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第３期廿日市市地域福祉計画 

関係者アンケート調査 

集計結果（2020/09/17） 抜粋版 

 

１．配布数・回収数 

 配布数(件) 回収数(件) 回収率(%) 

社会福祉法人 15 10  66.7  

医療法人 40 12  30.0  

ＮＰＯ法人 38 9  23.7  

地域自治組織 28 23  82.1  

民生委員・児童委員 24 12  50.0  

ＰＴＡ 28 11  39.3  

通いの場 34 6  17.6  

計 207 83 40.1  

 

2．集計結果 

■活動内容 
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1教育や子育ての取組、支援

2高齢者への支援

3障がい者への支援

4青少年の健全育成支援

5生活困窮者への支援

6医療、健康づくりの取組、支援

7地域の安全や治安・防犯の取組

8自然保護や地域美化活動

9災害対策、防災活動

10住民の生きがいづくり

11住民の日常生活の支援

12見守り活動等の相互援助

13世代間の交流

14その他
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（１）廿日市市の地域福祉の現状について 

■満足度 

 

 

■重要度 
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①より多くの人が地域や福祉の活動に関心を持つような

「知る」ための取組(n=83)

② より多くの人が地域や福祉の活動に「参加・協力する」た

めの取組 (n=83)

③ 地域や福祉に関わる組織・団体の活動が「進化（深化）

する」ための取組 (n=83)

④ 必要な人が必要なサービスや制度に適切につながり「社

会的孤立を防ぐ」ための取組 (n=83)

⑤ 地域福祉に関する多様な主体が「連携する」ための取組

(n=82)

とても満足している やや満足している あまり満足していない 満足していない わからない
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①より多くの人が地域や福祉の活動に関心を持つような

「知る」ための取組(n=81)

② より多くの人が地域や福祉の活動に「参加・協力す

る」ための取組 (n=81)

③ 地域や福祉に関わる組織・団体の活動が「進化（深

化）する」ための取組 (n=82)

④ 必要な人が必要なサービスや制度に適切につながり

「社会的孤立を防ぐ」ための取組 (n=82)

⑤ 地域福祉に関する多様な主体が「連携する」ための

取組 (n=81)

とても重要である やや重要である あまり重要でない 重要でない わからない
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前問で「あてはまる（５又は４）」と回答した項目について、工夫したことやうまくいったこと、自慢したいこ

とを教えてください。 

 

■社会福祉法人 

 地域の祭りや行事など積極的に参加し他事業所とも交流など行えている 

 
・ボランティアの皆様の活動により利用者の楽しみが増えた。 

・幅広い年齢層のボランティアに参加いただいた。 

・施設行事（盆おどり、防災訓練等）地域とのつながりを深める事が出来た。 

 
②地域の市民運動会や夏祭りの準備から参加し地域住民とのつながりができている 

③地域のサロンの参加者の送迎など協力し喜ばれている。 

④施設開設を記念する祭りに地域・日頃協力して下さっている方々を招待し交流の輪をもっている。 

 イベントの準備段階からの取組みにより地域諸団体との交流を深めることができた。 

（参加者が）イベント等のプログラムに一緒に参加している。 

 
・小中学校への学習支援・こども食堂の定期的な開催 

・心理検査やカウンセリングによる子育て支援 

・本年はコロナ禍で実施していないが、例年では、そうめん流しやもちつきを通じ地域交流をはかった。 

 施設のまつりが地域のまつりとなり、毎年施設利用者と地域の方々との交流機会、障害理解の場ともなって

いる。 

 

■医療法人 

 

・コロナウイルス対策のため学校医の活動が制限される中ビデオレターを作ったら想像以上に学校側が活用

してくださったおかげで交流がすすんだ（学校の先生となかよし） 

・「吉和韓国語クラブ」（現在休止中）を設立したり韓国料理教室を市民センターで行ったりする中で地域に

住む韓国の人達との交流がすすんだ（韓国の人達となかよし） 

 

①②③④⑤⑥：n café ひまわり（認知症サロン） 

①ウィルサポキャンパス廿日市と連携し、不登校の中学生がスタッフとして参加し、自信をつけ、他の活動へ

興味を持ち行動できるようになった。他の子も高校へ進学しアルバイトもできるようになった。 

②地域住民が月１回顔を合わすことで、プライベートでも友人となり、違う日に一緒に出かけるようになった。 

③子育て専業主婦の子ども同伴での外出先となった。 

④職員の子どもや、その友人たちもスタッフとして参加し、やりがいや進路を考える機会となった。 

③④⑥：みやうち廿日市駅前ビル内の交流 保育園児とデイサービス利用者、サ高住入居者、スタッフが

日々交流あり。大人は癒しと成長を感じれる幸せと園児たちは交流を通じ、社会性の発達促進が感じられ

た。 

 

毎年、施設祭りの催し物に保育園、婦人会、民生委員、地域の方々に参加頂く事で、多くの参加があり、健

康に関する啓発活動にもなっている。 

Ｒ２年２月から百歳体操を法人施設内で開催し９区を中心とした多くの方々に参加頂き、体力づくりに努め

た。 

 ・訪問リハビリテーションをとおしての活動範囲の拡大が見られた。 

・地域包括支援センターや社会福祉協議会の活動を知ることができた。 

 
廿日市市と一緒になり同じ方向を向いて取り組んでいこうとするスタッフの意識は以前より強くなったと思いま

す。当院の取り組みとして周辺住民に健康づくり講座を開始したが当院の周辺の住民だけでなく、少し離れ

た地域の住民の参加が認められるようになった。 

 

■NPO法人 

 

【自分たち】 

②メンバーが機会をとらえて活動を紹介してくれたことによって、新たな会員を得ることができた。 

③新たな組織体制によって、メンバー間に期待感が生まれ、活動への意欲につながっているのではないか

と思われた。 

【対象者】 

②③⑥活動内容が、人権意識、自他尊重に基づく暴力防止の啓発活動であることから、その理念を理解し

てくれた参加者のなかに、連帯感や有用性、地域生活への信頼感や安心感を生み出すことができると考え

るため。 



- 4 - 

 地域住民と医療福祉の専門職が協働して企画・実施するため交流の幅が広がっている。又、専門職間、地

域住民間でも通常にない関りが生まれている。 

 小学生（4～6 年）が釣りを通じ地域を環境を考える機会となった。 

 ①日々の生活や活動を通じて人との輪が広がりました。 

②役割や目的、目標を持った事で生きがいや達成感につながった 

 健康作り教室やスポーツを通じて同じ価値観を共有する事で参加する意義の重要性を大事にする事です。 

 
・学校に行きづらい子どもの学びの場として運営を継続できている。 

・地域のグループホーム（認知症）の方との交流（オンライン含む） 

・廿日市市内外の方や団体、グループとの交流（オンライン、オフライン） 

 

■地域自治組織 

 ・月に一回介護予防体操とサロンを開き喜ばれている 

・更に百歳体操を立ち上げて二ヵ月、毎週お顔合わせして元気であることを確かめ合うことができる。 

 地域の行事（花見等）に協力して喜ばれている。顔見知りが増えて交流しやすくなる 

 

②④昨年、後継者育成と地域の活性化を目的として 2 つの新しい行事を行った。 

（U60 競技大会）は、60 歳以下なら子供も大人も参加でき、参加者も見学者も盛り上がり、それなりの成果が

あった。 

（ふれあい市場）は、当初買い物が不自由な高齢者のためにという事であったが、子供も高齢者も参加して

世代間交流にもなった。 

 サロンで、誰でもできるゲーム（ペタボード・ダーツ）等で喜ばれた。 

 ・いきいき百歳体操で地域の高齢者の健康と交流が増えた 

・団体を通じて大野地域全体の人との交流も出来ている（イベント等による） 

 自主的に活動していることで仲間が増え、人とのつながりができている。（朝市、定期的会合、連携事業） 

 参加者がある程度限定されてきている感があるが、地域での互助精神を少しでも理解していただく道筋とな

ってきているのではないかと期待している。 

 
地域の行事を通じて顔の見える付き合いが増えた。ただし今年はコロナで多くが中止になった。運動会、ラ

ジオ体操、交流ウォーキング、どんぐりクラブ、ウォーキングパトロール、わいわいサロン、青少年プレイパー

ク、じごぜん花壇、防災訓練、郷土文化活動など 

 
コミュニティ活動で大きな行事がいくつかあるが、主催者側としては①マニュアル通りに淡々と実行する②地

域の参加者には参加意識を助長・高揚させる知恵を出し合っていることで、地域における行事の若者への

伝承を心掛けている。 

 1、見守りネットワークの仕組みづくりに一般の協力者が参加して活動を開始したことで交流の輪が広がっ

た。 

 

② 活動を通して地域の課題や組織について関心を待たれる人が増えてきているように思う（役員になって

頂けるまでではないが）。 

①②⑥ 月２回のカフェ（食堂）と野菜市や敬老会を開催し、多くの人の楽しみの場、つながりの場となって

いる。 

 

【自分たち】（２）活動を通して普段関わることのない人達と交流することができた 

（３）地域に必要とされていると感じた 

（６）認知度がまして、地域で暮らす安心感や自信につながった 

【参加者】（２）活動に参加してもらうことによって地域内のつながりが強くなった 

（６）防犯・防災活動について信頼を得ている 

 百歳体操に参加される方にけん玉、茶話会、クリスマス会などを開催。参加者からも改善点や新しい企画を

いただくなど全員参加というまとまり感が芽生える。 

 ①②⑤担い手不足の為、やむを得ず他部門ともかかわりが増えた。 

 

コロナウイルスで②人とのつながりが少なくなる一方で中止となった行事の予算を宮園地区自治会では小学

生を対象に 1 人 1000 円分の図書カードを配布した。地域の子供は地域の大人が守るという助け合い行い

メディア活動し自治会の取組みを紹介し、NHK の防災にも取り上げられこれがきっかけで遠く愛媛県の自治

会が〃取組をした。 

 

・サロン（各種）に DVD+モニターセットを購入設置した。 

・週 1 回のお食事サロンは担い手は大変だが、参加者は大喜びで winwin,キーパーソンは有償ボランティ

ア。 

・サロンにも利用できる地域バス「楽々キャブ」が 6 便/日ある。 
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転入者が増えている地域であり、この方たちに地域を新しい「ふるさと」として認識してもいただけるような町

にしていきたいと考えており、盆踊りや子どもみこし、世代間交流会など、子どもにターゲットを絞って行事ご

とに回覧やポスターのほか、ポスティングなどに努めた結果、親を含めた参加者が年々増加していった。 

 

■民生委員・児童委員 

 参加者と一緒にプランした事で参加する楽しみになった。又、つながりも出来たと喜ばれた。又、役割をした

事で誰かの役にまだ立ったと実感出来た事が生きがいになったと喜ばれ笑顔がふえた。 

 【自分たち】①サンサン広場等で市民センターへの外出が増えた。 

 ①色んな会合に出席するようになり、色んな方と接する事で情報交換や活動のアレコレを知る事が出来、自

分の活動に役立てたいと思います 

 
【自分たち】サロン活動を昨年度までしていたが、地区の子供が参加してくれて、活気があった。子供の力を

改めて感じた。今年度は一時休止している。 

【対象者】クリスマス会には、地元の高校生に参加して貰い、賑やかな会になった。 

 
【自分たち】児童、生徒の見守、学校支援の広がり。高齢者対象のサロン、健康サロンなどたいへん活発に

なったこと。 

【対象者】参加する対象が必要とすることをとりいれていけるよう工夫する。 

 
①小学校の授業支援（例えばエプロンの作製補助、校外活動の補助等） 

②障がい者交流スポーツ大会に参加し障がい者の人達と一緒に楽しんだこと 

③手話教室で習い身近な手話で一体感になれた事 

 
長年、孤立生活をされていた方を関係機関と協力して施設入所まで支援しました。 

地域のお祭りの手伝いに参加、手伝い、きもち良い汗をかきました。 

 町内会やコミュニティとの連絡関係を通じて共通の課題や解決策を見出すことが出来た。 

 

■ＰＴＡ 

 これまでは参観日など学校行事の時くらいしか行かなかった学校に足を運ぶ回数が増え、学校とのつながり

がより深くなった。 

 いらない仕事を減らして本当にすべきことだけを活動に残した結果、活動に参加する人が気持ちよく動ける

ようになった。 

 【自分たち】PTA の三役会を ZOOM を活用して開催している。 

 地域のお祭りに参加する中でルールであったり伝統であったり、諸々をお年寄りの方から教えていただい

た。 

 いろいろな地域活動により、様々な人がかかわっている事がわかった。 

 【自分たち】人前でのコミュニケーション力の向上を感じています 

【参加者】広告や情報共有のデジタル化 

 
・PTA 活動を通じて、多くの仲間ができ他の団体との関わりも増えました。 

・地域の防災活動を行う事でも、多くの方々とのつながりが出来ました。またイベントに参加する子供たちの

意識なども良い方向に行っていると思います。 

 

■通いの場 

 殆ど外出しない方が、週に一度でも、自分の為に時間を割いて出かけるようになったのは良い事だと思いま

す。さらに、他の友達にも声掛けして誘うという気持ちになれると良いと思います 

 
・スタッフとして参加する事が増えてきた。良いことではあるが、人材不足から一部の人がすべての活動に参

加しているように見える。 

・学校支援などでは喜ばれている。 

 
いろいろ百歳体操、サロン等、関心を持っておられる方がたくさん存在しているのが良く解った。コロナウイ

ルスの影響もあり、何カ月か休まざるを得なかったが、時間の制限、人の制限をしながら運営にあたってい

る。 

 【自分たち】サロン立ち上げて 4 年目高齢者の健康につなげられた 

【対象者】企業の出前講座健康に関する事を取り入れたのは喜ばれ参加者増につながった 

 百歳体操をする事に普段お会いしない方と交流が出来、日々楽しくしている。 
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（３）他団体・組織との連携について 

連携している（今後連携したい）組織・団体 

 

 

前問で「今後連携したい」主体について、どのような連携を希望されますか？連携したい内容（情報共有、

ノウハウ提供、場所提供、共同企画、専門職活用等）を具体的にお書きください。 

 

■社会福祉法人 

小中学生と交流などをして、障害についての理解や様々な障害・差別について学習してもらいたい 

入所児童の体験学習等のボランティア 

・行事等共同企画 

・専門職の派遣 

若い NPO 法人の立場から、新たな視点に立って見た、情報や取り組み、ノウハウを知ることが出来たら、今後の

取組みの参考にしたい。 

現在取りくんでいる小中学校への学習支援、こども食堂、心理検査等の児童福祉や地域貢献の事業を他の団体

に PR することで、参加者や相談者の幅を広げていきたい。 

地域支援事業の一環として、他組織・団体と情報を共有したい。 

「誰もが住み慣れた地域でその人らしく暮らせる」その実現のため、行政として果たすべき役割り（施策、サービ

ス）をしっかり担った上で、地域住民や団体等のやらされ感のないやりがい感のある活動ができることを願ってま

す。 

 

■医療法人 

コロナウイルスの時代ではあるのですが、また韓国語クラブははじめられたらと思っています。市民センターにもオ

ンライン設備がそなわる事を少し期待します。 

 

コロナ禍で現在積極的な活動をしにくい状況ではありますが、各団体と共同企画し各地区で多世代の多様な交

流を作っていきたい。 
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⑨ 医療機関(n=72)
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⑪ NPO法人(n=65)

⑫ 社会福祉協議会(n=78)

⑬ 市役所(n=79)

⑭ 市民センター(n=75)

連携している 今後連携したい わからない
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高齢者の体操教室など市民センターで開催してもらいたい。現在も開催されているが主催者が高齢となり負担が

大きい。 

一人暮らしの方、身寄りのない患者の情報 

性教育など 

 

■NPO法人 

※自治会や自主的活動など、地域の担い手の不足（人材、モチベーション、スキル）がだんだん顕著になってき

ている。役員のなり手がいない。活動領域や行事を減少させていく。地域の担い手を従来通りの感覚で育てること

は不可能。自治体組織と行政の役割など「棚卸し」して根本的に見直しが必要。 

情報共有、場所提供、共同企画による、活動の紹介や実施。 

情報の共有、地域での活動の連携、誰もが安心して生活できる地域づくりでの連携 

共同企画の実施 

特に町内会や自治体との連携を強化し、フリースクールのイベントやカフェなどに参加して頂き交流を深めたい。 

 

■地域自治組織 

近年、定年延長、労働力不足等で 65 才～70 才近くまでの働く方が増え社会福祉活動の担い手が減少している

ように感じます。そして一団体に何もかもお任せ（たとえばコミュニティ、民生委員さん、女性会等）ではなく、たとえ

ば敬老会のお世話や地域の行事等、どこにいっても同じ顔ぶれの人がお世話しているような気がしますので、住

民主体によるのは結構ですが市役所の方や議員さんも来客としてではなく積極的な「お手伝い」があれば助かる

と思います。 

 

前述したが、地域内に⑧～⑪の団体がないため、情報共有をすることが難しい。他の地域の団体と連携すればよ

い事ではあるが、現実ではなかなかできていない状況である。イベント企画に際しての商店会などとの共同事業

や、研修やサロンなどでの医療、福祉関係の専門職への協力依頼など、相互の目的のために協力していければ

と考えている。 

女性団体、PTA：情報共有、共同企画をもっと進めていく 

商店街、医療機関、NPO、市役所：情報共有、専門職の活用、ノウハウの提供を受ける 

市民センター：情報の共有、場所提供 

現時点、地域との交流が無い。特に医療においては情報共有やノウハウ提供等で連携できればいいと思う。 

どのようなことをすれば、地域の活性化につながり、住み易い、落ちこぼれない社会へ昇華していくか情報交換を

こころみていきたい。 

まちづくり：高齢者の生きがい作り、子供にとって誇れる（自慢）できるまち、働く大人にとって安心して住めるまち

を柱に関係団体が連携できるまちにしたい。 

防災支援：自治会、自主防災、町内会、民生委員等で情報共有し要支援者に対応したい。 

小・中学校の学習指導者の増員が必要 

民生委員、自主防災会それぞれに要配慮者、要支援者の情報を持っているが、町内会を含めて連携をしたい。 

組織を立ち上げたとき、賛助団体として会員になってもらってるが、現在はほとんど連携が取れていない団体もあ

る。連携したい内容はそれぞれの団体ごとに異なる。  

⑤⑥ 若者が少なくなっている地域であり、小中学生に地域につ 

いて知らせ、関心、地元愛を持たせるためにも共同の活動が必要 

である。 

地区内の医療機関と一時避難場所の提供、災害発生時の連携について情報共有したい。 

地区自主防災組織と医療機関の連携が必要。 

・情報共有 ・共同活動 

まちづくりと商店街はより協調、協働すればより効果のあるイベントなどが出来ると思われる。 

共同企画、情報共有 

1、防災の面で民生委員と消防団と自治会が連携し宮園にあったモデルを作りたい。 

2、子供会、女性団体、老人クラブが連携することで世代間交流を行いたい。 

3、福祉施設、事業所、NPO 法人の外部と自治会が連携し、そこで働く若者をイベントで取り込む事により自治会

（地域）を活性化させる取り組みを行いたい。 

行政の区分けにそってやっている（大野は区単位）キチンとやれば良い面が多いが世話人は大変。（人口、とりわ
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け高齢者が多いので）福祉などは区をまたいで出来るようになるとメリットが増すでしょう。 

ご近所づき合い、顔の見えるお付き合いが大事だと思う。 

 

■PTA 

子どもの生活の安全を守るための活動（見守り等） 

協働を前提とした情報共有、共同企画 

情報の共有 

若い世代が積極的にかかわってほしいです。 

四季が丘は団地のため、近くに商店街がありません。子供たちが商店街の方々と何かつながりが持てるような取

組みができたらと思います。 

 

■民生委員・児童委員 

情報、専門職の方の意見等活用したい。 

地域が情報を共有する事で色んな事を見えて来ると思います。問題点も見つけられると思います。 

情報の提供や問題点の共有化。 

福祉を必要としている方への地域福祉を充実してほしい。 

今回のコロナ禍で人とのつながりが大切であると感じた。特に老人の一人住いでは通常会話がないため話し相手

になると非常に喜ばれる。この様な機会がもたれる多く持ち、これに関連したい団体と情報を共有したい。  

個人情報にしばられ、これからはコロナ対策もあってむつかしいですが、委員同士情報を出し合い意見交換をし

たら良いと思います。 

子ども会がなくなったり町内会に入らない人が増えたりして地域でのつながりが薄くなっていく皆で一緒に楽しむ

事が少なくなった 

情報の共有化が今後大きく求められる 

 

■通いの場 

連携したい内容 

女性会・老人会？活動の中に組み込んでもらって もっと人数など増やせたら良いと思うのですが 

高齢者レクの充実、企画、運営のノウハウ、研修等 

大野西市民センターを使用していますがもう少し理解してほしい（コロナになって場所をお願いしたのでちょっと

むつかしい所がある） 
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（４）地域福祉を進める上での意見等について 

 

■社会福祉法人 

祭りや行事に参加だけではなく、お互い交流が出来る行事等があればいいと思います 

これからひとり暮らしの生活困窮者が増えると予測されます。自宅から外へ出ることが減少し引きこもりになる事が

危惧されます。そのことで心身機能の低下をまねくことになります。地域の関係者や隣近所の見守り組織の強化

が不可欠になると思います。今以上に行政と地域の人、組織の連携が重要になると思います。 

新型コロナウイルスへの感染防止の観点から地域福祉の活動方法が限られる中で、地域福祉の関係者による主

体的な連携や前向きなアイデアを語り合える場があると良いと思います。 

 

■医療法人 

アンケートの趣旨等、何に役立つのかがよく分かりませんでした。 

40 代～50 代の若い世代（?）を増やし、活性化をする。女性の力を組織的に取り入れる。 

何かお役に立てる事がございましたら、いつでもご連絡ください。 

 

■NPO法人 

NPO 法人が全面にでず任意のボランティア団体づくりをし地域福祉に関わっている（ＮＰＯ活動で蓄積したノウハ

ウを存分にいかしているつもり）例えばサロン活動、地域の困りごと解決のための住民主体の活動、地域の自然

環境を守る活動等。地域住民は意識しないが地域団体（自治会、老人会など）はＮＰＯが全面に出てくると何か

阻害しようとする動き（空気感）がある。地域活動+NPO の結びつきが今後の課題。 

私たちの活動は、誰もが安心して地域で暮らし続けるための基盤づくりを目的としていることから、「地域福祉」の

推進に貢献できると考えますが、なかなか認知度も上がらず、他団体との連携も進めることができていないのが現

状です。連携する機会を私たち自身も模索する必要があると思いますが、バックアップいただけると幸いです。多

くの「地域福祉」の推進を支える関連団体が協働できると良いのではないかと考えます。 

地域の中で地域の人と共に歩みながら学ばして頂く事がこれからも大事と考えます。 

廿日市にあるグループや団体との共働を進めるための情報共有、交換の仕組み、システムができればいいと思

います。 

 

■地域自治組織 

地域内で自主防災会を立ち上げて 8 年目になるが、当初は組織編制、規約など多くの物を模索しながら、行政

指導の下にモデルを利用して立ち上げている。しかし、近年の大規模災害発生状況から考えた時、現状と即して

いないことが多くある。 

現実、自主防災会の目的、組織編制、運営方法、要支援者への対応など多くの事の見直しが必要と考えるが、

ボランティア団体である自主防災会では意見の統一を図ることが難しい。 

（ボランティアでの活動参加である為、強制することができない） 

今一度、自主防災会の目的・組織編制・運営方法などについて、各地域が統一した考え方が持てるように、自主

防災会を立ち上げた時と同様に行政（専門家）で最後まで責任を持って育成指導してもらいたい。 

・地域でのサロン活動へ行政機関などがもっと参加をしてほしい。情報を提供してほしい。 

・地域での行事へ沢山の人が参加出来る様、努力をしているが効果が上がらずアドバイス支援などしてほしい。 

全ての人に満足してもらえる地域福祉というのは、まず無理であり、優先すべき課題は何であるか、示して欲しい

と思います。2025 年の高齢者急増により地域福祉のあり方も変わると思われるし、スタッフ等担い手の高齢化も視

野に入れておく必要があると思われます。 

福祉の言葉にはボランティアイメージがあります。ボランティアには限界があると思っています。そこで循環型、持

続可能型の地域福祉の取り組みが必要ではないでしょうか。また全てを一括りにして福祉と表現されていますが、

実態はそれぞれレベルやカバー範囲が異なっていると考えます。福祉を細分化し課題と支援内容を検討すると

供に、支援する側の人への教育、情報共有、連携体制のシステム化が必要ではないでしょうか。 

遊びや楽しみへの参加型のサロンを今後も継続を望みます 

当組織においては、新しく役員、スタッフになる人がほとんどなくこれからが心配である。組織づくり、維持を地域

だけに任せるのではなく、行政は地域に入り積極的に地域組織づくりを推し進めて頂きたい。 
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本アンケートは抽象的な問いかけで具体的なものが見えず、大変答えにくいものでした。 

地域福祉に対し、団塊世代のリーダー養成が特に必要と考えます。少子高齢者社会到来に対応できる多数のリ

ーダー育成を強力に進めていただきたい。 

新型コロナウィルス感染拡大防止のなか、地域福祉活動をどのように行えばよいか、不安がある 

コミュニティの線引き。学区は廿小、コミュニティ（敬老会など）は平良、廿小の子供達は夏祭りの案内は平良から

（平良小） 

広島市の様にイベント参加者にもポイント制度を設けてほしい 

・福祉を求める側の具体的内容が知りたい（誰が、何を、いつ、必要としているのか） 

・アンケート結果の公表を求める。 

他の地域がどういう福祉活動をしているのか中々情報を得る事が難しいので情報を共有できるスペースや仕組み

を作って欲しい。 

この調査だけでは実態（？）を知るには不十分。この手のものは過去から現在しかみえない。担当者が本気にな

ってこれとは別に直に調べることで今後の方針、方向がみえてくる。 

又、この手をやって何かを得る為にはもっと細かく、もっと多数（個人レベル）に聞くとかが必要ではないか？ 

※市の方では各テーマについて勉強会や情報交換会などを開催していろいろと努力されているように思う。  

 

■PTA 

周知や告知の場所や対象を広げ直接関係のない行事や運動でもまずは広く知ってもらえればと思います。 

今回は PTA としての意見で記載させていただいていますが、地域生活をとおして、安心して生活するのが困難な

子供たちや一人暮らしで心配な高齢者がたくさんいることを感じています。簡単に地域で見守ると言っても見守る

側も自分の生活で精いっぱいで、地域活動に参加する余裕がない人もたくさんいます。地域活動を積極的に担

ってくださっている現役引退世代の方も体力的にキツイと言いながら下の世代に余裕がないから引き継げないと

いう声もよく聞きます。地域福祉の問題は、単純に地域で仕組みづくりをすればいいだけの話ではなく、そもそも

根本的に経済の分配の問題から見直さないといけないと思っています。地域でももちろん取り組みはすすめてい

ますし、今後も地域主体で顔をみえる関係づくりはしていきたいと思いますが、地域の人だけではどうにもならな

い問題もあると感じています。 

 

■民生委員・児童委員 

市、町内会が一体になり、お互いに問題を共有して問題を解決したい。 

サロン活動として児童を対象としたものが多いが高齢者向けの手軽な参加型のサロン活動を検討、実施したいと

考えている。 

 

■通いの場 

皆さん年をとるに連れ、足腰が弱ってきて、家を出て、活動場所へ出向く事が 億劫になってきているようです。

「地域福祉」のネックはやはり「移動手段」ですね。マイカーで送迎するのも、問題があるし難しいです。 

このアンケートの回答は私の所属する組織の総意に基づく回答ではなく、あくまでも私個人の感じていることであ

ることを記しておきます。 

サロンを続けていると、どうしても参加する人が固定されてしまいます。新しい人をどうすれば参加してくださるの

か。幅広く浸透すればいいのにとつねづね思っています。 

町内会、おもと会様との連携がしたい。わかってもらっている方もおられますが分からない人もいる。もう少し良く

理解してほしいと思っている。 

 


