
 

 



　　　　　　　　　　　　 は じ め に 

 

　本会では、平成１６年度に「尼崎市社会福祉協議会活動指針」を策定し、また 

平成１９年度に「尼崎市社会福祉協議会地域福祉推進計画」を策定し、住民の皆 

様や関係機関と連携を図りながら、各種事業を展開し地域福祉の推進に取り組ん 

で参りました。 

　その間も、地域における福祉課題の多様化や複雑化が進むなど、地域福祉をめ 

ぐる状況は大きく変化し、地域福祉を推進する中核的存在として社会福祉協議会 

への期待はますます大きくなっております。 

　このような中で、現行の地域福祉推進計画の計画期間の終了を迎えるにあたり、 

同計画に掲げた基本理念、基本方針を踏襲しつつ、近年の社会経済情勢の変化や、 

それに伴う新たな課題に対応し、計画的・総合的に地域福祉の推進を図るため、 

これからの地域福祉活動の基本方針として、前計画を引き継ぐ「尼崎市社会福祉 

協議会地域福祉推進計画」を策定することといたしました。 

　策定にあたっては、これまで取り組んできた事業の成果や実績を踏まえながら、 

各分野にわたる有識者で構成する地域福祉推進計画策定委員会でご協議をいただ 

いたほか、職員を中心とした専門部会を立ち上げ、検討を行ってまいりました。 

　この計画では、４つの基本目標にそって地域福祉の推進に努め、今後はこの計 

画に基づき、みんなで支え合い、助け合う心豊かな福祉社会を築いていくために、 

地域の皆様や関係機関と一体となって地域福祉の推進に取り組んで参りますので、 

引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

　結びに、この計画の策定にご協力をいただきました地域福祉推進計画策定委員 

会の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました皆様に心からお 

礼を申し上げます。 

                平成２４年　3　月 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尼崎市社会福祉協議会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　公 門　將 彰 
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計画の策定にあたって 
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　●近年、わが国では少子高齢化や核家族化の急激な進行により、「無縁社会」に象徴され 

      るように、地域社会における人間関係の希薄化がすすむなかで、既存の制度やシステム 

      だけで対応できない課題が発生し、新たな対応が必要となっています。 

　●尼崎市社会福祉協議会（以下、「市社協」という。）では、尼崎市における地域福祉を推 

      進する中核として、これまでから地域でのコミュニティ活動を基盤として、各種の事業 

      を展開しています。 

　●平成２３年３月に尼崎市が策定した「あまがさきし地域福祉計画」では、市社協を「地 

      域福祉を推進する中核的な機関」として位置付け、「社会福祉連絡協議会圏域を単位とし 

      た地域福祉活動」の一層の充実を目指すとともに、関係機関が相互に連携を取りながら 

      活動を支援するとしています。 

　●このような中で、平成１９年度に策定した「尼崎市社会福祉協議会地域福祉推進計画」 

      に掲げた基本理念、基本方針を踏襲しつつ、近年の社会経済情勢の変化や、それに伴う 

      新たな課題に対応し、計画的・総合的に地域福祉の推進を図るため、これからの地域福 

      祉活動の基本方針となる第３期「地域福祉推進計画」を策定します。 

 

計 画 策 定 の 趣 旨  1

地 域 福 祉 推 進 計 画 と は  2

 

　●尼崎市が策定した「あまがさきし地域福祉計画」と連携しながら、住民が主体となっ 

     た地域における福祉活動をすすめていくための方策や、尼崎市における地域福祉を推進 

       するための仕組みづくりについて、民間の立場から策定する計画です。 

　●「あまがさきし地域福祉計画」と「尼崎市社会福祉協議会地域福祉推進計画」の関係は、 

   「地域福祉計画」が社会福祉法第１０７条に基づき策定される行政計画に対し、「地域福 

     祉推進計画」は社会福祉協議会が地域福祉を推進するために、地域住民はもとより地域 

     の多様な機関や団体と連携・協働して取り組み具体的な活動を推進するための計画で、 

     それぞれが独立した計画ですが、尼崎市における地域福祉推進の理念や方向性、課題を 

     共有しながら調和のとれたものとして策定 し、それぞれの取り組みにおいてより連携を 

     図るためのものとなっています。 

 

  
◆地域福祉とは 
 

　地域福祉の目的は、高齢、障害、その他のさまざまな事情から福祉サービスを必 

要とするようになっても、これまでつくりあげてきた家族、友人、知人との関係を 

保ち、文化やスポーツ、芸術、趣味などの社会的な活動に参加できることで、誰も 

が自分らしく、誇りをもって、まち の一員として普通の生活を送ることができるよ 

うになることです。 

　地域福祉を進めるためには、在宅での暮らしを支援するいろいろな福祉サービス 

　　参　 考 
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●そもそも地域とは、子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、そこに暮らす 

   すべての人が自分らしく豊かで充実した生活を送るもっとも身近な場所です。 

●しかしながら、少子高齢社会や晩婚化、経済雇用状況の悪化など社会情勢の変化に伴い、 

   単身世帯や高齢者世帯が増加し、家族や地域とのつながりが薄くなっています。 

●そのため、病気や失業などで何らかの支援が必要となったときにも支援が届かないとい 

   った社会的孤立や子どもや高齢者の虐待などの社会問題も発生しているほか、地域や住 

   民が抱える福祉課題も変化し、介護だけでなく、子育てや引きこもり、高齢者や障がい 

   者の消費者被害への対応などこれまでの福祉の枠組みだけでは対応のできない「福祉・ 

   生活課題」として、多様化・複雑化しています。 

●これらの課題は地域で生活している人にしか見えない場合や身近でなければ早期発見が 

   できない場合が多くあります。このようなことから、より身近な地域での見守りをはじ 

   めとする住民が互いに支え合い、助け合うような地域での福祉活動が求められています。 

 

を整備することに加え、地域の人々の結びつきを深めるために助け合いや交流活動 

を盛んにすること、道路、公園、商店街などを誰もが利用しやすいものとすること 

などが、とても大切です。 

　地域福祉の実現には、一部の福祉関係の専門機関だけでなく、ボランティア活動 

やまちづくりに取り組む市民の方々、保健・医療、住宅、建設、商工業にたずさわ 

るさまざまな専門家、団体の方々など、多くの人の協力が必要です。 

 

地域福祉をめぐる動向と課題 3

（全国社会福祉協議会地域福祉・ボランティア情報ネットワークホームページより） 

 

●一方で、都市部では核家族化や単身世帯の増加による地域活動への関心の希薄化がす 

    すんでおり、また農村部では限界集落の発生がすすんでおり、全国的に自治会や町内 

    会といった地縁組織の活動の低下や、地域福祉を支える担い手の不足は深刻な課題で 

    あり、それらの課題解決は、地域福祉をすすめる上で非常に重要となっています。 

●市社協の基礎組織である社会福祉連絡協議会及び福祉協会では、自治会（町内会）を基盤 

   として設立された特性から、これまではコミュニティ活動を中心とした住民自治活動を 

    展開してきました。近年では、それらの活動をもとに地域の課題に応じて、見守り活動 

   などの福祉的な活動も行うようになっています。 

●このような中、「新たな支え合い」や「新しい公共」という言葉にも表されているように、 

   これまでのコミュニティを基本として、住民・事業者・行政が協働し、地域で活動して 

   いる様々な主体の活力を活かして、地域の活力を高め、制度の谷間や狭間の課題を地域 

   で解決していく仕組みづくりが必要となっており、地域福祉を推進する中核的団体であ 

   る社会福祉協議会にはその調整機能の役割が期待されて います。 

●平成２３年度に行った「地域との関わりについてのアンケート調査」の結果分析からは、 
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   地域に根ざした活動が活発な地域では、地域のつながりや社協の活動の認知が高く、ま 

   た安心安全度や幸福度が高いことがうかがえます。 

●また、東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災では、あらためて地域 

   や住民のつながりが認識され、被災地の各地では社会福祉協議会が中心となって仮設住 

   宅等での新しいコミュニティづくりをすすめるなど、災害発生時における社会福祉協議 

    会の役割もますます重要なものとなっています。 

 
◆「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」より抜粋 
 

「III．地域福祉の意義と役割」より抜粋 

○かつて、多様な生活課題に対しては、家族や地域共同体による助け合いによって 

   対処してきたが、（略）地域の助け合いの機能は次第に縮小し、農村部においても、 

   高齢化や人口流出によって、そのような機能が停滞しているところも多い。 

○基本的な福祉ニーズは公的な福祉サービスで対応する、という原則を踏まえつつ、 

  地域における多様な生活ニーズへの的確な対応を図る上で、成熟した社会 における 

   自立した個人が主体的に関わり、支え合う、地域における「新たな支え合い」（共助） 

   の領域を拡大、強化することが求められている。 

○また、地域における新たな支え合いは、住民と行政との協働の下に行われるもので 

   あり、行政は協働の相手方として重要な役割を果たす。具体的には、まず、市町村 

  は、住民が地域福祉活動を積極的、安定的に続けられるよう、その基盤を整備する 

   必要がある。（略） 

○歳をとっても、障害をもっても、誰しもが住み慣れた地域の中で、自分らしい生き 

   方を全うしたいものである。同じ地域に住む、困難を抱えた隣人を支えるとき、そ 

   の人がもっているその人らしさを最大限発揮できるようにすることが、その人の尊 

   厳を支えることになる。 

○地域での生活は、親族や友人、近隣などの様々な人々や多様な社会サービスとの関 

   係で成り立っており、地域の生活課題に対処するためには様々な関係者が 対応する 

   ことが必要である。その意味で、地域福祉の目標は、地域においてあるべきネットワ 

   ークが形成されている、互いに助け合えるような状態にあることで あるといえる。 

○自治会・町内会は地縁に基づいた組織であり、住民の生活を多くの側面で支えてい 

   る。近年組織率が落ちたといわれるものの、今なお地域において重要な役割を担う 

    団体である。 

   一方、NPO・ボランティアは、ある特定の目的をもって組織された機能的な団体と 

   して、近年意欲的な活動が増えてきており、これからの地域福祉の担い手としても 

   期待されている。 

○住民が地域の生活課題に対する問題意識を共有し、解決のために協働することは、 

   地域での人々のつながりの強化、地域の活性化につながることが期待され、その 

  意味で、地域福祉は、地域社会を再生する軸となりうるといえる。 

 

　　参　 考 
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　●平成２年から比較すると２０年間で人口は約４万７千人減少していますが、世帯数は約 
       ２万７千世帯増加しています。そのため、一世帯あたりの世帯人員は平成２年の２．７４人 
       から２．１７人にまで減少しています。兵庫県では人口が増加していますが、尼崎市では 
      減少しています。 

尼 崎 市 を 取 り 巻 く 状 況  4
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●高齢者の人口は尼崎市、兵庫県とも平成２年度と比較すると平成２２年度ではほぼ２倍 
   となっています。 
　一方で高齢化率は、尼崎市では平成２年度に１０．６％であったものが、平成２２年度に 
   は２２．６％となっており、急激に高齢化がすすんでおり、兵庫県においても、平成２年 
   度では１１．５％であったものが、平成２２年度には２２．４％に増加しており、県下におい 
   ても急激に高齢化がすすんでいます。 
 

（資料　尼崎市統計書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料　兵庫県統計書） 

 

（資料　尼崎市統計書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料　兵庫県統計書） 
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(図2)人口と世帯数の推移（兵庫県） 

 

(図1)人口と世帯数の推移（尼崎市） 

 

人口 
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（図4）年齢別人口の推移(兵庫県) 

 

（図3）年齢別人口の推移(尼崎市) 
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●失業率の悪化により、これまで福祉に無縁であった世帯が福祉課題を抱えるようにな 
   り、生活保護世帯や生活福祉資金の貸付相談件数が急増しています。 

 

●虐待や権利侵害など権利擁護にかかる相談が増加しているほか、認知症高齢者など支 
    援を必要とする方が増加し、既存の制度やサービスでは対応できない課題が発生して 
    います。このような背景から、市社協で実施している、判断能力に不安のある認知症 
    高齢者等への日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助を行う福祉サービス利用援 
    助事業の契約件数も増加しています。 
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（資料　尼崎市統計書、兵庫県統計書） 

 

※1　平成13年10月より離職者支援資金開始 
※2　平成21年10月より離職者支援資金を改め、 

 

総合支援資金開始 

 

（資料　尼崎市統計書、兵庫県統計書） 
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(図5)高齢化率の推移 

(図6)生活保護世帯の推移 
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(図7)生活福祉資金相談件数の推移 
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●全国的な傾向でもあるコミュニティの希薄化は、尼崎市においても同様で、コミュニテ 
   ィを基盤としている社協の加入率が平成２年度に８４．６％であったが、約２５％も減少し、 
   平成２３年度では５９．４％となり、コミュニティ機能の低下が危惧されます。 

●一方で、市民を対象に実施した「地域との関わりについてのアンケート調査」では、 
　住民の幸福度の高い地域では、社協の認知度や社協の加入率も高いことがうかがえ 
　ます。 

●また、「地域との関わりについてのアンケート調査」では、老後への不安や、高齢者 
    や子育てを支え合う雰囲気や、子どもの遊び場や人々の憩いの場の有無について、以 
    下のような傾向があらわれています。 
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（図10）尼崎市社会福祉協議会加入率の推移 
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　第２期地域福祉推進計画では、『みんなで支えあい・助けあう地域づくりをすすめます』 

を基本理念とし、『社協はほっときません』を活動スローガンとして、基本理念の実現 

に向けて、次に掲げる４つの基本目標を柱に、それぞれの目標を達成するために取り組 

むべき項目を掲げました。 

第2期計画の評価と課題  5

【基本目標1】社協は身近な窓口になります 
　　　　　　　取組項目●地域福祉推進の総合相談窓口を開設します 
【基本目標2】社協はみんなが主役になれる活動をすすめます 
　　　　　　　取組項目●地域でのボランティア活動を支援します 
 
 

　上記の基本目標及び取り組み項目の具体的な取り組みと評価、課題については、以下 

のとおりとなります。 

 

≪成果≫ 
○相談記録票と「社協事業Ｑ＆Ａ」を作成した。 
○担当者ごとでの必要な社会資源の把握を行った。 

○職員連絡会議を定期的に開催した。 

≪課題≫ 
○相談記録の処理に時間がかかり、蓄積が不十分であった。 
○社会資源の範囲が不明確で、職員間で統一できなかった。 
○事務局内部での情報共有の仕組みが不十分であった。 
○窓口の新たに開設でなく機能に重点を置いたため、対応する相談内容が明確に 
    できず、住民に訴えるポイントが弱かった。 

 

 

【基本目標3】社協は小さな力を大きく広げます 
　　　　　　　取組項目●地域に関わる様々なつながりを広げます 
【基本目標4】社協は頼りになる存在になります 
　　　　　　　取組項目●住民の期待に応えられる基盤づくりをすすめます 
【その他重点的な取り組み】 
　　　　　　　1 災害に強いまちづくりをすすめます 
　　　　　　　2 権利擁護の取り組みをすすめます 
　　　　　　　3 社協への加入促進をはかります 
 

（１）基本目標１　社協は身近な窓口になります 
　地域の身近な相談の窓口として、地域福祉推進の総合相談窓口の開設を目標とし、1 

職員による相談事例の蓄積と事例検討、2 相談対応に必要な社会資源の把握、3 各種機 

関や住民との連携体制の整備、4 身近な地域福祉の窓口であることの周知を具体的な取 

り組みとしました。 

　この取り組みの主な成果と課題を整理すると次のとおりとなります。 
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≪成果≫ 
○支所やコミュニティルームを活用して子育て支援事業を実施した。 

○一部の支部で各種機関の連絡会議を実施した。 

○一部の支部で子どもの見守りのネットワーク会議を開催した。 

 

≪課題≫ 
○支部ボランティアセンターの役割が明確にできず、登録や保険の受付業務が中心 

   であった。 

○団塊の世代を新たな地域福祉の担い手として期待していたが、雇用環境の変化に 

   より取り組みが困難であった。 

 

≪成果≫ 
○支部ボランティアセンターを開設し、地域に身近なボランティア窓口を開設した。 

○尼崎市民福祉振興協会発行のボランティア手帳を活用し、老人福祉センターの利 

   用者など新たなボランティアの意識啓発につながった。 

○団塊の世代を対象としたボランティア講座を開催した。 

 

≪課題≫ 
○社協だよりやホームページでの広報は行っているが、住民参加や当事者参加につ 

   なが｠っていない。 

 

9

この取り組みの主な成果と課題を整理すると次のとおりとなります。 

 

（2）基本目標2　社協はみんなが主役になれる活動をすすめます 
         　住民が主役（主体）となる活動をすすめるため、地域でのボランティア活動の支援を 

         目標として、 1 支部でのボランティア活動支援のモデル実施、  2 ボランティア手 

　　　帳の発行、3 団塊の世代を対象として地域リーダーの養成を具体的な取り組みとし 

　　　ました。 

 

（3）基本目標 3　社協は小さな力を大きく広げます 
　　　   地域で活動する様々な主体のつながりづくりをねらいとして、 1 広報紙等での 

         情報発信や住民や当事者が気軽に参加できる場づくり、 2  支部が中心となった 

         地域にある拠点活用、 3 つながりを目的とした連携会議に地域の団体や住民に参 

         画を呼びかける、  4 連携会議をきっか けとして課題別ネットワークの構築を具 

         体的な取り組みとしました。 

　　　   この取り組みの主な成果と課題を整理すると次のとおりとなります。 

 

○地域にある拠点の把握ができておらず、活用に至っていない。 

○連携会議等については、会議の開催にとどまり課題の抽出、共有にまで至っていない。 

 



 

≪成果≫ 
○職員によるプロジェクト会議を開催し、収支改善等の検討を行った。 

○正規職員の給与削減や給与制度の見直しを行った。 

○介護保険事業の事業所を再編し、効率化を図った。 

≪課題≫ 
○抜本的な収支改善には至っていない。 

○ＰＲ等は行っているが募金等の減少が続いており、更なる取り組みが必要。 

○求められる職員像の具体化がすすまず、体系的な研修が行えていない。 

 

≪成果≫ 

○災害対応マニュアル及び災害ボランティアセンター設置マニュアルを策定し、マ 

　ニュアルに基づく訓練を実施した。 

○司法書士会等と連携し、権利擁護専門相談を定期的に実施した。 

○未加入の集合住宅にポスティング等を行い、加入の働きかけを行った。 

≪課題≫ 

○マニュアル策定以降の東日本大震災の対応等の経験を活かしたマニュアルの改訂 

　が必要。 

○市民後見人の養成など成年後見制度への対応についての検討が必要。 

○ポスティングや啓発だけでは、加入者の増加につながらなかった。 

 

　　（5）その他の重点的な取り組み 

　　　　　　上記の基本目標のほか、 1 災害に強いまちづくりをすすめます、 2 権利擁護の 

　　　　　取り組みをすすめます、 3 社協への加入促進をはかります、の３つの取り組みを 

　　　　　重点的な取り組みとしました。 

　　　　  　 この取り組みの主な成果と課題を整理すると次のとおりとなります。 

 

（4）基本目標 4　社協は頼りになる存在になります 
　　　 社協が住民の期待に応える組織となるための組織基盤の強化をねらいとして、 

　　　1 収支改善方策を検討するための職員による研究会の設置と経営ビジョンの提案、 

　　　2 募金活動が地域福祉活動への参加方法であることをＰＲ、3 研修体系の整備と 

　　　人材育成を具体的な取り組みとしました。 

           この取り組みの主な成果と課題を整理すると次のとおりとなります。 
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第 2 章   
計画の概要 
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　●この計画の期間は、平成24年４月（平成２４年度）から平成２９年３月（平成２８年度） 

      までの５ヵ年とします。 

　●ただし、期間の途中であっても、社会情勢の変化や尼崎市の動向などに応て、必要な 

　　見直しを行うこととします。 

　●また、毎年度の事業計画で計画の進行管理を行い、必要に応じて計画の見直しを行う 

　　こととします。 

計画の性格と位置付け 1

計画の期間と進行管理 2

策 定 の 方 法  3

 

●この計画は、 市社協としての地域福祉推進の理念や目標、取り組むべき課題と対応策 

　（事業）を明らかにし、地域住民はもとより、地域の多様な機関・団体との連携・協働の 

　もと、地域福祉を総合的に推進するための計画です。 

●この計画は、「あまがさきし地域福祉計画」と緊密な連携のもと取り組むほか、市の関 

    連する諸計画との連携にも留意します。 

 

　●地域福祉推進計画の策定にあたっては、計画の案を策定する「策定委員会」を設置する 

       とともに、現状と課題の分析や取り組みの方向性を検討する「専門部会」を設置しました。 

　●策定委員会には、地域の社協役員をはじめ、民生児童委員、連合婦人会、老人クラブ連 

        合会、身体障害者連盟福祉協会、ボランティア連絡協議会の各団体のほか、尼崎市職員 

        や兵庫県社会福祉協議会職員にも参画いただき、各方面からの意見や提案を計画に反 

        映しました。 

　●専門部会には、市社協職員だけでなく、地域包括支援センター職員や尼崎市職員、兵 

　　庫県社会福祉協議会職員に参画いただき、それぞれの観点から現状と課題の分析や取 

　　り組みの方向性の検討を行いました。 
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●すべての住民が住み慣れた地域社会で生きがいを持ち、ノーマライゼーションの心を 

　育み、人の尊厳を重視した自己決定を尊重し合いながら、みんなで支え合い助け合う 

　地域づくりを目指します。 

●また、子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、地域で暮らしているすべ 

　ての人が、互いに理解しあい、みんなで支え合い助け合い、いつまでも住みつづけた 

　いと思える福祉コミュニティづくりを目指します。 

●このため市社協は、これまでから取り組んでいる地域でのコミュニティ活動を基盤と 

　して、地域住民の絆やつながりを活かし、身近な生活の場で日常的に起こるさまざま 

　な困り事に対応する小地域福祉活動の取り組みをすすめていきます。 

●また、地域の生活・福祉課題の把握に努めるとともに、多くの人々がボランティア活 

　動等を通して福祉への関心を深め、自ら積極的に地域福祉活動に参画する心豊かな福 

　祉社会づくりに向けて、住民や関係機関、団体等と連携を図り、総合的なネットワー 

　クづくりを推進します。 

●これらの取り組みを継続的にすすめていくため、前計画の基本目標の方向性を土台と 

　して、基本理念と活動スローガンを次のとおり定め、基本理念の実現に向けて４つの 

　基本目標を定めます。 

4 計画の基本理念と基本目標 

≪活動スローガン≫ 
 

≪基本理念≫ 
 

みんなで支えあい・ 
　　　　助けあう地域づくりをすすめます 

社協はほっときません！ 
≪基本目標≫ 

社協は小さな力を大きく広げます 

　　社協は身近な窓口になります 

　　社協は地域福祉活動をひろげます 

　　社協は小さな力を大きく広げます 

　　社協は頼りになる存在になります 

 

社協は頼りになる存在にな
ります

基本目標 4

基本目標 4

基本目標 3

基本目標 3

基本目標 2

基本目標 2

基本目標　1

支え育てる 

つながる  

社協は地域福祉活動をひろげます 

ささえあう 

（図１５）4つの基本目標の関係 
 

社協は身近な窓口になります 
 

基本目標　1

見つける・つなげる 
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（1）基本目標 1　社協は身近な窓口になります“見つける・つなげる” 
 

●地域では、独居の高齢者や認知症の高齢者が増加しており、住み慣れた地域でいつま 

　でも安心して暮らしていけるよう支援を行うことも必要です。 

●特に、総合的な相談支援体制の中でも、成年後見制度をはじめとした権利擁護の取り 

　組みについては、市民後見人の養成など権利擁護の仕組みづくりや、権利侵害や虐待 

　など複雑化した課題への対応のため、地域包括支援センターとの連携を充実するとと 

　もに、福祉、医療、司法関係者などの専門職、専門機関との連携を図っていく必要が 

　あります。 

●また、地域の中で埋もれがちな様々な問題をそれぞれの立場で「発見」し、「つなぐ」 

　といったことが重要となります。そのためには、地域や住民からの相談や情報提供の 

　受け皿が必要となります。 

 

 

（2）基本目標 2　社協は地域福祉活動をひろげます“ささえあう” 

●地域には、一人暮らしの高齢者をはじめ、障がいのある人、子育てに悩む人など、様々 

    な問題や悩みを抱えた方が生活しており、その問題は多様化、複雑化しています。 

●これらの課題の解決に向けて、福祉サービスを適切に利用することはもちろんですが、 

　一人ひとりが地域の中でその人らしく暮らしていくためには、制度の谷間や狭間の課 

   題への対応が必要であり、総合的な相談支援体制づくりをすすめていく必要があります。 

各基本目標の方向性  5

●少子高齢化や核家族化の進行、単身世帯の増加、地域住民の意識の変化などにより、 

　市社協を構成する住民の単位組織である福祉協会への加入世帯の減少や地域の各種 

　団体の組織率の減少が顕著であり、地域福祉活動をすすめていくための担い手の確 

　保が困難となっています。 

●公的な福祉サービスでは対応できない制度の谷間や狭間の課題を抱えた人が地域の 

　中で孤立せず、その人らしい暮らしを支える仕組みとして、見守り活動をはじめと 

　した地域での支援体制づくりが必要となります。 

●すでに、地域では概ね社会福祉連絡協議会を単位として、 

　要援護高齢者見守り対策事業のモデル地区の指定を 

　受け実施している見守り活動のほか、自主的に住 

　民が主体となって見守り活動をすすめている地 

　域もあります。これらの既存 の活動を基本とし 

　て、具体的な支援活動をすすめていきます。 
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●住民同士のつながりの希薄化や制度の谷間や狭間で孤立する人が増えていく中で、住 

　民が主体となった地域福祉活動はますます重要となっており、介護保険サービスや障 

　がい者福祉サービスなどの制度の幅も狭まり、地域福祉活動に期待される傾向が強ま 

　っています。 

●地域福祉推進の中核を担う市社協には、その経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を 

　最大限に活用し、一層の組織強化と安定経営が求められています。 

●「ヒト」については、コミュニティの希薄化が進む中で、地域福祉の担い手の確保が 

　困難な状況であることから、みんなで支え合い・助け合う地域づくりをすすめていく 

　ため、市社協の基礎組織である福祉協会への加入を促進し、地域を支える人材の確保 

　を図ります。 

　　また、地域福祉を推進していくため、特に支部事務局を中心にコミュニティワーカ 

　ーとしての専門性を発揮できるような職員の育成をすすめていくほか、各種の相談援 

　助業務に携わる専門職についても、それぞれの専門性の向上に努め、事務局体制の強 

　化を図ります。 

●「モノ」については、社協会館だけでなく、平成２１年度より指定管理者として運営し 

    ている総合老人福祉センター及び老人福祉センターを地域福祉活動の場としても活用 

    するとともに、福祉会館など地域にある拠点の活用も検討していきます。 

●「カネ」については、市の財政状況の悪化により、地域福祉推進の財源である補助金 

　や受託金の確保が困難な状況にあり、また共同募金等の寄付財源も年々減少を続けて 

　いることから、市社協の福祉事業を安定的に運営していくため、自主財源の確保に努 

　めるとともに、補助金等のあり方について、市と協議をすすめていきます。 

  

 

●これらの活動をすすめていくなかで発見された課題を共有し解決していくために、民 

    生児童委員や地域包括支援センターなどの各種団体や専門機関等との連携体制を築く 

   とともに、地域福祉活動に必要な担い手を確保・育成し、福祉コミュニティづくりを 

    すすめていきます。 

（4）基本目標 4　社協は頼りになる存在になります“支え育てる” 
 

 

（3）基本目標 3　社協は小さな力を大きく広げます“つながる” 

 
●地域には様々な悩みや課題を抱えた方がおられ、課題の解決には住民同士が、共に課 

    題を共有し、みんなで支え合い、助け合える場が必要となります。住民だけでは解決 

    できない課題については、民生児童委員や専門機関などと連携し、解決に導くための 

    パイプ役を果たすなど、つながりの仕組みづくりが必要です。 

●また、地域には地域福祉活動をすすめていくために活用できる拠点がたくさんあり、 

　その拠点を活かして子どもから高齢者まで気軽に参加できる身近な場づくりをすすめ、 

    住民が主体となった運営を支援していきます。 
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6 地域福祉推進計画の体系図 
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　　　　第３章　 
 地域福祉をすすめるために 
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（1）取り組みのねらい 

●誰もが安心して暮らせるまちづくりには、関係機関・団体が相互に連携を図りながら、 

　それぞれの取り組みをすすめることはもちろんのこと、地域住民相互の助け合いや支 

　え合いの活動が不可欠です。 

●そのためには、多くの住民が地域福祉に対する理解を深めることができるよう、市社 

　協に集約される福祉に関する様々な情報を、多様な媒体を通して、対象者に応じた形 

　で迅速かつ的確に提供していくことが必要です。 

●日常生活の中で支援が必要にもかかわらず、そのニーズに対応する制度がないといった 

　制度の谷間や狭間の課題に対して、適切な機関や窓口につなぐことが必要となります。 

●特に認知症高齢者等を権利侵害から守るため、これまで実施している福祉サービス利 

　用援助事業（日常生活自立支援事業）や権利擁護専門相談だけでなく、成年後見制度 

　への取り組みについても検討していく必要があります。 

 

（2）現状 

●権利擁護事業については、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）を中 

　心に、司法書士等と連携し権利擁護専門相談を実施しています。 

●担当者ごとでは各事業に関連してどんな活動を行っているかなどの活動の実態の把握 

　は行えていますが、情報の共有には至っていません。 

●総合相談の具体的なイメージが職員間で共有されていないため、対応する相談内容の 

　絞り込みができていません。 

 

●「地域との関わりについてのアンケート調査」では、７０％の方が老後への不安を感 

　じています。また、頼れる相談できる知り合いが、いない、どちらかというといない 

　方が３７％という結果があらわれています。 

 

（3）課題 

●制度の谷間や狭間の課題をキャッチし、適切な機関や窓口につなげていくために、地 

　域での活動や各種機関の活動などの社会資源を把握し、組織内での情報共有の仕組み 

　づくりや各種機関との連携が必要です。 

●これまでの取り組みに合わせて、成年後見制度への取り組みについても検討をすすめ 

　ていく必要があります。 

 

基本目標 11 　社協は身近な窓口になります 

　　　　　　　推進項目　   総合的な相談支援体制づくりをすすめます 
　　　　　　　推進項目     社会資源の情報の把握と発信を行います 
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　     協の強みである地域との連携に重点をおいて、地域での学習会などに職員を派遣し 

    幅広い相談に対応するとともに、制度の谷間や狭間で支援を必要とする人への対応に 

    ついて検討を行います。　　 

●受託事業を活用した相談支援の充実 

　    住宅改造支援事業や自立支援型食事サービス事業、ファミリーサポートセンター事業、 

   生活福祉資金貸付事業などの受託事業の機会をとらえ、様々な相談に対応していきます。 

●権利擁護事業の充実 

　     これまで実施している福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の体制の 

    強化や権利擁護専門相談事業の充実を図るとともに、市と連携しながら、成年後見制 

    度 への取り組みについても 検討を行い、具体的な取り組みをすすめていきます。 

 

 

 

（4）取り組み項目 

●社会資源の把握及び情報の共有化 

　    住民が必要とする情報を的確に発信していくために、地域で実施している活動や各 

    種機関などが実施している活動など社会資源の把握を行います。 

●各種機関、住民を含めた連携体制の整備 

　     住民からの相談を通じて制度の谷間や狭間の課題をキャッチし、適切な機関や窓口 

     につなげていくため、地域包括支援センターをはじめとした各種の相談窓口との連携 

    を図り、それらの機関と地域をつないでいくため、支部単位でのネットワークの仕組 

    みづくりを行います。 

 

 

●職員の相談対応スキルの向上 

　    相談対応については、初期対応が重要となってくることから、市社協の各窓口での 

    相談事例蓄積方法を工夫し、職員間での事例検討会を行い、職員の相談対応スキルの 

    向上を図ります。 

●身近な相談窓口であることの周知 

　    社会資源の把握及び情報の共有化を図っていく中で、市社協に集約される福祉に関 

    する様々な情報を、多様な媒体を通して、対象者に応じた形で迅速かつ的確に提供し 

    ていきます。 

●社協の強みを活かした介護保険事業の実施 

　     介護保険事業所として実施している居宅介護支援事業及び訪問介護事業において、 

     社 
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（5）具体的な事業と内容　　 
 事　　業　　名　　 　　　事 　 　 　 業 　 　 　 内 　 　 　 容  

 
緊急通報システム事業をはじめとした各事業に関する 
相談や生活相談などの多様な相談に対応していくため、 
地域で行なっている活動や各種機関などの社会資源の 
把握、相談事例蓄積の工夫、職員間の事例検討会を行 
うとともに、支部単位で地域包括支援センター等との 
連携を図ります。 
また、社協が身近な相談窓口であることの周知を図り 
ます。 
 

各種相談事業 

居宅介護支援事業 
 
訪問介護事業 

権利擁護事業（拡充） 

地域での学習会などに職員を派遣し、幅広い相談に対 
応していきます。 
また、地域との連携に重点を置き、制度の谷間や狭間 
で支援を必要とする人への対応を検討します。 
 
従来から実施している福祉サービス利用援助事業の支 
援体制の強化をすすめるとともに、権利擁専門相談を 
はじめとした権利擁護にかかる相談を強化します。 
あわせて、市民後見人の養成や成年後見センターの方 
向性の検討など成年後見制度への取り組みをすすめて 
いきます。 

事業名 平成24年度 　平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 
 

居宅介護支援 
事業 
 
訪問介護事業 

制度の谷間や 
狭間の支援サ 
ービスの検討 
 

制度の谷間や 
狭間の支援サ 
ービスの実施  

権利擁護事業 
　　（拡充） 

相談・支援体 
制の強化 

成年後見セン 
ターの方向性 
の検討 

社会資源の 
把握 
 

（6）実施スケジュールのイメージ 
 

各種相談事業 
 

支部単位で 
の連携会議 
の開催 

情報の共有の 
仕組み検討 

情報の共有化 
と情報発信 

連携体制づく 
りの検討  
 

モデル実施 　順次実施 

支部単位での 
ネットワーク 
の検討     
 
相談事例の 
蓄積の工夫   
 

事例検討会の 
実施 

相談事例の 
共有化  

身近な窓口で 
あることをＰＲ     
 地域での学習 
会等への職員 
派遣 

 

市民後見人の 
養成 
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2

（1）取り組みのねらい 

●これまでコミュニティ活動として取り組んでいる近隣での見守りや住民間の交流事業 

　などを地域福祉活動へとつなげていくことが必要です。 

●地域の現状の把握と合わせて、地域での生活課題や福祉課題を住民同士や専門機関な 

　どと課題を共有する仕組みも必要となってきます。 

●そのためには、地域における様々な団体や機関、住民のネットワークづくりや地域福 

　祉活動を実践するグループへの支援も不可欠です。 

●あわせて、地域のリーダー等への福祉学習の実施や地域の福祉活動を積極的に広報す 

　るなど、社協への加入促進を図り、地域福祉活動を担う人材の確保や育成をすすめる 

　ことが必要です。 

●これらの取り組みをすすめていくには、地域にもっとも身近である支部事務局のコミ 

　ュニティワーク機能の強化が必要です。 

●また、これらの小地域福祉活動を日頃から行うことで、地震や水害など大規模災害が 

　発生しても安心して暮らしていける地域づくりをすすめていくことが必要です。 

（2）現状 

●社会情勢や家族構成、住民の意識の変化により、地域活動への関心が薄れ、社協の加 

　入率や各種団体の組織率は年々減少しています。 

●福祉協会が本来の社協の住民組織と自治会 

　組織が表裏一体化している本市特有の特徴 

　もあり、これまでも地域では福祉活動へと 

　つながるコミュニティ活動を実施しています。 

 

基本目標 2 　社協は地域福祉活動をひろげます 

●「地域との関わりについてのアンケート調査」の結果からは、地域で高齢者や子育て 

　を支え合う雰囲気がある、まああると回答した人が２６％にとどまり、あまりない、 

　ないと回答した人が４２％となっています。 

推進項目　　社会福祉連絡協議会を圏域とした福祉活動をすすめます 
推進項目　　小地域福祉活動を推進するための社協機能の強化を図ります 
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●ボランティア活動の相談窓口を地域の身近な場所である各支部事務局に開設しています。 

●要援護高齢者見守り対策事業のモデル地区を順次拡大しています。 

●地域福祉活動専門員３名を配置し、地域での活動の把握など地域福祉活動を展開して 

　いくための基盤づくりをすすめています。 

●東日本大震災を契機に、地域における自然災害に対する防災意識が高まっています。 

 

（3）課題 

●地域福祉活動をすすめていくための中心的な担い手が不足しており、地域リーダーの 

　育成がすすんでいません。 

●小地域福祉活動の推進にあたって、住民が主体的に取り組んでいる活動の把握を行っ 

　たうえで、その活動を尊重しつつ、福祉意識の向上を図りながら、小地域福祉活動の 

　充実を図る必要があります。 

●支部事務局でのボランティア相談窓口の業務が保険や登録の窓口にとどまっており、 

　支部事務局での役割を明確にする必要があります。 

●見守り活動をすすめていくためには、民生児童委員をはじめとした地域の各種団体と 

　の連携が必要となっています。 

●地域福祉活動専門員は現在３名が各２地区を担当しており、きめ細やかな対応をして 

　いくための体制づくりや専門性の向上、経験の蓄積が今後の課題となっています。 

●東日本大震災を契機に災害発生時における地域での支え合いや助け合いの仕組みづく 

　りが必要となっています。 

 

 （４）取り組み項目 

●地域福祉の課題共有や解決のための連携・協働の仕組みづくり 

　    地域の現状把握を行い、地域住民と共に地域 

    における生活・福祉問題の課題共有を図ってい 

    くため、地域におけるネットワークづくり（仮称・ 

　地域福祉会議の設置）をすすめていくとともに、 

　見守り活動や地域福祉サポート事業、老人給食 

　グループなどの地域福祉活動グループの支援を 

　行います。 
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●地域での暮らしを支えるための活動の推進 

　     要援護高齢者見守り対策事業の実施地区を拡大し、 

     住民主体の支え合い、助け合いの仕組みをつくるとと 

    もに、地域と各種団体や専門機関などとのネットワー 

     クを広げていきます。 

●小地域福祉活動を行う担い手の確保及び育成 

　    地域福祉に関する啓発を行い、小地域福祉活動を担 

    う人材の確保と育成を図るとともに、事業者や新たな 

    担い手の参画をすすめていきます。 

　特に、民生児童委員は地域の福祉活動の中核となる人 

    材であることから、相互に協力や参画など連携を図り、 

    小地域福祉活動をすすめていきます。 

　また、役員や住民向けの福祉学習会を実施するなど、 

    地域のリーダーの育成を図り、あわせて福祉協会への加入を呼びかけていきます。 

●災害時も安心して暮らせる地域づくり 

　     見守り活動をはじめとした地域福祉活動を通して、日頃からの地域での見守りや声 

    掛けなどを推進し、災害時における要援護者への支援体制づくりへとつなげていくと 

    ともに、住民が「地域の一員である」という地域の絆の醸成をすすめていきます。 

●小地域福祉活動支援の支部機能強化のための体制整備 

　    支部事務局が、地域福祉に関して地域で一番身近な窓口となるために、地域での活 

    動を支援するコーディネート機能の強化とともに、小地域福祉活動支援のための支部 

    社協機能（コミュニティワーク機能）の充実を図っていきます。 

 

 
　★（仮称）地域福祉会議（第２期『あまがさきし地域福祉計画』より） 
 

地域住民が中心となり、地域の多様なメンバーが参画して地域の生活・福祉 
課題等を話し合う場として（仮称）地域福祉会議の設置を促進します。 
 
【会議の目的】 

　　地域住民を中心とした地域の様々なメンバーによる話し合いを通じた地 
　　域の生活・福祉課題の発見・共有・解決策の検討 
　　地域住民、団体等が広く参画することで、地域福祉会議を通した地域で 
　　のネットワーク・つながりづくり 
【会議の主な構成メンバー】 

　単位福祉協会等の住民組織、民生・児童委員、老人クラブ、婦人会、子も 
　会、当事者団体、地域のボランティアグループ、小学校、ＰＴＡ、ＮＰＯ等 
 

　　参　 考 
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（５）具体的な事業と内容　　 
 

高齢者の生きがいづくりの支援とともに、「ボランテ 
ィアのとびら事業」を通じて、支部事務局と相互に 
連携を図り、高齢者の知識や経験を地域活動へとつ 
ないでいきます。 
 
 
 

 事　　業　　名　　　　　 事　　　業　　　内　　　容 
 

(仮称)地域福祉会議の設置 
　　　　　　　（新規） 
 

地域の中での困りごとや、様々な福祉課題について 
地域住民が参画し、課題解決に向けた取り組みなど 
について協議・検証を行う場として(仮称)地域福祉 
会議の設置を行います。設置にあたっては、要援護 
高齢者見守り対策事業などの地域福祉活動を行って 
いる地域から設置に向けた働きかけを行います。 
 

要援護高齢者見守り対策 
事業 

要援護高齢者見守り対策事業の実施を通じて、地域 
課題を発見・解決するための新たな住民同士の支え 
合い、助け合いの仕組みづくりを行います。 
 

地域福祉サポート事業 
（拡充） 
ふれあい型老人給食サービ 
ス事業（拡充）  

これまでの事業が今後とも継続して行えるよう、事 
業の実施方法等について検討を行い、地域のあらゆ 
る世代の方が気軽に集えるつながりの場となるよう 
事業の拡充を図っていきます。 
 

高齢者いきいき事業 
高齢者を中心とした年間を通じた事業への転換を図 
り、小地域福祉活動のきっかけとなるような事業の 
実施を図っていきます。 
 

緊急通報システム事業 
地域での住民主体の見守り活動をすすめていくうえ 
で、地域の見守りだけでは対応できない方への設置 
の促進を図ります。 
 

ボランティア活動推進事業 

住民相互の助け合い、支え合いをもとに、手話や朗 
読などの福祉ボランティアの育成を図り、支援を必 
要とする人との橋渡しを行います。 
また、災害発生時に活動できるボランティアの確保 
及び育成をすすめます。 
 

支部ボランティア活動事業 
住民相互の助け合い、支え合いをもとに、活動の担 
い手の確保と育成に努め、支援を必要とする人との 
橋渡しを行うとともに、地域での活動へとつなげて 
いきます。 
 

支部運営事業（拡充） 

支部事務局が小地域福祉活動を支援する身近な窓口 
となるよう、コミュニティワーク機能を充実・強化 
していきます。 
また、これまで取り組んできた老人クラブなどの各 
種団体の事務局機能を活かして、新たなリーダー確 
保の問題に取り組み、コミュニティ活動の支援を行 
います。 
 

地域福祉活動専門員の配置 

地域福祉活動専門員を各支部に配置し、支部事務局 
職員と一体となってコミュニティワークを実践する 
とともに、コミュニティソーシャルワークの手法を 
活用し、地域における問題解決に向けた活動を推進 
していきます。 
 

老人福祉センター事業 
　　　　　　　（拡充） 
 

高齢者の生きがいづくりの支援とともに、「ボランティアの 
とびら事業」を通じて、支部事務局と相互に連携を図り、高 
齢者の知識や経験を地域活動へとつないでいきます。 
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地域の事業に 
参画 

（６）実施スケジュールのイメージ 
 

事　業　名 　　　平成24年度　平成25年度　平成26年度　平成27年度　平成28年度 
 

（仮称）地域福祉会議の設 
　置（新規） 

順次、（仮称） 
地域福祉会 
議を設置  

要援護高齢者見守り対策 
事業 

見守りグルー 
プの立ち上げ 

(目標24地区)  
 

(目標30地区) (目標36地区) 

順次実施地 
区を拡大  

地域福祉サポート事業 
（拡充） 
 ふれあい型老人給食サー 
ビス事業　（拡充） 

今後の実施方 
法等について 
の検討 

検討に基づき 
気軽に集える 
場として実施 
 

高齢者いきいき事業 

高齢者を中心 
とした年間を 
通じた事業へ 
の転換     
 

緊急通報システム事業  見守り活動実 
施地区へのＰＲ     
 

ボランティア活動推進事業 

福祉ボランテ 
ィア、災害ボ 
ランティアの 
確保及び育成     
 

支部ボランティア活動事業 支部での役割 
を明確化     
 

支部運営事業 (拡充) 

地域福祉活動専門員の配 
置 

支部ごとで年 
１回の役員研 
修会を実施 

全市での研 
修会を実施 

全市での研 
修会を実施 

コミュニティ 
ワークへの取 
り組み  

専門員の配置 
による小地域 
福祉活動支援 
体制の充実・ 
強化 

コミュニティ 
活動の支援 

老人福祉センター事業 
（拡充） 

ボランティア 
のとびら事業 
の実施 

支部との連携 
の検討 
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推進項目　　気軽に立ち寄れる場づくりをすすめます 
推進項目　　課題解決のためにつながるネットワークづくりをすすめます 
 
 

　社協は小さな力を大きく広げます 

 

（3）課題 

●つながりの場は地域の中で既存の事業も含めて数多く実施されていますが、地域の課 

　題や情報が集まる場としての活用が必要です。 

●老人福祉センターをつながりづくりの拠点として、活用方法の検討が必要です。 

●関係機関との会議体はいくつかありますが、課題共有や解決を目的としたつながりに 

　は至っていません。 

（1）取り組みのねらい 

●子どもから高齢者まで誰もが気軽に集える場づくりをすすめていき、住民のつながり 

　を深めていくことが必要です。 

●場づくりをすすめていくうえで、その拠点が地域の様々な情報が集まる場となるよう 

　仕組みづくりが必要となります。 

●これらの住民同士の交流を通じて、地域の中で埋もれがちな人や制度の谷間や狭間の 

　課題が発見され共有できるなど、共に支え合える地域づくりをすすめていくことが必 

　要です。 

 

（2）現状 

●支所やコミュニティルームを活用して子育て支援 

　事業を実施しています。 

●子育てのつどいの場として、社協会館におやこの 

　森を開設しました。 

●総合老人福祉センター及び老人福祉センターの指定 

   管理者の指定を受け、各種事業や相談業務の実施及び施設の維持管理を行っています。 

●一部の支部では子どもの見守りネットワーク会議を開催しています。 

●「地域との関わりについてのアンケート 

　調査」では、地域に近所の子どもの遊 

　び場や 人々の憩いの場がある、まああ 

　ると回答した人が５５％である一方で、 

　ない、あまりないと回答した人が３３％ 

　となっている。 

 

3基本目標3
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●住民主体の自主的な運営を行うための支援地域の要援護者等に目を向けた小地域福祉 

　活動が行われ、継続して自主運営できるよう支援を行っていきます。そのために支部 

　事務局のコミュニティワーク機能を強化するとともに、現在取り組んでいる活動が継 

　続して実施できるよう支援していきます。また、高齢者関連事業や子育て関連事業な 

　どの既存事業を地域で出前実施するなど、活動のきっかけづくりに取り組んでいきま 

　す。 

●地域の要援護者を発見し支えるための地域と専門機関のネットワークの構築 

　高齢者や子育て中の悩みを持つ親・障がい者等の様々な課題に対応して 

　いくため、部事務局を核として、支部単位で住民だけでなく、地域包 

　括支援センターをはじめとした専門機関等とも協力・連 

　携し合い、定期的な連携会議を開催するなど 

　課題解決を図るためのネットワークづくりを 

　すすめていきます。 

 

 

●すでに地域で実施しているふれあい喫茶などのサロン活動を継続できるような支援を 

　検討する必要があります。 

 

（4）取り組み項目 

●子どもから高齢者まで気軽に出会える身近な場づくり（つながりの場づくり）これま 

　で行なわれている地域での活動の交流会等を通して、つながりづくりや相互理解、活 

　                                                                                        動の活性化を図ります。また、子ど 

                                                                                           もから高齢者まで気軽に集い、活動 

                                                                                            や交流を行うことで、地域の課題や 

                                                                                            情報が集まる場づくりをすすめてい 

                                                                                           きます。 
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三世代交流 
事業の実施 

（5）具体的な事業と内容　　 

（6）実施スケジュール 

 

事　　業　　名 　　　　　　　　　　　事　　　業　　　内　　　容 
 

支部運営事業  （拡充）  
地域の要援護者が抱える福祉課題に対応するため、地域包 
括支援センターをはじめとした専門機関等とのネットワーク 
を支部単位で構築します。 
 

子育て支援事業  

子育て中の親子が、子育ての先輩である高齢者と情報交換 

や交流できる事業を実施します。あわせて、保健師や保育 

士などの専門職も関わり、課題の発見や予防を行います。 

また、つどいの広場事業についても検討を行います。 

 

地域福祉サポート事業（拡充） 
 ふれあい型老人給食サービス 
　　　　　　　　事業（拡充）  

これまでの事業が今後とも継続して行えるよう、事業の実施 
方法等について検討を行い、地域のあらゆる世代の方が気軽 
に集えるつながりの場となるよう事業の拡充を図っていきます。 
 

老人福祉センターで実施している「ボランティアのとびら事 
業」を通じて、地域活動や世代間交流事業につなげていくと 
ともに、「老人センターまつり」などを活用し三世代交流事 
業へとつなげていきます。 
 

老人福祉センター事業 

事　業　名 　　平成24年度 平成25年度　平成26年度 平成27年度　平成28年度 
 

支部運営事業（拡充） 
支部単位で 
のネットワ 
ークの検討 

支部単位で 
の連携会議 
の開催 

地域福祉サポート 
　　　事業（拡充） 
 
ふれあい型老人給食 
サービス事業（拡充） 

今後の実施 
方法等につ 
いての検討 

検討に基づ 
き気軽に集 
える場とし 
て実施 
 

子育て支援事業 
 
老人福祉センター 
　　　事業（拡充） 

三世代交流 
事業プログ 
ラムの検討 

（拡充） 
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（１）取り組みのねらい 

●住民の地域福祉にかかるニーズをしっかり受け 

　止め、課題解決へと導く頼りになる市社協とな 

　るためには、組織体制や財政などの組織基盤の 

　強化が必要となるため、会員の確保、財源の強 

　化、職員の専門性の向上などの取り組みが必要 

　です。 

●加入率が毎年低下し、平成２３年度には６０％を割り込んだことから、福祉協会への 

　加入促進の取り組みが必要です。そのためには、広く市民に市社協の取り組みを知っ 

　てもらう必要があります。 

●行政からの補助金・受託金が減少する一方、自主財源である介護保険事業収入や寄付 

　金収入も毎年減少しているため、補助金等のあり方について市と協議するとともに、 

　自主財源の安定確保が必要です。 

●地域の福祉活動を支えていくため、市社協職員の専門性の向上及び次世代を担う職員 

　の育成が必要です。 

 

（2）現状 

●尼崎市の経営再建プログラムに基づき、平成１４年度以降人件費補助金が削減される 

　なかで、職員の給与カットや昇給延伸、退職者不補充などを実施し、経営改善に取り 

　組んでいます。 

●市社協の収支改善の取り組みについて、平成２１年度にプロジェクトチームを設置し 

　て検討を行いました。 

●居宅介護支援事業のサービスの質の向上及び収益の確保を目指して、平成２２年１０ 

　月から特定事業所への移行を行ったほか、事業所の再編を行い経営の効率化に取り組 

　んでいます。 

 

推進項目　　地域福祉の担い手確保のため社協への加入を促進します 
推進項目　　地域福祉活動のための安定的な財源を確保します 
推進項目　　社協の強みを活かした介護保険事業を実施します 
推進項目　　職員の専門性確保のための人材育成を強化します 
 

　社協は頼りになる存在になります 4基本目標4
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（3）課題 

●平成１２年度以降、正規職員の採用を行っていないため、非正規職員の比率が高く、 

　人員構成、年齢構成などがいびつな組織となっています。 

●職員の専門性を高める体系的な研修が行えていません。 

●福祉協会の組織率（加入率）の低下に歯止めがかかっていません。 

●行政からの補助金や受託金が減少しています。 

●募金や寄付金が減少し、自主財源の安定確保が困難となっています。 

●介護報酬の改定や競争の激化、ヘルパーの 

    不足等により、介護保険事業収入が減 

　少してきています。 

●市社協の取り組みや地域の活動は、 

　「地域とのつながりに関するアンケ 

　　ート調査」の結果から、市民には 

　あまり認知されていないことがう 

　かがえます。 

 
（4）取り組み項目 

●社協への加入促進と地域福祉の担い手 

　の拡大 福祉協会会長に対するアンケート 

　や市民アンケートの結果を踏まえて、加入 

　促進リ  ーフレットの作成など広報活動の充実、 

「あまりん」を活用した啓発活動のほか、会長向けの 

　手引きや地域での活動事例集の作成、住民同士のつながりづくりの事業など、加入促 

　進検討委員会での検討をもとに、加入率が６０％以上を維持できるよう、具体的な取 

　り組みを進めていきます。また、市の関係機関と連携して、社協の加入促進に取り組 

　みます。 

　　さらに、アンケートにおいて福祉協会会長に役割が集中する傾向が見受けられるこ 

　とから、会長を支える担い手の確保について工夫、検討していきます。 

 

 

●加入率が低下してきていることから、平成２３年度に福祉協会会長及び一般市民を対 

　象に、加入促進を目的としたアンケートを実施し、加入促進の取り組みについての検 

　討を行っています。 
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●経営基盤を確立するための財源の確保 

　    経営基盤の安定化に向けて、市からの補助 

　金や受託金のルール化、ともしびの箱善意運 

　動や共同募金などの各種募金、寄付金の広報を 

　積極的に行い、財源の安定的確保を図ります。 

　あわせて、職員のコスト意識の醸成を図り、 

    更なるコスト削減と経営の効率化を進めていきます。 

  
●地域福祉活動のための介護保険事業の推進 

　    介護保険制度の改正や利用者の減少などにより、経営環境は厳しさを増していますが、 

　困難ケースへの対応や要介護認定調査の受託件数の拡大など、社協らしさを活かした 

　事業を展開することで介護保険事業の推進を図り、地域福祉活動を進めていくための 

　財源の確保に取り組みます。 

●新たな地域福祉課題に対応できる人材の育成 

　    既存の制度だけでは対応できない制度の谷間や狭間の課題には、地域全体での取り組 

　みが必要となりますが、そのためには地域での活動を進めるリーダーの育成が必要と 

　なってきます。また、その活動を支援していくコミュニティワーカーの専門性の向上 

　も必要となっているほか、権利擁護をはじめとした相談援助に携わる職員の専門性も 

　求められており、体系的な研修の実施により専門性が発揮できる人材の育成をすすめ 

　ていきます。 

●安定した事業推進のための人材の確保 

　     非正規職員の比率が高く、継続的な人材育成や安定した事業実施に支障を生じてい 

    ることから、人事システムの再構築を行うとともに、次世代を担う質の高い人材の確 

    保を図ります。 

●情報発信のための取り組みの強化 

   　「地域との関わりについてのアンケート調査」の結果からは、市社協の認知度が低い 

　ことが表れており、社協だより等の広報紙やホームページだけでなく、「市報あまが 

    さき」への掲載依頼や、地域で発行する情報紙の 

　活用、また社協の取り組みをわかりやすく紹介 

　する手段の検討など積極的な情報発信に取り 

　組み、住民の社協への関心を高めるとともに、 

　加入促進にもつなげていきます。 
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（５）具体的な事業と内容 

事　　業　　名　　　　 　　　　　事　　　業　　　内　　　容 

 

災害対応 

人材育成 

法人運営事業 

市からの補助金や受託金のルール化、ともしびの箱 

善意運動や共同募金などの各種募金、寄付金の広報 

を積極的に行っていきます。 

あわせて、職員のコスト意識の醸成を図り、更なる 

コスト削減と経営の効率化をすすめていきます。 

 

住民主体の地域福祉活動を支援するためのコミュニ 

ティワーカーや、権利擁護などの相談援助に携わる 

専門職の育成とスキルの向上を図ります。 

また、職員採用を定期的に行い、次世代を担う職員 

の育成をすすめます。 

 

東日本大震災の職員派遣やボランティア派遣を踏ま 

え、現行の災害対応マニュアルの見直しを行います。 

また、災害発生時における市との協働について、市 

と協議していきます。 

●災害発生時に対応できる体制づくり 

　地震や水害など大規模な災害が発生した際に、全国社会福祉協議会や兵庫県 

社会福祉協議会と協働した災害時対応の仕組みづくりをすすめていきます。 

あわせて、災害時の対応には市と協働した取り組みが不可欠となることか 

ら、市と協議を行っていきます。 

啓発広報事業 

訪問介護事業 

居宅介護支援事業 困難ケースへの対応など社協の強みを活かした事業 

展開をすすめるとともに、要介護認定調査の受託拡 

大など事業所の経営基盤強化を図ります。 

 

社協の取り組みを幅広く知ってもらい、地域福祉活 

動への関心が高まるよう、「社協だより」やホーム 

ページの内容の工夫などをすすめます。 

また、地域の広報紙等に対する支援を行い、市社協 

だけでなく地域での取り組みの広報をすすめます。 

 

加入促進対策事業 

「あまりん」を活用した啓発活動のほか、会長向け 

の手引きや地域での活動事例集の作成、住民同士の 

つながりづくりの事業など、本部及び支部事務局と 

地域とが連携した加入促進の取り組みをすすめてい 

きます。 
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 事業名 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

 

（6）実施スケジュールのイメージ 

 

災害対応の 
市との協議 

加入促進対策 

事業 

法人運営事業 

居宅介護支援 
事業 

訪問介護事業 

人材育成 

啓発広報事業 

災害対応 

加入促進リ 
ーフレットの 
作成 

あまりんの着 
ぐるみ作成 

地域の行事 
等でＰＲ 

会長の手引き 
の内容検討  

会長の手引 
きの作成・ 
配布  

広報紙等で 
の募金活動 
や使途のＰＲ 
 

補助金・受 
託金のルー 
ル化の市と 
の協議  
 

要介護認定 
調査業務の 
受託拡大 

制度改正へ 
の対応  

制度改正へ 
の対応  

 研修プログ 
ラムに基づく 
研修の実施 

研修プログ 
ラムの点検 

多様な手段 
を活用した 
情報発信 

災害対応マ 
ニュアル等 
の見直し 
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活用の検討 
多様な手段の 

 
活動の支援     
 

地域での広報 

  
採用の実施 
定期的な職員 

の実施など 
災害対応訓練 
 



 

地域での専門的な課 
題に応じて、地域包 
括支援センター等が 
参画 
 
 

　　　福祉協会への加入促進 

　○福祉協会に加入していない 
　　住民への啓発 
 

　　新たな担い手の育成及び確保、 

○地域の活動者、ボランティアグループ、 
　ボランティア、事業者など 
 
 

運営・参画 

運営・参画 

身近な生活圏域（社会福祉連絡協議会） 

専門機関とのネットワーク 

地域におけるネットワーク 

地域の課題や情報の共有 

支　部　社　協　圏　域 

市　域　全　体  市域のネットワーク 

（図１６）地域福祉をすすめるネットワークと事業展開のイメージ 

 

参
画 

育成・ 
支援  

社会福祉連絡協議会 
福祉協会 
民生児童委員協議会 
老人クラブ 
婦人会 
子ども会 
小学校 
ＰＴＡ 
当事者団体 
子育てサークル 
保育所 
社会福祉施設 
ＮＰＯ 
　　　　　　　など 
 

※『第２期あまがさきし地域福祉計画』P.77～P.78「地域福祉の推進とネットワークの連携（イメージ）」から 
　 社会福祉協議会の役割を具体化 

地域の専門機関 
 

地域の住民・団体 （仮称）地域福祉会議 

地域福祉活動グループ 
 

参画 
支援 

参画 
支援 

（小地域福祉活動） 
 

見守り活動 
 
見守り活動 
 （小地域福祉活動）  

地域交流事業（盆踊り、美化活動など）、 
老人給食サービス事業、地域福祉サ 
ポート事業、ふれあい喫茶、子育て 
支援事業、地域での広報活動、地域 
での防災活動など 
（地域のニーズを踏まえた活動） 
 

 
 

   　地域の生活・福祉課題の 
　発見・共有・解決方法の検討 
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福祉活動専門員の配置 

☆地域での活動の把握 

☆住民が行う福祉・コミ 
 ュニティ活動への支援 

☆福祉学習会の実施 

☆見守り事業等の推進 

☆相談事例の蓄積 

☆地域と専門機関をつ 
   なげるための仕組み 
    づくり 

☆支部事務局のコミュ 
  ニティワーク機能の 
 強化               など 
 

○地域振興センター   など 

 

 
○地域包括支援センター 
○介護等事業所 
○社会福祉施設 
○弁護士会、司法書士会         など 
 

○福祉課 
○福祉事務所 
○高齢介護課 
○市民活動推進担当       など 
 

 
☆地域の社会資源の把握、情報発信 
☆相談事例の蓄積、事例検討会の実施 
☆権利擁護にかかる相談機能の強化 
☆成年後見制度についての検討 
☆ボランティアセンターや老人福祉セ 
　ンターでの担い手の育成 
☆老人福祉センターを活用したつなが 
　りの場づくり 
☆地域と専門機関をつなげるための仕 
　組みづくり 
☆支部事務局への支援 
☆地域福祉活動をすすめるための介護 
　保険事業の経営強化 
☆職員の専門性の確保 
☆次世代を担う職員の採用 
　                                           など 
 

連　  携 
協　  働 
情報共有 
 

連　  携 
協　  働 

連　  携 
協　  働 

連　携 

《市社協支部事務局》 
 

尼 崎 市  
 

尼 崎 市  
 

《市社協本部事務局》 

専門機関、関係機関 

連　携 
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（図１７）市社協が重点的に取り組む事業の展開イメージ 

小地域福祉活動を中心とした福祉コミュニティづくり 

（仮称）地域福祉会議 

（小地域福祉活動）  
基本目標 2【ささえあう】 

 

市社協では、本計画の期間中、小地域福祉活動をすすめていくための具体的な活動として、 
地域での見守り活動に重点を置き、見守り活動をすすめていく中での、様々な課題に対応 
していくため、それぞれの基本目標に掲げている、「総合的な相談支援体制づくり」や「つ 
ながりの場づくり」、「社協への加入促進」、「人材育成」、「財源確保」をすすめていきます。 
 

総合的な相談 
支援体制づくり 
　　　基本目標 1 
【見つける・つなげる】 
 
 

つながりの 
　場づくり 

　　基本目標 3 
　【つながる】 
 

社協への加入促進 

人 材 育 成  

財 源 確 保  

　基本目標4　【支え育てる】 

見守り活動 
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　中央支部では、平成２３年５月開始の 

西難波北社会福祉連絡協議会をはじめ、 

繁栄社会福祉連絡協議会、立花グリー 

ンハイツ社会福祉連絡協議会へと、高齢 

者見守り活動の輪が広がっています。 

　また活動の担い手も、社会福祉連絡協 

議会内の福祉協会や民生児童委員、老人 

クラブなどの諸団体の協力に加え、個々 

の地域住民が協力員として参画するなど、 

徐々に広がりつつあります。 

中央地区 中央地区 

 5　地域での取り組み事例 

　また中央支部では、１３のボランティアグループにより、ふれあい老人給食が行われてい 

ます。地域の福祉会館を会場に、給食業者の弁当を会食するほか、体操・ゲーム・歌など 

のレクリエーションをボランティアが工夫したり、会食後は参加者全員がお茶を飲みなが 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ら談笑したりするなど、楽しいひととき 

　　　　　　　　　　　　　　　　                  を過ごしています。　 

　　　　　　　　　　　　　　　　                 　さらに、平成２３年度からはいくつか 

　　　　　　　　　　　　　　　　                  のグループが、管理栄養士監修のメニュ 

　　　　　　　　　　　　　　　　                 ーで地域の市場が作った弁当を利用して 

　　　　　　　　　　　　　　　　                 います。地域の身近な市場から産まれた 

　　　　　　　　　　　　　　　　                 弁当が地域の老人給食として食される、 

                                                                  　　　　いわば「地産地消」 が新たな地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域のつながりを創出し、地域 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の人々のふれあいの 輪が広 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がっています。 
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　小田支部では地域主催の研修会において、 

東日本大震災支援活動を行った職員により 

「活動報告」を行いました。 

　支援活動の報告を行うとともに、有事の 

際の「住民同士の日頃からのつながりの重 

要性」、そのための「地域の絆を保つため 

の活動の重要性」を合わせて、わかりやすく 

参加者へ伝えています。 

 　また地域においては、高齢者等見守り安心事業に取り組む左門殿社会福祉連絡協議会・ 

金楽寺社会福祉連絡協議会において高齢者の見守り活動だけではなく、子どもの登下校 

                                                              時の見守り活動や、地域の情報交換が 

                                                                  できるふれあい喫茶等、各種団体によ 

                                                                  り、さまざまな地域課題に対する取り 

                                                                  組みが行なわれています。それぞれの 

                                                                 活動がより充実したものになるよう各種 

                                                                  団体の連携を重視しながら「自分たちの 

                                                                  住む地域のつながりづくり」にも積極的 

                                                                  に取り組んでいます。 

                                                                  　一方で、小田支部においても、地域 

                                                                  の子どもが安全に安心して成長してく 

                                                                           れるよう「子どもの見守り活動」に積極 

的に取り組んでいます。この運動は地域の社会福祉協議会・婦人会・老人クラブ・小学校育 

友会・補導委員等の住民団体と尼崎市・警察・防 犯協会等の関係機関が連携して取り組 

んでおり、各団体・機関が一同に会する「子ども見守りネットワーク会議」を毎年２回開 

催し、情報共有などのネットワークづくりを構築し、地域福祉活動の推進を図っています。 

 

 

小田地区 小田地区 
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    大庄地区では、平成１９年より各社会福祉連絡協議会が県民交流広場事業を活用し、 

ふれあい喫茶が行われています。現在は１２の社会福祉連絡協議会が行っています。 

　社会福祉連絡協議会ごとに福祉協会を中心に様々な方々が集まり、それぞれの地域の特 

色を活かした取り組みを行っています。ふれあい喫茶の参加者は地域の高齢者が多いで 

すが、お孫さんや、近所に住む子育て 

中の親子などの参加もあり、世代間の 

交流の場ともなっており、ふれあい喫 

茶は、地域で暮らす住民同士のつなが 

りを作る事業として広がってきていま 

す。 

 

 

   また大庄地区では、平成１９年より地 

域の一人暮らしの高齢者の孤独死など 

がきっかけで社会福祉連絡協議会ごと 

に高齢者見守り活動への取り組みが始 

まり、現在５つの社会福祉連絡協議会が見守り活動を実施しています。 

   大庄老人クラブ連絡会女性部も同時期に一人暮らしの会員を会員が定期的に見守りを 

行う活動も始めています。これらの取り組みに加えて、平成２１年には尼崎市高齢者等 

                                                       見守り安心事業が始まり、これまでに５地区が 

                                                                   モデル地区として指定されて、新たに見守り 

                                                              活動が始まろうとしており、　高齢者の見守 

                                                                 り活動を通じて、福祉のまちづくりが進 

                                                                   んでいます。 

 

大庄地区 大庄地区 

地域での取り組み事例 
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　立花支部では、毎年２月に社会福祉 

協議会立花支部の役員及び福祉協会会 

長を対象の研修会を開催するとともに、 

平成１８年からは地震や津波に関する 

防災施設を訪れ、学習や体験を通して 

防災に関する知識を深めています。こ 

れらの研修会を通じて、それぞれの地 

域において、防災意識の普及・啓発に 

努めています。 

 

立花地区 立花地区 

                                                            　また、子育て支援事業としては、平 

                                                             成２２年度から子育て支援ボランティア 

                                                             グループ「まほうのらんぷ」の協力を得 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て、「絵本の読み聞かせ」を行っていま 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。絵本の読み聞かせの後は、お遊び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間が３０分程度あり、参加される親子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の憩いの場として、またお母さん同士 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の交流の場にもなっています。 

　このほか、新しい高齢者事業の取り組みとして、平成２３年度から高齢者等見守り 

事業を開始しており、富松社会福祉 

連絡協議会、生島西社会福祉連絡協 

議会がモデル地区として先行的に取 

り組みをすすめています。 

　さらに、塚口本町社会福祉連絡協 

議会においても、高齢者等見守り事 

業の実施に向けた取り組みがすすん 

でおり、地域住民による協力やつな 

がりを通じて、見守り活動の輪が広 

がりつつあります。 
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　武庫支部では、「絵本のよみきかせボランテ 

ィア養成講座」を平成２２年度支部ボランティ 

アセンター事業として実施し、その修了した 

ボランティアで同年９月より毎月１回武庫支 

所において、地域の子育て中の親子の憩いの 

場として、子育て支援事業「絵本のよみきか 

せ」を行うことになりました。 

　また、平成２３年１１月には、新たに武庫之荘福祉協会の協力を得て、武庫之荘文化会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　館においても毎月１回開催することとなり、合わ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　せて月２回の子育て支援事業「絵本のよみきかせ」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　の地域活動を実施しています。開催のたびに、こ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　の絵本のよみきかせの認知度が高まり参加する親 

　　　　　　　　　　　　　　　　　子も増えてきており、今後もボランティアと共に 

　　　　　　　　　　　　　　　　　子育て中の親子とコミュニケーションを取りなが 

　　　　　　　　　　　　　　　　　らより地域に根差したものになるよう充実させて 

　　　　　　　　　　　　　　　　　いきます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　このほか、武庫第６社会福祉連絡協議会では、 

地域住民の憩いの場として、住民同士の助け合いのもと住民がボランティアとして、毎週 

３回程度集会所において、ふれあい喫茶を行っているほか、週１回老人給食を実施して 

います。これらの活動を実施することにより、住民同士の交流や懇親が深められ、現在 

では地域ぐるみで取り組んでいる高齢者等 

見守り安心事業につなげることも出来てい 

ます。 

　また、高齢者だけではなく、地域の親子 

も参加できる世代間交流事業として、夏に 

は「夏祭り」、冬には「クリスマス会」や 

「お餅つき大会」などにも取り組んでおり、 

地域で安心して生活できる顔の見える地域 

づくりを実施しています。 

 

武庫地区 武庫地区 

地域での取り組み事例 
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園田地区 園田地区 

地域での取り組み事例 

　園田支部では、「自分たちの地域 

は自分たちで良くしていきたい。」と 

いう強い思いで尼崎市長と園田支部 

常任理事が地域課題をはじめ、地域 

福祉活動についての熱い討論をかわ 

す懇談会を開催するなど、地域の発 

展に向けた取り組みを始めました。 

 

　また、今年度より「新任単組会長 

研修会」を実施し、新しく会長にな 

った方々に“社会福祉協議会”をよ 

り深く理解していただき、地域における小地域福祉活動がより充実したものになるよ 

う努めています。 

　　　　　　　　　　　　　　一方、平成２２年度に高齢者等見守り事業のモデル地 

　　　　　　　　　　　　　区に指定された戸ノ内社会福祉連絡協議会では、取り組 

　　　　　　　　　　　　　　みの一環として熱中症に対しての注意を促すチラシや 

　　　　　　　　　　　　　　ポスターを作成し地域の高齢者に啓発を行ったり、車イ 

　　　　　　　　　　　　　　スでの避難も想定した防災訓練を実施したりするなど 

　　　　　　　　　　　　　　要援護高齢者に対する地域支援の取り組みを行い、自 

　　　　　　　　　　　　　　主的で活発な地域福祉活動を展開しています。 

　　　　　　　　　　　　　　　また、平成２３年度からは小中島社会福祉 

　　　　　　　　　　　　　　連絡協議会においては、様々な主体の参画を 

　　　　　　　　　　　　視点として、高齢者見守り事業を 

　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人と連携しながら、地域一 

体化を目指し推進しており、やがては障がい者や引きこ 

もり防止など幅広い層への拡大を目指しています。 
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　　　　　第４章　 

計画の推進体制と進行管理 
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●評価の方法については、毎年度の事業計画に基づき、量的また質的に評価ができるよ 

　う努めていきます。 

●単年度の事業の評価については、事務事業評価によりそれぞれの事業の点検・評価を 

　行うなかで、進行管理と事業評価を行い、次年度の事業計画に反映させていきます。 

●関係者が参画する評価委員会を設置し、毎年度の総括的な評価を行います 

 

　●各基本目標の取り組みに合わせて実施する事業を記載しており、それぞれの事業につ 

　　いての責任の所在を明確にした執行体制を構築し、進行管理を行います。 

　●それぞれの事業は、毎年度の事業計画に反映していくことで、単年度ごとの進行管理 

　　を行います。また、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

 

●この計画は、市社協が地域福祉活動をすすめていくための基本的な考え方を定めたもの 

　ですが、尼崎市の地域福祉計画とも密接に関連していることから、整合性に留意し、協 

　働して推進していく必要があります。 

●また、この計画の推進については、行政だけでなく地域住民、ボランティア、関係機 

　関などの参加と参画のもと、取り組みをすすめていくことが重要となります。 

 

計画の推進体制  1

計画の進行管理  2

評価の方法  3
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福　祉　指　標 
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１　世帯数及び人口の推移 
 

（資料　尼崎市統計書、兵庫県統計書） 

（資料　尼崎市統計書） 

(各年　年初・月初)

２　年齢別人口及び高齢化率の推移 
 

（各年 3月 31日） 
 

平成  2年   182 ,557    500 ,848    2 . 74   1 , 791 ,672     5 , 405 ,040  　3 .02  

平成  3年   186 ,228    499 ,068    2 . 68   1 , 825 ,580     5 , 436 ,105  　2 .98  

平成  4年   188 ,515    497 ,930    2 . 64   1 , 858 ,584     5 , 466 ,059  　2 .94  

平成  5年   190 ,688    497 ,283    2 . 61   1 , 890 ,296     5 , 492 ,979　  2 .91  

平成  6年   192 ,499    495 ,894    2 . 58   1 , 921 ,633     5 , 520 ,397  　2 .87  

平成  7年   193 ,337    492 ,793    2 . 55   1 , 871 ,922     5 , 401 ,877  　2 .89  

平成  8年   191 ,242    487 ,665    2 . 55   1 , 898 ,632  　 5 ,416 ,747  　2 .85  

平成  9年   192 ,456    484 ,724    2 . 52   1 , 934 ,722　  5 ,442 ,131  　2 .81  

平成10年  193 ,246    480 ,382    2 . 49   1 , 972 ,565  　 5 ,470 ,169  　2 .77  

平成11年  194 ,739    478 ,000    2 . 45   1 , 983 ,728  　 5 ,549 ,345  　2 .80  

平成12年  195 ,479    474 ,973    2 . 43   2 , 040 ,709　  5 ,550 ,574  　2 .72  

平成13年  190 ,577    465 ,135    2 . 44   2 , 073 ,072　  5 ,568 ,305  　2 .69  

平成14年  192 ,140    464 ,286    2 . 42   2 , 100 ,565　  5 ,580 ,858　  2 .66  

平成15年  193 ,821    463 ,544    2 . 39   2 , 126 ,404  　 5 ,588 ,268　  2 .63  

平成16年  195 ,603    462 ,849    2 . 37   2 , 150 ,303　  5 ,591 ,881　  2 .60  

平成17年  197 ,181    461 ,713    2 . 34   2 , 146 ,488  　 5 ,590 ,601　  2 .60  

平成18年  200 ,977    461 ,903    2 . 30   2 , 177 ,405  　 5 ,592 ,939　  2 .57  

平成19年  201 ,522    462 ,200    2 . 29   2 , 203 ,303  　 5 ,594 ,249　  2 .54  

平成20年  203 ,317    461 ,202    2 . 27   2 , 231 ,209  　 5 ,596 ,449　  2 .51  

平成21年  205 ,960    462 ,002    2 . 24   2 , 278 ,134  　 5 ,593 ,621  　2 .46  

平成22年  208 ,446    462 ,748    2 . 22      

平成23年  209 ,416    453 ,442    2 . 17     

 

 　　　　　　　　　総    数　  0～14歳      15～64歳   　65歳以上 　 高齢化率 

平成  2年度 　　493 ,235　　 　82 ,209  　  358 ,758　  　 52 ,268　     10 . 6%  

平成  3年度 　   490 ,934  　　   78 ,782  　   358 ,108  　    54 ,044　  11 . 0%  

平成  4年度 　   489 ,775  　　  76 ,131   　  357 ,438　     56 ,206　  　11 .5%  

平成  5年度 　   488 ,606  　　  73 ,774   　  356 ,745       58 ,087     　11 .9%  

平成  6年度 　   486 ,938  　　  71 ,849  　   354 ,737       60 ,352    　  12 .4%  

平成  7年度 　   481 ,300  　　  69 ,678      349 ,677       61 ,945     　 12 .9%  

平成  8年度 　   477 ,910  　　    68 ,129      345 ,590       64 ,191     　 13 .4%  

平成  9年度 　   474 ,383  　　 66 ,289      341 ,323       66 ,771     　14 .1%  

平成10年度 　   470 ,862　  　   64 ,681      336 ,810       69 ,371     　14 .7%  

平成11年度 　   468 ,389  　　  63 ,712      332 ,765       71 ,912     　 15 .4%  

平成12年度 　   466 ,380  　　  63 ,109      328 ,612       74 ,659     　16 .0%  

平成13年度 　   464 ,170  　　  62 ,492      323 ,861       77 ,817     　16 .8%  

平成14年度 　   463 ,256  　　  61 ,942      320 ,718       80 ,596     　17 .4%  

平成15年度 　   462 ,386  　　  61 ,708      317 ,179       83 ,499     　18 .1%  

平成16年度 　   462 ,082  　　 61 ,417      314 ,979       85 ,686     　 18 .5%  

平成17年度 　   460 ,263  　　 60 ,917      311 ,199       88 ,147     　19 .2%  

平成18年度 　   459 ,568  　　 60 ,610      307 ,776       91 ,182     　19 .8%  

平成19年度 　   458 ,958  　　  60 ,174      303 ,732       95 ,052     　20 .7%  

平成20年度 　   458 ,603  　　 59 ,774      300 ,867       97 ,962     　21 .4%  

平成21年度 　   459 ,933  　　 59 ,724      298 ,933     101 ,276    　 22 .0%  

平成22年度　　  46 0 , 243       59 .300      297 .083     103 ,862    　 22 .6％  

 

年      次  　世 帯  数  　 人   　口  

尼 崎 市                              兵 庫 県  

１世帯 
あたり 
人員 

１世帯 
あたり 
人員 

世  帯  数  人口総数 
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４　身体障害者手帳保持者数の推移 
 

５　療育手帳保持者数の推移 
 

（各年 3月31日） 

（各年 3 月31日） 

（資料　尼崎市統計書） 
 

（資料　尼崎市統計書） 
 

 

 
 

３　介護保険認定者数の推移 
 

（資料　尼崎市統計書） 
 

（各年 3 月31日）  

 

平成12年度　　　9,481　　  795　　　　－ 　　　 －  2,581   2,071   　1,450    1,462     1,122 

平成13年度 11,442　　 924　　　 － 　　　 －   3,389   　2,637   　1,667    1,578     1,247 

平成14年度 13,635　 1,483　　　 － 　　　 －   4,442   2,900   　1,715    1,696     1,399 

平成15年度 15,810 　 2,064　　　 － 　　　 －   5,479   2,647   　2,099    1,860     1,661 

平成16年度 17,286 　 2,837 　　　－ 　　　 －   5,629   2,752   　2,234    2,076     1,758 

平成17年度 18,486　 3,313 　　　－ 　　 　－       5,825   2,943   　2,458    2,178     1,769 

平成18年度 19,106　 3,313 　 2,413    1,958    　4,665   　3,109    　2,702    2,227     2,032 

平成19年度 19,448 　　 － 　2,703   　3,736    　1,792   3,805    　3,094    2,393     1,925 

平成20年度 19,783　　 － 　2,876   　3,591    　2,089   3,871    　3,068    2,404     1,884 

平成21年度 20,616 　　 － 　2,801   　3,485    　2,833   3,881    　3,007    2,567     2,042 

要支援 年　度 総　数 要支援1 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5要支援2

平成12年度 　　  2 , 030  　　　 1 ,583  　　　　 293  　　　　12 ,728　　　　4 ,612  

平成13年度     　 2 ,082  　　 　1 ,637　　　　 302  　　　　13 ,179  　　　4 ,791  

平成14年度 　　  2 , 002  　　　 1 ,595　　　　 311　　　　 13 ,230  　　　5 ,116  

平成15年度 　　  2 , 036  　　　 1 ,651　　　　 319　　　　 13 ,908  　　　5 ,446  

平成16年度 　　  2 , 045  　　　 1 ,699　　　　 321　　　　 14 ,326　　　　5 ,649  

平成17年度 　　  1 , 559  　　 　1 ,404  　　　　 363  　　　　11 ,840　　　　5 ,172  

平成18年度 　　  1 , 632  　　 　1 ,460  　　　　 374  　　　　12 ,593  　　　5 ,685  

平成19年度 　　  1 , 661  　　　 1 ,524　　　　 365  　　　　13 ,089　　　　6 ,017  

平成20年度 　　  1 , 495  　　　 1 ,497　　　　 329  　　　　12 ,176　　　　5 ,643  

平成21年度 　　  1 , 495　　　　1 ,535　　　　 332　　　　 12 ,489  　　　　5 ,898　　　　 

年  　 　 度   　 　　視覚障害　  音声・言語 
　機能障害　 肢体不自由　　　内部障害 

 

聴覚・平衡障害 

 

年　　　  度　　 重度知的障害者　　 中度知的障害者　　軽度知的障害者 

平成12年度 　　  1 ,064　　　　　  766 　　　　　　 510 

平成13年度 　　  1 ,114 　　　　　 764　　　　 　　 520 

平成14年度 　　  1 ,155 　　　　　 777 　　　　　　 544 

平成15年度 　  　1,199 　　　　　 795 　　　　　　 547 

平成16年度 　  　1,246 　　　　　 854 　　　　　　 564 

平成17年度 　  　1,260 　　　  　 756 　　　　　　 476 

平成18年度 　　  1 ,358 　　　　　 779 　　　　　　 501 

平成19年度 　　  1 ,440 　　　　　 809 　　　　　　 554 

平成20年度 　  　1,495 　　　　　 876 　　　　　　 618 

平成21年度 　　  1 ,536 　　　　　 928 　　　　　　 707
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（各年3月31日） 
 

 
７　市内の社会福祉施設数 （平成 22年3月31日） 

 
 

６　生活保護受給者数の推移 
 

（資料　尼崎市統計書） 
 

 

平成   2年度     4 , 598    　  7 ,288  

平成  3年度     4 , 576       7 , 057  

平成  4年度     4 , 516       6 , 827  

平成  5年度     4 , 603       6 , 893  

平成  6年度     4 , 668       6 , 921  

平成  7年度     4 , 547       6 , 636  

平成  8年度     4 , 561       6 , 562  

平成  9年度     4 , 690       6 , 662  

平成10年度     5 , 025      7 , 060  

平成11年度     5 , 485      7 , 796  

 

平成12年度     6 , 063        8 , 754  

平成13年度     6 , 804        9 , 860  

平成14年度     7 , 494      10 ,853  

平成15年度     8 , 004     11 ,538  

平成16年度     8 , 419     12 ,071  

平成17年度     8 , 697     12 ,405  

平成18年度     8 , 937     12 ,618  

平成19年度     9 , 222     12 ,900  

平成20年度     9 , 645     13 ,386  

平成21年度   10 ,729     14 ,806

保護世帯 保護世帯 

（旧身体障害者福祉法による福祉施設） 

児童養護施設 　　　　　 2   　  1  　   1  　　　 重度身体障害者授産施設      -     -      -   

肢体不自由児通園施設　　 1  　   1   　  -  　　　 (身体障害者福祉法による福祉施設)     

保育所          　　　   81    30     51          身体障害者福祉センター   1      1      -    

母子生活支援施設      1       -       1        （旧知的障害者福祉法による福祉施設）    

知的障害児通園施設      2       1      1         知的障害者更生施設     1       -      1   

(老人福祉法による福祉施設）                     (障害者自立支援法による事業所)    

養護老人ホーム      1       1      -          就労移行支援           1       -      1   

特別養護老人ホーム    16        -     16         生活介護   　　　          8      1     7   

在宅介護支援センター     4        -       4        （その他の社会福祉施設）    

デイサービスセンター      -        -       -          身体障害者福祉会館     1      1     -   

軽費老人ホーム      5        -       5         地域包括支援センター    12      -    12   

老人福祉センター      5        5       -       

（母子及び寡婦福祉法による福祉施設）        

母子福祉センター      1        1       -      

保護人員 保護人員 年　度  年　度  

種 　 別   種 　 別   
施　　設　　数 施　　設　　数 

総　数 その他 市 立 総　数 その他 市 立 

 (児童福祉法による福祉施設） 
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（各年4月1日） 
 

 
８　社会福祉協議会加入率の推移 

Ｈ1　　　 Ｈ2　　　 Ｈ3　　　 Ｈ4　　　  Ｈ5　　  Ｈ6  　 　 Ｈ7  　　　Ｈ8

Ｈ9  　　 Ｈ10  　　 Ｈ11　　  Ｈ12　 Ｈ13  　 Ｈ14  　 Ｈ15  　　Ｈ16

全  市     　77 .0      73 .9      74 .6      71 .6    　71 .5    　70 .9    　69 .2    　68 .6  

中   央     99 .6      93 .1      92 .9      88 .4    　89 .7    　89 .2    　87 .0    　86 .3  

小   田     　81 .3      79 .9      82 .7      77 .1    　79 .5    　79 .2    　77 .8    　76 .8  

大   庄     99 .3      96 .2      99 .0      92 .9    　94 .7    　94 .0    　93 .4    　93 .5  

立   花     68 .9      64 .2      65 .3      68 .5    　64 .6    　63 .8    　62 .0    　61 .1  

武   庫     51 .3      47 .3      46 .5      43 .9    　44 .1    　43 .5    　42 .8    　43 .2  

園   田     75 .2      74 .5      74 .0      69 .8   　 69 .8    　69 .7    　66 .9    　65 .5  

 

全   市       84 .0      84 .6      82 .4      81 .7      81 .1      80 .8      78 .9      78 .9  

中   央    100 .0    100 .0    100 .0    100 .0      99 .8    100 .0    100 .0    100 .0  

小   田      88 .9      88 .8      88 .1      88 .2      90 .3      85 .4      84 .0      83 .0  

大   庄    　100 .0    100 .0     100 .0      99 .0      97 .3      99 .0      99 .6      98 .9  

立   花      74 .9     79 .1       75 .8      73 .8      72 .9      72 .4      69 .5      69 .5  

武   庫      61 .1      60 .9      57 .3      56 .8      55 .1      54 .7      51 .3      52 .7  

園   田      81 .6     81 .0      78 .4      80 .5      81 .1      82 .6      81 .2      81 .6  

 

（％） 

（％） 

（％） 

地区 
　年度 

地区 
　年度 

Ｈ17  　　Ｈ18　　  Ｈ19　　  Ｈ20　　  Ｈ21　 Ｈ22　　 Ｈ23　 

全   市     　67 .4      66 .5      65 .1      63 .8     61 .6      60 .4      59 .4   

中   央     　82 .4      80 .0      77 .4      76 .3     73 .4      70 .4      69 .2    

小   田     　73 .9      73 .1      70 .5      69 .0     66 .4      65 .7      64 .0    

大   庄     　92 .7      94 .4      92 .7      87 .7     85 .1      84 .0      83 .6    

立   花     　61 .1      60 .7      59 .5      58 .8     57 .8      56 .5      55 .3    

武   庫     　42 .8      40 .7      39 .7      39 .9     37 .8      37 .1      36 .9    

園   田     　64 .8      64 .2      63 .6      62 .8     60 .0      59 .5      58 .2   

地区  
　年度 
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（名称） 
第１条 　この会は、｢社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会地域福祉推進計画策定委員会｣ 
（以下「委員会」という。）という。 
（目的） 
　第２条 　委員会は、社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）が 
地域福祉推進の中核となり、みんなで支えあい助けあう地域づくりをすすめていくため 
の役割、実施事業、財政基盤の強化および事務局組織の今後のあり方を明確にするため 
に次に掲げる事項について検討する。 
     （１）小地域における活動に関すること 
    （２）市社協として取り組むべき事業に関すること 
         （３）市社協の組織および経営に関すること 
             （４）その他委員会が必要と認めた事項 
（組織） 
第３条 　委員会は次の委員をもって構成し、理事長が委嘱する。 
        （１）学識経験者　　　　　　　　　　　　　1名 
　　（２）市社協常任理事　　　　　　　　　　　2名 
　　（３）社協各支部　代表　　　　　　　　　　6名 
　　（４）尼崎市老人クラブ連合会　            代表　1名 
        （５）尼崎市民生児童委員協議会　        代表　6名 
　　（６）尼崎市ボランティア連絡協議会　代表　1名 
         （７）尼崎市連合婦人会　代表　　　　　　　1名 
         （８）尼崎市身体障害者連盟福祉協会　代表　1名 
　 　（９）兵庫県社会福祉協議会職員　　　　　　1名 
         （10）尼崎市職員　　　　　　　　　　　　　2名 
２　委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。 
（任期） 
第４条　委員の任期は就任した日から計画策定までとする。 
（専門部会） 
第５条 　効率的かつ集中的に審議を行うため専門部会を置く。 
２　専門部会で取り扱う内容等については、委員会において決定する。 
３　専門部会の部会員は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命又は委嘱する。 
　　（１）市社協職員 
　　（２）兵庫県社会福祉協議会職員 
　　（３）尼崎市職員 
　　（４）地域包括支援センター職員 
（旅費等） 
第６条 　委員等がその職務を果たすために必要なときは旅費等を支給することができる。 
２　旅費等の支給は市社協旅費規程に準じ支給する。 
（事務） 
第７条 　委員会の事務は、市社協総務課において所管する。 
（補則） 
第８条 　この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は理事長が別に定める。 
 
附　　則 
　この要綱は、平成２３年４月１４日から施行する。 
  
 

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 
地域福祉推進計画策定委員会設置要綱 
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委 員 長 松　澤　賢　治 流通科学大学サービス産業学部　           教授 

副委員長 阿　万　幸　雄 尼崎市社会福祉協議会　                        常務理事 

委　　員 小　谷　典　子 尼崎市社会福祉協議会　                        常任理事 

委　　員 岩　崎　照　子 尼崎市社会福祉協議会中央支部         　理事 

委　　員 田　中　正　三 尼崎市社会福祉協議会小田支部　         副支部長 

委　　員 前　川　守　雄 尼崎市社会福祉協議会大庄支部　         副支部長 

委　　員 前　田　満州男 尼崎市社会福祉協議会立花支部　        常任理事 

委　　員 元　山　博　之 尼崎市社会福祉協議会武庫支部　        会計 

委　　員 加　藤　晃　一 尼崎市社会福祉協議会園田支部　        副支部長 

委　　員 中　井　千代子 尼崎市民生児童委員協議会連合会　    会長 

委　　員 中　川　重　子 本庁地区民生児童委員協議会　            会長 

委　　員 福　村　蓉　子 小田地区民生児童委員協議会　            会長 

委　　員 堀　内　史　子 大庄地区民生児童委員協議会            　 会長 

委　　員 井　上　孝太郎 武庫地区民生児童委員協議会　            会長 

委　　員 安　達　　　浩 園田地区民生児童委員協議会　            会長 

委　　員 野　村　カヤ子 尼崎市連合婦人会　                                会長 

委　　員 前　田　武　徳 尼崎市老人クラブ連合会　                    会長 

委　　員 中　野　久　子 尼崎ボランティア連絡協議会             　副会長 

委　　員 伊　東　　　勇 尼崎市身体障害者連盟福祉協会         　理事長 

委　　員 馬　場　正　一 兵庫県社会福祉協議会地域福祉部　     部長 

委　　員 伊　藤　裕　章 尼崎市協働推進局市民活動推進担当　 課長 

委　　員 富　奥　眞　二 尼崎市健康福祉局福祉課　                    課長 

 

 

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 
　　　　　　地域福祉推進計画策定委員会委員名簿 
  氏　　　 名             所         　　　　　　属　                              

 

（敬称略） 

 役　    職 
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                              氏　　　名      所　属　・　役　職                                                       　 ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑ 

部会長              前　田　和　信 市社協　事務局長     

副部会長 松　村　聡一郎 市社協　事務局次長    

部会員              徳　島　　　篤  市社協　ボランティアセンター所長          第１  

部会員    川　井　妙　子 市社協　在宅福祉センター訪問介護事業所長        第１  

部会員   伊　藤　剛　史 市社協　地域福祉課主任                                  第１                 

部会員              山　口　哲　也 市社協　園田支部                                                 第１                      

部会員   長　田　　　寛 市社協　老人福祉センター福喜園主任   第１  

部会員              頼　末　拓　也 尼崎市「立花南」地域包括支援センター主任            第１  

部会員              松　井　良　行 尼崎市健康福祉局　高齢介護課係長                        第１                          

部会員              杉　本　善　希 市社協　地域福祉課係長                    第２  

部会員              足　立　博　昭 市社協　地域福祉課主任                                     第２          

部会員              青　野　克　己 市社協　小田支部主任                                     第２・加入促進  

部会員              林　　　共　見 市社協　武庫支部                                                  第２          

部会員              今　井　久　雄 市社協　老人福祉センター千代木園主任      　　第２          

部会員    松　本　裕　一 兵庫県社会福祉協議会　地域福祉部    第２  

部会員              中　島　敏　也 尼崎市健康福祉局　福祉課課長補佐    第２  

部会員              上　杉　泰　章 市社協　在宅福祉センター次長                        第３  

部会員              長　町　章　子 市社協　地域福祉課主任                                     第３  

部会員              中　村　由　貴 市社協　地域福祉課             第３  

部会員              西　村　久美子 市社協　武庫支部  

部会員              玉　城　政　夫 市社協　老人福祉センター和楽園主任   第３  

部会員              若　宮　達　也 尼崎市「小田南」地域包括支援センター管理者     第３  

部会員              久保田　俊　介 尼崎市健康福祉局　福祉課                                     第３  

部会員       内　藤　伸　彦 市社協　地域福祉課長                   第４  

部会員   庄　本　　　史 市社協　総合老人福祉センター係長 　　　           第４  

部会員              山　口　宏　美 市社協　総務課主任 　　　　　　　　　　　　 第４  

部会員              天　野　仁　雄 市社協　大庄支部主任 　 　 　 　 　第４  

部会員   松　本　耕　祐 市社協　在宅福祉センター主任 　　　　 　第４  

部会員              岩　橋　博　徳 市社協　老人福祉センター主任　　　　　　 　第 4  

部会員               宮　本　武　志 尼崎市協働推進局　市民活動推進担当課長補佐　 第４  

部会員              得　平　正　宏 市社協　在宅福祉センター所長 　　　　　　加入促進  

部会員              永　田　勝　久 市社協　総務課次長 　　　　　　　　　　　　 加入促進  

部会員              春　木　美智代 市社協　地域福祉課主任 　　　　　　　　　 加入促進  

部会員              川　畑　加　織 市社協　中央支部 　　　　　　　　　　　　　加入促進  

部会員              大　原　憲　二 市社協　立花支部主任 　　　　　　　　　加入促進  

部会員              藤　田　亮太郎 市社協　老人福祉センター参事 　　　　　　加入促進  

　※　　　      の囲みは、ワーキングチームのリーダー 

 

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 
地域福祉推進計画策定委員会専門部会部会員名簿 
 

           第３  
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地域福祉推進計画策定委員会開催状況 
　回                    開 催 日                                議　　　　　　　　題 

第１回 平成23年6月20日  ・委嘱状交付 
　　　　　                                         ・委員会の設置について 
　　　　                                             ・現地域福祉推進計画と取り組み状況について 
　　　　　                                         ・新地域福祉推進計画策定項目について 

第２回 平成23年10月3日  ・専門部会及びワーキングチームの開催状況について 
　　　　　　                                     ・地域福祉推進計画の体系について 

第３回 平成24年1月16日  ・地域福祉推進計画（素案）について 

 

第１回 平成23年7月8日         ・委嘱状及び辞令書交付 

                                                              ・現地域福祉推進計画と取り組み状況について 

                                                              ・新地域福祉推進計画策定と検討項目について 

                                                               ・専門部会の設置とワーキングチームのメンバ 割に 
　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて 

第２回 平成23年10月7日    ・各ワーキングチームの開催状況と検討結果について 

                                                               ・地域福祉推進計画の体系について 

                                                                ・第２回策定委員会での意見について 

                                                              ・生活支援事業（サービス）と小地域（福祉）ネットワ 
                                                                   ークについて 

第３回 平成24年1月10日     ・地域福祉推進計画（素案）について 

 

 

    回                    開 催 日                           　議　　　　　　　　　　題 

 

地域福祉推進計画策定委員会専門部会開催状況 
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　回 　　　　　　開　催　日 　　　　　　    　開　催　場　所 

第１回 　平成23年 7月14日 　　　　    尼崎市社協会館 

第２回 　平成23年 8月 1日 　　　　　尼崎市社協会館 

第３回 　平成23年10月25日 　　　　　尼崎市社協会館 

地域福祉推進計画策定委員会専門部会 
ワーキングチーム開催状況 
 

　回 　　　     　　開　催　日 　　　　　　　  開　催　場　所 

第１回       平成23年 7月20日                    　　　尼崎市社協会館 

第２回     平成23年 8月 5日                    　　　尼崎市社協会館 

第３回     平成23年10月20日        　　　　　　尼崎市社協会館 

第４回     平成23年10月27日      　　　  　　　尼崎市社協会館 

 

 

　回 　　　　　　開　催　日 　　　　　　　 開　催　場　所 

第１回    平成23年　7月20日                    　　　尼崎市社協会館  

第２回    平成23年 8月 4日                       　　 尼崎市社協会館 

第３回    平成23年 8月18日                   　　　尼崎市社協会館  

第４回    平成23年10月13日       　　　　　　尼崎市社協会館 

第５回    平成23年10月19日       　　　　　　尼崎市社協会館 

第６回    平成23年12月 7日                   　　　尼崎市社協会館  

 

検討項目　・社会福祉連絡協議会を圏域とした福祉活動について 
　　　　　・小地域福祉活動を推進するための社協機能の強化について 
 

第 2ワーキングチーム 

第1ワーキングチーム 

第3ワーキングチーム 

検討項目　・総合的な支援体制づくりについて 
　　　　　・社会資源の情報の把握と発信について 
 

検討項目　・気軽に立ち寄れる場づくりについて 
　　　　　・課題解決のためにつながるネットワークづくりについて 
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　回             　 　　 開　催　日                              開　催　場　所 

第１回 　 平成23年 7月19日                 　　　総合老人福祉センター 

第２回 　平成23年 7月28日                 　　　総合老人福祉センター 

第３回 　平成23年 8月16日                 　　　総合老人福祉センター 

第４回 　平成23年 8月24日                 　　　総合老人福祉センター 

第５回 　平成23年 9月 6日                　　　 総合老人福祉センター 

第６回 　平成23年 9月28日                 　　　総合老人福祉センター 

第７回 　平成23年10月13日     　　　総合老人福祉センター 

第８回 　平成23年10月27日     　　　総合老人福祉センター 

 

第4ワーキングチーム 

検討項目 ・地域福祉活動のための安定的な財源の確保について 
                    ・社協の強みを活かした介護保険事業の実施について 
                    ・職員の専門性確保のための人材育成の強化について 
 

　回            　　　 開　催　日                             開　催　場　所 

第１回 　平成23年 7月20日                 　　　尼崎市立花支所 

第２回 　平成23年 8月 9日                 　　　尼崎市立花支所 

第３回 　平成23年 8月29日                 尼崎市社協会館 

第４回 　平成23年10月 6日                 尼崎市社協会館 

加入促進ワーキングチーム 

 検討項目・地域福祉の担い手確保のための社協への加入促進について 
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○ 回答数：４７７件／６２５件中　（回答率７６％） 
                                                                           （　　　）内数字が集計数です。 

加入促進に関するアンケート調査集計 
 

１　地域のため（６７）２　誰かがやらなければならないから（１２５） 

３　強く推されたため（１８８）４　つきあいで（１０） 

５　その他（３９）（前会長が病気・逝去等のため、選挙により、誰もやらない・ 

仕方なく等）　 

 無回答（４８） 

 

１　立候補した（問4－1へ）（１５） ２　推薦された（問4－1へ）（３９５）　 

３　輪番制（問 5へ）（５３）　無回答（１４）　　 

 

１　1年未満（６３）２　１年以上３年未満（１３３）３　３年以上５年未満（５９）　 

４　５年以上７年未満（５５）５　７年以上９年未満（３０） 

６　９年以上１１年未満（２６）７　１１年以上（１０８）　無回答（３） 

 

         １　5年未満（１３）２　5年以上10年未満（２１）３　10年以上15年未満（２４）　 

         ４　15年以上20年未満（２１）５　20年以上（３９５）　無回答（３） 

 

性別　　男性（３７７）　　２　女性（８６）　無回答（１４） 

年齢　１　39歳以下（５）　２　40－49歳（１８）３　50－59歳（３５） 

            ４　60－69歳（１８２）５　70－79歳（１９３）６　80歳以上（３２） 

            無回答（１２） 

地区　１　中央（６７）２　小田（９４）３　大庄（８７）４　立花（９８） 

            ５　武庫（５３）６　園田（７５）　無回答（３） 

 

問１　まず、あなたご自身のことについて伺います。該当するものを○で囲んでください。 

 

問２　現在お住まいの場所の居住期間は 

 

問３　ご自身の福祉協会長の在任期間は 

問４　ご自身が福祉協会長になられた経緯をお聞かせ願います。 

 

問４－１　ご自身が福祉協会長に立候補または推薦された理由は 
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１　民生児童委員（４８）　２　婦人会役員（５）３　ＰＴＡ役員（７） 

４　防犯協会役員（１４８）５　保護司（１７）６　子ども会役員（１４） 

７　少年補導委員（４６）　８　老人クラブ役員（６４）９　さわやか指導員（１０７） 

１０　消防団幹部（７） 

１１　その他（１２３）（スポーツ２１等スポーツ関係役員、神社氏子・総代、 

　　見守り関係役員等） 

 

 

問５　福祉協会長以外で他の団体等の役職を兼ねておられますか（兼ねておられるもの 
         すべてに○をいれてください） 
 

１　月２回以下（年20日程度）（７６）２　週１日程度（年50日程度）（１２９）　 

３　週２日程度（年100日程度）（１１０）４　週３日程度（年150日程度）（６１）　 

５　週４日程度（年200日程度）（２８）６　週５日程度（ほぼ毎日）（４９） 

無回答（２４） 

 

 

問６　ご自身が関わっているすべての地域活動の年間活動日数 

 

問７　貴会の福祉協会の年会費は 

 

社協の組織に関する質問（福祉協会） 

　　　年（　　　　　）円　　　　※ 65ページ参照 

 

問９　現在、福祉協会長職を担っていただけそうな方が他におられますか。 

 

問８　貴会の福祉協会長の選出方法に決まりはありますか。 

１　総会での投票（６３）２　役員の互選（７０）　　　３　役員会等の推薦（１３７）　 

４　輪番制（３１）　　 ５　決まりがない（１１３）　 

６　その他（３３）（会員での選挙、選考委員会で選出、総会で選出等） 

 

１　いる（１１５）２　いない（１６１）３　わからない（１７７）　無回答（２４） 
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問10　貴会や貴地域で積極的に取り組んでいるものについて（複数回答可） 

　問12　貴会では、福祉協会内で加入の働きかけを行っていますか。 

 

１　高齢化のため参加できる人が少なくなった（９３） 

２　地域に無関心層が増えた（１２９）３　ご逝去により（７５） 

４　転居のため（８７）５　会費が負担に感じる人が増えたため（１５） 

６　見当がつかない（５）７　その他（２６）（役員就任が負担のため、ワンルーム 

　　マンションが増えたため、幹線道路の工事のため等） 

問11－2　会員数が減った理由をお聞きします。（複数回答可） 

 

１　はい（問12－1へ）（３０６）２　いいえ（問13へ）（１２１）　無回答（５０） 

 

１　マンションが増えたため（１０）２　戸建が増えたため（２２）　 

３　加入の勧誘強化のため（１９） 

４　その他（１３）（活動の強化、空き住宅のリフォームにより、 

　　市営住宅の入居者増により等）　５　わからない（６） 

 

問11－1　会員数が増えた理由をお聞きします。（複数回答可） 

１　増えている（問11－1へ）（３４）２　減っている（問11－2へ）（１８６）　 

３　ほぼ変わらない（問12へ）（２１８）４　わからない（問12へ）（１３） 

　　無回答（２６） 

 

問11　ここ５年程度の間、貴会の会員数の加入状況に変化はありましたか。 

１　高齢者の見守り活動（２２７）２　子どもの見守り活動（２０６）　 

３　子どもが参加できる交流活動（１４２）４　夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙなどの防犯活動（２１７）　 

５　盆おどり・神社等地域のお祭り（２４３）６　老人給食活動（５５）　 

７　地域の清掃等美化活動（３１１） 

８　ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ大会や運動会など運動に関すること（９８） 

９　ふれあい喫茶（１０８）10　勉強会・教室など住民参加事業（６１）　 

１１共同募金や日赤社資募集などの募金活動（３０３） 

１２市等からの広報活動（２４８） 

１３その他（５３）（日帰り交流事業、資源回収・リサイクル活動、住民交流事業等） 

１４特にない（２０） 
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問12－1　加入の働きかけをしている内容は、どのようなものですか。（複数回答可） 

 

１　地域の活動の紹介など啓発広報を行い、福祉協会の活動の趣旨を理解し 
        てもらう（１６０） 
２　なぜ会費や募金が必要であるかを伝えていく（７３） 
３　これといった加入のメリットがあれば（１２８） 
４　福祉協会長・役員の業務量を減らす（４５） 
５　行政（尼崎市）からの積極的な働きかけや支援等を行ってもらう（１９９） 
６　マンションや集合住宅の加入に対するルール化を行う（１２０） 
７　その他（６９） 
　　　　※ 67ページ参照 
 
 

問15　どうすれば未加入の方に加入してもらえると思いますか。 
　　　（２つまで番号を○で囲んでください） 
 

１　社協を知らないから（４４）　 
２　何をしているかわからないと思っているから（４２） 
３　会費や募金の負担があるから（１０３） 
４　加入のメリットがないと思っているから（２３４） 
５　福祉協会の役員が忙しそうだから・福祉協会の役員になりたくないと思っ 
　　ているから（１１２） 
６　人とあまり関わりたくないと思っているから（１２６） 
７　入らなくても特段困ったことがないと思っているから（２５０） 
８　マンションなので管理組合があるから（５８） 
９　わからない（９） 
１０ その他（１８）（子ども会がないから、地域の人との面識がないから等） 
 

問14　福祉協会に加入されない方がおられますがどうしてだと思いますか。 

　　　（２つまで番号を○で囲んでください） 

※66ページ参照 

問13　日頃の活動の中で、加入について効果的な事例があればお書きください。（１３９） 

１　情報誌・ﾁﾗｼにより（６２）２　未加入者宅訪問（２１４） 
３　行事等において（７９）　　 
４　その他（５６）（会則を持参して、パンフレット・しおりにより、マンションの 
　　管理人へ等） 
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※68～69ページ参照 

 

問19　今後、地域（福祉協会）が取り組むべき活動や日頃感じておられること、希望 
　　　　すること等自由にお書きください。（２４５） 
 

　（　　　　　）歳　　　　　※65ページ参照 

 

問18－1　定年制が必要と答えた方に質問します。何歳ぐらいが適当ですか。 

１　はい（問18－1へ）（２８９）　２　いいえ（問19へ）（１５９）　無回答（２９） 

 

問18　福祉協会長の定年制は必要だと思いますか。 

    １　地域のために活動をしていることへの充実感（１６２） 

　２　地域とのつながりを実感できる（２５４） 

　３　多くの人との出会いがあること（２８６） 

　４　感謝の気持ちを受けたとき（１３７） 

　５　地域の課題や問題が解決できたとき（１６３） 

　６　その他（６４）　 

                                    ※ 68ページ参照 

問17　福祉協会長を引き受けてみて、よかった点はありますか。（複数回答可） 

 

１　できるだけ長く続けていきたい（７３） 

２　今季限りで変わりたい（１９９） 

３　いますぐにでも辞めたい（６９） 

４　わからない（１２２）　　　　　　無回答（１４） 

問16　あなたは今後どれぐらいまで福祉協会長を続けていくお気持ちがありますか。 
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65

年会費の水準 

年会費分布 

問7

定 年 年 齢  
問18-1

       年 　会　費      回 答 数      割   合 

無回答　　　　　　　　　　    　 1            0.2% 

0円                                64          13.4% 

1円～1000円未満          22             4.6% 

1000円～2000円未満        180                37.7%  

2000円～3000円未満        128 　　　　26.8%  

3000円～4000円未満          45       9 .4% 

4000円～5000円未満          12             2.5% 

5000円～6000円未満             3             0.6% 

6000円～7000円未満            4             0.8% 

7000円～8000円未満            4             0.8% 

8000円～9000円未満            0             0.0% 

9000円～10000円未満　　　  0             0.0% 

10000円～                   14      　    2.9% 

　　　合　     　計         477        100.0%

 年  会  費   回答数  割   合 

1200円    115        24.1% 

2400円    106        22.2% 

      0円      64        13.4% 

1800円      56        11.7% 

3600円      26          5.5% 

2000円      20          4.2% 

3000円      16          3.4% 

そ の 他      74        15.5% 

合     計       477      100.0%

 

年 　 齢     回 答 数    割 　 合   

85                1                 0 .3 % 

80              30               10 .4 % 

78                1                  0 .3 % 

77                4                  1 .4 % 

75            144               49 .8 % 

73                4                  1 .4 % 

70               91               31 .5 % 

69                 1                  0 .3 % 

65                 9                  3 .2 % 

60                 4                  1 .4 % 

  計             289   　　　　　100.0 %  

無回答         188  

総　計     　477            

 

 

 



マンション入居時の取り決めや建設業者・管理人・オーナーとの連携により 

マンションの入居と同時に加入となっている 

賃貸マンションの管理人と連携、オーナーに働きかけ 

建設業者に説明して 

単協の会費をマンションの管理費より一括徴収で加入の効果があった 

地域の様々な行事・活動に参加いただき、つながりを持つことにより 
地域での活動や事業により未加入者の交流 

盆おどりやレクリエーションを通じて 

子ども会の活動、もちつき大会の参加、老人会等を通じて 

地域いきいきカフェ、地蔵盆、地域でクリスマス会に子どもを参加させて 

あいさつ運動、クリーン運動の呼びかけ・参加により 

世代間交流を活発に（グランドゴルフ） 

子ども見守り活動からコミュニケーションが生まれた 

幼児・児童の事業を活発化して加入につながった　子ども会の復活 

井戸端会議により 

リサイクル運動を行なうことにより、お礼の品を配付することにより加入 

につながった 

 

加入を根気強く、工夫して伝えていくことで 

役員の定例会で情報交換 

未加入世帯をリストアップし、役員等で定期的な訪問により加入につながった 

福祉協会の活動状況を粘り強く説明 

活動の状況を掲示板や口頭で 

年間行事等が載ったパンフにより 

町会ニュースにより 

身近な問題や地域活動（夜警・清掃等）を説明して 

防犯、防災等道路電灯の電気代の費用負担の説明により 

災害時の会員確認等を訴えて 

子ども会の加入とあわせて、加入につながった。 

未加入者宅で高齢者の方が逝去され、福祉会館の利用を勧めて、加入につな 

がり、その後、高齢者の加入が増えた　　　　　　　　　　　　　　　　等 
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問１３　日頃の活動の中で、加入について効果的な事例があればお書き 
　　 ください。（１３９） 
 



問１５　どうすれば未加入の方に加入してもらえると思いますか。 
              ７　その他（６９） 
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下記のとおりの意見があった。問１５の１～６までに関する意見が多かった。 

 

行政（尼崎市）の積極的なかかわりの必要性の意見 

転入時に市役所で加入の説明をする 

加入を義務化や市の条例化、加入メリットを市報でＰＲする 

市報あまがさきを加入者のみに配付する 

 

マンション対策の必要性の意見 

マンションの年会費をまとめて収入できるようにする 

管理組合に積極的に働きかける 

マンション建設業者にきっちりと働きかけを行う 

新築マンションの建築許可の条件に加入を義務づける 

新築住宅など仲介業者などにも加入の働きかけを行ってもらう 

 

加入メリットの意見 

加入メリットをパンフレットでＰＲする 

３０・４０歳代の方にメリットを 

 

活動や事業の活発化の意見 

向こう３軒両隣から挨拶運動などのふれあいの接点が大切である 

交流会や公園清掃会など事業の実施により 

挨拶運動、防犯パトロールの参加率を高める 

井戸端会議的な場所を設ける　 

防災の取り組みを伝える 

 

その他  

未加入の方になぜ加入されないのか聞く 

もっと自治会を強調する 

個人情報保護法が足かせになっている　　等 

 

 



問１７　福祉協会長を引き受けてみて、よかった点はありますか。 
             ６　その他（６４） 

問19　今後、地域（福祉協会）が取り組むべき活動や日頃感じておられること 
　　　希望すること等自由にお書きください。（２４５） 
　　　主に提案されている意見を中心に記載しています。 

　　　福祉協会の運営について 

　　　会長の仕事・業務が多い　会の独自の会議場所がない 

　　　住民が組織の内容を知り、必要性を理解することが重要である 

　　　見守り活動について財政的援助が必要です　活動に対し財政的支援が必要である 

　　　青少年・婦人等の活動を充実させることが必要である 

　　　募金活動について、検討が必要である 

　　　地域の資源（人、物、風景、自然、歴史など）を活用し、住んでいてよかったと思える 

　　　まちづくりをしていくべきである 

　　　高齢化等により、会の運営が難しくなっている 
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下記のとおりの意見があった。問１７の１～５までに関する意見が多かった。 

 

行事の参加者が増加したとき 

防犯意識の向上につながったとき 

事業実施の達成感があったとき 

地域であいさつが多くなったこと 

顔見知りになれた 

住民と交流が芽生え親しくできていること 

地域の一体化や助け合いの気持ちが感じられたとき 

地域の皆さんとコミュニケーションが良くなったこと 

地域としての連帯感がもてたとき 

老人給食の利用者からの感謝を言われたとき 

自分の経験を地域にお返しできたこと 

地域の課題や問題点を知ることができ、地域への関心、理解が深まった 

自分自身の勉強、自己啓発に役立っている　等 

 



担い手の確保について 

若い方に役員になってもらえない　苦労している 

地域内の人材・担い手確保が課題である 

就労をしながら、会長の業務をしていくのは大変です今以上業務が増えるのは困る 

子ども会の役員する人がいない　子どもの参加が少ない等の課題により、子ど 

も会の運営に力をいれていきたい 

地域リーダーの養成が必要である 

会長が実務をやりすぎると後を引き受ける人がいなくなる　この問題点をなく 

すために２年毎の輪番制にし、会長は原則として実務は行わないで他の役員が分 

担してやるようにした　これにより次期会長を引き受けやすい環境を作っている 

加入率を上げるには 

福祉協会に入るメリットが必要である 

加入率をあげるには、マンションやワンルームマンションの対策が必要である　 

地域のための事業・活動について 

住み慣れた地域で長く暮らしていただくため、事業や活動を積極的に行っている 

子どもや高齢者の見守り活動を進めるにあたって、頭を痛めている 

高齢者の見守り活動を行い、安心して下さっている 

防災について、具体的にどうしていったらよいか教えていただきたいし、町内 

で気楽に話し合える場所がほしい　避難訓練をやり始めた 

人と人とが交流する事業が必要である 

行政による積極的な支援について 

市報を活用して、子ども・高齢者の見守りや町内イベントを大きくＰＲ 

行政から人的・金銭的など積極的な支援を行ってもらいたい 

マンション建設時に会費負担など建設業者とルール作りをしていただきたい 

個人情報保護の関係で、高齢者の実態把握が難しい、情報提供をお願いしたい 

バックアップ体制の必要性について 

福祉協会に対して、フォローアップ体制が弱い、加入促進の支援が必要である 

地域の状況について 

地域への関心が希薄化している 

生活保護の方が増えてきて、会員になるには無理と言われている 

高齢者が増え、参加できる人が減っている   等 
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○ 回答数：８１７件／３０００件中　（回答率２７．２％） 
＊（　　　）内数字が集計数です。 
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問１　あなたは現在幸せですか。　「とても不幸である」を0点、「とても幸せである」 
　　　を10点とすると何点ぐらいになるとあなたは思いますか、あてはまるものを 
　　　１つだけお選びください。 
 

まず、あなた自身のことについてお尋ねします。 
 

問５　心配だったり、気になったりして眠れないことがありますか。 

　　　１　日常的にある（６０）　　　　　　２　ある程度頻繁にある（７６） 

　　　３　どちらともいえない（６３）　　　４　たまにある（４４５）５　全くない（１６１） 

 

問４　自分らしい暮らし方ができていますか。 

 　　　１　できている（１３１）　　　　　　２　まあできている（４２６） 

　　　３　どちらともいえない（１４５）　　４　あまりできていない（７２） 

　　　５　できていない（３４） 

 

問３　全体として、あなたは現在の生活に満足していますか。 

　　　「とても満足」を１０点、「とても不満」を０点とすると、何点ぐらいになると 

　　　あなたは思いますか。あてはまるものを１つだけお選びください。 

 

 

問２　問１で幸福感を判断した際に、重視した事項は何ですか。次の中からあてはま 
　　　　　るものすべての番号に○を付けてください。 

　　　１　家計の状況（３９３）２　就業状況 （２３７）　３　健康状況（４９０） 

　　　４　自由な時間・充実した余暇（３１６）　５　仕事や趣味、社会貢献などの 

　　　生きがい（１６６）６家族関係（４６４）７　友人関係（２３４） 

　　　８　職場の人間関係（８３）９　地域ｺﾐｭﾆﾃｨとの関係（６７）１０　その他（２２） 

 

 

地域との関わりについてのアンケート調査集計（市民向け） 
 

あなたの地域生活に関する質問（関連項目含） 

0点　　　1　　　 2 　　　3 　　　4 　　　5 　　　6 　　　7 　　　8 　　　9 　　　1 0点  
（１１）　（９） （３０）（３０）（１４０）（６７）（１４９）（１７４）（８６） （９４） 
[とても不幸である]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[とても幸せである] 
 

0点　　　1　　　 2 　　　3 　　　4 　　　5 　　　6 　　　7 　　　8 　　　9 　　　10点 
　　　　（７）　（１２） （３７）（２９）（１６４）（７１）（１５６）（１６８）（８４） （６３） 
[とても不満]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[とても満足] 
 



問5－１　(問５で、「１　日常的にある」、「２　ある程度頻繁にある」と回答され 
　　　た方のお答えください)　それは、どのようなことでしょうか。 

　　　１　経済的な悩み（６０）２　人間関係の悩み（２９） 

　　　３　生活環境への悩み（２２）４　健康についての悩み（６４）５　その他（２３） 

問 6　老後に不安を感じますか。 

　　　１　不安を感じない（４２）２　あまり不安を感じない（１１２） 

　　　３　どちらともいえない（８８）４　少し不安を感じる（３１０） 

　　　５　不安を感じる（２４４） 

問 7　地域活動やボランティア活動をしていますか。 

　　　１　している（７８）２　まあしている（８３）３　どちらともいえない（３４） 

　　　４　あまりしていない（１１３）５　していない（４９１） 

問 8　頼りになるまたは相談できる知り合いが近所にいますか。 

　　　１　いる（２１２）２　どちらかといえばいる（１８７） 

　　　３　どちらともいえない（１０２）４　どちらかといえばいない（１０９） 

　　　５　いない（１８７） 

問9　子育てや高齢者について地域で支え合う雰囲気がありますか。 

　　　１　ある（５５）２　まあある（１４８）３　どちらともいえない（２５６） 

　　　４　あまりない（１８８）５　ない（１４１） 

問10　地域の行事によく参加しますか。 

　　　１　よく参加する（３９）２　まあまあ参加する（１４７） 

　　　３　どちらともいえない（８０）４　あまり参加しない（１６７） 

　　　５　ほとんど参加しない（３６６） 

問11　地域に自分の活躍の場がありますか。 

　　　１　ある（４３）２　どちらかといえばある（９４） 

　　　３　どちらともいえない（１７６）４　どちらかといえばない（１５０） 

　　　５　ない（３２６） 

問12　地域の異なる世代の人とつきあいがありますか。 

　　　１　密接にある（２５）２　まあまあある（２５６） 

　　　３　どちらともいえない（７４）４　あまりない（２３８）５　ない（２０８） 
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問13　近所の子どもの名前を何人くらい知っていますか。（ニックネームも含む） 

　　　１　10人以上（５９）２　7～9人（３４）３　4～6人（１０８） 

　　　４　1～3人（２２７）５　0人（３５２） 

 



問14　近所に子どもの遊び場や人々の憩いの場がありますか。 

　　　１　ある（１８９）２　まあある（２４７）３　どちらともいえない（９８） 

　　　４　あまりない（１８５）５　ない（７５） 

問15　災害に対して住んでいる地域は安全だと思いますか。 

　　　１　安全だと思う（７１）２　まあ安全だと思う（３０７） 

　　　３　どちらともいえない（２１７）４　あまり安全とは思わない（１２２） 

　　　５　安全とは思わない（８２） 

問16　夜９時以降に住んでいる地域を安心して歩けますか。 

　　　１　安心して歩ける（１１０）２　まあ安心して歩ける（３５３） 

　　　３　どちらともいえない（１８２）４　あまり安心して歩けない（１１７） 

　　　５　安心して歩けない（３２） 

問17　住んでいる地域で登下校時等の見守り・パトロールや街頭整備等の安全・安心を 
　　 　守る取り組みが行われていますか。 

　　　１　行われている（２４２）２　まあ行われている（２１０） 

　　　３　どちらともいえない（１９１）４　あまり行われていない（７４） 

　　　５　行われていない（５７） 

問18　住んでいる地域は高齢者や障がいのある人にも暮らしやすいと思いますか。 

　　　１　そう思う（６６）２　まあそう思う（２６１） 

　　　３　どちらともいえない（２９２）４　あまりそう思わない（１３０） 

　　　５　そう思わない（４６） 

問19　住んでいる地域に誇りや愛着を感じますか。 

　　　１　感じる（１１９）２まあ感じる（３１６）３　どちらともいえない（２１０） 

　　　４　あまり感じない（１０６）５　感じない（４７） 

問20　自分の地域にある公共施設をよく利用しますか。 

　　　１　よく利用する（５１）２　まあまあ利用する（１５０） 

　　　３　どちらともいえない（５７）４　あまり利用しない（１８６） 

　　　５　ほとんど利用しない（３４８） 
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次に、尼崎市社会福祉協議会や福祉協会（自治会・町内会）について、お尋ねします。 

 

問21　尼崎市社会福祉協議会（法人）はどんな活動をしているかご存知ですか。 

　　　　１　知っている（問21－1へ）（１９０）２ 知らない（問22へ）（３５４） 

　　　　３　わからない(問22へ)（２０８） 

問21－1(問21で、「１　知っている」と回答された方のみ、お答えください )どんな 
　　　　活動を知っていますか。（複数回答可） 

　　　　１　老人給食活動（８５）２　緊急通報ｼｽﾃﾑ事業（６３） 
　　　　３　福祉サービス利用援助事業（７９）４　生活福祉資金貸付事業（２３） 
　　　　５　ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業等子育て支援事業（３９）６　住宅改造支援事業（２９） 
　　　　７　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業（４４）８　高齢者見守り事業（７３）　 
　　　　９　ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟなどの介護保険事業（６２）１０　老人福祉センターの運営（７１） 
　　　１１　共同募金などの募金活動（１３７）　１２　その他（２） 

 

問22　社会福祉協議会の広報紙（社協だより）を見られたことがありますか。 

 　　　　１　ある（３３５）　２　ない（４４２）  

問23　福祉協会（自治会・町内会）はどんな活動をしているかご存知ですか。 

 　　　　１　知っている（問23－1へ）（３２４）２ 知らない（問24へ）（２７５） 
　　　　３　わからない(問24へ)（１６８） 

 
問23－1　(問23で、「１　知っている」と回答された方のみ、お答えください)どんな 
　　　　活動を知っていますか。（複数回答可） 

 
　　　　１　高齢者の見守り活動（９６）２　子どもの見守り活動（１３４） 
　　　　３　子どもが参加できる交流活動（１０７） 
　　　　４　夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙなどの防犯活動（１５２） 
　　　　５　盆おどり・神社等地域のお祭り（２２３）６　老人給食活動（７２） 
　　　　７　地域の清掃等美化活動（２３６） 
　　　　８　ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ大会や運動会など運動に関すること（７０） 
　　　　９　ふれあい喫茶（５０） 
　　　１０　講座・教室など住民参加事業（７３） 
　　　１１　共同募金や日赤社資募集などの募金活動（２４０） 
　　　１２　市等からの広報活動（１０１） 
　　　１３　その他（１０） 
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社協に関する質問 



問24　あなたの世帯は、福祉協会（自治会・町内会を含む）に、現在、ご加入されて 
           いますか。（この設問は、可能な限り世帯主に確認してください） 

　　　１　加入している（問25から問29へ）（４５９） 

　　　２　加入していない（問30から問31へ）（２２７） 

　　　３　わからない（問32へ）（１０３） 

 

74

問25から問29には、問24で「１　加入している」と回答の方のみお答えください。 

 

問25　どのような経緯で福祉協会（自治会・町内会）に入られましたか。 

　　　１　福祉協会の会長や役員のお誘い（７０）２　隣人のお誘い（５４） 

　　　３　知り合いの方のお誘い（１３）４　過去から加入していた（２３０） 

　　　５　チラシ等を見て自分から進んで（３）６　その他（５２） 

問26　過去に福祉協会（自治会・町内会）で役員になられたことはありますか。 

　　　１　ある（２２１）　２　ない（２３２） 

問27　福祉協会（自治会・町内会）の役員のイメージは（複数回答可） 

　　　１　頼りになる（８９）２　地域で中心的な方（１５８） 

　　　３　親しみが持てる（９２）４　忙しそう（９１）５　たいへんそう（１７９） 

　　　６　その他（４６） 

問28　退会を考えることがありますか。 

　　　１　よくある（問28－1へ）（２２）２　たまにある（問28－1へ）（６２） 

　　　３　ない（問29へ）（３４９） 

問28－1　(問28で、「１よくある」「2 たまにある」と回答された方のみお答えくださ 
　　　　　い。)　退会を考えるのはどんな理由ですか。（８２） 

　　　　　　※ 77ページ参照 

問29　加入してよかったこと、大変なことがあればお書きください。（１９６） 

　　　　　　※ 78～80ページ参照 

 



問30から問31には、問24で「2加入していない」と回答の方のみお答えください。 

問30　福祉協会（自治会・町内会）に加入されない理由は何ですか。（2つまで番号 
　　　　を○で囲んでください） 
　　　　１　社協を知らないから　何をしているかわからないから（９０） 
　　　　２　会費や募金の負担があると思うから（１７） 
　　　　３　加入しても何らメリットはないと思うから（２７） 
　　　　４　福祉協会役員になりたくないと思っているから（１３） 
　　　　５　人とあまり関わりたくないと思っているから（１８） 
　　　　６　入らなくても特段困ったことがないから（７５） 
　　　　７　マンションなので管理組合があるから（４３） 
　　　　８　わからない（２５） 
　　　　９　その他（３７） 

問31　どのようなメリットが得られれば加入を考えますか。（９０） 

　　　　　　　　　　　　　※ 81ページ参照 

 

以下の質問項目は、本調査を分析するために伺います。できるかぎりすべての項目に 
ご回答ください。 
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問32　あなたの性別、年齢、お住まいの地区を教えてください。 
         　  性別　１　男性（２９２）　２　女性（４７３） 
　          年齢　１　20－29歳（４０）２　30－39歳（８７）３　40－49歳（１０８） 
　                      ４　50－59歳（１１１）５　60－69歳（２１６）６　70－79歳（１５４） 
                     　 ７　80歳以上（７２） 
　           地区　１　中央（７６）２　小田（１０４）３　大庄（７６）４　立花（１４３） 
　                       ５　武庫（１３３）６　園田（１３０） 

問33　あなたの職業は何でしょうか。 
              １　会社員・公務員・団体職員（１７４） ２　自営業（６１） 
              ３　パート・アルバイト（１１１）４　専業主婦（１１８） 
              ５ 年金生活者（１７７）６ 無職（１５３）７ その他（２２）複数回答あり 
 

あなた自身に関する質問 

 



問34　あなたのお住まいは何でしょうか。 

              １　持ち家一戸建て（３８４）２　持ち家集合住宅（１４９） 

          　３　借家一戸建て（２３）４　借家集合住宅（２０４）５　その他（２６） 

問35　現在のお住まいの場所の居住年数は何年になるでしょうか。 

             １　5年未満（１３４）２　5年以上10年未満（１２１） 

             ３　10年以上15年未満（１０５）４　15年以上20年未満（５３） 

　         ５　20年以上（３８１） 

問36　同居している家族の人数はあなたを含めて全部で何人ですか。 

              １　１人（１６０）２　２人（２４８） ３　３人（１７５） 

               ４　４人（１２７）５　５人（５２）　 ６　６人以上（２９） 
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問２８－１　退会を考えるのはどんな理由ですか。（８２） 
　　　　　　下記のとおり主な意見をまとめた。 
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会の運営の仕方により 
        　一部の人達が役員を続けていて、自分達だけで運営しているみたいで不快だった。 
       その人達の勝手にやりそう。助け合いというより干渉しすぎの感あり。 
       　独自のルールがあり、口うるさく注意を受けることがある。 
会費について 
       　自分達の生活に、支払った町会費が直接的に役立っていると感じたことがないため。 
役員や会員同士との関係により 
      　 役員と町会の人との感情の行き違い等の「まさつ」と感じた時。 
      　  前役員がマンション入居後すぐに、名前も言わずいきなり「住んでいるなら募金し 
       ろ。」と言ってきた。良い イメージがない。役員をした時も、無理を言われ嫌にな 
　　った。やめたくてもやめられない。 
　　　近所に苦手な人がいる。　近所付き合いがあまりないため。 
役員に就任することにより 
       　役員をやることにより。　一度役員になると、なかなかやめられないため。 
       　役員をするしないでもめて嫌な気持ちになる。役員になる人が少なくてもめるため。 
     　  役員になったら大変と聞かされていた上に、退会〈年齢や体調を理由に〉する人が 
       増え、全体数が減り始めたので役員になる確率が高くなるため。 
   　   役員の仕事が大変だった。行事が多くて毎月何かさせられるのが煩わしい。 
メリットがない 
      　 メリットがまったくない、会費のみ払っている感じ。 
       　町会と何もつながりがない。町会の行事等参加したいものがない。役に立たないし 
        必要と思わない。 
      　 現在は回覧板を回すのみの付き合い、利用度やメリットは全くない。 
活動の状況について 
      　 活動が減ってきている。 
    　   全体としてあまり地域交流がない、コミュニティが図られていない。自治会の活 
　　動が低調である。 
      　 全く活動が見えないため。 
        　地域の人々とのコミュニケーションをとろうとする人も少なくなってきたので、 
　　あまり必要性も感じない。 
活動の参加について 
      　 参加できる行事がない。高齢の方が多く、あまり参加する気にならない。 
    　   掃除や夜警など参加する人はいつも同じ。しない人は全く参加しないので不公平 
　　な 感がある。 
仕事との関係により（両立できないため） 
     　  仕事が忙しく活動にあまり参加できない。 
仕事を持っているため役に当たった時の仕事への負担。活動に参加、協力できない。 



78

役員になったことにより 
　地域を歩いていて挨拶をする人が増えた。役員をしたことで言葉を 
交わすことが多くなり、いろいろな情報が入りやすくなった。 
　役員になると色々と勉強になること。町会の仕事がよくわかったこと。 
　知り合いがふえること。 

子どもと行事に参加により 
　子どもが小さい時は、盆踊りや神社のお祭り等で楽しむ事が出来、親の交流も出来 
て良かった。 
　町内の色々な世代の人と親しくなれた。子供を通して、親同士仲良くなれた。 

役員等の活動がわかって（感謝していること） 
　役員の方達が一生懸命に活動して下さっているので助かっています。 
　他人への奉仕の気持ちがないと出来ません。大変感謝しております。 
　共同募金の取りまとめ等、役員さんは大変だと思う。 
　母が認知症になった時、町内会の役員の方等が町を歩いていても声をかけてくださっ 
たり、地域の方がデイサービスの施設を紹介してくださったりと助けていただいたこと。 
 活動を通して 
　個々ではなかなかできない活動に参加・協力できること。 
　集合住宅でゴミ置場とか色々キレイになっており、とても快適になるところ。 
　行事に参加して地域の方と親しくなれた。 
　広く地域の方々と接することが出来る様になったこと。 
　町会主催の行事等に参加することにより、住民同士の仲間意識が出来た。 
　毎月発行されている町会報がとても充実していて楽しめる。 
　子供が小さい頃は、子供会の行事に参加できるので良い。 
 コミュニケーションがとれること 
　色んな人と話し合いが出来る。人とのコミュニケーションが生まれる。 
　地域の人達と顔見知りになり、道で会っても色々と声を交わすことができる。 
　地域の方々の触れ合い（おまつり、年末夜警など）を通して、知らない人とも話がで 
きる。人とのつきあい方が分かる。 
　人と人の関係を持てました。人との関係で良い勉強にもなりました。 
 つながりが持てること 
　年齢、性別、職種等に関係なく、横のつながりがもてたこと。 
　地域内で発生した事柄に対して、個人が解決するのでなく、会長さん等が中心にな 
って解決できたこと。 
　地域とのつながりが実感できる。近所とのつながりが持て安心感があります。 
　災害等があった時近所の人が頼りになると思う。 
 

よかったこと 

 

 
問２９　加入してよかったこと、大変なことがあればお書きください。（１９６） 
        下記のとおり主な意見をまとめた。 
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情報が役立った（回覧板等） 
　回覧板が回って来ていろいろな行事が分かる。総会の資料をまわしていただくので、1 
年間の行われた行事が分かる。 
　引越しをしてきたばかりで、近所に顔見知りがいなかったが、地域清掃で近所の方と 
話すきっかけがあり、回覧板等でも会話ができる様になった。 
　地域の情報などが回覧板などで知ることが出来る。隣・近所での共通の会話が出来る。 
    町内会に入っていないと、ご近所の方と話す機会もなく近隣のことが分からないと思いま 
す。町内会・子供会に入っているとある程度情報が入ってきます。 
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役員の就任関係 
　現在は仕事を持ち役員が出来なく、もし選ばれたらと不安になる。 
　一度役員になるとなかなか交代できない。 
　昔と違い共働きの世帯が増え、役員を決める時に、毎年同じ方が地域の世話をしなけ 
ればならず、役員も高齢の方が勤めることになっている。 
　役員に今回初めてなりましたが、役員間での会への思いの温度差が激しく戸惑っていま 
す。 
    時間を必ず空けて会議に出席しなければならないことが大変です。 
 
役員の活動のこと 
    お祭りの際の炊き出し等、役員の方々が前日よりいろいろと準備をする点 
    役員になった時の会費の集金。募金活動が大変。 
    回覧板や町会費の収金が大変だった。 
    役員になって「大変」と実感しています。 
    人によっては非協力的な人も同じ地域に住まわれており、その様な人達をどのように 
活動に引き込んでいくかが悩みです。 
 
活動に関して 
    高齢になったので、団地内の掃除が大変です。 
    年齢的に小さな子がいる家庭かリタイアして時間のある老人たちの行事のどちらかに 
かたよっている気がする。 
    地域の方はあまり行事等に協力的でないこと。 
   もう少し活動したいが、今は家庭のことで参加出来ない。 
    以前は清掃活動などにも行けたが今は体力がなく行けない。 
 
回覧板について 
    回覧板が回ってくるのが遅く、終わった行事のものも回ってくる。回数を減らして早 
めの回覧をお願いしたい。 
    誰が加入しているか分かりづらく、回覧板など渡す所が変わったり煩わしい。 
 

大変なこと 
 

 



問３１　どのようなメリットが得られれば加入を考えますか。（９０） 

　　　  下記のとおり主な意見をまとめた。 
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どんな会や活動がわかれば 

　メリットとか加入とかいわれても、協会の活動が分からないので。 

    社協が何をしているかが分かってから、自分の生活に良いと思うことが分かっ 

てから加入を考えたい。また福祉協会の活動を教えて欲しい。 

　どんな協会かも分からないのにメリット、デメリットは思いつかない。 

　現在の活動などが、全く情報として入ってきていない。情報がもっと入りやすく 

なれば、前向きにも考えられる。 

　町会費の使い道がはっきりすれば。 

 
こんな活動をされていたら 

　何か困った時、問題を抱えている時に福祉協会に加入していたら、実際に敏速 

に対応して頂けるのであれば、そんなイメージに変われば加入する。 

　子供が地域に馴染み、楽しめるならば。賃貸住宅は加入のお誘いの機会が皆無 

であると思います。 

　交流活動があれば加入します。 

　災害時等地域での取り組みを自治会・町内会で話し合う場をもうけて、将来に 

備えて、自治会・町内会の中には必ず災害を考える独自の窓口と役員を必要とします。 

　特に高齢者見守り活動やふれあい喫茶に興味があります。自分自身でも出来、人 

様に喜ばれるボランティア活動できれば。 

　地域の人と、交流が深められる活動ができれば。 

 
加入の勧誘があれば 

　加入についてのお話があれば加入します。 

　今住んでいるところに町内会があるのを知らないし、聞いたことがない。 

　自治会があれば加入したい。 

 
行事に参加できなくてもよいなら（仕事のため） 

　仕事が忙しくなり行事にほとんど参加できない為です。 

　強制的に社協活動に対する労力を要求されないのなら。（仕事が優先で時間が 

作れない） 

　仕事の都合で入ることが出来ませんでした。 



 

○小地域福祉活動 

　身近な生活の場で、様々な困りごとや孤立な 

どの不安等に対応し、誰もが安心して生きが 

いをもって暮らせる地域づくりを目指して、 

その地域に暮らす住民と福祉、保健、医療等 

の専門家が連携してすすめる住民主体の自主 

的な活動。主な活動例として、見守り活動、 

子育てや高齢者のサロン活動、ミニデイサー 

ビス、食事（給食）サービスなどがある。 

 

 

 

○権利擁護 

　自己の権利を表明することが困難な認知症の 

高齢者、障がい者等が安心して暮らすために、 

様々な権利を守ることや、権利の行使やニーズ 

の表明を支援し代弁すること。 

 

○コミュニティ 

　一般的には、一定の範囲の地域に居住し、共 

に結びつきを持ちながら生活している住民の集 

合体を指す。 

　この計画では、地域において相互に支え合い 

や助け合いができる住民同士のつながりを指す。 

 

○コミュニティワーカー 

　地域社会の福祉・生活問題について、地域住 

民の主体性を高めつつ、社会福祉の間接援助技 

術であるコミュニティワークの技術を用いて、 

住民自らがその問題を明確にし、解決していく 

ことを側面的に支援する専門職。 

 

○コミュニティワーク 

　一定の地域社会で生じる福祉・生活問題に対 

して、地域住民が主体的にそのニーズや課題を 

発見、明確し、それに対する住民の理解や福祉 

活動を組織化したり、関係機関や団体との調整 

や協働を促進することによって、地域の社会資 

源を改善・開発するなどして、課題解決を図る 

ことを支援する専門的な技術。 

 

 

 

○サロン活動  

　家に閉じこもりがちな高齢者や障がい者、子 

育て中の親子などが、身近な場所に気軽に出か 

け、仲間づくりや生きがいづくりをすすめるこ 

とにより、地域でいきいきと暮らせるよう支援 

する活動。 
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用 語 解 説  
 

○指定管理者  

　多様化する住民ニーズにより効果的、効率的 

に対応するため、公の施設の管理に民間の能力 

を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとと 

もに、経費の削減等を図ることを目的とする指 

定管理者制度施設の管理を行わせるために、行 

政が期間を定めて指定する団体のこと。 

 

○社会資源 

　一般的には、利用者のニーズを充足させるた 

めに動員されるあらゆる物的・人的資源を総称 

したものを指す。 

　この計画においては、社会福祉を支える財政 

(資金）、施設･機関、設備、人材、法律等の必要 

な物資および労働を指す。 

 

○社会福祉連絡協議会（連協） 

　尼崎市社会福祉協議会を構成する福祉協会の 

集合体で、地域での事業の実施主体として活動 

している。また、本計画では小地域福祉活動の 

圏域として設定している。 

用 語 解 説  
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○福祉協会（単協） 

　尼崎市社会福祉協議会の基礎組織である住 

民組織の単位で、自治会、町内会としての機 

能も果たしていることから、コミュニティ活 

動を中心に生活に密着した活動を行っている。 

 

○福祉コミュニティ 

　住民が地域内の福祉について主体的な関心 

を持ち、積極的な参加により、援助を必要と 

する人々を支えるための活動を行うコミュニ 

ティをいう。 

 

○成年後見制度 

　判断料力が不十分な認知症の高齢者や知的 

障がい者、精神障がい者等の権利を保護する 

民法に規定される制度で、保護の必要の程度 

に応じて、1 補助、2 補佐、3 後見の３類型 

に分類される。 

 

○地域包括支援センター 

　平成１７年の介護保険制度改正により介護 

保険法に規定され、住民の保健・福祉・医療 

の向上、虐待防止、介護予防マネジメントな 

どを総合的に行うために各市町村に設置され 

る機関。主な業務内容は、1 介護予防、2 総 

合相談、3 権利擁護、4 ケアマネジャー支援 

となっている。尼崎市では、１２ヶ所設置さ 

れている。 

 

○ノーマライゼーション 

　子供も高齢者も、障がいのある人もない人 

も、社会の一員として、互いに尊重し、支え 

合いながら、地域の中でともに生活する社会 

こそ当たり前の社会であるという社会福祉の 

最も基本的な考え方。 

 








