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第２次計画策定のために実施した調査の概要について 

 

1 市民アンケート 

●実施概要 

調査対象 市内在住の 18 歳以上市民 2,000 人（住民基本台帳より無作為抽出） 

調査時期 平成 26 年 8 月（調査基準日は平成 26 年 4 月 1 日） 

調査方法 郵送による配布・回収 

回収結果 

有効回収表数 769 票（有効回収率 38.5％） 

 回答者の属性：性別：女性 56.6％（実際の人口分布は 52.5％） 

年齢：65 歳以上 37.1％（前回 H21.7 調査では 28.2％） 

（実際の人口分布は約 28％） 

 

●暮らし方（前提として） 

・居住歴は 30 年以上が３分の１、次いで関西文化学術研究都市の都市びらきを反映し 10

～20 年未満が２割強。 

・世帯の型は２世代が半数、次いで夫婦のみが３割。３世代や単身世帯は少ない。乳

幼児がいる世帯や約１割（30～39 歳では半数）。 

・経済的・時間的ゆとり感は 65 歳以上で高く、30～40 代（特に 40 代）で低い。 

●地域との関わり 

・参加している地域活動は、住民自治、清掃、スポーツ健康、趣味文化の順。 

高齢者福祉は 4.4％、子育て支援は 2.6％、障がい福祉は 1.7％。 

・参加したい地域活動は、趣味文化、スポーツ健康、住民自治、自然歴史の順。 

高齢者福祉は 7.8％、子育て支援は 6.8％、障がい福祉も 4.4％（意向＞実態）。 

●隣近所との互助 

・「近所付き合いをしている」は 60.3％（よく 12.6％、ある程度 47.7％）。 

・隣近所でできる手助けは、留守の荷物預かり 34.6％、安否確認・見守り 32.2％、

話し相手 28.6％、買い物などの代行 23.0％、ごみ出しや外回りの掃除 20.5％、災

害時避難支援 17.0％、外出時の車出し 16.4％、緊急連絡先 15.3％など。 

・頼みたい（頼める）ことは、荷物預かり 15.6％、災害時避難支援 11.2％、緊急連

絡先 11.1％、話し相手 8.8％など。 

●悩み・相談・情報の入手 

・悩みや困り事は、老後、健康、家計、子どもの将来、緊急時、災害対策など。 

・相談先は、家族、友人、近隣、市役所、医療機関の順。 

・健康福祉情報の入手先は、マスコミ、市役所、インターネット、家族、友人、医療

機関、近隣の順。 

・ほしい情報は、困った時の相談先 44.3％、自分や家族が利用できるサービス 40.8％、

健康づくり 32.2％、事業所選び 19.6％など。 
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●福祉との関わり・周知状況 

・木津川市社会福祉協議会については、「聞いたことはある」が 44.0％で、「知らない」

が 24.7％、「取り組みを知っている」は 23.5％。 

・社協活動とのつながりは、広報紙きずながメインで、福祉バザー、ふれあい広場、

防災ネットワークなどで比較的参加の経験・希望が多い。 

・木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画は、「知らない」が 56.0％、木津川市障

害者基本計画は 78.9％が「知らない」。 

●地域福祉に関する意識 

・第１次木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画施行後、地域の中で進んできてい

ることは「わからない」が 61.2％と多いものの、災害時要援護者支援 12.5％、サ

ロンや見守り隊 9.9％、福祉サービス 7.4％などが進んできているとみられる。 

・地域福祉活動の参加で支障になっていることは、忙しくて時間がとれない 34.2％、

どこにどんな活動があるかわからない 29.5％、思い当たらない 19.1％、健康や体

力に自信がない 17.0％、自分に合う活動が見つからない 15.1％など。 

・活動を広げるために大切なこととしては、まず情報、次いで参加の雰囲気、福祉教

育、専門機関に任せられる体制、場所や設備、実費補助などがあげられている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 団体懇談会 

◇若い層・居住歴の浅い層の参加が課題 

 意識はあるが、忙しく、情報にふれる機会もなく、福祉活動に参加できない。 

◇近所付き合いの促進が課題 

近所付き合いをしている人は、地域活動への参加、相談・情報入手ネットワークも豊富。近所付き合

いは地域福祉活動のベースである。 

◇地域活動のリーダーが活躍しやすい環境づくりと後継が課題 

 地域活動は 65～74 歳が推進役。相談・情報ネットワークも豊富。このリーダー層のネットワークを

バックアップし、今後につなげることが課題。 

◇「思いやり」と「つながり」の強化が課題（主に自由回答より） 

 ハードなバリアフリー環境より思いやりが大事、障がいの有無を越えたつながりには子どものころか

らの交流が大事という意識がみられる。 

◇社協の活動の周知が課題 

 民間の福祉推進拠点である社協の活動が知られていない。 

◇情報発信と相談体制の充実が課題 

 市民は各計画を知らない。困ったときどこに相談したらいいかわらかない、地域福祉活動の推進にも

情報が必要と市民の多くが考えている。 

◇これまでの成果を踏まえた木津川市らしい計画づくりへの期待 

 公的支援だけでなく地域住民が主体的に福祉のまちをつくるべき、そのために地域で話したい、集い

の場を大事にしたいとの声が少なくない。 
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●実施概要 

対象 市内の主な福祉関係団体等（当事者団体・福祉事業者・支援機関・見守り隊会員） 

実施時期 平成 26 年 8 月 

実施方法 事前アンケートを実施し、結果概要を共有しながら分野別に懇談 

参加状況 

区分 
対象団体数 
（件） 

事前アンケート 

回答状況（件） 

当日参加状況 

団体数／参加者数 

（件／人） 

市･社協も含む 

参加者計 

子育て関係 36 25 11／12 31 

障がい関係 17 11 16／17 36 

見守り隊会員 59 13 11／11 28 

計 112 49 38／40 延 95 

 

●結果概要 

◇子育て関係、障がい関係ともに「活動場所の確保」「地域の中でのつながりづくり」

が共通の願い。 

◇見守り隊は、住民の変化（認知症等）を把握するアンテナとなっている。 

◇福祉の現場ならではの意見・提案が多くみられた。 

・就学前だけでなく小中高校生の問題への対応を（子育て関係） 

・８万人規模の都市。顔の見える関係を大事にした。市民は障がいについてもっと

知ってほしい。こちらから『ここにいるよ』ということも大事（障がい関係） 

・連絡フォーマットや活動事例情報があるとよい。（見守り隊）等 

◇事前アンケートによると、多くの団体が、地域福祉計画・地域福祉活動計画が目指

す将来像は「実現に向けて進んでいる」「もっと進めるには、計画の周知が必要」

と考えている。 
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３ 地区懇談会 

●実施概要 

対象 
木津、加茂、山城からそれぞれ在来地区、新興地区を抽出し、計 8 か所の地域で参

加者を募集 

実施時期 平成 26 年 9 月・10 月 

実施方法 実施日時・場所、参加者の募集は社会福祉協議会各支所役員を中心に設定 

参加状況 

（開催順） 

地区 実施日 場所 参加者数(うち市･社協関係者) 

梅美台 

当尾 

宮ノ裏 

加茂 

上狛 

兜台 

棚倉 

大里 

09月 06日（土） 
09月 18日（木） 

09月 23日（火） 

09月 25日（木） 

09月 27日（土） 

09月 28日（日） 

09月 28日（日） 

10月 25日（土） 

関西光科学研究所 

当尾の郷会館 

サンプラザ集会所 

加茂文化センター 

山城保健センター 

兜台集会所 

山城保健センター 

大里会館 

29人（13人） 

43人（12人） 

21人（13人） 

59人（13人） 

47人（13人） 

56人（12人） 

34人（11人） 

42人（11人） 

懇 談 会 の

進め方 

＜主なプログラム＞ 

１ 説明（木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画について） 

２ 懇談（グループに分かれて、①地域の良い点、②地域に足りない点、 

 ③どうしたらいいか、④何ができるかを出し合う。） 

３ グループごとの発表とまとめ 

 

●結果概要 

◇在来地区、新興地区を通じて、自然環境がよく、災害が少なく、車があれば便利で

暮らしやすいが、車が運転できなくなると暮らしにくくなること、将来に向けて世

代間の交流、住民同士の助け合いが必要であることが共通してあげられた。 

◇そのためにも、住民同士の集いや地域活動の拠点確保が重要であるという認識も共

通。拠点確保では「空き家・空き地の活用」が求められている。 

◇在来地区では、少子高齢・人口減少化が問題視され、若者が戻り定着するための方

策が必要であるとの認識が強くみられる。 

◇新興地区では、住民同士のきずなを強め、若者や子どもがふるさとと思えるまちを

つくる必要があるとの認識が強くみられ、いずれも地域のまつりなど住民が集う機

会づくりの大切さが確認された。 

◇支え合う地域づくりでは日頃のあいさつが大事であり、支援を要する人の把握・対

応に向けては、一歩踏み込んだ声かけも必要ではないかとの認識も示された。 

 


