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アンケート結果報告会

グループ別意見交換会
～地域ビジョン作成に向けて、

地域の資源と課題、地域活動のテーマを考えよう～

意見交換会結果の発表

閉会・今後の予定



アンケート結果
報告会



まちづくりアンケート
結果概要

コミュニティ笹原協議会
アンケート報告会・意見交換会

9／27＇日（午前9時30分～ 午後12時 ラスタホール



名称 コミュニティ笹原協議会 まちづくりアンケート

目的
笹原小学校区『地域ビジョン』の作成にあたり、地域の皆さまか
ら幅広いご意見をお聞かせいただくために、アンケート調査を実
施。

対象 笹原小学校区内の全住民＇世帯単位（ ５，９０４世帯

日程 平成27年６～7月

方法

自治会長による訪問配布、ポスティングによる配布。

自治会長、ラスタホール、あすなろ・安堂寺・南野・車塚センター、
笹原まつり本部付近による回収。

一部手渡し配布・郵送回収。

実施数
配布数 回収数 回収率

5,904票 2,960票 50.1％

アンケート実施概要



アンケートの設問項目

・笹原小学校区での暮らしについて＇問１～7（
①居住年数、②居住理由、③居住満足度、④今後の継続居住意向

⑤今後力を入れて取り組むべきまちづくり
⑥あなたが思う“魅力”や“誇り”
⑦取り組むべき課題・問題点や「こんなことをしてはどうか」と

いう活動の提案・アイデア

・笹原小学校区でのおつきあいや地域活動について＇問8～21（
⑧近隣の方とのおつきあい、⑨自治会の加入、⑩参加している活動
⑪自治会に加入していない理由、⑫行事・活動等の認知度、参加度
⑬行事・活動等に参加してよかったこと、⑭参加しない理由

⑮どのような地域の行事・活動であれば参加してみたいか

⑯活動している団体等の認知度、⑰公共施設・公園の認知度・利用度

⑱地域ビジョンづくりの認知度、⑲地域活動への参加・協力の意向

⑳地域行事・活動の情報の到達度、㉑情報が入手しやすいメディア

・自身や家族について＇問22（
性別、年齢、住所、家族構成、同居する子ども、住宅形態



性別

年齢

回答者の属性

 「男性」より「女性」の方が多い
 「60歳代」以上で半数以上
「20歳代」以下を除けば幅広い世代が回答
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※括弧内は各年代の割合(％)を示す。無効・無記入票は除く

回答者の属性

 30～50歳代では女性が8割前後と主婦層の回答が多い
 60歳以上については、男性の回答が約3分の１



 「安堂寺町」「野間」の順で回答が多い。

住所

回答者の属性



同居する家族構成

 「2世代＇親子（」が半数近く、「夫婦のみ」「単身＇ひとり暮らし（」
の順。

 「単身＇ひとり暮らし（」は高年齢層が多い。

回答者の属性
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※無効・無記入票は除く
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【子どもの内訳】

同居する子ども

 高校生以下の子どもがいる世帯は24%。
 「小学生」、「未就学児」の順で子どもがいる世帯が多い。

回答者の属性



住宅形態

 「戸建て住宅＇持ち家（」が約3/4を占め、「民間マンション
＇持ち家（」の10.0%を大きく上回る。

 「持ち家」は戸建て住宅、民間マンションを合計すると８割
以上。

回答者の属性



 「30年以上」が45%と最も多い。
 「20～30年未満」と合計すると約6割を占め、長く住まわ
れている方の割合が高い。

問１ 笹原小学校区での在住期間



 「生活環境が充実しているため」が30.3%と最も多く、つ
いで「交通の便が良いため」が27.9%。
→生活面での利便性に魅力を感じている人が多い。
 「親の代から住んでいるため」が20.8%。
→地縁関係により住まわれている方も多い。

問２ 笹原小学校区に住むことになった理由



 「満足している」が71.8%と最も多く、「とても満足してい
る」と合計すると86.7%が満足している。

問３ 笹原小学校区での暮らしへの満足度



 「ずっと住み続けたい」が62.2%と最も多く、「しばらくの
間は住み続けたい」と合計して94.5%と、定住意向が高
い。

 「移り住みたい・引っ越す予定がある」と答えた人の

「転出する理由」では、より便利なところに移り住み
たいという意見や環境面への不満などが挙げられ
ている。

問４ 笹原小学校区での今後の居住の意向



問５. 今後取り組む必要があること
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登下校の見守りや年末年始の夜警、振り込み詐欺の…

自転車の安全講習会など交通安全活動

防災訓練や要援護者に対する支援活動、地域防災…

夏祭りやもちつき大会など交流イベント

まちおこし活動や商業の活性化など、にぎわいづくり

子どもの居場所づくり、学習支援、ラジオ体操など子…

共同利用施設などの活動拠点の充実

コミュニティビジネスなどの取り組みによる自主財源…

地域コミュニティ誌の発行やホームページの開設、掲…

研修や学習会、各団体の情報交換会の開催、地域…
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登下校の見守りや年末年始の夜警、振り込み詐欺の予防などの防犯活動

防災訓練や要援護者に対する支援活動、地域防災マニュアルの作成など防災活動

地域コミュニティ誌の発行やホームページの開設、掲示板の活用など地域活動の周知

研修や学習会、各団体の情報交換会の開催、地域活動の担い手の発掘など人材の確保や育成



問５. 今後取り組む必要があること
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研修や学習会、各団体の情報交換会の開催、地域活動の担い手の発掘など人材の確保や育成

地域住民間での「見守り、防犯」に対する意識が高い。
「清掃、美化活動」が33.2%、「健康づくり」が29.8%、「子供の
健全育成」が27.9%と、関心が高い。
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◇50歳代以上
の関心が高い

◇30歳代の
関心が高い

◇30歳未満の
関心が高い

問５. 今後取り組む必要があること

50歳代以上は「ご近所による見守り高齢者の見守り」、「健康づ
くり」、30歳代は「防犯活動」、「子供の健全育成」、「清掃・美化
活動」の関心が高く、「交流イベント」への関心が他の年代より高
い。30歳未満は「街並みや庭先の緑化活動」が高い。



「笹原公園」「施設・交通機関の利便性」「住み
やすさ」「静かな環境、落ち着きがある、閑静だ」
といった意見が多いほか、「交流、近所づきあい、声
がけなど」を挙げている声が多い。
その他、「安心・安全なまちである」「自治会がしっか
りしている」「公園」「清潔・きれいだ」「子どもがたくさ
ん、元気で明るく、のびのび遊べるなど」という意見も挙げ
られている。

問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り



問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り

共同施設
拠点

【笹原公園】
 緑、草木、子どもが遊びやすい、美しい、広
い、 コミュニティ、憩いの場、賑やか(125件)

 公園が多い、充実している(31件)

【ラスタホール】
 様々な活動に参加できる、書籍、図書館、映
画会 (12件)

【その他の施設】
 小学校も昔ながらの良さを持っている。
 菜園
 笹小の周り、新幹線の高架下。



問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り

住みやすさ
利便性

【施設、交通機関の利便性】
 買い物、医療機関、学校、公園、金融機関、
公共交通＇116件)

【住みやすさ】
 暮らしやすさ、落ち着き、静かさ、生活環境の
よさ、住環境のよさ＇ 96件)

【便利さと自然の両立】
 都会すぎず、田舎すぎない(12件)



問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り

環境

【静かさ】
 静か、落ち着きがある、閑静＇62件)

【自然の豊かさ】
 緑、田畑、桜並木＇57件)

【清潔さ】
 清潔、きれい＇清掃活動、植栽の世話（＇29件)
 公園の美化活動(花、ゴミの清掃)(19件)
 まちなみがきれい (まち全体、街路樹)(4件)

【環境全般】
 のんびり、ゆったりしている、おだやかである。
(6件)



問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り

人
つながり

 交流、近所づきあい、声がけ (53件)
 おだやかな人・やさしい人・あたたかい人・人情味・
誠実な人・明るい人が多い(25件)

 幅広い世代が暮らし、交流している(10件)

安心
安全

 安心・安全なまちである(41件)

【治安】
 治安が良い、犯罪が尐ない、地区・近所での声が
けや防犯の取り組み(20件)

【災害】
 災害被害が尐ない、拠点となる防災公園がある
(11件)



問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り

各種団体
活動

【自治会】
 自治会活動の充実、運営、会長がすばらしい (37件)

【その他活動】
 老人会、高齢者が活発5件)
 コミュニティ活動、ボランティアが活発(4件)
 子ども会、子ども対象の活動が活発 (3件)

子育て
教育

 子どもがたくさん、元気で明るく、のびのび遊べる
(23件)

 子育てしやすい(13件)
 教育環境がよい(学校、先生の努力、学校と幼稚園
の連携（(10件)

 地域の方の見守り＇9件)
 子育て世代が多い、交流できる＇3件)



問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り

にぎわい

景観
まちなみ

 まちなみがきれい
(清潔感、静か、高い建物がない、工場が尐ない、
歴史を思わせる景観など)(18件)

 イベント、行事(笹原まつり、夏祭り、盆踊り、
秋祭り、餅つき大会など)(18件)

 生涯学習センター・ラスタホールで色々なイ
ベントが次々と開催されている

 ３世代交流イベントに力をいれている
 行事に積極的に参加している



問６. 笹原小学校区での一番の魅力や誇り

歴史
伝統

 麦わら音頭(6件)
 和歌にも詠まれているほど歴史がある(3件)
 歴史がある(由緒ある土地、祭りやしきたりが
残っているなど)(3件)

その他

 人口が多い(若い人が流入している、新旧交流、高
齢化が進む中で子どもたちの声を聞く機会が増え
ているなど)(4件)

 様々なスポーツができる(学校、地域でできる、スポ
ーツ交流が盛ん)(2件)

 交流の場(各種行事に３世代で参加できる、交流の
場が多いなど)(2件)



道路が狭い、歩道が狭い、自転車レーンの整
備などの道路整備、子どもの登下校時の見守り、不
審者の出没などの防犯、ゴミステーションの設置・カラス
被害など環境美化、独居高齢者など高齢者の見
守りに関することについて課題と考える意見が最も多く
なっています。その他に、子どもの遊び場の確保、
自治会への参加、地域内の交流等の意見も挙
げられています。

問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア



問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア
交通安全活動

解決のアイデア・提案

【路上・交通設備】
 道路設備＇59件)
 道が暗い(高架下、小学校の
周り、幹線道路)(5件)

【交通マナー】
 自転車の運転マナー＇19件)
 自動車の運転マナー(12件)
 歩行者のマナー(2件)
【交通安全活動全般】
 交通量・事故が多い(3件)
 子どもの事故が心配(2件)

課題・問題 解決のアイデア

【路上・交通設備】
 道路、設備の整備＇24件)
 啓発活動＇2件)
【交通マナー】
 当番制の見守り、挨拶運動(3
件)

 注意喚起の設備・規制＇8件)
【交通安全活動全般】
 信号機の設置、速度制限
 上級生が引率するなど
 学校での教育



問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア
防犯・防災活動

解決のアイデア・提案

 犯罪行為、不審者、迷惑行為
(迷惑行為を行なう若者、公園
での騒音、暴走族、空き巣、
盗難、ひったくり、不法投棄、
不審者、放火など)(26件)

 防犯活動＇20件)
 防災活動(笹原公園の防災施
設の詳細を知らない、災害時
に想定される混乱、町会単位
の避難、津波対策)(10件)

課題・問題 解決のアイデア

 パトロール、見守りの強化
(17件)

 防犯カメラの設置(10件)
 街灯の増設、変更(LED、明る
いものにするなど)(6件)

 災害対策(自治会班単位で避
難訓練の実施、市をあげて
の避難訓練、笹原公園での
防災訓練)(4件)



問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア
高齢者・障がい者支援

解決のアイデア・提案

 高齢化(独居老人世帯の増
加、尐子高齢化、老後の生活
の不安、防災面での孤立、ゴ
ミ当番が困難など)(17件)

 高齢者の集える場所の確保
(15件)

 助け合い、見回り、見守り(14
件)

 障がい者がもっと暮らしやす
い地域づくり

課題・問題 解決のアイデア

 交流の場づくり (12件)
 買い物やゴミ捨て、配食サ
ポートの仕組み (10件)

 声がけ・見守り、隣近所のコ
ミュニケーションなど (5件)

 健康づくり(スポーツクラブの利
用、健康体操、認知症予防体
操など)(4件)

 車イスがどこでも通れる道路
を通る。

 笹原ボラの充実



問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア
施設拠点の充実

解決のアイデア・提案

 子どもの遊び場所が尐ない
(ボールあそびができない (18
件)

 笹原公園の課題＇利用者のマ
ナーなど（(12件)

 施設を誰でも利用できるよう
にする、使い良くするなど(7件)

 他の公園(早朝深夜の公園利
用マナーなど)(3件)

 高齢者や子供が安心して遊
べる場がない (3件)

課題・問題 解決のアイデア

 公園のルールづくり(駐車禁止
看板、日没後のボール使用禁
止、注意看板、見回り強化、周
知徹底)(4件)

 イベントの開催(笹原公園での
盆踊りを２日間に、笹原公園で
花・樹木の研修会、研修・学
習・情報交換など)(3件)

 ボール遊びができるようにネッ
トを張る、時間帯やルールを
決める(3件)



問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア
各種団体活動

解決のアイデア・提案

 自治会活動への参加(若手や
男性など)(15件)

 自治会への加入促進＇7件)
 自治会組織のスリム化、人材
の発掘

 高齢化により、地域活動への
参加が難しくなる(3件)

 笹原コミュニティ協議会の周
知(2件)

課題・問題 解決のアイデア

 新しい担い手発掘(退職者・シ
ルバー世代の引き込み、男性
が参加しやすい組織づくり、会
議を短くする、中学生以降の
女の子の活動継続など)(6件)

 つながりの場づくり(若い世代
と熟年層とのつながりづくりの
場、掲示板の活用、交流の場
を不定期でももつなど)(3件)



問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア
子育て・子どもの健全育成

解決のアイデア・提案

 子どもの迷惑行為・マナー・モ
ラル(16件)

 学校教育の問題 (笹原中学
校・小学校の指導、学力、風
紀など)(16件)

 子どもが集まる場所が尐ない
(4件)

課題・問題 解決のアイデア

 パトロール強化、登下校時の
見守り(8件)

 地域の施設を自習室にする
 児童クラブの時間延長
 学校でのマナー教育
 子どもと地域の方がふれあえ
るイベントなどの開催

 学校と協力したコミニティカレッ
ジの設立など



問７. 課題・問題点や、課題解決のアイデ
ア

にぎわい

解決のアイデア・提案

 子どもが集まる行事が尐ない
 運動会
 世代間交流できるイベント
 サラリーマンでも参加できる行
事

 地域イベントに笹原公園を活
用する(2件)

課題・問題 解決のアイデア

 笹原公園でのイベントを開催
(防災訓練、だんじり、バーベ
キュー、自治会対抗戦など)(4
件)

 定期的なアンケート調査を行
なう

 世代別の団体競技
 幅広い世代が参加できるイベ
ント



問８. 近隣の方とのおつきあい

 「家の行き来をするなど、親しく交流している」方は18%
 「地域の清掃など、決まりごとには参加している」が
44.6%

 「ほとんどつきあいがない」が29.9%



問９. 自治会への加入

 「加入している」が9割を占めている。



問10. 参加している自治会活動

清掃・美化活動、祭り・イベント、ゴミ当番・回
覧板、役員としての活動、旅行、組代表や班
長としての活動といった意見が多いほか、その他
団体活動に参加される方が多くなっています。
その他、廃品回収・資源回収、サロン・食事会
集会等への出席といった意見も挙げられています。



問10. 参加している自治会活動

清掃・美化活動
１１３２件

祭り・イベント
３１４件

旅行
１５８件

ゴミ・
回覧板当番
２１２件

廃品・資源
回収
６８件

サロン・
食事会
３６件 募金活動

２１件

防犯防災
活動
３２件

※役員や組代表などの役割は除く





問１2. 地域行事・活動の認知度・参加度

よく参加している
知らない
＇知れば参加したい（

時々参加・役員の時は
参加している

知っているが
参加していない

知らない
＇知っても参加しない（

無回答



問１2. 地域行事・活動の認知度・参加度

よく参加している

知らない
＇知れば参加したい（

時々参加・役員の時は
参加している

知っているが
参加していない

知らない
＇知っても参加しない（

無回答

 参加している行事・活動としては「市内一斉清掃」が
62.5%、「笹原まつり」が48.5%と、4割以上。



問１2. 地域行事・活動の認知度・参加度

よく参加している

知らない
＇知れば参加したい（

時々参加・役員の時は
参加している

知っているが
参加していない

知らない
＇知っても参加しない（

無回答

 「知らない」方で「知れば参加したい」の割合が高いのは、
「健康講座」で11.8%。



問１2. 地域行事・活動の認知度・参加度

よく参加している
知らない
＇知れば参加したい（

時々参加・役員の時は
参加している

知っているが
参加していない

知らない
＇知っても参加しない（

無回答

 認知されている行事・活動は、「笹原まつり」81.5%、つい
で「市内一斉清掃」80.6%、「自主防災訓練」65.2%、「年末
自主警戒・防犯パトロール」62.4％。



問１３. 地域行事・活動に参加してよかったこと

 「これまでに知らなかった地域の人と知り合うことができ
た」 が31.3％、ついで「地域の人とより親しくなることがで
きた」が25.8%となっており、行事・活動を通じて住民間の
交流やつながりが深まっているという声が多い。

 「その他」では、「子どもにとって良い経験となった」という
意見等が挙げられている。



問１４. 地域行事・活動に参加しない理由

 「行事・活動の日程や場所が都合に合わない」が28.9%。
 「その他」では、「高齢のため」、「体力的、身体的な理由
により参加が難しい」、「仕事で参加できない」、「子ども
がいない」という意見が多い。



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

行事・活動の内容に興味がわかない

知り合いがいないため参加しにくい

行事・活動の日程や場所が都合に合わな

い

どのような行事・活動が行われているの

かを知らない

地域の人と交流したいと思わない

その他

30歳未満

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

※19歳以下、20歳代は30歳未満で集約。無効・無記入票は除く

問１４. 地域行事・活動に参加しない理由

 30歳未満は「行事・活動の日程や場所が都合に合わない」、
「行事・活動の内容に興味がわかない」「どのような行事・
活動が行われているのか知らない」という声が多い。



問１５. 参加したい行事・活動

お祭り、子どもが喜ぶもの、子供と一緒に参
加できるもの、健康増進の運動といった意見が
多いほか、清掃活動、芸術文化活動、講演会・
勉強会など多様な意見が挙げられています。



問１５. 参加したい行事・活動

祭り
イベント

 お祭り(盆踊り、笹原まつり、七夕のお祭り、四季を通して
のお祭り、地域のお店の出店があるものなど)(26件)

 フリーマーケット(手づくり市、バザー、朝市など)(8件)
 バルイベント(立ち飲み会、ビアガーデンなど)(3件)
 神社参拝、神社での昔ながらの神主さんが神事を行うよ
うな催し(2件)

 子どもと一緒に参加できるもの(20件)
 子どもが喜ぶもの
(遊べるもの、幼児でも楽しめるものなど)(18件)

 イベント(運動会、お祭り、学力向上など)(6件)
 子育て支援や知恵・情報(2件)

子ども
親子向け
行事



 清掃活動(11件)
 地域猫活動
 ガ－デニング

 芸術文化鑑賞(舞台、コンサートなど)(11件)
 音楽(唱歌、コーラス、ダンス、麦わら音頭など)(8件)
 自分の趣味にあった活動(4件)
 麻雀、将棋、囲碁、脳トレなど(4件)
 料理講習会(3件)

 健康増進の運動
(老人向けの健康体操、ストレッチ、スポーツなど)(19件)

 健康に関する講座(8件)
 ウォーキング(歩こう会、まち歩きなど)(7件)

健康づくり

清掃
美化活動

趣味
娯楽

問１５. 参加したい行事・活動



 生活に関する講演会(子育て、介護、詐欺、交通ルール・交
通安全、ゴミ問題、健康など)(8件)

 植物・家庭菜園などの育て方(3件)
 歴史(2件)

講演
勉強会

 高齢者にあった行事(ゴルフ、スポーツ、体操など)(8件)
 見守り活動
 高齢者の方々への支援

高齢者
支援

 防災訓練(7件)
 防犯活動(夜中のパトロール、犯罪対策の講座、交通ル
ール教室、小学校の登下校時の見守り活動など)(6件)

防犯
防災

 グラウンドゴルフ(5件)
 運動会 (2件)
 ボーリング(2件)

スポーツ 旅行
交流
イベント

その他・・・

問１５. 参加したい行事・活動



問１6. 活動団体の認知度
活動していた／
活動している 名前程度は知っている 知らない 無回答



問１6. 活動団体の認知度
活動していた／
活動している 名前程度は知っている 知らない 無回答

 「活動している/活動していた」は「自治会」が60%と半数近
くを占めており、ついで「幼稚園・小学校・中学校PTA」が3
4.8%となっており、認知度＇「活動している/活動していた」と
「名前は知っている」の合計（も同様に高い。



問１6. 活動団体の認知度
活動していた／
活動している 名前程度は知っている 知らない 無回答

 「コミュニティ笹原協議会」は「活動している/活動し
ていた」方は1割弱ですが、認知度＇「活動している/
活動していた」と「名前は知っている」の合計（は5割

を超えています。



【場所の認知度】

 「ラスタホール」が 92.4%と最も多く、ついで「笹原公園」が84.
8%。

 その他の施設でも、「場所を知っている」が5割以上。

問１7. 公共施設について

無記入知っている 知らない



【過去の利用】

 場所の認知度と同様に、「ラスタホール」77.8%と最も多く、
ついで「笹原公園」が65.3%。

 その他の施設では、「過去の利用がない」が5割以上と
なっています。

問１7. 公共施設について

無記入ある ない





問１９ 地域活動への参加・協力の意向

 「今後、できることであれば参加・協力したい」、「すで

に参加・協力している」、「関心はあるが、今すぐの参

加・協力は難しい」と合計すると8割以上が地域活動に

関心を持っている。

 「今後、できることであれば参加・協力したい」が35.4％

と最も多く、潜在的に参加・協力意欲がある方がいる。



問２０ 地域行事・活動の情報の到達度

 「届いている」が73.8%と約7割を占めている一方で、「あ

まり届いていない」「ほとんど届いていない」を合計する

と20.7%と約5分の１に情報が行き届いていない。



問２１ 地域情報が入手しやすいメディア

 「回覧板」が約8割を占め、他の媒体と比べて非常に割
合が高い。

 「チラシ」「掲示板・ポスター」が2割以上に対して、「メー
ル」「ホームページ」「SNS」が約1割以下であり、紙媒体
で情報を入手している。

 「その他」には市の広報等の意見がある。



問２１ 地域情報が入手しやすいメディア

 自治会に加入している方は「回覧板」で情報を入手して
いるが、加入していない方は「チラシ」「掲示板、ポス
ター」で情報を入手しています。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

チラシ

掲示板、ポスター

回覧板

メール

ホームページ

SNS（Facebook等）

その他
加入している

加入していない

※無効・無記入票は除く



属性 ・女性の回答率が高く、主婦層が多い

・持ち家の方が８割

・「単身（ひとり暮らし）」は高年齢層が多い

まとめ

暮らし ・30年以上お住まいの方が45％

・地域の魅力や誇りは「笹原公園」「施設・交通機関の

利便性」「住みやすさ」「静かな環境、落ち着きがあ

る、閑静だ」「交流、近所づきあい、声がけ」など

・50歳以上は「地域住民間での見守り」「健康づくり」、

30歳代は「防犯活動」「子供への健全育成」「清掃、美
化活動」のほか「交流イベント」に関心

・課題は、道路が狭い、歩道が狭い、自転車レーンの整備な

どの道路整備、子どもの登下校時の見守り、丌審者の出没などの

防犯、ゴミステーションの設置・カラス被害など環境美化、独居

高齢者など高齢者の見守り



まとめ

活動等 ・自治会に加入しているが9割

・現在の自治会活動への参加は、清掃・美化活動が多い

・現在の活動のうち「知れば参加したい」が多いのは「健康講座」

・参加したい行事・活動では、祭り、子どもが喜ぶもの、子
供と一緒に参加できるもの、健康増進の運動といった

意見が多いほか、清掃活動、芸術文化活動、講演会・勉
強会など

・現在の自治会活動への参加は、清掃・美化活動が多い

・「今後、できることであれば参加・協力したい」が

35.4％と最も多く、潜在的に参加・協力意欲がある方がいる

・ 情報の入手は「回覧板」が約8割。自治会に加入している
方は「回覧板」で情報を入手、加入していない方は「チ
ラシ」「掲示板、ポスター」で情報を入手。


