
調　査　票　集　計　結　果 資料１

①

Ⅰ 健康・福祉

政策１　健やかに暮らせる安心なまちづくり

基本施策 １０万市民の健康を維持する 基本施策番号１

生活課題 子どもからお年寄りまで、健康でいきいきと暮らしている

Ｈ２２年度

満足度 53.1%

不満足度 45.3%
目標値

(成果指標)
70.0%

提案目標値 設定理由

70.0%
満足度の数値が横ばいのため、目標値はこのままでいいと思う。
（必要度が高い）

70.0%
保健センターの活用に期待とソフト面での推進に期待とソフト面での推
進に期待して。

70.0%
子育て支援、孤独な独居老人への支援は少子化、高齢社会では必要なこ
とである。

70.0%

*80.0% 各世代に合わせた、健康づくりや地域活動に力を入れる。

70.0%
健康でいきいきと暮らすには、日々の生活習慣と予防が大切と思われ
るため。

70.0% イベント・講座の徹底した広報により参加者の増加が見込まれる。

*65.0% 高齢化の加速

70.0% 健康意識向上

73.0%
満足度が平成19年から平成21年にかけて減ってきている。今後高齢化が
進むことを考えれば、目標値今より高くし、努力の必要がある。

平均 70.4%

提案する数値目標

目標値積算方法 その他

イベント・講座等の広報の回数

その他

健康相談・健康指導について、例えば透析の患者を減らすだけでも、財政が違ってく
る。先進地の尼崎市を見習うべき。
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

②

Ⅰ 健康・福祉

政策１　健やかに暮らせる安心なまちづくり

基本施策 身近なところで高度な医療を提供する　 基本施策番号２

生活課題 遠くまで行かなくても、高度医療の病院の治療を受けることができる

Ｈ２２年度

満足度 18.9%

不満足度 80.0%
目標値

(成果指標)
37.0%

提案目標値 設定理由

37.0%
医療問題の不満足度は高く、必要度も高い重要施策として37％を目指
す。

25.0%
高い目標値を設定したいが、現状の救急医療や総合内科機能を考えると
少しでも、現状より改善したい数値。

50.0%
市民が最も不安を持っている分野でもある。ハード面で難しくても、人
的充実や他の医療機関とのネットワークも考えられる。

30.0%

50.0%
医師・看護師不足を少しでも解消し、近い病院等で受信することが
出来たら良い。

30.0%
隣の奈良県・三重大など、市外の病院へ行っている人も多いので、
病院が高度医療を出来るようにすることが望まれる。
伊賀市１市での高度医療治療を受けるのは難しいと考える。
広域連携治療をがんが得て行くべきではない。

25.0% 医師不足と地域の格差

30.0% 医療機器充実

50.0%
必要度が2位であるが、満足度がかなり低い。医療に関して市民の
不安度が大きく、また関心も大きい。

平均 36.3%

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

症状により、高度医療を受けることが出来るそれぞれの
医療機関との受入れの連携体制の徹底度。

・AEDの設置場所の数　　・救命救急講座受講者数

その他

Ⅰ 健康・福祉
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

①

政策２　地域で支えあう福祉のまちづくり

基本施策 高齢者などを地域や集落で支えあう環境をつくる 基本施策番号３

生活課題 軽度障がいの高齢者なら、地域や集落ごとに介護できる

Ｈ２２年度

満足度 27.9%

不満足度 70.4%
目標値

(成果指標)
50.0%

提案目標値 設定理由

40.0% 地域において包括的にケアを行っていく地域福祉が重要。

50.0%
今後、ますます求めていかなくてはならない課題なので、50%に設定しな
くてはならいのでは。

50.0% リーダー育成、ボランティア情報の面から進めるとよいと思う。

50.0%

60.0% 地域や集落ごとで勉強会を実施し、知識の向上を計る。

50.0% 地区ごとの福祉施設の充実が望まれる。

60.0%
自治協の取り組み。自治協がそのことを認識するため、自治協への協
力要請の説明会を実施することにより数値は上がると考える。

50.0%

50.0% 拠点施設の目標設置

55.0%
地域で地域の人をささえる意識は、震災後にさらに強くなったと思われ
る。その思いが続く間に、思いを形にしていく必要がある。

平均 51.5%

提案する数値目標

積算方法 目標値 その他

自治協への協力要請のための説明会の実施回数。

その他
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

①

Ⅰ 健康・福祉

政策３　必要なときに支えがある安心なまちづくり

基本施策 子どもや高齢者を地域ぐるみで見守る 基本施策番号４

生活課題
地域ぐるみで、子どもやお年寄りを見守り、声をかけられるような
雰囲気、関係性、取り組みができている

Ｈ２２年度

満足度 38.5%

不満足度 60.2%
目標値

(成果指標)
60.0%

提案目標値 設定理由

50.0% 各地域の民生委員の皆様の力を借りて主な事業に生かす。

60.0%
東日本大震災の状況を見ると地域ぐるみでの助け合いの重要性が大きい
と思われるので、前回と同じでは。

50.0% 町づくりは人づくりから、リーダー的役割を担う人への啓蒙が必要。

60.0% 災害時要援護者避難支援制度、地域福祉計画の推進に期待したい。

60.0% 地域福祉計画を推進する。

60.0%
世代間交流を活発に出来る事業を大いにやれば、地域ぐるみの良い
関係が出来るのでは。

60.0%
上記自治協への説明会に本件についても要請。自治協を通じて昔あった
住民意識を取り戻すよう働きかける。（組、組織、又は向こう三軒両隣的な…）

50.0% 声かけの不自由さ

60.0% 住民自治協議会の協力要請

65.0%
地域で地域の人をささえる意識は、震災後にさらに強くなったと思われ
る。その思いが続く間に、思いを形にしていく必要がある。

平均 57.5%

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

その他
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

②

Ⅰ 健康・福祉

政策３　必要なときに支えがある安心なまちづくり

基本施策 障がいのある人の自立した生活を支える 基本施策番号５

生活課題 障がいのある人が、不安なく生活できる

Ｈ２２年度

満足度 17.2%

不満足度 80.5%
目標値

(成果指標)
30.0%

提案目標値 設定理由

30.0% 少しでも社会参加の機会を支援、地域自立支援事業の充実

30.0%
アンケートでの必要度が94.2%と高いが、現実的な政策として、目標値を
急に高くしても無理ではないか。

30.0%
行政職員への任用をまず、率先することが近道です。また、当事者との
周囲の人権意識の向上も必要です。

30.0%

30.0% 相談支援体制の充実。

30.0%
障害のある人が、地域で支援を受けながら生活できるようになるため
にも。

40.0%
障害を個性と受けとめられる地域づくり、住民努力、就労環境の整備
は行政努力。双方の努力により改善されると思いたい。

30.0%

30.0% 障がい者の意識を高める。

35.0%
今後、高齢化により認知症の人が増えることを考えるとさらなる努力が
必要である。

平均 31.5%

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

その他
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

③

Ⅰ 健康・福祉

政策３　必要なときに支えがある安心なまちづくり

基本施策 高齢者の健やかな生活を支える 基本施策番号６

生活課題 ひとり暮らしの老人が孤独感なく、体調などを確認してもらいながら生活できる

Ｈ２２年度

満足度 27.1%

不満足度 70.9%
目標値

(成果指標)
50.0%

提案目標値 設定理由

45.0% 見守りネットワーク事業の推進、住民自治、民生委員の協力が必要。

40.0% 基本施策②と同じ状況ではないか。

50.0%
官民両方からのはたらきかけが必要。せめて半数位は実感を持ってほし
い。

50.0% 地域の支え合いのしくみをつくることで、目指したい。

30.0%

*20.0% 低所得者の自立を促す事が望まれる。

50.0%
政策（２）基本施策①、政策（３）基本施策①の充実により数値上昇が
見込まれる。

50.0%

50.0% ひとり暮らし宅訪問

*55.0% 今後、ひとり暮らしの老人がさらに増える。

平均 45.6% ※一番高い目標値と一番低い目標値を除いた平均値

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

高齢者が気軽に、又いつでも利用できる場所。

その他

いきいきサロンも良いですが、世代間交流が出来るような各地域での大人・子供の居
場所つくりが必要です。
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

④

Ⅰ 健康・福祉

政策３　必要なときに支えがある安心なまちづくり

基本施策 老後の生活や低所得者の自立を支える 基本施策番号７

生活課題 お年寄りや所得の低い人が安定した生活を送れる

Ｈ２２年度

満足度 16.9%

不満足度 81.5%
目標値

(成果指標)
24.0%

提案目標値 設定理由

24.0%
まずは、現状から目標数値までの努力、国民年金制度の啓発事業の推
進。

25.0% 基本施策②と同じ状況ではないか。

*30.0%
今の経済状況の中での向上は難しい。せめて、まさかのときの対応策が
ほしい。

27.0% 経済状況好転かつ望めない現状で、目標値を上げるのは無理がある。

*30.0%

20.0% 低所得者の自立を促すことが望まれる。

*30.0% 行政の役割が大。これ位っであってほしいと考える。

*20.0%

24.0% 最低生活保障実施策

27.0% 今よりさらに低所得者が増えると思われる。

平均 24.5% ※一番高い目標値と一番低い目標値を除いた平均値

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

国民年金保険料収納率、または無年金率

特定検診受信率

その他
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

①

Ⅰ 健康・福祉

政策４　次世代をともに育成するまちづくり

基本施策 子どもを産み育てやすい環境をつくる 基本施策番号８

生活課題 不安や制約や孤立感なく、子どもを産み育てるような環境や支援が整っている

Ｈ２２年度

満足度 29.4%

不満足度 68.1%
目標値

(成果指標)
40.0%

提案目標値 設定理由

40.0% 子どもを産みやすい地域環境づくりの必要性、生活の安定も重視。

40.0%
当市のみ改善できる問題ではないと思われるが、児童虐待やＤＶ防止
は、行政や市民で防止対策は推進できるのでは。

*50.0%
少子化を克服するためには、保護者に50%くらいの実感は是非もってもら
いたい。

40.0% 子育ての社会的な条件を整えることの方が必要度が高い。

*50.0%

40.0%
女性の社会進出、共働きが当り前になりつつある社会の中で、女性が
子育てをしながら働ける環境を整備すべきだと思います。

*50.0%
親同士（乳幼児の）の交流の場を提供することで、子育ての楽しさを
感じてもらえれば…

*25.0%

40.0% 生活支援目標達成

*50.0%
地域社会を維持していくためにも少子化に歯止めをかける必要が不可欠
である。

平均 40.0% ※一番高い目標値と一番低い目標値を除いた平均値

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

校区数、親子でいつも利用できる施設。
（廃校利用もありか・・・）

その他
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

②

Ⅰ 健康・福祉

政策４　次世代をともに育成するまちづくり

基本施策 家庭の教育力を高める 基本施策番号９

生活課題 家庭内での教育がしっかり成り立っている

Ｈ２２年度

満足度 38.6%

不満足度 59.0%
目標値

(成果指標)
50.0%

提案目標値 設定理由

50.0% 子育て支援の充実、産んでからの不安をなくす。

50.0% 今後の、啓発活動を期待して。

50.0% 保護者がゆとりを持てるようなサポート体制が必要。

45.0%

50.0%

40.0% 家庭内での教育ＵＰが望まれる。

*34.6%
ＰＴＡと学校だけでなく、ＰＴＡと行政、ＰＴＡと自治協との関係を
保てることにより、いろいろな意見交換が出来るのでは。

50.0%

50.0% 学校、地域、家庭の連携。

*53.0%

平均 48.1% ※一番高い目標値と一番低い目標値を除いた平均値

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

自治協へのＰＴＡ参加数（子ども会）

その他
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

③

Ⅰ 健康・福祉

政策４　次世代をともに育成するまちづくり

基本施策 少子化に歯止めをかける 基本施策番号１０

生活課題 子どもの数が増えている

Ｈ２２年度

満足度 12.6%

不満足度 86.3%
目標値

(成果指標)
19.0%

提案目標値 設定理由

20.0%
基本施策①、②を推進することによって、少しは変化が出てくると思
う。

20.0%
この問題は国や先進地各国が抱える問題であり、対策は難しいと思われ
るが、期待して。

*30.0% 安定した仕事に就けることがないと、低い現状値ばかりになる。

20.0% 価値観、労働環境など多様な条件が影響してるから。

*30.0%

20.0% 子供は国の宝です。少子化を止める施策が望まれる。

*11.5% せめて、これ位であってほしいとの願い。

15.0%

*30.0% 若い人達が楽しいと思える環境づくり。

25.0%
地域社会を維持していくためにも少子化に歯止めをかける必要が不可欠
である。

平均 20.0% ※一番高い目標値と一番低い目標値を除いた平均値

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

伊賀市の雇用人口数。
（収入安定のため就労先の確保）

その他
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調　査　票　集　計　結　果 資料１

①

Ⅰ 健康・福祉

政策５　すべての人の権利が保護されるまちづくり

基本施策 高齢者や障がいのある人などの権利を守る 基本施策番号１１

生活課題 介護を真に受けるべき人が、速やかに介護を受けられる

Ｈ２２年度

満足度 20.4%

不満足度 77.3%
目標値

(成果指標)
32.0%

提案目標値 設定理由

40.0% 福祉施設の充実

30.0%
バリアフリーの推進や権利擁護の推進は可能ではないかと思われるの
で。

40.0%
受けるべき人が受けられないのは、施策としていけないと思うので、少
し高めの値に。

40.0% 高齢化が進み、さらに必要性が高まるので困難でも取組みが必要。

*50.0%

*25.0% 支援を受けて、様々な立場の人が普通の生活が出来る事が望まれる。

*50.0% 後見制度の必要性から、こう成らざるを得ないのではないかと考える。

30.0%

30.0% 環境の整備

35.0%
介護を必要とする人が増えるのは確実である。

平均 35.0% ※一番高い目標値と一番低い目標値を除いた平均値

提案する数値目標
積算方法 目標値 その他

登録後見人数（後見人要請講座の開催により、登録後見
人制度の確立）

その他
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