
21 

（２）地区懇談会 

地域福祉を推進するために開催した地区懇談会で出された主な意見は、以下のとおりです

（開催概要は、資料編 P77参照）。 

  

【小川地区】 

○主な意見 

・地域での支え合いのため、ひとり暮らし高齢者の把握が必要であり、情報の共有が課題です。 

・地域の高齢化が進んでおり、地域としての体力低下が課題となっています。 

・交流がないと、孤立した状態になってしまうため、対応が必要です。 

・歩道の段差解消など、福祉のまちづくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区 意見等 

神明町 

本二 

仲町 

稲荷町 

錦町 

相生町 

大関町 

（4班） 

・小川地区の高齢化率をみると、ここは高齢化率の高い地区であり、中でも神明町、

本二、仲町、稲荷町、相生町、大関町が高くなっている。 

・課題としては、ひとり暮らしの方を地域住民が把握できていない、新住民の方が地

域への関心が低いことなどがある。 

・民生委員※は、ひとり暮らしの方を把握している。 

・地域活動にひとり暮らしの方に参加してもらうときに、誰がひとり暮らしの人なの

かを知らない、ということもおかしい。参加しようと思えるようにしていくことが

重要である。 

・ひとり暮らしの方が安心して暮らせるまちづくりが必要であり、町には歩道の整備、

バリアフリー※化などを進めてほしい。 

・65 歳以上の高齢者を活かす職場、活動の機会を持ってほしい。高齢者には知的財

産がたくさんある。そのまま枯らしてはもったいない。 

松若町 

緑町 

旭町 

栄町 

池田 

（5班） 

・ここは商店街がシャッター通りになっている地域である。 

・松若町は 19 世帯、高齢化率 53％と、高齢化が進み、地域としての体力が落ちて

きている。 

・栃本堰の川の清掃、草取り、花いっぱい運動をやっているが、参加率は高い。 

・七夕まつりの子どもみこしに支障が出ている。中でも松若町には、子どもがいない。 

・小川町の人口を増やすためには、本田技研があるので、下請け等の誘致を進める。

固定資産税の減免等を行ってはどうか。 

・小川町には海はなく、富士山も見えないが、地震など災害の安全性はどこにも負け

ない。太陽の日照も埼玉県が多い。天然の利点を活かして活性化をしてほしい。 
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行政区 意見等 

大塚一 

大塚二 

大塚三 

（3班） 

・地域の支え合いサービスをほとんどの人が知らなかった。システムはいいが、現実

としては困ったときに対処してもらえないのではないか。また、困っている人に浸

透していない。 

・解決方法としては、元気な人は要望を出せるが、歩行困難な人など参加が難しい方

への徹底のため、自治会（行政区）単位で組織の立ち上げが必要ではないか。 

・町、社会福祉協議会とは、しっかり話し合って、支え合いのシステムをつくってい

く。区長、隣組長などと相談をしていくことが必要だ。町からの情報もほしい。 

・老人会の加入者が減少しており、会計報告の簡素化をしてほしい（補助金に関して）。 

下小川一 

下小川二 

下小川三 

（1班） 

・色々なイベント、活動に参加している人は問題ないと思われるが、参加しない人、

参加できない人が問題である。 

・高齢の方、連れ合いが認知症の方などへ、日々の声掛け運動はしているが、意思の

疎通がままならない現状もある。 

・下小川一・二・三区は、色々なコミュニティ活動をしているが、出てくる方は限ら

れている。 

・朝のラジオ体操への参加者は増えており、輪が広がってきている。しかし、住民同

士踏み込めない部分がある。 

・これから介護難民が発生すると言われているが、どう解決していくか町でビジョン

や方向性を決め、行政区としても対応していく必要がある。 

下里一 

下里二 

下里三 

下里四 

（2班） 

・困っていることは、老老介護の問題である。特に、奥さんが寝たきりで旦那さんが

家事をするとなると大変である。解決のためには、連絡員のようなパイプ役を置き、

区、町へ情報をあげていくようにする必要がある。困っている方をサポートしてい

き、それによって老老介護、買い物難民対策などを進めることが必要である。 

角山中 

角山上 

青下見田 

（6班） 

・補助金申請の簡素化を進めることで活性化を図れないか。 

・近所付き合いのない人の安否確認が困難となっている。 

・地域包括ケアシステム※の事業計画は、区長の号令で行っているところはいいが、そ

の後の継続が心配である。 

・地域の困りごとの解決方法として、助け合いが必要である。粗大ごみの処理方法等。 

・ラジオ体操で健康づくりを進めるという話があったが、全町で取り組んではいかが

か。 

ダイアパレス 

青下畑ヶ中 

青下二 

（7班） 

・ふれあい・いきいきサロンをやりたいが、集まる場所がない。会えば元気がないと

か気が付くなど情報が入る。そういう場所があり来てもらえれば、民生委員※、区長

の活動の中で、状況がわかる。 

・ひとり暮らしの高齢者に行事への参加機会をつくってほしい。ふれあい・いきいき

サロンについては近隣の情報があればほしい。 

・全体的には高齢化率 30％とのことであるが、私たちの 3 行政区は平均を上回って

いる。 

・10年後、（少子化と人口減少が進んで存続が危ぶまれる）消滅可能性自治体ではな

く、消滅可能性行政区になってしまうのではないか。 
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【大河地区】 

○主な意見 

・ひとり暮らし高齢者が増加しており、地域での見守りが不可欠になっています。 

・支え合いの意識が低下しており、その醸成が課題となっています。 

・空き家が増加しており、地域の環境や防犯面からもその対応が課題となっています。 

・地域力を維持するためにも、日頃からのコミュニケーションが必要です。 

・民生委員・児童委員※の負担が増加しており、その軽減が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区 意見等 

腰一 

（1班） 

・高齢化が進み、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯が多い。腰一の高齢化率は 42％で

あり、病気になったり、けがをしたり、という例が多くなっている。 

・助け合おうというような、昔ながらの隣組の助け合いの精神が欠けてきている。助

けて、と言った時に誰も見てくれない、それが現実である。 

・腰一地区に住んでよかったとなるように、地域で見守ってあげるボランティア組織

を 10 人くらいでつくって、その人たちが区長、民生委員に伝えて対処していくよ

うにしてはどうか。地区全体で相談して、こういうシステムをつくったらどうかと

いう、そういうコミュニケーションを図っていくことが前提となる。名前だけがこ

うなったから、というのではなく、地域でこの人に相談してみよう、という組織づ

くりができればいい。 

・大河には支部社協が平成 5年にできた。小地域福祉を進めるために、ということで

あったが、地域福祉という言葉を使っていながら遅々として進んでいなかった。今

ここで本気を出さないと絶対にできない。 

腰二 

腰中 

（2班） 

・地域で問題になっている課題は 3点である。まず、民生委員が一人でひとり暮らし

高齢者等を訪問するのが大変であること。複数で訪問するようにしてはどうか。民

生委員の補助員をつけ、補助員は後々の民生委員候補とする。２つめは、隣組の付

き合いが希薄になっていること。年に 2～3 回くらいしか集まらない。親しい付き

合いができていれば大概のことは解決できる。隣組に対して助成金を出すことがで

きないか。３つめは、民生委員はわかるが、それ以外の人は、誰がひとり暮らしな

のかわからないこと。民生委員と隣組長の接点を強化する必要がある。隣組長がわ

からないくらい希薄化している。 

・町と一緒にすることとしては、介護予防に力を入れてほしい。介護予防サークル活

動の推進が必要である。 
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行政区 意見等 

腰上 

青下田島 

（3班） 

・地域の問題は、小学生が減少していること。高齢者のひとり暮らしや夫婦のみの家

庭が増えていること。それから、空き家が増えていること。腰上では 10 年で 10

戸（世帯）減っている。 

・ふれあい・いきいきサロンを行っていても、参加者は決まってしまい、新しい人が

出てこない。 

・田島はアパートが建って新しい人が入ってきているが、近所付き合いが少ない。住

民の孤立化が目立つ。 

・高齢になると自動車の免許証を返納するが、山のほうの方はバス停まで遠い。買い

物も、病院に行くのも大変になる。 

・ひとり暮らし、二人暮らしの高齢の方が増えているので、今後は空き家の把握など

安全を考えた取り組みが必要である。 

・町と一緒にすべきことは、空き家の利用である。 

・町で積極的に企業などを誘致して、人口を減らさないようにする。 

・福祉有償運送、タクシー券の制度とかがあるが、使える人に条件がある。気軽に利

用できる車両も必要である。 

・滑川町では、子どもの医療費とか無料になっている。そういうことも考えていく必

要がある。 

・社会福祉協議会から補助金が出ているが、もっと有効な使い方ができるよう、条件

を緩和してほしい。 

青上 

（4班） 

・青上は高齢化率 33.7％である。アパートは少ないが、顔が見えるということでは

いい地区である。最近はひとり暮らしの方が増えてきている。 

・ひとり暮らしの高齢者は、隣近所の方が見ていく以外にない。おばあちゃんが高齢

になったので広報の概要を報告してあげたり、元気なうちはひとり暮らしをしたい

という方を見守ったりしていく。 

・空き家がそのまま放置されている。枝が道路にはみ出したものについては地主の了

解を得て切るということであるが、連絡がつかない場合は、区長が責任を持って道

路に出ている部分は切った。空き家について、優遇措置がないと前に進まないので

はないか。これから増えてくる空き家、空き地対策を進める必要がある。 

古寺 

（5班） 

・古寺地区では、ひとり暮らしの方の買い物、ごみ出しの問題が生じている。勝手に

してあげるわけにもいかない。コミュニケーションをとっておくことが大事である。

ごみ出しは隣近所でやってあげたい。 

・雨の中、帰宅途中の子どもを車に乗せてあげたいが、どこの人か知らないと子ども

も乗らない。グラウンドゴルフ大会など子どもにも参加してもらって互いに顔見知

りになれるようにしてはどうか。 

・空き家対策に困っている。空き家を利用してふれあい・いきいきサロンができない

か。解決策はなかなか見当たらないが、区と皆さんと一緒になってやっていきたい。 
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行政区 意見等 

増尾 

（6班） 

・高齢者のひとり暮らしが増加している。ある隣組では 3 分の 1 がひとり暮らしで

あり、役員を出すのも大変になっている。男の人のひとり暮らしもある。今のうち

は身体が動くのでいいが。 

・若い人が地域の行事に参加しない（特に男性）。アパートに住んでいる人は自治会に

も未加入であり、どのようにコミュニケーションをとっていくかが課題となってい

る。 

・老人会の会員が減少している。新しい人に入ってもらえるよう、最初は顔見知りに

なることから始めたい。 

飯田 

（7班） 

・家族構成のことについて、戦後、ベビーブームの中で育ってきたが、個人主義、自

己主張、個人を主体にしており、そのひずみが出てきている。また、家族の問題で

は、親と子の関係がぎくしゃくしていることがあげられ、色々な生き方があってい

いが、本当の絆ができているのか、家族のあり方が問われている。 

・その解決のためには、コミュニケーションを高めることが必要である。基本的には

親と子なので、わかり合えるはずである。 

・一緒の敷地に住んでいるのに、高齢の親が亡くなったのがわからなかった、という

事例もあった。 

・200世帯のうち、ひとり暮らしの方で 65歳以上は 18世帯。隣組の付き合いをし

ていない世帯が 8世帯くらいある。 

・民生委員※が色々関わりを持っているが、真剣にその人の立場に立って応援するなり、

つながりを持っていく必要がある。 

 

 

【竹沢地区】 

○主な意見 

・今は何とか地域で支え合いができていたとしても、10 年後には困難になります。10 年先を

見通した取り組みが必要です。 

・若い人に地域コミュニティの担い手になってほしい。 

・ひとり暮らし高齢者がひとり暮らし高齢者を見守るという状況には限界があります。 

・お店がなく、日常の買い物が困難となっています。 
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行政区 意見等 

原川 ・交流会など、世代ごとに活動ができているが、参加していない方の交流の場づくり

が課題である。 

・今日、用がある（教養）と、今日、行くところがある（教育）をモットーに活動を

進めている。 

笠原 ・各世代、各会の活動が活発に行われている。 

・10年先をみた取り組みが必要である。ひとり暮らしの人などを、民生委員※だけで

は見きれない。 

靭負 ・ひとり暮らしの世帯が、特に男性のひとり暮らし世帯が多く、日中は働いているの

で地域との関わりも薄くなっている。 

・このような場に出てこない人をいかに巻き込んでいくかが課題である。 

・若い人たちにコミュニティの担い手になってほしい。 

木部 ・木部では、ひとり暮らしの方の見守り役を決めている。また、年に 1回の交流会を

開催している。 

・ひとり暮らしの人がひとり暮らしの人を見守っていく時代になっていく。つながり

をつくっていくことが必要である。 

深田 ・住宅団地なので、引っ越してきた人が多く、横の連携が弱い。このため、回覧は、

なるべく隣の人の顔を見ながら回すようにしている。 

・障害者など、家にとじこもってしまう人がいるので、対応が必要となっている。 

勝呂下 ・予防医療の取り組みが必要である。医療費削減のためにも大切である。 

・滑川町では若い人が増えており、子どもの給食費を無料にするなど、魅力あるまち

づくりを行っているという。参考にしてほしい。 

勝呂上 ・ふれあい・いきいきサロンは始めてから 10 年くらい経ち、マンネリ化してきたこ

とから見直しを進めている。 

・河川清掃に出てこなかった高齢者を見に行ったら亡くなっていた、という例があっ

た。ふだんから周囲の人も気にしていたが、もう一歩踏み込むことができなかった。

新たな取り組みが課題になっている。 

木呂子 ・木呂子は、特に高齢化が進んでおり、2人に 1人が高齢者である。 

・この地区にはお店も病院もない。買い物難民の問題がある。 

・世代交代も進んでおらず、若い人に残ってもらえるような木呂子づくりを進める必

要がある。高齢者と若者が共催するイベントなど。 
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【八和田地区】 

○主な意見 

・認知症の高齢者を見守る取り組みが必要となっています。 

・若い人が住み続けたいと思えるような地域づくりを行う必要があります。 

・買い物や通院など、町民の足、移動手段の確保が必要です。 

・地域福祉委員※（仮称）を設置する予定であり、社会福祉協議会の支援をお願いしたい。 

・地域の人材を活かすことによって、地域活動を活発にしていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区 意見等 

上横田一 

能増 

・認知症の方が、遠方に行ってしまい自分では帰れなくなったことが何度かあった。

区長、民生委員、社会福祉協議会、町で対策会議を持ったが、地区だけでは解決で

きない。 

・10年後にどう対応していくか。要介護者が増えて、手助けする人が減ってくる。 

・地区のサークルにグラウンドゴルフ、ゲートボール、カラオケなどがあり、健康の

ためにいい。上横田でも、会館にカラオケを設置している。一方、サークルに後か

ら入るのが難しい、という問題もある。 

・健康のため、自ら健康づくりを進めていく必要がある。 

上横田二 

高見 

・誰に頼るかというと子どもであったが、子ども（跡継ぎ）が出て行ってしまってい

る。職場の立地などの理由でそのようなことになっており、地域に支える人がいな

くなっている。呼び戻すためにどうするか。自治会、地域で取り組む必要がある。 

・細川紙が話題となっているが、それだけではなく、小川町は東日本大震災で死者が

出なかった地域であり、この比企地方は風水害もなく、住みよい地域である。そう

いった観点から小川町をアピールしていく必要がある。 

・地域にできることは、自助、共助、公助に加えて、「近助」がある。お互いに助け合

っているのがこの八和田地区である。 

中爪 

下横田 

中爪グリー

ンヒル 

・行政区でグラウンドゴルフなどを行っている。また、文化センターでカラオケを行

っている。回覧で参加を募ろうと考えている。 

・これから、ふれあい・いきいきサロンを立ち上げようとしている。 

・農村部なので、ふれあう機会が少ない。参加できない方、足の悪い方など、どうい

うふうに参加してもらうか課題となっている。商店の移動販売があると便利である。 

・「年寄りの笑いが止まらない村」がテレビで紹介されていたが、そのような地域にし

ていきたい。 
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行政区 意見等 

奈良梨 

後伊 

西古里 

・ひとり暮らしの方の食事支援を行っているが、糖尿病の方もいるので、病気の人に

あった食事を地区でつくるには限界がある。 

・支援する側からされる側になることを考えると、そうならないためにはどうすれば

よいのかを考えていく必要がある。 

・空き家が多くなった。親の面倒を子がみるような社会に戻れないか。若い人を地域

に引き留めることが必要だ。 

・認知症の方を家族が隠したがるので、認知症の方への支援に関わることに限界があ

る。 

・高齢者の移動手段がない。 

・地域にできることは、お茶飲み会など集まりを持つこと。中心になる人の献身性が

求められる。 

前高谷 ・前高谷は、7つのブロックにわかれているが、それぞれ地域福祉委員※（仮称）を設

置する予定であり、地域での支え合いを行政区の中で行っていく。地域福祉委員（仮

称）を、社会福祉協議会からの委嘱という制度にできないか。 

中高谷 ・ひとり暮らしの方の安否確認が必要であり、民生委員※が月 1 回訪問している。し

かし、誰が 65歳以上でひとり暮らしをしている方かわからない状況になっている。 

・民生委員の方に把握できるような権限を与えて調べてはどうか。 

・行政区に加入していない方は把握できないので、町と連携し把握するようにできな

いか。 

・行政区内に地域福祉委員（仮称）を選出していきたいという意見もあった。 

・みんなが話し合える場として、ふれあい・いきいきサロンなどをつくっていく必要

がある。気軽に話せる場所をつくることが大事である。 

・子どもたちの見守りとして、登校時の見守り、交通整理などを行っている。下校時

は見守り隊を行っている例もある。 

・色々な趣味を持っている方がいる。それを活かした、区内での活動なども必要であ

る。 

・若い人がいなくなっているとのことで、地域コミュニティを維持する方法を考えて

いく必要がある。 
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【東小川地区】 

○主な意見 

・ひとり暮らし高齢者が増加しており、食生活や安否確認など、日常生活の中で支援が必要です。 

・空き家が増加しており、その対策が必要です。 

・現状では、それほど大きな問題は生じていませんが、今後、急激な高齢化とともに課題が顕在

化する懸念があります。 

・健康で暮らせるよう、健康づくりを進めていく必要があります。要介護とならないためにも、

対策が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東小川地区では、一つの自治会という単位を重視し、くじ引きで 6つの班にわかれ、意見交換

しました。 

班 意見等 

1班 ・地域で問題になっていることは、日常生活の困りごととして、ごみ出し、突然倒れ

たときの対応など。地域社会での困りごとは、スーパーがないこと、グリーンベル

トの整備などである。 

・町と一緒にすることは、まず、町全体で取り組んで、健康寿命を延ばすこと、２つ

めに、いきいきとした高齢者が暮らすまちづくりを進めること、３つめに、健康寿

命延伸のため、健康事業を増やすこと。健康遊具は 63 種類くらいある。各公園に

おいて、気軽に健康づくりができるようにすれば、会話も増え、問題解決にもつな

がる。４つめは、色々な場所に出かけ、情報を得られるようにすること、５つめは、

病院の薬で、不要なものを減らすようにすること、６つめは、知り合った仲間と相

談ができる場づくりを進めること、などである。 

2班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ひとり暮らし高齢者が増えている。安否の確認方法、認知症になった時の対応が課

題である。 

・ひとりで生活すると食事が単調になる。ケアを地域としてどうしていくか検討する

必要がある。 

・班長をするのが大変であり、そこから上の役員となるとさらに負担が大変と考えら

れている。 

・空き家が増えてきている。空き家条例の制定を働きかけているが、強力に進めてほ

しい。 

・交通の便の問題が生じている。高齢化が進む中、早急に対策を講じていきたい。 

・コミュニティの中に、悩みの相談で、ここに電話すれば悩みを聞いてくれる、とい

うものがあればよい。気軽に集まって、話をする場所が、家の近くにあるとよい。 
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班 意見等 

2班の続き ・若い人をどうやって呼び込んでいくか。そのためにどうしたらよいか。住民がボラ

ンティア活動へ一歩踏み出すようにしていきたい。 

・能力を持った人がたくさんいる。ボランティアなどへ一歩踏み出す雰囲気づくりが

必要である。 

・リタイアした有資格者を活用した、子どもと高齢者が一緒に過ごせる施設づくり。 

3班 ・現状では、ほとんどの人が日常生活に困っていない。 

・近所の人に手助けしてもらっているときはいいが、一人になり、病気になった時が

不安である。 

・日赤病院まで、どのように行けばよいか。巡回バスがあればよい。 

・交通ということでは、買い物ツアーなどを考えてはどうか。 

・空き家対策が必要になってくる。子どもが戻ってきてくれないので、自分が子ども

のところに行くことになり、空き家になってしまう。小川町に残りたいかというと

そうでもない。 

・子どもたちが、いつか戻ってくるような取り組みが必要である。 

・人とのコミュニケーションが大切であり、そのような地域づくりを進めたい。 

4班 ・交通の便が悪い。デマンドバスの運行。路線バスの増便。タクシー利用券をもらい

に行くのも大変である。 

・買い物が不便。スーパーがなくなった。移動販売などができないか。 

・高齢者の安否確認が難しい。ごみ出しの時など積極的に挨拶をするようにする。 

・交流の場が少ない。ふれあい・いきいきサロンは月に 1回しか開催されない。あそ

こに行けば誰かに会える、というような場所が必要である。 

・ひとり暮らしの方が緊急入院したとき、身元引受人がいなかったため、手術を 1週

間延ばされた。 

・空き家の管理について、ハクビシンとかが入ってきても、手を打てないので、対策

を検討してほしい。 

・個人情報が得られないので、立ち入っていくことができない。地域の集まりを持っ

て、情報交換をしていく必要がある。 

・ボランティアの人材が不足している。確保のための取り組みが必要である。 

・緊急時に第三者の関与ができない。本人が家の中で倒れていても、入れない。 

5班 ・空き家が非常に多くなっている。空き家をふれあい・いきいきサロンの場にできな

いか。 

・自治会館まで遠いため、ふれあい・いきいきサロンを行っていても参加しにくい。 
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班 意見等 

6班 ・歩いて買い物に行ける場所がない。ドラッグストアがない。高齢者が多いので交通

の便をよくしてほしい。免許証も高齢になると返納するので。 

・高齢になると、体力も認知力も、記憶力も落ちていくことに、みんな不安を持って

いる。朝起きて、これまではできていても、できなくなることがあるのではないか。 

・ひとり暮らしの安否確認が必要となっている。いつも、気にかけてほしい。周りの

人に関心を持ってほしい。今日は雨戸が開いていないとか、洗濯物を干していない

とか、そういうときは、民生委員※、役場に連絡をするようにしてほしい。 

・町のサービスを受けようと思っても、介護認定を受けないと使えない、という問題

がある。 

・社会福祉協議会で地域支え合いサービス事業を行っているが、地元でも同じような

ことを、できることからやっていければいいのではないか。時間に余裕のある人が

いるので、そういう人を発掘していく。 

・近年、健康寿命を延ばす、ということが言われているが、要支援、要介護になる前

の取り組みが重要になってきている。例として、まずは歩くこと、歩け歩け運動を

進めていく。 

 

 

【みどりが丘地区】 

○主な意見 

・地域での交流が少ないため、交流を促進する機会づくりが必要となっています。 

・ひとり暮らし高齢者の日常生活を支える取り組みが必要となっています。 

・高齢化が進んでいる自治会（行政区）では、役員の仕事が負担であり、軽減が必要です。 

・防犯のため、地域ぐるみでの防犯活動が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区 意見等 

1丁目 ・問題としては、近所の顔がわからない、住宅地内で車がスピードを出し過ぎている、

公園に日除けがないので夏は暑い、子どもの安全を守る、などの問題がある。 

・そのための解決策としては、車のスピードを落とすよう徐行の看板を掲示する、子

ども 110 番の家の看板設置、地域交流を深めるため芹沢公園を使ってバーベキュ

ーを行う、公園に日除けをつくるなど、多様な取り組みを進める。 

・町には、看板、日よけの設置などをお願いしたい。 
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行政区 意見等 

2丁目 ・ひとり暮らし高齢者は、ごみ出しができなくなってきている。空き家が結構あり、

植木、雑草の問題が生じている。高齢世帯の庭、ごみの問題も同様である。 

・近所の助け合いができなくなっている。高齢化が進むことによって、地域の支え合

いが難しくなっている。 

・社会福祉協議会の窓口が遠く、車がないと行けない。 

3丁目 ・課題としては、犬の糞の問題、防犯の問題（防犯カメラの設置、不審者問題、空き

巣、チカン対策。声をかけて未遂に終わった事件があった）、ごみ収集の改善の問題

（容器の設置、個別回収対応）などがある。 

・そのための対策として、犬の糞はマナー問題として対応、防犯カメラは自治会で相

談、ごみ置き場は検討中である。 

4丁目 

 

・近所のコミュニケーション不足が問題となっている。子どもがいる時はそのネット

ワークがあるが、子どもが卒業するとつながりがなくなる。 

・ごみ出しの問題がある。高齢化が進むと、きつくなる。 

・健康でいるためには仕事を続ける。簡単な作業をする場所があるとよい。 

・ひとり暮らしの高齢者が倒れたときに自分では 119番できないことも考えられる。 

・小児科医が不足している。やけどをしたときなど受診できない。 

・子どもの数が少ないため、小学校から中学校までの 9年間、児童・生徒の顔ぶれは

同じである。 

5丁目 ・年齢によって、またひとり暮らしか否かによって、自治会役員をパスできないか、

という意見があった。 

・自治会役員の仕事の内容を精査してみようということになったが、仕事の内容を書

いたものがなく、つくらなければならない状況。高齢化が進むと、できること、で

きないことが出てくる。 

・仕事の役割分担ができれば、80 歳になってもできることもがあるかもしれない。

87歳の方で、「何でもやります、言ってください」という方もいた。 
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（３）団体アンケート 

地域福祉に関する「団体アンケート調査」（平成 27 年度）を実施し、各種団体の意向を把

握しました（実施概要は、資料編 P79「②団体アンケート」参照）。 

社会福祉協議会（地区社会福祉協議会）、ボランティア、NPO※などの地域支え合いの連携

の体制づくりの推進が求められます。 

 

【行政への期待】 

○主な意見 

 

 ・小川町も地域区分の適用を受けられるようにすることと、幼児期から社会福祉の教育をしっか

り行い、介護の仕事を目指す人材を育てることに一層の尽力をお願いしたい。 

 ・空き家を利用した、いきいきサロン風な店の開放。 

 ・介護福祉事業をはじめ、マンパワーの確保、若い世代の人材育成事業にもっと力を投入してほ

しい。各種介護・医療のより専門的、新しい情報に基づいた研修会、講座などを設けてほしい。 

 ・町内を巡る送迎バスができればボランティアもしやすくなります。特に総合福祉センターは町

から離れていますので、バスを乗り継いで行く人もいます。早急に巡回バスの運行を望みます。 

 ・（地域福祉にかかる）情報を伝えてほしい。 

 ・役所の中に相談できる場所があると話しやすいと思う。 

 ・活動費として少しでも補助があるとありがたいです。 

 ・地域住民、民間、市町村が協働し、地域福祉を進めていけたらと考えます。 

 ・相談しやすい体制をつくっていただきたい。進学・就労支援。 

 ・事業の特性上、マンパワーに余裕がありません。QOL（生活の質）も重要ですが、本当に必

要な部分の優先順位をご考慮いただければ幸いです。 

 ・医療、看護ステーション、介護が一緒になってうまくいくのを望みます。 
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【ま と め】  

 

・今回の調査（回答のあったのは 27団体）では、町内で活動・営業する福祉施設、福祉事業所、

医療機関などにおける地域活動に対する何らかの取り組みを行っているのが 63.0％（17団

体）で、単なる事業・営業行為のみならず、何らかの形で地域との関わりを持っていることが

伺えます。 

・地域活動に参画する意義や成果では、「同じ地区内でのボランティア団体との意見交換ができ

る」「活動する中で協調性が強くなる」「地域の情報を知ることができる」「地元関係機関とよ

い関係が築けた」「近隣高齢者の憩の場となった」「地域住民や他のボランティア団体とコミュ

ニケーションを図れた」といった意見が聞かれました。 

・地域活動に参画する際に連携・協力する団体・機関で、既に連携・協力関係にあるものでは、

町内の学校、町内会（近隣住民、区長）、町社会福祉協議会、ボランティア団体、民生委員※、

老人会などであり、今後もそれらと連携・協力関係を維持したい、としています。 

地域活動を行う上での問題点・課題は全 27団体から回答があり、人材・マンパワー11

（40.7％）、活動費・事業費 8（29.6％）、スタッフ・社員・職員等の意識 5（18.5％）、と

いった意見が多く聞かれました。 

・経営・運営状況については 20団体から回答があり、やや厳しいが 5（25.0％）、厳しいが 4

（20.0％）となっており、行政からの支援を求める意見が聞かれました。 

 

 注）パーセンテージは、回答があったものの中の割合 
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４ 小川町の地域福祉の課題 

～「町民アンケート」「地区懇談会」「団体アンケート」を通じてのまとめ～ 

 

（１）少子化・高齢化・核家族化など人口構造の変化への対応 

全国的に少子化が進む中で、小川町においても同様に少子化が進んでいます。安心して子ど

もを生み育てられる地域づくりを進め、活力ある地域コミュニティづくりが求められます。 

また、一団の住宅団地として整備された地区では、高齢化率が他の地区に比べて低いなど、

地区によって高齢化の進行が異なり、それは同じ地区内でも町丁目単位でも異なっています。

地区特性に応じたきめ細かな対応が必要となります。 

世帯構造をみると、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯の増加も進んでおり、対策が求め

られます。 

 

（２）地域活動の維持 

少子化や高齢化は、地域コミュニティや行政区の活動を維持していく上でも深刻な問題とな

ってきます。地域における支え合いを維持していくためにも、地域コミュニティの活性化は不

可欠であり、人口の維持を図る取り組みが急務です。 

特に、高齢化率が高い地区への対応を検討し、地域コミュニティを維持するための方策を明

らかにしていく必要があります。地域福祉や地域福祉活動は、地域コミュニティにおいても、

大きな役割を担っていくことが求められます。 

 

（３）個別問題への対応 

孤立死※の問題が指摘されており、小川町においても発生しています。孤立死が長期にわた

って発見されないことがないよう、見守りのネットワークづくりなどの取り組みが求められま

す。 

避難行動要支援者対策については、個人情報の問題も一方ではありますが、日頃の近所付き

合いによって対応が可能となる場合もあり、行政区等を中心に取り組みを検討する必要があり

ます。 

子どもは未来への希望であり、子どもを生み育てることを希望する人の願いがかなえられる

よう、保育サービスの充実を図るとともに、地域における子育て支援の取り組みを促進する必

要があります。 

高齢者が安心して暮らせるよう、高齢者支援サービス・介護保険など、基盤となる環境づく

りを進めるとともに、地域における見守り等、支え合いのしくみを充実していく必要がありま

す。 

福祉のまちづくりによって、子どもや障害者、高齢者の社会参加が進むよう、道路や地域公

共交通等の充実、公共施設等のバリアフリー※化など、社会基盤の整備を進めていく必要があ

ります。 

 

 

 


