姫路市社会福祉協議会 地域福祉推進計画（案）
に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集結果について

１ 市民意見（パブリック・コメント）の概要
（１） 意見募集期間
平成２９年２月２日（木）～平成２９年３月１日（水）
※ホームページや姫路市社協の各窓口（地域福祉課、各地域事務所及び分室）
への資料設置等により意見を募集
（２） 意見提出状況
意見提出者と意見の数

１２通、２５件

（３） 意見の内容
・社協支部の組織強化、地域福祉活動の広がりの推進に関すること
・地域を支える担い手の育成に関すること
・災害に立ち向かう備えに関すること
・地域で安心した生活の支えに関すること
・生活課題の解決に向けた支援強化に関すること
・社協支部活動の周知に関すること
・その他
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項目
1
支えあい
の福祉コ
ミュニ
ティづく
り

1
地域福祉
活動の推
進

(1)
社協支部
の組織を
強化し、
地域福祉
活動の広
がりを推
進しま
す。

提出された市民意見（趣旨）
③
現在は、就学前の児童及び保護者を対象
子育て支 に、ふれあう場を提供しています。しかし、
援事業の 家庭事情の変化や保護者の価値観の多様化等
拡充
に、小・中学生の子どもの安全が保てない状
況があると思います。
小学校の学童保育も３年生までで（小学校
により異なる場合もある）、４年生からは
「鍵っ子」となっています。その子ども達の
「居場所づくり」を提案します。その後発展
的課題として、「子ども食堂」も考えていま
す。
＜例＞
・場所
市立公民館又は町の公民館
・スタッフ 地域住民のボランティア
・回数
週１回程度
・時間
１５:００～１７：００
・内容
遊びと宿題のお手伝いなど

件数

姫路市社協の考え方

本編の頁

本計画のＰ３６「地域の居場所づくりへの
協働及び支援」を新規事業として推進してい
きます。社協支部による子育て支援事業等さ
まざまな活動と合わせて、多様な実施主体に
よる、幅広い地域福祉活動との関わりを積極
的に進め、地域の居場所づくりへの協働及び
支援を進めながら、様々な課題に関われるよ
う検討していきます。
1

④
箇所数の増だけでなく、活動が盛んな地区
ふれあい への一層の支援を考えてほしい。現状では、
サロン事 一定の回数を超えると、単位ごとの補助金が
業の拡充 少なくなっていく仕組みだったと思うのです
が。

1
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ふれあいサロン事業については、平成２４
年度までは支部選択事業のメニューとして１
回５千円上限、その他メニューと合わせて年
間１０万円上限の助成金でした。
平成２５年度に社協支部基本事業に位置付
け、全支部での実施を目標に、立上げ助成初
回２万円、１回１万円上限で、支部内の開催
回数により段階的に１２万円から２４万円ま
での年間上限額に増額しました。また、平成
２７年度以降は、箇所追加に対し１万円の助
成金も追加して対応しています。
ふれあいサロンに対する関心の高さが、活
動の広がりにつながっており、歩いて参加で
きる単位ごとの開催が進んでいます。こうし
た流れを支援できるよう、財源確保に努め、
行政とも連携しながら推進していきます。
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項目
1
支えあい
の福祉コ
ミュニ
ティづく
り

1
地域福祉
活動の推
進

(1)
社協支部
の組織を
強化し、
地域福祉
活動の広
がりを推
進しま
す。

提出された市民意見（趣旨）
⑦
小地域福
祉活動計
画策定支
援

Ｐ２２の「⑦小地域福祉活動計画策定支
援」は、Ｐ３７の「⑤生活支援体制整備事業
の推進」とどのように整理して地域での支え
あい体制等の福祉コミュニティの体制を構築
される予定でしょうか。生活支援体制検討会
議での話し合いを行動計画としてまとめると
いうようなイメージでしょうか。各方策の関
係性等の記載があると、姫路市の地域福祉を
どのように推進していくのかが、わかりやす
くなると思います。

⑨
社協支部
の総合的
なサポー
ト体制の
拡充

Ｐ２３の「⑨社協支部の総合的なサポート
体制の拡充」の中で、「支部活動と地域包括
支援センターや保健センター等との連携強
化」とありますが、連絡会議や意見交換会を
開催する等、具体的な実施方法を検討されて
いるのでしょうか。例示があるとわかりやす
くなると思います。

件数

1

1

姫路市社協の考え方
小地域福祉活動計画は、社協支部におい
て、住民による福祉のまちづくりを目的とし
ており、地域の福祉課題、生活課題の現状把
握や具体的な解決方法を考える計画として、
策定を進めています。
今後、生活支援体制整備事業において、第
２層圏域で進められる圏域会議で話し合われ
る内容により、小地域福祉活動計画で取り上
げ、関係を深めながら推進していきます。
当取組は、多様な連携が想定されるため、
具体的な実施内容は、社協職員が社協支部と
の関わりを更に深め、連携を進める中で構築
されるものと捉えており、体制づくりを進め
る行動目標として設定しています。

本編の頁
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項目
2
つながり
合える地
域づくり
の推進

1
支えあい
の福祉コ
ミュニ
ティづく
り

2
つながり
合える地
域づくり
の推進

(1)
地域を支
える担い
手を育成
します。

(1)
地域を支
える担い
手を育成
します。

(2)
災害に立
ち向かう
備えを充
実しま
す。

提出された市民意見（趣旨）
①
「地域は地域住民が守る」という点から
福祉教育 は、地域福祉推進の担い手を育成すること
の推進
は、大変良い企画だと思います。
【新規】
私は、１０年程前から、安室中学校の１年
生に「福祉学習」として、「やさしいまちづ
くり」のテーマで講義実習をしています。社
会福祉の基礎となる「ノーマライゼーション
の思想」を住民が持ち、地域での共存の必要
性を伝えています。車イス利用者の体験をし
て、町の中にあるさまざまなバリアを知って
もらい、町の中で見かける車イス利用者等障
がいのある人達に「何かお手伝いしましょう
か」と声かけができるようになってほしいと
思い毎年続けております。この授業は、個人
的にやっていますが、制度化して中学生への
福祉教育が出来れば、「やさしいまちづく
り」の展開につながると思います。
①
これからは、地域でお互いが支えあえる体
福祉教育 制がますます大切になっていくと思います。
の推進
Ｐ２６福祉教育の推進という新規事業は、
【新規】 非常に意味があると考えます。中学校の一部
で実施するのではなく、全員が一度は受ける
ことができる体制をつくるべきではないで
しょうか。

①
Ｐ３０の「災害ボランティアセンター運営
災害ボラ の体制整備」について、市との連携を図りな
ンティア がら、という記載があった方がいい。
センター
運営の体
制整備

件数

姫路市社協の考え方

本編の頁

本計画のＰ２６「福祉教育の推進」【新
規】において、学校や地域等と連携し、福祉
教育に取り組むことにより、地域への関心や
高齢者、障害者等への理解を深め、中長期の
視点に立って、地域福祉活動の次世代を担う
福祉人材の育成につなげます。
1

1

1
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中学校において福祉教育を進めていく上
で、学校や地域の協力も必要であるため、モ
デル実施により関わり方や進め方等を精査
し、市内３５校で実施ができるような広がり
やつながりのある推進ができるよう努めま
す。

Ｐ３０「災害ボランティアセンター運営の
体制整備」において、
・「また、災害ボランティアにも周知するこ
とで、円滑な運営ができるよう整備を進めま
す。」 → 「また、災害ボランティアへの
周知や行政との連携を深める等、円滑な運営
ができるよう整備を進めます。」に修正しま
す。
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項目
2
暮らしを
支える福
祉サービ
スと相談
体制の充
実

1
相談体
制・生活
支援の強
化

(1)
地域で安
心した生
活を支え
ます。

提出された市民意見（趣旨）
③
買物支援
サービス
事業の充
実

買物支援事業の今の送迎方式では、社協の
準備するバスに乗って、買物に行くことがで
きる人が対象となる。それができない高齢者
や障害者のために民間事業者と連携して移動
販売を検討すべきと考えるがどうか。

④
Ｐ３６の「④地域の居場所づくりへの協働
地域の居 及び支援」について、どのようなものなのか
場所づく イメージしにくいので例示してほしい。
りへの協
働及び支
援【新
規】

(2)
生活課題
の解決に
向けた支
援を強化
します。

④
法人後見を実施している団体は、姫路市内
法人後見 にないので社協に期待できます。きめ細かな
事業の実 対応をお願いします。
施【新
規】

Ｐ４４ ５年後のすがたについて
他のページと同じように「～ます。」にそろ
えた方が、いいのではないでしょうか。

件数

姫路市社協の考え方

本編の頁

1

買物支援サービス事業では、送迎バスによ
る支援の実施において、旅客事業者との調
整、商店への説明等、地域の方の協力を得な
がら推進してきました。また、移動販売を行
う民間事業者と地域住民との調整も行いまし
たが、今後も地域住民に対する支援の方法に
ついて検討していきます。

36

1

Ｐ３６の「④地域の居場所づくりへの協働
及び支援」の説明文を
・参加者の相談対応における連携や協働によ
る運営、必要に応じた助成等を検討すること
で、関係支援機関とのつながりを強化し、地
域との新たな体制づくりに努めます。 →
年齢・性別・障害の有無に関係なく、地域に
住む誰もがつながりあえる新たな居場所づく
りや幅広い地域福祉活動との関わりを積極的
に進め、関係支援機関との連携を強化し、
様々な課題への支援ができるよう取り組みま
す。に修正します。

36

1

1

成年後見制度を利用する方に寄り添った支
援ができる体制を構築するため、調査・研究
を行い、法人後見事業の開始に向けて推進し
ていきます。

Ｐ４４ ５年後のすがたの文末
・ようになっている。 → ようになってい
ます。に修正します。
・構築されている。 → 構築されていま
す。に修正します。
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項目
2
2
暮らしを 情報発信
支える福 の充実
祉サービ
スと相談
体制の充
実

(1)
社協支部
活動の周
知に努め
ます。

提出された市民意見（趣旨）
①
広報「ひ
めじの社
協」の充
実

②
ホーム
ページの
充実及び
ＳＮＳの
活用

「ひめじの社協」は「広報ひめじ」と一緒
に自治会経由で世帯に配布されていることも
あり、Ａ4版のサイズになっていますが、こ
れからのより一層の紙面の充実や文字の見や
すさを考慮して、新聞型の「タブロイド版」
を検討してみてはと思います。近隣の他の市
町社協の広報紙の現状はわかりませんが、明
石市や神戸市の市の広報は「タブロイド版」
で、紙面が大きく、写真が充実しており、非
常に見やすい構成になっています。もう一つ
は、広報「ひめじの社協」の発行を隔月の年
６回から毎月発行の年１２回に増やしてはど
うかということです。もちろん、予算面との
相談になることですが、市民の方の目に触れ
る機会が増えることは、社協に対する認知度
が高まります。昨今ＩＣＴと言われる時代で
すが、年齢層を考慮すると電子媒体よりも紙
媒体の方が効果が高いと思います。
・社協ホームページ上にデイサービス事業者
や介護用品販売業者等の福祉に関するバナー
広告を掲載してはどうでしょうか。社協に
とっては広告料収入が入る一方、広告掲載の
依頼者も福祉に関心を持つ方の目に触れる機
会が増えるので、双方ともにメリットがある
と思います。
・検索連動型広告（リスティング広告）の活
用
※インターネット広告の一種で、検索エンジ
ンで一般ユーザーが検索したキーワードに関
連した広告を検索結果画面に表示する広告
（一般ユーザーのクリック毎に広告主の費用
が課金される）

件数

姫路市社協の考え方

本編の頁

1

姫路市の「広報ひめじ」と合わせて、自治
会のご協力を得て全戸配布していただいてお
り、今後、姫路市の広報がタブロイド版にな
る等の変化がある場合には、予算面等も含め
て検討していきます。職員による編集委員会
を開催して、紙面の作成をしており、予算面
や配付等の負担面から、隔月発行というペー
スになっています。紙面媒体と合わせ、イン
ターネット等も活用し、姫路市社協の認知度
を上げるよう進めていきます。

46

広告掲載については、姫路市社協の認知度
への貢献や広告料収入につながりますが、イ
ンターネット広告のシステム等が法人の性質
に合致する必要がありますので、慎重に検討
していきます。

1

46

項目
Ⅱ
地域福祉
を取り巻
く状況

Ⅱ
2
地域福祉 社協支部
を取り巻 の現状
く状況

提出された市民意見（趣旨）
Ｐ５の「制度だけでは十分に対応しきれな
い方々を支援するためのサービスの開発」と
は、具体的にはどの仕組みの事でしょうか。
具体的な事業や事例も記載があるとわかりや
すいと思います。

Ｐ６の矢印は、進行方向を示したり、影響
を与える方向を示すことが多いと思います
が、ここで使われている矢印の意味は。別の
表示の方がいいのでは。
社協支部や地域住民が会員で、その方たちが
この計画の中で言う、ボランティアという理
解でよいのでしょうか。どういった方をボラ
ンティアというのか分かりにくい。

件数

1

1

姫路市社協の考え方
第Ⅱ章冒頭であるため、総論として表現し
ています。
現在は、買物支援サービス事業や外出支援
事業等に取り組んでいます。今後は、複合多
問題で相談に来られる方や若年層の方々が抱
える問題等、ニーズとの接点を広げる取組を
進め、問題の早期発見・早期解決につながる
よう推進していきます。
Ｐ６ 社協支部の現状
・図と社協支部を組織する団体に関する説明
文を矢印ではなく、実線に修正します。
・図と基本事業と支部選択事業の関係の説明
文を矢印ではなく、実線に修正します。
・支部活動のボランティアは、各種団体から
組織される社協支部において募集され、構成
していただいています。各種団体に所属され
る方もいれば、そうでない方もいます。支部
活動の内容に応じて、色々な方に携わってい
ただいています。
その他に本計画では、災害ボランティア、あ
んしんサポーター、外出支援ボランティアや
福祉活動全般に関するボランティア等の記述
があります。

本編の頁

5

6

項目
Ⅱ
地域福祉
を取り巻
く状況

3
地域福祉
を取り巻
く状況

提出された市民意見（趣旨）

件数

Ｐ１２の「課題」中の、関係機関とは何を
指しているのでしょうか。

1

資料

きめ細かな地域福祉活動により、地域の生
活が守られていると感じた。計画が住民の立
場から策定されたものであるとのことなの
で、どのように住民の声を聞き、意思決定さ
れたかという策定過程をわかりやすく記載し
てほしいと思いました。
1

その他

計画（案）は良いと思います。
1

姫路市社協の考え方
地域福祉活動において発見され、社協へつ
ながるケースや個別相談に来られつながる
ケース等を想定しています。
内容によって相談する機関はさまざまです
が、問題解決に向けて協働・連携した体制が
必要となっているため、警察、消防、地域包
括支援センター、保健所、保健センター等の
行政機関や病院、介護保険事業所、相談支援
事業所といった民間組織等を指しています。
Ｐ６１からＰ６８に、平成２４年度より実
施してきた、社協支部現況調査結果や社協支
部ブロック会議でのご意見を掲載していま
す。
こうした結果や意見をもとに、Ｐ７５に掲
載の策定会議において事業内容を検討し、ま
た、策定委員会でご意見をいただいて作成い
たしました。

計画に基づき、地域福祉を推進できるよう
取り組みます。

本編の頁

12

61～

項目
その他

その他

その他

その他

提出された市民意見（趣旨）
社会福祉法が改正され、各社会福祉法人は
社会福祉充実残額を算定し、社会福祉充実計
画を策定することになっているはずである
が、一切このことに関する記述が見当たらな
いのはどういうわけか。もし、社会福祉充実
計画を策定する必要があるなら、計画により
社協としてさらなる地域福祉の充実を図る取
組を行うべきと考えるがどうか。
前述のように各社会福祉法人が策定する社
会福祉充実計画は地域ニーズを反映した地域
福祉推進のための計画になると想定される。
「地域福祉の推進を図ることを目的とする団
体」である社協として、各社会福祉法人を
リードしたり、法人間の連携を図る取組を検
討すべきではないか。そのためにも市内社会
福祉法人の連絡会議のようなものを設置すべ
きではないか。
各社会福祉法人ではできることが限られて
くるが、社会福祉法人各々が資金を出し合う
ことによって基金を設置し、子どもの貧困対
策としてのこども食堂や生活困窮者に対する
フードバンク等の取組ができると考えるがど
うか。また、こういった取組をはじめ企業と
の連携が地域福祉には必要と考えるが、本計
画では企業との連携の記述が一切ないが、ど
ういうことか。
障害者差別解消法が平成２８年４月に施行
されており、市では障害者差別解消推進に関
する職員対応要領やガイドラインが策定され
ている。福祉事業者向けには厚労省からガイ
ドラインが発出されている。社協としてこの
法律に対する取組については一切触れなくて
もいいのか。

件数

姫路市社協の考え方

1

1

現在、社会福祉充実計画については策定中
であり、姫路市社協として取組について検討
している段階です。地域福祉の推進を図るた
め、法人間の連携等を推進する内容は、行
政、企業及び各団体とも協議・調整し、法人
として検討していきます。

1

民間団体として、障害者への合理的配慮の
努力義務が果たせるよう努めます。
1

本編の頁

項目
その他

提出された市民意見（趣旨）
・すべてにわたって立派にできていると思い
ます。
・新規事業ばかりでなく、無くす事業があっ
てもいいのではないでしょうか。（少子高齢
化、ボランティア不足、地域間格差、希薄化
…）
・立派な推進計画書ができたが誰がやってい
くのか。（ボランティアを支援していただい
ている人は多忙、負担が増）（分析もされて
いますが活動を身近なものにするには誰が）
・ボランティア活動をやった人には将来メ
リットがでる事を考える。（本当のボラン
ティアでないかもしれないが）
・計画が絵に描いた餅にならない様、５年後
良かったと言える体制づくりが大切と考え
る。（誰がやるのか）
・支える母体として自治会、民生委員、老人
会、婦人会（無い地域もある）、子ども会
（減少方向）にも限界を感じることがある。
・理解はするが協力はしない。無関心派も多
い、どう引き付けるかが課題。
・各種行事に参加する人は決まった人に限ら
れている、個々の呼びかけが大切と感じる。

件数

1

姫路市社協の考え方
本計画の策定にあたり、決まった人ばかり
に負担が偏る現状について協議し、社協支部
へ動員依頼をする事業を精査しました。
平成２４年度から開催してきた社協支部ブ
ロック会議は、今後、姫路市において生活支
援体制整備事業の第２層圏域会議が開催され
るため取りやめます。また、市民講座等の動
員開催となるイベントは、実施内容を変更
し、取り組みます。
地域福祉を推進する中で、少子高齢化やボ
ランティアの高齢化、地縁の希薄化等は、大
きな課題です。活動の継続を支援するため、
Ｐ２３「⑨社協支部の総合的なサポート体制
の拡充」により、支部担当職員による後方支
援を充実させます。また、理解はするが協力
はしないという風潮や無関心という状況に
は、福祉精神を醸成する等、中長期の視点に
たった方策に切り替え、子ども達が大人にな
り生活する未来を見据え、支えあいの地域福
祉の大切さを伝えていくため、Ｐ２６「①福
祉教育の推進」【新規】に取り組みます。将
来の地域での生活を我が事として捉えていた
だけるよう努めます。

本編の頁

23、26

項目

その他

その他

提出された市民意見（趣旨）
案を一見して、社会福祉を職業としている
方が、属する組織の拡充のために策定した推
進計画と思いました。支部長は、自治会業務
の片手間で出来る仕事ではなく、本計画で支
部の強化と称して台帳整備だの様々な作業が
加わるとなると、投げ出すだろう。真に支部
の強化等を目指すならば、まず、自治会長等
兼務のボランティア支部長を廃止し、十分な
手当てを支給して、専門知識を持った専従者
を配置し、自治会をはじめ各種団体に頼らな
い別組織で行ってもらいたい。

国のため、人のためにという教育がなされ
ず、個々の多様性や経済的な豊かさばかりを
重視する、嫌なことは他人に任せて平気とい
う風潮が蔓延しているご時勢、無報酬が原則
のボランティアに参加するものは少ない。そ
のことは、あなた方も策定の背景、趣旨で述
べており、十分承知しているはずなのに様々
な名称のボランティアを養成するとはしてい
るものの、成り手がないということの具体策
がどこにもない。

件数

1

1

姫路市社協の考え方
社協支部組織が、各種団体から構成されて
おり、本来業務が多忙な中、地域福祉活動を
担うことが困難になっている現状は、ブロッ
ク会議等でも意見としていただきました。
本計画ではＰ２３の⑨「社協支部の総合的
なサポート体制の拡充」において、支部担当
職員による後方支援の拡充を推進します。ま
た、Ｐ３７の「⑤生活支援体制整備事業の推
進」【新規】において、地域共生社会の実現
に向け、地域ごとの課題に応じた取組を進
め、「支え手」「受け手」の関係を越え、支
えあえる地域、暮らしやすい地域をつくるこ
とが、自分や子ども達の利益につながると
思ってもらえるよう、社協だけでなく、行政
や関係支援機関と連携しながら、多様な主体
によって地域福祉活動に取り組めるよう推進
します。
Ｐ２６の「①福祉教育の推進」【新規】に
おいて、中学校での福祉教育に積極的に取り
組みます。地域への関心や高齢者・障害者へ
の理解を深め、地域生活を送る上で、自分の
暮らす地域を良くしたいという主体的な福祉
精神の醸成に努め、他人事ではなく我が事と
して地域づくりに参加できる人材の育成に、
短期視点ではなく、中長期の取組として推進
します。
Ｐ３６の「④地域の居場所づくりへの協働
及び支援」【新規】において、多様な実施主
体により進められる、地域福祉活動と協働
し、新たな体制づくり等にも努めます。
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