
自治会町内会名

○自治会町内会名をご記入ください。

自治会町内会の区域（エリア）について、１つに○ をしてください。

① 町・丁を単位とするなど地域を区域　② 団地を区域　 ③ マンションを区域

※区役所が記入・使用します。

　区　　 　　Ｎｏ．

自治会町内会アンケート

アンケートご回答にあたってのお願い

　
　　◎　このアンケートは、基本的に自治会町内会の会長にご回答を
　　　お願いします。ご自由に、率直なご回答をお願いします。
　　　（役員など、会の活動状況に詳しい方でも構いません。）
　　　　なお、提出にあたっては、総会などを開き自治会町内会として
　　　決議する必要はありません。

　　◎　全ての項目に回答をお願いします。
　　　　ただし、回答によっては、次に回答していただく項目を示して
　　　いるものがありますので、それにしたがってください。

　　　　・該当する番号（①. ②.…）や項目に○印、又は所定の欄へ
　　　　　のご記入をお願いします。

　　　　・質問によっては、「１つに○」や「全てに○」
　　　　　といったことわり書きがあります。ご留意ください。
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（１）

（２）

（３） 会長の職業

（４）

 （地区連長、区連長の方は、その活動も含めてご回答ください）

　　1か月におよそ［　　　］日   　

（５）

　　［　　　］年

 （会長を辞めた後に再び会長に就任された場合は、以前の期間も含めた通算でお答えください。）

（６）

 （兼任されているもの 全てに○ をしてください）

（１）

 会長職以外に兼任されている役職

　　②　なし　→　（３）にお進みください

 自治会町内会活動に月に何日ぐらい従事されていますか？

 会長の在職年数

　　⑬　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 １　自治会町内会会長について

 会長の年齢　

 ２　自治会町内会館について

　　①　民生委員・児童委員　  ②　主任児童委員　　　 ③　スポーツ推進委員

　　④　青少年指導員　　　　  ⑤　環境事業推進委員　 ⑥　保健活動推進員

　　⑦　小学校関係の委員　　  ⑧　中学校関係の委員　 ⑨　施設の運営委員

　　⑩　消防団員　　　　　　  ⑪　地区社協の委員 　　⑫　警察関係の委員

　　①　あり

　※アンケートにご回答時点での、自治会町内会会長についてご回答ください。

会長の性別

 自治会町内会館がありますか？

　　①　２０歳代以下　 ②　３０歳代　　③　４０歳代　　④　５０歳代

　　⑤　６０歳代　　　 ⑥　７０歳代　　⑦　８０歳代　　⑧　９０歳代以上

　　①　会社員　　　　 ②　公務員　　　③　自営　　　　④　無職

　　⑤　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　①　男性　 　　　  ②　女性
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（２）

ア　所在地

イ　種　別

エ　築年数

オ　会館の所有
　　形態

カ　土地の形態

キ　土地の賃借料

ク　延べ床面積

ケ　利用状況

コ　利用日数
　(１か月あたり)

 会館の概況等について、あてはまるものに○をしてください。
 また、[　　 ]内には数字をご記入ください。

前問で③と答えた方について、実施の予定がない理由について該当す
るもの１つに○をしてください。

 ②　耐震診断　[　　年度]

 ①　資金不足のため

 ②　安全面で足りていると考えるため

 ③　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 ①　所有　 ②　民有地の借地　 ③　市有地の借地 　④　国または県有地の借地

  ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

 築[　　　　]年　 　または　 　[　　　　　　]年建築

ウ　構　造

シ　耐震工事を
　　実施してい
　　ない理由

 ③　今後も実施の予定はない

　カ　で②・③・④と回答した方のみ回答ください。
　　　月額　[　　　　　　　　]円

 ②　今後実施予定であるため　　　　　　　　→

 ①　耐震補強工事　[　　年度] 　→①を選択した方は
　　　　　　　　　　　　　　　　（３）へお進みください。

  ①　戸建て・[　　　]階建て　 ②　建物の1室（合築含む）

 ①　町内会単独で所有
 ②　共同で所有　(相手方:　　　　                        　　　)
 ③　借家または借間　月額　[　　　　　　　　　]円
   →③を選択した方は、ク・ケ・コをお答えいただき、(３)へお進みください。

　　　　　　[　　　　　　　　]㎡

・主な利用目的及び利用団体について当てはまるもの全てに○をして
ください。
 ①　自治会町内会の会議・行事など（総会・役員会等）
 ②　自治会町内会に関係のある団体が使用（社協・青指・
　 　スポーツ推進委員・子ども会・老人クラブなど）
 ③　自治会町内会の同好会(文化・スポーツなど）
 ④　市民活動団体
 ⑤　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ③　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）[　　年度]

前問で②～④と答えた方について、耐震工事を実施していない理由に
ついて該当するもの１つに○をしてください。

ス　耐震工事を
　　今後も実施
　　する予定が
　　ない理由

 ④   行ってない

　　　　　　　区

  ①　木造　　②　鉄骨造　　③　鉄筋コンクリート造

 ①　１日～10日　　②　11日～20日　　③　21日以上

 ①　耐震診断の結果、実施の必要がないため　→

サ　実施した
　　耐震対策

①、②を選択した

方は（３）へお進
みください
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（３）会館の整備予定はありますか。該当するもの１つに○をしてください。

①　あり　　　　　　　　　　　　　　　②　なし　→（５）にお進みください

（４）

（５）会館の整備予定が無い理由について、該当するものすべてに○をしてください。

（１）

　・実施していない　　　　　　　　⇒　　Ｄの欄に○

⑦　その他　[　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　　　　　　]

③　会員数が少ないので、会館は必要ない

④　現行の会館で十分なため、増築・改修・修繕等は必要ない

②　建設用地がない

→　３　自治会町内会の活動について　にお進みください。

予定している整備の種別について該当するもの全てに○をし、その予定年度を記入してく
ださい。　※整備予定年度については、未定の場合空欄で構いません。

　・活動を実施している　　　　　　⇒　　Ａの欄に○

 3　自治会町内会の活動について

　・今後さらに力をいれていきたい　⇒　　Ｂの欄に○

①　新築（購入）  [　　年度]    　　  ②　建替え　       [　　年度]

③　増築               [　　年度]　  　　 ④　修繕　         [　　年度]

⑤　耐震改修        [　　年度]             ⑥　その他改修　[　　年度]

      →よく借りる施設名を教えてください。[　　　　　　　           　　　　]

⑤　周辺の公共施設等が一時的に利用できるので、会館は必要ない。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （例：地区センター・民間施設等）

①　整備資金が不足している

　・今後縮小・廃止していきたい　　⇒　　Ｃの欄に○

⑥　マンション等の集合住宅の集会室が一時的に利用できるので、会館は必要ない

 右の表の①番から⑭番の各活動分野の実施状況について、 それぞれ次の
 とおり、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ欄に○ を記入してください。

 自治会町内会で行っている活動（分野）についてお伺いします。
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Ｂ Ｃ D

力を
いれて
いき
たい

縮小
又は
廃止

したい

実施し
ていな
い

（１）

 ４　自治会町内会への加入に向けての取組について

 未加入者（新たに引越しをしてきた方を含む）に対する加入の勧誘について、
 ①～④のなかで一番近いもの１つに○をしてください。

 ⑥　会員の健康づくり・スポーツ・レクリエーション
　　（ウォーキング会・ラジオ体操・運動会など）

 ⑩　交通安全活動　（交通安全運動期間中の啓発活動など）

 ⑬　福利厚生　（会員への慶弔事業など）

 ⑪　お祭り・イベントの開催　（催事・旅行会など）

 ⑭　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ⑨　温暖化対策　（啓発活動・緑のカーテン設置など）

 ⑫　仲間づくりを目的とした事業
　　（趣味の教室・地域交流拠点（サロン）など）

 ①　回覧板などによる情報の共有
　　（各戸配布、掲示板の管理など）

実施
して
いる

 ⑤　福祉事業　（高齢者や障害者への福祉活動など）

 ②　防火防災活動
　　（避難訓練の実施、防災マップの作成など）

 ③　防犯活動
　　（防犯パトロール、防犯灯の維持管理など）

活　動　分　野

【①番から⑭番それぞれについて記入してくださ
い。】

 ④　街の美化事業　（清掃活動・花壇設置など）

 ⑦　子育て支援　（親子の居場所づくりなど）

 ⑧　３R夢行動　（ごみの減量・再資源化）

  ③　積極的には行わない

  ④　行ってない→（３）へお進みください。

Ａ

  ①　積極的に呼びかけを行っていきたい

  ②　 どちらかというと積極的に呼びかけを行っていきたい
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（２）

（３）

（４）

（５）

  ⑧　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 (１)で 「④ 行っていない」に○をされた方 にお伺いします。

 加入をしない（断られる）理由として聞き及んでいる項目 全てに○ を
 してください。

  ①　人づきあいが面倒、おっくうだから

  ②　学生などの単身世帯が多く、加入に結びつかないと思うから

  ②　パンフレットなどをポストへ投函

  ⑨　支援は不要

  ⑥　会報の発行の助言

  ④　自治会町内会へのマンション建設の情報提供

  ⑤　不動産、住宅建築業界への協力要請

  ⑦　ホームページ開設の助言

 未加入者（新たに引越しをしてきた方を含む）に対する加入の勧誘について、
 ①～④のうち実施しているもの 全てに○ をしてください。

  ③　加入に際しては、相手からの申し出が大切だと思うから

  ⑤　加入の呼びかけをどのように行ったらよいか分からないから

  ①　勧誘を行う人手が不足しているから

  ⑥　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  ①　訪問して勧誘

  ④　現状の会員数が適当と思うから

  ②　転入者への自治会町内会連絡先の提供

  ⑥　引越す予定があるから、学生又は単身者だから

  ⑦　マンション（アパート）で、他に誰も加入していないから

  ③　班長や役員になりたくないから

  行っていない理由としてあてはまるもの全てに○ をしてください。

  ②　ほとんど家にいない、活動に参加できないから

  ④　会費を払いたくない、負担が大きいから

  ①　転入者への自治会町内会活動の周知

  ③　地域住民への自治会町内会活動の周知

 自治会町内会への加入に向けて、行政の支援として有効と考えられる項目
  全てに○ をしてください。

  ⑤　なにをしているのかわからない、加入メリットがわからないから

  ⑧　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  ③　お祭りやイベントのときにパンフレットなどを配布

  ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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（１）

（２）

（３）

（１）

　

自治会町内会が設置した防犯カメラはありますか。（ダミーカメラを除く）

 ②　ない

 ①　ある　（＿＿＿＿台）

 ②　行っていない

  ⑫　特に困っていない

  ③　未加入世帯の増加

  ④　会員の高齢化

  ⑤　特定の会員しか運営、行事に関わらない

  ⑪　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  ⑨　新旧住民の交流が図りにくい

  ⑩　外国人が増え対応が難しい（生活習慣の違い、言葉の問題など）

  ⑧　行政からの依頼事項が多い

  ⑥　活動費の不足

  ⑦　自治会町内会館がない

  ②　行事（祭り等）の参加者が少ない（内容のマンネリ化など）

 運営上課題となっている項目について、大きな課題順で ３つまでに○ を
 してください。

  ①　役員のなり手が少ない（役員の高齢化・負担が重いなど）

 ６　あなたの自治会町内会の運営上の課題について

５　防犯カメラの設置について

防犯カメラを自治会町内会で設置する検討を行っていますか。

 ①　行っている

下さい。

防犯カメラの設置や運用にあたっての課題、その他ご意見などがありましたらご記入
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（２）

（３）

（４）

（５）

ご協力ありがとうございました。

 役員のなり手を増やすため、工夫されていることがありましたらご記入
 ください。

 行事の参加者を増やすため、工夫されていることがありましたらご記入
 ください。

 ７　自治会町内会活動に関するご意見などを、ご自由にご記入ください。

加入世帯数を増やすための取組など、工夫されていることがありましたら
ご記入ください。

（１）で挙げていただいた課題について、ご意見などがありましたら、ご記入ください。
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