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【自由記入意見】 

 

■ 現在実施している地域福祉活動について 

 一人暮らしの人や災害時要援護者の見守りには一人が見守るだけでなく、数人の

人が見守る位でちょうどいい。民生委員、福祉委員、組長、区議員等、生活の中

で豊川広報など配布時に声をかけると、前年、前々年の組長も見守りを心がけて

みるとか（岡崎の例）。民生委員、福祉委員、ボランティア等複数で訪問、見守

りなどの紹介など広報活動を市の方で全体的にやって頂けたら、と思っていま

す。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 昨年から御津でも子育て支援が出来るようになったが、月 1回です。いつでも自

由に未就園児を連れて気軽にママ友同士が集える場所があったらいいと思いま

す。小坂井にはあるようですが。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 民生委員児童委員をしています。中学生の一人が問題になっています。週一度見

守り隊として訪問しています。こども課、学校、児童相談所と会合を開いていま

す。その都度にいち早く保護しなければいけないような事を口にしますが、一向

に事が進みません。子どもは大人と小人の間です。私たち民生委員もいち早く保

護してもらい彼にとって社会の温かな支援を身を持って知ってもらいたいです。

普通の生活、一日を正しい生活で送ってもらいたいと願っています。 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 

 福祉としてはまず十分だと思います。利用する人と利用しない人とはずいぶん開

きはあるが、なかなか利用することに躊躇する人、知らない人がいる事に問題が

あり、せっかくのチャンスをつかめないでいるのを導くことにもっと努力したい

と思います。それには民生委員がもっとサービスについて勉強することです。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 民生委員になって 1年。担当地区の見周りをするほんの一部の方々に顔を覚えて

頂けたかな、という段階です。地域の中でみなさんと何かを一緒にしてきたとい

う経験も少なく、福祉に対する意識も低いので、何をすべきか迷いつつ最低限の

ことをやっています。そんな日々の中で感じている事ですが、高齢者から幼い者

まで、居心地、住み心地の良い町だと思い合えるにはどうしたらよいだろうか、

何が必要だろうかと考えます。高齢者は誰もが行く道です。障害者は誰がいつな

ってもおかしくありません。引きこもりや不登校も他人事ではありません。お互

いに許容し合いながら、自分のできることを地域の為に日常の中でさせて頂くよ

うな活動は難しいのでしょうか。福祉と言えば行政から何かをしてもらうという

のではなく、ここで暮らしている私たちができる力を出し合い、もう少し大きい

ところ、広い範囲で行政が支えるという仕組みはどういうものなのかとぼんやり

考えています。とても漠然としていてすみません。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 
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 民生委員児童委員になって驚いたことは必然的に更生保護女性会、青少年健全育

成推進協議会、安全なまちづくり推進協議会、町内夜間パトロール、青パト、小

学校の見守り隊、朝のあいさつ運動などの活動があり、自分の仕事もあり、自分

としては町内で本当に困っている人（町内会に入っていなくて、親戚とも疎遠な

一人暮らしの人）を見つけ出し、月 1回以上見守らなければと思っていますが、

とにかく忙しい。 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 

 地域福祉の活動の中に「見守り」があるが、現在民生委員の女性で行っているふ

れあい電話活動は地区の（顔の分かる）見守り活動に組み込めないかと思う。 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 

 急に介護が必要になった方々の声を聞くことが多くあります。介護を受ける本人

とその家族に対して様々なサービス内容や利用料金などゆっくり相談できると

嬉しいと言っています。この先、行政や福祉施設だけでは十分な介護サービスの

利用が不足の状況になった場合、家族単位で自分たちがどの程度自力で生活でき

るか、一人暮らしの親を遠くから見守る家族の方々へ今のうちから考える機会を

作ってみては、と思います。私たち民生委員には 365日、昼夜、相談や苦情、要

望が来ます。私は家族にとても感謝していますが、家族の理解を得ることはとて

も大変です。24時間体制は無理でしょうか？ 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 

 現在 1年の参加なので理解が不十分かと思いますが、ほとんど他の活動の手伝い

程度の内容しかしておらず、福祉委員と名乗る内容とはとても考えられず、この

程度の活動を 2 年程度継続してやらなければいけない規約に疑問を感じていま

す。「福祉」の捉え方が不明確で活動内容の趣旨が見えないように思います。一

体何のための活動なのか、活動している人の自己満足の様にも思います。本当に

支援してもらいたい対象は何なのか、何をすべきなのか、検討して下さい。現状

（？）に今一つやりがいも目標も見出せません。福祉を求めている方々の声をも

っと直接的に聞ける方法を考え、そこから出る内容に合わせた会、組織を作り、

その取り組み（国・県・市の手伝いであって本来は国等がやることと考える）に

時間的にもゆとりのある人々によって進めていくべきと思います。（強制的な役

員募集にも問題あり。まして 2 年継続という形。）地域福祉は市民の意識は必要

あるがボランティアと言うより、もっと国、県、市の公務として福祉を充実させ

ることが第一と思います。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 私どもの町内は住民が少なく福祉委員も少ない。まだ福祉委員の役割もはっきり

せず活動も少ない。町内全体で福祉について、防災について話合いをし、組織と

して活動実践していけるようにしなくてはいけないと思っている。結婚しない

人、出来ない人が若者に多い。これからの人に地域でもっと盛り上げ応援してあ

げられる体制を作ったらいいと思います。 

※福祉委員 男性 60歳代 
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 高齢化率の上昇に伴い、対象者をどう特定するか等の問題が生じる。また、自ら

も高齢者となるし、老々介護の問題も内包している現状にある。こんな中で福祉

委員の共通の部分は校区での活動で連帯を深め行動することが、ベターと考えて

いるし、これを発展させる事が高福祉社会となると思います。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 福祉委員になり、二年目を迎えます。まだまだ手探りの状態が続いております。

備品も色々あるとの事ですが、古家を借りてのサロン活動では限られてしまいま

す。花見も行きたいが、車の確保が問題になり、実現しておりません。月に一度

のサロンですが、参加して楽しかった、話ができて良かった、次も参加しようと

思って下さる方がいる間は続けて行くつもりです。尚、問 19 の 9 の表彰制度に

つきましては、考えないと無理が出てくると思います。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 夜、近所の一人暮らしの方が転んで動けないという知らせを受け、近所の人、大

家さん、民生委員の方と共に福祉委員が一人暮らしの高齢者の見守り隊という事

で駆け付けた。休日だったので係りのケアマネージャーに連絡がつかず、親類の

方も来られないと言われた。どうしても痛くて動けないと言われ、骨折していた

ら大変ということで、救急車を呼んだ。帰りは自家用車で送った。今回は本人が

しゃべったので良いが、生命の危険な時、誰に連絡していいか考えさせられた。

日常、ケアマネージャーとの交流が必要だと思った。福祉委員の役割はいろんな

方面があると思うが、その地域の手薄な福祉をやればいいと思う。福祉委員の役

が委員の生活の負担にならず、やってよかったと思える程度が良いと思った。ま

た、何かの役を経験した人の中からと言うことではなく、広く多くの人にやって

もらい、福祉への関心を高め、みんなで支え合い、協力しあう世の中にしていっ

てほしいと思う。お年寄りが増える中、（自分もそうなっているが）人の役に立

つことは生き甲斐だと思うので、特に 65～75 歳（それ以上の人でも）の人を巻

き込んで福祉活動が盛んになるといいと思う。近所のお年寄りが、「会がある時

はいつでも行くから」と参加予約を楽しみにしていてくれる。市民館だけでなく、

外での会、楽しかったようだ。私もお手伝いできてよかったです。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 各地域において福祉委員は最低でも 5名は必要です。福祉委員としての任命が自

覚をもって行動して頂けるように感ずる。参加される人材は高齢者でのすので交

通に心配です。福祉委員として人材を得て行動、計画、手助けなどの位置づけが

できるように感じる。家でテレビを見て時間を過ごしている人は交流の場がある

と視野も広がり生活に望みが持てると思う。会話したり聞いたりして心のプラス

につなげていくようにしたい。また、体を動かしたり、手先を使ったりして童心

に戻ることも大切。笑いのある会にしたい。 

※福祉委員 女性 70歳代以上 
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 私たちのグループはボランティアとして活動しています。年齢は 70 代 5 名、60

代 1名の 6名です。月 1回第三土曜日にしています。私たちの思いは若い人の参

加を希望します。町内会の回覧で呼びかけていますが入ってはくれません。子ど

も会とスイカ割りをしたりもちつきをした年度もありましたが、日にちの都合が

つかなく実行することが出来ず今はやっておりません。若い人で意欲のある人を

求めています。どうしたらいいでしょうか。 

※福祉委員 女性 70歳代以上 

 以前、国府市民館で認知症についての講演がありました。なった人の世話をする

家族の方々の大変さが良く解りました。誰でも年を取ります。一人暮らしの人も

増え、動くのも大変という人もいます。最近、悲しいニュースをよく耳にします。

家の近くでこのような悲しい事が起きないよう、また、異変に早く気付けるよう、

あいさつや声かけをしていきたいと思います。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 高齢者に無理にでも「笑う」ことが認知症予防になる。笑いとともに音楽（楽器

を演奏したり）、健康教室に参加し、血圧安定した。笑うから楽しい、楽しいか

ら自然に笑うという好循環につながる。高齢者、介護職員、家族もコミュニケー

ションがとれ楽しく介護出来る。認知症になっても安心して暮らせる地域づく

り。まわりが心がけるポイントは「ほめる」「笑う」「触れる」の三つです。簡単

なのは握手、さする、ハグなどのケアが有効。 

※ボランティア 男性 60歳代 

 今は昔と違い、核家族になっています。とても淋しい事です。隣近所のつながり

もありません。出来れば隣近所お互いに見守り合って生活が出来ると良いです。

私は一人暮らしの老人にはなるべく電話をしてあげています。また買い物にも付

き合っております。 

※ボランティア 女性 70歳代以上 

 特にアイデアとして特出するものがなく申し訳ございません。花の咲くころには

遠くから見に来られる人が少しずつ増えているようです。ただ草がボーボーの殺

風景な川岸が少しでも憩いの場となれば、幸いに思っております。私といたしま

しては本年中に 80 歳代に入りますので、最後の時まで自分の足で歩き、満足の

一生を終えたいと思っております。 

※ボランティア 女性 70歳代以上 
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■ 今後実施していきたい地域福祉活動について 

 老人クラブ活動の内容を充実することで福祉活動の推進にもなると思います。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 各地区でのご近所づきあいが一番だと考えます。月に一度でも集会所等で茶話会

的な集まりが出来たら良いと思います。（夢？）目的を持って集まれば尚よい。（運

動、趣味等）定年後の方々にボランティアになって頂くための考え方や教育を社

会にいる間に啓発することが出来ると良いと思う。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 高齢者と言われる方々は元気な方が多く、また一人暮らしをしていても自分から

家族の世話にならないと覚悟をして、しっかり生活しておられるように思いま

す。年金に関してもそれなりの収入があるのではないかと想像しますが、若い世

帯、子育て世帯は支援が必要ではないでしょうか。具体的にどうすればいいかま

だ分からないですが、これから考えていきたいと思っています。子どもは町全体

で育てていきたいです。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 在宅介護をされている家を訪問して、介護相談や介護指導をされる専門の人がい

るといいなあと思います。（実技指導を含む。） 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 町内福祉会の立ち上げについて、社協の指導が具体的にありメンバーがこの 1年

で育てられた。今後は福祉委員が新たなボランティアメンバーを掘り起こしてい

くべきであると考えています。よろしくお願いします。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 買い物等に行けないお年寄りを支援する対策として、電話で注文すれば必要な物

を購入し、自宅まで届けてくれるという制度や仕組みがあると良い。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 ・市の広報とは別に毎月社会福祉関連の記事を集約し、広報とともに配布する。 

・災害時避難場所への案内標識の拡充    

・赤い羽根運動について（企業募金について）  

①1社について羽根は 1,000円あたり 1枚程度配布したい。  

②お願いするときの資料として豊川市で何社が金額いくらでどういう所に寄

付されたのかわかりやすい物を作成するといいと思います。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 子どものうちから地域社会・ボランティア活動等に関心を持たせるため、社会の

ために何ができるか教育・実践すべきである。例えば自宅にある、使用済み切手、

書き損じはがき、ばら銭などを学校単位で集め、その種ボランティア団体に寄付

すれば僅かではあるが社会福祉貢献できる。公共団体、金融機関等は容易に使用

切手を集める事ができるので同様の行動を展開すれば多少とも社会の為に役立

つと思う。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 
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 福祉のまちづくりには身近な近所の付き合いが大切だと思います。また若者たち

にも教育の中で福祉精神を教えていかないとこれからは高齢社会の中で老人だ

けが老人を支える事になってしまう不安もある。是非教育の中でボランティアと

か福祉精神をいれて頂ければすみよい福祉のまちが自然に生まれるのではと思

います。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 学校での福祉教育で子どものころからの心の育成が今後に役立って行くと思う。

若いお母さん世代にも参加出来る活動を地域包括支援センターで考えて頂ける

と良いと思う。（勉強会的、お楽しみ会でも…） 

※福祉委員 女性 70歳代以上 

 命令したりするのではなく、自主的な福祉コミュニティの街づくりの推進、活動

自体の PR、そして理解ができるような活動。活動した人が満足、やりがいがある

活動。人間としての地域のリーダーを多く作る事。セミナーなども必要。毎年モ

デル区を作って、参考的に報告会などやることも良いのでは。今後一つずつ進め

ること。 

※福祉委員 男性 50歳代 

 老人クラブや子ども会との交流会を進めて行く。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 地域住民全員がボランティア委員となり自覚と責任を持って実践できる目標を

掲げ推進することが必要です。高齢化社会に向けて、日常生活に支障のないよう

に心・技・体のバランスが崩れないように、毎日の健康体操、あいさつの基本マ

ナー、お互いに助け合う実践運動等、地域社会が明るく元気で人間関係の絆を深

める連携福祉活動が大切です。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 孤立しないよう「楽しく」地域で活動できる「場」を作ることが地域の活性化に

つながり、それがきめ細やかな地域福祉になると思う。 

※福祉委員 男性 40歳代 

 まず、小学校で「おやじの会」を作ろうと考えています。 

※福祉委員 男性 40歳代 

 障害者もそうですが、高齢者の方が買い物など家から出なくてはいけない時、ひ

とりひとりの気持ちになってサポートを公的に出来ればと思います。ただ、ほし

い買い物を届けるのではなく、できる範囲で実際に自分の目で見て手で触れる買

い物ができれば意欲的になれるかな？ 

※ボランティア 女性 50歳代 

 地域（町内）で福祉の行事に参加する人達は 10％にも満たない。いつも一部の決

まった人達が参加している。これでよしとしてはいけないわけではないが、もっ

と多くの人たちが参加できる「仕組み」がほしい（思い浮かばないが）。一部の

人達の自己満足で進んでいる様な福祉活動がとても残念。このままでいいわけが

ない。やれることをやるのではなく、やらなければいけないことをやりたい。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 
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■ 地域福祉活動についての悩み・問題・課題 

 長年に至る経験から関係機関のアドバイスがどのような事例でも同様の事例（解

決策）ばかりで、個々のケースに対し、的を得ていない事例も発生するように感

じる。複雑なケースに対応するための教育訓練の方法を得たい。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 民生委員の月 1～2 度の見守り訪問では、見守り活動は不十分かと思われます。

後期高齢者の方にはすべて「緊急通報システム」を設置するなど機械・通信機を

活用した見守り活動の拡充が望まれ、求められている社会になって来ておりま

す。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 高度化、複雑化している現代では高齢者の民生委員では無理。介護制度に準じた

支援センター的な拠点を作らないと無理。選ばれた民生委員ですので、地域での

意義ある活動は良いが、役所の仕事に付き合う形式的な行事は止めてほしい。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 民生委員・児童委員を引き受けて頂く人がいない。一人暮らし高齢者世帯及び二

人暮らし高齢者世帯が多い地区は補助者が必要と思います。 例：10～20世帯 2

名 20世帯以上 3名 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 デスクワークの企画ではなく、もっと地域に出て現物主義的な内容を見聞し地域

が安心できる企画を願いたい。社会福祉協議会の職員の姿がもう少し地域でみら

れ共に協議ができる体制を願いたい。今地域でどんな流れでの暮らしになってい

るのか、ニーズを掘り起こす力が必要ではないか。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 無責任な家族が増えているので、まず家族のきずなを強め、地域の連帯を強める

事が難しいかもしれないが必要と思う。取り組み方法、アイデアは難しく思い当

たりません。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 民生委員児童委員になってまだ 1年です。その活動の中で感じたのは、あまりに

も市からの情報提供が少ない事です。十分な情報がないため行くべき世帯に辿り

着けない。必要な情報（母子家庭、生活保護家庭等）、住民移動があっても私た

ちまで情報が下りてこない。例えば一人暮らし高齢者が嫁夫婦世帯に住んでいる

と住所まで行っても表札などに出ていないので住んでいる家を特定できない。も

う少し現場で動く委員たちの活動がやりやすい様に考えてほしい。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 独居高齢者の多い地区を受け持っており、更に更生保護女性会、青少年健全育成

など大変負担に思います。軽減を切に望みます。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 町内の住民、家族構成等が分からない。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 
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 時代の要請かもしれないが、近年とみに活動の範囲・内容が多岐複雑化している。

それに伴って民生委員の負担が過大。このまま推進すればますます担い手が少な

くなってくる。仕事・内容の削減できる所は出来るだけ削り必要な分野に最大の

力が注げるよう住み分けが必要。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 最近になって高齢者の方が町内会退会することが多いので、活動の難しさが増し

ています。話し合ってもそれぞれ理由もあります。町内会の役員は一年、一年な

ので親身に相談ができない方もいます。退会者の人は町内会より連絡も届かず、

行事も参加しなくなります。これらの人の支援に不安もあります。アイデアがあ

りましたら、お願いしたいです。 

※民生委員児童委員 不明 

 現在、民生委員と福祉委員とがダブっている所があるので、一部でもいいので安

否とか、同じ行動をしている所等分担できると活動面が広がるような気がしま

す。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 生活保護法、介護サービス、母子家庭に対する支援等々、福祉の恩恵を上手に利

用する方とそうでない方の差があり過ぎるように思います。個人情報の保護もも

う少しゆるくして地域の人々が声を掛け合ったりして、精神的な支援をすること

も大切だと思います。支援とは金銭面だけで解決するものではないのではないで

しょうか？福祉委員の方は各地域に何人も任命し、2.3 年活動して頂いて、みな

さんに横のつながりを広げていってもらえれば住民の関心も深くなると思いま

す。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 町内会に加入していない高齢者、障害者、保護者等の調査、プライバシー保護「守

秘義務」観点から苦慮しているのが現状です。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 民生委員・児童委員の活動は学校単位（あるいは町内会を含めた）で活動するこ

とが地域に密着したものになっていくと思われるので、具体的な実施事項を設定

して活動する方向へ持っていく必要を感じる。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 福祉事業は非常に困難を伴いますが、高齢化はもっと進みます。地域によっては

50％以上の高齢者の集落が存在しています。一体化では進歩が考えられしませ

ん。下部組織の隣人 2～3 人程の取り組みがもっと必要に考えます。老化ととも

に個人意識が高い（頑固者）人々で生活がなり立っていることも考えてほしいし、

小さい集まりから大きい集団に進めないと思います。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 
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 私は町内福祉会で活動していますが、やはり福祉委員の高齢化と人材不足が今後

懸念されます。この解決策として、町内会と福祉会を切り離さずに、よい連携を

保ち、町内会の福祉活動に対する意識を高める必要があると考えます。市の町内

会長又は連区長会議等でも町内福祉活動の重要性の推進を織り込んでほしいで

す。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 老々介護の人々への支援と方法。交流会のメンバーが減少（人間関係にも問題あ

り。）し、高齢化、メンバーが固定化してきている。独居訪問で「来なくてもい

い」と言う人とのかかわり方を教えて下さい。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 福祉員がなぜ必要なのか、民生委員だけでは要望が支援できないのだろうか？良

くわからないのですが…。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 要介護者に対する各組織の情報共有化と連携（地域によりばらつき大）。人材の

育成が急務。福祉委員のなり手が少ないことや長期にやってくれる人がいない。

活動の停滞につながる。福祉委員は「やりがいが持てたり、あったり」する活動

であることを PRや教育する。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 小学校区の中の各町内会単位でみると、地域福祉活動、特に高齢者を対象にした

活動が中心を担う福祉委員とボランティア及び対象となる高齢者に以下の様な

問題があります。このまま放置すると、現在の地域福祉推進委員会とのその下部

組織で各町内福祉会の福祉活動が近い将来出来なくなる危険性がある。 1）福

祉委員、ボランティアの高齢化と後継者不足（担当してくれる人がいない）。原

因推測：①地域の付き合いの希薄化 ②個人主義の蔓延 ③雇用年齢の上昇  

2）ふれあいサロンへの参加者の減少（対象者は増加しているが） ・原因推測：

①高齢者のみ 2人暮らしの増加と片方の方の病気や足の病気（歩けない） ②高

齢者の入院や死亡 ③認知症発症地域福祉活動の重要な柱にしてきたふれあい

サロンが行き詰まり、見守り活動のみになってしまいそうである。しかも見守る

側も高齢化する。5年先、10年先を予測して、早く手を打つ必要がある。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 福祉委員を受けて 4年がたちました。今後も地域に役立つよう努力するつもりで

すが、後任の方が育たないこと、福祉活動に興味や関心を持つ人が少ないことな

ど難しいです。どこまでいっても人間の一人一人の意思を鼓舞させることが大切

だと思う今日この頃です。みなさんに広く知って頂くにはメディアの力が一番か

も？色々の取り組みやサロン会の紹介など、テレビなどで紹介（夕方の地方のニ

ュース等）してもらいたいです。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 町内にあまり福祉をやる人がいないので困っています。 

※福祉委員 女性 60歳代 
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 困っていても相談する所が分からない場合がある。どこに相談すればいいのかと

聞くことがある。ニュースでもよく聞くんですが、孤独死の問題、虐待の問題で

す。近所の人との交流がないままいると、そこに住んでいる人のことが分からな

いまま、すんでしまうことがあるので、そういうことがないようにしたいと思う。

交流すると面倒だと思ってしまったり、放っておいてほしいと思う人がいるかも

しれませんが、そういう人を放っておかないで声かけして、そこから連れ出して

ほしいです。無理かもしれないが、心がけをしてはどうかと思います。偉そうな

ことは言えないが。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 支援を受ける方と支援をする方とのコミュニケーションが難しい。プライベート

の問題にもなるし、立ち入りすぎても思わなくても支援が難しい。日常的に声か

けを行ってはいるが、心を開いてくれる方法は？ 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 地域福祉の地域とは、市、校区、町内会と考えた時、町内会の福祉と考えている。

その場合、町内会のニーズや町内会としてあるべき姿をどのようにイメージして

いるかをつかむ必要があり、その目的に向かって活動すべきだと思っています。

町内会にどんなニーズがあるのか。町内会の役員は毎年入れ替わり任期 1年の間

に福祉活動に向けて福祉委員の活動まで町内会の活動とリンクさせて考えるま

でに至っていないと思われる。また民生委員児童委員へのニーズは町内会として

も期待が大きいように感じます。現在は地域の活動として各地域の実情に無理な

く行われているようにも思います。（現状維持で問題ないのでは）。個人情報の取

り扱いについては福祉活動を取り組むに際して頭が痛い。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 福祉活動及びその施策について、第一、唯一のテーマは弱者救済と思われるが、

我が国の現状は、国会議員をはじめ全ての地方議員首長等いわゆる政治屋？達に

とって安易な政策選択の結果、福祉政策を主張し合い、食い物にしてきた。その

結果、社会規律はゆがみ、財政破たんを招いており、しかも不思議なことに彼ら

は誰も責任を取ろうとしない。福祉政策は、光と影があり、光の部分は弱者救済

であろうが、例えば生活保護制度は困窮者を助ける効用があるが、同時にこの困

窮者の人格破壊という恐ろしい側面があることを忘れてはならない。福祉に携わ

る者、並びに、福祉施策を学ぶ者たちはこのことを銘記すべきではなかろうか。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 少年指導委員を担当している関係で福祉活動推進委員の一員になっているが、福

祉活動について具体的な役割を担っていない。したがって本アンケートの内容に

違和感を感じます。気のあった仲間同士が楽しむ活動が中心で、本来の趣旨であ

る困っている人を巻き込む活動に踏み込めないでいる様に感じる。助成金が大き

い割に活動内容は福祉という感覚が弱く、総花的、形式的な感じがします。遅れ

て発足した活動の為に、生涯学習等の既存団体の活動に相乗りとなったり、助成

金が重複したりしていないか。 

※福祉委員 男性 60歳代 
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 町内会の役員をしているため、福祉委員となっていますが、活動としまして、ほ

とんど行っておらず、もうしわけないですが、殆どの方がそうではと思います。

もう少し志しのある方がやってくだされば良いかと思うのですが…。 

※福祉委員 男性 40歳代 

 世代によりまだまだ知らない人、知らない家庭があるので、もっと内容の PR が

必要では。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 町内にて行っているサロンの参加者も連区の「いこまいかい」への参加が少ない

が、男性の指導者も少ない。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 地域福祉活動において、一般に、福祉委員の事があまり知られていないように思

います。故に、情報、実態等つかみにくいので、町内会等を通じて広く多くの人

に地域福祉を広めていくことが必要ではないか？どのような手を打てばよいか

これから先の問題点ではないかと思います。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 今の仕組みは形骸化していると思うので。実態や各地域の現状を踏まえたうえ

で、現実的に機能するものにする必要があると考えます。 

※福祉委員 男性 50歳代 

 個人情報開示がネックとなり、どこまで立ち入っていいかで活動がなかなか進ま

ない。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 高齢化が進み参加者の足腰が弱り、集まりにくくなってきた。活動日に合わせ足

となる車で参加者の家まで行き連れてくることができたら。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 町内会に入る人が少ない。町内会に入る必要性を具体的に訴える事が大切だと思

う。 

※ボランティア 女性 60歳代 

 ボランティア、福祉活動をしている人たちへの理解と協力ももう少ししてほしい

時もあります。例として、ゴミステーションなど、その日に出してはいけないゴ

ミなどわざと出しているような気がします。 

※ボランティア 不明 70歳代以上 

 市、全体として活動主体としていない地域毎の組合的活動態勢がなくなりやる気

がなくなる。故に地域毎の活動態勢の充実が必要。地元密着型体制。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 

 市内をすべて同じように見ていてはだめだと思われます。地域によって求めるも

のは違っているはず。ひとまとめに考えていくら進めても実情に合わない事があ

るのでは…。 

※ボランティア 女性 40歳代 
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 私の住む地域は区長が 1年任期で変わるのでどうしても立派な人でも充実した仕

事ができず、長年してきたことをそのままやりこなすだけで終わってしまってい

るようにみえます。大変重要な任務でありながら、報酬もなく、家を犠牲にし、

家族も苦労だと思います。他区の重要な肩書の人にはそれなりに見合う報酬がだ

せるといいなと考えます。会合もできるだけ新しい風が入れられるような環境づ

くりを先輩が作るべきです。 

※ボランティア 女性 60歳代 

 少子高齢化社会が進む中で支援が必要と思われる方々が今後益々増加すると思

われます。隣近所のコミュニケーションが必要不可欠だと考えます。まず、町内

会加入の推進を考えて頂きたい。 

※ボランティア 女性 60歳代 

 新しく出来た住宅地では老人会に加入する人が少ない。魅力のある老人会の活動

のためにも高齢者のいさかい等を減らしていきたい。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 

 福祉関連機関や行政など色々な施策を行っていますが、例えば講習会、セミナー

をとっても参加者だけにその効果がとどまり、本当の地域の人々にまで下ろさ

れ、定着しているか疑問に思います。根本は町内の最小単位である組、町の人々

の結びつきの深まりの機会が確保されているかどうかです。組の集会が月に 1度

くらい開かれ、そこで防災や防犯、ふれあいサロンやボランティア活動の事が本

音で語れ、実践に移されていく必要性を強く感じます。また、誰もがそうですが、

仕事が忙しく、若い人が特に地域へのそうした活動を避ける傾向にあることが残

念に思います。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 
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■ 情報提供について 

 民生委員として福祉活動を行う上で、行政からの情報が少なすぎる。担当地区す

べてについて把握しているわけではないので、支援を必要とする人の情報は知ら

せてもらいたい。（守秘義務は守る。）特に転入者がある場合は今の状況では民生

委員として実態把握出来ない。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 自宅近所の事は分かるのですが、受け持ち区域でも自宅から離れると知人に頼る

（情報交換）と言うこともありますが、知人すら全くいない地域もあります。行

政の方から最近の事（年齢・家族状況）くらい教えて頂く事は出来ませんか？う

ろうろしていると怪しい人に間違われる事も度々ありました。 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 

 行政（自治体）と民生委員との情報の共有化について。民生委員・児童委員を信

頼して必要な情報の提供を望む。原理原則のみを強調するのではなく、問題があ

れば例外もある事を考え、柔軟な対応を願うものである。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 個人情報を守秘義務で守る民生委員児童委員に対し情報は流しませんが、活動し

て下さい、とは矛盾していると思います。民生委員児童委員、主任児童委員を新

規に頼みに行かれる時、活動内容をすべて話し、納得された方を推選して頂ける

様希望します。（福祉委員も）。町内会入会の推進を徹底希望します。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 個人情報の厳守が必要なことは理解しているが、市役所、社協、民生・児童委員

間での業務上必要な情報は開示を希望する。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 福祉活動情報交換の機会を作ってほしい。近くの委員会の情報があまり入ってこ

ないので、小学校区単位の情報交換の機会がほしい。市の福祉計画、社協の福祉

活動計画の目標達成を期待します。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 民生委員との協議をする機会を作りたい。他地区での活動状況を見学し、意見交

換したい。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 今、活動しているボランティアを 3年前まではほとんど知らず、趣味の会で偶然

聞いて参加を始めました。このような人がまだまだいるのではないかと思われま

す。様々な方法で情報伝達していく必要を感じます。ちなみに以前は社協だより

はほとんど目を通していなかったです。そんな人多いのでは…。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 私は団体やグループに属さず、たった一人で活動しています。情報源は市の広報

のみです。個人活動者にも支援と情報提供がほしいと思うのです。また、市内で

たった一人の資格を持っているのにその資格を活かす場所がないのは残念です。

ボランティアの集会などございましたら是非全員に、個人にも通知して下さい。 

※ボランティア 女性 60歳代 
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 福祉施設への慰問等をやっている団体ですが、市内の市民館を借用出来ればあり

がたい。グループ内でも初顔合わせもあり、数組で踊ったりもするので、揃って

の練習が難しい。そして慰問する方達の仲間づくり、絆、連携がほしいからです。

長く続けるにもお互いの意思疎通、楽しい雰囲気作りが必要なのです。地区の市

民館をその時だけでも、無料で借りられたらと考えています。もちろんそれには

慰問の計画内容がわかる予定表の提出が必要だと思います。是非前向きでご検討

をお願い致します。計画書、予定表の提出先の一覧表があったら良いと思います。

又はインターネットでも可。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 

 アンケートに書くようなことはやっていないので申し訳御座いません。私たちは

少しでも楽しく顔を合わせる日が続くように、健康、薬について知りたいです。

福祉の意見でなくごめんなさい。 

※ボランティア 女性 70歳代以上 
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■ 行政について 

 町内会未加入者対策については「守秘義務」から発信不可能であれば、町内会を

含めて、すべて市役所での対応を願いたい。訪問しても確認できないケースが多

い。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 市策定の地域福祉計画（20～24年）は非常に良い計画と考えていますが、地域の

民生委員・児童委員には理解している方は皆無です。策定された際や、合併した

際に市は説明していないのではないかと思います。是非説明会を講演会などで一

緒にでも実施してほしいです。福祉教育という言葉も市社協の事業計画ではあり

ますが、内容が何かは知らされておりません。神奈川県教育委員会は福祉教育に

関心度が高いと聞きますが、愛知県や豊川市は低い方と感じますが、どうしてか

と考えたことはありますか？ 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 小学校や中学校との連絡会で問題児と言われる子どもについて突き詰めていく

と親に原因があることが大部分です。（放任、無視、登校させない、子どもの病

気の見逃し等。）教師は大変な努力をして根気よく親に接触や説得を試みて行き

ますが、なかなか成果が上がっていません。児童委員も穏やかな見守りしか出来

ないのが現状です。そのような場合、最悪の段階は警察や児童相談所になります

が、その前に行政側で子どもの将来の為何らかの介入ができる仕組みができない

かと思っています。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 町内会入会を役所でももっと強く促進願いたい。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 生活保護の支給等はあえてサービスといいますが、金銭的支給で事を片づけよう

とする行政は、もっと厳しくやってもらわないと本人の為にもならないし、益々

不公平な行政になると思います。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 ある名古屋市営住宅は半数が 65 歳以上の高齢者で、朝起きるとまず住宅ボタン

（？）を押すそうです。市役所の介護高齢課か社会福祉協議会に連絡できるよう

になっているようです。そのおかげで「孤独死」がなくなったというような記事

を読みました。年末に町内福祉会の活動を検討する材料にと 2～3 日雨戸が閉ま

ったままであったら外から雨戸を壊して安否確認してほしいと言われました。そ

れで行政側でも、その名古屋市営住宅の様なシステムをまず豊川市営住宅からで

も作って頂けたら高齢者が安心して暮らせる街づくりの一助になるのではと思

いました。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 
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 最近は出産を実家でせずに、自宅で療養する人が増えている。実家の近くの産婦

人科で里帰り出産を受けていなかったり、親が働いているため頼れない等、様々

な理由があるが、出産後の子育て不安によるうつ病の発症やストレスによる児童

虐待も増えてきている。そこで（行政や NPO法人）の仕組みとして子育て支援の

母親支援を立ち上げてほしいと思う。例えば出産届を提出した時に市からのプレ

ゼントとして「家事お助けチケット」なるものをわたし、赤ちゃんが 1歳になる

までに使用期限付きでヘルパーを派遣するのである。1 日 2 時間×2 枚ないし 1

枚を配布し母親が必要とする時に頼める家政婦のような存在である。家の掃除で

もいいし、食事の支度でもいいし、話し相手になるでもいいし、困った時の「ミ

タさん」になりうる人材を市（行政）が準備し、雇用確保も問題になってくるが

場合によっては子育て支援センターの支援員でもいいと思う。 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 

 地域で支え合う街づくりを行政では進めて行くというが、その事を創り上げるの

に行政が果たしていく役割が明確となっていない。地域で支え合うということで

すべては地域に丸投げで地域にまかせきっていないか。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 縦割り行政からもっと横へのネットワークを充実してほしい。行きすぎた個人情

報保護を改めてほしい。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 行政に携わる方々は個々の守りに徹するのではなく、その力を市民の方へ向けれ

ばあらゆる面におき大きな変化が生まれると思います。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 市全体での福祉活動状況を特番（リーフレット）を発行すると共に各地区の代表

者、意見交換の場を市として作って頂きたい。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 無関心層の低減。ボランティアに対する特典の付与 例：毎朝通学児のあいさつ、

見守りをされる方々等に何らかの特典を付与する等を制度化すれば地域福祉活

動への参加者が増えると思われる。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 安心・安全の為の防犯パトロール（自主的な行動）に対する多少なりとも支援や

補助、または税金（車の税や保険の減額）の考慮をしたら。働かなくて 10 数万

円をもらってパチンコへ通う人、働く意欲のない人（生活援護者）への絞り込み

が安易であることへの不信を感じる。保険料も同じ。払うことなく 10 数万円の

年金をもらう。（働いている人は不満を）社会福祉協議会への意識の低い人への

告知と言うか啓発も徹底を要す。（市の広報もしくは社会福祉協議会だよりで）

市町村合併後においての格差を感じる。合併の良さ及び不都合（不損）への検討

を願う。 

※福祉委員 男性 60歳代 
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 豊川市内でも昔から同じ家系の人で成り立っている地区や新しく移り住んでき

た人が多い地区など様々にある。そうした地区の特徴に合わせた福祉活動が必要

と思う。市からのお仕着せに近い今のやり方は問題があると思う。補助金の均等

バラマキに近い今の状態は税の無駄遣いの気が強くする。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 地域の各種行事に行政側が積極的に参加して頂き地域の特性等をしっかりつか

み行政に反映させて頂きたい。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 安心・安全・福祉に関するその時にあったタイムリーな声（市長または市）が流

れてこない。出ていても下部の組織の末端まで徹底されていない。（例：豊川で

も孤独死が発生し問題になったことがあったが、その際市長または福祉団体から

の声、またはアクションが我々の所には何もなく淋しい感じがした。） 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 高齢者が安心して暮らせる体制にしてほしい。病院へ行きたくても行けない人が

多い。老人は死ねと言うのかとの声を聞きます。年金で暮らせる生活を望みたい

です。 

※福祉委員 女性 70歳代以上 

 今住んでいる所では交通に大変困っています。一日に午前 1回、午後 1回の市内

巡回のバスを考えて頂きたい。一定の場所だけではなく、巡回をして頂ければ、

高齢者でもボランティアに参加できます。愛知県の中でも多く、市内巡回してい

る所があります。予算の関係があると思いますが、考えて頂きたいと願っていま

す。 

※福祉委員 女性 70歳代以上 

 福祉課、生活活性課、社協、保健センター等が一緒に豊川市全体で取り組める健

康づくりのテーマを考案したり、全域、全団体でそれを進める方策を考えて下さ

い。喜多方（福島県）のようにアレンジした太極拳のような、みんなで共通にで

きるものを。 

※ボランティア 男性 60歳代 

 ボランティア活動に対してグループの装いの件ですが、市の援助金が一人当たり

2000円だそうですが、どんなに安い物を探してもとても無理です。もう少し上げ

て頂きたく思います。 

※ボランティア 女性 70歳代以上 

 住み良い街づくりの為には意思疎通は重要であり、特に IT 化時代に遅れないよ

うな市のポリシーと政策実施が必要。地域活動を推進する上でのネックは…①

「個人情報保護に関する過剰反応」であり、これを助長させる顔の見えない犯罪

に対し、国政、市政レベルでの強い対応策が必要（例：ゴミ不法投棄への罰則制

定）②「活動協力者への保険制度の充実」。市の総合補償制度とボランティア活

動保険の役割分担を明確にし、市民活動の抜けを無くす様、有機的連携を図って

ほしい。 

※ボランティア 男性 60歳代 
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 行政の枠組みが複雑。豊川市でも縦割り行政の「弊害」を感じる。やりやすいこ

とだけを、あっちもこっちも手をつけているように思う。 

※ボランティア 女性 60歳代 
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■ 社会福祉協議会について 

 生活福祉資金貸付金償還残額の払込取扱票が来るのに本人になかなか会えない

ことがあるので社会福祉協議会の方からも本人様に支援資金を滞納しないよう

に知らせて下さるとありがたいと思います。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 事業募金活動に民生委員を企業に出向かせるのは、本来の趣旨に反していると考

えるので、中止してもらいたい。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 

 社会福祉協議会が直接的な働きかけ、支援があり、地域市民に意識が向上しつつ

ある。今後も自立できるまで指導をよろしくお願いします。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 障害者も老人も、福祉を受けるのは当然だと思っている。受ける側も謙虚な気持

ちが必要だと思います。（我々は福祉を受けるのが当然だ！）21 世紀は福祉活動

無くしては生活できないと思います。社会福祉協議会の発展が益々重要になると

思います。 

 ※福祉委員 男性 60歳代 

 豊田市に住んでいた頃、豊田社協によく行っていました。今もボランティアセン

ターや社協だよりを郵送してもらっていますが、豊川と比べると福祉施設の紹

介、サークル活動、講習、公演等の情報発信が大変多いです。（あくまで比べる

との話です。全国的に見たら平均以下かもしれませんが、豊川市はほぼ 0に近い

ので。）たぶん小さな活動団体にも声をかけ、地域に根付いた個々人のニーズを

踏まえた情報を集めているからではないでしょうか？他町、市の社協だよりを読

んでみて、豊川市と比較したり、参考にさせてもらったりしたらどうでしょうか。

自分たちだけで考えると頭が固くなるだけです。 

※福祉委員 女性 40歳代 

 出来れば定年した方々が福祉委員になるのが望ましいと思う。仕事をしていると

日中ほとんど地域外なので役には立てません。月 1回のサロンや訪問活動でした

が、正直お話しする機会がないのが現実です。また、なり手がいないのも現実で

す。簡単に引き受けてしまい、引き継ぎも分からず福祉委員になって「しまっ

た!!」と思っていると思います。二年間の間、自分の親が病気になり、もう一方

の方にも迷惑をかけたり、それぞれの親がなくなったり、本当に大変でした。で

も引き受けた以上は辞めるわけにもいかず、お互いに都合をつけてはなんとか二

年間できたと思います。理想としてはサロンに来られる方でも、若い方もいます

し、メンバーの中で福祉委員になるのが一番かなと私は思います。社会福祉協議

会の職員が地域の方々と出来る限り触れあう機会を多く持つことが大切なので

はないでしょうか？ 

※福祉委員 女性 50歳代 
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 福祉委員として活動し始めてまだ 1年ちょっとですので、あまり意見もしてない

のですが、勉強会等ありましたら参加させて頂きますので、企画などを立てて頂

ければいいと思います。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 だれしもが高齢者になる。弱者救済が一つの文化的地域となる。足元的には隣人

交流が欠くことができない。だれしもが老人になり、生活不便者になると余生は

楽しく快適な生活がしたい、とだれしもがこのように考えているであろう。自ら

の健康管理は条件の一つになる。差し支えなければまとめた情報を教えて頂けれ

ば大変参考になると思いますが。 

※福祉委員 男性 70歳代以上 

 福祉委員にも手当てを支払うようにしたらどうでしょうか。年間 60,000。資金は

市職員の給料を減らして支給する。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 地域社会では区長、老人会会長、民生委員等の活動の基本となる役員になる人が

少なく、どうしても活動が促進されない要因になっています。市役所や福祉協議

会でも色々な機会を通じて地域社会への参加の重要性を PR して、それが福祉な

り、防犯に役立つ事を認識して頂くようにしてほしいと思います。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 

 本当に困っている人と、やる気のない元気な人、若者を見分けて、偏らない支援

をしてほしいと思います。 

※ボランティア 女性 70歳代以上 

 社会福祉協議会ではプロの相談員がいるのか？又、相談に乗ってくれるのか教え

てほしい。 

※ボランティア 女性 60歳代 

 私自身、あなた方が考えるより、もっと小さな小さなグループなので、今の日本

の政治の様な考えでの質問は私には答えられないです。私とはレベルの差があり

ます。 

※ボランティア 男性 60歳代 

 いつもウィズ豊川を利用させて頂いています。本当に感謝申し上げます。市民活

動、ボランティア活動にとても助かっています。窓口の対応もよくて、いつも安

心して伺えます。今後もよろしくお願い致します。 

※ボランティア 女性 50歳代 

 いつもありがとうございます。ボランティア活動を通じ、様々な方々と接し、私

たち（市民団体）も成長させて頂きました。活動を継続させるためには、ボラン

ティアといえども活動資金が必要で、何か情報があれば教えて頂きたく思いま

す。（本来は自分たちで集める事が基本と思いますが、限界があるため）今後と

もよろしくお願い申し上げます。 

※ボランティア 男性 40歳代 

 現在の職員さんは思いやりや気配りが足りないと思います。 

※ボランティア 女性 70歳代以上 
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 年度末を控えて研修～、セミナー～、養成講座～、○○○フェスティバル～とそ

の他どうしてこんなに集中して短期間に開催されるのか理解できない。しかも内

容が重複している様なものもある。年度末の予算消化と思いたくもなる。各団体

への助成、補助金に使ってほしい。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 
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■ ボランティアについて 

 地域で行っているふれあいサロンも 10 年が過ぎ、ボランティアの高齢化が目立

ってきました。どのようにして若い人にボランティアに入って頂くか、その育成

方法について困っています。 

※民生委員児童委員 女性 70歳代以上 

 無理な方に役をお願いするのではなく、奉仕の心を持った方に快くやって頂けま

すととても良いと思いますが難しい事ですね。役員の任期が終了しても奉仕の心

を持った方は残って協力して頂けますとありがたいと思いますが…。 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 道路、特に歩道の整備が必要と思われます。段差が大きく、車いすの方、シルバ

ーカーの方には不便だと思います。ボランティアをされる方も高齢化の様ですの

で、若い方がボランティアに参加して頂けると良いと思います。例えばお子様と

一緒に参加も OKというのもいいですね。（裾野が広がります。） 

※民生委員児童委員 女性 60歳代 

 ボランティアに参加する、参加しやすい雰囲気づくり。参加するきっかけがつか

めない、気後れしてしまう、どうしたらよいか分からない。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 私みたいに自宅を開放して（公民館、市民館等ではなく）サロン等をやってくれ

る人が増えると良いですね。 

※ボランティア 女性 60歳代 

 私はハーモニカ吹奏だけを趣味としてやっている者でボランティア活動者と言

えるようなものではありません。ハーモニカなんて同好者は少ないけれど、案外

興味を持ってもらえ、会議等の為の懇親会などで要求され、吹く程度であります。

近年になって、他区老人会や大きな病院の入院患者慰問に誘われるようになって

きました。若い時からハーモニカの音色が好きで、我流ですが、健康の為でもあ

り、時々練習しております。なんとか同好者の会でも出来たらいいなーと思って

おります。年齢が年齢だけに、同好者 2～3 人程度知る位です。よろしくお願い

します。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 

 ボランティア活動に思う。高齢者の毎月の定例活動で楽しみ、その楽しみを他の

高齢者に提供する喜びは健康維持の源だと前向きに活動しています。今後もご支

援のほどよろしくお願い致します。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 

 ボランティア団体への表彰は必要でしょうか？毎年、立派な額と賞状を頂きます

が、飾る所もなく、必要と思いません。形式だけなら、お金の無駄なので、「受

け取らない」という返事も OK にして頂けるといいなと思います。もちろん喜ば

れる方には差し上げればいいですが…。 

※ボランティア 女性 30歳代 
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 若い世代の方々が低所得などにより、共働きされる家庭が多くなってきていると

思います。地域でもボランティアをして下さっている方々は高齢の方が多く、私

たちのグループでも地域でも他の活動でも担い手づくりが問題となっています。

東日本大震災以降、「つながり」、特に地域でのつながりが見直されています。自

分の住んでいる地域を知ること、まずは地域の人々でつながる事で、「地域福祉」

の力が強まると思います。地域をまとめること、地域へ発信することでより多く

の方に知って頂く、考えて頂くきっかけづくりにつながっていくのではないでし

ょうか。 

※ボランティア 女性 40歳代 

 特にございませんが、各ボランティア団体に活発な活動して頂くために、年に一

度交流懇談会を行うべきか。例えばゲーム大会等、なんでも良いと思われます。 

※ボランティア 男性 70歳代以上 

 名古屋の社協で、サークル活動をしている時には、多くの若者がいましたが、豊

川で活動しているメンバーは高齢な方が多いですね。サークルの長が集まって話

合いを持って、自発的な活動ができる体制ができればいいですね。ボランティア

以外でも集まりがあってもいいのでは。（ふまじめな団体は困りますが。）若者が

集える場がほしいですね。 

※ボランティア 男性 40歳代 

 具体的な応援内容があれば、協力できることもあると思う。 例）○月○日にど

こどこの草刈りをしてくれる人 AM8:00～AM12：00 作業指示をしてくれる人 

雨天中止 他 例）○月○日にどこどこの老人と買い物に！ AM10:00～AM12：

00  バロー、カーマ  作業は送り迎え 他 

※ボランティア 男性 60歳代 
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■ その他 

 形ばかりの団体や機関を作るのではなく、中身のある活動ができるものを支援し

てほしい。「～会」だけを作り、予算があるからと、あってもなくてもいいよう

な物を買ったり、過剰な支援にならないようにしてほしい。地域によって性格も

事情も違うから他の地域と比べたり、横一線で同じような活動を無理にする事の

ない様に助言していってほしい。 

※民生委員児童委員 女性 40歳代 

 “住みよい福祉のまちづくり”には、やはり校区といった大きな単位ではなくて

声をかけあえる近所、小さい町内単位にコミュニティ広場があるといいのではな

いかなと思います。高齢者の方、子育て中の方、障害者の方…誰もが気軽に近く

に行けるところがあると安心して暮らせる街になると思います。コミュニティ広

場→古い建物で畳ではなく、床・テーブル・椅子がいいと思います。今色々な所

に児童館が作られていますが、うまく活用できないでしょうか。 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 

 高齢者世帯が多くなり、道を歩いていても道路の足元がでこぼこしているところ

が多く見えますので、地域の方々で直してほしいと思います。 

※民生委員児童委員 女性 70歳代以上 

 地域福祉活動は福祉委員を主としているものの、地域の一部では民生委員が主導

としているとの認識があります。民生・児童委員の負担増と活動への支障、そし

てボランティアの高齢化と支援者の減少により、運営、協力体制の弱体化につな

がりつつある。町内会への役員と組長等に町内活動の一部に福祉委員を決め、協

力と制度の浸透を図る。例として、町内の自治会規約の改正をし、役員一名を福

祉委員長を兼務し、組長若干名を福祉委員を兼ねて活動する方向。 

※民生委員児童委員 男性 60歳代 

 待ったなしの超高齢化社会が目の前に迫ってきているのに、各地域で町内会を抜

けて行く人が多いと聞くし、私の地域でも定年で役が回ってくる、隣近所との付

き合いが煩わしいという理由です。そんな中、周りに若い世帯が多くなり、そう

いった家族となるべく親しくしてもらえるよう心がけている。自分が高齢世帯と

なり、子ども家族は離れて生活しているので、いざという時に子どもより近くの

若い世帯の方が頼りになる。これからの地域福祉は若い人の力を借りないと成り

立っていかないし、付き合ってみると本当に優しくて力強い。 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 健康づくり、介護予防が一番大切。それには栄養的で減塩で食べられる食堂がで

きたらな、と思います。牛久保は特に高齢者世帯が多くなってきています。健康

体操して食事して帰れたら幸せだと思います。そんな所作ってください。介護認

定されてからデイサービスではなく、元気な人の場所、集まれる場所を作ってく

ださい。 

※民生委員児童委員 女性 50歳代 
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 パトロール活動がもっと多くあってほしい。夜女性の一人行動、学生さんの暗い

夜道での帰宅。街灯が少し不足していると思います。自転車通行のマナーの教育

指導 

※民生委員児童委員 男性 70歳代以上 

 世界中が混沌としていて、先行き不安な世の中。東北震災、近々大地震が来るか

もと言われている。こんな時代こそ地域の住民が他人は他人と知らぬ顔せず、心

を合わせ、協力する気持ちを持ち合わせる必要を強く感じます。福祉委員 1年と

なり、地域の若い人々がもっとこの活動に関心をもって活動してほしいと思いま

す。今こそ地域の人々の結びつきの基盤作りの大切さを感じます。 

※福祉委員 女性 70歳代以上 

 子育てで大変なのに、断れず福祉委員になってしまいましたが、もっと適した方

がいるのでは？と思っています。やらされている感じがすごくあります。人員選

出も少しは考えてほしいです。 

※福祉委員 女性 30歳代 

 私もそうだが、家・学校・職場・自主参加のグループといった狭い範囲の中で生

活し考えている人が大部分ではないだろうか。実際の社会は実に多様であり様々

な事があり、様々な考えで動いている。自分の殻から一歩でも外に出て感じ、体

験し、考えることで地域を理解し、課題を考え、それに対し、自分が遂行できる

ことが分かってくるのだと思う。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 高齢化に進んでいる社会で、高齢者に対して、「生き甲斐」「生きる活力」を与え

るために、何が必要かと考えると難しい常であると認識していますが、その手段

として何があるのか？を勉強できるような、又認識できるようなネットワークづ

くりをお願いしたいと思います。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 全くの私事ですが…、同居の義母がアルツハイマー型認知症でかなりの頻度で町

内徘徊、近所の目に見守られている状態です。家の中では嫁である私に常に、取

った、盗んだ、さばくったと言い続け（すでに三年）、金返せ、殺したいほど憎

い等などののしられ散々な毎日。娘、息子はそんな母に目もくれず、息子（夫）

に至っては義母の話をすると人相、態度豹変。私にも実家に独居老人として暮ら

す父があり、あまりに病気の多さに受け入れてくれる施設さえなく、退院を前に

困惑。認知症は選ぶほど受け入れる施設があるのに、一人暮らしの病人となると

施設探しが大変。そういう世の中だとつくづく痛感するこの頃です。 

※福祉委員 女性 40歳代 
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 老人クラブとサロンとうまく連携できれば人も集まり、楽しくできると思いま

す。同じ町内会でダブってあると人が拡散して集まりにくい。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 私は 1年間福祉委員をやりましたが、まだ役割など分からないことだらけです。

でも一つこの福祉委員というものが、今後、定年退職者や主婦の雇用の一つにで

もなればいいなと少し思いました。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 家から出て近くに気楽に集まれる場所があると良いと思います。外の空気を吸

い、人と話し、気軽に触れ合うことが出来たら気分も変わり、ボケ防止になると

思います。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 高齢者の急増により、年金・医療費も急増し、その負担する若年層は出生率の低

下により減少の一途をたどることになり、医療費の削減が急務である。健康対策

がこれからの社会で重要である。生き甲斐のある健康な生活、老後を少しずつ築

いていかなければならない。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 皆で行えるダンス等教えて下さり、当地区サロン会では楽しいひと時を過ごして

いますが、偏見もあるようです。（参加しない方。）声を掛け合っています。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 この 3月で福祉委員の役目は終わりますが、三年間やってみても分からないこと

が多いです。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 体調不良の為に、この一年なにも出来ないのにもかかわらず、福祉委員の役割が

交代できない地域の体制に困っている。今は自分の時間が必要と思っています。 

※福祉委員 女性 50歳代 

 福祉委員になった以上もっと活動しようと思っています。 

※福祉委員 女性 60歳代 

 何故こんな社会になってしまったのか自問自答の日々であります。自分が育った

環境を忘れ、地方に出て成功することは喜ばしい事だが、ご両親他、お年寄りを

生活の 1ページに入れないで私は知らんでは世の中たまらない。自分さえよけれ

ば後は知らんでは困る。田舎でも二世帯住宅が進みコミュニケーションの場も同

じ屋敷から消え去ってしまった。放棄して社会が福祉だ福祉だと叫んでも解決の

道は遠いと思う。 

※福祉委員 男性 60歳代 

 福祉活動参加者に何か還元されることで、参加者が増えるのでは。ポイント（地

域で使えるもの、ジャンカードやグリーンセンターポイントの様なもの）。ちょ

っとしたボランティアを受けた時に使うことで「してもらう人」の申し訳ないと

思う気持ちが減ることもあるのでは。 

※福祉委員 女性 50歳代 
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 困った事が誰にでも相談できるようなまちづくりができたらいいなと思う。その

ために色々な公演に参加したい。 

※福祉委員 女性 70歳代以上 

 市民が自発的に始めた活動が地域部会に有用・有効な活動である場合は、思い切

って市民との協働体制を作り、新しい地域社会づくりを目指して動き出す（スピ

ーディーに）決断が必要。議論だけでは物事は進まない。迅速に具体的な活動を

積み上げること。 

※ボランティア 男性 60歳代 

 豊川市と合併したことにより、今まで子どもたちが利用していた大きな面積の公

園がなくなってしまいました。それは個人の方が貸してくださっていたという理

由です。今、近くにある公園はどれも面積が小さく、そのうえ神社関係の土地の

為かまつられているものが大きく、ほとんど遊べる公園とは程遠いものです。社

会福祉協議会とは関係ないですが、子どもにとってお日様の下で元気に遊べる場

所があまりないのは、住み良い環境とは言えないと思います。 

※ボランティア 女性 40歳代 

 

 

 


