
令和4年度 地区別

愛の輪運動推進会議
兼福祉委員研修会

主催 伯耆町社会福祉協議会



本日の流れ

１．自己紹介

２．講話、個人・グループワーク

テーマ

こげな てご あったらいいな！

～将来を見据えた地域づくりにむけて～

講師 伯耆町社会福祉協議会職員

伯耆町生活相談室職員

３． まとめ
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自己紹介

逆さ大山（上野堤）撮影：地域福祉職員 2023.1.12
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１．お名前

２．集落名

３．好きな色

４．伯耆町の好きなところ
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講話 個人・グループワーク

こげな てご あったらいいな！
～ 将来を見据えた地域づくりにむけて ～

１．地域の現状（高齢化）について

２．民生児童委員、福祉委員について

３．アンケート結果から見えたもの

～有償ボランティアアンケートより～

４．これからの取り組みについて
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本日の目的

将来を見据えた地域づくりに向け
た意見交換を行い、地域の助け合
いの推進のきっかけづくりをする。
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１．地域の現状（高齢化）について

■ 日本の高齢化の状況

高齢者の人口 （人口推計 2022年9月15日現在）

・ 総人口が減少する中で、高齢者人口は3,627万人と過去最多

・ 総人口に占める割合は29.1％と過去最高
・ 日本の高齢者人口の割合は、世界で最高（200の国・地域中）

「統計からみた我が国の高齢者－「敬老の日」にちなんで－（令和4年９月18日）」 総務省統計局公表
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■ 伯耆町の高齢化の状況

高齢者の人口 （人口推計 2023年2月現在）

・ 人口 10,402人 高齢者人口 4,127人
男性 1,805人
女性 2,322人

・ 高齢化率 39.7％
高齢者世帯数 35.2%

高齢者独居世帯率 17.7％

伯耆町人口集計より
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■ 伯耆町の地域別高齢化の状況

岸本地域 人口 6,785人 高齢者人口 2,420人
高齢化率 35.7％ 高齢者世帯数 31.8%

高齢者独居世帯率 15％

溝口地域 人口 3,617人 高齢者人口 1,707人
高齢化率 47.2％ 高齢者世帯数 41.2%

高齢者独居世帯率 22.5％

伯耆町人口集計より
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■ 伯耆町の地区別高齢化の状況

岸本地域 八郷地区 人口 1,612人 高齢者人口 689人
高齢化率 42.7％ 高齢者世帯数 37.9%

高齢者独居世帯率 19.9％
大幡地区 人口 2,088人 高齢者人口 706人
高齢化率 33.8％ 高齢者世帯数 27.6%

高齢者独居世帯率 12.1％
幡郷地区 人口 3,085人 高齢者人口 1,025人
高齢化率 33.2％ 高齢者世帯数 31.1%

高齢者独居世帯率 14.1％
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■ 伯耆町の地区別高齢化の状況

溝口地域 二部地区 人口 907人 高齢者人口 450人
高齢化率 49.6%    高齢者世帯数 45.3%

高齢者独居世帯率 27.6％
溝口地区 人口 2,288人 高齢者人口 1,019人
高齢化率 44.5％ 高齢者世帯数 39%

高齢者独居世帯率 20％
日光地区 人口 422人 高齢者人口 238人
高齢化率 56.4％ 高齢者世帯数 44.4%

高齢者独居世帯率 24.7％
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地域によって状況は違います。

地域の実情に合った福祉活動が大切となります。

地域の困りごと心配ごとを見過ごさない！

早期発見！早期対応！

まずは小地域福祉活動
地域住民の皆さんで、支えあい、助けあう活動です！
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小地域福祉活動

一般的に「住民の顔が見える」日常生活圏を基礎に行われる住民のさ
まざまな福祉活動の総称です。

「地域」にある福祉問題をみんなで取り込み、みんなで取り組んでいこ
うという活動です。

例えば、社会福祉協議会では、

・ ご近所の見守りや声掛け活動の普及

・ いきいきふれあいサロン等、集いの場の普及

・ 福祉座談会、配食サービスの実施

・ 災害時の支援体制（支え合いマップ等）づくり など
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つながる仕組み…
”きっかけとなるのが、小地域福祉活動です！”

このように家の事情で、さまざまな状況が私たちのまわりにあります。

このような時、問題を解決する福祉サービスもありますが、それだけ
では十分ではないこともあります。
そんな時に頼りになるのが、近隣に住む地域の皆さんです。
しかし、人間関係の希薄化などで、どこへにも相談することができな
い人がいて、不幸な事故につながることも少なくありません。
そこで、今、地域全体で支えあい、助けあうため、人と地域が“つなが
る仕組み”として「小地域福祉活動」が必要です。
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” 親切な行動 ”から” 福祉活動” へ

私たち一人ひとりが、地域の中で行う「何げない手助けや気配り」は、
あくまでも個人的に行う“親切な行動”です。

“親切な行動”の気持ちを大切にしながら、個人的な行いから、
「組織的に」、「継続的に」、行っていくのが“小地域福祉活動”
です。

地域の実情に即して、「できることから」
取り組みを開始することが大切！
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地域の困りごと、心配ごとの

早期発見！ 早期対応！

地域と福祉の関係機関を繋ぐ

情報の ” 要 ”

２．民生児童委員、福祉委員について
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民生児童委員とは、

民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非
常勤の地方公務員です。

社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関
する相談・援助活動を行っており、創設から今年で100年の歴史を持
つ制度です。また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」
も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相
談や支援を行っています。

任期３年 伯耆町４０名
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福祉委員とは、

福祉委員の設置目的

地域での福祉課題を改善・解決・早期発見するために住民ひとり
ひとりが近隣に目を向け、地域の福祉力を高める取り組みのひと
つとして、各集落からの推薦により福祉委員を設置をしています。

福祉委員は地域住民や関係機関等と協力しながら地域の見守り
などを通し、地域にある福祉課題の解決・改善・早期発見を図る
ために身近な福祉活動を推進する役割を担っています。
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福祉委員 設置状況

伯耆町 ７９集落１３７名（設置率 89%）

・ 岸本地域 ３６集落７３名（設置率100％）
※ 平成８年度より設置開始
※ 平成８年度に愛の輪訪問員設置を休止

・ 溝口地域 ４３集落６４名（設置率 81％）
※ 平成１７年度より設置開始
※ 平成２７年度に愛の輪訪問員設置を休止

任期２年 ※集落によっては、１年任期のところもあります。
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活動内容

① 訪問や電話などによる見守り活動

② ふれあいサロンなどの開催

③ 関係者間での課題の共有

④ 福祉推進事業への参加
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個人ワーク ・ グループワーク ➊

現在、地域で困っている生活問題、今後、地域
で起こりえる生活問題はありますか？
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２．アンケート結果から見えたもの

～有償ボランティアアンケートより～

伯耆町生活支援体制整備協議体

「こげなボランティアあったらいいな」 アンケートの実施

アンケート対象 民生児童委員、ケアマネージャー
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３．現在の担当地域は、高齢者にとって暮らしやすいですか？

１位 どちらでもない

２位 はい

３位 いいえ
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４．どのような点が暮らしやすいですか？

災害が少ない。

買い物などすぐに行ける。近隣に色々な店がある。

米子に出なくても間に合う。地域に数店のお店、コンビニもある。

バス停も近い（集落に二か所）.通院の際に外出支援サービスが利用できる。

高齢者に対して住民がやさしい。

老人の方達は、畑をしたり動ける人など何なりと仕事がある。

老人の方達と道で出会えば話し込んだりされていて交流する相手がある。

農村なので野菜等もらえる。100円店がある。

他の地域に比べてサービスが多い

配食、配達サービスがある。
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５．担当地域の暮らしの中で、高齢者の方が不便さを感じる、また、
支援者として不便さを感じる

◆買い物 １位 お店が遠くて行けない
２位 重い荷物が持てない
３位 支払いのやりとり

◆家事 １位 屋外（庭）手入れ
２位 屋内の簡単な修理・修繕
３位 ゴミ出し（分別含め）
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５．担当地域の暮らしの中で、高齢者の方が不便さを感じる、また、
支援者として不便さを感じる

◆ 外出 １位 一人での外出
２位 病院の通院
３位 バス停までが遠い

バスやタクシーの乗車

◆ その他 １位 銀行や役場等の手続き
２位 他者との交流や会話

ペットの世話（入院時）
３位 携帯電話の活用（使用方法）



30

６．不便を感じていることや困っていることはありますか？

騒音被害、どう対応してよいのか。今は見守っている。

コロナ禍のため、運動教室が休みとなり自宅にいる高齢者が出かけることがなく体力低下を心配。

順番で行う自治会の役員業務の負担

話し相手は欲しいと思われます。

家の周りの草刈りではなく、田畑の草刈り

目の不自由な方、判断力が低下又は認知症がある方の病院内での受診介助。

近所の方と不仲だと孤立してしまう。回覧が回せない地域（集落）の行事に参加できない。

自立歩行困難な方は外出に対してお金の負担が多く限られた人しか自由に外出できない。

車椅子や歩行器が通る道がない。狭い、でこぼこ道

公共機関に車いすなど介助する人材が。

雪かき作業ができない。

お金の引出し銀行に行けない。
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７．担当地域の高齢者の方がよく利用されているサービスはどれですか？

１位 配食サービス

２位 まめまめクラブ

３位 シルバー人材センター （庭木の剪定、草取りなど）
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８．日々の高齢者の方との関わりの中で、支援の必要が高いと思わ
れる項目

◆ 家事 １位 庭の手入れ
２位 故障修理の対応

（電気製品・ガス水道等の不具合）

３位 ゴミ出し（分別含む）

◆ 外出 １位 外出支援（散歩・買い物同行等）
２位 送迎（車の手配含む）
３位 薬の受取り
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８．日々の高齢者の方との関わりの中で、支援の必要が高いと思われる
項目

◆ 交流 １位 安否確認
２位 話し相手
３位 自宅近くの集まり

◆ その他 １位 郵便物の説明や手続き関係
２位 入院時の手続きや入院中の支援
３位 ATM・コンビニでの支払い
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個人ワーク ・ グループワーク ➋

地域の生活問題解決に向けて、これからご自
身又は地域でできそうなこと、取り組めそう
なことはありますか？
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地域の皆さんの気づきから生まれる様々なアイディア
を大切に

★ 地域の中でのつながりを保つこと

★ 誰もが役割を持って社会参加を続けること

★ 地域の中での支え合い活動を推進し、生きがい
を持って住み慣れた地域で安心して暮らし続け
ること

一緒に取り組んで行きましょう！
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