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第１章 はじめに 

 

令和２（2020）年の２月ごろから拡大を見せた新型コロナウイルス感染症は、３月に小中学校の

一斉休校を皮切りに、大きな社会変化を見せました。令和２年（2020）年４月７日に一部の地域に出

された緊急事態宣言、４月 17日には全国に広がりを見せています。 

これらの影響は、経済活動や日常の生活を直撃しただけでなく、住民とともに推進してきた地域福

祉活動も、当会の取組みも、人の移動、対面が制限され、中止、休止を余儀なくされています。そのこ

とで、不安が広がっています。一方で、地域福祉活動を進めておられる団体などでは、これまでの「人

と人とのつながり」を生かし、工夫し、孤立を防ぐ取組みを展開しているところもあるとのお話を聞い

たりしています。 

そこで当会では、この緊急事態下において、今だからこその「人と人とのつながり」を再確認し、こ

の困難を一緒に乗り越えるための工夫を共有し、普段の暮らしを取り戻したく、「緊急アンケート  新

型コロナウイルス感染症拡大防止による活動アンケート「見えない『地域の底力』」を集めよう〜英知

と工夫を集めて、普段の暮らしを取り戻す〜」と題して、アンケート調査の実施を令和２（2020）年 

４月 10日に行うことを決定しました。 

 

１．アンケート調査のねらい 

  
【ねらい】 

①地域福祉活動が縮小、休止を余儀なくされているところ、また、継続して実施しているところと様々

ある中で、不安をどういう工夫で乗り越えているのかを把握する。 

②そのことで、地域福祉活動が「住民主体で」どんな力と工夫をしているのかを把握する。 

③また、今後の地域福祉活動や事業のあり方として、本会に求められていることを把握する。 

 

これらのねらいを達成すべく実施し、学区福祉委員会等の活動者への情報提供に役立てていくほ

か、災害時や緊急事態時への BCPに活かしたり、行政や関係団体にも地域活動の意義を改めて伝

える地域福祉活動計画等に役立てていきます。 

 

２．アンケート調査の対象者 

 

下記の団体、利用者にアンケートを実施しました。 

 

（１）活動者 

 
学区福祉委員会代表者、活動に近い人 

サロン活動代表者、活動者 

ボランティアグループ代表者、活動者 

当事者団体役員 

生活支援コーディネーターが把握、かかわっている団体の代表者 

一般介護予防事業介護予防普及啓発事業 B リハボランティアグループ代表者 

その他、普段からかかわりのある地域団体の役員 等 

  



（２）対象者、利用者 

 

一般介護予防事業介護予防普及啓発事業 B リハ利用者 

地域福祉権利擁護事業利用者 

生活困窮者自立支援事業学習支援利用の本人と保護者 

 

３．アンケート調査の方法 

 アンケート調査は、以下の方法で実施しました。 

 

（１）活動者 

 

電話、もしくは対面で聞き取りをしました。 

電話での聞き取りに先立って送付した、アンケート項目に記入をいただき、返送していただいた団

体に、順次電話による聞き取りを行いました。なお、聴覚障がいのある人へは筆談で実施しました。 

また、代表者が「ほかの役員にも聞いてほしい」と申し出られた場合は、追ってその指定された人へ

も連絡し、追加で聞き取りをしました。 

 

（２）対象者、利用者 

 
電話、もしくは対面で聞き取りをしました。 

 

４．アンケート調査の実施期間 

 

 アンケート調査は、以下の期間で行いました。 

 

（１）活動者 

 

 アンケート調査依頼は令和２（2020）年４月 13日発送し、15日から 30日まで聞き取りを実施

しました。 

  

（２）対象者、利用者 

 

 令和２（2020）年４月 14日から５月 15日までで実施しました。 

 

５．アンケート調査の実施体制 

  

アンケート調査は、大谷大学社会学部志藤修史先生とともに当会の職員で実施しました。 

 

【アンケート調査にかかわった職員】 

米田守 北岡克也 土橋剣和 正野美咲 弘中奈都子 松尾まみ 谷川美幸 蠏朋子 倉間詩乃  

林好美 相馬時子 宮崎加代子 谷口公洋 土田恭仁子 



第２章 活動者へのアンケート調査結果 

 

１．回答者の属性 

 

各団体の代表等に送付をしましたが、複数の団体の役員等を兼務されているため、複数回答とし

ました。今回のアンケート調査の回答者の属性は、以下のような団体の所属者になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３月、４月に活動を中止、休止した活動の有無について 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、活動を中止、休止した団体は９割を超えています。 
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３．中止、休止した活動 

 

中止、休止した活動の多くは、サロン活動、学区福祉委員会の給配食活動、介護予防普及啓発事

業 B リハ事業、ボランティア活動などの通常の活動が多く占めています。また、役員会や会合も中止

したところが多く見られました。 

 活動を中止、休止していないと回答した 19団体のうち、すでに活動を休会している団体が８団体あ

りました。そのほかの11団体の属性は、サロン活動、ボランティアグループ、NPO法人等でした。サロ

ン活動など健康や体操を意識した団体は、会場が公共施設でない場所であったところ（個人宅等）

が多く、三密の回避などの対策を取りながら実施していることがうかがえました。 

 ボランティアグループや NPO法人等では、福祉施設での活動を中心にしていたり、DV支援や介

護保険外の支援活動を行っている団体が多く、多くの制限がある今だからこそ、条件や制約を設けつ

つも支援を行っていることがうかがえました。これらの活動は、生活を支えるサービス的側面が強い活

動と考えられ、くらしに直接関わることだからこそ、継続的に展開をされていることがうかがえます。 

 

４．活動を中止、休止を判断した理由 

 

 理由は、複数の要因がほとんどでした。 

 一番多く見られたのは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため安全性の確保や三密を回避す

ることが会場では困難になったという趣旨の回答が、244団体中で、102団体から得られています。

しかしながら、会場使用に対しての思いは、さまざまであると考えられます。また、地域福祉活動の中

で、社会福祉施設にて実施している活動は、３月より以前から利用について制限等があったことがわ

かりました。 

 その次に、「役員やボランティア同士で協議をして決めた」とする回答が、44 団体となっています。そ

の記載の中には、感染症拡大の中で安全性を重視して決められたことがうかがえました。特に代表

者や役員の中には、「活動上での責任」について触れられた人もおり、代表者や役員などリーダー層

には判断が大きくのしかかっていたことがわかりました。代表者や役員などリーダー層は、日々変わる

情報、社会の動きに気を配り、いのちとくらしを守る一員として責任を抱えておられたのではないか、

また、この状況下で相談もできにくい状況であったのではないかと推察できます。 

 今回のアンケート調査の範囲には、委託事業に関わる団体も含まれていることから、「行政や当会の

指示に基づくものや緊急事態宣言などの行政等からの指示」があったことを理由に挙げている団体

も 41 団体ありました。この回答でも、「指示が出たことで、ホッとした」という意見もあり、代表者や役

員などリーダー層の苦悩がうかがえました。 

 今回のアンケート調査の主たる団体の大半が、活動自体が「集まって」取り組まれるものが多く、三

密を防ぐことができないとした団体も 42団体あり、感染症拡大防止や社会状況を鑑みて判断とした

ところも 69団体に上っています。 

  

  



５．活動を中止、休止したことで、気になっていること 

 

一番多くみられた回答は、利用者やボランティア仲間、会員同士の様子が気になるという主旨の

回答で、81団体から得られています。特に、外出ができないことへの体力面や身体面の低下のほか、

認知機能面であったり、家族関係等への影響なども含まれています。当事者団体は、「対面」での話

や対話を大切にしている団体もあり、「対面」が制限される新型コロナウイルス感染症においては、大

きな活動の制約につながっているところがあります。「感染症」という病気の特徴でもある対面できな

いという状況は、私たちの日頃のくらしを支える条件である、日常的な対話や交流に大きな影響を与

えます。それが結果的に心身の健康状態に影響を与えることになると考えられます。 

 サロン活動や学区福祉委員会等の活動では、これまでの活動の意義は理解しているものの、活動

をどう考えていくのがいいのか悩んでいると回答している人もいました。しかしながら、小地域での活

動では、活動はなくても日常の買い物等で顔を合わす機会があり、声かけなどができていることも合

わせて聞き取りができました。地域活動は生活空間が同一であるからこその日常の関わりがあると

いえます。 

子育て中の親子のサロンなどでは、スマートフォンアプリなどを活用し連絡を取り合っているところ

や、メールや電話での連絡、ハガキや手紙など「非対面」のやり方も展開しているところもあります。 

そもそも地域での日頃の関係から始まり、さらに地域で関係が広がり、また地域で関係が深まって

いくことが望まれている活動ならではの内容であるといえます。会わないわけにはいかないけれど、会

うことができないジレンマの出口を工夫されていることがうかがえました。 

会としての活動もですが、今回の新型コロナウイルス感染症拡大に関しての影響は、３月から影響

を受けた団体が多く、団体の組織体制の変更時期だったこともあり、令和２年度における事業計画や

組織維持についても触れられた人が多くなっています。また、年度替わりの時期だったこともあり、新

たな活動者や会員加入につながっていた団体ほど、「帰属意識」等にも言及されており、感染症拡大

のタイミングも大きな影響を及ぼしていると考えられます。 

 住民が主体的に取り組む生活支援の訪問型の活動を展開している団体では、「依頼そのものがな

くなった」と回答している団体もあり、活動者も「自分が感染拡大をさせてはいけない」との思いを持

っている人も多くみられます。 

新型コロナウイルス感染症そのものの収束、終息についても不安があるとの意見もあり、収束、終

息後の活動がどのような形で再開できるのかなどにも不安があることがうかがえました。 

 

６．活動を中止、休止したことで、何か考えていること 

 

活動が再開したら何をしようかと考えていると回答した人が多く、具体的に実行に移そうとされて

いる人もいれば、漠然と何かしたいなと考えている人も伺えました。心配や不安があるからこそ、希望

や願いが生まれていると感じます。そして、次の活動へのエネルギーが蓄積されていると感じ取れます。

活動の具体的なプログラムを提案する団体もあれば、中止、休止してきた分を振り替えていくような

形で、やっていきたいと語っている団体もありました。 

具体的に活動をしたいと考えられている人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点は引き

続き続くとして、これまでの活動の形の変容を検討せざるを得ないと考えている人もおられました。そ

れと合わせて、「いつ」「どのような対策をとって」再開するのかも、悩んでいることがわかりました。感

染症自体の様子がよくわからないこともあり、対策なども各自では講じにくいことがうかがえます。役

員やボランティア同士も、どのようにそのことを話し合えばいいのかということも、不安に思っているこ

とがわかってきました。この点は、収束、終息後の社協活動への課題といえます。活動の課題やそれに



対する工夫などを情報交換して、より活動の発展につなげる役割が当会に求められています。 

子育てサロンや若い世代のいる団体では、スマートフォンアプリを活用したつながりができています

が、高齢者の世代の多い団体は、メールや手紙などの方法に止まっている傾向も伺えます。 

実際に今、活動を中止したことで役員やボランティアで話し合って、つながりを保つ活動をしている

団体も見受けられます。先述したように、手紙をポスティングしたり、電話での連絡のほか、オンライン

を活用した取組みなども行っていることがわかりました。また、中止、休止中に工夫をされている点で

は、利用者に自宅でできることや気をつけるべき情報を一緒に届けることをされています。広報をする

のに、自分たちの活動の PR だけでなく、「情報をお待ちしています」と、やりとりを双方向にするなど、

視点を切り替えて取組みを継続している団体もありました。「できない」ではなく、「できること」を探し

ておられる団体が多くありました。 

  

７．継続している活動の有無 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、継続できていない活動が６割を超えていますが、４割

近くの活動が「継続」されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



８．継続している活動の状況 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大によって、形や方法を変えて継続をしている活動が７割以上あり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．活動を継続する判断に至った理由 

  

利用者や対象者のことが気になるとして、活動を行っているところが多くみられました。住民が主体

的に取り組む生活支援の訪問型の活動を展開している団体では、こういう時だからこそ依頼がある

かもしれないと、通常通りの展開を行うところもあったり、事態が刻々と変化するのでスタッフ間での

話し合いをしているところもありました。障がいのある人を支援するボランティア団体からは、「こういう

時こそ、情報に偏りがあってはいけない」と使命感を語っている人もいました。 

また、「活動を継続していない」と回答をした人も、見守りや声かけを行っていることがわかりました。

その多くが、日常の買い物や散歩などで見かけた時の声かけであったり、非対面での手紙等の対応

を答えられておられ、活動の目的や趣旨が明確だからこそ、普段と非日常との切り替えが可能になる

のだと考えられます。 

継続活動を行うにあたっても、条件を定めるなどし対応をしていると回答をしている団体がありまし

た。マスクや手洗い励行などの感染症対策を十分に考えて対応にあたっているほか、電話やメール、

スマートフォンアプリでの対応を行ってることも聞き取りました。広報紙を発行しての配布などで改め

て自分たちの活動について発信しようというところもありました。日頃の活動や、そこでのつながりを

大切にしている市民や住民の底力を感じる聞取りでした。普段の活動の中で何が培われているか、

地域や地域でくらす私たちみんなにとって共に大切なことがここにあると感じます。 

今回のアンケート調査時期が年度初めだったこともあり、本格的な活動ではないがその活動に備

えて準備をしていると回答した団体もありました。 

継続している団体の多くは、対面せずに活動が実施できる方法を考えたり、孤立を防ぐために「つ

ながっている」ことを意識してもらえることを工夫していることがわかりました。 



１０．活動をしていて、感じていること、気づいたこと 

 

 この状況の中で活動をすることで、利用者からの感謝の声があり、その声が励みになっていること

を聞き取っています。また、ともに活動する人がいて、心強く感じているという声も聞かれました。改め

て地域活動は、「活動をする人」「活動の提供を受ける人」の、双方の心が通い合うことで成り立って

いることがわかりました。 

そして、自身の活動が孤立を防ぐ取組みにつながっていると改めて気づいていると回答した人が

多くなっています。高齢者のサロンでは、「１日誰とも話さなかった」という人もいて、形を変えての継

続の意義が感じられています。子育てサークルでは、公園などを活用して取組むことで、親の負担軽

減につながっており、サロンの「孤立を防ぐ」意義は、集まる方法を工夫したり、つながりの形を工夫

することで継続されているといえます。ボランティアグループなどでは、みんなが手作りマスクを作って

いるというので、コンテストをしようなど、この状況をプラス思考に変える発想を考えている人もいて、

冷静に、そしてできることを探していることが伺えます。 

自分自身のためになっていると回答をした人も多くあり、改めて新型コロナウイルス感染症拡大に

よって、自分たちも「自分たち自身のために」活動をしていると感じている回答結果も得られました。 

NPO 法人や当事者団体では、子育て中の親子のしんどさや DV への対応をしている団体もあり、

こういう時だからこそという意識と細心の注意と、多様な手段を検討しながら取組みを進めているとこ

ろもありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【自由記述／抜粋】 

・一人暮らしの方に電話すると、「今日は一言もしゃべってない」「電話もらえてうれしかった」

という声が多い。「何かあったら、電話して」と連絡先を伝えていることで、安心されている方

が多いと感じる。 

・ボランティアがどこまでやるのかはひとりひとりの考えだし、今後も考えていくだろうと思う。

ボランティア活動はどこかに強制されているものではないので。 

・自分のためにやり始めた。パソコンが使えたから、献立を書いてチラシをつくったりしていた。

自分の生きがいになっている。 

・マスクを配布した際に「元気だった？」と会話を交わしたりなど、皆さん再開をとても喜んだ

ようだった。一度会ったことによって体が元気になったという声も聞いた。ポスティングした

後も、「ありがとう色々考えてくれて」「これをやるとみんながそばにいる気分になります」と

いう電話があり、良かったなと思った。 

・閉じ籠ってたらあかん。身体のレベル低下が心配。 

・体操がなかったらつまらない。ひとりでは体操ができない。 

・家族から止められる人もいるので、来られる人だけで開催した。茶話は中止しての開催。 

・自分達がやりたいことをみんなに知ってほしい。自分の思いが形になっている。活動をそばで

見て、自分のやりたい形のサロンをやりたいと思った時に、手軽にできると背中を押してあげ

る場にもなっている。 

・サロン開催時は、席は決まって無いので、たまたま隣になった人と、友達になられ、買物に行

った時に、お話しをされたり、お互いの家に行き来したりお付き合いが始まり、人と人つなが

りができている。そんなつながりを広めて行きたい。 

・仲間が居て、集まって、不安に思っていること、疑問に思っていること、こうかな、ああかな、

「そうそう、私も一緒やねん」って、話をし、色々なことが聞けることで安心できる。 

・個別相談までではないが、少し悩んでいることを全体の LINE で打ち明けて下さる。 

・オンラインミーティングは、全国様々な場所から参加できる。地域性を気にしなくても良いし、

時間もそれぞれの都合の合う時間で参加できる。それらは良い点であるとは思う。ただ、やっ

ぱり顔を合わすことも大切。 

・メンバー各々が手作りマスクを作っている人もいるので、マスクコンテストとかできたらいい

ねとこの状況を前向きに捉えようと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11．回答者自身の率直な気持ち、不安など 

  

 「自身の健康不安」について挙げられた人が 47人おられ、特に新型コロナウイルス感染症が「目

に見えない」こと、高齢者や基礎疾患などに影響を与えていることに不安を持っていること、自分もか

かっているかもしれない、うつすかもしれないという不安が大きいことがわかりました。 

そのほか、活動再開がいつ、どのような条件であればできるのかなど、団体の活動の再開の目処

や方法について不安の声が集まっています。その中には、いつできるのか、条件（三密の回避など）が

どのように整理されるのかと同時に、活動が中止、休止した期間の間で、参加する人にも「コロナ鬱」

や「フレイル予防」についても挙げられており、身体的、精神的に大きな変化があり、今までと同様に

参加ができるのかという不安も聞かれています。活動の内容以上に、活動内での精神的なケアへの

思いをおっしゃっている人もおられ、社会関係の中で人が暮らしていることを実感する回答が寄せら

れました。 

ボランティアグループからは、「新年度に加入者がある予定だが、気持ちが削がれていないか心配

である」との声もあり、新型コロナウイルス感染症の収束、終息後の活動へのあり方について、不安な

どがあることもうかがえます。多くの人たちが感じた不安がそれぞれの判断が尊重されながらも情報

として、共有や交換できる場面が必要です。 

当事者団体、ボランティアグループからは、居場所がないこと、より孤立化しているであろう人たち

への不安も聞かれています。人と人とのつながりが、これまでと違う形で必要であることは理解してい

ても、その方法がすべての人に対応できるわけではないということからも、不安があるとの声が聞か

れました。 

肯定的に考える意見は少数ですが、聞くことができました。自分自身を振り返る機会にされている

人もおられ、本を読んだり掃除をするなどしていると回答された人もおられました。ITの技術を学ぶ機

会と捉え、活動に活かすチャンスであるという人もありました。これまでのメンバーの一人ひとりの力が、

活動の支えになっているという声もありました。印象的だったのは、不登校の子どもたちへの意見とし

て、「いつもはみんな学校に行っているのに、自分は行けないという思いを持つ、不登校の子どもから

すると負い目がなくなるかもしれない」との声もありました。中止、休止の中にあってこそ見える部分も

あると感じました。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．今、これまで展開してきた地域活動をどのように考えているか 

 
 「やってきてよかった」「自分自身のためになっていた」などの肯定的な意見が 70 以上聞かれて

います。自身のためになっているという意見では、健康づくりや地元とのつながりができたことに感謝

する思いも語られていました。これらの「やってきてよかった」という思いが、新型コロナウイルス感染

症の収束、終息後の活動にも大きな力になっていくと考えています。 

また、これまでの活動が、新型コロナウイルス感染症拡大のこの社会状況においても意味があった

と考えているという聞き取りも見受けられました。「こういう時に地域でのかかわりが必要」と感じ「で

きることを考えて行う」という意見を持つ団体のリーダーもおられました。実際に、手紙やメールなどを

活用している事例も教えていただきました。中には、こういうことをきっかけにオンラインがあってよかっ

たという意見もあり、つながりを保つために、多様な手段を活用しようとされている団体があることも

わかってきました。新型コロナウイルス感染症拡大は人と人とのつながりを分断することが懸念されて

いますが、だからこそ、自分たちの活動の意義を再確認できているともいえます。 

今回のアンケート調査は、団体のリーダー層を対象としていたこともあり、「相談できる相手がいて

よかった」ということや「仲間がいてよかった」という回答も多く聞かれました。代表や役員を担う人た

ちは、普段からも「話し合い」と「決断」を繰り返す立場にあり、相当のプレッシャーも感じておられたと

思います。中には、このような状況だからこそ、「組織としての考えもまとめる必要性がある」と伝えて

いる人もあり、今回のアンケート調査がその一助になればと考えています。 

【自由記述／抜粋】 

・自分自身が、陽性であるかもしれない。いつになったら終息するのか、見通しが立たない。 

・外出や人と話が出来ないストレス。コミュニティの閉塞感。 

・人と関わる機会が減っているので、気持ちや体力の低下が不安である。 

・とてつもなくプレッシャーを感じている。自分自身が感染者になってはいけないことはもちろん、

改めて「怖い」と感じている。 

・活動会場が開いていると、活動をする、しないの判断に迷うが、今は全て使えないので、そういう

意味では代表者として、少しホッとしている。 

・自分自身も子どもとともに自宅にいる。子に課された学校からの宿題は親の負担になっている。

仕事もストップとなった。人に会えない、閉塞感を感じている 

・でも、不登校の子どもからすると負い目がなくなるかもしれない。 

・普段、散歩をしていると、子ども達から声をかけてくれるが、最近は、出会うことが無い。 

・３名の新規加入があったが、休みが長期化することで、その人たちの気持ちが萎えないか心配で

ある。 

・繋がりがなくＳＯＳが出せず孤立していないかどうか心配である。 

・福祉委員同士でもあまり話せていない。高齢者への声かけの気持ちはあるが、躊躇しているし、今

何をしていいか正直わからない。 

・時間が出来て、日頃できないことをする、良いチャンスとなった。 

 



【自由記述／抜粋】 

・やってきてよかった。 

・自分の健康の為が、地域の皆さんの為にもなってお互いさま。 

・自分たちにとっても大切なものであったと感じている。 

・継続的な関りがあったからこそ、困っている家庭のニーズを把握でき、すぐに活動内容を変更し対

応することができた。 

・人に言いにくいことも頼って相談してくださる関係が地域で確実にできている。 

・三密こそ大事だったのに。孤立を防ぐためにやってきたのに、また孤立してしまうのでどうしたら

良いのか。 

・参加者の「来てよかった」「これからも来る」「楽しい時間だった」との声を聴くと続けていく決意が

生まれる。参加者の声で活動がある。 

・今、この現状を踏まえ、何ができるのか、できるだけたくさんのことを考え、その中で、実現不可能

なことは消去法で消し、1 つでも多く、できることを実行したい。 

・視覚障がい者が「同じ日に同じ内容を得る権利がある」という思い を再認識した。 

・福祉会館に来ることはこもりがちな聴覚障害の方にとっては外出の機会と社会参加の機会でもある。 

・自分は、大手企業の組合で活動していた。会社で働き社会のことがわかっていたと思っていたが、世

間・地域の状況を知らなかった。もう一つ世界があるということに気がついた。 

・今このような状況になって、改めて、親も子どももお互いに心を開放し、遊べるこの活動の大切さを

感じている。早く落ち着いて顔が見える活動がしたい 。 

・同じ組織として活動していると感じ、それが嬉しかった。 

・職を失っている人もいる。収入が少なくなっても助け合っていける関係でいたい。 

・新しい人に来てもらえない。自分たちで創っていきたいと会議を重ねてはいるがつくれない。 

・高齢になってきて、後を引き継いでくださる方が、いないのが不安。 

一方で、これまでの活動をふりかえり、活動の継続性を考え、「人材」についての意見が上がってい

ます。自身の団体で工夫しているが新たな活動者の参画がない、そもそも参画に対しての動きをする

前に漠然と「次世代へのつなぎ」に対しては不安を覚えているなどの意見がありました。具体的に若

い世代への働きかけなども含めて提案された団体もあります。当会へのかかわりとしても、ボランティ

アや地域福祉活動の担い手育成に向けた支援を望まれていることが読み取れます。 

また、少数ですが「今は何も考えられない」と回答した人もいて、今回の新型コロナウイルス感染症

拡大が、改めて活動を継続する気持ちを後ろ向きにさせてしまっていることも感じました。これまでの

活動の主たる内容は、「三密」で行われていたこと、活動実施における周辺の住民の考え方、利用者

家族の思いなどもあり、次なる一歩が踏み出しにくい状況がうかがえ、地域活動者に大きな影響を与

えていることがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 



13．今、社協や行政に期待していること 

 

 今回のアンケート調査に対して、「聞いて欲しいと思っていた」という声もあり、「改めて話ができて

よかった」という意見も複数ありました。聞くことで、団体の役員等も様々な思いを抱えておられること

がわかりました。感染症自体への不安もあり、多くの人がストレスを受けています。当然ながら、代表

や役員などリーダー層も、普段は相談できる環境があっても、現在はそれがむずかしい状況があり、

普段以上に孤立感を感じていたと考えられます。一方で、当会で行っている貸付業務についても「大

変な人を支えている」という点で理解をいただき、応援をいただいている声もありました。 

当会に期待していることとして、活動に対しての支援として、助成金や活動財源について、活動を継

続する上での情報、活動場所の提供の支援という意見を 43 人から聞き取っています。情報に関して

は、他の団体の情報を知りたいというものもあれば、自分たちの活動をより知って欲しいというもの、

情報発信の方法への支援などにも意見が寄せられました。そのほか、活動を計画するの際へのアド

バイスを求める声もあり、普段の当会の支援のあり方についても、大きな意見を頂戴していると感じま

した。助成金については、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、通常通りの活動ができないと考

えておられ、柔軟な対応を求める意見が寄せられています。これらの意見は、単に助成金の存続、継

続という視点ではなく、この状況下で前向きに活動をするために一つの「支え」となるものとしてとら

えられると考えています。 

このほか、自粛ムードの中で活動をどう継続させていくのかなど、活動の条件等にも意見をいただ

いたりしています。特に、新型コロナウイルス感染症においては、報道等でも様々な事が発信されてい

たこと、この状況下で活動を行うことへの「社会の視線」があることへの不安も見受けられました。そ

のため、「活動に関する条件を提示してほしい」との意見もありました。正解がない対策が求められて

いますが、そこに団体の役員などリーダー層にも大きな心理的な負担があるものと考えられます。 

子どもに関わる団体では、休校が続く状況について、不安の声が挙がっていました。高齢者だけで

なく、子どもも親も安心して過ごせる場所などについても意見がありました。 

 当会の支援のあり方については、具体的に学区福祉委員会の連携等について挙げていただいた人

もあり、今後の活動支援等にも参考にしていきたいと考えています。 

また、市においては、ホームページの工夫や報道対応等、きめ細かな情報発信に取り組まれている

ところですが、家での生活の中でテレビなどから情報を得ておられる人が多いようで、首都圏等の話

が多く、身近な情報が欲しいとの意見がありました。国を含む行政全般に対する意見としては、休業

が続く中への補償また、休業が続く中への補償のことやアルコールやマスクの品薄状態への意見も

ありました。 

少数ではありますが、「自分たちにできることは協力するので、何かあるときは声をかけて欲しい」と

いう声もあり、できることを模索している様子も聞き取れました。自分たちのことは自分たちでという思

いと同時に、この状況下においても「自発的に」「主体的に」という気持ちを大切にされていることが

伺えました。 

 

  



【自由記述／抜粋】 

・これからも色々教えてほしい。 

・みなさんの声を尋ねてもらっているが、それで見えてきたことなど教えてもらいたい。 

・今回のようなヒアリングは面白いし、改めて社協の方とじっくりとお話することができて良かった。 

自分のところのサロンの様子はわかるが、他の地域のことなどはわからず、見えにくい。地域と地域

をつなげる情報発信をお願いしたい。 

・長期休みの時、社協から利用者さんに電話連絡で様子を伺って頂いているが、私たち（ボランティ

ア）にもその様子を知らせてほしい。 

・社協や行政に何かしてもらいたいと、頼りにする前に、今、自分たちでできることを考えるしかな

い。この事態を、仕方がないで諦めることなく、何かできないかと考えたい。努力したい。そういう

地域の思いを、応援してほしい。 

・今この状況で何かしてくれというのは無理だと分かっているので何も言わないが、気にかけてほし

いとは思う。「今どんな感じ？」とか「どこまでやってる？」とかいうことを聞いてほしいなと思う。 

・これまで、社協や行政のおかげでやっていけました。これからも、実施していくのに適切なアドバイ

スを願います。 

・一緒にどういうかたちを作っていったらいいか考えてほしい。 

・再開できるように導いてもらえるとありがたい。今までと同じように、今まで以上に笑顔を集える方

法をまた教えてもらえるとありがたい。 

・ひきこもりの人への理解、その人にとっての支援とは（上から下へでない）、一緒に考えているとい

う視点を持っていただき協力して頂けたらありがたいと期待している。 

・コロナがどこで出たとか、うわさやデマをよく聞く。正しい情報を教えてほしい。デマが独り歩きす

る前に正しく明確な情報を。 

・本当にどうしたらいいかわからない。期限とかもわからないとは思うけど、目途をつけて、方向性を

出して欲しい。 

・自粛モードでしんどくなっている。どうやったら、つながりあえるか。 

・自主判断に任せますと言われるのは困る。例えば三密ではない定義、これなら安全ですよとかの基準

が欲しい。 

・情報をもう少し分かりやすく発信して欲しい。 

・動画を流すことも可能かもしれないが、撮影技術、機材のことなど知識がないので、社協やボラ

センでそういう作業の応援をいただけると実現できるかもしれない。 

・子育てサークルにも何かできることがあったら言って下さい 。 

・高齢者なので、活動しないと能力が衰える。助成金は欲しいと思う。 

・高齢者向けに社協が蓄えられている知識を教えてもらう機会が欲しい。話をしに来てほしい。

高齢者問題を中心とした講演会への活動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14．今後、社協や行政に期待していること 

 

 「今」期待していることと重なる点もありますが、当会への期待としては、これからも活動への支援

として、財源の支援、情報の支援、場所の支援などの声が挙がっています。そして、市内には様々な活

動があり、実際に当会の職員がすべてに足を運ぶことができていないこともあり、活動現場へ足を運

んで欲しいなどの意見が寄せられています。より身近な地域で活動をサポートする人材の配置が求

められています。 

特に、情報の支援においては他のサロンや学区福祉委員会等の内容などを知りたいという意見が

多くありました。これを機会に、何らかの非対面のコミュニティづくりも期待されている意見もありまし

た。地域活動をしていく上で、情報が大切であることがわかりました。 

活動者のすそ野拡大についても、「役員や活動者が高齢化している」ことへの不安と、そこから

「若い層への働きかけ」などの協力を求める声も聞かれています。また、新型コロナウイルス感染症拡

大の中で、活動の新たな展開としてのオンラインへの活動への支援も求められています。この間、宇

治市学区福祉委員会連絡協議会などが中心になり、委員募集強化月間などを設けて実施してきて

いるほか、ボランティア団体では、独自で研修会を開催し、ボランティアのすそ野拡大に努めていると

ころもあります。そういう団体の取組みの発信のほか、団体の役員やリーダー層と「ともに」どういう展

開ができるのかを考えることが、当会に求められています。 

また、活動場所についても意見が寄せられていました。身近な集会所の活用はもちろん、活動でき

る場所の確保は重要な課題です。そのほか、子どもが安心して遊べる場所など、地域で人が安心し

て集える場所があることは、活動の大きな支えになっているといえます。 

行政に対しては、今回の新型コロナウイルス感染症に関する意見よりも、普段の暮らしに関わる意

見をいただいています。その中には、交通網への意見、助け合い活動への認知の向上などが挙げら

れています。また、地域活動が住民主体で行われることに対しての評価があるとともに、さらなる地域

への行政としての支援のあり方、行政と社協、関連のある団体との「棲み分け」などにも意見を頂い

ています。宇治市だけでなく、保健所とのかかわりのある団体からは、新型コロナウイルス感染症拡大

を受け、他の業務にしわ寄せが来ないかなどの心配もうかがえました。 

当会や行政という枠を超えて、社会全体への声として孤立を防ぐ取組みや複合課題への取組みが

できる支援を訴える声もあり、今改めて社会の中で求められていることを聞き取ることができました。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



【自由記述／抜粋】 

・活動をつないで欲しい。こんなときやからこそ、よその情報が欲しい。いち早く伝えて欲しい。 

・補助金のみで運営出来ることを願っています（もう少し増額して欲しいです ）ボランティアの高齢化

とリーダーの成り手がいないのが一番の悩みです。 

・ボランティアのモチベーションが下がらないようにしてほしいな 。 

・精神疾患、対応の理解を会でも発信していますが、もっと広めてもらえたらなぁと思う。 

・社協の担当者の方の情報を得ながら参考にしていますので、今後も期待しています。 

・孤立している青年たちにわずかでも在宅で出来る仕事がほしい。宇治の企業にぜひとも協力してほし

い。仕事があることで繋がりが持てる。収入があることにより生活の基盤が出来、生活が安定すること

で気持ちが落ち着く。役に立っているという自覚が持てる。それが自立につながっていく。 

・引きこもりがちな方々がその人らしく生き生きと歩んでいけるために出来ることをその方の立場に立

って考えてくださることを期待している。  

・精神疾患の障がい者には偏見もあり支援としては手薄く思える。精神疾患であっても堂々と胸を張っ

て生きていける、そしてお互いに地域で暮らす住民である。一番望むのは仕事。最低賃金でもいいから

支給される仕事に就き、生活保護から脱却できるだけの就労の支援が必要。地域の中で生きがいを感じ

自信を持って生活していけるように。 

・コロナに負けないよう、「宇治だからこそ」できることを考えていただきたい 。 

・一緒にどういうかたちを作っていったらいいか考えてほしい。 

・困ったときには相談できるという安心感を常に持っています。よろしくお願いいたします。 

・組織は違うが、だぶって入っておられる方も多い。一緒に何かできるといいのに。 

・私たちがやろうとしていることについて理解をして頂き、相応の援助をして頂ければありがたいです 。 

・施設の利用は無理でも、駐車場を解放していただいたり等、野外で遊べる場や遊べる道具（フリスビー

や輪投げなど）の貸出しがあればうれしいです 。 

・オンラインで出来る様にするのであれば初期設定や増設などの設備費がかかってくる。そのような支

援もお願いしたい。  

・子どもと一緒にお出掛けができる所が宇治市に、もっとあったらな。 

・保健所は、感染症で忙しいと思うが、相談の声には耳を傾けて欲しい。 

・ 公共交通機関では福祉会館への足がない。足がないと参加できない。送迎の手段を講じて欲しい。 

・このままいくと、認知症の人が増えてくるのではないかと思う 。早く協力して、自粛して、早く収ま

るようになってほしい。 

・一番小さな社会である家庭の中の、複数の人の、複数の課題を、顔の見える関係で、家庭をまるごとコ

ーディネートできるような仕組みや機能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



今回のアンケート調査では、中止や、休止という判断だけでなく、日頃から感じているいろいろなこ

とに思いが広がります。今この状況下で代表や役員などリーダー層が何を大事にしたいと考えている

のか、何を思っているのか、そのことをどう受け止めるのかも考えて聞き取りを行いました。そこには、

日ごろのつながりや信頼があり、相互に話し合える関係性があってこそだと考えられます。この結果か

ら、当会ができること、当会と住民が一緒になって考え、伝えていくことを再確認できました。 

 

 

15．共同研究者よりコメント 

 

今、新型コロナウイルスの感染の拡大を防ぎ、いのちと健康を守ることが最大の責務とされていま

す。このような状況下において、進められたアンケートの結果では、活動者自身、手探りで、不安を抱

えながら活動している実態が浮彫になりました。日頃からのつながりや、様々な社会課題に直面して

いる方のくらしを守る活動をされている活動団体の方の悩み、苦しみ、ジレンマが率直に現れていま

す。今まさしくその渦中にあるというリアルな現状、そしてその中で何をすべきか、さらには次に何をす

べきなのかを、多くの方の声が示唆しています。 

ここで出た結果は、単なる活動の中止・休止をした、しなかった、にとどまるものではありません。こ

れまで関わってきた人たち一人ひとりの顔や声や家の様子や家族のこと、借りている会場のことなど

が前提としてあり、これまで心も使い、身体も使い、頭も使って進めてきたからこそ、判断や決断とその

後の活動、さらに、現在の状況が生み出す収束後の状況への予測へと繋がっているのです。 

しかし、不安や心配もありながらも、お互いに聞き合う、話し合うという対話の持つパワーがこのよう

な状況下でも力を発揮しています。日頃のコミュニケーションこそが、地域でのそれぞれの活動（これ

までの活動をはじめ、挨拶や声掛け、お手紙、電話、マスクづくりなどの様々な内容）の基本になって

いると考えられます。お互いに様々な話をすることに深く大きな意味が存在するのです。これはどのよ

うな状況であろうと、人そのものの基本的な行為なのでしょう。 

現在、宇治で活動している多くの団体が直面している共通した問題、それにどのように対応してい

るのか、しようとしているのか、これからするのか。それぞれの思いや内容を語り合い、共有することが

求められています。それぞれの団体がおかれている状況は一つひとつ異なりますが、お互いの知恵や

工夫からは学び会えることが多くあるのではないでしょうか。今回アンケートを実施した社会福祉協

議会に期待していることからもこのことが読み取れます。 

 

  



第３章 利用者へのアンケート調査結果 

 

１．回答者の属性 

  

 属性については、複数回答があったが、B リハ利用者のみ、「そのほか」を選択しています。「そのほ

か」には、サロン活動などへの参加者や、町内の役をやっているなどが含まれています。また、このうち

B リハ利用者の４名は、難聴のため電話での聞き取りができませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３月、４月に活動を中止、休止した活動の有無について 

 

 ３月、４月に活動を中止、休止し参加できなかったと回答した利用者、対象者は 85％を超えていま

す。 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



３．活動を休止、中止したことで気になっていること 

 

 自身が参加している活動からや社会の状況に至るまで、多様な回答が得られました。 

自身の体力について回答したのは、B リハ利用者がほとんどでした。その内容としては、体力の維

持のために何かしらの運動をしていると回答したのは 22 人で、一方で体力の低下が心配であると

回答したのは 22人となっており、同数の意見となっています。また、B リハ利用者からは、活動の再開

を楽しみにする意見がある一方で、感染すると重篤化するリスクが高い高齢者が対象の B リハでは、

感染への不安を口にされた人もおられました。これについても、ほぼ同数の意見であり、中には「早く

始まってほしいが感染が心配」と、両方の意見を持っておられる人もいました。また、B リハのボランテ

ィアが活動できないこの時期に自主的に行っていた、塗り絵や手紙、手づくりマスクのポスティングに

「嬉しかった」「感謝している」という声も多数聞かれました。家族関係に関する意見も聞かれ、「家族

と接する時間が増えて、生活への困りごとはない」とする人もいれば、「家族が感染症拡大防止から、

家に来なくなって、接する時間が減った」や「家族内で口げんかが増えた」などの意見もありました。

少数ですが、自身の家族の経済状況についても話をされた人があり、本人の収入に直接的に影響が

出ていないものの、同居、別居問わず家族の間に新型コロナウイルス感染症拡大防止による自粛に

ついての影響が出ていることがうかがえます。 

 経済状況がより深刻に感じられたのは、学習支援事業の保護者からでした。「仕事がなくなった、減

った」という回答もあり、子どもが家にいることで食費等も増えることから、経済状況は悪化していると

いえます。保護者からは「学校に行かないので勉強しない」という声があるのに対して、中学生はあま

り深刻には感じていない様子もありました。友達と会えないことも、「スマホでつながっている」との声

もありました。 

B リハ利用者も、福祉サービス利用援助事業の利用者も「人との接触」について意見が多数聞か

れましたが、B リハの利用者は「自分も出歩かないし、人と出会わない」という変化があったのに対し

て、福祉サービス利用援助事業の利用者からは、通常通りの福祉サービスが行われている一方で、

その中で人と人との距離に変化があったことなどが聞かれました。また、気持ちの表現で、B リハの利

用者の多くが、「寂しい」と回答したことに対して、福祉サービス利用援助事業の利用者からは「イラ

イラする」という言葉が聞かれ、通常通りでなくなった活動への受け止めも違っていることがうかがえ

ました。ただ、深刻な訴えもあり、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるものだけではな

いものの、一層普段よりも精神面での不安を深刻にしているといえます。 

 

４．回答者自身の率直な気持ち、不安など 

 

B リハ利用者は高齢者が多いため、基礎疾患を有する人が多いため、自身への感染、家族の感染

が不安であるとの声が多数あがりました。それに加えて、「いつまで続くのか」という不安もあります。

多くの人が、活動制限、外出制限をされ、これまで通りの生活ができないことへの不安の声が聞かれ

ました。その不安は、一人暮らしの人であれば「さみしい」という声になっています。 

感染のリスクとともに、外出の機会が減っていること、人と接する機会が減っていることから、自身の

身体機能の低下、認知機能の低下を心配する声も上っています。しかしながら、自身で日々の生活に

メリハリをつける努力をされていたり、いつもと同じ生活を心がけておられる声も聞いています。自宅

でできる体操をするなどの工夫をされている人もおられました。 

その機能低下や認知機能の低下を防ぐ取組みを家でもしようというきっかけになったのは、ボラン

ティアによる体操のコピーや手作りマスクなどのポスティングがあります。ボランティアから体操の資

料や手作りマスクなどを受け取った人から、「気にかけてもらえてうれしい」「忘れられていなかった」



などの声もありました。ボランティアがこの状況下で地域のなかで、ボランティアが「孤立させない」と

して、活動の延長として取り組んでいることは、利用者に伝わっています。 

家族と同居、近所に家族が住んでいる人からは、「家族との時間が増えた」と喜びの声を聞く一方、

同居家族も仕事が減ったり外出の機会が減ったことで、家にいる時間が増え、「自分でやってきたこ

とをする機会が減った」などの声もありました。世帯構成にかかわらず、どの世帯にも新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受け、暮らし方に変化が現れていることがわります。同居家族との時間が増えて

喜ぶ声もあれば、同居家族に感染者が出たらどうしようかと不安に思っておられる人、自身が感染し

て同居家族に迷惑をかけてしまわないか心配、という声がありました。同居家族の存在は、心強いの

で不安はないと回答する人もありました。家族という存在は、世帯人数にかかわらず、本人の気持ち

の大きな部分を占めていることがわかります。 

最近では、新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺なども言われていますが、「非通知での電話

が増えた」などの不安な声も聞かれ、病気への不安だけでなく、社会への不安の声もありました。「買

い物や近所を散歩しても人が少ない」という声もあり、社会全体が外出自粛を行い、人の往来がない

ためより一層不安や孤独な気持ちを駆り立てている様子もうかがえます。特に、報道の大半が新型コ

ロナウイルス感染症のことになっており、テレビをつけても不安になるというような声も聞かれました。

新型コロナウイルス感染症は、大きな社会不安を生み出しています。 

福祉サービス利用援助事業の利用者からは、いつもと同じ生活ができることについて、福祉サービ

スの提供者や暮らしを支えるサービス業への感謝をされており、「緊急事態宣言が出され、大きく生

活が変化するのかと心配されていたが、生活が維持できていることにほっとした」という意見もありま

した。しかしながら、友人とのかかわりなどは制限される機会も増えており、また、実際に自身も基礎

疾患を持つ利用者もいることから、精神的な不安を持っていることもうかがえました。実際に、「夜に

大声を出してしまった」という声もあり、社会不安が福祉サービス利用援助事業の利用者には強いス

トレスを与えています。その中でも、いつも通り過ごそうとされていることや、「しんどくなった時に声を

かけてくれた人がいて安心できた」という意見がありました。そして、今回の新型コロナウイルス感染

症拡大防止のための外出の自粛を、自身の病気の時の様子と重ね合わせて、「自分は病気の時に

外に出たくても出られなかった。そのしんどさをほかの人も理解できるのではないか」と回答されてお

り、今のこの状況を冷静に分析されている人もおられました。 

学習支援事業の中学生は、学校が休校中のため生活のリズムが乱れたり、3 年生は部活動の大

会がなくなるなどの変化に戸惑いを感じている様子が聞き取れました。一方で、中学に進学をしたば

かりの 1 年生は、中学校の状況がまだわからないこともあり、不安を抱えつつも、兄弟がいることから

家族の中で情報を交換するなどされていることがうかがえました。この場面でも、家族が大きな支え

になっていると考えられます。学習支援事業の保護者は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響

で、仕事に従事できない人が多く、生活への不安を口にされており、学習支援事業の対象者の生活

基盤の脆弱さを表しているといえます。 

 

  



【自由記述／抜粋】 

・非通知の電話が増えた。 

・新型コロナウイルスは目に見えないものなので怖い。特に高齢であるので感染が怖い。 

・高齢の叔父がマスクを持っていなくて、自分が持っていたマスクを届けたらすごく喜んでくれた。 

・不安がある。どうなっていくのだろうという不安、「緊急事態宣言」が出たら全部閉まると思っていた。

スーパーや銀行はやっているんで安心した。でも、病院のほうがどうなるのか心配。消毒とか体制とい

ろいろ対策されているけど、院内感染が出たらどうなるのか…。少し余分の薬はあるんですけどね。こ

の前、病院に行ったら人が少なったです。 

・仕事が入らなくなり、別の仕事をしている 収入が減っているので、塾もやめさせるしかない。子どもに

は気を使わせているかなと感じる。 

・学校がどうなっていくんやろう 

・部活動とか最後やったけど、大会とかなくなるし 昼夜逆転の生活になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今、社協や行政に期待していること 

 

B リハ利用者からは、57 人が「これまで通りの活動をしてほしい」「再開を楽しみにしている」「み

んなに会いたい」と回答しています。ボランティアが自主的に体操のチラシや、家でできることをポス

ティングしたりしていたクラブでは「ボランティアさんが気にかけてくださって嬉しい」「お礼を伝えてほ

しい」などの声が聞かれました。B リハ利用者には、各担当から休止期間中に電話での確認を行って

いますが、「電話をかけてきてくださってうれしい。」との声もあり、活動がないと話す機会もないため、

聞取りにも１時間以上を要したものもあります。また、少数ですが、自分の地域の交通の問題を取り上

げた人もいました。医療従事者への感謝の気持ちや、自粛が続く中での生活に困窮をしている人た

ちを心配する声もありました。 

福祉サービス利用援助事業の利用者からは、早く以前のような暮らしにもどりたいや、アルコール

やマスクなどの感染予防品が手に入らないことへの不安などが聞かれています。生活保護世帯も含

まれていることから、マスクにかかる費用の捻出が生活費から厳しいという意見があったり、定額給付

金の取り扱いに関しての不安なども聞かれました。福祉サービス利用援助事業の利用者については、

通常通りの支援を展開しており、大きな不安を感じている様子はなく、回答した 30％以上の 15人が

「特にない」と回答しています。これは一定、当会のみならず、福祉関係者の尽力により暮らしに影響

が出ないようにサービスが提供されている結果といえます。 

学習支援事業の保護者からは、「家では子どもは勉強はしないので、早くうじピョンの学び舎（学

習支援事業）を再開してほしい」や「学校が再開してほしい」という声が聞かれました。また、当会を

窓口にした貸付についても利用希望、手続きをされている世帯もあり、生活状況がひっ迫しているこ

とがうかがえました。中学生からは、校庭解放の日を増やしてほしいや、学習支援事業再開を待ち望

む声もありました。 

 全体として、57人の人から「特にない」との回答を得ています。 

 

 



【自由記述／抜粋】 

・Ｂリハを続けてもらえることを望む。 

・皆さんとおしゃべり出来ることが嬉しい。高齢になるとなかなか友達もできない。家に居る人も

いっぱい居る。ボランティアさんにも気にかけてもらえる。 

・Ｂリハのボランティアさんが、手作りマスクと脳トレ・お手紙を郵便受けに入れておいてくださ

った。今こんな状況なのでとても嬉しくて、電話でお礼を言おうと思ったが電話番号を知らなかっ

た。どうか社協さんからよろしく伝えてほしい。 

・この状況は、くよくよ考えない。気にしていない。 

・気楽に年金暮らしをしている年寄りですから、さらなることは、望みません。自分たちは、十分

ですから、若い方への支援をお願いします。 

・この大変な状況のなかで頑張っておられるお医者さんや看護師さんを応援できる仕組みを考えて

ほしい。早く終結するように祈っている。 

・社協の人が来てくれるので安心している 

・休みの時に電話してほしい。気にかけてくれる人がいると安心できる。 

・子どもの勉強を教えてやって欲しい。でも、こうやって来てもらえるのはありがたい。塾とか行

ってる子どももいるし、不安や。親として申し訳なく思う。 

・年金増やしてほしい。 

・学校を再開して欲しい。 

・校庭開放の日程を多くしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．今後、社協や行政に期待していること 

 

全体として、125人から「特にない」との回答を得ています。 

B リハの利用者からは、「特にない」という回答が 60％以上になっています。何らかの期待をして

いるとを回答した人のうち、55％にあたる人が、「Bリハの再開を期待している、通いたい」という趣旨

の回答をしています。５の回答と同じように、ボランティアや当会のかかわりや電話についてのお礼を

述べられた人もおられました。それ以外では、今後の公共施設のあり方や、近くで歩いて行ける場所

での取組みの充実を望む声もありました。また、介護予防の取組みだけでなく、今後利用する介護保

険制度について「お世話になる時はよろしくお願いしたい」という回答があり、今後の生活、ご自身の

状況にも思いをはせながら回答をいただきました。 

福祉サービス利用援助事業の利用者からは、「特にない」という回答が 60％以上になっています。

何らかの期待していることを回答している人の中で、一番多く聞かれたのは、「年金や生活保護の額

を上げてほしい」との声が一番多く聞かれました。そのほかに聞かれたこととして、「自宅に閉じこもっ

ている人に声をかけてくれる人がいるといいな」や、「災害があったときに駆けつけてくれる人、困った

ことない？っと声をかけてくれる人が欲しい」という声も聞かれました。 

学習支援事業の保護者からは、「学校が再開してほしい」という声が聞かれました。中学生は、大

半が「特にない」や「わからない」ではありましたが、「夏休みがなくなるのかな」と心配する声があが

っていました。 



【自由記述／抜粋】 

・今後もＢリハに通いたい。早く再開してほしい。 

・１日元気に過ごせたらいい。 

・今まで通りで、ほどほどでいいと思う。 

・高齢者（のサロンの利用者）が行動できる範囲での小地域ごとで集まれる集会所が必要。高齢者は、

出かけられなくなっている。ひいては、足腰・心身の状態が低下していくので、その解消をしてほし

い。 

・満足している。 

・今のままでいい。 

・しっかり社会を支えてください。 

・今は元気で自分のことは自分でできているが、今後要介護になった時はよろしくお願いしたい。 

・今障害のある息子と二人暮らしで私も高齢になってきた。自分ができる限りは頑張っていくつもり

だが、困った時はお願いしたい。 

・お世話になるときはよろしくお願いしたい。 

・色々としてもらっているので何もない。 

・真剣に生活に困っている人の気持ちになってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．共同研究者からのコメント 

 

利用者の方へのアンケートでは、そもそも自分のためだけでなく、周囲の人のためにも日々健康や

体力を維持しようと努力されておられていることがひしひしと伝わってきます。このような、コロナ禍で

日々ご自身が行なっておられる努力や、サービスを提供している方々へのお気遣いが感じられる内容

でした。 

現在、これまで普通にしていた日々の努力やサービス提供者への気遣いなどを通じた交流がスト

ップさせられています。このことに対し、戸惑いや困惑、不安を抱えておられることがよくわかります。社

協の専門員や自分の生活を応援してくれている人たち（福祉事業者）がいて成り立っている自分の

生活だからこそ、なるべく大きな変化が起きないよう願っておられるのだと考えられます。特に学習支

援の保護者の切実な声は心に刺さります。 

コロナに対する社会全体の動きに対し、不安な生活を送っておられます。皆さんは、これまでも生活

に不安を抱えてこられたのでしょう。そこに加え現在、さらに不安が増幅されていると読み取れます。こ

のような不安は、「今」と「先行き」だけでなく「これまで」の不安がその下地にあるのです。今回伺っ

た不安の声は、単にコロナ禍だけの問題とせず、根本的な生活不安を解消するための手立てをこの

機に合わせて考えていく必要性が明らかになったと感じます。 

  



第４章 アンケートの調査分析 

 

 今回のアンケート調査を通して、得られた結果から、地域活動の意義づけ、地域での暮らしを支え

る基盤についてをまとめ、その支援を行う当会の役割について分析します。 

 

 

１．活動者アンケートから見えた地域活動の意義づけ 

 

（１）「健康」維持につながる地域活動 

 

 今回のアンケート調査から、地域活動は活動者と参加者活動など、活動に関わっている全ての人

の心身の健康の維持につながっていたとの回答が多くありました。一方、活動が行われていない現

在、特に、参加者の「コロナ鬱」や「フレイル」への不安があることを聞き取っています。このことは、地

域活動に関わること、参加することの大きな意味として、健康の維持につながっているということが改

めて明らかになったといえます。この健康維持は、身体機能面だけでなく、精神面や認知面にも大き

な影響を与えています。また、地域活動に参加し、生きがい創出にもつながるものです。地域活動は、

宇治方式地域包括ケアシステムの達成にもつながっており、さらに進めるためには、住民だけではな

く、関係機関の積極的な関わりも不可欠といえます。 

 

（２）関係づくりにつながる地域活動 

  

今回のアンケート調査から、団体で活動をするにあたり、「相談できる相手がいてよかった」や「仲

間がいてよかった」という声が聞かれました。地域活動は、学校や会社といった地域から離れてのか

かわりではなく、同じ宇治に、同じ地域に暮らす仲間としてのかかわりを培ってきました。新型コロナウ

イルス感染症拡大防止での人の移動や対面でのかかわりができないことは、孤立を深めていく要因

になるともいえますが、これまで培ってきた関係性を持つ人は、関わり方を工夫し、関係づくりを継続し

ていることもわかりました。地域活動は、「おこなうこと」が目的ではなく、「関係づくり」が目的であり、

その目的が明確になればなるほど、形の変容にも変化がしやすいことが判明しました。 

 

（３）社会への気づきにつながる地域活動 

 

 今回のアンケート調査から、自身のことや自身の活動だけでなく、人と人とのつながりが制限され

ることから生まれる孤立などに目を向けていることがわかりました。新型コロナウイルス感染症拡大防

止の影響で、休業をやむなくされた人が増え、当会にも多くの貸付相談が寄せられています。このこと

をご存知の方からは、「生活に困っている人たちがたくさんいる」と感じているという声が寄せられまし

た。また、失業が増えることへの懸念から、ひきこもりや社会にかかわりがもちにくい人たちだけでなく、

失業という事態から孤立状態に追い込まれていく可能性がある人たちへ思いを寄せる意見もありま

した。 

地域活動は、人との関係づくりが目的です。人との関係づくりができてくると、自身の活動の中だけ

でなく、自身がその活動の中で感じたこと、関心を持つことが増えていきます。そのことで、社会の変

化や状況の変化に新たな気づきが生まれていきます。地域活動は、関係性の広がりから社会への気

づきにつながり、社会変革へもつながっていくといえます。 

 



（４）住民自治の最前線である地域活動 

 

今回のアンケート調査から、代表や役員などのリーダー層は、新型コロナウイルス感染症拡大防止

に対して、苦悩をしながら向き合っていることがわかりました。自分たちの地域活動は、健康維持、孤

立を防ぐ役割を果たしているが、その役割を果たす条件が今までの活動の様子から正反対、つまり、

密に会すことができない状況が発生したためです。それらが発生したとき、多くの代表や役員などの

リーダー層は、「みんなで話し合う」ということをしていました。自らだけで判断することではなく、意見

を聞き、話し合って決めることを選択していました。おそらく、その話し合いに参加する人たちも、多様な

考えをもっている人たちです。その中で、話し合って決めていくことは、それぞれの価値観の違いからく

る考え方の対立もあるかもしれません。その話し合いにおいても、苦労をされていたと推察されます。

地域活動に関わる人同士がお互いに尊重し合いながら、地域活動は展開されており、それ自身が、

住民主体で住民自治を基本に行われているといえます。また、活動を継続していた団体も、話し合い

や宇治市のホームページなど地元の情報を常に共有していたことが読み取れました。 

その選択では、命を守る最優先の行動と、一人一人の幸せを考えていく暮らしとの両立に苦労され

ていました。代表や役員などのリーダー層は、これらの判断を「話し合って決める」ことを大切にし、そ

こに関わる人たちも自分たちのことは自分たちで決めていくという「自治」を大切にして取り組まれて

いることがわかりました。地域活動は、住民自治が丁寧に発揮されている最前線だといえます。 

 

 

２．利用者アンケートから見えた「くらし」を支える存在 

 

（１）一番身近な「家族」の存在 

 

今回の利用者へのアンケートでは、数は少ないですが、学習支援事業の保護者から聞取りを行い

ました。新型コロナウイルス感染症拡大を受け、保護者が直面したのは学校の休校と同時に自身の

仕事であり、家計への影響でした。そのことは、利用する中学生にも影響をすることであり、その点を

心配している保護者の声もありました。 

B リハの利用者からも、家族の経済状況を心配する声や、同居家族の健康状態から、罹患への不

安などの声もありました。中には「自分は教室に参加したい思いを持っているが、一方で自分がコロ

ナウイルスに感染して家族に迷惑をかけないか」、また、「家族が（万が一感染した時などのことを指

し）、迷惑をかけてくれるなという思いをもっている」ことから、参加に戸惑っている声もありました。こ

れは、新型コロナウイルス感染症のみならず、普段から高齢者が家族に感じている思い、家族がとも

に暮らす高齢者に感じている思いでもあるといえます。高齢者の社会参加を決定する背景には、家族

の存在が大きいことがうかがえます。 

家族という身近な存在は、互いに健康で安心して暮らせることがあってはじめて、それぞれの精神

的な安定にもつながっており、そのことがくらしの基盤にあるといえます。 

 

（２）家族以外の「人」とのかかわり 

 

B リハ利用者からは、「ボランティア」の存在に感謝することが聞かれ、「皆さんに早く会いたい」と

いう声も聞かれました。また、他の利用者はどうしているのかと心配される声もあり、利用者同士も

「気にかけあう」存在です。人とのかかわりがあるからこそ活動に参加していることがうかがえました。



また、利用者自らが、ボランティアに会ってお話しできる機会を増やそうと、買い物の時間などに工夫

をするなど、つながりを絶やさない努力は、ボランティアだけでなく、利用者の側にもありました。利用

者同士、ボランティア同士、利用者とボランティア、それぞれが地域で集まることを通じて、近隣でのつ

ながりを作ってきました。これは、地域の中で家族以外にも気にかける存在ができることで、自己の存

在意義を感じることにつながっています。 

一方で、福祉サービス利用援助事業の利用者は、近隣との接点がないことが多く、接点が福祉サ

ービスの提供者だけに偏りがちです。人とのかかわりはあるが、それが近隣住民等の関係性ではな

いことから、不安な時に声をかけてくれる存在が欲しいという声もありました。 

人のくらしは、「人とのかかわり」があってこそ成り立っているといえます。くらしのなかで互いに思い

やり、必要としていることを人は感じることができます。「人は必要とされることを、必要とする」という

言葉がありますが、地域でのかかわりを通じて、人とのつながりを生みだし、ともに必要とする存在に

なる、地域共生社会へとつながっていきます。 

 

（３）命やくらしにかかわる最前線にある「福祉サービス」や制度の位置づけ 

 

 今回のアンケートの利用者は、何らかの形で「制度」や「サービス」の利用をしています。それが、対

象となった事業、つまり、介護予防普及啓発事業や学習支援事業、福祉サービス利用援助事業とい

うそれぞれの事業だけではありません。 

学習支援事業を利用している世帯は、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、当会

で実施している生活福祉資金の特例貸付などにもつながった事例もありました。 

また、福祉サービス利用援助事業では、福祉だけでなく医療などともかかわっており、連携して利

用者のくらしを支えています。アンケートで聞かれた「普段通りに暮らせている」という利用者の声は、

福祉事業者が不断の努力で事業を行っているからであり、その努力がなければ、暮らしが成り立た

ないことを意味します。 

福祉サービスや福祉制度は「命をつなぐ」意味で、もっとも重要なくらしを支えるサービスや制度で

す。そして、どのような状況下でも提供されなければなりません。福祉サービスや福祉制度があっては

じめて地域で安心してくらすことができている世帯があり、このことは福祉サービスや制度は、くらしと

命に直結する重要な位置づけにあることを証明しています。 

 

 

３．アンケート調査からみえた当会の役割 

 

（１）地域活動への人材発掘、ともに育てることの役割 

 

 地域活動への人材への意見が多く聞かれました。当会では、第３次地域福祉活動計画でも、重点

として「参画者や協力者の輪を広げよう」と取り組んできました。また、宇治市学区福祉委員会連絡

協議会での福祉委員募集強化月間での取組みや、宇治ボランティア活動センターのマッチングサロ

ンなどを通じて、地域活動や福祉活動に関わるすそ野拡大を目指してきました。しかしながら、劇的に

人数が増えることや効果が見込まれるようなものが、未だ見出せていません。人口が減少し、少子高

齢化が進む中でどのように地域活動や福祉活動に関わる人を増やしていくのかは、答えが簡単では

ありません。長きにわたり、その課題が横たわっていることは今回のアンケート調査でも明らかになっ

ています。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受け、つながり方に工夫が必要になってきています。会合



だけでなく、多方面で人と会さず、人とつながり孤立を防ぐことが求められています。これらの意見を

踏まえて、このピンチをチャンスに変え、ICT なども積極的に活用し、若い世代やこれまで地域活動や

福祉活動に関心がなかった人たちへも、働きかける機会にするなどのことが考えられます。また、当事

者団体と連携し、これまで支援対象者としてしか見られてこなかったひきこもりや障がいのある人など

も、様々な地域活動で培った力を発揮できる機会や場面を作り、地域活動のすそ野拡大につなげて

いくことも役割だといえます。 

 

（２）地域活動を伴走支援する専門職の配置の必要性 

 

 今回のアンケート調査では、250 以上の団体の代表者や役員から声を集めました。電話での聞き

取りの中では、言い尽くせないその活動現場での悩みや思いがあると聞き取っています。今回のアン

ケート調査では、当会のかかわりの中から調査対象を選択していますが、多くの地域活動は、年齢や

制度の利用の有無では分けられない活動をしています。把握していない活動も多数あると考えていま

す。そして、悩んでいるときに、こういう不安なときに、話を聞いてほしいという声が聞かれています。地

域活動の現場へ足を運び、ともに考え、悩む職員がいなければ、地域活動を支えていくことができま

せん。そのためにも、地域活動を伴走支援する専門職の配置は、今後ますます重要になっていくと考

えます。 

 

（３）福祉事業者を支える役割 

 

 今回のアンケートでは、当会がかかわる事業の利用者にもアンケート調査を行いました。特に、福

祉サービス利用援助事業では、利用者が、そのサービスにより地域で生活を成り立たせていることが、

利用者の声を以て明らかになっています。利用者からは、そのことを理解し、また、福祉サービスがなく

なることへの不安も聞き取っています。 

 当会は、介護保険事業を実施しない社会福祉協議会です。そのことで、多くの福祉事業から中立的

な立場を持つことができます。安心して地域で暮らす基盤整備の中で、福祉サービスのあり方を考え

代弁することができます。一方で、代弁をするだけでなく、福祉事業者の声や立場も理解し、人材不足

などの福祉事業者の置かれている現状にも目を向け、地域福祉の向上を図ることが求められている

といえます。 

 

（４）くらしの基盤を支える役割 

 

今回のアンケートでは、当会がかかわる事業者の「くらしの基盤」が脆弱な世帯の存在を明らか

にしています。学習支援事業や、福祉サービス利用援助事業の利用者は従来から暮らしの基盤が脆

弱な世帯であることは、一定の予測がされていたところです。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大は、Ｂリハの利用者とその家族の世帯にも、大きな

影響を与えていることがうかがえました。Ｂリハの利用者は、地域活動の参加者として見ていますが、

利用者自身も地域で暮らす「住民」であり、外出が困難になることでの体力面での不安や認知機能

の低下への不安、家族関係の悪化なども声が聞かれました。その中で、地域活動は、B リハの利用者

の支えになっており、暮らしの中で大切な「生きる意欲」につながっているといえます。 

利用者のアンケートの中からは、「しっかり社会を支えてください」という意見もありました。改めて、

当会を含む社会福祉協議会や、そこにかかわる人たちは、「くらし」を支え、「社会」を支える活動を行



っていることを実感させられるコメントでした。当会の関わる事業では、福祉サービス利用援助事業の

ように直接的に「くらしを支える」という事業は少ないですが、Ｂリハの活動に代表されるように地域

住民と作り上げる地域活動を通じて生きる意欲が生まれているものもあり、地域住民とともに暮らし

を支える役割があります。当会の活動は、利用者を直接支える取り組みだけでなく、地域住民とともに

支えることで、地域で安心して暮らすことができる基盤整備を行っていくことが役割の一つです。 

 

 

４．共同研究者よりコメント 

 

新型コロナウイルスの感染の拡大を防ぎ、いのちと健康を守ることが最大の責務とされています。

そのためには活動の休止や制限など、人の集まる機会や場をなくすという対応をせざるをえない状況

となっています。このような状況下において進められた、地域活動を担っている活動者へのアンケート

は大きく三つの意味と意義を有していると考えられます。 

一つは、身近な地域での人と人とのつながりを軸に進めている活動の持っている価値の再確認が

できたということです。つまり、「健康」「関係づくり」「社会問題への思慮」「フラットで柔軟な運営」と

いった、本来日頃の活動の中核にあったものが、軸となる活動の進め方が危機的状況に瀕した時、

むしろ明確に浮き上がってきた重要な内容と考えられます。 

そのことが二つ目の内容を明らかにします。それは、活動は「人」と「地域」あってこそという当然の

帰結が明らかになったということです。活動を通じて「人」はつながり、成長していく。そのような「人」

の存在が、「地域」の力となっていく。また力を蓄えた「地域」が、「人」が動く条件や場を整備し、ます

ます「人」がいきいきと活動できる。それは、どのような困難な状況下であったとしても、何を進めなけ

ればならないか、何ができるのかの知恵が湧き出てくる活動の原点ということです。これは、地域の力、

人が輝くまちを目指していこうとするならば、地域活動を進めていくということが決定的に重要である

ということを意味しています。 

三つ目は、このような地域活動を進めるためには「支え」が必要であり、活動者にとって支えとなる

存在、活動者にとって価値ある存在が宇治にはあるということが明らかになったということです。具体

的には、活動のサポートを担う専門機関としての社会福祉協議会は当然のことながら、場所や人のつ

ながり、安心できる活動条件などをサポートしている行政の役割も重要であるということです。このよ

うな支えと活動者によって、宇治市における地域活動は成り立っているのです。このような支えがあっ

てこそ、困難や困惑を相談しあえる、情報を共有しあえる、共に励ましあえるという活動が地域に根付

いているのです。 

このような内容をアンケートが物語っていることは明白です。いまだに多くの団体や活動者は危機

に直面しています。しかし、このアンケートの結果を通じて考えることで、何を大切にしながら、何に取り

組まなければならないか、危機の後の新たな地域社会において進めるべき内容は何かが、それぞれ

の当事者に理解されていくのではないかと考えられます。 
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