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●有田町地域福祉（活動）計画（素案）について提出された意見の概要と考え方 

番号 意見の概要 意見に対する考え方 計画への反映 

１ 『地域福祉（活動）計画（素案）ファイル』の

15貢～17 貢 

施策④高齢者支援の充実について 

・定期的に年 1 回～数回程度、何かの場で、高

齢者及び高齢者以外の参加希望者に対し、特殊

詐欺などの勉強会（講座）を開催してみては如

何でしょうか。 

ご意見ありがとうございます。 

おっしゃる通り、近年、高齢者を狙った詐欺が横行して

おり、詐欺被害の防止は高齢者支援の一つだと感じてお

ります。有田町でも、平成２９年度に消費生活センター

から講師を招き講演会などを行ったり、広報誌に被害防

止を呼び掛けたりしております。まだまだ、普及・啓発

が不十分な部分がありますので、引き続き、広報誌など

を活用し、高齢者支援を行います。 

P15.ページ町が取組

む項目として「高齢

者の消費者被害防止

の普及啓発を行いま

す。」を追加いたし

ます。 

２ ページ１の自助・共助・公助、ページ５の（包

括的対応）＝丸ごと支援などの体制変換 

総合的には、持続可能な社会に向けての【包括

支援】を意味する事だと考えやはり(ワンステ

ップ相談窓口)への大まかな時期（プラン）を

示された方が町民に分かり易いと思います。 

（ワンストップ相談窓口化）の実現時期につい

て、町民の不安が大きくなっています。 

ご意見ありがとうございます。 

暮らしの困りごとを一つの窓口で完結できることは、非

常に重要なことだと感じております。幸い、当町では、

健康福祉課、子育て支援課と社会福祉協議会ともに社会

福祉に係る分野は隣接しており、一つの窓口に近い形が

とれております。この先、地域福祉計画５か年の間によ

りよい相談窓口の形を協議させて頂き、当町にあった支

援体制を検討します。 

地域福祉（活動）計

画期間内とさせて頂

きます。記載の変更

はいたしません。 

３ 児童達の休園、休校が見られ、今後も重要な施

策課題になると考えます。今後の児童の世話と

保護者就業のバランス等への方策について、町

民が安心出来る実現方法、プランを示された方

が良いと考えます。 

ご意見ありがとうございます。 

新型コロナウィルスの感染拡大により、保育所や学校等

が休園・休校となった場合は、感染を抑えるため、基本

的には家庭での保育をお願いしているところです。 

但し、保護者が医療従事者や保育・介護等の社会的機能

記載の変更はいたし

ません。(子ども・

子育て支援計画で議

論すべき案件と考え

ます。） 
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維持に関わる仕事に従事されている場合、また、ひとり

親世帯等で仕事が休めず他に児童を預ける方がいない場

合等については、保育園・認定こども園・放課後児童ク

ラブにおいて代替保育を行っています。 

（園・クラブによっては事前登録が必要です。） 

その際は、感染拡大を防ぐため、感染防止対策を徹底し

て預かりを行います。 

４ ページ９、ページ１０の社会福祉協議会が取り

組む項目の中で、子育て支援センターの文言が

出てきます。多世代交流センター「ゆいたん」

の施設の中の「子育て支援センター」という解

説がないので一般町民は分かりづらいと思いま

す。 

 また事業説明のページの子育て支援センター

にも「多世代交流センターゆいたん」の施設の

中に存在するという文言があればわかりやすい

と思います。 

ご意見ありがとうござます。 

子育て中の親が孤立、不安を抱えたまま過ごすことのな

いよう、子育て支援センターの役割はとても重要だと考

えております。 

子育て中の親子が交流や情報収集、育児相談等が身近な

場所でできるように努めたいと思います。 

地域福祉（活動）計

画へ※注釈で子育て

支援センターについ

ての説明分を記載い

たします。 

事業説明ｐ.13 に子

育て支援センターの

場所「多世代交流セ

ンターゆいたん」を

記載いたします。 

５ ページ 12 障害児・者支援の充実 

 社会福祉協議会が取り組む項目の中に障害者

団体や障害者を支援する団体とありますが、障

害児・者を支援する団体と記載したほうが、町

が取り組む項目と整合性がとれると思います。 

 

ご意見ありがとうございます。 

障害を持つ方でも安心して地域で生活が送れるよう、町

や関係機関と連携して支援を行う必要と考えておりま

す。また、それを安心して地域で生活が送れるよう、町

や関係機関と連携して支援を行う必要があると考えてお

ります。 

P12.「障害児・者」

と記載いたします。 
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また、それを支援する団体の協力及び継続ができるよう

に努めます。 

６ ページ 16 社会福祉協議会が取り組む項目の中

でソラシドくらぶと文言が出てきますが、多世

代交流センターゆいたんで行うソラシドくらぶ

と表記したほうが分かりやすいと思います。併

せて事業説明のページ 15のソラシドくらぶの

欄にも同様の表現をしたほうが分かりやすいと

思います。 

 

ご意見ありがとうございます。 

多世代交流センターゆいたんでは高齢者から子育て世代

の親子を対象とした事業活動を行っております。 

地域福祉（活動）計画では現在の事業内容の一つとして

ソラシドくらぶの記載をしております。今後も介護予防

の運動教室や認知症予防の脳トレ教室など各種教室を開

催し、高齢者の方の健康づくりや生きがいづくりにつな

がるような活動ができるよう検討したいと思います。 

事業説明 p.15 へ多

世代交流センターゆ

いたんと事業場所を

記載いたします。 

 

７ ページ２２のボランティアの育成とあります

が、ここでのボランティア育成とは、地域福祉

に関するボランティアには国際協力、環境、災

害、農業、医療、教育、などがあり多岐にわた

るので絞った方がよいと思います。 

ご意見ありがとうございます。 

ボランティアは専門的な知識や資格が必要なものから、

一般の方でもできる身近なボランティアがあります。 

おっしゃるとおり、ボランティア活動というのは多岐に

渡って活動をされています。 

本計画では地域福祉に関するボランティアの育成で分野

問わず、今までの経験で活動したい、またこういうこと

だったら活動できるといった地域の方が取り組みやすい

ボランティア活動の環境をつくりたいと思っています。

そのため、分野にとらわれず、地域ボランティアの育成

に取り組みができるように模索、検討していきたいと思

います。 

 

記載の変更はいたし

ません。 
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８ 有田町地域福祉に関する町民アンケート調査結

果による（8ページその他の項の中） 

5 行.困りごと事例 

8 行.町民の方から Q＆Aを年 1 回程度掲載する 

9 行.個人情報保護法に抵触しない範囲での事例

紹介 

 以上のような町民の言葉を社協だよりに掲載

する事で、自分事にあてはめて関心を持って頂

ける事になると思います。 

 

ご意見ありがとうございます。 

社協と町民の皆様をつなぐ「社協だより」を更に有意義

なものとするため、具体的な事例や皆様のご意見を吸い

上げ、発信できるような取り組みを模索、検討していき

たいと思います。 

記載の変更はいたし

ません。 

９ ページ３０ 

課題について「…必要がある」との記述で結ば

れていますが、以降の各方針の内容が、町・社

協の記述ともに総花的な記述に終始しており、

できればその各事項について、①いつまでに②

どのレベルまで具体化到達目標として取り組ん

でいく計画なのか補助資料にでも示せないので

すか。 

 

ご意見ありがとうございます。 

ページ３０に「防災に関する効果的な広報・啓発活動と

情報提供の必要がある」と記載がありますが、令和元年

６月に有田町地域防災計画が策定されており、計画や各

方針などの具体化目標や補助資料になると考えておりま

す。また、令和４年２月に新たに有田町ハザードマップ

を作成いたしますのでご活用頂ければと思います。 

記載の変更はいたし

ません。 

１０ ページ３１ 

（防災） 

…日頃から緊急避難用具を準備しましょう。 

→1回/年 事業所・各家庭における緊急避難

ご意見ありがとうございます。 

防災意識の啓蒙は、いろいろな手段を使って行わなけれ

ばなりません。おっしゃるとおり、毎年同じ日と日程を

決めて啓蒙する日を設けるのは効果があると感じます。 

31ページの「今後

新たに取り組むこ

と」として、「防災

の日に合わせた防災
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準備品確認 DAYを設けるのは防災意識の啓蒙

になると思われる 

例えば、9 月 1 日が防災の日となっておりますので、そ

の日（前後）に何かを行うということは検討できると思

います。 

また、現状、広報誌では、避難情報、防災無線、避難所

等についての特集記事を毎年頃合い見て出しております

が、緊急避難準備品に関しては、出しておりません。 

 今後、広報誌の 9 月号（9月 1 日発行）で緊急避難準

備に関する特集記事を出すようなことを検討したいと思

います。 

関連の啓蒙事業を検

討」を追加いたしま

す。 

１１ （防犯） 

…地域の中で挨拶を心がけましょう 

→最近は声掛け＝不審者と見なされる恐れがあ

り、声掛けはどうしたら良いのか分からない。 

学校・保護者の指導現状はどうなのでしょう

か。 

ご意見ありがとうございます。 

教育委員会にも相談して検討させて頂き、このまま「地

域の中で挨拶を心がけましょう」と記載させて頂こうと

考えております。 

実際、挨拶を心がけるように子どもたちには指導をして

います。もちろん挨拶は必要です。ただ、踏み込みすぎ

ると声掛け事案となることもあります。 

地域の方がどうすればよいのか、ここに具体的な事を記

載すると、挨拶自体をしにくくなる町になる恐れがあり

ますので、地域の方の良識にある程度任せて、気軽に挨

拶ができるような町づくりを目指します。 

記載の変更はいたし

ません。 
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１２ 

 

・アンケートはどの時期に告知されたのでしょ

うか。また、その方法は。 

・回答者の対象候補者及び対象分布はどのよう

に抽出されたのでしょうか。 

ご意見ありがとうございます。 

アンケートは令和３年６月に実施いたしました。当初

は、無作為での配布も検討しておりましたが、できるだ

け、回答率を上げることと、核家族や多世代家族、母子

家庭など様々な方々にアンケートを実施することを目的

とし、地区の民生委員さんへ依頼を行い、各世帯にお配

りして頂きました。 

59名（民生委員）×15～20人＝1,000 人分 

配布しております。回答率は、約 75％になりました。 

 

記載の変更はいたし

ません。 

１３ 

 

不明な点でアンケート回答 問２２ 

周囲に４０%の災害時要支援者世帯があり実は

更に多くの世帯が困難者を抱えている様相 

ご意見ありがとうございます。 

問２２には、回答者のご近所にお住まいの方で災害時に

ひとりでは避難することが困難な方がいらっしゃるかを

お尋ねしています。様々な理由で困難だと感じておられ

る事だと思います。同じ地区でこのようにご心配な方が

いることも分かり緊急避難時には早急な対応が必要だと

感じております。また、逆にこの様に心配して下さって

いる方がいるのだと分かりました。この先、緊急時に

は、早急に対応が出来る様に、町としても対策を考えて

いきます。そのためには、各地区でのご協力が不可欠で

あり、町民お互いの助け合いの気持ちが大切だと感じて

おります。 

 

記載の変更はいたし

ません。 
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１４ 令和 3 年度下期計画されていた「防災研修講

座」も自然消滅したままであり、令和 4 年度は

上期講座として計画に盛り込んでいただきた

い。 

ご意見ありがとうございます。 

11月の中旬に自主防災組織リーダー研修会を県と共同

で行いました。ただし、コロナ感染状況を鑑みて、自主

防災組織長及び防災士のみの出席とさせて頂いておりま

す。来年度に関しましても、自主防災組織連絡協議会の

一環として、研修講座を計画させて頂いております。し

かしながら、今年度のように、感染状況により、出席者

を限定させていただく場合がありますのでご了承頂けれ

ば幸いです。 

記載の変更はいたし

ません。 

１５ これまでに何人かのアドバイザーと不登校児童

生徒の改善復帰を望んでいます。なぜなら、毎

年一定数の不登校児童生徒が存在し、減少、解

消しないからです。そこで、不登校〇人に向け

た教育委員会としての指針をハッキリ打ち出し

て明記してほしい。子どもの貧困も同様です。 

ご意見ありがとうございます。 

全国的に不登校児童生徒が増加しています。有田町で

は、町内２中学に不登校傾向支援員を配置して学習支援

等を行っています。また、適応指導教室では、学校と連

携して児童生徒の学校復帰を支援しています。家庭への

支援としては、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカー等があります。このようなに関係機関が連

携して、早期対応することで、不登校から適応指導教室

へ通って学校へ復帰した児童生徒がいます。 

 今回の計画書では、目標数値を示す内容とはなってい

ないため、不登校の目標人数を提示する予定はありませ

んが、今後も医療機関との密接なつながり、家庭への支

援の強化等さまざまな支援の方法も含めてより充実した

支援に取り組んでいきます。 

記載の変更はいたし

ません。 
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１６ 「我が国では現在、少子化により人口減少する

一方」と書いてありますが、わが町、有田町で

も同じ事が起きております。国全体よりも随分

早いと思われます。旧有田町と旧西有田が合併

した時の人口は約 2.2 万人だったのが、現在 1

万９千人ほど。これは、一重に「若者が働く魅

力的な企業がない」事が一番の原因ではないで

しょうか。もちろん、窯業の伝統産業や農業が

悪いと言っているのではありません。もっと若

者が働ける企業誘致をやらないと、高校を卒業

したら、人口流出が起きます。高校卒業して大

学に進学、大学卒業して就職、その時に町は受

け皿がない。 

これを解消しなければ全ての事が進まないので

はないでしょうか。「地域共生社会」の実現は

難しいのではないかと思われます。 

隣町の波佐見町は「キャノン」が波佐見に来て

からわずかではありますが人口が増えていると

の事です。我が町、有田町も早急な対応が望ま

れます。全ての事が「人が集まって活気のある

町」から始まると私は思います。 

ご意見ありがとうございます。 

おっしゃるとおり、人口減少問題の克服は、本町にとっ

ても重要な課題と認識しています。 

企業誘致の取り組みとしましては、佐賀県と連携し、有

田町に興味を示す企業からの相談等に対応しながら、誘

致に向けた取組みを推進しているところです。近年は、

事務系 IT 関連企業にも数社進出いただいており、本町

が設けている補助制度「立地奨励金」も活用され、立地

への“呼び水”となる役割を果たしていると考えておりま

す。 

本町では、地域コミュニティの維持・発展の側面におい

ても、若者等の就業の受け皿となる場づくりは重要と考

えますので、引き続き、製造業や事務系サービス業等の

立地に向けた取組みを推進してまいります。 

 

記載の変更はいたし

ません。 

 


