
第４期地域福祉活動計画「つむぎちゃんプラン」 

意見募集の結果の概要と考え方（処理方針） 

 

１ 意見募集期間 

  令和 3 年 4 月 1 日（木）～５月１４日（金） 

 

２ 募集方法 

（１）市社協ホームページ 

（２）市社協窓口（松本市総合社会福祉センター1 階、5 階、西部地区センター、四賀 

地区センター、北部地区センター） 

（３）市社協理事・評議員及び地区社協会長から意見聴取 

 

３ 実施結果 

（１）件数 １５件（6 人） 

（２）意見に対する対応 

区分 件数 

ア 反映する意見 ６件 

イ 趣旨同一の意見  ２件 

ウ 参考とする意見 ７件 

エ その他 ０件 

計 １５件 

 

【参考】 

区 分 内  容 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正するもの 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれているもの 

ウ 参考とする意見 取組みにあたって参考とするもの 

エ その他 その他、地域福祉や市社協事業に関する意見、要望等 

 

 

 

 

 

 



４ 意見等の概要及び考え方 

№ 項 目 内   容 考え方 

１ 
P2～４に
ついて 

 端的に「何ができて」
「何ができなかった」の
か、その計画を基に「何を
するのか」分かり易く表現
したほうが良い。 

【ア 反映する意見】 
P2 から P4 に課題の記述を追記し、P5

にその課題を受けた新たな重点目標として
位置づけました。 

２ 

P8～ 
具体的な
取組みの
内容につ

いて 

個別の取組みについて、
各項目に（継続）や（新
規）、あるいは（変更）等

を記載した方が良い。 

【ア 反映する意見】 
 ご指摘の点について、個別の取組みにつ
いて、ご意見のとおり（継続）（新規）の

表記を加えます。 

３ 

P18～
P19 につ
いて 

 

社協が実施する有償生活
支援事業が利用会員減で事
業のあり方を見直すという
状況の中で、各地区での有
償生活支援サービスの立ち
上げを具体的にどのように
支援するのか。 

【ア 反映する意見】 
 現在の「つむぎちゃんサポート事業」を
単に各地区へ移行し、地区のサービスとし
て立ち上げることではなく、「つむぎちゃ
んサポート事業」のサービス内容、仕組み
等のノウハウを各地区での生活支援の仕組
みづくりに活かしていくことに記述を変更
します。 

４ 

利用者が減少しているつ
むぎちゃんサポート事業を
分析もしないまま各地区に

有償生活サービスをおろし
てこられても困る。 

５ 

有償生活支援サービスに
拘らず、地区によっては地
縁、血縁による昔からの助
け合い活動があると思うの
で、そのような活動を活か
せないか。 

【ア 反映する意見】 
 ご指摘のとおり、地域の実情によってさ
まざまでありますので、P19「地域ささえ
あい事業（生活支援体制整備事業）」の記
述を変更します。 

６ 

松本市地
域福祉計
画との関
係につい
て 

第 3 期計画では、松本市
と市社協の役割分担が記載
されていたが、第４期計画
ではどうなるのか。 

【ア 反映する意見】 
 松本市の第 4 期地域福祉計画は、福祉の
総合的な計画として位置づけられており、

本計画は地域福祉推進の実行計画として、
別に策定することとなっております。 
 ご指摘のとおり、第 4 期地域福祉計画と
の関係についての記述が分かりづらいの
で、P5（２）策定方針 計画の位置づけ
に、松本市が策定する第 4 期地域福祉計画
との関係を明記します。 

    



    

７ 

P4 助成
金（地域
福祉活動

推進支援
事業）の
内容につ
いて 

地区社協の独自事業につ
いて市社協と地区社協との
話し合いが出来ればよい。 

【イ 趣旨同一の意見】 
  P27 市社協の取組みにありますとお
り、市社協地区担当職員の役割として各地
区の特色ある地域福祉活動を推進するため
協働することとしており、ご意見のように
地区社協の独自事業についても、地区社協
と話し合いながら進めさせていただきたい
と考えております。 

８ 

生活支援体制整備事業
で、体制づくりのための研

修会や会議等の開催を地区
でする場合に、助成措置は
あるのか。助成の内容はど
のようなものか。 

【イ 趣旨同一の意見】 
 体制づくりのための研修会や会議等の開

催に関わる助成措置として、地域福祉推進
支援事業にある「ボランティア等人材育成
事業」（有償生活支援事業の手法を取り入
れる等、住民が主体的に関わった地域での
生活支援の仕組みづくりの事業）「住民主
体事業」（ゴミ出しや草取りなどの生活支
援や、移動手段が乏しい地域や高齢者等を
対象とした移動支援の体制づくりや運営）
等が活用できます。本計画においては、Ｐ
28②「地域福祉活動推進支援事業」による
地域福祉の活性化において、地区担当が一

緒に考え、共に取り組みます。 

９ 

P27 地
区生活支
援員につ
いて 

具体的な事例を盛り込ん
で、地区生活支援員の任務
の見える化を図っていただ
きたい。 

【ウ 参考とする意見】 
 既に地区生活支援員について配置をした
地区においては地区の実情に沿った活動を
進めており、当初配置した地区から順次、
地区生活支援員活動事例集を作成し、社協
のホームページへの掲載や関係機関等へ配

布を行い周知していますが、今後も地区内
に限らず広く取組み事例を発信していきま
す。 

10 

P2 

３（２）
考察中の
成果につ
いて 

第 3 期計画の目標地区数

等が示されておらず、判断
ができないため計画の目標
数が必要ではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

 第３期計画では、明確な数値目標の設定
を行っていなかったため目標と実績の対比
はしておりませんが、第 4 期計画において
は、可能な範囲で数値目標を設定し、中間
と最終年度で評価を行います。 

  

 

 



11 
P5 重点
目標につ
いて 

第 3 期計画の重点目標と
第 4 期計画の 3 つの取組
みの柱は横の連動がないの
で、PDCA サイクルが見え
づらい。 
（例）P3「地域の見守り
体制づくり」での【課題】
「関係機関が縦割りであ
り、枠を超えた連携が不足
している」「スタッフ・参
加者の固定化」、P4「地
域で見えづらい課題に向き

合う」での【課題】
「8050 問題や引きこもり
等のニーズの把握の困難」
などの課題は、第 4 期では
対応がないのではないか。 

【ウ 参考とする意見】 
 第４期計画の重点目標は、第 3 期計画で
の課題とともに地域の各関係団体等からご
指摘のあった地域福祉に関する課題、ニー
ズから位置づけたものであり、【ア 反映
した意見】〈№１〉のとおり課題の記述を
明確とし、第 4 期計画の重点目標との関係
が分かりやすいよう追記しています。 
 

12 

P4 助成
金（地域
福祉活動
推進支援
事業）の
内容につ

いて 

もう少し内容の見直しを
してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 
 地域福祉活動支援事業は、令和 2 年度に
見直しを行い、3 年をめどに見直しを検討
しております。ご指摘のとおり、見直しが
必要という声も地域から挙がっております
ので、令和 5 年度に地域の皆様のご意見を

賜りながら見直したいと考えております。 

13 
全体とし
て 

町会や地区の役員を離れ
ると地域との関わりがなく
なってしまうことが多く、
担い手不足が深刻。若年の
人材育成をどうやったら地
域活動に結び付けられるか
再構築が必要ではないか。 

【ウ 参考とする意見】 
 ご指摘のとおり、地域福祉活動の担い手
不足は深刻であり、第 4 期計画においても
取組みの柱１「豊かな心とひとづくり」で
重点的に取り組むべき課題と考えておりま
すので、若年層をターゲットとしたボラン
ティア養成講座や地域の担い手養成講座の
中で、地域活動への関わりを啓発して推進
してまいります。 

14 
P27①に
ついて 

「～強化します。」の後

に「そのために、地区担当
職員の専任化に向けて、調
査・研究を始めます。」を
挿入する。 

【ウ 参考とする意見】 

 地区担当職員の専任化については、本計
画により地区担当職員の地域への関わりへ
の強化の検証や、地区生活支援員の業務も
検証するなかで、社協組織全体の研究課題
とさせていただきます。 

15 
P28②に
ついて 

「～活性化を図りま
す。」の後に「町会福祉に
積極的に関わるために、地
区担当職員の専任化（コミ
ュニティソーシャルワーカ
ー）が求められます。この
ことを研究課題としま

す。」と挿入する。 

 


