
 

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

しかし、

度、

住民の皆さまの

アンケート回収締切：

アンケート回収方法：

（１）

（２）
右の

https://goo.gl/forms/B2DdY5OxybesI6ex2

●あなたの年齢は。（○は１つ）

①

●あなたの性別は。（○は１つ）

●あなたの世帯構成は。（○は１つ）

①単身者

④

●あなたの居住年数は。（○は１つ）

①１年未満

問

 問

  

問

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

しかし、役員の高齢化や男性役員の減少などで、

自治会を見直し、より良いものにしていきたい

住民の皆さまの率直なご意見をお願いいたします。

アンケート回収締切：

アンケート回収方法：

（１）自治会ポスト『みんなの声』に投函

（２）パソコン・スマホで回答
右の QR コードまたは下記の

https://goo.gl/forms/B2DdY5OxybesI6ex2

●あなたの年齢は。（○は１つ）

①20 歳未満

●あなたの性別は。（○は１つ）

●あなたの世帯構成は。（○は１つ）

①単身者  

④3 世代同居（子どもと両親と祖父母）

●あなたの居住年数は。（○は１つ）

①１年未満 

問 1 役員をやったことがありますか。（○は１つ）

①今現在役員をやっている

③役員をやったことがない

問 2 役員をやっ

①時間が取られる

  ④その他（具体的に

問 3 役員をやったことがない、やりたくない理由をお聞かせください

①役員の仕事に割く

④手伝いなどの負担が大きいと感じる

⑥その他（具体的に

 

公社西台住宅自治会

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

役員の高齢化や男性役員の減少などで、

見直し、より良いものにしていきたい

率直なご意見をお願いいたします。

アンケート回収締切： 

アンケート回収方法： 

自治会ポスト『みんなの声』に投函

パソコン・スマホで回答
コードまたは下記の

https://goo.gl/forms/B2DdY5OxybesI6ex2

●あなたの年齢は。（○は１つ）

歳未満 ②20 代

●あなたの性別は。（○は１つ）

●あなたの世帯構成は。（○は１つ）

 ②夫婦のみ

世代同居（子どもと両親と祖父母）

●あなたの居住年数は。（○は１つ）

  ②１～

役員をやったことがありますか。（○は１つ）

今現在役員をやっている

役員をやったことがない

役員をやってみてどう思いますか。（○はいくつでも

時間が取られる     

（具体的に 

役員をやったことがない、やりたくない理由をお聞かせください

役員の仕事に割く時間がない

手伝いなどの負担が大きいと感じる

（具体的に 

公社西台住宅自治会

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

役員の高齢化や男性役員の減少などで、

見直し、より良いものにしていきたい

率直なご意見をお願いいたします。

 2018
 

自治会ポスト『みんなの声』に投函

パソコン・スマホで回答
コードまたは下記の URL

https://goo.gl/forms/B2DdY5OxybesI6ex2

●あなたの年齢は。（○は１つ）

代 ③30 代

●あなたの性別は。（○は１つ）

●あなたの世帯構成は。（○は１つ）

夫婦のみ  ③2

世代同居（子どもと両親と祖父母）

●あなたの居住年数は。（○は１つ）

②１～5 年  ③

役員をやったことがありますか。（○は１つ）

今現在役員をやっている → 

役員をやったことがない（今後やりたい・頼まれればやってもよい・やりたくない

てみてどう思いますか。（○はいくつでも

     ②他の役員と親睦を深められる

   

役員をやったことがない、やりたくない理由をお聞かせください

時間がない    

手伝いなどの負担が大きいと感じる

   

公社西台住宅自治会

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

役員の高齢化や男性役員の減少などで、体力の必要なイベントの

見直し、より良いものにしていきたい

率直なご意見をお願いいたします。 

2018 年 11

自治会ポスト『みんなの声』に投函

パソコン・スマホで回答 
URL から同じアンケートに回答できます。

https://goo.gl/forms/B2DdY5OxybesI6ex2

●あなたの年齢は。（○は１つ）

代 ④40 代

●あなたの性別は。（○は１つ）  ①男 

●あなたの世帯構成は。（○は１つ） 

2 世代同居（子どもと両親）

世代同居（子どもと両親と祖父母）  

●あなたの居住年数は。（○は１つ） 

③5～10 年 

役員をやったことがありますか。（○は１つ）

 問２へ     

今後やりたい・頼まれればやってもよい・やりたくない

てみてどう思いますか。（○はいくつでも

他の役員と親睦を深められる

  

役員をやったことがない、やりたくない理由をお聞かせください

    ②人付き合いが苦手

手伝いなどの負担が大きいと感じる   

  

公社西台住宅自治会 アンケート

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

体力の必要なイベントの

見直し、より良いものにしていきたいという思いから、アンケートを取らせていただくことにしました。

 

11 月 7 日（水）

 南北エレベーターホールにあります。自治会ポスト『みんなの声』に投函

から同じアンケートに回答できます。

https://goo.gl/forms/B2DdY5OxybesI6ex2

代 ⑤50 代

 ②女 

同居（子どもと両親）

 ⑤その他 

  ④10～

役員をやったことがありますか。（○は１つ） 

     ②以前やったことがある

今後やりたい・頼まれればやってもよい・やりたくない

てみてどう思いますか。（○はいくつでも

他の役員と親睦を深められる

  

役員をやったことがない、やりたくない理由をお聞かせください

人付き合いが苦手

 ⑤きっかけがない

  

アンケート

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

体力の必要なイベントの開催が難しくなってきています。そこで、

う思いから、アンケートを取らせていただくことにしました。

お問い合わせ：

日（水）

南北エレベーターホールにあります。

から同じアンケートに回答できます。

https://goo.gl/forms/B2DdY5OxybesI6ex2

代 ⑥60 代 

同居（子どもと両親）  

 

～20 年  

以前やったことがある

今後やりたい・頼まれればやってもよい・やりたくない

てみてどう思いますか。（○はいくつでも） 

他の役員と親睦を深められる   

   

役員をやったことがない、やりたくない理由をお聞かせください

人付き合いが苦手   

きっかけがない 

   

アンケートのお願い

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

開催が難しくなってきています。そこで、

う思いから、アンケートを取らせていただくことにしました。

お問い合わせ： 1117 号室

南北エレベーターホールにあります。

から同じアンケートに回答できます。  

 ⑦70 代 

 ⑤20～40

以前やったことがある

今後やりたい・頼まれればやってもよい・やりたくない

   ③手伝いなどの負担

  

役員をやったことがない、やりたくない理由をお聞かせください。（○はいくつでも

   ③大人数の前に立つのが苦手

  

のお願い

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

開催が難しくなってきています。そこで、

う思いから、アンケートを取らせていただくことにしました。

公社西台住宅自治会

号室  小林  

南北エレベーターホールにあります。

 

 ⑧80 歳以上

40 年  ⑥40

以前やったことがある → 問２

今後やりたい・頼まれればやってもよい・やりたくない）

手伝いなどの負担

  

。（○はいくつでも

大人数の前に立つのが苦手

  

のお願い

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

開催が難しくなってきています。そこで、

う思いから、アンケートを取らせていただくことにしました。

公社西台住宅自治会

  03-3935-

南北エレベーターホールにあります。 

歳以上 

40 年以上 

２へ    

）→ 問３へ

手伝いなどの負担が多い 

  

。（○はいくつでも） 

大人数の前に立つのが苦手 

  

公社西台住宅自治会では、住民の皆さまが楽しく、安心・安全に生活できるよう、様々なイベントや活動を行っています。

開催が難しくなってきています。そこで、この

う思いから、アンケートを取らせていただくことにしました。

公社西台住宅自治会 

-6321 
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 ） 

 

 ） 



問

   

 問

問

 問

 問

①

③

⑤

①災害

④

⑥

 例）
 
 
 

 
 
アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。

問 4 自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

   （○はいくつでも）

①総会 ②七夕まつり

⑦防火・防犯パトロール

 

問 5 イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（

①総会 ②七夕まつり

⑦防火・防犯パトロール

 

問 6 参加したことがないイベントがある

①イベント自体の魅力がないから

③参加して今後手伝いなどの負担が増えることが嫌だから

 

問 7 イベントの頻度についてどう思いますか。

①頻度を上げて盛り上げたい

 

問 8 どの程度イベントに関わりたいです

①企画・運営をしたい

③当日のお手伝いならしてもよい

⑤手伝いも参加もしたくない

①住民にとって自治会が必要だと思うから

③イベントに参加したいから

⑤その他（ 

①災害時に支援してくれる

④公社への要望を上げてくれる

⑥広報等のお知らせを提供してくれる

）SNS やホームページが充実している、入会

アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

（○はいくつでも）

②七夕まつり

防火・防犯パトロール

イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（

②七夕まつり

防火・防犯パトロール

参加したことがないイベントがある

イベント自体の魅力がないから

参加して今後手伝いなどの負担が増えることが嫌だから

イベントの頻度についてどう思いますか。

頻度を上げて盛り上げたい

どの程度イベントに関わりたいです

企画・運営をしたい

③当日のお手伝いならしてもよい

⑤手伝いも参加もしたくない

住民にとって自治会が必要だと思うから

イベントに参加したいから

  

時に支援してくれる

公社への要望を上げてくれる

広報等のお知らせを提供してくれる

やホームページが充実している、入会

アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

（○はいくつでも） 

②七夕まつり ③敬老の日お祝い

防火・防犯パトロール ⑧新年のお祝い

イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（

②七夕まつり ③敬老の日お祝い

防火・防犯パトロール ⑧新年のお祝い

参加したことがないイベントがある

イベント自体の魅力がないから

参加して今後手伝いなどの負担が増えることが嫌だから

イベントの頻度についてどう思いますか。

頻度を上げて盛り上げたい   

どの程度イベントに関わりたいです

企画・運営をしたい    ②

③当日のお手伝いならしてもよい

⑤手伝いも参加もしたくない    

住民にとって自治会が必要だと思うから

イベントに参加したいから   

   

時に支援してくれる  ②住民同士のトラブルを解決してくれる

公社への要望を上げてくれる   

広報等のお知らせを提供してくれる

やホームページが充実している、入会

アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

③敬老の日お祝い 

⑧新年のお祝い（

イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（

③敬老の日お祝い 

新年のお祝い（

参加したことがないイベントがある

イベント自体の魅力がないから    ②

参加して今後手伝いなどの負担が増えることが嫌だから

イベントの頻度についてどう思いますか。

   ②現状維持でよい

どの程度イベントに関わりたいです

②興味のあるイベントなら

③当日のお手伝いならしてもよい   ④イベントに参加するだけで、手伝いはしたくない

    ⑥その他（

住民にとって自治会が必要だと思うから  

 ④知り合いに勧められたから

  

（○はいくつでも）

住民同士のトラブルを解決してくれる

  ⑤登下校の見守りやパトロールをしてくれる

広報等のお知らせを提供してくれる   ⑦

やホームページが充実している、入会しても役員や

アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。

 

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

 ④５号棟祭り

（赤飯配布）

イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（

 ④５号棟祭り

（赤飯配布

参加したことがないイベントがある方、理由をお聞かせください。（○はいくつでも）

②住民の人が知らない人ばかりで

参加して今後手伝いなどの負担が増えることが嫌だから

イベントの頻度についてどう思いますか。（○は１つ）

現状維持でよい

どの程度イベントに関わりたいですか。（○は１つ）

興味のあるイベントなら

④イベントに参加するだけで、手伝いはしたくない

⑥その他（ 

 ②住民同士交流を持ちたいから

知り合いに勧められたから

  

（○はいくつでも）

住民同士のトラブルを解決してくれる

登下校の見守りやパトロールをしてくれる

⑦その他（

役員やイベントの

アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

④５号棟祭り ⑤年末大掃除

） ⑨新成人お祝い

イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（

④５号棟祭り ⑤年末大掃除

赤飯配布） ⑨新成人お祝い

方、理由をお聞かせください。（○はいくつでも）

住民の人が知らない人ばかりで

参加して今後手伝いなどの負担が増えることが嫌だから  ④その他（

（○は１つ） 

現状維持でよい   ③縮小したい

（○は１つ） 

興味のあるイベントなら事前準備など

④イベントに参加するだけで、手伝いはしたくない

   

（○はいくつでも）

住民同士交流を持ちたいから

知り合いに勧められたから 

   

（○はいくつでも） 

住民同士のトラブルを解決してくれる

登下校の見守りやパトロールをしてくれる

その他（   

イベントの手伝いなどの負担が

アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

年末大掃除 

⑨新成人お祝い 

イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（

年末大掃除 

⑨新成人お祝い 

方、理由をお聞かせください。（○はいくつでも）

住民の人が知らない人ばかりで

④その他（ 

 

縮小したい 

準備なども手伝いたい

④イベントに参加するだけで、手伝いはしたくない

  

（○はいくつでも）

住民同士交流を持ちたいから

  

  

住民同士のトラブルを解決してくれる   

登下校の見守りやパトロールをしてくれる

  

 
手伝いなどの負担が⼀切

 

アンケートに最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。 

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

 ⑥防災訓練

 ⑩新一年生入学お祝い

イベントの中で、参加したことがあるものに○をつけてください。（○はいくつでも）

 ⑥防災訓練

 ⑩新一年生入学お祝い

方、理由をお聞かせください。（○はいくつでも）

住民の人が知らない人ばかりで溶け込みにくいから

  

 

も手伝いたい   

④イベントに参加するだけで、手伝いはしたくない

  

（○はいくつでも） 

住民同士交流を持ちたいから   

  

   ③楽しいイベントが多

登下校の見守りやパトロールをしてくれる 

  

⼀切ない など 

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。

防災訓練  

⑩新一年生入学お祝い

○はいくつでも）

防災訓練  

新一年生入学お祝い

方、理由をお聞かせください。（○はいくつでも）

溶け込みにくいから 

  

    

④イベントに参加するだけで、手伝いはしたくない 

  

  

楽しいイベントが多

  

 

自治会では下記のイベントを行っています。知っているものに○をつけてください。 

⑩新一年生入学お祝い 

○はいくつでも） 

新一年生入学お祝い 

方、理由をお聞かせください。（○はいくつでも） 

 

 ） 

 ） 

 ） 

楽しいイベントが多い   

 ） 


