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自治会アンケート調査 

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ４ 日 

東久留米市市民部生活文化課 

 

1．調査目的 

本調査は東久留米市内の自治会組織運営や活動内容に関する実態の把握を行うことで、今後

の市の自治会活動支援の参考とし、自治会の活性化に役立てていくことを目的としています。 

また市では本年度中に、市内の自治会の活動を紹介する『（仮称）自治会活動事例集』を作成

する予定です。作成にあたっての参考資料としても活用させていただきます。 

 

2．調査項目 

本調査は大きく分けて以下の２項目についてお伺いいたします。 

・自治会の組織・役員・運営について 

・自治会の活動について 

 

3．ご回答をお願いしたい方 

平成２４年度の自治会役員または自治会活動の内容がわかる方のご回答をお願いいたします。 

 

4．アンケートの集計結果の公表について 

本調査の集計結果は、『（仮称）自治会活動事例集』に資料として掲載公表する他、自治会セ

ミナーをはじめとする今後の自治会活動支援のための資料として活用いたします。その際に、

個別の自治会名の記載は行いませんが、集計結果に記載された活動内容を参考にしたいという

他の自治会からの申し出等があった場合、個別に自治会を紹介することがあります。 

また本アンケートとは別に『（仮称）自治会活動事例集』の活動事例として掲載するため、個

別に活動の詳細をお伺いします。（→同封の「自治会活動事例調査シート」） 

 

5．アンケートの記入方法 

ご回答は、該当する選択肢の番号に“○”をつけるか、記入欄がある場合は具体的に文章で

ご回答ください。回答基準日は平成２４年６月１日とします。 

 

6．提出方法 

平成２４年度自治会補助金申請時に生活文化課までお持ちください。電子メールでの提出を

希望される場合は、ワード形式の調査票をお送りしますので、下記アドレスまで送信先のメー

ルアドレスをお知らせください。 

【生活文化課メールアドレス】seikatsubunka@city.higashikurume.lg.jp 

 

7．提出期限 

平成２４年６月２９日（金） 

調査票 
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～・～・～・自治会アンケート・～・～・～ 

自治会名：                    

 

自治会の組織・役員・運営について 

問1．自治会の結成時期について教えてください。 

・昭和20年以前 ・昭和20年代 ・昭和30年代 ・昭和40年代 ・昭和50～60年代 

・平成以降 ・不明 

 

問2．自治会の形態について、いずれかに○をつけてください 

・戸建住宅のみ   ・集合住宅（団地・マンション等）のみ   ・戸建と集合住宅の両方 

 

問3．自治会の状況について教えてください 

①加入世帯数       世帯 

②班・組数  ・ある       班（組） ・ない 

 

問4．現在の会長の年齢について、いずれかに○をつけてください。 

・20歳代  ・30歳代  ・40歳代  ・50歳代  ・60歳代  ・70歳代以上 

 

問5．現在の会長の性別について、いずれかに○をつけてください。 

・男  ・女 

 

問6．現在の会長の会長歴（通算）について、いずれかに○をつけてください 

・1年未満   ・1年以上3年未満   ・3年以上5年未満   ・5～10年未満 

・10～15年未満   ・15～20年未満   ・20年以上 

 

問7．役員はどのような方法で選出していますか。いずれかに○をつけてください 

 
推薦 

役員内の 

互選 
輪番選 選挙 抽選 

その他 

（具体的に） 

会 長       

副会長       

会 計       

監 査       
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問8．役員の任期は何年ですか。いずれかに○をつけてください 

 
１年未満 １年 ２年 ３年 ４年 ５年以上 

決まって

いない 

会 長        

副会長        

会 計        

監 査        

 

問9．会長や役員の交代が円滑に行われるような工夫をしていますか。 

・している（工夫の内容を書いてください） 

 

 

・していない 

 

問10．役員交代時に自治会業務内容の引継はされていますか。いずれかに○をつけてください 

・されている  ・十分でないがされている  ・全くされていない 

・その他（                                 ） 

 

問11．役員交代時の自治会業務内容引継はどのような形でされていますか。該当するものに○をつ

けてください（複数回答） 

・マニュアルを作成  ・紙文書（これまでの文書を綴ったもの）  ・口頭 

・データ（これまでの文書を電子データ化したもの等）  ・その他 

 

問12．役員会は、年に何回開いていますか。 

・総会のみ  ・年に2～5回  ・年に6～10回  ・年に11回以上  ・開いていない 

 

問13．会費について伺います。 

①会費は徴収していますか。いずれかに○をつけてください。また、徴収回数は年何回ですか。 

・徴収している（年    回徴収）  ・徴収していない 

②１世帯当たりの会費（年額）はどのくらいですか。  年       円／世帯  

③会費以外の収入はありますか。（例：補助金や助成金） 

・ない ・ある（具体的に：                          ） 
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問14．会員名簿について伺います。 

①会員名簿を作成していますか。 

・作成している  ・作成していない 

②会員名簿の更新時期を教えてください。 

・１年更新 ・２年更新 ・３年更新 ・４年更新 ・５年更新以上 ・不定期 

③名簿の取扱いについて教えてください。 

・会長のみ所持  ・役員のみ配布  ・加入世帯全戸に配布  ・その他 

 

問15．自治会の集会施設（自治会館等）はありますか。 

・あり（自治会所有） ・あり（借用・他団体と共用） ・なし 

 

問16．問15で集会施設が「あり（自治会所有）」と回答した自治会へ伺います。 

集会施設の築年数についてあてはまるものに○をつけてください。 

・５年以内 ・６～10年 ・11～20年 ・21～30年 ・31～40年 ・41年以上 ・不明 

 

自治会の活動について 

問17．自治会活動のメリットについて、該当するものすべてに○をつけてください。 

・知り合いが増えた  ・隣近所との会話が増えた  ・住みやすい地域になった 

・行政に要望しやすい  ・地域の情報が入りやすい  ・特にない 

・その他（                                   ） 

 

問18．自治会で実施している活動について該当するものすべてに○をつけてください。 

・地域の清掃などの環境美化活動  ・災害予防や災害対策などの防災活動 

・交通安全推進活動  ・子どもの安全の見守りなどの活動  ・広報紙の発行 

・空き巣、暴力行為防止などの防犯活動  ・高齢者、障害者支援などの保健福祉活動 

・子どもの教育、乳幼児保育などの子育て活動  ・防犯灯の維持管理 

・パソコン教室、生涯学習などの教育学習活動  ・祭りや伝統芸能などの維持、保存活動 

・音楽、スポーツなどの趣味のサークル活動  ・懇親会、旅行会などの親睦活動 

・行政機関や議会などへの陳情活動  ・共同募金などの徴収活動 

・その他（具体的に                                 ） 

 

問 19．問 18の活動のうち、特に積極的に取り組んでいる活動内容を教えてください。活動事例を

『（仮称）自治会活動事例集』へ掲載する場合がありますので、差し支えなければ、そのときの記録

や写真を添付してください。 

  （→別紙『自治会活動事例調査シート』へご記入ください。） 
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問20．自主防災組織は結成されていますか 

・結成している（結成年度：   年度 名称：                    ） 

・結成していない  ・立ち上げを計画、準備している 

 

問21．自治会、自主防災組織で防災訓練は実施していますか。 

・している  ・していない 

 

問22．各種団体との連携はありますか。該当するものすべてに○をつけてください。 

・老人クラブ ・地区青少協 ・防犯協会 ・交通安全協会 ・小中学校ＰＴＡ ・消防団 

・消防署 ・警察署 ・民生委員 ・地元企業や商店 ・他の自治会 ・市民活動団体 

・他団体との連携はない ・その他（                        ） 

 

問23．自治会を運営するなかで特にどのようなことに困っていますか。（５つまで） 

・役員のなり手がいない  ・役員の負担が大きい  ・役員が高齢化している 

・回覧が多い  ・未加入者が多い  ・新旧住民の交流が難しい 

・世代間の交流が難しい ・会員が無関心で協力が得にくい ・活動のPRが不足している 

・活動の参加者が少ない  ・特定の人しか参加しない  ・活動内容が慣例化している 

・活動する場所がない ・予算が少ない ・活動中の事故が心配 ・他地域との連携が弱い 

・その他（具体的に                                ） 

 

問 24．問 23で○をつけた課題について、貴自治会では課題解決のための取組を検討・実施してい

ますか。検討・実施されている場合は、その取り組み内容をご記入ください。（自由記述） 

 

 

 

 

問25．現在、自治会で抱えている問題や不安について、主なもの３つに○をつけてください。 

・水害や地震などの災害問題  ・お祭りなどの存続問題  ・空き巣などの防犯問題 

・高齢者福祉の問題  ・不法投棄などの環境問題  ・未加入等自治会の運営の問題 

・道路や側溝の維持管理問題  ・特にない 

・その他（                                   ） 

 

問26．加入促進のためにどのような取り組みを行っていますか。 

・自治会で作成したポスターやチラシを配布するなど啓発に努めている 

・戸別訪問して加入を呼びかけている    ・特に何もしていない 

・その他（                                   ） 
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問27．自治会地域内の新築マンション・アパート、新築住宅への加入の働きかけをしていますか。 

・行っている ・行っていない ・新築がないので行っていない 

 

問28．自治会活動において、市からどのような支援が必要だと思われますか。（５つまで） 

・今のままでよい   ・補助金等活動資金の助成の充実  ・活動に必要な物品等の提供 

・他の自治会との交流機会の提供  ・他地域の活動等の情報提供 

・研修・講座・セミナー等学習の機会の提供  ・行政との情報交換の機会の提供 

・転入者への自治会連絡先の提供  ・不動産業界等への協力要請 

・地域住民への活動の周知  ・住宅建設情報の提供  ・支援は不要 

・その他（具体的に                                ） 

 

自治会連合会について 

問29．東久留米市自治会連合会へ加盟していますか 

・加盟している（→問32へ）  ・加盟していない（→問30へ） 

 

問30．『問29』で加盟していないと回答した自治会へ伺います。加盟する予定はありますか。 

・加盟したい  ・活動内容が分かれば加盟したい  ・加盟する予定はない（→問31へ） 

 

問31．『問30』で加盟する予定はないと回答した自治会へ伺います。加盟しない理由は何ですか。 

・加盟するメリットがない  ・会費が払えない  ・連合会の存在を知らない 

 

その他 

問32．地域に関する課題等がありましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

設問は以上です。ご協力ありがとうございました。 


