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次期計画の策定に向けたアンケート調査について（2014/12/07版）【資料2-1】 
 

 

１．現行の福祉計画策定時に実施したアンケート調査の概要から 

 

 現行計画策定時（平成15年）には、つぎの５つのアンケート調査を実施しました。 

① 市民アンケート         （標本数 4,000人  ・回収数 1,984件［ 49.6％］）

② 中学生アンケート        （標本数   460人  ・回収数   460件［100  ％］）

③ ボランティア・ＮＰＯ団体アンケート（標本数   119団体 ・回収数    76件［ 63.9％］）

④ 事業所アンケート        （標本数   115事業所・回収数    45件［ 37.8％］）

⑤ 労働組合アンケート       （標本数    39事業所・回収数    20件［ 51.3％］）

 

 これらの調査の結果のうち、次期計画の検討に向けて関連が大きいと考えられる項目のもの

はつぎのとおりです。（※）各調査の結果は、現行計画の資料編を参照してください。 

 

① 市民アンケートから 

《福祉への関心や理解について》 

・福祉に「関心がある」人は 85.9％ 

・福祉が「すべての市民のためにある」と思う人は 65.2％ 

・介護保険制度の内容や利用方法を知っている人は 34.1％ 

・ユニバーサルデザインやノーマライゼーションの意味を知っている人は 17.8％ 

・社協を知っている人は 61.0％、民生委員を知っている人は 83.4％（名前だけも含む） 

→ 福祉への関心は高く、地域福祉の理解もある。具体の知識は必ずしも広まってはいない。 

《地域福祉活動への参加について》 

・１年間に地域活動に参加した人は 55.2％ 

・福祉に関するボランティア活動に現在参加している人は 4.2％、過去に参加した人は 15.8％ 

→ 地域活動には一定参加している。福祉活動に参加している人はあまり多くない。 

《地域とのつきあいついて》 

・親しい近所づきあいがある人が 34.3％、あいさつする人が 58.3％（あわせて 92.6％） 

・緊急時に近所で頼れる人がいる人は 80.1％（「多分助けてくれる」25.2％を含む） 

→ 多くの人は一定以上の近所づきあいがあるが、少ない人やない人もいる。 

《現在住んでいる地域の不安・不満について》 

・防犯44.1％、環境26.6％、防災23.1％、道路21.1％、交通18.5％、医療17.8％、福祉15.9％ 

→ 医療や福祉をあげた人は、相対的に多くはない。 

 

 

② 中学生アンケートから 

・現在住んでいるまちが「好き」と答えた人は 61.7％ 

・将来ボランティア活動に参加したい人は 58.3％ 

・まちなかで高齢者・障害者・子どもなどへの配慮に心がけている人は 59.5％ 

→ 地域への親しみ、福祉への関心がある中学生は概ね６割である。 
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③ ボランティア・ＮＰＯ団体アンケートから 

《活動における問題点について》 

・支援を要する人の情報の取得 31.6％ ・活動資金 28.9％ ・メンバーが多忙 27.6％ 

・他のグループとの交流 27.6％ ・市民への情報発信 26.3％ ・リーダー育成 26.3％ 

→ 活動をすすめるうえで、さまざまな課題がある。 

 

 

④ 事業所アンケートから 

・地域活動に取り組んでいる事業所は 82.2％ 

（福祉関係の活動は、障害者関係 10.8％、高齢者関係 5.4％、健康づくり 5.4％） 

・施設の市民利用や地域活動との連携が可能な事業所は 22.2％ 

→ 地域との連携（地域貢献）は、一定意識されている。 

 

 

⑤ 労働組合アンケートから 

・福祉に関する地域活動を行っている組合は、障害者福祉 4か所、児童・母子福祉 2か所、

高齢者福祉 1か所、健康づくり 1か所、その他の福祉 3か所（回答数は20か所） 

・記述回答で、連携できれば地域福祉に協力したいという考え方を示した組合もある 

→ 地域との連携（地域貢献）は、一定意識されている。 

 

 

 

２．25～26年度に鈴鹿市で実施された関連調査の結果から 

 

 地域福祉計画・活動計画とも関連のある各種計画の策定にあたり、市民等を対象とした多く

のアンケート調査が実施されています。 

 それらの結果のうち、次期計画の検討に向けて関連が大きいと考えられる項目のものはつぎ

のとおりです。 

 

新たな中・長期的計画策定のめ市政アンケート調査 

○ 調査対象：18歳以上の市民 4,000人  有効回答率：39.5％ 

《まちづくりの満足度・重要度》【保健・福祉・医療分野（53項目中の順位）】 

項    目 満足度 重要度 

 健康づくり事業の充実   0.48（17位）   1.23（26位）

 子育て支援の充実   0.32（32位）   1.44（13位）

 高齢者福祉の充実  -0.01（45位）   1.47（ 9位）

 介護サービスの充実  -0.03（47位）   1.50（ 6位）

 障害者の自立支援や社会参加  -0.07（49位）   1.42（16位）

 医療体制の充実   0.11（42位）   1.57（ 4位）

→ 今回のアンケート調査で確認したいこと 

・保健・福祉・医療分野について、市民にとっての重要度は高いが、満足度の評価が低い

要因は何か。 

 



 

－3－

高齢者介護に関する調査【第１号被保険者調査・第２号被保険者調査・在宅要介護者調査】 

○ 調査対象・有効回答率 

・第１号被保険者調査（【１】）：65歳以上の非認定者       1,990人・77.6％、 

・第２号被保険者調査（【２】）：40～64歳の非認定者         995人・53.4％ 

・在宅要介護者調査 （【在】）：要介護認定を受けた在宅者 2,449人・65.5％ 

項        目 【１】 【２】 【在】

隣近所や地域の人と頼みごとをしたり、相談しあう人  17.2％   9.0％  11.5％

地域の活動に中心・積極的に参加している・したい人  16.1％   9.6％    － 

    〃      誘われれば参加している・したい人  47.6％  50.1％    － 

近所で困っている世帯の手伝いを進んでしたい人   5.9％   3.1％    － 

    〃                        頼まれればしたい人  41.5％  33.8％    － 

（うち）報酬がもらえれば・金額によれば進んでしたい人   4.8％   5.8％    － 

近所の人に積極的に・多少は手助けをしてほしい人   8.9％    －   9.4％

    〃    手伝ってほしいが、ためらう人  14.0％    －  20.1％

（うち）有償でも・金額によっては手伝ってほしい人  68.4％    －  66.3％

認知症の人の見守りは必要だが、プライバシーの問題で難し
いと考える人 

 51.1％  57.6％    － 

災害時要援護者の支援者になってもよい人  27.5％  28.2％    － 

介護や保健福祉サービスについてまず市役所に相談する人  49.3％  57.2％    － 

    〃                        相談するところがない人   2.4％   6.0％    － 

→ 今回のアンケート調査で確認したいこと 

・個人情報の共有について、災害時の支援も含めてどう考えているか。 

・実際に市役所などへの相談が、どの程度行われているのか。 

 

 

子ども・子育て支援事業に関わるニーズ調査【就学前児童調査・小学校児童調査】 

○ 調査対象・有効回答率 

・就学前児童調査（【就学前】）：就学前の子ども     2,402人、49.8％ 

・小学生児童調査（【小学生】）：就学している子ども 1,708人、50.2％ 

項        目 【就学前】 【小学生】

気軽に相談できる人がいる・場所がある人   93.3％   89.6％ 

日常的・緊急時にみてもらえる人がいない人    9.9％    9.8％ 

→ 今回のアンケート調査で確認したいこと 

・実際に困ったときに、相談などがどの程度行われているのか。 

 



 

－4－

３．事業・活動の状況などからみた次期地域福祉計画で検討すべき「キーワード」 

 

 現行計画についての、事業等の実施状況（前回の委員会で協議）、委員が取り組まれている

こと（今回の委員会で協議）から見えてきた次期計画で検討すべき課題をキーワードで抽出し、

アンケートで把握したいことを、つぎのように整理しました。 

 

【市民の参加と協働で地域福祉を推進するという観点では】 

・福祉への理解、福祉マインド・モラル・参加意識の醸成 

・地域での福祉活動の推進・ネットワーク化、まちづくり活動・組織の一元化 

・ボランティア活動・当事者活動の活性化 

・有償活動・ソーシャルビジネスの推進 

・参加しやすい行事・場づくり 

・活動のコーディネート、リーダー養成、協働のしくみづくり 

・活動への支援（場所、財源など） 

→ アンケート調査で把握したいこと 

・10年前とくらべて福祉意識はどう変わったのか。 

・活動に踏み出すために何が必要なのか。 

・活動をすすめるためにどのような支援が必要なのか。 

 

【さまざまな“困りごと”を発見し支援につなぐという観点では】 

・支援につながらない人へのアプローチ、潜在的ニーズの掘り起こし 

・情報提供の充実・ユニバーサルデザイン化 

・総合的な相談窓口（機能）づくり、窓口のネットワーク、相談員のスキルアップ 

→ アンケート調査で把握したいこと 

・どのような窓口に気軽に相談できるのか。 

・どの程度の情報を得ているのか（10年前とくらべてどうか）。 

 

【さまざまな“困りごと”に対応したサービスや活動をすすめるという観点では】 

・ニーズに応じたサービス・活動の展開・開発、既存の取り組みの再構築 

・連携のための情報共有、個人情報の適切な活用 

・課題を施策につなぐしくみづくり 

・地域包括ケアシステムの構築、計画間の連携の強化 

・人材の確保 

・企業等との連携 

→ アンケート調査で把握したいこと 

・現在、本当に困っていることは何か。 

・個人情報の共有・活用についてどう思うか。 

 

【意識して取り組むべきテーマという観点では】 

・健康づくり   ・防災・防犯    ・虐待防止・権利擁護支援 

・就労支援    ・生活環境整備 
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４．次期計画の策定に向けたアンケートの内容（案） 

 

（１）アンケート調査の実施方針 

① 市民アンケートについて 

・一般的な傾向から回収率の低下が予測されることから、設問数（できれば４ページぐらい

で）、設問内容（関心の高い事項を前面に出すなど）を設定する。 

・多様なニーズや意見は、記述回答で詳細に把握する。 

② 子どもに対するアンケートについて 

・福祉教育の成果と課題の把握や、福祉に関する意識・課題に焦点を当てて実施する。 

③ 活動者・団体に対するアンケートについて 

・市民アンケートの回答者は福祉に関心がある人に偏る傾向があり、潜在化したニーズは把握

しにくいと考えられることから、活動を通じて把握している潜在的なニーズを把握する。 

・活動における課題の解決に向けて、具体的に取り組むべきことを抽出する。 

④ 事業所・労働組合に対するアンケートについて 

・現行計画に基づく連携がすすんでいない状況をふまえ、話しあいの場などをもつ方など、よ

り効果的な意見集約の方法を検討する。 

 

 

（２）市民アンケート調査の項目（案） 

【Ａ．10年前と比較した福祉意識や理解度（情報伝達度）】（前回と同じ設問で比較する） 

① 福祉に関心があるか 

② 介護保険制度の内容や利用方法を知っているか 

③ 社協を知っているか 

④ 民生委員・児童委員、主任児童委員を知っているか 

【Ｂ．地域福祉活動への参加をすすめるための必要なこと】 

⑤ 地域福祉に関する活動に参加しているか・参加意向があるか 

⑥（参加している人に）参加したきっかけは何か 

⑦（参加意向がある人に）参加意向がありながら、参加していないのはなぜか 

⑧（参加意向がある人に）いつごろ参加したいか（すぐに参加できる人がどの程度いるか） 

【Ｃ．生活のなかで困っていることと、解決のための対処】 

⑨ 現在、困っていることがあるか（困っていること・特に非常に困っていること） 

⑩（困っていることがある人は）困っていることを解決するために相談などをしたか 

⑪ 近所などに気にかかる人がいるか 

⑫（気にかかる人がいる人は）その人を支援するためになんらかのアプローチをしたか 

【Ｄ．個人情報についての意識】 

⑬ 災害時支援・日常の地域福祉の活動で、個人情報を地域で共有することをどう思うか 

【Ｅ．フェイスシート】 

⑭ 回答者本人の基本属性（性別、年齢、職業、健康状態、家族構成） 

⑮ 地域との関係（居住地域、居住期間、近所づきあい） 

【Ｆ．自由回答】 

⑯ 地域の福祉に関する意見 
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（３）中学生アンケートの実施方針（案） 

① 調査の目的 

・次期地域福祉計画に次代を担う子どもたちの意見を反映するとともに、担い手としての参加

を促進するうえで、福祉協力校の取り組みなどを通じて推進している福祉教育の成果や課題

を把握するために実施する。 

② 調査の対象 

・市内の中学校から地域特性等を考慮して３校を選定し、学校を通じて２年生に回答を依頼す

る方向で、教育委員会等と調整する（500人程度を対象とする予定）。 

③ 調査の内容 

・福祉への関心や理解の状況 

・地域福祉活動等への参加の状況と今後の意向 

・参加している場合のきっかけや、参加しない理由など 

・地域の福祉課題として感じていること 

・鈴鹿市の地域福祉の推進方向に対する希望 

 

 

（４）活動団体アンケートの実施方針（案） 

① 調査の目的 

・地域福祉活動をいっそう推進するよう、地域福祉に関する活動を行っている団体の組織・担

い手や活動などの状況や課題、必要な支援に関するニーズなどを把握する。 

・活動を通じて把握している切実な地域福祉の課題を集約し、市民アンケートとあわせて、地

域福祉に関するニーズを把握する。 

② 調査の対象 

・ボランティア団体、ＮＰＯ、民児協、地区社協、サロン実施団体、ボランティア活動を実施

している事業所・施設など 

③ 調査の内容 

・現在行っている活動・今後行いたい活動など 

・活動を行ううえでの課題 

・活動を推進するうえで必要な支援 

・担い手を増やすために取り組んでいること・取り組みたいこと 

・活動を推進するうえで連携している組織・連携したい組織 

・活動を通じて感じている地域の状況（コミュニティの状況、福祉ニーズなど） 

・活動を通じて対応している個別のニーズ（ケース）に関する相談や支援の状況や課題 

・次期地域福祉計画で力を入れていくべき事項 

 

 


