
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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、

昨今の地震などで被災された地域のみなさんが異口同音に語られている

うこと

アンケートへのご協力をお願いすることに

アンケート回収締切：

アンケート回収

（１）

（２）

https://goo.gl/forms/y9f2F6sqLTKVQjhK2

●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

問４

※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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、

昨今の地震などで被災された地域のみなさんが異口同音に語られている

ことです。そこで、

アンケートへのご協力をお願いすることに

アンケート回収締切：

アンケート回収

（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/y9f2F6sqLTKVQjhK2

●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 過去に

①ある →

問 2 自治会を退会した理由をお聞かせください

①イベントに参加したくなかった

④人付き合いが苦手

⑦その他（具体的に

問 3 自治会に未加入の理由をお聞かせください

①加入の仕方がわからない

④イベントに参加できない、

⑤役員をやりたくない

⑧過去に加入していた

⑩その他（具体的に

問４ 自治会の

①０回 ②１回

公社西台住宅自治会
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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、

昨今の地震などで被災された地域のみなさんが異口同音に語られている

そこで、この度、自

アンケートへのご協力をお願いすることに

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/y9f2F6sqLTKVQjhK2

●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）

  ②１～5

過去に公社西台住宅

→ 問 2 へ   

自治会を退会した理由をお聞かせください

イベントに参加したくなかった

人付き合いが苦手 

その他（具体的に 

自治会に未加入の理由をお聞かせください

加入の仕方がわからない

イベントに参加できない、

役員をやりたくない

過去に加入していた

その他（具体的に 

自治会の入会案内

②１回 ③２～３回

公社西台住宅自治会
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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、

昨今の地震などで被災された地域のみなさんが異口同音に語られている

この度、自治会の必要性を再確認するとともに自治会を

アンケートへのご協力をお願いすることに

 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

https://goo.gl/forms/y9f2F6sqLTKVQjhK2

●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

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）

5 年  ③5

公社西台住宅自治会（以後「自治会」）

   ②ない

自治会を退会した理由をお聞かせください

イベントに参加したくなかった

 ⑤トラブルがあった

   

自治会に未加入の理由をお聞かせください

加入の仕方がわからない ②加入のメリットを知らない

イベントに参加できない、参加したくない

役員をやりたくない ⑥賃貸のため必要がないと思う

過去に加入していた他の自治会でトラブルがあった

   

案内（口頭による勧誘

③２～３回 ④４回以上

公社西台住宅自治会
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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、

昨今の地震などで被災された地域のみなさんが異口同音に語られている

治会の必要性を再確認するとともに自治会を

アンケートへのご協力をお願いすることにいたしました。住民の皆

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 
コードまたは下記の URL から同じアンケートに回答できます。

https://goo.gl/forms/y9f2F6sqLTKVQjhK2

●あなたの年齢は。（○は１つ）

 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） 

世代同居（子どもと両親）

世代同居（子どもと両親と祖父母）  ⑤

●あなたの居住年数は。（○は１つ） 

5～10 年 

（以後「自治会」）

②ない → 問

自治会を退会した理由をお聞かせください

イベントに参加したくなかった ②役員をやりたくなかった

⑤トラブルがあった 

  

自治会に未加入の理由をお聞かせください

②加入のメリットを知らない

参加したくない

賃貸のため必要がないと思う

自治会でトラブルがあった

  

（口頭による勧誘等含む）

④４回以上 

公社西台住宅自治会 アンケート
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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、

昨今の地震などで被災された地域のみなさんが異口同音に語られている

治会の必要性を再確認するとともに自治会を

しました。住民の皆さま

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/y9f2F6sqLTKVQjhK2

 ⑤50 代 

 ②女 

同居（子どもと両親）

⑤その他 

  ④10～20

（以後「自治会」）に加入

問 3 へ 

自治会を退会した理由をお聞かせください。（○はいくつでも

②役員をやりたくなかった

 ⑥イベントの手伝いが負担だった

  

自治会に未加入の理由をお聞かせください。（○はいくつでも

②加入のメリットを知らない

参加したくない 

賃貸のため必要がないと思う

自治会でトラブルがあった 

  

含む）を受けた回数をお聞かせください

 

アンケート
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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、

昨今の地震などで被災された地域のみなさんが異口同音に語られているのは、町会・自治会の存在がとても大事だと

治会の必要性を再確認するとともに自治会をより良いものにしていきたいという思いから、

さまの率直なご意見をよろしくお願いいたします。

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/y9f2F6sqLTKVQjhK2

 ⑥60 代 

同居（子どもと両親）  

20 年  ⑤

に加入したことがありますか

○はいくつでも

②役員をやりたくなかった 

⑥イベントの手伝いが負担だった

   

○はいくつでも

②加入のメリットを知らない ③経済的理由

賃貸のため必要がないと思う ⑦人付き合いが苦手

 ⑨加入していなくて困ったことがない

   

を受けた回数をお聞かせください

アンケートのお願い
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

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。

は、町会・自治会の存在がとても大事だと

より良いものにしていきたいという思いから、

の率直なご意見をよろしくお願いいたします。

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

 

したことがありますか

○はいくつでも） 

 ③経済的理由

⑥イベントの手伝いが負担だった

  

○はいくつでも） 

③経済的理由 

人付き合いが苦手

⑨加入していなくて困ったことがない

  

を受けた回数をお聞かせください

のお願い
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

様々なイベントや活動を行っています。

は、町会・自治会の存在がとても大事だと

より良いものにしていきたいという思いから、

の率直なご意見をよろしくお願いいたします。

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。

から同じアンケートに回答できます。   

 ⑧80 歳以上

40 年  ⑥40

したことがありますか。（○は１つ）

③経済的理由 

⑥イベントの手伝いが負担だった 

  

 

人付き合いが苦手 

⑨加入していなくて困ったことがない

  

を受けた回数をお聞かせください。（○は１つ）

のお願い
※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。

様々なイベントや活動を行っています。

は、町会・自治会の存在がとても大事だと

より良いものにしていきたいという思いから、

の率直なご意見をよろしくお願いいたします。 

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 

（○は１つ） 

  

⑨加入していなくて困ったことがない 

  

（○は１つ）

※このアンケートは現在、公社西台住宅自治会に未加入の皆さまに向けてお願いしています。 

様々なイベントや活動を行っています。

は、町会・自治会の存在がとても大事だとい

より良いものにしていきたいという思いから、

 

公社西台住宅自治会 

-6321 

 ） 

 ） 

（○は１つ） 



問

問

 
 
 
 
 
 
 
 
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。

●お名前

●お部屋番号

●お電話番号

問５ 自治会

ものを教えてください。（○はいくつでも）

①総会 ②

⑦防火・防犯パトロール

問６ 問５で

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

④自分が関わるお祝いごとがないから

⑥体力的、身体的

⑧仕事で参加

⑨その他（具体的に

①公社への要望を上げてくれる

④イベント情報を

⑤高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

に手助けしてもらえる（部屋までの送迎、託児補助など）

⑥災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

⑦災害用の物資を管理してくれる

⑨高齢者の見守りをしてくれる（一人暮らしの方の様子見回りなど）

⑩登下校の見守りやパトロールをしてくれる

⑪その他（

 

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。

●お名前 

●お部屋番号

●お電話番号

自治会では下記のようなイベントを実施しています

ものを教えてください。（○はいくつでも）

②七夕まつり

防火・防犯パトロール

で〇がつかなかったイベントについて

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

自分が関わるお祝いごとがないから

、身体的に参加が

で参加が難しい

その他（具体的に 

①公社への要望を上げてくれる

イベント情報を

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

に手助けしてもらえる（部屋までの送迎、託児補助など）

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

災害用の物資を管理してくれる

高齢者の見守りをしてくれる（一人暮らしの方の様子見回りなど）

登下校の見守りやパトロールをしてくれる

その他（具体的に

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。

●お部屋番号 

●お電話番号 

では下記のようなイベントを実施しています

ものを教えてください。（○はいくつでも）

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

がつかなかったイベントについて

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

自分が関わるお祝いごとがないから

参加が難しい

が難しいから 

   

①公社への要望を上げてくれる

イベント情報を SNS やホームページで知らせてくれる

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

に手助けしてもらえる（部屋までの送迎、託児補助など）

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

災害用の物資を管理してくれる

高齢者の見守りをしてくれる（一人暮らしの方の様子見回りなど）

登下校の見守りやパトロールをしてくれる

具体的に  

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。

では下記のようなイベントを実施しています

ものを教えてください。（○はいくつでも）

敬老の日お祝い 

新年のお祝い（

がつかなかったイベントについて

イベント自体の魅力がないから ②住民の人が知らない人ばかり

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

自分が関わるお祝いごとがないから ⑤役員の依頼を受けたくないから

難しいから ⑦育児

  

①公社への要望を上げてくれる ②会費がない

やホームページで知らせてくれる

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

に手助けしてもらえる（部屋までの送迎、託児補助など）

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

災害用の物資を管理してくれる ⑧各イベントへの参加が任意である

高齢者の見守りをしてくれる（一人暮らしの方の様子見回りなど）

登下校の見守りやパトロールをしてくれる

  

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。

 

では下記のようなイベントを実施しています

ものを教えてください。（○はいくつでも） 

 ④５号棟祭り

（赤飯配布）

がつかなかったイベントについて理由をお聞かせください。（

住民の人が知らない人ばかり

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

役員の依頼を受けたくないから

育児や介護で参加

  

②会費がない ③区の広報等を配布する以上の関わりがない

やホームページで知らせてくれる

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

に手助けしてもらえる（部屋までの送迎、託児補助など）

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

各イベントへの参加が任意である

高齢者の見守りをしてくれる（一人暮らしの方の様子見回りなど）

登下校の見守りやパトロールをしてくれる  

  

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。

では下記のようなイベントを実施しています。興味があるもの、参加してみたいと思う

号棟祭り ⑤年末大掃除

） ⑨新成人お祝い

理由をお聞かせください。（

住民の人が知らない人ばかり

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 

役員の依頼を受けたくないから

で参加が難しい

   

（○はいくつでも

③区の広報等を配布する以上の関わりがない

やホームページで知らせてくれる 

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

に手助けしてもらえる（部屋までの送迎、託児補助など） 

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

各イベントへの参加が任意である

高齢者の見守りをしてくれる（一人暮らしの方の様子見回りなど）

   

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。

興味があるもの、参加してみたいと思う

年末大掃除 

新成人お祝い 

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

役員の依頼を受けたくないから 

が難しいから 

  

○はいくつでも）

③区の広報等を配布する以上の関わりがない

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

各イベントへの参加が任意である 

高齢者の見守りをしてくれる（一人暮らしの方の様子見回りなど） 

  

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。 

興味があるもの、参加してみたいと思う

 ⑥防災訓練

 ⑩新一年生入学お祝い

○はいくつでも

溶け込みにくいから

 

 

  

③区の広報等を配布する以上の関わりがない

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭）

 

  

（任意）

興味があるもの、参加してみたいと思う

防災訓練 

新一年生入学お祝い

○はいくつでも） 

溶け込みにくいから 

  

③区の広報等を配布する以上の関わりがない 

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

災害時に避難の援助をしてくれる（高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭） 

  

（任意） 

興味があるもの、参加してみたいと思う 

新一年生入学お祝い 

 ） 

 

高齢者や障害のある方、幼い子供を抱えた家庭など支援が必要な世帯について、イベント参加時

 ） 


