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第１回広陵町地域福祉計画策定委員会 議事要旨 

 

日時：平成 30年６月 25日（月）14:00～ 

場所：広陵町総合保健福祉会館 ４階 中会議室 

 

１．会議次第 

１ 委嘱状の交付 

２ 町長あいさつ 

３ 委員長、職務代理者の選出 

４ 案件 

・広陵町地域福祉計画策定方針及びスケジュールについて 

・住民アンケート調査（案）について 

５ その他 

 

 

 

２．議事概要 

１ 委嘱状の交付 

事務局の進行により、委員の紹介、その後、山村町長から委員へ委嘱状の交付 

２ 町長あいさつ 

山村町長よりあいさつ 

３ 委員長、職務代理者の選出 

策定委員会設置条例に基づき委員の互選により、委員長を選出し、その後、委員長

あいさつ、委員長から職務代理者を指名 

４ 案件 

以下の案件について、事務局より資料の説明、その後、委員長の進行により、質疑

応答、意見交換（発言内容については「３．議事要旨」参照） 

・広陵町地域福祉計画策定方針及びスケジュールについて 

・住民アンケート調査（案）について 

５ その他 

事務局より計画策定に関して会議内容等を公表していくことを委員に説明、承諾 
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３．議事要旨 

①広陵町地域福祉計画策定方針及びスケジュールについて 

委員長 

策定方針について、ご質問、ご意見はありますか。 

委員Ａ 

ワークショップの予定について、対象者等はどのような想定をしているのか。 

事務局 

小学校区ごとに１回、計５回の実施を予定しています。対象者は地域住民の方、ボラ

ンティアの方、地域の福祉にかかわっている方を想定しています。 

委員長 

他にありますか。 

委員Ｂ 

資料２の６ページ、策定スケジュール関して、最初に上位・関連計画の把握・整理と

ありますが、平成 24 年度に広陵町総合計画を策定しており、策定時にアンケートを実

施しています。その設問の中にコミュニティ活動の参加意向についての問があり、その

回答結果は「現在参加しておらず、今後も参加しない」が 38％で最も多い結果となっ

ていた。総合計画の見直し等の作業などで、意向の変化などその後どうなっているのか、

そういった情報はありますか。 

事務局 

現時点では把握していませんが、今回のアンケートにおいても、活動への参加意向に

関する設問を取り入れています。 

委員Ｃ 

他の市町村では地域福祉計画を既に策定し、見直しも進めていると話があったが、計

画のイメージが漠然としているので、地域の特性、住民性などが異なるかもしれないが、

参考になる資料があればと思う。 

委員長 

計画のモデル、県内の先進事例があれば提供いただきたいというご意見でしょうか。 

事務局 

提供できる事例、資料があれば提供するようにいたします。 

委員長 

周辺では市レベルが多いが、橿原市、香芝市等では地域福祉計画の策定・見直しをし

ている。 
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委員Ｄ 

アンケート調査の検討の際に聞くべきことかもしれないが、委員Ｃの指摘のとおり、

先進事例的なものがあれば知りたい。事務局での案があるかと思うが、アンケートを実

施してから提示されるのか。 

事務局 

地域福祉計画は策定のプロセスが重要な計画であるため、現時点で町の案を用意して

いるわけではなく、アンケートや調査結果等を踏まえて計画を組み立てていく予定です。 

 

②アンケート調査票について 

委員長 

事務局からの説明について、設問内容を含めてご質問、ご意見があれば。 

委員Ｅ 

５ページの問 15でボランティア活動への参加、６ページの問 16でボランティア活動

への興味を聞いているが、質問の順番を変えたほうがよいのではと思う。また、10 ペ

ージから、いのちの支え合いに関する設問があるが、ネグレクト、児童虐待に関する設

問を設定してはどうかと思う。 

委員長 

５ページ、６ページのボランティアに関する設問へのご意見と、いのちの支え合いに

関連して、ネグレクトに関する設問を追加してはどうかの２点、ご指摘をいただいたが、

事務局としてはどうでしょうか。 

事務局 

ボランティア活動について、問 15 で活動状況、問 16 で関心をお聞きしていますが、

活動している人に、また関心をたずねるのが不自然ということでしょうか。 

委員Ｅ 

ボランティア活動をしている人は、関心があるから活動しているはずなので、重ねて

関心について聞くよりも、問 15 で活動したことがないと回答した人に関心の有無を聞

いたほうがよいのでは。活動はしていないが関心のある人にアプローチすることが重要

なのでは。 

事務局 

過去に活動したことがある人が、現在も関心があるのか、また、活動したことがない

人が関心を持っているかを把握する意図で問 16 を設定しています。ご指摘としては、

活動したことのない人に絞って、関心を聞いたほうがよいということでしょうか。 

委員長 

この点について、ご意見があればお願いします。 
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委員Ｂ 

委員Ｅの指摘のとおり、現在活動していない人に、今後の意向を把握する設問にすれ

ばよいかと思いますが。 

事務局 

他にご指摘はありますか。 

委員Ｆ 

現在活動している人と活動していない人を分岐させる必要があるのでは。現在活動し

ている人には、今後も活動していくかの意思確認を、以前活動したことがある人になぜ

現在活動していないかを確認する必要があるのでは。掘り下げて意向を把握するために

は、もう少し設問を分岐させたほうがよいと思う。 

事務局 

あまり分岐させていくと複雑になるが、現在での問 15、問 16の構成でも、例えば活

動したことのない人の活動についての関心について、集計上の分析は可能です。ご指摘

では現在活動している人は関心があるから活動しているということで、問 15 の以前活

動したことのある人、活動したことのない人に絞って聞くほうがよいでしょうか。 

委員長 

他の委員の方、いかがでしょうか。 

委員Ｇ 

事務局の説明のとおり、今の調査票案のとおりでもよいかと思いますが。 

委員長 

原案のとおりでよい、分岐させたほうがよいとのご意見がありましたが、内容として

は問題ないと思いますが、答える側として、まず関心、その後に参加意向の流れのほう

がよいと思いますが。いかがでしょうか。 

事務局 

問 16の関心を問 15の前に設定する構成でよろしいでしょうか。 

委員長 

実際に設定してみないと分からないが、今までのご意見を反映させる形で、設問を検

討して、作業していただければと思います。 

事務局 

順番を入れ替える、分岐を検討するなど、事務局にお任せいただいてよろしいでしょ

うか。 

委員Ｈ 

分岐するのであれば、活動していない理由を聞いてほしい。ボランティア活動に参加
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しにくい原因を把握してはどうか。 

委員長 

活動できない理由であれば、時間がないなどの選択肢が考えられますが。設問を事務

局で検討して、委員長に任せていただければと思いますがよろしいでしょうか。 

── 委員承認 ── 

委員長 

ではもう１つ、ご指摘のあったネグレクトについての設問をどう設定するか。 

事務局 

いのちの支え合いに関しては、自殺対策に関する設問を中心に構成していますが、ネ

グレクトに関してどこに位置付けるか検討させていただきます。 

委員Ｅ 

ネグレクトについて関心や認知度を聞いてはどうかと思いますが。 

事務局 

地域の見守りということもありますが、ネグレクトは表に出てこない部分もあります

ので、設問を検討させていただきます。 

委員Ｆ 

アンケートにも関連して、今回の計画がどこまでが守備範囲かを議論したいと思いま

す。先ほどのネグレクトをはじめ、最近では貧困対策、就業支援なども行政の守備範囲

に入ってきているので、そうしたことを地域福祉計画の中でどこまでカバーするのか、

難しいところもあるので、一度議論してみたいと思っています。そのことを他の委員の

意見もうかがいたい。 

委員長 

重要なご指摘だと思う。地域福祉計画ですので守備範囲が広い、ネグレクトについて

どう入れ込むのか、子ども・子育ての計画もあるので、どう取り扱うのか検討しないと

いけないと思う。困窮者の問題も国において政策化されてきているので、そのあたりも

守備範囲ではと思いますが。 

委員Ｈ 

おおよその地域福祉の概念を教えていただいて、その中で話し合いを持ったほうが、

まとまっていくと思いますが。 

委員長 

この後の講演で地域福祉についてのお話をさせていただきますが、子ども、障がい、

高齢者、生活困窮者など制度的な枠組みに対して、横ぐしをさして、コミュニティを基

盤とした社会福祉の仕組みをつくっていくこと、現代版の地域相互援助の仕組みを広陵
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町の中でつくっていく話になりますが、いろんな要素が入りますが、それは地域のニー

ズに応じて入ってくる。支えることもあれば、制度と本人と社会資源をつなげるという

こともある。地域課題を住民の皆さんに意識啓発し、広めるということもある。そうし

たかかわりを実践していくのが地域福祉と私は認識しています。既成概念にこだわらず

に住民やボランティアの方の自発的な思いに基づいてつくり上げられていくことが地

域福祉の考え方だと思います。様々なパターンがあるので分かりにくい面もありますが。 

委員Ｈ 

アンケートで、カテゴリーで分けると災害時のこと、自殺のこと、ボランティアのこ

となどを聞いているが、子どもに関する質問がないかなと思った。アンケートにない項

目で必要なこともあると思うので、今、そういったアンケート項目を言っていただいた

と感じた。 

委員長 

他に何かありますか。 

委員Ｃ 

アンケートのとり方の問題と、結果の取りまとめと、結果を公表するやり方の問題が

あるが、単にアンケートをとった数値だけでよいのか。数値に対する考え方を入れてい

くのか。こうした点をどのように考えているのか。 

委員長 

単に数値を公表するだけでなく、計画策定の基礎資料として実施するものであり、ま

た、アンケートは１つの手段であり、その他にもワークショップなども実施する予定と

なっていますので。 

委員Ｃ 

例えば、ボランティアが多かった少なかったといったデータがとれるが、その数字を

評価する基準があるのかどうか。 

委員長 

物差しがあるものについては、同様のアンケート調査を行った地域との比較や国レベ

ルのデータと比較など傾向を推し量る。もう１つは量的にデータをとったからすべての

根拠となるとは言えない面もある。傾向を示すものと考えている。 

委員Ｃ 

結果を公表する際に、回答者が 10人中何人いたかどうかについて、それが多いのか、

少ないのかは住民に分からない。データの基準になるものが明確でないと、アンケート

結果がどういうことか分かりにくい。学会でも結論と評価を出さないといけない。アン

ケートだけでは難しいところもあるが。 
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事務局 

分析は必要であると認識しており、コンサルタントにおいてデータの比較を行い、広

陵町の傾向を分析する予定です。 

委員Ｅ 

問 11 に地域の暮らしやすさについて、よく似た設問が男女共同参画策定時のアンケ

ートにあった。広陵町がこれまで実施したアンケートを参考にして、今回のアンケート

調査のみならず、他の計画でのアンケート調査結果も参考にしてはどうか。 

事務局 

他計画策定時のアンケートやコミュニティカルテを作成した際のアンケート結果も

あるので参考にしていきたいと思う。 

 

委員長 

アンケート調査に関して他にいかがでしょうか。 

委員Ｈ 

他の計画では国と同様の設問で比較がされていたことがあった。また、回収率 40％

から 50％とのことですが、無作為で配布すると年齢が高い方の回収率が高いので、若

い方の意見が聞き取れない部分もあると思いますが、対策などは。 

事務局 

対象者は 18 歳以上としているが、委員Ｈのご指摘では、回答する方が若い世代が少

ないと危惧されていますが、分析の際に、サンプルは少なくなりますが、年齢別の分析

を行い、若い世代の意向を把握します。 

委員Ｉ 

質問事項ですが、子育てに関する設問など若い人が関心のある設問を入れてはどうか。

また、小学校区で地域を分けているが、ボランティアへの関心など地域の特徴が出て、

各地域にどの程度ボランティアに関心のある方がいるか把握できると思う。そういった

人にあたっていける具体的なアンケートにすればよいと思う。 

 

事務局 

子育てのこともありますが、地域福祉計画の位置付けとして、地域福祉があって、そ

の下に子ども・子育て支援、障がい者などの計画があり、改めて計画を策定するので、

地域福祉計画の中でそれらすべてを含めるわけではないが、委員からのご指摘を踏まえ

て、子どもに関する設問を１つ追加させていただきます。 

委員長 

地域とのかかわり、ボランティア活動、地域福祉にかかわる団体の認知度、相談体制、

災害支援など、横断的に取り上げて、仕組みづくりをつくるための現状や住民の意向を
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把握するための内容としては、ほぼ網羅している調査項目となっていると思う。アンケ

ートの守備範囲としては、整理されていると思う。さらに、ご指摘の点を整理して、必

要な設問項目を追加して、アンケート調査票はつくり上げていきたいと思うので、その

ような方向でまとめさせていただいてよろしいでしょうか。事務局と委員長でいただい

た意見をもとに、調査票をまとめ、アンケートを実施してきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。他に質問はありますか。 

委員Ｂ 

広陵町地域福祉計画は自殺対策計画を兼ねるとあり、いのちの支え合いについてに設

問を追加するかどうかありましたが、問 31 に自殺対策基本法の認知度を聞く設問があ

りますが、何年か前に、広陵町は県内で自殺率が高いと報道されたことがあり、その際

に、自殺予防についての協議会を立ち上げたことがあった。その後、協議会の活動がど

うなっているのか教えていただきたい。 

事務局 

自殺対策計画は地域福祉計画の中に含めるという形で策定する予定です。協議会は、

一時、自殺率が高かったが、その後落ち着いたこともあり、活動していない状況にあり

ます。今後、改めて協議会をつくり直し、活動が行えるよう方向で考えています。 

委員Ｊ 

調査対象が 2,000 人となっているが、対象の年齢によって考え方が異なると思うが、

対象をどう考えているのか教えてほしい。 

事務局 

それぞれの年齢別の分析を行い、報告させていただきます。 

 

 


