
SN.

町での暮らしと 「町内会･自治会」 についてのアンケート

 最初に あなたご自身のこと をお聞きします。

Ｆ１． 年齢 Ｆ２． 性別 1. 女性 Ｆ３． ご結婚は？ 1. 既婚
才 2. 男性 2. 未婚

3. 離別/死別

「いまの町内での暮らし」　についてお聞きします。

Q1. ご自宅の形態を教えてください。　（○は１つだけ）

1. 持ち家の一戸建て 3. 持ち家のマンション 5. アパート
2. 賃貸の一戸建て 4. 賃貸のマンション 6. その他

Q2. いまの町内に住み始めて何年になりますか？
（数字で回答／1年以下の方は「1年」とお答えください。） おおよそ 年

Q3. あなたは 「いまの町内での暮らしに」 どのくらい満足していますか？
次のうちであてはまるものをお選びください。　（○は１つだけ）

1． 非常に満足 4． 不満を感じる事がある
2． 満足 5． 考えることがない

SQ. そのようにお答えになった理由を教えてください。

Q4. いまの町内の以下の項目について、どのくらい満足していますか？
それぞれあてはるものをお選びください。 （○は１つずつ）

1 2 3 4 5
非常に 普通 不満を感じる 考えることは

満足 だと思う ことがある ない

防災対策 → 1 2 3 4 5

防犯対策 → 1 2 3 4 5

教育環境 → 1 2 3 4 5

医療・介護環境 → 1 2 3 4 5

住民同士の繫がり → 1 2 3 4 5

Q5. あなたが町内で 「所属している」 または 「仲の良い」 グループはありますか？
（例：幼稚園のママ友のグループ、地域の手芸教室　など　どんなグループでも）

Q6. 町内のイベントやお知らせなどをどこで知りますか。
あてはまるものをすべてお選びください。 （○はいくつでも）

1． 自治体の広報 4. 学校などの送付物から
2． 町内の掲示板で 5. その他

（具体的に： ）

裏面にお進みください

3． 普通だと思う

満足

3． 近所の人から

 ご回答の方向 
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「町内会や自治会」　についてお聞きします。

A1. あなたは 「町内会や自治会」 に対してどのようなイメージをお持ちですか。
あてはまるものをすべてお選びください。　（○はいくつでも）

町内会・自治会があると、町内会・自治会があると、 町内会・自治会という組織は、

1. 町が活気づく 13. 楽しい
2. 良い町だと思える 14. 明るい
3. 防災対策になる 15. 人情味がある
4. 防犯対策になる 16. 古くさい
5. 教育･子育て環境が良くなる 17. 暗い
6. 医療・介護策になる　（認知病予防 等） 18. 近寄りにくい
7. 住民同士の仲が深まる 19. 伝統が守れるもの
8. 人づき合いがわずらわしい 20. あって当然のもの
9. 班長などの役回りがめんどう 21. なくても困らないもの
10. 催しに参加するのがめんどう 22. 自分には関係ないもの
11. 会費などで出費が増えて困る 23. どういう組織かよくわからない

12. その他 24. その他
（具体的に： ） （具体的に： ）

A2. あなたは今までに 「町内会や自治会」 に参加したことはありますか？
他の町内でのご経験がある方は、それも含めてお考えください。　（○は１つだけ）

1. 参加したことがあり、書記などの役職の経験がある
→ どのような役職の経験がありますか？ （ )

2. 役職の経験は無いが参加したことはある
3. 参加したことはない

「郷地東町連合自治会」　についてお聞きします。

あなたが現在住んでいる地域には、「郷地東町連合自治会」 という

複数の町内会が集まった住民組織があります。

A3. あなたは、「郷地東町連合自治会」 をご存知でしたか。
次のうちで最もあてはまるものをお選びください。　（○は１つだけ）

1. 名前を知っていて、町が連合の対象地域であることも知っている
2. 名前は知っていたが、町が連合の対象地域であることは知らなかった
3. 今回初めて名前を聞いた →Ａ5．へ

A4. [Ａ３.=1～２の方へ]　「郷地東町連合自治会」　が行っている 以下の活動をご存知ですか？
知っているものをすべてお選びください。　（○はいくつでも）

1. 新年会 4. 運動会 7. 餅つき大会
2. 親睦会 5. 資源回収 8. 子ども会
3. 稲荷神社祭礼 6. 防災訓練 9. 地域サロン大会 （地域の人同士のつながりを

 　深める自主活動の場）

A5. [全員の方へ]　あなたは、「郷地東町連合自治会」　のホームページを見たことはありますか。
あてはまるものをお選びください。 （○は１つだけ）

1. 見たことがある 2. ホームページがあることは 3. 初めて聞いた
知っていたが、見たことはない

次のページに続きます

→Ａ4．へ
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「北部自治会」　についてお聞きします。

あなたが現在住んでいる地域には、　「郷地東町連合自治会」　の１つとして

「北部自治会」　という町内会がありましたが、　現在は活動をしていません。

A6. あなたは、過去に　「北部自治会」　があったことをご存知でしたか？
あてはまるものをお選びください。　（○は１つだけ）

1. 「北部自治会」 があったことを知っていて、過去に所属していた

2. 「北部自治会」 があったことは知っていたが、所属したことはない

3. 初めて聞いた

A7. あなたは 「北部自治会」 が活動していない状態について、どのようにお考えですか。
最もあてはまるものをお選びください。　（○は１つだけ）

1. 良くない状態だと思う

2. 活動していないことで、不自由や不満を感じることはない

3. 興味を持ったことがない・考えることがない

A8. あなたは、 「北部自治会」 の活動が再開した方がよいと思いますか？

最もあてはまるものをお選びください。 （○は１つだけ）

1. 再開した方がよいと思う

2. どちらかと言えば、再開した方がよいと思う

3. どちらとも言えない

4. どちらかと言えば、再開しなくてもよいと思う

5. 再開しなくてもよいと思う

6. よくわからない

SQ. そのようにお答えになった理由を教えてください。

裏面にお進みください
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A9. 今後、「北部自治会」の活動が以下の条件で再開した場合、

あなたは 加入（＝参加） したいですか。最もあてはまるものをお選びください。 （○は１つだけ）

● 元気で活気のある地域づくり、安心・安全の街づくり、災害時の近所･共助での助け合いの
ために、 「近所の顔見知り」 を作ることを目的とした組織です。

● 会への加入者内で役割を分担し、上の目的に沿った様々なイベントや催しを主導します。
加入するための会費は 「１ヶ月あたり、1世帯300円」 です。

● 災害時に向けた情報伝達経路の整備や、水・非常食品・防災用品の支給を行っており、
自治会に加入していない場合は、その支給をうけることができない可能性があります。

1. 絶対に加入したい

2. 条件次第で加入したい → 下の 「ＳＱ.」 にお答えください

3. 周囲の状況次第で加入したい

4. 加入したいと思わない → 次は、Ａ10. にお答えください

SQ. [Ａ9.=1～３の方へ]　そのようにお答えになった理由を教えてください。

→A11.へお進みください

A10. [Ａ９.=４の方へ]　 加入したくない理由 として、あてはまるものをすべてお選びください。（○はいくつでも）

また、その中で 最も強く思う理由 の番号を、右下の枠内にご記入ください。 （数字で回答）

1. 役員や班長などの役回りが面倒 5. 会の必要性を感じない

2. 人付き合いが面倒 6. 仕事や家事などがいそがしいから

3. いつまでこの地域にいるかわからない 7. その他

4. 活動内容に興味がない （具体的に： ）

最も強く思う理由 （番号で） →

A11. 北部自治会で以下のようなイベントや催しがあった場合、 参加したいと思うもの をすべてお選びください。
（○はいくつでも）

1. 新年会 5. 資源回収 9. 地域サロン大会 （地域の人同士のつながりを
2. 親睦会 6. 防災訓練  　深める自主活動の場）

3. 稲荷神社祭礼 7. 餅つき大会 10. この他で、
4. 運動会 8. 子ども会 してほしい活動　→

最後に、ご自身やご家族について、差し支えない範囲で結構ですのでお答えをお願いします。

Ｆ４． 同居されている、あなたのお子様の人数
人

Ｆ５． 同居されているご家族の家族構成　（複数回答可）

1. 配偶者 5. ご自身のお子様 （左記2.～4.以外） 9. 兄弟、姉妹

2. ご自身のお子様 （未就学児） 6. 親（配偶者の親含む） 10. その他

3. ご自身のお子様 （小学生） 7. 祖父母 （ ）

4. ご自身のお子様 （中学生、高校生） 8. 孫、ひ孫 11. 1人暮らし

Ｆ６． お子様が通っている保育施設・小学校名

Ｆ７． あなたが普段よく使うスーパーや病院、公共施設などがありましたら教えてください。

保育施設 小学校

アンケートは以上です。最後までご協力いただき誠にありがとうございました。
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