
第５次地域福祉活動計画
（令和４年度～８年度）

社会福祉法人　小千谷市社会福祉協議会



　小千谷市社会福祉協議会では、第５次地域福祉活動計画を策定しました。

　この計画は、令和４年度から令和８年度までの５か年を計画期間とし、社会福祉協議会

が住民の方々と共に地域福祉を推進するための具体的な活動の指針としていくものです。

　また、本計画では地域ごとの活動計画となる地区別計画を策定しました。それぞれの地

域で実情に合った福祉活動を企画し、参加するための取り組みや、地域住民が高齢者や障

がい者を支えるしくみづくりを考えていくこと、そのための地域で活躍する人材の育成に

向け、社会福祉協議会と地域住民の方々が協働しながら進めていきます。

　市民の皆さまが、幸せを感じる心豊かなまちづくりや、誰もが自分らしく安心して暮ら

すことができる地域づくりのためには、住民自主組織をはじめ、行政及び関係機関や団体

と連携を密にして、知恵と力を出し合い、地域住民の福祉意識を高めていくとともに、福

祉のネットワークを作っていくことが重要です。

　社会福祉協議会では、基本理念「支えあい　いたわりあい　励ましあい　心豊かなまち

に」のもと、市民の皆さまと連携した取り組みをすすめ、本計画にあげた具体的な事業や

活動をすることにより、皆さまの声が形になるよう、全力をあげて取り組んでまいります。

　計画策定に当たっては、第５次地域福祉計画策定委員会において、慎重に審議していた

だきました。ご尽力賜りました策定委員会委員の皆さま、地域懇談会やアンケート調査に

ご協力いただいた市民の皆さまに心からお礼申しあげます。

令和４年３月

は じ め に

社会福祉法人　小千谷市社会福祉協議会

会　長　　　中　川　　直
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第１章　第５次地域福祉活動計画の概要

１　地域福祉活動計画とは

　地域福祉活動計画は、そのまちに暮らす一人ひとりが地域社会を担う一員として、自分の地域

について考え、みんなで住みよい地域づくりを行っていくため、社会福祉協議会が住民の方々と

共に策定する行動計画です。

　小千谷市社会福祉協議会（以下「社協」という。）は、地域福祉活動計画を指針として、住民

主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地

域福祉を目指し、事業を実施しています。

２　第５次地域福祉活動計画策定にあたって

　第５次地域福祉活動計画では、市内５地域（西小千谷・東小千谷・千田・南部・片貝）にて地

域懇談会を開催し、町内会長や民生委員児童委員・主任児童委員、市議会議員、第２層生活支援

コーディネーター、社協の役員及び評議員の皆さんからご意見をいただきました。また、保育

園・認定こども園の保護者、企業・事業所にアンケート調査を行い、福祉に関するご意見をいた

だき、本計画に反映しました。

　あわせて第４次地域福祉活動計画（平成29年度～令和３年度）の実施計画について、個別事

業69件の実施状況の評価を行い、この度の基礎資料としました。

　なお、地域福祉活動計画が地域住民やボランティア団体等との協働による行動計画であること

から、社協の経営理念に基づく事業展開のビジョンや組織・財政を中心とする社協の基盤整備等

については「社協発展・強化計画」として別に策定し、進めていきます。

３　計画の期間

　この計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間です。年度ごとに計画の評価を行

い、中間年度にあたる令和６年度には、計画全体の見直しを行います。
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第２章　小千谷市の福祉をとりまく現況

１　人口・世帯数の推移

　小千谷市の人口は、現在、減少傾向にあります。令和２年10月１日現在の人口は、34,102人

となっており、20年前の平成12年との比較では7,539人の減少となっています。

　また、世帯数は増加傾向にありましたが、現在は減少傾向に転じ、令和２年10月１日現在の

世帯数は、12,109世帯となっています。１世帯当たりの構成人数は年々減少しています。

小千谷市の人口と世帯数、１世帯当たりの人員の推移

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

総人口(人) 41,641 39,956 39,341 36,510 34,102

世 帯 数 12,266 12,395 12,623 12,170 12,109

平均人員(人) 3.39 3.22 3.12 3.00 2.82
国勢調査の数値：各年10月１日現在

　一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯は増加傾向にあります。令和３年４月１日現在の世帯数は、

2,789世帯となっており、平成29年との比較では381世帯の増となっています。また、高齢化

率も年々上昇しています。

２　高齢者の現況

小千谷市の人口と世帯数、１世帯当たりの人員の推移

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

総人口(人) 36,454 35,995 35,507 34,883 34,318

65歳以上(人) 11,836 11,912 12,024 12,070 12,102

高齢化率(％) 32.5 33.1 33.9 34.6 35.3

全世帯数 12,723 12,744 12,706 12,701 12,635

高齢者世帯 2,408 2,447 2,565 2,673 2,789

高齢者世帯の割合(％) 18.9 19.2 20.2 21.0 22.1

高
齢
者
世
帯
の
内
訳

一人暮らし世帯 1,092 1,121 1,168 1,239 1,314

高齢者のみの世帯 1,301 1,312 1,381 1,416 1,460
高齢者と障がい者
のみの世帯 15 14 16 18 15

（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））　各年４月１日現在
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３　障がい者の現況

身体障害者手帳の障がい別・等級別所持状況

障がい
程度 視覚障がい 聴覚・平衡

機能障がい
音声・言語
機能障がい 肢体不自由 内部障がい 総数

１級 14 0 0 118 244 376

２級 21 28 0 109 3 161

３級 7 21 4 164 80 276

４級 5 30 13 183 62 293

５級 12 0 0 75 0 87

６級 5 50 0 35 0 90

計(人) 64 129 17 684 389 1,283
（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））　令和３年３月31日現在／単位：人

　①身体障がい者の現況

　身体に永続する障がいがある方の障がい程度に応じ、１級から６級の手帳が交付されていま

す。令和３年３月31日現在、小千谷市における身体障害者手帳所持者数は1,283人であり、全

人口に占める割合は3.8％となっています。障がい別にみると、肢体不自由者の684人が最も多

く、内部障がい者が389人、聴覚・平衡機能障がい者が129人、視覚障がい者が64人、音声・

言語機能障がい者が17人となっています。

　また、脳血管疾患の後遺症等による肢体不自由を中心に、高年齢障がい者の増加が目立ってい

ます。その他、腎臓や呼吸器の機能障がいなどの内部障がいも増加しています。

身体障害者手帳年度別所持者数

年度 視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部 計(人)

平成28 72 141 19 789 369 1,390

平成29 68 136 18 751 354 1,327

平成30 68 136 19 755 386 1,364

令和元 65 127 18 713 385 1,308

令和２ 64 129 17 684 389 1,283
（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））　各年度３月31日現在／単位：人
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　②知的障がい者の現況

　知的障がいのある方に対して、一貫した指導・相談を行うとともに各種の福祉サービスを受け

やすくするために、障がい程度に応じて重度、中軽度に区分された療育手帳が交付されています。

令和３年３月31日現在、小千谷市における療育手帳所持者数は314人となっています。

療育手帳交付年度別所持者数

　　　　�区分��

��年度

18歳未満 18歳以上
総　計

重度 中軽度 計 重度 中軽度 計

平成28年度 13 55 68 80 159 239 307

平成29年度 11 51 62 82 161 243 305

平成30年度 13 48 51 80 164 244 305

令和元年度 15 40 55 83 176 259 314

令和２年度 16 40 56 83 175 258 314
（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））　各年度３月31日現在／単位：人

　③精神障がい者の現況

　精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約

がある方に、障がいに応じて１級から３級までの精神障害者保健福祉手帳が交付されています。

令和３年３月31日現在、小千谷市における手帳所持者は308人となっています。

精神障害者保健福祉手帳年度別所持者数

�������������区分
��年度 １級 ２級 ３級 合計

平成28年度 19 199 31 249

平成29年度 26 212 29 267

平成30年度 28 232 30 290

令和元年度 28 248 27 303

令和２年度 29 252 27 308
（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））　各年度３月31日現在／単位：人
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　小千谷市の出生数は、若干の変動はみられるもののほぼ横ばいに推移しています。令和２年の

出生数は176人となっています。

　また、保育園や認定こども園、小学校放課後の児童の送迎や預かりなど、さまざまな活動を

行っているファミリー・サポート・センターの会員数は年々減少傾向にあります。

出生数・合計特殊出生率の年次別推移

出生数（人） 合計特殊出生率（出生率）

平成28年 220 1.42（6.1）

平成29年 202 1.40（5.7）

平成30年 230 1.67（6.5）

令和元年 211 1.66（6.1）

令和２年 176
　（資料：人口動態統計・県福祉保健年報　小千谷市統計書）

４　子どもの現況

ファミリー・サポート・センター（わんパーク内）活動件数の推移

依頼会員 提供会員 両方会員 合　計 活動件数

平成28年度末 145人 221人 20人 386人 461件

平成29年度末 150人 207人 21人 378人 127件

平成30年度末 158人 193人 15人 366人 154件

令和元年度末 151人 180人 14人 345人 231件

令和２年度末 135人 150人 14人 299人 363件
（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））　各年度４月１日～３月31日

＊ファミリーサポートセンター：育児の援助を依頼したい人（依頼会員）と育児の援助を提供し

たい人（提供会員）が会員として登録し、地域の子育てを支援する相互援助の会員組織。
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フードバンク活動の利用状況

提供人数 提供食品個数

平成28年度 68人 414個

平成29年度 60人 619個

平成30年度 30人 331個

令和元年度 50人 474個

令和２年度 41人 464個
（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））

　生活困窮者自立支援法（平成27年４月施行）に基づき、経済的な問題だけでなく、心身の問

題、家庭の問題などさまざまな問題に対応し、自立した生活に向けて必要な支援を行います。生

活困窮者自立相談支援事業では、本人に必要な支援を把握し、本人の状況に応じた様々な支援に

繋げるものであり、新規相談受付数は年々増加傾向にあります。

　また、「フードバンクにいがた」から受け入れた食品を生活に困窮している方に提供するフー

ドバンクの利用状況については、年度によりばらつきはあるものの、ほぼ横ばいに推移していま

す。

出生数・合計特殊出生率の年次別推移

新規相談受付数 個人プラン作成数 支援による就労者数

平成28年度 25 6 18

平成29年度 36 6 12

平成30年度 42 8 11

令和元年度 44 3 4

令和２年度 66� 1 1
　（資料：小千谷市の社会福祉2021年（令和３年））　単位：人

５　生活困窮者の現況
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６　地域における福祉会等の取り組み状況

◎福祉会　●いきいきサロン　○デイホーム　◆学童保育　◇生活支援（地域住民による支えあい活動組織）
（29か所）� （38か所）� （11か所）� （12クラブ） （14団体）

西
小
千
谷
地
区

土���川 ◎1 ●1 ◆1西小千谷学童クラブそよかぜ
上ノ山 ◎2 ●2 ◆2西小千谷学童クラブあおぞら
本���町 ◎3 ●3 ◆3西小千谷学童クラブさくら
平���成 ●4 ◆4西小千谷学童クラブおひさま
稲荷町 ◎4 ●5 　　＊小千谷小学校対象
元���町 ●6
日���吉 ●7 ◇１土川福祉会
船���岡 ●8 　「困り事手助け事業」（土川）
栄���町 ◎5 ●9

東
小
千
谷
地
区

薭　生 ◎6 ●10 ○1�デイホーム東小千谷
東���栄 ◎7 ●11 ◆5�東小千谷学童クラブ
元中子 ◎8 ●12 　　にこにこカービィ
信濃町 ◎9 ●13 ◆6�中子の森元気っ子クラブ
山���寺 ◎10 ●14 ◆7�みんなのいえ
旭���町 ◎11 ●15 　　＊東小千谷小学校対象
木津町 ◎12 ●16 ◇2�東小千谷地区町内会
木津団地 ◎13 ●17 ◇3�木津なじだネット
津山町 ◎14 ●18 ◇4�木津団地支え愛ネット
浦���柄 ◎15 ●19 ◇5�津山支え愛隊
横���渡 ◎16 ●20 ◇6�猫の手除雪応援隊

山
辺
地
区

山���本 ●21
西���中 ●22
池ケ原
古���田 ○2�デイホームらくらく
池中新田 ＊池ケ原･池中新田･古田･

　塩殿･坪野（上）･細島･�
　卯ノ木・上片貝対象

坪野(上)
細���島
塩���殿 ◇7�塩殿支え愛サービス
卯ノ木
上片貝

吉
谷
地
区

打���越
上���村 ●23
水���口 ○3�デイホームさんあい
滝���谷
藤田沢
高���畑 ●24 ◆8�吉谷小学校学童クラブ
茶���合 　　よっしーキッズ
二���俣 　　※長期のみ
迯���入
四ツ子
谷���内 ●25

城
川
地
区

千谷川 ◎17 ●26・27
城���内 ○4　デイホームだんらん
時���水 ●28 ＊西小千谷・城川・

　山辺（山本・西中）地区対象桜町(上)
桜町(中) ◎18 ●29 ○5�地域のお茶の間城内
桜町(下) ＊城内対象
山���谷
坪野(下) ◇8�時水ちょこっとヘルプ
両新田 ◇9�あちこたネットおぢや
薮���川 　　　　＊市内全域対象
平���沢 ◎19 ●30
若���葉

千
田
地
区

三仏生 ◎20 ●31 ○6　デイホームちや
千���谷 ◎21 ●32 ◆9・10
小粟田 ◎22 ●33 和泉小学校学童クラブいずみキッ

ズ
千田学童クラブわんぱくキッズ
◇10�三仏生ささえ愛ネット

川
井
地
区

内ケ巻
川井本田
新���田 川井地域 ○7�地域のお茶の間川井
真���皿 ◎23 ＊川井本田・新田・真皿・

　内ヶ巻・冬井・戸屋対象冬���井
戸���屋

東
山
地
区

塩���谷
荷���頃
蘭���木
岩間木 東山地区
首���沢 ◎24 ●34 ○8�デイホームひがしやま
朝���日
寺���沢
中���山
小栗山

岩
沢
地
区

桂
山���谷 ○9�デイホームいわさわ
市ノ口 岩沢
岩���山 ◎25 ◇11�岩沢福祉会
外之沢 買い物バス「狼煙号」
大　崩

真
人
地
区

上���沢
万���年
栗���山
本���村 ○10�デイホームまっと
干���三 真人町里地
源藤山 ◎26 ●35
石名坂 ◆11�南部学童クラブよつばキッズ
中���山 　　＊南小学校対象
芋���坂
時之島 ◇12�真人地区町内会
市之沢
山新田 真人北部
芹久保 ◎27
若���栃
北���山

片
貝
地
区

一之町一区
一之町ニ区
一之町三区
一之町四区
一之町五区
ニ之町
茶���畑 ○11�デイホームかたかい
町���裏
表三之町
稲���場 片貝町 ◆12�片貝学童クラブなかよしキッズ
屋���敷 ◎28 ●36 　　＊片貝小学校対象
四之町
高　見
新屋敷 ◇13�ささえーる片貝
五之町
八　島
沼���田
池���津
山���屋
鴻���巣
高　梨 高梨町●37 ◇14�おたがいさまネット高梨
五　辺 ◎29 ●38





























































































































＊学童保育の所在地区は、小学校所在地区に掲出した
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第３章　地域の声から見えてくるもの

1―1．地域福祉関係者の声と福祉課題〈地域懇談会から〉

（１）開催日

・南部地域　　　令和３年11月８日（月）　会場：サンラックおぢや　参加者29名

・西小千谷地域　令和３年11月９日（火）　会場：サンラックおぢや　参加者66名

・東小千谷地域　令和３年11月11日（木）　会場：サンラックおぢや　参加者31名

・千田地域　　　令和３年11月15日（月）　会場：サンラックおぢや　参加者11名

・片貝地域　　　令和３年11月16日（火）　会場：片貝総合センター　参加者29名

（２）参加対象者　

町内会長、民生委員児童委員、主任児童委員、市議会議員、第2層生活支援コーディネーター、

社協役員等

（３）懇談会で出された意見・課題の総括

ア．地域の中でのつながりづくり

　どの地域においても旧来からのつながりは保たれており、近隣同士においては比較的つきあい

もあるという見方がある一方、昔のような「近所付き合い、助け合い」や「近所同士でお茶のみ

ができる機会」など、以前と近所付き合いのあり方が変わってきているといった声もありました。

　また、近所付き合いはあるものの地域活動への参加が減ってきているといった声もあります。

若い世代の生活様式の変化、また、山間部においては若手自体が少ないことなどにより、地域活

動参加につながらないことが主な要因として考えられます。

　そのため、「祭りや伝統行事等若い世代が参加する行事の活用」、「万灯やPTA等、若手同士の

組織とのつながりを持つ」など、若い世代の地域活動参加を促し、多世代間のつながりづくりに

向けた取り組みが求められます。

　その他にも、今後高齢化によるひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方も増えることが予測

されるため、地域から孤立する人が出ないよう「把握に向けた町内組織や関係者の連携」、「通

常の会話から本音が聞ける雰囲気づくり」が一層求められます。

　これらの課題に対し、自分でできることとして「自ら積極的に声掛け、あいさつする」、地域

行事への「自らの積極的な参加」や「誘い合い」などを自発的に行うことで、近所や地域とのつ

ながりづくりをしていきたいといった意見が多くあがっています。

　地域住民間や組織の連携といった面では、「困った時に支援の受け皿となる機関につなげられ

る関係づくり」、あるいは「町内の枠を越え広い地域まで既存の地域活動を広げていく」ことが

必要となってきます。
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　イ．担い手の確保・育成

　若い世代の活動参加が少ないことで世代交代が進まず、町内会役員や福祉会役員など地域福祉

活動の担い手の高齢化や固定化が課題となっています。

　「若手組織との積極的な連携」や「若い世代の地域行事参加促進」を通じ、若い世代を担い手

として育成していくこと、あるいは「元気な高齢者を増やす」、「高齢者同士が支え合う」、「高齢

者自身の自助努力」など現に活動を担う高齢世代の力を活かしていくなど、若い世代と高齢者そ

れぞれの視点から担い手確保に向けた意見がありました。

　また、「学校やPTＡとの連携」や「学校の長期休み中に福祉活動の手伝いの依頼」により中高

生の若い力の活用や、「地域おこし協力隊員・インターンの募集」により外部人材を活用するな

ど、新たな人材確保に向けた意見もありました。

　これらのことを進めるにあたり、自分ができることとして「若い世代への声掛け」や「若手

の組織の支援による関係づくり」など若手への働きかけ、「高齢になってもできることは協力す

る」、「健康でいられるための取り組みをする」など現に活動している人が継続できるようにする

ための意見があがりました。

　少子高齢化が進む現在において、５年後、10年後を見据えた地域ぐるみで課題解決に取り組

むため、「福祉会の設立」や「支え合いの仕組みづくり」等地域福祉活動推進に向けた地域住民

の組織化と、「既存組織の連携」が今後さらに求められています。

　ウ．日常生活の不便さの解消

　高齢化が進むと、これまでできていたことが困難になるケースが多く、ひとり暮らし高齢者や

高齢者のみ世帯の増加した昨今では、日常生活の中で不便が生じ支援を必要とする方はこれまで

以上に増えていきます。買い物や通院時の移動手段の確保、ごみ捨て問題や冬場の除雪など、山

間地のみならず市内全域の課題となっています。

　「近所のつながりによる支援体制」、「見守りや助け合いの組織・体制づくり」等、地域ごとに

やり方は異なっても、今後さらに助け合い、支え合い活動を進めていく必要があることはどの地

域においても共通するものでした。

　そのような中で、市内の多くの地域において近隣や地域での支え合い・助け合い活動が進めら

れていることから「自分の家のついでにごみ出し、除雪をする」、「既存組織への参加」により積

極的に活動していきたいという意見も多く聞かれました。

　また、地域の居場所づくりという観点から、「障がい者や引きこもりの方の社会参加の場や居

場所づくり」も必要という意見、あるいは子どもの遊び場が少なくなっていることから「子ども

の居場所づくり」も必要であるといった意見も多くあがりました。地域に住む様々な方が過ごせ

る居場所が、自分たちの地域の中にも必要であると考える方も多く、今後地域ぐるみで考えてい

かなければなりません。
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1―2．地域福祉関係者の声と福祉課題〈アンケートから〉

（１）調査の概要

・実施日　令和３年11月１日～11月３0日

・対象者　町内会長、民生委員児童委員、主任児童委員、市議会議員、

第２層生活支援コーディネータ―、福祉会長、社協役員等

251人に地域懇談会時および郵送にて用紙を配付、回収

回答数195人、回答率77.7％

（２）アンケート結果と考察

・社協の認知度（社協事業、社協だより、ホームページ・SNS）

　社協活動については、図１のとおり96％の方に認知されています。社協だよりについても

図２のとおり90％の方から読んでいただいている一方、ホームページやSNSについては見た

ことが「ない」が81％でした（図３）。広報紙としての役割は果たしている一方、ホームペー

ジやSNSといったネットワークをいかに有効活用していくかが課題です。

・地域の中で支援が必要と思われる方と、地域でできるとよい支援は？

　地域活動をしていく中で支援が必要と思われる方については、図４のとおりです。ひとり暮

らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加が見込まれるための回答と想定されます。また、現代社

会の課題である「不登校の児童・生徒・引きこもりの方」が前回調査時から増加しています。

「その他」の意見として「貧困者（世帯）への支援」、「家族が外に出さない、隠している等で

他者と接する機会のない認知症高齢者」「65歳以下の制度のはざまにいる方」といった意見も

ありました。

　地域でできるとよい支援については図５にあるように、近隣同士でできる見守りや支え合い

活動に関するものが多くあがりました。特に「低額な料金で住民同士が助け合う活動」が前回

調査時より増えており、地域の支え合い活動が浸透してきたことがうかがえます。
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・活動している中で困っていること

　「支援を必要とする人の情報が得にくい」（64％）が

多数であり、個人情報保護の観点から情報が得にくい弊

害がうかがえます。「その他」の意見として「我慢が当

たり前の考え方や遠慮により、気楽にSOSが出しにく

い方」や「引きこもりの方の情報が得にくい」といった

回答もありました。地域に出てこられない人を把握する

ための情報共有体制、近所付き合いや活動参加が課題と

いえます。

　また、「少子高齢化により支え合いやサポートができ

る人がいない」もあり、活動の担い手の減少も課題と

なっています。

・自分の住む地域にて安心して生活していく上で、どのような問題や課題があるか

　先の「活動している中で困っていること」と同様、高

齢化による見守りや支援体制の確保、地域内のつながり

づくりなどが課題といえます。また、「買い物や病院へ

の交通手段がないこと」など、市全域での課題となって

いる移動手段の確保についても多くの回答がありました。

「その他」の意見として「ひとり暮らし高齢者の連絡先

の確保（子どもがいても遠方に住んでおり、なかなか連

絡が取れないケースも多い）」「ひとり暮らしの方の屋根

の雪下ろし」もあがっています。

・最近の地域福祉に関するニュースで最も関心のあること

　「老老介護」「8050問題」など、高齢化による新た

な社会問題に関心を示す回答が多数であり、先の回答と

同様、地域の中での高齢者世帯の支援が課題と考える方

が多く見られました。その他、「若者から中高年のひき

こもり」など若年層の社会問題に目を向ける方も多く、

今後地域ぐるみで考えていかなければなりません。「そ

の他」の意見として「空き家、放棄地の問題」という回

答もありました。
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・コロナ禍での地域活動についての考え、つながりの維持や地域活動実施に向け必要と思うこと

　コロナ禍の中、以前のように活動するにあたっての考えについては図９のとおりでした。実

際に市内の感染状況により一時休止としながらも、収まってきたら再開をするというケースも

みられました。「ワクチンや薬の開発などによりある程度終息の見通しが立つまでは活動を行

わない」、「周囲から自粛の要請がなければ活動を行う」は同じ割合であり、それぞれの関係者

の考え方が活動を行うか否かの分岐点になっていると考えられます。また、地域活動や行事の

自粛や中止を経た中での自分自身の考えについては図10のとおりでした。

　コロナ禍の中、人とのつながりを絶やさないために必要と思うことについては図11のとお

りでした。地域懇談会でもこれらの意見が多くあがっており、つながりを保つためにはこれら

のことを続けていく必要があります。

　また、withコロナの中、地域活動を行う上で重要と思うことについては図12のとおりとな

っています。新しい生活様式の下、感染症対策に留意しながら活動を行っていることがここか

らもうかがえます。

・社会福祉協議会に期待すること

　多くの方が「地域に住み続けたくなる福祉の

まちづくりを進める地域福祉活動」に期待して

います。「その他」意見として「市民が参加し

たくなるような福祉活動の創造・工夫とその推

進」と、アンケート結果と合わせ市民ファース

トの地域づくりを進める声が多く、社会福祉協

議会の果たす役割が大きいことを実感します。
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（２）自由記述から読み取る福祉課題

①地域づくり、人づくりへの提言

・地域に住み続けたくなるまちづくりが必要。まちが活性化すればおのずと地域も明るくなる。

・生涯この地域に住んでいたい、子どもも大人も笑顔が見られる福祉のまちでありたい。そんな

まちづくりが進められるといい。

・より一層その地区・地域に即した実現可能で継続的な取り組みの推進を期待。

・人と人とのつながり、一人ひとりのちょっとした思いやりや手助けが地域を支える大きな柱と

なる。活動の輪を広げながらつながりを深めて行くことが大事。

・町内会や振興会が役割分担し、住みやすい地域づくりに向けた努力をしているので今のところ

は大きな問題はないが、今後高齢化が進んだ際には、一層の「支え合い・助け合い」が必要に

なるものと思われる。

・２～３世代の家族構成から、核家族や高齢者のみの小世帯に変化してきている。世代別に地域

社会をとらえてみる時に、どんなことが必要なのか？できるのか？地域社会の中で家族単位を

繋げていくための工夫が必要となってきている。

・誰でも集える場があればと思うが、具体的にどう動けばよいか？道しるべがあるといい。

・地域の要望に応じ、定額で運転手付きでバスを利用できると福祉活動がしやすくなる。

・地域懇談会にいろんな年代の方が参加できるとよい。PTAや中高生の意見を聞くことで自分

ができることが発見でき、活動参加に結びつくことが期待できる。

・福祉担当者の理解（ボランティアだけでなく町内会の一員として）

・コロナ禍で停滞した活動をどう立て直すか。

・地域活動を続けるということは、同じことをずーっとやらなきゃならないことではないと思う。

変えなければならないことは変える、大事なことは継続し、守っていけばよい。やり方は変わ

ってもいいと思う。困ったときは即解決、それが大切。

②福祉会・いきいきサロン活動

・福祉のまちづくりの推進のため、社協職員も福祉会活動に積極的に関わることも必要。時にア

ドバイスもお願いしたい。

・「町内会」、「老人クラブ」、「いきいきサロン」、「民生委員児童委員」等、地域福祉活動推進の

ためのネットワークづくりが必要（代表者の連携、話し合いの場の設定）。

・今は「個」の時代で、新たにグループを作ったり上から活動を提案してもなかなか受け入れて

もらえない。各町内の組織が横の連携を図る必要がある。

・相談や情報提供等の受動的な活動のみならず、積極的に地域に出向き活動できるとよい。

・職員も地域参加し、自分の身を投じて地域の声を集め、実情把握をしてほしい。

・福祉会に推進員がいるが、社協直属の推進員を各地区に配置することで、町内や福祉会の役員

が交代してもスムーズに引き継ぎができるのでは。

・福祉会スタッフの高齢化が進む。定年延長もあり次の担い手がなかなか見つからない。
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③社協の福祉教育・広報啓発事業の充実

・市と社協の連携強化、地域包括支援センターの充実強化、各福祉会活動への支援とあわせ、折

に触れて市民への「福祉の啓発」が必要。

・サポートが必要な方を支援する周囲の行動が当たり前のものとなるよう、発信や提案をこれか

らも行ってほしい。

・知る機会がないと関心が寄せられないが、研修会があるといい動機付けとなるのでこれからも

お願いしたい。

・町内に福祉会ができてよかった。特に世代間交流事業は参加者もとても喜んでいる。

・若い人たちへの福祉への関心を高める活動。

・団体への助成事業、人材育成のためのセミナーや福祉リーダー塾など福祉向上に向けた取り組

み。

④支援関係（子ども、高齢者、障がい者）

・小千谷市は立派な建物や組織はあるが、しっかり役立てていない。現状を見極めて活動してほ

しい。特に子育てに関しては「つまるところ親の負担」「親が仕事を休めばいいだけ」感を抱

いている。

・高齢者や障がい者が福祉に何を求めているか（今何に困っていてどんな援助をしてほしいか）

を見える化しては？その声にどう答えていくかが活動の肝と考える。

・認知症高齢者が増え、家族介護ができず施設入所せざるを得ないことも多い。家族介護ができ

ない背景や要因を打ち出していく必要がある。

・高齢者の移動支援・買い物支援の仕組みづくりを早急に進めてほしい。

・山間地の高齢者は送迎がないと集まりに参加しにくい。また、送迎があったとしても長時間の

乗車が難しい方もおり、そういった方に対する予防活動が個々でできるとよい。

・引きこもり問題を真剣に考える必要がある。

・支援にあたって、何かを指導する（してやる）ではなく、一人ひとりが自ら進んで活動できる

ようなものであってほしい。形だけの集まりでは意味を成さない。

⑤他機関との連携

・市と連携して福祉に関する情報提供、拠点的役割を期待。

・世代別に地域社会を捉えてみるときに、どんな事が必要か、どんなことができるのか等、「行

政」、「社協」、「地域社会」で考えていく必要がある。

・毎年敬老会を実施するため一人2,000円の補助が市から出ているが、今後はこの資金を必要な

方に活用することを市に要望しては？（補助金の内訳として、毎年お寿司とお菓子を配ってお

しまい）

⑥社会福祉協議会への提言

・全職員への要望は笑顔と低姿勢。

・職員に相談すると、何とかしようという一生懸命な気持ちが伝わってくる。マニュアルだけで

なく人と人であり、優しい気持ちが大切と感じる。

・少子高齢化による人口減少の中、措置時代・昭和平成とは全く異なる地域福祉の現状と未来が
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あると思う。その中で営利を目的としない社協の果たす役割の大きさに期待している。

・社会福祉協議会の立ち位置と役割がよくわからないので説明がほしい。

・社協ホームページにて、更新が止まっているものは削除しては？（「小千谷市地域包括支援セ

ンター通信」がR2.3.1で止まっている）

・男性中心の町内活動にも、女性の参加と活躍が大切である。

・災害ボランティア活動の推進。

・市や包括につないだ後の情報がこないため、こちらから連絡することがある。

・陳情や嘆願など地域からの希望がなければ何もしないのではなく、職員側から工夫・創造しな

がら取り組んでほしい（行政・社協いずれも）

・掃除や調理など、それぞれの分野で自分はこんなことならできるという人達を町内ごとに登録

しておくシステムがあると、いろんなことに活用できると思う。

・「現状の中でどうしていくか」ということも大切だが、「現状を変える」努力も必要。

16



２．子育て中の保護者の声と福祉課題〈アンケートより〉

（１）調査の概要

・実施日　令和３年10月25日～11月26日

・対象者　市内保育園（９か所）・認定こども園（３か所）に通う園児の保護者1,021人に対し

て、各園を通じ用紙を配付、回収

　　　　　回答数663人、回答率64.9％

（２）アンケート結果と考察

・子どもの人数、家族の人数

　子どもの人数は図１、また家族人数については図２のとおりです。前回（平成28年）と比

較し、子どもの人数はそれほど変わりないものの、家族の人数は「３人」の割合が増えており、

核家族が増えていることがうかがえます。

・社協の認知度

　社協活動については約６割の方に認知されています。知っている活動内容は図４のとおり

であり、子ども関連事業が多い結果となりました。一方、社協活動を「知らない」方も４割

おり、また社協だよりやホームページ・SNSを読まない（見たことがない）方も多く（図５、

図６）、子育て世代への周知が進んでいないことがわかります。
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・現代の子育て環境について、子育てしやすいと感じているか

　　「よくわからない」が約４割と多数でした。「感じて

いない」が「感じている」を若干上回る結果です。平成

28年に比べ「感じている」の割合が減り、逆に「感じ

ていない」の割合が増えていることから、子育てしやす

い環境づくりが課題といえます。

・保護者の子どもの頃と比較して現代の子どもの環境はどうか

　　「自分の子どもの頃の方がよかった」が若干多く、他

はほぼ同じ割合です。前回調査時は「自分の子どもの頃

の方がよかった」が半数近く占めていたことから、前項

の親世代が感じる子育てしやすい環境の結果とは異なり、

子どもの環境自体は良くなっていると感じる方が多数で

した。

・父親の育児参加、協力

　　前回調査時同様、夫婦協働で子育てをしていることが

うかがえます。この設問自体「育児は母親の役割と言

っているようなもの」「父親が育児をしている家庭もあ

り」といった意見もあり、育児は父親の「協力」という

旧来的な考え方ではなく、夫婦「協働」という考え方が

浸透していることがうかがえます。

・仕事を持つ親が「子育て」するための職場環境

　　「あまり整っていない」、「整っていない」が、「整っ

ている」を上回っています。平成28年に比べると「整っ

ている」が10％近く上昇していることから、依然子育

てに優しい職場環境づくりを求める声がある一方で、少

しずつ職場環境は整いつつあると感じている方が増えて

いることがわかります。

・「子育て」をしていく上で、地域で必要と思われる支援

　　自由意見でも「子どもが安心して遊べる整備された公

園や雨天でも遊べる室内施設」等の要望が多かったこと

もあり、ここでも「子どもの遊び場」が多くあがってい

ます。「その他」の意見として、「病児保育」や「土日の

休日保育」、「子どもの食関連」、「子ども食堂」といった

子育て環境のさらなる充実に向けた意見もありました。
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・コロナ禍による日常生活への影響、地域活動を行う上で重要と考えること

　コロナ禍による日常生活への影響については図12のとおりです。影響がなかったという回

答は少数であり、子どもたちや保護者の生活に大きく影響があったといえます。また、コロナ

禍の中で地域活動を行う上で重要なこととしては図13にあるように、新しい生活様式に即し

た行事や活動の在り方を考えていくことが必要という結果となっています。

・社会福祉協議会に期待すること

　図14のとおり、「子育て支援活動」、「地域に住み続け

たくなるような福祉のまちづくりを進める地域福祉活

動」があがっています。「充実した介護サービス」、「寝

たきりや認知症にならないための予防活動」の割合も多

く、これは高齢化が進んだことにより、高齢者介護が

必要な家庭が増えてきたことによるものと想定されます。

「その他」意見として、「放課後等デイサービスの利用

時間延長や定員増」といった障がい児支援のサービス拡

充を求める意見もありました。

（３）自由記述から読み取る福祉課題

①社会福祉協議会への提言

・子どもから高齢者まで、世代を超えたイベントの開催をしてほしい。

・他地域の子ども達と交流する場があるとよい。

・相談したくとも「時間がない」、「参加するのが苦手」という方もいると思われる。ホームペー

ジやSNSを活用してのお悩み相談、お悩み掲示板があるとよい。

・地域のための募金であることはわかるが、年々募金額が増えていることが気になっている。

もっと募金したくなるような情報発信、気持ちよく募金できるような取り組みを期待している。

・子育ての不安解消や子どもが安心して過ごせるための話し合いの場や相談場所があるといい。

・年をとっても地域で暮らしていけるようなサービスの充実（買い物支援、外出支援）も必要と

思う。

・レンタル品（チャイルドシート、バウンサー、ベビーカー・ベッドなど）の増設。

・障がい児・者、高齢者、子ども等、「生きづらさ」を抱えた方が安心して過ごせるような地域

づくりを期待。

・高齢者には手厚いサービスが行われている。未来の担い手の子どもたちにも考えてほしい。

・社協事業について、福祉に関わっていないと知らないという人も多いのでは。広報活動や、高
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齢者や障害者のみならず皆のための地域づくりという認識を広げてほしい（福祉活動計画自体

あまり知られていないと思う）

・福祉への理解が不十分。主体的に参加できる仕組みや指針を希望。

・2040年問題など、これから大人になる子ども達が抱えなければならない問題もたくさん出て

くる。生きる力を高める環境を作ってほしい。

②学童保育について

・市内の学童保育場所の増や定員増を検討してほしい。

・東山地区の学童の設置。過疎地域にも目を向けてほしい。

・祝日も預かってほしい。

・夏休みの開始時間が８時からのため不便。もう少し早く開けてもらえると普段の通学時と変わ

らず送り出せる（保育園と同じような時間帯を希望）。共働きの世帯も増えている。

・学童保育を利用したくとも料金が高くて利用できない。もっと利用しやすい料金にしてほしい。

・長岡市のように学童クラブが無料だとよい。

・祖父母も高齢であるため、同居、近居でも利用できる仕組みを希望。

③子どもの遊び場、公園の整備

・小さな子ども連れ、年配の方にも配慮した公園の整備（日陰が多くある、遊具がたくさんある、

飲食がとれるスペースなど）

・防災公園の遊具を増やしてほしい。

・雨や雪の日でも遊べるよう、室内遊具がある遊び場があるといい。そんな場所があれば市外へ

出ずとも市内で遊べる。

・公園がたくさんあるのはありがたいが、遊具が古くなっており遊ばせるのが不安。

・インクルージブ公園（障がいがある子もない子も安全で楽しく遊べる場所）が増えると、共生

社会の形成に役立つ。

・市中心部（城内、平沢）にも公園があるといい。大人向けの筋トレができる遊具など、変わっ

たコンセプトのものがあれば子どもと一緒に出かける機会も増える。

④病児保育、土日・休日等の保育について

・（少し熱があるような時など）保育園が利用できないときに預かってもらえる施設があると助

かる。

・土日の一時保育があるといい。祝日も預かってほしい。

・土曜一日受け入れ保育園の増加（AM半日の保育は現代に沿っているのか？）

・保育利用可能の就労時間の基準が市によって違いがある。小千谷市の基準時間に満たず諦めた

条件もある。

・母子寮がほしい。
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⑤その他

・『他の人に迷惑をかけないように』ではなく『迷惑をかけあってお互いさま』という世の中に

なると、みんな穏やかに暮らせる。

・子育てをしていると集まりにも参加しにくい。オンラインで参加できる講座の開催が多いと助

かる。

・魚沼市は医療費や第三子保育料が無料など子育て世帯への支援が手厚い。小千谷市ももっと力

を入れてほしい。

・療育、障がいのある子への支援について、話し合いや相談、講演といった面は手厚いが、長岡

に比べ物理的な支援が整っていない。解決への導きが必要。

・共働きや核家族化が進む中、近隣と比べ子育てしやすい環境や仕事環境は十分に整っていない。

このような声を市に届けてほしい。

・「子どもをみないで仕事をして…」という考えが根強く、土日祝が休みでない仕事だと肩身を

狭くして仕事をしている現状がある。

・Ｔ字道路など見通しの悪い道路にミラー設置、防犯のために街灯を増やすなど環境整備。

・登下校時の見守りの強化をしてほしい。
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３．企業・事業所の声と福祉課題〈アンケートから〉

（１）調査の概要

　・実施日：令和３年10月25日～11月26日

　・対象者：企業等法人会費を依頼している市内541社

　　郵送によりアンケート調査票と返信用封筒を配付、回収

　　回答数267社、回答率49.4％

（２）アンケート結果と考察

・社会貢献活動の取り組み状況

　図１のとおり「活動している」企業が７割であり、前回調査時よりさらに多くの企業が社会

貢献活動を行っています。取り組んでいる主な活動としては図2のとおりです。コロナ禍でで

きなかった活動としては「地域行事協力」、「文化・スポーツ支援」など、軒並み地域行事やイ

ベント等が中止となったことが影響しているようです。

　また、活動していない理由としては図3のとおりとなっています。活動についての情報提供

を行うことで、新たに取り組む企業も多いものと考えます。

・社協の認知度

　社協活動については図４のとおりほぼ認知されています。社協からの情報発信については、

社協だよりは図５のとおりとなっています。企業等法人会員の事業所へは毎月社協だよりを送

付しているため、読んでいる割合が高いものと考えます。

　一方、ホームページやSNSについては、見たことが「ない」（図６）、また、退職前安心セ

ミナーについても「知らない」（図７）という回答が多かったことから、社協の情報発信手段

を周知していくことが課題です。
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・会社内での啓発講座の開催、社協と連携しての地域貢献活動について

　社内での啓発講座の開催については図8のとおりであり、「開催したい」という回答は1％

（２社）でした。

　また、社協と連携しての地域貢献活動の実施については図９の結果となりました。突然ボラ

ンティアの啓発や社協と連携しての貢献活動と問われても答えづらい部分もあるため、具体的

なイメージができるような情報発信をしていくことで、よりはっきりした回答が多くなるもの

と考えます。

　社協と連携して「活動したい」内容としては図10のとおりであり、企業としてもより活動

の幅を広げていくための情報交換や企業間のつながりを求めていることがうかがえます。

・withコロナの中、地域活動を行う上で重要なこと

　「感染症対策を行った上での地域の行事や活動の検討」、「手洗い、マスク着用など個人対策

の周知徹底」、「例年行ってきた地域の行事や活動の見直し」など、多くの企業が感染症対策を

行った上での活動の検討をあげています。

・社会福祉協議会に期待すること

　図11のとおり、自分が住む、働くまちをより

良くするための地域福祉活動への期待はもちろん

のこと、実際に子育てや介護をする従業員も多い

ことから、具体的な施策の充実を期待する声も多

くあがっています。

（３）自由記述から読み取る福祉課題

①社会福祉協議会への提言

・引き続きボランティア団体への支援を願いたい。
・フードロスの現状を把握し、対策を進めてほしい。

②地域づくり、生きがいづくりへの提言

・子どもがたくさん住み、安全健全生活できる街にしてほしい。
・子どもなくして未来はない！若い夫婦に支援を。
・小千谷市は介護サービスは充実していると思いますが、若年層の障がい者が増えているのに対
して、移動支援やホームの開設が圧倒的に不足で、障がい者を持つ親の負担がとても大きい。

医学の進歩で命が助かるようになった今、子ども・若年の障がい者の受け入れの器、またはボ

ランティア・利用者を検討していくべきだと強く思います。市としても社協としても他市に比

べ子育てしにくい町だと思います。

23



４．福祉会の声と福祉課題

（１）聞き取りの概要

・実施日　令和３年９月14日～12月28日

・聞き取り内容　下記について、福祉会長、福祉会役員に聞き取りを行いました。

　　　　　　　　①コロナ禍の中での福祉会活動状況　②町内の各組織との連携状況

　　　　　　　　③福祉会活動を進める上での課題やそれぞれの地域の課題　④社協への要望

（２）聞き取り一覧　

地
区

福祉会名
（設立年度）
聞き取り日

主な事業 現状と課題

西

小

千

谷

本町■■■
（平成12）

R3.10.21

いきいきサロン・世代間
交流・ふれあいバス旅行

老人会との連携によりサロンを開催。芋掘り行事
などを通じ世代間交流を積極的に取り組む。町内
の人口減少により、福祉会のみならず町内会や老
人会など町内各組織全般において参加者減や役員
のなり手の不足が課題。

土川■■■
（平成12）

R3.12.15

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業（困りごと手助け・
カラオケ)・福祉講座

訪問活動と「いきいきサロン通信」の発行により
つながりながら、12月よりサロンを再開。長年
の地域活動が評価され、令和元年に日本生命財団
より「生き生きシニア活動顕彰」を受ける。サロ
ンや福祉会の活動内容を町内に広くPRし、幅広
い世代が参加する会としていきたい。

上ノ山■■

（平成12）
R3.10.21

いきいきサロン・生きが
い健康づくり事業（スカッ
トボール・カラオケ）・
ふれあいバス旅行

昨年は月２回に分けサロンを開催、今年度は訪問
活動でつながる。高齢化による担い手不足、サロ
ン内容のマンネリ化が課題。高齢者同士のつなが
りを活かし、子や孫など次世代とつながっていけ
る取り組みを考えていきたい。

桜町■■■
（平成17）

R3.11.13

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業(民謡・手芸)

訪問活動でつながりながら今年度よりサロン再開。
従来は、観桜会の仮装大会・盆踊り・敬老会等各
種町内行事に福祉会として参加。役員・サロン参
加者の高齢化、またサロン会場に近い方の参加は
多い一方、遠方の方の参加が少ないことが課題。

千谷川■■
（平成18）

R3.9.14

いきいきサロン（千谷
川・宮田２会場で開催)
・世代間交流・ふれあい
バス旅行

千谷川サロンは月２回に分け開催。宮田サロンは
訪問活動でつながる。町内会や老人会と連携し毎
年芋堀体験を開催、町内の高齢者施設や保育園な
ど多世代との交流の場づくりも実施。高齢化によ
る役員の硬直化、長期化による活動の固定化やサ
ロン参加者の新規確保が課題。

平沢■■■
（平成24）

R3.11.9

いきいきサロン コロナ禍により現在活動は休止中。毎年節分行事
を大々的に行っており、昨年も節分に合わせてサ
ロン参加者宅を訪問。福祉会活動が町内に浸透し
きれておらず、設立以降役員が変わらず固定化し
ていること、またサロン活動内容のマンネリ化が
課題。

栄町■■■
（平成30）

いきいきサロン・友愛訪
問・世代間交流（地域福
祉活動助成事業）

感染症予防対策を行いながらサロンを開催、友愛
訪問とあわせ地域と人とのつながりを保つ。世代
間交流事業の開催により幅広い年代層の交流の機
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西

小

千

谷

R3.12.28
会もあるがここ２年は中止。コロナ禍の中での開
催に向けた方法を検討していきたい。

稲荷町■■
（令和２）

R3.12.21

いきいきサロン・生きが
い健康づくり事業（卓球
クラブ）・世代間交流(地
域福祉活動助成事業)

訪問活動でつながりながら、10月にハイキング
を実施、世代間のつながりづくりとなっている。
今年度より卓球クラブが発足するなど活動の幅が
広がる。令和２年１月の立ち上げ以降コロナ禍も
あったが、今後より活発な活動を進めていきたい。

東

小

千

谷

元中子■■
（平成２）

R3.12.17

いきいきサロン・友愛訪
問・福祉講座

サロンは季節に応じた内容で実施、参加者も多く
盛り上がる。また例年町内会や保健推進員と共催
で健康福祉講演会を開催。町内会との連携により
役員は確保するも、参加者の新規獲得が課題。来
年度の公会堂移転を機に直接声掛けを行うなど、
新規参加者の確保に努めたい。

東山地区■
（平成11）

R3.11.26

いきいきサロン・デイホ
ーム・友愛訪問・心のふ
れあい慰問（地域福祉活
動助成事業）

サロン・デイホーム事業を実施。加えて友愛訪問
や地域福祉活動助成事業にて地域の全高齢者宅を
訪問、高齢者とのつながりづくりに積極的に取り
組む。サロン参加者、福祉会また地域活動全般に
担い手不足が課題。年齢に関係なく参加できるよ
う働きかけたい。

津山■■■
（平成16）

R3.10.8

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業（スカットボール）

役員・サロン参加者いずれも高齢化してはいるも
のの、サロンは男性や夫婦での参加により多くの
方から参加していただいている。会場が２階にあ
り側に付く必要がある方もおり、参加者の高齢化
に伴う環境面が開催時の課題。

旭町■■■
（平成17）

R3.11.23

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業（卓球クラブ・スカ
ットボール・カラオケ同
好会）

サロンは月に２回実施、当番制でお茶出しをする
など参加者の役割づくりにつながる。友愛訪問含
め推進員、民生児童委員と綿密な連携にて活動。
町内行事も豊富で地域内の世代間交流機会もある。
会員の高齢化がある中、新規勧誘に際し役員と参
加者の年齢差ギャップが課題。

薭生■■■
（平成17）

Ｒ3.10.20

いきいきサロン・世代間
交流・福祉講座・ふれあ
いバス旅行

今年度よりサロン再開。歌や踊り、餅つきなど町
内行事には福祉会で参加、サロンでも例年繭玉づ
くりなど世代間交流を開催。「季節と食」を感じ
る内容のサロンを開催したい。役員が２年交代の
中、コロナ禍で活動が少なかったことから次の役
員へのスムーズな引き継ぎが課題。

木津■■■
（平成17）

Ｒ3.9.16

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業（カラオケ・ガーデ
ニング）

サロンには特に力を入れており、例年役員視察研
修も開催。町内行事や子ども会行事に福祉会とし
て参加、町内一体となって活動。地域の中にひと
り暮らしの方も多いことから町内会と連携しなが
ら見守りや支えあい・助けあいを進めていきたい。

横渡■■■
（平成17）

R3.11.30

いきいきサロン・友愛訪
問

伝統行事に合わせ毎月同日にサロンを開催するこ
とで恒例行事化し参加者の確保につながる。世帯
も少なく高齢化が進み役員が固定化している一方、
近隣同士日常の中で顔の見える関係で、つながり
が保たれているのは強み。
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東

小

千

谷

東栄■■■
（平成18）

Ｒ3.9.15

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業（スカットボール・
パソコン教室）

サロンや生きがい健康づくり事業に加え、福祉の
集いでの音楽鑑賞は毎年開催。豊富な内容の会報
も随時配布。通学時の見守り活動なども実施。以
前と比べ地域の中で出かける（集まる）場所が減
ってきていることから、活動を通じ地域の方が集
える場所づくりをしていきたい。

山寺■■■
（平成19）

R3.11.14

いきいきサロン・友愛訪
問

サロンは男性参加が多いのが特徴。地域内の高齢
者同士、若い世代同士など同年代でのつながりは
あることから、それを強みに異なる世代間でのつ
ながりを持っていけるといい。また、近隣町内と
も合同サロンの開催により交流機会を持ちたい。

信濃町■■
（平成19）

R3.12.14

いきいきサロン 老人会廃止により高齢者が出かける機会減、その
ため集いの場としてのサロンの役割が大きくなっ
ている。サロンの内容について参加者と意見交換
しながら意見を取り入れている。役員や参加者の
高齢化は進むが、既存の内容のみでなく、様々な
活動を模索していきたい。

木津団地■
（平成21）

R3.10.15

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業（歌の会・松ぼっく
りの会）

コロナ禍のため巡回訪問でつながる。毎年夏休み
は福祉会としてラジオ体操に参加、多世代間の交
流機会も確保。町内高齢化が進行、福祉会役員も
同様ではあるが、役員を円滑に確保し町内会や
『木津団地支え愛ネット』と連携し活動していき
たい。

浦柄■■■
（平成21）

R3.12.27

いきいきサロン
（横渡福祉会と合同親睦
交流会）

サロン活動の他、廃品回収などを実施。昨年今年
とコロナ禍で中止も、例年横渡福祉会との親睦交
流会も実施。高齢化が進んでおり、いかにして参
加していただくかが課題。誰もが参加できる会を
基本に取り組んでいきたい。

千
　
　
　
　
田

小粟田■■
（平成元）

R3.11.9

いきいきサロン・友愛訪
問・生きがい健康づくり
事業（スカットボール・
民謡・運動・卓球）

町内会組織の一つとして福祉会活動を実施するこ
とで町内各組織の連携が強く、またボランティア
による活動も積極的。コロナ禍によりサロン内容
の制限を余儀なくされたことによる参加者減があ
り、参加者数が戻るような内容を考えていきたい。

高梨町■■
（平成3）

R3.12.6

いきいきサロン（高梨・
五辺２会場で開催)・友
愛訪問（五辺）・福祉ふ
れあい講座

２会場でのサロン開催に加え、例年地域ふれあい
講座や先進地視察研修も実施。また地域の支えあ
い組織『おたがいさまネット』も福祉会役員中心
に実施、地域内の生活支援ニーズにも対応。地域
内に日中独居者が多いことからアプローチをして
いきたい。

三仏生■■
（平成10）

R3.12.3

いきいきサロン コロナ禍は訪問活動でつながる。サロンでは毎年
和泉小児童との交流会を実施。サロンへの参加人
数多く平時は盛況も、コロナ禍では密になってし
まい開催に苦慮。昨年開始の支えあい活動『三仏
生ふれあいネット』の周知浸透も図っていく。

千谷■■■
（平成20）

いきいきサロン・デイホ
ーム

サロン活動に加えデイホーム事業も実施。サロン
参加人数も多く、コロナ禍にあっても会場を分散
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千 

田
R3.10.13

して開催する等、活発なサロンやデイホーム活動
が展開されている。民生委員との情報交換は実施
される中、町内会との連携体制も強めていきたい。

南
　
　
　
　
部

真人北部■
（平成５）

R3.11.29

友愛訪問、生きがい健康
づくり事業（ゲートボー
ル講習会）

福祉会で廃品回収を実施。デイホーム事業とも連
携。若い世代の流出、地域内の戸数の減少、少子
高齢化の進行から町内組織ともども役員確保が困
難という課題はあるが、地域内で顔が見える関係
を保てているのは強みである。

真人町里地
（平成９）

R3.11.25

いきいきサロン、高齢者
世帯訪問・年末お楽しみ
会（地域福祉活動助成事
業）

老友クラブと連携していきいきサロンを開催、ま
た年２回の高齢者宅訪問や年末交流会、デイホー
ム事業の支援を実施。少子高齢化により役員の高
齢化が進むことから、組織単独での運営は困難、
地区内のそれぞれの組織間で連携しながら一緒に
活動していく必要がある。

岩沢■■■
（平成16）

R3.11.26

買い物支援バス「狼煙
号」を月２回運行

買い物バスは地域の高齢者に定着、高齢者にとっ
て今やなくてはならないものとなっている。福祉
会として地域の福祉施設や小中学校支援も行う。
若い世代の福祉会活動参加に向け中学校との連携
を深めていきたい。

川井地域■
（令和３）

R3.11.19

いきいきサロン・世代間
交流（予定）

令和３年11月28日発足。川井地区、内ヶ巻地区、
戸屋冬井地区それぞれの福祉課題に取り組んでい
く。サロン活動や世代間交流、支えあい活動が想
定される中、来年度４月１日より本格的な活動を
開始予定も、地域内での支えあい活動は今年度よ
りいち早く実施していく。

片
　
貝

片貝町■■
（平成11）

Ｒ3.9.17

サロン（子育て支援・一
人暮らし高齢者の会）・
歳末慰問（地域福祉活動
助成事業）

市内唯一の子育てサロン開催。地域の福祉施設へ
のボランティア活動、町民ふれあい交流会など地
域のつながりづくりにも取り組んでいる。一人暮
らし高齢者が激増、そのため慰問活動や支えあい
活動『ささえーる片貝』の重要性が一層高まる。

（３）考察

　コロナ禍の中、ともすれば福祉会活動自体が停滞してしまう恐れもありましたが、各福祉会が

「つながりをたやさないため」に、サロンの開催は休止し訪問活動に変更したり、日程や会場を

分けて開催するなど工夫がみられました。また友愛訪問の継続や地域福祉活動助成事業を活用し

て慰問活動、世代間交流を実施するなど、コロナ禍であってもそれぞれの地域状況に即した活動

を実施していくことで、地域と人、人と人とのつながりをたやすことなく今に至っています。

　このように地域の中で福祉会の果たす役割は大きい一方、多くの福祉会では役員の高齢化や担

い手が固定化、そのため活動の継続に重点が置かれ、新たな取り組みにつながりづらいといった

課題が多くの会からあがっています。

　また、サロン会場などの実施環境面についても意見が多くあがりました。コロナ禍の中では密

予防が求められますが、参加人数に対し会場が手狭であることからサロン開催が困難、また2階

で開催しているサロンも多く、階段昇降が参加の弊害となるケースもありました。

　その他にも、友愛訪問や支えあい組織との連携など、地域の中での見守り・支援体制のさらな

る充実化を図っていきたいという声も多く聞かれました。
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第４章　この計画のめざすもの

　第５次地域福祉活動計画は、小千谷市における地域福祉の現状と課題を把握、整理し、それら

の課題を解決していくことをめざし、引き続き、地域住民の自主組織や行政、その他の関係機関

などとの協働により、事業を推進するための計画です。

　事業を推進するための基本指針として、基本理念と基本目標を定めます。

１　基本理念

　支えあい　いたわりあい　励ましあい　心豊かなまちに　

　社協の基本理念でもありますが、全ての人がお互いに「支え、支えられ」「いたわり、いたわ

られ」「励まし、励まされ」ながら、誰もが安心して暮らせる心豊かなまちづくりを進めること

を目指しています。

２　基本目標

　地域づくり　人づくり　ネットワークづくり　

　心豊かでおもいやりのある地域を形成するには、福祉の心を持った人々が連携することにより

大きな力となっていきます。このことから基本目標を定めて、基本理念実現のため、計画を推進

します。

３　基本計画

　第４次地域福祉活動計画の実施事業への評価や地域懇談会での意見、各種アンケートから見え

てきた福祉課題等の解決に向け、次の３つの項目を基本計画とします。この基本計画の推進につ

いては、福祉会などの住民自主組織や行政及び関係機関や団体と連携しながら事業を実施してい

きます。

　１．ふれあい・支えあう地域づくり　

　地域の福祉を考え、課題を解決していく住民組織としての「福祉会」を、市内全域に設立する

よう推進していきます。その上で福祉会、いきいきサロン、町内会、老人クラブ等の連携を推進

し、地域福祉活動の活性化を図ります。

　地域住民がつながり、互いに支えあう活動を広げ、高齢者や障がい者、子育て中の親子、ひき

こもりの方等も地域全体で支援していく、心豊かにふれあい・支えあう地域づくりを進めます。
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　２．いたわりとやさしさの心をもつ人づくり　

　講座や研修会等を通し、地域福祉推進の担い手となるボランティアの発掘や育成を図ります。

企業等の社会貢献活動との連携を深め、老人クラブ会員をはじめとしたシルバー世代の力を地域

の活性化に役立てます。また、子ども達に「思いやり」の心を育てるため、学校等と連携した福

祉教育の充実に努めます。

　ボランティアグループや福祉関係者と連携して、いたわりとやさしさの心を持ち、心の通う人

づくりを進めます。

　３．安心して暮らすためのネットワークづくり

　相談体制の確立や様々な福祉サービスの充実を図るとともに、地域住民のニーズに対応した既

存サービスの拡充や新たなサービスに取組み、関係機関・団体等と連携を図りながら、誰もが安

心して地域で住み続けることができるよう、福祉のネットワークづくりに努めます。

４　地域福祉の推進

　基本理念や基本目標を指針として、誰もが安心して暮らせる心豊かなまちづくりを進めるため

には、福祉会や町内会、老人クラブ、民生委員児童委員、ボランティア等、地域住民がつながり、

お互いに助け合い支え合うことが必要です。社協はこのつながりや支え合う仕組みづくりを進め

る様々な活動を支援し、市民の皆さんと共に、心豊かなまちづくりを進めます。そのための3つ

の基本計画に対し、具体的な取り組みを計画しました。

　また、今回の計画では、市内５地域での地域懇談会で把握した課題から、各地域の目標と方針

を決めて、地域住民や地域内の各組織が力を合せて地域福祉活動に取り組むための計画を新たに

定めました。『社会福祉協議会の取り組み』と『地域ごとの取り組み』が地域福祉活動の両輪と

なり、連携を図りながら協働で進めていきます。
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５　第５次地域福祉活動計画の体系

　この計画の基本理念・基本目標の実現に向け、次のような計画の体系の中で、具体的な施策の

展開を図ります。具体的な施策においてはそれぞれ年次計画および評価指標を設定し、それを基

に事業の進捗評価を行い、基本計画に掲げた状態に近づいているかを検証していきます。

（
基
本
理
念
）
支
え
あ
い
　
い
た
わ
り
あ
い
　
励
ま
し
あ
い
　
心
豊
か
な
ま
ち
に

（
基
本
目
標
）
地
域
づ
く
り
　
人
づ
く
り
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

（基本計画）

（取り組み目標）

３．安心して暮らすための
　　ネットワークづくり

２．いたわりとやさしさ
　　の心をもつ人づくり

（１）未来へつなぐ
　　　　　　　　ボランティア

（２）ふくしの心を育む

（１）相談からふだんの
　　　　　　くらしをしあわせに

（２）見守り、つながりあう
　　　　　　　　　　関係づくり

１．ふれあい・支えあう
　　地域づくり

（１）福祉会でつながる
　　　　　　　　　地域づくり

（２）お互いさまの
　　　　　　　　支えあい
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第５章　地域福祉の推進計画

１．社会福祉協議会の取り組み

　基本計画１．ふれあい・支えあう地域づくり　

（１）福祉会でつながる地域づくり

＜現状と課題＞
　福祉会は現在市内29か所に設置がされており、いきい
きサロンをはじめ地域特性に応じた活動をしています。コ
ロナ禍で集いが難しくなった際もサロン活動に代えて訪問
活動を行うなど、福祉会の力により地域と人とのつながり
を絶やさず今に至っています。市内には福祉会のない町内
もあることから、設立に向け地域の理解を得るためにどう
働きかけていくかが課題です。
　38か所のいきいきサロンの多くは高齢者のみの参加で
すが、子どもや子育て中の方、障がいのある方やひきこも
りの方など、生きづらさを抱えた方が過ごしやすい地域づくりに向け、どのようにしてつながり
を持って行くかが課題です。

（いきいきサロン）

＊福祉会：子どもから高齢者、障がいがあっても地域の中で幸せに暮らしていくためのお手伝い
をする、住民参加の地域の福祉を考える組織です。

＜今後の取組＞

取組項目１．福祉会でつながる地域づくりの推進

実施内容 ・福祉会のない地域や町内に懇談会や体験講座を開催し、地域福祉に対する理解が
深まるよう働きかけます。
・既存の福祉会やいきいきサロンには、研修会や情報交換の場を設け、ニーズに合
わせた住民主体の活動ができるよう支援します。
・福祉会と町内会、老人クラブの連携強化に向け支援します。
・いきいきサロンに地域のお茶の間として対象者を広げるよう働きかけをします。
・地域のつながりを必要とする子育て中の方や障がいのある方、ひきこもりの方、生
きづらさを抱える方など誰でも、共に過ごせる地域の居場所づくりを支援します。

年　次　計　画

実施事業 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

福祉会・いきいきサロン活動の育成・支援

福祉会・いきいきサロンの設立支援

地域共生の居場所づくり支援（新規）

評価指標等 令和３年度基準値 目標値(令和８年度)

福祉会設立数 29か所 34か所

いきいきサロン開設数 38か所 43か所

地域共生の居場所開設数 ― ２か所

継続

継続

検討・講座開催 居場所づくり
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（２）お互いさまの支えあい

（サポーターによる生活支援）

＊生活支援サービスあちこたネットおぢや：暮らしの中のちょっとした困りごとを、地域の中で
お互いに支え合おうという有償の支え合い活動。少額のお金を介在させることで、利用する人
と担い手（協力会員）が対等な関係として活動できることを目的にしています。（30分間200
円、買い物代行等の車を要する支援は別途100円加算）
＊生活支援サポーター：あちこたネットおぢやに登録してお手伝いする協力会員のこと。
＊第２層生活支援コーディネーター：市から委託された第１層生活支援コーディネーター（地域
において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた調整を行う）の下で支え合い
活動を進める中学校区域ごとに配置された生活支援コーディネーターのこと。地域の実情を把
握し、支え合い活動を進めています。

＜今後の取組＞

取組項目２．お互いさまの支えあいを推進

実施内容 ・高齢者や障がい者の日常生活ニーズを地域で支えるしくみである「あちこたネッ
トおぢや」について普及啓発し、担い手（生活支援サポーター）を増やし、多く
の利用ニーズに応えるしくみとして強化します。
・「あちこたネットおぢや」の担い手を継続的に確保するため、養成講座を開催す
るとともに、サポーター同士が情報共有できる機会を設けます。
・第２層生活支援コーディネーターと連携し、地域住民の困りごとの声やニーズを
把握し、生活支援体制の整備・拡充を図ります。

年　次　計　画

実施事業 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

生活支援サービスあちこたネットおぢやの実施

生活支援サポーター養成講座の開催

第２層生活支援コーディネーターとの連携

評価指標等 令和３年度基準値 目標値(令和８年度)

生活支援サポーター養成講座新規修了者数/新規登録者数 ４人/３人 15人/12人

あちこたネットおぢやサポーター登録数 66人 75人

あちこたネットおぢや利用会員数 20人 35人

＜現状と課題＞
　有償の地域住民参加型の支え合い活動「あちこたネット
おぢや」は、年々実利用者数や活動回数、サポーター数も
増加、地域の中の生活支援サービスとして定着しつつあり
ます。希望者の居住区とサポーターの活動地域の関係から
サポーター登録者の中には実働がない方も多いこと、また
ニーズの多い除雪支援への人員確保や体制整備が課題です。
　また、生活支援体制整備事業の第１層生活支援コーディ
ネーターとして活動している中、移動や除雪、ごみ出し支
援など市全域の共通課題に対し、第２層生活支援コーディ
ネーターや行政と連携しながら取り組んでいく必要があります。

継続

継続

継続
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　基本計画２．いたわりとやさしさの心をもつ人づくり　

（１）未来へつなぐボランティア

＜現状と課題＞
　ボランティアセンターとして、ボランティアの相談や活
動情報、活動の連絡調整を通じ市民のボランティア活動を
支援しています。ボランティア団体の中には、会員が増加
せず固定化、高年齢化が課題となっているところもあるこ
とから、より多くの方にボランティア活動に興味を持って
いただき、新たな人材発掘につなげる必要があります。
　ふくし・ボランティアかれっじや福祉ふれあいフェステ
ィバルなどにおいて、福祉団体やボランティアグループの
活動を通し、市民へボランティア活動の啓発と理解を深め
るために内容の見直しの必要があります。

（手話講座）

＊ふれEyeボランティアスクール：目の不自由な方を理解するため、ボランティアグループの協
力で盲導犬とのふれあい、誘導歩行、点字の体験を行っています。令和２年・３年はコロナ禍
のため中止。　
＊福祉ふれあいフェスティバル：おぢや健康福祉まつりに合わせ開催。令和元年は台風、令和２
年・３年はコロナ禍のため３年連続中止。例年1,200人前後の参加者があります。

＜今後の取組＞

取組項目３．未来へつなぐボランティアの育成

実施内容 ・ボランティアセンターでは、総合相談窓口として市民のボランティア活動を支援
しています。今後もボランティアグループの協力をいただき、各種講座を開催し
ます。また、ボランティア連絡協議会の支援を継続します。
・ふくし・ボランティアかれっじを開催し、基礎科目（入門講座・傾聴講座）、選
択科目（手話・要約筆記・音声訳・点訳・ふれEyeボランティアスクール等）を
受講後、興味のあるボランティアグループを見学・体験し、ボランティア活動に
参加しやすくします。
・福祉団体やボランティアグループの活動を市民にＰＲする機会として、福祉ふれ
あいフェスティバルを開催します。

年　次　計　画

実施事業 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

ボランティアセンター機能の充実

ふくし・ボランティアかれっじの開催

福祉ふれあいフェスティバルの開催

評価指標等 令和３年度基準値 目標値(令和８年度)

ボランティア連絡協議会加盟グループ数 41グループ 45グループ

ふくし・ボランティアかれっじ受講者延べ人数 250人 350人

福祉ふれあいフェスティバル参集者数 ― 1,200人

継続

継続

内容見直し・開催継続
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＜現状と課題＞

　市内の学校に通う児童や生徒に対し福祉への気づきや理

解を深めるきっかけづくりに向け、情報提供や講習会、体

験学習など福祉教育を行っています。多くの学校からバラ

エティーに富んだ内容の学習を実施していただくため、学

校間の情報共有や各種ボランティア講座の情報提供など、

担当教職員への働きかけが必要です。

　社協情報発信手段として、毎月社協だよりを発行、また

（２）ふくしの心を育む

（福祉体験学習）

＊SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）：登録された利用者同士が交流できるWebサ

イトの会員制サービスのことです。小千谷市社協はFacebookのみ。

＜今後の取組＞

取組項目４．ふくしの心を育むために実施するもの

実施内容 ・市内の全小・中・高等学校・総合支援学校を社会福祉普及校に指定し、活動のた
めの助成金交付や福祉体験学習の支援を継続します。
・福祉学習の幅が広がるよう、福祉学習メニュー表の内容の追加や見直しを行います。
・社協情報発信のため、毎月１回「社協だより」を全戸配布、ホームページの記事
をリアルタイムに更新します。SNSの種類を増やし、福祉・ボランティア情報
を幅広い年代層に発信します。
・社協だよりは随時スタイルを見直し、幅広い世代の方に読んでいただくための工
夫をしながら発行します。
・学校・企業・事業所・町内会等へふくし出前講座を開催し、地域福祉やボランティ
アについて理解促進を図ります。

年　次　計　画

実施事業 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

社会福祉普及校事業の実施

福祉・ボランティア情報の充実、拡大

ふくし出前講座の開催（新規）

評価指標等 令和３年度基準値 目標値(令和８年度)

福祉体験学習の実施回数・参加者数 20回/506人 25回/550人

広報手段の種類（SNS含む） ３種 ３種

企業・事業所等へのふくし出前講座回数 ― ３回

ホームページやＳＮＳにより情報発信をしています。社協だよりと比較するとホームページやＳ

ＮＳは認知度が低く、目にする方が少ないことが課題です。

継続

継続

開催PR・実施検討
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　基本計画３．安心して暮らすためのネットワークづくり　

（１）相談からふだんのくらしをしあわせに

＜現状と課題＞
　ふれあい福祉センター相談所は「心配ごと相談」「法律
相談」「年金相談」を実施しています。資金貸付事業は、
経済的自立、生活の安定に向け「生活福祉資金」の申請支
援や「たすけあい資金」の貸付を行います。
　日常生活自立支援事業や法人後見事業では、法人として
の利点を生かした権利擁護事業を実施しています。今後ニ
ーズはさらに増えていくことから、日常生活自立支援事業
については生活支援員の確保と育成を、法人後見事業につ
いては市町村ごとの中核機関設置が進められている中、行
政や関係機関との連携を密にし、体制整備を進める必要があります。

＊生活福祉資金：新潟県社協の貸付制度。低所得・障がい・高齢者等世帯に資金を貸付、経済的自立と
生活の安定を図ります。令和２年・３年はコロナ禍による特例貸付が爆発的に増加しました。

＊たすけあい資金：小千谷市社協の貸付制度。一時的に生活費が必要となった低所得の方へ70,000円
を限度に貸付します。

＊日常生活自立支援事業：高齢者や知的・精神に障がいのある方等で、日常生活上で必要な福祉サービ
スの利用等について自分ひとりの判断で行うことに不安のある方の手続等のお手伝いをします。

＜今後の取組＞

取組項目５．相談からふだんのくらしをしあわせにつなぐ

実施内容 ・気軽に相談できる窓口として、ふれあい福祉センター相談所の運営を継続します。
・資金貸付事業は、生活困窮者自立支援等と関連して、市担当課や担当民生委員児
童委員と連携を図りながら、継続して支援します。
・日常生活自立支援事業を利用することで住み慣れた地域で暮らせるよう支援します。
・法人として成年後見人等を受任し、判断能力が十分でない方の権利・生活を守る
ための権利擁護を支援します。

年　次　計　画

実施事業 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

ふれあい福祉センター相談所の運営

生活福祉資金等貸付事業の実施

日常生活自立支援事業の実施

法人後見事業の実施

評価指標等 令和３年度基準値 目標値(令和８年度)

ふれあい福祉センター相談所　相談件数 130件 150件

生活福祉資金貸付事業　相談延べ件数/貸付件数 385件/86件 40件/５件

たすけあい資金事業　相談延べ件数/貸付件数 20件/０件 20件/２件

日常生活自立支援事業　相談延べ件数/利用者数 520件/17人 540件/22人

法人後見事業　相談件数/利用件数 ２件/２件 ５件/５件

（心配ごと相談員研修会）

継続

継続

継続

継続
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＜現状と課題＞

　70歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみの希望世帯に、

月２回、見守りや安否確認を目的に配食サービスを実施し

ています。65歳以上の男性を対象に月１回料理教室を開

催し、食生活の自立や生きがい・仲間づくりを支援してい

ます。65歳以上のひとり暮らし・高齢者のみ世帯及び障

がい者世帯等に救急時に備え医療情報などを自宅に保管す

る専用キットを配付しています。

　令和３年度新規事業として、おぢや子ども笑顔プロジェ

クトを開始。社協やフードバンクに寄付されたお米等を希望するひとり親世帯に配付しつながり

をもつことができましたが、今後より多くの世帯とつながることが課題です。

（２）見守り・つながりあう関係づくり

（男性料理教室）

＜今後の取組＞

取組項目６．見守り・つながりあう関係づくりの推進

実施内容 ・ひとり暮らし高齢者の見守りや安否確認のため、ボランティアによる配食サービ
ス事業を継続します。
・男性料理教室を継続し、食生活の自立や生きがい・仲間づくりを支援します。
・緊急時に適切な医療活動につながることで安心して在宅生活が送れるよう、救急
医療情報キット配付事業を継続します。
・おぢや子ども笑顔プロジェクトの内容を検討し、ひとり親世帯が必要な支援を実
施します。また、子どもの食と居場所を支援するため「こども食堂」について検
討します。

年　次　計　画

実施事業 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

配食サービス事業の実施

男性料理教室の実施

救急医療情報キット配付事業の実施

おぢや子ども笑顔プロジェクトの実施

こども食堂の実施

評価指標等 令和３年度基準値 目標値(令和８年度)

配食サービス利用者数 281人 300人

男性料理教室参加者数 146人 180人

救急医療情報キット配付数 121件 150件

おぢや子ども笑顔プロジェクト利用者数 22件 40件

こども食堂（地域食堂）実施数 ― １か所

継続

内容検討・継続

継続

継続

実施調査・検討
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２．地域ごとの取り組み

西小千谷地域 ：西小千谷地区・城川地区・吉谷地区・山辺地区の一部

　　　　　　　　　（山本・西中・池ヶ原・古田・池中新田・上片貝）

＜地域のデータ＞

・人口　　15,879人　・65歳以上　5,248人　・75歳以上　2,714人

・世帯数　5,984世帯　・ひとり暮らし高齢者世帯　653世帯　・高齢者のみ世帯　662世帯

・福祉会　・本町福祉会　・土川福祉会　・上ノ山福祉会　・千谷川福祉会

　　　　　・桜町福祉会　・平沢福祉会　・栄町福祉会　　・稲荷町福祉会

＜現状と課題＞

課　題 地域がこうなるといいな じぶんにできそうなこと

地域の中でのつながり
・近隣つきあいの減少
・世代間関係が希薄
・地域活動参加が少ない
・孤立している人の存在
・町内間の連携

・もっと昔のように近所付き合
いがあり、助け合えるとよい
・地区の文化・伝統行事を活か
した活動により多世代のつなが
りづくり
・PTAやママ友のつながりを
地域活動に活かす

・日常の付き合いを大切にする
・近隣同士の声掛け、誘い合い、
見守りを心掛ける
・町内行事に積極的に参加する
・若者の意見を聞き、取り入れる
・どのような方がいるのか把握する

担い手の確保
・担い手がいない
・担い手の高齢化
・若手の参加が少ない
・地域で組織化されてい
ない

・今ある地域活動に関わった実
績を検証しつつ、担い手を育て
ていく
・学校の長期休み中に生徒から
サロン活動や福祉活動の手伝い
をしてもらってはどうか

・自ら担い手として活動参加、若
い人に声掛けし仲間を募る
・学校、PTAと協力していく
・自分の住む地域のことをよく知る

日常生活の不便さ
・移動手段
・買い物の場の減少
・除雪体制
・ごみ出し体制
・居場所・活動の場の不足

・見守りや助け合いの組織・体
制づくり。町内への周知
・中学生の力の活用ができないか
・年齢問わず住民全員参加がで
きるよう、福祉会ができるとよい

・自分が買い物に行くときに声掛
けをする
・自宅の雪かきのついでに隣の入
り口も除雪する
・自分のゴミを出すついでに出す

＜今後の取組＞

取組項目１．住民全員が参加し、つながりある地域をつくろう

＜地域では＞
・福祉会のない地域や町内は、福祉会設置に向
けた取り組みをします。
・既存組織や活動を通じ、若手の参加を呼びか
け交流の機会を確保します。

＜個人では＞
・福祉会活動を理解します。
・「向こう三軒両隣」を意識し、近隣同士の
声掛け、誘い合い、見守りをします。

＜社協として＞
・福祉会のない地域や町内には、設置に向けた働きかけをします。（モデル地区の設置やふれ
あい体験講座の開催）
・既存の福祉会には、継続的な活動支援を行います。
・地域福祉活動に対して地域福祉活動助成金の交付をします。
・福祉活動車輛の貸出しを継続します。
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＜懇談会の様子＞

取組項目２．子どもから高齢者まで地域活動に参画し、活躍できる地域づくりをしよう

＜地域では＞
・学校、PTAと協力し、長期休み中の生徒に
福祉活動へ参加してもらい、次代の担い手の育
成をします。
・多世代の共同作業の中でリーダーや若い世代
の担い手を育てていきます。

＜個人では＞
・近所や友人と誘い合って参加します。
・町内の活動に積極的に参加します。

＜社協として＞
・生活支援サポーター養成講座やボランティア講座の開催により、福祉人材を育成します。
・福祉教育の開催により、幼いころから福祉に接する機会を設けます。

取組項目３．地域の中で福祉活動を充実させよう

＜地域では＞
・住民が地域の資源を知ることができるよう、
地域内の組織や仕組みを周知します
・役割を持てる場や仕組みづくりに取り組みます。

＜個人では＞
・地域の生活課題に関心を持ち、解決に向け
考え行動します。
・「ちょっとした手助け」を実行します
・集いの場に参加します。

＜社協として＞
・「あちこたネット」の機能を強化し、福祉ニーズに対応できる体制をつくります。
・関係者と連携しながら生活支援体制整備を進めます。
・地域のボランティア団体の活動を支援します
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東小千谷・東山地域 ：東小千谷地区・東山地区

＜地域のデータ＞

・人口　　6,455人　　・65歳以上　2,329人　・75歳以上　1,162人

・世帯数　2,389世帯　・ひとり暮らし高齢者世帯　283世帯　・高齢者のみ世帯　334世帯

・福祉会　・元中子福祉会　・東山地区福祉会　・津山福祉会　　・旭町福祉会

　　　　　・薭生福祉会　　・木津町福祉会　　・横渡福祉会　　・東栄福祉会

　　　　　・山寺町福祉会　・信濃町福祉会　　・木津団地福祉会　・浦柄福祉会

＜今後の取組＞

＜現状と課題＞

課　題 地域がこうなるといいな じぶんにできそうなこと

地域の中でのつながり
・近隣つきあいの減少
・世代間関係が希薄
・地域活動参加が少ない
・孤立している人の存在
・町内間の連携

・祭りやイベントを契機として
多世代が接する機会を持つ
・若手の会と日常から関わるこ
とで関係ができ、活動参加につ
なげる
・孤立する人がでないよう、町内
組織の連携により見守りを続ける

・積極的に接触していくことで横
のつながりを保つ
・若い方にサロンの手伝いを依頼
・配りもので自宅に伺った際、な
るべく顔を合わせる
・常日頃の声掛け、安否確認

担い手の確保
・担い手がいない
・担い手の高齢化
・若手の参加が少ない
・地域で組織化されてい
ない

・若手組織（育成会・保護者
会・万灯会等）と積極的に連携
し、町内行事への参加を図る
・子どもが参加すれば親もつい
てくる、興味がわくのでは？
・各組織は充実しているため、
組織間の連携があるとよい

・若手組織を積極的に支援し、関
係を深める
・子どもや若手と一緒に町内活動
を行う
・町内福祉に関心を持ってもらえ
るようPRをしていく
・地域内組織への後方支援

日常生活の不便さ
・移動手段
・買い物の場の減少
・除雪体制
・ごみ出し体制
・居場所・活動の場の不足

・地域のいろんな方の力を借り
て日常生活状況の確認、サポー
ト体制を整えたい
・困ったときに相談できるとこ
ろはあるか
・高齢者や子どもの集まる場所
があるといい

・自分の家のついでに高齢者宅の
除雪（玄関等やれるところを）
・買い物の代行
・近所のゴミ出し支援
・開かれた言いやすい話しやすい
体制作り
・他地域の状況を勉強する

取組項目１．地域の中でいろんな世代の方と関わり、つながりをつくろう

＜地域では＞
・伝統行事など、子どもから若い世代が地域に
愛着を感じられる活動を行います。
・ひとり暮らしの方が地域から孤立しないよ
う、地域全体で見守ります。

＜個人では＞
・地域のことを知るようにします。
・子どもから高齢者まで欠かさずあいさつを
します。
・常日頃より顔を合わせて話をすることで、
近所の方との関係づくりをします。

＜社協として＞
・福祉会に対し、継続的な活動支援を行います。
・地域福祉活動に対して地域福祉活動助成金の交付をします。
・福祉活動車輛の貸出しを継続します。
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取組項目２．じぶんの地域の福祉会や福祉活動を知り、できることから参加してみよう

＜地域では＞
・福祉会活動、地域の支えあい活動の理解促進
に向け、多くの住民に周知します。
・青年会や万灯会への支援や連携により、新た
な担い手を発掘し、育成します。

＜個人では＞
・地域の福祉会や支えあい活動などの福祉活
動について理解します。
・町内行事や地域活動に誘い合い、参加します。

＜社協として＞
・生活支援サポーター養成講座やボランティア講座の開催により、福祉人材を育成します。
・福祉教育の開催により、若いうちから福祉に接する機会を設けます。
・広報誌やネットワークを活用して、福祉情報を発信します。
・地域のボランティア団体の活動を支援します

＜懇談会の様子＞

取組項目３．困ったときは相談でき、助けあえる地域にしよう

＜地域では＞
・福祉会や町内会、支えあい組織による見守りや
支援体制を確保します。
・困りごとがあったら、町内会や福祉会、民生委
員が連携し関連組織へつなげます。

＜個人では＞
・じぶんでできそうなことは、手助けをします。
・困っている（いそうな）人がいたら声を掛
け、困りごとを聞きます。

＜社協として＞
・各種相談窓口の開設し、困りごとの相談に応じます。
・関係者と連携しながら生活支援体制整備を進めます。
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千田地域 ：千田地区・五辺高梨地区

＜地域のデータ＞

・人口　4,507人　・65歳以上　1,511人　・75歳以上　785人

（特養入所者除く：・人口　4,328人　・65歳以上　1,332人　・75歳以上　627人）

・世帯数　1,614世帯　・ひとり暮らし高齢者世帯　89世帯　・高齢者のみ世帯　115世帯

・福祉会　・小粟田福祉会　・高梨町福祉会　・三仏生福祉会　・千谷福祉会

＜現状と課題＞

＜今後の取組＞

課　題 地域がこうなるといいな じぶんにできそうなこと

地域の中でのつながり
・近隣つきあいの減少
・世代間関係が希薄
・地域活動参加が少ない
・孤立している人の存在
・町内間の連携

・昔のように近所でお茶のみで
きるような機会が増やす
・若い世代同士のつながりはあ
るので、高齢者との交流も増え
るといい
・班単位での集まりを増やすこ
とでコミュニケーションを図る

・地域の集まりの場を提供する努
力をする
・できる限り町内活動に参加する
・子世代と同居する世帯は、若い
世代の参加を促す

担い手の確保
・担い手がいない
・担い手の高齢化
・若手の参加が少ない
・地域で組織化されてい
ない

・高齢化が進むため、高齢者同
士であっても協力し合えるとよい
・伝統芸能関係の行事に若い人
の参加が多くなるといい
・地域組織によるボランティア
の活性化

・できる限り協力していきたい
・それぞれの年代が交流し合える
場を増やす
・地域内組織への後方支援

日常生活の不便さ
・移動手段
・買い物の場の減少
・除雪体制
・ごみ出し体制
・居場所・活動の場の不足

・近所のつながりによる援助体
制ができている。これからも続
くとよい
・個人で悩まず、地域や周囲に
相談できる雰囲気づくり
・子どもの遊び場や居場所ある
といい

・できることは協力する。
・近所のゴミ出し支援
・町内、班員への説明、理解を求
める。またその手伝い

取組項目１．地域活動参加を通じ、住民同士のつながりづくりをしよう

＜地域では＞
・地域行事や集いの場など、子どもから高齢者
まで集える場づくりをします
・様々な世代の方が交流できる場をつくります。
・既存の地域行事の中で若手が役割を持てるよ
うにします。

＜個人では＞
・地域行事に積極的に参加し、いろんな世代
と交流する機会を持ちます。
・常日頃より近隣や地域の人同士が気軽に話
せる関係を作ります。

＜社協として＞
・福祉会に対し、継続的な活動支援を行います。
・地域福祉活動に対して地域福祉活動助成金の交付をします。
・福祉活動車輛の貸出しを継続します。
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取組項目２．福祉会活動や地域の福祉活動に参加してみよう

＜地域では＞
・福祉会、支えあい活動の内容を周知し、若い
世代への理解促進を図ります
・若手主体の組織との連携、伝統芸能行事など
を通じ若い人と共に活動する機会をつくります。
・役割や健康増進活動により高齢になっても役
割を持てるような取り組みをします。

＜個人では＞
・福祉活動について学び、できるところから
参加します。
・介護予防、健康寿命増進に向け取り組んで
いきます。

＜社協として＞
・生活支援サポーター養成講座やボランティア講座の開催により、福祉人材を育成します。
・福祉教育の開催により、若いうちから福祉に接する機会を設けます。
・広報誌やネットワークを活用して、福祉情報を発信します。
・サロンやデイホームの活動を通じて介護予防メニューを提供します。

＜懇談会の様子＞

取組項目３．お互いに支えあい、助けあえる地域にしよう

＜地域では＞
・地域の中で助けあい、支えあい活動を組織化
し、実施します。
・地域の中での支えあいの必要性を住民に周知
します。

＜個人では＞
・できる範囲で活動に参加します。
・困っている人には手を貸します。
・困ったときは個人で悩まず、町内に相談し
ます。

＜社協として＞
・各種相談窓口の開設し、困りごとの相談に応じます。
・関係者と連携しながら生活支援体制整備を進めます。
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南部地域 ：川井地区・岩沢地区・真人地区・山辺地区の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上坪野・細島・塩殿・卯ノ木）

＜地域のデータ＞

・人口　2,270人　・65歳以上　1,036人　・75歳以上　498人

・世帯数　841世帯　・ひとり暮らし高齢者世帯　108世帯　・高齢者のみ世帯　121世帯

・福祉会　・真人北部福祉会　・真人町里地福祉会　・岩沢福祉会　・川井地域福祉会

＜現状と課題＞

課　題 地域がこうなるといいな じぶんにできそうなこと

地域の中でのつながり
・近隣つきあいの減少
・世代間関係が希薄
・地域活動参加が少ない
・孤立している人の存在
・町内間の連携

・地域を越え南部4地区で一緒
に活動する
・困った時に支援の受け皿とな
る機関に繋げられる関係を作る
・既存の地域活動を広げ、「思
いやりの心」や「温かな心」を
地域で育む

・地域行事への参加を呼びかけ、
自らも積極的に参加する
・若手の意見を聞く場を設ける
・呼びかけ、交流の場づくりに向
けた働きかけ

担い手の確保
・担い手がいない
・担い手の高齢化
・若手の参加が少ない
・地域で組織化されてい
ない

・地域おこし協力隊員・インタ
ーンの募集等外部人材の力を活
用する
・子どもを巻き込み、親世代の
参加を促す
・高齢者同士であっても支えあ
えるよう、自助努力を促す

・小さな地域の良さ、子どもを育
む思いを伝える
・多世代間で一緒にできることを
企画する
・健康寿命の増進への意識づけ、
取り組み

日常生活の不便さ
・移動手段
・買い物の場の減少
・除雪体制
・ごみ出し体制
・居場所・活動の場の不足

・町内で声を掛けて手伝える仕
組みづくり
・地元の組織や業者を活用し、
いつでも支援できる体制の確保
・住民運営の具体的な姿を模索する
・移動購買車の回数増への働きかけ

・今行っている近隣への支援を続
ける
・実働組織への参加
・町内にある店や資源の活用
・町内で話をする

＜今後の取組＞

取組項目１．今あるつながりを保ちながら、新たなつながりを育んでいこう

＜地域では＞
・地域内で誘い合い、地域の集いに大勢の方か
ら参加できるよう住民に働きかけます。
・若い世代に地域行事の中で役割を持ってもら
い、楽しみながら｢自分の地域｣を身近に感じて
もらう機会を設けます。
・ひとり暮らしの方には隣近で気にかけ、声掛
けをすることで地域から孤立する方を出さない
ようにします。

＜個人では＞
・近所同士のあいさつ、ちょっとした声掛け
や誘い合いを続けます。
・地域行事に積極的に参加し、いろんな世代
と交流する機会を持ちます。
・常日頃より近隣や地域の人同士が気軽に話
せる関係を持ちます。

＜社協として＞
・福祉会に対し、継続的な活動支援を行います。
・地域福祉活動に対して地域福祉活動助成金の交付をします。
・福祉活動車輛の貸出しを継続します。
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取組項目２．地域のみんなで地域福祉活動に取り組んでいこう

＜地域では＞
・役割づくりや活動機会の確保により、高齢で
も達者でいられるようにします。
・地域福祉活動を通じ子どもから高齢者まで
様々な世代が役割を持てるようにします。

＜個人では＞
・健康寿命の増進を意識し、介護予防や役割
づくりに務めます。
・自分でできる福祉活動について考え、積極
的に参加します。

＜社協として＞
・生活支援サポーター養成講座やボランティア講座の開催により、福祉人材を育成します。
・サロンやデイホームの活動を通じて介護予防メニューを提供します。

＜懇談会の様子＞

取組項目３．地域や近隣の助けあいを続けていこう

＜地域では＞
・今ある組織や仕組みを活用して、近隣住民で
困り事が解決できる仕組みをつくります。
・困った時に支援の受け皿となる機関につなげ
ます。

＜個人では＞
・支援が必要な方に対し、自分ができる見守
りや支援を行います。
・困ったときは近所の人や地域の人に相談し
ます。

＜社協として＞
・各種相談窓口の開設し、困りごとの相談に応じます。
・関係者と連携しながら生活支援体制整備を進めます。
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片貝地域 ：片貝地区

＜地域のデータ＞

・人口　3,963人　・65歳以上　1,510人　・75歳以上　815人

・世帯数　1,330世帯　・ひとり暮らし高齢者世帯　140世帯　・高齢者のみ世帯　175世帯

・福祉会　・片貝町福祉会

＜現状と課題＞

＜今後の取組＞

課　題 地域がこうなるといいな じぶんにできそうなこと

地域の中でのつながり
・近隣つきあいの減少
・世代間関係が希薄
・地域活動参加が少ない
・孤立している人の存在
・町内間の連携

・高齢世帯が多く若者とのつな
がりができるような場づくり
・古くからの伝統芸能の継承を
通じて、子どもや若い世代の交
流を増やしたい
・孤立している人の特定と、本
音のニーズの発掘ができるよう
通常の会話でもできる雰囲気が
あるとよい

・立ち話、挨拶など若い世代と話
をする
・日常の挨拶やできるだけ声を掛
け合うなど毎日のコミュニケー
ション
・何気ない言葉がけ、あいさつ、
交流の場へのお誘いなど、節度あ
るおせっかいを目指す

担い手の確保
・担い手がいない
・担い手の高齢化
・若手の参加が少ない
・地域で組織化されてい
ない

・元気な高齢者が増えることで、
年齢関係なく担い手を続けても
らえる
・若手の参加が促される気運、
仕組みづくり
・ささえ～る片貝を利用しても
らうための周知、活動

・自分ができることは続けていく
・若い世代が関心を持ち、参加し
やすいような環境づくりに向け、
声掛けや意見集約をする

日常生活の不便さ
・移動手段
・買い物の場の減少
・除雪体制
・ごみ出し体制
・居場所・活動の場の不足

・徒歩圏内に買い物ができる今
の資源を維持する必要がある
・気安くお手伝いできる関係作り

・既存資源をなくさないよう、地
元・地域内で利用
・ささえ～る片貝を勧める
・日頃から声掛けを積極的に行う

取組項目１．地域内の一体感を強みに、子どもから高齢者までつながっていこう

＜地域では＞
・地域ぐるみでひとり暮らし高齢者や高齢世帯
の把握、見守りをしていきます。
・福祉会・町内会・民生委員が連携しながらひ
とり暮らし高齢者などの把握をし、地域内での
見守り体制の構築を図ります。

＜個人では＞
・何気ない言葉がけ、あいさつ、交流の場へ
お誘いをしていきます。
・関係者や地域内で情報共有をできるよう、
ちょっとしたことでも情報提供していきます。

＜社協として＞
・福祉会に対し、継続的な活動支援を行います。
・地域福祉活動に対して地域福祉活動助成金の交付をします。
・福祉活動車輛の貸出しを継続します。
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取組項目２．地域にある福祉活動組織の活動を知り、参加しよう

＜地域では＞
・福祉会活動・ささえ～る片貝の活動を周知し
ていきます。
・様々な地域活動の中で、若手の参加を促す気
運、仕組みをつくっていきます。

＜個人では＞
・福祉会やささえ～る片貝がどんな活動をし
ているか見聞きし、必要な方に情報提供します。
・自分ができることは協力します。
・若い世代に関心を持ってもらえるよう声掛
けし、活動参加を促します。

＜社協として＞
・地域のボランティア団体の活動を支援します。
・サロンやデイホームの活動を通じて介護予防メニューを提供します。

＜懇談会の様子＞

取組項目３．地域住民同士で助けあい、支えあえる地域にしよう

＜地域では＞
・地域の各組織のつながりを強みに、横のつな
がりを強化し福祉課題解決に取り組んでいきま
す。

＜個人では＞
・近隣や友人など地域のつながりを活用し、
情報を伝えたり聞いたりして共有します。
・今ある地域の資源を存分に活用します。

＜社協として＞
・生活支援サポーター養成講座の開催により、ささえ～る片貝の担い手を育成します。
・各種相談窓口の開設し、困りごとの相談に応じます。
・関係者と連携しながら生活支援体制整備を進めます。
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第６章　第５次地域福祉活動計画の推進と評価

１　取り組みの進め方

　市民の皆さんに社協だよりやホームページなどを通じ、地域福祉活動計画について、理解を図

れるように広報を行います。また、地域ごとの取り組みは、住民の皆さんと計画の推進を図る必

要があることから、地域福祉活動計画の概要版を全戸配布します。

　社会福祉協議会では、活動計画推進のため、年度事業計画に反映させ、着実に計画の推進が図

れるよう努めます。

２　取り組みの評価

　計画期間の各年度において、計画の進捗状況を管理し、その実施状況を把握します。その結果

を踏まえて、必要な場合は計画の見直しも含めて検討します。

　このための体制として、社会福祉協議会役員や外部有識者で構成される「地域福祉活動計画評

価委員会」を設置し、計画の評価・検討・見直しを行います。

　社会福祉協議会の取り組みについては、事業評価をもとに実施事業の進捗状況や妥当性につい

て評価・検討・見直しを行います。また、地域ごとの取り組みについては、協力員懇談会の開催

時や生活支援コーディネーターとの情報交換等で聞き取りを行うことで、各地域の評価を行いま

す。
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資料編

１　地域懇談会まとめ

《地域の中でのつながり作り》

【西小千谷地域】　11/９開催

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

近
隣
付
き
合
い

・挨拶のできる関係性、近所の人が気楽に声を掛け合えると
よい
・もっと昔のように近所付き合いがあり、助け合えるとよい
・町内の中の最小単位（班）ごとに、新年会や忘年会に全員
で参加できる（最小単位では、お互い気心が知れるように）
・困っていない人たちが自発的に周囲と関われるようになる
とよい
⇒参加しやすい仕組みの存在（みまもり隊）
・サロンに参加できない人でも近隣の付き合いができればよい
・町内の美化活動を利用。親子または一家で複数人に参加し
てもらうよう呼びかけ、作業後、すぐ解散ではなくおしゃべ
りタイムを設け、顔をつなぐ

・町内誰にでも声掛け、自分から進んで挨拶する
・集いの場の開催により楽しい時間を過ごせるよう計画
・日常の付き合いを大切にする
・声掛け、誘い合い、見守りの姿勢
・地域で話し合うようにする
・困っている人の存在を知る
・困りごとを受け止め話を聞き、関係機関につなぐ
・近隣の高齢者宅の見守り（新聞・ごみの有無）
・民生委員のみに負担がかからないよう、プライバシーの保
護にとらわれずみんなで情報共有

世
代
間
関
係

・自分の地域の子がどこの子かわからない中、顔と名前が一
致するとよい
・若い方、特に独身者がもっと出てこられる環境があって、
発言してもらいたい
・若者同士の交流はみられるが、世代をまたいだ交流機会は
少ない為増やせるとよい（家族間も同様）
・若い人と話をする機会を設けたい
・行事の工夫で世代間の間を縮める
・若手、初老、高齢者で活動時間帯（生活習慣）は異なるが、
同時に参加できる行事があるとよい（多人数が集まれるイベ
ントの開催）
・生活様式の変化や勤務形態の多様化に影響されない行事・
交流の場を設ける（平日行事・夜間行事）
・神社のお祭りなどは全世代が揃い理想的な地域といえるが、
普段の生活は関係が希薄なのでお祭りを活かしていければ
・地区の文化を活かしたつながりづくり
※元町：獅子舞の活動⇒子どもだった子獅子が大人に引き継
がれていく。金刀比羅神社氏子の活動：月一回の会合での懇親
（元町ではお囃子が子どもたちの活動の場（他の町内の方も
交え）
・子育て世代を助ける高齢者を増やしていく（子どもを預か
る、家事を手伝うなど、有料ボランティアでもよいので関わ
り合えるとよい
・福祉会・青年会・児童会の連携により交流ができるとよい
・地域SNSの立ち上げ

・思い切って名前（屋号）を聞いてみる
・夏休みのラジオ体操に一緒に参加する
・家での世代交代を促して出てもらう
・町内行事（地域活動）に積極的に参加する
・青年会の発足
・定例交流会・行事を計画。行事の計画に協力
・若者の意見を聞き、取り入れる
・若い人や普段顔を合わせない人への呼びかけ
・若者が参加できる活動を町内会が計画していく
・活動を実行する主体を町内会から住民（若者）に移していく
・世代間交流の組織作り（乳幼児・町内PTA・青年会・老
人会・公民館分館との連携）
・町内でサークルなどを作ると公民館も近く行きやすい
・学校内のボランティア活動・PTA活動による活発化
・子どもへの声掛け、地域に出ていく機会を多くする
・回覧板だけでなく、参加を呼び掛ける工夫をする（声掛け、
年代別などなど）
・町内の情報の発信
・世代間交流事業（社協の補助事業の活用）
・子育て世代の困りごとを探る。解決策として高齢者が関わ
れないか
・行事は参加者が少なくても続けることが大事。共同作業で
のコミュニケーション

地
域
活
動
参
加

・少しでも参加しようとする方の増加
・できるだけ異世代の人との交流機会を多く持つ
・保育園があることで、子どもを通じママ友仲間の関係が
でき、その世代同士では地域づくりができている
・ママ友のつながりを地域活動に活かせるようになればよ
い（PTAでのつながり⇒町内の活性化）
・（案内の回覧だけでなく）声掛けをしあって出席者を増
やし、普段会わない人たちとも親睦を深め団結が強くなる
といいなと思う。
・町内行事の参加者は減ってはいるものの、近隣同士声掛
けをしやすい雰囲気はある
・PTAの行事の応援
・町から出た人も町内行事に参加しやすくなるとよい
・廃止されていく傾向にある地域行事（盆踊りなど）を何
とか維持しつつ、活性化につなげていく
・核となるイベントの創設（片貝祭りのように。小千谷祭
りの万灯作りは？）
・豊富な町内行事（運動会・塞ノ神・節分・敬老会・神社
の祭り・美化運動）、既存イベントを活かす
※世の中の変化のスピードが速すぎてついていけなくなっ
てきている。みんな疲れきっている。コロナ禍は見直すい
い機会となるのでは

・町内行事に積極的に参加する
・声掛け、誘い合い
・町内役員との協力により、町内行事の盛り上げと参加を
促進
・自分も参加し、周りにも声掛けをする
⇒それにより近隣者との付き合いにつながるか
・普段の付き合いを大切にする
・地域の人へ挨拶や声掛けを積極的に行い、情報収集など
に努める
・地区ごとの高齢者が集まれる場所・知り合える場所を作る
・県里親会の協力を通じて地域での人と人とのつながりを
作る
・老若に関わらず誘う
・班長や理事への促しなど、地区ごとの働きかけ
・役員になったときは献身的に任務を果たす
※春一回散歩道のごみ拾いを友人と実施
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孤
立
し
て
い
る
人

・今のような状態を継続しながら、更にはアパート住民にも
輪を広げていきたい。
・地域の各団体との横の連携、町内会間の連携に向けた組織
があり、活動が継続できるようにする
・民生委員の巡回見守り、友愛訪問
・高齢者独り住まいが激増。災害時要支援者については自主
防災会でそれなりに把握、対処できるようになってはいるが…
・個人情報保護優先もあるが、孤立している人の現状がわか
る、伝わるようになればよい

・どのような方がいるのか把握し、地域全体の問題として捉
える。また、関係機関に繋げる
・孤立している人に対してはなかなか声掛けも難しいため見
守り。理想はいつも見守っているということを相手に伝える
ことができれば
・組織運営、デイホームの開設に向けた取り組み、町内活動
への参加
・福祉会・民生委員との連携を密にする
・無関心とならないよう向こう三軒両隣運動の取り組み

連
携

・近隣の町内会長との交流会の設定により、現状の情報交換
ができ取り組みの参考にもなる
・元気な方が参加できる活動やサークルはあるため、そうで
ない方であっても参加できる場があるとよい
・町内会と福祉会・老人会の連携強化

・班編成の再編を検討（反対者も多く簡単にはいかない）
・もし何らかの場があれば手伝う
・各組織間の連携を密にする
・仕組みの創出

《担い手の確保》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

不
在

・世代間のリーダーを育て、そこからつなげていく（共同作
業の中でリーダーを育てる）
・今まで一人でやっていた役員を二人でする等、多くの人を
巻き込めたらいい
・そもそも地域活動がないことには担い手が育たない。今あ
る地域活動に関わった実績を検証しつつ、担い手を育てていく
・仕事をしている人も話し合いの場に出てこられる体制
・PRや声掛けをすることで町内で役立つお互いさまの意識
が強くなるのでは
・外国人との関わり方。担い手への要請もありでは？

・知り合いになる機会づくり
・ボランティア募集の案内作成、回覧板でまわす
・ボランティアをできるか声掛け
・近くで少しの時間なら手伝うことはできる
・ボランティア活動の立ち上げ（NPO）

高
齢
化

・一律に高齢者とくくるのでなく、支援に回れる高齢者はそ
れなりの活躍を期待したい。老若男女問わず元気な人が活動
参加できるとよい
・いい意味で世代間交代を。いつまでも『俺が私が』をやめる

若
手
参
加
少
な
い

・コロナ後の地域行事の立て直し。若者を含め参加を検討
・学校の長期休み中に生徒からサロン活動や福祉活動のお
手伝いをしてもらってはどうか
・若い世代も含め、気軽に参加できる場や仕組みがあると
いい
・福祉会の世代間交流事業を活用して若い世代と交流機会
を持つ
・青年会の立ち上げや活性化を図り、若手の参加を呼びか
ける
・美化活動⇔若手と話す場を確保
・他町内の子どもや興味のある方も団体に加入できるとよい
・町内PTAによるイベントの開催、ノウハウを次世代へ伝授
・町内行事の参加を促しつながりを持つ
・若手へのアンケート（中学生以上）
・高齢者同士の助けあいはみられる、若手が高齢者を支援
する機会があるといい
・半強制的な仕組み作り（片貝モデル：同年の結びつきを
強くし、成人デビュー）
・町内単位での成人的儀式を設けることで地元に帰るきっ
かけとなる⇒その際に働きかけては？
・企業からの働きかけを強める。賃金格差の解消⇒地元で
働く

・積極的に若手を誘う
・学校、PTAと協力していく
・自らSOS隊に参加、若い人や仕事を持っていない人に声
掛けし仲間を募る
・共通の話題を提供する
・若い人が参加したい事業の企画
・声掛けして参加してもらう
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《日常生活の不便さ》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

移
動
手
段

・高齢者などが移動に困らない社会。どのくらいの人が移動
に困り、支援を必要としているかの把握（アンケートなど）
・バス路線の復活
・乗り合いバスのようなものがあるといい
・安く済む移動手段の確保について考えられるといい
・ボランティアによる移動支援
・低賃金でのバス、タクシー（相乗りタクシー）
・アンケートで困りごとを調査する

・可能な際は車で送る
・不便を抱えている人が多いため、何か手立てを考えていき
たい

買
い
物

・各町内で買い物のための車を出せたら…
・一人世帯の買い物支援ができるような環境があるといい
・近所で支えあい、助けあいができるとよい
・バス利用が困難な人もいる。助け合って買い物に行ける体
制づくり
・町内での組織・体制づくり。町内への周知
・地域おこし協力隊員を入れ検討
・移動購買車はとてもありがたい

・買い物代行をする
・自分が買い物に行くときに声掛けをする
・日々の近所づきあい、日頃からの関係作り（全て）

除
雪
体
制

・要支援者（高齢医者世帯等）を支援する体制づくり
・除雪援助が必要な世帯について、担当制としてはどうか
・高齢世帯の見まわり、町内での除雪作業
・地域協力隊の周知

・自宅の雪かきのついでに隣の入り口も除雪する
・助成申請が必要な方には声掛けしている
・除雪SOSに登録、活動
・民生委員という立場から行政や社協に積極的に働きかけ
ていく

ご
み
出
し

・中学生の力の活用ができないか（県内他市にて事例あ
り）
・ヘルパーのごみ出し支援（前日にも出せる体制）、特別
なごみ袋の検討や近隣への広報活動
・既存事業（あちこたネット・シルバー）などのPR
・押しつけでなく、輪番で実施
・一人世帯、高齢者世帯のごみ出し体制の整備

・お願いされたときは支援している
・自分のゴミを出すついでに出す
・隣同士付き合いがある方は出してあげる人もいる

居
場
所
・
活
動
場
所

・町内での体制作りはうまくできている。居場所の条件は
厳しいと思うので、それを整える為に市や地域の協力が必
要、理解が得られるといい
・気軽に行ける場、建物の整備
・公園の活用⇔環境整備、不審者対応など安全確保が必要
・会館を利用しての企画を立てたい
・年齢問わず住民全員参加ができるよう、福祉会ができる
とよい
・人のために活動できる場があるといい（中学生による高
齢者宅のごみ出し、買い物の荷物持ちなど）
・子どもの居場所作りとボランティアの推薦
・居場所、図書館に期待
・支援センター：20～40歳まで相談できる体制を（他市は
あるが小千谷はない）
・子どもの居場所（遊び場）があまりにも少ない⇒見守り
難。地域で育てる意識の醸成が必要

組
織
化

・各町内の班活動の中で支援の必要な世帯の情報を共有し、
無理のない範囲で支援できる体制があるといい
・町内や班でサポートできる人を組織化する
・福祉会の意図が住民に理解されるよう、PRしていくとよい
・役員が重複して組織づくりがしにくい。もっと整理する
・福祉会がただあるだけでなく、内容を充実したい
・地域の中にどのような組織があり、どのように運営されて
いるかがわかりやすくなるといい
・支えあい事業、協議会の立ち上げ
・とりあえず福祉会を作ってみたい

・自ら進んで参加する
・自分の住む地域のことをよく知るよう努力する
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《地域の中でのつながり作り》

【東小千谷・東山地域】　11/11開催

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

近
隣
付
き
合
い

・昔からの付き合いもあり何かあると気にかけてくれる事が
多い。このような関係が続くと良い
・子どもから老人会まで参加して行事を行っている
・町内が小さいこともあり顔がほぼわかる。問題発生時もす
ぐに対応できる

・近所づきあいの継続
・横のつながりを保つよう心がける
・町内会に働きかける
・自分もイベントに参加し、誘い合う
・地域の行事に参加するよう呼びかける

世
代
間
関
係

・高齢者と若い人との交流機会の確保
・大人から子どもまで参加できる集いの計画
・若い世帯の町内活動への参加を
・近所づきあいはできているので、世代間関係をもっと持て
る機会があるといい
・若手の会と日常から関わり合うことにより、人間関係がで
き、それが町内につながっていく
・年齢問わず声を掛け合える関係を築きたい。若い人や子ど
もが地域に愛着を感じられるようにしたい
・祭り、イベントを増やす（食を主に）
・行事を通じてつながりを作る（が、コロナの関係もあり行
事が行えない）
・世代間交流活動をもっと組織したい
・伝達事項は必ず家庭内で共有。年寄り任せもしくは若手任
せにしない

・積極的な行事の実行の呼びかけ
・近くの人を誘いつつ自分も参加
・若い方にサロン手伝いの依頼
・できるだけ町内行事に参加し盛り上げる。周りも声掛けし
て参加を促す
・祭り参加を契機として若手の育成を図る
・班組織の見直し。班内世帯数を少なくし、顔が見える助け
あい組織に再編成する
・行事に参加する若者を増やす
・会ったときには挨拶から始める。
・町内役員に交流できるような親交もあって良いことを助言
・家族も含めいろんな人の話を聞く
・子どもを積極的に誘う。友達と一緒なら参加する

地
域
活
動
参
加

・コロナ前のように行事を復活させる
・地域行事を多くし、顔と名前を知る。
・誰でも参加できる行事を考える
・町内事業数を数多く組織し、参加交流を促したい
・サロンも新しい人が気軽に参加できるようになると良い
・各イベントの出席者は関係者が多くを占めているので、
もっと広報活動に力を入れていきたい

・誘い合う（家に出向く）
・広報紙の有効活用、小学校からのPR活動
・みんなが楽しめそうな催しの企画。
・行事活動の充実（各団体等との連携）

孤
立
し
て
い
る
人

・友愛訪問など、福祉活動を勧める。積み重ねる
・孤立化している人が見受けられるため、町内組織の連携
により見守り活動を継続
・福祉会を中心に、見守隊や各班の班長の力を借りつつ日
常生活の中で状況の確認と、それを共有しサポート体制を
整えたい。
・孤立している方を見かけたときに情報があればいい（会
議で町内の情報共有はできている）
・一人世帯の増加⇒空き家の増加⇒リユースの方法
・ひきこもり、8050問題をどう解決すればよいか

・町内会長としてもその一員として積極的に活動する
・近所の人たちと協力して見守りをしていきたい
・配りもので自宅に伺った際、なるべく顔を合わせる。
・常日頃より声掛け、安否確認

連
携

・町内行事への子ども育成会との積極的な連携を図る
・町内若手の組織化（育成会・保護者会）

・班活動の活発化
・育成会との連携、公民館分館との積極的な関わり、自主�
防災会と町内会との連携強化
・福祉会への参加

《地域の中でのつながり作り》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

不
在

・自然と担い手ができるとよい
・町場、旧町内会の流れなどがある
・高齢者の睦み合い、連絡などの関わりは評価できるが、
一方で活動の中心となるリーダーに負担が集中している。
・いろんな役職がありすぎるためひとりで何役もする人が
いる

・できる限り協力していきたい
・いろいろな立場の人に協力してもらう
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高
齢
化

・高齢化率の高い町内であり担い手の問題はあるが、町内の
祭りなどは若手中心に運営してもらうなど、世代間の交流を
高めていきたい
・若い人がボランティアに参加し、世代交代してくれたらいい
・世代交代：若い世代に交代できれば良いが

・声を掛け合う、誘い合う、参加すると理解してくれる
・高齢者から若手に声をかける
・ちょっとした時（会ったとき）に声掛け
・順番で班長（町内役員）をすることから、その際にほかの
役員への就任をお願いする

若
手
参
加
少
な
い

・参加する若手が少ないため、若手の有志が活動しやすいよ
うにする
・若い人に積極的に参加してもらう
・若手でも時間を分けて手伝ってもらう（自分のできる時間に）
・子どもが参加すれば親もついてくる、興味がわく
・若手に行事・福祉に関心を持ってほしい
・若手の会、万灯会を町内として積極的に支援し、関係を深
めることが町内運営、福祉活動につながる
・今のサロンは高齢者のみ対象のような敬老会的おもてなし
であり、事業計画や準備等してもらって当たり前感がある。
担い手を若手のみに求めるのは難しいので、参加者からでき
る人が行えるといい
・子どもが参加できる行事はあるので、子どものいない若手
の参加する行事もあればよい

・気軽に参加できるようにする
・若い人を取り込むような催しがあればよい
・世代を超えて集まれるような行事を行う。
・子どもや若手と一緒に町内活動を行う
・自分もいつか老いる、いつかは人の世話になるという意識
で、次の世代に引き継ぎたい
・年齢問わず参加しやすい環境作り
・民生委員の活動に協力をしていきたい
・町内福祉に関心を持ってもらえるようPRをしていきたい

組
織
化

・町内、役員、民生委員など巻き込んで組織化する
・各組織はあるが、組織間の連携がほしい（例：自主防災会
と福祉会）

・地域内組織への後方支援

《日常生活の不便さ》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

移
動
手
段

・免許がない人や返納した人が今後増える。バスに乗るにも
バス停が遠い。移動支援もあるが担い手も高齢化により送迎
が大変。移動支援の体制があるといい
・公共交通機関が不便、代替方法の検討が必要。スクールバ
スが空いている時間の活用は？
・地域の巡回バスなどがあるとよい

・困っている人（また要望）を知る（聞いてみる）
・立場（民生委員）としてできる限り訪問活動を行う
・コミュニティバスの検討
・買い物の代行
・要望に応じ車を出す

買
い
物

・食品や日用品に加え、衣類などの移動販売もあるといい
・移動買い物カーを利用している方が多い（２社）

・移動販売者の利用を続ける

除
雪
体
制

・近所づきあいがよいので、近所同士で助け合うことがで
きる
・困ったときに相談できるところはあるか
・地域の組織『ねこの手』の周知活動
・市『SOS』の周知活動

・開かれた言いやすい話しやすい体制作り
・住民の声を拾う：情報収集
・近所同士で手伝う
・自分の家のついでに高齢者宅の除雪（玄関等やれるとこ
ろを）
・除雪援助の申請手続きの手伝い

ご
み
出
し

・近隣での助けあい
・地域での支えあい活動の推進
・夜間、曜日を超えてのゴミ出し

・近所のゴミ出し支援
・町内、班員への説明、理解を求める。またその手伝い

居
場
所
・
活
動
場
所

・行政を巻き込み、空き家を利用
・障がい者に関心を持ち、気遣いのできる町にしたい
・障がい者、引きこもりの方の居場所がない⇒行政の施設
の活用でもよいのでは
・高齢者、自分で遠くに行けない方が気楽に立ち寄れる場
所がほしい。世話する人はボランティアなどで
・小グループによる居場所が町内に数カ所あると良いと思
う（同じ趣味・道楽の人の集い）
・デイホームやサロンはあるが、子どもの集まる場所があ
るといい（公園がない、学校のグラウンドなどの活用）
・障がい者就労支援施設『ワークショップ想』ができたが、
まだ市民に知られていない。浸透していくとよい
・高齢者がちょっと集まれる場所があると良いが今のとこ
ろはない。防災公園ができたので活用できれば

・就労支援施設の周知活動
・障がい者世帯の親の気持ちを組めるような体制を
・行政に対するPR
・未来に町内での居場所が開催されるような活動
・地域内施設の開放
・他地域の状況を勉強しようと思う
・福祉会の活性化
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《地域の中でのつながり作り》

【千田地域】11/15開催

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

近
隣
付
き
合
い

・年始回りや彼岸参りが減ることで減少している現状から、
昔のお茶のみの機会が増えるとよい
・町内は班編制されているので、もっと班内の集まりを増や
しコミュニケーションが取れるとよい

・老人会の集会やサロン等、地域の集まりの場を提供する努
力をする
・企画側のメンバーとなり、参加できる為にどうしたら可能
か探っていきたい。

世
代
間
関
係

・人との交流が多くなるとよい（電話帳への記載などによ
り）わかるようになればいい
・若い世代同士はPTA等で交流がある。高齢者との交流も
増えるとよい

・（職業柄）町内を回ってできるだけ高齢者、子どもに声掛
けをする
・何気ない会話でコミュニケーションを図る。
・誰にでも話ができるよう心がけたい
・子世代同居の世帯では、世帯内で若い世代の参加を促す。

地
域
活
動
参
加

・全町内的な計画も大切だが、まずは班単位で顔の見える
コミュニケーションの場を企画できれば。
・町民体育祭や町民夏祭りの継続と協力が必要
・地域活動・行事などの情報に基づき参加する。

・高齢者、壮年、子ども共通のイベントが必要。
・ネーミングの検討（運動会⇒町民体育祭）
・全員で参加できる何かを考えていかなければならない

孤
立

・近所の高齢者が在宅なのかそうでないのかがわかりづら
くなっている。把握しやすくなるとよい
・福祉会による独居世帯の状況把握と情報共有

連
携

・新規入居者も多く毎年件数増えているため、新しい人達
が参加できる行事があるといい

・できる限り町内活動に参加する

《担い手の確保》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

不
在

・高齢化が進むため70代の人がもっと協力しあえるとよい ・できる限り協力していきたい
・いろいろな立場の人に協力してもらう
・若い人を取り込むような催しがあればよい

高
齢
化

・若い世代に引き継げるものはつなげていきたい
・町民体育祭の企画、町内各班にて男女必要選手をお願いし
ている

・役員として活動したい

若
手
参
加
少
な
い

・伝統芸能関係の行事に若い人の参加が多くなるといい
・若い人や子どもが高齢者から昔のことを聞ける機会があ
ればいい
・テレビなどで若手がアイデアを出して参加しているのを
みると将来性を感じる

・福祉会の活動に参加するよう働きかける
・若者が参加できる行事の検討
・それぞれの年代が交流し合える場を増やす
・やりたいと思うようなことを提案する
・相互の状況を理解することで、助けあいができる

組
織
化

・地域組織によるボランティアの活性化
・小学校：育成会、町内：体協といった組織あり。

・地域内組織への後方支援
・組織のバックアップを見直していきたい

《日常生活の不便さ》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

移
動
手
段

・移動手段があれば、高齢者がもっと活動参加できる
（サロンでは送迎をしており参加できている）
・通院時の交通手段あるとよい
（路線『空バス』運行によりコミュニティバス導入できない）

・運転手として参加できる
（事故対応・予算が課題）
・立場上協力できることは相談の上対応

買
い
物

・地域で買い物や通院のためのバスの確保が必要

除
雪
体
制

・地域的に毎年積雪があることから組織的な体制も必要
・道路除雪体制はあるので、屋根の除雪体制もあるとよい
・個人で悩まず、町内に相談するとよい

・コストはかかるが、融雪設備の活用も

ご
み
出
し

・近所のつながりによる援助体制ができている。これから
も続くとよい

・近所のゴミ出し支援
・町内、班員への説明、理解を求める。またその手伝い

居
場
所

・
活
動

・子どもの遊び場や居場所あるといい
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《地域の中でのつながり作り》

【南部地域】11/8開催

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

近
隣
付

き
合
い

・ひとり暮らし高齢者に対し、隣近所が気にかけ、声掛けし
続けていく

・一緒にやる活動の充実（楽しみながらやれることを）
・後期高齢者の見守り

世
代
間
関
係

・会議以外の場でも若い人と年配者の話の場があればよい
・イベントや会合等の実施による世代間交流の場の創出
・既存の地域活動を広げて、「思いやりの心」や「温かな
心」を地域で育んでいきたい
・今まで行事があると人は集まっていたため、高齢者にも参
加を促し地域全員で参加できるとよい
・南小学校・中学校のつながりを期待
・それぞれの地域を超え、一緒に活動してくれることを期待

・地域おこし団体を設立、活動しているため呼びかけを続けたい
・年に２～３回でも集える会の主催
・世代間が共通して取り組める組織の立ち上げ
（塩殿地域活性化協議会の活用、ノミニケーションの復活）
・世代間をつなぐ動き
・若手の意見を聞く場を設けてやりたい
・いろんな機会をとらえ、若い世代への参加を呼びかける
・役員引継ぎの時にしっかり伝えていきたい
・若い世代が地域活動の重要性を認識できるようにしていく

地
域
活
動
参
加

・南部地区４町内の連絡協議会ができたことで、各町内の
問題点が共有しやすくなった
・地域のサロン活動の継続。男性の集まりができるといい
・老若男女に関わらず集まれるといい
・50歳以上をシルバー人材にする
・南部地区の年齢を超えた交流会の実施

・自らも積極的に参加
・町内の友人に声掛けできることを考え参加する
・若い世代がどんどん顔出しできる場作り

孤
立
し
て
い
る
人

・近隣や地域の人同士が気軽に話せる関係を作りつつ、
困った時に支援の受け皿となる機関に繋げられる関係を作る
・把握がしづらい。気軽に声を掛けられればいい
・孤立している人の意識として近隣者との付き合いがない
ことから、周囲の環境に目をつぶることなく、仲間になる
扉を開けておく

・現在見守り活動を行っているが、個人活動では集まる情
報が限定的。近隣からの情報も得ていきたい
・誰でも寄合できる場所づくり、定期的な訪問、配食
・自ら積極的に声掛けする

連
携

・町内会を中心に各種団体とのつながり、連携もよく地域
活動や世代間交流もスムーズに進んでいくといい
・和気藹々と話の出来る場があることで町内の絆ができる

・班活動の活発化
・育成会との連携、公民館分館との積極的な関わり、自主
防災会と町内会との連携強化

《担い手の確保》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

不
在

・地域おこし協力隊員・インターンの募集等により外部人材
の力を活用する（地域の各団体のPR：岩沢アチコタネーゼ、
法政会（地域づくりの会）、へんどん、わかとち未来会議）
・外部とのつながり（大学生、農家民宿）、農村体験ツアー
・地域づくり学生の会
⇒足の確保が必要。
・担い手が地域の集会などに参加するようになるといい

・行政への働きかけ
・県内での先行事例を参考にする（⇒提案してほしい）
・今の世の中Uターン（外に出ていた子が子を作り地域に戻
る）もあり。小さな地域の良さ、子どもを育む思いを強めて
いきたい

高
齢
化

・町内会活動に参加する方に70歳以上の方も増えていくといい
・高齢者の増加により支え手は大変になる。高齢者自身が自
助努力を進める必要がある。高齢者同士であっても支えあえ
るように

・健康寿命の増進への意識づけ、取り組み
・元気に年を取る、生きがいづくり

若
手
参
加
少
な
い

・若手はどこも少ない。何をするにしても若手の考えを積
極的に取り入れることが必要
・若手の年代は？があるが、65歳超の人が地域活動に出る
必要あり。各町内会長が自分の町内の実情を認識する
・地域奉仕作業は全員でやる（子どもは子どもができるこ
とを）⇒子供の参加を考える
・子どもや親が参加することで、自然に受け継がれていく
とよい。子どもを巻き込む。

・若手が発言しやすい雰囲気を作る
・世代間で一緒にできるものを作る
・子どもを参加させて親からも参加してもらう。そこから
担い手の若返りを
・世代間を超え、できることをする

組
織
化

・現時点では支援が必要な世帯がわずかということもあり
町内会・近隣で見回り、支援ができている
・複数人での作業など、組織化を進める

・基盤整備で集中化を図る
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《日常生活の不便さ》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

移
動
手
段

・いつでもどこでも行ける交通手段の確保
（例：コミュニティバス）
・運転免許の返納が楽にできるフォローアップがあるとよい

・町内で話をする
・実働部隊として参加
・運転手として活動する
・移動の協力（連絡があり予定がわかれば車を出してもよ
い）

買
い
物

・移動販売や宅配の活用、野菜は自給が続けられる
・代行業務手段の検討。支えあい事業だけでは限度がある
・移動購買車の回数増への働きかけ（週3回くらいは来れる
とよい）
・買い物について、住民で運営していく形式で作っていく必
要がある

・親戚・兄弟との連絡体制の確保。郵便局との連携
・地元の商店や町内のコンビニの活用
・移動販売者の活用
・住民運営の具体的な姿を模索する必要あり（資金面・人材
面含め）

除
雪
体
制

・自宅玄関前の除雪の支援体制はできている。より柔軟に
対応できればもっと良いが…
・いつでもできる体制の確保
（地元の組織：岩沢アチコタネーゼの活用。町内でも何人
か申し込んでいる。あるいは地元の業者）
・除雪事業の斡旋

・実働部隊として参加
・他者に頼みやすくするよう、町内で申し込む。また、そ
のための状況把握
・それぞれの道路で業者が違うため、連携を保てないか

ご
み
出
し

・自分から手伝ってと言えない人もいるので、町内で声を
掛けて手伝える仕組みがあるといい（現在の支えあい活動
のように）

・自分でごみ出しできない人のごみを出してやる
・今行っているごみ出しの支援を続ける
・町内を見て回る
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《地域の中でのつながり作り》

【片貝地域】11/16開催

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

近
隣
付
き
合
い

・個々の性格もあり、他者交流を望む人もいれば望まない人
など人それぞれであり難しい面もあるが、付き合いが保てる
といい
・お茶飲みなどで顔を合わせる場所があればよい
（少人数でも気軽に集まれる居場所を）
・祭りや同級会など何らかのつながりを持っている人が多い。
つながりを保ちつづけられるといい

・あいさつ、声掛け
・日常の挨拶など毎日のコミュニケーション
・できるだけ声を掛け合う。
・自分も高齢になったらデイホームを利用して交流を深めて
いきたい
・面倒がらずに付き合いを続けていく

世
代
間
関
係

・高齢世帯が多く若者とのつながりが少ないため、両者が交
流できる場があればよい。
・若い世代と話し合う場を持ち、もっとつながりたい
・古くから伝統芸能行事には若者や子供も参加。伝統芸能の
継承を通じて、若い世代の交流を増やせれば。
・農作業を若い世代に教える、道具を貸し借りすることで世
代間のつながりを持つ（プチクラインガルデン的な）
・ベルマーク集め（老若男女誰でも参加できる）
⇒学校に協力することで世代間のつながり
・町内行事の若手（高齢者も含め）が少ない。地域のコミュ
ニティがつよまるといい

・町内会長の立場を利用して全参加型の地域活動を計画でき
たらよい
・若い世代と話をする（立ち話でも、挨拶でも）
・自分も上手に作れるようになれば教えられる

地
域
活
動
参
加

・世帯数が少ないため、世帯全員が参加できる運動会行事
などがあるとよい
・祭りや駅伝などをみると参加者数は多いものの、その場
限りという気もする。一人ひとりは皆頼めば協力してくれ
る人が多いので、当たり前のつながりがあればよい。一声
かけられる気軽な関係が欲しい

・地道に働きかけていきたい
・自ら集いにできるだけ参加
・町内で高齢者が参加できる行事を計画し、参加を呼び掛
ける

孤
立
し
て
い
る
人

・班長を中心にきめ細かく見守っていく。
・孤立している人の特定と、本音のニーズの発掘が通常の
会話でもできる雰囲気があるとよい
・高齢者、障がい者以外にもセーフティーネットの充実
・自宅から少し離れるところに住む方の生活実態がわかる
といい
・老人クラブがあれば加入の声掛けもでき、孤立化を防ぐ
ことができる。

・何気ない言葉がけ、あいさつ、交流の場へお誘いをして
いく
・節度あるおせっかいを目指す

連
携

・市の他地域との交流（行事・イベントを活用して）
・商店街だったかつての賑わいを新しい形で再生できないか。

・仕組みを立ち上げ、継続できるものをしっかり作る

《担い手の確保》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

不
在

・年齢に関係なく担い手として参加できるとよい
・ささえーる片貝の活動、周知

・あまり年を取らないうちに声を掛け合う
・ささえーる片貝のPR

高
齢
化

・元気な高齢者が増えることで、担い手を続けてもらえる
・町内の役員や仕事など、年齢ではなく元気な人が担っていく

・できるだけのことはする
・町内会の理解、支援に向けた働きかけ

若
手
参
加
少
な
い

・町内に月一回のお茶のみ会があるが、自分たちの次に
やってくれる人ができるといい（対象者は75歳以上に対し、
ボランティアも70歳前後）
・各町内に担い手が複数存在し、若手の参加も促される気
運、仕組みが作れればいい
・若い人が寄れるイベントや場所を作る
・若手の会（～50歳）があるが、福祉の活動もしてもらえ
るとよい

・町内活動において若い人に積極的な参加を促したい
・若い世代に関心を持ってもらえるよう声掛け
・若手の意見集約
・若い人が町内会行事に参加しやすい環境を作っていく。
・養成講座を通じ若手にも入ってもらえるように努力。
・組織、業務内容の見直し、スリム化
・町内への役員への登用
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《日常生活の不便さ》

地域がこうなるといいな…というあなたの思い そのために、じぶんにできそうなこと

移
動
手
段

・今は何とか動けるが、今後のために仕組みづくりが必要
・片貝地区は車があれば暮らしやすいが、高齢になり移動手
段を考えると心配。お互い様の気運が高まればよい。
・個々に本当に必要とされている需要の掘り起こしが普通に
できる
・車に乗れない高齢者の買い物等のボランティア活動の組織
化ができないか
・公共交通の充実

・町内で話をする
・車がない人のために、必要最低限ではあるが手伝いはできる
・近所付き合いの強化

買
い
物
の
場
の
減
少

・できる人が声掛け、協力し合って一緒に買い物に行くこと
ができている（一人暮らしなど家に若い人がいない場合）
・今の資源を維持（車を必要とせず、徒歩圏内での買い物の
場の確保）
・気安くお手伝いできる関係作りが大切。
・移動販売の活用
・乗り合いタクシーがあるといい
・民間のネット販売や通販、生協などの活用

・地元・地域内で利用（既存資源をなくさない）
・デジタル機器、通信機器の活用
・インターネットの使い方は教えられる
・ささえーる片貝の活用
・日頃から声掛けを積極的にできれば（遠慮がちな県民性や
市民性が邪魔している？）

除
雪
体
制

・高齢者みずから除雪は困難、できることは手伝っていく。
・町内単位での除雪

・家族内でゆとりがなければ外部に対してもできない
・協力できる部分では協力する
・声掛けして協力し合う
・地域ごとの除雪隊を作る

ご
み
出
し

・高齢者に代わりごみ出しをする体制 ・ささえーる片貝を利用してもらうため（周知、活動）

居
場
所
・

活
動
場
所

・畑・スポーツなど活動する場所に気楽に行けるといい
・多目的施設を作る（簡単な仕事ができる、カフェ等の役
割）
・引きこもり・障がい者が気軽に集まれる場の確保（居場
所）が欲しい。

・苦にならずゆとりのある中で参加する
・手仕事、手芸など自分でできることは教えられる
・場所が見つかれば連絡や案内、おさそい
・できることを手伝う
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２　福祉に関するアンケート調査について

　第５次地域福祉活動計画の策定にあたり、下記のとおりアンケート調査を実施し、現状や課題、

社協に対する意見等について把握するとともに、計画に反映させました。

１　地域福祉関係者用アンケート調査

・実施日　令和３年11月１日（月）～30日（火）

・対象者　町内会長、民生委員児童委員、主任児童委員、市議会議員、

　　　　　第２層生活支援コーディネーター、福祉会長、社協役員等に用紙を配布、回収。

　　　　　回答者195名、回答率77.7％

２　保育園・認定子ども園の保護者アンケート調査

・実施日　令和３年10月25日（月）～11月26日（金）

・対象者　市内保育園（９カ所）、認定こども園（３カ所）に通う園児の保護者1,021人に各園

を通じ用紙を配布、回収。

　　　　　回答者663人、回答率64.9％

３　企業・事業所用アンケート調査

・実施日　令和３年10月25日（月）～11月26日（金）

・対象者　市内541社へ郵送による企業等法人会費依頼時に、アンケート調査票と返信用封筒を

配布、回収。

　　　　　回答数267社、回答率49.3％

※アンケート集計・電算処理の注意点

　調査結果の数値については小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳を合計しても100

％に合致しない場合があります。また、複数回答が可能な設問では、各項目の割合の合計が100

％を超える場合があります。
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地域福祉関係者用アンケート集計　　　　　　　　　　　　　　回答数　195

　問１　性別 令和３年 割合

全体 195

1 男性 148 76%

2 女性 46 24%

無回答 1 1%

　問２　年齢 令和３年 割合

全体 195

1 20代 0 0%

2 30代 1 1%

3 40代 6 3%

4 50代 17 9%

5 60代 91 47%

6 70代 72 37%

7 80代 8 4%

無回答 0 0%

　問３　職業 令和３年 割合

全体 195

1 会社員 30 15%

2 自営業 16 8%

3 農業 27 14%

4 公務員 6 3%

5 団体職員 8 4%

6 パート・アルバイト 22 11%

7 無職 68 35%

8 その他 17 9%

無回答 1 1%

　問４　お住まいの地区 令和３年 割合

全体 195

1 西小千谷 35 18%

2 東小千谷 33 17%

3 山辺 14 7%

4 吉谷 12 6%

5 城川 21 11%

6 千田 11 6%

7 川井 7 4%

8 東山 9 5%

9 岩沢 10 5%

10 真人 16 8%

11 片貝 27 14%

無回答 0 0%
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　問５　地域での主な役割 令和３年 割合

全体 195

1 町内会長 87 45%

2 民生委員児童委員 57 29%

3 議会議員 9 5%

4 社協役員等 22 11%

無回答 20 10%

　問６　地域での主な役割（詳細） 令和３年 割合

全体 304

1 町内会役員 37 19%

2 民生委員児童委員 19 10%

3 老人クラブ 11 6%

4 ボランティアグループ 19 10%

5 福祉会 46 24%

6 いきいきサロン 30 15%

7 子ども会 1 1%

8 PTA 3 2%

9 青年団 0 0%

10 消防団 7 2%

11 婦人会 1 1%

12 自主防災会 74 38%

13 当事者組織 6 3%

14 その他 21 11%

無回答 29 15%

　問７　社協活動を知っているか 令和３年 割合

全体 195

1 知っている 100 51%

2 少し知っている 87 45%

3 知らない 8 4%

無回答 0 0%

　問８　社協だよりを読んでいるか 令和３年 割合

全体 195

1 毎月読んでいる 111 57%

2 時々読んでいる 65 33%

3 あまり読んでいない 17 9%

4 読まない 1 1%

無回答 1 1%

　問９　社協のホームページ、SNS
　　　　をみたことがあるか

令和３年 割合

全体 195

1 ある 35 18%

2 ない 158 81%

無回答 2 1%
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　問10　地域で支援が必要な方は 令和３年 割合

全体 542

1 ひとり暮らしの高齢者 149 76%

2 高齢者のみ世帯 98 50%

3 障がい者 63 32%

4 認知症の方 64 33%

5 母子・父子家庭 23 12%

6 子育て中の方 13 7%

7
高齢者や障がい者を介護して
いる方

70 36%

8 低所得の方 17 9%

9
不登校の児童・生徒・引きこ
もりの方

33 17%

10 その他 8 4%

無回答 4 2%

　問11　問10の方に地域で支援でき
　　　　 るとよいことは

令和３年 割合

全体 475

1 相談相手 82 42%

2 見守り 112 57%

3 子どもの託児 6 3%

4
高齢者や障がい者などのふれ
あいや交流の場

52 27%

5
低額な料金で住民同士が助け
合う活動

75 38%

6 日頃の防犯・安全活動 37 19%

7 地域の情報交換 36 18%

8 災害時の対応 58 30%

9 その他 3 2%

無回答 14 7%

　問12　活動している中で困ってい
　　　　 ることは

令和３年 割合

全体 394

1
地域の付き合いが薄くなって
いる

97 50%

2
仕事などで忙しく、活動でき
にくい

54 28%

3
支援を必要とする人などの要求、
希望に応えられないことがある

54 28%

4
支援を必要とする人の情報が
得にくい

124 64%

5
社会福祉協議会の理解や支援
が足りない

16 8%

6
福祉会等の組織がなく、ネッ
トワークが図れない

10 5%

7 その他 14 7%

8 特に困ったことはない 17 9%

無回答 8 4%
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　問13　地域で安心して生活してい
　　　　 く上での問題や課題は

令和３年 割合

全体 520

1 近所付き合いがあまりないこと 48 25%

2
町内会の活動やそこに参加する人が
少なく、地域のつながりが薄いこと

68 35%

3
周りが高齢者の世帯ばかりで
あること

103 53%

4
高齢者世帯や障がい者のいる
家庭への周囲の見守りや支援
に関すること

79 41%

5
買い物や病院への交通手段が
ないこと

58 30%

6 近くに親しい人がいないこと 10 5%

7
子育て世代が少なく、育児の
相談をできる人がいないこと

20 10%

8
子どもだけや子連れで安全に
遊べる場がないこと

33 17%

9 交通安全や防犯に関すること 17 9%

10
大きな災害が起きたときの避
難や当面の生活に関すること

61 31%

11 不安に感じることはない 5 3%

12 その他 12 6%

無回答 6 3%

　問14　地域福祉に関するニュース
　　　　 で関心があるのは

令和３年 割合

全体 195

1 8050問題 30 15%

2 ダブルケア 11 6%

3 老老介護 77 39%

4 ヤングケアラー 17 9%

5 若者から中高年のひきこもり 20 10%

6 子どもの貧困 6 3%

7 子どもや高齢者への虐待 10 5%

8 孤立死 9 5%

9 ゴミ屋敷 2 1%

10 その他 4 2%

無回答 9 5%

　問15　以前のように活動するために 令和３年 割合

全体 195

1
自分の周りに感染者がいない
限り活動を行う

11 6%

2
周囲から自粛の要請がなけれ
ば活動を行う

41 21%

3
市内で感染症が流行していなけ
れば活動を行う

35 18%

4
市内で感染者が一定期間出て
いなければ活動を行う

53 27%

5
ワクチンや薬の開発などによ
りある程度終息の見通しが立
つまでは活動を行わない

41 21%

6 現状は活動を考えていない 5 3%

7 その他 2 1%

無回答 7 4%
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　問16　地域活動の自粛を経た自身
　　　　 の考えは

令和３年 割合

全体 195

1
例年開催されている地域行事や
地域活動の大切さがわかった

86 44%

2
新しい行事や活動を考える
きっかけとなった

9 5%

3
これまでの行事や活動を考え
直すきっかけとなった

82 42%

4 その他 4 2%
5 特に考えていない 8 4%

無回答 6 3%

　問17　つながりを絶やさないため
　　　　 に必要と思うことは

令和３年 割合

全体 327

1
住民同士のあいさつや声掛け
等『近所同士の付き合い』

120 62%

2 住民が集える場が身近にある 34 17%
3 地域内の見守り活動 35 18%
4 地域の行事や活動に参加する 58 30%
5 子どものための居場所作り 8 4%

6
自治会やPTA、福祉会、老人会や
子ども会など地域団体を通した交流

63 32%

7 その他 2 1%
無回答 7 4%

　問18　withコロナの中地域活動を
　　　　 行うために重要なことは

令和３年 割合

全体 356

1
感染症対策を行った上での地
域の行事や活動の検討

122 63%

2
例年行ってきた地域の行事や
活動の見直し

57 29%

3
オンラインでの集会やリモート
会議の検討

6 3%

4
手洗い、マスク着用などの個
人対策の周知徹底

80 41%

5
正確な情報をえるための情報
発信や情報交換機会の確保

41 21%

6
行政・社協による活動指針
（めやす）の提示

39 20%

7 その他 3 2%
無回答 8 4%

　問19　社協に期待することは 令和３年 割合

全体 485

1
ねたきりや認知症にならない
ための予防活動

72 37%

2 充実した介護サービス 74 38%
3 障がい者の社会参加をすすめる活動 32 16%
4 子育て支援活動 47 24%
5 青少年福祉活動 18 9%

6
地域に住み続けたくなる福祉のま
ちづくりを進める地域福祉活動

122 63%

7 心配ごとなどの相談活動 31 16%
8 ボランティア活動の推進 31 16%
9 福祉に関する研修や情報提供 49 25%
10 その他 1 1%
11 特に期待することはない 1 1%

無回答 7 4%
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地域福祉関係者アンケート（平成28年・令和３年比較）
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保護者用アンケート集計　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答数　663	

　問１　お住まいの地区 令和３年 割合

全体 663

1 西小千谷 241 36%

2 東小千谷 109 16%

3 山辺 8 1%

4 吉谷 15 2%

5 城川 54 8%

6 千田 105 16%

7 川井 7 1%

8 東山 6 1%

9 岩沢 14 2%

10 真人 10 2%

11 片貝 85 13%

無回答 9 1%

　問２　子どもの人数 令和３年 割合

全体 663

1 1人 180 27%

2 2人 306 46%

3 3人 152 23%

4 4人以上 24 4%

無回答 1 0%

　問３　家族の人数 令和３年 割合

全体 663

1 2人 8 1%

2 3人 116 17%

3 4人 196 30%

4 5人以上 343 52%

無回答 0 0%

　問４　社協活動を知っているか 令和３年 割合

663

1 知っている 66 10%

2 少し知っている 325 49%

3 知らない 269 41%

無回答 3 0%
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　問５　知っている活動内容について 令和３年 割合

全体 1876

1 福祉会、いきいきサロン活動 211 32%

2 ふれあい福祉センター相談所 44 7%

3 ボランティアセンター事業 103 16%

4 学童保育クラブの運営 328 49%

5 おもちゃ病院の開設 394 59%

6 福祉体験学習の支援 58 9%

7
ホームヘルパーやデイサービ
スなどの介護保険事業

212 32%

8 さつき工房の運営 153 23%

9
サンラックおぢや、地域福祉センタ
ーみなみ、ひさだ・はうすの運営

240 36%

10 その他 2 0%

無回答 131 20%

　問６　社協だよりを読んでいるか 令和３年 割合

全体 663

1 毎月読んでいる 115 17%

2 時々読んでいる 243 37%

3 あまり読んでいない 216 33%

4 読まない 88 13%

無回答 1 0%

　問７　社協のホームページ、SNSを
　　　　みたことがあるか

令和３年 割合

全体 663

1 ある 40 6%

2 ない 623 94%

無回答 0 0%

　問８　現代の環境は子育てしやすい
　　　　と感じるか

令和３年 割合

全体 663

1 感じている 172 26%

2 感じていない 209 32%

3 よくわからない 281 42%

無回答 1 0%

　問９　自分の子どものころと比較し
　　　　て子どもの環境はどうか

令和３年 割合

全体 663

1 現代の方がよい 220 33%

2
自分の子どもの頃の方がよか
った

241 36%

3 同じくらい 194 29%

無回答 8 1%
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　問10　父親の育児参加、協力は 令和３年 割合

全体 663

1 十分行われている 226 34%

2 行われている 304 46%

3 あまり行われていない 113 17%

無回答 20 3%

　問11　仕事を持つ親が子育てする
　　　　 ための職場環境は

令和３年 割合

全体 663

1 整っている 271 41%

2 あまり整っていない 304 46%

3 整っていない 65 10%

無回答 23 3%

　問12　子育てにあたり地域で必要
　　　　 な支援

令和３年 割合

全体 1829

1 相談相手 118 18%

2 見守り 185 28%

3 子どもの託児 239 36%

4 親子ふれあいや交流の場 111 17%

5 子どもの遊び場 463 70%

6 学童保育クラブ 275 41%

7
低額な料金で住民同士が助け
合う活動

37 6%

8 日頃の防犯・安全活動 247 37%

9 地域の情報交換 49 7%

10 災害時の対応 73 11%

11 その他 14 2%

無回答 18 3%

　問13　コロナ禍による日常への影響 令和３年 割合

全体 1765

1
各種イベント・地域行事の減
少や中止

549 83%

2 旅行や外出活動等の自粛 568 86%

3 習い事や学習・運動機会の減少 179 27%

4 友達との付き合いの減少 440 66%

5 特に影響はなかった 18 3%

無回答 11 2%
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　問14　withコロナの中地域活動を
　　　　 行うために重要と思うこと

令和３年 割合

全体 1219

1
感染症対策を行った上での地
域の行事や活動の検討

392 59%

2
例年行ってきた地域の行事や
活動の見直し

270 41%

3
オンラインでの集会やリモー
ト会議の検討

61 9%

4
手洗い、マスク着用などの個
人対策の周知徹底

278 42%

5
正確な情報を得るための情報
発信や情報交換機会の確保

149 22%

6
行政・社協による活動指針
（めやす）の提示

47 7%

7 その他 5 1%

無回答 17 3%

　問15　社協に期待すること 令和３年 割合

全体 1541

1
ねたきりや認知症にならない
ための予防活動

133 20%

2 充実した介護サービス 260 39%

3
障がい者の社会参加をすすめ
る活動

93 14%

4 子育て支援活動 531 80%

5 青少年の福祉活動 43 6%

6 心配ごとなどの相談活動 66 10%

7
地域に住み続けたくなる福祉のま
ちづくりを進める地域福祉活動

330 50%

8 ボランティア活動の推進 26 4%

9 福祉に関する研修や情報提供 24 4%

10 その他 5 1%

11 特に期待することはない 13 2%

無回答 17 3%
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保護者アンケート（平成28年・令和３年比較）
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企業・事業所用アンケート集計　　　　　　　　　　　　　　　回答数　267	

　問１　会社の規模 令和３年 割合

全体 267

1 10人未満 167 63%

2 10～49人 69 26%

3 50～99人 16 6%

4 100人以上 14 5%

無回答 1 0%

　問２　事業内容 令和３年 割合

全体 267

1 建設業 68 25%

2 製造業 59 22%

3 卸売・小売業 48 18%

4 飲食店・宿泊業 16 6%

5 サービス業 42 16%

6 その他 33 12%

無回答 1 0%

　問３　社会貢献活動を実施してい
　　　　るか

令和３年 割合

全体 267

1 活動している 195 73%

2 活動していない 66 25%

3 検討中 5 2%

無回答 1 0%

　問３－①　実施している社会貢献
　　　　　　活動

令和３年 割合

全体 433

1 環境美化 30 15%

2 地域行事協力 86 44%

3 文化・スポーツ支援 42 22%

4 子ども支援 13 7%

5 高齢者支援 26 13%

6 障がい者支援 27 14%

7 	寄附・寄贈 114 58%

8 収集活動 85 44%

9 国際協力 1 1%

10 その他 9 5%

無回答 0%
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　問３－②　社会貢献活動のうち、コ
　ロナ禍で実施できなかったもの

令和３年 割合

全体 45

1 環境美化 3 7%

2 地域行事協力 23 51%

3 文化・スポーツ支援 12 27%

4 子ども支援 1 2%

5 高齢者支援 1 2%

6 障がい者支援 5 11%

7 寄附・寄贈 0%

8 収集活動 0%

9 国際協力 0%

10 その他 0%

無回答 0%

　問３－③　活動していない理由 令和３年 割合

全体 120

1 時間的余裕がない 45 68%

2 人員不足 33 50%

3 財産難 12 18%

4 きっかけがない 13 20%

5
取り組み方法や望まれている
活動がわからない

16 24%

6 	必要を感じない 1 2%

7 	その他 0%

8 無回答 0%

　問４　社協活動を知っているか 令和３年 割合

全体 267

1 全体 71 27%

2 少し知っている 172 64%

3 知らない 16 6%

無回答 8 3%

　問５　社協活動で知っているもの 令和３年 割合

全体 1080

1 福祉会、いきいきサロン活動 175 66%

2 ふれあい福祉センター相談所 67 25%

3 ボランティアセンター事業 90 34%

4 学童保育クラブ運営 112 42%

5 おもちゃ病院の開催 122 46%

6 福祉体験学習の支援 29 11%

7
ホームヘルパーやデイサービ
スなどの介護保険事業

140 52%

8 さつき工房の運営 161 60%

9
サンラックおぢや、地域福祉センタ
ーみなみ、ひさだ・はうすの運営

173 65%

10 その他 4 1%

無回答 7 3%
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　問６　社協だよりを読んでいるか 令和３年 割合

全体 267

1 毎月読んでいる 98 37%

2 時々読んでいる 117 44%

3 あまり読んでいない 43 16%

4 読まない 9 3%

無回答 0%

　問７　社協のホームページ、SNS
　　　　をみたことがあるか

令和３年 割合

全体 267

1 ある 25 9%

2 ない 234 88%

無回答 8 3%

　問９　ボランティアなどの啓発講座
　　　　を考えているか

令和３年 割合

全体 267

1 開催したい 2 1%

2 開催したくない 69 26%

3 わからない 182 68%

無回答 14 5%

　問10　社協と連携して地域貢献活
　　　　 動をしたいか

令和３年 割合

全体 267

1 活動したい 34 13%

2 活動したいとは思わない 41 15%

3 わからない 182 68%

無回答 10 4%

　問８　退職前安心セミナーを知って
　　　　いるか

令和３年 割合

全体 267

1 知っている 55 21%

2 知らない 203 76%

無回答 9 3%

　問11　どのような連携が必要か
　（問10	で｢活動したい｣と答えた方のみ）

令和３年 割合

全体 43

1 企業・福祉団体等情報交換の場 14 41%

2 相談窓口の整備 2 6%

3 講師派遣 2 6%

4 活動紹介、情報提供 12 35%

5 イベント協力 12 35%

6 その他 1 3%

無回答 0%
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　問12　withコロナの中地域活動を
　　　　 行うために重要なことは

令和３年 割合

全体 492

1
感染症対策を行った上での地
域の行事や活動の検討

161 54%

2
例年行ってきた地域の行事や
活動の見直し

90 34%

3
オンラインでの集会やリモー
ト会議の検討

21 8%

4
手洗い、マスク着用などの個
人対策の周知徹底

105 39%

5
正確な情報をえるための情報
発信や情報交換機会の確保

53 20%

6
行政・社協による活動指針
（めやす）の提示

43 16%

7 その他 0 0%

無回答 19 7%

　問13　社協に期待することは 令和３年 割合

全体 667

1
ねたきりや認知症にならない
ための予防活動

93 35%

2 充実した介護サービス 126 47%

3
障がい者の社会参加をすすめ
る活動

49 18%

4 子育て支援活動 133 50%

5 青少年福祉活動 22 8%

6
地域に住み続けたくなる福祉のま
ちづくりを進める地域福祉活動

150 56%

7 心配ごとなどの相談活動 28 10%

8 ボランティア活動の推進 25 9%

9 福祉に関する研修や情報提供 20 7%

10 その他 3 1%

11 特に期待することはない 10 4%

無回答 8 3%
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企業・事業所用アンケート（平成28年・令和３年比較）
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３　第５次地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

（設　置）

第１条　小千谷市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、第５次地域福祉活動計画（以下

「計画」という。）策定にあたり、広く地域住民の意見を反映させるため、策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。

（任　務）

第２条　委員会の任務は、次のとおりとする。

　（１）計画の策定に関し、必要な事項を検討し、本会会長に意見を述べること。

　（２）その他本会の地域福祉活動推進に必要な事項について、本会会長に意見を述べること。

（組　織）

第３条　委員会は、委員１２名以内で組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから本会会長が選任し、委嘱する。

　（１）町内自治会を代表する者

　（２）福祉会を代表する者

　（３）民生委員児童委員を代表する者

　（４）高齢者団体を代表する者

　（５）ボランティア団体を代表する者

　（６）保健、福祉団体等を代表する者

　（７）社会福祉施設を代表する者

　（８）関係行政機関の職員

　（９）その他本会会長が適当と認める者

（任　期）

第４条　委員の任期は、本会会長が委嘱する日から令和４年３月31日とする。

２　補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条　委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、委員の互選により選任する。

２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３　副委員長は、委員長の職務の執行を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

（会　議）

第６条　委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。

２　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
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（関係者の出席）

第７条　委員会は、会議の議事に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。　

（費用弁償）

第８条　委員が委員会に出席したときには、小千谷市社会福祉協議会費用弁償規程に準じ、費用

弁償を支給する。ただし、行政機関等の役職員が委員である場合について、その者が公務時間

内において委員会に出席した場合には、この限りではない。

（庶　務）

第９条　委員会の庶務は、地域福祉課地域福祉係において処理する。

（その他）

第10条　この要綱に定めるものの他に必要な事項は、本会会長が別に定める。

　附　則

この要綱は、令和３年９月１日から適用し、令和４年３月31日にその効力を失う。
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４　第５次地域福祉活動計画策定委員会委員名簿

任　　期　　令和３年９月１日～令和４年３月31日

定　　数　　委員12名

氏　　名 選　出　区　分 役職等

佐藤　康二 町内自治会を代表する者　　　(1)
船岡町内会長
（西小千谷地区町内会長代表）

田中　良行 町内自治会を代表する者　　　(1)
木津団地町内会長
（東小千谷地区町内会長代表）

大矢　幹雄 町内自治会を代表する者　　　(1)
片貝地区町内会代表
　(片貝町協議会長)

篠田　弘二 福祉会を代表する者　　　　　(2) 福祉会連絡協議会長

小川　恭男 民生委員児童委員を代表する者(3) 小千谷市民生委員児童委員協議会長

大川　　博 高齢者団体を代表する者　　　(4) 小千谷市老人クラブ連合会長

大形　厚子 ボランティア団体を代表する者(5) 小千谷市ボランティア連絡協議会長

佐藤　敏雄 保健、福祉団体等を代表する者(6) 小千谷市身体障害者団体連合会長

渡辺　　薫 保健、福祉団体等を代表する者(6)
小千谷市精神障害者家族会
（コスモス会）会長

野澤　　敏 社会福祉施設を代表する者　　(7) 小千谷北魚沼福祉会代表

吉越　陽子 関係行政機関の職員　　　　　(8) 小千谷市福祉課長

岡元　義之 関係行政機関の職員　　　　　(8) 小千谷市健康未来こども課長
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５　第５次地域福祉活動計画策定委員会開催状況

期　　日 名　　称 内　　　容

令和３年９月27日 第１回策定委員会 ・第４次地域福祉活動計画の評価結果報告
・第５次地域福祉活動計画の体系について
協議

令和３年12月24日 第２回策定委員会 ・各種アンケート調査の結果と考察
・福祉課題の整理
・基本計画、計画の体系、実施計画（案）
の検討

令和４年２月７日 第３回策定委員会 ・基本計画、計画の体系、実施計画の修正
版について検討

・第５次地域福祉活動計画全体について検討

（第２回策定委員会の様子）

（第３回策定委員会の様子）
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社会福祉法人小千谷市社会福祉協議会
第５次地域福祉活動計画

令和４年３月

住　 所　〒947-0035
　　　　 新潟県小千谷市大字桜町 5140番地
　　　　 小千谷市総合福祉センターサンラックおぢや
電　 話　0258-83-2340　　ＦＡＸ　0258-83-2777
Ｅ-mail　o-syakyo@nextsafety.jp

この計画の策定及び本冊子の作成は、
赤い羽根共同募金の配分金によって行いました。
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