成田市インターネット市政モニター アンケート集計結果
第 50 回のテーマは「自治会に関するアンケート」でした。
配信者数：877 人
実施期間：平成 30 年 12 月 14 日（金）～12 月 24 日（月）
回答者数（回答率）：524 人（59.7％）

性別
回答者数=524人

●男性,
(207人）, 39.5%

●女性,
(317人）, 60.5%

性別
人
207
317
524

1 男性
2 女性
全体
年代
回答者数=524人

●70代,
(35人）, 6.7%

●80代,
(2人）,
0.4%

％
39.5
60.5
100.0

●10代,
(13人）, 2.5%

●20代,
(47人）, 9.0%

●60代,
(67人）, 12.8%

●50代,
(85人）, 16.2%

●30代,
(133人）, 25.4%

●40代,
(142人）, 27.1%

1
2
3
4
5
6
7
8

年代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
全体

人
13
47
133
142
85
67
35
2
524

1

％
2.5
9.0
25.4
27.1
16.2
12.8
6.7
0.4
100.0

[Q1]あなたのご家庭の、自治会への加入状況を教えてください。
●わからない,
(33人）, 6.3%

回答者数=524人

●加入したことは
ない, (102人）,
19.5%

●以前は加入して
いたが退会した,
(17人）, 3.2%

●加入している,
(372人）, 71.0%

Q1 あなたのご家庭の、自治会への加入状況を教えてください。
単一回答
1 加入している
2 以前は加入していたが退会した
3 加入したことはない
4 わからない
全体

人
372
17
102
33
524

％
71.0
3.2
19.5
6.3
100.0

○「加入している」と答えた方が 71%です。これは、自治会が災害時などに最も頼りになる存在の一つであることを
考えると、満足できる数字とは言えません。より多くの方に自治会に加入していただき、日ごろから地域とのつなが
りを築いていただきたいと考えます。

[Q1]で、「1.加入している」を選択した方にお伺いします。

[Q2]あなたのご家庭の世帯構成を教えてください。
●単身世帯,
(29人）, 7.8%

回答者数=372人
●３世代以上の世
帯,
(22人）, 5.9%

●夫婦のみの
世帯,
(107人）, 28.8%

●２世代世帯,
(214人）, 57.5%
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Q1で、「1.加入している」を選択した方にお伺いします。

Q2 あなたのご家庭の世帯構成を教えてください。

単一回答
1
2
3
4

単身世帯
夫婦のみの世帯
２世代世帯
３世代以上の世帯
全体

人
29
107
214
22
372

％
7.8
28.8
57.5
5.9
100.0

[Q1]で、「1.加入している」を選択した方にお伺いしす。

[Q3]あなたのご家庭の、お住まいの形態を教えてください。
回答者数=372人

●借家集合住宅,
(17人）, 4.6%
●借家一戸建て
, (2人）, 0.5%

●その他【
】,
(1人）, 0.3%

●持家集合住宅,
(55人）, 14.8%

●持家一戸建て,
(297人）, 79.8%

Q1で、「1.加入している」を選択した方にお伺いします。

Q3 あなたのご家庭の、お住まいの形態を教えてください。
単一回答
1 持家一戸建て
2 持家集合住宅
3 借家一戸建て
4 借家集合住宅
5 その他【
】
全体
その他【


】

持家テラスハウス
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人
297
55
2
17
1
372

％
79.8
14.8
0.5
4.6
0.3
100.0

[Q1で、「1.加入している」を選択した方にお伺いします。

[Q4]お住まいの居住年数を教えてください。
●１年未満,
(15人）, 4.0%

回答者数=372人

●１～５年,
(67人）, 18.0%
●２１年以上,
(133人）, 35.8%

●６～１０年,
(62人）, 16.7%

●１１年～２０年,
(95人）, 25.5%

Q1で、「1.加入している」を選択した方にお伺いします。

Q4 お住まいの居住年数を教えてください。

単一回答
1
2
3
4
5

１年未満
１～５年
６～１０年
１１年～２０年
２１年以上
全体

4

人
15
67
62
95
133
372

％
4.0
18.0
16.7
25.5
35.8
100.0

[Q1]で、「2.以前は加入していたが退会した」「3.加入したことはない」「4.わからない」
を選択した方にお伺いします。

[Q5]あなたのご家庭の世帯構成を教えてください。
回答者数=152人
●３世代以上の
世帯, (4人）, 2.6%

●単身世帯,
(41人）, 27.0%
●２世代世帯,
(72人）, 47.4%

●夫婦のみの世帯,
(35人）, 23.0%

Q5

Q1で、「2.以前は加入していたが退会した」「3.加入したことはない」
「4.わからない」を選択した方にお伺いします。

あなたのご家庭の世帯構成を教えてください。
単一回答

1
2
3
4

単身世帯
夫婦のみの世帯
２世代世帯
３世代以上の世帯
全体

人
41
35
72
4
152

％
27.0
23.0
47.4
2.6
100.0

○[Q2]と[Q5]の結果を比較すると、「夫婦のみの世帯」「2 世代世帯」「3 世代以上の世帯」は、加入している世帯
の方が多いですが、「単身世帯」は、加入している世帯よりも加入していない世帯の方が多いことがわかります。自
治会活動は、「家族」として参加するイメージがあるのかもしれません。
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[Q1]で、「2.以前は加入していたが退会した」「3.加入したことはない」「4.わからない」を
選択した方にお伺いします。

[Q6]あなたのご家庭の、お住まいの形態を教えてください。
回答者数=152人
●その他【
】,
(3人）, 2.0%
●持家一戸建て,
(54人）, 35.5%

●借家集合住宅,
(77人）, 50.7%

●持家集合住宅,
(15人）, 9.9%
●借家一戸建て,
(3人）, 2.0%

Q6
1
2
3
4
5

Q1で、「2.以前は加入していたが退会した」「3.加入したことはない」
「4.わからない」を選択した方にお伺いします。

あなたのご家庭の、お住まいの形態を教えてください。
単一回答
持家一戸建て
持家集合住宅
借家一戸建て
借家集合住宅
その他【
】
全体

人
54
15
3
77
3
152

％
35.5
9.9
2.0
50.7
2.0
100.0

【 】その他


賃貸



土地を借りていて家は持ち家



持家マンション

○[Q3]と[Q6]の結果を比較すると、「持家一戸建て」「持家集合住宅」は、自治会に加入している世帯の方が多く、
「借家一戸建て」「借家集合住宅」は、自治会に加入していない世帯の方が多いことがわかります。
借家にお住まいの方は、長く住む予定がないことなどを理由に加入していないケースが考えられます。自治会
は地域のつながりを保持する活動だけでなく、ゴミ集積所の管理や防犯灯の管理といった日々の生活に直結する
活動もしている、ということを認識していただく必要があります。
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[Q1]で、「2.以前は加入していたが退会した」「3.加入したことはない」「4.わからない」
を選択した方にお伺いします。

[Q7]お住まいの居住年数を教えてください。
(n=152)

●２１年以上,
(20人）, 13.2%

●１年未満,
(27人）, 17.8%

●１１年～２０年,
(29人）, 19.1%

●１～５年,
(50人）, 32.9%
●６～１０年,
(26人）, 17.1%

Q7

Q1で、「2.以前は加入していたが退会した」「3.加入したことはない」
「4.わからない」を選択した方にお伺いします。

お住まいの居住年数を教えてください。
単一回答

1
2
3
4
5

１年未満
１～５年
６～１０年
１１年～２０年
２１年以上
全体

人
27
50
26
29
20
152

％
17.8
32.9
17.1
19.1
13.2
100.0

○[Q4]と[Q7]の結果を比較すると、住み始めて「1 年未満」の場合は、加入していない方が多いことがわかりま
す。自治会に加入するきっかけがなかったり、しばらく様子を見たりと、引っ越してすぐ自治会活動に積極的に参加
する方は多くないようです。
また、居住年数が長ければ長いほど加入している率が高くなっています。地域の中で長く過ごすほど、地域との
つながりを必要と感じている、と言えます。
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[Q1]で、「2.以前は加入していたが退会した」を選択した方にお伺いします。

[Q8]自治会をやめた主な理由は何ですか。
(0人）

(n=17)

(3人）

(6人）

住まいの転居をきっかけに

(2人）
(4人）

自治会費を払いたくないから

(4人）

その他【

Q8

】

(2人）
(2人）

Q1で、「2.以前は加入していたが退会した」を選択した方にお伺いし
ます。

自治会をやめた主な理由は何ですか。
複数回答

1
2
3
4
5
6
7

(15人）

(4人）

自治会に加入していても、メリットを感じないから

人づきあいが面倒だから

(12人）
(10人）

色々なことへの参加や協力を求められるから
自治会の役員などになりたくないから

(9人）

住まいの転居をきっかけに
色々なことへの参加や協力を求められるから
自治会の役員などになりたくないから
自治会に加入していても、メリットを感じないから
自治会費を払いたくないから
人づきあいが面倒だから
その他【
】
全体

人
10
4
2
4
4
2
2
17

％
58.8
23.5
11.8
23.5
23.5
11.8
11.8
100.0

【 】その他


法事等の情報入手が難しく、周囲に迷惑をかける事が心配



活動が多すぎるから

○[Q1]で「以前は加入していたが退会した」と答えた方が感じた意見です。退会した理由としては、自治会への疑
問や不満というより、転居がきっかけになった方が多く、[Q7]の分析結果とも関連性がうかがえます。また、新たに
宅地開発された地域に自治会が組織されていないことなども要因の一つであると考えられます。
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[Q1]で、「3.加入したことはない」を選択した方にお伺いします。

[Q9]自治会に加入していない主な理由は何ですか。
(n=102)

(0人）

(10人）

(20人）

色々なことへ参加や協力を求められるから

(13人）

自治会の役員などになりたくないから

(13人）

自治会費を払いたくないから

(30人）

(40人）

(14人）

自治会に加入する方法がわからないから

(27人）

自治会があることを知らないから

(44人）

自治会に入っていなくても、支障がないから

その他【

(50人）

(47人）

】

(14人）

Q1で、「3.加入したことはない」を選択した方にお伺いします。

Q9 自治会に加入していない主な理由は何ですか。

複数回答
1
2
3
4
5
6
7

色々なことへ参加や協力を求められるから
自治会の役員などになりたくないから
自治会費を払いたくないから
自治会に加入する方法がわからないから
自治会があることを知らないから
自治会に入っていなくても、支障がないから
その他【
】
全体

人
13
13
14
27
44
47
14
102

％
12.7
12.7
13.7
26.5
43.1
46.1
13.7
100.0

【 】その他


マンションなので独自に組織したい



自治会がない



家賃集合住宅の為、勧誘などはない



興味がないため



マンション管理組合に入っているから



社宅でそもそも入ってなかったから



加入を求められていないから

○[Q1]で「加入したことはない」と答えた方が感じた意見です。「自治会に入っていなくても、支障がないから」と答
えた方が最も多く、自治会の必要性や加入するメリットが実感できないことが、加入しない大きな要因となっている
ようです。「自治会があることを知らないから」「自治会に加入する方法がわからないから」と答えた方も多く、自治
会や行政が、より積極的に、自治会の加入について情報提供をしていく必要があります。
また、「その他」では 8 人から「自治会がない」との回答がありました。市内では、地理的には大方の地域に自治
会が組織されていますが、所どころ自治会が組織されていない地域も存在します。自治会が組織されていなくても
生活はできますが、災害時など、いざという時に地域の助け合いが重要であることを考えると、自治会を組織する
か、または自治会に代わる何らかの方法により地域のつながりを保つことなどが求められます。
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[Q10]あなたが知っている自治会活動について、お答えください。
(n=524)

(0人）

(90人）

(180人）

(270人）

防犯・防災パトロール

(360人）

(263人）

防災訓練

(181人）

地域の美化活動

(412人）

資源の回収

(281人）

地域交流イベント

(254人）

お祭り

(318人）

回覧板・掲示板

その他【

】

知らない

(450人）

(447人）

(16人）
(31人）

Q10 あなたが知っている自治会活動について、お答えください。
複数回答
1 防犯・防災パトロール
2 防災訓練
3 地域の美化活動
4 資源の回収
5 地域交流イベント
6 お祭り
7 回覧板・掲示板
8 その他【
】
9 知らない
全体

人
263
181
412
281
254
318
447
16
31
524

％
50.2
34.5
78.6
53.6
48.5
60.7
85.3
3.1
5.9
100.0

【 】その他


冠婚葬祭



航空機騒音対策活動



水道水施設管理と集金運営



区域内の大型の建設計画などの内容を事前に確認する



青少年育成



HUG(避難所運営ゲーム)、役員会議



ごみ収集場所清掃当番



消防



美化運動の日には、春と夏の二回花植えを実施している。当初は有志で行っていたが現在は自治会員全員で
花植えを行う様になった。また毎朝有志によるラジオ体操を実施している。



外灯管理



全て管理会社



神事行事･･･おびしゃ、年３度それぞれ別の神社



市からの補助金の配布など



街頭防犯カメラ運営委託管理
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○「回覧板・掲示板」と答えた方が最も多く、次いで「地域の美化活動」「お祭り」「資源の回収」など、地域住民に広
く参加を呼びかけている活動が、よく認識されているようです。
一方で「知らない」と答えた方も約 6％います。自治会への認識や関心・興味に隔たりがあることがうかがえま
す。

[Q11]あなたが参加したことがある自治会活動について、お答えください。
(n=524)
(0人）

(50人）

防犯・防災パトロール

(100人）

(150人）

(200人）

(250人）

(300人）

(99人）

地域の美化活動

(312人）

資源の回収

(193人）

地域交流イベント

(168人）

お祭り

(244人）

回覧板・掲示板
】

(365人）
(11人）

参加したことはない

Q11

(100人）

あなたが参加したことがある自治会活動について、お答えください。
複数回答

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(400人）

(89人）

防災訓練

その他【

(350人）

防犯・防災パトロール
防災訓練
地域の美化活動
資源の回収
地域交流イベント
お祭り
回覧板・掲示板
その他【
】
参加したことはない
全体

【 】その他


航空機騒音対策活動



水道水管理の経理



管理組合の活動なら参加していますが！



全て積極的に参加している



ラジオ体操



敬老会



外灯管理、区役員
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人
89
99
312
193
168
244
365
11
100
524

％
17.0
18.9
59.5
36.8
32.1
46.6
69.7
2.1
19.1
100.0



神事



ごみ集積場の清掃



自治会はないが、子ども会があるので、子ども会は参加していた

○ほとんどの活動については、[Q10]で「知っている」と答えた方の半数以上が「参加したことがある」と答えていま
す。しかし、「防犯・防災パトロール」については、活動していることは知っていても参加したことがない方の割合が
多くなっています。「防犯・防災パトロール」は、地域の活動としてある程度定着はしているものの、実際には、一部
の方のみで活動がなされている状況がうかがえます。

[Q12]自治会の役割として特に必要だと思うことを、３つまでお答えください。
(n=524)
(0人）

(50人）

(100人）

(150人）

(200人）

(250人）

(300人）

(350人）

(400人）

災害時への備え、災害時の助け合い

(390人）

住民同士の見守り、防犯活動

(332人）

住民同士の交流

(203人）

地域の美化

(191人）

地域のための情報の共有

(146人）

お祭りなどイベントの実施
その他【

Q12

】

(77人）
(9人）

自治会の役割として特に必要だと思うことを、３つまでお答えください。
複数回答

1
2
3
4
5
6
7

災害時への備え、災害時の助け合い
住民同士の見守り、防犯活動
住民同士の交流
地域の美化
地域のための情報の共有
お祭りなどイベントの実施
その他【
】
全体

【 】その他


水道水施設管理



共用の外灯管理



思い当たることがない



特になし
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人
390
332
203
191
146
77
9
524

％
74.4
63.4
38.7
36.5
27.9
14.7
1.7
100.0

○「災害時への備え、災害時の助け合い」という答えが、全体の約 75％を占めています。近年国内で発生してい
る大規模災害の経験から、「共助」の大切さが浸透し、自治会への期待も大きくなっているようです。
また、「住民同士の見守り、防犯活動」の必要性を感じている方も多くなっています。共働きで日中家に誰もいな
い世帯や、高齢者がお一人でお住まいの世帯などが増えている中、地域での見守りへの期待は今後さらに大きく
なることが予想されます。
「その他」では、「特にない」という答えが多く、地域のつながりを保つこと自体を必要ないと感じている方が一定
数いることがわかります。

[Q13]今後、災害が発生した場合、地域の担い手として自治会活動に参加
しますか。
(n=524)

●わからない,
(71人）, 13.5%
●参加しない,
(18人）, 3.4%

●積極的に参加す
る, (177人）, 33.8%

●なるべくなら参加し
たくない, (35人）, 6.7%
●頼まれれば参加す
る, (223人）, 42.6%

今後、災害が発生した場合、地域の担い手として自治会活動に参加し
Q13 ますか。
単一回答
1 積極的に参加する
2 頼まれれば参加する
3 なるべくなら参加したくない
4 参加しない
5 わからない
全体

人
177
223
35
18
71
524

％
33.8
42.6
6.7
3.4
13.5
100.0

○「積極的に参加する」「頼まれれば参加する」という、参加に肯定的な回答が約 76%を占めています。[Q1]の結
果の、現に自治会に加入している人の割合（71％）と比較すると、自治会に加入していない人の中にも、災害時な
どは地域の担い手として協力したいと感じている人がいるようです。
災害時だけ協力するのではなく、日ごろからの地域のつながりがあるか否かが、災害時に支え合えるか否かに
大きくつながっていくということを、より周知する必要があるようです。
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[Q14]自治会活動がなくなった場合、どのような支障があると思いますか。
(n=524)
(0人）

(50人）

(100人）

(150人）

防犯パトロールや防災活動が無くなり、安全・安心感が低下する。

(200人）
(224人）

地域の環境美化活動が無くなり、住生活環境が悪化する。

(241人）

回覧板や掲示板が無くなり、生活情報等の入手が困難になる。

(209人）

会合や集会が無くなり、近隣住民どうしの意思疎通が図れなくなる。

(216人）

お祭りなどレクリエーション行事が無くなり、コミュニティが低下する。

その他【

】

(250人）

(148人）

(11人）

特に支障はない

(86人）

Q14 自治会活動がなくなった場合、どのような支障があると思いますか。
複数回答
1 防犯パトロールや防災活動が無くなり、安全・安心感が低下する。
2 地域の環境美化活動が無くなり、住生活環境が悪化する。
3 回覧板や掲示板が無くなり、生活情報等の入手が困難になる。

人
224
241
209

％
42.7
46.0
39.9

4 会合や集会が無くなり、近隣住民どうしの意思疎通が図れなくなる。

216

41.2

5 お祭りなどレクリエーション行事が無くなり、コミュニティが低下する。

148

28.2

6 その他【
】
7 特に支障はない
全体

11
86
524

2.1
16.4
100.0

【 】その他


行政に対する提言発言及び掣肘機能の低下



水道水管理



大型の建設計画があるときに事前に確認して、問題点があった場合に要望を出すことができない



分からない



地域への帰属意識の低下



どこかの会社に管理してもらうなら支障はない



現在の自治会があるのかどうか不明。両隣の住民の顔も知らないし、共に挨拶もない。



ないので。



地域の住民との関わりがなくなる



ゴミ集積場が無くなる



お年寄りの役割がなくなることによる寿命の早期化

○「特に支障はない」または「その他」と回答した方が全体の約 18％です。 [Q1]の結果の、現に自治会に加入し
ている人の割合（71％）と比較すると、自治会に加入していない人の中にも、自治会活動がなくなった場合に、何ら
かの支障があると感じている方がいることがわかります。

14

[Q15]自治会は必要だと思いますか。
(n=524)

●どちらともいえな
い, (158人）, 30.2%

●必要だと思う,
(319人）, 60.9%
●必要ないと思う,
(47人）, 9.0%

Q15 自治会は必要だと思いますか。

単一回答

1 必要だと思う
2 必要ないと思う
3 どちらともいえない
全体

人
319
47
158
524

％
60.9
9.0
30.2
100.0

○「必要だと思う」と回答した方は、全体の 60%です。[Q1]で自治会に加入していると回答した方（71％）の中に
も、必要性を感じていない方がいることがわかります。また、「どちらともいえない」と回答した方が、全体の約 30%
を占めており、「自治会はあった方が良いけれど、なくても生活はできる」というように感じている方が多いことがわ
かります。自治会は、ゴミ集積所の管理や防犯灯の管理などといった地域に住む人全員の生活につながる活動を
していますが、市民の皆様の中でその認識が薄いことが、この結果につながっていると考えられます。
地域に住む人全員が自治会活動の恩恵を受けている、という認識を持つことが必要であり、市としてもそのこと
の周知に努める必要があります。

[Q16] 自治会に参加してみたくなる自治会活動の提案など、自治会の加入率を上げるためのご意見が
あれば、ご記入ください。（自由回答）


自治会に加入している家を優遇する。加入しない家が多いから。



回覧板、災害時の備え、地域の美化などがあれば充分。イベントなどは参加したい人、参加できる人が参加す
れば良い。



先住の方に仕切られている感がある。新しい試み、意見の取り入れは必要。



自治会に参加しているものの、自治会費を払い回覧板を回すだけで、近所の方と全くお会いする事もなく、ど
んな方が住んでいるのかもわかりません。もっと知り合える機会が欲しい。



班長などのやる事が多いので、やる事を減らす。



わからない



あまり無理強いされたくないので、気軽に参加することが出来るものがあればいいのかもしれません。まちばと
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田舎では少し違いますが。


行政の支援



自治会内の交流の場



住んでいる地域も高齢化が進み、例えば美化運動にしても、地域が広く、本来市の負担でやるべき所と思わ
れる場所を老人ばかりが集まり腰痛などを抱える人も参加せざるを得ない。出ない人は徹底して出ません。確
かに交流の場ではありますが、今後は参加するのは無理だと思います。



自治会を前提として市の業務を組み立てること自体が間違っていると思う。



このご時世で自治会に入りたいという方はいらっしゃらないと思います。強制ではなく、自治会への加入はその
家族や個人の自由にしてほしいです。災害があっても助け合いなのはそれが当たり前だと思っています。
わたしの住まいの自治会は静かで、活気がありません。年齢層からしたら、平均 40 代から 50 代ではないかと
思います。なので、入っていなくても良いのでは、あるいは入っている意味がなく抜けたいと思ってしまいます。
ただ単に自治会費を取られているだけにしか思えません。自治会という言葉でまとめるのではなく、もっとフラ
ンクなまとまりであっても良いのではないでしょうか。



強制しなければ良い、毎年恒例とか決めつけないで。程々の活動だけで良い。



そのことについては、今までいろんな人がやってきているのではないでしょうか？それでもできてないのですか
ら、しょうがないでしょう。



インターネット等で市の情報等取得することができるし、他人に干渉されたくない人が多いと思います。又、自
治会の役員はやりたくない人が多く、子供がいるので仕方なく加入している人が多いと思います。加入率をあ
げるのは、非常に難しいです。アイディアがなく申し訳ありません。



入るのが当然と思っていたので、入会しない理由がわからないが、自治会がどんなものかわからないからなん
となく入会しないのではないでしょうか？お祭りの時など入会していない人も参加できる行事の時などに自治
会、町内会について説明してみる、など



自治会の活動内容が分からない人が多いのでもっと周知させる。やらされてる感でなく、やりたくなるようなも
のを目指してほしい。企業や街のイベントとタッグを組むなどハードルを下げる。



必要な時その都度、声かけで活動を行えばいいと思う。組織として、役員の横暴さが際立つ。人によってでは
ありますが、組織としての縛りが多すぎる。



若い世代が自治会活動に参加することが減ってきていると思うので、子どもたちが楽しめる機会があればそれ
に伴い、親もコミュニケーションが取れるようになればいいと思う。



季節ごとの楽しいイベントがあると良いと思います。



自治会費の負担を少なくする。参加したくなる楽しいイベントにする。



今後高齢化がますます進む中で、地域での高齢者支援の必要性が重要となる。災害時の避難支援や緊急時
の支援など、自治会として日頃からの組織的支援活動の在り方を検討してほしい。市として各自治会への問
題提起もしてほしい。



自治会を存続し組織を大きくする事だけ考えず反対に無くすには、縮小するには、も同時に考えないと良い自
治会ができるとは思えない。



新しく引っ越して来た人は、自治会の活動内容が分からなかったり、知人が少ないなどの理由で入会に抵抗
があると思う。不動産や市役所市民課等と提携して引っ越して来た人にパンフレットを配るなど、自治会の紹
介を行うと良いのでは。また、個人的なイメージだが、自治会は会費を徴収されたり、清掃活動に駆り出された
り等良くない印象がある。まずはお祭りなどのイベントに参加してもらい、お互いに打ち解けてもらうと、円滑な
活動ができるのではないかと思う。



地区によると思いますが、若い人が参加するには、地域のボス意識が強い人がいると参加しにくいとの事。



行事が多くなると役員の負担が重くなり、専門化してしまう。緩やかな縛りのほうが参加しやすくなるのでは？
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地域の住民という意識を高める。地域はどのようにしてキレイな状態を保っているか。ゴミを無くし、清掃し、汚
水等処分しているから保たれている面がある。タダで誰か(行政含め)やってくれるという意識をなくす。そのた
め「有料化の検討」。



どのような活動にも当てはまると思うが、昔ながらのやり方では、若い世代はやりたがらないと思う。とにかく、
今の人たちは老若男女問わず時間がない人も多い。それなのに、集会を開くのでそれに参加してください、イ
ベントをやるので準備を手伝ってください、回覧板回すので読んだら次の人のところへ届けてください、地域清
掃するのでこの日に来てください、では参加する気持ちになれない。集まるのがよくない、とは言わないが、一
人一人が大事な時間を使って参加しているのだということを考えて運営していかなければ、自治会に参加した
いとは思えない。



土地建物の利用計画(建ぺい率、商業施設等々)についての発言力や規制を設ける機能を付与するなど、住
民生活の維持向上についての法的機能の受け手(自治体から)となるような育成を法律若しくは条例を制定し
て実施し、自治体への参加・活動を国籍保有の前提とする、この方策により、全員参加の自治会活動が成立
する。強制は望ましくないが、地域の共同体が崩壊しつつある現状ではやむを得ない。



自治会の高齢化が進む中、自治会は地域をまとめる大事なコミュニティだと思うが、役員になっても役目を果
たせないなどの不安があり自治会を退会する人が増えていると思います。役員にならなくていいなら加入者は
増えると思う。



どうやって加入するのかを教えて欲しいです。



実家の脇に家を建て、実家は自治会に加入しています。子どもが周りにいないので子ども会とかもないのかな
と。子ども同士のつながりがある行事があれば参加させたいと思います。



現在は「ゴミ箱の使用」は自治会加入者に限定されているので分譲地内の世帯とアパートの全世帯が加入し
ているが、ゴミ拾いと草刈りは決まった人しか参加していないので、自治会活動に参加した人に、なんらかの
特典があると良いと思う。例えば、役員は成田市発行のカードで市内バスが無料とか、なんらかの割引券等が
あると良いです。



ニュータウンの団地に住んでいますが、団地に自治会はないと思います。認識不足かもしれませんが、見聞き
したことはありません。たくさんの人が住んでいますが、住民間の交流はほとんどないと思います。災害等がお
こった場合のことを考えると不安になります。成田には大きな規模の賃貸の団地があります。そこの住民をも
巻き込む形での自治会活動があるといい、と思います。



PTA と一緒で強制加入が問題だと思います。



小さい子どもと一緒に出来ること



同年代の子供を持つ親同士の交流会など。



私の地区の自治会組織がわからない。誘われたこともない。ただ、ゴミの集積場所の掃除や管理費を自治会
に支払っている様な状況。共働きなので参加は難しいが、例えば、自治ニュースなど、どんな活動をしている
のか？知っていても良いと思う。



自治会強制加入。ただ、自治会のイベント(清掃等)に参加すると、自治会費が返金になる。



活動後の交流会と称した飲み会や休日を使っての BBQ などはやめてほしい。近隣なので断りづらい。



マンションは賃貸以外なら管理組合があり、交流は図れている。UR の団地は住人が意見してこないよう、UR
は管理組合が出来るのを望んでいないようなので、行政から管理組合結成を支援すべきと思う。戸建ての地
域については分かりません。



自治会はとても大事だけど、負担が大きすぎる。また、PTA が中心となるので、子供がいない家庭は入り込み
難い。加入率をあげるのは難しいと思う。



ただでさえ地域のつながりが薄れてきている。だからこそ自治会は続けるべき。自治会がなかったら、近所の
人との接点がもっとなくなり、災害時も助け合いも何もない。ごみ集積場や防犯灯の管理なども含め、自分だ
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けで生活できるものではないことを全員が認識する必要がある。


年配の方が多いので、若い世代がもう少し増えるといいなと感じます。女性やシングルファザーの方なども気
軽に参加できるように、子連れでも参加可能な仕組みが必要だと思います。また、自分達の地域の自治会が
どういった活動をしているのか、どんなことをしているのか等は、自分で興味をもって調べない限り、若い世代
が知ることはほとんどないので、自然と情報が入ってくるように工夫しなければならないのではないかと思いま
した。



焼き芋



加入している自治会では年 2 回の美化活動がありますが、1 回は飲み物とリヨンのパンがもらえるので子供た
ちが楽しみしています。家族で楽しめるイベントがあるといいとは思いますが、お祭りのような大人の負担が大
きいものは無理だと思います。



子供達向けのなにか



全ての人が加入して良かったと思える自治会を作ることが重要。一部の人たちしか参加できないようなイベン
トばかりだと、入っている意味を感じられないと思う。(ex.子どもメインの行事ばかりではなく、子どもと高齢者が
共に参加できるような内容にする等。)



ボランティアに近いものがあると思うので、活動への参加に対するリターンがあればいいと思う。



自治会費を無くす、当番を無くす、役員を無くす(運営を外部に委託する)



今以上に、高齢の単身または夫婦のみの世帯や空き家が増え、自治会活動を維持し活動していくことが困難
になる。参加することに対する目に見える（感じる）メリットがあればいいにではないか。最善とは思わないが、
参加ごとに買物券（割引券）を出すとか・・・



強制加入化



近隣付き合いのベースだと思うので、基本的には全世帯が加入すべきと思う。12 年前、都会から農村地帯に
転入したが、生活の「場」が噛み合わない事から冠婚葬祭等に関する情報が入手できず、知らない故に皆さん
と行動を共にできず、結果的に周囲に不快感を与えてしまう事を危惧して、一旦加入した自治会を 1 年程で脱
退した。古くからの人縁・血縁で繋がり、農業を通じた日常の交流により、地域の情報伝達が問題なく行われ
ていた地域に、遠方で生活していた非農業者が転入すると、皆様と同じレベルで情報を入手する事は難しい
のが現実である。自治会に加入していないので冠婚葬祭への参加は少ないが、自治会とは別の地域活動の
運営を担う事で地域の皆様と繋がりをもち、日常生活では皆様と円満な関係を維持できて、皆様に良くして頂
いている事を深く感謝している。



我が家は障害を持つ子供がいます。災害があった際に、地域住民の手が必要です。様々な自治会が集合して
遊びながら交流出来るのでイベントがあれば参加したい。



古くからの面倒な風習をどんどん変えて、風通しをよくし、自治会費での飲み食いを一切禁止すること。



自治会の役割を市が積極的にアナウンスしてもらいたい。現状は、「自分は自治会活動でメリットを受けていな
い」との勘違い、自己主義的な発想で脱退が続いている。この発想が誤りであることを自治会活動の中では聞
く耳持たないので市から積極的に PR すると共に、参加しないことによるデメリットを積極的に不参加の人に与
えるべきだと思う。



行政が自治会の必要性(災害時など)を頻繁に行う。



自治会各役員の複数化



地域で声かけが大事だと思う、半年に一回ほどの飲み会など



粗品プレゼント



まずは近所との交流を図って、だんだんと「輪」を広げていく。目的を持ったサークルを立ち上げて会員を募る。



自治会主催による講演会やイベントなどで興味をひいたり、会費を安く設定すれば加入率が上がると思います。



自治会長及び一部の人たちが勝手な活動を正当化することは好ましくない。行政が行司役をしない為、上記
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の感想を持つことがある。


皆さん、自治会の役員になった時はそれなりに行事などのイベントを主催したり参加したりするが、役員を離れ
ると途端に無関心となる。理由の一つに、年代の相違がありその差を埋める事が出来れば地域の自治会とし
て機能するのではないか？やはり、自治体がリーダーの育成（自治会役員になったかたへの教育）に努めれ
ば少しは変化すると考える。



子供や老人までが一緒に楽しめるレクレーション、老人も元気になり、子供たちも地域の色々な人たちとのコミ
ュニケーションが増えてよいのでは



当地区は、農村部に位置しているため殆どが自治会に加入しています。自治会そのものが、ＰＲ等不足ではな
いでしょうか？



全く分からない、成田ニュータウンの一部では高齢化が進み自治会加入率も依然と比べたら悪くなってきてい
るので。成田ニュータウンだと「はなのき台」付近の吾妻あたりしか活動状況は良くないと思う。子どもから、お
年寄りの方まで参加しやすいイベントの実施



強制的でなく自由な感じなら良いと思うが、仕事の都合もあるため集まりの都合がつけるのが大変。



特にない



小生の加入する自治会の会員の高齢化進み、活動を進める意欲が見られなくなっている。高齢化が進むと動
作がおっくうになりやすくなる者、その者に自主性を求めることは無理だと思う。無理を求めるより、従来のよう
な、とうり一辺倒な活動では無く、高齢者を引きだせる活気的な働きを工夫して頂きたい。



役員の決め方を考える必要がある。



お祭りなどのイベントの充実



特に思いつかない。



コミュニケーションを図ることが、重要で誰でも参加できる様なイベントを実施する。



私の地域では高齢化が進み自治会活動がだんだん難しくなってきている。もっと女性が参加しやすくする工夫
が必要だと思う。



自治会の業務の見直し（簡素化）、役員就任への強要をやめる。役員は出来る人で良い。



役員の任務の軽減化、高齢者、独居が増えてくると、当番性は大変なので、考慮してほしい



高齢化が進む町内もあるので、世帯の事情を勘案した自治会活動が必要となっているのでは。また、自治会
活動により地域の環境等が改善されたことを目に見える形で地域・住民に示すことが自治会の存在意義を示
すこととなると思います。



私の自治会内では高齢化が進んでおり班長など自治会役員になるのがイヤで自治会を退会する方が増えて
います。確かに、役員になると餅つき大会や祭りのときに苦労があります。自治会を退会される方に意見を聞
いたところ自治会に加入しなくても普段の生活に何の影響がないからとのことです。私も高齢者（７０歳）で自
治会役員にはなりたくありません。他の自治体では、役員手当てを出している所もあるそうです。市から補助
金（役員手当てなど）を出すのも有りかなとも思います。



1、子どもが活動の中心になるというのはどうでしょうか？子どもが積極的に行えば、保護者は必然的に手伝う
でしょうし、嫌々自治会に加入する大人と違って素直に地域皆のために活動ができそうです。
2、一人でも自分の時間が取れるときに地域の草取りやゴミ拾いをして活動に参加したことにできたらいいと思
います。
3、自治会活動に参加できない世帯は自治会費を 2 倍支払ってもらう。



自治会加入は 原則全世代なので加入率をあげる提案はない。同じ自治会費を払って地域清掃参加者には
景品を配っていただけてありがたい。不参加の家庭はずーっと不参加で違約金を払っているので公平ではあ
ると思います。



有用なことを開催する
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地域の災害回避等の活動には、住民間の協力が不可欠。市民が一丸となって参加できるような行事があった
らと思います。現在は掃除の日(年に二回)



役員などの負担がなければ、参加しても良いかもしれません。



自治会役員をするまでは抵抗があったがやってみると世代の違う方達との交流など、プラスの面がある事が
わかった。それを伝えるには気軽に参加できる環境が大切なので 1 年の縛りではなくもっと短いスパンでの参
加ができるようになればいいように思います。



おそらく自治会に入ってない世帯の多くは借家の世帯だと思います。借りの住まいだといつまで居るかもわか
らないのに自治会に参加する気になれないのでは。参加する事のメリットと自治会役員の仕事の簡素化が必
要と思います。正直、持ち家だと近所付き合いも有るので参加せざるを得ないし、役員になると仕事との両立
が大変で役員の負担が大きいのも事実です。



高齢者が増えています。高齢者同士の交わり会を月一に行えるようにしたらどうでしょうか。会話の無い生活
は寂しいと思います。



公民館に案内チラシがあればわかりやすいと思う



私たちの自治会も高齢化が進み、役員はもう出来ないとか、また自治会に入会しない家庭もあります。自治会
には入らないが、会費を半分負担する家庭もあります。自治会に入会していない人で自治会費を払わない家
庭は防犯灯などの保守管理、故障時の修理代等の負担もなく不公平感があります。また道路に２メートル程
木がはみ出している家庭もあるが自治会役員が注意しても従わなく困っています。私は百才体操やシニア体
操の指導をしていますが、高齢化による家庭内閉じこもりをなくすためにも、ロコモを防ぐ事の重要性をもっとも
っと周知して家から外に出ることをまず考えるべきと思います。高齢化による出不精が多くなっている。百歳体
操などをもっと広めるべきと思います。高知市は約３００箇所で実施している。成田市はまだ四十カ所弱です。
高齢者を家から出る方法をまず考えるべきでしょう。



新しい自治会はともかく、歴史のある自治会に入るのは敷居が高いと思います。まずは入会金などで公民館
を建設したときに拠出した金額を新住民にも求めるのは加入率を下げる一因です。そもそも、建設の決議に参
加していないのに、義務だけ求められるのはナンセンスです。しかし、それも自治会に長く参加している方に理
解してもらうのは難しい。私は自治会に入る意志があり必要性も感じているので、入会金の部分を指摘させて
いただき廃止してもらいました。ただ誰もが指摘できるわけではないし、衝突も嫌いますよね。自治会は任意団
体ですので、行政の介入できる部分は少ないと思いますが、税金を投入している以上は、各自治会の会則等
は把握して必要によっては助言や改善を意見することがあっても良いのではないでしょうか。組織率や加入率
が上がることは、行政にとっても悪い話ではないと思いますので。



子供が参加できるイベントが増えればいいと思います。



年配者でも参加出来る催し物の開催



人と関わる事が苦手なので、わかりません



市からの助成金や、なるべく消防などからの救急方などの役割などの、講習会を年一度できるようにしていた
だけると、もっと災害などが起きた時に、助け合えるのではないかと。



自治会費が￥10000/年を安くし、無駄遣いをなくしたら増えると思います。



隣近所の方と顔を合わせる機会を増やす。



様々な年齢層に合わせて行事やイベントを行い、まずは知ってもらい参加したいと思ってもらえることが大事だ
と思う。



給料制はどうか



この地域は、共働き家族かお年寄り家族がほとんどであり、自治会への参加率向上は難しい課題です。申し
訳ありませんが、良い提案は思いつきません。



時間に規制されることなく、また 煩わしい人間関係がなければ、問題がないと思います。ただ 老人が多くな
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ると、きついと思います。


自治会があって当たり前だという人によって設立された自治会に参加しているので、自治会が市などの地方公
共団体の配布物を回覧するためだけに存在しているのが現在の所属自治会である。そこに住んでいるみんな
が本当に必要としている自治会とは、住民が仲良くなって自治会を作ることにより、地方公共団体からの補助
を受けたり、非常時の手助けをすること、お祭りに自治会として参加できることなどがあって、みんなが喜ぶ自
治会であると思う。ある事が当たり前の自治会などはなくてもいいと思う。



子供が参加するイベントを行うことから、大人同士の交流がはじまりやすいと思う。



各自治体で加入の広報がされていないように感じます。今は自治会の役割がどちらかというと交流よりも防災
防犯の意味合いが強くなっていると思うのでそこを推した方が良いと思う。



自治会は必要だと思うが、加入するにあたって、先に加入していた方からの自治会特有の方針があり、加入し
にくい状況。そして、任意加入であるにも関わらず、加入しないとごみも出せないなど、村八分のような嫌がら
せが多い。自治会も会長職などのなり手がいないのは承知しているが、あまりにも自治会の役員の意向にな
っている現状がある。新規に加入しようとしても、「伝統」という言葉でくくられてしまう。自治会も、年齢層が若
い方々が入りやすいように、行政もある程度加入すべきだと感じる。



新しい人を拒むような発言や態度はやめるべきだと思う。町内会に必ず入らないといけない&村八分になると
脅迫まがいで加入させて、今まではこうだったからこれからもこうするべき等の態度を押し付けてくるような町
内会は脱会希望が多いような気がします。



自治会に入ってはいても無関心な家庭も多いように感じます。福引き等でちょっとの時間でちょっとしたお得感、
な物はどうでしょうか？



各家庭の事情もあると思うので強制加入はするべきではないと思いますが事情があって入れない人も気にか
けてあげられるような自治会になってもらいたいなと思います。



自治会費用の補助を出してほしい



自治会費は払ってもいいけど、必ず回ってくる役員が嫌で入らない方が多いと感じます。（子育て世代にはか
なり負担です。）リタイア世代など時間に余裕のある世代に積極的にやって頂けたらいいと思います。そのため
には、役員報酬をもう少し上げてもいいと思います。



自治会ごとの、サークルや、趣味の集まりがあれば良いと思います。自然と集まれたら、楽しいのではないで
しょうか。



自由加入で良いとは思うが入っていない人が、自治会主催のお祭りとかで大きな態度をしたり、当たり前のよ
うにサービスを受けている時に良い印象は受けない。地域の人とのつながりを持つのはとても大切と思うが、
繋がりに対して大切さを感じていない人たちとの価値を共有するのは難しい。



世代問わず参加できるイベントがあると良いと思います。自治会参加者にチケットを配り、飲食ができるイベン
トなど(プロの餅つきを見てみんなで食べるとか？)



基本です。人間は一人では生きていけない、みんなで助け会って生きていくしかない。なのに、なんで人は人
に寄り添おとしないのか？大震災があるたびに問われているのに気づいている人のなんと少ないことか。



イベントを増やしてほしい



特になし



会費の料金設定(安くする)、集まった金額の有効活用法、見えるお金の使い方。自治会役員の負担軽減。



子供や高齢者が気軽に集まれるような場所の提供を自治会として運営する。



景品が豪華な子供会、子供のためのイベントが多いなど。小さな子供が多いエリアかと思うので、子供の交流
やイベントをきっかけに自治会へ加入するきっかけに。より住み易い地域づくりのため、自治会が行政に提言
している姿勢が見えると、自治会から自分たちの地域を変えられると感じて、参加意欲がわくかもしれません。



自治会活動の必要性の広報、加入未加入のサービスの区分化
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高齢者が増えてイベントや行事が実施し難い状況になると参加者も減ってくるので若い世代の移住が増える
地域の活性化が必要です。自治会による活動実績も加入者の増加に繋がると思われるので、例えば防犯・安
全の面で LED 街灯の増設や歩道の整備など活動実績があれば住民の理解も得られ参加者も増やせると思
われます。



市街地と周辺地域では課題の格差があると考えています。担い手不足はその一つと思います。若い人材が入
るような加入プロセスが必要と思います。ネットを使った地域情報交流のグループ募集も良いと思います。この
アンケートに応えるような軽く入れると良いです。今日の利根川の状況はこうだよと写真を掲載したり、大雨の
写真等々。



加入率は自治会費がかからなければ良いと思う



年配の方や一人暮らしの方などが気軽に参加するためにいつでも開放することが大事。防犯上のことがあり
管理する人が必要だろうが、これが大変。何をするにしても鍵の受け渡しが面倒な時がある。



自治会に対する、補助金を増やして欲しい、観光業重視より、地元行事重視にしてほしい。



活動した経験がないために、加入を渋っている場合が多いと思っています。持ち回り制にするなど、参加せざ
るを得ない仕組みが有効と考えます。



参加することのメリットがあまり感じられない。子供会を通じて自治会の行事に携わったとき、一部の人達のも
のという印象をもった。活動内容をもっと開示するなど、その必要性を理解されないと興味を持てない。



メリットを感ずる事を提供する。



自治会を退会する人の意見を聞いていると、災害時には自分だけは、どこからか、誰かに、親切に助けてもら
えると考えている。（実際に何人かから聞いた）自分は自治のお客様で、自分に何ができるかという考えが少
ないように思います。自治は自分たちの力で行動するものだという意識を高めるために、日頃からそのような
パンフレットでも回覧物として流しておくのもいいのではないでしょうか。



自治会費を安くしてください。メリットがないのに多額の費用は出せません。



参加しやすいのは、やはりお祭りやイベントだと思います。



無駄に費用がかかるだけ。回覧板など、必要な人だけに限定すべき。ネットで情報を得られる人には、手間に
しかならない。多くの人は賃貸なので、関係がない。むしろ、分断され、生活トラブルになる事も。自治会は、居
住者のみ。賃貸者でも、低料金で参加出来る仕組みがあっても良いのでは。



途中から転居してきたので、加入しにくい場合がある。



役員などになりたくない人は多いと思う



住民が地域への助け合い精神の必要性を考えることを各自が持つこと。自治会は行政に意見が言える団体と
いうことを各自が知ること。自治会活動で地域コミュニケーションが広がるということを各自が分かるきっかけと
なる。



年会費で何万円もかかるのが入会を前向きに考えられない要因のひとつだと思います。そんなに出せないで
す。子ども達の為にも自治会に入らなきゃとは考えていますが、年会費だけが納得出来ず…。せめて何千円
なら入るのではないでしょうか。



ポイント制度によって促してみてはいかがでしょうか



地域に住む人間について、それぞれの違い（経済格差、考え方の相違）が、増々広がってきつつある現在、こ
れ以上、加入率を上げることは極めて困難と考える。しかし、いずれにしても、加入率を上げるためには、未加
入者に自治会長が粘り強く自治会の意義について、説明していくしかないと思う。



自治会の役員になった際の負担が大きい。自治会の仕事内容を見直していくのも必要だと思う。



既にある地域もありますが、掲示板を設け活動の様子がわかる張り紙を掲示する等。



我が家は賃貸団地に住んでいるため、自治会に入っていませんが、入っているご家庭は大変そうです。役員
などの負担がなければいいと思う。
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活動は土日に行われることが多く休日が平日に限られている家庭は美化運動など全く参加できない。自治会
によっては参加しない家庭には 1000 円～2000 円程のお金を払わせるなど罰金のようなルールを設けている
ようだが決められた日に限らずその前後 1 週間の間に美化に努めるなどの余裕を持った計画があると出られ
ない家庭が肩身の狭い思いをしなくて済むのではないか。乳幼児のいる家庭なども同じことが言えると思う。
「できる人がやるから無理しなくて大丈夫と」言える。それこそが助け合いにもつながっているのではないでしょ
うか。



思いつきません。



年配の方々が増える反面、空き家となった土地に新たに家が建ち、購入する若い家族も増えています。自治
会活動も、老若男女が参加出来るものが良いです。私達の自治会は、秋にグランドゴルフ、冬にもちつき大会
と、いずれも参加率は高いです。いろいろな賞品を付けるのも、人気を呼んでいる理由の一つになっていると
思います。



会費の値下げ。他と比較して高過ぎだと思います。



世代間ギャップの解消が課題ではないでしょうか。



自宅を２軒持っている家族も多く、別に自治会が無くてもよく見える。病院や買い物等、利用しやすくなる町に
なって欲しい。知人等に聞くと、年を取ると車の運転も出来なくなるので、駅に近く、買い物のしやすい所に行こ
うとしています。



１世帯１名の参加で運営されて(防災活動はその限りではない)おり、世帯主が主である。皆、高齢化が進み世
代交代が進まない状況である。その一因は次世代が巣立ちをして家に戻らない世帯が多い。地域の行事もだ
んだん衰退していくのではないかと危惧している。



なし



美化活動に毎回参加していて、参加率の低さに、もう諦めている。しかし、地域の美化等は住民の力がないと
成り立っていかない。自治会活動に参加したら「おトク」(ボランティアではなく、多少は利益がある)にし、それを
周知したり、体験会のようなものを設けて感じてもらったりしてはどうか。



町内会費などを振込など簡単に出来るなど。



必要性の義務感を追わせる



企業がボランティア活動を促す体制（勤め先の環境）と幼少期からの教育が必要だと思います。



現在居住している集合住宅の自治会加入率、活動状況ともに良好であり、自治会活動が継続されることが望
ましい。継続されるためには、何も目新しいことをしなくとも、現在の日々の活動を地道に続けることしかないと
考える。



実際のところがわかりませんが、イメージとしては高齢の方が多いようなイメージがあるので、30～40 代の若
い層がある程度いるとわかると少し入りやすいかもしれません。



若い世代が少ない自治会なのに、一昨年わざわざ出産祝いの減額がされた。子供は歓迎されてないんだなと
住みにくいので、子育てしやすい自治会になってほしい



行政各部署との密接な関係を育ててゆく努力、工夫、アイディアが欲しい。



リサイクルなど不用品をお互いに交換したり、生活に必要な情報を交換する。災害時の助け合いを事前に話し
合っておく。



参加賞など特典をつければ加入率も多少増加するのではないでしょうか。



このご時世、加入率を上げる事は現実的に難しいのではないのかと思う。加入率が更に低下した時の対策を
考えるべき。加入率を上げるための対策として唯一上げるとすれば、役員の報酬制を取る。



現状の活動で良いと思います。



会費が高くても良いから活動は全て専門業者へ委託。



集会所で子ども世帯や高齢者世帯などの交流イベントはどうかな？お茶菓子など出して…。

23



特にない。



子どもも参加できるようなアットホームで小規模な地域イベントを企画。例えば、子ども食堂のような場所作り
などを行い、地域住民も集まれる居場所作りなどを行う。



以前は横浜市の UR 団地に住んでいました。（800 世帯規模）自治会活動といえば思い浮かぶのは、回覧板く
らいです。年に一回夏に団地祭りが開かれましたけれども、参加しているのは、ほんの 20 人くらいでした。とこ
ろが終了間際になるといつも福引大会が開かれていました。すると大勢の人が、このときばかりと押しかけて
いました。主な自治会費の使い道が年に一度の福引大会だったような気がします。ばからしいので、自治会を
脱退しました。



自治会で自由に使える、参加できる場所（自由に交流できる場所、気軽には入れていつでも話ができる場所）
が提供できれば良いと思います。



自治会の必要性について知ってもらう。ただ、地域によっては高齢化していて、自治会役員の負担が大きい所
もある。



新興住宅地に住んでいるので自治会の活動は大切だと思うが、私たちの班は 1 班のメンバーが多く自分の家
に班長が回っていた時と次年度の班長がメインでイベントや清掃に参加しているような感じになってしまってい
る。1 班につき何件まで…などの。市の決まりなどはないのでしょうか？ちなみに、我々の班は 25 件ほどあり
班長が回ってくるのも単純に考えると 25 年に 1 回。班長の経験がない人からすると、班長の大変さなどもわか
らないようで、ごみゼロなどの参加も、班長経験者以外は出てこないといったことが現実です。1 班につき 10 件
以内など決まっていれば、回覧板の閲覧もスムーズだし、それぞれが責任感で参加するのではないか？とお
もう。声かけして参加を促しても、仕事が休めないなどの理由で参加しない方がいる。これも、シフト勤務経験
者の私としたらごみゼロの日は、近隣地域もみんなごみゼロの日になっていたりして、たしかに、同じ日に休み
希望の人が多数いて、最後にはジャンケンで勝ったら休めるし負けたら休めないといった具合になり、参加し
にくい。市全体で考えてもらえないでしょうか。



夫婦で働いていて子供も小さく、平日の夜の会議などが多いととても困る。会費は支払うが参加するにあたり
負担がとても辛い。住民の高齢化も気になる、今月餅つきイベントに参加したが８割 60 歳以上。後 5 年は何と
かなるかもしれないが、その後、美化のゴミ拾いや、イベントをやる度に負担になるのでは…？



現在加入していないがそれで困ったことはないので、日常では必要を感じていません。歳をとったときとか？災
害の時に役立つのかなぁとは思っています。



回覧板はポストに投函、内容も特に必要でないことがほとんど。手渡しなら地域交流の意味もあるが、現状は
煩わしいだけなので、廃止してほしい。web サイトで新鮮な情報を得られる方が有益。



思いやりのある人たちが前提にあるなら入りたいと思う。災害があっても自治会に入ってないから何ももらえな
いよと言われたらそんな思いやりのないところに入りたいとは思わない。



自治会の存在意義が明確になると良いと思います。



会費が高いと感じる。役員の方々に感謝の気持ちはあるが、あまり関わっていない大多数の住人にとっては
還元されている感じがしない。自治会は必要だとは思うので、会費の使い方を見直すなどしてもう少し負担感
を感じない金額になると若い人も入りやすいと思う。



役員等が負担にならないような最低限の活動であればいいと思う。



自治会の地域が、老齢者の地域と、若年者の地域と別れているが想像以上に交流が図られており、お祭りや
餅つき大会などのイベントのもたらす効果を改めて認識している。



基本的に住民登録と一緒に加入のみ義務化する必要があると感じています。地域役員として居住者の情報は
必須のように感じています。



今年町内会役員をして感じる事は、活動そのものの提案よりも、高齢者の介護や健康保険料、諸々の税金支
払いが重く、町内会を脱会するのに歯止めがかかりません。又、活動に上記の理由により参加出来ない為(働
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きに出なければ支払えない)、辞めたいと。これが現実です。私も独りになった場合、辞めざるをえなくなる可能
性があります。97~100 歳の母の介護を自宅で行った経験から、年金と退職金等の蓄えでは、とても独りでは生
活出来なく不安です。(現在、派遣社員として働いておりますが。)最近『町内会を辞めたい』と申し出た方の気
持ちは、理解出来ます。


ゴルフ大会



この間、自治会で消防署の方がいらして、いざという時の蘇生法の講習をしてくれました。マンションの方達も、
たくさん集まり普段お目にかからない方とも、楽しく学習出来ました。普段あまり同じマンションでも、顔を合わ
せないのでそういう勉強会などあるといいと思います。



賃貸集合住宅なので、自治会はありません。特に不便さは感じていません。



市からの補助金、サービスの説明会を開く



実際に何を行っているのか掲示している。活動項目毎の参加になって良いようにしておく。活動費（会費）の年
間いくらになるのか。会合は開いているのか？場所は公民館を使っているのか？スケジュールや実績を紹介
してもらえるとありがたい。一人ひとり、職業が異なり繁忙時期が異なるだろうから時間調整が難しいだろう。ネ
ットから情報を得たり、ネットから参加申請ができると便利で安心できる。



みんなが楽しめるバス旅行とかはいいと思います。



土日休みでないと、自治会の活動が土日なので参加しづらい。高齢になると、幹事等になって活動することが
しづらい。異常のことを考慮すると、各自治会で HP を作成し活用するなど、ネット等をもっと活用すべきと思い
ます。



住民の高齢化もあり自治会活動を負担に思う人が増えており、役員決めに苦労しています。また退会する家
庭も多くある為、行事を見直す等負担軽減の努力をしている所です。しかし一方、市から防災組織の要望があ
ったりと、逆に責任が重くなり頭が痛いです。しっかりした組織でも参加する家庭が少数では意味がありません。
『集金と回覧なら喜んでやるよ』という本音にも配慮いただけたらと思います。



引っ越してきて早１０年。何もお声がかからないので、入らないままきました。子供が小学生になったこともあり、
ママ同士のお付き合いはありますが、自治会は入り方もわからないのでそのままです。



自治会費の集金方法、行事の工夫が必要。集合住宅よりも戸建てが難しいですね。



自治会がいつ、どこでどんな活動をしているか各家庭に回覧していただけたらと思います。



住民が高齢化しているところは、仕事をできるだけ簡素化し、多くの人が負担を感じることなく参加できるように
すると良いと思います。そのためには、勇気を持って行事を減らすことも一つの方法だと考えます。



自治会の存在意義がよくわからない人が多いと思うので、ない場合のデメリットを具体的に示すと良いのでは
と思います。



どのような活動をしているのか明確に。メリットを全面に出してみては！



近隣の学校行事とコラボしてみてはいかがでしょう？美化活動など。



自治会は要らない。情報を市が提供してくれればいい。環境整備などに市税をもっと使えばいい。以前、他県
に住んでいた時は、自治会加入によって、引っ越しまで追われたひとが多数いた。仕事も多く、頑張っても文句
を言われ、お金の管理でも常に揉めていた。大人の事情によって子供のいじめにも繋がっていた。市、消防、
危機管理体制もすべて市民に丸投げの市だったからかもしれないが、成田市に越してきてからは、いきいきと
生活出来ている。



目的の明確化と会費の使途透明化および金額の妥当性の検証。確かに地域に貢献している活動成果もある
のであろうという反面、会費がごく一部の者の飲食代に充てられているのではないかという疑念や先入観が付
き纏う。



現在、自治会費はマンションの管理費に含まれ自動的に支払っているが、年度活動計画や実績報告は十分
に周知されていないように見受けられる。一部の人の自治会になっており、大半は無関心状態。自治会と管理
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組合を分離し、明確な位置づけと活動が必要と思われる。


無い



バザーや芋煮会などのレクリエーション活動で人寄せをし、防犯や災害時の備えなどを啓蒙する機会とし、そ
の実行組織としての自治会への加入を訴える。



以前住んでいたところ(他県)の自治会費は月 1000 円と高額で、特に防犯パトロールなど頻繁に行っている様
子もなかった。自治会費がもっと払いやすい値段だといいと思う。



ボランティアが基本だが、少額の報酬があれば自治会への参加率が上がるのではないかと思う。近隣の自治
会との連携を強める。



参加必須のイベントを減らす。自治会費を減らす。



年代別にわける



自治会の活動内容や会費とその使い道などを、まずは周知する必要があると思う。



特になし



少子化、高齢化、外国人世帯も増え非常に厳しい現状である。理解して自治会に入って頂くしかない。



交流活動を無くす、会費の内訳を明らかにする。



役員の負担が減るといいと思います。



各自治会にさらに補助金を出して、活動をより活発化させるとかでしょうか。



必要性があることは認識しているが、でしゃばり老人が減ることだと思います。



高齢者が多くなり、あまり負担にならないような活動。



子供が小さい頃は、自治会参加も多数ありましたが、子供も成人してからの成田市に移住なので、一度も参加
しておりません。役員が回ってくれば参加しないわけには行かないでしょう。煩わしいです。



特になし



公共の場の花壇の整備。引き続きの美化活動。



会合、イベント、集会等の補助金、また活躍した方を表彰したり多出席の方に報奨金など。



防犯カメラの設置補助率を上げて設置箇所を増やす。運営管理に関して、プライバシーへの配慮。



自治会ではなく、成田市が直接主催すれば良いと考えます。そのための市役所なのではないでしょうか。



まずは、拠点となる地域の公民館を、子供から高齢者まで「居場所」となるように造り変える必要があると思う。
中央公民館などは、毎月、場所取りで大変なのが現状なのに、私の住む地域の公民館はほとんど使われてい
なくて、庭も閉鎖的で、子供も遊べない、畳の部屋、キッチンが古い、暗い。「もりんぴあこうづ」のように、雰囲
気が明るく、放課後の子供の居場所、図書館、調理室、洋室、和室、屋根のあるデッキ、幼児の遊び場など、
活動拠点があれば、自治会活動が活発になると思う。身近な公民館で、花壇造り、100 歳体操したり、退職し
た高齢者が子供をみたり、子供の宿題スペースがあったり、将棋やランチ作り、趣味などできるスペースがあ
ったりと楽しい活動ができたら、住民同士のふれあいが自然と増え、自治会活動が活発になると思う。市から、
各自治会へ「地域の公民館が防災の拠点になったり、楽しい居場所になるにはどうしたらいいだろうか？」アン
ケートを、ぜひ実施して、実現できるようにしてほしい。



自分達だけのための組織と勘違いしている。地域の組織としての役割を、行政がしっかり役員等に教育すべき。
意識が低すぎる。外国人にも参加を促すべきではないか。



そもそもどのように募集しているのか見つめ直すべき。本アンケート結果をみれば明らかだと思いますが。



加入条件などがよくわからない。住宅街での活動はイベント等が中心となればいいと思う。子ども食堂的なも
のが増えるといいと思う。



自治会活動を積極的にＰＲすべきだと考えます。



幅広い地域住民のニーズに沿った企画。高齢者や子供対象のイベントはあるけれど健康に関心のあるのは
高齢者だけではないので幅広い年齢層にも対応した企画の開催など。
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引っ越してきた方への積極的な勧誘というか、声掛け。自治会費の値下げ。何をしているか、わかりやすいパ
ンフレット作りをするのはいかがでしょう。



自治会独自のお助け隊の実施

○加入するメリットをもっとＰＲすること、自治会費を下げること、気軽に参加できるイベントを開催すること、といっ
たご意見を多くいただきました。また、自治会の活動内容や会費の使途の周知、昔ながらの運営方法の改善、とい
ったご意見も一定数ありました。
加入を呼びかけるだけでは、自治会に興味を持っていただくことが難しい場合も多く、これまでの運営方法を大
きく見直してみることも、加入率を上げるための一つの方法であると言えます。また、行政としても、自治会の運営
方法の見直しについて、支援をしていく必要があると言えます。

[Q17] その他、自治会活動についてご意見があれば、ご記入ください。（自由回答）



特になし。



結束力が無い。



自治会が無駄に使われていると思う。



募金が暗黙の了解で払わなくてはいけない雰囲気。お祭りの集金が高い。



ない



いちいち文句を言う人が近くにいるので、なんとも言えないです。



高齢化に伴い参加意欲はますます弱まっていくと思います。



この地域は、活発に活動していると思います。



あくまでも任意団体ですし、参加も不参加も自由であるべき（それに加入していないと困るような機能を持つべ
きではない）。



特になし



誰もが気楽に気を使わない程度でお願いします



無理やり役員をさせている感があります。１年間の辛抱で、翌年に申し送りで済ませるのが多すぎ。



特にありません。



正直言うと、役員になるとそこそこの負担を感じます。特に会長の負担はかなり大きいと思う。あんなにいろん
なことを町内会に、というか会長に求めてくるのか！と役員をやっていて思いました。役割を分担しているとは
いえ、かなりの負担量に思います。町内会はあった方がよいと思っていても、あれでは役員になりたくない、だ
から町内会にも入りたくない、と思ってしまうのではないかと。



近所に危険な曲がり角があり何度か車同士で接触しそうになったので、市役所に道路の脇にミラーをつけて
ほしいと電話したのですが、私有地なので NG でした。またその際に自治会に入っているか聞かれました。自
治会と何か関係しているのかよくわからなかったのですが。自治会に入るメリットが知りたい、でも人数が多く
なれば結局古株の方の意見しか通らないようなイメージがあります。もっとオープンで上下関係もあまりなく自
由なものなら入りたい。



きっと高齢が進むと機能しなくなると思われます。お祭り等はなくても、防犯対策はして欲しいです。



組織として活動するのではなく自発的に、皆が持ち周りで活動出来ればいいと思う。



自治会が発足したら入りたい。私には立ち上げる力と時間がないので、誰か立ち上げてほしいといつも思って
いる。すぐ近くの自治会に入るのは、ご近所さんたちが誰もいないので我家だけというのはやりにくい。
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集会所は、公園の中にあるといいかと思います。



国の方針は縮小廃止の方向ではないのですか?



清掃活動も半分も出てこない、ごみ袋を守らない、タバコ、菓子、ジュースの残り。野良猫に餌をやる老人。
色々あるけどコツコツやるしかないか？市の職員の方でも清掃に出てこないですよ。



田舎に行くほど人口減少が進んでいるみたいです。その地域にあった魅力づくり、他地域から人が集まる、若
い人が地域に残りたい魅力。専門家をいれた検討会の発足。行政の支援は絶対ですが。



縣会議員や市議会議員に、定時総会等への参加を促し、自治会員からの生の声を吸い上げる事を不断の活
動とさせる事で自治会活動の活性化を促すべきである。水道水施設の老朽化に対する改善活動を千葉県や
成田市としっかり行って欲しい。



それぞれの自治会がどういう活動をされているのか、あまり知りません。もっとたくさんの情報発信をしていた
だけると、自治会というものがより身近に感じられるのでは、と思います。



とくにありません。



特にありません。



他の自治会の特徴や仕組みがわからない。転居してきた方に、加入方法など分かりやすくする必要があると
思う。



特にありません



紙で回覧板を回すなんて時代錯誤だと思う。必要な情報は自分でネットなどで入手できるし、実際回覧板で回
ってくるのは地域の小中学校の新聞など、全く関係ないもので意味がなく、回すだけの労力と時間がもったい
なく感じる。



マンションなら、くじ引き等で決まりますが、戸建ての地域については分かりません。



あまり積極的に関わってきませんでしたが、このアンケートをきっかけにして、少し考えてみようかと思いました。



役員が大変、なりたくないからやめる、という話をよく聞くが、今までどおりに大きなイベントなどをやろうとせず、
規模縮小などにより無理のない活動をしていくことができれば良いと思う。



普段から近所の人と仲が良ければ災害時も大丈夫だと思う。やくざみたいに怖い人も住んでいた時に、無理
に全員を加入させなくてもいいと思った。誘いに行くのも怖いから。



お祭りなど、マンネリ化した活動となっていることと、一部の人の私物化になっている状況も見られるので全員
参加の自治会交流行事が出来ると良い



若年層にも目を向けた活動の工夫



現実は難しい、近所に住んでいながら顔をしらない人もいる。



高齢化に伴って役員のなり手がいなくなっている現状を考えると、自治会の行事なども見直しが必要になって
きて、役員の負担にならない程度の活動が必要であると思います。



私の住んでいる地域の自治会は HUG(避難所運営ゲーム)を行って万が一の災害時に役立つようにしている
ので他の自治会でも開催した方がいいと思います。あと若い世代は回覧板など読まない人が多いので家族全
員が読むようにしてほしいです。あとは会費が高いので安くしてほしいと思っています。



形骸化された、及び 一部の人たちの考えを ゴリ押しする自治会は不要です。



前述の如し



特になし



少子高齢化が進んでいる中で、自治会の役割は大変重要な組織だと思いますので 100 パーセント加入目標
に努力願います。



成田市在住４１年になりますが、少子化が目に見えて進んでおり自治会そのものの役割も変わっていってます
ね。



特になし
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活動に参加することで、地域の人とのコミュニケーションができる。初めての集合住宅での生活で、何もわから
ないときに美化活動に参加するようになって話をするきっかけができたと思う。



会員の歳に合わない活動がなされていると思われる。若い人による高齢者のサポートのできる活動があれば
と？



気楽に参加できるイベントを実施する。



今入っている自治会では美化運動や、年一回の懇親会があり、親子で楽しく参加しています。約 100 世帯ある
地域ですが、ご近所さんとは子どもの学校関係以外ではあまり交流がないので、こうした自治会活動を通じて
新たに交流できたり深めることができるので、大変重要だと思います。



自治会長を毎年選定しているが、希望者があれば、延長してもいいと思う。あるいは、本人の承諾を得られれ
ば、他薦でいいと思う。



自分が歳をとった時、子どもが独立し参加する行事も少なく役員の負担だけになってしまったら、加入しないと
思います。災害訓練は、より現実的に誰がどんな役割で何ができるのか、何が必要かを考えておいた方が良
いのではないでしょうか。今のままでは、機能しないと思います。



自治会費が高額なところがあると聞いていますが、年数千円程度が限度だと思います。



今後女性が参加しやすくすることが急務と思われる。



市からの要請業務が多すぎで本来の自治会業務が出来ない。



自治会活動について広報なりたでもう少しアピールしてはどうですか？ 市では、回覧物などを自治会に頼っ
ていませんか、自治会に入っていない高齢者は、情報をどこから得たらよいのでしょうか？



学校における PTA 活動に良く似ていると思う。ボランティア精神の強い人しかできない。しかしやってみると案
外楽しいこともあるので、持ち回りで 1 度経験してもらうことが大切だと思う。



自治会の平均年齢があがっていて役員で集金するおばあちゃんが何度も集金しにくる。80 才で役員免除され
るらしいけど年齢は関係ないと思う。5 階まで留守の時もあるし、何度も申し訳ない。集金じゃなく支払いに行き
たいくらい。



我が家のような老夫婦世帯が増加するにつれ、自治会離れも加速→ご近所の交流が無くなる→孤立している
方々も見受けられる。私の場合は自治会の大きな行事で久しぶりに会う知人と語り合うのも楽しみの一つであ
る。



同じ市内でも自治会費に差がある。住民が多い地区なのに、自治会費(年間)とは別に祭り集金があったのが
納得いかなかった。実際なにに使われていたのかわからないし、もっと活動も含め、透明化にしないと、新しい
世帯の加入は難しいと思う。



可能であれば民間の管理会社に委託して、総会の出席や、各種イベントの参加だけてあればありがたい。



自分の地区に自治会があるかどうかも分からない



前項と同様です。アンケートの感想として、市としてこのようにアンケートをとっていただけること自体に驚きと
感謝の気持ちでいっぱいです。自治会のことは自治会任せではなく、市としてきちんと考え、関わっていこうと
いう姿勢に安心します。ありがとうございました。



特にありません。



自治会委員の方はよくやってくれているのですが、一般の方の参加はいまいちです。地域清掃時などの時も、
前日に用具の配布は玄関前にありますが、当日の作業はバラバラです。地域の人が集まることはありません。
こういう機会を集まる機会にすればよいと思うのですが、参加者が少ないことから実施していないのかもしれま
せん。役員の努力が報われていない残念な結果になっていると思います。・・・が、効果的な改善策を思いつく
わけでもなく、むずかしい問題ですね。



特にありません。



困ったときの自治会頼みにする人が多いけれど、自治会は自分たちで作っていかなければ発展するものでは
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ない。自分たちが参加して本当にいい会長を選ぶことは、本当に素晴らしい市長を選ぶことと同じことであり、
もっと自分たちのために活動するための場所として、自治会活動を進めていきたい。


自治会でおこなっている美化運動などは実効性はあまり高くないと思われるが、活動の継続により、その地域
への帰属意識が高まり、防犯、相互扶助の効果が生まれると考える。



自治会が、お祭りなどに参加するにあたって、役員のみで自治会の費用を用いて、ユニフォームなどを作成す
るのは、いかがかと思う。



だんだんと町内会に加入している人数も減ってきているので、これから先の体制等について色々と変化させて
いく必要があるのではないかと思います。



自治会があった方が繋がりがあるかもしれないですが周りの知人も子供がいると何かと負担で愚痴の方が多
いのが現状です。自治会がない地区に住んで良かったと思ってるくらいです。



自治会に入っていても、とにかく無関心な方が多いです。入っているから問題ないだろう、といった感じ。形だ
けです。入る家庭数を増やすのも必要かもしれませんが、無関心な家庭に関心を持たせる為の何かも考えて
いかないといけないと思います。



班などに入っていないからということで意見が言いづらい人もいるみたいです。(道の整備などの地域の身近な
環境についてなど)同じ地域に住むのですから それとなく話を聞き出してもらえるような方がいてくれると自治
会はとても運営がしやすいのではないかと思います。



自治会に入ってない人も同じ様にゴミ捨て場を利用でき、街灯費も払わない人がいることに不公平さを感じま
す。入り損のような気がします…。



役員さんの、負担も、考えなければ、ならないです。



同じ地域で自治会に入っている人と入っていない人がいます。自治会に入ってなくて損なことが回覧板が回っ
てこないだけなので、会費を払って自治会に入っているのが嫌になりそうです。



基本は声掛けです。朝会えば『おはようございます』、昼にあえば『こんにちわ』、夜あえば『こんばんは』



誰にでも、行ってください、毎日やってください！あっという間に地域の仲間が増えていきます、その仲間は一
生付き合う人間となります。自治会活動の基本となります、人と人との助け合いの基です。



自治会を抜けた人がご近所で非常に多いので、再加入してほしい。また、自治会を抜けた人が多い為、組長
の当番が短期間で回ってきてしまうので困る。



古くからの住民だけが活動している感じ。新しい住民には発言権はなく、お金だけを集められている気がしま
す。



自治会に入っていない地域や友人も知っています。最初のうちは入っていたけど、数年後には色々な負担が
大きく抜けた。と聞いたことがあります。自治会の意味や、必要性、価値があれば加入を続けると思います。ま
だ我が家は役員になっていないのと、出来たばかりの地域にて、今後どうなるのか、どうあるのかが、課題か
と感じました。



今後、地域の高齢化が進むにつれ、自治会のような、助け合い活動、地域住民の交流活動が、ますます必要
とされると思います。



社会福祉活動等の基礎ベースとなっている、役職者の推薦を行って自治の土台になっていることを広く広報し、
加入率アップにつながればと考えます。



自治会長はじめ役員は行政との平日の仕事が増えるので、なかなかやって頂ける人が決まらないとか住民の
苦情が全て会長宅へ来て対応が大変になるとかの問題改善が必要です。



自治会とはいえ、特定の方が長く努めるのはまずいと思います。任期制を徹底すべき。



地域全体をカバーする自治会活動というのは住民数、環境、役員負担などから考えると限界に来ているので
はないか。毎年、年会費の集金があるが、賃貸アパートの住民から払ったことがないと聞いたことがあり不公
平感と不信感を感じる。
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特になし。今ので十分です。



祭りばかりやってるようです、参加する気になりません。



活動してくださる方々には感謝しております。ただ、何か少しでもお役に立てればという気持ちで加入した人に、
強制的に何かをさせるようなことにはなってほしくないと思います。



先ほどの意見と同じ。



なし



行政は自治会が暮らしに関しての、さまざまな意見を聴く場を設けることを要望します。市長との対話がなくな
り残念。市長は祭りだけでなく、積極的に自治会会合に出席してほしい。その際自治会員の意見を聞いてほし
い。そのことが市民との重要な仕事の一つと考える。



成田市の約半数が未入会とのことで、自治会活動が本当に必要なのかを考える必要があるんですね。コミュ
ニティのためだけなら、年に何万円も自治会費要らないと思います。建築物の修繕費の為に家計からお金を
捻出することにも違和感があります。ただ地域の子ども達の為に必要な部分があるとは思います。どちらにせ
よ、自治会費が大きな要因のひとつだと思います。



義理の母の話では、地域によって高齢者の世帯が多いところもあるようです。集金などで歩き回ったり、祭りの
出店は大変なようです。一方、知り合いの方に聞いた、こども会などはイベントもあっていいなぁと思いました。
こどもの数が少ない地域もあるので、いくつかの地域もしくは学校が合同でおこなうなら、大人の負担が少ない
のではないでしょうか。



特になし



役員制度の心配が有ります。ひとブロックが大体 20 世帯程です。次の役員が回って来るのは 20 年後ですの
で、かなり歳を取っている事になります。高齢者になってからこそ自治会の助けが必要なのに、年を取って役
員が出来ないからと、自治会を脱退することになったら淋しいことです。どうすべきか、話し合う必要があると思
います。



高齢化が進む中、自治会長・区長の責務は増えてきている。しかしながら、その職務へ就く方々の多くは仕事
を抱えての任務となっている。民生児童委員・社協役員・ボランティア団体との連携体制を構築する中でそれ
ぞれの地域での「共助」の仕組みづくりを考えていきたい。



親いわく、マンションの美化活動等の参加者がいつも限られている。とのことでした。マンション内の掲示板に
ベランダでの喫煙禁止と掲示してあるのにも関わらず、喫煙している人がいます。市としても、もっと受動喫煙
の影響について啓発して行ってほしいと思います。



特に無し



高齢や手間を理由に、退会する方が増えていて、問題だなと思っています。



昔みたいに定期的に休みの取れる仕事であれば、計画的に自治活動に参加出来ますが、成田市はサービス
業や空港等では単身者が多く、変形労働での業務で自治活動が出来なくて当たり前ですね。家族でなく、各会
社と市と連携して出来る体制での自治が必要ではないでしょうか。



なし



個人的には、地区の組長を何回も務めている。地区に高齢の方が多いこともあり、体を使うようなことには、特
に積極的に参加している。ただ、このような考えを持っているのは少数派。自治会活動は必要なものだと思う
ので、市からの補助金を増やし、人を集めるしかないと思う。



現状のままで良い。



賃貸で子供もいないと地域の活動にほぼ参加することがなく、近隣住民との接点が皆無になってしまうのが少
し気になっていました。年～半年に 1 回程度で気軽に参加するようなものがあったら参加してみたいです。



高齢化社会、共働き、独り暮らしの世帯が増えてきているので、自治会に加入することは負担が大きい。活動
もあまりなく、自治会に加入するメリットがないような気がする。
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特になし。



無理に自治会を存続させなくても良いと思う。不足している自治会活動は行政が代行して行うの策ではないの
か。



自治会の仕事の中に、街灯の管理があったが、これは市のお仕事ではないかと、疑問を感じた覚えがありま
す。



自治会費以外の寄付金が多すぎる



各家庭の時間を、大切にするため会費制(高額可)にし、活動を全て委託。



自治会活動とは関係ないかもしれませんが、子ども会とかあったら、良かったです(*^^*)前、住んでいた団地
(加良部ピンク団地)では役員さんが同じ方ばかりになるという理由?で子ども会がなく、あったら、楽しかっただ
ろうなぁって思います。



特にない。



今の時代に合っていないと思う。



別に自治会はなくてもかまわないと思います。



自治会活動に参加できる仕組みを話し合える場所があればよいと思います。



なぜ、自治会が出来たのでしょうか？



引っ越し当時から自治会がなかったので、ゴミ捨て場のかごの修繕とか街灯の電気が切れた時等、誰に言っ
ていいかわからなくて、困ったことがあった。また、自治会の代わりに子どもが小学生の頃は子ども会に参加し
て、地域との交流をはかっていたので、ある程度は自治会がなくても住民同士の交流はできていたので、自治
会の必要性をあまり感じなかった。



この Q16 までのアンケートの内容では、消化不良の感があります。 もっと 突っ込んだアンケートにしないと、
アンケートの目的が達成出来ないと思います。いま、自治会で問題になっているのは、自治会に加入しない方
や、途中脱退される方が増えている事です。すでにご承知の如く、「役員が負担」「会費の使用に不満がある」
がその主なる理由にとなっていますが、ごみ搬出への対応とか、街灯の管理とかでは、自治会の恩恵を受け
ているし、又、災害発生時は助け合わなければならなくので、何とかしたいと頭を悩ましているのが現実です。
その為にも、もっと具体的なアンケートを期待したい。



特にありませんが、収入格差が広がっている現在、出費を抑えたいと思う世帯が多いと思います。どの自治会
に於いても、高度成長下の会費の使い方を考え直してみる必要があると思います。



役員になると大変だと感じてしまいますが、地域住民のつながりは大切だと思います。



賃貸集合住宅に自治会が必要なのかは、分からない。



うちの自治会には自治会費を払ってはいるが参加しない、回覧板もいらないという強い意思の独居者がいらっ
しゃいます。そういう方には何を言っても参加しないので、参加を強いる必要はない。災害時にどうするのかな
～と心配にはなりますが、そういう時は頼ってくるのでしょうね。ですので、もっと、災害時の助け合いについて
の重要性を訴えていかないといけないと思います。



ご苦労様です。自分は自分の身近な地域の美化に取り組んでいます。個人で動く方が自分には安心で確実な
んです。



特になし。



さっぽろオータムフェストを参考に、ニュータウン祭をもっと情報発信するなどすれば、活動が活性化されると
思います。



特にない



特に無し



私の住んでいるところは毎月班長会議を行って細かいところにも気を配っていただき、とても良いのですが、の
ら猫が多くて庭に糞尿をされるのでとても困っています。
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近所で自治会活動をされていますが、不法投棄や騒音被害、危険運転、迷惑な路上駐車などの改善はされて
いないので、自治会ではそれらの改善には関われないように感じます。それらの迷惑行為を減らして改善する
方法が市民にわかればもっと住みやすい街になると思います。



市民税を上げてもいいから、自治会ではなく市の機関を強化して欲しいです。



地域のことは市区町村が担えばよいと思う。合併し自治体の数や職員は減ったとはいえ、税負担し公的サー
ビスを提供せんとする機関がある以上は彼らが担えばよいと考える。ゆえに自治会活動は真に自主的に任意
に参加するべきものと位置付けられるべきではないかと思う。



会計が不明瞭で一部の人の意見でカラオケセットの購入、役員の飲食などがあり退会したので、最近の様子
がわからない。災害の際の地域コミュニティの中核になるような自治会ならば必要性を感じるが、只の宴会を
する田舎の集まりなら不要だと思う。



廃止して欲しい



行政との協力は必要だが、単なる行政の下請け機関とならないように留意すること。ショッピングセンターの一
角に住民が気軽に集まれる場所を作る。喫茶店や居酒屋的なものがあれば理想的だが、大型スーパーの影
響で小さなショッピングセンターの店は閉店している。知恵を出し合う必要がある。



活動に参加する人が少なくて強要されて皆で押し付け合いするのなら、その活動(町内会の運動会やイベント
等)を見直せばいいと思う。



自治会に加入していなくても、市のサービス（ゴミ収集など）を受けられるようにするべきだと思う



特になし



特になし



自治会によって年会費が違うのは納得いかないので、統一性を持たせてほしいです。



自治体の情報が入ってこない。



あまり負担がかからないような活動。防災などをメインした活動。



特になし



年に一度開催される、自治会主催のお祭りがとても楽しく、好きです。今年から運営側のお手伝いをさせてい
ただきましたが、運営側での参加もとても楽しく、このお祭りの開催が長く続いてくれたらいいと思います。



周辺ではある程度世帯数はあるが、アパートに住む方、外国人、高齢者世帯等により参加率は低い。よって
加入されている方が少なく負担が多い。加入されている方も仕事の都合により集会や見廻りに出られない事
がある。皆が平等に気軽に参加出来るとよい。



連絡先の公開は昨今控える必要はありますが、災害時の情報開示のあり方は検討しておくべきだと思います。



決して強制参加ではなく、参加の有無に関わらず公平な行政であって下さい



特にありません。



自治会に入っている家庭と入ってない家庭の格差はあったほうが入らないとメリットがないことを解ってもらえ
るのではないかと思います。入らないでメリットだけの授受は不公平感が生じそう。



自治会より、子供会の存続の方が危ういです。

○まとめ
自治会活動に関する貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
今回のアンケート結果からは、世帯構成やお住まいの形態、居住年数などにより、自治会への加入状況や、自
治会に対する認識・価値観が大きく異なることがわかりました。特に、借家集合住宅にお住まいの単身世帯、夫婦
のみの世帯の方は、ほとんどの方が加入されていませんでした。加入されていない方の中には、加入する方法が
わからないと回答された方もいるため、今後は、そうした方たちへの加入啓発について重点的に検討していく必要
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があります。
その一方で、災害時などにおける自治会活動への期待は、全体的に大きくなっていることがわかります。 災害
時だけ地域で協力するのではなく、日ごろからの地域のつながりが災害時の支え合いにつながっていくことを、よ
り周知していく必要があると考えます。
自由意見では、自治会に入るきっかけがない、自治会が何をしているのかが見えない、など情報不足のご意見
を多くいただきました。また、自治会の運営内容の改善に関するご意見も多くいただきました。市では、市ホームペ
ージなどを活用し、今後さらに、自治会への加入促進や、より良い自治会運営のための情報提供に力を入れ、自
治会活動を支援していきたいと考えます。
少子高齢化やライフスタイルの多様化などから、地域のつながりが希薄化していると言われますが、災害時など
には、日ごろからの地域のつながりが頼りになります。また、地域の中で生活している以上、誰もが地域の活動の
恩恵を受けています。今回のアンケートで「自治会は必要ない」と回答した方も、仕事や子育てなどで忙しい方も、
人づきあいが苦手な方も、まずはそのことに気付いていただき、一人でも多くの方に自治会活動に目を向けていた
だきたいと考えます。そのために、市としてもその意識啓発に努めるとともに、自治会活動の支援のために何がで
きるか、引き続き検討を重ねていきます。
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