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＊自治会に関するアンケート調査票＊ 

 

◆目的 

 自治会は、皆様が、安全に安心して生活をするための大切な存在です。普段から近所の方

と声をかけ合うことで、子どもたちや高齢者の見守りにつながるだけでなく、災害時にお互

い助け合うことで、皆様の命を守ることにもつながります。町では対応しきれない、きめ細

かな対応ができるという意味でも、自治会は重要な役割を果たしています。 

しかし、近年、豊山町の自治会加入率は、年々低下しており、加入を呼びかけても断られ

てしまう、役員の成り手がいないといった悩みも聞かれます。 

 町としましても、こうした課題は地区の運営や存続において、深刻な問題であると考えて

います。 

 このたび、アンケート調査を行うことで、改めて、地域の現状や課題を皆様と共有すると

ともに、町として、今後どんな支援ができるのかを考えるきっかけにしたいと思います。 

お忙しいこととは思いますが、ご協力をお願いいたします。 

 

 

提 出 期 限    平成３０年３月２３日（金）まで  

提出先・問合せ    役場３階 １０番窓口 総務課 総務・人事係 （林・川原）  

                       電話番号  ０５６８－２８－６００３  

 

＊該当する記号（ア、イ、ウ…）に○ または かっこ内への記入をお願いいたします。 

 

■ 自治会について教えてください。  

 

自治会名 自治会   

 

≪１．加入世帯について≫ 

問１ 平成３０年３月１日現在の貴自治会の加入世帯数を記入してください。 

【         世帯】 

問２ 貴自治会への未加入世帯数は、概ねどれくらいありますか。（１つに○） 

   別紙「地区加入率一覧」を参考にお選びください。 

 ア．ほとんどない   イ．１～３割程度が未加入   ウ．半数程度が未加入 

エ．把握していない  オ．その他（                      ） 



２ 

 

≪２．自治会加入について≫ 

問１ 自治会加入を呼びかける際や、加入率を上げるために、工夫していることは何です

か。（複数回答可） 

ア．パンフレットやチラシを作り、 

呼びかけ時に渡す 
イ．転入世帯へ必ず訪問する 

ウ．未加入者にも自治会のイベントの 

案内を配布する 
エ．イベントや活動の都度、呼びかけを行う 

オ．呼びかけのときに、加入のメリット 

を伝えている 
 

カ．その他（                                ） 

 

問２ 自治会に加入しない理由について、どんなことが考えられますか。 

多いと思われるものを３つ選んでください。 

ア．自治会費が高く負担である イ．行事や活動がめんどくさい 

ウ．役員になりたくない 
エ．仕事などで忙しく、自治会の行事や活動

に参加できない 

オ．地域の人と深く関わりたくない カ．自治会に加入しなくても困らない 

キ．短期の居住である 

（仕事による一時的な居住） 
ク．自治会活動に関心が無い 

ケ．高齢のため、自治会活動への参加が 

難しい 
 

コ．その他（                                ） 

 

≪３．自治会費について≫ 

問１ 自治会費は、１世帯あたり月額いくらですか。  【月額        円／世帯】 

 

問２ 自治会費はどのように収集していますか。（複数回答可） 

 ア．公民館や集会所へ持参     イ．地区委員や役員の家に持参 

ウ．銀行口座から引き落とし    エ．地区委員や役員が各世帯を訪問して集金 

オ．その他（                              ） 



３ 

 

問３ 自治会活動の財源は何ですか。（複数回答可） 

ア．自治会費 イ．自治会の財産収入 ウ．町からの補助金 

エ．町以外からの補助金 オ．寄付金 
カ．イベントなどの収入 

（バザーなど） 

キ．企業からの協力金 ク．その他（                   ） 

 

 

≪４．自治会の活動について≫ 

問１ １年間に、自治会で行っている活動を教えてください。 

 

通年  

４月 春の清掃活動 

５月  

６月  

７月  

８月  

９月 町防災訓練 

１０月 町民体育大会 

１１月  

１２月  

１月  

２月  

３月  

 

 



４ 

 

問２ 問１で答えた活動のうち、特に負担が大きい活動は何ですか。 

   また、その理由は何ですか。 

活動名：【                  】 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 自治会として、現在力を入れている活動は何ですか。（複数回答可） 

ア．お祭りなど地域のイベント イ．町民体育大会など町のイベント 

ウ．防犯活動 エ．防災活動 

オ．交通安全活動 カ．高齢者の見守り活動 

キ．子どもの見守り活動 
ク．環境活動 

（資源分別収集、リサイクル活動など） 

ケ．その他（具体的に：                             ） 

 

問４ 自治会として、今後力を入れて取り組みたい活動は何ですか。（複数回答可） 

ア．お祭りなど地域のイベント イ．町民体育大会など町のイベント 

ウ．防犯活動 エ．防災活動 

オ．交通安全活動 カ．高齢者の見守り活動 

キ．子どもの見守り活動 
ク．環境活動 

（資源分別収集、リサイクル活動など） 

ケ．その他（具体的に：                             ） 

 

 

 

 

 



５ 

 

問５ 自治会活動の中で、現在どのようなことにお困りですか。（複数回答可） 

 ア．自治会未加入世帯の増加 イ．地区委員や役員の成り手がいない 

ウ．役員の負担が大きい 
エ．役員や自治会加入者の高齢化により、 

活動に支障がある 

オ．行事や活動参加者が少ない カ．自治会内で出た意見の調整が難しい 

キ．活動がマンネリ化している ク．必要な情報が得られない 

ケ．予算が少ない コ．行政からの依頼事項が多い 

サ．特定の方しか運営や行事に関わらない シ．新旧住民の交流が図りにくい 

ス．昔からの慣習が強く、新しい活動を 

  始めることができない 

セ．地区委員や役員の引継ぎがうまく 

いかない 

ソ．特に困っていることはない  

タ．その他（                                 ） 

 

問６ 「問５」において、特に深刻な問題は何ですか。 

３つ選んで記号を記入してください。 

  【      】  【      】  【      】 

 

 

問７ 自治会活動を活性化させるために、町からどのような支援が必要だと思われますか。

（複数回答可） 

ア．他の自治会の活動状況等の情報を提供してほしい（先進的な活動事例の紹介など） 

イ．他の自治会と交流する機会を設けて 

ほしい 

ウ．地区委員や役員向けの研修を開催して 

ほしい 

エ．活動費をもっと助成してほしい オ．加入を呼びかける方法を教えてほしい 

カ．各自治会を束ねる、自治会の上部組織 

  を作ってほしい 
キ．現状のままでよい 

ク．その他（具体的に：                           ） 

 

問８ 自治会ごとの会議は、どれくらいの頻度で開催していますか。 

 ア．毎週  イ．月に数回  ウ．月に２、３回  エ．月に１回  エ．年に数回   

オ．年に２、３回  カ．年に１回  キ．開催していない 



６ 

 

問８ 自治会ごとの会議には、誰が参加していますか。（複数回答可） 

ア．地区委員 イ．役員 ウ．組長 

エ．その他自治会加入者 オ．自主防災会関係者 
カ．老人クラブ・老人会 

関係者 

キ．子ども会関係者 
ク．シルバー人材センター 

   関係者 
ケ．女性の会関係者 

コ．社会福祉協議会関係者 サ．小・中学校関係者 シ．ＰＴＡ役員 

ス．その他（                                ） 

 

≪５．連携する団体について≫ 

問１ 現在、連携して事業を行っている団体はどこですか。（複数回答可） 

ア．自主防災会 イ．老人クラブ・老人会 ウ．子ども会 

エ．シルバー人材センター オ．女性の会 カ．社会福祉協議会 

キ．小・中学校 ク．ＰＴＡ ケ．地元企業・商店 

コ．他団体と連携して 

いない 
  

サ．その他（                                ） 

 

問２ 他の団体と連携する場合、どのような効果が期待できますか。（１つに○） 

ア．専門性ややり方を活かせる イ．活動の担い手が増える 

ウ．若い世代との交流の機会が生まれる エ．活動の活性化に繋がる 

オ．その他（                                ） 

 

■ ご自身の活動について教えてください。  

 

問１ 地区委員になって、今年度で何年目ですか。  【     年目】 

 

問２ 地区委員は、毎年どのように決めますか。（１つに○） 

 ア．選挙  イ．推薦  ウ．くじ引き  エ．輪番制  オ．指名 

カ．その他（                               ） 



７ 

 

問３ 地区委員や役員の選出について、年齢の上限はありますか。（どちらかに○） 

 ア．ある  【        歳まで】    イ．ない 

 

問４ 地区委員や役員の引継ぎにおいて、工夫されていることはありますか。 

 ア．現役員が、次年度役員をサポートしている 

イ．引継用のマニュアルを作成している 

ウ．作成した資料をＵＳＢなどに保存し、次年度の役員に渡している 

エ．役員の任期を定めている【 任期：     年】 

オ．役員が総入れ替えにならないような制度がある 

カ．その他（                                ） 

 

問５ 地区委員会の開催日は、いつが良いですか。（複数回答可） 

   また、その理由は何ですか。 

 ア．平日の午前中   イ．平日の午後   ウ．平日の夜（午後６時以降） 

 エ．土日の午前中   オ．土日の午後   カ．土日の夜（午後６時以降） 

 キ．いつでもよい 

理由：【                                    】 

 

問６ 今年度、地区委員として活動をする中で、感じたことや思ったことなどを 

ご自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ご協力ありがとうございました。 

 今回のアンケート結果は、４月の地区委員会でお伝えします。 

 今後は、このアンケート結果を踏まえて、町としての方針を考えていく予定です。 


