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計画・条例等名称 第４期天草市地域福祉計画・天草市地域福祉活動計画（案）

実施期間 令和4年11月24日から令和4年12月23日まで

担当部署 健康福祉部　健康福祉政策課　健康福祉政策係

TEL　0969-24-8805 意見者数 26人

FAX　0969-27-0155 意見の件数 43件

E-mail　kenkofukushi@city.amakusa.lg.jp 反映件数 1件

NO 該当箇所 意見の概要 取扱い

1

全体 施策の方向性とか具体的な取組み等、すごい量の問題、情
報を町民に伝える事と理解してもらう事の難しさを感じまし
た。
今回、区長１年目で会合に出席してみて、区長までは情報
は来ますが、その他の人にどうやって伝えるかが重要だと
思います。
計画（案）概要版は、以前あった回覧板形式で回したらどう
でしょうか。

記載済

2

全体 地区振興会、民生委員、行政区長、福祉協会、御所浦支
所、この団体にお世話になりながら、地域のため勉強したい
と思います。

天草市健康福祉部健康福祉政策課長
天草地域のために、ありがとうございます。

その他

3

全体 地域の人口が減少し安心して暮らせるための施策が重要に
なっているなかで、第４期天草市地域福祉計画・天草市地
域福祉活動計画案が多岐にわたり策定されており、すごく
評価は高いと思う。
区長そして天草市民の一人として地域福祉計画・活動の情
報について普及啓発協力していきたい。

その他

　計画の概要版を作成することとしており、この概要版等を用
いて、「市政だより天草」や「社協だより」等の広報紙のほか、
ホームページ、地域の会合や出前講座の機会を利用して計画
の周知を図ってまいります。（計画Ｐ．９０に記載）

令和４年度　パブリック・コメント手続　実施結果票

結果の概要

連絡先

市の考え方

　ご意見いただき、ありがとうございました。
　今後とも、地域福祉の推進のため、ご協力いただきますよう
お願いいたします。

　ご意見いただき、ありがとうございました。
　今後とも、地域福祉の推進のため、ご協力いただきますよう
お願いいたします。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 1／24



NO 該当箇所 意見の概要 取扱い市の考え方

4

全体 1.総花的で美辞麗句が多く本気度が伝わりづらい。「地上の
楽園」を目標にしているわけではないのだから、現実的・具
体的表現をした方がよいと思います。
2.区においては、自然な形で隣家の老人の気づかいをして
いる方が多くいます。反面、区長はじめ区の役職は皆さん敬
遠します。自営業以外自由な時間を持てないからです。昔
からの各種助け合いの制度も若い人達の仕事のしやすさを
考慮した検討も必要になっています。自治会の運営も人口
の減少で厳しくなっています。
現実的・具体的とお願いする所以です。

参考

5
全体 地域支援活動に関連する箇所の概要版を作成していただ

き、区長会等での配布をお願いしたい。 参考

　本計画で示す「施策の方向性」や「具体的な取組み」を踏ま
え、各所管部署において、個別の事業計画を策定し、事業内
容の点検・評価・見直しを行いながら、ありたい姿の実現に向
けて、関係部署や関係機関等と連携しながら取り組むこととし
ています。

　本計画の概要版等を用い、区長会等で紹介してまいりたいと
考えています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 2／24



NO 該当箇所 意見の概要 取扱い市の考え方

6

全体 各種「計画」にある区長等の役割について
天草市地域防災計画、避難行動要支援者避難支援計画、
天草市地域福祉計画等々で、行政区長、民生員等の役割
が様々に定められているが、行政側が期待するほどに計画
に記されている事柄をどれ程遂行できるか不明。
年度初の行政区長会議において配布された資料の「行政区
長に委託する業務」に､①～⑥の区長業務が列挙されてい
るが、各種計画に記されている事柄まで指していると読み取
ることはできない。今回「天健福第４３８号」により、「意見書」
の提出を求められたが、これは委託業務の⑥に該当するも
のと考える。
※各種計画書にある「区長等の役割」は、当該計画書に目
を通さなければ気付かない。役割等を知らなければ、その
役割を遂行することもない。結果として部分的には「計画倒
れ」になる可能性がある。「区長等の役割」について、計画
書等にどう記されているか列挙した書面があれば大分変わ
るものと思われる。しかし、事前にそれを知れば区長就任を
敬遠する方が更に増えるものと思われる。

◆「天健福第４３８号（以下「当該通知」）」について（健康福祉
政策課）
　今回、当該通知により、行政区長及び民生委員・児童委員に
対して、本計画のパブリック・コメントの実施のお知らせと、「意
見書」の任意での提出を依頼させていただいたところです。
　当該通知の趣旨としては、本計画について審議する地域福
祉計画等策定審議会において、「パブリック・コメントが出やす
い仕組みづくりを検討すること」との意見があったことを踏ま
え、通常の市庁舎での閲覧やホームページへの掲載に加え、
地域を代表する行政区長及び民生委員・児童委員に対して、
本計画とパブリック・コメントの周知を図り、意見が集まる機会
を増やすことを目的として実施いたしました。
　このことから、当該通知は、本計画の周知と、意見提出を任
意で依頼するものであり、委託業務の「⑥　その他委託者が特
に依頼する事項」には該当しないものと考えています。
　なお、本計画において、行政区長の役割として記載している、
地域支え合い活動の推進、避難行動要支援者名簿の確認等
については、委託業務の「⑥　その他委託者が特に依頼する
事項」に該当すると考えているため、ご協力をお願いしたいと考
えています。

◆区長の役割について（まちづくり支援課）
　市の各種計画の中で、行政区長の役割について記載されて
いるものについて調査を行ったところ、一部の地域のみを対象
とする事項を除き、「⑥その他委託者において特に依頼する事
項」に該当する事項を記載した計画は以下のとおりでした。
　○地域福祉計画・地域福祉活動計画
　○避難行動要支援者避難支援計画（地域防災計画の一部）
　「⑥その他委託者において特に依頼する事項」については、
その都度、各所管課より説明したうえで依頼すべきとの観点か
ら、行政区長の委託業務説明資料に列挙するものではないと
考えています。
　なお、「地域防災計画」に記載されている役割については、行
政区長に委託する業務②に「台風、地震、水害その他の災害
の被害状況の報告」として記載しています。

参考

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 3／24



NO 該当箇所 意見の概要 取扱い市の考え方

7

全体 やししさと安全のまち作り活動を推進すると言う事は大変良
い事と思います。今の世は大変便利になっています。人々
がそれぞれの便利差を求めるあたり、自分は自分、他人は
他人、と言った考え方が大勢をせめています。自分一人で
は生きていけない事、団体活動の大切差を早く気付く事が
必要でないかと思います。もっとお互いを尊重する考え方が
必要と思います。今後、幼年期より老人まで人権を尊重する
指導を計画されたらと思います。豊かな生活が出来てくると
思います。

参考

8

全体 行政に興味を持って参加してもらう為、高校生を参加させ
て、意見を聞ける場所を作り地域に参加させる仕組みを作
る。
市民の生活に余裕があれば行政のボランティア活動に協力
してもらえると思います。

記載済

9

全体 1．計画（案）概要はこれまでの計画、具体的取組み、回顧、
反省等経過説明の帳票類が見当たらず、次期計画立案時
の根拠が分かりませんでした。
2．長期的に見れば平成19年度から始まった計画の実効性
の確認・検証ができないので課題や問題点も分かりませ
ん。
3．受け手側の感想や要望等は時系列で纏められています
か。
4．1.～3.は紙面量、ネット閲覧、事務負担軽減、経費削減等
で割愛されたと思いますが、知識が少なく経験も浅いものに
は計画案概要だけではコメントしづらい案件です。

参考

◆生涯学習課・男女共同参画課
　市では、「人権教育・啓発基本計画」を策定し、市民の人権意
識の高揚に向け、人権教育・啓発に係る施策の充実を図って
いるところです。
　また、社会情勢の変化、人権問題に対する国や県の動き等
を勘案し、同基本計画の改訂を行い、様々な人権問題の解決
と人権が尊重される社会の実現を目指し、人権教育・啓発に関
する取組みを推進してまいります。

　ボランティア・市民活動支援センターの事務局を担う天草市
社会福祉協議会において、ボランティア活動の普及推進を行う
とともに、「中高生と天草市長とのボランティアトーク」を毎年開
催しています。
　市では、これらの活動に対して支援を行うことで、ボランティア
意識の高揚と活動の普及を図ってまいりたいと考えています。
（計画Ｐ．２５に記載）

　地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定にあたっては、これ
までも前期計画の点検・評価・見直しを行ったうえで策定してい
るところです。
　本計画については、地域福祉計画等策定審議会において、
第３期計画の評価等をいただき、その概要をＰ．１６～１７、取
組ごとの評価をＰ．９１～１０１にまとめています。
　ご意見を踏まえ、本計画の公表時に、これまでの計画につい
ても、ホームページに掲載いたします。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 4／24



NO 該当箇所 意見の概要 取扱い市の考え方

10

全体 5．福祉は老人・障害者その他いろいろなハンディキャップを
持つ人々が社会活動に参加できるための環境改善（福祉の
まちづくり）を行う活動ですから、受け手側の率直な意見や
要望等やその可視化が必要だと思いました。
6．計画はそのような市民に寄り添ったもの、配意したもので
あって欲しいです。
例えば、もしこのパブコメをネット難民や掲出してある場所に
行けない市民が求められた場合、困るのではないかと感じ
ています。

参考

11

全体 7．さて、計画案ですが漠然としている、総花的だなぁとい
う印象を持ちました。
8．次の2年間でこれだけの項目の実効確保は大変でしょ
う？
9．実効確保の要素…取組みの優先順位、難易度、時間管
理、資金計画、人員計画、地域住民参画活動等をどのよう
に考えておられるかも知りたいです。
10．この計画によって、福祉に携わられ、日々活動される現
場の職員の方々の負担増減は？省力化等は如何でしょう
か？
11．戻って、各省庁のガイドラインで求められている項目は
網羅されていると思いますが、プラス天草市の独自性発揮
の余裕、機会はありますか？

参考

　本計画の策定にあたり、高齢者や障がいのある方へのニー
ズ調査等は実施していませんが、本計画に関連する健やか生
きいきプラン（高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画）、障
がい者計画や障がい（児）福祉計画において実施されている
ニーズ調査等を参考にしています。
　それぞれの調査結果の一部を本計画Ｐ．１１～１４に記載させ
ていただいたほか、各計画において詳細を記載しています。
　また、本計画については、「市政だより天草」や「社協だより」
等の広報紙のほか、ホームページ、地域の会合や出前講座の
機会を利用して計画の周知を図ってまいります。（計画Ｐ．９０
に記載）

　本計画は、令和５年度から令和７年度までの３年間を計画期
間として、本計画で示す「施策の方向性」や「具体的な取組み」
を踏まえ、各所管部署において、個別の事業計画を策定し、事
業内容の点検・評価・見直しを行いながら、ありたい姿の実現
に向けて、関係部署や関係機関等と連携しながら取り組むこと
としています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 5／24



NO 該当箇所 意見の概要 取扱い市の考え方

12

全体 12．以上を踏まえて、計画案の「天草市のありたい姿（2030
年）」を見ると、2030年時点の表現が断定的で違和感を持ち
ます。なぜ計画が実現しているように書かれているのでしょ
うか？希望的楽観的に捉えていることは否定しませんが断
定的な表現に至った背景・理由を知りたいです。
13．なお、「理念＝あるべき姿」を追求するのは市民だと思
います。市民主体で関係機関との協働によって地域福祉向
上が実現すると思料致します。
14．「選択と集中」で取組まれ実効確保されるよう望みます。

参考

13

全体

P.32～33
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－２　高齢者などに
配慮した避難支援体制
の構築

活動計画案は、すばらしいと思います。
これが実現出来れば、たしかに（２０３０年）は市民が各地域
で生き生きと暮らしている事でしょう。
しかし現状はきびしい事が多いと思います。
市中心部では出来ると思いますが、中心部より離れた地域
では何事につけ大変な事が多々あると思います。行政より
打ち出されれば、周辺地域も出来る事には挑戦して住みよ
い地域作りを目指しますが、何分人の手がと思います。老
人が多く、若者が少ない現状があり、災害時避難する時でも
はたして他人まで気が回るか？そんな所から、どうしたもの
かと思えます。地域で努力はしていきますが。

参考

14

P.2
第１章
＞はじめに

地域コミュニティで相互に助け合うことを「共助」としている資
料も多いですが、今後は「互助」に統一されますか。（「自主
防災計画」の修正が必要となります。）

参考

　本計画においては、「地域包括ケア研究会報告書（平成２５
年３月、厚生労働省）」を踏まえ、第３期計画から自助・互助・共
助・公助の４分類により整理をしています。
　なお、現状では省庁により、自助・共助・公助の３分類とされ
ていることも見受けられるため、今後は、各省庁の取扱いを踏
まえつつ、市の各計画については、適宜表現の見直しを行って
まいりたいと考えています。

　「計画の理念（目指すこと）」と「天草市のありたい姿（２０３０
年）」は、本計画の上位計画である第３次天草市総合計画（令
和４年１２月）と整合性を図るため、総合計画において示された
福祉分野の理念とありたい姿の表現と合わせています。
　また、断定的な表現については、総合計画や本計画を推進
することにより実現する２０３０年時点の状況を示しているた
め、Ｐ．２１のような記載をしています。
　なお、総合計画については、各種団体の代表者や公募によ
る市民、学識経験者により構成する総合政策審議会におい
て、審議が行われています。

　災害時には、自助・互助・共助・公助の力がバランスよく効果
的に発揮できることが重要ですが、本計画のＰ．３１に参考とし
て、「阪神・淡路大震災における倒壊家屋からの救助活動の主
体の割合」を示すとおり、特に災害の発生直後は公助が間に
合わないため、発生直後は自助・互助で守り抜く必要がありま
す。
　そのため、市の総合防災マップ（ハザードマップ）等により、日
頃から避難所や避難経路を確認し、災害時に早めの避難を心
がけていただくとともに、日頃からのあいさつやご近所付き合
いを大切にしていただくこと等からでも取組みを進めていただ
ければと考えています。
　また、福祉避難所への避難については、対象者の心身の状
況や居住実態、ハザードマップの状況を踏まえながら、対象者
ごとの避難支援に対する役割分担や避難時の行動を含む具
体的な計画として、個別避難計画の策定を進めてまいりたいと
考えています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 6／24



NO 該当箇所 意見の概要 取扱い市の考え方

15

P.21～
第３章
第４章

都会には無い自然豊かな田舎と申しますが、天草島の風光
明媚な環境を生かし、守りながら、人口増の為の施策とし
て、空家バンクを活用した移住促進施策を進め、それに共
なう福祉の向上を移住者が住み安い地域作りに励み、それ
により財政的に少しでも豊かになる様な方策がいいと思い
ます。日本全体で、地方の活性化に取り組む中、天草島に
おいても、人を中心とする町作り、地域作りをやってゆき、発
展する様にしたいです。

参考
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P.24～25
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－１　安心して暮ら
せる環境づくり

○買い物難民の解消に向けての必要性。
移動販売もあまり普及していないのが現状。普及したとして
も移動車が来るところまで歩いて行かなければならないの
で、歩行困難者にとっては厳しい。生協販売のように玄関先
まで届けてくれるようなシステムができないか。生協でもい
いが、システムを高齢者にわかりやすく説明する必要があ
る。 参考

17

P.24～25
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－１　安心して暮ら
せる環境づくり

○認知症にやさしいまちづくりの推進
認知症を患っている人への差別意識・言動等が見られるの
で、正しい理解や対応のために小さな区単位での認知症サ
ポーター養成講座が必要。

記載済

◆地域政策課
　空き家バンクを活用した移住促進施策については、「移住・定
住促進計画」を策定し、人口減少対策や各産業の担い手対策
として取り組むほか、空き家対策としても取り組んでいます。
　また、地域づくり等については、各地域の「まちづくり計画」に
基づき取り組むこととしています。

◆高齢者支援課
　玄関先まで届ける仕組みとしては、生協や大型店舗の配達
等公表されているものもありますが、地域には公表せず常客の
依頼や困った際の個別対応のみ配達をされている店舗もあり、
広く知られていない配達サービスも存在しています。
　このようなことから、地域別に買い物に係る情報を収集し、高
齢者から相談を受ける機関（地域包括支援センターやケアマネ
ジャー）で把握し、相談対応時に個別に利用につなげていく取
組みを進めています。
　なお、公表できるものは買い物支援情報として冊子等にして
周知できるようにしています。
　本計画には記載していませんが、「健やかいきいきプラン」の
生活支援体制整備事業の取組みになります。

◆高齢者支援課
　認知症の理解者を地域に増やしていく取組みとして「認知症
サポーター養成講座」の継続実施を本計画に盛り込んでいま
す。
　出前講座や公民館講座のメニューとして、広く受講を促してい
ることに加え、小中学校や認知症に関わることが多いと考えら
れる職域での受講に向けた働きかけを行っています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 7／24
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P.24
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－１　安心して暮ら
せる環境づくり

（施策の方向性について）
地域支え合い活動に関しての意見です。当区は加入率が
60%程度で、40%程度の住民が区に未加入です。区全体の
高齢化も進んでおり、区長はおろか民生委員等の区の役員
の選出も苦慮する状況です。もう少しふみこんだ市民活動
への参加体制の確立がなければ、区の活動、子供会の活
動、老人会活動が減退していく気がします。
→この行政区に住むのであれば、区に加入することが前提
条件となるような施策 参考

◆まちづくり支援課
　行政区は、地域住民で組織された任意組織として、地域コ
ミュニティ活動、災害への備え、災害時の安否確認等地域の安
全と安心、助け合いを支えている組織であり、区に加入しない
世帯が増加すると、組織自体の運営や活動が困難となり、コ
ミュニティの崩壊などの影響が生じてくることになります。
　そこで市としても、行政区への加入促進の取組みとして、転
入、転居者への案内チラシ配布と呼びかけ、市政だよりや市の
ホームページでの加入啓発、熊本県宅地建物取引業協会天草
支部への入居者への案内チラシ配布依頼、みつばちラジオに
よる区の活動紹介と加入呼びかけ、新築の家屋調査時や市営
住宅入居者への案内チラシの配布等を行っているところです。
　しかしながら、区に加入することが前提条件となるような施策
については、区の活動が組織ごとの規約や慣例で決められて
いることとあわせ、自立した住民自治の観点からも市が干渉で
きないこととなっています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 8／24
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P.24～
第４章
＞計画の柱１

天草市の「地域福祉計画」と天草市社会福祉協議会の「地
域福祉活動計画」の内容と仕組みはとても充実していると思
います。
公的支援面では、十分すぎるほどですが、大切なのは市民
による「互助・共助」の意識の高さにあると思います。
これから、住民が主体的にたすけ合って地域力を高めること
が、今後の地域福祉の充実に大きなウエイトを占めると思
います。
その意味で、ボランティア活動や、地域活動を役ではなく、
住民が自ら進んで行う意識を培っていく必要があります。
民生児童委員の方も、住民のリーダーとして今まで以上に
主体的に地域福祉活動に取り組むことが肝心です。
住民一人一人のやる気の問題なので、とても難しいと思い
ますが、本当の意味の住民主体のまちづくりに天草の未来
は掛かっている思います。
行政の関係者も、役ではなく、一市民として地域福祉活動に
取り組む姿を見せないと、住民は冷めた目でみるのかもし
れません。
住民主体のまちづくりは、すべての市民の課題です。その
上で地域包括ケアシステムがあり、天草市の地域福祉活動
計画も、地域福祉活動計画も成り立つことを忘れてはなりま
せん。
→市民として自分のこととしてこの活動を進めていく必要が
あります。

参考

◆市職員への周知等について（健康福祉政策課）
　市民はもとより、市職員に対しても、本計画の周知を図り、地
域福祉活動に対する意識を高めてまいります。

◆市職員の地域活動への参加推進について（総務課）
　市職員は、行政職員である前に住民の一人であり、地域活動
の中心的担い手として、その知識と能力を発揮すべきだと考え
ています。
　また、市職員が、一緒に地域をつくる仲間として市民と直接対
話し、市民の思いを知り、地域の課題を直に感じた上で、それ
らを行政職員としての仕事に活かすべきだと考えています。
　そこで、今後も、市職員が公務外においても積極的に地域に
貢献する活動に参加することを推進していきます。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 9／24
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P.24～25
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－１　安心して暮ら
せる環境づくり

私が住んでいる区は、バス路線から奥に入った場所になり、
近くには店もなく、病院はありますが、多くの人はほんどの
病院に掛かっています。今後１０年とたたない内に車に乗れ
なくなる人が多くなり、買い物や通院が出来なくなる事が予
想されます。
そこで考えていただきたい事は、買い物や通院をするため
に乗り合いタクシーや小さいバスの運用を検討していただき
たいと思います。私の区はかなり広い地域なので一ヶ所の
集合場を設けるのではなく、数ヶ所の場所を設定して週に一
度の運用をお願い出来ればと思います。
また、市としては関係ない事かもしれませんが、移動販売車
の運用も必要だと思います。過去に農協さんが運営されて
いる「くるモン」という販売車が来ていましたが、品数が少な
く、価格が高い等の理由や、まだ自転車で買いに行けるか
らの理由で利用しなくなってしまいました。今後は高齢化が
進んでくるので、それらが改善されれば大いに助かり、利用
されるようになると考えます。

参考

◆乗合タクシー等導入の考え方について（地域政策課）
　本市においては、路線バス廃止による代替交通として、乗合
タクシーや巡回バスなど地域内の移動を目的としたコミュニティ
交通を導入しています。
　今後、免許返納者の増加等により地域の移動需要も高まっ
てくると考えられますので、地域と連携しながら取り組んでまい
りたいと考えています。
　なお、一定条件を満たす方が利用できる福祉タクシー料金助
成事業（市が指定するタクシーを利用する際の基本料金を助
成）がありますので、高齢者支援課へご相談ください。

◆高齢者支援課
　移動販売を対象とした補助金等の運営支援は、現状として高
齢者施策に無く、本計画ににも盛り込んでいない状況です。
　本市の取組みとしては、現在地域にある移動販売や配達な
ど買い物に係る情報を地域別に収集整理し、主に高齢者から
相談を受ける機関（地域包括支援センターやケアマネジャー）
に情報提供して、既存の社会資源を有効活用していけるように
する取組みを進めています。
　また、移動販売に補助等の直接的支援はありませんが、高
齢者が集まる場や時間等の情報を提供し、事業者による効率
的な販売活動ができるよう側面的な支援を行っています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 10／24
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P.25
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－１　安心して地域
で暮らせる環境づくり

P.52
＞計画の柱３
＞主な取組み９
＞９　地域生活課題へ
の相談・支援体制の構
築

（民生委員・児童委員活動推進事業）
一介の主婦でしたので、主婦目線で地域の方々に接して一
緒に…と思っていましたが、荷が重すぎます。毎月定例会。
他にもいろいろ事業、行事への参加、コロナ禍で少なかった
ものの大変でした。次に引き継いで下さる方もいらっしゃら
ず再任です。推進事業をすすめられる前に「声」を聞いて下
さい。その上で無理なくすすめられる計画等をたてて下さ
い。

参考

◆健康福祉政策課
　市民の皆さまが、安心して地域で暮らせるためには、見守り
体制の強化と地域住民の連携が必要と考えます。そのために
は、民生委員・児童委員のご協力を賜りながら進めてまいりま
す。
　また、同委員へのご意見につきましては、民生委員・児童委
員協議会や天草市社会福祉協議会事務局と情報を共有し、民
生委員・児童委員の活動内容や役割などを市民の皆さまに対
し、周知・啓発して理解を深め、負担軽減が図られるよう検討を
進めてまいりたいと考えます。

◆天草市社会福祉協議会
　今までの課題であった少子高齢化に加え、近年では、コロナ
禍などによる生活困窮世帯の増加や核家族化による一人暮ら
し高齢者世帯の増加などによって、民生委員の役割は大きく
なってきています。事務局では民生委員の活動に必要なサ
ポートを行ってまいりますので、地域住民と関係機関のつなぎ
役として、できる範囲での活動をお願いしているところです。

※ご意見の寄せられた定例会や事業等について、民生委員児
童委員協議会の事務局を担っている天草市社会福祉協議会
の考え方も併せて示しています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 11／24
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P.25
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－１　安心して暮ら
せる環境づくり

「あいさつ運動について」提案します
「一日の始まりは元気なあいさつから」とラジオで聞いたこと
があります。私は「あいさつ運動」を盛り上げたらいいと思い
ます。各店に買い物を行っていますが店員さんから「気持ち
良いあいさつ」をされる所とされない所があります。「あいさ
つ」されるところは教育が行き届いているのでしょうね。「あ
いさつ」のできているところにはまた買物に行きたくなりま
す。知らない人でも目と目が合ったら軽く会釈する、買物に
行った時でも狭い通路を譲るとき、譲られる時、私は軽く頭
を下げてとおります。「あいさつ」ってお金もかかりません。お
互い気持ち良いものです。「自分はみんなに支えられて生き
ている」といつも思っていて、自分をいばることをしない上に
は上がいる、感謝の気持ちを忘れずにいます。天草市が
「あいさつ運動」日本一をめざして、犯罪のない社会、差別
のない社会、明るい社会を築いていきましょう。

反映

23

P.25
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－１　安心して暮ら
せる環境づくり

「具体的な取組み」として、地域社会全体で支え合う体制の
構築、地域見守り体制の構築とありますが、具体的にどの
ような手順で構築されますか。（※１：計画への記載が困難
であれば区長会等でご教示いただきたいと思います） 参考
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P.26～27
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－２　地域で支える
子育て支援の推進

今問題になっているヤングケアラーの対策や支援が何も
入っていないが、本市でも多くのヤングケアラーが存在して
いる現状の把握はなされているのか？

参考

　「私たち（市民）ができること」に、以下のとおり一部反映いた
します。

【修正前】
●地域における見守り支援活動に参加します。

【修正後】
●地域におけるあいさつなどの声かけや、見守り支援活動に
参加します。

　地域社会全体で支え合う体制の構築、地域見守り体制の構
築に関する具体的な手順等については、避難行動要支援者名
簿の配布時等に、避難支援体制の構築の取組み等と併せて
紹介してまいりたいと考えています。

◆子育て支援課
　令和３年度に熊本県が県内のヤングケアラーに関する実態
調査を実施しています。
　本市においては、独自に実態調査を実施していませんが、令
和４年５月号の「市政だより天草」においてヤングケアラーに関
する記事を掲載し、相談窓口を周知しており、ヤングケアラー
に関する問題だけでなく、子どもに関する様々な相談を子育て
支援課子ども相談係にて受け付けています。
　また、相談内容によっては、必要な関係機関と連携を図りな
がら対応しています。
　そのため、主な取組みの一つである子どもと子育て家庭への
支援の充実の中で、妊娠から子育てまで切れ目のない支援の
充実を図っていくこととしています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 12／24
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P.26～27
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－２　地域で支える
子育て支援の推進

○不登校児童生徒への対応
社会福祉協議会の施設でデイサービスを行っているところ
（有明町社会福祉協議会）で不登校児童生徒を預かれない
か。もちろん学校・家庭との話し合いが必要だが。

参考

26

P.26～27
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み１
＞１－２　地域で支える
子育て支援の推進

有明町では、１才の誕生者に「お祝いメッセージ」を届けてい
ます。地域の方々ですので、１才児については何とか分かり
ます。行政からは「個人情報」ということで、なかなか子育て
世代の問題、実態等は教えていただけません。ひとり親支
援については、民生委員・児童委員のもとに、「印かん」をも
らいに来られますので分かりますが、私たちにも「守秘義
務」がありますので、もっと情報を開示していただけないかと
思っています。支援事業や学校等へもっとつないでいけるの
ではと思います。

その他

27

P.30～31
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－１　地域ぐるみの
防災活動の推進

防災活動の推進において必要なことは、まず、自主防災組
織の設立。そして自主防災計画の作成だと考えます。
「具体的な取組み」として、自主防災組織の設立数や自主防
災計画の策定数を目標値に追加してはどうでしょうか。

参考

◆子育て支援課
　要保護児童対策及びＤＶ防止対策地域協議会にて支援して
いる家庭の情報については、必要時に関係者の皆さまと情報
を共有しながら支援しています。
　その中には民生委員・児童委員の皆さまにもご協力いただい
て支援している家庭もありますので、今後もご協力をお願いし
ます。

◆子育て支援課
　子どもデイサービス事業は、保護者が昼間家庭にいない小
学生を対象に、放課後や長期休暇中に適切な遊びや生活の
場所を提供するものです。
　現在、天草市社会福祉協議会有明支所においては、長期休
暇のみ実施しています。したがって、不登校の児童生徒を預か
ることは、時間帯や目的などから現状では対応できないと考え
ます。

◆防災危機管理課
　自主防災組織については、これまで多くの方々にご理解いた
だき、ほとんどの地域で設立されています。
　本計画では、組織活動の充実を掲げ、そのためにはまず各
地域に防災リーダーが必要との考えから、その資質を備えた
防災士の数を増やすことを数値目標として掲げたものです。
　各地域で策定いただく地区防災計画の数値目標などについ
ても、今後リーダー人材の確保を図り設定してまいりたいと考
えています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 13／24
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P.30～31
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２

主な取り組み２ ｢災害に強いまちの形成｣について
災害への備えはハード面・ソフト面とも様々にあるが、一番
基本となる事柄は「どの程度の災害に見舞われる可能性が
あるか」を正しく知ることだと思う。
各種ハザードマップは、国の基準に沿って作成され、適正な
情報が盛り込まれているものと思われるが、それを活用す
る側が正しく読み取ることができるか否かが問題となる。
「ハザードマップの見方」の頁で説明されているが、簡略化さ
れた説明故にマップから正しい情報を得られない（間違った
読み方）状況になっていると感じる。
※ 県のＨＰにある「津波浸水区域について（解説）」や「熊本
県沿岸における津波浸水想定説明資料」と「リンク」すること
により大幅な改善が望める。
※ 避難訓練時の避難先として自治会が届け出ている「行政
区指定避難場所（高所）」は、「東日本大震災」直後の指定
のためか、非常に標高の高い場所が登録されている。津波
ハザードマップを参考に、適度な標高の広場を指定し、急傾
斜の坂道を登らなくて済むようにならないか。高齢化が進ん
だことにより、避難訓練時に高齢者の安全を確保するのが
難しい状況となりつつあり、新たなリスクが生じることとな
る。
(「熊本県沿岸における津波浸水想定説明資料・縦断図」に
よれば、大楠地区に襲来する津波の「波高」は３０～４０cm
と読み取ることができる。この津波に対して、避難場所として
十分な標高はどの程度か。１０ｍも２０ｍも必要か？)

参考

◆防災危機管理課
　市の総合防災マップ（ハザードマップ）は、令和５年度に内容
の更新を行う予定としており、ご意見にもあります県のホーム
ページのリンク先を掲載するなど、正しく防災マップを見ていた
だけるように改善してまいります。
　津波の浸水想定区域は、過去に実際に発生した津波や今後
発生が予測される津波から設定されたものでありますが、この
想定よりも大きな津波が発生するおそれが全くないというもの
ではなく、市の避難場所はできるだけ地域にある高い場所を設
定しています。
　なお、地域で決められている避難場所については、津波注意
報、津波警報など、発生する津波により避難すべき場所の高さ
は異なりますので、その状況に応じて地域の方々が安全に避
難できる場所を決めていただけるようお願いいたします。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 14／24
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P.30～31
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－１　地域ぐるみの
防災活動の推進

（施策の方向性について）
①自主防災組織については、活動はできていない実態があ
る。「みんなが安心して避難できる体制」を早急に構築すべ
きである。　※避難場所に適した防災組織をつくること。
②避難場所及び受入れ体制等を再点検して、避難場所に
置ける問題点及び備品の点検を行うべきである。
③地域住民を主体とした「避難体制」を確立すること。

参考

30

P.30～33
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－１　地域ぐるみの
防災活動の推進

＞２－２　高齢者などに
配慮した避難支援体制
の構築

自主防災組織を立上げ、毎年避難訓練を実施中。今年益
城町で熊本地震防災学習を受け手て感じた事は単なる避
難訓練から発生型防災訓練へ取組みを変更する。
災害は各地区毎に違うと考えられます。避難所も各区毎の
設置が望まれます。
その為、避難訓練の時、避難所運営訓練も実施中である。
今後は行政からの指導を望む！

高齢者、障害者等避難には早めに施設避難を指示して頂
かないと間に合わない。一般避難では利用できない！
再考を願う。

参考

◆防災危機管理課
①住民の皆さまが安心して避難できる体制を整えるためには、
訓練等の活動が欠かせませんが、ここ数年の新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、その活動等が思うようにできてい
ない状況にあります。
　今後、感染状況を踏まえながらにはなりますが、一斉避難訓
練時などの機会を通じながら多くの自主防災防災組織におい
て充実した避難訓練等の実施ができるよう取り組んでまいりま
す。
②現在、避難場所に配置している市職員を通じて、避難場所
の問題点や備蓄品については確認をしているところです。
　市では今後、地域主体による避難場所の運営を計画してお
り、今後も避難環境の向上に取り組んでまいります。
③地域の皆さまの理解が不可欠でありますので、自主防災組
織の充実や地域主体の避難場所運営など理解を深めていた
だけるような取組みを進めてまいります。

◆避難訓練等について（防災危機管理課）
　市が実施する一斉避難訓練については、地域にハザードマッ
プを活用いただくなど更に充実した訓練内容になるよう取り組
んでまいります。

◆高齢者、障がい者の方の避難について（防災危機管理課、
健康福祉政策課）
　高齢者、障がいのある方など、避難に時間のかかる方が避
難する目安として、「避難指示」に先立ち、「高齢者等避難」を発
令しています。
　「高齢者等避難」が発令された時点で、一般の避難所や要配
慮者避難所を開設しているほか、福祉避難所へも受け入れの
協力依頼をしています。
　なお、避難場所については、市が指定している避難場所をは
じめ、親戚や知人宅など、それぞれが災害に応じた避難先とな
る安全な場所を確保できるようその周知に努めてまいります。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 15／24
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P.30～31
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－１　地域ぐるみの
防災活動の推進

本計画の総論については全般的な視点から捉えられてお
り、計画通り実践されることを願います。しかし各論的な視
点から見た場合、近年は災害が全国的に発生しており「共
に支え合うまちづくり」において、現在自主防災組織が各行
政区単位で構成されています。災害に備えた地域づくりの
観点から見た場合、まだ十分とは言えないような気がしま
す。高齢化や過疎化の進行により、地域に住んでいても区
の組織に加入しない方々も以前より多く見受けられるように
なりました。以前と異なり地域のコミュニティが少しづつ崩れ
ているような気がします。そうしたことからも、天草市民であ
ることには変わりはなく、非常時の際には区に入るか、入ら
ないかは別にして、支援を行う必要があると感じています
が、感情的な部分もあり、地域として協力体制が維持できる
か、課題も多く残っています。
こうした詳細な部分を埋め合わせて行くことができれば、「共
に支え合うまちづくり」が可能になってくるのではないかと思
いますが・・・・

参考

◆自主防災組織等について（防災危機管理課）
　災害時には、自助・互助・共助・公助の力がバランスよく効果
的に発揮できることが重要です。
　自主防災組織は、特に互助の部分に関わってまいりますの
で、防災の観点からも地域住民同士の助け合いの重要性を多
くの方々にご認識いただけるよう努めてまいります。

◆区の加入促進等について（まちづくり支援課）
　行政区は地域コミュニティ活動、災害への備えや災害時の安
否確認等、地域の安全と安心、助け合いを支えている組織で
あり、災害発生時などいざという時に助け合うコミュニティの存
在は必要不可欠です。
　しかしながら、区への加入率は減少傾向にあり、区が持つ相
互扶助機能の低下や地域の連帯感の希薄化が懸念されてい
ます。
　そのため、市では住民の方々に区の必要性を認識していた
だき、区への加入率向上に向けて、転入者、転居者への案内
チラシ配布や、市のホームページや市政だより等を通じた区の
活動紹介や加入呼びかけを行っているところです。
　今後も、未加入者を対象とした加入促進活動を行うなど、継
続的に啓発を行ってまいります。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 16／24
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P.32～33
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－２　高齢者などに
配慮した避難支援体制
の構築

・福祉避難所の取り組み
市町村合併後、閉校した学校の利活用。
旧校区毎に福祉避難所を設置を望みます。
縦割り行政でなく、市民の望むことを勇気をもって対応して
ほしい。
又、避難所までの移動も、市の公用車や準公用車（社会福
祉協議会等）の利用を可能にしてほしい。

参考

◆福祉避難所について（健康福祉政策課）
　現在、市では、一般の避難所のほか、旧市町単位に要配慮
者避難所を１０箇所と、社会福祉法人等との協定により、福祉
避難所を５１箇所設置しています。
　また、福祉避難所への避難については、対象者の心身の状
況や居住実態、ハザードマップの状況を踏まえながら、対象者
ごとの避難支援に対する役割分担や避難時の行動を含む具
体的な計画として、個別避難計画の策定を進めてまいりたいと
考えています。
　なお、避難にあたっては、「高齢者等避難」等の避難情報が
発令された場合には、速やかに避難いただくとともに、自身や
家族の身を守るため、市が設置する避難所のほか、安全な親
戚・知人宅や、ホテル・旅館に避難することや、屋内の安全な
場所を確保いただくことも検討いただくようお願いします。

◆公用車等での避難所への移動について（防災危機管理課、
健康福祉政策課、天草市社会福祉協議会）
　市の公用車の利用については、現状では事故があった場合
の職員以外の保険適用ができないため難しい状況です。
　天草市社会福祉協議会の車両についても同様です。
　なお、福祉避難所等への移送は、次の①を原則とし、①によ
り難い場合、次の順位で行うこととしています。
①避難者又は地域支援者（手配したタクシー等を含む）による
移送
②受け入れを行う福祉避難所による移送が可能な場合は、福
祉避難所による移送
③上記による移送ができない場合は、消防団、市職員又はそ
の他の手段による移送

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 17／24
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P.32～33
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－２　高齢者などに
配慮した避難支援体制
の構築

○高齢者などに配慮した避難支援体制の構築
災害時に避難で支援が必要な対象者を区の常会の時に確
認し、口頭で決めていたが、今年度、別紙※のように図で示
して各家庭に配布した。支援者になっていない区民も協力を
仰いだ。現在、二つの地区がこれを実施している。今後、他
の地区にも勧めたい。
※区長、民生委員、天草市社会福祉協議会支所、市支所の
連絡先が記載され、支援が必要な方の名前と支援をする方
の名前が記載されたものです。そのほか、支援者の心得等
が記載されています。

参考

34

P.32
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－２　高齢者などに
配慮した避難支援体制
の構築

避難行動要支援者への対応は、地域防災において最も重
要な活動の一つです。「具体的な取組み」として、見守り支
援や避難支援体制の構築とありますが、内容はどのような
ものですか。（※１：計画への記載が困難であれば区長会等
でご教示いただきたいと思います） 参考
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P.32
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－２　高齢者などに
配慮した避難支援体制
の構築

地区振興会、区長・班長、社協、行政の参加のもと、年１
回、会合を開いて避難行動要支援者の確認を行っている
が、年度当初の５月か、年度途中の１１月と２回確認して
いった方がよいかと思います。対象者が高齢化していて確
認していく期間を短くする必要があるのではと思っていま
す。

参考

　情報提供いただいた取組みのほか、市内では、熊本県の「災
害時における地域の助け合い体制づくりモデル地区」として、
避難支援体制の仕組みづくりを進めている地域や、自主防災
組織等により地区防災計画を策定している地区もあります。
　避難支援体制の構築の取組みについては、各地域で進めて
いただくため、避難行動要支援者名簿の配布時等に各地域の
取組事例等を紹介してまいりたいと考えています。

　避難行動要支援者名簿については、行政区長、民生委員、
地域包括支援センター、天草市社会福祉協議会などの地域の
関係者が一堂に会し、名簿を確認する取組みを推進していま
す。
　実施時期については、各地域との調整によりますが、行政区
長や民生委員等に対して、避難行動要支援者名簿を配付する
際、確認を行う時期を示し、少なくとも年１回は確認作業を実施
いただくよう促していきたいと考えています。
　なお、年２回の確認については、地区振興会や行政区長の
会議の前後の時間に併せて開催するなど、各地域においても
ご検討いただければと思います。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 18／24
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P.32
第４章
＞計画の柱１
＞主な取組み２
＞２－２　高齢者などに
配慮した避難支援体制
の構築

①避難者支援名簿は表面上の支援になっており、実際には
活動できない状態が多い。再点検が必要。
②役割分担と避難時行動の方向性が不明確。

参考

37

P.43～44
第４章
＞計画の柱２
＞主な取組み５
＞５　高齢者が生き生
きと暮らせる仕組みづく
り

①一人暮らしの高齢者が安心して生活できる環境の形成
②生活を支えてくれる人がいない高齢者の支援をどう支え
るかが大きな課題である（ゴミの搬出・緊急時の対応・問題
発生時の対応）等の役割分担を明確にする必要がある。

参考

38

P.44
第４章
＞計画の柱２
＞主な取組み５
＞５　高齢者が生き生
きと暮らせる仕組みづく
り

○地域介護予防活動支援事業（通いの場・ふれあいいきい
きサロン）の充実
会場近辺の高齢者しか利用していない現状がある。サロン
運営の手伝いをしているが、１人の高齢者を送迎している
が、事故が起きたときの補償が心配である。

その他

①避難行動要支援者名簿については、行政区長、民生委員、
地域包括支援センター、天草市社会福祉協議会などの地域の
関係者が一堂に会し、名簿を確認する取組みを推進していると
ころです。
②上記①のような場等を活用し、地域の関係者の協力を得な
がら、避難行動要支援者ごとの避難支援に対する役割分担や
避難時の行動を含む具体的な計画として、個別避難計画の策
定を進めてまいりたいと考えています。

◆高齢者支援課
　何らかの支援を要する１人暮らしの高齢者に対しては、介護
保険・高齢者福祉による共助・公助のサービスがあり、本人の
意向や生活に合わせて提供しています。
　ただし、隙間なく支えていくためには、自助・互助の本人の意
欲、地域の支え合いなしでは解決が難しい問題もあります。
　市では、地域ケア会議等を実施し、高齢者個人に対する支援
の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に図っていく取
組みを進めており、ケースに応じた役割分担も行っています。
（関連計画「健やか生きいきプラン」に掲載あり）

◆高齢者支援課
　ふれあいいきいきサロンでは、実施主体の社会福祉協議会
において「ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険」に加入し
ているため、参加者の往復途中の事故も保障の対象になって
います。
　詳しくは天草市社会福祉協議会へお問い合わせください。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 19／24
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P.44
第４章
＞計画の柱２
＞主な取組み５
＞５　高齢者が生き生
きと暮らせる仕組みづく
り

ここ数年コロナ禍の為、自宅で過ごされている高齢者が多
いのではないでしょうか。週１回でも密をさけ、数名で行う事
が出来る場所で、会話、笑顔、体力作りが出来、少しでも生
きがいのある生活を送って頂ける様な事業が実現出来れば
と思っています。私が勤務している所では、午前中にカフェ
を行っています。（会話、歌、ミニ体操など行っています。）

記載済

◆高齢者支援課
　平成２７年度より「通いの場」の取組みを進めています。
　「通いの場」とは、週１回以上、身近な地域で高齢者等が自主
的に集まり、体操等の介護予防活動に取り組む住民活動で、
令和４年１２月末現在で１９０箇所の登録となっています。
　国の目安では、本市の規模では７０箇所とされており、本市
は通いの場活動が盛んな地域といえます。
　介護予防を切り口に集まる場となっていますが、定期的に集
まることで交流や情報交換、見守りや助け合いに発展するケー
スも見られています。
　このほか、本市には「ふれあいいきいきサロン（約２００箇
所）」「健康運動教室（４３箇所）」「認知症カフェ（２３箇所）」など
様々な地域の集まりがあります。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 20／24
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P.45～46
第４章
＞計画の柱２
＞主な取組み６
＞６　障がい者（児）の
自立と社会参画の推進

P.78～79
第５章
＞計画の柱２
＞主な取組み６
＞６　障がい者（児）の
自立と社会参画の推進

①「障がい者の社会参画の推進」の中で、具体的な取り組
みとして「墓地清掃管理サービス事業」とある。これは障が
い者の社会参画の推進の手段として有効ではあるが、天草
にいる障がい者の総数を考えるともっといろいろな事業を模
索していく事を「具体的な取り組み」の中に盛り込むと、社会
参画がより推進できるのではないでしょうか。
②「施策の方向性」の中で、「障がい者とその家族や地域住
民、ボランティア等の交流の場の構築に取り組みます」とあ
る。そこで「具体的な取組み」の中に、
　㋐（啓発用リーフレットの作成）生活に密接にかかわる警
察署・医療機関・コンビニ・公共交通機関・自治会などに対
する啓発用リーフレットの作成
　㋑（研修会開催への働きかけ）障がいに対する正しい知識
の習得・対処法等を身につけるための具体的な研修会の開
催について働きかけ
　㋒（学校教育の中での理解）学校教育の中で障がいのあ
る人についての正しい知識を伝えるとともに、実感を持った
体験を通して障がい者に対する理解を深める
の３点も加えてみたらどうだろうか。

◆福祉課
①ご意見では、天草市社会福祉協議会が取り組む墓地清掃管
理サービス事業を例示いただきましたが、市が目指す「市民が
地域で生き生きと暮らしていること」の実現には、障がいがある
皆さまの地域社会の担い手としての参加が欠かせません。
　市全体では、障がい者計画にて示すとおり、令和３年度には
１３８人の障がい者雇用があっています。
　また、一般就労が困難な人には、市内１５か所（定員総数３２
８人）で就労継続支援事業が実施されているところです。
　なお、これらの取組により、福祉施設から一般就労への移行
を促進し、令和１１年度には１５人の一般就労を障がい者計画
の目標としています.。
②ご意見のとおり、障がいの特性等についての正しい理解を
得ること、そのためにご意見②㋐㋑㋒のような機会を利用し
て、啓発・研修に努めることは重要であると考えており、具体的
な取組みの「理解促進研修・啓発事業及び自発的活動支援事
業」の項目で同様の趣旨の内容を記載しています。
　近年では、研修・啓発事業へ毎年２，０００名を超える参加を
いただく状況ですが、地域共生社会実現のためには欠かせな
い取組みであるため、あらゆる機会を捉えてさらに推進していく
こととしています。

◆天草市社会福祉協議会
①墓地清掃管理サービス事業の契約件数は現在２１１件、年
間４００回を超える作業回数となっています。
　８月のお盆と１２月の年末は作業が集中し、作業を契約して
いる事業所等が不足している地域もあります。
　今後も契約者は増加傾向にあり、ソーシャルファームとしての
担い手の確保に努めています。
②㋒について、小・中・高校生を対象としたワークキャンプ事業
や福祉体験事業を実施し、講話や疑似体験、施設での体験を
通じて正しい接し方や知識を身に付けることができるよう取り組
んでいます。

記載済

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 21／24
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P.51～54
第４章
＞計画の柱３
＞主な取組み９
＞９　地域生活課題へ
の相談・支援体制の構
築

＞主な取組み10
＞10　生活に困窮して
いる人への自立支援

私が、今、不安に思っているのですが、４０歳台、５０歳台の
ひきこもりの方が多く、老いていく親さんのことを考えるとど
うにかならないかなと。
デジタル化が進んではいますが、その反面労働力が不足し
ているとも聞きます。
体を動かし、汗水流し働いていただいた給料は、嬉しいもの
ではないでしょうか。
ひきこもりの方が働きやすい場を作ること。
①シルバー人材の方といっしょに働いてもらう。
②廃校になっている小、中学校に作業場を作り、木工品と
か、生活用品とか、商品作り、それを売って、個人の賃金と
して支払うシステム作りとか。
いかがでしょうか。

参考

◆福祉課
　ひきこもりの方の支援については、生活困窮者自立相談支援
事業を委託している天草市社会福祉協議会が相談窓口となっ
て支援を行っています。
　ひきこもりのため長期間就労していなかったことにより一般就
労が難しい方には、施設等での清掃や除草作業など就労訓練
をしていただき、将来的には一般就労ができるよう支援を行っ
てまいります。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 22／24
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P.51～52
＞計画の柱３
＞主な取組み９
＞９　地域生活課題へ
の相談・支援体制の構
築

①高齢者における「問題解決策」を策定し、天草市及び地域
で共有することが大事と思われる。
②特に高齢者が飼育している犬及び猫が地域の問題として
多く発生している。現実的な対応が求められる。

◆①②について（高齢者支援課）
　本市では、地域課題解決に向けた取組みを関連計画である「健
やかいきいきプラン」の重点施策に掲げ、「地域ケア会議」の推進
に取り組んでいます。
　「地域ケア会議」は、生活が困難な高齢者の支援にあたっている
地域包括支援センターやケアマネジャーが中心となって、各種専
門職の助言者や地域関係者を加えてケース検討会を実施しま
す。
　その個々の検討から共通した課題を地域課題として整理し、地
域の関係者や関係機関へ報告・共有して、課題解決に繋げていく
取組みになります。
　本市では、重点施策として位置付け、積極的に開催していること
で、県の事例発表や、県内の他自治体から視察、意見交換を求
められるような取組みになっています。

◆②について（市民環境課）
　犬や猫等は、動物愛護法により終生飼養（できる限り当該動物
がその命を終えるまで適切に飼養すること）が明記されています。
そのため、保健所では安易な飼い犬や飼い猫の引き取りはでき
ず、飼い主の方が、施設入所や死亡等により飼養できなくなった
場合は、まず新しい飼い主（親族や友人・知人、近隣の方等）を探
すことが優先となります。
　更には、SNS等を活用した里親探し等、あらゆる方法により飼い
主を探しても見つからない場合は、保健所の指示に従うこととなり
ます。
　市民環境課では、飼い犬及び飼い猫の無秩序な繁殖を抑制す
ることにより、周囲に対する危害及び迷惑を防止し、動物愛護及
び管理についての意識の高揚を図るため、熊本県獣医師会天草
支部が実施する「飼い犬及び飼い猫の避妊去勢手術助成事業」
に対し補助を行っているところです。
　この他に、野良猫の糞尿被害や無責任な餌やりの相談について
は、相談者に詳しい状況を確認し、その後、餌やりを行っている方
を訪問し、事実確認を行ったあと、避妊去勢手術や無責任な餌や
りを行わないよう指導を行っており、必要に応じて区長を通じての
チラシ配布や、看板の設置も行っています。
　上記のとおり、総合計画の「快適な生活環境の充実」の政策の
なかで、高齢者が飼養する犬及び猫の地域問題についても、地域
と協力しながら対応します。

参考

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 23／24
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P.51～52
＞計画の柱３
＞主な取組み９
＞９　地域生活課題へ
の相談・支援体制の構
築

介護職員不足を心配しています。年齢７０才定年では少子
高齢化の中では確保は困難です。元気な人は延長も検討
願います！

その他

◆高齢者支援課
　市の人口動態推計より、生産年齢人口の著しい現象に伴い、
介護職のみならず、すべての労働人口が不足していくことが予
測されます。
　直近の事業所アンケートによると、定年を75歳、80歳と延伸し
ているところも見受けられます。
　今、元気な方は、今後も自らのことは自らできるよう健康・介
護予防に力を入れ、支える側、支えられる側を問わず、元気な
高齢者を増やしていく取組みを推進しています。

※個人が特定される可能性のある情報を除き、原則として原文のまま掲載しています。
※「市の考え方」の欄について、所管課等の記載がない場合は、本計画を所管する健康福祉政策課において記載しています。 24／24


