
自治会加入に関するアンケート調査（中萩校区）

問① あなたの年齢を教えてください

㋐20代 31 6.7%

㋑30代 194 42.1%

㋒40代 212 46.0%

㋓50代 19 4.1%

㋔60代 2 0.4%

無回答 3 0.7%

461 100.0%

問② 住まいの形態をおしえてください

㋐持ち家 338 73.3%

㋑借家（一戸建て） 40 8.7%

㋒分譲マンション 5 1.1%

㋓賃貸マンション・アパート 66 14.3%

㋔その他 9 2.0%

無回答 3 0.7%

461 100.0%

問③ 自治会に加入していますか

㋐加入している 291 63.1%

㋑加入していない 168 36.4%

無回答 2 0.4%

461 100.0%

問④ 自治会活動は今後どのようになればよいと思いますか

㋐活動をさらに活発にする 11 2.4%

㋑活動を縮小する 213 46.2%

㋒現状維持 87 18.9%

㋓わからない 138 29.9%

㋔その他 8 1.7%

無回答 4 0.9%

461 100.0%

年代別自治会加入率

20代　38.7％、30代　58.8％、40代　68.9％、50代　89.5％、60代　50％



自治会加入に関するアンケート調査（中萩校区）

問⑤　日頃、自治会活動に関して感じている事（自由に）
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小さい自治会なので、他県出身者としては、太鼓台もなく、活動も必要最小限といった

ものなので、住みやすく、活動にも参加しやすい。（３０代・加入）

地区の運動会は親も大変であるし、いつも参加してくれる子供や大人が少ないため廃止

して欲しいといった声をよく聞く。（２０代・加入）

イベントなど、コロナなのであまりしないほうが良い（２０代・加入）

何をしているか知りたい（２０代・未加入）

自治会に加入するのは当たり前だと思っていたが、加入されていない方が多くてびっく

りした。強制するのは良くないと思うが、再度皆に声かけしたら良いのではないか。ゴ

ミステーションも自治会以外の方が捨てているのもびっくりした。加入していることに

しっかりメリットがあればと思う。（３０代・加入）

高齢化が進んでいる中での祭りなどの行事の負担が大きい。（３０代・加入）

加入しない家庭は、今後増えていくと思う。加入しても、高齢化が進めば、負担は一部

の人ばかりにかかると思う。（３０代・加入）

コロナにより行事が中止になっても、特に不便を感じてないものは縮小してよいのでは

ないかと思う。（３０代・加入）

正直自治会に入っているメリットがわからない。そろそろ辞めようと考えている。地区

長など何度かお話があったが、若いからできるでしょ？他の所は年寄りだから等言われ

た。であれば活動を縮小すれば良いと思う。年齢は関係ないと思う。

子供太鼓のスケジュールが過酷すぎる。地区理事ＡＭ6：30集合で夜も遅く、自分の子供

は参加していないのにひどすぎる。子供太鼓を残したいのであればもっと自治会で考え

るべきだと思う。校区内での差が大きくて次年度理事を決める頃になると引っ越したい

気持ちになる。（３０代・加入）

老人と太鼓台がメインで、若い世代や子供達が自治会に関わる事がほとんどない。加入

しているのはごみステーションの利用と子供太鼓のためだけで他に何のメリットがある

のかよくわからない。（３０代・加入）

自治会の一部に強制参加感の強い行事があると感じる。交代勤務をしているため、負担

に感じることがある。（３０代・加入）

自宅周囲に水漏れしてくる水路があるが、改善の要望を自治会に伝えたいが、誰に伝え

れば良いかわからない。市役所に直接相談したが、自治会を通じて要望を出さないと動

けないと言われた。（３０代・加入）
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自治会に入っていないとゴミを捨てられない所が多すぎる。ゴミ捨てだけの代金収集も

ありにしたほうが良いと思う。（３０代・未加入）

祖母が自治会に入っていたので、そのまま加入していたが、必要性がわからないのと、

自治会の活動が苦になって脱退した。ゴミ等は自分で処分場に持って行っている。（３

０代・未加入）

子供を育てながら仕事をしていて、生活をするだけでも精一杯であるのに対して、自治

会活動とはお金もかかり、会に出たり役を引き受けなくてはいけないのでデメリットに

感じる事の方が大きい。現状自治会活動は出来ない。（３０代・未加入）

加入している人がごみなどの管理をしていて、加入していない人もそれを利用している

ことに不公平感がある。（３０代・加入）

コロナで子供達の楽しみが減っている。しかたないが悲しい。（３０代・加入）

加入していいなと思う事は特にない。しいて言うならゴミ捨て場くらい。（３０代・加

入）

高齢化や、共働き等、何十年も前からの伝統の中には負担になっていることもあるが、

助け合えることもあるので、運営を見直し、各世代でできることを分担し、より良い地

域社会にしていく必要がある。（３０代・加入）

予算をゴミ置き場の整備に使って欲しい（３０代・加入）

自治会に加入はしているが、加入していない世帯も多く、区長が回ってくるのが早かっ

たり、夜の定例会に毎月参加するのが子供がいれば大変だと思う。（３０代・加入）

自治会加入者と非加入者とでは非加入のほうがメリットがあるように感じている。自治

会に入る意味をもっと具体化するべきである。（３０代・加入）

共働き家庭が多い今、活動に参加することができにくい。（３０代・加入）

習い事などがあり、加入しているが、中々自治会活動、子供会活動に参加できていな

い。加入はしているが、役が回ってくるのは負担が大きい。（３０代・加入）

中萩校区の自治会は色々と厳しいと思う。ゴミに関しても今の時代に名前フルネームで

マジックで書くなど個人情報の流出が心配な人達が多数いる。これで事件など起きない

かいつも不安でゴミ出ししている。昔の考えは今の環境と合っていない。（３０代・加

入）

地元ではないので祭りに全く興味がない。加入時に別でお金を出さないといけなかった

り、主に祭りにお金が使われるような事は賛成できないので加入したくない。（３０

代・未加入）
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高齢化、共働き、核家族化も進んでいる中、自治会を維持していくことは難しくなり、

自治会自体をなくしている地域も増えているらしいので、自治会を無くす、または自由

化していけばいいと思う。（３０代・未加入）

コロナ禍で自治会活動が縮小されているが、コロナが終息したら活動を再開し、コミュ

ニティ活動を出来ることを希望している。（３０代・加入）

必ず参加しなければいけない感じがする。今の時代、共働き夫婦が多いと思う。ＰＴＡ

にしろ自治会にしろ、仕事を休んでまで参加したくない。（３０代・未加入）

自治会に入っている人の方が損な雰囲気があるのでそこを考え直してほしい。入ってい

ない人もいて、入らなくて良いなら入りたくない。（３０代・加入）

自治会員の活動は、夏の奉仕活動、地区の運動会、ゴミステーションの掃除くらい。奉

仕活動は欠席すると協力金の支払いが発生するため参加する世帯が多い。地区の運動会

ではほぼ自治会役員しか参加しないので勝つことも盛り上がることもなく苦痛。役員経

験があるが、未就学児連れて２１時まで役員会に参加するのは辛かった。連合自治会の

集まりなど到底無理な話で全て欠席させてもらった。公園整備の話はどこにいったのか

わからない。自治会費は毎年使い切れず目的もなく積み立てられているが、愛護班への

協力金減額は未だ納得できていない。愛護班の関係で加入しているが子供が小学校を卒

業したら退会を考えている。（３０代・加入）

お金の使い方は気になるところで、何かと不透明さを感じる。特にお祭りに関するもの

は、かき夫の飲み代になっているのだろうなと思いながら支払わざるをえないので仕方

なく払っている。自治会長がずっと変わらないのもいかがなものかと日々感じている。

青年団も決して良い印象ではない方もおられ、タバコを吸いながら夏祭りのかき氷を

作ったりする方への指導をきちんとしていただける方に自治会長をしていただきたいけ

れどどこにこのような意見を言っていいのかわからない。（３０代・加入）

子供太鼓台維持のアンケートが以前あり、回答して提出したがその後どうなったのかわ

からない。個人宅への提出という点も困った。（家がわからなかったので近所の人に聞

いて提出した。）自治会館の郵便受けへ提出などみんながわかる場所にして欲しい。ア

ンケートの結果も回覧板をまわすか自治会館のところへはりだす等明確にしてほしい。

ゴミ当番の日の集合時間が午前７時は小学生や小さい子供のいる家庭には少し厳しい。

地区理事の旗当番について、いつもポストに入っている表に全員の電話番号がのってい

るのが気になる。次の方への地図がないので困る。過去の確認の表がファイルにずっと

残っているが、シュレッダーする等して整理して欲しい。旗当番の時間が7：35～8：00

だが、ほとんどの子供達が登校してしまっているので、7：25～に直して欲しい。（３０

代・加入）
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年配の方が多く、運営に関して重労働ということもあり、コロナで活動ができない時期

に見直しをされだいぶ役員の負担は減ったと思うが、中止されている行事がほとんどな

ので、実際活動してみないとわからない。負担が減るのは役員としては助かるが、行事

等がなくなると自治会の役割は何なのかと疑問に思うことがある。ＰＰＫなどの活動を

通じて参加されてる方などはいいかなと思うが、子供や若い人たちの世帯は自治会に入

る理由は何なのか。もっと若い人たちへのアピールがあればいいかなと思う。（３０

代・加入）

小学校の地区理事の仕事の中に、地区内の行事の手伝いなどの仕事が入っているが、自

治会に加入していない人も地区理事を引き受けているため、特に自治会員しか参加でき

ない行事は、自治会の方で担当してほしい。ある行事のために自治会員さんの個人情報

を取得せざるを得ない状況になった。自治会員ではない者が自治会員の個人情報を得る

事に問題はないのか。自分が自治会員なら勝手に個人情報を教えないで欲しいと思う。

（３０代・未加入）

何の活動をしているかよくわからない。（３０代・未加入）

今後も加入することはないと思う。メリットが感じられない。（３０代・未加入）

自治会に加入すると順番で回ってくる役ができるか不安で加入できずにいる。（３０

代・未加入）

自治会にはゴミが捨てられなくなるという事で入っている。それは事実なのか。（４０

代・加入）

今、区長をしているが、１年間の負担は正直多く大変である。もう少し負担が軽減され

れば、自治会に入る人も多くなると思う。あと、年会費も微妙に高く感じている人が多

いのもよく聞く。色々な人と知り合いになる点はメリットだと思うが、それ以上に負担

が重く感じる。仕事や子供の習い事の大会等に自治会行事が重なることもある。（４０

代・加入）

近所付き合いがあまりないので、自治会活動に不安がある。（３０代・加入）

引っ越してきてあまり日がたっていないので、活動の状況はわからないが、できること

は参加していきたい。（３０代・加入）

自治会に加入しないとゴミ捨て場の利用ができないと言われているが、加入していなく

ても利用している方もいる。加入していても日曜日の活動等、家の都合や仕事でほとん

ど参加できておらず申し訳なく思っている。

自治会費は払っているが、それのみで行事等には参加できていないのが現状なので、こ

のままでいいのか不安に思う。子供がいるので夜の会に参加するのも子供のみの留守番

になるのが心配で班長などの順番がくるのが不安。（３０代・加入）
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近隣住民の方が自治会にもっと加入して欲しい。そのためにも無理のない自治会活動が

出来るようになれば良い。（４０代・加入）

引っ越しをして市内で違う自治会へ加入した際、一番感じたのが太鼓台が有るか無いか

で、金銭面の負担が全く違うことだった。自治会によって異なるかもしれないが、高齢

になってきていて、活動に参加できにくくなってくると、なんとなく自治会へ居続ける

のが申し訳なく思い、肩身の狭い思いをされているように少し感じている。（４０代・

加入）

若年層と高齢者～６０代年齢層の溝が感じられる。（自治会の活動や自治会の存在意

義。目的・利益等について）２０～４０代の子育て世帯においては、日常が忙しいた

め、自治会活動への参加が難しかったり、障がいと感じる事が多い。更に自治会館や自

治会活動を身近に必要と感じる機会がなく、メリットが全くないと思っている人が多い

と思う。（４０代・加入）

公民館の下の交差点に数人朝から登校を見守っている方達がいるそうだが、逆にいない

方が良いという声を何度も聞いた事がある。途中で車を止めて話しかけたりして、混雑

になることがあるそうです。もっと人通りの少ない所に立って、変な人に話しかけられ

ないように見守ってあげて欲しいという声が多数である。（４０代・加入）

１人親で３人の子供を育てている。日曜日出勤、夜勤もしているので草引きなどの活動

に参加することができない。千円を徴収するのは本当にやめて欲しい。そのことについ

てトラブルになるのも嫌。自分の空いている日に、草引きをしてもいいか相談したが駄

目だと言われ千円払って下さいと言われ本当に辛かった。家族を支えるために働いたお

金なのにと思う。徴収したお金も何に使われているのかわからない。（４０代・加入）

時代にあっていないと思う。（４０代・加入）

自治会のイベント等に参加したことがないが、それだと自治会に入っている意味がある

かどうかと思う事があります。（４０代・加入）

様々な事情により活動に参加できない家庭もある。自治会員だから、かならず行事に参

加すると当たり前に思わないでもらえたら助かる。（４０代・加入）

加入しているほうが損をする仕組みになっている。太鼓台がある地区は特に大変だと思

う。（４０代・加入）

役員活動、婦人部活動が強制的で、事情をくんでもらえないので、これからの若い世代

は自治会離れが進むと感じている。（４０代・加入）

自治会員の人数が少ないので負担が大きい。自治会活動を縮小してほしい。（４０代・

加入）
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自治会に加入している子供会会員と加入していない子供を結局自治会員の方が見守りし

ている状況。子供に差をつけるのは良くないが、自治会外の大人も同人数見守りの活動

をしていただけると良い。（４０代・加入）

仕事をしている世代には、自治会活動が難しいと感じる事が多い。（４０代・加入）

防災訓練を自治会単位でしたほうがよい。いざ地震が来ても何をどうしたら良いのか

さっぱりわからない（４０代・加入）

今のままでは自治会はいずれなくなってしまうと思う。（４０代・加入）

役員になるとかなりの負担があり、大変でした。このコロナ禍でありかなりの縮小、負

担をなくすように願います。（４０代・加入）

祭りの際の手伝いの負担が多い。もう一度考えて欲しい。（４０代・加入）

若い世代の加入が少なく、昔のままの運営に無理がある。自治会加入のメリットが若い

人たちにうまく伝わっていない。また、メリットを感じない。（４０代・加入）

共働き世帯が増え、子育て、介護など毎日の仕事だけでも精一杯なうえ、休日に自治会

の仕事が増えると負担になる。無理なく自治会活動に参加できるよう、活動内容を見直

し、簡素化し、時代に合った運営の仕方に変更しないと協力したくてもできないから結

局自治会に入らない世帯が増えると思う。（４０代・加入）

高齢化が進み、若い人がいる世帯に負担が集中する。合理的にムダを省いて本当に必要

なことだけをするのはどうかと感じる。（４０代・加入）

回覧が多い（４０代・加入）

最近ある自治会が委任状を集めて太鼓台を持つようになった。自治会に入る時の条件と

して自治会で太鼓台を持たないという話だったが、多くの人が自治会に入った後に騙し

討ちのように太鼓台を持つようにした。老人のカラオケ代など、一部の人間に私物化さ

れているような組織は解体、または町内掃除、ゴミステーションの管理など多くの人に

必要な活動のみに縮小すべきである。（４０代・加入）

昔から住んでいる人が牛耳っていて、新参者や若者の意見は通用しない。共働き家庭が

増え、自治会活動の参加が難しくなっているのに、体制は昔から変わっておらず参加す

ることを強要される。現代に合っていない。（４０代・加入）

活動からすると自治会費が高い（４０代・加入）

役員は、やりたい人がやれる範囲で行うべき。役員報酬を増やしても良い。現状の奉仕

活動制（強制労働制）には無理がある。（４０代・加入）

ずっと活動してこられているご近所の方々にいろいろお世話になり助かっている。同世

代の方や新規の方も入りやすいイメージがあれば良いと思う。（４０代・加入）
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自治会には加入していますが、このアンケートから見ても加入が強制的であるような印

象を受ける。無理のないような負担がかからないような仕組みを提案していただけない

と自治会離れは加速すると思います。（４０代・加入）

自治会活動が負担で自治会を辞める人がいる。（４０代・加入）

地区によって、加入していなくてもゴミを捨てることが出来る地区と、絶対加入しなけ

ればゴミを捨てさせてもらえないという地区があり、明確でない。高齢化が進んでお

り、５０代～６５歳代の人が何度も会長や副会長を行っている。新しい自治会員が増え

ず、辞めたい人も辞めれない現状がある。（４０代・加入）

入会金が高い。回覧板が玄関先にあると、旅行や出張中など不用心。回覧する順番も定

期的に反対回りにしないと不公平。家に訪ねてきた時、自治会の者ですと言って名乗ら

ないのはとっても失礼。太鼓運営は希望者だけにしてほしい。（４０代・未加入）

地区理事をしていた時に、子供太鼓やクリスマス会など学校行事の役割もあるのに、特

に祭りでの役の仕事がしんどかった。何とかなるなら（参加する子供の保護者がお手伝

いする等）負担を減らすと理事さんも少しはやりやすいと思う。（４０代・未加入）

祭り費用等を自治会員に負担させないで欲しい。（４０代・加入）

加入しているメリットが感じられないのが若い人が次々加入しない理由にあると思う。

次、区長という役割をやったら辞めようと思っている。お年寄りにも負担の面が大きい

気がする。（４０代・加入）

地域を良くする取り組みは大事だと思うが、仕事と子育てと家の事で忙しくしているの

で、１年毎に役員を決めているのが負担に思う。お祭りの時の子供太鼓への参加を思う

と加入しているほうがいいかとも思うが自治会に入るメリットがよくわからない。（４

０代・加入）

自治会に加入していなくても困ることがない為、退会している世帯も多くなってきてい

る。加入している方が、役の分担があったり、自治会費の負担もあるのでメリットがほ

とんどないように思う。（４０代・加入）

R3.3月まで加入していたが、自治会の区長、PTAの地区理事両方を経験した。自治会は

必要なものと思うが、去年こうだったから今年も同じようにと古いやり方をずっと続け

ている感じがする。中には効率が悪くムダが多く感じられる事も多々あった。高齢化な

のも一因と思う。自治会の役員も一年交代というのもあると思う。役の引継ぎをしっか

りすること、役員の負担を減らし平等に役を回していくことが必要だと思う。(４０代・

未加入）
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自治会自体には加入していないが、ゴミ当番はある。ゴミを正しく出せていない人、ま

た、当番もしていないのに出している人がいるので出し方を徹底してほしい。自治会活

動ではないが、朝の旗当番も平気で来ない人がいるのでどうにかしていただきたい。

（４０代・未加入）

加入しているメリットがない。役員など忙しいだけで、デメリットしか感じられない。

地域防災のみの団体で良いと思う。（４０代・加入）

必要性がない（４０代・加入）

自治会は必要ないと思う。昔は自治会で地域交流を図っていた部分もあるが、今は古い

時代、高齢者が多く負担。他に交流もあるので、なくなっても別に不便を感じないと思

います。（４０代・加入）

いまいち活動の内容がよくわからない。（４０代・未加入）

元々加入していたが、デメリットが多く今は加入していない。加入していなくてもゴミ

回収、市政だより配布は問題なく、加入していないと何が困るのかがよくわからない。

（４０代・未加入）

親が役員がまわってきては「やめようか」と言っているし実際今年辞めている人が多

い。負担が大きいのだと思う。（４０代・未加入）

最近コロナの影響で活動がほとんど出来ていないのがさみしい。（4０代・加入）

子供会と自治会を一緒のセットにしてほしい。子ども会に入っていない人だけを地区理

事に優先するのはおかしい。同じ人が何かいもしないといけないし当たる確率が高くな

りすぎると思う。（４０代・加入）

お年寄りの方が多く、今後一家族への負担が大きくなりそうに思える。（４０代・加

入）

太鼓については個人によって考え方が違うので難しいが、引っ越すにあたって自治会に

太鼓がないのは前提だった。現自治会は太鼓がないだけでなく、子供会などきちんと運

営されているので、地域の方の顔が見えるので子育てでも安心である。普段仕事でお隣

さんくらいしか話をしませんが、自治会のおかげで子供の友人のご家族の顔見知りにな

れるので助かります。（４０代・加入）

コロナ禍で、今は活動はないが、除草作業や子供会等の行事など参加し、ご近所さんと

話す機会を作っている。（４０代・加入）
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コロナ禍のためイベントなどもなくなり自治会活動も縮小しているので特になにもな

い。（５０代・加入）

年々、年齢が高まる会員となるので若い方の負担も増えてくるように思う。仕事を休ん

でまでは自治会のお手伝いをするのは大変ですのでイベントの縮小、太鼓台運行の縮小

等出来る範囲で運営していく方が長く続くと思う。（５０代・加入）

自治会には加入しているが、活動には参加していない。（４０代・加入）

どのような活動をしているかよくわからない為、文書で年１回教えて欲しい。（４０

代・未加入）

自治会に関わったことがないので内容がわからない（４０代・未加入）

自治会に入る良さをアピールできる活動をしてほしい。（５０代・加入）

どんどん加入者が減少して、毎年何かしら役をしている状態で、仕事もしており、自治

会へ加入している意味があるのかと、役員を決める３月にいつも思ってしまうのが現実

である。（５０代・加入）

初めは県外から引っ越してきたこともあり、加入を強いられて苦痛と負担に感じてい

た。でも、子供の成長に伴い参加する行事が増え、太鼓祭りにも行くようになり、知っ

ている顔が増えるにつれ、いつの間にか苦痛などは感じなくなり、区長をした年より後

は、逆に退会していくママ友や、子供太鼓が終わったら退会すると言っている人の話を

聞くと悲しく思うようになり、今は、自治会に入って区長をさせてもらったお陰で知り

合えた人や仲良くなれたご近所さんがいて、自分も暮らしやすい町になり、楽しみも増

えたように思う。ただ、「こうじゃないといけない」と昔のままのやり方を強いるだけ

で、働く世代の人たちに役だけを頼る強いご年配の方がいる地区は大変かなと思う。負

担にしかならないので退会する気持ちも理解できる。（４０代・加入）

自治会に加入している人と加入していない人で活動への意識が大きく違うことと、加入

している人でも自治会活動へ参加する人としない人の差はあると思う。（４０代・加

入）


