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第1章 計画の策定にあたって 

 
 「地域福祉」とは、全ての人が人として住み慣れた家庭や地域で安心して自立した

生活ができるよう、多様な主体が協力し「共に支え合う生涯活躍のまちづくり」の

ことであり、本計画は、佐々町が今後の地域福祉の推進を進めるにあたって、その

理念と方策を取りまとめたものです。 

 本計画策定のために、住民の皆様へのアンケートや地域福祉推進団体の関係者等へ

のヒアリングを通じて、現状の地域生活課題や将来に対する不安・懸念等を、でき

る限り幅広く具体的に収集しましたが、この地域生活課題について皆で解決してい

こうとする取り組みは、今後も継続します。 

 地域福祉を取巻く環境変化は、確実に進行する少子高齢化を背景に予見し得る水

準・範囲を超え、多様化・深刻化しており、関連諸計画や上位計画についても環境

変化に対応した地域共生社会実現に向けた検証・更新が不可欠と考えられていま

す。今般策定する地域福祉計画は、社会福祉法改正の趣旨を踏まえ、今後策定され

る上位計画・諸計画との調和・連携を先導する役割を担います。 
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1. はじめに（計画の目的） 

「地域福祉」とは、全ての人が人として住み慣れた家庭や地域で安心して自立した生

活ができるよう、多様な主体が協力し「共に支え合う生涯活躍のまちづくり」のことで

す。 

 

佐々町は、厚生労働省が主催する平成 30年「健康寿命をのばそう！AWARD」の介護予

防・高齢者生活支援分野において、厚生労働大臣最優秀賞を受賞しました。予想された

将来の困難に住民の皆さん自らが真正面から向き合い成果を上げてきた「地域力」が評

価され、全国の先進地域として注目されています。しかし、地域福祉を取巻く課題は多

様化・深刻化しています。 

 

本計画は、本町の住民の皆さんがこれまで培われてきた「地域力」を維持しつつ、佐々

町の今後の地域福祉の推進を図るため、その理念と方策を取りまとめたものです。策定

にあたっては、住民の皆様へのアンケートや地域福祉推進団体の関係者等へのヒアリン

グを通じて、現状の地域生活課題や将来に対する不安・懸念等を、できる限り幅広く具

体的に収集することに務めました。 

 

しかし、計画の目的はそれを創ることではなく、今後の絶え間ない検証を通じて、全

ての人が地域社会づくりを考え・行動の契機となることの方が重要です。この計画を実

践することで、少子化、高齢化、地域の過疎化、環境問題などといった、他の国がまだ直

面していないレベルの問題をいくつも持つ課題先進国といわれる日本において、各地で

取り組まれる地域福祉推進の活動との連携を一層促進するとともに、共に支え合う地域

社会づくりを次世代に託し、世代や分野を超えてつながる持続可能な、本町が目標とす

る将来像の実現を目指します。 
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2. 計画の位置づけ 

（1）法改正の趣旨 

平成30年４月の社会福祉法の一部改正により、地域福祉計画は「地域における福祉の

各分野における共通的な事項」を記載する、「上位計画」として位置付けられました。 

また「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」が計画に盛り込むべき事項

として新たに追加されました。地域福祉計画は、その策定プロセスを活用し、関係者が

地域課題と目指す地域の姿（ビジョン）などを理解・共有し、創意工夫により、包括的な

支援体制の具体化・展開の契機となる役割を担う計画として位置づけられました。 

 

（2）上位計画・諸計画との調和・連携 

地域福祉の推進が目標とするところは、地域共生社会の実現です。福祉の領域だけで

なく、「人」・「モノ」・「お金」・「思い」が循環し、相互に支え支えられる関係の構

築が不可欠です。 

また、地域福祉計画は、子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策推進法に

基づく市町村行動計画、障害児福祉計画、障害者計画、障害福祉計画、老人福祉計画、介

護保険事業計画、医療介護総合確保促進法に基づく市町村計画、健康増進計画、成年後

見制度利用促進計画、その他の関連する計画を総合化する観点から調和を図ることとさ

れており、これら地域生活課題に関連する諸計画の上位計画と位置づけます。 

地域福祉を取巻く環境変化は、確実に進行する少子高齢化を背景に予見し得る水準・

範囲を超え、多様化・深刻化しており、関連諸計画や上位計画についても環境変化に対

応した地域共生社会実現に向けた検証・更新が不可欠と考えられています。今般策定す

る地域福祉計画は、社会福祉法改正の趣旨を踏まえ、今後策定される上位計画・諸計画

との調和・連携を先導する役割を担います。 
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佐々町における個別計画の概要 

 

計画名 目的等 
策定状況 

計画年度 

子ども・子育て支援事業

計画 

子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法

に基づき、教育・保育を含む子ども・子育て支援事業の

量の見込みを推計し、地域社会全体の協力により子育

てしやすい環境づくりを目指すもの。佐々町においては

「さざっ子育成プロジェクト」として併せて策定。 

〇 

H27-31 
次世代育成支援対策推

進法に基づく市町村行

動計画 

障害児福祉計画 

児童福祉法に基づき、障害児通所支援及び障害児相談

支援の提供体制の確保に係る目標及び、各年度におけ

る指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの

必要な見込量を推計し定めるもの。 

○ 

H30-32 

障害者計画 

障がい者基本法に基づき、障がい者施策の基本計画と

して、施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者の自

立と社会参加の促進を図るもの。 

○ 

H30-32 

障害福祉計画 
障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス等の必

要量の見込みとその方策などを定めるもの。 

〇 

H27-29 

老人福祉計画 
老人福祉法及び同法20条8に基づく市町村老人福祉計

画及び介護保険法に基づき、高齢者の福祉及び介護に

関する総合的な計画として策定するもの。 

〇 

H30-32 
介護保険事業計画 

医療介護総合確保促進

法に基づく市町村計画 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関

する法律第５条に基づき、地域における医療及び介護を

総合的に確保するための基本的な方針について、目

標、計画期間 ・目標を達成するために必要な事業を記

するもの。 

－ 

健康増進計画 

健康増進法に基づき、国策定計画である「21世紀にお

ける国民健康づくり運動（健康日本21）」に対応し、住民

の健康の増進の推進に関する施策について記するも

の。 

〇 

H25-34 

成年後見制度利用促進

計画 

国の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、同計

画の施策の総合的・計画的な実施に向けた市町村の取

り組みについて記するもの。 

－ 
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（3）計画の期間 

2020年度（令和2年度）から2024年度（令和6年度）までの5年間の計画とします。 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

  

 

  

第1期 計画期間 

第2期 計画策定 
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3. 計画策定の方法 

（1） アンケート調査 

 

対  象：町内会加入の全世帯（4,411世帯） 

実施期間：平成31年2月（1か月間） 

     ※返信用封筒有効期間は同年4月2日まで 

配布方法：各町内会に御協力頂き、「広報さざ」配布時に各戸配布 

回 収 数：1,238通（回収率28％） 

回収方法：郵送回収（返信用封筒使用） 

回答者は世帯主に限らず、世帯人員であれば誰でも回答者となれるよう、調査票を設

計し、家族で本アンケート調査を機会に地域福祉に関する会話も促進することを目指し

ました。 

 

また、委員会委員だけでなく、幅広くアンケート結果を関係者に報告するための報告

会を、平成31年4月5日に佐々町文化会館中ホールにて催行し、約100名の方々に御

参加を頂きました。 
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（2） 委員会等 

委員会委員は、地域福祉の担い手として活動をリードして頂いている方々に、団体代

表としてだけではなく個々人としても参加頂き、毎回活発な議論を頂きました。 

 

開催回及び開催日 次第 

第1回  

令和元年5月14日開催 

地域生活課題について 

（アンケート・ヒアリング結果の報告） 

第2回 

令和元年6月14日開催 

地域生活課題について 

（ワールドカフェ形式のワークショップ） 

第3回 

令和元年7月16日開催 

地域福祉計画骨子案について 

子ども・子育て支援事業計画の基本方針について 

第4回  

令和元年8月24日開催 

地域福祉計画案について 

子ども・子育て支援事業計画骨子案について 

第5回  

令和元年10月15日開催 

子ども・子育て支援事業計画案について 

地域福祉計画案について 

第6回 

令和2年１月21日開催 

地域福祉計画及び子ども・子育て支援事業計画 答申 

 

また、将来にわたり持続可能な地域福祉を担う担い手の育成推進を目的に、子どもた

ちの発達段階に応じた、外の世界との繋がり（空間）認識の喚起醸成を図るワークショ

ップを行うとともに、さらに未就学児童については、保育に携わる関係者向けの講演会

を開催しました。 
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第２章 地域生活課題の抽出 

 

 

 佐々町の現在の地域生活課題と、将来の不安について、住民アンケート・地域福祉

に取り組む関係者へのヒアリング・本計画策定委員会委員によるワークショップを

行い、収集・整理しました。 
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1.住民アンケート 

(1) 調査の概要 

 

標本設計： 

佐々町内の町内会に加入している全ての世帯（4,411世帯）を対象としました。回答

者は世帯主に限らず、世帯人員であれば誰でも回答者となれるよう、調査票を設計し、

家族で本アンケート調査を機会に地域福祉に関する会話を促進することを目指しまし

た。 

 

配布・回収方法： 

配布は町内会単位で、「広報さざ」の配布時に合わせて各戸に配布しました。回収

は返信用封筒による郵送回収とし、宛先は佐々町役場 住民福祉課 福祉班としまし

た。 

 

実施期間： 

平成31年2月1日～2月28日の1か月間としましたが、返信用封筒の料金後納有

効期間である同年4月2日を過ぎても、直接住民福祉課にご持参される方もおいでに

なりました。 

 

回収率：回収数1,238通（回収率28%） 
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(2) 結果の概要 

 

 

たくさんのご協力
ありがとうござい
ました

回収率は２８％を
超えました。
幅広い世代の方か
らご回答を頂きま
した。
回答者の６割は女
性です。
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一世代世帯（単身あるいは夫婦だけ）が約半
数、親と子だけの二世代世帯と合わせると９
割超えます。
月一以上の頻度で会える家族の方が近くにお
いでになる方は６割を超えます。
８割以上の回答者が一戸建てにお住まい。

全回答者の半数が通
勤ないし通学をされ
ている方でした。
通勤時間は片道３０
分未満の方が全回答
者の７割弱、片道１
時間以内の方なら同
９割弱です。
ラッシュアワー時
（とくに朝）の佐世
保までの道路混雑が
課題として指摘され
ています。
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運転免許の返納は、80歳代以上でも進んでいない状況。 

  

94%
86%

71%

38%

0% 2% 5%
12%

0%

25%

50%

75%

100%

50歳代以下 60歳代 70歳代 80歳代以上

普通自動車運転免許の保有

持っている 持っていたが返納した（失効などを含む） 持っていない
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 いつでも自由に使える自家用車を、80歳代以上の免許保有者は保有。 

 

 

89% 85%

71%

37%

7% 11% 8%

56%

0%

25%

50%

75%

100%

50歳代以下 60歳代 70歳代 80歳代以上

いつでも自由に使える自家用車の保有

持っている 持っていない
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 通勤通学以外で定期的に通う場所で病院を挙げた回答者の割合は、加齢とともに増

加。逆に、買い物を挙げた回答者の割合は、加齢とともに減少。 

 

0% 25% 50% 75% 100%

病院

デイサービス

総合福祉センター

図書館

公民館・集会所

商業施設

飲食店

学習塾

映画館

博物館・水族館・動物園

スポーツ施設

公園

墓地

定期的に通う場所

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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 通勤通学以外で最もよく通う場所は、全世代共通で買い物。 

 

 

0% 25% 50% 75% 100%

病院

デイサービス

総合福祉センター

図書館

公民館・集会所

商業施設

飲食店

学習塾

映画館

博物館・水族館・動物園

スポーツ施設

公園

墓地

最もよく通う場所

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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 現状では移動に不安を感じないが、将来は自家用車の運転も公共交通機関利用も不

安。 

0% 25% 50% 75% 100%

自家用車での移動の不便

徒歩や自転車での移動の不便

バスや電車での移動の不便

家族や近所の方の自家用車に同乗する際の不便

とくに現状では不便を感じていない

移動時に感じる現在の不便

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下

0% 25% 50% 75% 100%

自家用車の運転

徒歩や自転車での移動

バスや電車での移動

タクシーでの移動

家族や近所の方の自家用車への同乗

移動に関する将来の不安の内容

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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外出時に誰かの車に乗
せてもらえると回答さ
れた方は３割程度。

逆に乗せてもらいたい
かという質問への回答
は３割よりも少ない。
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 80歳代以上に限ると、自家用車に乗せてもらいたいという回答が3割を超え

（36％）、乗せてもらえるという回答の31％よりも大きい。 

33% 33%
30% 31%29% 30% 31%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

50歳代以下 60歳代 70歳代 80歳代以上

自家用車に乗せてもらえるか？

可能 難しい

22% 25% 23%

36%

53% 54%
49%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

50歳代以下 60歳代 70歳代 80歳代以上

自家用車に乗せてもらいたいか？

思う 思わない
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自分たちの買い物や
通院の足の心配より
も、町の治安や防犯、
災害時の協力といっ
た町全体のことに対
して不安を感じる回
答の方が多い。

地区の役員のなり手
不足や住民同士の交
流機会の少なさへの
不安も多い。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

住民同士の交流機会が少ない

地区の役員のなり手不足

治安や防犯対策

災害時の協力体制への不安

バスの路線の縮小や便数減少など

道路や公共的施設のバリアフリー化

最寄り商店の品揃えや商店までの交通手段

独居世帯やひとり親世帯の地域での孤立

障がい者の自立や交流

子どもを育てる地域の環境

自分や家族が感じる不安や不満

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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 様々な地域福祉を支える共助の活動について、「手助けできる」との回答が「手助け

して欲しい」との回答をほぼ全項目で上回る。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

安否確認の声がけ

話し相手

悩みごと、心配ごとの相談

ちょっとした家事（電球交換など）

ゴミ出し

玄関前の掃除

短時間の子供の預かり

子育ての相談

保育園・幼稚園の送迎

通院の付き添い

病気の時の看病

自家用車での病院や商店などへの送迎

手助けできる して欲しい

手助けできる＞手助けして欲しい
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 子育て世代を含む50歳代以下の回答者に限定すると、とくに子育て支援に関する項

目で、「手助けして欲しい」との回答が「手助けできる」の回答を上回る。しかし、

「手助けして欲しい」「手助けできる」両方ともに回答率が低く、共助への参画に他世

代と比べると抵抗感がある可能性。 

  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

安否確認の声がけ

話し相手

悩みごと、心配ごとの相談

ちょっとした家事（電球交換など）

ゴミ出し

玄関前の掃除

短時間の子供の預かり

子育ての相談

保育園・幼稚園の送迎

通院の付き添い

病気の時の看病

自家用車での病院や商店などへの送迎

できること／して欲しいこと（50歳代以下）

手助けできる して欲しいこと
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 60歳代・70歳代の回答者は、「手助けできる」の回答が「手助けして欲しい」をす

べての項目で大きく上回る。世代の特徴として、介護ボランティアや町内会役員等現在

の共助の担い手となる世代であり、特に70歳代は佐々町の現在の地域福祉を支えてき

た世代でもある。 

 

  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

安否確認の声がけ

話し相手

悩みごと、心配ごとの相談

ちょっとした家事（電球交換など）

ゴミ出し

玄関前の掃除

短時間の子供の預かり

子育ての相談

保育園・幼稚園の送迎

通院の付き添い

病気の時の看病

自家用車での病院や商店などへの送迎

できること／して欲しいこと（60歳代）

手助けできる して欲しいこと
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

安否確認の声がけ

話し相手

悩みごと、心配ごとの相談

ちょっとした家事（電球交換など）

ゴミ出し

玄関前の掃除

短時間の子供の預かり

子育ての相談

保育園・幼稚園の送迎

通院の付き添い

病気の時の看病

自家用車での病院や商店などへの送迎

できること／して欲しいこと（70歳代）

手助けできる して欲しいこと
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 80歳代以上も、これまで佐々町の地域福祉を支えてきた世代であるが、60歳代・70

歳代に比べ、「手助けできる」回答率が減少。「手助けして欲しい」回答率は微増。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

安否確認の声がけ

話し相手

悩みごと、心配ごとの相談

ちょっとした家事（電球交換など）

ゴミ出し

玄関前の掃除

短時間の子供の預かり

子育ての相談

保育園・幼稚園の送迎

通院の付き添い

病気の時の看病

自家用車での病院や商店などへの送迎

できること／して欲しいこと（80歳代以上）

手助けできる して欲しいこと
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0% 25% 50% 75% 100%

育児や介護を必要とする家族がいて余裕がないから

仕事や家事などが忙しく時間が取れないから

自分の健康に自信がないから

人と接するのが好きではないから

活動に費用がかかりそうだから

一度始めると拘束されて、やめられなくなりそうだから

活動したいとは思っているが、きっかけがないから

身近に活動できる場所やグループがない（知らない）から

ボランティア活動にあまり興味や関心がないから

ボランティア参加しない理由

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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0% 25% 50% 75% 100%

困っている人や団体に頼まれたから

人に誘われたから

人の役に立ちたいから

自分たちのために必要な活動だから

楽しそうだから・おもしろそうだから

時間に余裕があるから

趣味や特技を活かしたいから

学校の授業などで機会があったから

付き合い上、やむを得ず

とくに理由なし

ボランティア活動参加のきっかけ

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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0% 25% 50% 75% 100%

ボランティア養成講座などによる人材の育成

生涯学習プログラムなどによる広報・啓発

活動の拠点整備

相談体制の構築・充実

初めての人が参加しやすいきっかけづくり

活動団体ないし活動に対する表彰

活動団体ないし個人に対する資金援助

活動に対する報酬（ボランティアポイントなどを含む）

何も必要ない

ボランティア活動等への参加促進のために必要と考えられる施策

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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 とくに、50歳代以下のボランティアへの参加率の低い世代において、生涯学習やス

ポーツに関するボランティア活動への参加希望が多い。  

0% 5% 10% 15% 20% 25%

高齢者に関する活動

障がいのある人に関する活動

子育てに関する活動

健康づくりに関する活動

地域の清掃や環境美化活動

自然環境を守る活動

消防・防災・災害に関する活動

交通安全・防犯に関する活動

生涯学習やスポーツに関する活動

ボランティア活動（50歳代以下）

希望率 参加率
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 60歳代以上は50歳代以下に比べると、参加率も高くなり、地域の清掃や環境美化活

動、健康づくりに関する活動、高齢者に関する活動など参加希望が高い活動ほど参加率

も高い傾向がある。 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

高齢者に関する活動

障がいのある人に関する活動

子育てに関する活動

健康づくりに関する活動

地域の清掃や環境美化活動

自然環境を守る活動

消防・防災・災害に関する活動

交通安全・防犯に関する活動

生涯学習やスポーツに関する活動

ボランティア活動（60歳代）

希望率 参加率

0% 5% 10% 15% 20% 25%

高齢者に関する活動

障がいのある人に関する活動

子育てに関する活動

健康づくりに関する活動

地域の清掃や環境美化活動

自然環境を守る活動

消防・防災・災害に関する活動

交通安全・防犯に関する活動

生涯学習やスポーツに関する活動

ボランティア活動（70歳代）

希望率 参加率
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

高齢者に関する活動

障がいのある人に関する活動

子育てに関する活動

健康づくりに関する活動

地域の清掃や環境美化活動

自然環境を守る活動

消防・防災・災害に関する活動

交通安全・防犯に関する活動

生涯学習やスポーツに関する活動

ボランティア活動（80歳代以上）

希望率 参加率
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 子育て世代を含む50歳代以下では、今後必要だと思う地域福祉の取り組みとして、

子育て支援体制の充実を求める回答が多い。 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40%

地域での支え合いの仕組みづくり・きっかけづくり

交流できる場所を増やす

相談窓口の一本化（例えば、何でも相談できる場所の創設）

情報提供の充実

教育を通じた意識醸成・福祉に関する学びの場の創設

社会福祉協議会の活動の充実

民生委員・児童委員の活動の充実

子どもの居場所づくりなど育児・子育て支援体制の充実

障がい者の自立支援の充実

誰もが外出しやすい環境整備

災害時の協力体制の充実

防犯・交通安全対策の充実

取り組む必要は無い

必要だと思う地域福祉の取り組み（年齢別）

80歳代以上 70歳代 60歳代 50歳代以下
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２.関係者ヒアリング 

 地域福祉の推進に取り組んでおられる町内の団体・個人（本計画策定委員会委員を含

む）の皆さん注に、現状の課題と将来の懸念についてヒアリング調査を行いました。 

 注：各町内会長及び民生児童委員、ボランティア活動をされている方、社会福祉協議会、商工会理事 

 

その結果を、以下のように、時間軸（横軸）と課題への認識・意識（縦軸）で整理し

ました。 次頁以降、下図のⅠ～Ⅳについて、整理の結果を記しています。 

 

 

  

時の経過

やる気・希望

課題・不安

ⅡⅠ

ⅣⅢ
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Ⅰ 今ある課題（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 老々介護や独居老人世帯が急増している。配偶者と死別した独居老人は年金だけで

自宅を維持することができず処分を余儀なくされるが、処分後でないと町営住宅に

入居できない。 

 高齢化が進む一方、高齢者の子世代は町外転出ないし町内に居ても子育て等で余裕

がなく、民生委員や町内会役員の引き継ぎ手がいない。 

 地域活動の世話役だけでなく、そもそも高齢者ばかりで、スポーツ行事等への参加

が少なく、行事の目的の地域のコミュニケーション促進が図れない。 

 アパートを中心に新築住宅への転入者が増えているが、単身者や共働き世帯が中心

で日中不在で災害時などイザというときに頼れない。佐々で生まれ育った人同士は

顔と名前（人）が一致するが、町内会や子どもがいても子ども会へ加入する世帯が

少なく、地域の守りが小さくなっていっている。 

 強制参加とは言わないまでも、転入時に町内会への入会を町が勧奨しても良いので

はないか。 

 住宅宅地の新規取得が増える一方で、空き家が増えている。 

 老人会への参加も少ない。百歳体操をはじめ行事に来る人であれば、その人達の健

康状態の現状と見通しがある程度可能である。 

 町内に雇用機会が必要。しかしアリアケジャパンのような優良な就職先は少なく、

学歴が上がる程、町から転出した若者は戻って来れない状況。 

 既に高齢者が歩いて行ける範囲に店舗がなく、買い物に自力では行けない状態とな

っている。 

 病院通いにタクシーを利用すると、配給された券はすぐになくなる。 

 身障者や精神障がい者、引きこもり（8050問題等）も含め、地域での対応が難しい

が支援の必要な人たちは少なからず町内にいる。こうした他家からは伺い知れない

方をどう支援するのか。 

 高齢者が話し相手が欲しいと思っていることは解るが、現状の体制では十分に見回

りはできない。民生委員には苦労を掛けている。 

 ボランティアはやっても、民生委員や町内会役員にはなりたくないという人が多

い。 

 高齢者内でも先輩世代は煙たいもの。地域活動の担い手継承問題の底流には、その

他リーダー争い等もあるかもしれない。 
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Ⅱ 将来の不安（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 佐々町は今は人口が増加しているが、将来減少することは確実だと思っている。い

つまで増えるのだろうと疑問。 

 院長の高齢化や、将来人口減少の見通しと設備投資負担への不安等による継承者の

不在等により、町内だけでなく県北全体で、病院が閉院あるいはこれを検討してい

る。これにより、日常の通院はもちろん不便になるだけでなく、いざという時の不

安から転出もやむなしとの思い。 

 高齢者ばかりとなり、イザというとき輸血の心配もしないといけない状態になる。 

 引き継ぎ手がおらず固定化している民生委員や町内会役員も高齢化しており（若く

ても60歳代）、このままの状況を継続維持するのは既に限界。 

 現制度下では個人情報を照会できるのは民生委員のみ。これが町内会単位で地図上

に示されて初めて意味のあるデータとなる。負担感の大きい民生委員の人数につい

ては削減の方向。県の民生委員1人当たりの担当世帯に関する指針水準では過大な

負担を強いることとなり、承継する担い手が居ないのも当然だし、現委員も続ける

ことができない。 

 今開催している催事や集会、集会所活動等は、早晩続けていけないだろう。 

 防災計画のための現在世帯調査結果では、本当に実際の災害時に役に立つと思えな

い。どの避難困難者を誰が助けるのかシッカリ決めておき、助ける者と助けられる

者が日頃から関係を築いておく必要がある。自主防災組織だけ作ってもダメで、行

動計画に踏み込む必要があり、さらに研修会や訓練を怠らないことが大事。町内会

単位での地図と個人情報の整理が、実効ある地域での安心・安全には必要。 

 将来に漠然とした不安はあるが、どうしようもないのではと半ば諦めつつある。 

 身障者や精神障がい者、引きこもりを現在支援している親が高齢化し支援が難しく

なった際、地域で助け合えるようにするには今何が必要か。 

 町内会も将来的は合併しないと継続的に活動できない。 
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Ⅲ 今あるヤル気（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 地域で支援が必要な人や、そうなる前の健康状態維持の促進等の呼びかけ・働きか

けをするにあたって、地域包括支援センターから情報をもらえるのは有難い。 

 なにか自分でできる子育て支援（子どもたちの縄跳びの回数を数える等だけでも）

で、現役世代の助けになりたいし、彼等の地域活動への参画を促したい。といって、

若い人が町内で働く機会を奪うようなことはしたくない。あくまでも安心して暮ら

せる地域を守っていきたいだけ。 

 同じような活動や趣旨のボランティア団体については、連携や合併を促進し体制を

強化するとともに、幅広い参画を促す活動を積極的に行い町民を巻き込んで欲しい

（そして、それを行政が主導して欲しい）。 

 子どもたちの見守り活動を自分でやると、地域状況の把握に役立つことが分かる。 

 百歳体操の参加者は増えている。 

 班長役員会時には、各戸訪問見回りし様子を見るよう依頼している。 

 世代間交流の取り組みがまだ続いている（地区もある）。 

 移動手段がなくなり買い物不便になったお得意様向けに、商店が独自に宅配サービ

スを行っている。 

 地域福祉計画で提案される具体事業には非常に関心がある。最後にパブリックコメ

ントとして意見を求められても遅いので、中間段階等で情報開示を行うとともに、

我々の意見を真正面から聞いて欲しい。 

 地域のコミュニケーションには、スポーツイベントが最も効果的だが、年々参加者

が減っている。既存の組織（例えば老人会）を利用して、行政主導で人集めしてイ

ベントを盛り上げてはどうか。 

 「計画」も良いが何よりも「実施・実現」が大事、だからといって実施しているこ

とや実現できそうなことだけを提案するのでなく、本当に必要なことなら皆で協力

してできるかどうかを諮る場を設けて欲しい。 
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Ⅳ 将来の希望（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

○ 行政には、マニュアルや規則ばかりを優先せず、生活や苦労している現場が日々急

速に変化（悪化）していることを理解し、変化に対応した柔軟な対応と変えるべき

は変える制度の見直しを期待している。 

○ 現場は想定外のことばかりであり、一人で抱え込んで悩まないことにしている（周

りに相談できる人達が（まだ）居る）。 

○ 百歳体操など健康づくり活動をはじめ、地域の行事に参加するのは女性が中心で、

男性の参加が少ない。行事等に参加せず、自宅内にこもる高齢者ほど、健康状態が

悪くなると急に家族が相談してくる。前もって状況が判れば、将来の状況改善につ

なげるための選択肢は広がる。 

○ 職域では様々な専門分野で活躍してきた高齢男性を、退職後地域づくりに貢献でき

るよう、専門分野の知識やノウハウを活かしてボランティアができるメニューを用

意し仲間に入れ、さらに地域活動を担う後継者に育成する。 

○ 子どもは自分たちがしてもらったことを覚えていて、同じことを次の子世代にする

必要性を認識する。子どもに対する見守り等の地域からの働きかけは、現在の子ど

もたちの親世代を巻き込むだけでなく、その子どもたちが成長した際に地域活動の

担い手となってくれる可能性に繋がる。 

○ 個人情報に関して新たな条例を制定し、その活用使途の拡大等を行って、町内会役

員等が民生委員の負荷を減じることができるようにしてはどうか。 

○ 地域ケア会議において、学童保育なども対象とし情報共有・連携の対象を広げては。 

○ 高齢者だけでなく、現代人はすべて「健康」に関心がある。健康について考えるカ

リキュラムであれば、子どもから大人まで学べるのではないか。 

○ 「佐々をあきらめない！」元気を掘り起こしていきたい。 
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３. 委員会での議論と三つのテーマへの集約 

 アンケートとヒアリング結果をもとに、本計画策定委員会（第2回）にグループディ

スカッションを行うワークショップを行い、さらに地域生活課題に対する意見集約と解

決の方向性について意見交換を行い、以下の3つのテーマに集約しました。 

 

 

  

移動支援と

安全安心

持続可能な
社会参加と
促進

活動拠点と
相談窓口
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第３章 基本方針 

 

 
 

 制度の隙間で十分に対応ができない地域課題を、地域で発見・共有し解決の方向を

試行錯誤していく、そのための施策や事業を推進します。 

 全世代の地域共生社会への参画機会を促進し、「生涯活躍のまち」を目指します。福

祉サービスの人材育成や働き方改革により、適切なサービス需給の維持を図ります。 

 コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスとして対応する起業や業態拡大を促進

します。 

 生涯学習の機会や楽しく参加できる交流の場や機会の創出を行い、次世代及びその

次の世代以降の地域福祉に関する活動への参加促進を図ります。 

 分野別に施設や窓口等を可能な限り分離せず、総合的な情報ネットワークのハブ機

能の拡充と適正な運用を行います。 
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１. 高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 

地域福祉計画は、既存の法制度に基づく各種計画との調和・連携を求められる上位計

画ですが、各計画で位置づけられる施策や事業を網羅的に含めるだけでは、地域福祉計

画策定の趣旨にはそぐわないものとなってしまいます。 

佐々町の地域福祉計画は、既存の法制度に基づく施策・事業だけでは対応が十分では

ない、言い換えれば制度の隙間で十分に対応ができない地域課題を、地域で発見・共有

し、解決の方向を試行錯誤していくための施策や事業を記す計画とします。制度の隙間

に落ちた課題こそ、自助・共助・公助のスクラムをがっしりと組む契機となる「種」と考

えます。 

 

 

 

２. 福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項 

心身ともに元気になり、支援（お世話）される側から支援（お世話）する側になること

の自己承認欲求が、佐々町の共生社会を支える原動力となってきたことは、厚生労働大

臣表彰を受け全国的に評価されましたが、重要なことは自助・共助の取り組みが目に見

える効果を生み、これが地域の自信となっていることです。 
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今後さらに全世代の地域共生社会への参画機会を促進し、「生涯活躍のまち」を目指し

ます。サービスニーズの顕在化情報（予想）を事前（早期）収集し、サービス人材の育成

や働き方改革による適切なサービス需給の維持を図ります。 

 

 

３.社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

地域共生社会（生涯活躍のまち）を次世代・次々世代に持続可能なものとするために、

社会福祉を目的とする事業に対するニーズ（市場）が拡大するとともに多様化している

ことに鑑み、このニーズにコミュニティビジネス・ソーシャルビジネス注として対応する

起業や業態拡大を促進します。 

注：コミュニティビジネス…地域住民が主体となって、地域が抱える課題をビジネ            

スの手法により解決する事業の総称。 

例）子ども食堂の運営、訪問型病児保育、外国人留学生相談など 

ソーシャルビジネス………環境・地域活性化・少子高齢化・生涯教育など社会的課題           

への取り組みを、持続可能な事業として展開する事業活動のこと。 

  例）耕作放棄地を活用した障がい者就労（農福連携）、途上国生産

者の適正利益を保証した輸入･加工･販売など 

 

 

４. 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 これまで地域福祉の向上に貢献してきた中心的な世代以降に、社会福祉の多様性や地

域への理解と活動を促進するべく、次世代の担い手である40～60歳代、その次の世代で

ある子育て世代及び子どもたちに、生涯学習の機会や楽しく参加できる交流の場や機会

の創出を行い参加の促進を図ります。 

 

 

５. 包括的な支援体制の整備に関する事項 

多様な活躍の場は、多様な交流を促進することによって生み出されます。介護、障害

者支援、子育てなど分野別に施設や窓口等を可能な限り分離せず、健康相談センターや

地域包括支援センター、社会福祉協議会、各種ボランティア団体など各分野における福

祉活動や地域の情報が集約される機関や団体が集まり、既に福祉の拠点となっている総

合福祉センターについて、総合的な情報ネットワークの核（ハブ）機能の拡充と適正な

運用を行います。 
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第４章 重点施策 

 
 本章では、佐々町の地域生活課題を解決し、持続可能な地域共生社会を実現するた

めに必要な、今後重点的に取り組むべき施策・事業を記載しています。 

 佐々町においても、財政及び人材面での制約が厳しくなることが見込まれるため、

これら施策・事業の推進・継続の担い手として、行政や社会福祉法人に限らず、幅広

い団体・企業や住民の皆様にも、自発的・積極的な参画を期待します。 
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１. 移動支援と安全安心 

(1)  持続可能な公共交通サービスの事業化 

 

【外出機会の増加によりフレイルを予防】 

 フレイルとは、一般的には加齢により身心が弱った状態を指しますが、原因は加齢で

はなく、外出機会が減り人との会話や交流が少なくなることが一因と考えられていま

す。積極的に外出し、世代や地域を超え様々な人達と交流することが、フレイルの予防

に繋がります。 

 佐々町には、総合福祉センターにおける「生きがい教室」や「はつらつ塾」、地区集

会所における地域デイサービス等、介護予防に繋がる多様な交流の場があります。65

歳以上人口が4割になる超高齢化社会を見据えるなか、移動困難な方向けに何らかの送

迎支援がない場合は、これまで参加していた方が参加できなくなり、参加者が減少する

ケースも指摘されています。 

 

【高まる将来の移動に係る不安への対応】 

本計画策定のために実施したアンケートにおいて、高齢者の方を中心に、自家用車の

運転ができなくなることや、買い物や病院等日常外出時の移動手段に対して不安を感じ

るとの回答が多数を占めました。 

加齢による自分の運転に対する不安から、免許返納の必要性を感じながらも、自家用

車の便利さと、これによってボランティア活動等の外出が可能となっていること等、こ

れまで地域福祉を支えてこられた方々だからこそ、将来への不安が大きいことも分かり

ました。 

 

【持続可能な公共交通サービスの必要性】 

現在、75歳以上の方の外出支援として、町によるタクシー利用券の助成が行われて

います。助成制度は評価されていますが、今後対象者が増加することで、将来的に町の

財政を逼迫しかねないことを心配する方々は、持続可能な公共交通サービスの必要性を

指摘しています。 

決まった経路を運行する路線バスと違い、タクシーのように必要な時に必要な区間利

用できる「オンデマンド」交通には、利用者が増えればコストが嵩み、利用が一時期に

集中すると車両や乗員が不足し必要な時に利用できなくなるというデメリットがありま

す。 

決まった時間に必ず運行し予約不要で乗車できる「路線定期運行」という運行形態

は、一般乗合旅客自動車運送事業の中でもコスト面で優れており、事業として持続可能

性が高いと考えられますが、コスト重視で利便性を犠牲にすれば利用者は確保できず、

結局事業として成立が難しくなってしまいます。 
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予約乗車ができる「路線不定期運行」や、路線や停留所を決めない「区域運行」含

め、サービスレベルと利用者数（需要）の関係を試験的に実証実験等で確認し、本格導

入後も絶えず運行形態や運賃変動による利用者数の増減（需要の感度）を分析し、持続

可能なサービスに向け経営努力を続ける必要があります。 

 

【定期路線維持のための事業の枠組み】 

アンケートでは、家族やご近所の有志の方に、自家用車に同乗させてもらい目的地に

送迎してもらうことについて、可能ではあるが好ましくないとの意見が多く、事故など

不測の事態の際に「親切が仇」となってしまうことを危惧する傾向が明らかとなりまし

た。事業化する際には、安全に責任を持てる態勢の構築など配慮が必要です。 

仮に、稼働率に余裕のある町内の既存車両の活用等によって、車両等初期投資の負担

が軽減できたとしても、町内の地区別人口分布を前提とする需要密度では、抵抗なく利

用できる運賃水準で路線を維持（持続可能と）することは難しく、乗車時支払運賃だけ

でなく利用頻度に関わらず月極の定額支払も可能とする二部料金制の導入や、行政・商

業者等企業による協賛金等の運営費補助が必要です。 

少子高齢化が進展し働き手が減少するなか、近年の訪日外国人観光客の急増を背景に、

大型車のドライバー不足が深刻となっています。この課題は旅客輸送だけでなく、イン

ターネットショッピングの普及により小口宅配取り扱い数が急増した貨物輸送において

は、さらに顕著です。貨客混載の路線バスは、宮崎交通とヤマト運輸が連携し既に宮崎

県内で導入され、荷役する場所での駐車スペースを十分に取ることや、保冷ボックスの

設置等課題も明らかになってきています。長崎県内においては、松浦鉄道と佐川急便に

よる貨客混載事業も始まっています。 

町内には、お得意様向けに商品の配達サービスを行っている店舗や、町外とくに通勤

先の佐世保市などの近隣市に流出している購買力の町内への回帰を期する事業者もあり、

買い物支援に繋がる新たな公共交通サービスを、官民連携の移動支援事業として推進す

る基盤があります。 

フレイルや認知症予防には、陳列された商品の中から欲しい品物を選び、自分で支払

い、釣り銭を確認する「買い物」という行動が、その時の脳の働きに効果があると言われ

ていますが、何よりショッピングという楽しみ自体が外出の大きな動機です。 

商業者・社会福祉法人・行政の連携による移動支援・買い物支援事業を、試験的な実証

実験を経て2年も経たず本格的な実施に至った山口県防府市の取り組みは、佐々町同様、

平成 30年 11月に介護予防の分野で優良賞を受賞しました。佐々町においても、出来な

い理由をあれこれ考え悩む前に、まず試験的に実証実験をやってみて、持続可能な仕組

みに皆で改善していくこととし、具体化に向けた検討を進めます。 
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【検証すべき事項】 

 実証実験では、具体的な路線を運行し、利用者に支払許容運賃と、路線不定期運行

であれば利用時の予約方法や運行ダイヤ等サービス内容への意見を聞き取ることが必

要です。 

 佐々町では、総合福祉センターや各地区の集会所において既に元気カフェぷらっと

やいきいき百歳体操など交流の機会が企画・運営されていることから、総合福祉セン

ターを中心に、町内を南北二つに分け巡回する「幹線」と、移動に係る支援が必要な

方の居宅から地区の集会所までを結ぶ「支線」を検証します。 

加えて、通院のための移動支援についても検証することが必要です。人口減少や高

齢化・後継者問題を背景に、佐々町においても開業医院の閉院を危惧する声があり、

町内にはない診療科については佐世保市内への通院が必要となっています。佐世保市

内の病院やスポーツジム等健康づくりのために通う施設などへの、比較的長い距離の

往復ルートについても、運行頻度や町内での発着拠点等を実証実験で検証します。 

 自動運転等技術革新の目覚ましい進展を背景に、近年我が国でもMaas(Mobility 

as a service)注という新しい移動の仕組みを推進しようという動きが活発です。自動

運転車導入の課題のひとつとして、安全を担保するために道路制限速度より低速で運

行させた場合、主要な幹線道路であれば、車線幅を占有し渋滞等一般車に迷惑がかか

ってしまう可能性があることが挙げられますが、中山間地域などの比較的交通量や信

号も少ない道路環境の方が早期実用化の可能性が高いとも言え、例えば地域デイサー

ビスやいきいき百歳体操などの利用者の自宅から集会所までの移動支援への活用が考

えられます。 

注：Maas…運営主体を問わず、情報通信技術を活用することにより自家用車以外のバスや電車等

全ての交通手段による移動を１つのサービスとして捉え、継ぎ目がないシームレスに

つなぐ新たな移動の概念。国土交通省では、実証実験等の推進を支援する「新モビリ

ティサービス推進事業」を全国各地で19事業を選定しており、地方郊外・過疎地型と

よばれる需要密度の小さい地方からも積極的な提案がなされています。 
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参考 山口県防府市の介護予防と移動支援を組み合わせた取り組み（１／２） 

 

 
出所：「移動支援をはじめたら、地域が介護予防に熱心になった話」防府市高齢福祉課 中村一朗氏資料 
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参考 山口県防府市の介護予防と移動支援を組み合わせた取り組み（２／２） 

 

 
出所：「移動支援をはじめたら、地域が介護予防に熱心になった話」防府市高齢福祉課 中村一朗氏資料 
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(2)  地域の安全安心を学び備える場づくり 

 

【危険箇所等の情報収集及び対応窓口の一本化】 

「交通弱者」という言葉は、自動車中心の社会において移動を制約される人という意

味で使われる一方、交通事故の被害に遭いやすい子どもや高齢者を指す意味でも使われ

ています。 

佐々町においても、とくに車歩道未分離で交通量の多い道路では、児童・生徒の通学

やシニアカーや電動車椅子などでの移動時に、車と接触する危険性の高い箇所があり、

ドライバーの注意を喚起するキッズゾーン舗装やボランティアによる付き添い（キッズ

ガード）を検討する必要があります。 

道路に限らず失火や鳥獣のふん・死骸による不衛生が危惧される空き家・空き地等、

広義の危険情報は、実際に危険を感じた当事者や、同箇所の日常的な状況を把握してい

る町内会役員や民生委員、PTAや見守りボランティアが最も早く収集し、かつ正確に関係

機関に伝えることができる存在です。 

これらの情報を、佐々町役場の関係部署だけでなく交通管理者（警察）や道路管理者

（国道事務所、県）とも共有し適切かつ早急な対処を取り、その結果を地区の方々に伝

えることができるよう、窓口の一本化を図ります。 

情報の性格や求める対応の内容を鑑み、情報を集約し町に伝える役割は、現に地域住

民のあらゆる困りごとなどを町の必要な機関につなぐ役割を担っている民生委員児童委

員協議会が適任であると考えます。 

町では、福祉・企画・土木各部門が協議し連携して対応する体制を整えます。 

 

【地域生活課題の抽出・把握のための地区活動の活性化】 

地域の福祉サービスの適切な利用促進に関する「避難行動要支援者の把握及び日常的

な見守り・支援の推進方策」に関連する事項である、地域防災計画や避難行動要支援者

の避難支援計画との調和・連携は喫緊の課題です。 

各地区における被災時の想定や行動計画の実効性を重視し、地域共生社会の学びに資

する避難行動計画のシミュレーションや訓練を実施します。 

佐々川流域の地理的特性と増大する災害リスクへの知識と理解度を高め、集中豪雨等

による警報発令の際の防災措置について、避難箇所や経路等を机上シミュレーションす

るとともに、実態に即した運用を住民（支援者と要支援者双方）目線で検討します。  

このような話し合いの形態を「ワークショップ」と呼びますが、ワークショップによ

る会議の活性化を支えるには、ファシリテーターの役割が重要です。「ファシリテーター」

とは、グループや組織でものごとを進めていくときにその進行を円滑にし、目的を達成

できるよう中立的な立場から働きかける役割を担う人のことです。 
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各地区で具体的な地域生活課題を出し合い、皆で地図を広げて確認・検討するような、

ワークショップ型の会議等へファシリテーターの派遣を行うとともに、ファシリテーシ

ョンの技術を学ぶ研修の企画・実施を促進・支援します。 

介護ボランティア講座や認知症サポーター養成講座同様、スタッフとして現場を知る

ボランティアの方にとくに、コーディネーターとしてのファシリテーション技術を学び、

今後も佐々町の地域福祉をリードして頂きたいと思います。 
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２. 活動拠点と相談窓口 

(1) 地域共生社会を支える情報ネットワークの強化 

 

【計画の策定はスタートライン】 

本計画の策定作業においては、全世帯を対象とするアンケートや地域福祉に関わる取

り組みを行う団体や個人の方々へヒアリング調査を実施しました。この作業は計画がい

ったん策定されたら終わりというのではなく、同様の取り組みを各地区でこれからも続

け、地域の生活課題等を皆で共有していくことが重要です。 

出来ることから始め、上手くいかなければ考え直す・やり直すという PDCA（Plan Do 

Check Action）サイクルを励行することで、持続可能な地域福祉の実現を目指します。 

 

【情報を相互発信できる場づくり】 

地域生活課題の把握と共有は、町民皆で行っていくべき地域福祉推進のための基礎情

報の収集から始めます。地域活動や通勤・通学時の見守り活動、街歩き等や生涯学習の

機会にも得られる、ちょっとした気づき（不安や心配事）を、自由に意見交換できる情報

ネットワーク機能を拡充します。 

また、地域でのイベントや施設の稼働状況に関する情報を事前に入手できなかったこ

とで、参加や利用できないという課題も指摘されており、情報の一元的な集約と発信（広

報力）の強化だけでは解決策として十分ではありません。 

特にボランティアや同好サークル主催のイベントの直前の変更や、キャンセルによっ

て施設に空き時間帯ができたというような情報を、スピーディーかつ正確に伝えるには、

主催者と参加者相互が情報の発信と閲覧ができる、インターネット上の掲示板やソーシ

ャルネットワークサービス（SNS）の利用が有効です。 

しかし、スマートフォンやパソコン等を使用しない方も含め、地区ごとに地域生活課

題の気づきを皆が伝え合う、地域にあった新たな取り組みを検討することも必要です。 

例えば、地区の集会所の誰もが目に付く壁に地区とその周辺の地図を貼り、ふせん紙

とペンを置き、気づいた地域生活課題を書いて貼っていき、それを見た他の人がそのコ

メントに対する意見を更に貼る、あるいは違う気づきを張るというようなアナログな取

り組みです。ある程度ふせん紙が溜まったところで、ファシリテーターの派遣を依頼し、

地区の生活課題を考える集会を開き、意見を集約し政策担当者にフィードバックするこ

とで課題解決に繋がります。 

 

【交流の拠点を情報ネットワークの核（ハブ）に】 

個人情報保護法施行以降、その収集や使用目的が限定され、取り扱いについても厳格

化されることとなりました。地域福祉に関する個人情報も、自発的な相談時に使用目的

を限定して収集され、他目的での使用を可能とするデータベース化は厳禁です。避難行
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動要支援者対策における名簿作成も、自発的な情報の開示を前提とするものでなければ

なりません。また、生活困窮者自立支援対策としての相談についても、一人ひとりの状

況に合わせた対応への信頼の上に、自発的な相談を促すことが課題です。 

大事なことは、実際に顔と顔を突き合わせ、会って話すことでしか得られない安心で

す。会って話すことで、経験豊かな専門職は、身心の健康状態をはじめとする貴重な情

報を得ることができます。佐々町では、これまで様々な介護予防やボランティアの取り

組みを行ってきたことで、総合福祉センターに多様な交流（溜まり）機能が備わってい

ます。 

情報ネットワークの包括的な核（ハブ）機能は、総合福祉センターにあり、地区間の情

報の共有や連携を媒介する機能を担っています。例えば、子育てや障がいに関する事な

どの相談窓口となっている健康相談センターや高齢者に関する相談窓口である地域包括

支援センターも、総合福祉センター内にあります。 

引き続き、地域包括支援センター・健康相談センター・社会福祉協議会など地域福祉

推進に係る団体が活動する総合福祉センターを情報ネットワークの核（ハブ）として位

置づけ、さらに多様な利活用を推進しながら交流を促進し、その機能を強化することと

します。 

福祉に関する地域課題が複合化するなか、住民の視点からは、制度や事業単位で担当

窓口を行ったり来たりしなければならないような事のないよう、ひとつの相談窓口で相

談でき、そこから専門職に迅速かつ的確な支援を仰ぎ、課題解決できるような仕組みを

作ります。 

 

 

(2)  多様な交流の場及び機会の創出 

 

【総合福祉センターの機能拡充と運営体制の検討】 

児童発達支援センターや保健所は佐々町にはありません。相談できる専門的な人や職

員を養成していくとともに、専門の医師などに繋いでいきます。 

情報ネットワークの核（ハブ）として機能している総合福祉センターは、街なかとい

う恵まれた立地と、周辺の集積（図書館、町立診療所による認知症外来等）を活かし、幅

広い利用・参画を促進する目的から、より多様な利活用が行われるよう、施設の運営体

制について、公営からより自由な裁量で運営可能な指定管理者制度の導入や施設更新も

含めたPFI事業注等、官民連携事業の検討を行います。 

注：PFI事業…公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

して行う手法。 
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【地区集会所の交流拠点化を図る】 

町全体の情報ネットワークの中心は総合福祉センターに置くとして、各地区での活動

の拠点は集会所の活用を想定します。 

現状では、集会所等の利活用度は、地区によって差がありますが、集会所は地域防災

の拠点としてだけでなく、むしろ非常時の安全な集合・利用を確認する目的から、今後

さらに各地区の多世代交流の拠点として積極的に活用される必要があります。 

そのためには、現状にあったルールや使用方法を検討するとともに、交流機会促進の

観点から施設の有効活用を図るため、地区間での交流活動に係る企画や催行情報の共有

を図ります。 

施設の活用度（稼働率）の向上を図ることで、前述した移動支援事業の利用者を増加

させ、事業としての持続性にも寄与することとなります。高齢者に限らず多様な世代の

外出・交流を促進することが、移動支援サービスや拠点施設の利用増大と同時に、地域

の情報ネットワーク（自発的な個人情報の開示を含む相談や交流）を拡充し、持続可能

な「共に支え合う地域社会づくり」の基盤の形成に繋がります。 

神戸市では、民間企業と連携し、お茶を飲みながら談笑する溜まり（交流）機能と介護

予防を結び付けた「介護カフェ」が市内76か所で展開されています。 

また、慶應義塾大学と港区芝地区総合支所が協働で運営する、「芝の家」は、子どもか

ら高齢者、区内在住・在勤・在学者、誰でもが自由に出入りできるコミュニティ喫茶とし

てだけでなく、家の冷蔵庫の残り物を持ち寄りカレーを作って振る舞う「サルベージカ

レー」等、頻繁にイベントが開催され多様な人々の交流の場となっています。 

佐々町においても、非常食の試食会等を交流機会として企画し多世代交流に成果を上

げている地区があります。多世代の参加が見込まれる交流として、食に関する企画は有

効です。 

地産地消で地域の風土や文化を伝える機会にもなり、食品ロスに対する意識啓発を含

めた礼儀作法や地域文化を伝える機会にもなります。子ども食堂を含め、佐々の実情と

持続可能性を鑑み、既存施設や屋外イベント等による、食をキーワードにした多世代の

交流を促進します。 
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参考：神戸市における介護予防カフェの取り組み 

 

 
出所：神戸市ホームページ 
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参考：東京都港区における「芝の家」の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区芝地区総合支所の進める「地域をつなぐ！交流の場づくりプロジェクト」

（2008年度〜2014年度の事業名は「芝の地域力再発見事業」）を、運営主体である

「三田の家有限責任事業組合」が受託し実施。同組合は慶應義塾大学の教員有志（当

時）が設立した組織。 

 

 出所：港区・三田の家LLP・芝の家ホームページ 
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３. 持続可能な社会参加と促進 

 (1)  次世代の担い手育成 

 

【地域福祉を支えるボランティアの後継者難】 

 核家族化と共働き世帯の増加等を背景に、全国的に町内会や自治会の加入率は減少し

ています。これまでは、祭り等地域の行事や防災訓練、地域の清掃やゴミ当番などのほ

か、会費を使って街灯の整備や、集会所や町内会の放送設備などの地域の設備を整えた

り様々なところで、町内会が活躍してきました。 

 しかし問題なのは、加入率が減少し財政的な余裕がなくなり活動の幅が制限されてき

たことよりも、役員としてこれらの活動をリードしてきた方が高齢となっても、次に引

き継ぐ世代の候補者が見当たらないことの方が、持続可能な地域福祉の推進という観点

から大きな不安材料となっています。 

 民生委員・児童委員についても同様であり、民生委員・児童委員は地域の身近な相談

役として、これまで地域に住む高齢者世帯の把握や、高齢者や要介護者と地域包括支援

センター等専門機関の橋渡しを行ってきましたが、引きこもりや児童虐待など、把握す

べき課題が多様化しており、見回りの現場の負担は増加しています。非常勤の地方公務

員である民生委員・児童委員には、原則75歳と定められた定年制があり、後継者問題

はさらに喫緊の課題となっています。 

 

【40～60歳代の参画を促進する仕組み・体制づくり】 

 働き盛りで「責任世代」とも呼ばれる40～60歳代ですが、地域での社会参加という

点では、PTAの役目等を終えサラリーマンなら定年退職で時間に余裕ができるまで、各

種活動から疎遠になりがちな世代です。 

 このような一度地域の活動から疎遠になってしまった人だけでなく、新しく佐々町に

移住して来られた方にとって、現在地域活動をリードする70～80歳代との交流機会は

少ないのが現実で、地域福祉推進の情熱や留意事項を上手く伝える機会は限られていま

す。 

本計画策定のために実施したアンケートによって、ボランティアに初めて参加する人

への機会づくりを求める声が多いことが解りました。40～60歳代に次世代のまちづく

りの担い手となってもらうために、現役世代の活動への参加を促進するための支援を行

います。 

 

【地域福祉に係る事業化を支援する機能の拡充】 

ボランティアに参加することの抵抗感を少なくするためには、楽しい交流機会となる

ようなコーディネートや助言・サポートを行うことが必要です。 
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持続可能な地域共生社会を支える次世代の参画を促進するために、コミュニティビジ

ネスや官民連携事業を新たに起業する市民社会組織向けのコンサルティング機能となる

CSOサポートセンターを、総合福祉センターに開設します。 

 CSOとはCivil Society Organizations（市民社会組織）の略で、NPO法人、市民活

動・ボランティア団体に限らず、町内会、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体も

含めてCSOと呼称しています。 

 佐賀県では、CSOの情報発信や相互連携促進を目的に、県がインターネット上のポー

タルサイトを開設・運営するとともに、特定非営利活動法人（NPO法人）佐賀県CSO推

進機構がCSO支援を事業として実施しています。 

現実の地域生活課題解決は、事業化のチャンスとアイディアの宝庫です。全国各地に

同様の悩みを抱える地域があり、高齢化先進国のわが国で事業化するモデルは、同様の

課題にいずれ対処しなければならなくなる中国やインド等アジア諸国においても切望さ

れるものであり、先導的な取り組みとしてモデル事業に位置づけられ、国等の支援を受

ける機会も多く、成功事例として事業を拡大する夢もある事業領域です。 

事業化を成功させるには、構想や計画ばかりで、実際の行動・事業が始まらないこと

がないよう、スピード感を持ってまず試験的に開始し、利用者（住民）の意見を聞き、

利用者と一緒に持続可能な事業モデルに作り上げていく方法が有効です。 

そのため、試行段階での実証実験のための支援など、地域福祉に係る事業化支援へ向

けて、地域包括支援センターや健康相談センター、社会福祉協議会等が密接な連携を図

り、総合福祉センターの機能拡充を図ります。 

  



57 

 

  

参考：佐賀県CSOポータルサイトと県による支援事業 

 

 

 出所：佐賀県ホームページ 
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(2)  子育て世代・子ども世代の社会参加の促進 

 

【子育て世代を中心とした社会参加の契機の提供】 

本計画策定のためのアンケート調査において、とくに子育て世代から、ボランティア

の必要性は十分理解するものの時間的余裕がなく現状では参画が難しいことや、子育て

に関する悩みや課題を抱え、地域の協力・支援を期待する意見が多くみられました。 

子育て世代がリーダーとして社会参加するのは、次々世代です。ボランティア等への

参加は無理のない頻度や内容に留め、むしろサービスのユーザーとして、どのような支

援を求めているのかを、同様の課題で悩む同世代で共有し、現役リーダーである先輩世

代が支援できる内容・範囲に反映させていくことが、社会参加を始めるきっかけとなり

ます。 

そのために、気軽に悩みや情報を共有できる場・機会を創出し、行政や施設に具体的

な相談や申請に行く前に、例えば、引きこもり者のいる家族などが家族だけで悩みを抱

え込んでしまわないよう、同じ悩みを共有し、話を聞いてもらう・おしゃべりできる場

や機会を作ります。 

また、地域課題の解決のため、個々人で無理なくできることを考えるきっかけづくり

として、被災経験をされた方や引きこもり経験を克服された方などの貴重な経験を持つ

方や、研修等によって専門知識を得た方の知識を共有できる機会や場を設けます。 

 

【地域（＝世界）と繋がる子どもたち（＝次世代の担い手）の育成】 

将来にわたり持続可能な地域福祉を担う担い手の育成推進を目的に、子どもたちの発

達段階に応じた、外の世界との繋がり（空間）認識の喚起醸成を図る学習の機会を作り

ます。 

大人だけでなく子どもたちにとっても、自分たちが暮らす地域の安全や衛生に関心を

持ち、「自分ごと」として捉えることで、地域の人たちと関わりあう力、地域の人たちと

繋がりあう力が養われ、佐々町の地域福祉を担う人材に育ちます。 

地図上で自宅や自分たちの生活・活動空間を認識できるようになる8～9歳（小学校3

～4年生）以上を対象に、地域生活課題への関心と解決への情熱を育む学びの機会の創出

を支援します。総合的な学習の時間においても使用可能な資料の製作や、子ども会等各

種団体主催のイベントへのファシリテーターの派遣を行います。 
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第５章 計画の推進 

 

 今後、佐々町においても財政及び人材面での制約が厳しくなることが見込まれるた

め、施策・事業の推進・継続の担い手として、行政や社会福祉法人に限らず、幅広い

団体・企業や住民の皆様にも、自発的・積極的な参画を期待します。 

 地域社会全体が衰退（フレイル）する前に、行政、社会福祉法人等民間企業や団体、

ボランティアやソーシャルビジネスやコミュニティビジネスを志す人々を中心に進

めていくことで、将来の地域福祉への漠然とした不安から、明るい希望を持てるよ

う発想の転換を図ることが重要です。 

 施策・事業の進捗をチェックし、定期的に評価していきます。 
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下表は、これら3つの施策・事業と社会福祉法において地域福祉計画が示すべき事項

との関係を整理したものです。今後重点的に取り組むべき施策・事業について、分野別

（移動支援と安全安心、活動拠点や相談窓口、持続可能な社会参加と促進）に記載して

きましたが、これらはそれぞれが密接に関連するものです。 

 

重点施策・事業における官民の取り組み 

 

 
移動支援と安全安心 活動拠点と相談窓口 

持続可能な社会参

加と促進 

高齢者福祉、障が

い者福祉、児童福

祉その他の福祉に

関し、共通して取り

組むべき事項 

 

制度や分野ごとの縦

割り対応ではなく、早

期適切に専門職・機

関との連携を推進す

るための総合的な窓

口（まるごと相談窓口）

を設置する。 

 

福祉サービスの適

切な利用の促進に

関する事項 

身心ともにフレイル状態に陥るリスクを回避する、これまでの住民主体

の活動を継続する。そのために必要な、高齢化するボランティアの活

動支援（移動支援等）、次世代の担い手参画の促進を行う。 

社会福祉を目的と

する事業の健全な

発達に関する事項 

CSOサポートセンターを総合福祉センターに開設し、福祉専門職等の

協力・支援を受け、住民や企業の参画・協力による地域福祉に係る事

業化（日常的な買い物移動支援事業等）を促進する。 

指定管理者制度の導入や施設更新も含めた PFI事業等、官民連携事

業を検討する。 

地域福祉に関する

活動への住民の参

加の促進に関する

事項 

活動を促進し持続可能とするために、総合福祉

センターや集会所を拠点とした町内の移動支援

サービスを事業化する。 

総合福祉センターや

集会所における、多

様な住民交流を促

進する。 

包括的な支援体制

の整備に関する事

項 

 

総合福祉センターを、

地域福祉まるごと相談

窓口として位置づけ

る。 
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計画の目的は、地域福祉の推進であり、計画の策定そのものが目的ではありません。

むしろ策定後、実際の取り組みを持続可能なものとする好循環を実現するために、各施

策・事業の進捗をチェックし、目指すべき地域共生社会の実現度（総合的な効果）を定

期的に評価し計画自体を見直すPDCA（Plan,Do,Check,Action）サイクルの励行こそが

重要です。 

地域の現場を見て考え、実際に行動に移し効果が得られても、それが個人ひいては地

域全体の幸福（福祉）に繋がっている実感が得られなければ、取り組みを継続する意欲

が削がれる可能性があります。 

これを避けるために、本計画策定委員会委員を中心に、本計画で示された施策・事業

の進捗と効果を検証する場を設けます。 

事務局は町（住民福祉課）に設置しますが、町自体が施策・事業の自己評価結果を、

第三者を中心とした検証の場に諮る位置づけとし、住民の幅広い参画で策定した本計画

の意義を大切にしていきます。 

次ページの図は、総合福祉センターと各地区集会所における情報ネットワークと交流

の拠点機能を高め、これらを繋ぐ移動支援サービスと多様な交流企画の促進がこれを支

え、一方では定期路線の需要を創出し持続可能な事業とする相互関係を図に示したもの

です。このような好循環を地域社会全体が衰退（フレイル）する前に、行政、社会福祉

法人等民間企業や団体、ボランティアやソーシャルビジネスやコミュニティビジネスを

志す人々を中心に進めていくことで、将来の地域福祉への漠然とした不安から、明るい

希望を持てるよう発想の転換を図ることが重要です。 

 

 

 

 



 

 

総合福祉センター等の交流拠点機能を繋ぐ移動支援サービス 

 

  

総合福祉センター

集会所 集会所

集会所

図書館

診療所



 

 

重点施策・事業推進のスケジュール 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

委員会 計画の策定     評価・更新 

移動支援と安全安心       

 移動支援サービス（総合福祉センターを拠点とする）  試行 事業化    

 移動支援サービス（各集会所を拠点とする）       

 移動支援サービス（通院・買物支援等）       

 乗合タクシーやMaas実証実験等を活用した移動支援サービスの補完       

 道路等危険個所の調査・対応       

 災害時避難行動要支援者支援計画における支援体制検討       

活動拠点と相談窓口       

 障がい者とその家族を支援する機能の拡充  機能拡充     

 地域福祉促進を志す個人・団体を支援する機能の拡充  機能拡充     

 総合福祉センターにおける窓口機能の統合   機能の検証     

 総合福祉センター維持管理等事業のあり方検討       

持続可能な社会参加と促進       

 次世代（50～60歳代）の地域の担い手の参画促進       

 次々世代（子育て世代）の地域の担い手の参画促進       

 将来の地域の担い手（子世代）の地域愛の醸成       

検証 

一部集会所における試行 

検証 

計画・申請 

事業化に移行できる地区から先行 

実証 

庁内関係各課との定期協議の実施及び同協議内容の上記検証委員会への報告 

庁内関係各課との定期協議の実施及び同協議内容の上記検証委員会への報告 

事業化（法人設立等） 

事業形態（指定管理等）の検討 事業化（公募等） 

総合包括的（まるごと）相談窓口の設置 

CSO等による地域福祉への参画促進 

子育ての不安・悩み等地域生活課題の共有促進 

多世代との交流促進（地区活動への参画推進等） 

事業化 

民間事業者との連携協議～事業化 
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１．地域福祉計画策定のためのアンケート調査 調査票 

 

２．地域福祉計画策定のためのアンケート調査 集計結果表 

 

３．委員会答申・名簿 
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１．地域福祉計画策定のためのアンケート調査 調査票 

 

地域福祉計画策定のためのアンケート調査 

 本アンケートには、機微情報（センシティブ情報）及び改正個人情報保護法に基づく要配慮個人情報についてお
うかがいする質問はありませんが、本アンケートの結果を、今後町が策定する他の計画（例えば地域防災計画など）
策定時にも参考資料として活用したいと考えております。 
佐々町では、平成17年に個人情報保護条例を制定し、皆さんの個人情報の収集・管理のルールを徹底して参りま

した。お答え頂いた結果の取り扱いについては、町で厳重に管理いたしますが、このように収集の目的が地域福祉
計画策定に限定されないことについて、ご同意頂いた方にご回答頂きたいと思います。 
できるだけ多くの質問にお答え頂きたいですが、回答したくない質問にはお答え頂かなくても結構です。ご自身

あるいは御家族のお答え頂ける範囲で結構ですので、何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

問1～7-2は、あなた自身のことについてうかがいます 

問1 あなたの年齢について、あてはまるものに〇をつけてください。 

 

     1. １０歳代  2. ２０歳代  3. ３０歳代  4. ４０歳代  5. ５０歳代 

6. ６０歳代  7. ７０歳代  8. ８０歳代  9. ９０歳以上 

 

問2 あなたの性別について、あてはまる方に〇をつけてください。 

 

問3 あなたの職業について、あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

 

1. 農業（専業） 2. 農業（兼業）  3. 漁業  4. 林業  5. 公務員 

6. 会社員  7. 自営業  8. パート・アルバイト  9. 主婦・主夫 

10. 大学生  11. 無職  12. その他（                  ） 

 

問4-1 あなたのお住まいはどちらですか？ あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1.古川 2.中央通 3.志方 4.野寄 5.栗林 6.里 7.新町 8.里山 9.木場 10.牟田原 

11.口石 12.四ツ井樋 13.水道 14.浜迎 15.土手迎 16.真申 17.芳ノ浦 18.東町 

19.西町 20.市瀬  21.鴨川 22.松瀬 23.北 24.神田 25.角山 26.江里 27.大茂 

28.千本 29.若佐 30.沖田  31.さざん花 32.佐々南 

 

問4-2 あなたのお住まいは次のどれですか？ あてはまる方に〇をつけてください。 

 

1. 一戸建て   2. 集合住宅（団地、アパート・マンションなど） 

 

問5 あなたが、現在同居している家族構成について、あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 単身世帯（１人）    2.  夫婦だけ（１世代世帯）  3. 親と子（２世代世帯） 

4. 祖父母と親と子（３世代世帯）  5. その他（                 ） 

 

1. 男性  2. 女性 
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問6 月一回以上の頻度で会う、同居していないご家族がいますか？  

あてはまる方に〇をつけてください。 

また、そのご家族はどこにお住まいですか？ 当てはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 町内  2. 県内（町外） 3. 福岡県・佐賀県  4. 国内（1.～3.以外）  

 

問7-1 あなたは、運転免許（普通自動車）はお持ちですか？あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 持っている  2. 持っていたが返納した（失効などを含む）  3. 持っていない 

 

問7-2 あなたは、ご自身がいつでも必要な時に自由に利用できる自家用車をお持ちですか？ あて

はまる方に〇をつけてください。 

1. 持っている   2. 持っていない 

 

 

問8-1～9-4は、あなた自身の普段の移動についてうかがいます 

問8-1 あなたの通勤・通学先について、あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 町内  2. 佐世保市  3. 県内（1.2.以外）  4. 県外   5. 通勤・通学していない 

 

問8-2 あなたの通勤・通学時間はどのぐらいですか？ あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 30分未満  2. 30分以上1時間未満  3. 1時間以上1時間半未満  4. 1時間半以上  

   

問8-3 あなたの通勤・通学の交通手段について、あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

 

1. 徒歩  2. 自転車  3. バス  4. 電車  5. 自家用車（送迎含む）  6. その他  

 

問9-1 あなたが、通勤・通学以外で定期的に通う場所がありますか？ あてはまるものすべてに〇

をつけてください。 

 

  1. 病院  2. デイサービス  3. 総合福祉センター  4. 図書館  5. 公民館・集会所 

  6. 商業施設（スーパー・コンビニ含む） 7. 飲食店  8. 学習塾  9. 映画館 

10. 博物館・水族館・動物園    11. スポーツ施設（道場含む）  12. 公園  13. 墓地   

14. その他（                                    ） 

 

問9-2 問9-1で〇をつけた場所のなかで、あなたが最もよく通う場所はどこですか？ 

あてはまる数字を問9-1の表からひとつ記入してください。 

1. いる  2. いない 
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問9-3 問9-2で記入された「最もよく通う場所」に、あなたはどのぐらいの頻度で通っていますか？

あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 毎日  2. 週2回以上  3. 週1回程度  4. 月1回以上  5. 月1回未満 

 

問9-4 問9-2で記入した、あなたが「最もよく通う場所」への交通手段について、あてはまるもの

すべてに〇をつけてください。 

 

1. 徒歩   2. 自転車   3. バス   4. タクシー   5. 電車   6. 施設の送迎車 

7. 自家用車を自分で運転する  8. 家族の自家用車で送迎してもらう 

9. 家族以外の近所の方などの車で送迎してもらう  10. その他（         ）  

 

 

問10-1～11-5は、交通手段にかんする現状や要望などについてうかがいます 

問 10-1 あなたや同居する家族が、通勤通学や定期的に通う場所へ行くとき、不便を感じることが

ありますか？ あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

 

1. 自家用車での移動の不便（必要な時に使える自家用車がないなど） 

2. 徒歩や自転車での移動の不便（歩道の未整備や段差など） 

3. バスや電車での移動の不便（本数や時間、乗継ぎ、バス停や駅までの移動など） 

4. 家族や近所の方の自家用車に同乗する際の不便（必要な時に頼みにくい） 

5. とくに現状では不便を感じていない 

6. その他（                                  ） 

 

問10-2 あなたや同居する家族のなかで、通勤通学や定期的に通う場所へ行くとき、今後将来

にわたって不安を感じる人はいますか？あてはまる方に〇をつけてください。 

 

1. いる   2. いない 

 

問10-3 問10-2で「1. いる」と回答した方のみにうかがいます。あなたや同居する家族が、通勤通

学や定期的に通う場所へ行くとき、今後将来にわたって不安を感じる移動手段について、あて

はまるものすべてに〇を付けてください。 

 

1. 自家用車の運転    2. 徒歩や自転車での移動  3. バスや電車での移動 

4. タクシーでの移動  5. 家族や近所の方の自家用車への同乗 

6. その他（                                      ） 
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問 11-1 あなたや同居する家族が、通勤通学や定期的に通う場所へ行くとき、家族や親戚・近所の

方などの自家用車に同乗させてもらうことが可能ですか？あてはまるものに〇をつけてく

ださい。 

 

1. 可能    2. 難しい     3.  どちらとも言えない   4.  わからない 

 

問 11-2 あなたや同居する家族が、通勤通学や定期的に通う場所へ行くとき、家族や親戚・近所の

方などの自家用車に同乗させてもらいたいと思いますか？あてはまるものに〇をつけてく

ださい。 

1. 思う  2. 思わない  3. わからない 

 

問11-3 問11-2で「1. 思う」に〇をつけた方にうかがいます。誰に同乗させてもらいたいと思いま

すか？あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

 

1. 家族や親戚  2. 家族以外の近所の方  3. その他（             ） 

 

問11-4 問11-2で「1. 思う」に〇をつけた方にうかがいます。どのぐらいの頻度で同乗させてもら

いたいと思いますか？あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 毎日  2. 週2回以上  3. 週1回程度  4. 月1回以上  5. 月1回未満 

 

問11-5 問11-2で「1. 思う」に〇をつけた方にうかがいます。同乗させてもらえる場合、どのよう

な要望がありますか？あてはまるものに〇をつけてください。 

 

1. 必要な時にいつでも同乗させてもらえる 

2. 前もってお願いすれば同乗させてもらえる 

3. 決まった曜日など定期的な日時に同乗させてもらえる 

4. その他（                                   ） 
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問12-1～15は、地域の支え合いやボランティア活動についてうかがいます 

問 12-1 あなたや同居する家族が、現在参加されているボランティア活動と、今後参加してみたい

活動について、あてはまる欄に〇をつけてください。 

 現在参加している 今後（も）参加したい 

高齢者に関する活動   

障がいのある人に関する活動   

子育てに関する活動   

健康づくりに関する活動   

地域の清掃や環境美化活動   

自然環境を守る活動   

消防・防災・災害に関する活動   

交通安全・防犯に関する活動   

生涯学習やスポーツに関する活動   

その他（               ）   

 

問12-2 問12-1でいずれかのボランティア活動に「現在参加している」とお答えの方にお尋ねしま

す。活動に参加したきっかけは何ですか？あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

 

1. 困っている人や団体に頼まれたから  2. 人に誘われたから   3. 人の役に立ちたいから 

 4. 自分たちのために必要な活動だから  5. 楽しそうだから・おもしろそうだから 

 6. 時間に余裕があるから       7. 趣味や特技を活かしたいから 

 8. 学校の授業などで機会があったから  9. 付き合い上、やむを得ず  10. とくに理由なし 

 11. その他（                                    ） 

 

問13 ボランティア活動に参加していない方にお尋ねします。参加しない原因は何ですか？あては

まるものすべてに〇をつけてください。 

 

 1. 育児や介護を必要とする家族がいて余裕がないから 

 2. 仕事や家事などが忙しく時間が取れないから 

3. 自分の健康に自信がないから 

 4. 人と接するのが好きではないから 

5. 活動に費用がかかりそうだから 

 6. 一度始めると拘束されて、やめられなくなりそうだから 

 7. 活動したいとは思っているが、きっかけがないから 

 8. 身近に活動できる場所やグループがない（知らない）から 

 9. ボランティア活動にあまり興味や関心がないから 

 10. その他（                        ） 
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 問14 隣近所の人に手助けしてもらうとしたらどんなことをしてほしいですか？ また、隣近所で

困っている人がいた場合に、あなたができることは何ですか？ 「手助けしてほしいこと」「手

助けできること」のそれぞれのあてはまる欄に〇をつけてください。 

 手助けしてほしいこと 手助けできること 

安否確認の声がけ   

話し相手   

悩みごと、心配ごとの相談   

ちょっとした家事（電球交換など）   

ゴミ出し   

玄関前の掃除   

短時間の子供の預かり   

子育ての相談   

保育園・幼稚園の送迎   

通院の付き添い   

病気の時の看病   

自家用車での病院や商店などへの送迎   

① その他、地域で困っている方に対してできることがあれば、記入ください。 

（                                         ） 

② その他、手助けしてもらいたいことがあれば、記入ください。 

（                                         ） 

 

問15 今後、あなたや同居する家族が、地域の支え合いやボランティア活動に佐々町の地域福祉の

取り組みに参加してみたいと思ったとき、町としては積極的にその後押しをしたいと思ってい

ます。下記のなかで皆さんの後押しになれるようなことがありますか？ あてはまるものすべ

てに〇をつけてください。 

 

1. ボランティア養成講座などによる人材の育成 

2. 生涯学習プログラムなどによる広報・啓発 

3. 活動の拠点整備 

4. 相談体制の構築・充実 

5. 初めての人が参加しやすいきっかけづくり 

6. 活動団体ないし活動に対する表彰 

7. 活動団体ないし個人に対する資金援助 

8. 活動に対する報酬（ボランティアポイントなどを含む） 

9. その他（                                ） 

10. 何も必要ない（理由                           ） 
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問16～19は、地域福祉の現状と課題についてうかがいます 

問16 佐々町とくにあなたの御自宅周辺で、あなたや同居する家族が、不安や不満を感じられるこ

とがありますか？ あてはまるものすべてに〇をつけてください（そのうちで最も心配なもの

を◎にしてください）。 

 

1. 住民同士の交流機会が少ない            2. 地区の役員のなり手不足 

3. 治安や防犯対策                  4. 災害時の協力体制への不安 

5. バスの路線の縮小や便数減少など            6. 道路や公共的施設のバリアフリー化 

7. 最寄り商店の品揃えや商店までの交通手段    8. 独居世帯やひとり親世帯の地域での孤立 

9. 障がい者の自立や交流                     10. 子どもを育てる地域の環境 

11. その他（                                   ） 

 

問17 「地域福祉」の取り組みとは、住み慣れた地域で今もこれからも、誰もが安心して暮らせる

地域社会を目指し、行政や関係機関と地域住民の協働のもと、支え合いながら地域の課題を解

決しようとする取り組みのことです。あなたや同居する家族が、佐々町の地域福祉で必要だと

思われる取り組みはどういった内容でしょうか？ あてはまるものすべてに〇をつけてくだ

さい。 

 

1. 地域での支え合いの仕組みづくり・きっかけづくり 

2. 交流できる場所を増やす 

3. 相談窓口の一本化（例えば、何でも相談できる場所の創設） 

4. 情報提供の充実 

5. 教育を通じた意識醸成・福祉に関する学びの場の創設 

6. 社会福祉協議会の活動の充実 

7. 民生委員・児童委員の活動の充実 

8. 子どもの居場所づくりなど育児・子育て支援体制の充実 

9. 障がい者の自立支援の充実 

10. 誰もが外出しやすい環境整備 

11. 災害時の協力体制の充実 

12. 防犯・交通安全対策の充実 

13. その他（                                ） 

14. 取り組む必要は無い（理由：                       ） 
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問18 あなたや同居する家族は、福祉や健康に関する情報を何から入手していますか？あてはまる

ものすべてに〇をつけてください。 

 

   1. 町報     2. 町が作成するチラシやパンフレット  3. 民生委員・児童委員 

   4. 近所の人   5. 病院や施設     6. 新聞     7. テレビやラジオ 

   8. 書籍や雑誌  9. 家族や友人・知人  10. インターネット 

 11. その他（                                                     ）  

12. とくに入手していない 

 

問19 あなたや同居する家族は、福祉や健康についてどんな情報を知りたいとお考えですか？あて

はまるものすべてに〇をつけてください。 

 

   1. 健康づくりについての情報 

   2. 子育てについての情報 

   3. 高齢者に対するサービスの情報（介護保険含む） 

   4. 障がい者に対するサービスの情報 

   5. 福祉や健康についてのサービス利用方法などの情報 

   6. サービス提供事業者の情報 

   7. ボランティア活動やNPOなどの活動の情報 

   8. その他（                                  ） 

9. とくに無い 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

 

最後に、本アンケートの記入に当たり、家族で改めてお話し合いができましたでしょうか？ 

本アンケートへのご感想などなんでも結構ですので、記入いただけますとありがたいです。 
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２．地域福祉計画策定のためのアンケート調査 集計結果表 

Q1 回答者年齢構成 

 

Q2 回答者性別 

 

Q3 回答者職業構成 

 

※その他回答：介護職（４）、寡婦（未亡人）（１）、看護師（４）、専門職（１）、団体職員（２）、中学生
（１）、町議、政党役員（１）、年金暮し（１１）、病気療養中（１）、保育士（１）、役員・理事（２） 

  

10歳代 1 0%

20歳代 14 1%

30歳代 95 8%

40歳代 148 12%

50歳代 135 11%

60歳代 318 26%

70歳代 330 27%

80歳代 167 14%

90歳以上 22 2%

不詳 4 0%

1,234 100%

男性 444 36%

女性 764 62%

不詳 26 2%

1,234 100%

農業（専業） 23 2%

農業（兼業） 41 3%

漁業 0 0%

林業 0 0%

公務員 49 4%

会社員 217 18%

自営業 81 7%

パート・アルバイト 182 15%

主婦・主夫 270 22%

大学生 1 0%

無職 374 30%

その他 43 3%

1,234 100%
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Q4-1 回答者居住区 

 
※回収率は、調査票で現住所を各居住区と回答した件数を、各居住区における配布数で除した値（回
答者回答をもとに算出しており、100%を超える居住区もある）。 

  

回収数 配布数 回収率

古川 21 64 33%

中央通 44 212 21%

志方 10 31 32%

野寄 39 154 25%

栗林 37 135 27%

里 124 430 29%

新町 57 250 23%

里山 61 214 29%

木場 32 102 31%

牟田原 1 10 10%

口石 102 290 35%

四ツ井樋 94 250 38%

水道 43 161 27%

浜迎 22 81 27%

土手迎 31 100 31%

真申 8 37 22%

芳ノ浦 43 131 33%

東町 33 125 26%

西町 27 110 25%

市瀬 80 310 26%

鴨川 11 21 52%

松瀬 32 82 39%

北 23 110 21%

神田 106 408 26%

角山 5 20 25%

江里 5 20 25%

大茂 6 18 33%

千本 31 140 22%

若佐 13 88 15%

沖田 6 4 150%

さざん花 27 78 35%

佐々南 37 225 16%

不詳 23

1,234 4,411 28%
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Q4-2 回答者建て方別住居 

 

Q5 回答者同居家族構成 

 

※その他回答：兄弟・姉妹（９）、４世代世帯（３）、祖父母と孫（５）、夫婦と兄弟・姉妹（２）、夫婦と兄弟・
姉妹と子（１）、姉妹と子（１）、伯母と同居（１）、グループホーム等（１） 

 

Q6 回答者が月一頻度で会う非同居家族の有無／同非同居家族の居住地 

 

  

一戸建て 1015 82%

集合住宅（団地、アパート・マンションなど） 213 17%

不詳 6 0%

1,234 100%

単身世帯（１人） 200 16%

夫婦だけ（１世代世帯） 412 33%

親と子（２世代世帯） 500 41%

祖父母と親と子（３世代世帯） 63 5%

その他 37 3%

不詳 22 2%

1,234 100%

いる 747 61%

いない 403 33%

不詳 84 7%

1,234 100%

町内 340 46%

県内（町外） 353 47%

福岡県・佐賀県 68 9%

国内（上記以外） 67 9%

747 100%
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Q7-1 回答者の運転免許（普通自動車）保有有無 

 

Q7-2 回答者がいつでも自由に使用できる自家用車保有有無 

 

Q8-1 回答者の通勤通学先 

 

Q8-2 回答者の通勤通学時間 

 

  

持っている 951 77%

持っていたが返納した（失効などを含む） 48 4%

持っていない 193 16%

不詳 42 3%

1,234 100%

持っている 928 75%

持っていない 248 20%

不詳 58 5%

1,234 100%

町内 282 23%

佐世保市 257 21%

県内（町・佐世保市以外） 57 5%

県外 10 1%

通勤・通学していない 361 29%

不詳 267 22%

1,234 100%

30分未満 411 68%

30分以上1時間未満 121 20%

1時間以上1時間半未満 29 5%

1時間半以上 15 2%

不詳 264 44%

606 100%
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Q8-3 回答者の通勤通学手段 

 

 

Q9-1 回答者が通勤通学先以外で定期的に通う場所 

 

※その他回答：B型支援事業所（１）、家の近くの畑（１）、犬の散歩・散歩（２）、ウォーキングコース
（１）、神社・寺院・宗教活動（４）、温泉（３）、介護施設（２）、実家（介護目的含む）（３）、パチンコ・競艇
（５月１０）、趣味の会・場所（陶芸・洋裁・編み物・カラオケ・絵画・ピアノ・習い事等）（１２）、田畑・野良
仕事（９）、銀行・金融機関（４）、高齢者施設・ショートステイ（親の入居施設への訪問・面会含む）（６）、
子育て支援施設・療育施設（２）、町役場（１）、公民館（１）、保育園・学童送迎（２）、買い物（１）、係船
場・波止場（２）、ボランティア（２）、小学校（２）、書店（１）、床屋（１）、ドライブ、温泉（１）、ハウステンボ
ス（１）、娘の所（町外）、友人宅（２）、イベント（１）、リハビリテーション（２）、歩けないのでヘルパーさん
に頼んでいる（１） 

  

徒歩 68 11%

自転車 16 3%

バス 46 8%

電車 19 3%

自家用車（送迎含む） 484 80%

その他 29 5%

606 100%

病院 716 58%

デイサービス 68 6%

総合福祉センター 92 7%

図書館 189 15%

公民館・集会所 218 18%

商業施設（スーパー・コンビニ含む） 842 68%

飲食店 195 16%

学習塾 16 1%

映画館 26 2%

博物館・水族館・動物園 25 2%

スポーツ施設（道場含む） 153 12%

公園 98 8%

墓地 128 10%

その他 99 8%

1,234 100%
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Q9-2 回答者が 通勤通学先以外で最もよく通う場所 

 

Q9-3 回答者が通勤通学先以外で最もよく通う場所への移動頻度 

 

  

病院 141 11%

デイサービス 13 1%

総合福祉センター 24 2%

図書館 17 1%

公民館・集会所 42 3%

商業施設（スーパー・コンビニ含む） 645 52%

飲食店 9 1%

学習塾 2 0%

映画館 1 0%

博物館・水族館・動物園 1 0%

スポーツ施設（道場含む） 51 4%

公園 14 1%

墓地 2 0%

その他 43 3%

1,234 100%

毎日 181 15%

週２回以上 585 47%

週１回程度 196 16%

月１回以上 86 7%

月１回未満 54 4%

不詳 132 11%

1,234 100%
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Q9-4 回答者が通勤通学先以外で最もよく通う場所への移動交通手段 

 

※その他回答：車いす（１）、社用車（１）、セニヤカー（２）、バイク（１） 

 

Q10-1  回答者及び同居家族の通勤通学等移動時に感じる現在の不便さ 

 

※その他回答： 
ＭＲの回数が受診時間とずれている 
大きな道以外の道路が狭い。街頭がない。 
街灯をもっと設置してほしいです。 
近所に商業施設が無い 
口石小学童の駐車場に行くのに、国道からの道幅が狭い。学童入口の個人の家の花壇があったり、
その家の車庫の前に車が止まったりしている。 
車まで行くのに（タクシー）階段を上ったり下りたりするのが困難 
交通が激しい,横断が危険右折左折しづらい。 
子供が小さいのでデンデンパークにはつれていっても遊ぶ場所が少ない。もしくは人が多くて危ない。
西町に公園をつくってください。 
佐々川遊歩道に駐車場がなく足場の悪い浄水場付近に車とめるしかないのでとても不便です。なぜイ
ベント等もあるのに駐車場が無いのかずっと疑問に思っていました。 
佐々中から清峰までの道路あかりがないのでなんとかしてほしい。 
佐々町の川村医院はタクシー券１枚と１００円程度（片道）（負担少ない）、大野の愛恵のときの負担が
大きい。 
自家用車が使えないとき、雪がふったときなど、バス電車の移動の不便を感じる 
自家用車で佐世保まで渋滞して長くかかることが多いこと。 
自宅までの間（駅やバス停から）が暗い（夜は照明がほしい） 
タクシー券を頂きますが使い勝手が悪いです。 

徒歩 206 17%

自転車 33 3%

バス 89 7%

タクシー 83 7%

電車 24 2%

施設の送迎車 20 2%

自家用車を自分で運転する 802 65%

家族の自家用車で送迎してもらう 95 8%

家族以外の近所の方などの車で送迎してもらう 8 1%

その他 9 1%

1,234 100%

自家用車での移動の不便（必要な時に使える自家用車がないなど） 42 3%

徒歩や自転車での移動の不便（歩道の未整備や段差など） 69 6%

バスや電車での移動の不便（本数や時間、乗継ぎ、バス停や駅までの移動など） 217 18%

家族や近所の方の自家用車に同乗する際の不便（必要な時に頼みにくい） 39 3%

とくに現状では不便を感じていない 746 60%

その他 39 3%

1,234 100%
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タクシー利用で金銭的に勿体無い 
たまにバスを利用していますが、なかなか乗車する所がわからず（ＭＲ前）迷います。できればどこから
でも誰でも分かる様大きな数字を表示してもらいたい。 
駐車場がうまってしまっていることが多い。 
町内で不便な処に行くのに小型バスでも運行していただけるとほんとうにたすかります。 
特に病院に行く時が不便。一ヶ所じゃないから。 
バス停や駅までが遠い 
バス利用、時に娘の車利用（ほとんどない） 
必要にせまり運転しているが、気持ちの面負担が大きく不安（買物、通院）状態が許されれば早く免許
証返納したいです。 
近くのスーパーが閉店してしまうと、買い物に行けなくなってしまう。 
バスの本数が少ない 
電車も半額券があれば便利だと思う。 

 

Q10-2 回答者及び同居家族のなかで通勤通学等移動時に将来不安を感じる人の有無 

 

Q10-3 回答者及び同居家族が通勤通学等移動時に将来不安を感じる交通手段 

 

※その他回答： 

１２月定例会で町内循環バスを利用出来る様検討してください 
８５才だが負担額（タクシー券を例えば５００円＋こえた分手出しのものと１５００円券、こえる分を自己
負担のように考えてほしい） 
高齢になって運転出来なくなった時 
今後、運転ができなくなった時に、タクシーの利用はもったいないと思う。 
通院場所が自宅より片道２時間かかる 
バス停までの徒歩、タクシー代がかかる 
公共交通機関におけるバリアフリー 
公共交通に乗るまでの駅やバス停まで徒歩でいつまで行けるか不安 

 

  

いる 496 40%

いない 595 48%

不詳 143 12%

1,234 100%

自家用車の運転 296 60%

徒歩や自転車での移動 105 21%

バスや電車での移動 217 44%

タクシーでの移動 102 21%

家族や近所の方の自家用車への同乗 43 9%

その他 15 3%

496 100%
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Q11-1 回答者及び同居家族が家族や親戚・近所の方等の自家用車に同乗させてもらえる

可能性 

 

Q11-2 回答者及び同居家族の家族や親戚・近所の方等の自家用車同乗要望の有無 

 

Q11-3 回答者及び同居家族の家族や親戚・近所の方等の自家用車の運転者に関する要望 

 

※その他回答：施設職員（１）、友人・知人（４）、同僚（１）、息子夫婦（１）、民生・児童委員（１） 

  

可能 391 32%

難しい 363 29%

どちらとも言えない 230 19%

わからない 139 11%

不詳 111 9%

1,234 100%

思う 312 25%

思わない 615 50%

わからない 213 17%

不詳 94 8%

1,234 100%

家族や親戚 285 91%

家族以外の近所の方 42 13%

その他 10 3%

312 100%
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Q11-4 回答者及び同居家族の家族や親戚・近所の方等の自家用車に同乗させてもらいた

い頻度 

 

Q11-5 回答者及び同居家族が家族や親戚・近所の方等の自家用車への同乗の際の要望 

 

※その他回答：同乗させてもらえないときにはタクシーを使う（１）、予定が合えば（２）、役場の方でタク
シー券を増やしてもらいたい（１）、前もってお願いすれば同乗させてもらえるのなら有償でも良い（１） 

 

Q12-1 回答者及び同居家族が現在参加しているボランティア活動／今後参加してみたい

活動 

 

※その他回答：教育支援、小学校・保育園などで読み聞かせ、児童・生徒みまもり、挨拶（３）、佐々町
地域婦人会・町内婦人部活動（２）、趣味・特技、歴史研究（３）、地域デイサービス・病院のボランティア
（２）、ふれあい会（１）昔のお隣だった方が、高齢の為、週２～３買物にいっしょに行きます（１） 

毎日 27 9%

週２回以上 79 25%

週１回程度 76 24%

月１回以上 57 18%

月１回未満 54 17%

不詳 73 23%

312 100%

必要な時にいつでも同乗させてもらえる 87 28%

前もってお願いすれば同乗させてもらえる 188 60%

決まった曜日など定期的な日時に同乗させてもらえる 28 9%

その他 8 3%

不詳 1 0%

312 100%

高齢者に関する活動 160 13%

障がいのある人に関する活動 27 2%

子育てに関する活動 52 4%

健康づくりに関する活動 140 11%

地域の清掃や環境美化活動 202 16%

自然環境を守る活動 46 4%

消防・防災・災害に関する活動 41 3%

交通安全・防犯に関する活動 53 4%

生涯学習やスポーツに関する活動 97 8%

その他 14 1%

1,234 100%
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※その他回答：生きがいを見つけられるもの（１）、児童・生徒みまもり、挨拶（１）、趣味・特技（１）、 
町内婦人部活動（１）、病気療養中でできない（１） 

 

Q12-2 回答者及び同居家族のボランティア活動参加のきっかけ 

 

※その他回答： 

一度入院後、退院したが、再度デイケア・ホームケアに行っている。 
会社で取り組んでいるから 
健康のため 
県民清掃 
高齢のため実情は低下しています 
子供さんが遠くにいらっしゃいますので、話したり 
子供たちの為 
自分の為 
体調を崩し、早期退職をし、病院通いより、自分の健康維持の為と思って 
地域活動 

高齢者に関する活動 146 12%

障がいのある人に関する活動 80 6%

子育てに関する活動 111 9%

健康づくりに関する活動 205 17%

地域の清掃や環境美化活動 179 15%

自然環境を守る活動 78 6%

消防・防災・災害に関する活動 56 5%

交通安全・防犯に関する活動 82 7%

生涯学習やスポーツに関する活動 168 14%

その他 9 1%

1,234 100%

困っている人や団体に頼まれたから 58 15%

人に誘われたから 120 30%

人の役に立ちたいから 105 27%

自分たちのために必要な活動だから 198 50%

楽しそうだから・おもしろそうだから 53 13%

時間に余裕があるから 68 17%

趣味や特技を活かしたいから 49 12%

学校の授業などで機会があったから 12 3%

付き合い上、やむを得ず 44 11%

とくに理由なし 21 5%

その他 23 6%

394 100%
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町内会行事 
町内活動の一環 
町内の決め事だから。 
町内の自然環境を護りたいから 
必要性を感じているから 
１人家にいるよりも、外の方が皆と話しが出来る。 
毎月の決り事だから（町内会の） 
地域の役員だから 
知人に勧められて 

 

Q13 回答者及び同居家族のボランティア活動不参加の原因 

 

※その他回答： 

”プラット”で月１回～２回。１回４時間程度働いているそれが私の小さなボランティアと思っている。（無
給ではないが少額） 
今の生活で満足しています 
今の所出きない。先ではしても良いかも？ 
援助される側だから 
老いて人に迷惑かけぬ様過す自分の事で精一杯です。 
介護 
外出するのを好まないから（夫） 
刑事裁判を受けた者として、参加はしない 
現在病気入院中の子供がいて大変な為 
高齢 
高齢化 
高齢だから 
高齢で足手まといになる、迷惑をかけない事が身上 
高齢で参加出来てもかえってじゃまになると思う 
高齢のため 
高齢の為 
子供と遊びたいから 
昨年まで参加していましたが、高齢のため退きました。 
時間がないため 
仕事している為、時間が無い為 
自分達の事は家族でする 
自分で動くのがやっとです 

育児や介護を必要とする家族がいて余裕がないから 140 18%

仕事や家事などが忙しく時間が取れないから 377 49%

自分の健康に自信がないから 224 29%

人と接するのが好きではないから 89 11%

活動に費用がかかりそうだから 27 3%

 一度始めると拘束されて、やめられなくなりそうだから 160 21%

活動したいとは思っているが、きっかけがないから 120 15%

身近に活動できる場所やグループがない（知らない）から 102 13%

ボランティア活動にあまり興味や関心がないから 86 11%

その他 53 7%

776 100%
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自分の事で精いっぱい 
宗教的な活動もあり、病院通いもあり日にちが重なる等 
性格上今のところボランティアはできそうにない 
体調悪く、通院中 
体力的に自信がないから、身障者だから 
単身赴任中 
町外から引っこしてきて近所の義父母以外の地域の人と関わりがほとんど無いから。（アパートなの
で） 
町内以外でボランティア活動をしていますので。 
デイサービスに通っているから 
特に原因？はない 
内科、外科、整骨院、歯科院、眼下、行きの体です。 
年齢的に 
引越ししてきて間もない為 
日々自分の生活でいっぱいいっぱいだから。高齢の親とかみうちのしんぱいごととか。 
病気の為体がうごかない。特に足。 
ボランティア活動につかれたので、もう、何もしたくない。 
孫守の為一週間程留守にする事が多く、今のところそちらが優先になるから。 
腰痛の為出来ない 
嫁が働いているので家事や孫の迎え等で忙しいから 

 

Q14 回答者及び同居家族が隣近所の人に手助けしてほしいこと／手助けできること 

 

※その他回答： 

まだ年が若いので今の所まだわかりません。 
８０才代になれば必要（手助け）となるかもしれない。今はなし。 
今のところ特にない。 
今は何もない 
近所の人が自分の事として回りの人の手助けが必要 
草刈りや、へびや虫などに困っています。 
草取り 

安否確認の声がけ 176 14%

話し相手 91 7%

悩みごと、心配ごとの相談 60 5%

ちょっとした家事（電球交換など） 52 4%

ゴミ出し 36 3%

玄関前の掃除 11 1%

短時間の子供の預かり 36 3%

子育ての相談 30 2%

保育園・幼稚園の送迎 18 1%

通院の付き添い 29 2%

病気の時の看病 35 3%

自家用車での病院や商店などへの送迎 35 3%

その他 19 2%

1,234 100%
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車でのお手伝いが欲しいですが、謝礼等をきっちりしたい。事故懸念。 
声かけ・安否確認（５） 
障害者でもすぐ入れる趣味の活動の整備（例えば、公民館には階段しかないので音楽の活動をしたい
と思っていても車イスでは行けない。 
隣近所の人であっても移動の為の依頼や付き添いは頼みにくい。 
病院、買い物の送迎 
老人家族への民生委員さんの定期的訪問などはどうですか。 
周りは高齢者ばかり、若い人は日中仕事なので、期待できない。 
町の行事の時に自家用車に同乗させてほしい 

 

※その他回答： 

家のまわりの草払い、剪定など 
言って来られた場合、出来ることは手助けしてあげれます。（１度金銭の貸し借りのお願いはお断りし
ました） 
笑顔 
買い物代行（４） 
草刈り、樹木の伐採（庭木の）、素人でもできる日用大工やペンキ塗りなど。 
車の無い高齢者の一人暮らしの方の灯油や、お米、食材などの買い物を、お手伝い、自分の買い物
ついでに買ってくるなど 
声かけ 
個人差がありその人に合わせた支援が必要 
自治会での班長を交替するなど役員を引き受けられる 
状況や人による 
食事を作って届けたり 
認知症の方の声かけ、お手伝い 
話し相手 
病院などへの送迎及び買物の送迎です。 
側溝の掃除（３） 
子どもの登下校時の見守り 
換気扇の清掃やアンテナ配線など 
不燃物をステーションまで運ぶ 

 

安否確認の声がけ 524 42%

話し相手 308 25%

悩みごと、心配ごとの相談 160 13%

ちょっとした家事（電球交換など） 221 18%

ゴミ出し 245 20%

玄関前の掃除 175 14%

短時間の子供の預かり 78 6%

子育ての相談 87 7%

保育園・幼稚園の送迎 43 3%

通院の付き添い 63 5%

病気の時の看病 27 2%

自家用車での病院や商店などへの送迎 138 11%

その他 15 1%

1,234 100%
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Q15 回答者及び同居家族のボランティア等地域福祉活動参加を後押しする町の施策 

 

※その他回答： 

７０才でもボランティアしてまーす。 
８０才代にポイントを使う。健康をポイントにして貯めておきたい。 
地域の動きがいまいちわからない。 
町内会の集会所が活動拠点になることが多い。他の人との情報共有、広報等でコピー機が必要。熱
心な町内会には町がレンタルして設置すべき。 
プログラムはなくてよいが毎月の広報、どんなグループや、活動があるか、連絡先など 
よくわからない（４） 
若者に参加して欲しいが生活面（経済面）に楽ではないと思うので⑦⑧は必要かと。いかに若者を使う
かだと実感しています。（５０代の人達に参加してもらえれば◎） 
高齢のため自立できることを目指しています。ゴミ出しのボランティアぐらいしかできません。 
※※何も必要ない理由： 
６．は不要、表彰されるためにボランティアはするものではない（２） 
赤ちゃんの世話で全く余裕が無い。町外から来た人が地域の方の顔も名前も知らないのに、支え合い
やボランティア活動に参加しようとは思えない。一軒家を建てて一生住む場所であれば、ご近所付き合
いもしなければならないと思うが、アパートの為ずっと住むとは限らない。 
足がフラフラでボランティアが出来ません。 
歩いて買い出し出来る店舗(空き店舗利用）づくり、又経営を高齢者有志でする、たまり場づくり、ホット
たまり場 
いざと言う時は子が来てくれる 
今の所仕事が忙しいから。 
今の所無し 
会話がにがて 
元気なうちは活動したい 
高齢のため参加できない 
持病の障害があるから 
自分のことで忙しく手が回らない 
出かけて行く体力がありません。来て下さればうれしいです。 
年令的にあまりできることがない 
報酬のないのがボランティアと思っている 
ボランティアする気がないから 
老人だから 
分からない 

ボランティア養成講座などによる人材の育成 202 16%

生涯学習プログラムなどによる広報・啓発 123 10%

活動の拠点整備 153 12%

相談体制の構築・充実 132 11%

初めての人が参加しやすいきっかけづくり 524 42%

活動団体ないし活動に対する表彰 18 1%

活動団体ないし個人に対する資金援助 91 7%

活動に対する報酬（ボランティアポイントなどを含む） 106 9%

その他 16 1%

何も必要ない 43 3%

1,234 100%
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私の場合朝の８時から夕方５時まではよほどの事がないかぎり家を離れる事ができません。近くの犬
を散歩しています。 
自分の好きなことを自由にやりたい。 
自分の生活でいっぱいで余裕がない。 

 

Q16 回答者及び同居家族が感じる不安や不満／うち最も心配なもの 

 

※その他回答： 

ＭＲの佐々駅以北への便数の増加を望む 
赤ちゃん向けのいつでも利用できる場所、曜日が決まっていない年中利用できる場が無い。 
空地等の草、木、竹、等の管理の悪さ 
空き家にして雑木などの気配りをしてくれない。 
医療機関の不足、特に専門科が少ない。 
医療機関の減少 
裏の山の木が高くなって冬は影になって寒い。住民の高齢化。 
エレナから佐々駅までの間に横断歩道がない事。わたれません。保育園もあるのに危険だと思いま
す。 
大きく伸びた木や枝の伐採を望む場所あり。風水害の時に不安あり。 
同じアパート内に精神的病いの人が多すぎる 
外灯の少なさ、防災無線の聞こえにくさ、道の整備 
街灯をもっと増やしてほしい。夜道が暗い（２） 
眼科、耳鼻科が近くにないので、連れて行くのが大変でした。（以前、母がいた時） 
近所にネコがふえてこまります。 
草かり等を安くても頼めると助かります。 
交通量が多く、朝スムーズに横道から道路に出られない事も多いです。 
子供達が遊びに来てくれるのでうれしいです 
ゴミが捨てられている。 
ゴミステーションが遠い 
ゴミすて場が遠い、街灯がなく暗いので子ども（お年寄り）が危ない。 
佐々インター四つ角の道路拡張 
自助活動が多い、地区の班長に広報誌配布させるのはどうか？ 
地元人、周囲のかんしょうがあること 
住民税などの申告のし方がわからない。 
小学校中学校など警備員の常時配備 

住民同士の交流機会が少ない 161 13%

地区の役員のなり手不足 239 19%

治安や防犯対策 260 21%

災害時の協力体制への不安 274 22%

バスの路線の縮小や便数減少など 210 17%

道路や公共的施設のバリアフリー化 108 9%

最寄り商店の品揃えや商店までの交通手段 162 13%

独居世帯やひとり親世帯の地域での孤立 149 12%

障がい者の自立や交流 46 4%

子どもを育てる地域の環境 89 7%

その他 60 5%

1,234 100%



  

 
90 

地域の環境整備 
地域福祉の方への報酬、人材育成 
町内放送が聞きとれない。 
通学路の環境整備（特に木の生い茂りによる、落ち葉落下の危険） 
道路が私道でデコボコがひどい。 
道路がせまい 
特に不安を思うことは何も無い 
ナフコからＭＲ神田線までの町道の交通安全・・・いつか事故が 
にじの里、困る。 
西町はきょうていのせいで車が多く子供は危ないので公園を作ってほしい。 
日常の食料品、その他重い物の配達 
日用品、生鮮食品取扱店が近くになくて困っている 
ねこが多くて、臭い、家の回りにフンをする！ 
ねこのフン害（畑や庭など数箇所に毎日）、近所のゴミの設置 
のら猫が多い 
野良猫へのえさやり 
バス停が遠すぎる 
古川地域は朝、夕車が多いのでこまって居ります。 
保育所 
防災無線の内容が聞きとれない（町内放送） 
防犯カメラを設置して欲しい（いろんな所に多数） 
ボケ老人をねらったドロボウ→人間関係をつくって独居老人をだます。 
歩道の整備、歩道がせまく、がけくずれなどが放置されている場所がある。街灯がなく、子ども達の通
学なども不安（冬場の夕方など）まっくらな中歩いている。 
町の北部にも銀行ＡＴＭを設置してほしい。 
松浦鉄道の持続 
周り空家３戸で私１人暮です 
迷惑住民の存在 
タクシー券が往復２回分しかなく足りない。 
農水路の水漏れ 
公共交通機関がない現状で、自家用車が運転できなくなることの不安 
町道の違法駐車が多い（車庫を借りて欲しい） 
緊急車両が通れない町道がある 

 

 

住民同士の交流機会が少ない 11 1%

地区の役員のなり手不足 32 3%

治安や防犯対策 49 4%

災害時の協力体制への不安 30 2%

バスの路線の縮小や便数減少など 25 2%

道路や公共的施設のバリアフリー化 8 1%

最寄り商店の品揃えや商店までの交通手段 17 1%

独居世帯やひとり親世帯の地域での孤立 14 1%

障がい者の自立や交流 3 0%

子どもを育てる地域の環境 10 1%

その他 5 0%

1,234 100%
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Q17 回答者及び同居家族が必要と思う地域福祉にかんする取り組み 

 

※その他回答： 

ある特定の人達だけで面白くない。 
大人子供が自由に運動遊ぶところ場所が欲しい 
改造バイク、改造車などの危険運転の取り締まり。 
街灯など増やして欲しい。暗い所が多いと思う。別問題かもしれませんが。 
街灯の間隔を５ｍ間でＬＥＤのせっちしてほしい。 
高齢者の福祉厚のため佐世保市民と同等に公共乗り物の無償化 
子育て支援員研修修了証書をもちながら活動の場がない。佐世保市では活動できて佐々町にはない
との事。 
小学生は雨が降るととどまれる場所がありません。 
誰でも平等に参加する体制作り、特定の人ばかりに負担をかけてしまっている現状に心苦しい。 
地域福祉を支えるリーダーの養成 
適材適所の人材配置 
独居老人や高齢者世帯を護るネットワークの確立 
何が必要かよく分からない、現状をあまり知らない 
福祉、介護の充実（自立できない人に自立の認定はどうかと思う）福祉施設を、もう少し増やし、利用し
やすくしてほしい。 
防犯カメラ設置 
ボランティアに頼り過ぎではないか。 
夜間に暴走族と思われる供（免許は取得していると思われる）が爆音を響かせて往来している。警察
等でもある程度把握していると思われるが、安眠妨害です。（ハウスペインター横アパート）取締りの強
化は可能でしょうか？ 
１／３０の不審者を早くつかまえてほしい。 
近くにピンポイントで交流できる場所が欲しい。 
赤ちゃん連れでいつでも利用できる所、ゆっくり食事等できる所 
色々な事に参加出来る時間がある方は楽しい人生を送る事ができるので交流できる場は増えた方が
良いと思います。 
口石団地だが防犯カメラ等はつけるべきと思う。「個人でつけて下さい」というのは無責任と思う。 

地域での支え合いの仕組みづくり・きっかけづくり 329 27%

交流できる場所を増やす 253 21%

相談窓口の一本化（例えば、何でも相談できる場所の創設） 343 28%

情報提供の充実 334 27%

教育を通じた意識醸成・福祉に関する学びの場の創設 115 9%

社会福祉協議会の活動の充実 109 9%

民生委員・児童委員の活動の充実 109 9%

子どもの居場所づくりなど育児・子育て支援体制の充実 259 21%

障がい者の自立支援の充実 131 11%

誰もが外出しやすい環境整備 310 25%

災害時の協力体制の充実 365 30%

防犯・交通安全対策の充実 361 29%

その他 21 2%

取り組む必要は無い 8 1%

1,234 100%
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現状は分からない 
自転車の道路運転に免許証制度を 
特に屋内の子供の遊び場 
道路の未舗装 
※※取り組む必要ない理由： 
現在ある仕組も充分に活用されていないので参加者の意識も大切。無関心な人も多々おると思いま
す。 
○をつけていない項目は現在すでに充実されていると思っている。 
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Q18 回答者及び同居家族の福祉や健康に関する情報収集手段 

 

※その他回答： 

ＣＭ（ケアマネージャー）、ＰＴ、ＳＷ、ＮＳ 
以前お世話になっていた時は、ケアマネージャーさん 
色々お世話されてる皆様ありがとうございます。大変ありがたく思ってます。 
グランドゴルフ練習の人たち 
健康づくり、団体の活動 
県の広報 
仕事場 
社協で直接 
職場 
タブレット 
病院のチラシ 
包括センターの職員の方 
役場で聞く 
役場窓口・・・ていねいに教えてもらって助かります。 

 

  

町報 923 75%

町が作成するチラシやパンフレット 473 38%

民生委員・児童委員 80 6%

近所の人 174 14%

病院や施設 198 16%

新聞 355 29%

テレビやラジオ 427 35%

書籍や雑誌 138 11%

家族や友人・知人 311 25%

インターネット 195 16%

その他 19 2%

とくに入手していない 47 4%

1,234 100%
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Q19 回答者及び同居家族が入手したい福祉や健康に関する情報 

 

健康づくりについての情報 444 36%

子育てについての情報 195 16%

高齢者に対するサービスの情報（介護保険含む） 587 48%

障がい者に対するサービスの情報 137 11%

福祉や健康についてのサービス利用方法などの情報 486 39%

サービス提供事業者の情報 209 17%

ボランティア活動やNPOなどの活動の情報 137 11%

その他 6 0%

とくに無い 96 8%

1,234 100%
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自由回答【自助に関する記載】 

（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 

先ず本人が元気で居ることが大事。良く食べ、良く寝る、運動(歩く)して、元気を維持する。 
 
一人住まいなので寝込まないようにし、健康第一と認知症予防に気を使って活動し、皆様から元気・笑
顔を頂いています。佐々町に住めて良かったと思っています。 
 
福祉や他人に頼るより、自立心を育てる教育、学習法の指導が欲しい。『自分の生活・健康は、まず自
分で守る努力をしていきたい。』 
 
自分としては人のためになる様な事をしたいと思いますが、自分に自信がないから人の迷惑にならない
様にしております。 
 
毎日幸せな気持ちで生活しています。本当にありがたいことだと思っています。今後共、佐々町民とし
て、健康で、明るい生活を営まれるよう願っています。 
 
今は何事も不自由は感じません。車も運転しますし、健康です。何でも出来ます。（今は） 
 
今まではなんとか暮らしていますが、いずれは私達も人の手助けが必要となります。宜しくお願い致しま
す。 
 
不安はあっても日々の忙しさに追われ、ゆとりがなく考えていないことに気づきましたが、毎日のことで手
一杯です。 
 
今現在は特に要望はありませんが、将来その時にならないと分からない事があると思うので、その時々
で解決して行けたらと思っています。 
 
お互い年を取り体力的出来ることが少なくなり先が心配です。又、アルツハイマー等、いろいろ？ 
 
現在はまだ運転もでき、不便は感じていませんが車の運転をできなくなった時の事を考えると心配で
す。（バス通りではないので） 
 
高齢になっても自力で出来るだけのことはしていきたいと思っているので（身体の不自由がなければ）８
０才位が目途かなと思ったりもしています。認知にならないように心がけています。自力更生（理想）で
す。 
 
当方７７才に至るも、大病もせず、まあまあ健康に過ごしております。移動についても、車の運転が可能
で特に不自由は感じておりません。更に高齢になれば、認知症を初め、病気等種々の問題が生じる可
能性もありますが、現状は満足です。 
 
今のところ自分で生活ができるので心配はありませんが、これから先もっと年を取ってくると、どうなるか
解らないので先の事はよくわかりません。 
 
今のところは家族全員が運転することが出来るのでいいが、近い将来、高齢になった時、日々の生活全
てが、家が高台にあるので不安で仕方ないと思います。考えるのも怖いくらいです。 
 
今は健康で不安なこともない毎日だけど、自分が高齢になった時、佐々町で充実した生活を送ることが
できるか考えてしまうことがある。交通や商店、施設が便利な都会へ移住した方がいいのか考えてしまう
ことがある。 
 
今は仕事していますが仕事がなくなってからが心配です。労災病院にかよっていますので、キイトルー
ダＲ治療に３週間電車でかよっています。 
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加齢と共に難聴になり少し不安が生じる。 
 
現在は７０才台初目なので運転できますが、免許証の交付がされない時が不安です。バス停や汽車も
あるので、その点は大丈夫かと思います。 
 
現在は元気で過ごしてますが、今後の事が今迄のようにできるか心配です。 
 
現在は自立していますが、何年か後には今の状態は無理だと考えています。自立できなくなれば施設
にお世話になりたいと考えています。先では色々とお世話おかけするようになると思っていますが、でき
るだけ若い人達の為にも自分で注意しながら生活に行きたいと思っております。 
 
後期高齢者で何の役にもたちません。同居の子は、仕事で時間がなく、私達夫婦は町にお世話になる
ばかりです。今の所、あまり不満もなく、生活しております。 
 
もうすぐ９０才です。ボランティアにお世話になっています。家族も二家族いるのですが、二人とも県外に
て仕事をしていますので定年までは頑張って一人で活そうと思っています。 
 
もう少ししたら福祉に私も関係するでしょうから勉強しなければならないでしょうか？ 
 
80代 70代後半の老人夫婦ですが、今のところは不自由はしておりませんがこれから車の運転が出来
なくなった場合を考えると、これから先を心配しています。 
 
資源ごみの袋の‘小’サイズを作ってほしいです。ビンは重たいので‘大’の袋にたくさん入れると持てな
い女性や高齢者もいると思います。少なく入れるにも袋が大きいともったいないです。‘小’サイズがある
と便利だと思います。 
 
町役場に出かけていって、手続きをすればなんでもないことなのに、その事自体の存在を知らずにいる
人がけっこう居ることを感じます。本人が町報等読んでいないことが悪いのかもしれませんが、どうにか
ならないものでしょうか。 
 
娘が県外（東京）で勤めていますので定年になり１人佐々町に帰り介護するのでそれ迄２人で頑張って
くれとの事です。病院の先生との連絡も取り合っていますので病院の先生に感謝しています。我等（両
親）は２人共８４才で娘は５７才です。 
 
町での検診項目が減ってきているのが残念です。佐々町の検診は、他の地区、佐世保市の方々にも自
慢できることで、充実していることがすばらしいと思っていました。動脈硬化の検査など、毎年しなけれ
ば、意味がないかなあとも考えます。実際、それで、病気がみつかり、大変感謝しておりました。検診の
項目、間隔を減らさないで下さい。※佐々は本当にすみやすい町だと思っています。 
 
健康で仕事が出来ていますので、今、困難な事に直面していない為、アンケート調査に記入出来ない
所がありました。おかげさまで町内は安心して、生活ができております。仕事を止め、時間ができました
ら、改めて考えさせて下さい。ありがとうございました。 
 
今現在は元気ですがこれから段々と年をとり、子供達は他の場所にいるので家を今後どうするか、認知
症になったらどうなるかとか考える毎日です。健康で長生きしたいと思いますがどうなるのでしょうか。 
 
自転車を利用する際、細い道でも車がすごいスピードを出していて怖いです。細い道が多い町だと思
いますが、交通ルールを守らない方が多すぎると思います。特にお年寄りの方・・・。道路を普通に横断
したり・・・。自分が運転していてとても怖い。自動車が増えている社会を認識してほしい。 
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自由回答【公助（情報）に関する記載】 

（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 

なかなか高齢者は情報不足なので、デイサービス、人との交流など、なんでもよいので（行事ごとなど）
手紙か、さざ広報と別に大きくとりあげて配布してほしい。高齢者を外に出る機会の場をつくってほし
い。 
 
若い人にも高齢者に対するサービスがどのように受けられるかなどの情報提供をして欲しい。 
 
役場などへの相談を匿名ででもできるようにしたほうがいいと思います。相談内容にもよりますが、名前
や住所を聞かれる、又は記入しなければいけないと相談しづらいという方は多いと思います。 
 
本町に転居した時は子供も小中学生で、子育てサービス等の行政も関わらなかったし、夫婦共あと数
年は働くつもりでいます。老後の本町の福祉サービス等全然知らないのが事実です。ご近所の方ともそ
んな話はしませんので、今後色々な情報を得て生活に役立てて、充実した老後をおくる事が理想で
す。 
 
佐々に引っ越してきて、知り合いを増やしたいと思っているが、交流の場があるのかがわからずにズル
ズル・・今は仕事をしていてそういう場に参加しにくい状況です。引越し→妊娠→出産子育て→仕事とラ
イフステージがかわったが、妊娠中に誰とも交流ができず、不安定な日を過ごしていました。子育て中
の人があつまる所、機会は多いが、妊娠中の人があつまる場がないので、増やしてほしいと思いまし
た。広報等に○○教室などお知らせがあるが、どの世代対象なのかわからず迷うことがある。参加して
いる人たちの大体の年齢等書いてもらえると参加しやすくなると思う。 
 
NBCのデータ放送の佐々町情報が入っていない。防災無線など聞きとれないので、自治体情報を見
ている。西海市、東彼株町に比べ、佐々町の情報は少ない。こんなアンケートを計画するより、日々の
情報発信の配慮が足らない。 
 
佐々町は子育て支援に力を入れていてとても嬉しいです。小学校等の参観時の空室での託児等のサ
ービスは聞いた時に驚きました。ぷくぷくクラブにも大変お世話になり、思い出も沢山出来ました。ありが
とうございました。その他の高齢者のサービス等がよくわからないので徐々に必要となるので情報を集め
る手段等がわかりやすければ助かります。 
 
毎日の会話の中で夫婦で話ができています。アンケートがムダにならない様なんらかの結果が知りたい
です。 
 
個人ではなかなか声をあげられません。時々このようなアンケートは必要だと思います。町民として子供
達や、障害者。高齢者が住みやすい町であることを願います。 
 
「ふれ愛、たすけ愛の町、佐々」を標題として町民すべてがそれを共有する。そのためには、その具体
的な手立てを講じることが大切だと思われます。後日、本アンケートの分析結果と回収率をお知らせ願
います。町民意識の程度を知ることから始めなければならないでしょうから。 
 
アンケートの存在は個人の意見を発する良い機会となるので大変ありがたい。年に一回ではなく、二回
やメールなど、町民の意見の発信のチャンスを増やしていけると更に良いと考える。 
 
家族が会社勤めで福祉などに関する事を考える時間があまりなかったので今回のアンケートは考えるき
っかけになりました。 
 
町内会の高齢化で役員のなり手が少なくて困っている。役場に「なんでも相談」できる部署があれば良
いと思う。・役場に「すぐやる課」部署があれば良いと思う。 
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町内会や年齢、性別、職業まで選ぶと、誰が回答したか分かりませんか？アンケートをとるには、それな
りの費用が、かかると思います。結果を、きちんと、分析して、今後に役に立ててほしいとせつに願いま
す！！ 
 
町のイベントや防災や交通安全週間の放送が毎日毎日１日２回以上ある期間はちょっとうるさいと感じ
ます。心がけはたしかに大事ですが頻繁に同じ内容があると聞きたくなくなるし、重要な不審者の情報
を聞きのがすなど、本当に大事な放送のみを流してほしいものです。高齢者向けの福祉や小中学生の
活動は良く耳にしますし、テレビでも取りあげられたのを見た事がありますが、妊婦さんや０才の赤ちゃ
んの年中いつでも利用・相談できる場があまりないと思います。赤ちゃんの相談日は月１回（健康なんで
も相談の日も体重測定ぐらいで利用できますが）ぷくぷくクラブは曜日が決まっていて、０才児親子があ
んまりいなくて、大きい子が多かったと友人から聞いて利用しづらいし輪にはいれないなあと感じます。
赤ちゃん向けサービス、私が知らないだけなのかもしれませんが・・。佐世保市は赤ちゃん連れていつ
でも利用できる場が三ヶ町にあるとケイタイで見ました。でんでんパークは０才赤ちゃんには遊べない、
ただベビーカー散歩するだけの場です。人口に対して赤ちゃんの数はほんとに少ないのかもしれない
し、赤ちゃんはすぐ大きくなりますが、遊べる場が無いなーとつくづく思います。特に、インフルエンザの
時期はどこにも出掛けず部屋にこもっている毎日です。図書館は赤ちゃん向けの本や授乳室があると
聞きましたが、この時期に行けばインフルエンザにうつる可能性もあり利用したいけど利用できない現状
です。最後に、町の放送の内容について、昼・夕の２回毎日流す必要のある放送内容なのか？見直し
て欲しいです。自分の地元と比べて放送が多すぎて逆に迷惑と思う事がよくあります。夜勤で昼に仮眠
とってる人も少なからずいらっしゃると思います。本当に今すぐ知らせるべき情報と１日１回夕のみの放
送でも良い内容朝っぱらから流す意味があるのか内容を吟味してほしいです。 
 
ありがたいことだと思います。より住みやすい町づくりのため、頑張って下さい。 
 
アンケートの結果を公開する。住みやすい佐々町になるように、福祉の方頑張って下さい。 
 
アンケートはいいと思う。町民の声はどうしたら町作りに役立つのか誰に言ったら良いのかを教えてほし
い。また子供はいますがあずける保育園がなく仕事を辞めなくてはならない事もある。いろんなじじょうも
あるのでそれら小さい事を聞いてほしい。意見を言うのは年配者が多いので、頑張って佐々町を良りよ
い町にしていってください。その為なら手伝える事はおこないます。 
 
一般住民の声をきく場をほしい。一方通行ではだめと思う。 
 
元気で１人暮しをしてる人が万一病気やケガ等した時まずどこに連絡すれば良いか、そしてどんなサー
ビスが受けられるか？知りたいと思う。町内会単位で助け合いが出来てる所もあるようだが・・・。全町内
会でそれぞれ話し合って元気で１人暮しをしてる人が熱が出たりケガをしたりした時、買物や食事の手
伝いなどをしてくれるようなシステム作りをして数日間の手助けをして再び元気で過ごせるような福祉作
りをしたら、佐々町の福祉は素晴らしいと思います。 
 
個人情報保護条例とはどこまで守られるのか？情報の使い方が正当にされているのか？不安である。
（年令、住まい等を書くことが必要？） 
 
このアンケートが有意義に活用される事を願います。 
 
このアンケート調査の結果は何時どのような手段でフィードバックされるのでしょうか？このアンケート調
査は何年に１度実施されるのですか？ 
 
これから、増々独居世帯ひとり親世帯が多くなると思うのですが、ここに連絡すれば、何かしら、対応し
てもらえるという、施設・団体が必要と思います。それも心よく引き受けてもらえるスタッフの育成をお願
いしたい。若者が高齢者を育てる、見守る町作りをお願いします。誰でも通る道です。見守られている生
活が出来れば、生きがいも出て来ると思います。高齢になると、ちょっとしたことが出来ない。その手助け
を快く引き受けてもらえるシステムをお願いします。 
 
佐々町の他の市や町が活動しているので婚活情報考えてください 
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全体的に知りたい 
 
問１９の充実を望みます。相談等をしたとき速やかな対応をお願いします。 
 
半年に１回アンケートなどの記入有りでも・・・ 
 
本アンケートを十分に考慮され、本町の福祉計画を策定され、住みよい佐々町にしていただくことを期
待します。 
 
両親が施設に入所して、一人暮らしなので、月に一度か二ヶ月に一度でも、住民福祉課の方かた定期
的に電話されるとかしたら、安心できそうな感じがします。大変だとは思いますけど。 
 
老人用のアンケート（例 ８０才以上）等も考えて文章をわかりやすく（時々）出してもらえればと思いま
す。係の皆様ご苦労さまです。 
 
佐々町は『人口が減っていない、むしろ輸入（流入）人口は県下でも１，２位で増えている』と思っている
人が多い。もっと本質的な話を町民に知らせるべきである。（例えば１４才以下の人口はずっと減ってい
るとか、６５才以下の人口は減って、税収は増えていないとか。）長崎県全体の状況をみて、佐々町を考
える方向が大事であると思う。いつまでも平成大合併のころと同じと考えていると判断をあやまると思い
ます。 
 
何時も町報を待って居ます。有難いです。家族共々（勉強に成ります） 
 
福祉班の方のご努力には敬意を表します。このアンケートを基に少しでも佐々町の発展につなげて下さ
い。人は皆、誰かの為になればと思っているものです。その為には皆が仲よくする事でしょうね。その様
な場をもっとつくって頂きたい。 
 
アンケート結果の速やかな公表を願います。 
 
８０歳の女性です。家族は居ず、子供も持たず、まったくの独り者です。現在は近くに自転車で買物に
行ってます。健康体とは言えません。認知症になったり、歩けなくなったり、食事が作れなくなった時心
配です。元気なのでまだ民生委員の方など相談した事はありません。実は、今現在元気でまともな時
に、悪くなった時どうしたらよいか、知りたいと思います。 
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自由回答【公助（施設）に関する記載】 

（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 

佐々はとても住みやすいと思っています。ですが１つだけお願いしたいことがあります。それは１人で生
活するのがきびしくなった時、１０万出来れば７，８万くらいで入居できるグループホームみたいなものを
作って頂けたらと思います。 
 
町で空き家や使用していない公共施設でグループホーム的な場所を開所検討お願いしたい。芳ノ浦や
東町にあった独居老人住宅がなつかしいですね。 
 
引っ越して来たばかりでまだまだ佐々町についてはよくわかりません。半年くらいですが、町としての漢
字はいいと思います。せまい道と、街頭、ガードミラーの清掃（見づらい所がある）とりあえずそこをなんと
かしてくれればとても生活しやすくなります。屋内の子供が遊べる施設がでんでんパークの隣にあるとと
てもうれしいですね。屋根つきの公園、アクセスの面でも佐世保市からくる人も多いですし、でんでんパ
ークの存在は佐々町に行く理由になる位なのでもっと充実させてもよいかと思います。 
 
身近に福祉のお世話にならずに済んでいますが、高齢な人が急に具合が悪くなり、救急車にて病院に
行った際、症状が落ち着いたら、退院させられますが、その後の治療も兼ねて入院出来る施設等がある
と心強い（看護に当たる場合に）のではないでしょうか。 
 
浜迎の夜道が暗すぎて不安です。街灯をつけてほしいです。子どもたちが部活の帰りに歩いて帰るの
は無理（非常に危険）だと思います。（子どもでなくても怖いです）→団地から第二保育所へ行く道（高
速下を通る坂道） 
 
施設、商業施設などは、しっかりとバリアフリー対応してありますが、なにげない道や階段などへのバリア
フリーを佐々町内で考えていければ良いなと思う。急な階段には傾斜の緩やかな階段にする手すりを
取り付けるなど、子どもから高齢者までが安心して安全に暮らしていけるようなそんな町になって行くと
良いなと思っています。 
 
東町町内会の道幅を広げてほしい。口石正福寺の道が暗い。街灯を増やしてほしい。 
 
年代別に健康づくりを実践できる環境整備を進めてほしい。例えば、若い世代はスポーツ。高齢者はウ
ォーキングなど。佐々川沿いでウォーキングできるような整備を。例えば、サンビレッジからナフコまでの
コース。誰もが参加しやすくなるようなボランティア活動の拠点整備。佐世保広域都市圏への参加の否
決は他市との様々なコラボ健康イベント他、交流も閉ざしてしまった。住民にとって多大なるマイナス、
将来性を損欠させた責任は大きい。反対者は役場ＯＢとか・・・何を考えているのでしょうか。北部長崎
全体で盛り上げていこうという建設的な考えは持てないのか。 
 
外灯の数を増やしてほしい。小学校の体育館を立て替えてほしい。町内の各家庭に戸別受信機を設置
してほしい。（防災ラジオなど）時報のチャイムを変えてほしい。（佐々町町歌や夕やけ小やけなど）行事
予定など防災無線で放送すればよいと思います。中学校の教室をきれいにしてほしい（柱など） 
 
空き家を何とかして下さい。お願いします。 
 
以前、母が町内の介護施設にお世話になっていましたが、外出は必ず家族付き添いが必要なので時
間的に大変でした。ある程度元気なら１人暮らしはムリでも１人外出できるようなゆるい施設があれば助
かるのになあと思います。（町の問題というわけではありませんが。）自分が車の免許を持たないので、
毎回タクシーというのも負担でした。病院通いは、交通費負担補助がもっとあれば、助かると思います。
また、自分が高齢になった時、坂の登り降りが大変だろうなと思うので、対策を考えたいと思います。 
 
今祖母を施設に入所しているんですけど、月８万位支払っているんですけどたまに資金がなくて２カ月
一緒に払う事があるんですけどもう少し安い所がないんでしょうか？ 
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いろんな犯罪が起きて怖いです。防犯カメラが多数つけられたらこの町では犯罪が出来にくいと思いま
す。「監視社会だ‼」「プライバシー侵害だ‼」と言う人もいますが、命あってのプライバシーだと思います。
安全安心して住める佐々町になる為にも、防犯カメラは是非必要です。悪い事が出来にくい町にして下
さい。 
 
現在７０代ですが、風呂に入りに行ったり３Ｂにいったりと助かってます。回りの方も良くしていただきま
す。具合が悪くなり、その時の対応も良かったと思います。佐々は、いい所だと思います。これからもよろ
しくと思います。 
 
高齢で障害もある為、すべて一人で考えないといけない状況です。あと、佐世保市と比べて、佐々町
は、グループホーム等へ入所する際、２ヶ所しかなく選べないし、順番待ちだし、一人、いろいろ入れる
と２０万円くらいかかるといわれて、どうしていいかわかりません。年金では、もちろん足りません。 
 
子供たちの遊び場が少ない。児童センターなど、安全に安心して過ごせる場が欲しい。（老人ばかりの
施設が目についている） 
 
子どもの居場所づくりの充実をはかってもらいたいです。 
 
皿山公園に、中国のような健康器具を設置して、皆が自由に利用して健康維持に繋がるようにしてはど
うか。その際、家族で楽しめるように小学生以上の子ども向けの遊具も増えて整備してあると、世代間交
流になって良いと思う。幼児向けはでんでんパークがあるので、松浦中の不老山のようなお花見も、公
園も一緒に充実してほしい。駐車場も遠い。 
 
障害者に対しての対応、施設などの増加、バリアフリー 
 
地域防災にも使っていただけるそうですが防災無線の放送は全く聞きとれません。災害時には役に立
たないものと思います。もっと全戸に伝達出来る手段を考慮していただきたい。老人は聞こえに問題が
あります。もっとはっきりと伝わる様検討して欲しいと思います。個人情報の件もご近所で道を尋ねられ
たり、家を尋ねられても教えられない等の極言も聞かれます。地域の見守りはむつかしくなるのではあり
ませんか？ 
 
町内に収容人数の大きい老人ホームを作ってもらいたい 
 
歩道がせまい場所が多く、自転車の行かいが多いので自転車に乗せることが心配です。が、中学生は
遠いのでなんとか安全な方法で時間を無駄にせずにできないかな・・・と悩んでいます。今回の殺人予
告で子供が怖がっています。安心して通学できるようになってほしいです。 
 
佐々町にリハビリー用温水プールを作ってください。おねがいします。 
 
子ども達が安心して遊べる場所（外も内も）がほしいと思います。小さい子のみでなく小・中学生が数人
づつ集まって個人の家でしか遊べていません。 
 
病院等へ、長期入院していた「高齢者」が、退院すると時に、直接自宅へ帰ると本人も、家族も何かと不
便を感じると思われるので、一時（一ヶ月程度）中間施設へ入り、一般生活に慣れて自宅へ帰ることが
出来るようになれば助かると思いますが。 
 
高齢者が体操やランニング、ゲートボール等する公園が（広い場所）近くにない。 
 
道路と歩道のさかいが無い所が多く、ベビーカーを押して買物行ったりする時など、押しなれないのもあ
りますが危険だなと思う所があります。道の整備を行ってほしい。図書館前の公園のように、新町の公園
も整備してほしい。 
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町の中央に歩いて行ける、農産物直売所を作って下さい。皿山はリンゴ・バナナ等他やきもの等魅力で
す。（各地の道の駅羨ましい）幼稚園跡や社協の前、ずっと前里山への別れ道消防具牧子内の横で木
場の農産物が売られていました。商売人の卸商品が多い。佐々地元産の品揃えを希望します。 
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自由回答【公助（移動支援）に関する記載】 

（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 
高齢で遠隔地のため交通手段が自家用に頼る以外ない。小型のバス等の運行がお願い出来ればと思
う。自家用車同乗等必要な時にお願い出来る状態ではない。※はがき１枚出すにしても地区にポストが
ないため遅れたり（近い所で４ｋｍ）出しそびれることが多い。 
 
家用車が無い方やお年寄りの方が、買い物へ行く（用事で出かける）際に、町内を循環するバス（低料
金）があれば、外へ出る機会が増えるのではないかと思います。中心部から離れている場所は、公共交
通機関の各駅バス停に行くまでも大変だと思います。 
 
７５才以上高齢者へ外出支援のタクシー券の発行は月４枚年間４８枚で２４，０００円の助成になっていま
すが、バスを利用される方にも年間パス年間券購入者に２４，０００円の助成をしていただきたい。タクシ
ー券では遠い所へはいけません。早急にご検討下さい。（購入された人だけ確認して助成する）住宅型
ホーム等に入所すれば月に１５万円程度の負担金がでてきます。私達の年金では無理です。 
 
タクシー券利用について ・タクシー券 月４枚（２千円）年（２万４千円） ・敬老バス券 ３万４千８００ 差
額 １万８００ ・タクシー券を利用しても不足金が出るから利用するメリットがない。◎タクシー券の金額２
万４千円が出るなら１万円の不足金を出してもいいからバス券の方に替えてほしい。 
 
タクシー券はいらないので、佐々町内だけのフリーバス券が良いと思う。７０才以上の方に？ 
 
高齢者へのタクシー券支給ではなくて、バスの料金補助（料金の一部で結構です）の方が使い易いで
す。よろしく！ 
 
結婚して佐々に暮らして５０年に成ります。福祉関係も良い。今は１人暮らしで生きがい教室にお世話に
成ります。タクシー券助かります。今後共よろしくお願いします。 
 
町として、ボランティア活動や活動団体に積極的な支援をすると問１５で書いてありますので、よろしくお
願いします。外出支援について、西肥バスのシルバーパス券への助成をお願いします。社協、健康セ
ンター、包括センターの業務が分かり難いので、チラシの発行をお願いします。 
 
スマホ、パソコン等を持たない。使用操作はもちろん不可の為、今後の事務手続きが出来ない為不安。
通院などの交通手段が高齢の為不便であり不安。この為の交通手段を良い方向へと導く対策を講じて
欲しい 
 
バスのフリーでの乗降。町が交付されているタクシーチケットの増額。松浦鉄道の便数の維持。コミュニ
ティーバスの運行いくつになっても移動しやすい環境づくりを希望 
 
マイクロバスでいいので町内を走ってもらいたい。朝、夕等、試しに運転してみて利用者の多い時間帯
に走らせる等をしたらどうですか。高齢者の外出する機会を増やして欲しいです。年に数回は「佐々町
めぐり」みたいな、佐々町のすみずみまで案内する企画をして欲しいです。長年佐々に住んでいても
佐々の地形を知らない部分が多い。どこにどんな建物があるのかも知らない。佐々の今を住民に教え
て！町内旅行。 
 
８３歳で１人暮らし、又２年前にギックリ腰を痛め現在も治っていません。自動車の運転は出来ますが、
歩くのが大変。しかしこれから先運転が出来なく成った時、通院や買物はどうするかであります。 
 
買い物ができなくなったときのことが心配です。宅配サービス等もありますが、巡回販売があるとそこで
の会話もあり、社会とふれあいながら欲しいものも購入できるので、商工会と連携してそのような取り組
みがあると嬉しいです。ウォーキングコースの資料や情報があると楽しみです。無料又は低額で予約無
しで運動やゲームなどができる施設があれば利用したいと思っています。佐々町がいろいろ計画してく
ださっていることに感謝しています。ありがとうございます。 
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買物に将来不安を感じている、バスカードを導入してもらいたい（補助を含めて） 
 
公共交通機関の高齢者への福祉厚生のための無償化、佐世保市は実施中である。佐々町でできない
理由は？ 
 
高齢者の方の通院、買物等、何かと大変な思いをされている様です。７～８名乗りの車を定時に、又は
ある程度人数がまとまった時点で連絡してもらい、車を回して頂ける様なシステムが出来ないものでしょ
うか？ 
 
佐々の中心部へ病院などに行く時にバスが少なく、とても困ります。佐々公報に、１００円で車を通わせ
たらと、で案がのっていましたが、じっけんしたらいいですね。タクシー代はかた道１，０００円以上かかり
ます。 
 
佐世保住人はバスが無料。佐々の方もその年齢になるといくらかの助成があればと思います。今回の連
携協約も５対４で否決されているが町民投票すべきと思う。 
 
町内循環バスを走行したらいかがですか。 
 
直接関係ではありませんが、車を持たない者として、バス利用をもっと便利出来る様に支援して下さい。
現在福祉タクシー券を頂いていますが、リフレッシュパス（年間３４，８００－）の支援を節じお願いした
い。少しの額でいいのです。外出する事で健康作りにつながっております。どうぞよろしくお願いしま
す。 
 
年寄の我がままですが、高齢者が町内だけでも、バス乗車が無料になるように出来ないでしょうか？そう
なれば高齢者は大変助かります。 
 
虹の里行きのバスが無くなり困っています。マイクロバスでもいいから何とかなりませんか。 
 
不便な地区に乗り合いバスでも考えて頂ければ幸せと思います。佐々町も不便な地区が多くて困って
います。外出支援タクシーもありがたいと思ってますが、不便な地区に住んでますと、タクシー券も足りま
せん。便利な地区の人は一枚も使用せず、少々考えてもらいたいと思います。 
 
芳ノ浦の下の方はバス、電車、利用するのに遠くて、老人は歩いて行けない。ハイヤーその他良い方法
は？免許証の返納はしたくない。 
 
現在町はタクシー券の配布をして折られますが、私達の松瀬より中央までタクシーを利用すれば追加料
金の方が沢山出す事になり、不公平だと思います。何らかの補助、お願いします。 
 
私達山間に住む者にとっては１回に１枚では少なすぎます。１０００以上だったら二～三枚１回に使える
様にしてほしいです。（高齢者タクシー券の件） 
 
外出支援タクシー利用券は大変助かっています。近距離の利用が心苦しく思います。財政事情及びシ
ステムの問題があると思いますが、福祉パス（カード方式）がとれないでしょうか？ 
 
公共交通がない為車の運転が高齢の為出来なくなると現在の外出が 5分の１程度になり老化が心配
（病院と買物に限られる） 
 
佐々町は広いので、大変かもしれませんがコミュニティバスみたいなのを（木場や角山など歩いて下ま
で行くのが大変な場所は特に）町で出してもらえませんか？タクシー券は７５才以上だし、その年齢にな
らないけど不自由な方がたくさんいらっしゃいます。もちろん料金は支払いますのでよろしくお願いしま
す。 
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車を手離したら、佐世保に行くのに、バス代が無料とまではいかなくても、割引がほしい。佐世保の７５
才以上バス代無料がうらやましい。 
 
佐々町は住んで生活するには確かに便利ですが、１つだけ心配な事があります。障がいを持つ親とし
て、周り（佐世保）はバス等の公共機関を利用する場合、障害等級が１、２級程度だと、ほとんど保障し
てくれるみたいですが、佐々町は負担（金）を半分は出費しないとダメです。普通に生活できる人はいい
所だと思いますが、上記の件や高齢者（年金）の人達は人口も少ない中で負担金も大変だと思います。 
 
老人の方にタクシー券を出してもらうのは本当にありがたいのですが、その年にいってないで足が不自
由な方もいます。お買い物に行くにも、病院に行くにも、人の手をかりなければならない様です。できれ
ば、コミュニティバスかのりあいタクシーを運行してもらったら不自由な人も自由に外に出れるのではな
いでしょうか。 
 
佐世保市は７５才以上バスの無料券があるが佐々町でも無料とはいかなくても松浦鉄道、西肥バスの割
引制度など考えてほしい。７５になったら免許証を返納しようと思うかそれに代わる交通手段がない。 
 
佐々町にもタクシー券があるが一区間位ではあまり便利とは感じない。それより他県町村で見る様な、
小さくても良いので巡回バスを走らせてほしい（１００円～２００円）とか均一で町内中行けると良いのです
が。高齢者が出かけやすくなると思います。行くまでが“苦”なのです。 
 
千本に住んでいますが、交通の便がとても悪く、今５０代ですが足が悪くなり、徒歩では困難です。佐々
は土地代が高く、不便なところしか手に入りません。もう少し移動しやすくなればと思います。老後は、持
ち家云々よりも、アパートやマンションの便利な所を求めていくと思います。（現状、バスなど困難でしょう
から）現在、住んでいらっしゃる方もよく不安を口にされています。若い方も家を次々に建てられてます
が、数十年後に同じ問題に直面されることでしょう。仕方ないことかもしれませんが。せめて、乗り合いタ
クシーとかあればとは思います。 
 
両親の介護、７０才まで仕事と言う現実の中、地域活動には、班長位の対応でした。これからと思ってお
りますが、日々の老いに不安です。今のところ月１回通院で別に変りはなく暮しています。けど一番気に
なることが、車の運転です。夜間は本当にこわいです。又、知り合いの方に乗せてとも乗らないねとも言
えません。事故の事を考えるとどうしてもその心になりません。こう言う現実の中、これからの事を思うとど
うしても提案させて頂きたい事があります。それは山間地帯への交通手段です。木場、角山、江里、大
茂、この町内バスがありません。多分、車に乗らない高齢者の方はタクシー利用でしょう。一区間のチケ
ットは配布されるとか。しかし、この町内一区間では足りません。年金暮しの方々、大変であられるので
はと思うのです。私自身がそうなると思うから、全額お願いとは言いません。特別策をお考え頂けないか
思います。地域で地域を守り乍ら生活をして来られた方々です。これからも守り継がれること大切ではな
いでしょうか。ゆっくり杖をついて行けば買物が用事が出来ると言うのなら体の動くかぎりいたしましょう。
けど、この４町内会それが出来ないのです。佐々の町まで下らないと、老婆のなげきと思わず聞いて下
さいませんか。よろしくお願い致します。私達の佐々町が安心して暮せる町でありますことを子供達に残
さなければ！古庄町長さま、いろいろと重なる心労、老いゆく体力、本当に御苦労なさっておられること
と思います。けど町民は古庄町長さま信じ、今日まで来ました。いえ、これからもです。私達のために今
一度努力なさって下さい。担当のお方へ、アンケートにいろいろ書いてすみません。町長さまの事まで
書いてしまって本当に申し訳ありません。大変な時、どうか役場職員一丸となってこの時をのり越えて下
さい。木場の住民より 
 
高齢者のタクシー利用券で、かなり助かってます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 
 
今後高齢者が増える一方、高齢者の病院、買物の足として町内を循環する、コミュニティー（福祉バス）
等があると便利だと思います。 
 
佐々町高齢者外出支援タクシー利用券ありがとうございます。これからもお願いします。（感謝していま
す。） 
 



  

 
106 

バスを利用し病院もほとんど町外です。動けなくなった時の病院や福祉のサービスをお願いしたいと思
います。 
 
千本地区より国道に降りる道があるがどれも中央に白線もないし、歩道も確保されていない。狭くて離合
しながらの運転は毎日ストレスがかかる。このように道路事情が悪い町はないと思う。子供、老人などに
やさしくない町だ！！ 
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自由回答【公助（その他）に関する記載】 

（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 
非常勤の町職員や社協の職員の割合が日本一であるということをマスコミで知った。これは全く自慢に
ならない。恥ずべきことである。それだけ多くの職員が、将来設計ができないままに、日々を過ごしてい
るということである。佐々町のために頑張っている職員の身分の保証と待遇改善に早急に取り組んでほ
しい。そのことがひいては町の発展につながると思う。 
 
佐々町の住民への福祉は現在のところ不便を感じていません。住みやすい町だと思っています。 
 
地域住民が住みやすく、安心して育児、子育てができる町を作っていただきたいと思います。 
 
佐々町は独立した一町での行政をうまくやっていっていると思います。地域もそんなに広くなく、町民の
声もすぐ行政に届くし実行されているような気がします。福祉、障害者の人達のことを考えて、又、高齢
者のこと、子育てに必要な環境問題等々佐々町は素晴らしいと思います。 
 
４月に佐々にひっこしてきて、みなさんあたたかく、住みやすい町だと思います。これまで長崎市に住ん
でいて、こういうアンケートはなかったので、役場のみなさんが、町民のくらしやすさをとても考えている
町なんだな～と改めて思い、協力したかったので、このアンケートにこたえました。おつかれさまです。 
 
佐々町は住みやすい町です。末永く佐々町らしさを保ち続けて行きたいと切望しています。単独でこそ
佐々のポテンシャルは大きくなると信じています。時には住民にきびしい施策が必要の時もあるでしょ
う。佐々町のしっかりとした未来を見据えて行政運営を行ってください。 
 
佐世保市に勤務し、佐世保市で買い物をすることが多い。このような人は他にも多いと思うが、このよう
な中で、連携中枢都市圏に不参加で、佐々町がこの先大丈夫なのか不安に感じる。佐世保市など周辺
都市と協力していかないと暮らしやすい街は作れないのでは、と考える。 
 
佐々町は独立して活動していますが、今後佐世保市との連携をどのようにとっていくのかも課題ではな
いかと考えます。 
 
少子高齢化により町内会の統廃合を考えなければならないのではないでしょうか。町内会未加入者の
加入促進を行政でどうにかできないでしょうか。 
 
地域福祉計画策定、町所有の有休地、再利用等、利便性を取り入れた、福祉総合施設設定、（公的、
私的）身近に迫った、越高齢化社会、介護支援施設対策、人生１００歳時代を迎え、又、過疎化に向け
ての対策等、漸く、エンジンが、かかったばかりで、フル稼働するには時間が必要で、後期高齢者に
は、一刻の猶予もありません。 
 
現在ある、〝虹の里〟福祉施設は、民間の隔離された、利便性の悪い施設となっている。今後、越高
齢化社会を迎える中、抜本的な施設改革、対策等必要である。 
 
アンケートを聞き取りだけではなく、一日も早い実現出来る事を期待し、又、このアンケートを集約後、公
表して欲しい。 
 
一刻も早く１／３０の不しん者をつかまえて、安心、安全の佐々町に戻してほしい。子どもたちが安心し
て公園であそべません。 
 
医療は１割負担であるが、介護院に移動すると２割負担となり、入院費が２倍となり支払いにおわれる状
況がある。余生をおくることが、不安な日々である。 
 
お世話になってます。これからもよろしくお願いします。 
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口石団地側の川沿いが街灯が無く暗くて物騒。子供も多いので防犯カメラの設置などもお願いしたい。 
 
現状では佐々町は住みよい町だと思います。転居して３０年になります。 
 
高齢者、子供、障がいがある方など弱い住民が住みやすい町と思える事が大事だと思う。佐々独りのと
り組みと周囲の市町村との連携をとりながら地域福祉を充実させられたらと思う。 
 
子供たちもみんな結婚してしまい夫婦二人の生活になるが元気な時は良いが将来の自分たちの老後
は子供をあてにはできないだろうということを思った。 
 
子どもや障害者の方の、高齢者の方々だけではなく、すべての年代の方の福祉についても考えてほし
いと思います。何事においても、境界線の方の不満はつきもので難しいとは思うのですが・・・。 
 
このアンケートは私達が現在元気であるアンケートを書いています。あと２、３年するとこんなに元気とは
思いません。又、運転も出来なくなります。病院や買物にも不便になります。タクシー券を１，０００，－使
えると助かります。 
 
これからの佐々町にとって広域都市圏への参加は大切な問題であったのに、５名の反対者の議員に方
は、どのように考えられているのか、伺いたいと思います。 
 
これからの超高齢社会に対応できる佐々町を目指してください。 
 
今後高齢者（私自身、妻）に対する支援の充実 
 
災害時等の近隣市町等の協力連携体制が必要。福祉を始め諸々への対応について一刻も早い「連携
中枢都市圏」形成事業へ将来の佐々町のために参加を検討されてはどうかと考える。地域医療の確
保、子どものための体験事業、災害時の相互応援体制。防災行政、一般廃棄物処理等々。 
 
佐々町民と佐世保市民との相違点（１高齢者に対するバス利用の無料化（敬老パス）佐々はない！！２
ゴミ袋の有料の相違、佐世保は補助券等があり佐々は何もない！！ 
 
佐々町単独で頑張りましょう。 
 
佐々町の介護予防事業等の取り組みに関しては同町在住の私共にとって大変誇りに思う部分ではあり
ます。しかし、残念は事に中重度介護状態になった住民の方々が在宅で、住み慣れた地域で生活する
為の整備は未だ開拓されていないと思います。家族は在宅でみてあげたいと思っても実際は介護負担
は想像以上に主介護者にのりかかってきています。特養２ヶ所佐々町にありますが、そこにご入所して
いる方々も在宅生活を送りたいと思っていても現実的にはきびしいものであり、行政としてはこのような
中重度者の方々をどのように支援していかれるのか今後ご検討頂きたい。 
 
佐々町の福祉は充実しているので現在満足しています。良くして頂いています。有難いです。 
 
佐々町は、福祉がいき届いていると思う。高齢者にとっては、住みやすい所と思う。町政に不服はありま
せん。若い人には、企業の誘致がほしいですね。 
 
佐々町は独立した一町での行政をうまくやっていってると思います。地域もそんなに広くなく、町民の声
もすぐ行政に届くし実行されているような気がします。福祉、障害者の人達のことを考えて、又、高齢者
のこと、子育てに必要な環境問題等々佐々町は素晴らしいと思います。 
 
佐々町は他の市町村に比べて、乳幼児の健診・フッ素塗布の回数が多いのでは？とても有り難いで
す。 
 
佐々町は役場の方も大変親切で小さい子を持つ私としては住みやすい環境です。もっと大きい都市や
町ではこれ程の連携の取れたサービスはできないと思います。 
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佐世保での買い物（バス）のため重い物の配達を店に頼まざるを得ないが、市外料金でとても高くなり
佐々の先の吉井江迎などが安い料金で納得いかない。早く佐世保との合併をしてもらいたい！！町内
の食料品の配達可ないので老人は困る。 
 
弱者対策を丁寧に実施すれば、全ての人に便利で安心な生活環境が構築されると思います。佐々町
に豊かな発想を期待しています。 
 
障がい者に対するサービスをもっと充実してほしい。 
 
先日の事件により、不安な日々を過ごしています。団地は誰でも入れるので、周辺含めて防犯対策が
充実したらいいなと思います。 
 
地域住民が住みやすく、安心して育児、子育てができる町を作っていただきたいと思います。 
 
日本各地で起こる異常者のによる殺傷事件に子供が巻き込まれないか心配です。学校施設の警備強
化を充実させて欲しい。 
 
一人になった時の年金額で、介護保険料を引かれたら生活出来ない不安。 
 
よりよい佐々町の福祉の為に担当の方はご苦労されてるんですね。有り難いです。佐々町は住みやす
い町です。町歌にあらわれていると思います。 
 
私は、四年前、佐々町は良い所だ、子供達にも住み良い所だと思い引っ越してきました。将来の子供
達の為にも、町長をはじめ、町会議員さん達の町政への取り組みを、しっかりお願いしたいと思います。 
 
先日口石団地付近で起こった貼り紙事件の事が気になっています。小さい子供がいるので、町の方も
警察と協力して頂いて、しっかり安全対策をとって頂きたいと思います。 
 
中学、高校に通学する時（子供）（特に帰宅）安全に不安を感じます。もう少し環境（明るくしてもらうな
ど）改善できればと思います。 
 
少子化を少しでも解消する対策。児童へのＤＶ対策。（高齢者対策だけでなく、子供に対する対策も必
要では？）佐世保市との連携協締結は賛成。 
 
これから、佐々町も少子高齢化になるので福祉関係の充実の方をよくしてくれること、箱物をつくるより
教育をよくするようにしてください。それと、佐々町単独でやるのは、いいですけどもう少し、話しあってく
ださい。 
 
介護保険料を納めているのに、介護、要支援の認定が厳しくてサービスが受けられず、納税の還元が
なく、大変不満である。 
 
町民にアンケートを求めるだけでなく、町としても即全ての要望を実行するのは無理でしょうから「すぐや
る課」でも設けて、やっぱり佐々は住みよい町といわれるよう努力してください。 
 
広域都市圏について、町内に大企業もなく、企業城下町でもない佐々町が、現在は人口減少していな
いのは、佐世保市のベッドタウンであり、県北地区の道路の要衡であるためで、歴代、また、現在の町
長以下職員の業績ではないのは明らかである。また、隣接する佐世保に生活、経済、一部の行政も依
存する中で佐々町の１０年、２０年後を考えた時、佐世保市及び他市町と一体となって県北地区の発展
を目指さなければならないのに不参加はあり得ない。物事に１００対０はないのであって、必ず負の面も
あるのを踏まえて参加し発展を尽くさなければならない。今回の反対決議は町長以下職員と議員の信
頼関係が築かれていないからと思われるので、大いに反省してもらいたい。 
事件あったりして帰り道が不安。防犯カメラを付けてほしい。 
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自由回答【共助に関する記載】 

（自由回答欄への記載の標記のまま掲載しています） 

 
地域福祉が高齢者へのサービスに偏り過ぎていると感じます。またボランティアだけに頼っている福祉
サービスと思うこともあります。地域ボランティアにだけに頼るのは限界があるのではないでしょうか。 
 
日々毎日仕事と家事で過ごして余り今のところ不安はありません。ボランティア等何かしたが良いとは思
いますが、今の所余り余裕が有りませんが本音です。人としては人の役に立つことも少しは出来たらよ
いかと…いずれ退職したらと思いますが、運転免許が無いので移動が不便です。せめて寄付くらいはし
ようとは思いますが。 
 
やさしい佐々町民になれたらいいなと思っています（みんな一緒に） 
 
町民が一体となって協調、助け合う佐々町になってほしいです。 
 
ボランティアポイントの導入 
 
以前佐世保市に住んでおられる方から、佐々町は高齢者の方の福祉が充実してうらやましいと云われ
た事がありました。こうしてアンケートを取られること自体、福祉に対し意識の高さを感じます。佐々町も 1
人暮らしの高齢者の方も多くいらっしゃいます。息子さん夫婦が遠方におられる方が多いようです。出
来る限り高齢者の方に声を掛けたり、様子を見守っていけたらいいなと思っています。地域のつながり
が大事だと思っています。 
 
一人暮らしで大変だけど、町内の方々や役員の方が声をかけてくれるのが嬉しい。 
 
佐々町がより生活しやすい暮らしやすい町になりますよう協力できることはやりたいと思っています。 
 
現在は地域の方々に感謝しています。しかし、これから先一人になった時の事を考えると少々不安にな
る事もあります。いつまでも健康でたのしく過せる事を自分自身家族のために明るく過す事が願いで
す。 
 
現在近所に難聴で独居ご老人がいられます。玄関のチャイムでは気づかれません。日常は裏の茶の間
にいらっしゃいます。玄関は鍵をかけて『裏におまわりください』と張り紙でもしてられたらいいと思いま
す。こちらからみてお 1人で大変だなと思いますが、ご本人にとっては現状のままそっとしておいてあげ
た方がいいと思います。賢明に生きておられるお姿は素晴らしく尊敬できるものです。そう遠くない私の
未来の姿、そうできるかな・・・とっても力にならせてもらっています。 
 
高齢者（単身・夫婦）の世帯が増加する中で、不安視する世界が増えている。「住み易い町」を目指す
のであれば、行政・町内会・消防・警察が一体となって連携するネットワークづくり（機能しなければ駄
目）が確立されていて然る可きですがその姿が見えません。地域によって（町内会）は連携している処も
あるが全体に徹底するべきと思う。全てとは言わないが民生委員の活動に対する不満も耳にする。これ
からの佐々町は増々高齢者世帯は増加するし、町営住宅も高齢者専用住居に移行する位の改革が必
要を思う（一般住民の世帯は民間アパートで）。 
 
「やがていつかは人様の御世話になるのだから、やれる今は人様の為に」とアクティブに色々な活動を
されている高齢女性がいらっしゃいます。私自身は孤立していることはつらいのですが、集団活動が正
直苦手です。・・・それで一人ボチボチ気のつく範囲で・・・主婦業の先の小さな延長を（お茶を届けた
り）・・・です。少子高齢化が進みます。自分が想像していた以上に年老いてゆく内容は「手強い」が実感
です。肩身が狭い・・・申し訳ない気もします。若い方達へますます負担となり「オンブおばけ」だったら、
つらいです。若い方達と年代層の分断も言われます。出来得る範囲での自主、自律頑張らねばと思い
ますが、どの年代層も特に次世代の方達には幸せであって欲しいと願います。 
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近所でも顔が見えない関係もある。また何度も挨拶しても無反応されたので、近所でも、怖い対人と思
えたので近寄りたくない。しかし、周囲からかんしょうされることが迷惑と感じることもある。（簡単にいうと
家政婦は見たみたいなドラマの様な現実） 
 
自分、家族、隣人、住宅地の人々を守る組織（住民の隣保共助）。家族の負担は訪問介護で減少（自
宅で受けられる医療的ケアの充実）。家族の絆、地域の絆、福祉活動（社会教育の加担、行政機関の
支援） 
 
１回役場の方にねこの相談をしたんです。１，２回はその方の家に訪問してもらいましたが、今は、何も
なしです。こちらも直接言ったのですけど何回も言えず、こまっています。フンと臭いです。 
 
３年半前に佐世保の方から佐々の方に移り町営のアパートにお世話になっています。１人暮らしできょう
だいともうまくいってなく、それに近所の人に対しての嫌な思いが色々あってつきあっていません。うつも
あるのですが、極力人に会わない用してます。この先どうなるのでしょうネ！佐々町に期待できるのでし
ょうか？元気な間はいいですよネ！今は義理人情などありません。人にも期待出来ません。本当に１人
ぼっちを感じます。 
 
Ｈ２２年からボケはじめ介護認定２を受け、ヘルパーさんにきていただいている独居老人（８５才女性）で
す。長男の私（５４才）が、月２～４回帰省もしているが、変な人が出入りしたらしく、お金がかなり不明と
なっている。（警察へも相談済）他にも、ボケ老人を狙った犯罪（この程度の金額ならヌイてもバレないだ
ろう程度）が、かなりあるのではと私は思っている。大きな社会問題になる前に地域で見守り等を行い、
老人の周囲の方の動きを把握する必要があると思う。代筆長男→不明な点があればＴＥＬ下さい。 
 
アパートが増えたせいか近所づきあいがない。 
 
現在母と妻と私の３人家族ですが、近くに息子家族が居り先々世話になることもあるかと思います。現在
も孫が病気の時預かったり反対に農繁期の時には手伝いに来てもらったりしています。誰でも安心して
相談できる相談窓口の一本化はよい案だと思います。父が１０年前に他界しましたが、家で母が看病し
ていた折に社協にお世話になり、大変助かりました。手すりの取り付けやポータブルトイレの購入、ベッ
ドの借用等、すぐ対応して下さりとてもありがたく感じました。ありがとうございます。 
 
困った時はお互い様ですので願い申し出が有れば自分の出来る事で助ける様に協力したい思いは有
ります。言いにくい事でも声を掛けて下されば誰かの役には立てると思います。 
 
今後高齢者が増えていく中で隣近所の手助け・支え合いが必要になってくると思った。 
 
佐々町の福祉はボランティアあっての上に成り立っている様に思われます。各所の横の連携をもっと充
実してすみやかな対応をして欲しい所が多々見受けられます。 
 
佐々町は、町全体で子供たちを守っていると感じています。とても良い町だと思います。 
 
時間が有る老人が多いと思います。それを利用が出来たらと思う。 
 
そもそも福祉のアンケートとありますが、あまり利用する機会がありません。学校行事や地域の行事など
は、参加していますが、ボランティア活動などの後押しをしてもらえるのなら、子供会の活動の時など、
必要な時に、後押ししてもらえるとありがたいのですが・・・。たとえば、廃品回収の時に、佐々町の軽トラ
を貸し出してくれるとか、学校清掃の時に、草かり機を貸し出してくれるとか・・・いろいろあると思いま
す。 
 
地域において役員のなり手がない。若い人と高齢者の交流意識改革が必要。誰もが自分の事ととらえら
れる地域の人との交流団結が必要。いつでも誰でも話しやすい地域を作る事が必要だと思いました。 
 



  

 
112 

町内会長をしていますが、まず町内会に会入していただくことで色々な面で近所の方々との活動ができ
るのではないかと思う。特にアパートの方々との接触がなく災害などがあった場合には名前もわからず
混乱を招くのではないか 
 
町民が助け合える社会福祉の環境を整備して欲しい。行政と町民が協力し合い、すばらしい町に発展
していくことを願っています。町民が参加しやすいイベント等の企画と実践をお願いします。 
 
ボランティア活動を普及したいということのような内容に思えます。班長や地区役員に町の仕事を分担し
過ぎではないでしょうか。公助、扶助活動がしっかりした佐々町であってほしい。佐世保市広域圏にも参
加しないで、町の未来はあるのか不安です。 
 
ボランティアに興味はありますが、仕事が忙しく、時間に余裕のない生活を送っているのが現状です。
現役引退したら、自分ができることをしたいと思います。 
 
毎日仕事が終るのが遅く、仕事と子育てと家事でいっぱいなので、正直、町の計画やボランティアや活
動にまでは興味はまだ持てません。ただ、子どもが安全に暮らせる町であってほしいと思います。佐々
町は佐世保よりも、子育てに関しては熱心にとりくんでくれていると聞きました。佐々に住みまだ５年くら
いですが満足はしています。子どもに習い事をさせるとなると、やはり佐世保まで行かないとなーとは思
うので、その辺は不足してるかと思います。 
 
福祉及び高齢者に対することについては佐々町でのボランティア等はよくいきとどいていると思います。 
 
若い世帯の増加で子供の声で賑やかになり、良い事ですが町内会への入会には消極的で古くから居
住する方々との会話も少なく思います。佐々町への転居時に役場から積極的に入会を勧めて欲しい。 
 
佐々町に来て３５年経ち、大好きな佐々町です。住みやすくやさしい町に更になっていきますよう、特に
子供達が健全に育つことを願って出来るだけ、声かけをしていきたいと思います。 
 
子育て、介護、仕事、それぞれをこなす人の立場がある事。自分ができる事を考えながら社会で生活す
る事。大まかすぎますが子供の頃から少しずつそういう考えを持てる様という意味で問１７は５も選択しま
した。多く行動はできなくても、持っている気持ちでも、立派なマンパワーになり得ると思います。例え
ば・・・バッタバタしながら食事作りの合い間に“佐々町のアンケート！大事なことけん！”って言いながら
これを記入する母を見てるだけでも少しは子供の町民意識高まりませんかね？（笑） 
 
ボランティアには参加した方が良いと思っていますが、隣人は隣人であって友人ではないので、色んな
方が居ます。深く関わりすぎなくてバランスが取れている部分もあると思うので、難しいところだと思いま
す。深くなり過ぎずに相互扶助の様な何か方法は？ 
 
佐々町が良い方向に向かう様にガンバッテ！！ 
 
厚生大臣・福祉の受賞おめでとう御座居ます。感動致して居りました。特に今年の年賀に佐世保の友
人、同窓生より、佐々に住みたい、佐々町が一番いい町に成りましたネ、と返って参りました。大変嬉しく
成ります。瀬戸越町の友が申します。高速眞すぐナフコで買物を済ませて、それから食品を佐々町三ヶ
所に寄り新鮮でとても美味しいそれぞれのお店で買物を済ませると（笑）友の便りが嬉しく成る今日今頃
です。追伸、私が嫁いで来た頃は、道路もなく細いトロッコ道でした。懐かしい思い出と成りました。クラ
ス会を毎年行い、其の折に次回佐々町と声が掛かります。嬉しく思います。 
 
ご苦労様です。私も 60 を過ぎ将来的には何らかの形で地域の方々に世話になるかと思います。そのた
めにも佐々町の福祉関係がよりよいものになっていく事を願っています。 
 
福祉では、ニュースでもとりあげられ、他県からも注目されているのを、広報で読みました。細々の積み
重ねですごいなあと思っています。母も毎週楽しみに通っていて、話をよくききます。福岡に行く機会が
あり、よく高速バスを利用しています。天神バスセンターで佐々行のアナウンスがあります。佐々町が
色々な方に知ってもらえると、観光等と結びつかないのかなあと思います。幼稚園の桜がとても楽しみ
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にしていましたが、今はなくなり少し寂しい様な感じです。大岳山が桜の花でいっぱいになるといいのに
なあと夢をみています。人口が増えてもっともっと活気づいたら案もいっぱいでるかもしれないです。住
みやすい佐々町が好きなのでいい方向に向かっていってもらいたいです。 
 
現在老人会に入会致しております。６０代から入会出来ますけど、なかなか入会してもらえない県内で
は、％がとっても低い状況です。そして役員になる人がいない、頭のいたい所です。 
 
増々高齢者が増える中で老人会の組織は弱体化している、何故か？高齢者の孤立化を防ぐ為にもこ
の老人会の活動を活発化させ高齢者の自主自立化を押し進めないと介護者が増大し世話役の方々に
迷惑をかける事となる。福祉ニーズが多様化する中、身近な問題を一つづつ着実に取組まないと地域
福祉活動の成果は見えないと考える。 
 
ボランティアに参加した事があまりないのではっきりとした考えがなく、参考にならないですがよろしくお
願いします。 
 
民生委員さんの色々な交流会への声かけ、お誘い大変有難い。自分としては元気で農作業をはじめ、
する事が沢山ある。今はマイペースで生活したい。もう少ししたらお世話になりたい。 
 
住民サービスに何でも無料は出来ないと思います。せめて半額は支出しなければ町民の税金ですので
公平に使って頂きたいと思います。 
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３．委員会答申・名簿 

 

令和２年１月 21 日  

佐々町長 古庄 剛 様 

          佐々町地域福祉計画策定委員会 

会長 吉居 秀樹 

          佐々町子ども・子育て会議 

会長 吉居 秀樹 

 

第１期佐々町地域福祉計画および 

第２期佐々町子ども・子育て支援事業計画について（答申） 

 

 「第１期佐々町地域福祉計画」および「第２期佐々町子ども・子育て支援事業計画」に

ついて、慎重に審議した結果、別添の通り答申します。 

 なお、取り組むべき具体的施策については、別添に記載した通りですが、具体的施策の

遂行にあたり配慮していただきたい点について下記に記します。 

 

記 

 

1. 両計画策定に当たり、これまでの佐々町の優れた実績を認識し評価するところから出

発し、その実績の内容を前提としました。従って、各種事業の実施にあたっては、今後

５年間、その実務及び実績の維持、発展へ向けた取り組みとなりますように努めていた

だきたい。 

 

2. 幅広い世代が将来にわたり地域福祉を推進し続ける、持続可能な全世代型コミュニテ

ィ社会の構築が佐々町の目指すべき目標であることは本委員会委員の総意です。両計

画は、それを実現するための中心的計画となるため、計画策定においても一体不可分の

ものとして審議してきました。よって、両計画の連携を念頭に置き、事業遂行していた

だきたい。 

 

3. 両計画とも、広く住民全体にアンケートを行い地域生活課題の発見・確認を行うととも

に、これまで佐々町の地域福祉推進にご尽力されてこられた団体・組織代表の方々の意

見を丁寧に聴取し、審議を重ねてきました。計画の実施にあたっては、行政と住民との

共同ないし協働において実践されますよう要望します。 

 

4. 現在においても地域福祉推進の中枢機関として位置づけられる「地域包括支援センタ

ー」及び「健康相談センター」は、今後においても両計画推進における核として、さら

に幅広く住民の参画が得られるよう、総合的な推進体制構築についてご検討いただき

たい。 

 

以上 
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佐々町地域福祉計画策定委員会委員 

 

（敬称略・順不同） 

 所属団体等 氏  名 

１（会長）  長崎県立大学 名誉教授 吉居 秀樹 

２（副会長）  佐々町民生委員児童委員協議会 会長 吉永 浩樹 

３  町内会長連絡協議会 会長 松瀨 大高 

４  佐々町 PTA連合会 会長 福田 房人 

５  佐々町老人クラブ連合会 会長 永石 善吾 

６  佐々町身体障害者福祉協会 会長 松本 六一 

７  佐々町地域婦人会 中川 由美恵 

８  佐々町食生活改善推進連絡協議会 会長 小林 貞代 

９  佐々町商工会 中央部会部会長 中村 尚広 

１０  佐々町元気カフェ・ぷらっと 代表 福田 修三 

１１  あゆっ子 代表 岩本 ます子 

１２  社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会 事務局長 大瀬 昇 

１３  社会福祉法人 さざなみ福祉会 理事長 大長 光一 

１４  佐々神田保育園 保護者会 会長 渡部 基記 

１５  口石小学校 校長 湯村 賢二 

１６  社会福祉法人 民生会 本部長 松田 律子 

１７  有限会社 北村製茶 代表取締役 北村 誠 

１８  介護予防ボランティア 宮島 初枝 

    

オブザーバー  NPO法人 鶴見川流域ネットワーキング 理事 吉田 洋子 

オブザーバー  歩健学研究室 西村 千尋 

オブザーバー  株式会社 三菱総合研究所 高森 裕子 
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