
データの個数 / 番号列ラベル
行ラベル (空白) 男性 女性 その他 総計
～10代 13 21 34
20代 87 89 176
30代 1 120 159 280
40代 4 152 189 345
50代 4 162 177 343
60代 9 104 91 2 206
70代以上 7 111 80 3 201
(空白) 52 11 16 5 84
総計 77 760 822 10 1,669

自治会についてのアンケート　集計結果

回答者の属性



Q1 あなたの状態について教えてください

回答 アンケート回答総数　1669

データの個数 / Q1-1市内在住 1486

データの個数 / Q1-2転入予定 37

データの個数 / Q1-3転出予定 60

Q2 自治会の加入状況についておしえてください

回答 回答

データの個数 / Q2-1 　市内で加入 1012 データの個数 / Q2-6 役員してる 128

データの個数 / Q2-2 市外で加入 27 データの個数 / Q2-7 ごみ集積場所管理 180

データの個数 / Q2-3    今後加入予定 20 データの個数 / Q2-8 子どもの見守り 39

データの個数 / Q2-4 加入していない 317 データの個数 / Q2-9回覧板廻し 557

データの個数 / Q2-5 わからない 211 データの個数 / Q2-10 会費払う 474

データの個数 / Q2-11 特にない 189

データの個数 / Q2-12 わからない 153

Q3 自治会は地域に必要な組織・活動だと思いますか？

回答

データの個数 / Q3-1 思う 854

データの個数 / Q3-2 思わない 160

データの個数 / Q3-3 活動を知らない 295

データの個数 / Q3-4 わからない 263

・「思う」人が半数以上です。(854/1669)
・「思わない」よりも「活動を知らない」の方が多いです。

・市内在住が89%で大半を占めています。

ご自身の自治会活動について教えてください

・加入、加入予定者の比率は６２％  (1,059/1,669)  です。
・自治会活動は、「回覧板廻し」、「会費払う」、「ごみ」、「わからない」、「役員」と続きます。



Q4 自治会活動に関するイメージ・あなたの思いを教えてください。

良いイメージ（メリット） Q4-8その他　自由記述

データの個数 / Q4-1 地域が明るくなる 419 イベント

データの個数 / Q4-2 災害時に助け合い 962 イメージない

データの個数 / Q4-3 犯罪から守る 574 ごみの管理

データの個数 / Q4-4 交流の場 454 ごみの管理、イベントの開催

データの個数 / Q4-5 高齢者・子ども見守り 605 ごみを捨てられる（集積場に）

データの個数 / Q4-6 市の情報が入る 635 ごみ捨て場を使用できる

データの個数 / Q4-7 良い点はない 130 ゴミ集積場の管理が良い

データの個数 / Q4-8 その他 28 ゴミ出し、近所の助け合い、大事

ゴミ置場がキレイに保てる

マンションでは特に必要ない

ルール、ごみ

わからない

会長が良い人

近所と知り合いができる

近所の情報が入る

近所の人の顔を知れる

近所の方の顔がわかる

近隣の付き合い・助け合いは必要

子ども会主さいの事業

自治会の事をまったく知らない

情報をあまり知らない

誰が住んでいるかわかる

特にない

特になし

日常生活に必要

不明

無し

有志で子供に勉強を教えてくれる

(空白)

総計

・「災害時に助け合い」の票数が全ての設問で最も多いで
す。自治会未加入者からも票が多く入っています。
・次いで、「見守り」、「犯罪から守る」、「市の情報」が入るな
ど、眼に映ることへの票数が多くなっています。



Q4 自治会活動に関するイメージ・あなたの思いを教えてください。

悪いイメージ（デメリット）

データの個数 / Q4-9 付き合い面倒 347

データの個数 / Q4-10 役員嫌だ 719

データの個数 / Q4-11 未加入で困らない 301

データの個数 / Q4-12 負担が重い 422

データの個数 / Q4-13 会費払いたくない 190

データの個数 / Q4-14 なんとなく嫌 73

データの個数 / Q4-15 悪い点はない 156

データの個数 / Q4-16 その他 61

回答アンケート総数 1,669

Q4-16その他　自由記述

・要、不要の活動が人により異なり難しい　・マンションの活動と
重複がある

あると良いと思うが自分ではやりたくない

いじめにつながりやすいママ友関係のストレスになりやすい
ねたみはおそろしい　今色々事件があるので、そのきっかけに
なりそうでこわい

おしつけられている感じがする

お年寄りが多く、体制が古い

お年寄りも役員やりたくないとぶつぶついっている。これよりも
お年寄りの会としてとしよりだけであつまる場つくれば？自治
会班長会議の弁当代ムダ。年寄り老害の会。新入りいじめの
場と２８歳の時班長会議にでて思った。コロナ禍でも回覧普通
に回す。

コロナ禍で活動が少なくなっている

コロナ禍の中、顔合わせ等色々だが、大変（小さい子もいるの
で）

なし

やる事が多い

よくわからない

よく分からない

委員の活動のための負担の多さ

何も自分に関わらないものが多い

会合内容が中々まとまらない

会費が安いと助かります

会費が高い

・他の設問を大きく上回るのが「役員嫌だ」となっており、２番目の「負担が重
い」も合わせ、自治会運営に携わることへの負担感が強く出ています。



会費の使い込み

会費を払っても明細がでない

会費明細不明

回覧板がめんどう→回覧から外してもらった

回覧板が不要

回覧板の回数多過ぎる

回覧板はオンライン化してほしい

各自治会で会費ちがう。とくに家の地域は高い。いらないチラ
シも届く。

茅ヶ崎の防災放送が聞き取りづらい

旧態依然としている

協力したくても仕事等で防災訓練や役員として参加できてい
ないので心の負担がある
強制的に募金の集金があり、役員だと各家庭に個別訪問する
必要があり、大変。募金の強制はやめてほしい。

個人その人の動きが不明、防災に用をなさない

古くからの住民に口出すなと言われたので退会

行事等の必要性が人によりちがう　（地の人が強いイメージ）

高れい者の方の集まり

高齢の昔から住んでる

仕事で帰りも遅くなる為

仕事で出席できない可能性大。

仕事と自治会の両立が難しい

自治会の事をまったく知らない

自治会の役割がよくわかりません

自治会全体で質が決まってしまう

自治会費の使途不明

集金するなどが面倒

住民が昔ほど協力的ではない

情報をあまり知らない

新しい形を探しても良いと思っております

人間関係

働いていると自治会は大変



Q5 今後、どのような自治会活動が必要になると思いますか？

回答 Q5-10その他　自由記述

データの個数 / Q5-1 運動会、敬老会 124 ごみ出し

データの個数 / Q5-2 地域事業 (祭り等) 250
どのようなことをしているか知らないので何が必要かもわからな
い

データの個数 / Q5-3 子ども見守り 524 稼げる自治体

データの個数 / Q5-4 居場所づくり 224 回覧板を回す意味がよくわからない

データの個数 / Q5-5 高齢者福祉活動 429 海外からの移住者のまき込み

データの個数 / Q5-6 清掃活動 323
人との交流のない　新しい世代（Ｚ世代）に合わせたコミュニティ
方法を考える必要がある　ネット交流のみにする等

データの個数 / Q5-7 防犯/防災 698 他のものへ変えるかやめる。

データの個数 / Q5-8 まちづくり 168 地域全体のコミュニケーション

データの個数 / Q5-9 ない 139 防犯/防災はもっと必要になると思う

データの個数 / Q5-10 その他 9 (空白)

総計

回答アンケート総数 1,669

Q6 今後、どのように自治会活動に関わりたいですか。

回答 Q6-11その他　自由記述

データの個数 / Q6-1 役員として 10
８０才過ぎてから班長（組長）はできなくなる　その場合、自治会
を抜けるのか？

データの個数 / Q6-2 役員でなくても一緒に 303 なくてもよい

データの個数 / Q6-3 地域で必要な事業話し合い 65 ふたんが大きくなるようなら抜けることも考えたい

データの個数 / Q6-4 数年に一度班長 195 メリデメが整うなら考える、半強制のうちは入りたくない

データの個数 / Q6-5 興味有の行事参加 271 加入したくない

データの個数 / Q6-6 知人と一緒なら協力 93 回覧板のみならやる。

データの個数 / Q6-7 会費だけ払う 193 関わりたくない

データの個数 / Q6-8 最低限の当番回覧 355 関わりたくない、目ざわり

データの個数 / Q6-9 本当は抜けたい 75 寄附金が多すぎる

データの個数 / Q6-10 わからない 265 現交通安全指導員としてやっているので仕事もあるので時間

データの個数 / Q6-11 その他 17 高齢者のためできず

必要最低限の負担だけなら再加入したい

回答アンケート総数 1,669 無くても良い　窓口は市で良いと思う

役員になるのはイヤだ、、仕事もあるので

(空白)

総計

・「防災/防犯」、「子ども見守り」、「高齢者福祉」の３つに多くの票が集まっています。
・「海外からの移住者巻き込み」、「ネット交流の推進」など新しい視点でのコメントも寄せられています。



Q7 自治会活動に関することについて、自由な意見をお聞かせください！
回答

1 ・ゴミ収集のためだけで加入せざるをえない　・個別回収ができれば自治会は不要、自治会費でゴミの個別回収はま
かなえるはず。

2 ・自治会の役員、会長など、若い人の参加があまりにも少ない。　・若人が参加しないと今後は継続不可だと思う。
3 2022　12/6転入しました、よろしくお願いします。　12/24

4 ２０代の大学生や就職して間もない人（実家暮らしの人。両親と暮らしている）あまり自治会活動に参加する機会がな
いように思う。もっと若者が活躍できる機会があれば、ぜひよい町づくりに貢献したいです。（２１さい大学生）

5 7～8年役員経験があるが、新役員の選出に苦労した。

6 PTAの役員として自治会活動に関わりましたが正直言って子育て中の役員は負担が大きすぎる。自治会役員になると
負担が大きすぎるのでそこまでは勘弁して欲しいというのが本音です。

7 ある程度の活動は必要だと思うが、それがあまりに私生活を圧ぱくするようだと本末転倒だと思う。互いに程度のよい
きょり感が大切では・・・

8 いらない
9 お祭りが楽しみでした！！

10 こまかな収支報告などがなくどんな活動に使用しているかが不明りょう

11 ゴミが有料にするので、ゴミ捨て場の問題を班長だけが背負うことが多くなると思う。自治会とは関係ないが、個別収集
をもう１度検討してほしい！！！！！

12 ごみの収集・分別が重要なので、方法が変わる時は紙面等での説明をお願いいたします。

13
ゴミの出し方のマナーを守らない人がいるのは困る（バケツで出す決まりがあるのにレジ袋で出して、カラスにつつか
れても知らぬフリをする人がいるのは困る）
回覧を回す際、「１部ずつ取って回して」などの指示を書かずに回してくる（組長さん？）など

14 ごみの当番が面倒だなあ位です。
15 ごみ管理は必要と思うが、他の仕事の必要性はわからない
16 ゴミ捨ての管理以外で必要と思えない
17 ごみ集積場所について、どこの場所に、どの種類のごみが捨てられるか、明示すべき。
18 ゴミ出しが守らない人がいて。困る
19 ゴミ当番やめたい。

20 コロナで自治会活動が中止になっているのに例年通り会費を納めるのはおかしいと思う。出費が減っていいるのだか
ら、会費を免除するとか考えて欲しいと思う。

21 コロナで集会がないのに会費が同じなので何に使っているのかはっきり教えてほしい。
22 コロナで中止やりすぎではないでしょうか？
23 コロナ禍で活動が少なく、正直どんな活動に会費が使われているのかわからない。

24

コロナ禍で地域の交流がない中で、自治会に入っているものの、回覧板回しにも必要性は感じない。（中学校等のお
たよりだけ定期的に回されても・・・）自治会に入っているのなら、自助共助の一端でもにないたいと思っているが、そ
のような話もないし、自治会の防災倉庫の位置もほとんど知らないと思う。せめて自治会内だけでも有事の際の事や、
防災倉庫内の物とか共有した方がよほど有効だと思う。

25 コロナ拡大になってから別になくてもやっていける気がする。集会もなくなったから。
26 そもそもどのような活動をしているか知らない。
27 だんだん高齢になってるので自治会はありがたいです　会費は振込にしてほしい
28 どうしようもないほど非協力的な人がいます。防災とか目的を絞った活動が良いと思います。
29 どうやったら入会できるのか分かりません（最近引っ越してきたのですが）
30 とくにありません
31 なりてがいないですね。一度役員になるとやめずらいです。

32
ボランティアではなく、一つの市のしょくぎょうとして作り市の予算等で運営する組織を別に作る必要がある。ボランティ
アや希望者のみですといつかつぶれるし、積極的な人間ほど損をしてしまうようになる。特にこれからのＺ世代は自分
の利益しか考えない世代なので３０年後には自治会はなくなっている気がします。

33 マンション入居時は（３０年前）必要なことと思ったが、皆高齢で年中行事催しなくなり必要性感じるとすれば今後の震
災避難情報くらいの為だとくらい思う　1人暮らしで率直に不要とかんがえる。

34 メリット無く、お金だけとられているイメージ
35 もっと気軽に
36 よくわからない
37 以前に持ち回り制で役員活動をしていましたが、近所の方と仲良くなれる機会をもてて良かったと思います。

38 一人暮らしだと横の繋がりが全くない。楽だけど少しさみしい感じもするので、繋がりを作れる機会が出来るとうれしい
し安心です。

39 引っこしの際に自治会に関する案内があると良い

40 引っ越して1年足らずで組長をすることになり、よく分からない中で進めていくことが大変。連絡先等不明。データが増
えるとうれしい。お金のお預かり不安。口座等あるとうれしい。

41 運動会、地域のお祭りなど準備、開催に対する負担が大すぎる（やりたい方が運営している自治会は良いがくじ引き
で役員を決めいている自治会だと本当に大変）

42 家の近所の方が。高齢で、役員などの回りが早く、ふたんになっていたので、抜けました。仕事もしていると、ふたん
が、大きく。感じました。

43 会議など話し合いの場など仕事していたり子供が小さいなどだと、参加むずかしい。夜は出たくない。
44 会費にあった還元を感じられない　来年から有料の袋を配るなどしてほしい
45 会費は払っていますが、ちょっと高い気がする・・・普段特に何もないので。できれば抜けたいが気まずい・・・



46 回覧板くらいしかやっていないことを考えると、必要がないと感じる。回覧板も名前記入されており、そんな時代でもな
いと思う。電子化すればいい。

47 回覧板ではなくweb上で情報を発信するかたちに変えてほしい。町内会に入らないと、ごみ捨て場を利用できないの
はやめてほしい。→有料化に伴い藤沢市のように戸別回収してほしい。

48 回覧板と募金以外の活動が見えず新しく引越してきた方は加入していない人も多いのは致し方ないと思う。しかし、自
助は災害時等の助け合いは不可欠だと思うのでもう少し啓発活動があってもよいのではと思う。

49 回覧板などはネット上にしてほしい。連絡もグループラインにしてほしい。
50 回覧板の形式をアップデートしてほしい。
51 回覧板回しが負担です。
52 回覧板回しは今の時代あまり必要性を感じない

53
活動されている方はいつも同じ人達ばかりで本当に有難く思っています。地域のために皆さん良くやってくださってい
るので、自分に出来ることがあれば少しでも参加したいと思っています。人のつながりが薄くなってきているので自治
会活動はとても大切だと思います。

54 活動のアピールが今一歩のような気がします。
55 活動の実体がよく分からない。
56 活発な地域なので安心できる。
57 茅ヶ崎のため頑張ってください。

58 茅ヶ崎の一部、高齢者が多い所など地域が協力しないといけないと思っています。これから増々そう言う状況になると
思います。

59 共働きなので班長などの役職につくのは難しい。役職をやるのであれば抜けたい。若い世代は免除してもらえるとあり
がたい。リタイアしたころにならやっても良い。

60 元気な地域でより住みやすい茅ヶ崎にしたいです。みんなで力を合わせたらいいですね。
61 現在借家（マンション）のためか声掛けなし。家所有の際にはこちらから入会希望を出したい
62 現状は仕事等で忙しく、関わりが余り持てていないが時間にゆとりが出来た際には積極的に関わって行きたい。
63 現代では地域差はあるとは思いますが町内での差別等が生じると思うので必要ではない。
64 古くから住んでいる人々のコミュニティーに入りにくい。入れてもらえなくて、やめてしまった。
65 交流事業がさらに活動的になれば良いと思います。（高齢者と若者）
66 行政が本来やる事を下請けに出している感じ。

67 高令化が進んで、いるが、個人情報が足かせとなって、なかなか前に進めないところがある。隣組のように、近所の
方々の交流を深める方法を考えていくことが重要かと思います。

68 高令化が進んでいて役員停年８０才なのだが、回数が近い　数年後には３年に１度位の割合になる（若年層）

69

高齢の人が現在多くおとしよりの集まる場所があったらと思う　たとえば空家を利用したりおにぎり等を作り少々お金を
いただき運営出来たら地域の人達も活気が出ておとしよりの楽しみもらえるかもね。藤沢のボランティアに行ってます
がボランティア活動してる所が沢山あります。お年寄りも元気にお弁当を10時～3時に行ってますが、おしゃべり運動、
マッサージすばらしいと思っています。茅ヶ崎にもこんな活動があったら活気が出て楽しくなるかもね！

70 高齢化が進み役員になっても活動等出来る人がおおくない、若い人にばかり負担になっているし、ますます、なって
いく

71
高齢化が進んでいて、役員のなり手も限られている市役員会を開いても、話の内容が全員に伝わっているとは思えな
い。（軽い認知症や軟聴等）かと言って、全員でそのことを話す事もできない。どうどうめぐりしている感じ。若い人は仕
事があり、時間的余裕はとても無い。将来的にけんせつ的な自治会はどうしたらいいのかが課題だと考える。

72 高齢者と暮らしているので、自分が仕事の時など見回りしてくれると助かる。
73 今の時代に自治会活動が必要とは思わない

74
今年度役員をやりましたが、自治会の在り方を見直す時期にあると思います。しかしながら、世代間での意識の違い
等でぶつかる事も多く、大変しんどい１年です。個人的な考えが強く出てしまう自治会は、新しく加入したいと思う若い
世代は少なくなると思われます。

75 再度、目的・目標を決め直す必要はあるのでは？今のままでは無くても困らない。

76 妻に負担がかかると思うので、一人で決められない。
77 災害が多く、地方から来た一人ぐらしだと地域との関わりがないのでそういう人もかかわりたい。
78 参加や役員を強制されるようなイメージがあるので、そういう活動は嫌だなと思います。

79 仕事や学校のことで時間や体力が無いので、集金は引き落とし、回覧板はＬＩＮＥ配信等「係」的な負担を無くせれば
いい。生活に余裕が出てきたら協力したい気持ちはある。

80 子どもがいるので地域のイベントに参加できればと思って入りましたが、コロナで全て中止なので、入らないでもよかっ
たなと思っています。

81 子どもたちの安全を守ることなどには参加したいです。

82
子育て世代にとっては週末夜の集まりや行事の準備はとても負担であり、子どもを一人で留守番させたりする必要が
あったりするので大変です。また、役員が自動的（強制的）に回ってくるため、そこは出来る人、やりたい人がやれば良
いと思う。

83 子供がいないのであまり参加したくない。
84 子供達の見守りをしていただいて大変使っています。朝早くからありがとうございます。
85 市のHPからの発信や、ツィッター、広報紙で情報はまかなえると思います。

86 市の下請けでもあるが、やむを得ない。地域にコミュニティーとして必須。補助、相談を強化するべし、但し、イジメは、
ほどほどに　特に押しつけは？

87 市の情報はＨＰで分かります。自治会の役割を高齢化や共働きが？
88 自治会がよくわからないが現在何か困ったりしていないので関わらなくてよいなと思う。
89 自治会って何？って聞かれてもよく分からない。



90 自治会でなければ出来ない活動なのか、ということに疑問がある。

91 自治会で組長兼理事になる事がある　来年度、組長を引き受けると２回連続で理事を兼ねる事になる。理事は引き受
けられない。

92 自治会とは関係ないとは思いますが、、、もっと子供達が遊べる場所（公園）を茅ヶ崎市に増やしてほしいと思います。
公園と書かれていても、ベンチだけ

93

自治会に加入していないとゴミ集積場所にゴミが出せないので加入している。茅ヶ崎は道路がせまく、ゴミ出しの場所
がたりない。大きな家がなくなると、土地が分割されてもともと１だったものが、４とか６に増えて、ゴミ出しスペースがなく
なる。土地を分割して分譲する際は、必ずゴミスペースを確保しないと（１→２に増えるだけでも）ゴミ出し場所スペース
がたりないので、争いのもとになる。安易に土地分割して、家を複数たてる際はゴミをよく考えてほしい

94 自治会に加入してない方のゴミの出し方が悪い

95 自治会に入ってはいませんが、いつも役員の方が、ゴミ出しの準備をしてくださって、ゴミが出しやすいので、ありがた
く思っています　茅ヶ崎はゴミ出しのマナーが良い方が多い印象です

96 自治会の加入をもっと推進して、ゴミの出し方等徹底する機会があったら良いと思う。（他の地域の方もゴミを出しに来
て、沢山あるので、カラスに狙われ近所に撒き散らされる）

97 自治会の定義がよくわからない
98 自治会はあっていいと思います

99 自治会は地域に必要なものだと思うが負担がかかるのは大変なので全員が関われるような仕組みにしていけたら加入
が増えていくと思う。

100 自治会は必要だと思いますが、加入していなくてもいいかと感じる事があります。近隣の人とのつながりが本当にない
為

101 自治会は必要だと思いますが、高齢に成って苦痛に感じています。皆様には感謝しています。
102 自治会は必要ないと思います。やりたい人がやる。選択制がいいと思います。

103 自治会活動について、さほど必要性を感じてはいない。地域全体の住民が、ムラなくコミュニケーションが取れる環境
であり、数多くの意見が聴聞出来れば良く思う。防犯やセキュリティーは強化を常にして欲しいと願う。

104 自治会活動についてよく把握できていないので、まず活動内容を知りたいです。
105 自治会活動は、大切だと思ってます。

106

自治会活動はボランティアだと思いますが、負担が大きく責任も重いと感じます。一度役員をやるといつまでも抜けら
れません。抜けてもまた声がかかり、私は７年やっています。それなりに時間をとられます。自治会はなくなると困ると思
いますが、今のままのやり方では続いていかないと思います。好きで活動している人の方が少ないと思います。公平に
負担して同じ人が何年もやらずにすむようになってほしいです。

107 自治会活動を活性化させていくことが必要と考えています。

108 自治会費がコロナ禍で行事が行われていないが、普通にちょう集されるのは、いかがなものか？会計報告でカラオケ
代とあったりしたが、誰がやるのか？不信が残ります。

109 自治会費や赤い羽根（寄付）の集金などの方法を電子マネーでの送金や振込などにしてほしい。集金に回られる班
長さんのご負担が気になるので。会議もZOOMでできるようになると良いですね！

110 自治会役員＝偉いと思っている人がいるのでイメージが悪い
111 自治会役員の方は本当に良く活動して下さっています。感謝です。
112 自分の住んでいる地域に自治会って有りますか？

113
自分の班は６世帯だけなので組長での集金はしやすいが、もっと多い世帯の集金をされる方は小さい子どもが居た場
合、大変だと思う、（浜降祭の休憩所手伝いなども）クリーン清掃もちゃんとやる班とやらない班が決まってて不平等を
毎回感じる。防災訓練変わらず必要だと思う。

114 自由さと明確なメリットの提示が必須。つきあいでとか義務は負担でしかないので。。。入会することで得られるものが
魅力的ならば人は集まるとおもいます。

115

実際どんな活動をしてくださっているのか知らない。個人的にはイベントとかお祭りが好きです。選挙でも思うが、「～
をします！！」だけでなく、それをすることによってどんな意味があるのかを伝えてほしいと感じた。お金を使って、み
んなが喜ぶことを呼びかけ、人を集めるのではなく、なんのためか？が大切だと思う。市民の意見をより多く聞き、かた
よった意見にならないようにしてほしい。わたしは今２３歳なのですが、周りに子どもができた同期が多いので保育の面
でも手厚くしてあげてほしい。保育園の給料について園長がきめているため、安すぎると感じた。資格をとったすばら
しい職なのでぜひ見直してほしい。もらえるべき人がもらえる社会になってほしい。

116 若いころは忙しいので自治会の活動に参加をする事が出来ない時もありました。高齢になり、人の助けも必要となった
時に自治会がその役割を担っていただくと良いなあと思いました。

117 若い人、男の人が役員等せっきょく的に参加したらよい

118
若い世代が参加しやすい新しい形を探していきたいです！自治体という抽象概念で、多機能（防犯・福祉・居場所
等）をなんとなく処理しない方が良い。一つ一つの機能に分け、それぞれの課題に対して、適切な事業体を作ってい
くべきと思います。真正面で主体的な人に負担が集中する形が今の状態。

119 若い方が活躍できるようにしてほしい

120
若者転入者を嫌う人が居ると面倒。大変で付き合っていられない。ここの生活パターン等受け入れてもらえないと、役
員になっても嫌味を言われ仕事も出来なくなる。良いところが有るのも分かるが、悪いところが多すぎて必要性を感じ
ない。

121 住民の全員参加を原則に住んで欲しい。
122 住民の多くが住んでよかったまちと感じられる活動を行っていく。多様性に対応したイベントの開催
123 順番の班長以外は役員が高齢者ばかりで自分も高齢だが活動がおもしろくない
124 小さい子供がいると参加が大変なためお金で解決できるならそうして、集まりはなくしてほしい。

125 人はひとりで生きていない。皆様とかかわれることは大切なこと。役に立つというより、参加していることの意味が大きい
と思う。

126 数年自治会がなかったので、あまり不便さを感じていませんので、なくてもよいかなと思います。



127
数年前から引っ越してきましたが、昔から住んでいる方が声をかけてくださったり、子供会でお祭りなどをしてもらって
いて、とてもありがたいです。災害時にも助け合えるし、子どもにとっても地域防犯にはとても重要なので、自治会は是
非あって欲しいです。役員の方は皆高齢化が心配です。

128 全く情報がなくて　何もハアクしていません
129 他のかたちやAI活用によってあるなら見直してもいいかも。アナログで全て行う必要はないと思う。

130
大学のために転居してきたが、不動産の方からも近所の方からも自治会のことを聞いたことがなく、また、加入方法も
分からない。今後、茅ヶ崎で身を落ち着けるのであれば加入も検討したいが、何の方法も会費も分からないため、そう
いった方法を転居と同時に通知頂きたかった。

131 単身の人間が活動に参加しやすいイベントがあると良いと思います。単身の者が入るきっかけがないので、入っており
ません。

132 地域・自治会活動も高齢者等を配慮してうまくやっているようです。
133 地域で必要な活動と感じます。近りんの方々で協力共有出来る様今後継続をお願いします

134
地域のつながりは必要だとは思老いますが、、、以前、浜降祭の年に組長になり、１件１件協力のお願いをしたり、そ
の年の祭事に参加したりと休日に何かと出ることになりました。なかなか大変でした。近所の方々を知ることができたの
はよい機会でした。火災があった時のことを考えるとお互い顔がわかるので安心できると思います。

135 地域の交流の為ということで加入せざるを得なくて、茅ヶ崎に住んで約２年、回覧板以外で自治会で何をしているのか
わかりません。正直このご時世いらないと思います。

136

地域の重鎮が企業のように自治会を回す為、昼夜、深夜とわず連絡が来る。無給の副業のよう。祭に常に売上目標な
ど、会議も高圧的な方がいて、暗い。役員にあたってしまい、休日はほとんど役員の仕事に（夫）なり土日もワンオペ育
児、あやうく離婚しかけました。地域活動に熱心なだんな様のおたくが実際に離婚された方２件あります。（小さな地域
なのに）地域活動で人生をかえたくないです。自治会の意義もよく理解していますが、右記のような状況では、ただた
だ辛いです。順番がまわってきた時は、夫婦で協力して頑張りましたが、今は介護の方で忙しく。若い頃より無理がき
かないので脱会しました。

137 地域の清掃活動はやりたいし、やっていくと町がきれいなのはいいことだたと思うので参加したい。

138 地元民のしがらみが強く、新規転入者にとって壁がある。住民税を払っているので、市がもっと負担するべき。そうす
れば自治会は無くても良い。

139 賃貸で住んでいると、自治会に入っているかすら分からない。そして新参者なので昔から住んでいる人たちからの目
が厳しく、住みづらさも感じるときがある。なので賃貸の場合はあまり自治会に良いイメージは無い。

140 転居したばかりの時期に関わりもたないと以後つながりがもちにくい。個人情報や余分な話題が知らないところでひと
り歩きする。

141 当番や回覧はやむを得ないが、子育て世代はとても忙しい。少し負担になっております。子育てが終われば、喜んで
やらせていただきますが、、、

142 特にありません。
143 特にない
144 特になし

145 費用を払うのはかまわないので、専門の人をやとうなり、お願いするなりし、ボランティア的な活動はへらしてほしい。正
直、仕事が自分の幼児、学校行事等で自治会の役割までは、こなす時間を作れない人も多いのではと思います。

146 必要とは思うが、負担が大きくなるのは困る。できるはんいで協力はしたい
147 必要と思わない方もいらっしゃいますが、自治会の役割を伝えれば、必要と思ってくれると思います。

148 必要なのかもしれないが、共働きしている家族ではなくてもいいと思っている。会費が少し高くても、やいたい人にやっ
てもらい、やってくれている人に少額でもお礼を払うようにすれば良いと思う。

149 必要なのはわかりますが、参加するのがめんどう
150 必要性を感じない
151 防災のグループ長ですが、連絡がこないので、回覧で知るのでめんどくさい
152 防災活動以外の行事に魅力を感じない。人数かくほしたり役員の負担が多すぎる
153 本当の助け合いをするのであれば、すばらしいです。形だけならやめたほうがいい
154 無くなって欲しい。
155 明るい町作り！！

156 面どうだと感じます。地域の清掃等をしてくれているのはとても感謝しているが、自分がやるのはムリ。共働き子育て
で、自治会にまわす力はない。

157 面倒くさい　会費が不明確
158 役員と行政が一体となって将来の地域づくりを考えていただきたい
159 役員になりたくない。介護などをしていて組長をやったりすると仕事がふえて大変。
160 役員に定年制を考えるべき

161 役員のなり手がいない　一度役員になるとなかなか次の役員を探すのに苦労されているようで、負担になっているよう
に思う　神社のお祭りの寄付など、自治会でやるのは負担では？？

162
役員の輪番制は無いと記載されていたのに知らぬうちに役員にされていた。仕事がサービス業なので土・日曜は休日
が取れないので総会等にも出席できないのに・・・

163 役員は出来ればやりたくない。
164 有ったのが良い！！

165

来年役員が回ってくるが、仕事を持っているため、行事の参加等出席できないことが多いので困っている。順番とはい
え、自治会の役員（２年）は重荷である。近所の方とは挨拶はするが付き合いも無く、プライバシーについては全く知ら
ないし、知りたくも無い。これからのコロナ禍の中で皆で集まり何かをすることは難しくなっている。地域を良くしたい気
持ちはあるが、高齢者が多く若い家族世帯に負担がかかってくるのはかわいそう。

166 良くしてもらってる。



167 良く分からないの本音。土日を休養に当てているので積極的ボランティアに力を入れようとは思っていない。退職した
ら考える余地は有ると思うが、現状は無理。

168 (空白)

169

引っこしてきて、近所に知り合いもいない状態だと急に自治会と言われてもとまどう。かいらん板やゴミ当番もまわって
くるが、次にだれに回せばよいかも分からない。ゴミの出す場所も日によってかわったりするのは、最初分からない。は
じめて自治会に入った人に向けてその自治会のルールやメンバー等マニュアル？ルールブック？があれば安心して
できる。会費だけおさめて、その時だけ玄関に訪ねてくる。でも他のことは聞きずらい。きいても分からないじゃ誰なら
分かる？まどぐちは誰？困っている人に届かないんじゃしょうがない。連絡先等案内がほしい。

170 ゴミ当番が自治会員になるので入っていない人が回収ルールをわかっていない　ゴミ回収のしゅうちが必要
171 自治会がなくなってしまうと、ごみもんだい　子どもの安全などを含めてあった方が良いと思う

172 コロナで行事が出来ない事が多く、何もしていないのでは？と思っていただが、自分が加入している自治会は会長が
とてもいい人で色々と考えを回覧板でおしえてくれるのがうれしい。協力できることはしていきたい

173 ゴミとか含め、個人対市でやるべき　有償でないものはよくない　税金内でおさめてほしい
174 高令者ばかりの「組」の場合、将来、組活動ができなくなるおそれがある　その場合、どう対応したら良いか。

175
以前役員をしたときに、自分の町内の仕事は仕方ないと思いましたが、上部の組織の会議に何名か出さなければなら
ない、というところが、役員の兼任みたいになってしまい、とても負担に感じました　防災など、１人の力ではできないの
で、自治会の必要性は感じているので効率よく行うことができるとよいと思いました。

176 自治会活動には参加していないが、任意で海岸、松林サイクリングロード等の清掃活動中である。砂との戦いをして
いる。

177 自治会活動に任せすぎるのは、いかがなものか。4/1からゴミが有料となるが、もめるような気がします。自治会に頼り
すぎず、ゴミは個別（戸別？）回収にした方がよいと思います。

178 ・自治会の定義がわからない　わからない人が多い　・特に新規転入者に入会をすすめる際、必須か？　メリットある
か？（ないか？）説明に困ります。・日常の役割、有事（被災）の時の役割など、整理する必要があると思います。

179
自治会の加入の仕方が分からない。引っ越しをしてきたが加入の案内が無かった。市のお知らせが自宅へ届かなく、
自治会の加入をしていないからなのか。情報を得ることが出来なく困っている。不動産屋さんへ相談したが、明確な返
答が無かった。

180 現在は老人会になっている。新しい意見は取り入れない。取り入れる能力がない。若い人にとっては迷惑で苦痛な
場。本来は防災など。いざというときに役立つ場のはず。●はそうなっていない。

181 役員の負担が大きくて子供がいると気が重い。●は自治会の世帯数が多すぎて役員の負担も大きいし、集まる金額も
多すぎて怖い。それでも●自治会は健全に運営していてえらい

182 ●の自治会の会長はずっと同じ人で、会費を自由に使っている。地区長は●に住んでいないのにやっている。会費
を使い込んでいる。

183 昔からのやり方が多く、負担にかんじている　●側道のおちばがひどく、ビニール袋を支給してほしいと思っています

184 ●の自治会は神社の宗教団体の様なもの　神社の自治体ともいわれている　正教分離のはずだが
185 ●はあまり地域でのおまつりや子育て支援などがないので、新しく作っていただきたいです。

186 以前、●で払っていたが、明細も何も見せてもらえず、又、使ったレシート等何もないと言われたので払うのをやめた

総計

自由記述総数　186




