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社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 

第２次倉敷市地域福祉活動計画策定委員会 第２回会議 会議録 

 

１ 日 時：平成２７年４月１７日(金) １３：３０から 

２ 場 所：くらしき健康福祉プラザ ２０１研修室 

３ 委 員（総数１８人） 

出席委員  １４人 

赤木美鹿，阿部豊，石井道子，伊藤直美，上田尚己，川上富雄， 

久保豊子，田邉裕宥，辻正男，中田和子，藤川幸治，藤原智之， 

森本和子，吉峯清美 （五十音順） 

    欠席委員  ４人 

     浅野武雄，石原久美子，宇野宏造，月本清治（五十音順） 

    アドバイザー １人 

     吉田光臣 

４ 傍 聴：３人 

５ 内 容 

（１）新たに委員となった方の紹介 

   倉敷市役所 福祉援護課 宇野宏造 氏（当日は欠席） 

（２）川上富雄委員長あいさつ 

   今回は，集められた生活課題を整理したうえで事業の骨格を導きだしたものを

提案させていただくことにしている。地域福祉活動計画は決して社協の事業計画

ではなく，住民やさまざまな団体が連携しながら倉敷市の地域福祉をどのように

高めていくかということを考える計画である。実施事業に対して各団体でどのよ

うなご協力がいただけるのか，ご意見を是非積極的にいただきたい。 

（３）報告事項について 

   ①ふれあいサロン代表者に対するヒアリング調査結果について 

事務局が資料を説明。 

前回の会議にふれあいサロン関係の調査結果がまとまっていなかったので，

改めて団体ヒアリングの全体結果とふれあいサロン代表者ヒアリング結果内

容については報告した。 

    委員からの質問，意見はなかった。 

（４）協議事項について 

   ①計画で取り組む地域課題と生活課題について 

    団体ヒアリングや住民福祉座談会で集めた課題をどのような視点でまとめ

たかを文章にしたものが資料１である。また，１枚のシートで過程をわかりや

すく示したものが資料２である。両方の資料を使いながら事務局が説明した。 
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倉敷市が作成している倉敷市地域福祉計画では，地域福祉に関する課題を８

つに整理している。その課題と今回集められた課題が合っているのか，また，

新たな課題はないのかということを意識しながら課題を整理した。 

住民福祉座談会では，１５３６件の課題が集められた。それを同じような内

容でグループ化し，２７の項目に整理した。また，団体ヒアリング（介護者・

ふれあいサロン活動者，子育て支援団体，障がい者団体，障がい児の家族，ボ

ランティア活動者）で集められた課題も整理し，事務局として考察をまとめた。 

課題を整理するときの視点については，①課題の数が多いもの，②数は少な

いが，今後必要となると思われるもの，③共助によって取り組んでいくことが

できるもの，④倉敷市の計画と整合性をはかるという４つの視点でまとめてい

る。 

そして，第２次倉敷市地域福祉活動計画で取り組む課題について，８つに整

理した。①住民同士のつながりや交流などの希薄化，②生活課題の地域性，③

地域活動者やボランティア活動者の減少や高齢化，④地域福祉に対する意識の

低下，⑤福祉に関する情報が必要な人に届いていない，⑥見守りや支援を必要

とする人の増加，⑦権利を擁護する必要がある人に対する支援の不足，⑧防犯

や防災活動に対する意識啓発と取組みの不足である。 

 

（委員） 住民福祉座談会や団体ヒアリングで住民の声を聞いて，生活課題を明確にし

ており，ほぼ倉敷市と同じような内容となっている。課題に対する具体的な対

策においては，社協の方が具体的でよいと思う。しかし，倉敷市の地域福祉計

画の中には，コミュニティ団体の促進が挙げられているが，この計画の中には

地区社協活動の促進となっている。これから自主防災組織を作ったり，地域で

の福祉活動を進めるためには，自治会や町内会抜きにはできないと思われる。

倉敷市の計画と比較するとコミュニティ団体との連携について入っていない

のが気になった。 

（委員長）倉敷市の地域福祉計画を全く無視して計画を作っているのではなく，むしろ

マスタ－プランとして位置づけながら，それをより具体的に社協の関与によっ

て進めていくという構造である。 

（事務局）倉敷市の地域福祉計画２５ページの施策体系図には，コミュニティ団体の活

動促進とある。倉敷市の計画には，コミュニティ協議会の活動促進が入ってい

るが，我々倉敷市社協にとっては，地区社協との繋がりが非常に強いという点

で，地区社協への活動の支援として関わらせていただきたい。しかし，地区社

協とコミュニティ協議会が連携しているところも多く，また，地区社協の構成

団体に自治会・町内会が入っているため，地区社協の活動支援はコミュニティ

団体の活動支援に繋がっていると考えている。 
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（委員長）社協の支援や関与ができる地区社協を中心に計画を作っている。倉敷市の計

画はコミュニティ協議会や自治会・町内会等を含めた広い範囲でのコミュニテ

ィの支援という枠組みで捉えている。 

（委 員）第１次計画の中間評価の中には子育て支援について見直しが必要ではないか

という意見もあったが，今回の計画には子育て支援の内容があまり含まれてい

ないようだ。見直しは今回の計画に入らないのか。 

（委員長）この後の実施事業（案）の説明のときに子育て支援についての実施事業につ

いて意見をいただきたい。 

（委 員）１次計画の中間評価において，５つの提言が示されているが，課題を整理す

る過程において５つの提言がどのように反映されているのか資料の中に示さ

れていない。中間評価も踏まえて課題を整理していることがわかるような資料

にした方がいいのではないか。 

（委員長）資料２の課題整理の過程の中に，中間評価の提言を書き込み，１次計画の

評価や提言を受け止めていることが分かるように「見える化」するように事

務局で修正してもらいたい。 

（委員長）次に，私も課題整理の作業を一緒に行い，その課題解決に向けて次のよう

な体系で取り組みを考えている。体系図の説明を事務局にお願いしたい。 

（事務局）事務局が資料３の体系図の説明を行う。 

    基本理念は，１次計画の理念を踏襲して， 

「和気あいあいの倉敷まちづくり～みんなで話あい，学びあい，

支えあい～」としている。 

    基本目標は３つ。 

①互いに助け合い，支え合う地域づくり 

②誰もが安心して福祉サービスを受けられる地域づくり 

③地域で安心して暮らすための基盤づくり 

    重点目標は８つ。（課題を解決する目標） 

          ①地域における絆の強化 

②地区社会福祉協議会活動の促進 

③ボランティア・ＮＰＯ法人等の活動の促進 

④地域福祉の意識の醸成 

⑤情報提供・相談支援体制の充実 

⑥多様な福祉サービスの基盤整備 

⑦支援を必要とする人の人権の確保 

⑧地域防犯・防災の強化 

    実施事業は２４事業。（課題を解決する具体的な事業） 

（委員長）枠組みについてご意見はありませんか。続けて実施事業（案）について事務
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局の説明をお願いしたい。 

（事務局）計画で取り組む実施事業（案）について，事務局が資料４を説明。 

市社協といずれかの組織・団体と一緒に取り組んでいける事業を挙げている。 

    事業名・実施主体（どこが事業を行うのか，市社協といずれかの団体との協

働の取り組み）・事業の概要（何を取り組むのか）・事業の現状（現在どう

いう状況にあるのか）・事業実施計画（どういうことを行うのか）について

説明。 

    最終的には，５カ年の数値目標をいれていきたいと考えている。 

（委員長）本日，５人の委員から実施事業（案）について提案や意見をいただいてい

るので，提出した委員には簡単な説明をお願いしたい。 

（委 員）地区社協と連携して行えるものを提案する。自助・共助・公助があるが，

住民の自助努力の温度差が激しいと感じる。何かすると共助・公助に頼り，

他人任せである。住民それぞれの自助努力が必要である。 

 子育て支援については，母子家庭に対する制度は多いが，父子家庭の支援も構

築ができたらいいと思う。児童養護施設玉島学園ではショートステイがあるが

住民に周知がされていないので広報をしていきたい。 

（委員長）問題意識の高さに感銘した。地域福祉の推進は，住民が自助・共助の意識を

もって自分たちで汗をかいて守ったり支えたりしていくことが究極的な活動

であり，喚起をしたり学習の機会を提供する支援の部分を市社協や地区社協が

協働してできないかという観点で見てくと，意識の醸成，地域の防災・防災力

の強化は実施事業の中で行っていけるものであると思う。 

（委 員）①倉敷市の相談窓口の一覧表を地区社協として住民に配布したいと考えてい

るが，生活や福祉に関する倉敷市の相談窓口を地区ごとにホームペ－ジに掲載

されるとよいと思う。 

    ②活動計画の提案は，会議の開催や団体の会長との話し合いなどが多く，も

う少し直接住民に関わる実施計画があってもよいのではないか。代表が集まる

ような会議が多いように思う。いつでも開いている高齢者など住民が気軽に集

まれる場所（拠点）が学区内にほしいと思う。 

（委員長）一つには，情報発信の部分でホームページに情報を掲載してほしい。地域の

中に住民が常設的に集える場がほしいという提案です。是非，計画に盛り込ん

でいただき地域に開放してもらえる場所を作っていただきたい。たとえば，空

き家や施設の研修スペースを利用するとか，各地区で空いているスペ－スを見

つけ，工夫して作る仕組みを作っていきたいと思う。 

（委 員）身体障がい者と違って発達障がいの人に対する理解がなかなか得られていな

い現状がある。社会の中で何らかの生きづらさを抱えられている方が地域社会

全体で理解できるように，出前福祉講座での障がい者理解について児童だけで
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なく，教職員・住民も障がいがある方との関わることのできる機会の提供を協

働事業として取り組むことは，自分たちにはできると思う。発達障がいの理解

（除外するのではなく受け入れる）に取り組んでいきたい。触れ合うことや関

わらないことが偏見を生んでいるので，福祉教育を行ない，福祉力の向上に寄

与していきたい。障がい関係の施設に呼びかけて，夏のボランティア体験事業

の協力もしていきたい。 

（委員長）夏のボランティア体験事業や障がい者施設との連携・協力を行なっていきた

い。とてもよい提案であると思う。 

（委 員）是非，地区社協で防犯・防災活動の推進を行なっていきたい。倉敷市は自主

防災組織結成率が低いため，自主防災組織を結成し防災活動を行っていきたい。 

   また，コミュイティ団体との連携については市の事業が適正だと思うが，社協

としても無視はできないと思う。防災についても困りごとについても何かと地

域に根差している自治会との連携が不可欠である。 

（委員長）地区社協だけの視点ではなく，地域には色々な地域組織があるので連携も必

要である。全体を見ながら支援できる視点は必要であると思う。 

（委 員）児童館として児童のボランティア養成を年間通じて行っていきたい。小中学

生を対象にした貧困家庭の学習支援・居場所づくりを行なっていきたい。 

（委員長）色々なところと連携して取り組んでいきたい。学習支援は，生活困窮者支援

にも入っているので児童館と一緒に進めていきたい。地区社協と連携して居場

所づくりに取り組み，児童館が場所を提供できる可能性もあり，色々なところ

に連携施設として入ってくると思われる。 

５事業以外にも提案がありましたらご意見・要望をお願いします。 

（委 員）民生委員としてふれあいサロン事業について積極的に関わっていきたい。 

集いの場を増やし，元気な高齢者を増やしていきたい。地区社協にも民生委員

が関わっている。 

（委員長）民生委員の事業の関わりは多いと思う。実施主体の表現については，地域関

係団体又は民児協にするか再検討する。 

（委 員）地区社協の三世代交流事業は，子ども・親・祖父母で行っているものだが，

親（保護者）が参加しないのが問題である。貧困などで親の状況も変わってき

ているが，「絆の強化」となれば，親を含めての地域との絆を深めるというこ

とがねらいではないかと思う。親が参加する内容についての検討が必要である。

三世代交流事業は親が参加しているのか。子供も現象しており,子供会も衰退

している。いい事業の三世代交流事業を行っているので，成果をあげなければ

いけない。参加者等の実情把握をしているのか尋ねたい。事業を是非とも充実

していきたいが，いかにして充実していくかを疑問に思う。 

（委員長）貴重なご意見である。三世代ではなく中抜けの二世代の事業になっている。
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親の世代が仕事や少子化により子供の組織化が弱体化しているなかで，いかに

事業を実のある事業にしていくか。 

（事務局）事業に親が出てこないことは課題かもしれないが，１次計画でも三世代交流

事業を取り上げている。地区社協における三世代交流事業の開催回数と参加人

数が数値目標になっているため，今のところ内容までを報告することにはなっ

ていない。内容についてどうするべきかについては，交流の機会をいかに増や

すか，またどうすれば多くの住民の参加が得られるかについて工夫や新しい取

り組みが必要であるということは,事務局として十分意識している。ここから

先の部分は，内容をどのように充実させていくのか，三世代交流をどのように

していくのか，単に回数が多いとか参加者が多いということではなく，質を高

める・交流の密度を高めていく取り組みが必要であると思う。 

（委 員）数とか量とかではないと思う。自分たちも共に考えないといけないと思う。 

（委員長）学校・教育委員会は関係していないのか。 

（委 員）会場を小学校としている場合が多く，また，校長も参加している場合も多い。 

（事務局）場所は小学校の運動場や体育館を使用しており，学校は関わっていると理解

している。 

（委員長）実施主体にはならないが，教育委員会の名前が入るといいと思う。 

（委 員）最近は地域の方々が学校に沢山入ってもらっている。小・中学校に福祉学習

として出前福祉講座も関わっている。また，夏のボランティア体験事業も中学

生の就職のきっかけとなっている。障がいに関する理解などは，子どもたちへ

与える影響はかなり大きいと思う。情報が無いがためにできていないこともあ

ると思うので，教育委員会としても学校に働きかけたい。 

（委員長）是非，実施主体として教育委員会と一緒にこれからの事業を行なっていきた

い。教育委員会と一緒に事業に取り組むことでもっともっと良い事業になると

思う。 

（委 員）出前講座の事業は，技術ボランティアとして小・中・高校・市の行事や講座，

色々なイベントに参加している。学校と教育委員会とがもっともっと連携を密

にしていただき，福祉にもう少し関心を持ってもらいたい。 

（委 員）愛育委員会独自で，子育てサロン・健康サロンを実施している。健康サロン

の代表者も年２回交流会を開催し，意見交換や講師の紹介を行っている。 

（委員長）子育て支援課から意見はありませんか。 

（委 員）子育て支援拠点づくりを行なっている。親の教育力の低下が言われているが，

昔より核家族化により子育ての機能が低下している。今後は，子育て支援拠点

づくりだけでなく，ネットワークづくりを構築し活動していきたい。協力団体

として，地区社協・各団体とも連携をしていきたい。（平成２７年度から子育

て支援拠点から地区社協へ声掛けをしていきたい。） 
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（委員長）地区社協と連携が広がっていくようである。 

（委 員）すべて社協任せではなく，各委員は各団体からの代表者なので団体が一緒に

社協と事業を行なっていきたい。 

（委 員）下校時間に，学区で「子どもの見守り運動」を民生委員・交通安全委員・老

人クラブ等で広げている。 

（委員長）「子どもの見守り運動」は，地区社協だけでなく地域の中で連携がとられて

いる。市社協からの地区社協への活動運営支援の機能が重要であると思う。 

（委 員）保健所では，精神障がいの人の理解がしにくいため，市内に精神障がい者の

偏見除去を深めるため「くらしき心ほっとサポーター」を養成し，約１３０名

が地域で活動を行っている。事業でくらしき心ほっとサポーターとの連携が出

来ればと思う。 

（委員長）保健所と一緒に出前福祉講座のメニューをしていきたいと思う。 

（委 員）認知症の人が増えてきているので，何か一諸にできたらありがたいと思う。 

（委員長）事業の中で，認知症サポーター養成講座を一緒にできるのではないか。 

本日，いただいたご意見を次の会議までに手直し・調整します。 

ご自分の団体と一緒にできる事業がありましたら，役員会等で提案していた

だき組織的承認が得られれば，５月２０日までに事務局へお寄せください。 

（アドバイザー）非常に前向きな意見が多くあり，感動している。課題の協議では，１

次計画の評価が何処に反映されているのかというご意見の視点は素晴らしい

と思う。また，行政計画との整合性も図られた活動計画となっている。自助・

共助・公助の３つの力が一体となって進めていくのが地域福祉であり，共助の

推進を図るものがこの計画である。実施事業の協議も前向きな意見が多かった。

次回は具体的な実施事業の内容をさらに詰めていくと思うが，協働の視点が出

ていたので，今は実施主体として複数の団体が書かれているが，実施主体と連

携団体（協働）というように書き込んでいくとわかりやすいと思う。 

もう一つは，計画の周知についてである。計画はできて終わりではないので，

できた後もそれぞれの団体からも周知を行ってもらいたい。計画策定の中で出

された課題や取り組みを周知し，共有化を図っていただきたい。 

最後になるが，この計画の中に見えていない課題，専門職がとても心配して

いる認知症の増加など（まだ見えていないがこの先心配な課題），社協からい

うと生活困窮者の問題，高齢者の方の貧困の問題についても年金の問題を含め

てもっともっとでてくると思われる。子どもの貧困はなかなか外へ出しにくい

ので，潜在化しているが子どもたちへの貧困の取り組み，あるいは認知症の方

がこれから増えていくにあたって，権利擁護の法人後見というものも今から準

備しておくなど，是非住民に伝えていかないといけない。地域で今からできる

準備を始めましょうという働きかけを行っていかないといけない。 
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（委員長）今日の委員の皆様・アドバイザーのご意見を踏まえて，もっとわかり易い

もの，連携や協働のかたちが見てわかるようなもの，問題からどうしてこう

いう柱が導き出されて事業になったのかというプロセスが見えるものに作

り上げていきたいと思う。今後，事務局と相談していきます。 

 

（５）その他 

    第３回委員会 ６月１９日（金） １３：３０から  プラザ２０１研修室 

    第１回・第２回会議の資料を次回も使うことがあるため，持参していただきた

い。 

 


