事前配布資料 アンケート調査票に関する修正意見等について
アンケート全般に対する意見
・１８歳以上とするのであるならば、未成年者とその保護者に配慮した設問内容とすること。
・全体にフォントやフォントサイズ、太字などで変化をつけて、読みやすく答えやすくした方が良いと思います。
・設問のフォントサイズが違っている所、太字になっていない所がありました。
・設問内容を分かりやすい文章で簡潔にして欲しい。
・先日の会議での意見中、「設問数が多く、回答者の負担が大きいため設問を絞った方がよい」について、地域福祉は関連分野が多い。各分野ご
とに充実した計画を策定するための基礎資料集めとして、設問数51項目はやむを得ない規模と思う。
・地域福祉計画と活動計画作成のためのアンケートですから、これくらいのボリュームも必要と考えています。せっかくの機会ですから基礎デー
ターとしても利用できるアンケートにしたいものです。
・50に渡る質問に答えましたが膨大な質問でした。せめて30問ほどが適当かと思いました。
・本庄市に暮らす外国人の人口は2.1％1793人（2010年）となっております。今回のアンケート調査の中では対象になっているのでしょうか。地域福
祉には国境がないと思っております。

事務局修正意見
○全体的なレイアウトを調整するとともに、「はにぽん」の
追加等調査票のデザインに配慮しました。
○未成年者が回答することを前提に、文言の調整を行い
ました。
○設問のフォントサイズは13ポイント、選択肢のフォント
サイズは12ポイントから11ポイントに変更しました。また、
フォントの統一を行いました。
○回答者の負担を考慮し、内容が一部重複した設問や、
別の設問に盛り込むことができる内容の設問の削減を行
いました。設問数は51問→40問となっています。
○対象者から外国籍の住民を排除はいたしません。

協力依頼文（1ページ目）に関する意見
【依頼文案】
皆様には日ごろから本庄市の福祉行政や本庄市社会福祉協議会の活動にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、市や社会福祉協議会は平成２６年３月につくりました「本庄市地域福祉計画」及び「本庄市地域福祉活動計画」に基づき地域福祉の取り組
みを進めてきました。
この度は、福祉行政をより効果的に行いたいと考え、次期福祉計画を一体的につくりあげる「本庄市地域福祉計画審議会」を立ち上げ、地域の
福祉全般にわたり語り合って貰うこととしました。
このアンケート調査は次期福祉計画が「我がこと、丸ごと」として地域全般にいきわたることを目指し、皆様の考え方や意見をお聞きし、計画をつ
くるにあたり、基礎的かつ貴重な資料として活用させていただきます。
このアンケート調査は統計的な手法で取り扱われ、プライバシーを漏らさないように最大の注意をはらい、調査目的以外には使用いたしません
ので、内容をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
（アンケートの結果については市のホームページなどにて公表いたします。）
ほんじょうは
「ほんきで うらおもてなく じょうにあつい よい ウェルフェア―（福祉）のまち」 です（をめざします）。

○依頼文を平易な表現に修正しました。また、「我が事・
丸ごと」に関しては、2ページ目に「生活を送る上での困り
ごとを、自分事として、地域全体で」という表現で紛れ込
ませています。
○キャッチコピーについては、計画書内容に盛り込むこと
も検討してまいりたいと考えておりますので、今後の審議
会の中でも御議論いただければと思います。

・１行目～５行目、６行目～８行目、９行目～１１行目、１２行目～１４行目行間をつめて、６行目、９行目 12行目の上は1行あけた方が、読みやす
○行間及びフォントの調整を行いました。
いのではないでしょうか。
・この計画策定は改定（見直し）作業だと認識しています。参考資料として渡された他市の物には全てそのことが謳われているので、本庄市として
もそうした積み重ねをきちんと回答者に伝えるべきではないかと思います。また、趣旨説明文が丁寧すぎる気がします。受け取った人が最初に目 ○計画の改定に関する表現を盛り込みました。
にするページなので、もう少し簡潔な文章でもいいのではないでしょうか。
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地域福祉の説明（2ページ目）に関する意見
【地域福祉文案】
「地域福祉」とはそういった問題をノーマライゼーション、ユニバーサルデザイン、バリアフリーの考え方に基づき、地域全体で「自助」、「共助」、「公
助」といった互助を活用し、解決し、・・・のことを言います。（たとえば以下省略）
・ノーマライゼーションとは 人が人間として普通の生活ができるよう、ともに暮らし、ともに生きていくことを目指す社会がノーマル（正常な）な社会
であるという考え方
○ノーマライゼーション等については、一般市民にとって
・ユニバーサルデザインとは できる限りはじめからバリアのないデザインにしようという考え方障害のある人にも便利なだけでなく、外国籍の人、 は専門用語であるかと思われますので、「高齢や障害の
老若男女にも使いやすいこと
有無などに関わらず」という表現で盛り込みました。
・バリアフリーとは 既存の施設等を障がいの部位や程度によってもたらされるバリアに対処すること
・「自助」とは 自身の身体能力や生活能力に応じ、自らが実施し、自身の生活を守ること
・「共助」とは 個人で補えない分野を周りの人や諸団体の人と共に助け合いの活動をすること助ける身にもなり、助けられる身にもなる
・「公助」とは 地域の資源を掌握し、地域が活性化するように予算確保・体制整備・情報提供・サービスの提供を行うこと
・伊勢崎市の様に枠で変化をつけた方が理解しやすいと思います。
・市民一人一人が、自ら動き出すという意識付けも必要で、行政研修のお話の中でもありましたように市民が主役ですすめる取り組みだと言う事
を伝えた方が良いのではないでしょうか。
・本庄市の将来イメージ図が大きく、最初にこの図が目に入り、肝心なことが薄れてしまうように感じました。このページは「地域福祉」という事の意
味を分かってもらうこと、下に地域福祉計画・活動計画がめざすものが書かれているので、本庄市の将来イメージ図はいらないのではないでしょう
か。
・キャッチフレーズ「我が事・まるごと」を地位福祉のイメージに加えてアピールできないでしょうか。
・「地域福祉とは」、「地域福祉計画」、「地域福祉活動計画」各々について簡単にコメントください。

○枠の表現を修正し、地域福祉イメージをはにぽんに変
更しました。
○「あなたも、普段の生活の中で…」という表現で、市民
の主体性について盛り込みました。
○我が事・丸ごとに関しては、文章中に盛り込みました。
○計画に関する説明は、用語集として別添いたします。

各章に対する意見
○章の見出しをアラビア数字に変更しました。また、フォ
・見出しの数字はローマ数字ではなくアラビア数字の方が良いと思います。実際Ⅵが抜けていました。
ントサイズの拡大、下線を挿入し、分かりやすくしました。
・「Ⅱ「福祉」についておたずねします。」の部分は地域福祉も福祉サービスもなじみのない言葉だと思います。問38 問39位まで読み進むとわかる
○福祉サービスについて、2章（5ページ）にコラムを挿入
と思いますが最初の方にこれらの質問は難しいのですでにやる気をなくしそうです。
します。

個別の設問に対する意見
設問
番号

修正後設
問番号

問１

問１

問2

問2

問3

問3

問4

問4

問5

問5

設問

意見

あなたの性別はどちらですか。（どちらかに
無し
○）
あなたの年代はどれですか。（ひとつだけ○） ・20歳以下を追加
・「わかる範囲で」を追加。
あなたが住んでいる地区は次のどれですか。
・1，2ページでは「地域」で進んでいましたが、設問に入ると＜地区＞に
（ひとつだけ○）
なりました。地域はどこに行きましたか。
あなたは現在の地区（問３で回答された地区）
無し
に何年住んでいますか。

○代理記入の有無と各回答の差異を測るため、問1の前
に、アンケート記入者に関する問いを挿入しました。
○「10歳代」のカテゴリーを追加しました。
○「学校区」という表現に修正しました。
○回答しやすくするため、地図を挿入しました。

○選択肢を削減し、20年以上在住の方はひとまとめとし
ました。
○転入者を想定し、「あなたの世帯は、自治会（町内会）
・あなたは自治会に… → あなたの世帯は自治会に
に加入していますか。」に修正しました。また、「現在は加
・「自治会」という言葉の意味がよくわからない人もかなりいるのではな 入していないが、将来加入したい」という選択肢を追加し
あなたは、自治会に加入していますか。（ひと いか。自治会（町内会）と表現した方がよいと思う。
ました。
つだけ○）
・「5．将来は加入する」を追加。
○自治会費を収めている場合には、「加入している」を選
・自治会費は収めているので多分加入していると思うが、ほとんど活動 択いただけると考えています。あるいは「①現在加入して
に参加していない場合、どれに該当するのか迷ってしまいます。
いる（自治会費を収めている）」としてもよいかと思いま
す。
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問6

問7

問8

問9

問6

あなたの主な職業は何ですか。（ひとつだけ
○）

問7

・5と6は「７．その他」にまとめてもよいのでは
・1～5までは血縁関係、6は血縁以外です。家族構成を1～5ないし6にく
あなたの家族構成はどのようになっています
くり、7は削除できませんか。（書きたくない家族構成もあるや否や）
か。（ひとつだけ○）
・３．＆４．世帯人数を（ 人）追加 ５．その他と同居 ６．削除し、７．⇒
６．

問8

問9

問10問10
1

問102

・1～11とありますが、せめて半数になりませんか。
・⑥派遣・契約社員・パート・アルバイト
・１．会社員⇒会社員・公務員等（４．医療・介護・福祉関係者を除く）
２．公務員⇒上記に統合 ３．⇒２．自営業（商店、４．を除く企業経営な
○選択肢を調整しました。
ど） ４．⇒３．農林水産業 ４．医療・介護・福祉関係者 ５．自由業（弁
護士等○○士、著述業、プロスポーツ選手、芸能人等） ６．臨時職員
（期間採用、パート、アルバイト等、就活中を含む） ７．学生（副業して
いる学生を含む） ８．無職（年金生活者等） ９．その他

・1～7までを5ないし6にくくり、8．その他は削除できませんか。問7、8は
家と家族ですので、項目数は同じで如何でしょうか。
・あなたのお住まいは，次のうちどれですか。
①持ち家（一戸建て），②持ち家（マンションなど集合住宅），③民間賃貸
あなたのお住まいの形態は、どれに該当しま 住宅（アパートなど），④公営住宅・社宅，⑤老人ホームなど福祉施設・
すか。（ひとつだけ○）
サービス付高齢者住宅，⑥その他→たぶん，①と②で7～8割に達する
と思います。
・微妙な設問。１．一戸建て（持家・借家） ２．集合住宅（マンション・ア
パート等） ３．医療・介護・福祉施設入所等（短期を除く） ４．その他
・あなたの経済状態は… ⇒ あなたの家庭の経済状態は
・前回の審議会で説明を受けて、この設問をする意味は解りましたが、
あなたの経済状況は、ご自身の実感としてど 回答者から正しいデータが取れるのか疑問があります。この設問、必要
れに該当すると思われますか。（ひとつだけ なのでしょうか。
○）
・聞かれたくない設問でした。
・設問→あなたの生活にはゆとりがありますか。
・微妙な設問。あえて問うなら問9削除か。

○5・6は現在増加していることが見込まれる世帯形態と
なりますので、その他に分類はせず、分析したいと考え
ています。
○世帯人数に関する記入欄を追加し、設問を修正しまし
た。

○次の選択肢としました。
①持ち家（一戸建て），②持ち家（マンションなど集合住
宅），③民間賃貸住宅（アパートなど），④公営住宅・社
宅，⑤老人ホームなど福祉施設・サービス付高齢者住
宅，⑥その他

○「あなたの生活にはゆとりがありますか。ご自身の実
感を教えてください。」と修正しました。なお、本設問は、
生活困窮者支援施策の重要な基礎データとなりますの
で、項目としては残したいと考えております。

・問10と問11を一つにくくれませんか。設問内容に戻ることが負担でし
た。
あなたは地域福祉や高齢者・障害者・児童福 ・設問 問10 あなたは福祉（福祉サービスや地域福祉活動*）に関心が
○問10-1と10-2は統合しました。また、福祉サービスに
祉などに関心をおもちですか。（ひとつだけ
ありますか。（一つだけに〇）→10-1というサブクエスチョンを設けない。
関するコラムを同ページに挿入します。
○）
*巻末に主な福祉サービスの一覧，主な地域福祉活動の一覧を掲示す
る。

その理由はなんですか。（ひとつだけ○）

・問10-2はいらないと思います。
・設問変更 問11 その理由は何ですか。（一つだけに〇）
①自分や近い人が福祉を利用しているから ②近い将来，福祉を利用す
るかもしれないから ③知人・友人と福祉について話すことが多いから
④福祉の充実に期待しているから ⑤今のところ福祉は自分にはあまり
関係ないから ⑥福祉のことがよくわからないから ⑦その他（） ⑧特にな
し

○問10として統合しました。
○理由を別建ての設問とすることに関しては、回答が矛
盾（問10では「全く関心がない」のに、「知人・友人と福祉
について話すことが多いから」を選択するなど）した場合
の分析が困難なため、本調査からは除外したいと考えま
す。
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問11

あなたはこの調査票をみる前から「地域福祉」
という言葉を知っていましたか。（ひとつだけ ・問11はいらないと思います。
○）

問12

○本設問で、暮らしやすいとは思わない、と回答した方
がそのほかの設問でどのように回答するか、ということか
・回答欄の3・4と答えた方の「暮らしやすいと思わない理由」を知る設問 ら課題が明示されると考えておりますので、あえて、その
があったら、課題がより見えてくるのではないでしょうか。
理由を問いかけてはおりません。
本庄市は子どもや高齢者、障害のある人など
・問20と似たような設問だと思います。
○「誰にとっても暮らしやすいかどうか」、と、「回答者個
にとって暮らしやすいまちだと思いますか。
・設問変更 本庄市は福祉サービスを必要とする人々にとって暮らしや 人にとって暮らしやすいか」を別に分析したいと考え、設
（ひとつだけ○）
すいと思いますか。（一つだけに〇）
問を分けました。
○「誰にとっても」という意味合いを残したいと考え、「福
祉サービスを必要とする人々」ではなく、「子どもや高齢
者、障害のある人、外国籍の人など」と加筆しました。

問13

問14

問15

問16

問11

・13ページの「福祉サービスについて」での設問に移動した方がいいの
ではないでしょうか。設問は、「あなたは福祉サービスを利用したいと思
○設問をシンプルに修正しました。また、本設問は福祉
いますか」くらいの短い方が良いのではないでしょうか。
の利用意向を問う設問のため、本章に残しております。
・6．その他を削除できませんか。
○「１．現在利用している」、「6．その他」を削除しました。
・「1．現在利用している」を削除

問12

「福祉」サービス等を利用することについて、
あなたのお考えに最も近いのは次のどの意
見ですか。（ひとつだけ○）

問13

「福祉」を充実させることと、その財源となる税
・5．その他を削除できませんか。
金などの負担について、あなたのお考えに最
・設問変更 福祉の充実とその負担（税金や保険料）について，あなた
も近いのは次のどの意見ですか。（ひとつだ
の考えにもっとも近いものを選んでください。（一つだけに〇）
け○）

問14

問15

○「地域福祉」という言葉の認知度は、地域での支え合
いや助け合いに実質的に意味を持たないと考え、本設問
は削除します。

・解決方法はケースバイケースなので、どれか一つ選ぶというのは大変
難しいと思います。もう少し具体的な例をあげて問う方が分かりやすいと
思います。
・問の1～4までではなく、5を追加してでもその他を削除できませんか。
・設問変更 日常生活に問題をかかえて困っている人がいた場合に，解
決する方法としてあなたの考えにもっとも近いものを選んでください。（一
日常生活の中で起こる問題に対して、どのよ つだけに〇）
うな方法で解決するのが良いと思いますか。 ①困っている本人または身内が解決するべきだ
（ひとつだけ○）
②できるだけ身近な住民同士で協力して解決するべきだ
③困っている人を助けたい人に任せるべきだ
④困っている人は，福祉や保健の専門の仕事をしている職員に任せる
べきだ
⑤困っている人は，市役所が解決できるように手伝うべきだ
⑥その他

○さまざまな意見があるかと思いますので、その他は残
したいと考えています。
○表現をご指摘の通り修正しました。

○具体例を挙げてしまうと、回答者の考えを誘導してしま
う可能性があるため、例示はしておりません。表現を若
干修正しました。
○さまざまな意見があるかと思いますので、その他は残
したいと考えています。
○「困っている本人または身内で解決するべきだ」を選択
肢として追加しました。

○「福祉活動を行いやすい」といった場合、回答しづらく
・設問変更 福祉活動を行いやすい「地域の範囲」を選んでください。
なることが予想されましたので、「あなたが思い浮かべ
（一つだけに〇）
あなたが考える「地域」の範囲をお答えくださ
る」という表現に修正しました。
①支会・班 ②自治会区域 ③小学校区域 ④中学校区域 ⑤本庄・児
い。（ひとつだけ○）
○ご指摘の通り、地域福祉計画に掲載している圏域に併
玉地域 ⑥本庄市全域 ⑦県・広域 ⑧その他（
）
せた表現としました。なお、「支会・班」は「隣近所（支会・
班）」、「県、広域」は「児玉郡市や埼玉県」としました。
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問17

問16

・質問が微妙にダブっていると思うので、問18だけで良いと思います。幸
せかどうか聞くのではなく、暮らしやすいですか。
・設問変更 あなたは，いま住んでいる地域に満足していますか。（一つ
だけに〇）→併せて問18・19削除
○内容が一部重複するため、問17～19を単一の設問と
あなたは、今住んでいる地域に愛着がありま
①とても満足している ②ある程度満足している ③少し満足している しました。事務局案は、「幸福度」を基準としましたが、
すか。（ひとつだけ○）
④満足していない
「満足度」を基準とすることも一案であると考えています。
⇒問20変更 満足している理由は何ですか。（満足しているものすべて
に〇）
あなたは、今住んでいる地域で幸せですか。
・設問削除
（ひとつだけ○）
あなたはこれからも本庄市に住み続けたいと
・設問削除
思いますか。（ひとつだけ○）

問18
問19

○削除しました
○削除しました
○幸福度を測る設問からの流れとして、「地域の良いとこ
ろ」を問う設問としました。
○地域の良いところとして、「①ご近所同士のお付き合
い」「⑤福祉サービスの事業所が充実している」「⑦保育
園や学童など子育て環境」を追加しました。

問20

問17

あなたが現在住んでいる地域の暮らしやすさ ・問20と問24等は答えやすく、意識のつかみができそうで良いと思う。3
についてどのように感じていますか。（各項目 つ○をつける的な質問が答えやすいと思います。
の番号ごとにひとつだけ○）
・問1～19の設問と同様な仕方に変えられませんか。

問21

問18

・設問の「どの程度の」は「どのようなお付き合い…」の方が良い（問22も ○ご指摘の通り設問を修正しました。なお、隣近所の「助
あなたは、ふだん近所の人とどの程度の付き
同じ）。回答の中に、「困ったときに相談したり、助け合ったりする」を入 け合い」に関しては、以降の設問に盛り込まれておりま
合いをされていますか。（ひとつだけ○）
れて欲しい。
す。

問22

問19

近所の人とは、今後どの程度の付き合いをし
ていきたいと思いますか。（ひとつだけ○）

○前問の表現に修正しました。

あなたは、悩みや不安を感じるとき相談でき ・問20と問24等は答えやすく、意識のつかみができそうで良いと思う。3
る人はいますか。（各項目の番号ごとにひとつ つ○をつける的な質問が答えやすいと思います。
だけ○）
・問1～19の設問と同様な仕方に変えられませんか。

○選択肢を修正しました。
○「⑪相談できる人や場所がない」を追加しました。

問23

問20

問24

問21

問25

問22

・問の中に枝符号の設問のため、○をつける位置を探しました。枝符号
あなたは、毎日の暮らしの中で、どのようなこ が7.8ページに渡っております。ページ内に収まるよう配置してください。 ○選択肢を修正しました。
とに悩みや不安を感じていますか。（各項目 ・問25を統合。設問変更 毎日の暮らしや地域活動について，悩みや不 ○問25と統合した場合、選択肢の数が非常に多くなるた
の番号ごとにひとつだけ○）
め、設問を分けたままとしたいと考えています。
安，課題と感じていることを選んでください。（三つまでに〇）

・問25までくると、まだ終わらないかなと思ってしまいます。設問の数が
多すぎるし、問25以降は選択肢も多すぎると思います。
あなたは地域で今、何が課題だと感じていま ・「移動を含めた手助け」を入れて欲しいと思います。
すか。（３つまで○）
・その他を削除できませんか。
・設問削除。問23と統合。

○地域課題に関する設問なので、選択肢の数について
はご了承ください。
○「移動を含めた手助け」は「高齢者の生活に関するこ
と」「障害者・児の生活に関すること」が包含していると考
えております。
○さまざまな意見があるかと思いますので、その他は残
したいと考えています。
○選択肢の順序を調整しました。
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問26

問23

問27

問24

問28
問29

問26

問30
問31
問32
問33

問34

問27

・「多世代が気軽に集える常設の居場所づくり」を項目に入れて欲しいと
思います。
・その他を削除できませんか。
・どこかに次の選択肢を加える
〇困った人が孤立しないように新しい地域活動を地域みんなで話し
合って開発する
地域から孤立した生活にならないために、あ
〇住民による気軽な「福祉何でも相談所」づくり
なたが有効だと思う方法は何ですか。（３つま 〇福祉サービスで解決できない困りごとをきちんと受け止め，解決の
で○）
ための支援計画をつくり，地域住民と解決に向けてともに活動する専門
スタッフ（コミュニティソーシャルワーカー）の配置
〇さまざまな専門的な機関が一つに集まった相談窓口の開設（ワンス
トップサービス）
〇福祉の専門スタッフがすぐに家庭訪問できる態勢づくり（アウトリー
チ）
隣近所で、手助けが必要な家庭があった場
合、あなたはどのようなができると思います
か。（あてはまるものすべてに○）
あなたは日ごろから地域の防災訓練に参加し
ていますか。（ひとつだけ○）
あなたは自主防災組織に入っていますか。
（ひとつだけ○）
あなたは災害の発生に備え、日頃から家族や
近所で、どのような準備などをしていますか。
（○は３つまで）
災害時に住民が支えあう地域づくりに、何が
必要だと思いますか。（○は３つまで）
あなたの親族や近所に気になる方（中略）は
いらっしゃいますか。いるとすれば何人位です
か。（ひとつだけに○）
あなたは、自殺対策に関する以下の項目を
知っていますか。（名前程度でも、知っている
ものすべてに〇）
あなたが住んでいる地域の中で安心して暮ら
していくには、地域にある組織や団体（自治会
など）に対してどのような活動を期待していま
すか。（３つまで○）

○「多世代が…」に関しては、問31に選択肢⑧として追加
しました。
○さまざまな意見があるかと思いますので、その他は残
したいと考えています。
○ご意見のうち、「住民による気軽な「なんでも相談所」づ
くり」、「ワンストップサービス」、「アウトリーチ」に関して
は、それぞれ、③⑦⑧として追加しました。「地域活動の
開発」「コミュニティソーシャルワーカーの配置」について
は、問31に⑥⑦として追加しました。
○選択肢を削減するため、安否確認関連の選択肢、ボラ
ンティア・民生委員の見守り関連の選択肢を統合しまし
た。

・設問に脱字があります 「あなたはどのようなができると思いますか」
（同様の主旨の意見あり）
・12.13を削除できませんか。

○ご意見の通り修正・削除いたしました。

・その他を削除できませんか。

○設問数削減のため、削除しました。その代わりに、防
災活動として、問28に盛り込んでいます。

1～9までをせめて5程度にくくれませんか。その他を削除ください。
・設問削除

○設問数削減のため、削除しました。その代わりに、防
災活動として、問28に盛り込んでいます。

・「気になる方」という言葉は必要ないと思います。
○設問数削減のため、削除しました。その代わりに、引き
・設問の（）内はフォントサイズを小さくするか、フォントを変えたら読みや
こもりについて、問22の⑪として盛り込みました。
すくなるのではないでしょうか。
○設問数削減のため、削除しました。その代わりに、問
22に自殺について盛り込みました。

1～14を1～6にくくれませんか。

○多くの設問と内容が重複するため、削除しました。
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問35問28
1

問352
問36問29
1
問36問30
2

問37

問31

問38

問32

・取り組む ⇒ 参加する
・「あなたは地域活動やボランティア活動に取り組んでいますか」でよい
のではないでしょうか。地域や住民に対する各種の支援活動の部分はく
どい様に思います。分かりやすい設問の方が応えやすいと思います。設
問36・38も同様。
・問35-1と2を一緒にできませんか。
・問35-1と2を統合。ボランティア活動の種類はたくさんありますが，以下
の分類はいかが？
①健康や医療サービスに関係した活動 ②高齢者を対象とした活動
③障害者を対象とした活動 ④子どもを対象とした活動 ⑤スポーツ・文
化・芸術・学術に関係した活動 ⑥まちづくりのための活動 ⑦安全な生
活のための活動 ⑧自然や環境を守るための活動 ⑨災害に関係した
活動 ⑩国際協力に関係した活動 ⑪その他（
）
または
①健康や医療サービスに関係した活動（入院患者の話し相手や行事の
あなたは、地域活動やボランティア活動、地 手伝い，献血，安全な食品を広めることなど） ②高齢者を対象とした活
域や住民に対する各種の支援活動等につい 動（高齢者の日常生活の支援や行事の手伝い，高齢者とのレクリエー
て、取り組んでいますか。（ひとつだけ○）
ションなど） ③障害者を対象とした活動（手話・点訳・朗読・障害者の日
常生活や訓練の手伝い・社会参加の協力など） ④子どもを対象とした
活動（子ども会の世話・子育て支援ボランティア・子どもとの交流・学校
行事の手伝い・学習支援など） ⑤スポーツ・文化・芸術・学術に関係し
た活動（スポーツの補助，博物館等の行事の手伝い，日本古来の文化
を広めること，美術館ガイド，講演会・シンポジウム・学会等の運営補助
など） ⑥まちづくりのための活動（道路や公園等の清掃・花いっぱい運
動・まちおこしなど） ⑦安全な生活のための活動（防災活動・防犯活
動・交通安全運動など） ⑧自然や環境を守るための活動（動物愛護活
動，野鳥の観察と保護，森林や緑地を守る運動，リサイクル運動，ごみ
を減らす活動など） ⑨災害に関係した活動（被災地域の支援，被災者
との交流，義援金募金活動，炊き出しなど） ⑩国際協力に関係した活
動（海外支援協力，難民支援，日本にいる外国人への支援活動など）
⑪人権擁護や平和を守るための活動など ⑫その他（
）
どんな活動をしていますか。（あてはまるもの
すべてに○）
あなたは、今後、地域活動やボランティア活
動、地域や住民に対する各種の支援活動等
に、どの程度取り組んでいきたいと考えてい
ますか。（ひとつだけ○）
どのような条件であれば、活動・参加したいと
思いますか。

○ご意見の通り表現を修正しました。
○設問数削減のため、回答者が取り組んでいる活動の
みを回答する形としました。
○ボランティア活動の種類は多岐にわたり、選択肢の分
量が過度増加することが懸念されるため、従来の標記の
ままとしました。ただし、ボランティア活動の紹介は何らか
の形で必要かと考えています。

・取り組む ⇒ 参加する

○削除しました

・取り組む ⇒ 参加する
・問36-1と2を一緒にできませんか。

○ご意見の通り表現を修正しました。
○設問を独立させました。

・回答欄の⑤に「気軽に参加できる」があるので、②の「友人などと…」は ○②と⑤は必ずしも一致しないと考え、そのままとしてい
要らないと思います。
ます。
○表現を調整しました。
○問26でのご意見を反映し、「地域活動の開発」「コミュ
地域における助け合い、支え合い活動を活発
ニティソーシャルワーカーの配置」については、⑥⑦とし
にするためには、どのようなことが重要だと思 ・1～10を1～6にくくれませんか。
て追加しました。
いますか。（３つまで○）
○地域課題の解決方法に関する設問なので、選択肢の
数についてはご了承ください。
あなたが今後してみたい地域活動やボラン
○地域活動は多岐にわたるので、選択肢の数について
ティア活動、地域や住民に対する各種の支援 ・1～11を1～6にくくれませんか。
はご了承ください。
活動等は何ですか。（３つまで○）

事前配布資料 アンケート調査票に関する修正意見等について
問39

あなたは、次の機関、制度等を知っています ・ページ内に収まるよう配置してください。
か。（各項目の番号にひとつだけ○）
・設問削除。コラム的に掲載し、周知した方が良い。

○ご意見の通り、設問を削除し、サービスや機関につい
ては、5ページにコラムとして掲載します。

問401

・問40-1で「1」「2」「3」を選んだ人は、問40-2に進むとありますが、問40あなたは、自分に必要な「福祉サービス」の情 1で「3」入手できていないと答えた人は、問40-2で「どこから入手してい
報をどの程度入手できているとお考えです
るか」という問いに答えられないのではないでしょうか。
○問40-2と統合します。
か。（ひとつだけ○）
・設問を減らすのであれば、この辺りは要らないのではないかと思いま
す。

問40問33
2

あなたは、「福祉サービス」に関する情報を主
・設問を減らすのであれば、この辺りは要らないのではないかと思いま
にどこから入手していますか。（あてはまるも
す。
のすべてに○）

○サービスの情報を入手したことがある前提での設問と
なっていたため、情報の入手一般に関する設問に修正し
ました。
○問40-1と統合します。
○サービスの入手に関しては、適切なサービスの利用の
ための施策のための基礎データとなりますので、項目と
して残したいと考えています。

問411

あなたは、ボランティア活動などの市内の地
・設問を減らすのであれば、この辺りは要らないのではないかと思いま
域活動に関する情報をどの程度入手できてい
す。
るとお考えですか。（ひとつだけ○）

○41-2と統合します。

問41問34
2

あなたは、市内の地域活動に関する情報を主
・設問を減らすのであれば、この辺りは要らないのではないかと思いま
にどこから入手していますか。（あてはまるも
す。
のすべてに○）

○地域活動の情報を入手したことがある前提での設問と
なっていたため、情報の入手一般に関する設問に修正し
ました。
○41-1と統合します。
○適切なサービスの利用のための施策のための基礎
データに準じるデータとなりますので、項目として残した
いと考えています。

問42

民生委員・児童委員は社会奉仕の精神をもっ
て、さまざまな活動を行っていますが、あなた
が知っている活動はありますか。（あてはまる
ものに○）

問43

問35

問44

問36

問45

問37

・設問を減らすのであれば、この辺りは要らないのではないかと思いま
す。
○ご意見の通り、設問を削除し、民生委員の活動に関す
・設問削除。民生委員・児童委員の活動を別資料として紹介してはいか るコラムを追加します。
がでしょうか。

・設問変更 →本庄市内の民生委員・児童委員をご存じですか。
①自分の地区を担当する民生委員・児童委員を知っている ②民生委
あなたがお住まいの地区の担当民生委員・児
員・児童委員という名前と活動内容を知っている ③民生委員・児童委
童委員をご存じですか。（どちらかに○）
員という名前だけは知っている ④知らない
市では、地域福祉を推進し、社会福祉への住
民参加を促し意識の高揚を図るための諸活
動を行う民間の社会福祉法人である、「本庄
市社会福祉協議会（以下「社協」という）」が
「はにぽんプラザ」と「アスピアこだま」で活動
しています。あなたはこの組織をご存じです
か。（ひとつだけ○）
あなたは、社協が会員制度を取っていること
をご存知ですか。（一つだけ○）

○ご意見の通り修正しました。なお、ご意見の①と②は
重複する可能性がありますので、②を削除しました。

・この問（問44～46）で初めて社協の事業が分かると思うので良いと思
いますが、社協について知っているかという事については余り知らない
○設問をシンプルに修正しました。
人の方が多いと思いますので別の機会に仕事の案内、周知的な事をす
るのでも良いのかと思いました。
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問46

社協は、地域福祉の推進のため、以下の事
・1～17をせめて半数程度にできませんか。
業を行っています。ご存知の事業はあります
・設問削除。社協活動は別資料として掲載してはいかが？
か。（あてはまるものに○）

○削除しました。その代わりに、同ページに社協に関す
るコラムを追加します。

問47

問25

他の市町村では、小学校区や中学校区など、
住民の身近な地域で効果的に地域福祉活動
を推進するため、校区ごとに福祉委員会や地
区社協等の住民主体の組織を設立していると
ころがあります。今後、本庄市内の地域福祉
を推進するために、あなたの考えに最も近い
のは、次のどの意見ですか。（一つだけ○）

○設問をシンプルに修正（「あなたは、身近な地域で住民
が中心となって福祉活動を行うための組織が必要だと思
いますか」）し、設問の位置を3章に問25として変更しまし
た。

問39

本庄市では、市の最上位計画である「本庄市
総合振興計画」において、市と住民・企業・地
域活動団体などの様々な関係者が対等に協
力し、まちづくりを推進する「市民参加と協働」
を最も重視しています。あなたは、住民と行政
の協力関係について、どのように思います
か。（ひとつだけ○）

○設問をシンプルに修正し、最後の設問に移動しまし
た。

本庄市内で地域福祉がより充実していくため
に、あなたが重要と考える取り組みはどれで
すか。（３つまで○）

○問22、23、31等と重複する内容であるため、削除しまし
た。

問38

あなたが、社協に期待することはどんなことで
すか。（３つまで○）

○社協のコラムのページに移動しました。

問40

みんなで助け合い・支え合える地域をつくるた
めに、何かアイデアがあれば教えてください。
あなたができること、地域で取り組むべきこと
など、なんでも結構です。ご自由にお書きくだ
さい。

問48

問49

問50

問51

・設問を検討して頂きたい。「他の市町村では、校区ごとに福祉委員会
や地区社協など住民主体の組織を設立しています。今後、本庄市内で
身近な地域で効果的に地域福祉を進めるために、あなたはこのような
組織が必要だと思いますか」と聞いた後に地域を聞く方が良いと思う。
・設問が長すぎます。→住民が主体となってすすめる福祉の組織につい
て，あなたの考えにもっとも近いものを選んでください。

事前配布資料 アンケート調査票に関する修正意見等について
設問群の変更に関する意見

事務局修正意見

Ⅱ．「福祉」についておたずねします。⇒あなたの生活（又は暮らし）について・・
問１０．あなたや家族に関して悩んでいることや、気になっていることがありますか。
１． はい、あります ２．いいえ、ありません。ほぼ満足しています。
（１．）と答えた方にお聞きします。次の中から選んでください（いくつでも）。
ａ. あなたや家族の収入など生活水準のこと b. あなたや家族の健康（病気・介護など）のこと c. あなたや家族の就職・結婚のこと d. あなたや家
族の教育のこと e. その他（該当するものに〇）
イ．子どもの将来 イ．虐待 ロ．老後 ハ．相続 ニ．お墓 ホ．その他（
）
問１１．住んでいる地域に関して悩んでいることや、気になっていることがありますか。
１． はい、あります ２．いいえ、ありません。ほぼ満足しています。
（１．）と答えた方にお聞きします。次の中から選んでください（いくつでも）。
a. 近所付き合いのこと b. 自治会のこと c. 偏見や人権侵害のこと d. その他（）
問１２．住んでいる地域の施設や生活環境に関して悩んでいることや、気になっていることがありますか。
１． はい、あります。 ２．いいえ、ありません。ほぼ満足しています。
（１．）と答えた方にお聞きします。次の中から選んでください（いくつでも）。また、具体的な例があれば、記載して下さい。
a. 防犯・防災・避難（災害時要援護者を含む）体制 （具体的な例） b. 病院など医療関係施設 （具体的な例） c. ディサービスなど介護関係施設
（具体的な例） d. 保育園・幼稚園など就学以前の施設 （具体的な例） ｅ. 小・中学校など教育施設 （具体的な例） f. 道路や交通機関など外出
と移動に関する環境 （具体的な例） g. 小売店舗やスーパーなど買い物施設 （具体的な例） h. その他（）
問１３．今後も本庄市に住み続けたいと思いますか。
１． これからも住み続けたい ２． 問１１～問１２の悩みや気になることが軽減されれば住み続けたい ３． できれば他の市町村に移りたい（移住
したい市町村名） ４． わからない
Ⅲ．あなたと福祉のかかわりについておたずねします。 （本庄市が住み続けたい「まち」になるため、するために！）
問１４．悩みや気になることを軽減するには何が頼りになりますか（３つまで〇）。
１． 家族や友人など個人的な相談相手 ２． 近所や自治会とのつながり ３． 民生委員・児童委員 ４． 市役所・社会福祉協議会・地域包括支援
センターなど公的機関 ５． 職場やサークルなど組織団体 ６． 医療・介護・福祉関係者 ７． その他（）
問１５．あなたは地域の福祉活動に協働（自助・共助）して参加できます。（一つだけ〇）
１． 有償、無償を問わず参加できます。 ２． 条件（有償、日時など）が合えば参加できます ３． 今は参加できないが、将来は参加したいと思い
ます ４． 自助はできる限り努力するが、共助は興味がありません ５． 年齢・健康などの理由により、参加したいができません ６． 理由を問わ
ず、参加できません ７．その他（）
問１６．あなたが地域の福祉活動により参加しやすくなるには何が必要ですか。（３つまで〇）
１． 古い習慣（押しつけ、強要など）の排除 ２． ノーマライゼーション、ユニバーサルデザイン、バリアフリーの考え方に基づく生活環境の整備
３． 情報の共有（本人の同意に基づく個人情報提供を含む） ４． 活動をしやすくする為の体制整備や資金援助 ５． 市役所・社会福祉協議会・
地域包括支援センターなど公的機関の率先垂範 ６． その他（）
問１７．あなたが本庄市の福祉活動（助け合い）に期待する組織は何ですか（３つまで〇）
１． 近所の人を含む自治会 ２． 民生委員・児童委員 ３． 会社やサークルなど自分が属している団体 ４． ボランティアやＮＰＯなど活動団体
５． 社会福祉協議会 ６． 地域包括支援センター ７． 児童センター ８． 市役所 ９． その他（）
問１８．ⅡやⅢのアンケートを踏まえ、みんなで助け合い・支え合える地域を作り、
あなたの生活改善につながる意見・提案を自由に記載して下さい。＜（問１８．）はＡ４サイズ １頁を使用＞

○ご意見の内容に関し、選択肢内容等、反映できる点に
ついては反映いたしました。

