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第６章 地域福祉計画の推進と進行管理 

１ 市民協働による推進体制
 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには地域の繋がり
を大切にした環境作りや，多様な福祉サービスの提供が求められています。
しかし，現在の社会環境の中では行政の力だけでは解決できない問題が数
多くあります。
 本計画は行政計画でありますが，ワークショップや各種団体の聞き取り
で挙げられた様々な地域の課題の解決や，各施策に取り組むために，各地
域の市民，各種団体，ボランティア，事業者，社協等と協働・連携して計
画を進めます。

 
 

市民の役割
 地域の市民は，福祉サービスの利用者であるとともに，地域福祉の担い
手とも言えます。地域の市民一人ひとりが向う三軒両隣の絆を深めるとと
もに，身近なところで先ず自分達が小さな事でも何が出来るのかを考え，
自主的に地域の活動に参加することが重要となってきています。

社協の役割
 社協は，社会福祉法により，地域福祉の推進を担う団体として明確に位
置付けられています。
 計画を推進するうえでは，地域福祉活動への市民参加の促進をはじめ，
民間福祉団体の先導的役割，さらには，市民や関係団体・関係機関と行政
間の調整役を担うことが求められています。
 そして，社協は，今まで以上に地域福祉活動拠点のセンター的な役割が
求められてきています。

行政の役割
 守谷市は市民の福祉の向上を目指し，地域市民，各種団体，ボランティ
ア，事業者，社協等との連携・協力を図り，市民の自主的な活動を支援し，
地域の福祉活動を促進させることが必要となります。

事業者の役割
 福祉サービスの提供者として，利用者の自立支援やサービスの質の確
保，事業内容やサービス内容の情報提供と公開，新しいサービスの提供が
求められています。
 また，地域の一員として，社会貢献活動などの実践による福祉のまちづ
くりへの参加に努めることが求められています。
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２ 進行管理と評価

本計画の進行管理は，市民，事業者，社協，行政の関係部署職員等で構
成する「（仮称）守谷市地域福祉推進委員会」を設置し，進捗状況を随時，
確認，把握するとともに評価，見直しを行っていきます。

  〔守谷市地域福祉計画の進行管理・推進体制イメージ図〕

                      
          推 進     実 行

              確認       評価・見直し

守谷市地域福祉計画
具体的な取組みと改定〔平成２４年度～平成２８年度〕

地域市民・各種団体・ボランティア・事業者

            

社協                      守谷市

協働・連携

（仮称）守谷市地域福祉推進委員会
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  １ 市民意識調査（アンケート）にみる地域福祉の現状と市民意識 
地域福祉計画に関して，次のような質問項目のアンケート調査を実施

しました。男性７３２名，女性８３６名，合計１，５６８名の回答を得
ることができました。 

    質問内容 
① 地域福祉活動を支える「近所付き合い」の実態把握及び「近所付き
合い」に関する意識（意向）＜設問 11＞ 

② 地域活動に関する参加実態と意識（意向）＜設問 12～14＞ 
③ 地域福祉の基盤となる居住地区の環境評価（愛着度や福祉・医療
環境，買い物環境，地域活動状況や交通環境・学習施設・スポー
ツ施設等の状況，子どもや高齢者の生活環境，自然環境や治安・
防災環境）＜設問 15＞ 

④ 地域福祉活動に関するニーズを調査するための居住地区におけ
る団体に関する期待内容と自分ができる活動内容＜設問 16＞ 

⑤ 地域福祉を支える地域活動活発化の条件＜設問 1７＞ 
⑥ 生活課題を検討するための日常生活での不安内容＜設問 1８＞ 
⑦ 生活課題解決状況を検討するための困った問題に対する相談相手 
＜設問１９・２０＞ 

⑧ 地域福祉活動に対する理解と支えあいに関する意識 
＜設問２１＞ 

⑨ 自分自身の福祉課題に対する日常的世話をしてくれる対応要望 
＜設問２２＞ 

⑩ 日常的活動を支える小地域活動への参加意識＜設問２３・２４＞ 
⑪ 「近所付き合い」での手助けしたいこと，手助けしてほしいこと 
＜設問２５・２６＞ 

⑫福祉関係機関・団体の認知度＜設問２７＞ 
⑬策定過程で実施してきたワークショップの評価＜設問２８＞ 

 
  調査結果と市民意識の概要は次の通りです。 
属性設問１ 性別は男性732名 女性836名 合計1568名の回答者です。 

  属性設問２ 回答者の年齢別分布は，60歳代（26.1%）が最も高く，次い 
で 50歳代（17.4%），70歳以上（16.9%）と続いています。 

  属性設問３ 家族構成では，「親と子の２世代」（53.8%）が半数以上を占め，
「夫婦二人」（25.0%），「親と子と孫の３世代」（12.8%）となって
おり，核家族の方が多世代家族より多い状況を示していま
す。 



 - 96 -

属性設問４ 家族構成員の特徴では，子ども・65歳以上の方・介護を必
要とする方・障がいがある方等，「いずれもいない」と回答
した方の割合が最も高く 27.4%を占めています。次に高い
割合は「65歳以上の方」（26.0%）が居住している家族構成
になります。 

  属性設問５ 職業別の構成では，「民間企業・団体に勤務」（29.0%）が
最も高く，次いで「家事専業」(22.6%)，「無職（学生，家
事専業主婦を除く）」（18.1%），「パート・アルバイト」
（14.7%）となっています。 

  属性設問６ 居住地区については，以下の通りです。守谷（31.9%），高
野（19.6%），大野（5.4%），大井沢（5.7%），北守谷（27.7%），
みずき野（9.7%）となっており，地区居住市民の割合をほ
ぼ反映したものとなっています。 

  属性設問７ 定住期間は，「20～30 年未満」（25.8%）と「10～20 年未満」
（25.0%）がほぼ同じ割合となっています。これに対し，「30
年以上」は，16.5%であり，「5年未満」（19.2%）よりも低
い割合です。 

  属性設問８ 定住意向は，「住み続けたい」が 77.0%と高い割合を示して
いますが，男女別を比較すると男性 82.3%－女性 72.2%とな
り，10ポイント以上の較差が見られます。 

 属性設問９  近住率（家族や親戚が近くに住む割合）を見ると，「同じ 
              地区内にいる」（18.0%），「同じ守谷市内にいる」（19.1%） 

となり，合計 37.1%の市民が守谷市内に家族や親戚が居住 
していることになります。また，「県内にいる」（21.5%） 
を加えると，ほぼ６割の市民が近くに家族や親戚が居住して 
いるということになります。これに対し，「近くにはいな 
い」（9.2%），「いない」（7.5%）を合計すると，16.7%の市 
民に上っています。 
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属性設問９　あなたは，ご家族や親戚で頼りになる
方が近くにお住まいですか。

18.0%

19.1%

21.5%

24.7%

9.2%
7.5%

同じ地区内にいる
(18.0%)
同じ守谷市内にいる
(19.1%)
県内にいる(21.5%)

関東近県にいる
(24.7%)
近くにはいない(9.2%)

いない(7.5%)

 
属性設問 10自治会加入状況では，回答者の 9割以上（90.5%）が加入し

ていると回答しています。 
   設問 11「近所付き合い」の実態では，「あいさつ程度がほとんど」

（38.7%）と「会えば親しく話をする人がいる」（35.9%）
がほぼ同じ割合で並んでいます。次いで，「近所の仲の良
い人とよく行き来している」が 19.2%となっています。比
較的豊かな日常的近所付合いが想定される結果であります。
なお，積極的関わり度が強い「会えば親しく話をする人が
いる」では（男性 30.3%－女性 40.8%），関わり度が低い「あ
いさつ程度がほとんど」では（男性 44.4%－女性 33.7%）
と男女の近所付き合いの形が垣間見える結果となってい
ます。 

        

設問１１　あなたは，どのような「近所付き合い」をし
           ていますか。

19.2%

35.9%

38.7%

5.8% 0.4%
近所の仲の良い人と
よく行き来している
(19.2%)
会えば親しく話をす
る人がいる(35.9%)

あいさつ程度がほと
んど(38.7%)

近所付き合いはほと
んどしていない(5.8%)

その他(0.4%)
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設問 11-1 設問 11で「近所付き合いはほとんどしていない」（90名： 
5.8%）の回答者に対する設問です。近所付合いをしていない 
理由では，「仕事で家を空けることが多く，知り合う機会が 
ない」（40.1%），「そもそも近所付き合いがほとんどないとこ 
ろである」（21.7%）の回答が多い結果となっています。 

  設問 12  地域行事や地域活動への参加経験では，「参加したことがある」
（81.2%）が高い割合を示しています。 

      

設問１２　あなたは，地域行事や地域活動に参加
　　　　　　経験がありますか。

81.2%

12.8%
6.0%

参加したことがある

知っているが参加し
たことがない
知らない

 
 設問 12-1 設問 12 で「参加したことがある」と回答した市民に，その

内容を尋ねたものです。「町内会・自治会，老人会，女性会，
子ども会活動」（35.5%）が最も高く，次いで「清掃や福祉な
どのボランティア活動」（28.8%），「盆踊りや運動会などのイ
ベント」（21.6%）となっています。 

設問 12-2 設問 12で「知っているが参加したことがない」（12.8%），「知
らない」（6.0%）と回答した合計 292名の市民に尋ねた設問で
す。不参加の理由は「時間的な余裕がないから」（35.7%），
「知らない人ばかりで参加しにくいから」（19.5%）が高い割
合を示しています。 

設問 13   地域行事や活動への関心動向を尋ねた設問です。「関心が強
くなった」（15.6%），「どちらかというと関心を持つようにな
った」（30.7%）という回答割合であり，関心は高まってきて
いるという結果になりました。  
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設問 14   設問 12であげたような活動や行事が，地域でもっと行われ 
るようにしていくには，どのようなことが大切だと思います
か。という質問に対しては，「市民同士が困った時に，今以上
に助け合える関係をつくる」（22.9%），「あいさつができる程度の
顔見知りの関係を広げる」（19.1%），「町内会や自治会，子ども
会や老人クラブの活動を活発にしていく」（18.8%），「交流の機会
となる地域行事をもっと増やす」（16.3%）が高い割合を示してい
ます。 

設問１４　設問１２であげたような活動や行事が，地域
　　　　　　でもっと行われるようにしていくには，どのよ
　　　　　　うなことが大切だと思いますか。

22.9%

19.1%

7.0%18.8%

8.3%

6.3%

16.3%
1.3%

市民同士が困った時に，今以上に助け合える関係をつくる
（22.9%)
あいさつができる程度の顔見知りの関係を広げる(19.1%)

新築マンションの入居者など，新たに住む人との関係づくりを強
化する(7.0%)
町内会や自治会，子ども会や老人クラブの活動を活発にしていく
(18.8%)
小学校と市民の交流やつながりを深める(8.3%)

地元の商業者など，事業者と市民のつながりをもっと深める
(6.3%)
交流の機会となる地域行事をもっと増やす(16.3%)

その他(1.3%)
 

 
  
 
 



 - 100 -

設問 15   居住地域や周辺環境に関する評価を次の内容で尋ねています。 
   
１ 地域への愛着度 

      地域への愛着度は，肯定的回答が 88.1%（積極的肯定 48.0%＋消極
的肯定 40.1%）と高い割合です。 

設問１５　あなたがお住まいの地域や周辺環境に
　　　　　　ついて，どう思いますか。
　　　　　　１．住んでいる地域に愛着を感じている

48.0%

40.1%

10.5% 1.4%

そう思う(48.0%)

どちらかといえばそう
思う(40.1%)
あまりそうは思わな
い(10.5%)
まったく思わない
(1.4%)

 
   
２ 高齢者や障がいのある人，子ども，外国人にとって住みやすい 

      「そう思う」（7.9%），「どちらかといえばそう思う」（46.0%） 
の肯定的回答を合計するとほぼ半数という割合です。 

設問１５　あなたがお住まいの地域や周辺環境に
　　　　　　ついて，どう思いますか。
　　　　　　２．高齢者や障がいのある人，子供，外
　　　　　　　　国人にとって住みやすいまちである

7.9%

46.0%

41.6%

4.5%

そう思う(7.9%)

どちらかといえばそう
思う(46.0%)
あまりそうは思わない
(41.6%)
まったく思わない(4.5%)
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３ 福祉施設や福祉サービスが充実している 
      肯定的回答は 44.4%（5.4%＋39.0%）で，半数より低い割合です。 

  

設問１５　あなたがお住まいの地域や周辺環境に
　　　　　　ついて，どう思いますか。
　　　　　　３．福祉施設やサービスが充実している

5.4%

39.0%

49.4%

6.2%

そう思う(5.4%)

どちらかといえばそう
思う(39.0%)
あまりそうは思わない
(49.4%)
まったく思わない(6.2%)

 
 
４ 病院や診療所等の医療施設が充実している 

    肯定的回答は 65.6%（18.1%＋47.5%）で，ほぼ 3人に 2人の 
方が肯定的評価をしています。 

設問１５　あなたがお住まいの地域や周辺環境に
　　　　　　ついて，どう思いますか。
　　　　　　４．病院や診療所などの医療施設が充実
　　　　　　　　している

18.1%

47.5%

28.6%

5.8%

そう思う(18.1%)

どちらかといえばそう
思う(47.5%)
あまりそうは思わない
(28.6%)
まったく思わない(5.8%)
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５ 公共施設の利用が便利である 
      55.1%の回答者が肯定的評価をしています（12.9%＋42.2%）。 
  ６ 買い物などの日常生活が便利である 
    肯定的評価は 75.6%（35.9%＋39.7%）と他の設問に対して高い 

割合を示しています。 
  ７ 地域活動やボランティア活動が活発である 
    肯定的評価は 40.4%（6.7%＋33.7%）で比較的低い割合です。特に，

積極的肯定評価は極めて低い結果です。 
８ 近所付き合いや助け合いなど近隣関係が良好である 
  肯定的評価は 54.9%（10.8%＋44.1%）であり，過半数を超える 

結果を示しています。 
  ９ 道路や公共交通（バスや鉄道）が充実している 

  肯定的評価は 58.0%（16.7%＋41.3%）であり，過半数を超える 
結果を示しています。 

  10 図書館・公民館等の学習施設が充実している 
    他の設問に比較して，肯定的評価が高い設問です（68.9%）。 
  11 グランドや体育館などスポーツ施設が充実している 
    肯定的評価は 45.4%（7.9%＋37.5%）で，否定的評価の方が高い 

割合を示しています。 
  12 子どもの遊び場や公園などが充実している 
    肯定的評価は 59.9%（15.7%＋44.2%）と比較的高い割合です。 
  13 高齢者が憩える施設や広場が充実している 
    肯定的評価が最も低い割合を示しています（28.1%）。特に積極的肯

定は 4.5%と際立って低い割合です。 
  14 静けさや緑が多いなど環境が良好である 
    肯定的評価は 83.7%（34.2%＋49.5%）で，最も高い割合を示し 

ている設問です。 
  15 治安が良く安心して住めるまちである 
    肯定的評価は 64.6%（13.5%＋51.1%）であり，比較的高い割合 

となっています。 
  16 防災対策が充実して安心して住めるまちである 
    肯定的評価は 53.4%（7.2%＋46.2%）であり，否定的評価とほ 

ぼ半々となっています。 
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設問 16 組織や団体への期待 安心して暮らすために，地区にある組織や    

団体に期待する活動内容を尋ねた設問です。「交通安全や    
防災・防犯活動」（16.4%），「火事が起きたときの対応」（16.3%）， 
「子どもや高齢者，障がいのある人に対する手助け」（10.6%） 
が高い割合を示しています。ただし，他の選択肢も回答割合が 
極端に低いわけではありません。 
回答者ができること 安心して暮らすために，回答者が地域ででき
ることについて尋ねた設問です。最も高いのは「地域の道路や公
園の清掃活動」（21.1%）であり，次いで「リサイクルや自然保護の活
動」（17.0%），「子どもや高齢者，障がいのある人に対する手助け」
（15.2%）が上げられています。 

設問 17 地域活動を活発にするために必要なことについて尋ねた設問で 
す。「一緒に活動する仲間や支持者がいること」（22.9%），「地域活動
を推進するリーダー」（15.2%），「活動に対する地域や行政の理解
や支持してくれること」（13.9%）が高い割合を示していますが，他
の選択肢も決して少なくない結果です。 

 

設問１７　あなたは，今後，地域活動を活発にするために
　　　　　　何が必要だと思いますか。

22.9%

15.2%

11.4%10.0%

13.9%

11.4%

8.7%
5.8% 0.7% 一緒に活動する仲間や支持者がいる

こと(22.9%)
地域活動を推進するリーダー(15.2%)

活動経費に対する経済的支援が得ら
れること(11.4%)
自分の趣味や特技を活かせるような活
動であること(10.0%)
活動に対して地域や行政が理解，支持
してくれること(13.9%)
活動に対して行政の積極的支援が得
られること(11.4%)
ボランティアに関する講座や人材養成
の取り組みがあること(8.7%)
家族の理解があること(5.8%)

その他(0.7%)
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設問 18 回答者の日頃の悩みや不安内容は，「自分や家族の老後」 

（18.2%），「自分や家族の健康」（16.3%）が高い割合を示して 
います。次いで「収入や経済的なこと」（10.5%）「自分や家族
の介護」（10.2%）が続いています。 

 設問 19 困った時の相談相手（家族以外）は，「友人や知人」（44.5%）が最も 
高い割合です。次いで，「医療機関（医師や看護士）」（11.5%）， 
「職場の同僚や上司」（11.0%），「市役所」（10.2%）と続いてい
ます。 

 設問 20 相談相手は 5 年前と比べて広がったか否かを尋ねた設問です。
「特に変わらない」が 56.8%で半数以上に達しますが，「範囲
が広がった」との回答も 24.6%に達しています。 

 設問 21 地域の福祉課題に対し，市民相互の助け合いの必要性について 
の意識は，「とても必要」（37.1%），「ある程度必要」（55.5%）を合計 
すると，92.6%の市民が肯定的意識を有していることがわかりま 
す。 

設問２１　あなたは，地域の福祉課題に対し，市民相互
　　　　　　の支えあい，助け合う必要性についてどう思
　　　　　　いますか。

37.1%

55.5%

4.4%0.4%

2.6%
とても必要(37.1%)

ある程度必要(55.5%)

あまり必要ではない(2.6%)

まったく必要ではない
(0.4%)
わからない(4.4%)

 
 設問 22 回答者自身が身体が不自由になったり，寝たきりになった時に， 
          日常生活の介護に関する意識を尋ねています。「主に自宅で家

族の世話になり，足りないところをホームヘルパーなどの福祉サー
ビスで補いたい」（26.1%），「ひとりでも，できるだけ自宅で暮らし，
必要な福祉サービスを受けたい」（23.7%）がほぼ同じ割合です。次
に，「自宅で主に福祉サービスを受け，足りないところは家族の世
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話で補いたい」（18.3%）と「福祉施設に入居し，専門職員の世話を
受けたい」（17.7%）もほぼ同じ割合です。さらに，「自宅で家族の
世話になりたい」（12.8%）が続きますが，この選択肢は男女に
大きな較差が見られます（男性 18.5%－女性 7.7%）。反対に女
性の割合が高いのは「自宅で主に福祉サービスを受け，足りな
いところを家族の世話で補いたい」（18.3%）であり，男性 14.8%
－女性 21.5%となっています。 

 設問 23 回答者の小地域活動への参加状況を尋ねた設問です。 
     支援する側として 回答者が支援する側で活動に参加している 
     割合は，13.0%（5.2%＋7.8%）です。 
     支援を受ける側として 回答者が支援を受ける側として活動に 
     参加している割合は 6.2%（1.5%＋4.7%）です。 
設問 24 回答者の小地域活動への参加意識は，参加意向が 53.7%（7.2%

＋46.5%）で過半数を超えています。 

  

設問２４　あなたは，小地域活動をふくめた地域活動
　　　　　　に参加したいと思いますか。

7.2%

46.5%
38.1%

8.2%

ぜひ参加したい(7.2%)

できれば参加したい
(46.5%)
あまり参加したいとは
思わない(38.1%)
まったく興味がない
(8.2%)

 
設問 25 「近所付き合い」で回答者が手助けしたいと思うことは，「話 
    し相手」（22.9%），「ひとり暮らしのお年寄りなどの見守り」 

（16.6%），「病気などの緊急時に看病したり，医者を呼ぶなど
の手助け」（14.1%）が高い割合を示しています。また，「買物
や近くまでの外出などの付き添い・手伝い」（12.1%）や「相談
事の相手」（11.7%）も同様に比較的高い割合です。 
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設問 26 「近所付き合い」で回答者が手助けしてほしいと思うことは，「病気 
      などの緊急時に看病したり，医者を呼ぶなどの手助け」（20.2%）， 

「話し相手」（15.2%）が高い割合を示しています。 
設問 27 地域福祉に関連する団体や機関等について，認知度を調べた 
    ものです。 

   守谷市社会福祉協議会 
       「名称も活動内容も知っている」（27.3%）と「名称ぐらいなら 

知っている」（53.2%）を合計すると，80.5%の市民に認知され 
ていることがわかります。 

   地域包括支援センター 
      「名称も活動内容も知っている」（13.2%）と「名称ぐらいな 

ら知っている」（35.5%）を合計すると，48.7%で認知度は半数 
に近いです。 

  民生委員・児童委員 
       「名称も活動内容も知っている」（39.5%）と「名称ぐらいなら 

知っている」（50.9%）を合計すると，90.4%の市民に認知されて 
いることがわかります。 

 設問 28 地域福祉計画策定に際して，地域ごとに実施されたワークショ
ップ（座談会）についての評価を尋ねた設問です。 
「いいことだと思う」という評価は 56.4%（3.7%＋52.7%）に 
達しています。これに対し，「賛成できない」という回答は 0.7％ 
の割合です。 
 


