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2016/8/30 

総務・自治部会 

下有知自治会アンケート結果報告書 

調査目的：下有知の自治組織体制の整備・充実を図るためには、自治組織の実態を把握することが

重要です。そこで下有知各自治会の実態・ご意見を聞くためのアンケートを行いました。

同時に実施した区会アンケート調査結果は、｢下有知区会アンケート結果報告書｣による。 

調査主体：「しもうちふれあいまちづくり協議会」総務・自治部会 

調査期間：平成２８年６月～７月 

調査対象：関市下有知地区内５０自治会(中組自治会は旧５自治会を調査対象にした) 

回 収 数：４７自治会（回収率９４％） 

「しもうちふれあいまちづくり協議会」についてお聞きします 

問１. あなたの自治会名、自治会長名をご記入ください。 

問２. あなたは、「しもうちふれあいまちづくり協議会」が策定した「下有知地域振興計画」を知

っていますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 知っている 27 54.0% 

② 聞いたことはある 18 36.0% 

③ 全く知らない 2 4.0% 

無回答 3 6.0% 

合計 50 100.0% 

問３. 問い２で②③を選んだ自治会長にお聞きします。あなたの自治会で「しもうちふれあいまち

づくり協議会」の説明が必要ですか。 

項目 回答数 割合 

 

① 必要      12 24.0% 

② 必要ない 15 30.0% 

未記入 23 46.0% 

合計 50 100.0% 

問４. あなたの自治会では、「しもうちふれあいまちづくり協議会」に関する話題が出ていますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 出ている     7 14.0% 

② 時々出ている 25 50.0% 

③ 全く出ていない 14 28.0% 

無回答 4 8.0% 

合計 50 100.0% 

問５. 「しもうちふれあいまちづくり協議会」をどのように思いますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 下有知の将来のために必要である    15 30.0% 

② 従来の組織で良い 7 14.0% 

③ わからない 25 50.0% 

無回答 3 6.0% 

合計 50 100.0% 
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問６. 問い５で②を選んだ自治会にお聞きします。なぜそう思われますか。 

・区会と協議会を分けた理由等明確でない点が多い。 
・下有知出身でない人にとっては意味が理解できない。 

・協議会と各組織の二重の組織がしばらく続くでしょう。 
・この組織図を見る限り国の省庁の縦割り行政と同じで、この部会で分からないので「○○部会に聞いて

ください」とたらい回しにされるように思います。 

・自治会に聞かれると分かりません。 

・分からないことばかりで難しそう。 

・組織がぜんぜんなっていない。今のところ迷惑。 

・行事が多くなり事前準備に対する会合が多いため。 

問７. あなたの自治会では、「しもうちまちづくり協議会」の活動に期待をしていますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 期待している 9 18.0% 

② 期待していない   8 16.0% 

③ わからない 30 60.0% 

無回答 3 6.0% 

合計 50 100.0% 

問８. 問い７で①を選んだ自治会にお聞きします。「期待すること」はどのようなことかご記入し

てください。 

・組織一元化、地域一体化が望ましい。住みよい地域づくり。 

・区会業務を統合しふれまち協議会を明確な組織となることを望みます。 
・自治会組織の統合は現状では困難と思います。いずれにしても、市長の肝いりでもあるため市組織がふ

れまち活動をし易くなるようフォローが必要と思います。 

・人口が減少する中で、人々が住みやすい暮らしやすいコミュニティ―を作ること。 

・一本化された情報が個人まで早く届くこと(正確に。） 

・全ての組織を連結出来る様にしてほしいです。 

・各役割の明確化。 

・下有知がよくなるように。 

・住みよいまちづくりに向けた活動で具体的な成果を出すこと。 

・住みよい地域づくり。 

・高齢化が進み行事においても参加率が低くどうしたら高くなるか。 

問９. 問い７で②を選んだ自治会にお聞きします。「期待していない」理由をご記入してください。 

・各行事に積極的に参加する意志のある人が少ないから。 

・組織名称の変更のみではないか？ 

・難しくてわかりにくいから。 

・若い人が多く現在でもボランティア作業にも参加出来ない人もいるため。ただでさえ協力的な活動が少
なくなった中で新たな役職等増えるだけで、それに対して苦労が多くなる。 

・さほど何かが変わるとも思えない。 

・私のところの自治会及び区会の役員は組織に入っていないため、ぜんぜん何をやっているのかわかりま
せん。 

・関市から助成金をもらうための後付けの組織だから。 

問１０. 「しもうちふれあいまちづくり協議会」に問１１の７部会があることを知っていますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 知っている 24 48.0% 

② 聞いたことはある 14 28.0% 

③ 全く知らない 7 14.0% 

無回答 5 10.0% 

合計 50 100.0% 
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問１１. 各部会に期待されること、ご意見、ご要望等をご記入ください。 

 部会名 各部会に期待されること、ご意見、ご要望等 

1 総務・自治 ・広報活動の内容を周知されるよう。 
・自治会の常会に来て意見を聞いてほしい。 
・未加入者の加入問題。 
・ボランティア人材の確保（登録）。 
・今後の実績に期待します。 

2 安全・安心 ・様式だけに流れないように。 
・地域の水路(特に曽代用水路)整備。柵を安全に配慮して設置。 
・高齢一人暮らしの方の防災安全への支援。 
・消防団の今後について・人員問題。 
・児童・生徒の登下校地域での見守り。防犯、声掛け。 
・交通事故のハザードマップ(危険個所）作り。 

3 福祉・子育て ・安心して暮らせる第一の課題だろう。 
・公園の数を増やして欲しい。 
・日常支援のためのボランティア活動(制度の取り組み）。 

4 生活・環境 ・ゴミ・雑草ばかり目がついている様では困る。 
・クリーンアップに関しては１５０戸ぐらいの自治会加入者がいるが出て来るの

は役員を入れても 15 人くらい、やってもこれではだめだ。 
・里山の保全活動。 

5 健康・スポーツ ・当自治会は 10 数年以上スポーツは脱退している(高齢化） 
・下有知校区内でやっているスポーツ教室、習い事等を分かりやすく紹介して欲

しい。子供から中高年齢層まで参加したい方が見えると思う。 
・健康講習会の開催。 
・無理して行事を作ることは無い。 

6 文化・交流 ・内容の充実を期待したい。・ 
・下有知の歴史説明、調査活動。 
・無理して行事を作ることは無い。 

7 財務・管理 ・下有知全体の会計報告をしてほしい。 
・適正な管理。 
・飲食にお金を使わない。 

問１２. 「しもうちふれあいまちづくり協議会」の役員選出についてご意見があればご記入してく

ださい。 

・役員選出基準が明確にされていない気がする。 

・役員数がかなり多いので、今後適任者が現れるかが不安。前の会議で説明があり、ボランティアでやっ
ていくと言われたが、今までの役員も全てボランティアであり結局誰かに負担が負わされる。 

・役員はピラミットの上からではなく、下からの積上げ方式でないと、全部会の周知する組織が無いので
伝わらない。 

・役員選出方法がどのようにして決定されたか説明がほしかったです。 

・地域の割当てよりも有志の方をリーダーとして選出した方がより活動が進むと思う。 

・私のところの区長を意見の言える場に据えて下さい。 

問１３. その他、「しもうちふれあいまちづくり協議会」についてのご意見、ご要望等があればご

記入してください。 

・自治会内においていろいろな意見があり自治会での説明会を希望します。 

・全く必要でないと思う。突然に設立されて何が何だか分からない。 

・発足年度ですのでまずは計画に従い実施してみて、そこから見えてくる課題を次に反映させていくこと
が大切だと思います。活動費も含めてチェックが必要だと思います。 

・どんな活動をしていくのか役員、委員、住民すべての方が分からないので 5年、10 年後を見据えて活動
するしかないと思います。 

・協議した内容を HP で随時掲載して下さい。 

・しっかりして下さい。 

・各部会と区長会が連絡をとり各自治会と連結がしっかりとれるようになると良いと思う。 
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自治会と区会についてお聞きします 

問１４. あなたの自治会では、どんな事業を行っていますか。 

 

問１５. その他に、あなたの自治会で実施している事業があればご記入ください。 

・樋管管理 

問１６. 今後、あなたの自治会で実施したい事業があればご記入ください。 

・記入無し 

問１７. 関市への要望についてお聞きします。 

項目 回答数 割合 

 

① 自治会独自で出している 12 24.0% 

② 区会に要望を出している 20 40.0% 

③ 要望していない 3 6.0% 

④ 自治会・区会で出している 7 14.0% 

不明 8 16.0% 

合計 50 100.0% 

問１８. 関市自治会保険を知っていますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 知っている 34 68.0% 

② 知らない 12 24.0% 

無回答 4 8.0% 

合計 50 100.0% 

問１９. あなたの自治会は、独自で保険に加入していますか。 

項目 回答数 割合 

 

①加入している 5 10.0% 

②加入していない 41 82.0% 

無回答 4 8.0% 

合計 50 100.0% 

問２０. 問い１９で①を選んだ自治会にお聞きします。それはどんな保険ですか。 

・環境イベント保険 

・傷害保険 

・自治会活動保険 
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問２１. あなたの自治会の自治会長の任期をご記入ください。 

項目 回答数 割合 

 

① １年 32 64.0% 

② ２年 15 30.0% 

無回答 3 6.0% 

合計 50 100.0% 

問２２. 問い２１で任期１年の自治会にお聞きします。自治会長の任期を２年に出来ますか 

項目 回答数 割合 

 

① 出来る 1 3.1% 

② 出来ない 28 87.5% 

③ 分からない 3 9.4% 

合計 32 100.0% 

問２３. 問い２２で②を選んだ自治会にお聞きします。出来ない理由をご記入ください。 

・自治会員の承認を必要とする為。 

・選出要望が無い限り２年には出来ない。 

・それぞれの生活があり継続できる人は少ない為。 

・順送りのため 50～60 年に 1度しか回ってこなくなるため。 

・2年の拘束は長い。 

・役の仕事、責任の負担が大きくなる時間の余裕がない。現状の持ち回り制度ではできない。 

・毎年順番に役を回しているため。 

・当初から任期 1年となっているため、その必要性を話し合うことをしていない。 

・とてもじゃないが 2年も続けられるほどかかりきりにはなれない。仕事をしているのでこれ以上はムリ。 

・やること(出席）が多すぎる。平日の夜の会合等は今の時代に合っていないと感じる。 

・別の役の関係上、複数の任期すると全体のバランスが崩れてしまいます。 

・自治会戸数 38 戸の自治会です。任期 1年で各戸公平に役職が回っていると思います。2年は反対です。 

・高齢者が多いため。 

・順番を７０歳以下の年齢順で決めてある。 

・自治会長の仕事が多く、仕事をしてから行うのは大変である。 

・１２世帯で高齢者の一人暮らしの世帯が３世帯あるため、９世帯で持ち回りの役員を決めるため難しい
と思います。 

・他の役割の任期についても大幅な変更が必要となり調整が困難。 

・仕事等調整。 

・みんなが嫌がるのにさらに無理に押し付けるかたちになる。時間の無い人が多い２年も仕事に支障を出
せるのか？ 

・高齢者が多い。自治会役員の決まりで、年齢７０歳になれば役をやらなくてもいいとなっているから。 

・勤め人には自治会長との両立は出来ないです。1年でも大変です。 

・輪番で交代のため、２年は長すぎる。 

・これまでずっと１年だったから。２年任期にするには他の役目の任期も見直さないとすぐの変更はでき
ません。 

・会長前年と次年で副会長となる為。 

・自治会規約。 

・自治会長を出来る人が５人しかいない。（毎年何かの役が回ってくる） 

・毎年役員が変わるのが決まりになっているから。 

問２４. あなたの自治会は、自治会規約が有りますか 

項目 回答数 割合 

 

① ある 30 60.0% 

② ない 14 28.0% 

無回答 6 12.0% 

合計 50 100.0% 
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問２５. 問い２４で②を選んだ自治会にお聞きします。今後規約を制定する予定がありますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 予定がある 0 0.0% 

② 今後検討する 6 42.9% 

③ 必要ない 8 57.1% 

合計 14 100.0% 

問２６. あなたの自治会は、入会金を徴収していますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 徴収している 20 40.0% 

区で徴収している 12 24.0% 

② 徴収していない 12 24.0% 

無回答 6 12.0% 

合計 50 100.0% 

徴収金額：2,000～150,000 円 平均 56,688 円 

問２７. 問い２６で①を選んだ自治会にお聞きします。 

① なぜ入会金が必要ですか、ご記入ください。 

・少なからず自治会保有金がある。 

・規約があるため。それ以外の理由はわかりません。 

・昔からのため。 

・金銭的理由か精神的理由。 

・運営費に利用する。 

・預金が財産としてあるから。自治会規約による。 

・自治会内各戸より会費を徴収し自治会活動を実施しており、新規入会の場合はそれなりのお金を徴収し
た。 

・自治会運営のため、その後、集めない年もある。 

・入会金を支払うことで他の人と平等な扱いとなる。 

・公会堂を建てるときに多額の個人負担をしているので、入会金なしでは不平等になる為です。 

・自治会に預金があり加入することによって利用権利が有するため。 

・行事のため。 

・中央集会場、ゴミ収集場所など必要経費(修繕費）が必要になってくるため。 

・自治会員一人一人の共有財産のため。 

・年間１２,０００円の会費で賄うため、会費や行事費で足りなくなる為、入会金をいただいています。 

・自治会の運営費が不足するから。 

・資産管理のため。 

・昔から。 

・町内の重点的な事業に使用。 

・知りません。 

・施設の保全のためのプール金。予備費。 

・ずっと慣例で続いており区会規約があるから。 

・区会運営。 

② 入会金は、どのように使われていますか、ご記入ください。 

・自治会保有金 

・自治会の行事・必要経費全般 

・町内のため 

・町費の補充 

・町内の運営に使用する 

・預金。自治会運営費。町内全体での寄付の時に使用(その時の負担が少なくなる様に）神社の火災の時に
寄付をした。 
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・新年宴会、各種団体への支払い等 

・自治会運営 

・自治会運営資金 

・自治会の口座に入金して平等な支払いには口座から支払います。 

・預金する 

・行事等の補助 

・中央集会場、ゴミ収集場所など必要経費(修繕費）が必要になってくるため 

・集会所の管理、各行事への出資 

・自治会運営等 

・活動して行く中での費用 

・公民館等の修理など 

・特別な運用なし 

・町内の重点的な事業に使用 

・分かりません 

・今回関市へ寄付金として支出 

・今後使用目的をはっきりさせます 

・関ノ上区会に収めているのでよくわからない 

・区会の使用する施設の維持管理 

問２８. あなたの自治会は、自治会費が必要ですか。 

項目 回答数 割合 

 

① 必要 39 78.0% 

② 不要 4 8.0% 

無回答 7 14.0% 

合計 50 100.0% 

金額：200～24,000円 平均 10,039円  必要の回答には区費と思われる会費も含まれている。 

問２９. 昨年度についてお聞きします。あなたの自治会は、自治会の会合(常会)を開催しましたか。 

項目 回答数 割合 

 

① ほとんど毎月開催した 21 42.0% 

② 年   回程度開催した 17 34.0% 

③ 総会だけ開催した 7 14.0% 

④ 開催しなかった 1 2.0% 

無回答 4 8.0% 

合計 50 100.0% 

②の開催回数：１～８回 平均 ３.５ 回 

問３０. 昨年度についてお聞きします。下有知支部理事会の議事が、あなたの自治会に連絡されま

したか。 

項目 回答数 割合 

 

① 毎月連絡された 14 28.0% 

② 時々連絡された 15 30.0% 

③ 連絡されなかった 9 18.0% 

無回答 12 24.0% 

合計 50 100.0% 
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問３１. 昨年度についてお聞きします。下有知区長会(４回開催)の議事が、あなたの自治会に連絡

されましたか。 

項目 回答数 割合 

 

① 毎回連絡された 17 34.0% 

② 時々連絡された 11 22.0% 

③ 連絡されなかった 11 22.0% 

無回答 11 22.0% 

合計 50 100.0% 

問３２. 昨年度に、下有知区会が行った事業をご存知ですか。 

項目 回答数 割合 

 

① よく知っている 7 14.0% 

② 一部知っている 29 58.0% 

③ 知らない 9 18.0% 

無回答 5 10.0% 

合計 50 100.0% 

問３３. 「しもうちふれあいまちづくり協議会」の設立により、今年度から下有知区会が行う事業

が変更されたことをご存知ですか。 

項目 回答数 割合 

 

① 知っている 31 62.0% 

② 知らない 13 26.0% 

無回答 6 12.0% 

合計 50 100.0% 

問３４. 今後の下有知区会のあり方について、どのようにお考えですか。ご意見をご記入ください。 

・下有知の存在を協議会の中に埋没させるな。 

・（分かりません）下有知区会はふれまちに譲渡されてしまった様に感じましたが、そうでもなさそうで
す。(保育園のみ残ったと思いました） 

・どちらかが一本化されて行えば良いのでは？。根本的に違いがよくわかりません。最終的には協議会だ
けになるのでしょうか。区会に限らず小さな田舎町に対して団体が多すぎる。私達の町内では区会は必
要でないと思う。何故ならば農業関係の会議が多いと思うから。（以前に区会の役をやって下さった人
から） 

・実際のところよくわかりません。 

・下有知区会というのがどういうものかよくわからないのでわかりやすくしてほしい。自治会未加入者の
扱いが課題となると思う。 

・ふれまちに一本化で良いと思う。 

・区としての活動していない所もあるかと思いますが、3区としてはこれからも 3区として活動して行くと
思います。 

・区会はふれまち協議会に吸収される方向で無くせば良いのでは。 

・新しい居住者も参加する区会とすべき。区の役割として不公平感が無い様、配慮が必要。 

・まちづくり協議会の主力メンバーとして統合されていく。 

・よくわかりません。 

・無くなると聞きましたが、早々に結論を出して欲しい。 

・やめても良いが各自治会をまとめる組織は必要。 

・よくわかりません。 

・自治会に加入することのメリットを打ち出して欲しい。 

・「しもうちふれあいまちづくり協議会」で行われていること、各自治会からの要望などが。双方にしっ
かり伝わる様に区会にやっていただきたい。 
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問３５. 昨年度に、あなたの所属している区で、区長と自治会長を交えた会合(例えば区会)が開催

されましたか。 

項目 回答数 割合 

 

① 開催した 32 64.0% 

② 開催していない 6 12.0% 

無回答 12 24.0% 

合計 50 100.0% 

問３６. 自治会の運営で困っていることはありますか。あればご記入ください。 

・ゴミ収集場所の移設先が見つからない。 

・役員の定年制度。役員といつものひとだけによる協力しか得られない。事前に連絡しても無意味である
のが現状。毎月の自治会費の集金、全世帯を回ることが大変です。(不在の家も見えるので何度も足を運
ぶ必要がある為） 

・自治会費を少しずつ値上げしなければ運営出来ないこと。 

・常会を 25日に開催しているので、せめて前日までに広報や配布物が届くと、配布に間に合うので考慮し
てほしい。 

・近隣自治会とのバランスが取れない。区役割負担が大きいこと。 

・若手の人材。 

・自治会費、下有知への支出等が高いと意見が出ている。 

・自治会を第１～６まで分ける必要があるか。 

自治会未加入世帯についてお聞きします 

問３７. あなたの自治会区域内または近所に自治会未加入世帯が有りますか。 

項目 回答数 割合 

 

① ある 29 58.0% 

② ない 10 20.0% 

無回答 11 22.0% 

合計 50 100.0% 

問３８. 問い３７で①を選んだ自治会にお聞きします。自治会未加入世帯に加入の呼びかけをして

いますか。 

項目 回答数 割合 

 

① している 11 37.9% 

② していない 18 62.1% 

合計 29 100.0% 

問３９. あなたの自治会は、未加入世帯の受け入れが出来ますか。 

項目 回答数 割合 

 

① 出来る 26 52.0% 

② 出来ない 6 12.0% 

無回答 18 36.0% 

合計 50 100.0% 

問４０. 問い３９で②を選んだ自治会にお聞きします。出来ない理由をご記入ください。 

・自治会での承認が得られれば。 

・既に軒数が６０戸あるのでこれ以上増やしても統率が出来ない。 

・自治会では事前に協議して了解を得る必要があり、すぐの受け入れはできません。ごみ置き場の追加が
必要になる。 

・反対数が多いから。 

・区費を出してもらえれば受け入れ可能 
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問４１. あなたの自治会の区域を別紙２の地図にご記入ください。 

岐阜県ＧＩＳのマイマップで作成検討中 

 

ご意見記入欄 

あなたのご意見をご自由にお書きください。 

・アンケート内容が、自治会に対するものであって回答に困る項目が多い様です。 
・この様なアンケート形式ならば個々全員にお願いしなくてはいけないのではないでしょうか？ 
・このアンケートの回答はあくまで私の個人の回答です。自治会において説明会をお願いします。 

・町内会員の方の意見です。 
・自治会活動がすたれて行く中で自治会及び役員といつもの（協力者）だけの運営して行く中で新たな役

職は増やしてほしくない。 
・自治会長１年。２年なんてとうてい無理！ 
・これについて押し進めて、なぜ未加入者がいるのか考えて頂きたいと思います。 
・役をやれない家庭の方がいらっしゃるのではないですか。 
・今年度の自治会長の中途半端に聞いている回答より、町内の方々に同じアンケートをして頂いての回答

を出しました。 
・自治会長だけでなく下有知全員の方、自治会に入っていない方にもアンケートをして頂いた方が宜しい

と思います。 
・この結果も自治会の人達に見ていただきます。 

・当自治会は１６軒と少なく、世帯主男性平均年齢６９歳女性の１人住まいの方が５軒で女性平均年齢は
６３歳位と高齢です。 

・役員数が多く必要ですから、少ない人数で何回も廻っている状態です。これ以上増える様子なので困る。
最低でも区会はなくなってほしい。 

・新しい自治会で、正直なところわからないことだらけです。 
・アンケートといわれてもどう答えていいのかわからず困りました。 
・もっと全体（若い世帯等）が理解して一緒にできたら、よりよい町作りになるのではないかと思います。 

・持回りの会長で始めて会長になったのでよくわかっていません。 
・回答の選択肢が少ないと思う。 
・はりきって行事を増やすことはしなくてもいいと思う。 

・ふれまちに一本化し、時代に合った運営にする。 
・未加入世帯の要因も、加入すると負担が多くなると感じているのでは。 
・ふれまち７部会については、詳しくは知らないが、結果、自治会が実質活動することになる為、従来お

こなってきた活動の１つ１つを見直し、必要なこと、必要でないこと、ダブって運営していることなど、
絞り込んでやっていくことが必要だと感じる。 

・自治に加入するという事は金も必要ですし、いろんな役職も廻って来ます。 
・役職も高齢化で３０代、４０代、５０代の方に負担が重くのしかかっているように思います。役職をや

りたくないが為に自治会を脱退された方もいるくらいです。時代も変わって、向こう三軒両隣という考
えも薄れてきましたが、事件や災害時にお隣さんは付き合いがないので知りませんでは済まない事にも
成り兼ねない。そんな町内はしたくありません。 

・地区行事の実施は良いのですが、特定の期間における開催頻度が多すぎる。 
・役員になった方の負担が重く、現役世代ではスケジュールの重複が有、見直しをお願いします。 

・山吹台自治会は７区ですが、福祉はなぜか６区に入っています。同じ７区に変更していただけないでし
ょうか。 

・自治会規約について、新しい人を受け入れる項目の「ヒナガタ」を協議会で作り参考にしてもらっては
どうでしょうか 

 


