


　　は じ め に

社会福祉法人宝達志水町社会福祉協議会

会　長　　　松　島　直　文

　日頃から宝達志水町社会福祉協議会の事業に対し、深いご理解とご協力を賜り心から厚
くお礼申し上げます。
　地域社会は今、多くの問題を抱えています。少子高齢化の進展により単身世帯や年老い
た２人世帯が増加し、交通手段が確保できず日常の買い物に支障が生じています。認知症
を患った高齢者が振り込め詐欺の被害に遭うケースも出ています。核家族化の進行や他人
の関与を歓迎しない個人主義的傾向が強まり、近所付き合い等の人間関係が希薄化し、高
齢者だけでなく、子育ての不安や悩みを周りに相談する相手がいないといった子育て家庭
の孤立も指摘されています。
　このような厳しい時代の中でも、これから10年後20年後も誰もが安心して、その人ら
しく、いきいきと住み慣れた地域で生活するため、地域の支え合いのネットワーク化を図
ることが求められています。地域で発生する様々な生活課題に対して、住民、各団体、民
間企業、福祉サービス事業者、行政等あらゆる主体が協力し合い、課題解決に取り組むこ
とが重要です。誰でも病気にかかり、介護が必要になったり、子育てで悩んだりします。
そのような時にも地域住民で支え合えるような地域づくりを、住民の皆様と共に進めてい
きたいと考えております。
　今回の地域福祉活動計画策定にあたり先ずは住民座談会を開催致し、住民ニーズを把握
するため、地域の情勢、現状、課題について活発なご議論をいただきました。更にアンケー
ト調査を実施し、住民の地域福祉に対する考え方を明らかにしました。
　福祉活動を行うグループ、団体から構成する作業部会では座談会等で出された意見から
課題を洗い出し解決策について何度も検討を重ねていただきました。区長会、学校、社会
福祉事業者、福祉団体から構成する策定委員会では何度もご審議賜り「お互い様で　助け
合える　あったかいまち」を基本理念に掲げた本計画を策定することができました。
　この計画は策定して終わりではありません。計画策定は、理念に掲げたまちづくりに向
けてのスタートであり、これからの行動こそが重要であることは申すまでもありません。
住民の皆様とともに歩みながら地域福祉を推進していきたいと考えておりますので、引き
続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
　最後に、この計画策定に当たり、町民の皆様、各種関係団体から貴重なご意見ご提言を
いただき心から感謝申し上げます。

平成27年３月
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序章
計画の策定にあたって

1

序章

1 地域福祉とは

2 地域福祉活動計画とは

　「地域福祉」とは、年齢や性別、障害の有無などに関係なく、すべての住民の方が安
心していきいきと生活できるよう、住民、地域の団体、民間企業、福祉サービス事業者、
行政等のあらゆる主体が協力しあい、地域の福祉課題の解決に取り組む考え方です。

　「地域福祉活動計画」とは、宝達志水町が策定した「地域福祉計画」と相互に連携を
図りながら、住民、社会福祉に関する活動を行う者（個人、グループ、団体）、社会福
祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が協力して地域福祉をどのように進
めていくかをまとめた民間の活動・行動計画です。
　つまり、「地域福祉計画」の実現に向け、「自助」「共助」の項目の具現化を図るものです。

地域と行政の連携概念図
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行　政
地域福祉政策
高齢者施策
障害者施策
子育て支援施策
生活支援
介護保険
地域包括支援センター

総合相談窓口の整備

行政による福祉
サービスの提供

（公助）

社会福祉協議会
社会福祉法第109条（※）に規定さ
れた地域福祉の推進を目的とする
団体

○福祉サービスのコーディネート
○地域格差を埋める補完サービス

地　域
地域の住民組織
区
健康づくり推進員
老人クラブ
ボランティア団体
PTA
子ども会
その他の団体

民生児童委員協議会

社会福祉事業者
地域による福祉
サービスの提供

（共助） （自助）

補
完
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

地域の医療機関

指導

支援

連携

支援

地域福祉活動計画の範囲
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3 計画の目的

4 計画の位置づけ

　これまで福祉サービスは、特定の人のためのものと思われていたため、「福祉」とい
うと、高齢者や障害を持った方などのためのものというイメージをもっている人が多
かったかもしれません。しかし、誰でも病気になったり、介護が必要になったり、子育
てで悩んだりするなど日頃の生活の中で、手助けが必要になるときがあります。そんな
ときに、町や専門機関と地域住民や民生委員・児童委員、ボランティアなど地域に関わ
るすべてのものが協働して、支援を必要としている人を支えていく「地域福祉」のしく
みづくりが求められており、このしくみづくりを計画的に進めていくことを目的に「地
域福祉活動計画」を策定しました。

　「宝達志水町地域福祉活動計画」は、宝達志水町が平成25年３月に策定した「宝達志水
町地域福祉計画」との整合性を図りながら、地域住民の主体的な参加を得て、地域福祉
を推進するための具体的な取り組みを示したものです。
　また、行政計画である「宝達志水町地域福祉計画」は、保健福祉関連の４計画の共通
理念や地域福祉推進のための取り組みを統合・補完する計画として位置づけられています。
　この２つの計画は、ともに地域福祉の推進を目的として策定されるものであり、お互
いに補完・補強しあう関係にあります。

※社会福祉法第 109条【抜粋】

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）
第百九条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次

に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体（中略）
一　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

地域福祉活動計画
（平成27年度～平成31年度）
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序　章
計画策定にあたって

連携

5 計画の期間
　本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間とします。ただし、期間
の途中であっても、計画の進行状況や宝達志水町地域福祉計画の見直しなどに応じて、
必要な見直しを行っていくものとします。

第１次宝達志水町総合計画

宝達志水町老人福祉計画
第6期介護保険事業計画

第2次宝達志水町障害者計画　
第4期宝達志水町障害福祉計画

宝達志水町子ども・子育て支援
事業計画

健康宝達志水21計画（第二次）
（宝達志水町健康増進計画）

宝達志水町地域防災計画

宝
達
志
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町
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域
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地域福祉活動計画
（平成27年度～平成31年度）

6 計画の策定過程

7 計画の進行管理と評価、見直し

　計画の策定にあたっては、地域住民のニーズを把握し、それらを計画に反映させるた
め、宝達志水町内５地区において「住民座談会」を開催し、それぞれの地域の現状と課
題について、参加いただいた住民の方々と共有しました。また、住民、各種団体へのア
ンケート調査を実施し、住民の地域福祉に対する考え方も明らかにしました。
　このように様々な方法でいただいた貴重なご意見を整理し課題を洗い出すために、何
度も作業部会で検討を重ね、策定委員会で審議し、本計画を策定いたしました。

　計画の評価や見直しにあたっては、「策定委員」及び「作業部会員」で構成される「宝
達志水町地域福祉活動計画評価委員会」を設置し、毎年 1回程度委員会を開催し、評
価や見直しを行います。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計
画
の
初
年
度

評
価
・
見
直
し

評
価
・
見
直
し

評
価
・
見
直
し

評
価
・
見
直
し

評
価
・
見
直
し

計
画
の
終
了
年
度

【作業部会の様子】



第 1章
計画の基本的な考え方

1 計画の基本理念

5

2 計画の基本目標

　宝達志水町が策定した地域福祉計画では、「みんなでつくる笑顔と安心のまち　宝達
志水」を基本理念に掲げ、町民が参加・協力して、誰もが孤立や排除されることなく、
支え合い、助け合う地域づくりを推進しています。
　この地域福祉計画を踏まえ、本計画は次の基本理念を掲げます。

　計画の基本理念を実現するため、次のように３つの基本目標を設定します。

基本目標１　お互いに助け合う地域をつくろう

基本目標２　安心して暮らせるしくみをつくろう

基本目標３　気軽に集えるみんなの居場所をつくろう

『お互い様で　助け合える　あったかいまち』



地域福祉活動計画
（平成27年度～平成31年度）

3 計画の体系図

6

基本理念 基本目標 基本計画 具体的な取り組み

お
互
い
様
で　

助
け
合
え
る　

あ
っ
た
か
い
ま
ち

１ お互いに助け合う
　地域をつくろう

２ 安心して暮らせる
　しくみをつくろう

３ 気軽に集えるみんな
　の居場所をつくろう

①誘い合って地域行事に参加
②地域行事をさまざまな団体と企画
③地域行事及びサロン活動の実態調査
④共同募金の助成の活用
⑤サロン活動の講師のあっせん等の支援

(1) 多様な地域交流を促進 
します

①社協職員における小学校区単位の地域担
当制を設定

②社協職員の質の向上
③地域ケア会議等への参加
④福祉サービス利用支援事業の周知と定着

①近所同士の助け合いの推進
②助けられ上手講座の実施
③有償ボランティア等による生活支援体制
の整備

④外出支援サービスの拡充

(2) 生活を支えるしくみを
作ります

(1) 相談支援体制を確立し
ます

①ボランティア活動に関する情報提供体制
の整備

②ボランティアニーズ調査の実施
③老人クラブと連携による、シニアボラン
ティアの発掘

④ボランティア団体等の交流活動の推進
⑤ボランティアルームの検討

①「見守り会議」（仮称）の設置
②小・中学校での「福祉の授業」の拡充
③「地域座談会」の開催
④住民の考えを広報誌などで周知
⑤町の環境保全活動に協力

(2) 住民の福祉意識を高め
ます

（１）ボランティアセンター
機能の強化を図り、ボラ
ンティアを育成し、活動
を支援します



第 2章
施策の展開

【施策の方向性について】

　　新規・・・計画期間中に新たに実施するもの

　　継続・・・これまでの取り組みを継続して実施するもの

　　充実・・・これまでの取り組みを、計画期間中に量的及び内容的に拡充して実施す
るもの

　　改善・・・これまでの取り組みについて、体制や方策等を検討し、改善しながら実
施するもの

　この章では、第１章の計画の体系で示した具体的な取り組みについて、各取り組みの
内容、関連する団体・関係機関、年次取り組みについて示します。

7
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　本町では、社協がボランティアセンターを運営していますが、現在のボランティア活
動の参加者は固定化しているとともに、高齢者が多い状況となっています。アンケート
によると、町内で活動をしていない人が 45％となっており、その理由の一つとして、
ボランティア活動についての情報不足もあげられています。このような人がどうすれば
より活動に参加できるかが課題となっています。
　地域における見守り体制の現状は、民生委員が高齢者世帯を定期的に訪問しています
が、複雑多様化している地域の福祉課題を早期に発見し対応するためには、地域ぐるみ
の見守りが必要と考えます。アンケートによると、地域住民から受けたい支援として「あ
いさつや安否確認の声掛け」が最も多く、地域における見守りの重要性が伺えます。
　このような現状を踏まえ、子どもから高齢者まで、幅広い世代がお互いに支え合える
地域づくりのために、ボランティア活動の新たな担い手の育成や、住民が地域福祉につ
いて学ぶことのできる機会を作ることが必要と考えます。

基本目標１ 　お互いに助け合う地域をつくろう

基本計画⑴ 　ボランティアセンター機能の強化を図り、 ボランティアを

　育成し、 活動を支援します

現状と課題

項　目 　①ボランティア活動に関する情報提供体制の整備

取り組み内容
　ボランティアをしたい方が町内のボランティア活動の情報を気軽に収
集できるように、登録ボランティア団体の情報を整理し周知したり、ボ
ランティア募集情報を広報誌などで掲載する。

連携する団体・
関係機関 町社協、ボランティア、福祉施設、教育施設

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規
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第 2章
施策の展開

項　目 　④ボランティア団体等の交流活動の推進

取り組み内容
　ボランティア同士の連携や親睦をはかり、ボランティア活動の活性化
のために、登録ボランティアの意見を基に、視察研修や意見交換会等を
開催する。

連携する団体・
関係機関 ボランティア、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

継続

項　目 　③老人クラブと連携による、 シニアボランティアの発掘

取り組み内容

　老人クラブと連携しシニアボランティア研修や意見交換会を開催し、
シニアボランティア人口の増加に努める。
　また、老人クラブ会員に対し特技の調査をし、新たなシニアボランティ
アとしての活動の場を提供する。　

連携する団体・
関係機関 老人クラブ、住民、ボランティア、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

継続

項　目 　②ボランティアニーズ調査の実施

取り組み内容

   ボランティアの活動場所を拡大したり、活動を活発にするために、広
報・ホームページ・ケーブルテレビなどを利用してボランティアニーズ
把握に努める。また福祉施設・事業所などに出向き、ボランティアニー
ズの聞き取り調査する。

連携する団体・
関係機関 町社協、ボランティア、福祉施設、教育施設

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規
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項　目 　⑤ボランティアルームの検討

取り組み内容
　ボランティアが気軽に出入りが出来、意見交換や情報収集ができる場
となるボランティアルームの設置に向けて、登録ボランティアの方々と
検討する 。 

連携する団体・
関係機関 町社協、ボランティア

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規

●宝達志水町地域福祉計画 （第5章第2節より）

「ボランティア活動の育成・支援」

　町民のボランティア活動への興味や関心を高め、活動への参加促進を図るため、啓発
や情報提供の充実を図ります。
　また、社会福祉協議会のボランティアセンターの機能強化を図ります。

●活力のある 60代、70代が地域で気軽にボランティアできる環境を整備する必要が
　ある（アンケートより）

●行事をするにしても担い手が不足している（作業部会より）

●ボランティアの活動メニュー、情報が不足している（アンケートより）

●困っている人と地域住民をつなぐ存在が必要（アンケートより）

地域住民の声地域住民の声地域住民の声

毎年行われるボランティア
交流会の様子
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第 2章
施策の展開

高齢者疑似体験をしている
宝達小学校4年生の様子

基本計画⑵ 　住民の福祉意識を高めます

項　目 　① 「見守り会議」 （仮称） の設置

取り組み内容

　区長、民生委員など、地域において地域福祉の核となる方々が、普段
の活動において「気にかかる方」の情報を共有し解決策を考えるための
見守り会議（仮称）を設置する。
　まずは、区長・民生委員などに見守り会議（仮称）の必要性を説明し、
理解を得られるところから順に設置する。
　設置後も、社協職員は見守り会議の運営について、地域包括支援セン
ターや事業所と連携をとりながら、継続的に支援する。

連携する団体・
関係機関 区長、民生委員、住民、町健康福祉課、事業所、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規

項　目 　②小 ・中学校での 「福祉の授業」 の拡充

取り組み内容

　疑似体験による知識や技術を教えるにとどまらず、当事者や福祉施設、
住民との交流などにおよぶ多様な授業内容を学校と関係機関と共に考え
実施する。
　5年かけて町内すべての小・中学校で「福祉の授業」を実施を目指す。

連携する団体・
関係機関 町社協、教育施設、福祉施設、住民

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

充実
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項　目 　⑤町の環境保全活動に協力

取り組み内容
　町の環境保全活動に多数の住民が参加できるように、町の各行事など
の協力体制の支援をする。

連携する団体・
関係機関 行政、町社協、住民

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規

項　目 　④住民の考え方を広報誌などで周知

取り組み内容
　アンケートや平成25年度に実施した座談会の結果から読み取れる住
民の考えを「社協だより」やケーブルテレビ、その他さまざまな機会（地
域座談会、福祉大会、福祉団体の集まりなど)に周知する。

連携する団体・
関係機関 町社協、区長、行政

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

継続

項　目 　③ 「地域座談会」 の開催

取り組み内容

　住民自身が地域に存在する様々な福祉課題を話し合い、自分たちの地
域の課題として捉えられるような学びの場となる「地域座談会」を開催
する。
　集落単位をベースに、5年かけて全集落の開催を目指す。

連携する団体・
関係機関 区長、民生委員、住民、行政、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規
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第 2章
施策の展開

●宝達志水町地域福祉計画 （第5章第2節より）

「福祉意識の啓発活動の推進」

　さまざまな機会を活用して、福祉に関する啓発や広報活動を推進し、心のバリアフリー
社会の実現を目指します。

「地域福祉を担う人材の育成」

　地域福祉を担う幅広い人材の発掘・育成を推進するとともに、質の向上に努めます。

「福祉教育の充実」

　子どもたちが地域福祉の担い手として成長できるよう、学校における福祉教育の充実
を図ります。

●障害について理解してほしい（当事者団体より）

●地域への関心が薄い（座談会、アンケートより）

●近所付き合いや助け合いについての住民の考え方の PRが必要（アンケートより）

●犬のフン、道路のゴミで困っている（座談会より）

●近所で助け合う地域になっていたらいいなぁ（座談会より）

地域住民の声地域住民の声地域住民の声

年4回発行している広報誌
「社協だより」
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　本町では、行政や社協が様々な相談事業に取り組んでいるほか、民生委員等が地域に
おいて相談活動を行っています。しかし、アンケートにもあるようにこういった困った
時の相談窓口や、どんなサービスがあるか分からないなど、住民が必要としている情報
が不足しているといえ、地域に存在するニーズの把握から、必要な情報提供、問題解決
への支援などを継続的に行えるしくみが必要です。
　また、制度では解決できないちょっとした生活上の困りごとについても不安を抱えて
いる方が多く、それらを解決するためのしくみづくりも必要となっています。

基本目標 2 　安心して暮らせるしくみをつくろう

基本計画⑴ 　相談支援体制を確立します

現状と課題

項　目 　①社協職員における小学校区単位の地域担当制を設定

取り組み内容

　住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域を基盤にして解
決につなげる支援やその仕組みづくりを行うため、社協職員の地域担当
を設定する。社協職員は担当地域の福祉活動に積極的に参加し、ニーズ
把握に努める。
　また、経済的困窮やひきこもり、孤立など深刻な地域の生活課題につ
いては、早期発見・早期対応に努め、関係機関との連携を図る。

連携する団体・
関係機関 町社協、区長、民生委員、住民

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規

項　目 　②社協職員の質の向上

取り組み内容 　社協職員は県社協が実施する相談援助などの研修に参加し、資質の向
上に努める。

連携する団体・
関係機関 県社協、町社協、事業所

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

継続
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第 2章
施策の展開

項　目 　③地域ケア会議等への参加

取り組み内容
　保健・医療・福祉サービスが切れ目なく提供できる体制づくりとして、
社協職員は高齢、障害、子育て支援など、様々な分野の会議に積極的に
参加し、関係機関との連携を図る。

連携する団体・
関係機関 行政、事業所、町社協、住民

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

継続

項　目 　④福祉サービス利用支援事業の周知と定着

取り組み内容

　認知症や知的、精神に障害のある方が地域で生活していくために、金
銭管理、重要な書類の保管、各種手続き、福祉サービスの利用などの支
援を適切に提供できるよう、社協だよりなどで福祉サービス利用支援事
業の内容を分かりやすく掲載し周知を図る。

連携する団体・
関係機関 事業所、行政、町社協、当事者団体

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

充実

●宝達志水町地域福祉計画 （第5章第3節より）

「利用しやすい相談体制づくり」
　利用者が身近な相談から専門的な内容まで、適切な窓口を気軽に利用できるよう、利
用者の立場にたった福祉の相談窓口づくりを推進します。

●どこに相談すればよいか分からない、時間帯が合わない（アンケートより）

●介護者がもしも急病などで介護できなくなったらどうしたらよいか不安になる
（アンケートより）

●高齢者は利用できるサービスなどの情報が不足している（作業部会より）

地域住民の声地域住民の声地域住民の声
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基本計画⑵ 　生活を支えるしくみをつくります

項　目 　①近所同士の助け合いの推進

取り組み内容
　ちょっとした困りごとは近所同士で助け合えるよう、アンケート結果
や地域での助け合いの大切さをチラシにし、回覧板などで周知する。

連携する団体・
関係機関 住民、区長、民生委員、ボランティア、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規

項　目 　②助けられ上手講座の実施

取り組み内容 　住民同士の助け合いが活発になるよう、また地域において頼みやすい
雰囲気をつくるため、助けられ上手講座を開催する。

連携する団体・
関係機関 町社協、住民、ボランティア

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規

項　目 　③有償ボランティアによる生活支援体制の整備

取り組み内容
　電球の交換やゴミ出しなど、日常生活におけるちょっとした困りごと
に対応できるような、有償ボランティアによる生活支援体制に向けて地
域包括支援センターなどと協議を進める。

連携する団体・
関係機関 町健康福祉課、町社協、シルバー人材センター、ボランティア

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規
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第 2章
施策の展開

●宝達志水町地域福祉計画 （第5章第1節より）

「地域助け合いの基盤づくり」
　地域における見守りや声かけ活動の強化を図るとともに、地域住民や関係者、関係機
関が連携して、地域で支え合うための仕組みづくりを検討します。
　また、山間部の集落においても、基盤支援（見守りや買い物支援等）の充実を図り、
暮らしの安全・安心の確保に努めます。

●声掛け、安否確認を受けたい（アンケートより）

●買い物が不便（座談会、アンケートより）

●高齢者のゴミ出しが大変（座談会、アンケートより）

●住民同士の助け合いには、普段からの付き合いが大事（作業部会より）

●今後ますます高齢者が増え、除雪など日常生活の維持が難しくなっていく（座談会より）

地域住民の声地域住民の声地域住民の声

項　目 　④外出支援サービスの拡充

取り組み内容
　利用範囲の拡大や、通院だけではなく、社会参加に利用できるように
運営方法を検討する。

連携する団体・
関係機関 町健康福祉課、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

改善
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　本町には現在でも地域住民同士の近所付き合いが残っているといえますが、高齢化や
ライフスタイルの多様化に伴い、一口に「近所付き合い」と言っても一人ひとりが思い
浮かべるイメージは一様ではありません。実際のところ、町全体としては昔ながらの「近
所付き合い」は減少傾向にあるといえます。
　しかしながら、誰もが自立し、安心して暮らせる宝達志水町を実現させるためには、
住民同士の支え合いが必須であり、その支え合いの糸口になるのが、住民同士の日頃の
何気ない交流である「近所付き合い」だと考えます。
　このような現状を踏まえ、自然な「近所付き合い」が根付く、あるいは復活させるた
めの一助とするべく、社会福祉協議会は住民同士の交流の場を設けることを目指します。

基本目標 3 　気軽に集えるみんなの居場所をつくろう

基本計画⑴ 　多様な地域交流を促進します

現状と課題

項　目 　①誘い合って地域行事に参加

取り組み内容 　住民は地域行事に積極的に誘い合って参加し、さまざまな住民とつな
がりましょう。

連携する団体・
関係機関 住民

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

充実

項　目 　②地域行事をさまざまな団体と企画

取り組み内容 　住民は、地域行事を活性化させるため、さまざまな団体と行事を企画
しましょう。

連携する団体・
関係機関

区長、子ども会、青年団、健康づくり推進員、老人クラブ、
ボランティア、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

充実



19

第 2章
施策の展開

共同募金助成団体からの
ありがとうメッセージ

項　目 　③地域行事及びサロン活動の実態調査

取り組み内容
　地域行事やサロン活動がより有意義に、かつ無理なく継続していける
ように、現在の運営の実態や課題を調査し、結果を公表するなどして今
後の地域行事やサロン活動の運営に活用する。

連携する団体・
関係機関 区長、健康づくり推進員、ボランティア、町社協

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

★新規

項　目 　④共同募金の助成の活用

取り組み内容
　世代間交流やサロン活動の資金面での支援として、共同募金委員会が
実施している助成事業について情報提供し、申請手続きの支援を行う。

連携する団体・
関係機関 共同募金委員会、区長、健康づくり推進員、ボランティア

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

継続
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項　目 　⑤サロン活動の講師のあっせん等の支援

取り組み内容
　社協で把握している講師を整理しサロンの運営者等に講師をあっせん
するなど、サロン活動がより活性化するための支援を行う。

連携する団体・
関係機関 町社協、ボランティア

年次取り組み
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

充実

●宝達志水町地域福祉計画 （第5章第1節より）

「住民同士のふれ合い・交流の推進」
　子どもから高齢者まで老若男女を問わず、自主的・主体的な地域行事や活動等を通し
て、ふれ合い・交流を深めます。

●気軽に集う場があればよい（座談会、アンケートより）

●行事の参加者が固定している（座談会、作業部会より）

●世代間交流が大事（アンケートより）

●町内のサロン活動などの実践を教えてほしい（作業部会より）

●団地の若者世帯とのつながりがない。地域に対して無関心層が増えているように思う
（座談会より）

地域住民の声地域住民の声地域住民の声
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1 宝達志水町の現状

1 宝達志水町の人口と高齢化率の推移

2 宝達志水町の年齢別人口割合の推移
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3 宝達志水町の世帯状況の推移

4 宝達志水町の世帯数及び平均世帯人員の推移
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5 宝達志水町の障害者手帳交付者の推移
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2 宝達志水町の人口ピラミッド

資料：「日本の市区町村別将来人口」（平成25年3月推計）（国立社会保障・人口問題研究所）
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3 宝達志水町の保健福祉に関する計画の概要

　宝達志水町老人福祉計画・第６期介護保険事業計画
　老　人　福　祉　計　画：老人福祉法に基づき高齢者に対する福祉の実施、医療以外の保健事

業の実施に関する計画。

　介護保険事業計画：介護保険法に基づき介護サービス及び地域支援事業を円滑に実施す
るための計画。

計画期間 　平成27年度～平成29年度（３年間）

基本理念 　高齢者が輝き、安心して暮らせるまち　宝達志水

基本目標
　１．高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるまち
　２．高齢者が生きがいを持ち、健康ではつらつと暮らすまち
　３．高齢者や家族が“安心”“安全”を感じながら暮らせるまち

　第２次宝達志水町障害者計画・第４期宝達志水町障害福祉計画
　障害者基本法及び障害者総合支援法等に基づく障害者施策の推進のための計画。

計画期間
　第　２　次　障　害　者　計　画：平成24年度～平成29年度（６年間）
　第４期障害福祉計画：平成27年度～平成29年度（３年間）

基本理念
・

基本目標

　障害のある人もない人も分け隔てることなく、ともに社会、経済、文
化等の幅広い分野にわたり活動することが本来のあり方であるという
「ノーマライゼーション」と、障害のある人が、障害のない人と同じよ
うに生活するために、ライフステージのすべての段階において、その人
が持っている身体的、精神的、社会的能力を発揮し、その自立と社会参
加を目指す「リハビリテーション」を引き続き基本的理念とし、自己決
定の尊重と選択の支援、障害種別によらない一元的な障害福祉サービス
の実施、入院等からの地域生活への移行と継続的な支援、就労支援等の
課題に対応したサービス提供体制の整備を目標とする。

参考資料
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　宝達志水町子ども・子育て支援事業計画
　子ども・子育て支援法に基づく、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体
で支援する環境を整備することを目的とした計画。

計画期間 　平成27年度～平成31年度（５年間）

基本理念 　子どもは宝、明るく、笑顔かがやく町

基本目標

　１．地域における子育てを支える仕組みづくり
　２．子どもの健やかな成長を育む環境づくり
　３．親と子の心とからだの健康づくり
　４．配慮が必要な子ども・家庭を支える仕組みづくり
　５．仕事と家庭を両立させる環境づくり

　健康宝達志水 21計画（宝達志水町健康増進計画）
　健康増進法に基づく、町民の健康の増進を図るための基本項目を示し、推進に必要な
方策を明らかにした計画。

計画期間 　平成26年度～平成34年度（９年間）

基本的な方向

　１．健康寿命の延伸と健康格差の縮小
　２．主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防
　３．社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
　４．健康を支え、守るための社会環境の整備
　５．栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の
　　　健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
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4 町民の声 （５地区住民座談会での主な意見）

　住民座談会　実施結果

日時・会場
平成25年
10/31 相見小学校、11/1 押水第一小学校、11/7 アステラス、
11/8 さくらドーム、11/11 樋川小学校

内　　容

（１） ミニ講義 「気配り、目配りから始めよう～お互いさまのまちづくり」　
　　　講師：内　慶瑞　先生　金城大学社会福祉学部　教授

（２） 意見交換
　　① わたしたちのまちのいいところ
　　② 地域での困りごと
　　③ 将来こんなまちになっていたらいいな
　　④ 私（私たち）にできること

　【座談会構成】

参加者総数 110　 グループ総数 21　

( 内　訳 )

男女別
男性 46

所　

属　

別

区長 18

女性 64 民生委員児童委員 35

老人クラブ 6

健康づくり推進員 11

ボランティア・NPO 4

福祉施設関係者 5

保育所 4

その他※ 6

一般町民 21

合　計 110

※人権擁護員、母子寡婦福祉会　　　　
　身体障害者福祉会、手をつなぐ育成会

参考資料



地域福祉活動計画
（平成27年度～平成31年度）

28

相見小学校区座談会
□ 日　時　平成25年10月31日
□ 場　所　相見小学校
□ 参加者　25名

①私たちのまちのいいところ
・保・小・中・高に恵まれている
・町の中心で郵便局をはじめ金融機関がそ
ろっている
・のと里山海道がとおっている
・歩道ができて子供たちの通学路が安全に
なった
・騒音が少ない
・小学生のあいさつの元気がよい
・時間があるとき、連絡し合って買物に誘い
あう
・子ども達との夏休みラジオ体操
・お祭りが楽しい
・自然災害が少ない
・食べ物が新鮮

②地域での困りごと
・年金だけでは生活できない
・認知症の親を地域に任せすぎる部分がある
・集落の街灯が暗い
・企業が町にない
・若者が他町へ出て行ってしまう
・会合の参加者が少ない
・高齢者の一人暮らしが多い
・男性の高齢者の引きこもり
・年を取ったら足（交通）がない
・道や田んぼにゴミを捨てる
・買物する店が無い

③将来こんなまちになっていたらいいな
・年金だけで生活できるとよい
・他の人にも障害者施設を見学してもらって
理解して欲しい
・みんなのことがよくわかるようになるとよい
・働くところが少ない
・名所を PRし観光客の増加
・子供がたくさんいる町
・世代間交流を実施したい
・お茶するところが近くにあったらいい
・お互い様の付き合いが出来る町
・戸締りを忘れても安全な町
・お年寄りの安否確認に「デジタル式」の導入
・大きい会社、スーパーがあるといいな
・自分の意思でどこでも行ける交通機関

④私（私たち）にできること
・ボランティア活動に参加する。
・野菜を作って配る
・花を植える
・畑や休耕地を出来る人で復活してほしい
・ひとり暮らしの相談や買い物の手伝い
・野菜、魚、雑貨の行商
・できるだけ町内で買い物
・集落全体で声掛けあいさつ
・集落全体の見守り体制の構築
・近所付き合いをする
・いろいろな人にあいさつをする
・地区ごとのつながりができること
・誰でも集まりやすい「場」をつくる
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押水第一小学校区座談会
□ 日　時　平成25年11月1日
□ 場　所　押水第一小学校
□ 参加者　19名

①私たちのまちのいいところ
・自然災害が少ない。
・自然が豊か。
・食べ物がおいしい。
・水がおいしい。
・障害者福祉が充実している。
・介護事業所の数が多い。
・健康づくり推進員と情報を共有している。
・良い会社がある。
・児童が元気な声であいさつする。
・人が温かい。
・隣近所みんな仲良し。
・お年寄りは皆元気で畑をしている。
・犯罪が少ない。
・交通事故の心配が少ない。
・壮年世代が活気を高める意欲がある。

②地域での困りごと
・働く場所が少ない。
・若者が定着しない。
・戸数が減っていく。
・若者世代の意思の疎通ができていない。
・見守りを拒否される。
・車の運転をやめたら生活できるか心配。
・高齢者世帯のゴミ出し。
・集落の行事がない。
・もっと住民のことを考えてほしい。
・高齢化で田畑が作れず荒れているところが
おおい。

・飼い犬の糞の始末ができない人がいる。
・熊、いのししが出てきそうでこわい。

③将来こんなまちになっていたらいいな
・働く場があるとよい。
・若者が多い町。
・行事に参加者があふれる地域。
・病院、スーパーがあるとよい。
・社会福祉が行き届いた町。
・老人ホームへ集落挙げての訪問し、単に顔
合わせでいいから、入居老人をはげます制
度的なものができればよりよくなると思う。
・活気があるまち。
・情報が共有できるようになったらいい。
・安心安全な町。
・近所が助け合う地域。
・各人がもっと政治に関心が必要。
・自然を楽しめる町。

④私（私たち）にできること
・もっとボランティア活動を。
・困っている人に小さいことでも手を差し伸
べる（ゴミ出し、雪かき）
・お年寄り世帯の見守り、声掛け。
・自分で買い物などへ行けない方たちに対
し、同乗したりできる。

・悩んでいることを話し合って解決できなく
ても気を楽にする。
・子供に迷惑をかけないようにする。
・お互い様の意識を掘り起こす。
・集落の集まりに積極的に参加する。
・歩こう会のような健康づくりの催しを自分
から始める。
・あいさつ運動。
・町の良いところ、住みやすいことをアピー
ルする。
・集落で「福祉委員会」を設置。

参考資料
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宝達小学校区座談会
□ 日　時　平成25年11月7日
□ 場　所　アステラス
□ 参加者　17名

①私たちのまちのいいところ
・海の幸・山の幸に恵まれている。
・宝達山がある。
・災害があまりない。
・子ども達がのびのびしている。
・おんぼらっとしている。
・子ども達のあいさつがよい。
・絆がまだ残っている。
・困った時、民生委員や区長がすぐに対応し
てくれる。
・集落のつながりが深く、皆で助け合おうと
いう心情が残っている。
・皆が親戚のような近しい関係
・田畑に出る人がいて、話し合いが出来ている。
・情報の共有ができている。
・福祉が整っている。

②地域での困りごと
・お年寄りの買い物が不便。
・お年寄りの一人暮らしで近所とうまく付き
合いができない。
・お年寄りが増え、除雪等日常生活の維持が
難しくなる。
・子どもが少ない。
・行事やイベントの参加者が固定化しつつある。
・あまり外へ出ることがなくなった。（井戸
端会議）

・地域にお金が無い。
・道に空き缶などのゴミがすててある。
・田畑を若者に受け継いでもらえない。
・ガソリンスタンドが少ない。

③将来こんなまちになっていたらいいな
・気軽に行政へ相談できる町
・若者が定住できるまちづくり
・地元産業の拡大
・働く場が増えると良い
・交通の便（バスの巡回等）を考えて欲しい
・福祉の充実
・宝達山を観光地化
・他町に自慢できる町
・地域の特産物作りで農業の活性化
・いい意味での向こう三軒両隣のような組織
があれば、今以上に地域でのホットな関係
ができるのでは。

④私（私たち）にできること
・子ども達を応援する
・交通安全とあいさつ運動
・買い物の手助け
・集落で年に１，２回サロンを開く
・集落の行事に誘い合って参加する
・老人やひとり住まいの方に声掛けをする
・農産物の交換
・隣近所で助け合い（除雪など）
・ひとり暮らしのお年寄りの見守り
・自然を大切にする
・特産物の地産地消を子どもの給食に
・健康に気を付けて他人に迷惑をかけない
・縁の下の力持ち
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志雄小学校区座談会
□ 日　時　平成25年11月8日
□ 場　所　さくらドーム
□ 参加者　20名

参考資料

①私たちのまちのいいところ
・交通の便が良い
・他町からの人の出入りがありよい
・住環境が良い
・祭りの時は日頃声をかけない人でも話しか
ける
・雪が降ったら皆で話をしながら雪すかしを
する
・近所付き合いがよい
・落ち着いていてのんびりしていてやすらぐ
・町内に病院がある
・障害者が働くところがある
・宝寿荘や古墳の湯の障害者割引もよい
・健康推進員その他推進員の活動が活発である
・さくらドームも室内で利用できるので良い
・大人、子ども間の声掛けなどの優しさがよい

②地域での困りごと
・空き地空き家が増えている
・子供が少ないので、学校通学が不便になっている
・若者が少ない
・店が少なく不便
・公共交通機関が少ない
・出かける時車がないと不便
・町の行事は会場まで歩くのが大変と参加し
ない方が多い

・河川・道路愛護の参加が減り、お年寄りに
は重労働となってきた

・いろいろな世話役のなり手がない
・道にゴミが捨ててある

③将来こんなまちになっていたらいいな
・お金が無くてもお互いに物々交換で生活で
きるように
・ゆったり暮らせる安心な町
・誰でも集まれる場所があるといい
・地域の伝統行事、町のイベントに参加出来
るようにしてほしい
・スクールバスを日中福祉バスとして活用
・町内交通網の整備
・車が無くても買い物ができるように
・自然を生かして人が集まるような町
・子供が少なくて、もっと子供が育つ町にな
るといい
・若者が定住してもらえるような町
・働く場が増えるとよい
・病院、福祉の充実した町
・道の駅ができればいい（小さな地産地消の店）

④私（私たち）にできること
・ボケずに元気でいるよう心掛ける
・近所と仲良く助け合う
・笑顔であいさつ
・話相手
・近所の見守り
・行事に積極的に参加する
・町のことを PRする
・できることを頼まれたら快く受ける
・足のない人を誘って車で送迎
・町内で買い物をする
・少しおせっかいをする
・地元の山を愛し、楽しいところにしたい
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樋川小学校区座談会
□ 日　時　平成25年11月11日
□ 場　所　樋川小学校
□ 参加者　29名

①私たちのまちのいいところ
・地域の活動が活発
・ボランティア活動が盛ん
・人が温かい
・静かで平和。災害もない
・住民間のつながりが強い
・自然が豊か
・施設がそろっている
・文化財（岡部家、喜多家、金谷古墳）
・交通の便が良い
・皆が普通にあいさつ出来ている
・食材が豊富で新鮮

②地域での困りごと
・気がかりな人がいても具体的にどのように
声かけしてよいかわからない
・地域の役員の受け手がない
・行事やイベントの参加者が固定化しつつある
・仕事ばかりでなく、地域の人たちともっと
集まりたい
・子どもが少なく行事に支障がある
・店が少なく不便
・高齢化のため、田畑が荒れてきた
・空き家が増えている
・お年寄りの一人暮らしが増えていて気になる
・犬のフンの始末ができないひとがいる
・税金不足なのか、施設の建設がストップし
ている
・交通事故が多い箇所があり心配
・団地の若者世帯のつながりがない。無関心
層が増加気味
・気軽に寄れる場所がほしい

③将来こんなまちになっていたらいいな
・病気の少ない町
・地域の役員を進んでひきうけてもらえるよ
うになってほしい
・住民が生活を通じてつながりを持てるよう
なグループ作りを
・行事に参加者があふれる地域
・羽咋方面に行くデマンドタクシーを利用で
きないので不便
・歩いて行ける場所に店があるとよい
・働く場が増えるとよい
・子どもが多い町
・障害者にもっと理解を持ってもらいたい
・災害に少しでもあわないように
・みんなで集まれる施設があればいい

④私（私たち）にできること
・自分が健康でいること
・声かけ、あいさつ
・行事に積極的に参加する
・ボランティア活動に参加する
・集まる場所の提供
・子どもたちの見守り
・子育ては３歳までにしっかりとすること。
障害をもった子には特になおさら教育をす
る。
・近所付き合いを大切にする
・自然を大切にする
・年に一度とは言わず、防災訓練に参加して
もらうため、声かけを行う
・野菜を作り施設に寄付
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5 住民意識アンケート調査実施結果

　（1）調査方法

　（2）調査項目

① 対 象 者　　宝達志水町在住の20歳以上の住民
② 抽出方法　　住民基本台帳より1,000人を無作為抽出
③ 調査期間　　平成26年３月12日～４月18日
④ 調査方法　　民生委員・主任児童委員が配布し、返信用封筒による郵送回収
⑤ 回収目標　　371票

① あなた自身について
② 地域との関わりについて
③ 住民同士の助け合いについて
④ 社会福祉協議会及び民生委員児童委員について
⑤ 宝達志水町の福祉について

配布数 有効回答数 有効回答率

1,000 643 64.3％

参考資料
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 1. あなた自身について 

 問１　あなたのお住まいの小学校区はどこですか。（単数回答） 

 問２　性別はどちらですか。(単数回答） 

　お住まいの地域について、「相見小学校区」が 26.6％と最も高く、次いで「志雄小学校
区」が 25.3％となっています。
　概ね配布数の構成比と回答者の構成比が同じとなっています。

　性別について、「男性」が 45.4％、「女性」が 53.3％となっており、概ね配布数の構成
比と回答者の構成比が同じとなっています。
　回収率は女性の方が 8.2％高くなっています。

項　目 配布数 件数 構成比 回収率
志　雄　小　学　校　区 273 163 25.3% 59.7%
樋　川　小　学　校　区 172 112 17.4% 65.1%
相　見　小　学　校　区 280 171 26.6% 61.1%
宝　達　小　学　校　区 108 79 12.3% 73.1%
押水第一小学校区 167 109 17.0% 65.3%

不　明 9 1.4%
計 1000 643 100% 64.9%

項　目 配布数 件数 構成比 回収率
男　性 492 292 45.4% 59.3%
女　性 508 343 53.3% 67.5%
不　明 8 1.2%
計 1000 643 100.0% 63.4%
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 問３　年齢はおいくつですか。（平成26年１月１日現在）（単数回答） 

 問４　ご職業は何ですか。（単数回答） 

　年齢について、「60～ 69歳」が 29.5％と最も高く、次いで「70歳以上」が 20.1％となっ
ております。
　回収率については、「60～ 69 歳」が 79.2％と最も高く、「20～ 29 歳」においては
46.7％にとどまっています。

　職業について、「無職」が 224件と最も多く、次いで「会社員」が 173件となっています。

項　目 配布数 件数 構成比 回収率

２０～２９歳 120 56 8.7% 46.7%

３０～３９歳 137 74 11.5% 54.0%

４０～４９歳 170 92 14.3% 54.1%

５０～５９歳 164 98 15.2% 59.8%

６０～６９歳 240 190 29.5% 79.2%
７０歳以上 169 129 20.1% 76.3%

不　明 4 0.6%

計 1000 643 100.0% 61.7%

その他の回答 件数

寿司職人 1

事務員 1

主婦 1
自営手伝い 1
嘱託職員 1
専門職（医療、福祉） 3
中学臨任教師 1
家族従業員 1
自宅療養 1
無回答 9
合　計 20
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 問５　ご職業は何ですか。（単数回答） 
　家族構成について、「親・子の二世代家族」が278件と最も多く、次いで「親・子・孫の
三世代家族」が150件となっています。

その他の回答 件数

同居人と２人 1

夫婦と孫 2

仮住まい 1
４世代 4
夫婦と子夫婦 1
親と夫婦 1
県外 1
養母、夫婦 1
無回答 13
合　計 25
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 2. 地域との関わりについて 

 問６　あなたにとっての「地域」とは、どんな範囲のことだと思いますか。

　「地域」と思う範囲について「区（集落）」が 41.2％と最も高く、次いで「宝達志水町全体」
が 28.6％となっています。
　校区別でみると、志雄小学校区では「区（集落）」が 52.2％と、相見小学校区では「宝
達志水町全体」が 37.1％と、それぞれ他の地区と比較して高くなっています。

その他の回答 件数
羽咋郡市 1
志雄全体 1
北大海地区 1

話す相手や内容で異なるの
で、限定できない 1

合　計 4

（単数回答）

旧



地域福祉活動計画
（平成27年度～平成31年度）

38

 問７　あなたは隣近所の方と、どの程度のお付き合いがあるか教えてく
　　　　ださい。（単数回答） 

　隣近所とのお付き合いの程度について、「あいさつや世間話をする程度」が 56.5％が最
も高く、次いで「一緒にお茶を飲んだり、おすそ分けをし合う程度」が 19.9％となって
います。           
　年代別でみると、年代が上がるほど「日頃から困っているときに相談したり、助け合っ
たりしている」「一緒にお茶を飲んだり、おすそ分けをし合う程度」の割合が高くなる一方、
「ほとんど付き合っていない」の割合が概ね低くなる傾向があります。
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 問８　近所付き合いについて、あなたの考えに最も近いものを選んでく
　　　　ださい。

　近所付き合いの考え方について、「何か困ったことがあれば相談したり助け合う程度が
よい」が 54.3％で最も高く、次いで「あいさつ程度で十分」が 23.3％となっています。 
　年代別でみると、年代が上がるほど「日頃から何でも話し合える関係がよい」の割合が
高くなる一方、「あいさつ程度で十分」の割合が低くなる傾向があります。   
　また、「何か困ったことがあれば相談したり助け合う程度がよい」は年代が上がるほど
50代までは割合が高くなりますが、50代を境に割合が低くなる傾向があります。

その他の回答 件数
相談はしないが、助け合いはする 1
世間話をしたり、お茶を飲んだりする 1
無回答 1

合　計 3

（単数回答）
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 問９　あなたは町内でどのような活動をされていますか。

 問10　問9で「８．何も活動していない」と答えた方への質問   
　　　　あなたが町内で活動に参加していない理由は何ですか。（複数回答）

　町内での活動について、「何も活動していない」が291件と最も多く、次いで「区（集落）
の活動」が197件となっています。

　町内で活動していない理由について、「仕事や家事等で時間がない」が150件で最も多く、
次いで「健康や体力に自信がない」が60件となっています。

その他の回答 件数
時々、様子を聞いている 1
健康づくり推進員 2
班の当番 1
法人での活動 1
趣味をとおして 1
美化委員 1
地区の役員 1
門徒会 1
無回答 9

合　計 18

（単数回答）

項　目 件数 構成比

仕事や家事等で時間がない 150 34.9％ 
健康や体力に自信がない 60 14.0％ 
人間関係が苦手だから 53 12.3％ 
興味の持てる活動がない 52 12.1％ 
参加方法などの情報がない 40 9.3 ％
身近なところに活動がない 31 7.2 ％
その他 30 7.0 ％
地域での活動はしたくない 9 2.1％ 
家族の理解がない 2 0.5 ％
不明 3 0.7 ％

計 430 100.0％ 

その他の回答 件数
普段町内にいない 9
介護のため 5
親が参加しているから 3

以前は仕事や家事で時間がなかった。
今は時間もできたが出にくくなった 1

子供が成長し、関わりがなくなった 1
関わりたくないから 2
活動を知らない 2
体力と体の都合 1
町内活動が苦手 1
子供が小さい 3
考えたこともない 1
無回答 1

合　計 30
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 3. 住民同士の助け合いについて 

 問11　あなたは毎日の暮らしの中で、悩みや不安を感じていますか。
　　　　以下の中からあてはまるものを選んでください。（複数回答）

　悩みや不安については、「自分の健康に関すること」が261件で最も多く、次いで「特に
ない」が209件となっています。
　年代別でみると、年代が上がるほど「自分の健康に関すること」を不安に感じる方の割合
が概ね高くなる傾向があります。
　一方、年代が上がるほど「生活費などの経済的なこと」を不安に感じる方の割合が概ね低
くなる傾向があります。
　また、子育て世代にあたる30代40代は「子育てや教育に関すること」、親や自身、配偶
者などが高齢となる40代から70代は「介護に関すること」が他の年代と比較して割合が高
くなっています。

その他の回答 件数

将来への不安 4

将来の健康について 2

交通の便 5

仕事 1

年金の受給 1

家族の介護について 2

少子・高齢化 1

町内に働き口がない 1

ごみ当番のこと 1

子供の生活態度 2

家族が遠方 1

万雑について 1

進行性難治疾患の現状にお
ける社会福祉制度の在り方 1

無回答 3

合　計 26
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 問12　あなたが悩みや不安について相談したいと思うのは誰ですか。
　　　　（複数回答）

　悩みや不安の相談相手について、「家族、親せき」が518件と最も多く、次いで「知人、友人」
が322件となっています。          
　年代別でみると、年代が上がるほど「家族、親せき」「知人、友人」の割合が概ね高くな
る傾向があります。           
　一方、年代が上がるほど「インターネットで調べる」の割合が低くなる傾向があります。

その他の回答 件数

自分で解決する 1

職場の同僚 3

悩みはない 1

ママ友 1

不明・無回答 8

合　計 14
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 問13　あなたの隣近所で、あなたから見て日常生活で困っていると思わ
　　　　れる方がいますか。（単数回答）

 問14　あなたは困っている人を見かけたら、どうしたいと思いますか。
　　　　（単数回答）

　困っていると思われる方がいるかについて、「わからない」が45.4％と最も高く、次い
で「いない」が38.6％となっています。         
  

　困っている人を見かけたらどうしたいかについて、「助けを求められたら対応する」が
61.1％で最も高く、次いで「様子を見て、必要に応じて区長や役場などに情報提供する」
が28.1％となっています。
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 問15　問14で「４．何もしない」と答えた方への質問
　　　　あなたが何もしない理由を教えてください。（単数回答）

 問16　あなたは隣近所の方に対して、支援や協力できることはありますか。
　　　　以下の中からあてはまるものを選んでください。（複数回答）

　何もしない理由について、「何をしてよいか分からない」「その他」が４件と最も多く、
次いで 「特に関心がない」が３件となっています。

　できる支援や協力について、「あいさつや安否確認の声掛け」が443件と最も多く、次い
で「料理や収穫物のおすそ分け」が151件となっています。

その他の回答 件数

具体的な要望がない 1

何もできないから 1

不用意に関わるのは無責
任に感じる 1

無回答 1

合計 4

その他の回答 件数

話し相手 1

今は何もしたくない 1

頼まれれば出来ることなら 2

毎日はむずかしい 1

無回答 4

合　計 9
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 問17　あなたは日常生活で困ったときに、問16の回答（1～8）に例示さ
　　　　れているような地域住民による支援や協力を受けたいと思いますか。

　困ったときに住民からの支援や協力を受けたいかについて、「どちらともいえない」が
39.2％と最も高く、次いで「どちらかといけば受けたい」が27％となっています。  
　年代別でみると、70代の５割の方が、また他の年代の４割の方が「受けたい」「どちら
かといえば受けたい」と答えています。

（単数回答）
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 問18　問17で「１．受けたい」「２．どちらかといえば受けたい」と答えた
　　　　方への質問 あなたが受けたいと思う支援や協力は何ですか。（複数回答）

　受けたい支援や協力について、「あいさつや安否確認の声掛け」が197件と最も多く、次
いで「家の中の簡単な援助」が54件となっています。       
　年代別でみると、「あいさつや安否確認の声掛け」では60代の82.5％、「家の中の簡単
な援助」では40代の31.4％と最も高くなっています。 

その他の回答 件数

時と場合による 1

今はまだ必要ない 1

身の回りの世話 1

無回答 2

合　計 5
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 問19　問17で「４．どちらかといえば受けたくない」「５．受けたくない」
　　　　と答えた方への質問  あなたが受けたくないと思う理由は何ですか。

 問20　あなたのお住まいの地域にはどのような課題や問題があると感じ
　　　　ていますか。（複数回答）

　住民からの支援を受けたくない理由について、「必要性を感じないから」が26件で最も
多く、次いで「地域の人に気を使うことが嫌だから」が24件となっています。

　地域の課題や問題について、「買い物や通院などの外出について」が202件で最も多く、
次いで 「異世代との交流」が176件となっています。

その他の回答 件数

いちいち人に頼まれない 1

合　計 1

（複数回答）
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その他の回答 件数

近くにいつでも利用できる憩いの場 1

夜間の防犯対策 1

バス停や駅が遠い 1

輪の中に入れない自身の問題 1

ひとり暮らし高齢者の孤立 1

どういう町であれば人が集まるのか
考えるべき 3

特になし 5

分からない 3

他の町に移住したい 1

近所の騒音、たん吐き 1

子供が少ない 1

近所の交流がない 1

介護施設が少ない 1

人口減 1

買い物が不便 3

道が狭い 1

親切を逆手に取る 1

無回答 31

合　計 58
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 4. 社会福祉協議会及び民生委員児童委員について 

 問21　　あなたは宝達志水町社会福祉協議会を知っていますか。（単数回答）

　宝達志水町社会福祉協議会について、「名前は聞いたことがあるが、活動内容は知らない」
が61.7％で最も高く、次いで「名前も活動もよく知っている」が19.6％となっています。

件数 構成比

名前も活動もよく知って
いる

126 19.6％ 

名前は聞いたことがある
が、活動内容はしらない

397 61.7％ 

名前も活動の内容も知ら
ない

93 14.5％

不明 27 4.2％

計 643 100.0％
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 問22　宝達志水町社会福祉協議会が行っている活動で、あなたが知って
　　　　いるものはありますか。（複数回答）

　宝達志水町社会福祉協議会が行っている活動について、「赤い羽根共同募金」が403件と
最も多く、次いで「歳末たすけあい運動」が351件となっています。 
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 問23　宝達志水町社会福祉協議会の広報紙「社協だより」についてお聞き
　　　　します。（単数回答）

　「社協だより」について、「ときどき読んでいる」が47.6％で最も多く、次いで「読んでい
ない」が19.8％となっています。         
　年代別でみると、年代が上がっていくほど「必ず読んでいる」「ときどき読んでいる」の
割合が高くなる傾向があります。
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 問24　社会福祉協議会が行う活動・支援として今後充実してほしいもの
　　　　を以下の中からあてはまるものを選んでください。（複数回答）

　社会福祉協議会に充実してほしい活動や支援について、「誰もが安心して在宅で生活す
るための福祉サービス」が324件と最も多く、次いで「高齢者や障害のある方など、援助を
要する方々やそれらの団体への支援」が284件となっています。

その他の意見 件数

活動を知らないから分からない 4

スピーディーな介護認定 1

地域を活気づけるための支援 1

環境美化活動 1

一度も来てもらったことがない 1

まずは知ってもらうこと 1

既存の活動の充実 1

無回答 6

合　計 16
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 問25　あなたは民生委員児童委員を知っていますか。（単数回答）

　民生委員児童委員について、「名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」が
58.0％と最も高く、次いで「名前も活動の内容もよく知っている」が22.2％となっていま
す。           
　年代別にみると、年代が上がるほど「名前も活動の内容もよく知っている」「名前は聞い
たことはあるが、活動内容はよく知らない」の割合が高くなる傾向があります。 
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 問26　あなたの地域の担当の民生委員児童委員を知っていますか。（複数回答）

　地域の担当民生委員児童委員について、「知っている」が53.8％と最も高く、次いで「知
らない」が43.9％となっています。

その他の意見 件数

役場がすること、住民が
することを明記する。
住民とコミュニケーショ
ンをとる。

1

財源のないサービスはや
らない方がよいのでは。

1

無回答 1

合　計 3

 5. 宝達志水町の福祉について

 問27　あなたは地域における福祉を充実させていく上で、役場と地域住
　　　　民の関係は、どのようなものが望ましいと思いますか。（単数回答）

　望ましい役場と地域住民の関係について、「役場と住民が協力して取り組む」が48.4％
と最も高く、次いで「役場が行う福祉サービスで解決できない点についてのみ住民が協力
する」が15.6％となっています。
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 問28　あなたはこれからの宝達志水町の福祉は何を重点にすべきだと思い
　　　　ますか。（複数回答）

　宝達志水町の福祉について、「住民がお互いに助け合えるまちづくり」が282件と最も多
く、次いで「在宅福祉を支えるサービスの充実」が264件となっています。

項　目 件数 構成比

住民がお互いに助け合えるまちづくり 282 20.5％ 

在宅福祉を支えるサービスの充実 264 19.2％ 

気軽に相談できる人、集まれる場の充実 192 14.0％ 

個人の自立を支援するサービスの充実 149 10.8％ 

手当などの金銭的な援助 132 9.6％ 

保育所などの子供の頃からの教育 125 9.1％ 

道路の段差解消などの福祉のまちづくり 89 6.5％ 

ボランティア団体など市民活動への援助 74 5.4％ 

その他 14 1.0％ 

不明 54 3.9％

計 1375 100.0％

その他の意見 件数

交通が不便 1

若い親が安心できる町づくり。
子供の医療費制度の充実。 1

分からない 1

若者の働き口があるように 2

何もしない 1

多様なニーズにまじめに取り組む 1

無回答 7

合計 14
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 問29　共に助け合い、支え合う地域づくりについて、ご意見・ご提言があり
　　　　ましたら、ご自由に記入してください。
№ 年代 性別

1 50 男

　安心・安全な町づくりは町役場の仕事です。役場の職員には役割があると思いますが、町民からす
れば全員が支援や相談を受けられる人だと思っています。又、いつでも窓口を開いていてほしい（土
曜、日曜も）。
　地域の人々は、みんなが生きがいある楽しい活動を進めることに参加し、そのことを通して近所と
の関わりをしていくことが大切だと思います。
　又、町民はいろいろなことを知らなすぎます。知らせることから始めてください（サービスや情報）。

2 60 女

　核家族が増え、お年寄りと若い人たちの家族が離れた現状を眺めると、ひとり暮らしになった老人
が増加しています。近所づきあいをして身体の状態を話し合ったり、介護支援がうまくいっているか
等、誰よりも近所の方が一番気づくように日頃の付き合いを大切にすべき。
　そして、町内（集落の中）に誰もが集え、安価な食べ物（コーヒー、おにぎり、トーストなど）を
出せる憩いの場があると近所の様子も分かり老後楽しめる。囲碁などもできて、テレビもみられるな
どそんな場所があったらいい。

3 60 男

　少子高齢化に向き合っていくには、地方自治体での努力には限りがあると思います。まず、自分の
ことは出来るだけ自分の責任で、という覚悟が必要と思う。持論かもしれませんが人間の生命には限
りがあるので、医療などには頼らず、自分の命は自分で管理することが大切だと思います。最終的に
は安楽死の法案を作り過度な延命治療は行わずに苦しまないで一生を終えるようにして下さる方がよ
いと思います。

4 70 女 　今はどうにかごみ出し、新聞、ダンボールなど出しに行きますが、年を取るごとに遠いので不安に
なっています。

5 30 女

　理想は住民同士が協力し合うのが一番良いのですが、現実そうはなかなかいかないと思います。実
際私が困っても隣近所に助けを求めることはありません。でも、困ったことがあれば隣近所に助けを
求め、お互い助け合える地域となればすごくいい町になると思います。来てよかったと思える町にな
ることを願っています。
　あと、すごく現実的なことを言えば、若者の意見として、助けてくれるのであれば助成金関係を充
実させてくれた方がすごくうれしいです。

6 60 女

　高齢化社会と言いますが、高齢になる前に食事に気を付けて生活習慣病にならないようにしたり、
毎日少しずつ運動をして体力をつけるなどしたりして自立した高齢者になるべきだと思います。何で
もかんでも家族や役場におんぶにだっこをするのではなく、自分のことは自分でするのだという意思
をしっかりと持って生きていくべきです。そのためには、家族と仲良くするのはもちろん地域の方々
とも助け合って生きていく必要があります。毎日ありがとうという感謝の言葉を声に出してみません
か。「笑顔で 1日の始まり、感謝で 1日の終わり」にしてみませんか。やればできます。100歳でも。
幸せはあなたの心の中にあります。

7 50 男
　今は横の付き合いから個々に移行しているように思う。昭和（戦後）は年上の子が年下の子をかわ
いがり、年下の子は年上の子に憧れた。今はなし。そういう年代の子が成人したら老後はやはり個人
中心な行動になるのでは？譲り合う、助け合う気持ちがなくなるような気がする。

8 30 男

　子供が事件・事故によく巻き込まれてしまう昨今、車等のナビの発達による他地域の人の往来が増
えており、国道 471号線は歩道がないにもかかわらず、スピードの速い車両が多い。子供と散歩し
ている時にもヒヤッとすることがあり、早期の対策をしていただきたい。第一に子供が安心して遊べ
る環境作りが必要だと思う。

9 30 女

　共に助け合い、支え合う地域づくりはまず、地域の人を知ることだと思います。子供が生まれ保
育園に入るまでは、ご近所の方でも顔も知らない方がたくさんいました。子供の成長と共に地域の
人とのかかわりが増え、声をかけられることも増え地域に愛着がうまれます。特に他の町から来た
私はそうでした。具体的な案があるわけではありませんが、地域の人と関わり知る機会が増えれば
自然と助け合ったり、支え合ったりするようになるのではないでしょうか。
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10 50 女
　今私自身が幸いなことに近所、家族に恵まれていて、心配なことも何でも話し合えるので地域の福
祉に無関心でした。今までも近所の人に頼まれたことを普通にさせていただいていました。たとえば
自分のついでの時に車で乗せて送り迎えや、何でも話し相手になったりです。

11 70 男

　「助け合う、支え合う」言葉は立派だが、言葉遊び、抽象的すぎる気がします。「手だて」としてど
んな活動があるか、手だてとはどんなことか、その目指すところをしっかりわきまえてかららないと
無意識の助け合い、支え合いにならないと考える。何かしら、名前を伏せての意見、考え方のやりと
りなので本当のことが言えない、本当の事を言うと姓名が分かってしまいます。人はそれぞれ、問題
や課題を持っています。だから問題、課題は人の数ほどある。社会福祉協議会は個別に対応してくの
が理想と考えています。私は単なる情報交換の場は必要ないのです。ピチピチころしの一生をどう作っ
ていくかが今のテーマなのです。未知の世界、先のことなので 1日 1日を充実していくしか今は考
えていません。無職ですが、毎日は充実しています。この情態を今後とも続けるには、何を考え、何
をするか、朝の目覚めが楽しいです。

12 60 女
　民生委員が中心になり、女性男性の区別なく集うことを年に何度か行うことを義務づけ、地域に根
付かせる必要がある。（職員は見守り参加し、他地域の集いを紹介するなど、情報提供する役目をし
てほしい）

13 30 男
　住民同士の助け合い、支え合いが理想だと思っていますが、なかなか隣近所との接点がなく、積極
的に支援や協力ができないのが現状かと思われます。社会福祉協議会や役場で住民同士が参加し話し
合いのできる場の提供などを考案してみては。

14 60 男 　役場を住民へ自由開放（住民への集いの場の提供）

15 60 男 　私は一人暮らしなので役場の福祉をお願いします。

16 50 男 　物を大切にしよう

17 70 女 　何事にも参加できなくて申し訳なく思っています。こんなに色々な事項があることも知らずにいま
した。

18 60 男
　少子高齢化が進み、身の回りのことがそれぞれの家庭でできなくなってきています。そんな時に
電話一本でボランティアとか、支援者の方がすぐに対応してもらえるような体制作りが必要である
と思います。

19 50 男

　高齢者が多くなることから、高齢者を中心とした趣味のふれあう行事や集まりを積極的に行い、
個々のつながりを強くして楽しい生活、生きがいをもつことを大事にしていく事が大切だと思いま
す。いきがいを持つことで、健康な体を維持することができ、医療費負担を少なくなることを望み
ます。

20 60 女 　元気で長生きするために生産活動で地域づくりが進められないものでしょうか。

21 50 男 　日頃から隣近所の人と仲良くすることが大事だと思う。

22 50 男 　出来るだけ仕事が出来る環境作りが重要だと思う。会合なども誰でも出席しやすい形のもので、
何回も数が多いものを作って顔合わせを大切にするようにする。

23 60 女

　高齢化が進む昨今、一人一人が自分の健康に気を付けたいものです。そして向こう三軒両隣の付
き合いを大切にお互い助け合って日々楽しく過ごせたらと思っています。
　地域の行事や集まりには出来るだけ参加し交流することにより、集落の人々と顔を見ながら世間
話ができます。コミュニケーションをとることで自分の気づかなかったことや知らなかったことを
再発見できたりします。ひとり暮らしであればなおのこと、外に目を向け人との交流が重要だと思
います。地域の人たちがみんな楽しく過ごせる町でありますように願っています。
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24 70 男

　住民が共に助け合い、支え合う地域づくりの基礎は、日常生活の中で住民同士の心のつながりが根
底になければ確立されないと思う。そのためにも健康な体のうちに区や町単位の色々な行事や集合の
場を設けて、普段からお互いに心と心の融和が出来ていなければなりません。健康保険税の節税のた
めにも、余暇を活用してグラウンドゴルフやパークゴルフ等を楽しみ、スポーツの中でも特に生涯ス
ポーツを通して心と体の健康増進を図っていきながら、住民同士の心の結びつきを融和を高めていけ
たら良いのではないかと思っている。今後、ますます高齢化が進む中、町と住民が意見を交わして、
町の福祉内容の充実を進めていくべきである。

25 60 女 　まだその時になってみないと分からないです。でもなった時は気軽に相談できるシステムがあると
いい。

26 60 女

　共に支え合う地域づくりはとても良いと思いますが、そのために個人情報が必要になっています。
しかし、何事についても「それは個人情報ですので」ということで個人的な事項が聞けません。個人
情報保護と支え合うという事項は対立するということとなります。何か不自然で、和やかな人間関係
や和やかな地域の取り組みには困難なことだと思います。

27 70 男 　現在企画されている行事内容の充実を図る。そして一人でも多くのご参加、少しでも笑顔の出し合
えるコミュニケーションづくりを進めていただきたい！！

28 40 男

　アンケート自体の意味が分かりません。町として中長期にわたる福祉の動向というものを予測して
どのような政策を組もうとしているのか全く分かりません。漠然とした文章だけでなく具体的な政策
を町民に示したうえでアンケートを実施すべきでないでしょうか。中途半端なことしかしていないよ
うに見えます。もっと町としてしっかりしてほしいと望んでいます。

29 30 女

　役場全職員と身体障害者との交流。どこか広い土地にゴミステーションを作り、アルミ缶や新聞、
雑誌、段ボールをお金に返金できるものを町民にもってきてもらい、いつでも捨てれる便利な場所を
作り、その管理を身体障害者の方にしていただき、役場職員の方が見守る地域。町の収入になり、障
害者さんの収入にもなる。

30 50 女 　昔は民生委員がおしゃべりで、何でもすぐに村中に広がり相談することができなかった、と聞いて
いました。今もそうなら役場や民生委員に何も相談できません。

31 30 女

近隣にはたくさんのお年寄りがいて、中にはひとり暮らしされている方も多くいます。町内には、スー
パーも近くにありませんし、交通の便も不便で何かとお困りの方がたくさんいらっしゃると思います。
そういう方たちのために、助け合うことは必要だとは思いますが、なかなか自分からは積極的にいけ
ませんので、何かしら考えた方が良いと思います。そういう職員を雇うのもよいかもしれません。

32 30 男

　施設、行政サービス、制度などすべてのことに 30代の親が不満を感じてしまっているように思
います。世代のギャップなのか、ニーズとサービスの調和がうまくとれていないなと感じます。若
い住民、特に子育て世代のお母さん方から情報収集し（もっとニーズを取り入れてほしい）、若者を
定住促進に導けるような画期的な施策がほしい。正直、住みにくいと感じています。納税できる世
代をうまく取り込めるように、本町の魅力づくりをしてほしい。広い視野、長い先見の目で手を打っ
てほしい。

33 60 男

　住民は民生委員の活動についてもっと理解を深めていく必要があると思いますが、個人情報が関
係してくる場合、難しさを感じます。それで一般論としてどのような活動がなされているのか、あ
るいは今後期待できるかなど、住民の多くが情報を得ることにより当事者でなくても第三者として
応援、協力できれば良い人間関係が築かれ民生委員の方も動きやすくなるのではないかと考えてい
ます。

34 20 男 　小児科・産婦人科がなく、若い人は住みにくい町だと思う

35 40 女 　アンケートではなく、老若関係なく、各家に訪問すればよい。
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36 60 女

　今後、子供たちを育てていく上で、小学校、中学校、特に思春期の頃、勉強だけでなく、心が傷つ
かないように、学校、家庭、町が一体となり、子育てしてくことが町づくりの一つではないでしょう
か。高齢化が進むなか、子供の心を聞く存在の大人がいてこそ（相談できる人）いい町、地域になり、
そうして人口も増やしたいものです。若者が残る温かい町にしたいものですね。福祉サービスもより
よい充実したものにしたいです。

37 60 女 　空き家、空き部屋を借りて集落にいくつか集える場所があったらいい。私も在宅看護を望んでいま
す。在宅ならではの町としての町民へのメリット、その他知りたい。

38 60 女
　旧押水町には、二軒のスーパーがなくなり地域の足のない方々、又我々も困っております。ぽかっ
と穴が開いたこの押水中心地を何とか生活面でも、又高齢者の多い時代においても早くお願いいたし
ます。ある近所の方は農協のところへＡコープでも持って来ればよいのにと言っています。

39 50 男 　旧押水町のスーパーが次々と閉店していてとても不安です。栄養の偏りから病気になってしまうの
ではないか？車がないと買い物にもいけません。

40 30 男 　今回のような匿名のアンケートで町民の声を聞いてほしい。そこで出た声や意見と回答は広報に載
せて、町民みんなが見える町づくりが良い。

41 60 男
　ますます高齢化社会になり、かつ、一人暮らしの方が増え、社会福祉協議会等のサポートが重要に
なってくる。定期的な会合はされていると思いますが、委員の方々と連携を取りより一層活発な活動
を期待しています。

42 50 女 　山側なので交通に不便です

43 60 男

　高齢者世帯や、老人子供を抱える家族が自立していけるような応援システムのさらなる充実を目指
してほしい。
　又、雇用の創造に町が積極的に関わることで町の活性化そして住民の福祉の向上につながらないか。
さらにスポーツ普及のほかに勉強などいろんな分野で才能を持った子供たちに活動しやすい環境を町が
より整えることが大事である。未来の地元の経済を支えていく人材の育成に力を注いでいただきたい。

44 50 男

　これからの高齢化社会に対応して、地域バスの検討を強く要望します。羽咋市では、地域循環バ
スの運行がされ、買い物、通院に便利だそうです。宝達志水町では、スーパーが撤退し日々の生活
に不便を感じています。若い人は自動車で、金沢、かほく、羽咋まで買い物に行きますが、年金暮
らしの高齢者にとっては、運転能力、経済的負担も大きく、これから先のことが不安です。

45 70 女 　買い物に行くときバスがないのに一番困っています。移動販売でもあったら一番助かります。

46 60 男 　各団体と個人との関係が薄く、活動内容がよくわからない。

47 40 男 　旧押水町に老人福祉施設があまりにも多すぎる。福祉の町と他市町から言われるくらいであるの
で今後新設、改築で福祉施設を開所しないようにしてください。町の議員の削減（多すぎる）半分

48 20 男 　子供の遊び場を整備する必要がある

49 30 女 　行事にかかった金額をみんなに報告する。半分以上不満がある行事はやめる。（よさこいなど）

50 60 男 　言葉がけをするようにしている

51 20 女 　お疲れ様です。

52 40 男 　定期的なイベント（催し物）を開催する。

53 50 男 　老夫婦、老人独居が増加する中、生活に必要な買い物をするスーパーがなくなっており、健康で
文化的な生活をおくるための支援や事業者の誘致をすすめてほしい。
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54 40 男 　消費税が増税となり、個人の負担が大きくなる一方、福祉の面で目に見えたよくなったサービスを
見せてほしい。

55 60 男

　今回アンケートを記するにあたって、役場当局と社会福祉協議会が別であるということが分かった。
この年齢になって社会福祉協議会は何をするところか改めて勉強になった。役場の下請け会社、違う
でしょうね。個人的にはよくお世話になっていますので、悪くは言えないが、もう少し住民サイドか
らの目線で職員の仕事振りをみてみたいです。アンケートも良いが、改善発表会をしてはいかがでしょ
うか。参加したいですね。官公庁的発想ではだめですよ。

56 60 男 　近くに透析のできる病院がほしい

57 30 男

　町民の年収の底上げについて、高齢の方の支援も大切だと思うが、まずは現役世代 ( 特に 20 ～
30代）が安心して老後までこの町で暮らしていきたいと思えるようになってほしい。現状は、町内
での正規職員の雇用募集が少なく、町外に働きに出ている家庭がほとんどではないかと思う。私自身
も町外で働いていますが、正直なところ、この町に住むメリットや魅力があまり感じられません。正
規職員でなくとも契約、パート勤務の方への援助や税金の優遇などこれからこの町を支えていく人々
にカネモノヒトを有効活用してください。

58 50 男 　住民はある程度助け合っていると思うが役場職員の協力が薄いと思う。

59 70 女

　買い物難民について。高齢者で今まであだちやメルシーがあり、何とかスーパーへの買い物ができ
ていました（足が健康です）。しかし現在スーパーがなくなり買い物をするのに大変困っています。
今は近所の方にお願いして買い物に出かけますが、できれば町の方で私のような状況の方々と一緒に
店で買い物ツアーを出来るのが希望です。
　現在聞くところによると、注文して配達してくださるシステムがあると聞いていますが、家から出
て目で確かめて、家の台所で料理をして健康に一人暮らしの生活を続けていきたいと思います。天気
の良い日は自分で歩いて「リカージャンプ」へ出かけますが、これから梅雨時期や風の強い日は大変
困ります。家の中で一人でいるとストレスなどで、気分が悪くなりますので、外出するのが大変気分
が晴れます。何とかよろしくお願いしたいと思います。

60 60 男 　一言でいうと、ボランティア精神が全てと考えます。

61 40 女
　高齢者だけでなく、小さな子から年寄りまで地域全体が住みやすい町づくりを目指してほしい。例
えば、中学校の合併にあたり、通学路の見直し、暗くて危険な通学路を通り、家に帰るのもどうかと
思う。そういう小さなことですが、もう少し万全な対応をしてほしい。

62 60 女

　今の赤い羽根共同募金の集め方（封筒を全戸配布して回収）をやめてください。募金はあくまで
善意でよせるものです。また、そのための事務費にお金がかかりすぎています。町中のお店、銀行、
公共施設窓口等に募金箱を置いて、短期間で回収するのがよいと思う。赤い羽根を身に着ける人は
いません。省略してよいと思います。

63 50 男

　町のシンボルとしての宝達山は日本の名水百選に選ばれた。この大いなる自然は私どもの誇りと
なっておりますが、誠に残念なのは、この大切な自然を人為による汚染により清らかな水源が侵さ
れている現況は嘆かわしいと思っております。道路から眺める時、白い煙（汚染物を焼く処理場）
にいつも心を痛しく思います。環境汚染を除去すべく町全体で強力にこの問題に取り組んでほしい
ものです。

64 70 女

　今回のアンケート調査は誠に時宜を得たものと思われますが、もっと以前に積極的に取り組むべ
きものであったと思います。例えば、学校と保育所の子どもたちの通学路については、樋川小学校
と保育所が隣接しているために同じ方面に通うことができ、地区にとっては大変に仲良くほほえま
しい光景が見受けられます。しかし、相見地区はそのような光景がありません。これらを見るにつ
けても、子供らの立場に立って考えるべきである。
　ですからもっと多数の意見を先に聞き置くことが大切ではないでしょうか。町内にあっては、交
通が不便なため買い物ができないなど相当問題がある。消費者の相談、縁結びの手伝い、福祉に関
する心配事、民生委員の方々の積極的な活動、区民の集合場所に気軽にお出かけになって（座して
待つのではなく）各部門ごとに活動範囲を積極的に行動をとっていくことが肝要ではないか。

65 70 男 　老人教育。目に見える福祉事業。
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66 70 男
　今後ますます進行する高齢化時代には重要な事業である。各事業の費用対効果は？民生委員法に定
める職務を遂行するのに、民生委員法第 10条に定める無報酬の規定に疑問を感じた。経営理念や事
業計画が絵に描いた餅になっているのではないか？

67 60 男

　色々な催し物の案内時、回覧板のみでなく班単位くらいで声かけるくらいで集め、出不精の人も積
極的に参加できる雰囲気作り。行事のあることは知っているけど、誘えば出る人が多いと思う。そう
すればお互いに気心が知れて井戸端会議できれば何でも話し合い相談できるような人間関係が生まれ
るのではないかと思います。

68 20 男
　学童保育の定員人数が決まっているため、預けられず正社員として働くことが難しい。夫婦二人で
働かないと子供を育てられない。安心して預けられるように学童全員を受け入れる場所を作ってほし
い。子供を作るのに二の足を踏み子供は一人っ子でかわいそうだ。

69 30 男
　福祉に関する情報が全世帯に周知されるようにしてください。単にＨＰや紙の印刷物を配布しただ
けで情報発信したと勘違いしないでください。上記はよっぽどのことがない限り自ら見るようなこと
はしません。見るのはすでに知っている人がほとんど。

70 20 男 　募金等の活動報告（ケーブルテレビにて）情報の共有化。支援の輪を広げよう。

71 60 男 　心の健康で個人が自立し、近隣で助け合い美しい環境作りをしたい。

72 30 男 　まだ引っ越したばかりなのでわかりません

73 60 男

　福祉活動としてもっと地域に入り込んでください。校区ごとに行き、近況報告を行いもっと住民に
知ってもらう。今回のアンケートの結果を町広報で見える化。役場で福祉活動に関係する方が少ない。
少人数で活動しているのではないでしょうか。役場内での各担当の人数見直して、少ない部署へ異動
する。福祉が充実すると人も集まる。

74 20 女

　高齢化が進んでいる中、特に宝達志水町においては、高齢者の割合が多い。また出生数が減って
いる。高齢者を主に支える成人、そして未来の成人である子供。その子供がうまれ暮らしやすい地
域へと変えていく事がこれからの重要課題であると考える。私のような働く世代にとって、近隣以
外の町内住民と交流を図る場が少ないように感じる。世代問わず参加できる催しがあればよい。

75 60 男 　思いやりが必要。住民の協力はどの程度？民生委員なら名簿でわかるが一般住民は情報は秘密。
どのようにして協力するのか。見直しが必要。

76 30 女
　高齢者、子供、障害者など、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域づくりをお願いしたい。中能
登のような子供を支える地域づくり。野々市のようなひとが集まる地域づくりはとても良いと思う。
宝達志水町の地域づくりがこれからますますよくなるように願います。

77 40 男 　子供の遊び場がない。子供がもっと過ごしやすい環境にしてほしい。公園をきちんと作ってほしい。
家でゲームばかりせずに体を動かして友達と遊べる場所を作ってほしい。

78 70 女

　忙しい時代になり、人と人のつながりが希薄になり会話する機会が少なくなっています。二世代
住宅が多い昨今、家族の会話も少なく年寄りが取り残されていくように思います。昔の話をしても
話にならず、今の年寄りがただ苦労して「バカ」みたいにしか思っていません。ギャップが多く何
をどうしていけば地域に活かされていくのか、若い人と話をしても自分中心の心の人が多いように
思います。ひとりひとりが体に気を付けて迷惑をかけないでいけたら一番ですね。

79 70 女 　後期高齢者二人暮らしですが、どこからも一度も来てもらったことがないので、どうなっている
のか不安です。

80 60 女 　町民になってずいぶん長いですが、旧住民、新住民と隔たりがあるように思います。平等にはな
らないのでしょうか？

81 70 男
　もうすぐそこに我々の老後の生活者がたくさん出てきます。いかに健康に過ごせるか、お金のこ
ともあります。いろいろ施設がありますが、お金のない人もいると思います。私がそうです。どう
したらよいか心配です。
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82 60 男

　家から出てこない人、特に男性がなんでもいいから参加してくれる場を作る事（ニンジンをつくる
など）。ミニ敬老会みたいもの、地域ごとの参加型のものを作る。ただ参加と言ってもできない人は
無理なため、地域で歩ける人、歩けない人、寝たきりの人など分類（人権問題？）し、民生委員など
と相談してみる必要あり。住民は今何が必要か、どこまでができるか？金銭的援助の限界は？

83 20 男

　私の周りだけですが、割と住民同士が支え合い、助け合っているように見えます。しかし、広く町
を見ますと、いまだに押水町と志雄町という二つの区域が見えて、うまく融合できていないように思
います。そのため、区の問題点よりも先にまずは町としての問題点を解決することが助け合い、支え
合う地域づくりが必要なのではないかと考えています。

84 70 女 　私は後期高齢独居老人です。声かけられる方です。三日以上の外泊は近所に言って行きます。共に
助け合い支え合うことは結構だけれど、あまりしてほしくない。これが本音です。

85 40 女 　それぞれの世代が理解できたら本当は良いのですが、高齢化が進んでいる現状だから少しでも多く
の若者の夫婦と子供たちが定住できる町になればうれしいです。

86 60 女

　老親の世話について、ケアマネジャーの方にいろいろお世話になりました。最初のとっかかりが分
からなくて悩んでいる方もいると思う。「今すぐに」という方でなくても知識が得られるような場を
設けてほしいです。
　公共交通機関のない地域に対して何かいい方法はないでしょうか。安価で気軽に利用できる方法が
あれば老後の閉じこもりもなくなるのではと思います。「宝寿荘」だけでなく病院や駅や買い物に利
用できる方法があれば今後が安心です。

87 70 女 　どこの町でも高齢者が多いと思いますが、通院、買い物が安心してできる町にしてください。デマ
ンドはいいですね。

88 60 男 　区長をやっています。集落の二人の民生委員は本当によくやってくれています。

89 50 女 　町職員が積極的に活動に参加するべきである。

90 70 女

　以前あった３世代交流が今は年１回のみとなり、（高齢者が増え若者や子供の数が少ないためと思
うが）在所の子どもたちの名前はもとより、その両親もどこの人か。。。である。私の集落だけであ
ろうか。もっと交流の回数を増やし参加者も増えれば、共に助け合い支え合うのになるのでは、と
思うが、それに社協からの働きかけなどは厚かましいですか ?何か他の集落での例など紹介して（社
協だより）くだされば幸いですが。

91 40 男 　かほく市のジョイアクロスのような施設がほしい。

92 40 男

　新しいことの取り決めを行う場合、町議会での決定となるが、町民の意見が全く取り入れられて
おらず、声の大きい人（ある程度力のある人）が主体となり町民が思う違う方向へことが動いてい
ても全く修正されない。
　共に助け合う気持ちはあったとしても、はっきりとした目的目標が分からない状況で、また途中
経過も知らされていなく何をするべきか。助け合い？支え合う？は意味が分からない。昔から助け
合い支え合うなどの心を持った方はすでに実施しているのではないですか？町民がもう少し参画で
きる福祉活動を含め全般の環境整備が必要だと感じます。

93 40 女

　他人に関わってほしくないと思う人もいると思いますので、全部の人にということは出来ないと
思いますが、一人暮らしの方がいたら、たとえその人が自立されている人でも、頻回にあいさつを
交わすようにするとか、ウォーキングを毎日している人だったら、変わったことがないか気を付け
て目を向けるようにするなど、小さなことでも出来ることがあると思います。
　以前勤めていた会社の近所でも、外出した形跡がないのに毎日来る宅配の応対に出てこず、おか
しいなと思っていたら大変なことになっていたということがありました。病院等の通院や買い物な
ど気の合う人たちが何人かで運転できる方の車に乗り合わせているというのを見かけたことがあり
ます。煩わしいと思うことも時にはあると思いますが、お互いにそういう心遣いが大切なんだと思
います。
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94 40 女

　もう少し年がいけば、もっと関心が持てると思うが、今は子育てや家の中のことで頭がいっぱいで
あまり考えられていない現状です。
　家にお年寄りがいない家庭が増えているため、病気の人などと接する機会が全くない若者、中年の
方々が多いと思う。まず、自分の親や祖父母を世話する感覚も取り戻さなければいけない。幼少のこ
ろからの教育が大切だと思う。
　民生委員の仕事は大変なので、もっと人を増やすか若い人も入ってもらうか、負担を軽くしてあげ
たい。定期的に訪問することが一番安心できると思う。

95 30 女

　ご近所で助け合えば良い点もあるでしょうが、関わりたくない家庭もあるだろうし、自治会の行事
ですら参加しない家がほとんどなので、支え合う地域になるには難しすぎると思います。
　誰かに相談したいことがあっても誰に相談すればよいか分からず、夜中とかだと無理だし、朝にな
れば「まぁいっか」となるし、でも解決してないので同じことの繰り返しで、困っていることもどの
ように説明すればいいか分からないので結局相談できず。正直、家はごみ屋敷で、子供には殴ったり
の虐待しまくりで、どちらかというと早く死にたい方なのですが、このページもしっかり見てくれる
のか不安です。すべてのアンケートにじっくり目をとおしているのですか？

96 70 男 　市町村により「すぐやる課」があると聞く

97 60 女

　近くの公民館が気軽にいつでも集まれる場所になればいい。週によって、ボランティアによる教室
を開き、話し合い、運動、ウォーキングもできればよい。地区の民生委員、健康づくり、食改などボ
ランティア共同事業を進めるための活動補助金があればよい。
　保育所の発表会などで一般人も交じって一緒にできると楽しい。

98 　問 28の８点について重点として取り組むものはない

99 60 男
　時々書類で「これは民生委員の証明が必要だ」と聞きますが、プライバシー保護が強く叫ばれてい
る今、これは絶対に役場の方でやっていただきたい。委員の方は情報をいただく程度にしていただき
たい。そうなれば、もっと実際苦しんでいる人たちが安心して相談できるのではないでしょうか。

100 50 女 　子供を安心して預けられるシステムを充実して、若い夫婦が正社員として働けるようにしてほしい。
学童保育については、児童の申し込みを全員受け入れられるよう対応してほしい。

101 60 男

　その地区でわかりあえる中で、出来る限りに対応し合える協調性が必要。例えば助け合い制度とし
て、会員は利用料などで一口 500円で何口でも利用費と活動費と時間当たり 500円とかで利用でき
るとかにすればどうかと思います。ボランティアなど団体さんがなかなかいない中、会員助け合い制
度があると良いかなと思います。

102 50 女

　福祉活動とは、いかなるものか明確でない。役場の方々は、世帯のはっきりしている住民を対象
に計画を立てるように思える。就労支援、生活支援など助成金を支出していると思うが、恩恵を受
けている人は一部である。ケーブルテレビ事業、下水道事業においても町の施策であるが、実際無
関係な人にも町のお金を使用している。納得いかない。

103 50 女

　地域健康のためのスポーツジム（仕事帰りの人、夕食後の奥様達の楽しむ町）、旧押水役場周辺（屋
根つきのジョギングコース）、身近なスーパー（リカジャンでは、生活すべての食材まではまかない
はできません。お年寄りの為にスーパー建設）、楽しい地域づくり（バイパスにいちじくのかかしキャ
ラクターやオムライスキャラクターを設置し、押水の宣伝アピールする）

104 70 女
　福祉サービス利用支援とよく聞きますが、どこへいけばよいのか電話番号もわからない。知らない。
サービスと支援は代価がいるのですか。例）電球の取り替え。電気屋さんに伝えても早くしてくれ
ないし、自分ではできないし、この時サービスをたのめばいいのか？

105 60 女
　２人の介護があります。自分が元気の間はいいのですが、もしもの時、通院や食事のことなど考
えると大変心配です。お世話になっていますが、そんな時はどこへ助けを求めるか知らないことだ
らけです。元気な間は自分に出来ることは人の為にも助け共生を目指したいです。
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106 70 男 　自分は障害者。週二回通所。もし家に面倒をみてくれる人がいないとき、子供にも頼れないが、入
所はすぐにできないとの事。お互いに元気で家でいたいのですが、先が心配です。

107 40 女

　何か具体的な提案をと言われると妙案が出てこないのが現実です。ただ思うのは、現代は個人主義、
悪く言えば他人の意見や手助けは、受けるのも提供するのも否定的な考え方（仕事としてするのは別
にして）が一般的というか主流なので、子供の時から「手助けするということ」は大切なこと、地域
の人みんなで生活しているという教育をしていけば大人になった時、少しは壁が取り除かれているの
ではと思います。

108 　近所に放し飼いの犬がいて、子供に危害を加えないか困っている。どこに相談すればよいか分から
ない。

109 40 男

　私は他市町での生活経験が長いので、旧志雄町や旧押水町の取り組み方とも比較して申し訳ないで
すが、悪くないと思います。地域差はありますが、宝達志水町は他市町に比べて、過度な対応も全く
の無関心でもなく、バランスは良いと感じています。ひとりひとりの委員の質が高く、個人で勉強さ
れたり、創意工夫されていると思いますし、委員が動きやすい体制づくりも真面目な取り組みがされ
ているように感じます。
　人間関係は役場や他人に強制されて構築するものでないという視点から、あまり積極的に関与する
必要はないと考えております。行政や民間サービスの介在でかえって差別や偏見が広がるマイナス効
果もありますので、必要最低限の部分で良いと思います。人付き合いの得意な方や好きな方ばかりで
はないからです。自分で直せるケガまでケアする必要はなく、命の危険だけは見過ごさない適度な距
離とバランスが肝要だと思います。

110 60 男 　気軽に参加でき、楽しく活動できる情報を増やしてほしい。

111 70 女 　旧押水町の時はまだ住みよかったと思いますが、合併してからは志雄地区にばかり権力が集中して
何も魅力がなくなった。

112 60 女

　共に助け合うには、行政と個人（区民）が壁をへだてている限り難しいのではないでしょうか。ま
た、個人も踏み込んでもらうのを嫌がる方々も多いのでは？
　根を張る地道な交流を世代を選ばずに続けることが大切。まずは地区で交流し、町民の輪に広がる
ようになれば良いのではないかと思います。
　上からではなく、町の行政の一つを皆さんはたぶん理解してないので、相談があっても言えないの
では。声が上がれば対応はできると信じますので、交流する場が大切です。まずは顔なじみになって
からだと思います。

113 60 女

　若い人は車、運転できない年配者は家や畑のみで行動範囲が狭まっていて、人と人とが出会わない
し会話も少ない時代になっている。月に１，２度でも公民館などで気軽にお茶、おしゃべりなどをし
て、集う機会を作ったらと思います。が、お世話する人の苦労も知っていますので何とも。。。「今日
は公民館で遊んで来よう」と集まるようになれば参加者の中からいろいろ話が出て次につながるので
は。お世話する人される人に分けないで、参加する人たちでできることを無理なく分担して自分たち
で作っていくような楽しい会が自然とできていくのが理想ですね。役場と社会福祉協議会の仕事の区
別が理解できていませんでした。

114 50 女 　認知症の家族の世話等について、相談したいと思うが、顔見知りの人がいると相談しにくいです。

115 40 女

　私の近所で一人暮らしの方がいます。民生委員の方や親せき、ご近所さんが声をかけあっています。
それでもいつもその方に寄り添うことができません。ケガをしたときなど、シップ一枚貼るのもま
まならず、ご近所の方に貼っていただいているそうです。わが家も含めて。。。　医者に行くことを
進めても聞く耳持ちません。親せきの方も近所も大変です。すべてを支えることには限界がある人
だと思いました。
　このアンケートは少なくとも今の私たちに必要なアンケートだったと思います。いつ私もそうな
るか分かりませんから。人ごとではなく、みんなで協力して補っていく大切さを今痛感しています。
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116 50 女

　「共に助け合い、支え合う地域」このことに関して考えた時に真っ先に隣人同士で助け合う地域と
いうイメージが思い浮かびました。しかし、今後高齢化が進む中、各世帯が自分の家庭に関すること
で手一杯になると考えています。
　隣人同士、声を掛け合い励ますことは可能かもしれませんが、継続は難しいと思います。そのため、
行政が福祉サービスの充実を図る事をお願いいたします。

117 30 男
　母が一人で生活しているので、今は知人が車で送迎して買い物や病院などお願いしていますが、買
い物弱者支援があると安心できます。交通手段があると元気に日常生活を暮らせると思います。今は
母は元気で友人にお願いしているが私も金沢でいつも心配しています。新聞の切り抜きあり。

118 60 女 　自分の周りのことで精いっぱいなので特にありません。行事や企画などで参加できる機会があれば
交わりたいです。

119 50 女 　働く女性が多くなり、区での活動も高齢女性ばかりです。若い世代の人たちの参加をどうしたらよ
いでしょうか。

120 70 男

　旧押水町には宝寿荘があり、いろいろな活動の場として利用されている人たちがおられますが、旧
志雄町にはありません。バスで行く利用方法もあるようですが、やはり近くにあった方が利用しやす
いと思います。責任者の問題もあると思いますが、自由に出入りでき、集まれるたまり場的な場所の
設置は望めないでしょうか。

121 60 男 　民生委員さんも大変な時代です。65～ 75歳ぐらいの補助的なボランティアを１～２年で区切っ
て募集し、集う範囲を広くすればいいのでは。今なら人員は多数いると思います。

122 60 女
　住みやすい町の一要素としてスーパーが必要です。あだちストアやメルシーがなくなり、日常生活品
の買い物が不便になっています。福祉の充実も大事ですが、年寄りが近くに買い物に行けるようなスー
パーの誘致をお願いしたいです。社協の仕事とは思いませんが、関係者への働きかけをお願いします。

123 60 女

　これからは、年を取るたびに福祉の人たちと民生委員の人たちにお世話になりがちと思います。前
は買い物に行ったら久しぶりにお店の中で話をしたりすることがありました。今では買い物も思うよ
うになりません。年をとると家で話すこともないと思います。年寄りの話では、今では飴１つ買わな
いと聞きます。

124 60 女

　私は今60半ばで仕事をフルタイムで働いているので、区の事業に出れないときもあって少し面倒
なこともあります。
　助け合う、支え合うという気持ちはもう少し年を取ってから気持ちが変わってくると思います。今
のところは自分一人で子供たちに迷惑をかけないように体に気を付けてもう少し頑張ろうと思います。

125 60 女 　共に助け合い、支え合う地域づくりができれば良いと思うが、方法がまだ思い浮かばない。

126 40 男 　高齢者が多いのに、ヘルパーや介護福祉士の人数が少ない（施設に勤める者も含む）。しかし、給
与面からして福祉は少ないと思う。人材の確保ができず、サービス向上につなげない。

127 40 女 　宝達志水町には老人ホームもいくつかあり、保育所もたくさんある。もっと保育園児と老人ホー
ムの利用者との交流を深め、子供の頃からお年寄りを大事にする心を育ててほしい。

128 60 女
　もっと誰もが気軽に相談できるような雰囲気がほしい。上目線ではなく、相手（困った人、支援
を必要としている人）の立場になって、取り組んでほしいと思います。住民の皆さんにもっと PR
すべきです。

129 70 女 　住みよい宝達志水町になるように願います。

130 60 女 　現在、健康ブームでマラソン大会が全国各地で行われています。地域活性化に向けて宝達山マラ
ソンをぜひ復活させてほしいと思います。宝達志水町の名物を景品にしてはどうですか？

131 30 男 　これからは隣近所は勿論、地域社会と行政機関が協力して共に助け合い、支え合うことが極めて
大切な将来への事案となると思います。
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6 宝達志水町地域福祉活動計画策定要綱

１ 目　的
　この要綱は、宝達志水町社会福祉協議会（以下、「社会福祉協議会」という。）が「宝達志水
町地域福祉活動計画」（以下、「活動計画」という。）を策定するのに必要な事項を定めるも
のである。

２ 策定の趣旨
　地域福祉は、地域住民、社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業を
経営する者が相互に協力して推進するものであり、社会福祉協議会はその中核を担うもの
である。活動計画は、宝達志水町地域福祉計画の趣旨に基づき、地域福祉を推進する者が
地域福祉の担い手として、自主的、自発的に地域福祉活動に取り組むための指針とするも
のである。

３ 策定期間
　平成25年4月から平成27年3月までの期間とする。

４ 策定委員会の設置
　活動計画を策定するため、別に定める「宝達志水町地域福祉活動計画策定委員会設置要
項」に基づき策定委員会を設置する。

５ 策定の方法
　（１） 当事者団体等へのアンケート調査及び住民座談会による地域課題の把握
　（２） 策定委員会による検討
　（３） 宝達志水町地域福祉計画との整合、資料の活用
　（４） その他、活動計画策定に必要な事項の実施



（目　的）
第１条　この要項は、宝達志水町地域福祉活動計画策定委員会（以下、「委員会」という。）
の設置、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（任　務）
第２条　委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
（１） 活動計画策定に必要なニーズの把握や課題の整理、分析等
（２） 活動計画策定への意見具申
（３） その他、計画策定に必要な事項

（組　織）
第３条　委員会は、委員10名以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者の中から、宝達志水町社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）
が委嘱する。

（１） 学識経験者
（２） 地域活動団体等関係者
（３） 社会福祉事業関係者
（４） 行政関係者
（５） その他、会長が必要と認める者
３　委員会は、審議する事項について専門的な見地から助言を受けるため、アドバイザー
を置くことができる。

（任　期）
第４条　委員の任期は、会長が委嘱する日から活動計画の策定が完了した日までとする。
　ただし、委員が任期の途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）
第５条　委員会に、委員長１名、副委員長１名を置き、委員の互選により定める。
２　委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
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（会　議）
第６条　委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱
又は任命後の最初の会議は、会長が招集する。

２　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところ
による。

４　委員長には必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

（作業部会の設置）
第７条　委員会が付託した事項を調査・研究し、情報の収集・整理・資料編集及び計画素
案を作成するため、作業部会を設置することができる。

（庶　務）
第８条　委員会の庶務は、宝達志水町社会福祉協議会において処理する。

（その他）
第９条　この要項に定めるほか、必要な事項は別に定める。

　　附　則
この要項は平成25年７月30日から施行する。
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職 氏　名 所属等 区　分

委員長 中　村　俊　夫 民生児童委員協議会

地域活動団体等関係者

副委員長 小　川　正　順 赤十字奉仕団

委　員 北　山　茂　夫 区長会

委　員 室　田　利　夫 老人クラブ連合会

委　員 山　口　三　男 身体障害者福祉協会

委　員 林　　　玲　子 健康づくり推進員

委　員 山　黒　　　修 社会福祉法人四恩会 社会福祉事業関係者

委　員 杉　中　由美子 保育士会 その他

委　員 高　橋　淳　子 校長会 学識経験者

委　員 村　井　仁　志 健康福祉課 行政関係者

アドバイザー 内　　　慶　瑞 金城大学　教授

（途中退任された委員）

職 氏　名 所属等 在任期間

委員長 米　澤　佐知子 民生児童委員協議会 H25.9.19～H26.5.28

委　員 山　本　　　弘 老人クラブ連合会 H25.9.19～H26.5.28

委　員 細　江　　　孝 校長会 H25.9.19～H26.5.28

委　員 松　栄　　　忍 健康福祉課 H25.9.19～H26.5.28
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№ 氏　名 所属等 区　分

1 細　川　松　夫 民生児童委員協議会

地域活動団体等関係者

2 山　本　豊　明 民生児童委員協議会

3 山　岸　富　子 民生児童委員協議会

4 松　本　みどり 民生児童委員協議会

5 堀　井　　　寛 NPO能登まほらまの里会

6 池　田　　　正 NPO能登まほらまの里会

7 杉　本　憲　弘 NPO能登まほらまの里会

8 中　田　みゆき 老人クラブ連合会女性部会

9 松　田　文　江 健康づくり推進員

10 岡　山　順　子 健康づくり推進員

11 木　村　洋　子 手をつなぐ育成会

12 太　田　永　作 ひとつぶの種の会

13 鶴　田　喜久雄 ひとつぶの種の会

14 鶴　田　広　美 保育士会 その他

15 寺　本　有　子 地域包括支援センター 行政関係者

16 村　田　明日香 県社会福祉協議会 その他

17 下　次　　　勇 社会福祉協議会職員 事務局

18 今　江　裕　美 社会福祉協議会職員 事務局

19 土　上　ひろみ 社会福祉協議会職員 事務局

20 北　山　大　輔 社会福祉協議会職員 事務局
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年月日 会議名等 参加人数

平成25年
　２月15日

地域福祉活動計画策定に向けての学習会
　講師：金城大学社会福祉学部　教授　内　慶瑞　氏

社協役職員
37名

　４月～６月 福祉団体へのニーズ調査（５団体） 94名

　８月20日

町社会福祉大会
　・地域福祉活動計画策定の取り組み説明（地域福祉係より）
　・記念講演「地域の福祉から地域で福祉へ」
　　講師：金城大学社会福祉学部　教授　内　慶瑞　氏

　２月15日
第１回策定委員会
　・委員長、副委員長の選任
　・地域福祉活動計画について

10名

　２月15日 住民座談会（相見小学校区対象） 25名

　２月15日 住民座談会（押水第一小学校区対象） 19名

　２月15日 住民座談会（宝達小学校区対象） 17名

　２月15日 住民座談会（志雄小学校区対象） 20名

　２月15日 住民座談会（樋川小学校区対象） 29名

　２月15日
住民意識アンケート調査の実施
　民生委員・児童委員による配布（1,000票）、郵送回収

回収
643名

平成26年
　４月23日

第１回作業部会
　・地域福祉活動計画策定の概要、作業部会の内容について
　・講義「作業部会の役割について」
　　講師：輪島市社会福祉協議会　
　　　　　常務理事兼事務局長　七尾幸子　氏
　・作業　座談会等の意見の整理

20名

　５月９日
第２回作業部会
　・作業　座談会等の意見の整理

19名
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年月日 会議名等 参加人数

平成26年
　５月27日

第３回作業部会
　・作業　座談会等の意見の整理と取り組み課題の検討 16名

　５月29日 第２回策定委員会
　・座談会、アンケート結果報告 10名

　６月18日
第４回作業部会
　・取り組み課題の検討
　・解決策の検討

18名

　７月４日 第５回作業部会
　・解決策の検討 19名

　７月31日

第６回作業部会
　・住民意識アンケート調査から見える現状と課題
　・体系図（案）について
　・意見交換

16名

　８月18日

第３回策定委員会
　・前回の委員会で出された意見に対する社協の考え
　・住民意識アンケート調査から見える現状と課題
　・作業部会の経過報告
　・体系図（案）について

10名

平成27年
　２月５日

第７回作業部会
　・具体的な取り組みについて 18名

　２月23日 第８回作業部会
　・活動計画(案)の作成 18名

　３月10日
第４回策定委員会
　・活動計画(案)の承認
　・社会福祉協議会へ答申

10名

　３月23日 社協理事会・評議員会
　・活動計画の説明と承認

76




