を見たことがある 

 

（今後取り組むべき方向） 

・早期発見・強制的に介入できるような仕組み 

・専門員の設置 

・早期発見、社会との交流の前のワンステップとしての活動 

・地域に理解者を増やすための啓発活動 

・関係機関との連携強化 

・アウトリーチ強化のための専門的な人材育成、確保 

・ケースの掘り起こし 

・勇気を出して家庭を訪問する。必要な情報をお渡しする。根気よく続ける。そのような家は

戸が閉まっているので訪問の際は戸を開けたままお話をする。そのことによって気持ちが少

し開ける。 

・現在社会福祉協議会がおこなっている「みんなのいえ」事業を内外にアピールすることが必

要である。 

・家族そのものが地域社会とつながっていく必要があり、各自治会や民生委員の働きが大切に

なると思う。現在、社会福祉課に「え～る」が窓口としてあるので、そこへつなぐまでの取

り組みが必要である。 

・近隣の住民がまずおかしいと気づく事が大事だと思う。 

・地域で助け合う。 

・どうすれば今の状況から抜け出せるかを行政も交えて本人と話し合い 

・プランを立てる。 

⑧虐待防止、差別解消 

（課題・問題） 

・介護のストレスによる高齢者虐待 

・同居の息子による年金の詐取（経済的虐待）が行われており、年金の入る通帳の口座を閉鎖

する手続きをとる際、銀行の理解・協力が得られず時間と労力を使った。 

・様々な家庭環境があり、その線引きは難しいと感じる。現在その疑いがある保護者はいない

が、家庭環境、経済的な理由、疾病などにより不適切な養育が懸念されるケースもあるので

はないか。 

・家庭内など、他人の目が届かないところで起こるので発見が遅れる。 

・SNSでの誹謗中傷 

・虐待や DVを受けた人の避難できるシェルターがない。 

・日本は、子どもも含めて弱者を守る気質が薄いように思う。経済的に貧困な家庭においての

虐待が目立つ。法律が出来たにもかかわらず周知されていない。私が知っている国ではスー

パーなどで子どもを大きな声で叱ると警備の人が警察に通報し保護される。母親などが、車

に子どもだけを乗せて買物をしていると警察が来てこどもを保護する。日本は虐待の観念が

ない。 

・虐待かどうか判断しにくい、声をかけるのを躊躇する、どの段階でどこへ相談したらいいの

か、など迷い、結局行動できないままになっている、という話を聞いている。 

・虐待の可能性がある要支援家庭について情報が入ることはあるが、具体的な対応を行うため

には施設だけの力では難しい。 

・施設においては、職員に対し、職員不足から極度の負担がかからないよう適切な人員配置が

必要 

・感染症等で一時的でも職員不足になったとき等のために BCPを含めた業務の見直し等が必要 

 

（今後取り組むべき方向） 

・多職種連携により、早期発見・介護負担の軽減に努める。 
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・虐待を早期に発見するための仕組み 

・銀行の理解と、市の強い権限 

・SNSやネット使用についての啓発 

・空き家などを活用したシェルター開設 

・日常何気ない言動でも、このような事も虐待になるのだということが多いので、具体的な啓

発。通報した場合の公の適切な対処（せっかく通報しても児相などの対処は残念。） 

・気になる状況を見聞きしたら、迷わず相談機関へ伝えることができるような町づくり、よく

わかるネットワークづくりが大切。相談する人もためらわず知らせる勇気がいると思う。 

・虐待に関する細かな情報を関係機関が共有し、有事に素早く対応できる体制を整える。 

・利用者に笑顔で対応できるよう、心にゆとりを持って介護業務ができる人員数を確保、環境

体制を整える。 

⑨権利擁護・成年後見制度の利用 

（課題・問題） 

・必要な人が利用できない。 

・行政との連携 

・当事者からの声が少ない。 

・制度が浸透しておらず、どこに相談していいのか、周知が足りないと思われる。 

・日常生活自立支援事業では対応困難となっているが、成年後見を利用する金銭的余裕がな

い。 

・権利擁護の中での権利が具体的でないので、周知されていない。 

・後見制度は取り消しが効かない。 

・親が認知症になり息子が成年後見制度を利用したが、あまりにお金の出し入れが厳しく、ま

た書類の提出などが煩雑で誰もができることではなく困ったということを聴いたことがあ

る。また、費用がいくらかかるかという不安がある。費用のことや制度のメリット・デメリ

ットは何かなど、もっと丁寧に具体的に説明していく必要がある。 

・まれに、家族・親族がいても、誰も身元引受人になってくれない場合は、早めに成年後見人

を立てることは必須 

 

（今後取り組むべき方向） 

・成年後見制度の利用促進 

・関係機関の連携強化 

・権利擁護は権利を表明できにくい人の権利やニーズをどの場で誰が表明して、支援していく

のか改めて啓発を行い、携わる人々には研修の機会を増やす。 

・後見制度はもっと使いやすい制度にする。 

・成年後見制度については、デメリットも含めてなるべく分かりやすく説明し、利用に係る費

用の助成の説明や支援があることも周知していく。 

⑩その他 

（課題・問題） 

・移送などをはじめとした、さまざまな地域課題 

 

（今後取り組むべき方向） 

・ほっとかへんネットの活用 
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４ 地域福祉をすすめるために取り組むべきことについてお伺いします 
（１） 地域特性や課題に対して、行政が取組むべきことは何だとお考えですか。 

・地域住民のつながりを構築する為の仕組み作り 

・地域住民の声をしっかり聞くことだと思う。 

・行動を起こす個人や団体への支援を財政面も含め、積極的に行ってほしい。 

・縦割り行政からの脱却。地域における課題が複合的になっており、一つの部署で解決は難し

い。部署の役割だけでなく、複数の部署が協力し合い、協働していく。また、課題に優先順

位をつけ、各部署で連携しやすい体制をつくること。 

・地域に足を運ぶ、市民の気持ちになった取り組み 

・各種会議などただ開催するだけにならないよう、地域の課題解決や新たなサービスを考える

場とする。 

・少子高齢化に対して、子育てがしやすい環境づくりと高齢者が生活しやすい仕組みづくり 

・わかりやすい情報発信、デジタル化、市民との対話を増やしすぐに取り入れる。 

・持ち込まれた事柄にはスピードを持って取り組む。できない理由を並べ立てない。 

・どのようにすればできるかと工夫する。市民の立場にたてるしっかり働く市職員の育成。 

・市民に喜ばれることこそ職員の誇りと思えるよう教育する。 

・様々な地域資源があふれている市なので、海外に目を向けてほしい。 

・適切な対応を行うことができるよう、常に地域特性や課題について把握しておく必要があ

る。そのため、社会福祉協議会や民生委員その他の機関と連携を図ることが必要である。 

・地域住民がつながり地域活動を盛り上げるための予算編成 

・市内でも地域環境は様々で、各自治会の高齢化率や交通事情などの課題は多様化。 

・各地域住民の困り感や意見を聞く場作りをしていく。 

・地域の中のネットワーク作り 

・地域福祉の担い手である民生・児童委員等への負担が増大しており、民生・児童委員になる

人がいない現状を改善する取り組みを行うべきだと思う。 

・少子高齢化：無子高齢化と表現される事があるくらい、いびつな社会構造となっている社会

が縮小していくと何一つ良いことはないが、「子供を増やそう」と言えば各種団体から非難が

出、パンドラの箱となっているが、結婚を通じて子供の出生数を増やし、再び活力ある地域

を目指す。 

（２） 地域特性や課題に対して、社会福祉協議会が取組むべきことは何だとお考えですか。 

・ボランティアの育成 

・地域に足を運び、市民の声に耳を傾ける（地域課題に対して住民と一緒に関わる）→事業に

反映 

・時代の流れに合わせた対応 

・他機関との積極的交流 

・G.H.Q によって民間の社会福祉活動強化のために設立された当初と違ってきている（社会福祉

法によって）ので、役割が複雑化してきているので、（ほかにも担う団体等がでてきている）

もう少し役割を絞り明確化する（単なる調整役だけでは不十分） 

・G.H.Q.が設立した思いを再度受け止める。 

・特に若年層において、地域内でのかかわりそのものが希薄になってきているため、地域内で

の交流の促進を図り、その中で地域特性や課題に対しての協議や相談を行うべきである。 

・子ども福祉、社会福祉、高齢者福祉、障がい者福祉などいろいろあると思うが、様々な支援

サービスを行っていることをもっとアピールしていく。 

・ボランティアの人材育成 

・行政と住民・事業者間との橋渡しを行う組織として、行政ではできない機能を担うべきだと

思う。 

・コロナ禍の収束を前提として赤穂市、相生市、上郡町、備前市合同でお見合い大作戦を行う

（すでに取り組まれているようだが、もっと PRして勧めてはどうか）。 

・赤穂城跡等でパワースポットとしてふれ込み、開催する。 
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・結婚成立となれば、住宅補助または提供、子供には児童手当、医療、給食費補助等優遇 

・イベントをメディアで紹介する。 

（３） 地域特性や課題に対して、地域住民が取組むべきことは何だとお考えですか。 

・住民ひとりひとりが自分のできることを出し合う。助けてほしいことを出し合う。 

・地域特性や課題などは、地域住民が一番理解していると思うが、それを解決するための議論

までできていないのではないか。専門職が伴走しつつ、一緒に課題を整理していくことで、

課題解決の必要性を見出し、主体的に取り組めると思う。 

・我は我、我関せずではなく、近隣交流や行事ごとに関わりをもつ（たすけあいの大切さ、必

要性の再認識）。 

・行政任せにせず、身近な課題と向き合う（問題意識を持つ）。 

・今の地域に合ったやり方へシフトしていくこと（自治会まかせのあり方、地域行事など） 

・健康寿命を延ばすため、ボランティアなどの地域活動に積極的に取り組む。 

・市政を学び、理解する。市会議員の質を向上させる。 

・特に若年層において、地域内でのかかわりそのものが希薄になってきているため、行政や社

会福祉協議会や地域で開催している交流の場へ参加する意識を持つことが必要である。 

・地域の問題を人任せ、市任せにせずに、まず地域住民がつながり、共に生きていこうとする

意識づくり。 

・地域の行事への参加率を高める。 

・地域の課題を見て見ぬふりをしない。 

・百歳体操やいきいきサロンなどを行っている地域は人と人のつながりが強く、特に一人暮ら

しの高齢者の見守りや助け合いなどが自然にできているように思う。今後、一人暮らしや高

齢者世帯の占める割合が増えていく中で、高齢者はもとより障害がある人や経済的な自立が

困難な人など、近隣との関係が希薄にならないように、地域住民誰もがその地域を支える役

割を担えるような取り組みや、「出会いの場」づくりができればいいと思う。 

・地域子育て支援力の向上のため、地域と施設が相互に育ての場として活用し合う。 

・地域全体で子育て家庭を見守り、支援する。 

・４市町合同お見合い大作戦を地域おこしと捉え、独身の子供がいる家庭からエントリーを促

す。 

・４市町合同で行うものの、赤穂市主導で出会いと新しい人生の聖地となるよう印象付け、実

態化していく。 

 

５ その他、地域福祉の推進に必要と思われる内容等がございましたら、ご記入くださ
い。 

・核家族・共働きの家庭が増え、地域住民の繋がりがなくなり、隣の住人の職業や家族構成も

分からなくなってきた現代で、「地域での支え合い」は難しいと思う。職場や趣味活動での繋

がりを広げて、支え合いの仕組みを考える等、他の繋がりを育成・利用することも必要では

ないだろうか。 

・地域福祉の推進においては、地域の代表として日々活動されている民生委員、福祉推進員、

自治会の役員など、皆様の活動は忙しく大変なことだと思うが、皆様の協力があってこそだ

と感謝している。 

・昭和頃によくいたおせっかいおばさん・おじさんが、介護保険法、個人情報保護法等の施行

と同じ頃よりほぼ絶滅してしまったことが、現代社会のギスギス感を招いたように感じる。 

・令和のおせっかいおばさん・おじさんが育つような、ゆったり・穏やかな社会環境が必要で

そこには、子供が多数いてほしい。 

・豊かなタテ社会が地域の根本にあるべきと考える。 

・赤穂に住み続けるかどうかは、やりたい仕事が地元にあるかどうかということにも絡んでく

るので、企業誘致も必要 

 

 


