
 

 

平成 27 年 5 月 25 日（月）健康福祉推進委員会 

久喜市の地域福祉に関するアンケート調査 実施要領（案） 

 

１．目的 

①市民の地域福祉に関する意向や現状を、基礎情報として把握することを主眼とする。 

②上記について集計を行い、「第 2 期地域福祉計画・地域福祉活動計画策定」の検討に活 

用する。 

③第 1 期計画策定時からの変化を把握し、計画の進行状況等を判断する。 

 

２．実施方法 

  前回と同様の調査 新規に追加の調査 

対象者 平成２７年４月１日現在で満２０歳以上

の市民２，０００人 

（住民基本台帳登録者の内から無作為抽出） 

市内県立高等学校に通学して

いる高校生 約２５０人 

（１校あたり５０人の予定） 

方 法 郵送による配布及び回収 市内県立高校（５校）へ依頼 

学校を通じて配布及び回収 

期 間 ６月１２日（金）～７月１０日（金） 

（４週間） 

６月中旬～７月中旬 

 

３．送付書類 

【市民用】 

①アンケート調査協力依頼文 A４片面１枚（資料２－１） 

②アンケート調査票 A４両面８枚（資料２－２） 

③返信用長３封筒１枚 

  【高校生用】 

①アンケート調査協力依頼文 A４片面１枚（資料２－３） 

②アンケート調査票 A４両面８枚（資料２－４） 

 

４．質問項目とねらい 

 

【市民用】   注：問番号の（ ）は、前回のアンケート調査票の質問番号です。 

質問項目 ねらい 

Ⅰ フェイスシート 

問１（問２４） 性別 →回答者の属性把握 

 

 

 

問２（問２５） 年齢 

問３（問２６） 職業 

問４（問２７） 居住の地区（住所） 

資料２ 
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問５（問２８） 居住の年数（通算）  

 

 

問６（問２９） 家族構成 

問７（問３０） 要支援者の有無 

Ⅱ 地域とのかかわりについての質問 

問８（問４） ご近所とのお付き合い →地域に対する愛着度

の把握 問９（新規） 地域活動への参加の有無 

問９－１（新規） 参加している地域活動の内容 

問９－２（新規） 参加していない理由 

問１０（新規） 今後の地域活動への参加の意向 

問１１（新規） 久喜市への愛着度 

Ⅲ 地域福祉についての質問 

問１２（問１） 「地域福祉」という言葉の周知度 →地域福祉の認知

度（理解度）につい

て把握 

問１３（問２） 「地域福祉」の必要性 

問１４（問３） 「地域福祉」に対する考え方 

Ⅳ “地域での助け合い、支え合い”についての質問  

問１５（問７） 現在感じている悩みや不安 →日常生活の悩み

や不安、及び相談者

の把握 

問１６（新規） 日常の困りごとについての相談者 

問１６－１（新規）   相談しない理由 

問１７（問５） ご近所付き合いについての現在の考え方 →地域での助け合

い、支え合いについ

ての考え方の把握 

 

問１８（問６） ご近所との関わりで今後大切にしたいもの 

問１９（問１４） 住民同士が助け合える地域の範囲 

問２０（問９） 地域内で問題と感じていること 

問２１（問１０） 生活課題に対する住民協力のために必要なこと 

問２２（問８） 困っている家庭にあなたができること 

問２３（問１１） 災害時の住民同士の支援 →災害時の助け合

い、支えあいについ

ての把握 

問２４（新規） 災害時に住民が支えあう地域づくりに必要なこ

と （旧問１２の回答を含む） 

Ⅴ ボランティア活動等についての質問 

問２５（問１５） ボランティア活動等への参加の有無 →ボランティア・

NPO 活動に関する

把握 

問２５－１（問１５－１）   活動の内容 

問２５－２（問１５－２）   参加した理由 

問２５－３（問１５－３）   参加したことがない理由 

問２６（問１６） ボランティアや NPO 活動を活発化する

ために必要なこと 
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Ⅵ 地域福祉全般についての質問 

問２７（新規） 計画策定前との比較（感じ方） →計画推進の評価 

問２８（新規） 地域福祉充実のための優先的な取り組み →市民のニーズ把

握 

Ⅶ これからの地域福祉の進め方についての質問（社会福祉協議会） 

問２９（問１７） 地域福祉推進のために必要なこと →社協への要望の

把握 問３０（問１８） ボランティア参加の情報の伝え方 

問３１（問１９） ボランティア講座の内容について →市民ニーズの把

握 問３２（問２０） ボランティアを必要としている内容 

問３３（問２１） 住民参加型の仕組みや参加協力できそ

うな内容 

問３４（問２２）変更 福祉に関する相談の有無について →相談等の福祉全

般の把握 問３４－１（問２２－１）    その時の対応 

問３５（新規） 相談機関に求めること 

問３６（問２３） 地域福祉を進めていく上での自由意見 

 

 

【高校生用】 

高校生への質問 市民への質問項目 ねらい 

Ⅰ フェイスシート 

問１ 問１ 性別 →回答者の属性

把握 

 

 

 

 

 

 

  問２ 年齢 

  問３ 職業 

問２※回答を変更 問４ 居住の地区（住所） 

問２－１ 問５ 居住の年数（通算） 

問３※設問を変更 問６ 家族構成  

問４※設問を変更 問７ 要支援者の有無  

Ⅱ 地域とのかかわりについての質問 

問５※回答を変更 問８ ご近所とのお付き合い  →地域に対する

愛着度の把握 問６※設問を変更 問９ 地域活動への参加の有無  

問９－１ 参加している地域活動の内容 

  問９－２ 参加していない理由 

問７ 問１０ 今後の地域活動への参加の意向 

問８ 問１１ 久喜市への愛着度 
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Ⅲ 地域福祉についての質問 

問９ 問１２ 「地域福祉」という言葉の周知度 →地域福祉の認

知度（理解度）に

ついて把握 

問１０ 問１３ 「地域福祉」の必要性 

問１１ 問１４ 「地域福祉」に対する考え方 

Ⅳ “地域での助け合い、支え合い”についての質問  

 問１５ 現在感じている悩みや不安 →日常生活の悩

みや不安、及び相

談者の把握 

 問１６ 日常の困りごとについての相談者 

 問１６－１ 相談しない理由 

問１２ 問１７ ご近所付き合いについての現在の考え方 →地域での助け

合い、支え合いに

ついての考え方

の把握 

 

問１３ 問１８ ご近所との関わりで今後大切にしたいもの 

問１４ 問１９ 住民同士が助け合える地域の範囲 

問１５ 問２０ 地域内で問題と感じていること 

問１６ 問２１ 生活課題に対する住民協力のために必要な

こと 

問１７ 

※回答を一部

削除 

問２２ 困っている家庭にあなたができること  

 問２３ 災害時の住民同士の支援 →災害時の助け

合い、支えあいに

ついての把握 

 問２４ 災害時に住民が支えあう地域づくりに必要

なこと 

Ⅴ ボランティア活動等についての質問 

問１８ 

※設問を変更 

 

問２５ ボランティア活動等への参加の有無 → ボ ラ ン テ ィ

ア・NPO 活動に

関する把握 

問２５－１ 活動の内容 

問１８－１ 

【新規】 

 誰と一緒にボランティア活動を行ったか 

問１８－２ 

※回答を変更 

問２５－２ 参加した理由 

問１８－３ 

※回答を変更 

問２５－３ 参加したことがない理由 

  問２６ ボランティアや NPO 活動を活発化するた

めに必要なこと 

Ⅵ 地域福祉全般についての質問 

 問２７ 計画策定前との比較（感じ方） →計画推進の評

価 
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  問２８ 地域福祉充実のための優先的な取り組み →市民のニーズ

把握 

Ⅶ これからの地域福祉の進め方についての質問（社会福祉協議会） 

 問２９ 地域福祉推進のために必要なこと →社協への要望

の把握  問３０ ボランティア参加の情報の伝え方 

 問３１ ボランティア講座の内容について →市民ニーズの

把握  問３２ ボランティアを必要としている内容 

 問３３ 住民参加型の仕組みや参加協力できそうな

内容 

 問３４ 福祉に関する相談の有無について →相談等の福祉

全般の把握  問３４－１ その時の対応 

 問３５ 相談機関に求めること 

問１９ 

※設問を変更 

問３６ 地域福祉を進めていく上での自由意見 

 

５．アンケート調査結果の集計・分析 

①集計・分析期間 

  アンケート回収後から平成２７年８月 

②集計・分析方法 

 全設問に対して、地区別集計・年代別集計を行う。 

 第１期計画策定時と同じ質問については、比較をする。 

 

６．アンケート結果の報告・公表 

 報告の場：平成２７年１０月 第２回健康福祉推進委員会 

 公表日：第２回健康福祉推進員会終了後 

 公表方法：市のホームページへ概要等を掲載 


