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調査の目的

• 本調査は、尼崎市社会福祉協議会が社会福祉協議会(以下、「社
協」とする)の加入促進及び活動の方向性を検討するために企画
したものである。

• アンケート調査票を用いて、社協活動の重要な担い手である福
祉協会長職にある方々からの意見（「加入促進に関するアンケ
ート調査」）と尼崎市民の意見（「地域との関わりについての
アンケート調査」）を収集することによって、社協の認知、加
入、活動に関する様々な課題の検討に資することを目的として
いる。

• 尼崎市社会福祉協議会は、関西大学社会学研究科教授草郷孝好
との協働作業によって、本調査におけるアンケートの作成、収
集データの分析を行い、本報告書をとりまとめている。



「加入促進に関するアンケート調査」

○対象者：福祉協会会長（全６２５協会）

○調査方法：郵送で回答

○実施期間：平成２３年７月２９日～８月３１日

○回答数：４７７件

○回答率：７６％

○内容：役員経験に関する質問、社協組織に関する質問、

　　　　役員（会長）に関する質問など

・年齢別構成：60-69歳（38.9％）、70-79歳（41.8％）
となっており、60歳以上が8割以上を占めている。



会長職在任期間別構成：「1年以上3年未満のグループ」
（28.4%）と「11年以上のグループ」（22%）の二つの
山がある。会長職の交替の頻度は、組織ごとに異なる
ようである。

後継候補の有無と地区別分類

会長候補者の有無についてを地区別に分類したものによると、後継候補の見通し
が立っていない地区は、大庄地区や中央地区で顕著であることがわかる。後継候
補がいないとする割合は、どの地区の状況もそれほど変わらない。ただ、本当に
後継者がいないのかどうかは、個別地区の事情を抑えておく必要がある。
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福祉協会で行っている重点活動をみると、回答者の半数以上が積極的に取り組ん
でいるとした活動は、①地域清掃美化活動、②募金活動、③広報活動、④地域の
お祭りである。また、多くの協会が高齢者や子どもの見守り、防犯活動にも取り
組んでいるとしている。他方、ふれあい喫茶、運動活動（ニュースポーツ大会な
ど）、勉強会、給食活動への取り組みは、1割から2割程度であり、福祉協会ごと
の重点取組内容には違いがみられるようである。

福祉協会未加入の理由を尋ねているが、その結果から、「困らない」
「メリットがない」を未加入理由の上位に挙げている会長が多かった。
「役員になりたくない」や「会費・募金負担」を挙げる会長は、4分の1
から5分の1であった。



未加入者対策としては、行政の働きかけや啓発広報を重視していること
がわかる。

　加入の働きかけについては、ぞれぞれの地域で取り組んでおり、特に「未加入者
宅訪問」が67.6％と一番多く、市民アンケートにおける加入の経緯でも会長をはじ
め様々な人から誘われたという人が多く（33％）を占めたことからも、加入効果が
大きいと言える。
　しかし、一方で会長対象のアンケートでは、加入の働きかけを質問しているが、
121人（28.3％）が働きかけを行っていないと回答している。

　今後、すべての地域で取り組める工夫が必要である。



福祉協会長職在任の意向に関する問に対しての回答を見ると、4割以上の
回答者が今季限りの退任を考えていること、また、できる限り早く退任
したいという意向を持つ会長も15％に上る。このことは、会長の役割が
厳しいことを物語っており、会長を補佐する体制をはじめ、会長がやる
気をもてる方策を検討することが喫緊の課題である。

半数以上の方が会長を引き受けてよかった点として挙げているのは、
「多くの出会い」（60.9％）、「つながり実感」（53.1％）である。ま
た、3分の1にあたる人が、「充実感」や「地域問題・課題の解決」を挙
げている。



「地域との関わりについてのアンケート調査」

○対象者：市民3,000名
　　　　　（地区別、年齢別、性別で無作為に抽出）

○調査方法：郵送で回答

○実施期間：平成２３年８月３１日～９月１５日

○回答数：８１７件

○回答率：２７．２％

○内容：地域生活に関する質問、社協に関する質問、　

　　　　福祉協会に関する質問など

※市民アンケートの回答総数は、817件であったが、個人属性項目へ
　の無回答者もあったため、記述統計を整理する際には、分析対象
　数が増減している点に留意されたい。

年齢別構成を見てみると、60歳以上の高齢者層が半数以上を占めてい
ることがわかる。本調査回答者は、高齢者の割合が高いという点を念
頭に置く必要がある。



回答者の中で、どれくらいの割合の人が社協の活動内容を認識してい
るかどうかを尋ねてみた。グラフが示すように、わずか4分の1が社協
の活動を知っていると答えたのみであった。

社協活動の中で、具体的にどの活動を認知しているかについては、トップ
５をリストアップしておくと、①募金活動（72.1%）、②老人給食活動
（44.7%）、③福祉サービス利用援助（41.6%）、④高齢者見守り
（38.4%）、⑤老人福祉センター運営（37.4%）であった。生活福祉資金貸
付や住宅改造支援事業については、あまり知られていないことがわかる。



福祉協会の活動についての認知度については、グラフが示
している通りで、知っている割合は、4割強に過ぎない。

福祉協会活動別の認知度についても尋ねてみた。その結果は、認知され
ている活動のトップ５をリストアップすると、①募金活動、②地域清掃
美化活動、③地域のお祭り、④防犯活動、⑤子どもの見守り活動である。



福祉協会に加入している世帯は、回答者中約6割であった。

これは、現在の社協加入率とほぼ同じ数値となっている。

役員に対するイメージについての回答結果からは、「たい
へんそう」（39.1％）、「地域で中心的な方」（34.5％）
を挙げる割合が高かった。



会長アンケートの中で、「未加入者の理由」について尋ねており、その結果（次
頁のスライド参照）とこのグラフを比較してみると、興味深いことがわかる。そ
れは、「入らなくても困らない」に関しては、市民と会長の両者の間で共通の認
識を示しているものの、「知らない」に関しての認識差は大きい。また、人との
かかわりや役員を避ける、会費等の負担という理由についても、それらが上位の
理由ではないという認識が会長側に低いことがわかる。

（会長向けアンケートより）



加入の経緯については、「過去から加入していた」が半数
を超えていた。「自らが進んで加入する人」は、極めて少
なく、「役員、隣人や知り合いからの誘い」によって加入
した人が約3割に上った。

尼崎市民の地域生活実感について尼崎市民の地域生活実感について尼崎市民の地域生活実感について尼崎市民の地域生活実感について

本調査では、福祉協会に関する質問のほかに、社会福祉活動への
関心や参加の有無と回答者自身の生活実感や居住地域との関わり
方との関係性を探るための質問を取り入れ、幸福度の分析を行っ
た。

【【【【市民の幸福度と幸福度を左右する要素市民の幸福度と幸福度を左右する要素市民の幸福度と幸福度を左右する要素市民の幸福度と幸福度を左右する要素】】】】

　○幸福度の平均値を属性で整理したところ、女性の方が男性よ
りも高く、80歳以上の高齢者と20歳代の若者の幸福度が高く、40
歳代から60歳代までの得点は低かった。
　○職業別では、専業主婦、自営業の得点が高かった。
　○一人暮らしの幸福度は低く、大人数の家族になればなるほど、
幸福感は高くなる傾向にある。



　幸福度の平均値は、6.95点であった 。幸福度の分布を見ると、9点と10点が約1

割以上あり、0点はいない。
　平成21年度内閣府実施の国民生活選好度調査の結果と比較した。内閣府調査の
幸福度の平均値は、6.5点であった。分布を見てみると、本調査結果の方が、9点、
10点の割合が高い。分布図の増減を見ると、両調査ともに、5点、7点と8点の割合
が高く、似通っていた。

老後への不安について、不安を感じるや少し不安を感じる
人を合わせると、7割に上っている。



地域活動やボランティア活動を「している人」はわずか
1割であり、「まあしている人」と合わせても2割にすぎ
ない。

高齢者や子育てを支え合う雰囲気がある、「まあある」と
評価している人は4分の1程度に過ぎず、4割以上が、そのよ
うな「雰囲気はない」、「あまりない」と答えている。



地域行事への参加については、「あまり参加しない」、
「ほとんど参加しない」を合わせると、約3分の2に上る 。

異なる世代とのつきあいの有無については、半数以上が、
「ない」、「あまりない」と答えている。「密接にある」
人はわずか3％であった。



近所に子どもの遊び場や憩いの場があるかどうかについ
ては、「ある」、「まあある」を合わせると、半数以上
に上った。他方、3分の1は、「ない」、「あまりない」
という回答であった。

災害に対する地域の安全性については、4分の1の人が、
「安全とは思わない」、「あまり安全とは思わない」と回
答している。



夜9時以降に安心して歩けるかどうかについては、6割弱の
人が「まあ安心して歩ける」、「安心して歩ける」と回答
した。他方、2割近くの人が、不安を抱えているようだ 。

地域で安全・安心の取り組みがあるかどうかについては、
約6割の人が「取り組みがある」と回答した。
しかし、2割弱の人が、「取り組みはない」と回答して
いる 。



高齢者や障がい者が暮らしやすい地域かどうかについては、
4割近くの人が、「まあそう思う」、「そう思う」と答えて
いた。

地域への誇りや愛着があるかどうかについては、「感じ
る」、「まあ感じる」を合わせると、55％に上っている。
他方、約2割の人は、「あまり感じない」、「感じない」
と回答した 。



　本調査と、兵庫県県民意識調査の結果（尼崎市を含む阪神南地区）を対比すると、今回の尼
崎市民アンケートに回答した人々は、自分らしい暮らし方のできている人が多いこと、不安を
感じる割合も少ないことが見て取れる。地域行事に参加し、地域における自分の活躍の場を持
っていると答える割合が高いけれども、地域への愛着はそれほど高くはない。また、地域の安
全安心の取り組みに対する評価も高くはない。

地域との関わり度合いと生活実感や社協・福祉協会活動への関心地域との関わり度合いと生活実感や社協・福祉協会活動への関心地域との関わり度合いと生活実感や社協・福祉協会活動への関心地域との関わり度合いと生活実感や社協・福祉協会活動への関心

　今回の調査では、生活拠点である地域生活の評価を大きく２つの側面から尋ねてみた。
１つ目は、個々人の地域との関わりに関する質問を投げかけ、２つ目は、個々人による地域状
況（安全や安心面）に関する質問である。個々の質問による回答結果をもとにして、①地域つ①地域つ①地域つ①地域つ
ながり得点、②地域安全安心得点を計測し、それらの得点を合計して、③地域総合得点を算定ながり得点、②地域安全安心得点を計測し、それらの得点を合計して、③地域総合得点を算定ながり得点、②地域安全安心得点を計測し、それらの得点を合計して、③地域総合得点を算定ながり得点、②地域安全安心得点を計測し、それらの得点を合計して、③地域総合得点を算定
した。
　地域つながり度得点地域つながり度得点地域つながり度得点地域つながり度得点の計算方法を説明する。次に挙げる６つの質問への回答を5が最大値、1
が最小値となるように、データを置き換え、置換後の個別得点の合計でもって、地域つながり
度得点とした。
　　①問7：地域活動・ボランティア活動
　　②問8：頼りになる相談できる知り合い
　　③問10：地域行事への参加
　　④問11：地域に活躍の場
　　⑤問12：地域で異なる世代とのつきあい
　　⑥問13：近所の子どもの名前
　地域安心安全度得点地域安心安全度得点地域安心安全度得点地域安心安全度得点は、次の６つの質問への回答を5が最大値、1が最小値となるように、デ
ータを置き換え、置換後の個別得点の合計でもって、地域安心安全度得点地域安心安全度得点地域安心安全度得点地域安心安全度得点とした。
　　①問9：子育てや高齢者を地域で支え合う
　　②問14：近所に子どもの遊び場や人々の憩いの場
　　③問15：災害に対しての安全
　　④問16：夜9時以降に住んでいる地域を安心して歩ける
　　⑤問17：地域で見守り・パトロールなど安全・安心の取り組み
　　⑥問18：地域は高齢者や障がいのある人にも暮らしやすい
　以下、これらの得点を用いて、市民が地域との関わり方や地域状況をどのようにとらえている
かということと、主観的な幸福感や社協・福祉協会活動の認知度合いとの間に関係性があるかど
うかを分析してみる。



地域生活得点を地区別に見てみると、地域つながり度得点では、小田、
大庄の得点が高い。武庫地区の得点は、低かった。地域安心安全度得点

では、地区間で大きな差異は見られなかった。

地域生活得点と主観的幸福感や社協・福祉協会の認知度地域生活得点と主観的幸福感や社協・福祉協会の認知度地域生活得点と主観的幸福感や社協・福祉協会の認知度地域生活得点と主観的幸福感や社協・福祉協会の認知度

　３つの地域生活得点（地域つながり度得点、地域安心安全度得点、地域総合得
点）の高低がどのように個々人の幸福感や不安と関係しているのだろうか。両者
の関係を相関係数によって、分析してみた。
　地域つながり度、地域安心安全度ともに、幸福感、地域への愛着と正の相関関
係にあること、また、老後の不安についても、負の相関関係にあることがわかる。
相関の度合いから見れば、地域つながり度は、地域安心安全度に比べて、幸福感
との関係度合いが高く、他方、地域愛着や老後への不安に関しては、地域の安心
安全度の方が高い。地域生活の現状評価がよいものであれば、個々人の主観的な
生活評価も悪くはないことを示唆している。

　地域つながり度得点、地域安心安全度得点、地域総合得点の高低が社協、福祉
協会の認知、ならびに、加入と関係しあっているのだろうか。両者の関係を相関
係数によって、分析してみた。
　地域つながり度、地域安心安全度ともに、社協や福祉協会の活動の認知度合い
と正の相関関係にあることがわかった。相関の度合いから見れば、つながり度は、
安心安全度に比べて、社協、福祉協会の活動の認知、そして福祉協会の加入の度
合いのいずれの項目に関しても、高い相関関係を持っている。この結果は、社協
や福祉協会の活動が地域に根差した活動に取り組んできていることが推察される。
地域のつながり度を上げていくことは、社協や福祉協会の認知度を上げる可能性
があり、また、逆に、社協や福祉協会の活動を伝え、加入者を増やすことができ
れば、地域つながり度や地域安心安全度も上がることが期待される。



 

相関係数相関係数相関係数相関係数    

  

地域つながり

度得点 

地域安心安全

度得点 地域総合得点 幸福度 地域愛着 老後への不安 

地域つながり度得点 Pearson の相関係数 1 .419** .887** .232** .354** -.171** 

有意確率 (両側)   .000 .000 .000 .000 .000 

N 763 730 730 742 762 760 

地域安心安全度得点 Pearson の相関係数 .419** 1 .790** .187** .542** -.287** 

有意確率 (両側) .000   .000 .000 .000 .000 

N 730 754 730 732 753 751 

地域総合得点 Pearson の相関係数 .887** .790** 1 .248** .510** -.266** 

有意確率 (両側) .000 .000   .000 .000 .000 

N 730 730 730 710 729 728 

幸福度 Pearson の相関係数 .232** .187** .248** 1 .282** -.351** 

有意確率 (両側) .000 .000 .000   .000 .000 

N 742 732 710 790 773 772 

地域愛着 Pearson の相関係数 .354** .542** .510** .282** 1 -.228** 

有意確率 (両側) .000 .000 .000 .000   .000 

N 762 753 729 773 798 792 

老後への不安 Pearson の相関係数 -.171** -.287** -.266** -.351** -.228** 1 

有意確率 (両側) .000 .000 .000 .000 .000   

N 760 751 728 772 792 796 

**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。 

　本調査の実施にあたり、調査に回答いただきました福祉
協会会長及び市民の皆様に、厚くお礼を申し上げます。

　また、尼崎市社会福祉協議会では、本調査の結果を、今
後の社協活動に活かしていきます。


