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社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会 

 

 



ア ン ケ ー ト 調 査 の 概 要 

 

（１）調査目的 

 茂原市社会福祉協議会（以下「茂原市社協」という。）では、第３次地域福祉活動計画にお

いて、「みんなで支える安全・安心の暮らしづくり」を基本理念に、平成２５年度から平成２

９年度までの５年間、地域福祉を推進しているが、本年度が最終年度にあたるため、本調査

において、市民の福祉ニーズや要望を把握し、「第４次地域福祉活動計画」策定のための基礎

資料とするため、アンケートを実施した。 

 

（２）調査内容 

 上記の目的を達成するため、本調査では「福祉について」、「地域生活について」、「ボラン

ティア活動について」、「茂原市社協について」の４つの項目について、問１～問２３の質問

を実施した。 

 

（３）調査地域     茂原市内全域 

 

（４）調査対象者    一般市民、福祉センター利用者、福祉関係団体、 

社協サービス利用者 

 

（５）調査方法 

   ・一般市民           ①「社福もばら」、「ホームページ」で協力を依頼 

②「もばちゃいる」、「福祉こどもまつり」、「こどもまつり」 

などのイベント会場で、調査用紙を配布 

   ・福祉センター利用者  ①児童センター利用者、自主・定期利用グループに協力を 

依頼し、調査用紙を配布 

               ②館内の掲示物で周知し、窓口にて調査用紙を配布 

   ・福祉関係団体     ①各団体の会議などで協力を依頼し、調査用紙を配布 

               （民生委員、ボランティア、地区社協、長寿クラブなど） 

     ・社協サービス利用者  郵送又は自宅を訪問し、調査用紙を配布 

 

（６）回収方法     各福祉センター、福祉作業所に、アンケート回収箱を設置 

 

（７）調査期間     平成２９年３月１日（水） ～ 平成２９年５月３１日（水） 

 

（８）回収結果     有効回答者数  １，４８７人 



あなた自身について                        （該当するものに○） 

問 １ 性別   

男 ・ 女 

 

 

 

 

 

 

 

問 ２  年齢   

２０歳未満   

20～3９歳   

40～５９歳   

60～７４歳   

７５歳以上     

 

 

 

 

問 ３  家族構成 

ひとり暮らし    

夫婦のみ 

親と子（二世代）  

祖父母と親と子（３世代） 

その他（       ） 

       

 

 

 

問 ４  住居（小学校区） 茂原  萩原  西  東部  五郷  鶴枝  中の島  東郷 

二宮  緑ヶ丘  豊田  本納  新治  豊岡 

             



福祉について 

問 ５  あなたは、「福祉」に関心をおもちですか。               （○は１つ） 

     １．とても関心がある 

２．ある程度関心がある  

３．あまり関心がない 

４．まったく関心がない 

５．よくわからない 

 

 

 

   問５で「１」「２」を選んだ方にお聞きします。 

  問５-１ 特にどの分野に関心をおもちですか。               （○は１つ） 

     １．児童福祉（子育てなど） 

     ２．障害者福祉     

３．高齢者福祉 

     ４．地域福祉（支え合い活動）  

５．社会福祉全般   

６．その他（      ） 

     

 

問 ６  あなたは、福祉に関する情報や知識はどこで知りますか。     （○はいくつでも） 

  １．家族・親戚         ２．友人・知人        ３．職場・学校 

  ４．民生委員・児童委員      ５．近所の人         ６．回覧板 

  ７．ケアマネージャー      ８．ホームヘルパー        ９．市の窓口 

  10．社協の窓口        11．福祉センター        12．福祉施設 

13．医療機関の窓口           14．新聞・テレビ・ラジオ    15．ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・SNS（＊1） 

16．地域包括支援ｾﾝﾀｰ（＊2）  17．市の広報              18．社協広報「社福もばら」  

19．その他（                           ） 

 



問 ７  茂原市は子供や高齢者、障がいのある方にとって、暮らしやすいまちだと思いますか。 

  （○は１つ） 

１．暮らしやすいと思う   

２．まあまあ暮らしやすいと思う 

３．あまり暮らしやすいとは思わない 

４．暮らしやすいとは思わない  

５．わからない 

  

 

 

地域生活について 

問 ８  あなたは自治会・町内会に所属していますか。              （○は１つ） 

    １．所属している 

    ２．所属していない 

 

 

 

 

 

 

   問８で「２」を選んだ方にお聞きします。 

 問８-１ 自治会・町内会に所属していない理由は何ですか。          （○は１つ）  

１．しがらみや付き合いが面倒 

２．特に困ることがない 

３．会費が高い 

   ４．役員などを引き受けたくない 

５．誘われたことがない  

６．その他（    ） 

 

 

 

問 ９  あなたは、ご近所の方とどの程度お付き合いをしていますか。      （○は１つ） 

   １．何か困ったときに助け合う親しい人がいる 

   ２．お互いに訪問しあう程度の 

人がいる 

３．立ち話、あいさつをする程度 

の人がいる 

   ４．付き合いはほとんどない 

５．その他（      ） 

 

 



問 10  あなたや家族が、病気などで日常生活が不自由になったり、子育てなどで誰かの手助け

が必要となったとき、地域でどのような手助けをして欲しいと思いますか。（○はいくつでも） 

   １．安否確認の声かけ 

２．話し相手 

３．買い物の手伝い 

   ４．家事の手伝い 

５．掃除の手伝い 

６．庭の手入れ 

   ７．ゴミ出し 

８．お弁当の配食 

９．病院等の外出の手伝い 

   10．短時間の子供の預かり 

11．保育所等への送迎 

12．その他（     ） 

問 11  あなた自身に、福祉的な支援が必要となったとき、どのように生活するのがもっともよ

いと思いますか。                            （○は１つ） 

   １．配偶者や子供だけに世話をしてもらって、自宅で生活するのがよい。 

   ２．公的なサービス（＊3）を受けて、自宅で生活するのがよい。 

   ３．公的なサービスや地域の支えあいや助け合いにより、自宅で生活するのがよい。 

   ４．特別養護老人ホームなどの社会福祉施設に入って生活するのがよい。 

   ５．病院などの医療機関に入院するのがよい。 

   ６．その他（     ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２  地域の支え合い、助け合い活動を活性化するためには、何が重要だと思いますか。 

１．地域の支え合いや助け合いの重要性を PR する活動       （○はいくつでも） 

２．活動拠点となる場所の確保 

３．資金的な援助 

４．支え合いや助け合い活動の 

仕組みづくり 

５．地域の調整役となる人材の 

育成 

６．専門職員の充実 

７．その他（      ） 

     



ボランティア活動について 

問 1３  あなたは、地域活動やボランティア活動に関心をおもちですか。     （○は１つ） 

       １．とても関心がある 

２．ある程度関心がある 

３．あまり関心がない 

       ４．まったく関心がない 

５．よくわからない 

 

 

 

   問 1３で「１」「２」を選んだ方にお聞きします。 

  問 1３-１  あなたはどんな活動に関心をおもちですか。        （○はいくつでも） 

  １．自治会の活動             ２．長寿クラブの活動  

３．地区社協の活動（＊4）                ４．子育て支援のボランティア活動 

５．障がい者支援のボランティア活動    ６．高齢者支援のボランティア活動 

７．災害支援のボランティア活動      ８．教育施設でのボランティア活動 

９．病院・福祉施設でのボランティア活動  10．リサイクル、環境美化活動 

11．NPO 活動（＊5）              12．生活困窮者を支援する活動 

13．その他（ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1４  ボランティア活動の輪を広げるためには、何が必要だと思いますか。（○はいくつでも） 

１．気軽に相談できる窓口 

２．特技や知識を活かせる活動の充実 

   ３．ボランティア活動に関する 

情報の提供 

４．ボランティア活動に関する 

研修の実施 

   ５．ボランティアリーダーや人 

材の養成 

６．若い世代の参加  

７．交通費等の報酬 

８．その他（    ） 



問 1５  あなたは、一定の報酬をもらって行うボランティア活動について、どう思いますか。 

１．責任を持って活動する意味でよい                                 （○は１つ） 

２．交通費程度はよい 

       ３．無報酬が原則である 

４．わからない 

       ５．その他（     ） 

 

 

 

 

 

 

茂原市社協について 

問 16  あなたは、茂原市社協の広報「社福もばら」、ホームページ、SNS を知っていますか。 

（○は１つ） 

１．いつも見ている  

２．たまに見る 

３．知っているが見ていない  

４．知らない 

 

 

 

 

 

問 17  茂原市社協は、市民の皆様に会費（1 世帯５００円、個人会員 1,000 円など）にご協力

いただき、在宅福祉サービスやボランティア活動などの財源に、活用させていただいており

ますが、このことをご存知ですか。                                    （○は１つ） 

      １．知っている 

２．知らない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１8  茂原市社協では、市内１３の地域に地区社協を組織し、住民主体による地域福祉活動（ふ

れあいサロン（＊6）、世代間交流会、見守り活動など）を推進していますが、ご存じですか。 

（○は１つ） 

     １．よく知っている 

２．名前だけは知っている 

３．知らない   

 

 

 

 

 

問１９  茂原市社協では、茂原市福祉センターの管理運営を行っていますが、どのような施設だ

と思いますか。                          （○はいくつでも） 

  １．健康や生きがいづくりの施設         ２．ボランティアの活動場所 

  ３．子供たちのための施設               ４．地域住民の交流の場 

  ５．福祉に関する情報を提供する施設     ６．利用したことがない 

  ７．その他（    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２０  茂原市社協では、指定管理者（＊7）の指定を受け、茂原市福祉センター（二宮、豊田、

五郷、東郷、豊岡、総合市民センター）の管理運営を行っていますが、どう思いますか。 

  １．地域の活動拠点（＊8）として、今後も社協が行うのがよい       （○は１つ） 

  ２．公共性の高い社協が行うのがよい 

  ３．民間事業者や NPO 団体が管理すべき 

  ４．民間事業者や NPO 団体が、公共施設を管理運営するのは不安である 

５．どこで管理してもかまわない 

  ６．その他（      ） 

 

 

 

 

 

 

 



問２１  茂原市社協の事業で、知っているものはありますか。       （○はいくつでも） 

  １．心配ごと相談、無料法律相談   ２．ボランティアセンター事業（相談・登録・養成） 

３．地区社協活動の支援       ４．災害ボランティアセンター事業（訓練・登録） 

５．福祉教育の支援（＊9）         ６．日常生活自立支援事業（すまいる） 

７．法人後見受任事業        ８．ねたきり高齢者等への紙おむつ支給 

９．見守り型食事サービス      10．訪問理髪サービス 

  11．各種貸付事業                  12．学童クラブ事業（豊岡・東郷・二宮・夏期学童） 

13．福祉関係団体の活動支援        14．共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい募金） 

15．福祉こどもまつり             16．社会福祉大会      

  17．ケアプランの作成        18．ホームヘルパーの派遣 

  19．あゆみの家の管理運営【就労継続支援 B 型（＊10）・ 相談支援事業（＊11）】 

20．茂原市福祉センターの管理運営  21．子育て教室（各福祉センター） 

22．その他（          ） 

 

 

問２２  茂原市社協では、今後も福祉サービスの充実に努力していきますが、サービスを利用す

るときの自己負担について、どのように思いますか。              （○は１つ） 

１．ある程度の負担はかまわない  

２．無料で提供されるべき 

３．わからない 

４．その他（     ） 

 

 

 

 

 



問２３  あたたは、今後、茂原市社協にどのようなサービスを期待しますか。（○はいくつでも） 

  １．福祉に関する情報の提供 

２．ボランティア活動の充実 

３．災害ボランティアセンターの充実（設置・運営訓練、災害ボランティアの登録など） 

４．福祉教育、出前講座の充実 

  ５．見守り型食事サービスの充実（地域住民による見守り活動） 

  ６．学童クラブ事業の充実 

  ７．子育て教室、子育てサロンの充実（育児不安の解消、子供の遊び場の提供） 

  ８．ファミリーサポート事業の実施（保育所等の送迎、一時預かりなどを有料で提供する事業） 

９．地区たすけあいサービスの充実（日常生活の支援で、買い物やゴミ出しを有料で提供する事業） 

10．日常生活自立支援事業の充実（福祉サービスの利用支援、金銭管理などをお手伝いする事業） 

  11．法人後見受任事業の充実（認知症高齢者などの後見業務を行い、財産管理などを行う事業） 

12．市民後見人養成講座の実施（成年後見人等の担い手不足を補うため、市民後見人を養成する事業） 

13．生活困窮者を支援する活動の充実（生活相談、学習支援など） 

14．障害福祉サービスの充実 

15．介護サービスの充実 

  16．介護予防・生活支援サービスの実施（地域に根ざした住民主体による介護予防活動） 

  17．その他（           ） 

 

 

○茂原市社協に対する、意見、期待、提案などがありましたらご記入ください。 

      ＊ 別紙参照 

 



集 計 結 果 の 分 析 

 

 今回の調査では、一般市民・福祉センター利用者・福祉関係団体・社協サービス利用者に対し、

「社福もばら」などで協力を呼びかけアンケート調査を実施した。約４，５００部の調査用紙を

配布し、１，４８７人より回答を得ることが出来た。 

 

あなた自身について 

問１ 性 別 

 回答者の約６６％が女性で、女性の福祉に対する関心の高さを示す結果となっている。 

問２ 年 齢 

 無作為抽出によるアンケート調査ではなかったため、「６０～７４歳」が４６％、「７５歳以

上」が２９％で、全体の７５％が６０歳以上の回答結果となっている。 

問３ 家族構成 

 「ひとり暮らし」が１０％、「夫婦のみ」が３７％、全体の４７％が、ひとり暮らし又は夫婦

のみの世帯となっており、回答者の年齢から、今後はひとり暮らし世帯の増加が予測される。 

問４ 住居（小学校区） 

 問２と同様に無作為による方法ではないため、「茂原小学校区」の１４％（１位）から「緑ヶ

丘小学校区」・「本納小学校区」の３％（１２位）と地区に偏りのある結果となっている。 

 

福祉について 

問５ 福祉への関心について 

 「とても関心がある」が３１％、「ある程度関心がある」が５８％、全体の８９％が福祉に関

心があると回答しており、年齢にあまり影響されることなく、全体的にある程度福祉に関心を

示す結果となっている。 

問５－１ 特に関心のある福祉分野について 

 「高齢者福祉」が４４％、「社会福祉全般」が２１％、「地域福祉」が１６％、「児童福祉」が

１３％、「障害者福祉」が６％の順となっており、回答者の生活環境を反映した結果となってい

る。 

問６ 福祉に関する情報や知識の情報源について（複数回答） 

 「知人・友人」が５４７人、「市の広報」が５２９人、「新聞・テレビ・ラジオ」が４８０人、

「回覧板」が４３５人、「社協の広報」が４０８人の順となっている。市民が福祉に関する情報

を得る手段として、社協の広報が活用されている結果となっている。 

問７ 子供や高齢者などに暮らしやすいまちだと思いますか 

 「暮らしやすいと思う」が７％、「まあまあ暮らしやすいと思う」が４０％で、全体の４７％

がある程度暮らしやすいと回答している。その反面、「あまり暮らしやすいとは思わない」が３



０％、「暮らしやすいとは思わない」が９％で、全体の３９％があまり暮らしやすいとは思わな

い結果となっている。 

 

地域生活について 

問８ 自治会・町内会について 

 福祉センターでの活動や地域活動（長寿クラブなど）に参加している方の割合が高いため、

自治会又は町内会に「所属している」が８８％、「所属していない」が１１％の結果となってい

る。 

問８－１ 自治会・町内会に所属しない理由について 

「誘われたことがない」が３５％、「特に困ることがない」が２０％、「その他」が２４％、

「しがらみや付き合いが面倒」・「役員などを受けたくない」が６％、「会費が高い」が２％の順

となっている。特に、「誘われたことがない」と回答する割合が高いため、アプローチの仕方に

よっては、自治会加入の促進も見込まれる結果となっている。 

問９ 近所との付き合いについて 

 「何か困ったときに助け合う親しい人がいる」が３５％、次いで「立ち話、あいさつ程度の

人がいる」が３９％、「訪問しあう程度の人がいる」が１８％で、全体の９２％はある程度近所

付き合いがあると回答している。 

  その反面、何か困ったときの近所付き合いを考えた場合、「訪問しあう程度の人がいる」が

１８％、「立ち話、あいさつ程度の人がいる」が３９％、「付き合いはほとんどない」が６％、

全体の６３％は近所で助け合う親しい人は、いないと回答する結果となっている。 

問 10 誰かの手助けが必要になったとき、地域に求めるもの（複数回答） 

「安否確認の声かけ」が７６２人、「病院等の外出の手伝い」が５５７人、「買い物の手伝い」

が５５３人、「話し相手」が４１５人の順となっており、地域住民による支え合いや助け合い活

動を具現化するものとして、見守り型食事サービス、地区たすけあいサービス、サロン活動の

充実は、効果的であると思われる。 

問 11 自分自身に介護が必要になったとき、どのように生活するのがよいか 

 「家族の世話だけで自宅で生活」が１６％、「公的なサービスを受けて自宅で生活」が２％、

「公的サービスや地域の支え合いにより自宅で生活」が３０％で、全体の７５％が自宅での生

活を希望しており、特に、地域の支え合いや助け合いによる仕組みづくりが求められる結果と

なっている。また、社会福祉施設や医療機関での生活は全体の２２％で、家族への負担を気遣

う結果となっている。 

問 12 地域の支え合い、助け合い活動を活性化するには（複数回答） 

 「支え合いや助け合い活動の仕組みづくり」が７１１人、「地域の調整役のとなる人材育成」

が５２４人、「活動の重要性をＰＲする活動」が５２３人、「活動拠点となる場所の確保」が５

０４人、「資金的な援助」が４２４人、「専門職員の充実」が３６４人の順となっている。 



 

ボランティア活動について 

問 13 地域活動やボランティア活動への関心 

 「ある程度関心がある」が５８％、「とても関心がある」が２１％で、全体の７９％はある程

度地域活動やボランティア活動に関心を示す結果となっている。 

問 13－１ 特に関心のある活動 

 「高齢者支援の活動」が４９８人、「自治会の活動」が４９３人、「長寿クラブの活動」が３

２２人、「地区社協の活動」が３２０人、「リサイクル・環境美化活動」が２１８人、「子育て支

援の活動」が２１４人、「災害支援の活動」が２１０人の順となっており、問５－１同様に、回

答者の生活環境を反映した結果となっている。 

問 14 ボランティア活動を広げるのに必要なこと（複数回答） 

 「気軽に相談できる窓口」が８３８人、「ボランティア活動に関する情報の提供」が６５０人、

「若い世代の参加」が５１８人、「特技や知識を活かせる活動の充実」が４５１人、「ボランテ

ィアリーダーや人材の育成」が３７９人、「ボランティア活動に関する研修の実施」が３３６人

の順となっている。ボランティアセンターにおける相談窓口や情報提供機能の強化、特技や知

識を活かせる活動の充実、ボランティア人材の育成などが求めれれている。 

問 15 ボランティア活動の報酬について 

 「交通費程度はよい」が３８％、「責任を持って活動する意味でよい」が３１％、全体の６９％

はある程度の報酬について、理解を示す結果となっている。 

 

茂原市社協について 

問 16 広報「社福もばら」、ホームページ、ＳＮＳについて 

 「たまに見る」が 32％、「いつも見ている」が２８％で、全体の６０％が広報やホームペー

ジを見たことがあると回答している。その反面、「知らない」が２２％、「知っているが見てい

ない」が１３％で、全体の３５％は広報などを活用していない結果となっている。 

問 17 社協会費について 

 「知っている」が４６％、「知らない」が４９％の結果となり、前回調査と比較すると、社協

会費を「知らない」と回答する割合が増える結果となっている。主な要因としては、戸別徴収

から自治会一括を選択する自治会が増加しているため、社協会費の知名度が低下する結果とな

っている。今後は、社協活動への理解を深めるとともに、市民が社協会費を通じて、地域福祉

に参画できるよう、啓発活動をさらに強化していく必要がある。 

問 18 地区社協について 

 「名前だけは知っている」が３４％、「よく知っている」が２７％で、全体の６１％は地区社

協の名称だけは知っている結果となっている。その反面、地区社協の活動を「よく知っている」

割合は、まだ低いため、引き続き、啓発活動を強化しなければならない結果となっている。 



問 19 茂原市福祉センターのイメージ（複数回答） 

「健康や生きがいづくりの施設」が７１８人、「地域住民の交流の場」が７０２人、「福祉に

関する情報を提供する施設」が５４１人、「ボランティアの活動場所」が４５２人、「子供たち

のための施設」が４１０人、「利用したことがない」が２５４人の順となっている。福祉センタ

ーは、健康づくりや地域住民の交流、ボランティアの活動場所として、市民に親しまれている

反面、まだ施設を利用したことがないと回答した方が約２割いるため、より身近な施設となる

よう、努力していく必要がある。 

問 20 福祉センターの管理運営について 

 「地域の活動拠点として、今後も社協がよい」が５６％、「公共性の高い社協が行うのがよい」

が１８％で、全体の７４％は社協で福祉センターを管理するのがよいと回答している。福祉セ

ンターは、地域福祉の拠点施設であるため、地域福祉に関する計画策定においては、社協が管

理する必要性を明確にしていくとともに、引き続き、市民の理解が深まるよう、活動を充実し

ていく必要がある。 

問 21 社協事業の知名度について（複数回答） 

 「共同募金」、「福祉こどもまつり」については、5 割から 4 割程度知っていると回答してい

る。次いで、「心配ごと相談、無料法律相談」、「地区社協活動の支援」、「寝たきり高齢者等への

紙おむつ支給」、「見守り型食事サービス」、「学童クラブ事業」については、3 割程度知ってい

ると回答している。また、「ボランティアセンター事業」、「訪問理髪サービス」、「福祉関係団体

の活動支援」、「社会福祉大会」、「ホームヘルパーの派遣」、「福祉センターの管理運営」につい

ては 2 割程度、「災害ボランティアセンター事業」、「福祉教育の支援」、「日常生活自立支援事

業」、「法人後見受任事業」、「各種貸付事業」、「ケアプランの作成」、「あゆみの家の運営管理」、

「子育て教室」については 1 割程度の結果となっている。 

ここで注目すべきは、本会の主要事業である「ボランティアセンター事業」、「福祉センター

の管理運営」、「災害ボランティアセンター事業」、公的福祉サービス（介護・障害福祉サービス）

として提供している「ケアプランの作成」、「ホームヘルパーの派遣」、「あゆみの家の管理運営」

についての知名度が、予想以上に低いことである。特に、主要事業については、社協が地域福

祉を計画的に推進する上で、非常に重要な事業となるため、市民の理解が深まるよう、啓発活

動を強化しなければならない結果となっている。また、公的福祉サービスについては、民間の

新規参入や制度改正等の影響により、年々経営状況も厳しくなっており、民間と競合するため

には、経営の合理化や宣伝費等の予算計上も、今後検討する必要がある。 

問 22 サービスを利用するときの自己負担について 

 全体の６１％は「ある程度の負担はかまわない」と回答する結果となり、ある程度の負担で

あれば、自己負担をしてもよいと考えていることがわかった。 

問 23 今後、社協に期待する事業（複数回答） 

「福祉に関する情報の提供」について、５割が期待する結果となっている。次いで、「介護サ



ービスの充実」が４割程度、「ボランティア活動の充実」、「災害ボランティアセンターの充実」、

「見守り型食事サービスの充実」、「学童クラブ事業の充実」、「地区たすけあいサービスの充実」、

「障害福祉サービスの充実」、「介護予防・生活支援サービスの実施」については３割程度、期

待する結果となっている。「子育て教室、子育てサロンの充実」、「生活困窮者を支援する活動の

充実」が２割程度、「福祉教育、出前講座の充実」、「ファミリーサポート事業の実施」、「日常生

活自立支援事業の充実」、「法人後見受任事業の充実」、「市民後見人養成講座の実施」について

は１割程度、期待する結果となっている。 

「ファミリーサポート事業」、「日常生活自立支援事業」、「法人後見受任事業」、「市民後見人

の養成」に対する期待度が低い要因としては、他人に自分の子供や財産を預けることへの抵抗

や、都市部と異なり、身近に親族などが住んでいるため、このような結果になったと思われる。

「ファミリーサポート事業」については、抽出する対象年齢を子育て世代に限定した場合、３

割程度が期待すると回答しているため、「日常生活自立支援事業」、「法人後見受任事業」、「市民

後見人の養成」についても、身寄りがない方に調査を限定した場合は、それぞれ異なる結果に

なったと思われる。 

 

≪まとめ≫ 

 本調査の結果については、理事会及び事業評価検討委員会に報告し、「第４次地域福祉活動計

画」の策定のための基礎資料として有効に活用するとともに、本調査の結果を踏まえ、今後の

社協運営や啓発活動などについても検討していく。 



≪語句説明≫ 

○地域福祉 

地域社会を構成する地域住民、社会福祉を目的とする事業者・団体、民間企業、行政機関、社

協などが連携・協働し、次世代を担う子供たち、高齢者、障がいのある方の生活を地域全体で支

えていくこと。（地域福祉では地域住民を地域福祉の担い手として位置付けている） 

○地域福祉活動計画 

 地域福祉を計画的に推進するため定める計画で、民間行動計画に位置付けられるもの 

 

＊1．SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

インターネットのネットワークを通じて、人と人をつなぎコミュニケーションが図れるよう

に設計された会員制サービス。ツイッター、フェイスブックなど 

＊2．地域包括支援センター 

 地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置され、地域

に暮らす高齢者の介護予防、虐待防止、日々の暮らしの問題を総合的に受付ける相談窓口。 

＊3．公的サービス 

 公的機関で提供する福祉サービスで、具体的には、介護サービスや障害福祉サービスのこと。 

＊4．地区社会福祉協議会（地区社協） 

 茂原市社協の下部組織で、市内１３の地域（東部、中央、西部、北部、五郷、鶴枝、中の島、

東郷、豊田、二宮、本納、新治、豊岡）に地区社会福祉協議会（以下、地区社協）を組織し、

住民主体による福祉活動を推進している。（ふれあいサロン、世代間交流会、見守り活動など） 

＊５．NPO 

 営利を目的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称。 

＊6．ふれあいサロン 

 地区社協の事業で、高齢者の寝たきりや認知症の予防を目的に行っている活動。ボランティ

アによる運営で、福祉センターや公民館などに、高齢者の集いの場を提供し、地域でいきいき

と元気に生活できるよう支援している活動。 

＊7．指定管理者 

 地方公共団体が、「公の施設」の管理を行わせるため、期間を定めて指定する団体のこと。 

（指定管理者制度では、民間企業や NPO 団体も参加できるようになっている。） 

＊8．地域の活動拠点（地域福祉センター） 

 民間社会福祉活動の充実を図るため、社会福祉協議会を中核とするボランティア団体や地域住

民が活動する拠点として、整備された施設。 

＊9．福祉教育 

 学校では、「総合的な学習の時間」が設けられ、次世代を担う子供たちに「思いやりと助け合

いの精神」を育む取組み。 

＊10．就労継続支援 B 型 

障がいのある方に就労の機会を提供し、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な

訓練などを提供するサービス。 

＊11．相談支援事業 

 障害福祉サービスの利用に関する相談、サービス等利用計画書の作成を行う事業 

 

 



1 いろいろなことにお金をかけすぎないでほしい。

2
ＨＰやＳＮＳは、利用できない人が多いと思うので、もう少し考えてほしい。年に何回も一戸500円という募金が
多く、使い道も漠然としていて信用がない。

3
ひとり暮らし世帯が増え、本当に手助けを必要としている方の希望を叶えられるよう期待します。茂原市へは、
免許返上後の生活を踏まえ、公共交通機関を充実する努力を希望します。

4 有料ゴミ袋をもう少し安くして下さい。安くできない時は、枚数を増量して下さい。

5 社協の事業が多すぎる。少し減らしたらいかがですか。

6 社協の設備利用の活性化を図るべき。

7 社協と市の仕事の違いがわかりにくく、混乱してしまう。

8
頼れる身内がいないので、家庭や子育ての悩みを親身に聞いてくださり、とても助かっています。本当にあり
がたいです。

9
社協職員の福祉に対する気持ち（心掛け）の充実。住民の福祉に対する関心が高まる方法を、考えてほしい
です。

10 紙オムツの支給、とても助かっております。特養老人ホームがもっと出来てほしい。

11 アンケートの内容が難しい。

12 公民館、福祉センターを利用し、介護予防教室などを行ってはどうか

13 地域によって差があるように思います。まず窓口は、明るく笑顔でが基本です。

14
静かで地味な印象があります。市民が、積極的に参加しようと思えるような”元気で明るい場所”であってほし
いです。

15
各福祉施設のトイレや入口に、子供用のスリッパを置いてほしいと思います。二宮福祉センターは、心遣いが
できていてすばらしいと思います。

16

こんなに待機児童がいるのに、ファミリーサポートが無いなんて信じられない。ありえない。市役所の子育て支
援の対応に、ありえないことが多すぎる。より良い提案を一切しないで、一番最悪なことばかり、説明したり、抜
け道や他のやり方などの新しい提案も無い。事務的な手続きのことしか言わない。実際には、何人ものママが
知らなくてサービスを受けられない人がいた。無知な人に対して、何もプラスとなる提供をしてなかった。もっと
親身に相談に乗り、サービスの充実とサポートを提供すべきと思う。

17 介護制度の充実を望む。

18 高齢独居の苦しみ、施設か自宅かで苦悩している。身近に話し相手が欲しい。鬼島会長の熱意を感じる。

19 うつ病等の精神的ケアを行う専門病院を設立願いたい

20
県からの福祉ガイドラインを市役所、社協の方が十分理解し、それに近いことが地域で実現できるよう、がん
ばって欲しい。手話言語等条例など　法や条例内容を理解できている職員に、がんばって欲しい。

21 子供食堂などを検討されたい。

22 収益事業を検討する。

23 社会との接触が少ない家庭は、情報が入りにくい

24 興味が無い

○茂原市社協に対する期待・意見・提案について（自由回答）



25 老人用の昼食茶会サロンの充実、福祉センターの図書の充実を希望します。

26 独居高齢者への支援。

27
福祉、ボランティア、子育てなど無責任に○を付けられません。河川敷の補修、草刈り、清掃などが良くない。
道路の舗装が悪い。歩道がない。

28 年間いくらでもタクシー券がもらえたら、うれしいです。

29 福祉活動の意味を、良く説明してほしい。

30
生活保護を受けている人を再確認する必要があるように感じます。（働けるように見える人がいる）【年金生活
者より生活が楽に見えるため、年金に加入する人が少なくなる】

31 福祉のことは知りませんでしたが、今後、介護、障害など力を入れてほしいです。よろしくお願いします。

32 食事サービスは、80歳以上に希望をとっても良いと思う。元気でも80歳以上になると大変である。

33
主人が寝たきりになった時は、おむつの無料配布、本当に助かり、ありがとうございました。これからも続けて
下さい。

34
広い情報の提供で、個人が享受できるサービスを、検討できるシステムを作ってほしい。その際、ある程度の
負担は、やむを得ないと思う。

35 最近、自治会が解散し、助け合いがないので淋しい。

36 高齢者と子供を大切にする活動を、続けてほしいものです。

37 ボランティアを出来るだけ協力出来るよう、頑張りたい。

38
車がない高齢の私共は、年間のタクシー代が食費を上まわります。車がなくても暮らせる街づくりを、お願いし
ます。

39 税金をもっと使うこと（会費を集めて財源にするのではなく、税金でやるべき）

40
自分でほとんど出来る人にも介護サービスが来て、とても困っている人には介護が行き届いてないようです。
サービスを本当に必要な人にも光を充ててください。ひとり暮らしだからと言って、優遇する必要はないので
は？

41 高齢者のために、交通に関する支援が多くほしい。

42 自助共助への支援、公助適宜に。

43
福祉センターで何をしているか、まったくわからない方が多いような気がします。まったく行ったことがない方が
沢山おります。自治会や部長さん達の連絡等が必要と思われます。

44 少し敷居が高く、気軽に行けない。

45 高齢者の将来につき、備え、知るべき事柄、起きるべき事態の相談（元気な時は気が付かないので）

46 18時30分まででなく、19時以降も預かってもらえると助かる。

47 充実した社協でありますよう、お願いします。

48 １軒１軒、訪問する活動をする人の教育・指導は、きちんとされているのでしょうか？疑問です。

49
昔の茂原市は「明るい市」だったが、現在は「暗い」「活気がない」ように思います。議員達が社協に協力的に
なれば、活気づくと思う。高齢者も「根」は元気なんですよ。

50 別にありませんが、社会福祉協議会ご苦労様です。



51 市民センターを利用する際、鍵はもう少し早く渡してもらいたい。

52 情報を広く公報し、利用や協力ができるようなシステム作りに期待します。

53 紙面、ＨＰ、ＳＮＳばかりでなく、訪れた人たちに、ひと声かけるなど、もっと努力が必要ではないかと思います。

54 高齢者が、いきいきして健康で活動できるよう、より一層の支援を期待します。

55 子供たちが今住んでいるところに、これからも住みたいと思う街にするのが、大人の責務だと痛感する。

56
81歳と79歳の老夫婦世帯、免許返上を思うと、市内粟生野の我が家は、陸の孤島に等しいので、真剣な対策
が欲しい。

57 介護サービスを充実してほしいと思います。

58 介護サービス分野において、職員等を増やし、現状よりも充実した活動をしてもらいたい。

59 高齢者の在宅医療に努力してほしい。

60 地区社協の活動が、良く見えない。

61 地区社協を運営する委員に、「子育て中」の方が多く関わることを期待します。

62
大人の引きこもりを、自立させるような活動はあるんでしょうか？あったら市民にわかるよう教えてほしいで
す。

63 活動実態が、一般の方に見えにくいので、もっとＰＲすべきである。

64 若年層への社協活動のＰＲ。

65 福祉センターは、自動車がないと遠く不便な場所にあるので、増やしてもらえるなら増やしてほしい。

66
親子でお世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。子育て支援課が、もっとよりよい対応になれば、茂原の
子育てもさらにしやすくなると思います。

67 １Ｆの畳の部屋は、半分にして貸したらどうでしょうか？冷暖房費は、どのような根拠で180円なのでしょうか？

68
高齢者、障害者、子育て支援に、今よりもっと力を入れ、又広報活動を充実して、本当に必要な人が利用でき
ると良い。

69
地区社協の組織が１３ヶ所なのに、福祉センターが７ヶ所で、それぞれの活動拠点はあるのでしょうか？高齢
者には、包括支援センターがありますが、子育てや障がいに関わる方のセンターがあると良いなと思います。
（4～5ヶ所）

70 今の事業の拡充。

71 自分で出来ることは自分で行う。

72 現状より良くするようにしたい。

73 民生委員に感謝している。

74 電話の会話が聞き取れない。窓口に来てくれといってもらうと助かる。

75 市巡回バスについて、市街地以外でも手を上げれば、どこでも乗れるようにして欲しい。



76 活動内容をできる限り詳しく、皆さんに知ってもらう工夫を、心掛けてほしい。

77
地域のリーダーを、その地域の福祉活動を活性化させるキーパーソンと位置づけ、人材の発掘、育成を行え
るリーダーを見つけよ。地域の山積する課題に、取り組む姿勢が見えない地域のリーダー（地区社協会長）は
交代させるべきだ。市が進めようとしている地区別まちづくり協議会の設立に遅れをとる。

78 書類の字を、大きくしてほしい。

79
市社協が、さまざまな事業を実施していることは知っているが、職員に負担がかかっていないか不安がある。
会長は無給で奉仕していると聞くが、事実なら精神面、金銭面で負担が大きいと思う。

80 社協名簿、人選について、展示、登録、公示する。

81
年齢体調により、長寿会を退会した後のフォローを、どこの組織体が行うのか。その制度があれば良いと思い
ます。

82 もっとボランティアの活動を、ＰＲしてほしい。

83 80歳過ぎて、車の免許返納した高齢者のために、市民バスの運行をもっと頻繁にしていただけたら有難い。

84 東郷福祉センター内にて「おもちゃの病院」を行っているが、お客様預りの保管箱が欲しい。

85
困ったときは、社協の電話番号を誰でも知っていれば安心して生活できる。如何にすれば市民皆知ることがで
きるか。

86 市、広報に四半期ごとに、ＰＲ活動してほしい。

87 地域の方々が、自主的に活動できるよう、アドバイスをお願いします。

88 社協活動のＰＲを、多くして欲しい。ふれあいサロンの数を多くして欲しい。

89 福祉センターが遠く、高齢者が利用できない。

90
現社協のスタッフは、少ない人数でよく頑張っている。茂原市として社会福祉の充実を、より深くするために
人、金銭面（賃金）で社協をさらに援助すべきと思う。

91
茂原市の大型バスが廃車となり、年1回の日帰り旅行に、全員参加できなくなり、みんながっかりしています。
全員が参加できる良い案は、ないでしょうか。

92
市広報の受取場所を、もっと広げてください。新聞未購読、パソコンなし、こういう人に、何をもってお知らせす
るのか。

93 お弁当を、配達してくれてありがとうございます。

94 介護に関して、大変助かっています。

95
高齢者が免許を返納した際、利用できる交通手段があれば・・・と思います。また、バス等の乗りやすい工夫
が、ほしいと思います。

96
きちんと運営されていることに、利用者は安心しています。大勢の方が出入りし、ご苦労もあると思いますが、
利用者の利便性も考えて下さると有り難いです。

97 今後は、ますます高齢社会が進むと思われますので、介護等の充実を、よろしくお願いします。

98 元気な時はあまり関係ないが、もしもの時には親身になってくれる公共機関を、より充実してほしい。

99
総合市民センターで部屋を利用する場合、５分前でないと鍵を貸してくれない。使う人の気持ちになって、部屋
が空いていたら少なくとも３０分前に、鍵を出してもらいたい。サロン以外に他の名前はないか？気にくわぬ。

100 財産管理をする人は、長くはしてほしくないです。出来るだけ市の職員にやってほしいです。



101 見守りが主な理由であれば、弁当の内容をシンプルにして、月3回から4回にしたらどうか。

102 益々の活躍を期待する。

103 相談窓口がわからない。情報提供が足りてないのでは。

104 介護分野で、ボランティアの支援システムを期待する。

105 サロンに参加するための交通手段の模索。

106
私の家族は、今障害や病気と闘っているため、ボランティアをしたくても出来ない状態です。でも、少しずつ前
向きに考えていきたいと思います。

107 身体障害者に合わせたサービスの提供。

108 布団乾燥サービスがほしい。

109
豊岡の囲碁会員が20名以下となり、年会費の4,000円では部屋の利用料・冷暖房費が払えなくなり、値上げを
話したら、退会者が増えそうで困っています。安くしてほしい。

110 老人の福祉センター室料は、無料にしてほしい。

111 老人クラブの福祉センター使用料の無料化。

112 子育て支援のプログラムあつくする。子育てしやすい自治体を目指さないと、人口はますます減ると思います。

113
地区の福祉センターの活性化をお願いします。例えば、地区社協や地域の自主グループなどの協力・連携を
働き掛け、「高齢者の居場所づくり」を地域包括支援センターを活用し、実施する。

114 出前講座の講師が悪い。もっと学習してください。

115 福祉センターの利用料金を安くして下さい。

116
福祉センターの囲碁クラブの会費ですが、他のセンターの会費と比べて、相当高い会費（年12,000円）となって
います。豊岡福祉センターの利用料を低くしてもらえないでしょうか。

117 介護サービスを期待しない生活をしたい。

118
今は社協活動が、他人ごとのようですが、これからは地域住民との接触が薄い中、支え合う出会いに期待しま
す。地区社協の集いの場が、もっとＰＲされれば、会話のある地域社会になるのではないでしょうか。

119
茂原市に働く場所がないため、若い人達が外に出ていく状況の中で、ますます老々世代になります。若い人
が、福祉活動に参加できるようになるといいですね。

120 学童利用料が高い。

121 これからもがんばってください。

122 これからもがんばれ！

123 自分では積極的に助けを求められない人への手助け。

124 福祉センターが、主催したクリスマス会に子供と参加し楽しかった。継続して欲しい。

125 すばらしいです。

126 コーディネーター的な役割を担ってほしい。



127 すばらしいです。

128
子育て支援を充実しなければ、子供を産むことができません。将来のため、子育て支援を充実すべきだと思い
ます。もっとゆとりをもって子育てしてほしいです。

129
いつも子供とセンターを利用させて頂き助かっています。社協の活動は、特に若い世代にはわかりずらいと思
います。もっといろいろな人に、知ってもらえるような活動が必要なのでは？と思います。

130
いろいろなことを社協がやるべきだが、社協ももっと体力をつける必要もあるし、市ももっと予算を出すべきだ。
職員の報酬を同一労働同一賃金にし、士気を高めるべき。プロパー職員の育成登用。

131 市民センター・福祉センターを増やしたほうがいいと思う。


