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丹波市地域福祉計画推進協議会（第４回）意見集約結果及びその対応等 
 

№ 委員からの意見等 計画への反映結果又は対応状況等 
備 考 

（第５回資料の該当

ページ等） 

対応 

状況 

１ 

１ページ目に地域福祉の定義と地域包括ケアシステムの定

義、地域共生社会の３つのキーワードがある。 

地域包括ケアシステムの医療・介護・予防・住まい・生活支

援と連動させて、この中から出てくる社会的孤立や排除、

つまり制度・サービスから漏れる人達も含めて、地域で担

い、見守りながらその場の提供をすると繋げてもらえれば

嬉しい。 

また「支え手」と「受け手」とわけるのではなく、受ける人

達も今後、支え手になるような住民参加による地域の支え

あいと、人権の視点から地域に暮らす人々の生活のしづら

さに目を向けていくという内容を入れてもらえれば嬉し

い。 

３つのキーワードについては、第１章１（3）の中に定義し

ています。 

「サービスから漏れる人…」についての対応は、第３章「本

市の課題認識」の２「丸ごとの仕組み」の中に反映しまし

た。 

また、「人権の視点」については、第３章の３「我が事によ

る支えあいの仕組みづくり」の中で表現しました。 

計画 P27～28 

（社会福祉課） 
完了 

２ 

１ページの策定の趣旨について。「わが国」から始まってい

るが、これは丹波市地域福祉計画なので丹波市の状況で現

象面を書いてほしい。そうすると２ページの７行目「本市

では～」以降に繋がり、そこから趣旨の部分が出てくるの

ではないか。 

第１章全体の構成を次のとおり変更し、丹波市の状況を追

加しました。（全国平均より本市が 15 年先行している人口

構造資料等を含む） 

１．地域福祉とは → 計画策定の趣旨 

２．計画策定の趣旨 → 計画の位置づけ 

３．計画の位置づけ → 計画の期間 

４．計画の期間 → 計画の策定体制 

５．計画の策定体制 → ４へ 

また、章立てについては、第１章に計画策定、第２章は策

定の背景、第３章に本市の課題、第４章に基本的な考え方、

第５章に施策展開の順に流れを意識して構成しました。 

計画 P1～3 

（社会福祉課） 
完了 

３ 

１ページに計画策定の趣旨はあるが、「老老介護」「認認介

護」「孤立死」は日本中どこでも起きている。これは将来イ

メージではなく、今ではないか。 

生産年齢人口が年に 600 人ぐらいずつ少なくなっていく。

第１章全体の構成と内容を変更いたしましたが、現在だけ

でなく、更に将来も深刻な状況が予想されますので、その

まま第１章１（1）に記述しています。 

生産年齢人口の減少にかかる図示は、第２章の３（4）に表

計画 P1 

計画 P26 

（社会福祉課） 

完了 
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高齢者自体はそんなに増えないと思うが、子どもも減って

いく。図示したほうがわかりやすいのではないか。 

丹波市では老老介護はあまりなく、これを書いてもあまり

インパクトがないのではないか。2010～2040年までにどれ

だけ生産年齢人口と子どもが減り、前期高齢者が後期高齢

者になるという変化がわかるような趣旨にしたほうが良い

のではないか。 

示し、考察も追記しました。 

４ 

10、11ページの丹波市の地域福祉を取り巻く状況は、過去

の分析の内容である。丹波市の場合は 2040年には全国で言

う 2050年～60年ぐらいの状況になる。この状況の部分は、

未来に向けてどうなっていくのか具体的に図式化するほう

が、この計画の趣旨がわかりやすいのではないか。アンケ

ート内容も現状についての設問がほとんどだったが、人材

の高齢化や確保の問題に対する意見が多くあった。 

新たな地域づくりのイメージが出てくるように、計画の趣

旨に端的に表してほしいと思った。 

第２章の３（1）以降に将来見込みを含めて記述いたしまし

た。また、全国平均より本市が 15年先行している資料とし

ては、第１章の１（2）表を追記し、新たな地域づくりのイ

メージは、P42に表示していますが、見やすいものに変更す

る予定です。 

計画 P1 

計画 P23 

計画 P42 

（社会福祉課） 

完了 

（ 一 部

図示未） 

５ 

18～19ページの課題認識の書き方について、2040年問題に

ついてもう少し詳しく書いても良いのではないか。 

色々な機関や人が減っていくということは、同時に財源も

減っていく。そのことはほとんど書かれていない。この計

画を推進するにあたり、予算を増やしていくと言うより既

存の内容を整理しながらより機能的にやっていくために、

各部署横断的な活動の中でその質を高めていくところにも

っていかないと、充実だけではダメで強化という言葉が出

てこないのではないか。 

「丸ごと」や「我が事」は、この計画の中で初めて出てきた

内容である。これをもう少し丁寧に言っていかないとわか

りにくいのではないか。特に 19ページの４行目「自治会や

自治協などの～我が事として自らの地域の問題ととらえ」

の部分は、我が事としてできている地域もまだまだ多く残

第 1章の１(1)に 2025年及び 2040年問題を記述しました。

生産年齢人口の減に伴う税収減については、P32 の重要視

点（1）の中に記述しています。 

「丸ごと」「我が事」については理解しやすくなるように、

全体的に文章構成を修正し、流れの中で表示するようにし

ました。（P27～28） 

地域における地縁関係が残っている記述については、第１

章の１(4)に表現しました。 

計画 P1 

計画 P32 

計画 P27～28 

計画 P2 

（社会福祉課） 

完了 
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っている前提で書いてもらえればと思う。 

６ 

圏域の捉え方のイメージ図で、行政の捉え方として書くの

であればこの３つの圏域（25地区、６地域、３圏域）とい

うことだが、自治会だけは最低限入れておくべきではない

か。自治会は既に活動を行っている。 

圏域の３層図を４層に変えて自治会を追記しました。 

なお「３つの区域」は「３つの圏域」に修正します。 

まちづくりビジョンの表現である都市機能保全調整エリア

は削除し、市民協働拠点（施設）を市民活動エリア（面）に

修正しました。 

計画 P37 

（社会福祉課） 
完了 

７ 

26ページに医療と介護のことが書かれてあるが、具体的に

はほぼ何も書かれていない。地域福祉計画には医療と介護

は要らないのかと思ってしまった。医療と介護が協働し、

医療が弱いところは介護が助ける等のイメージが見えるよ

うに。丹波市周辺は人口が減る。医者も看護師も介護者も

少なくなる中で、どうしていかなければならないのか。そ

れを入れるべきではないか。 

第５章の重要視点１に丹波市版地域包括ケアシステムの図

を挿入し、医療と介護の協働のイメージしやすく修正しま

した。 

計画 P39 

（社会福祉課） 
完了 

８ 

27ページのイメージ図について。やはり気にかかるのが、

②にある自治協等の個別の「よろずおせっかい相談所サテ

ライト」が果たして設置できるのか。サテライトという考

え方ではなく、設置するのであれば 25校区全部に設置しな

いと、地区ごとに差ができることは許されない。一人ひと

りの住民に関わってくることなので、これはもう一度担当

の市民活動課とよく話し合いをするべきである。地域課題

については、自治協でささえあい推進会議を設置、もしく

は旧町域ごとに設置されるべきだと思うが、個別相談につ

いてはよく考えてほしい。 

「よろずおせっかい相談所サテライト」の設置がある地区

とない地区では差があるのではなく、地域特性と考えます。

「サテライト」の設置がなくても、全住民アンケートやサ

ロン内で情報収集する等、地域生活課題の聴取は可能です。

支えあい推進会議を自治協や旧町域単位で設置し、地域課

題を話し合う場を設けます。 

個別相談については民生委員、社協、地域包括支援センタ

ー、社会福祉法人によるよろずおせっかい相談所等で取り

扱いますが、取り扱っていることの情報共有は自治協や支

えあい推進会議においても必要と考えます。 

計画 P42 

（介護保険課） 
完了 

９ 

住民にこの計画が行き渡るという意味では、自治会長止ま

りになると思う。27ページの仕組み図を生かすという意味

で、相談①②という数字だけではなく、具体的な相談内容

の例を落とし込んでほしい。そうすると、自治会長から住

民に回答しやすい。具体的な相談内容を落とし込んだ仕組

み図を概要版に作ってほしい。 

具体的な相談例がイメージ図に入ると興味深く見てもらえ

概要版は約 2,000 部作成を予定しています。よりわかりや

すいイメージ図等を挿入予定ですが、具体的な相談内容に

ついては、計画の概要版ではなく、個別の悩みごとの仕組

みが整備された際に市民向けにわかりやすいチラシやパン

フレットとして作成したいと思います。 

また、地域の生活課題の例などは市介護保険課や支えあい

推進員が支えあい推進会議の場で提示していきます。 

計画 P39 

（社会福祉課・介護

保険課） 

完了 
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ると思う。文章だけでなく、ぱっと見てわかるようにする

と多くの人に理解してもらえる計画になるのではないか。 

10 

色々なところでＳＯＳ（助けてほしい）が手を挙げて言え

る社会になっていかないと困窮者はますます苦しくなる。

文章表現としてＳＯＳ等の表現をどこかに入れてもらえれ

ば地域福祉計画がもう少しわかりやすく身近なものになる

のではないか。 

視点２「地域づくり」、基本目標「福祉コミュニティとして

の地域づくりの推進」の施策の考え方に「他人ごとを我が

事に」「助けて」や「お手伝いしましょうか」と言い合える

地域社会を目指します」等の記述をしています。 

計画 P41 

（社会福祉課） 
完了 

11 

地域の中では個人の課題と地域の課題を誰が区別して対応

するのか。小学校区単位の自治協、自治振興会がそれを担

っていくのか。それはしんどいという意見が部会で出てき

た。そういったこともこの計画では触れられていない。 

地域づくりでは、先ほどの具体的な事例と同時に、自治協・

自治振興会が支えあい推進委員とともに何を福祉コミュニ

ティとしてつくっていくのか。福祉コミュニティをどうい

うイメージで言っていかないといけないのか。29ページの

相談事例と同様に具体的な内容で表現してもらえれば、イ

メージがつかめるのではないか。 

自治協では個別の課題は基本的に取り扱いません。重要視

点１「地域を基盤とした多職種、多機関・連携強化」で「個

別の悩みごと等」という表現をします。 

地域の課題は重要視点２で「地域の生活課題」として表現

して区別します。 

本計画での「福祉コミュニティ」は学術的な意味での「支

援の必要な人を地域の中心に据えたまちづくりをしている

コミュニティ」ではなく、地域づくり活動に「福祉目線」を

取り入れていくことを念頭におき、地域支えあい推進員が

地域に入り、情報提供等しながら支えあい推進会議の設置

を進めて、いろんな世代、機関、団体、職種の方々でまずは

話し合いをする場を設置する事からはじめます。 

計画 P41 

（社会福祉課・介護

保険課） 

完了 

12 
30ページの４行目の「徴収」という文言はあるのか。「聴取」

なら聞いたことがあるが、誤りでないか 

「聴取」の誤り 

計画修正済み 

計画 P43 

（社会福祉課） 
完了 

13 

地域包括ケアシステム部会では、一人ひとりの課題と地域

課題を別にして相談支援体制を構築しないと、地域づくり

のみに任せるのは大変だという意見がかなり出たと思う。 

そういう点もこの中に入れてもらえれば嬉しい。 

その中で福祉人材の機能・強化について言うと、地域づく

りの予防的な観点、健康づくりの観点で、地域コミュニテ

ィを福祉コミュニティと言い換えたことは、この中に入れ

ていくべき内容ではないか。それらを踏まえて、27年度か

らの計画の継続性と統合していくところの必要性につい

一人一人の課題は重要視点１で取り扱い、地域課題は重要

視点２で取り扱うように区別しています。 

地域づくりに「福祉目線」を導入することにより、地域で

の介護予防活動や健康づくり活動に繋がっていくと考えま

す。 

地域コミュニティを福祉コミュニティに言い換えたことは

注釈を入れることで表現します。 

計画 P32 

（社会福祉課） 
完了 
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て、部会では色々論議したつもりである。 

14 

35ページ「（４）業務の効率化と生産性向上対策の推進」に

ついて部会では、業務は効率化するがモノづくりをするわ

けではないので「生産性向上」には違和感がある、違う表

現にしようとなったような気がする。この「生産性向上」

は違う表現のほうが良いのではないか。 

国の資料（経済財政諮問会議）においては、2040年を見据

えた社会保障の将来見通し（マンパワーシミュレーション

を含む）の中で「医療・福祉サービス改革による生産性の

向上」という表現があるものの、行政計画であり、市民等

に分かりやすい表現として「●●●」に改めます。 

計画 P48 

（社会福祉課） 
修正中 

15 

「人づくり」について、ここでは学習や情報発信、職場定

着支援、イメージアップという言葉になっている。具体的

には専門人材の育成なので「人材育成」や、地域において

は「地域の方々の学習」というあたりも含めて考えていか

ないと、サービス向上にはならないのではないか。もう少

し大きく捉えて、人づくりはどうあるべきか深く汲んでも

らえれば嬉しい。 

20日に地域福祉推進部会を開催し検討します。 
計画 P48～ 

（社会福祉課） 
修正中 

16 

35ページの人づくりについて感じたことである。このペー

ジは、専門職の人材確保に特化して書かれてしまっている。

専門職の人材確保ももちろん大事だが、福祉マインドを持

った住民を育成することが大事になってくる。それは、い

きなり大人になってから言われて育つわけではない。専門

職の人材確保の部分と、広い意味での福祉を充実させるた

めに福祉マインドを持つ住民をつくるための学童期からの

福祉学習・人権学習が２本立てになるように整理して表現

したほうが良いのではないか。 

20日に地域福祉推進部会を開催し検討します。 
計画 P48 

（社会福祉課） 
修正中 

17 

35ページの人づくりについては教育に関連しているという

ことで注目した。ここでは恐らく福祉的な人づくりと言う

より、基本目標の人材確保の部分に大きく焦点をあてた内

容と理解した。それで良いのかどうか知りたい。 

20日に地域福祉推進部会を開催し検討します。 
計画 P48 

（社会福祉課） 
修正中 

18 

人材育成について、以前は「専門」という言葉がついてお

らずわかりにくかった。専門人材の育成には、そのベース

に人権に関わることや命に関わること、基本的人権に関わ

ることの学習が地域でどんなふうにされているのか、具体

20日に地域福祉推進部会を開催し検討します。 
計画 P48 

（社会福祉課） 
修正中 
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的な内容からみていく必要がある。 

19 

貧困対策の関係が第６章から新たに加わっている。興味を

持って読んだが、非常にわかりにくく難しかった。実際に

丹波市の現状がどうなのか、全国と比べて特段何か急がな

いといけないことが何かわかりにくかった。 

50ページの今後の取組みについては、計画なので具体的な

施策の細かいところまで見えなくても力を置くべき点が見

えるような表現があれば良い。丹波市は限られた財産と資

源の中でどういう形を目指すのかがほしいと思った。 

修正中です。当日、修正案資料を提出いたします。 
計画 P54～ 

（自立支援課） 
修正中 

20 

よろずおせっかい「支縁」センターがサポートの「支援」で

はなく、「縁」の文字を使おうと言われていたが、日本語と

してはない。字が間違えていると指摘されるのではないか。

普通にサポートの「支援」のほうが良いという気がした。 

第２期丹波市丹（まごころ）の里創生総合戦略や第７期介

護保険事業計画等にも重要な施策の取組みのひとつとして

「よろずおせっかい支縁センター」とあえてこの表現を使

用しているところです。誤字と思われないように注記をい

たします。(P43仮で注釈掲載) 

計画 P43 

（介護保険課） 
完了 

21 

社協の計画の 57 ページからの行動目標のところで、「地域

住民が取り組んでいくこと」と書くと、トップダウン的な

感覚がある。他の市町村では、こういう計画を立てる時に

地域住民とのやり取りがかなりある。丹波市は住民アンケ

ートに基づいて計画を立てている。住民の思いが計画に入

っているのかどうかが非常に問題である。行政や委員の考

え方という捉え方だけはされないようにしないといけな

い。 

20日に地域福祉推進計画協議会を開催し検討します。 
計画 P73～ 

（社協） 
修正中 

22 
丹波市の社会福祉協議会の活動計画の報告は、聞いておき

たいと思っているところである。 
第５回会議の場で時間をとり、社協より説明を行います。 

計画 P73～ 

（社協） 
修正中 

23 社協の推進計画についてもう少し議論する場があるのか。 20日に地域福祉推進部会を開催し検討します。 
計画 P73～ 

（社協） 
修正中 

24 

社会福祉推進部会及び社協の地域福祉推進計画にかかる部

分は十分議論ができていないように思う。 

別の委員からも説明不足の指摘があったので、次回の協議

に時間をとってもらうか、全体会までに部会で再協議して

20日に地域福祉推進計画協議会を開催し検討します。 
計画 P73～ 

（社協） 
修正中 
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もらうかが必要である。 

25 

社協の地域福祉推進計画の部分で非常にわかりにくいと思

ったのが、64ページである。丹波市社協が抱える問題点と

課題が６点まとめてある。「中間支援組織」の意味や、社協

の「黒子的役割」とはどういうことを言うのか、「小地域」

とはどこを指すのか、「プラットホーム機能」の中味がよく

見えず、成果についても具体的にわかりにくい。この部分

について、もう少し詳しい説明がほしい。 

20日に地域福祉推進計画協議会を開催し検討します。 
計画 P73 

（社協） 
修正中 

26 

64ページの丹波市社協が抱える問題点と課題については面

白いと思って読んだ。ただ何が問題なのかがよくわからな

い。もう少し血がにじむような文章がほしい。自分は何が

弱くて何が強いのかをきちんと言わないといけない。タイ

トルは面白いと思い読んだが、内容がよくわからない。 

これをしなければいけない理由が最初に出てこないからだ

と思う。人は自分のためでないと動かない。人のためと言

うが、結局自分のためだから頑張る。前座の理由がないの

は大問題だと思う。 

20日に地域福祉推進計画協議会を開催し検討します。 
計画 P73 

（社協） 
修正中 

27 
後半、具体的な施策等（取組み）の形が見えなくなる印象

がある。 

全体的に構成と内容を修正しました。 

なお、具体的な施策については、それぞれの個別計画の中

で示すこととします。また、計画期間中に優先すべき施策

等についての記述については、第７章の計画推進の中に記

述するように考えています。 

計画（全般） 

（社会福祉課） 
修正中 

28 
計画全般にわたり、ある程度の写真やイメージ図等を入れ

てはどうか。 

市内で既に実施されている取組みの写真等をコラム付きで

表示する等、市民の方に分かりやすいイメージ図等を各所

に取り入れます。 

計画（全般） 

（社会福祉課） 
修正中 

29 
計画の冒頭に市長や社協会長等のあいさつページが入ると

思うがその予定か。 

市長等のあいさつ文面は入れます。 

本日の計画素案には、イメージのみ表示いたします。 

計画（全般） 

（社会福祉課） 
修正中 

30 

「SDGs」が世界的にも我が国においても基本的な方向性で

あるが、地域福祉計画では関係のある目標もあるので、計

画中に表示してもよいのではないか。 

「SDGs」(持続可能な開発目標)は地域共生社会の実現に向

けた地域福祉計画の目指す姿とは重なる部分があり、結び

つけて表示することも良案として検討しましたが、丹波市

計画（全般） 

（社会福祉課） 
完了 
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総合計画では計画の目的部分で触れているのみで表示まで

は至っていませんので、丹波市総合計画と整合性を図るた

め、丹波市地域福祉計画についても今回は表示しないこと

とします。 

31 

この計画はどこまで市民に渡るのか。他の計画と同じであ

れば自治会長ぐらいまではいくと思うが、何回読まれても

理解できないのではないか。概要版では、本計画について

見ただけでわかるようにしてほしい。地域福祉計画は個人

個人に関わってくるので、そのあたりはもう少し考えるべ

きではないか。 

自治会長には配布する予定としています。 

概要版についても分かりやすく表示し、令和３年度から自

治会長会や民児協等で、機会をいただき周知していきたい

と思います。出張講座も検討します。 

概要版等 

（社会福祉課） 
完了 

32 

丹波市身体障害者福祉協議会の会員が減っている。以前は

手帳を取得する際に団体の案内等があったが、今はそれが

なく会員は減っていく一方である。一人でも多くの方に加

入いただきたいので、何か方法を考えてほしい。 

手帳交付時や窓口等での説明時に配布する「障がい者福祉

施策一覧」に、貴団体の活動内容等を掲載して周知してい

るところです。 

その他 

（障がい福祉課） 
完了 

 


