
            赤穂市地域福祉計画課題シート        資料３ 

 

「基本目標１ 福祉の意識づくりと担い手づくり」についての課題 

現計画の方向性 

人口減少、少子高齢化の進行により、地域の支え手も減少していくと考えられます。その一方で、

支援を求める人が増えており、また求める支援内容も多様化・複雑化しています。そのため、市民一

人ひとりが福祉に対する意識を高めつつ、市民一人ひとりが地域を支える担い手として活躍できる

まちづくりを進めていきます。また、民生委員・児童委員をはじめ、自治会や各種福祉団体、事業者、

大学など、地域を支える様々な主体の活動を支援するなど、赤穂の福祉力のさらなる向上に努めま

す。 

（１）福祉意識の向上、地域福祉活動への参加促進 

（２）福祉人材の発掘・育成、活動支援 

  

１ 国の方針及び

社会動向 

社会福祉法の改正 

重層的支援体制整備事業の創設 

２ アンケート 

調査結果 

・「あなたは「福祉」に関心をおもちですか。」について、「ある程度関心がある」の割合が 63.3％

と最も高く、次いで「とても関心がある」の割合が 21.1％、「あまり関心がない」の割合が 14.0％

となっています。（問８） 

・「特にどの福祉の分野に関心をおもちですか。」について、「高齢者福祉（高齢者介護など）」の

割合が 45.5％と最も高く、次いで「社会福祉（福祉全般）」の割合が 18.5％、「児童福祉（子

育てなど）」の割合が 10.5％となっています。（問９） 

・「赤穂市は子どもや高齢者、障がいのある方などにとって暮らしやすいまちだと思いますか。」に

ついて、「まあまあ暮らしやすいと思う」の割合が 46.3％と最も高く、次いで「わからない」の

割合が 17.2％、「あまり暮らしやすいとは思わない」の割合が 16.5％となっています。（問 10） 

・「地域福祉推進委員の活動にやりがいを感じますか。」について、「少し感じている」の割合が

45.3％と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が 22.1％、「感じている」の割合が

17.4％となっています。平成 28 年度調査と比較すると、「少し感じている」の割合が減少して

います。（P111 問 11） 

３ ヒアリング 

調査結果 

・支援者不足、支援者の高齢化 

・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。 

・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 

・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 

４ 次期計画に向

けた課題 

地域活動の担い手を育成する上で、子どもの頃からの福祉教育や地域での様々な活動への参加体

験を通しての福祉の意識づけが必要です。 

アンケート調査によると、市民は高い割合で福祉に関心を寄せており、高齢者福祉や社会福祉、児

童福祉に関心が集まっています。また、地域福祉推進委員の活動にやりがいを感じている割合が前調

査よりも減少しています。今後も福祉に関する意識の向上に努めつつ、担い手となる人たちがやりが

いをもって活動できるよう支援していく必要があります。 

ヒアリング調査によると、福祉の担い手の高齢化が問題視されており、若い世代の福祉の担い手を

増やして、育成に努めていく必要があります。また、地域全体で福祉の支援が必要な人を見守ってい

ける環境を整備していく必要があります。 

今後、福祉への関心や理解を高めるために、地域福祉に関する学習の場や体験学習の機会づくりの

充実を図るなど、福祉教育の活動を広げていくことが必要です。 

 

  



「基本目標２ 地域のネットワークづくり」についての課題 

現計画の方向性 

市民をはじめ、地域で活躍する各種団体による福祉活動を支える一方で、各主体がつながり、連携

を図る場が必要となります。また、求める支援内容が多様化・複雑化している中、一つの主体だけで

の問題解決が難しいケースもあり、各主体が協働で支える仕組みや情報を共有する仕組みが必要と

なります。個々人が抱える問題や地域としての課題を解決するため、各主体が集い、情報が共有でき

る場の設定をはじめ、各支援団体につながっていくネットワークづくりに努めます。 

（１）重層的な地域福祉ネットワークの構築 

（２）集える場、連携できる場の確保 

  

１ 国の方針及び

社会動向 

包括的相談支援事業 

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 

・支援機関のネットワークで対応する 

・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ 

参加支援事業 

・社会とのつながりを作るための支援を行う 

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる 

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う 

地域づくり事業 

２ アンケート 

調査結果 

・「あなたは、日常生活でどのような不安や悩みを感じていますか。」について、「自分の健康や介

護のこと」の割合が 54.1％と最も高く、次いで「家族の健康や介護のこと」の割合が 49.3％、

「高齢になってからの一人暮らし」の割合が 34.0％となっています。平成 28 年度調査と比較す

ると、「自分の健康や介護のこと」「家族の健康や介護のこと」「高齢になってからの一人暮らし」

「福祉や介護サービスの費用負担」「地震や風水害、火事など災害のこと」「医療体制のこと」の

割合が増加しています。また、「世帯の収入や経済的なこと」の割合が減少しています。（問 11） 

・「新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、困っていること・心配なことはありますか。」につ

いて、「自分や家族の健康」の割合が 65.8％と最も高く、次いで「人とのつながりがうすれるこ

と」の割合が 27.9％、「災害時の避難所のこと」の割合が 25.5％となっています。（問 12） 

・「あなたは、健康や福祉に関して困ったときに相談する相手（機関）はいますか」について、「い

る（ある）」の割合が 77.5％、「いない（ない）」の割合が 21.7％となっています。また、「相

談しない理由は何ですか。」について、「誰に相談すればいいかわからないから」の割合が 22.7％

と最も高く、次いで「自分や家族で何とかやっているから」の割合が 20.4％、「気軽に相談でき

る相手（機関）がいないから」の割合が 16.2％となっています。平成 28 年度調査と比較すると、

「誰に相談すればいいかわからないから」の割合が増加しています。（問 14、問 16） 

・「あまりご近所との付き合いをされていない理由は何ですか。」について、「仕事などで家をあけ

ることが多く、知りあう機会がない」の割合が 50.1％と最も高く、次いで「ふだん留守の家が多

いなど、そもそも近所付き合いのほとんどないところである」の割合が 26.3％、「近所付き合い

はわずらわしいので避けている」の割合が 20.9％となっています。平成 28 年度調査と比較する

と、「近所付き合いはわずらわしいので避けている」「ふだん留守の家が多いなど、そもそも近所

付き合いのほとんどないところである」の割合が増加しています。（問 27） 

３ ヒアリング 

調査結果 

・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。 

・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。 

・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。 



４ 次期計画に向

けた課題 

親の介護と子育てを同時にしなければならないダブルケアの問題や、80 代の親が 50 代のひきこ

もりがちの子どもを養っている 8050 問題等、個人や世帯単位で様々な課題を抱え、支援を必要と

しているケースが増えています。 

アンケート調査によると、日常生活において様々な悩みや困りごとを抱えている人が多くみられ

ます。また、新型コロナウイルス流行の影響により、人とのつながりが希薄になることに不安を抱え

ている人も多くみられました。周囲の人だけでなく、行政の相談窓口や関連機関が連携を密にして、

重層的・包括的に相談や支援にあたっていく必要があります。 

ヒアリング調査によると、8050 問題やひきこもりなどの問題は複雑化しています。また、どこ

に相談すればよいのかわからなかったり、解決されないなどの問題もあります。分野横断的な支援や

相談を行っていく必要があります。 

適切に相談につながらずに孤立化してしまうケースや、相談先がわからずに状態が深刻化してし

まうケース等もあり、問題が発見された場合に適切な相談先につなげる仕組みや、より円滑で包括的

な支援体制の整備が求められます。 

 

  



「基本目標３ 支援につなぐ体制づくり」についての課題 

現計画の方向性 

住民相互の助け合いを基軸としながらも、支援につながる体制づくりが必要です。支援を求める人

に支援が行き届くよう、福祉に関する情報提供をはじめ、行政による相談はもちろんのこと、地域で

活躍する各主体による相談も含めた幅広い相談体制の充実を図ります。また、近年の新たな課題とし

て挙げられる生活困窮者やひきこもりの人などに対する支援をはじめ、日常的な見守りや生活支援

など、様々なサービスの確保及び提供の充実に取り組みます。 

（１）情報提供の充実 

（２）相談支援体制の充実 

（３）支援が行き届くサービス提供体制の充実 

（４）権利擁護の充実 

  

１ 国の方針及び

社会動向 

成年後見制度利用促進基本計画 

・利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 

・権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

・不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

多機関協働事業 

２ アンケート 

調査結果 

・「あなたは、健康や福祉に関して困ったときに相談する相手（機関）はいますか」について、「い

る（ある）」の割合が 77.5％、「いない（ない）」の割合が 21.7％となっています。また、「相

談しない理由は何ですか。」について、「誰に相談すればいいかわからないから」の割合が 22.7％

と最も高く、次いで「自分や家族で何とかやっているから」の割合が 20.4％、「気軽に相談でき

る相手（機関）がいないから」の割合が 16.2％となっています。平成 28 年度調査と比較すると、

「誰に相談すればいいかわからないから」の割合が増加しています。（問 14、16） 

・「あなたは「生活困窮者自立相談」(え～る)（社会福祉課に開設）をご存知ですか。」について、

「名前も内容も知らない」の割合が 68.4％と最も高く、次いで「名前のみ知っている」の割合が

20.5％となっています。（問 22） 

３ ヒアリング 

調査結果 

・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 

・アウトリーチ強化のための専門的な人材育成、確保 

・延長保育の市独自の補助金が必要 

・学習環境の整備 

・食事確保 

・相談員の増員 

４ 次期計画に向

けた課題 

多様化・複雑化している福祉ニーズや生活課題に対応できるよう、各相談窓口相互のネットワーク

の強化や情報提供の充実等が求められます。 

アンケート調査によると、健康や福祉に関して困りごとを抱えている人の中で、相談先がわからな

いから相談していない人がみられました。また、経済的に困った際の相談所「「生活困窮者自立相談」

(え～る)」についての認知度は低い傾向にあります。困った際の相談先や支援制度の周知を図ってい

く必要があります。 

ヒアリング調査によると、障がいをもった方に対する関わり方の教育や、悩みを出し合える場所・

機会が求められています。また、地域の住民が抱える福祉ニーズに対応した環境の整備が求められて

います。 

子どもから高齢者まで支援を必要とする人に必要な情報が届くよう、身近な生活の場や情報技術

を活かした情報提供の充実を図る必要があります。また、福祉情報がすべての市民に行き届くよう、

各年代の情報入手手段やニーズに応じた情報提供の充実を図る必要があります。さらに高齢者や障

がい者等にとっても分かりやすい情報提供の工夫が必要です。 

高齢者や精神障害を持った方なども安心して暮らしやすい環境の整備が必要です。成年後見制度

や日常生活自立支援事業の推進のもと、福祉サービス利用者の権利擁護をより一層充実することや

虐待防止対策に取り組んでいくことが求められます。 

 



「基本目標４ 安全・安心のまちづくり」についての課題 

現計画の方向性 

近年、大規模災害等による被害が増えていることからも、災害に強いまちづくりやバリアフリ

ー、ユニバーサルデザインに基づく誰にもやさしいまちづくりを進めるなど、安全・安心のまちづ

くりに取り組みます。 

（１）防災・防犯体制の充実 

（２）住みやすいまちづくり 

  

１ 国の方針及び

社会動向 

再犯防止推進計画 

・就労・住居の確保 

・保健医療・福祉サービスの利用の促進 

・学校等と連携した就学支援の実施 

・犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施 

・民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 

・地方公共団体との連携強化 

・関係機関の人的・物的体制の整備 

２ アンケート 

調査結果 

・「あなたは、災害が起こった場合の地域での避難場所をご存じですか。」について、「知っている」

の割合が 81.8％、「知らない」の割合が 14.7％となっています。（問 23） 

・「大規模災害時に自力で避難することが困難な方（要援護高齢者や重度の障がいのある方など）の

情報を地域で共有し、災害に備える取組みについてどう思いますか。」について、「取り組むべき

である」の割合が 56.9％と最も高く、次いで「どちらかと言えば、取り組んだほうがよい」の割

合が 36.3％となっています。（問 24） 

・「再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進法）について知っていますか。」について、「知

らない」の割合が 55.5％と最も高く、次いで「言葉だけは知っている」の割合が 34.4％となっ

ています。（問 45） 

・「罪を犯した人が地域に戻る場合、その人に対してどのような再犯防止の支援が必要だと思います

か。」について、「就労支援」の割合が 51.9％と最も高く、次いで「住まいの確保」の割合が 31.7％、

「罪を犯した人に対する支援ネットワーク（病院・学校・福祉施設や民間団体等）」の割合が 29.3％

となっています。（問 46） 

３ ヒアリング 

調査結果 

・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 

・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 

４ 次期計画に向

けた課題 

本市では、避難場所や避難経路、災害の知識及び対処法について、ホームページの他、ハザードマ

ップの全戸配付等により啓発・広報を行っています。また、総合防災訓練の実施や地区防災計画作成

支援、災害時要援護者台帳を作成し、民生委員、市社会福祉協議会、自主防災組織、消防機関、警察

と情報を共有することで、災害時の安否確認や避難支援を円滑に実施できる体制づくりを進めてい

ます。 

アンケート調査によると、災害が起こった場合の地域での避難場所についてすべての人が把握し

ていない現状にあります。地域の人が災害時に協力して避難するために、防災情報の発信強化が必要

です。また、再犯防止推進法に関する認知度も低い傾向にあります。民間協力者の活動の促進のため

に、広報・啓発活動を強化する必要があります。 

ヒアリング調査によると、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求められています。 

今後は、防災知識や災害時の知識及び対処法についての普及・啓発の更なる促進に努めるととも

に、地区の特性に応じた防災・避難体制の強化を図ることが必要です。また、地域の中で誰もが安心

して生活できるよう、地域のつながりを強め、犯罪にも強い地域づくりの推進が必要です。 

 

 


