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も」といった身内に加え、「民生児童委員」など地域の役の方、さらに「社会福祉協
議会」の職員の割合が高いのが特徴的である。
・地域活動については、８２�６％が地域活動に「参加している」と回答している。具体
的には、「町内会・自治会」が８１％、「女性会・婦人会」が４３�５％と高く、「老人クラ
ブ」、「趣味娯楽の集まり」などは２割を超えて高い。合計値と比較すると、「女性
会・婦人会」の割合が高いがそのほかの項目は合計値か低い割合のものが多く、全
体的にはそう活発とはいえない。

・ボランティア活動の拠点については「市役所・支所」が最も多く２７�５％、次いで
「集会所・自治振興会」２２�５％となっている。合計値と比較して高いのは「公民館」、「集
会所・自治振興会」、「市役所・支所」である。また、ボランティア活動の課題とし
ては「若い人の参加が少ない」３５％が高く、一方で「特にない」も３０％である。合
計値と比較すると「若い人の参加が少ない」、「実際に活動している人が少ない」、
「グループ・団体の世話をしてくれる人やリーダーが不足」、「活動をしているグルー
プ・団体内の人間関係が難しい」、「他のグループ・団体と交流する機会が少ない」
などが高く、課題意識が高いといえる。

　∫　国・自治体による社会保障・社会福祉
　　①　くらし・健康や社会福祉に関する機関や施設・サービス（表Ⅱ－８、表Ⅱ－９）

・知っているものでは、「市役所・支所」９１％、「病院・診療所」８０�３％、「社会福祉
協議会」６５�２％、「南丹保健所」５５�６％、「民生児童委員」、「保育所」がそれぞれ
５０％と半数を超えており高い割合となっている。合計値と比較すると「デイサー
ビスセンター」が高い割合となっているが、それ以外の全ての項目が、平均と同
じかそれを下回っている状況である。

・実際に利用したことのあるものでは、「病院・診療所」６１�８％、「市役所・支所」
５７�９％が半数を超え高い割合。また、「社会福祉協議会」２７�５％も高い割合である。
合計値と比較すると、「南丹福祉事務所」、「社会福祉協議会」、「デイサービスセン
ター」、「保育所」、「病院・診療所」など福祉に関わる機関やサービスの利用が高
い割合となっているのが特徴的である。

②　身近な地域で集まり活動する場所（表Ⅱ－１０）
・集まる場所が「ある」が８４�３％となっている。具体的には、「集会所・自治会館」
が４７�３％、「コミュニティーセンター」３２％、「公民館」が３０％である。合計値と
比較すると「参加していない」及び「集会所・自治会館」、「コミュニティーセン
ター」の割合が高いのが特徴である。集まる場所で困っていることとしては、「と
くにない」が６８�７％と高い割合となっている。

　ª　地域におけるくらしの状況
①　くらしの面での困りごと（表Ⅱ－１１）
・くらしの基盤に関することでは、「税金が高い」が２８�１％。合計値と比較すると、
「就職が困難」、「税金が高い」「物価が高い」「災害時の備え」などの項目が高い割
合となっている。くらしを支える条件では、いずれの項目も１割以下と低い割合
である。国・自治体による社会保障・社会福祉では、「老後のこと」３５�６％、「年
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　∏　くらしの場である地域における問題
　　①　地域で日頃なんとかしなければならないと思っていること（表Ⅱ－１）

・「ある」が７９�８％と高い割合であるが、合計値と比較すると「とくにない」とする
回答が高い割合である。

・くらしの基盤に関することは、「交通が不便」３６�６％が最も高く、次いで「買い物
が不便」３１％、「地元に働き口や仕事が少ない」３０�３％、「子どもがいない・少な
い」２４�６％、「鳥獣による被害」２０�４％などはいずれも２割を超えている。合計値
と比較すると「物価が高い」、「ごみの処理・不法投棄」、「公害・河川の汚染・悪
臭」などの環境問題が高い割合を占めているのが特徴的である。

・くらしをささえる条件では、「若い人と高齢者との世代間交流が乏しい」２０�４％が
２割を超えている。合計値と比較すると「若い人と高齢者との世代間交流が乏し
い」、「住民相互のまとまりや助け合いが乏しい」などが高い割合となっている。
・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「役所や保健所などくらしにかかわる
施設が遠くて不便」が２３�２％で高い割合となっている。合計値と比較すると「役
所や保健所などくらしにかかわる施設が遠くて不便」、「くらしや福祉のことで気
軽に相談できる窓口が少ない」「くらしや医療・福祉のことで利用できる機関・施
設が少ない」など窓口や機関の利便性などについての項目が高い割合となっている。

・くらしの中身については、「ひとり暮らし高齢者のこと」３０�３％が高い割合となっ
ている。合計値と比較すると、ほぼすべての項目が合計値と差はなく平均的な値
である。

　　②　階層構成と居住年数及び前住地（図Ⅱ－１、表Ⅱ－２、表Ⅱ－３）
・「無業者層」が高いのが特徴的である。次いで「自営業者層」の割合が高い。合計
値と比較すると「無業者層」が高い割合となっている。

・居住期間は５３�４％と半数強が親の代から住んでいると回答している。一方、「現在
の生計中心者の代になってから」でも５９％が２０年以上住んでいるなど居住年数は
長い世帯が多い。また、６３�９％が「市内」から引っ越しているなど、地域でなんら
かのつながりを維持してくらしている世帯が多いといえる。なお、合計値と比較
すると、２０年以上の割合が高く、市内からの転居の割合が高いのが特徴的である。

　π　くらしを支える条件である地域活動への参加、相談相手、近所づきあい
　　　（表Ⅱ－４、表Ⅱ－５、表Ⅱ－６、表Ⅱ－７）

・近所づきあいでは、近所でくらしのことで助け合っているが６３�５％となっている。
具体的なつきあいの内容としては、「冠婚葬祭や病人の見舞い」が６３�５％と高く、「自
分の家でつくったものをわけあう」が３４�３％、「困りごとや悩みを相談し合う」が
３１�５％とそれぞれ３割を超えている。合計値と比較すると、ほぼすべての項目が合計
値か、それより低い割合のものばかりであり、近所づきあいの内容は平均的である。
・相談相手では、「いる」とする割合が９６�１％と高い。その相手としては、「配偶者」
が４２�７％、「きょうだい」２４％、「同居の子ども」が２５�７％、「同居していない子ど
も」が２６�９％など、身内の割合が高く２割を超えているのが特徴的である。全体の
合計値と比較すると、相談相手が「いる」割合が高く、「きょうだい」、「同居の子ど
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「地元に働き口や仕事が少ない」３２�５％、「夜道が暗い・街灯がない」２３�３％、「買
い物が不便」２１�５％が２割を超えて高い割合となっている。合計値と比較すると
「夜道が暗い・街灯がない」が、高い割合である。
・くらしをささえる条件では、「若い人と高齢者との世代間交流が乏しい」１１�７％、
「自治会や地域団体のなり手が少ない」１１％が１割を超えているが、全体の合計値
と比較すると低い割合の項目ばかりである。
・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「救急・休日・夜間の医療体制が不十
分」２３�３％、や「医師や看護師・保健師などの医療従事者が少ない」２２�７％など
の医療に関する不安が高い割合を占めている。合計値と比較すると「障がい児や
障害のある人のための施設が少ない」が高い割合となっている。
・くらしの中身では、「ひとり暮らし高齢者のこと」の２８�８％が高い割合である。合
計値と比較すると「障がい児・者をかかえている世帯のこと」、「子育ての不安を
かかえている世帯」といった子育てに関する項目が高い割合を占めているのが特
徴的である。

②　階層構成と居住年数及び前住地（図Ⅱ－１、表Ⅱ－２、表Ⅱ－３）
・「無業者層」が２９�１％、次いで「自営業者層」が２１�２％と高い割合を占めている。
合計値と比較すると「ホワイトカラー」や「ブルーカラー」などの安定的な雇用
労働者の割合が高いのが特徴である。
・居住期間に関しては７割弱が「現在の生計中心者の代になってから」住んでおり、
「２０年以上」と「１年以上５年未満」の割合が２４�２％と高い。合計値と比較すると
「現在の生計中心者の代になってから」、「１年以上５年未満」が高い割合であるが、
「親の代から」、「２０年以上」住んでいる割合は低いのが特徴である。また、約半数
が市内から引っ越しているが、全体平均と比較すると、亀岡市から引っ越してい
る割合が高いのも特徴である。

　π　くらしを支える条件である地域活動への参加、相談相手、近所づきあい
　（表Ⅱ－４、表Ⅱ－５、表Ⅱ－６、表Ⅱ－７）
・近所づきあいに関しては、「くらしのことで助け合っているが」５８�７％と半数強の割
合。具体的な内容としては、「冠婚葬祭や病人の見舞い」が５８�７％、「自分の家でつ
くったものをわけあう」が４０�２％、「家にあがりこんでつきあいをしている」３１�２％
がそれぞれ３割を超えている。合計値と比較すると「挨拶をする程度」が高いほか、
「家にあがりこんでつきあいをしている」が高い割合であり、二極分化している。な
お、これら以外は平均かそれ以下の割合の項目が多い。
・相談相手に関しては「いる」とする割合が９１％と高い割合である。具体的には、「配
偶者」が２７�３％、「親」２０�３％、「親せき」２７�９％などの身内が２割を超えて高い。
合計値と比較すると、「同居の子ども」、「親せき」などの身内に加え、「自治会の役
員・区長」、「ふれあい委員」などの地域の方、「職場の上司、同僚」及び「保育所な
どの社会福祉施設の職員」の割合が高く、相談相手の幅が広いのが特徴である。
・地域活動では、７５％が何らかの地域活動に参加し、２５％は参加していない。具体的
には、「町内会・自治会」が８３�１％と高いが、加えて「老人クラブ」、「ボランティア
活動」、「生活協同組合」、「まちづくりやむらおこし」、「農業協同組合」なども２割
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金が少ない」３４�１％、「保険料（税）が高い」２５�２などが２割を超えて高い割合と
なっている。合計値と比較しても、「老後のこと」、「年金が少ない」、「保険料（税）
が高い」などくらしむきが厳しい項目が高い割合となっている。くらしの中身で
は、「生計中心者の病気・事故」が３０�４％、「家族の病気・事故」が２５�２％、「貯金
ができない」２０％などが２割を超えている。全体の合計値と比較するといずれの
項目もほぼ平均の値と同じである。

②　世帯の状況（性別年齢別構成、世帯構成、子ども、介護者の有無と主な介護者）
（表Ⅱ－１２、表Ⅱ－１３、表Ⅱ－１４、表Ⅱ－１５）
・性別年齢別構成では、５５歳以上７４歳未満の男性、６５歳以上の女性の生計中心者が
２割以上で高い割合となっている。合計値と比較すると、５５歳から７４歳の男性、
４５歳～７４歳の女性の割合が高い。
・世帯構成では「夫婦のみ」、「夫婦と子」、「三世帯」の割合が高い。全体の合計値
と比較すると「三世帯」、「一人親と子」の割合が高い。

・世帯における子どもの状況では、未婚の子どもがいる世帯が４割であるが、小学
生以下の子どもがいる世帯はわずかに２�２％と少ない割合である。

・介護の必要な方が「いる」世帯は１６�９％。介護の必要な方は「母親」が３３�３％、
「生計中心者」が２３�３％、「配偶者」が２０％となっている。また、６３�３％が「同居」
している。主な介護者は４０％が「介護職など」であり、３６�７％が「配偶者」、３３�３％
が「生計中心者」である。合計値と比較すると、介護の必要な方は「生計中心者」、
「配偶者」の割合が高く、近所に住んでいる割合が高い。特に主な介護者として
「生計中心者」に加えて「介護職など」の割合が高いのが特徴である。

③　くらしの器としての住居（表Ⅱ－１６）
　９１％が「一戸建ての持ち家」である。合計値と比較すると「公営・公団の賃貸住
宅」の割合が高いのが特徴的である。

　º　まちづくりを進める上で必要と思われる条件（表Ⅱ－１７）
　「住民相互の日常的な対話交流を広げる」４２�１％、「高齢者や障がい者と子ども・若
い人たちとの交流を広げる」３０�３％、「身近な地域で住民のくらしや福祉について相
談する機会をつくる・増やす」が２１�９％でそれぞれ高い割合である。また、「行政の
施策を分かりやすく住民に知らせる」が２９�８％と高く。合計値と比較すると、「行政
の施策を分かりやすく住民に知らせる」、「ボランティア活動や地域福祉活動のこと
で相談できる専門職を増やす」、「自治体職員が住んでいる地域で福祉活動やボラン
ティア活動に積極的に参加する」など行政に期待する項目が高い割合となっている。
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　∏　くらしの場である地域における問題
①　地域で日頃なんとかしなければならないと思っていること（表Ⅱ－１）
・「ある」が８６�２％と高い割合である。
・くらしの基盤に関することは、「交通が不便」、「鳥獣による被害」がともに３８％、
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者が高い割合。全体合計値と比較すると、男女ともに４４歳未満までの割合が高く、
５５歳以上の割合が低いなど比較的若い世代の生計中心者が多いのが特徴。
・世帯構成では「夫婦と子」が４６％とほぼ半数、次いで「夫婦のみ」２５�９％となっ
ている。合計値と比較すると「夫婦と子」といった核家族の世帯が高い割合であ
り、「三世帯」や「夫婦と親」などは低い割合となっている。

・未婚の子どもがいる世帯は５３�４％。また、小学生以下の子どもがいる世帯は１５�９
となっている。全体と比較して、小学生以下の子どもが二人から三人いる世帯の
割合が高いのが特徴であろう。
・介護の必要な方が「いる」世帯は１割である。介護の必要な方は「母親」、「生計
中心者」がともに２５％である。また、６割が「同居」している。主な介護者とし
ては４５％が「配偶者」、「介護職など」も３割を占め高い割合となっている。合計
値と比較すると、介護の必要な方は「生計中心者」の割合が高く、主な介護者と
しては「配偶者」と「孫」の割合が高いのが特徴である。

③　くらしの器としての住居（表Ⅱ－１６）
　８３�６％が「一戸建ての持ち家」である。全体の合計値と比較すると「民間アパー
ト」の割合が高い一方「一戸建ての持ち家」の割合は低いのが特徴的である。

　º　まちづくりを進める上で必要と思われる条件（表Ⅱ－１７）
　「住民相互の日常的な対話交流を広げる」が半数を超え５０�３％。「高齢者や障がい者
と子ども・若い人たちとの交流を広げる」は３３�９％、「身近な地域で住民のくらしや
福祉について相談する機会をつくる・増やす」が２８％でそれぞれ高い割合となってい
る。合計値と比較すると、「住民相互の日常的な対話交流を広げる」が高い割合であ
る。また、「行政の施策を分かりやすく住民に知らせる」が２２�８％と高い割合である。
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　∏　くらしの場である地域における問題　

①　地域で日頃なんとかしなければならないと思っていること（表Ⅱ－１）
・「ある」が８８�９％を占めている。
・くらしの基盤に関することは、「買い物が不便」６５�６％、「交通が不便」６０�９％、
「地元に働き口や仕事が少ない」３２�８％、「子どもの遊び場や公園、スポーツをす
る場所が少ない」２３�４％、「夜道が暗い・街灯がない」２１�９％などが２割を超え高
い。合計値と比較すると「買い物が不便」、「交通が不便」、「子どもの遊び場や公
園、スポーツをする場所が少ない」といった項目が高い割合である。
・くらしをささえる条件では、全ての項目が５％以下であり、全体の合計値と比較
しても低い割合の項目がほとんどである。
・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「医師や看護師・保健師などの医療従
事者が少ない」３４�４％「救急・休日・夜間の医療体制が不十分」２９�７などの医療
に関する不安が高い割合となっている。合計値と比較してもこれらの項目は高い
割合である。
・くらしの中身では、「ひとり暮らし高齢者のこと」が１４�１％と１割を超えているが、全体
の合計値と比較するといずれの項目も平均より低いものが多いのが特徴的である。
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を超えて高い。合計値と比較すると、「参加していない」割合が高いのが特徴である。
また具体的な活動内容では「ＰＴＡ」、「ボランティア活動」、「生活協同組合」など
の割合が高い。

・ボランティア活動の拠点については「公民館」が最も多く３６�８％、次いで「小学校」
２１�１％となっている。合計値と比較して高いのは「公民館」、「小学校」である。ま
た、ボランティア活動の課題としては「実際に活動している人が少ない」２８�９％が
高いが、一方で「特にない」も２６�３％と高い割合である。合計値と比較すると「実
際に活動している人が少ない」、「交通費や活動費の確保が困難」などが高い割合と
なっている。

　∫　国・自治体による社会保障・社会福祉
①　くらし・健康や社会福祉に関する機関や施設・サービス（表Ⅱ－８、表Ⅱ－９）
・知っているものでは、「市役所・支所」９４�２％、「病院・診療所」７９�９％、「南丹保
健所」６１�４％、「社会福祉協議会」５７�７％、「保育所」５２�４％などが半数を超えて
高い。合計値と比較すると「市役所・支所」、「南丹保健所」、「子育てすこやかセ
ンター」、「南丹市子育て発達支援センター」、「保育所」、「障害児・者の施設」、
「幼稚園」など子どもに関する機関や施設、「ハローワーク」「地域振興会」などが
高い割合となっている。

・実際に利用したことのあるものでは、「市役所・支所」５８�２％、「病院・診療所」
５１�３％、が半数を超え高い割合となっている。合計値と比較すると、「子育てすこ
やかセンター」、「地域振興会」が高い割合となっている。

②　身近な地域で集まり活動する場所（表Ⅱ－１０）
・集まる場所が「ある」が７５�１％となっている。具体的には、「公民館」が８３�８％、
「集会所・自治会館」が２２�５％である。平均値と比較すると「参加していない」及
び「公民館」の割合が高く、二極化している。なお、集まる場所で困っているこ
とは、「とくにない」が７１�１％と高い割合となっている。

　ª　地域におけるくらしの状況
①　くらしの面での困りごと（表Ⅱ－１１）
・くらしの基盤に関することでは、「税金が高い」が２１�２％、「安心してかかれる医
療機関が近くにない」１８�２％「通院が困難」１６�８％などが高い割合である。合計
値と比較すると、ほとんどの項目が平均かそれ以下となっている。

・くらしを支える条件では、いずれの項目も１割以下と低い割合である。
・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「老後のこと」２２�７％が２割を超えている。
・くらしの中身では、「生計中心者の病気・事故」が２１�２％、「家族の病気・事故」
が１７�５％、「貯金ができない」１８�２％などが高い割合である。合計値と比較すると
「子育てのこと」が高い値となっている。

②　世帯の状況（性別年齢別構成、世帯構成、子ども、介護者の有無と主な介護者）
（表Ⅱ－１２、表Ⅱ－１３、表Ⅱ－１４、表Ⅱ－１５）
・３５歳以上６４歳未満の男性、および３５歳以上４４歳未満と７５歳以上の女性の生計中心
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　ª　地域におけるくらしの状況
①　くらしの面での困りごと（表Ⅱ－１１）
　・３６�１％が「ない」と答えている。
・くらしの基盤に関することでは、「通勤に時間がかかる」３０�４％、「安心してかか
れる医療機関が近くにない」２３�９％、「子どもの通学・通園」１９�６％などが高い割
合であるが、全体の合計値と比較すると、「通勤時間がかかる」、「就職が困難」、
「労働時間が長い」などの労働に関わる問題に加え、「物価が高い」、「災害時の備
え」、「安心してかかれる医療機関が近くにない」、「子どもの通学・通園」などが
高い割合となっている。
・くらしを支える条件では、「近所づきあいがむずかしい」が１割を超えているのが
特徴的である。
・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「保険料が高い」、「医療費が高い」が
ともに２１�７％で２割を超えている。全体の合計値と比較しても「医療費が高い」
は高い割合となっている。
・くらしの中身では、「子どもの教育・進学」２６�１％、「貯金ができない」２８�３％、
「借金・ローンの返済」２３�９％などが２割を超えて高い割合である。全体の合計値
と比較しても子どもに関する項目はいずれも高い値となっている。

②　世帯の状況（性別年齢別構成、世帯構成、子ども、介護者の有無と主な介護者）
（表Ⅱ－１２、表Ⅱ－１３、表Ⅱ－１４、表Ⅱ－１５）
・性別年齢別構成では３５歳以上５４歳未満の男性と、３５歳以上６４歳未満の女性といっ
た比較的若い世代の生計中心者が高い割合を占めている。合計値と比較すると、
男性では、３５歳から５４歳未満まで、女性では３５歳以上６４歳未満までの割合が高い
のが特徴である。

・世帯構成では「夫婦と子」が６３�９％と高い割合である。次いで「夫婦のみ」２８�５％
である。合計値と比較すると「夫婦と子」といういわゆる核家族が高い割合であ
るが、他の項目は全て低い割合となっているのが特徴であろう。

・世帯に未婚の子どもがいる割合は７３�６％と高いのが特徴である。しかし、小学生
以下の子どもがいる世帯は１１�１％に止まっている。合計値と比較してみると、小
学生以下の子どもが一人いる世帯の割合が高いのが特徴である。

・介護の必要な方が「いる」世帯は１割である。介護の必要な方は「母親」で７５％。
３７�５％が「入院している」と「同居している」である。主な介護者は半数が「配偶者」
であり、３７�５％が「介護職など」となっている。合計値と比較すると、介護の必要な
方は「母親」の割合が高く、「入院している」が高い割合となっている。また、主な介
護者としては「配偶者」と「介護職など」の割合が高いのが特徴的である。

③　くらしの器としての住居（表Ⅱ－１６）
　　「一戸建ての持ち家」が１００％となっている。

　º　まちづくりを進める上で必要と思われる条件（表Ⅱ－１７）
　「住民相互の日常的な対話交流を広げる」４１�７％、「身近な地域で住民のくらしや福
祉について相談する機会をつくる・増やす」２７�８％、「高齢者や障がい者と子ども・
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②　階層構成と居住年数及び前住地（図Ⅱ－１、表Ⅱ－２、表Ⅱ－３）
・「ホワイトカラー」「ブルーカラー」「不安定雇用者層」といった雇用労働者層が高
い割合を占めているのが特徴的である。

・居住期間についても９８�６％が「現在の生計中心者の代になってから」住んでおり、
「１０年以上１５年未満」と比較的短い期間の割合が４５�１％を占めている。合計値と比
較すると「現在の生計中心者の代になってから」および、５年以上１５年未満住ん
でいる割合が高いのが特徴である。

・京都市からの転入が２８�２％を占め、１９�７％が南丹市内から引っ越している。全体
平均と比較すると、市内や亀岡市といった近郊地以外から引っ越している割合が
高いのが特徴である。

　π　くらしを支える条件である地域活動への参加、相談相手、近所づきあい
　（表Ⅱ－４、表Ⅱ－５、表Ⅱ－６、表Ⅱ－７）
・近所づきあいでは、「ほとんどつきあっていない」は０％である、しかし、「挨拶
をする程度」が５１�４％と高く、「近所でくらしのことで助け合っている」は４８�６％
に止まっている。合計値と比較すると、助け合っている内容について、ほぼ全て
の項目が平均かそれ以下であり、近所づきあいはさほど活発とはいえない。

・相談相手では、「いない」とする割合が１１�１％を占めており、「いる」は８８�９％で
ある。具体的には、「配偶者」が７５％、「親」３７�５％、「知人・友人」３２�８％など３
割を超えているのは身内と知人友人である。合計値と比較すると「配偶者」、「親」
に加え、「知人・友人」「職場の上司、同僚」「保育所などの社会福祉施設の職員」
の割合が高いのが特徴的である。

・地域活動では８３�３％が何らかの地域活動に参加している。具体的には、「町内会・
自治会」が８３�３％、「ＰＴＡ」が３３�３％、「子ども会・青年団」２３�３％などが高い
割合である。合計値と比較すると、「ＰＴＡ」、「子ども会・青年団」以外の項目は
合計値より低い割合か、全くない項目が多く活動内容は限られている。

　∫　国・自治体による社会保障・社会福祉
①　くらし・健康や社会福祉に関する機関や施設・サービス（表Ⅱ－８、表Ⅱ－９）
・知っているものでは、「市役所・支所」８４�７％、「病院・診療所」６２�５％、「保育所」
５２�８％などが半数を超えて高い割合。合計値と比較すると「保育所」が高い割合で
あるが、ほとんどの項目が低い割合となっており、サービスの認知は進んでいない。
・実際に利用したことのあるものでは、「市役所・支所」５２�８％が半数を超えている
ほか、「病院・診療所」４０�３％、「保育所」２６�４％が高い割合。合計値と比較する
と、「保健福祉センター」、「保育所」、「学童保育所」といった子どもに関するサー
ビスと、「ハローワーク」などの項目が高い割合となっている。

②　身近な地域で集まり活動する場所（表Ⅱ－１０）
・集まる場所が「ある」が８１�９％である。具体的には、「集会所・自治会館」が７９�７％
である。全体の平均と比較すると「ない」が高いのが特徴的である。一方で「小
学校」、「中学校」の割合は高い。集まる場所で困っていることは、「とくにない」
が８３�１％と高い割合となっている。
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ており、近隣との関係が密な世帯が多いのが特徴であろう。
・相談相手では、「いる」とする割合が８９�４％。相談の相手としては、「配偶者」が
５９�１％、次いで「学校の先生」２７�３％、「同居していない子ども」２６�４％、「同居
の子ども」２２�７％、「近所の人」２０�９％が２割を超えている。全体の合計値と比較
すると、「配偶者」、「同居の子ども」といった身内に加え、「市役所・支所の職員」
「ケアマネジャー」「学校の先生」といった専門職の割合が高いのが特徴である。
・地域活動では、９２�８％が何らかの地域活動に参加している。具体的には、「町内
会・自治会」が８５�３％、「老人クラブ」４４％、「農業協同組合」４９�１％、「趣味娯楽
の集まり」３６�２％、「地域のスポーツ活動」３３�６％、「まちづくりやむらおこし」
３１％、「女性会・婦人会」２４�１％などが高い割合である。全体の合計値と比較する
と、「老人クラブ」「消防団」「農業協同組合」「趣味娯楽の集まり」「地域のスポー
ツ活動」「まちづくりやむらおこし」「環境保護の活動」「人権擁護の活動」といっ
た項目の割合が高い。

・ボランティア活動の拠点については「公民館」、「集会所・自治会館」がともに２４％
と高い。合計値と比較して高いのは「集会所・自治会館」、「市役所・支所」、「老
人福祉センター」である。また、ボランティア活動の課題としては「若い人の参
加が少ない」３２％、「実際に活動している人が少ない」、「特にない」が２４％である。

　∫　国・自治体による社会保障・社会福祉
①　くらし・健康や社会福祉に関する機関や施設・サービス（表Ⅱ－８、表Ⅱ－９）
・知っているものでは、「市役所・支所」８７�８％、「病院・診療所」８２�１％、「社会福
祉協議会」６５�２％、「南丹保健所」５５�３％、「民生児童委員」４９�６％などが高い割
合となっている。全体の合計値と比較するといずれの項目も平均かそれ以下の割
合となっており、認知はさほど高くないといえる。
・実際に利用したことのあるものでは、「病院・診療所」６４�２％、「市役所・支所」
６２�６％が半数を超え高い割合。また、「社会福祉協議会」２２�８％も高い割合である。
全体の合計値と比較すると、「市役所・支所」、「病院・診療所」、「シルバー人材セ
ンター」、「地域包括支援センター」、「老人福祉施設」、「障害児・者の施設」、「幼
稚園」などの利用が高い割合となっている。

②　身近な地域で集まり活動する場所（表Ⅱ－１０）
・集まる場所については、「ある」が８８�６％と高い割合となっている。具体的には
「公民館」が５９�６％、「集会所・自治会館」４５�９％などが高い割合である。集まる
場所で困っていることは、「トイレが使いにくい」８�３％、「車椅子で利用しにく
い」が７�３％となっている。特にないとする値は合計値と比較すると低い割合であ
る。

　ª　地域におけるくらしの状況
①　くらしの面での困りごと（表Ⅱ－１１）
・「ある」とする回答が８割を超えている。
・くらしの基盤に関することでは、「収入が不安定」２３�５％が２割を超えている。全
体の合計値と比較すると、「収入が不安定」「自由な時間や休日が取れない」「仕事
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若い人たちとの交流を広げる」１８�１％がそれぞれ高い割合といえる。また、「行政の
施策を分かりやすく住民に知らせる」も３６�１％と高い割合であり、この項目は合計
値と比較しても高い割合である。

Ⅴの地域類型��������	
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　∏　くらしの場である地域における問題
①　地域で日頃なんとかしなければならないと思っていること（表Ⅱ－１）
・「ある」が９１�１％と高い割合を占めている。
・くらしの基盤に関することでは、「鳥獣による被害」が６７％と高い。次いで「交通
が不便」４５�５％、「子どもがいない・少ない」４１�１％、「買い物が不便」及び「地
元に働き口や仕事が少ない」がともに３１�３％といずれも生活の不便を訴える項目
が３割を超えている。合計値と比較すると、「鳥獣による被害」、「子どもがいない
少ない」「山林農地の荒廃」「子どもの遊び場やスポーツをする場少ない」「保育所
や幼稚園、学校が遠い」といった生業や子どもの少なさからくる項目が高い割合
となっているのが特徴的である。

・くらしをささえる条件では、「自治会や地域団体のなり手がない」や「若い人と高
齢者との世代間交流が乏しい」が１割を超えているが、合計値と比較すると高い
項目はない。

・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「お年寄りが安心して気軽に利用でき
るサービスが少ない」が全体の合計値より高い割合となっている。

・くらしの中身では、「ひとり暮らし高齢者のこと」が３３％で高い割合となっている。
合計値と比較してもこの項目が高い割合である。

②　層構成と居住年数及び前住地（図Ⅱ－１、表Ⅱ－２、表Ⅱ－３）
・「自営業者層」３２�５％と「無業者層」３１�７％が高い割合となっているのがこの地域
の特徴である。合計値と比較すると「自営業者層」が高い割合である。

・居住年数では７８�９％が「親の代から」住んでいるであり、「現在の生計中心者の代
になってから」でも３８�５％が２０年以上住んでいるなど、長期間あるいは代々定住
している世帯がほとんどである。転居世帯については、４２�３％が南丹市内から転
居しているなど、もともとなんらかの地域的つながりがある世帯が多い。全体平
均と比較すると、「親の代から」と、２０年以上の割合が高い一方、５年以上１５年未
満の世帯も高く二極化が進んできている。転居先では「大阪」からの転居の割合
が高い。

　π　くらしを支える条件である地域活動への参加、相談相手、近所づきあい
　（表Ⅱ－４、表Ⅱ－５、表Ⅱ－６、表Ⅱ－７）
・近所づきあいでは、近所で「くらしのことで助け合っている」が７２�４％と高い割
合である。具体的なつきあいの内容としては、「冠婚葬祭や病人の見舞い」が７２�４％、
「自分の家でつくったものをわけあう」が５４�５％、「緊急時の連絡や援助」３２�５％、
「困りごとや悩みを相談し合う」が３０�９％とそれぞれ３割を超えている。合計値と
比較すると、ほぼすべての項目が合計値か、それより高い割合のものばかりとなっ



─　　─６７

動・地域福祉活動への参加者をもっと増やす」１９�５％などは全体の合計値と比較し
ても高い割合となっている。

・「身近な地域に障がい者や子ども、高齢者などがいつでも利用できる施設を整備す
る」２４�４％、ボランティア活動や地域福祉活動のことで相談できる専門職を増やす」
１５�４％などの項目も合計値と比較して高い割合となっている。
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　∏　くらしの場である地域における問題
①　地域で日頃なんとかしなければならないと思っていること（表Ⅱ－１）
・「ある」が９４�２％で高い割合となっている。
・くらしの基盤に関することは、「鳥獣による被害」が６１�２％、「交通が不便」６０�５％
が高く、次いで「買い物が不便」４９�６％、「地元に働き口や仕事が少ない」４３�４％、
「子どもがいない少ない」４１�９％などはいずれも４割を超えている。平均と比較す
ると「鳥獣による被害」、「交通が不便」、「買い物が不便」、「子どもがいない少な
い」「地元の農業や商工業の振興」、「山林農地の荒廃」、「道路が狭い」、「保育所や
幼稚園、学校が遠い」といった項目が高い割合である。

・くらしをささえる条件では、「自治会や地域団体のなり手がない」２１�４％や「若い
人と高齢者との世代間交流が乏しい」１４�７％が１割を超えている。合計値と比較
して高いのは、「自治会や地域団体のなり手がない」である。

・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「医師や看護師・保健師などの医療従
事者が少ない」４４�２％、「役所や保健所などくらしにかかわる施設が遠くて不便」
２９�５％、「往診をしてくれる医療機関が身近にない」２４�８％、「救急・休日・夜間
の医療体制が不十分」２８�７％、「いつでも診てくれる医療機関が身近にない」１４�７％
など医療に関わる項目が高い割合となっている。
・くらしの中身では、「ひとり暮らし高齢者のこと」が３８％と高い。合計値と比較す
ると、「ひとり暮らし高齢者のこと」、「寝たきりや病気・認知症などの高齢者をか
かえている世帯のこと」、「働けなくなった高齢者のこと」、「くらしに困っている
世帯のこと」といった項目が高い割合である。

　　②　階層構成と居住年数及び前住地（図Ⅱ－１、表Ⅱ－２、表Ⅱ－３）
・「無業者層」が５割と高い割合となっているのが特徴的である。合計値と比較して
も「無業者層」は高い割合を占めている。

・居住期間では、６６�４％が「親の代」から住んでいるとなっている。また、「現在の
生計中心者の代になってから」でも５８�７％が２０年以上住んでいるなど、長期間住
み続けている世帯が多いのが特徴である。また、３２�６％が南丹市内での転居であ
り、２３�９％が京都市から転居してきている。合計値と比較すると、「親の代から」と、
「２０年以上」の割合が高く、一方転居に関しては京都市や大阪、その他の都道府県
からなど遠方からの転居の割合が高いのが特徴的である。

　π　くらしを支える条件である地域活動への参加、相談相手、近所づきあい
　　　（表Ⅱ－４、表Ⅱ－５、表Ⅱ－６、表Ⅱ－７）
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の後継者がいない」「働き手の死亡」などの項目が高い割合となっている。
・くらしを支える条件では、「地域の共同作業に出るのが難しい」１３�７％で平均と比
較しても高い割合である。

・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「老後のこと」３４�３％、「年金が少な
い」３１�４％が３割を超えている。全体の合計値と比較すると「年金が少ない」が
高い割合となっている。

・くらしの中身では、「生計中心者の病気・事故」が３４�３％、「家族の病気・事故」
が３１�４％、「貯金ができない」２３�５％などが２割を超えている。全体の合計値と比
較すると、「生計中心者の病気・事故」「家族の病気・事故」「家計の赤字」といっ
た項目が高い割合となっている。

②　世帯の状況（性別年齢別構成、世帯構成、子ども、介護者の有無と主な介護者）
（表Ⅱ－１２、表Ⅱ－１３、表Ⅱ－１４、表Ⅱ－１５）
・性別年齢別構成では、５５歳以上の男性、７５歳以上の女性の生計中心者が２割以上
で高い割合となっている。全体合計値と比較すると、５５歳以上の男性、４５歳～５４
歳と７４歳以上の女性の割合が高く、高齢の生計中心者の割合が高い。

・世帯構成では、「夫婦のみ」２８�５％、「三世帯」２３�６％、「夫婦と子」２０�３がいずれ
も２割を超えている。全体の合計値と比較すると「三世帯」の割合が高いのが特
徴である。

・未婚の子どもがいる世帯は約４割、小学生以下の子どもがいる世帯は３�３％と少な
い割合。

・一方、介護の必要な方が「いる」世帯は２４�４％と高い割合である。介護の必要な
方は「母親」が３６�７％、「父親」２６�７％がそれぞれ２割を超えている。７３�３％が
「同居」であり、２割が入所している。主な介護者では４６�７％が「配偶者」、３６�７％
が「生計中心者」である。合計値と比較すると、介護の必要な方は「配偶者」、
「未婚の子ども」、「父親」の割合が高く、「同居している」、「入所している」がと
もに高い割合となっている。また、主な介護者としては「生計中心者」、「配偶者」、
「子どもの配偶者」の割合が高い。

③　くらしの器としての住居（表Ⅱ－１６）
　９７�６％が「一戸建ての持ち家」である。合計値と比較すると「一戸建ての持ち家」
の割合が高い。

　º　まちづくりを進める上で必要と思われる条件（表Ⅱ－１７）
・「住民相互の日常的な対話交流を広げる」が３９％、次いで「高齢者や障がい者と子ど
も・若い人たちとの交流を広げる」３７�４％、「身近な地域で住民のくらしや福祉につ
いて相談する機会をつくる・増やす」などが２７�６％でそれぞれ高い割合となってお
り、何らかの住民同士の交流や話し合いを求める割合が高い。合計値と比較すると、
「高齢者や障がい者と子ども・若い人たちとの交流を広げる」が高い割合となってい
る。

・さらに、「地域で取り組まれている活動の交流や学習会を開催する」２０�３％、「民生
児童委員・ボランティアと自治会の協力・連携を広げる」２２�８％、「ボランティア活
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・困りごとが「ある」とする回答が８割を超えて高い。
・くらしの基盤に関することでは、「通院が困難」３９�１％、「安心してかかれる医療
機関が近くにない」３７�３％などの医療に関する項目が高い割合となっている。合
計値と比較すると、「通院が困難」、「安心してかかれる医療機関が近くにない」、
「通勤に時間がかかる」など医療と移動に関わる項目が高い割合となっている。
・くらしを支える条件では、「地域の共同作業に出るのが難しい」１０�９％で合計値と
比較しても高い割合である。

・国・自治体による社会保障・社会福祉では、「年金が少ない」２８�２％、「老後のこと」
２６�４％、「保険料が高い」２０�９％などくらしむきに関わる項目が２割を超えている。
・くらしの中身では、「生計中心者の病気・事故」が３０％と３割を超えて高い割合で
ある。また、合計値と比較すると、「住まいのこと」が高い割合となっているが、
そのほかは平均かそれより低い割合の項目が多い。

②　世帯の状況（性別年齢別構成、世帯構成、子ども、介護者の有無と主な介護者）
（表Ⅱ－１２、表Ⅱ－１３、表Ⅱ－１４、表Ⅱ－１５）
・性別年齢別構成では、男性で５５歳以上６４歳未満が２６�９％、７５歳以上３０�８％の割合
がそれぞれ高い。女性では７５歳以上が８１�８％で高い割合となっている。合計値と
比較すると、男女とも７５歳以上の割合が高く年配の生計中心が多いのが特徴である。

・世帯構成では、「単身」と「夫婦のみ」がともに３３�６％と３割を超えている。合計
値と比較しても「夫婦と親」、「夫婦のみ」、「単身」が高い割合で人数構成が少な
い世帯が多いのが特徴である。

・未婚の子どもがいる世帯は１７�５％と低く、「いない」が８２�５％。小学生以下の子ど
もがいる世帯は２�２％とわずかである。
・介護の必要な方が「いる」世帯は１９％であり。介護の必要な方としては「母親」
２６�９％、「父親」２３�１％などが２割を超えている。６１�５％が「同居」であり。主な
介護者は３８�５％が「生計中心者」、４２�３％が「介護職など」である。合計値と比較
すると、介護の必要な方は「父親」の割合が高く、主な介護者としては「生計中
心者」、「父親」、「介護職など」の割合が高い。

③　くらしの器としての住居（表Ⅱ－１６）
・９２�７％が「一戸建ての持ち家」であるが、全体の合計値と比較すると「社宅・寮」
の割合が高いが、これは調査対象地域に大学の社宅があったためである。

　º　まちづくりを進める上で必要と思われる条件（表Ⅱ－１７）
・「住民相互の日常的な対話交流を広げる」４３�１％、「高齢者や障がい者と子ども・若
い人たちとの交流を広げる」２７�７％、「自治会が住民の身近なくらしや健康・安全・
防犯などの問題に取り組む」２１�２％、「身近な地域で住民のくらしや福祉について相
談する機会をつくる・増やす」が２０�４％と高い割合である。合計値と比較すると
「身近な地域で住民のくらしや福祉について相談する機会をつくる・増やす」が高い
割合である。
・「行政の施策をわかりやく住民に知らせる」２６�３％も高い割合であるが、全体の合計
値と比較すると、ほぼ平均的な値の項目が多い。
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・近所づきあいでは、「くらしのことで助け合っている」が７３�７％と高く。内容として
は、「冠婚葬祭や病人の見舞い」が７３�７％、「自分の家でつくったものをわけあう」
４９�６％、「困りごとや悩みを相談し合う」３５�８％、「家にあがりこんでつきあいをし
ている」３３�６％、「緊急時の連絡や援助」３２�８％がそれぞれ３割を超えている。全体
の合計値と比較すると、割合の高い項目が多く、近所づきあいが活発なのが特徴で
ある。

・相談相手では、「いる」とする割合が９２％と高い割合である。相談の相手としては、
「配偶者」が４２�９％、次いで「同居していない子ども」３３�３％と身内が高く、次いで
「近所の人」２０�６％となっている。合計値と比較すると、「同居していない子ども」
に加え、「民生児童委員」や「ケアマネジャー」などの専門職の割合が高いのが特徴。

・地域活動では８６�１％が何らかの地域活動に参加していると回答している。具体的に
は、「町内会・自治会」が７７�１％、「老人クラブ」４６�６％、「農業協同組合」３４�７％、
「生活協同組合」２２％、「地域のスポーツ活動」２０�３％、「まちづくりやむらおこし」
２１�２％などが高い割合である。合計値と比較すると、「老人クラブ」、「農業協同組
合」、「生活協同組合」といった項目の割合が高い。
・ボランティア活動の拠点については「公民館」２５％、「集会所・自治会館」１６�７％。
合計値と比較して高いのは「町民センター」や「コミュニティーセンター」である。
また、ボランティア活動の課題としては「若い人の参加が少ない」４１�７％「実際に
活動している人が少ない」３３�３％などが高い割合であるが、「特にない」も２５％となっ
ている。合計値と比較して高いのは「若い人の参加が少ない」、「実際に活動してい
る人が少ない」、「いつまで活動が続けられるか自分の健康が心配」などである。

　∫　国・自治体による社会保障・社会福祉
①　くらし・健康や社会福祉に関する機関や施設・サービス（表Ⅱ－８、表Ⅱ－９）
・知っているものでは、「市役所・支所」８８�３％、「病院・診療所」８２�５％、「社会福
祉協議会」６７�９％、「民生児童委員」５８�４％、「地域振興会」５１�８％などが高い割
合である。合計値と比較すると「南丹福祉事務所」、「京都児童相談所」、「地域包
括支援センター」、「老人福祉施設」、「ディサービスセンター」、「老人福祉センター」、
「民生児童委員」、「地域振興会」の項目が高い割合となっている。
・実際に利用したことのあるものでは、「病院・診療所」６２％、「市役所・支所」
５０�４％が半数を超え高い割合である。また、「社会福祉協議会」２４�８％、「ディサー
ビスセンター」２３�４％、「民生児童委員」２１�９％なども高い割合である。合計値と
比較すると、「社会福祉協議会」、「病院・診療所」、「ディサービスセンター」、「民
生児童委員」、「地域振興会」などの利用が高い割合となっている。

②　身近な地域で集まり活動する場所（表Ⅱ－１０）
・集まる場所が「ある」が８６�１％。具体的には「公民館」が８７�３％、「集会所・自治
会館」が２２％と高い割合。集まる場所で困っていることは、「特にない」が６９�５％
で高い割合である。

　ª　地域におけるくらしの状況
①　くらしの面での困りごと（表Ⅱ－１１）




