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地域福祉に関する団体ヒアリングについて 

１ ヒアリングの目的 

平成 26 年３月に「お互いに，支え合い，ふれあいのあるまち～みんなで助け合うあたたかい

地域社会の実現をめざして～」を基本理念とする「第二次坂出市地域福祉計画」を策定し，子ど

もから高齢者まですべての人々が支え合い・助け合えるまちづくりに取り組んでまいりましたが

平成 30 年度末で計画期間が終了することに加え，この間，地域福祉を取り巻く環境が大きく変化

していることから，「第三次地域福祉計画」の策定を進めております。 

本計画改訂にあたり地域福祉に関する現場のニーズや課題を把握し，計画策定の基礎資料とす

るため，15 団体に対して「坂出市地域福祉計画策定にかかる団体ヒアリング事前調査票」を郵

送し，その結果をもとにヒアリング調査を実施しました。 

 

２ ヒアリング協力団体・実施日程 

日時 団体名 

8 月 6 日 10:00～11:00 坂出市連合自治会 

8 月 10 日 13:30～14:30 坂出市連合青年会 

8 月 22 日 

 9:30～10:30 坂出市身体障がい者団体連合会 

11:00～12:00 坂出市母子寡婦福祉連合会 

13:30～14:30 坂出市手をつなぐ育成会 

15:00～16:00 坂出地区保護司会 

16:00～17:00 坂出地区更生保護女性会 

8 月 30 日 

 9:30～10:30 坂出市老人クラブ連合会 

11:00～12:00 坂出市福祉老健施設連絡協議会 

13:30～14:30 坂出市保育所保護者連合会 

15:00～16:00 精神障害者家族会白梅会 

19:00～20:00 坂出市 PTA 連絡協議会 

8 月 31 日 

 9:30～10:30 坂出市婦人団体連絡協議会 

13:30～14:30 坂出市地区社会福祉協議会連絡協議会 

15：00～16:00 坂出市民生児童委員協議会連合会 
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３ ヒアリング結果 

 

■坂出市連合自治会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・活動の種類が多く範囲が広いので，末端まで声が届かない。 

・若い人が地域活動に参加しない。（同じ人しか活動に参加しない） 

・地域連携ができていない。 

・高齢になって活動が出来なくなったと，自治会をやめるかたもいる。 

・地域のかたが亡くなっても分からない。（家族葬が多くなった） 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・高齢化社会になっているので地域の見守り。 

＜他団体との連携について＞ 

・防災や高齢者の見守り等で，より細かい班単位での対応が必要。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・地域の状況や情報をもっと教えてほしい。 

・公民館の活用方法。 

 

■坂出市連合青年団 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・年 2回のキャンプ活動の際に協力してもらう高校生ボランティアに青年会の活動を周知し，募集

をかけているが，新規会員が増えない。 

・会員数は 25 名登録があるが，実際に活動しているのは役員になっている 10 名程度になっている。 

・（原因）現在は，少ない人数で活動を行っているので，準備等大変な部分しか見えていないので

はないか。 

・何目的の会なのか分かりにくいのではないか。 

（青年が集って交流する会なのか，青年会として活動する会なのか） 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・主な対象者が小学生で，高齢者を対象とした活動は今まで機会がなかったので考えたことがない。 

・生涯楽習フェスタで，青年会としてブースを出し，青年会の周知活動をしたい。 

＜他団体との連携について＞ 

・全国へ会員派遣を行いたいので，香川県青年大会への出場。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・連絡手段を増やすこと。（SNSや固定電話以外の電話口の設置等） 

・市のイベントを周知してほしい。（新たな活動につながるかも） 
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■坂出市身体障がい者団体連合会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・会員の減少と高齢化。 

（会員募集のパンフレットを何年か前に作成し各所に設置していたが，見てくれる人が少ない様

に思う） 

・後継者の育成。（世話人になるかたがいない） 

・事業参加における個人負担の増加。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・災害に対して救出活動。（一人暮らしのかたの対応） 

・会員の就職活動。（シルバー人材センターの障がい者版がほしい） 

・見廻り活動。（信頼関係を築き世話役となる人を増やしたい） 

＜他団体との連携について＞ 

・他の障がい者団体との連携・交流し，情報交換を行いたい。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・みんなが集まれる場所，駐車場，送迎する人が必要。 

・勤労福祉センターの予約を年単位で予約できるようにしてほしい。 

  ・コンサルタント的援助。 

 

■坂出市母子寡婦福祉連合会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・会員数が減少し，活動が弱体化している。 

・後継者不足。（現在の会長が病気等により参加しなくなったら，他の人も参加しない傾向がある） 

・母子寡婦を知られたくないという人がいる。 

・地域のつながりが希薄化している。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・自分さえ良ければいいという人が増えている。（離婚増加の原因？） 

・行政サービスを受ける際に活動等について市でＰＲしてほしい。 

・お互い様という心で地域を一つにならないといけない。 

 

■坂出市手をつなぐ育成会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・会員数の減少。（価値観が変わったのか若い人が加入しない） 

・活動のマンネリ化。 

・民生委員との交流に地域差がある。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・市内で療育手帳を保有している本人・家族に加入を呼び掛けていきたい。 

＜他団体との連携について＞ 

・学校，施設，高齢者グループ等との連携を図りたい。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・昔と比べて行政と話しやすい，行きやすい。 

・障がい者にやさしい開かれた病院であってほしい。  
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■坂出地区保護司会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・個人情報保護と再犯防止法の取り扱い。 

・地域にどのように溶け込んでいくか。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・社会貢献活動。（更生，社会復帰のために行いたいが，一般のボランティアの中で活動を行うに

は抵抗がある） 

＜他団体との連携について＞ 

・薬物依存症に係る治療や，支援を行う医療・保険・福祉機関等との連携が必要。 

・警察，民生委員児童委員，学校，ＰＴＡ等の各団体が参加する公開ケース研修に参加し協議はし

ているが，連携までいたってない。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・サポートセンターができて助かっている。 

・「就労と安住」の一体的な支援を行うため特に福祉関係との連携・取組が必要である。 

 

■坂出地区更生保護女性会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・高齢化による会員減少。（若年層の会員勧誘及び育成に力を入れたい） 

・活動がマンネリ化し担い手不足。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・行事等に積極的に参加し，活動のＰＲを行いたい。 

＜他団体との連携について＞ 

・保護司との関わりは今のところ「社会を明るくする運動」しかないが，今後連携していきたい。

（どこに話をもっていけばいいのか分からない） 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・市広報で行事等を掲載してほしい。 

 

■坂出市老人クラブ連合会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・会員の高齢化，会員の減少。（年間 200人減） 

・会長になる人がいない為，廃止になるクラブが出てきている。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・友愛訪問事業を地区老人クラブが単独で行っている地区もあり，他団体との連携が必要。 

＜他団体との連携について＞ 

・シルバー人材センターと共同で有償ボランティア等ができないか。 

・支え合い隊で今後，どういう活動を行っていくか。 

・他団体との連携は必要である。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・他団体の活動等，情報提供してほしい。 

・協議体第３層が一番重要である，ここを動かす施策等必要。 
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■坂出市福祉老健施設連絡協議会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・人材不足，人材が育たない。 

・介護の技術力は低下している。 

・人材不足により地域との連携に支障が出てきている。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・施設は地域の社会資源である。（学校と同じような感覚で）と地域の人に認識してもらえるよう，

施設の有効活用とコミュニケーションが必要。 

＜他団体との連携について＞ 

・地域と具体的なプランを話し合える場がほしい。 

・地域と施設のつながりを構築。 

・保護司会からの施設ボランティアの受入れについて，施設の入所者の作業療法として行っている

もの（窓ふき等）以外であれば協力できると思う。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・福祉避難所の協定は締結しているが，市から具体的な方針等について提供してほしい。 

 

■坂出市保育所保護者連合会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・小学校，幼稚園との連携はあるが，保育園との連携がないため行事等が被ることがある。 

・子ども会に入れば地域との連携があるが，自治会に入っていないと子ども会に入れない。（自治

会は加入者減少傾向，子ども会は活動内容が分からない人が多い） 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・子ども会と連携し，子ども会イベント等のチラシを連合会で配布することはできるが，子ども会

イベントはスポーツ保険（子ども会で加入）の問題がある。 

＜他団体との連携について＞ 

・近所の人は大事である。 

・仕事をしながら自治会や子ども会の役員活動は負担が大きい。 

・お年寄と関わる機会がほしい。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・子どものラジオ体操に地域の人が参加できるようにしてはどうか。 

・不審者情報等があるため，地域の人で子どもを見守りしてほしい。 

 

■精神障害者家族会白梅会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・会員のなり手がいない為，周りの家族会が活動できない。 

・自分さえよければという考えの人ばかり。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・地域との交流は難しい。 

＜他団体との連携について＞ 

・他団体と行動することも困難である。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・災害時の不安。 
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（要援護者の把握は行っているが，精神障がい者の把握は行っていないため） 

・避難情報について地域で徹底してほしい。 

・他団体等との連携がないため，情報提供をお願いしたい。 

 

■坂出市ＰＴＡ連絡協議会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・連絡協議会として地域活動に参画する機会が一斉パトロール等，限定されている。 

・自治会と単位ＰＴＡの連携はとれている。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・地域の通学路の点検。（家の外壁が危険とは意見しづらい部分もある） 

・通学路の点検を行い市内全体マップとして取りまとめを行いたい。 

・子どもＳＯＳについても市内全体マップを作成したい。 

＜他団体との連携について＞ 

・自主防災組織との連携による避難訓練。 

（中学生は部活で参加しない可能性が高い） 

・民生委員や他団体との連携は取っていきたい。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・他市の情報等，ＰＴＡでは得られない情報を共有してほしい。 

・自治会と地区社協の差が分からない。 

・必要とされることはモチベーションとなる。 

・市内の詳細なマップ（事故が多い等）があれば，提供してほしい。 

 

■坂出市婦人団体連絡協議会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・会員の減少。（活動する人が同じ） 

・後継者の育成。 

・昔のように自治会＝婦人会にしていく必要がある。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・専門性のある研修等を受講し，これからの活動に役立てたい。 

・婦人会の存在感を出していきたい。 

＜他団体との連携について＞ 

・社協が行っている朝の登校時の見守りを手伝っていきたい。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・これから地域で助け合いを行っていくにあたり，女性目線の力は必要である。（女性がいること

で円滑に回ることもある） 

・他地域の情報提供を行ってほしい。（他の活動を参考にしたい） 

・市職員は退職後，地域に入ってほしい。  
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■坂出市地区社会福祉協議会連絡協議会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・活動実践者の高齢化と後継者。（担い手不足） 

・自治会未加入世帯が増加していることで社協会員も減少している。 

・地域住民の地域福祉活動への関心が低い。 

・地区社協に対する認知度が不足しているので，理解や協力が得にくい。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・地区社協は高齢者と接する機会が多いが，子どもと関わる機会が少ないため，世代を超えた日常

的なつながりを構築していきたい。 

＜他団体との連携について＞ 

・第２層協議体。（施設法人や民間事業所等，社会資源との連携） 

・小学校との連携。 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・社協の活動等を市でＰＲしてほしい。（周知・広報） 

・自治会の加入促進，各種団体の加入促進に向けた取組が必要。 

 

■坂出市民生児童委員協議会連合会 

＜地区活動を行ううえで困っていること＞ 

・地域のコミュニティが希薄化している。 

・後継者不足。（勤めていることが断る理由になっている） 

・民生委員は困った時に知ることが多く，普段知る機会がないように思う。 

＜これから行いたい地域活動について＞ 

・地域における全体的な福祉情報の伝達。 

＜他団体との連携について＞ 

・各種団体が集まり，情報交換を行うことが大事。 

・学校と繋がることで子どもの情報が入る。（学校側から声をかけてほしい） 

＜行政との連携や取組，地域福祉推進のために必要と思うこと＞ 

・子育てしたいまち。（移住者を増やす） 

・活動の担い手となる人材の育成が必要。 

・地区の自主防災の実働がない。 

 


