
1
　 個人的意思での活動（ごみ拾いなどや目的の一定した防犯パトロールなどへの参加）は、本
人の気持ちと体力次第で勝手だが、自治会などの組織活動には、年齢層・個人的に考え方に落差
が大きく、活動が難しいことがあるのでは。

2

　いきがい大学、市のシニア大学等に入り仲間を作って活動をする。地域では自治会活動に積極
的に参加する。グランドゴルフなど地域の人々とスポーツを楽しむなど、行政や地域でいろいろ
な活動をしているのでそこへ入って行くことのできる人はよいが、中々入ることのできない人が
多い、やはり周りで声をかけ誘うことが大切と思う。最近隣近所でも話をしないという人が多く
なってきているので、この辺を打開する方策が必要と思う。

3
 ビジネスとして収益が出るような形でやりたいと思っています。
強制参加は絶対にやめて欲しいです。
自治会の活動に参加し「なければいけない」というのではなく、自由な形を希望します。

4

　現役時代は台風が接近した場合などは我が家をさておいて出勤したが、今は長年の習性もあり
自宅や近隣を見て回っている。
　地域で活動可能な者が、可能な範囲で活動すべきで、そのためには日常的に近隣住民との良好
な関係を構築しておく必要がある。
　地域活動は有事の時に求められるが、平素から行政機関や地域自治会等において計画的に繋が
りを形成、保持しておく必要がある。

5

　高齢となって家庭に取り残されてテレビがお友達のような生活は想像しただけでも健康とは思
えない。
老人会のリーダーとしてできるだけ会の人が集まれるような催しを企画し実行して喜ばれていま
す。高齢化が進んで会員の交代の時に問題が発生することもあり地公体の一部に相談に乗ってく
れる関係部署があることを理想と思っています。

6
 地域活動、大事なことだとは思いますが、絶対に人間関係のトラブルがあると思うので、面倒
だと感じます。どうせやるなら愚痴を言いながらやりたくはない。仕事として活動する調整役が
いればよいと思う。

7
 地域活動に興味があるが、どのように始めたらいいか、そしてどのような活動があるかについ
て実際よくわかりません。おそらく他にもそのような人がいると思うので、積極的な情報発信が
必要になってくると思う。

8

　特に学校・・・(私立・公立問わず)の雑用的な事柄は「地域活動員」にかなり委譲できる範囲
が沢山ある。又特殊な子供に対しても少しのケアーで落ち着かせたりすることが出来る。(学童
保育の補助員で経験)しかし、このような事を始めるのには、規定等・初期の作業が出来ないた
めに、導入されていない。このような作業からサポートする要員を用意する。事から始めなけれ
ばならない事を知ってください。

9

（プレーパーク活動について）場所の確保が難しい。空き地を貸してくれる人がいないので、市
から借りたいのだが、すべて「公園」なので法律の壁がある。特区にでもしてもらいたいのだ
が、町会など既存の組織の壁があり、難しい。これから若い人が減り、同世代の人とのつながり
はＳＮＳが主になるだろう。その時、行政の境を越えて人のつながりを作りたくても障害が多す
ぎる。ゆるいつながりを容認する「地域」の概念を広めてほしい。

10
（地域活動を）行う気持ちも行う時間もありますが行う機会がありません。おそらく私と同じよ
うな思いを持っておられる方は多いのではないかと思いますが、どのような地域活動があり、ど
のようにしたら参加出来るのかを教えていただければ助かります。

11
”つながる”事の意義が明確でない。メリット、デメリットを示して欲しい。年寄りばかりの地
域では”つながる事”だけで、いざこざ”が起きます。

12
「自分の居場所確認」「いきがい」のためにも、健康である間はどんな形ででも続けていきた
い。

13

「地域活動」イコール「生涯学習活動」だろう。では「生涯学習活動」とは－。家庭・学校（義
務教育を含む）・職場・地域社会等で行われる全ての学習活動を指し、教養的なものだけでな
く、スポーツ・芸術・文化・ボランティア・レクリエーション・趣味等も含まれる。だから、
「地域活動」には＜継続性＞が必要になる。しかし、＜継続性＞を保つことが難しいと考える県
民は少なくない。

14

「地域活動」は日常のことなので、本当は「みんなで地域活動しよう！」と喚起しなくても自然
に生まれてくることが望ましいですね。
お節介は「節度のある介入」だと思いますが、その「節度」の「幅」が昨今、問題になっている
んでしょうね。。世知辛い(笑)
とにかく、みんなが気持ちよく日常を暮らせるように、よりよい環境つくりはしていたいと思い
ます！
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　質問９
　地域活動についてご意見やご要望がありましたら、自由にご記入ください。



15
「地域住民同士で支えあう」ことは、得られるものも多く、否定すべきでは無いとは思う。で
も、地域活動は継続性や方針決定の透明性、負担の公平性など難しい問題も多く、本来、国／県
／市でやるべきことを、地域活動に期待すべきではないと思う。

16
「力まず」「自分の出来る範囲」で「持続的に奉仕の精神」で「未来のために」のスローガン
で！！

17

・65から70歳までの間ボランティア活動(保証事業の講師)をしてきましたが、
これからはしないつもりのため(質問5以降の回答にたいして)
・私の場合は　①人のためになる・喜ばれる　②自分の時間を有効に過ごせる　が一番のモチ
ベーションでした。ボランティア(地域活動の一環)活動でも交通費と食事代に配慮されることを
経験から望みます。

18

・現役世代や単身者、子育て世代が地域活動を通して、地域住民や地域環境、機関と関係をつく
れたらいいと思います。
地域活動というと、子どもや高齢者の方がやるイメージがあるような印象があり、もちろんその
方々にも積極的に行っていただきたいですが、会社や学校、家にこもりがちな社会人層にも参加
しやすいように「一回何時間から」「お試しOK」など規定を明確にして、地域とのつながりの機
会にしてほしいと思います。

19
・自助、近助、共助、公助が叫ばれる今、地域活動の充実で絆の強化＝近助、共助の充　実
・目をかけ、手をかけ、心をかける。地域活動の開拓、充実が”いざ！！”という時に役立つと
信じ、参加・継続を。

20
・人、近所を知ることができる
・自分の健康に役立つ
・知識が広まる

21
・人間関係が昭和時代から比較すると稀薄になっています、また地域活動の原点を世代間で引き
継いでいないので、自治会活動では戸惑いや間違いが多々見られます。今後は手直しに努めたい
です。

22
・窓口が分からない
・ネットで紹介することが間口を広げる事になるかも
・何が求められているか分からない

23
・団体に所属し環境活動をしていますが、すべてボランティアでの活動のため、チラシ配布など
の費用が負担になっています。そうした経費を団体に補助・支援する仕組みがあれば良いなと思
います。見栄えをよくするチラシならカラーですが、費用が大幅に嵩むことが課題です。

24
・地域活動の種類にもよると思うが、女性の活動が概ね積極的に思える。男性は片隅に入る事が
多いのが現状。
・男性を引っ張り出す妙案が見いだせない。

25

１　具体的な地域活動の情報が欲しい。
2　地域活動が、知縁・血縁的なものにならないように注意することが大切だとおもいます。
3　ともすると、知己活動が仲良しグループになってしまい、地域に悪影響をおよぼすことも注
意する必要があると思います
4　ホーマル組織の中にインホーマレル組織ができるとホーマル組織に悪影響を及ぼすことがあ
ることも注意する必要があります。

26

１．何かやりたくてもきっかけがつかめない人、どのような活動が行われているかが分からない
人への援助を行政が考えるべきでないか
２．行政の広報誌等を利用して、活動の積極的な紹介や活動主体側のPRや呼び掛けを目立つ形で
取り上げるのが効果的でないか、特にユニークなもの、成果を挙げているものなどを
３．特に、活動主体側が成果や呼び掛けを発信する場を設けることを積極的にやって欲しい

27
15年自治会長を拝命していますが役員、班長が積極的に参加して消防防災環境美化など地域の参
加も多い自治会だと思います。

28
①自由に参加ができ強制力がない地域活動を望む②県のホームページ等に活動情報の掲載を望む
③気軽に申し込みができ、参加できるシステムを構築してほしい以上

29 75歳になり健康面で不安がありますが、自分の可能性にチャレンジしたいと思います。
30 80を超えたので何が出来るか分からなくなってる。

31

ＮＰＯ法人化や認定・指定の奨励をしている今、旧来の協会やネットワークを超えた力をつけて
も、行政の協働や共催のスタンスが変わらない。
補助金の出し方も変わらない。この旧態依然の行政の在り方も変化していかないと、近所の助け
合いも自前で財布を広げないと成立しなくなるので、見て見ぬふりはいなめなくなると思いま
す。旧態依然の行政の意識の変革が必要だとおもいます。

32
PTAや子供会など、子供を通した半ば半強制的な活動はしているが、自治会活動など自主的に参
加するものは、なんとなく敷居が高い感じがする。



33

アパート暮らしですが近隣住民との交流はありません。地域のお祭りやイベントのお知らせは広
報誌などで知りますが、商工会の方々が盛り上がっているような先入観があり、積極的に参加し
たいとは思えないでいます。まずは近隣の方との交流があれば、その先も見えてくるのではない
かと思います。

34 あまり気張らずに、軽い気持ちで参加できるものだと思ってもらえるとよいと思います。
35 あまり興味はありません
36 あまり考えたことがない

37

あまり考えたことがなかったが、気楽に参加できる物があれば参加してみたい気もする。
反対に、一度参加したらやめにくかったり、何か敷居が高いと、出だしの一歩で行かないと思
う。
程よい距離感と金額、興味のものが、もしあったら、参加してみたい。

38
あまり考えた事もないですが、ご近所の方が嫌々やってる姿を見てると…自分もやりたくなくな
る…感じですね。

39
あまり身近で無いのと、ボランティアでということがネック。
有料のものに登録したことはありますが、昔からいる人が幅を利かせている感じで全く声をかけ
てもらえず、必要とされている感じが全くなかった。

40 あまり積極的にはやりたくない 年寄りが自己中すぎるので

41
ありがたいと思う反面、面倒くさいと思う。公平さに欠けることが多そうで、やりたいとは思わ
ない。

42 いつかはと考えている。次世代との交流を深めたい。

43

いつも「高齢」だから、を理由にものごとをスルーしているところがあります。
重い腰をあげなくては、と思っていますが、つい私には出来そうもないと消極的になります。現
在78歳。このくらいの歳で頑張っている人はどのような
ことをしているのでしょうか。

44 いろいろな情報が欲しい
45 いろいろな方達との交流ができるのは面白い半面面倒なことも出てくる。
46 いろいろ人が沢山いる、その中で如何に上手く付き合えるか行動する。
47 お試し体験の場があるといいです。

48

かってまだ会社員時代に自治会役員から指名があり役員を24年も務めましたが自治会総会になる
と自己主張の強い人が延々と意見を述べ会議が空転するだけになり、そのくせ自分は役員をやら
ず不満、自己弁護の繰り返しを見てきたので自治会活動に嫌気がしています。なぜ相手の立場で
物事を考えられないのか。昔からの顔なじみの人とは今でも挨拶もし、話しをします。国会議員
も言動が市民にうつるのか、市民の感情を国会議員が反映しているのか。世の中、お互い様、お
世話になります、おかげ様ですの気風が消えてしまったのか。地域の活動以前に家庭教育からや
り直す必要があります。

49 きっかけがあれば参加してみたいとは思うのですが・・・。
50 きっかけが欲しいと思います
51 きっかけづくりが最大のポイントではないか
52 きっかけを作れれば「スタート」できる。付き合い方に負担感を持たないことが長続きの素。
53 グループ活動に対する補助金制度を充実して欲しいと思います。

54
こうした方が良いという、押し付け的な活動は好きではない、自由度があり独自で活動して仲間
を作るものとしての対応力がある環境が好きであり、求めたい

55
こちらは、よそ者的な意識が先住民には強く感じる部分があるもののこちらから積極的に
アプローチすることが大切だと考え行動しています。
でも、地元の意識が非常に強いことも事実ですネ。

56 このアンケートの趣旨がわからない

57
このようなことまで行政が関わることが必要なのか　あるいは関わらなければいけないのか疑問
に思います。庁舎の中でパソコンを眺めているだけのような行政では　口先だけで中身が伴わな
い感じがしますが、やるからには、ただのアリバイつくりにならないよう期待します。

58

この先少子高齢化が進んで行く中で、地域活動の主導者の位置付けが変わってゆく。また、活動
内容についても行政主導で進めてゆく必要があると考えられる。
地域主導では活動参加者の減少と活動内容の調整に限界を生じることが予測できる。地域高齢化
による活動促進とサポート体制は行政側でカバーせざるを得ない状況が生じるため。
地域活動の括り(エリアや年齢など)も含めて現状の殻と違う視点で設定する事が必要と考えられ
る。そのあたり企業・民間の考え方も含めアウトプットしてください。



59

コミュニティ活動（昔の自治会をベースに公民館を拠点とする地域活動）に参加しているが、少
子高齢化に伴い、役員の高齢化がすすみ、後継者の育成がなかなかできない。
通常の活動（グランドゴルフ、夏祭り、運動会、宵祭り、文化祭などなど）への参加者も減って
いる。このまま行くと地域活動の対象は要介護者に対する活動内容を加えていかないと継続しな
い。自治会（ゴミの収集、資源回収、地域の清掃、公報の配布その他）への加入者も減ってお
り、コミュニティ活動のベースとなっている住民参加は回避され、どんとん個人は「社会」を認
めなくなるのではと懸念している。
昔のような３世代同居の家族構成に戻れば多くの問題が解決するのではないか？
そのような社会を取り戻すべく、税制を改定すべきと考える。

60
これまで、PTAの係、役員にしても、地域の募金にしても、こちらの都合と関係なく、押し付け
られることばかりだったので、うんざりしている感があります。自由意思で、無理のない範囲で
できるようになればいいと思います。

61
これら地域活動は高齢化や単身になった時必ず必要になってくることをやってない人に教えてい
く必要があるとおもいます。

62 ご自分の健康のためにも地域活動は重要です。
63 サークル活動を活用して健康、介護の問題解決を促進すべきである

64
ささやかですが、数人で介護施設などにハーモニカ演奏、合唱などのボランティアを活動をして
います。

65
しくみてきに、自治会を通さないと、いろいろ面倒なことが多いが、もう少しダイレクトにやり
たいことなどを申請できるしくみはできないものか？

66 しごとを引退してからかんがえたい
67 シフトの仕事なので、なかなか時間が合わない

68
すでに、防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙを行っていますが、高齢者の比重が高く若い方が少ないので今後が心配で
す。

69
それぞれの自治体等で地元愛を育てるようなイベントや広報などで住民にどんどんアピールして
みたらどうだろう？

70

たばこ会社のＯＢが集まって、定期的に駅周辺の清掃活動をしている。たばこ屋さんの婦人部と
一緒に行うこともある。
しかし、なかなか、賛同してくれる地域の人は現れない。
「勝手に奉仕活動をやっている、自分達には関係ない。」と思われているのが残念。
自分達の住む町の美化は行政がやるものとの意識があるようで、自分達の町は自分達の手で綺麗
にすることが大切との意識がどうしても伝わらない。我々は啓蒙活動をしているつもりですが、
住んでいる方からは他人の余計な奉仕活動としか映らないようですね。アメリカのある一部のカ
ウンティでやっているように奉仕または献金の選択を迫るようにしたらどうでしょうか？

71
できるだけ協力したいと思うが、回を増すごとに困難な依頼が多く困ってます。
正直言って気軽に引き受けられない。

72 どういう活動ができるか、手段などを知る方法が知りたい
73 どうしたら様々な催しに参加してくれるかが難しい課題です、

74
どこで　地域活動をすればよいかわからない
区役所に聞いたら結構手続きが面倒だった

75 どこで何をやっているのかまったくわからない
76 とにかく気軽に集まれ、交流できるイベントの定期開催から。

77

どのようなことが地域活動なのか、また団体などに入らなければいけないのか・・・あまり考え
ずに「こんなことをしてみたらいいかな」と思うことを行動に移していかれたら良いと思う。
また、ＰＴＡ活動などの経験は地域を知ったりするうえでとても貴重だと思う。それが地域活動
の基礎になっている方がとても多いので、敬遠したり毛嫌いしたりしないで関わりをもつことが
大切だと思う。

78 どのようなことをやれるのかわからない。
79 どの様なものがあるかわからない
80 どの様な活動して良いか自体分からない。
81 どんな地域活動があるか教えてほしい
82 なかなか若い人の参加がないので、その辺りが課題かと思います。

83
なにか活動をしたい気持ちはあっても、どんな活動が地域でおこなわれているのか、どうすれば
参加できるのか、情報が少ないことが妨げになっているように思う。

84
ネット上の共有を強化してほしい
地域の犯罪を共有したり、改善策を警察に提出しやすい方式をとってほしい

85 パソコンを使うことが多く苦労しています。

86
フルタイムで働いている状況では具体的にイメージできませんが、退職後は自分のためにも考え
た方がよいかとおもいます。



87
フルタイムで働いている人には定期的な地域活動に取り組むにはハードルが高いです。個人的に
も週末も就業しているので、その感は特に強いです。

88 ボス的存在者がいる例が多く気分を害す活動は避けたい

89

ほとんどが、元気な定年後の人達です。
しょうがないと思いますが。
更に、ボーリング、新年会、旅行、など、若い人は出ない。
出るのは運動会のテント作りとか。
これもしょうがないと。
だから、会費はしっかりとって行事は元気な定年者の人で使う。
嫌なら出る、でも出たら変な目で見る。だから若者や最近は高齢者、商店街の人が退会する。

90 ボランティアで老人ホームでギターの歌声喫茶を月1回やっています

91
ボランティアに頼るのは、よくないと思う。国や県で、賃金を出してやるべきことを、地域活動
には、しないで欲しい。

92

ボランティア活動が中心で報酬を求めない活動であるが参加者の親からは金銭目的の活動と誤解
されやすい(活動費を徴収し決算報告をしているが分かってもらえない)
事前のルールを良く理解してもらう必要がある

93 まわりの年代も気になる。
94 マンションにいると地域かとがかにません

95
マンションの管理組合理事長と町内会関係の防災委員をしているが、やはり無関心層が多く、い
かに多くの人が参加できるようにするかが課題。人員も含めたソフトを提供するようなシステム
が欲しい。

96
マンション理事をしています。担当は書記です。ボランティアにしては仕事量も住民からの要望
も多く割に合わないなあとは思っています。高齢化も進み、理事の引き受け手を探すのに毎回苦
労をしています。だからといって、誰かに押しつけたら腐敗の元です。悩ましいです。

97 むずかしいね
98 もう少し若かったら、やりたかったでしょう。
99 もう少し幅広い年齢で１人でも気軽に参加出来るものが多いと良いと思います。
100 もっといろいろ行いたいが、家内（妻）の介護で、出られないことが多い。
101 もっと気軽に参加できるように工夫していく必要があるように思う。
102 もっと知りたいと思った。

103

もともとある地域の組織には、勇気とつてがないとなかなか簡単には入っていけないような気が
します。
私の場合、自治会の班長が回ってきた事をきっかけに、地域活動に参加するようになりました。
地域活動は、人間関係が面倒と思う事もありますが、役員などをする事によって自分自身も成長
できたと思います。

104
もともとその地域に古くから住んでいる人がいると話は聞けるけれど、新興住宅地では何か競争
になりそうで、一歩が踏み出せない。

105 やってみたいが始めるまでが面倒な気がする

106
やってみたいとは思ってもなかなか踏み出せない方が自分も含めて多いのではないでしょうか。
もう少し参加しやすい仕組みができると良いと思います。

107 やってみようと迷ったら何でも積極的に参加しようと思っています。
108 やりたいと思うが、どこでどんな活動をしているか全く情報が入ってこない。
109 やりたいと思ってもきっかけがありません
110 やりたい人はやればいいと思います。今の自分には余裕がないので考えられません。

111
やり始める機会がないし、地域活動をしている人たちはなにか閉鎖的な雰囲気があるような感覚
がある。たとえば長く地元でPTA活動を一緒にやっている仲間内同士のような
入れない雰囲気。

112 やれることを集約してくれる組織、団体があればよいと思う
113 ヨガインストラクターとして地域にもサークル活動中

114

リーダーが育つ背景が無いと思っています。
具体的には困っている人が居れば何とかしたいですね。
相互扶助をベースとしていない地域活動と温度差を感じます。
これも格差社会なのか、と思いますね。

115 安全対策

116

以前、地域のボランティアなどに参加していたことがあり、その際の参加のきっかけが知り合い
の先輩から誘って頂いた事でした。きっかけがないとなかなか、自ら参加するのは難しいと思い
ますので、地域と関わるきっかけづくりが地域活動に関わる人を増やすためには大事なのではと
思いました。
また、大学生1～2年生であればある程度時間的余裕もあると思いますので、地域にある地元の大
学の学生などが関われるきっかけがあれば良いのではないかと思いました。



117

以前、地域のボランティア活動に４年ほど参加していましたが、活動を立ち上げた当時の方々の
意見に逆らえず、新たに入会した若い人達が辞めていき、最後には老人クラブ化してしまいまし
た。地域活動は時間に余裕のある年配者の参加が多いと思いますが、活動を持続させる新たな発
想や柔軟性を持たせるのが課題だと思います。

118

以前に住んでいた分譲マンションには自治会も管理組合もあり何らかの役割分担が回ってきたの
で限られた範囲ではあるが交流がありました。現在住んでいるマンションは賃貸で自治会がなく
地区の自治会にも入っていませんので、住民はおろかマンション内の住民すらまったく交流がな
く、そのきっかけすらないというのが現状です。実際、どのような活動をされているのかも知り
ません。地元の公民館などへ行けばそういう情報が得られるのでしょうか？インターネットを利
用して、住民が自由に参加できる活動を募集すれば、参加する人も出てくると思います。

119
以前は読み聞かせや掃除をやっていましたが、自分が年をとり却って面倒を掛けてはと思いやめ
ました。

120
以前研修として市外の地域活動をサポートする施設を見てまわったことがあったが市によって施
設の運営方法や利用者へのサービス内容等様々な特色があった。県としても各所の抱える課題等
を精査した上で有用な補助体制を築いていければよいと思う。

121
一口に地域活動と言っても広範囲である。個々に活動内容が具体的に示されれば、参画する人も
増えると思う。

122
一口に地域活動と言っても様々な形があると思うので、自分のできることから始めるということ
がハードルを下げることだと思います。地域とつながることが大きな意味での地域活動。自分の
隣の人との会話から始めるのが本当は一番大切なのでは。

123
一人だと、参加したくても、勇気が出ないとか、自信がないとか、いろいろあると思います。は
じめの一歩がなかなか。。。

124 一人で参加できる雰囲気があるかわからないので、ハードルが高いように感じる。

125
一旦始めるとなかなかやめられなくなりそうな気がします。
地域活動に躊躇するいちばんの要因ではないかと思います。

126
一度ボランティア団体の窓口へ行ったら、仕事をすぐにでもやるように強制的であったので、そ
れ以後やめにした。

127
一度活動する団体に入ると抜けるのが大変。また、長く活動している高齢者層との関係が大変。
それは様々な認識の違い、場合によっては男尊女卑、セクハラなど。身近な人とのトラブルも多
く、そうなると大変。

128 一番は国家が行うこと。二番は県、三番は市長、四番は市民による地域活動

129
一部の人が熱心で入りにくいですね。
独自に活動した方が気が楽です

130 遠くの親戚より近くの他人というように近所とのつながりは大切です

131
何かできればと思っていても　大変だよという言葉を聞くと　尻込みしてしまいます。知り合い
から声をかけてもらえば　一歩踏み出せるのでしょうがなかなかできないでいます。

132
何か役に立てればと思うが、一人で参加するのは難しい。ハードルが高いと感じる。スーパーや
ショッピングモール内でビラを配ったりして告知してほしい。もっと気軽に参加できるとわかれ
ば参加者も増えると思う。

133 何事も経験そして自分自身が興味をもって楽しめれば、長続きすると思います。
134 何方かの紹介や依頼が有れば参加して見たいとは思います。後押しが必要です。
135 加齢に伴い自分の出来るものが少なくなった。

136
家に閉じこもらないで、出来るだけ公の場に出かけて友達作りをし、自分の趣味等を生かし、健
康で過ごすことができる場所（地域の交流センター等）を大いに利用すべきだと思います。全て
は自分のためにつながるのではないでしょうか。

137 家事　親の介護等で　自由な時間が無いので　いずれ　参加したいと思っています。

138
家族に手がかかる時期には、難しいかも。ゆとりができたら地域活動に貢献したらよい。
できることからでよいと思う。

139 暇な人がやればよい
140 歌、運動がうまくないので参加するとほかの人とやってしまい相手にしてもらえない。

141

我が自治会では、高齢者ボランティア活動が盛んで、６団体もあります。
色々問題もありますが、ボランティア活動をすることで、人とのつながりが持てたり、高齢者の
生き甲斐にもなっていると思います。メンバーの中には、趣味らしきものがない、各種サークル
活動には興味がないが、このボランティア活動なら参加しても。という人々が多いです。つまり
は、６０代から、引き蘢りにならない居場所があるのがボランティア活動でもあります。ボラン
ティア活動は、自主的能動的な活動で、利害関係や、利益を求めない気持ちのある人々でない
と、継続できない活動でもあります。してあげているのではなく、自分でしたくてしている意識
がないと、おかしくなります。

142
我々高齢者は、自由時間はあります。何らかのキッカケがあればもっと積極的に活動できると思
います。キッカケ提供部分に工夫があればと思います。



143
介護予防ボランティアの資格を取りましたが活動する場所が市で行う体操のみ（先生がいる）で
自分が活動したいと場所がなく実在に経験なく過ごしています。自分で体験しないと実力もつか
ず気持的にも不安な中途半端な感じです。

144
会社生活が長く、その地域の人達との交流が殆ど無かったので、定年後に参加した地域の集会・
行事では、当初、多少戸惑いがあったが、参加回数を重ねて行くうちに、それぞれの気心も分
かってきたので、地域の情報も比較的に入る様になってきた。

145
外国人をより雇用する社会になる中で、ゴミ出しルールや町内会への参加をしやすく出来るよう
な取り組みが必要になると思います。

146
街のポスターに「皆で助け合う社会に！」と大々的に提言すれば、皆の意識も高まると思いま
す。

147 各個人の自由に基づく活動であってほしい。

148
各自治体の地域活動で参考になるような良い事例等で長く続け活ている活動があれば県の広報等
で情報発信して県民にPRしたら如何でしょうか。

149
学習支援活動をしています。父母の介護中ですが、可能なら続けていきたいです。地域活動は、
大切だと思います。

150 楽しく参加できるのが良い

151
楽器演奏のボランティアに行っています。
それとは別に、子どもが大きくなったので、小さい頃お世話になったように地域に貢献したいな
とは思っています。

152 活動の先人たち(受け入れ側)の、言動も重要だと思います。

153 活動は積極的に行っていますが、やはり人間関係で悩むことがあり、腰が引けてしまいますね。

154
活動自体が既にあり、そこに参加する形なら始めやすい。自宅周辺のせいぜい学区内で、自分を
含めた生活者の役に立つ活動があれば考えてみたい。活動の紹介やメンバー募集のようなチラシ
などがあれば目を通すが、自分から積極的に探すことはしないと思う。

155 活動実態をオープンにする必要があると思う
156 管理や誰が監督役なのか、いろいろ面倒で、不安がよぎる。
157 観光ガイド、おもちゃの病院、絵画サークル活動、自然保護活動、日本語ボランティア等々。
158 関わりたいので地域の活動確認します。

159

関わるきっかけは難しい方もいらっしゃると思うが、活動開始すると人の繋がり、生活への刺激
などもある。

きっかけづくり、マッチングなどを行うと参加者が増えると思う。

160
基本的には「ボランティア」と考えているが、最近はそれがあることが当たり前に考えている主
催者が多い。　有償ボランティアを考えるべきイベントが有ってもいいのではないか。　特に、
イベントで参加料を取る場合は考慮すべきと考える。

161 既にコミュニティができているので、新規で入りにくい。
162 既に組織が出来上がっていて、新規の人を歓迎しない。
163 機会があればやってみたい。
164 機会があれば参加したい。
165 気楽に顔を出せるところから始めたら、続けられるところが見つかると思います。
166 気軽に参加できるという雰囲気作りがまずは必要だと思います。
167 気軽に参加できる雰囲気作りと、積極的な参加が重要と思います。
168 気軽に参加出来る地域活動でしたら、参加したいです！

169

気持ちの上では参画したいと思っている人は大勢いると思われるが、最初は、ある程度の勇気が
いると思う。一度参画すれば吹っ切れるので、その一歩を踏み出すきっかけをどう作るかが問
題。気楽に参画できる雰囲気づくりと呼びかけの仕方が大切。でもどうやって？名案は浮かばな
いが・・・・・・

170
気持ちはあっても…　という方が多いと思うので、『場』の設定、頭出しを担う人材を公共から
派遣できると、あとは流れるような気がします。

171 気張らずに皆にも参加してもらいたい。
172 義務感でなくふわっと気軽に出来ることに参加、活動したら良い、永続きする。
173 休日に気軽に参加できる活動があると良いのですが

174

旧住民と新住民の交流、世代間の交流、健常者と障がい者の交流、外国人居住者との交流･･･な
ど、地域の高齢化と人口停滞(さいたま市は良いほうですが･･･)などで、課題が一気に噴出して
ます。地域により最優先は異なると思いますが、まず自治会役員として、自治会機能の活性化か
らはじめ、課題を整理･共有してはじめたいと考えます。

175 居住地は昔の農村地帯なのでいまだに、昔からの地主が巾をきかせている。

176
共働きの家庭が増えたことで、地域活動に参加できない人も増えていると思う。
地域の行事や活動も、色々な時間帯に分散したり、時間の配慮をしたりということも必要になっ
てきていると思う。



177
強制されることは仕方なく参加するが、長時間の拘束遠慮させてもらっている。
何か地域で問題が起きた時、話し合える関係だけはつけておかなくてはと思う。

178
強制的なところもあり、仕事と介護をしながらやるのは難しいので、強制的ではなく、短時間の
協力でも大丈夫だったりなどだと取り組みやすいと思います。

179
強制的なものは、自分の性格上、難しい。
フレキシブルに動けるものだったら出来るのになぁと思う（親の介護や、まだ微妙に子育て中と
いうのもある）

180 興味はあるが、第一歩が踏み出せない
181 興味はあるが、仲間意識が強そうで人間関係が面倒になるのではと懸念しています。

182
興味はあるが特に自分で行動を起こしていないため、地域活動へ参加していない。
きっかけがあれば参加したい。

183 近所でも人間関係が難しいです、余計なことをすると怒鳴られることがありました。

184
近所に学童保育所があることを知り、そこに本を譲った。（子供の科学、江戸川乱歩、ドリトル
先生等）

185
近所に住んでいる公務員（市役所職員）が地域活動に参加していない。まずはそういう立場の人
が参加すべき。

186 具体的な内容が分かると良いと思う。
187 具体的にどのような活動があるのかが、わかりにくい
188 経験が活かせて多少の経費が出る活動は人が集まると思う。

189
月2回公民館に行き、将棋や麻雀などをしている。・・・だんらんの家
3か月に1度ぐらい、中学校の学区内を車でパトロールをしている。・・・青パト
現在は上記2件と、統計調査員の仕事に携わっています。

190
月一度の会食をお年寄り１０名前後と実施している、皆さんが出席いただけるのは皆さんがボラ
ンティア活動をしているのと同じですので出席をお願いいたしますとお話をいたしました

191
健康スポーツ吹矢を行っていますが　公的なサポート等があると地域住民が関心が上がり　ス
ポーツ吹矢式呼吸法の習得により　健康寿命を延ばし　医療・福祉に少しは貢献（医療費等の抑
制）ができると思います

192 健康で、積極的な行動が出来て人の役に立つこと。

193
健康な高齢者が、どの地区でも大幅に増加しており、従来の地域活動では消化しきれない、状態
です。九十歳代でも頑張っているのも珍しくない実情を念頭に置いて
具体的な方策を検討してください。

194 健康のため、人と関わりをもつため

195
犬の散歩をしているとフンを持ち帰らない飼い主失格な人がいる。ワンワンサンデーという名称
で、フンを掃除する地域活動がある。しかし、出席者が少なく存続の危機。フンがないから、活
動せずに済むようになるならいいが、参加者を募るのも容易ではない。

196
県、市の行政として、地域活動に対し実施している支援策の開示
それらがわかったうえでの意見、要望は出しやすい

197
県や市は現在どのような地域活動を募集しているかを知りたい。また、今後の募集予定も併せて
知りたい。

198
県道や私道などの春、秋に掃除などしています。都合ででられない時もありますが、協力してい
ます。

199 県民だより、市の広報などに、情報を載せてください。
200 現在、彩の国いきがい大学に在学し、介護施設にボランティア活動を行っております。
201 現在、子供の登下校の見守り活動をしている。
202 現在、自治会の役員をやっています。

203

現在、外国の方に日本語を教えるボランティアをしていますが、通ってくる生徒さんやスタッフ
がなかなか定着しないのが課題のようです。
長年やっているボランティアスタッフさんの中には熱心であるが故に、ボランティアであるのに
他のスタッフに火曜・金曜両方来ないのはやる気がないのかと思うと言い出したり、規則でス
タッフを縛ろうと考えたりする方もいて、気軽に余力でボランティアをするということがし辛い
のも地域活動の妨げではないかと思います。
幅広い層に継続して地域活動に参加してもらうには、緩やかに余力で関わっていける環境である
ことが第一だと思いました。

204
現在、認知関係のカフェを月１回実施しています。お客様が喜ぶ音楽、楽器演奏をボランティア
団体にお願いしていますが都合がつかないときもあり困っています。

205
現在、防犯パトロールで活動している。
活動をしながら地域の見守り等が出来るので良いと思う。

206
現在いろいろ地域活動をしてますが、すべて無償のボランティア奉仕活動ですが、
せめて地元自治体から、感謝の気持ちを与えて欲しいものです。

207
現在の生活スタイルでは、厳しい。
婚活のようなものと組み合わせれば活気が出る気もするが、トラブル対策も大変そうだとも思う



208
現在の地域社会における人的交流等が薄れている状況は、危機的である。行政と住民との連携を
軸に地域社会の疎遠状況を少しでも変える必要あり。

209

現在は持ち回りで自治会の会長をやっているため、地域行事に参加しているが、そうでない時は
ほとんど参加せず。中心で活動している世代が違うのと、仕事で忙しいので時間がとれないた
め。高齢者といわれる年齢になったら活動をするのかもしれないが、今のところ積極的に「やり
たい」とは思えない。

210

現在居住の地域ではないが、以前20年近く住んでいた隣接する町内会の下部組織の青年会に加入
している。自治会と同様にメンバーは高齢化しているものの、餅つき・夏祭り・盆踊りなどの設
営・運営・撤営などに携わっている。強制的ではなくとても有意義な時間を過ごせ、人との関わ
り合いにおいても勉強させていただいている。

211

現在子ども関係(育成会等)で地域活動に関わっておりますが、あくまで自分の子どもメインで強
制のため自発的ではありません。
ただ地域活動が比較的盛んな地域に住んでおり色々と心強い環境で、周りの方々に日々感謝して
おります。
子どもが手を離れたらいずれは自分も関わっていけたらとは考えております。

212
現在子供たちの見守り活動をしています、他に昔の地域の話しや１月末頃から炭起こし体験と
（餅焼き）小学生との交流が定期的に続いています。

213
現在次男がスポーツ少年団に所属し野球をしている中で地域活動を毎週末しておりましが、それ
を今後も続けられるといいなと思います。

214
現在自治会長として地域活動を行っているが、会長職はかなりハードなため、後任が見つから
ず、どうしても長期化してしまう懸念がある。交代の時期には、行政も自治会の要望により、少
しバックアップするような制度ができないものか。

215
現在少年野球の手伝いを行っているため、地域コミュニケーションがあります。子供を通して参
加することができましたが、きっかけはあまりないと思います。

216
現在地域活動の一環として公民館の講座の仲間と市役所から話を聞いたり地元の高校生と交流を
図ったり又仲間とものづくりに挑戦したりといろいろ楽しく過ごしています。

217

現在地域活動中、会長
年間行事参加者数　約８００~９００名　
会費なし
会員の声　当会に加入して人とのつながり気出来行事参加が楽しい、日常の生活にも張り合いが
出来た。との事
地域住民同志が気持ちよく挨拶のできる雰囲気つくりが必要。
誰が音頭を取るか？ﾘｰﾀﾞの育成をする機関が欲しい。

218 現在町内会の役員として活動していて、充実している。
219 現在病気のため活動に参加できませんが、興味はあります。

220

個人的な繋がりがかなりインパクトのあるもので、特に来年のオリンピックに活かせるものだ
が、
企画として活かして頂ける方・窓口がない。
→個人的繋がり=ワールドカップ優勝メンバーの友人有。家族的付き合いで来年来日する。

221
古参の方が、会を仕切っていて、民主的に運営されていない組織があるので、活動したくないで
す。。

222
公共施設のイベントに参加　協力するが　子供の遊び　環境に有効な予算を使うようにしたらよ
いと思う、

223 公的な施設の開放時間が、夜間と休日にあればよいと思います。
224 好きな方がやれば良い。
225 広く色々な人が参加できるような環境整備を進めてほしい

226
広報紙などに地域活動一覧表を掲載してみては いかがでしょうか。
地域活動体験月間を設けてみては いかがでしょうか。

227
行政からの要望で防災組織等で地域として協力してきたが、行政の都合で組織させられた感があ
り行政からの丸投げでないか？
行政が行わなければならいことを地域活動として丸投げするのは、止めてもらいたい。

228 行政から活動支援金が支払われるとありがたい
229 高齢になっても負担感のない活動にしていただければと思います。

230

高齢になればまた障害を抱えて行動範囲が縮小されれば必然的に近隣との付き合いにならざるを
得ないと思われます。自治会活動が最後の活動範囲になるかもしれません。
若いころには何か抵抗感がって入会していませんでしたが、高齢になるにつれ考えれば上述の通
りになってきそうに思えます。自治会入会は義務ではないと思いますが市からの広報の配布が無
い等多少差別があると思います。若い時から入会させる工夫が必要と思います。

231 高齢のため自分の体力、生活維持に精一杯で余裕がない
232 高齢化が進み参加率が低下しつつある。若い人が集まらない。

233
高齢化が進み助け合わなければ暮らせない状況になってきている。しかし、いろいろな詐欺など
が増えている為、余程親しい付き合いがないと警戒されて立ち入れないことが多い。



234

高齢化とか雇用期間延長などで地域活動をする人が減少しています。そのため、自治会やｼﾆｱｸﾗ
ﾌﾞ組織の後継者難が至る所で出ています。一度役員になったらいつまでも続けなければならない
状況です。聞くところによれば学校のPTAなども、共稼ぎの人が多いため役員のなりてが少ない
ようです。お互いに支えあう気持ちが薄くなっているのでしょうか？時間がかかりますが、社会
教育しか打開策がないようですので、行政からの支援を願います。

235 高齢化社会となるので地域の方々と仲良くして助け合うのが一番だと思います。

236
高齢化社会に向けて地域での協力の在り方を考えていく必要があると思います。無理をしないで
出来ることをみんなで支えあうにはどうあるべきか。

237 高齢者がやりやすく 若い方が参加しやすい活動の仕方を
238 高齢者は、若者の、荷物に、なるような気がする。
239 高齢者ばかりで張り合いがない
240 高齢者を活用するとよいと思う。

241
今は時間が無くてウォーキングを兼ねた防犯パトロールしかしていない。定年後に一歩踏み込ん
だ地域活動をしたい。

242
今は病気のためサークル活動に出かけることができません。
時間が許す範囲で数年先、お世話になるつもりです。

243
今は未就学児がいて、余裕がない。
だから、あまり考えられない。

244 今回のｱﾝｹｰﾄはよく理解出来ませんでした。

245
今後、地域住民の戸建ての方と賃貸の方と、また外国人の方と　コミュニケーション（ゴミ出
し）等が難しいと思います

246
今住んでいる地域について、世代間ギャップが大きい。（自分たちの親世代がニュータウンを占
めていて、自分と同世代が空いている土地にポツポツ入ってきている状況。）もっとお祭りを通
じて交流をもてたらいいなと思う。

247
困っている人を助けることができるのであれば、やりたいと思うが、率先して手を挙げるのは、
かなり勇気が必要で、それは、できないと思う。

248

最近、葬式などでご近所に迷惑をかけたくないといって、誰にも連絡せずに自分たち家族だけで
執り行うような風潮がある。隣近所に住んでいて妙な気分である。宗教上の問題はむずかしいの
でどこまでかかわっていったらいいのか分からないが行政から何か指針のようなものを出すこと
が可能なのか。

249
最近は、近所・地域の繋がりが薄まりつつある。人と人の繋がりを広げる為にも、地域活動は必
要だと思うし、町の為になるのではと思う。何かあった時の頼りがあるのは、安心が持てる。

250
最近何でも面倒くさいと感じてしまうので、思わず引き込まれるものがあればいいなと思ってい
ます。

251
最初は「いやいや参加」だったが受講者の方の笑顔をみたり自分が人の役に立っていると感じた
時はうれしい。

252
最低限の自治会活動（１年間の任期の班長、ごみ収集場所清掃、地域のクリーン作戦等に参加す
ること）は構わないが、役員などの強制的な押し付け等は認めることが出来ま
んので今後もお断りします！！

253

昨年4月からマンションの理事をやるようになって、自治会の役員の仕事にも関わるようになり
ました。自治会についてはモヤモヤ感が今でもあります。1つは加入が強制なのか任意なのかで
す。法的には任意なのでしょうが、周りの目が気になり非加入を通すのが難しい状況です。2つ
目は会計が明確でなく納めた会費がどう使われているのか不明です。また役員の場合は市から謝
礼が出るのかどうかも不明です。千葉県のある市では出ることがWEBに明記されています。将
来、災害時には避難所で自治会のお世話になることも有りうるので、自治会のすべてを否定する
つもりはありませんが、もう少しスッキリした組織になってくれるとありがたいのですが。。

254
昨年から100才体操が始まり参加していますが、週一回近所のかたに会う事が出来て励みになっ
ています。億劫に思うこともありますが、これがなかったらまったくのとじこもりになります。

255 参加したい
256 参加しやすい雰囲気が必要だと思う
257 参加のきっかけ作りが大切。

258
仕事が現役の時は仕事第一であまり他のことは構わなかったが退職後は地域のために
少しづつボランティアをするようになってきた。元気なうちは続けたい。

259
仕事が朝早くて、土日が休みでないので地域活動もなかなか参加することが
難しい人たちの為のサークルがあるといい。

260
仕事が忙しく、休みたい。
リタイアするまでにはまだ時間が有り、意識していない。

261
仕事と家のことで手がいっぱいで、なかなか他に目を向けられませんが、大切なことだし、やっ
てみたいとは思っています。



262 仕事をリタイヤし十分な時間を確保したのちに真剣に取り組みたい
263 仕事両立と子育て家族には出来ないです

264

始めたら責任があるので やめにくくなったり なにかと気持ち的に負担に感じて 家庭や仕事と
の両立ができなくなると思う
定年退職した男性や、障害者など ちょっと社会に出たいけど 機会がないという人は多いはず。
たくさんアピールして できそうなこと 負担なくできること教えてほしい

265
始めやすい状況がほしい。
以前、興味があり傾聴ボランティア講座をうけ、その後実際に活動したい希望をだしたのです
が、紹介窓口の方にめんどくさそうな態度をとられ、残念な気持ちになったのを覚えています。

266 始めるきっかけがわからない
267 始めるのに手続きが要りそう。どこに情報が出ているのか分からない。
268 子どもができてからは、どんどんと交流がもてる場所に行くことを心がけています。

269

子どもが小学校を卒業し、地域外の中学へ進学したため、地域活動の機会が無くなりました。
(中学ではＰＴＡ活動をしています)小学校の学習ボランティアに卒業後も参加しますと伝えまし
たが、教師の異動により引き継がれていないようです。人手が足りていないと聞いていますが、
こちらから声をかけるのも気が引けます。学習ボランティアの確保や運営は忙しい先生ではな
く、地域のリーダーのような人が把握して学校と連携した方がいいのではないでしょうか？
また、町会活動などでは班長が強制的に順番制になっていたり、週末が仕事の人も多い中で会議
が週末に集中していたり、中には人手不足を理由に引っ越した後も代わりの役員を自分で見つけ
るまで続けさせるなどやり方がまずい。これでは新しい人の参加は難しいと思います。

270 子どものためにも積極的に地域活動に参加するように心がけています。

271

子育て中ですが、やはり先の見えない中少しでも学費や老後の資金を稼ぎたいということと、親
が介護世代なのであまりボランティアに時間を割こうという積極的な気持ちになれないです。ボ
ランティアをしたいという気持ちはなくはないのですが、やはり、時間など余裕がある定年後に
ならないと動けない気がします。

272 子供110番の家で地域貢献のお手伝いをしていたが、独居老人のため返上した。

273
子供が小さいときはＰＴＡ活動、子供会を経験し、今は自治会活動です。でも出来ることしか
やっていません。それでいいと思っています。

274 子供が小さいので、子供と出来るゴミ拾い等の簡単な作業ならやってみたい。

275
子供が大きくなり手はかからなくなってきたが、お金はかかるようになった。多分仕事を増やし
て稼げる状況をつくるようになるので、地域の活動には時間を作れない。そもそも町内会の役員
は強制なので、順番で回ってきた際にそれを行うのが限度。

276

子供が地元の小中学校に在学時にはPTA活動を結構楽しんでやっていましたが、子供が社会人に
なると自治会活動が所謂地域活動にあたるものと思われます。但し、PTAと違い地域活動は地域
の古い伝統や人間関係を引きずっており、時には市議会の下部組織と見まがうような内容も散見
され参加するにはかなりハードルが高い印象です。新興住宅地では事情が違うものと思います
が。

277
子供会に入っており、子供といろいろなイベント等に参加して、お父さん同士の交流が増えまし
た。

278 子供達が成長して、自分の時間とできる事を考えながら前向きに参加していこうと思います。

279

市の介護予防体操教室に参加してましたが昨年からなくなりました、話によれば自主的にグルー
プを作ることになったそうです。インストラクタがついて指導されながら安全に実施す必要があ
りますので個人グループでは不適当と思います、民間クラブでは経費が高いです。公的に救済さ
れた機関で行うのがいいと思います。参加します。

280 市町村と県がどのように融合して地域活動を推進してゆくのか見えない。
281 市報に載せてほしい。

282

私が住んでいる地域は高齢化が進み、公園の掃除や、庭木の整備などちょっとしたこともできな
い人も出てきておりますが、そこは助け合いの精神でカバーしているところも多々あります。私
の家の周りは幸いにして近所づきあいが良くコミニュケーションもよく割と快適です。やはり地
域活動の基礎は近所づきあいから始まると思っています。近所のｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝを大切にして、地域
活動にも参画できるようにしていきたいと思います。

283
私のボランティア活動場所は地元ではありません。かつて通勤途中で出会ったボランティアグ
ループに入っており２０年以上になります。

284
私の使用するゴミ置き場は、マナー違反の平気な人は出し放題で、個々で気をつけて分別し直す
ことが普通です。大人も長生きするなら道徳心の再教育が必要です。お年寄りでもマナー違反は
多々あります。

285
私は、趣味のアマチュア無線を通じて地域貢献をしておりますし、これからも続けてゆきたいと
考えおります。



286

私は市職員です。地方活動にもっと関わってみたいとは思いますが、立場上、どこまでが許され
るのか、心配も抱えております。
地方公務員の自分たちでも存分に活動が許されるのならば、もっと積極的に、地域活動に貢献し
たいです。

287

私は結婚以来マンション生活です。
地域活動を考えるようになったのは高齢者になってからです。
地域とはそれぞれに考え方がありますが、私はつかずはなれずの関係が良いです。
日常の挨拶は欠かさないようにしていますが、積極的にはあまり踏み込んでいきたくないです。

288

私は現在、自治会でチャリティゴルフの実行委員、自治会ゴルフのメンバー、市の防犯推進委
員、子供110番の家、納涼祭等の地域活動に参加。
いずれも定年退職後に参加したが、現役中の活動は仕事オンリーで皆無に近かった。
現代では、現役中に参加できるような環境にあるのではないかと思われる。現役中の皆さんに参
加できやすい企画や環境作りが必要かな？と思っている。

289
私は自分の趣味でやっているスポーツ吹矢を仲間と近隣の小学校で(2校)で指導している。(月3
～4回)　もう指導を始めて6年になるが子供たちの成長の速さに驚く。
私の考える地域活動は無理しないこと。無理しても長くはつずかない。

290
私は地域の人と卓球サークルを作って活動していますが、妻はボランティア活動で地域の高齢者
向けのお弁当のサービスを20年以上行っています。

291

私自身は、こういった活動は嫌いではありませんが、人間関係の当たりハズれも大きいかなと思
います。
私が参加できている理由を考えてみました。
実家が自営で父も活動していた、婚家も自営で夫も活動している、
年上の方と話すのが好き、といった所でしょうか。

292

児童館や小学校での絵本や大型紙芝居の読み聞かせをしています。市の青少年育成の団体に所属
し、大型紙芝居を作ったり、小学校であいさつ運動をしたり、中学生とゴミ拾いしたり、、、出
来ることを出来る範囲で楽しく地域活動に参加しています。大変なこともありますが、新しい交
友関係が出来、自分磨きにもなると実感しています。

293

持病があり生活保護をうけているのですが、日によっては体調のいい日もあるので
そういう時間なら・・とは思うのですが、体調次第で急に体調を崩す時もあるので難しいのかな
と思います。　自分にもできる範囲で何かあればとは思うのですが、それを見つけるのも難し
く・・・。

294 時間ができたときに、気儘に防犯パトロールをしています
295 時間がない
296 時間がなくもっと取り組みたいのですが。。難しいですね。
297 時間的に余裕が有る時は地域の活動をしています。

298

自治会がもっと自治会館の活用を子供のいる家庭にアピールするべきと思う。私の自治会館には
昔は卓球台（折畳式）があったので当時小学生の子供たちを誘って良く自治会館に行った。全国
を転勤して昔の家にもどり懐かしい卓球をやろうと自治会の会長に確認すると”使う人がいない
ので小学校に寄付した”との事。近所の子供がいる家庭に確認すると卓球台が自治会にあること
さえ知ってなかった。子供を持つ親は休日に、また孫が訪ねてきたら一緒にできる道具（卓球
等）を揃てアピールすると若い人の参加する地域として活性化すると思う（それなりの予算を出
してもらうと更に良い）。

299 自治会ついての明確な広報

300

自治会の活動について。
母の話ですが、役員が回ってきて会議に参加すると半強制的に催しの準備や当日のスタッフとし
ての仕事が与えられる。補足すると、不参加なら何もなし、役員以外の人に協力求めたりとかも
聞いたことがない。超高齢化している地域なので「若い人悪いけどよろしくね」の姿勢で大変な
役回りを任される。若いからこそ仕事も家庭も忙しい、けど断れない、で数少ない仕事の休みを
自治会に費やし役員の一年を終えた結論は「もう役員はやりたくないし自治会も抜けようか
な」。
この現状を見てしまうと地域活動に消極的でも仕方ないと思います。もちろん自治会が地域活動
の全てではありませんが、もう少し「参加したいな」と思えるような組織にしないと、いつも同
じ人ばっかりで、新たに始めたいと思う人は増えないと思います。
組織改革と広報の充実が最初の課題ではないでしょうか。

301
自治会の役を今年勤めています。昨今は高齢化と次世代の人たちの人間関係の希薄化で運営に影
響が出てきてると思えます。市町村レベルで各自治会の合併など働きかけなどすることで、活性
化するかな？と感じています。

302
自治会の役員が回ってきた時には、一年間役割を果たすものの
長期間続ける自信がない。



303

自治会の役員として活動しているが、無駄が多く、ちゃんとやればもっと少人数でこなせるのに
と思うことが多々ある。
必要なことだけをやれば良いのに、組織、担当があるがゆえ、本来必要ないことまでやり、それ
をやりたくない人に強制する事がある。

304
自治会の役員を初めて3年が過ぎた。多くの人と交流ができたが、役員はなり手が少なく硬直し
がちだが高齢化が進むとやむを得ない面もある。校門警備や夜警なども当番制（志願制）でやっ
ている。それなりに地域に役立っていると自負している。

305
自治会を脱会する理由として「年で役員や活動ができないので申し訳ないから」という方が多
く、今後の地域の構成は先細りだと思っています。
組織を変えて、コミュニテイー作りができないものか？と思うことがあります。

306

自治会活動とボランティア活動を数年来行っている。後者については「ボランティア」である以
上見返りは一切求めないが、やはり感謝の言葉や周囲の認知があればやりがいも一層出る。その
点、公的組織からの感謝状一枚でもあればグループ全員にとって励みになることは必定。恐らく
さまざまな規定があってそれらを満たしたグループ/個人には感謝状や表彰状も出ているのだろ
うが、たかだか紙切れ一枚のことなのだからもっとハードルを下げて表彰を増やしたらどうだろ
うか。

307 自治会活動に不向きな人でも、ある意味強制的に役員にされてしまうのがよくない。

308
自治会活動は地域に古くから住んでいる人たちで行なっていて、新しく住み始めた人たちを受け
入れない感がある。この問題は役所が何か考えないとずっと同じだと思う。

309
自治会活動をしておりました。理事としての活動にはやりがいがありました。

310
自治会活動を主体に、行事・清掃・スポーツなどに参加している。地域の人々のつながりは、災
害発生時や事件事故発生時に大きな役割を果たす。自治会活動を嫌う人もいるが、それぞれがで
きる範囲で参加すればよい。

311
自治会活動を中心に活動しているが、資金的になかなか難しい点が多い。市や社会福祉協議会な
どからの援助をより充実していただきたい。

312
自治会参加が自由になり、新しい住民との接触がなくなつたので、地域住民との繋がりが希薄に
なったと思います。
自治会に参加していなかれば、地域の付き合いも希薄であると思います。

313
自治会役員を10年近く、継続中
民生児童委員
サークル活動　ゴルフ幹事

314
自治会役員を行っているが役員のなりてが無くやめることができない。
新らしい住民（比較的若い人が多い）に、自治会についての関心が薄い。

315 自治体が広報活動をもっと盛んにして、情報発信をしてほしい。

316

自治体により地域活動に対する自治体の姿勢（特にトップの市長により）が異なると思います。
また地域活動も組織の縦割りで横の連絡がなく、バラバラに行っているが現状です。また自治体
の担当者も定期的に移動するため、継続性が乏しい。今後少子化・高齢化しますのが、高齢者は
地域活動に参加したくとも情報が入りにくい為、広報や掲示板で気楽に参加できる情報が欲し
い。まず参加・・・体験させることです。

317 自身の高齢化に伴い、地域活動が高齢者世帯の支援に繋がればいいなと考えています。

318
自身の生活に余裕がなければ地域活動に参加できないと思いました。生活するために就労してい
るので今の段階では優先して参加できそうにありません。

319
自発的に行うべきではあるが、地域の活性化のためには、ある程度強制的に参加させる（断続的
でも可）ようにすべき。

320
自分が住んでいない「地域」で、「地域活動」をおこないたいのです。この心理的要因を先生方
は、理解できますか？

321 自分が出来ることから、始めたら良いと思う。

322
自分が生まれ育った町ではないので近所づきあいが多いわけでもなく、地域に知り合いがいな
い。地域活動（町内会など）はベテランの方々が仕切っている印象があり、なかなか入ろうとは
思えない。

323 自分に合った活動が見つけられない

324
自分のできる範囲でやり、深入りしすぎるのは人間関係をこじらせるような気がします。特に今
は高齢者が多く、自己主張が強くほどほどの活動がうまくいくと思います。

325
自分の技能・能力がどれ程役立つものかを判断してもらえれば、もっと地域活動に参加して行け
ると思うが、それをどの様に判断してもらえば良いか分からない。

326
自分の時間を自由に持ちたいので、特別なことがなければ、地域活動にはあまり興味が持てな
い。

327 自分の趣味を活用する。

328
自分の都合ではなく、定期的に必ず参加しないといけないので最初は良いですが、1年、2年たっ
て負担に感じるので無理。また、仕事、家族、自分の趣味等の次になるので、時間的にも厳し
い。地域活動を優先する方は別ですが。



329

自分もそうだが、会社中心の生活を６５才まで続けていたので地域との関係が殆どない。私はた
またま自治会の役員となり、人と知り合い、今もその活動を続けている。
　役員の立場になった今は　どう若い人（といっても６５才以下の人）を取り込むか悩んでい
る。自分の場合は、本音で「健康のため、ボランティアだ」などと言っているが体力的にも７５
才ぐらいまでかなと思っています。

330
自由気ままに都合のいい活動は、根無し草的な活動だと思う。
面倒くさい人間関係こそが、地域コミュニティであり地域のセーフティーネットに成り得ると考
える。

331
自由参加型が良いと思う。そのためには、活動の内容を詳しく周知する必要があると思う。長年
職場に縛られてきた人間には、自由な空間が必要と考える。

332
実際にその場へ行かなくてもメールなどを経由してできる活動もあると思います。そうした活動
であれば積極的にかかわりたいです。

333
若い頃から、自分に適した高齢になつても続けられる趣味を持つことが大切だと思います。また
は気の合う仲間を探すことが必要と思います。

334 若い人が参加出来る集まりやイベントの情報が欲しい。

335
若い人を巻き込めるような仕掛けがあると良いと思います。
地元の自治会は高齢化が進んでいて、アラカンにさしかかった私でさえ若手な部類です。

336 趣味が合えば参加してみたい。

337
趣味を通じて地域の方と交流を持っている。いろいろな方に声をかけていただけ社会参加の実感
がある。

338
趣味を通じて無理なく地域活動ができ、近所の方だけでなく市内に知り合いができて楽しさを感
じることができる

339
周辺が高齢化してきて、ともにやる人が減ってきている。このままだと地域の連帯感が薄れて
いってしまうように思う。一例をあげると、地元の神社で初詣に甘酒をふるまう事を奉仕として
行ってきたが、人手がなくてそれもできなくなった。

340
就業環境に余裕がないと、地域活動を積極的に行うことはできないと思います。余剰時間ではな
くても、職務に専念する時間から離れる事を認める環境があると、地域活動に割く時間とする優
先順位が上がると思います。

341 就業中の場合、地域活動に時間制限、定期性があると活動参加が難しい。

342
週休2日といっても、自分のために使える時間も確保したいと考えると、働いている間は地域活
動は厳しいなと思います。

343

住まいの近隣住民との交流を図り、あいさつの出来る付き合いを考えています。何も出来ません
が地域の祭りや掃除は積極的に参加しています。掃除の時に出てこない方は声掛けして参加を促
します。いやな奴と思われているかもしれませんが、近所の人がどんな方かも知らずに住んでい
るのがちょっと怖いと思います。

344 出不精なので億劫
345 出来ることがあれば協力したいので、広報でいろいろの選択肢のある情報を提供してほしい。
346 出来れば参加したいです。キッカケがあれば良いのですが。
347 出来れば辞めたい。人間関係が本当に面倒です。

348
出来上がっている人間関係の中に入っていくのは難しいし、抜けるのも難しい。個人でできるも
のがあればよいと思う。

349 初心者でも気軽に参加できる企画を市報などに掲載し、参加を募れば良いと思います。
350 初心者向けのパソコンやスマホ教室の手助けができれば良いと思っている。IT社会なので。

351

所沢から川口へ転居して30年以上になるが、地域との交わりが皆無状態。順番で町会の仕事は担
当しても、任期が終わればまた無縁。旧来の地元民、よそから転居してきた者との交流がなぜか
希薄で、公民館も積極的な人たちだけのネットワークで構築されている。すでに古稀を過ぎてい
るので、このまま地元ととの関わりが希薄のまま逝くことになる。ストレスを感じながらの地域
活動はもはや馴染めない。

352 小学校で、絵本の読み聞かせをしているので、もっと活動の場を広げたいです。
353 小学生へのスポーツ環境の充実が必要。
354 少しずつの力が大きい力になることを皆が忘れないようにして行きたい

355
少人数でも有志による仲間の集まりがいくつもできて、多彩な地域活動ができるといいと思いま
す。

356
笑顔であいさつの交わせる地域に住みたいので、今までに身に着けた知見で貢献しています。
顔も名前も覚えていただき、助け合える社会にしたいと思っています。

357

笑顔のひとの目の前で顔はどうなるでしょう。
自然と笑顔になるものです。
まずは自分が、無理やりでも口角を上げることから
はじめています。笑顔が笑顔を呼ぶそんなふるさとを想う
郷土愛醸成こそ未来への道しるべ　つなげたいバトン。

358
上にも書きましたが、空手で幼稚園児　小学生教えていますが
中には情緒不安定な子とかが　普通に成長していくのが楽しいです。



359 情報があまりないので，もっと情報がある（わかるようにある）といいと思います。
360 情報が少ないので検討の余地がなかった
361 情報が欲しいです。

362

色んな人がいて今は我慢することが減っているためいらない軋轢を生むぐらいなら付き合わない
方が楽であり保身になる　程よい付き合いは難しいが行政が何も考えずに机上の論理で進めるの
は納得できない。選べる自由があるのが望ましい。やりたい人はやり断れるようにもしてほし
い。

363

色々な活動に参加しているが、違うグループでも同じ人に出会う場合が結構ある。
活動的な人は、あちこちに顔を出すが、そうでない人は覗きに来ても引っ込んでしまう事が多
い。受け入れる側に立つ人は、その人の気持ちになって受け入れる　度量がなければいけないと
思う。
多くの人を見てきたが、自分中心で物事を判断する人は、長く続かない。
最後は、人間性によることが多い。自分をプラスにもマイナスにするのも自分次第。
行政側がすり寄ってまで、活動に参加させることはないと思う。

364
食生活改善推進委員を始めていますが人間関係が複雑で疲れます
もっと気軽に参加できるようになると良い
又活動が平日なので仕事をしていると参加しづらい

365 心身の健康に良い・・・と思っている
366 新しい人や活動に入るのはハードルが高い。サポーター制などフォローがあれば
367 親の介護で時間がない　時間に余裕が出来れば何か考えたいと思う
368 身近な誘いが必要と思います。

369
身体にハンディを持つ人にも参加できる手段(移動など)があればいいのだが。

370 身体の健全な間に地域活動に取り組みたい。

371
人づき合いが、希薄になってると思う。
外国の人も、地域に住んでいるので、その方々との交流を考えなければと思っている。

372

人の集まりには、変に支配したがる人が必ずいて、がっかりすることが多い。きちんと統制出来
る人の仕切りが必要である。そういう資質を備えた人を養成し配置した方がいい。
特に近隣との確執は予期しない事件を生み、却って人間関係を悪化させてしまうと、本末転倒と
なる。たとえ小さな活動でも安易に行おうとしないで、よく計画をたてるべきであると考える。

373
人間関係が難しいと思う時がある。自己主張が強い人にかき回されることも少なくないと思いま
す。

374
人間関係が面倒そうなのが一番のネックです。ご近所の方が多いと思うので、トラブルがあった
ときに後々生活しづらくなりそうで気が引けます。

375 人間関係の複雑さによる。

376

人間関係は確かに困難が伴うものですが、「感謝される」「喜んでもらえる」「頼りにされる」
と手助けしたくなるものです。その機会が全くなく、どこでどの様な困っている方がいらっしゃ
るのかなど、全くわからないのが実情です。「心から感謝される実感」を味わってみたいと常々
考えているが、その手立てが全くない。自分の自家用車で病院通いを手助けすることや、買い物
の手伝いのための送迎などできることはあると思うが、さてどうでしょうか。

377
人間関係は難しく苦手ですが、地域活動は大切だと思います。サラッと1、２時間活動するのが
いいと思います。

378
人間関係や一度やったらなかなか抜けられないなど、面倒なことも多々あるが、特に高齢化が進
む今後のことを考えると、とても大切な役割を持つものになると思う

379
人間関係を管理できていないコミュニティの場合、参加しても不満が大きいです。
金銭を負担することで回避できるのであれば専門の業者に委託したいです。

380 人間関係を再認識する一助となる。

381
人見知りという事と賃貸でまた引っ越すかと思うとなかなか地域活動に参加できないと思ってし
まうところがあります。
自分にあいそうな地域活動を見つけたら、ちょっと参加してみたい気持ちはあります。

382
人様の為に良かれと思い、人様のことを考えて何かをすることで、自分の事ばかりを考えていた
以前の自分の性格が改まったように思う。自己中心的だった自分を反省する。

383 人様の役立つ前、まず自宅のこと（親の介護）をやらないとですね。

384
図書ボランティアをしているが、年に一回、教育委員会や担当の校長先生らと意見交換会をして
いる。ボランティア任せやボランティアを孤立させるのではなく市や県からもボランティアの意
見交換を求めるような仕組みを作って欲しい。

385
世の中、人間は、一人では、どんなに、頭の良い人でも、お金持ちでも、生きていけません。皆
が、もっと、協力する事だと、思います。

386 清掃から始めています。



387

生活のゆとりの中で叶えられる事と考えます。公務員の方達に余暇を利用して参加していただき
地域を知ってもらうこと 新人は必ず参加させて挨拶の出来る教育をもうけるようにすることが
必要です 解らないことは聞く姿勢 間違えたらまず謝る姿勢 過ちを許す慣用性を学ばせる為の
地域活動として企画すべきと考えます

388 声かけがあると参加しやすい

389
積極的に地域活動に参加して下さる人物がなかなか見当たらず、苦心しております。 この悩み
は当事者共通のものかと思って居ります。

390
責任部分があまりにも大きくなってしまうと活動自体の本質がおろそかになることがあるので、
そうならないための仕組。

391
川口市のパソコンボランティアの団体活動を10数年やっています。
これは地域活動になるのかな？
なっていると判断して、記入しています

392 川口市は地域活動が活発なので今のままでよい

393
前回のアンケートを回答した後、すぐに防犯サポーターに登録しました。自分の時間で、自由に
活動できるため、毎日の散歩を利用して、防犯ウエストバッグ、青色LEDライトを着用,装着して
気持ちよくボランティアを楽しんでいます。

394 前回町内会の活動をやってみましたが。近所の方と交流できてとてもよかったです。

395
前々から活動はしたいと思っていましたがとにかくきっかけの機会が無い。
マンション住まいなのでなかなか近隣の方との交流機会が無いのでとにかく
きっかけさえあれば積極的に参加したいと思っております。

396
全く考えたことのないものでした。
少しでも力になりたいとは思いますが、怖い・迷惑な近所もいるので、彼らには会いたくはない
です。ただ、地域活動は、そんな人たちのために行われているような感じも受けました。

397 組織化しようとか促進しようというのは違う気がします。ご近所付き合いの延長かなぁ。

398
他所から転居してきた者にとっては、地域の中に入りづらい雰囲気がある。特に、子供がいない
ときっかけもないため、結局いつまで経ってもよそ者なのがとても悲しい。

399
多くの人に地域活動に参加してもらうには、負担に感じさせないような工夫が必要かなと思いま
す。町会の役員として地域活動に参加していますが時々負担に感じる事があるからです。

400 多くの方が参加しやすいような環境づくりをしていくことが大切だと思っています。

401
多様な形での参加の容認（苦手なこと（役）はしなくてもいい、自由な参加　等々）がより多く
の人の参加を促す。

402 体が動くうちは、時間を作って、地域活動をするべき。
403 体の続く限り、自分の体調を第一に地域活動に参加しています。
404 体験者の声を聴かせてほしい。

405
体調の問題もあるので、一概に、地域活動ができないかもしれないし、できる方がするものだと
思いました。

406 体調の良い時だけ　と言う　条件を　付けてまでは　ダメですね

407 体力と時間がないし、コミュニケーション能力に自信がないので、気が進まないのが本音です。

408

大小の公園、多目的広場等での種々の大会やイベント、地域活動での利用率が高く、高齢者世代
の姿も多く健康寿命にも繋がっていると感じます。しかし、トイレの数、特に女性用が少なくお
ぞましい状況を男の目からも感じます。トイレ革命の取組みを是非促進して頂きたいと感じま
す。

409 大丈夫です

410
沢山の人達の交流で楽しいです。出来る事は無理せずやっています。集まりの場所が意外と少な
いですね。

411
誰かが活動を継続していくものである。その継承者として自分の活動は地域に貢献していると自
負している。

412 単身者も参加できるように工夫が必要だ。

413
知り合いも増えて　良いと思いますが　デメリットもあるので　例えば　過剰な活動　過剰な人
間関係等がトラブルを招く場合もあるので　そこはほどほどにしないといけないし　やりたくな
い人を無理やり　声かけするのもかけられたほうがストレスになるので　気をつけるべきです。

414
地域が高齢化になってくるとお互いの助け合いが必要になってきますが（共助）、助け合いの組
織作りが難しいので現在地域代表による検討会を実施中です。

415
地域でどんな活動をしているのか分からないので、参加しようにも機会がないです。
また、県の行事になるとさいたま市ばかりで、坂戸近隣の住民では遠くて行けない。せめて県の
行事を川越あたりで開催して欲しい。

416
地域での住民のつながりは必要だと思います。それぞれができる活動をしながら、地域全体の活
動を細く長く続けていくことが必要だと思います。



417
地域では、地元の人と他から転入した人との顔合わせ的な催し物として何をしているのか、回覧
板などで参加しやすい方法をアンケートして、参加者を増やしていき、それから地域活動に誘っ
てみるのも如何かと思います。

418 地域で活動していると生活面でも知識が増えて又知り合いも増えて楽しいです。

419
地域で体操指導を行っているが指導を行う場所の確保が難しく要望に応えられないことで苦労し
ている。

420
地域に　どんなものがあって　どうしたらよいのかわからない。
近所の公民館で手軽な経験会のようなものをひらいてほしい。

421 地域にとけ込むという考えがないと難しい
422 地域にはボス的人が威張るので嫌いです。

423

地域に貢献したいという気持ちはあるが、では何をするかというと何が求められているか探すこ
とから始めなければならない。（幾つか見つけて実行しているが）
もっと住民が目に付くところに求めているものが有るとより多くの人が行うことができる。
どこを見ればいいのかでよいので、そのような広報活動が必要と感じる。

424
地域のつながりが必要だと思うが、子どもがいない世帯には活動を始めるキッカケも情報も無
く、どうして良いか判らない。

425

地域の活性化を図る時、その地域が衰退している要因が地域の権力者にある場合がある。具体的
には、衰退する商店街を活性化させたいと各種イベントを催していたが、結局商店街を衰退させ
ていたのは、デフレが進んでいる中で不動産所有者がバブル期同様の賃料を下げないため借り手
が見つからないだけで、賃料を下げればテナントが入りそうなのに、そうした努力をせず、町か
らの補助金を得てイベントをやって何とかしようという姿勢には賛同できない。

426
地域の祭りなどは年輩の方が支えている部分があるので、もっと若い方がかかわれるきっかけが
あるといいなと思います。

427
地域の自治会、町会など地域組織を活かし、参加意欲のある人をまきこんで、高齢世帯、独居老
人の見守り、声掛け訪問などして特殊詐欺の防止が出来るのではないか。

428 地域の自治会館の使用料などの料金を下げてほしい。
429 地域の人たちとの交流は、重要だと考えます。
430 地域の掃除や亡くなった人の墓堀などはやってもいいと思います。

431

地域の単位としては、各市町村の自治会が一般的で現在役員もしているが、ご多分に漏れず、組
織的には高齢化と若い世代の巻き込みが課題になっている。又、ほたるの保護活動(NPO)にも参
加しているが、保護地区の整備事業も高齢者のみの活動で、若い世代の参加が殆んどない。後継
者作りも含めて、若い世代をどのように参画させていくかが悩みである。仕掛けづくりや自治体
としての呼びかけも必要と思うので、積極的な情報発信をしてほしいです。

432
地域の中には町内会費を好き勝手に利用している人がいる。そんな人たちの非道にメスを入れた
いが、時間が無い。

433
地域の同好仲間と公民館や児童館などで、理科工作教室を行っているが、資金調達に苦労してい
る。

434
地域の方とあいさつを積極的にかわす。その中で求められることも関わりも明確になるものと確
信してお付き合いしていくことが大事とおもいます。

435
地域の方々との親交をもつことは健全な子育てをしていくうえでも大切なことだと思うので、地
域活動への参加について前向きに考えていきたいと思います。

436
地域の方々に社交ダンスを指導していますが、場所の確保が難しいです。
コミセンのような場所をもっと増やして頂きたい。

437 地域やグループに属さなくても気軽に参加できる活動があると 参加者が増える ような気がする

438
地域を包括的にみられる人が必要。
特定の個人や団体だけを相手にするだけではいけない。

439 地域活動、子どもが小さいうちはとても必要に感じます。
440 地域活動が、自治の基本なので、民主主義国家は全員参加する義務があると思う。
441 地域活動が、周りから感謝で受け入れられれば、活性化すると思います。
442 地域活動が重要な事は理解しているが自分がやるのは大変そう。
443 地域活動が特別なものではない旨の広報・宣伝をお願いします。

444
地域活動って、難しいと感じている。自分主義的な方が多く、何事も面倒がってしまう方が居
る。この方たちの中から話を聞く機会すら作れないでいる。でも、地道にやるしかないと思う。

445
地域活動で自治会の役員をしている。行政の下請け機関みたいで、雑務が多すぎる。
もう少しゆとりが欲しい。自治会の役員になり手がいない。

446
地域活動というと、町内会の活動のことだと考えていた。しかし県の定義にしたがうと、私の
行っている合唱団への参加といった活動もふくまれるようで、意外と身近な活動なのだと認識が
変わった。

447 地域活動とボランティアとは別のものなのか、よくわからないところがある。



448

地域活動と一口に言っても様々なものがあると思います。また、活動に関しても構成員の方々に
よりその入れ込み方も違います。スキルに関係なく誰でもできるもの、スキルを活かせるもの
（実際のスキルと活動とのマッチングが難しいですが。）、の中でも、やる前の期待値と実際に
やってみての経験値のギャップがないのが望ましいですが、実際には、経験値が期待値以上であ
ればいいのですが、逆の場合は、その後の継続が難しくなってしまうと思います。そうした意味
でも、体験、または、経験者からのお話を聞くというのはギャップの大きさをネガティブな方向
に拡大することを軽減できる可能性があるとお思います。
それと、居住地から離れて職業を持っている方々などは、週末でないと時間がないなどの問題も
合わせて、検討が必要ではないでしょうか。地域活動はボランティアだと思いますので、その意
味でも、活動から何を得ることができるのかが大きな要因になってくると思います。

449

地域活動と言っても、学校関係ですが、それでも行えるきっかけがあってよかったと思っていま
す。
小さなきっかけで始められる人も多いのでは、と思います。
最初の一歩が難しいのかな

450
地域活動と大げさに考えずに趣味を通じて人との交わりを増やしていけばよいと思う。
その先駆けとして道であった人（知らない人も含め）に必ず挨拶をするなど行って人との交わり
を増やしている。

451 地域活動に、自治体が何かincentive のようなもの！があればよいと思う。

452
地域活動について、積極的に活動したい方と、そうでない方が同じ団体にいるととてもやりにく
い。何か良い方法はないでしょうか。

453

地域活動については、とても難しいところがあると思う。今は、なかなか、自治会にも入らない
し、人付き合いは面倒な人が多い。また、長く活動している人たちが古い慣習に縛られていて、
新しい人が入りにくい点もある。なんでも、民主的に話し合いのもとに合理的に活動する難しさ
があると思う。市や県の職員自体が、地域活動に非協力的なのも、驚くものがある。

454
地域活動には興味がありますが、日中フルタイムでの就業のため家事などの雑用がたまり、休日
などに参加を求められると、ちょっと時間がとれません。空いた時間でお手伝いできるような地
域活動があれば、参加してみたいと思います。

455
地域活動には興味があるが、どのような活動をしているのか知る機会がない。県の広報誌等で紹
介してくれるとありがたい。

456
地域活動には参加するが、その世話役（順番）になることを拒否するメンバーを翻意させる適切
な手段がないことに苦慮している。参考になる情報方があればアドバイスを頂きたい。

457 地域活動に関する情報を得るツールが少ないと思う

458
地域活動に参加される方の方が少ないです。地域の方が一歩踏み出すように努めたいと思いま
す。

459 地域活動に参加しやすい仕組みをつくる。

460
地域活動に参加することで地元への愛情が持てる。
地域活動を通してコミュニケーションの幅が広がるので、気軽に参加してほしい。

461

地域活動に参加するには、それ相応の勇気と覚悟が必要だと思う。何かの担当に付けば、自分の
代わりに活動してくれる人が見付からなければ交代してもらうこともできない。出来る人が出来
るところを手伝えばいいというシステムにならない限り、名乗りを上げたくないのは事実だが、
自分の子供たちも何らかの形で地域に世話になって育ったのだから、子供が育った今、次世代の
子供たちを育てなければとは思っている。が、仕事をして家庭も持って、介護もして、という現
状、なかなか手を上げる気にはなれない。

462

地域活動に対する啓蒙活動がないまま、参加してくれと言ったところで難しい。
ひとつの市内で、それぞれの団体が予算をもらって、似たようなことをやっている。

名前だけの参加協賛企業はいらないので、団体を絞って、予算をつけてやるべき。

今週、市内の清掃を中学生などがやって、
来週また同じ範囲を別の団体が清掃している。　　あまり意味がない。

463 地域活動に特化した資料が配布されるといかもしれません。
464 地域活動に抱くイメージはあるが地域活動はしたことがない。。

465

地域活動の「地域」定義が自分には難しいです。現在住んではいないが、昔住んでいた地域では
今も活動をしています。生活には全く関係が無く、たまたま行った先の地域が気に入ってその活
動にも参加しています。今住んでいる地域では、ほとんど夜のだけの生活で、知り合いもいない
ため、地域で行われている活動はほとんど分からないのでが現実です。

466 地域活動のアテンド的存在がもっと充実して欲しい

467

地域活動のくくりが、公共機関に限定されているので、活動時間の限定や一部団体やNPOにしか
できない場合があると思います。人不足がある介護施設、障がい者支援や病院などにも活動しや
すい窓口があると、より活躍できる場所や時間も広がると思います。
また、地域活動を行ったときの万が一の保険など、説明があると参加しやすいと思いました。



468 地域活動のコーディネート機能があれば使ってみたい。

469

地域活動の意味する内容が多岐にわたり、何でも当てはまりそうですが、自主性、協調性も必要
であり、行政がどこまで関与するのかが少しわかりにくかった。むろん、強制しているわけでも
なく、機会、情報提供などを促しているが、趣旨からするといったい地域活動の現状、役割、課
題とは何であろうか、ということを改めて考える必要があると感じた。

470 地域活動の一環としてもっと防災訓練が必要だと思います。

471

地域活動の基盤として、自治会と言うイメージがある。私は現在さいたま市の集合住宅に住んで
いるが、管理会社が縛っているわけではないが、閉鎖的になる方向に向かってしまいがちです。
このような場合、自治会に入る方法がわからない。また、自治会に入るメリットが見えなくな
り、地域活動よりも都心での活動に目を向けてしまう。この課題を解決する方法は自治会がイン
センティブをもう少し前面に押し出しべきではないかと思う。更に、管理会社は自治会と連携す
ればいいのかと思う。できない事由があるのならば、県を挙げて解決に取り組むべきだ。

472
地域活動の重要性は理解しているが、就業者には積極的参加は難しいと思う。参加を希望してい
ても、当日仕事の関係で参加できなくなり迷惑をかけてしまうケースが多々あるからである。

473
地域活動の情報が、広報誌などに載せてもらうと、自分にできそうな活動がわかるので役に立つ
と思います。個人的には、小学生（低・中学年）の勉強のお手伝いができたらと考えています。

474 地域活動の情報が少なすぎます。

475

地域活動は、あまり難しく考えないで、出来る人が無理なく出来る範囲内で、活動できるような
仕組み作りをする事が必要だと考えます。最近は、元気な高齢者がたくさんいらしゃいますので
～～。上手くマッチングが出来たら最高だと考えます。

476
地域活動は、地域にとっても、自分にとってもプラスになる。自分で出来る範囲で可能な限り積
極的に参加すべきである。

477
地域活動は１回参加するとぬけられないイメージ、同じ方が参加なさっていて輪にはいりがたい
イメージがあります。もう少し、気楽に参加できる仕組みがあるといいですね。

478
地域活動はそれを推進する・中心となる人次第だと思います。推進する側には立ちたくない人が
多いので、ある程度は行政からの支援（人・物・金）が必要だと思います。

479

地域活動はまず近隣との交流がないと始まらないイメージです。
また、近年は善意で声掛けしても通報されるケースが多いので、
それを気にして取り組むことができない事情もあるかと思います。
活動するにはまず、これらを改善できなければならないと考えています。

480
地域活動は一人ではできないので、また人によってはやりたくても消極的は人はきっかけがない
とできないので、出来るだけ互いに誘い合ってやれば輪が広がるのではないでしょうか。

481
地域活動は最高です。　ただし、慣れるまで多少時間がかかるのは確かです。　積極的に参加し
ましょう。　参加することによって活動を楽しむことができます。

482
地域活動は始める前まではどうかなと心配な面があったが、やってみると地区の横のつながりが
出来、近所付き合いがスムーズになる。

483
地域活動は市区町村が主体の事業で県があまり口を出したり、主体となって行うことには疑問が
ある。
「お金は出すけど口はあまり出さない」というスタンスがいいのではないかな。

484 地域活動は時間も無いが面倒くさそうだから進んで参加しない。

485

地域活動は自分たちの生活に密接に関係があり実際に役立つことでもあるので大切な活動だと思
う。私自身も協力して活動したり何かお手伝いしたりするのは好きなほうなので、やり始めたら
きっと、どんどん頑張れると思うのですが（これまでもそうだったので）、近年は引っ越しが多
く知人も少なくまた知り合うきっかけも挨拶くらいしかなく、なかなか地元の行事や活動にも参
加できていません。年齢も上がってくると逆にお世話をかけてしまうのではないかと考えたりも
するので今後はさらに引っ込み思案になりそうです。活動している知人から「一緒にやりましょ
うよ」と誘ってもらえると不安も少ないし一歩を踏み出しやすいなぁと考えます。まずは近隣の
方ともっと知りあったりお話するためにも、町内会の役員とか当番とかが早く回ってくるといい
なと思っています。

486
地域活動は自分のできることを無理のない範囲で行えば、決して負担ではないと思う。
変に強制されたりすることのなく、互いに愛の心を持って行えれば良いと思う。

487

地域活動は種々ある。老若男女問わず参加できる取り組みが必要であり、地域の実情に合わせた
活動が必要と思われる。5年前、地域の民生委員/自治会役員/PTA役員/子供会/老人会の有志と
「サロン」を立ち上げ、娯楽中心の活動と教養講座・ピクニックなど多岐に亘り活動中。活動に
は、問題意識と推進者のセンス・リーダーシップと協力体制が不可欠であり、併せて、行政の人
的フォローも必要な場合があった。今後は一人親所帯(子供は小学・中学生）の子育て所帯・独
居老人中心の高齢者所帯、併せて弱者のフォロー活動を模索中。



488

地域活動は重要だと考えておりますが、仕事をしている時間がかなり多く、現実には参加できて
いません。
自分が比較的空いている時間でも、対応可能なものがあれば、努力したいと思います。
そういった情報を得たいという気持ちと、地元自治体が、私のスキルを知ってくれればいいなと
考えております。

489 地域活動は人のためというより自分のためになると思います。

490
地域活動は大いに参加したいと思います。しかし、分相応にし、ストレスがたまらないようにつ
とめなければと思います。

491
地域活動は担い手が少なくなっており高齢化が進んでいる。現在子育て中の世代や働く世代も
もっと地域に関心を持つべきである。

492
地域活動は年齢的に60~80歳まで位が主流かなって感じ。私は卓球とグラウンドゴルフ共に3年は
やってきました。年齢的にあっちが痛い　こっちがって感じで長く続けるのは難しいですよね。
会計をやっていると　止めるのが難しいのが　難点　体の調子が良ければ楽しいですけど。

493
地域活動は本来素晴らしいものですが、感じの悪い方が属していると、辞めていく方が出てきて
しまうので、上手く自浄作用が働くと良いのかなと存じ上げます。

494

地域活動は老人が多いことと、長く専業主婦をしていた人が多いせいか、非効率な昔のやり方に
固執しているように見える。そういう柔軟性のない人と関わるのがそもそも煩わしい。近隣住民
で価値観が合わない人達と深く関わると、住みづらくなる恐れもあるので、関わりを持たずに穏
便に交わすほうが無難な策だと思っている。

495
地域活動への参加を心掛けている。回答の項目にもあったが人間関係が大変になるときもある。
かかわり方を研究している。

496

地域活動も、はじめからやっている人と、途中から参加する人の意見の相違等がある。はじめか
らやっている人は、活動を仕切ってしまい途中から入った人がやな気持ちになることが多々あ
る。人間関係は難しい。
学校みたいに先生が注意できれば良いが、みな平等な立場になっている地域活動の運営をうまく
させるには、多難な道があると思う

497
地域活動も自分のやりたいことがやれるといいと思うけど、なかなか見つけるのが難しいかもし
れない、働いている人が多い。

498

地域活動やってみたいと思うが、仕事や家事の諸事情や対価を考慮すると、まったく魅力がな
い。地域活動に興味はあるが、現在のところ、地域活動をすることに価値を見出せない。地域活
動のために時間を割く理由がない。その時間があればアルバイトで時給を得たほうが生活のため
になる。それゆえ、定年後や家事・育児の手間がなくなった頃、地域活動に参加したくなると思
います。

499 地域活動をしていましたが親の介護で離れ現在に至っています。
500 地域活動をする時に会議場・コピー場所等が要りますが西部地区はなく困っています

501
地域活動をポランテイァでしたいと思っていますが、どのような場所でどうすれば良いか
其のきっかけが解りません

502
地域活動を行うことは高齢者の社会参加にもなりいいことだと思います。きっかけづくりが大切
でしょうが・・・この点が難しい・・・地道な声掛けしかないのでしょうか。

503

地域活動を行う前は、「めんどくさそう」とか「自分にはできない」と思っていましたが、1つ
のきっかけで関わった事で、今では色々な事をしてます。

自分は他の地域から引っ越して来たので、よそ者感がずっと有りましたが、地域の方々や、子供
達とも楽しく関わりを持つ事ができ、今は少し馴染めたのかと思っています。

地域活動と難しく考えると大変な事のようですが、きっかけは何でも良いので是非皆さんにも関
わってほしいと思います。

504
地域活動を始めたい人は多いと思う。
しかしきっかけをつかませる方法は難しい

505
地域活動を始めるには、使命感も必要ですが、踏み出す勇気の一歩が大事です。近隣からの誘い
があれば、ひとつのきっかけになると思います。

506
地域活動を進める上でどうしても現役時代のエゴが出やすく一人の人が、地域の責任者を長くし
過ぎて弊害が出て活性化が乏しい面がある。県としても啓蒙活動に勉めて頂きたい。人生１００
年時代を実のあるものにする為に。

507

地域活動を通じ、地域の方の繋がりを促すことで居場所や生きがいづくりに役に立ちそれが地域
の活性化や健康寿命の延伸につながる
そうしたマッチングは行政の施設だけでは発信力が足りないのでコミュニティカフェや様々な店
舗などの民間の資源などを利用することで普及に貢献することが出来る
制度の枠にとらわれることなくこうした資源の活用を活かしてほしい
せっかくのシラコバトの補助金制度があっても偏った審査員によるやり方ではもったいない

508 地域活動を通じて、付き合える年齢層が広がった（親世代以上の方と）



509
地域活動参加への後押し（１）でインターネットによる紹介や活動している人の話を聞く会な
ど、県としてもできることはたくさんあるはずだ。県民のために積極的に活動してほしい。

510

地域公民館に健康維持体操のできる場や体力向上機器の設置をお願いします。
健康へ取り組みたい方は多く、運動しながらコミュニケーションが取れる場作りがしたいと考え
ます。
公民館は会議などが、そんなに多く開催されている事はありませんので会議室を空いたままにせ
ず、健康造り、コミュニケーションの場として活用の方法を検討願いたい。

511
地域貢献は、なかなか難しい問題で、まずはやれることからと思い、特派員をやらせてとやらせ
てもらってます。

512 地域社会に貢献できることは出来るだけ参加したい。
513 地域清掃などには市からゴム袋など提供しても良いと思う。

514
地域全体の高齢化で活動の高度化に基づく対応が出来なくなってきている。若い人のサポートを
必要としている。
パソコン、スマホなどの使い方から始めないと高度情報化（防犯、災害など）に対応出来ない。

515
地域農村センターやコミュニティセンターで行う高齢者の集いに小学生が参加して作文朗読した
り、合同敬老会には地元の各種団体が協力支援して喜ばれています。被災を機に地域活動は定着
してきている様に感じます。

516 地区のいきいきクラブ活動をしていますが楽しいです。

517
地元ではないのもあり、地域のつながりがあまりありません。鳩ヶ谷だと高齢者多いなーと実感
するので、安全に生活できるような地域活動は必要だと思いました。

518
地元に以前から住んでいたからが多い地区は新参者が入っていくのは労力がかかる。この後押し
をしてもらいたい。

519 地元のお祭りには参加しています。

520

地元の自治会がかなり組織的に活動しており、それに引きずられるように、いくつかの活動に参
加している。
現時点ではあまりいいイメージは持っておらず、ヒマな年寄り達が勝手にやっているものという
感じである。

521
町つくりセンターのやってる活動が面白くない。お子さんとの関係、接触も大事ですがもっと大
人向けの活動が必要。また真面目で堅いものばかりでなく面白い出し物（皆無ぐらい？）で、セ
ンターを活発化して土壌を作ってからから次の段階に進むことにしては。

522
町会で半強制的に見回り等を行うため、町会を抜ける若い世帯が多い。町会のあり方を考える必
要がある

523

町内会のゴミ拾いのようなものは、短時間なので参加できるが、きちんと組織だったものに参加
するには、やはりゆとりがないとできない。いつか参加できるときがきたら、と待ってしまう
と、後からでは参加しにくい雰囲気になっていると嫌なので、常に受け入れてくれつような参加
しやすいものであってほしい。

524

超高齢化社会になり、様々なボランティア活動も増えていくだろうし、災害時に備えての近隣住
民同士のコミュニケーションも測っていかなければならない時代になってきている。そのため、
やはり、少しでも地域での活動に参加しておくのも大切だと思う。無理にとは言わないけれ
ど・・・

525
超高齢社会に向けて地域活動は、大切なキーポイントになると思います。
どうしたら沢山の方々が地域活動に参加できるか、共に考えていきたいと思います。

526 超高齢者が多いので、それなりに何か出来るような活動が有ればよいと思います。
527 長くやっているひとが、大きな顔をしていそうで、こわい。

528
通学の見守りのように時間に縛られる仕事だと、急用ができたとき迷惑をかけるので躊躇してい
る。

529 通勤時間を問う質問は、往復なのか片道なのかよくわからないですね。

530
定期的な活動は中々難しいです。
生活にあった活動があれば参加し易いです。

531

定期的に継続して活動することは、結構敷居が高く、今している活動（月１回デイサービスで高
齢者にフットケアのボランティアをする）以外にする気が起きません。単発で空いている時間
に、何かお役に立てたらとも思うので、紹介する窓口があるといいかと思います。このご時世な
ので、ネットを活用して気軽に応募ができるといいです。

532

定年後の特に男の方を参加できるようにするとよいと考えています。
理由　・男の人は地域に知り合いがいないケースが多いと思われるので、定年後急に
　　　　　ボケてしまわないように。集団から出てしまうので喪失感のないように
　　　　・会社等、仕事で培ったスキルを地域に還元すべきだと思うから。
　　　　・家にいて主婦のストレスになるという話も聞くので、居場所づくりに。

533
転居してきた人でも気軽に参加できる枠組み（SNSの活用やマンション単位での参加など）をつ
くってほしい。

534 転居すると人間関係を作るのが面倒



535
転入したとき、自治会はありますが、入らなくていいですと言われました。コミセンに行って
も、それらしい情報には触れられませんでした。市報のイベント案内も、カテゴリー別ではな
く、縦割りの縄張り別に見えますが、そう感じるのは　わたしだけでしょうか。

536 田舎なのでとくに地域活動は大切で、生活においても張り合いがでる良いものだと思います

537

途中から、引っ越ししてきたので、地域の人と特に交流がないのて、この地域でどのような活動
があるのか内容がわかりません。それと、もうそういう活動をされている方達は、それなりのグ
ループができているようで、新人は入りにくく感じてしまいます。もっと開かれた感じになれ
ば、思い切って参加したいとも思いますが、なかなか難しいようです。誰もが気楽に地域活動に
参加できるシステムができればと思います。

538

都市近郊部に当る埼玉県地域は、特に個人主義（？）が進み、自治体活動に対する無関心が増え
ている。これは地域活動の大きな妨げになっている。県の「いきがい大学」も入学者が変質して
いると感じる。西洋キリスト教社会の奉仕の考えがかなり欠如していると考える。マスコミをも
巻き込んだ都市近郊の状況ととらえて対応する必要があると考える。

539
当地区の地域活動には何の問題も起きていないので特に要望は在りません。

540
働いていると制約が多くなかなか自由な時間がなくキッカケもつかめませんので働きながら職場
での協力で仕事場でできるものがあるともっと選択肢が増えますので参加しやすいです。

541
同じ市内で引っ越しをしたのですが、新しい地域の情報がなかなか分かりません。
隣近所自体、関係が薄い地域だなと思っていますし、アパートも多いので住民の情報も分かりま
せん。なかなか地域活動したいと思っても、情報提供して頂ける環境がないのが実状です。

542 特に機会もないので、一度も参加等した事がありません。
543 特に問題はない。今まで忙しかったので機会を見て対応したい。

544
内容が自分に向いていて、楽しく出来そうだったらやっても良い
自分より若い世代との交流が持ちたい

545 難しい
546 難しい問題ですね・・・

547
日々の生活が忙しいので、なかなか活動する考えにならない。

548 日々の労働の疲れを取る方を優先したいので、なかなか地域活動まで気が回りません。

549

日本経済の発展から地域での社会や環境等の生活に繋げるために、これまでの経験等を活かして
地域活動に取り組んでいます。　少子高齢化社会や人口減少等による景気動向や人手不足等を背
景に、賃金の停滞する動きがあります。　政府が掲げた「働き方改革実行計画」により、国・
県・市町村等の取り組みで、最低賃金の引き上げに実績を上げてもらいたい。最賃の引き上げは
人口が減少する中でも、景気対策や高齢化対策等により、日本経済の再生のため重要です。連
日、地域の経済団体や各種の団体・組織等で、地域活動として主張しております。

550 入会手続きなしにフリーで都合の良い時に参加できるような集まりがあるとよい。
551 年寄りがほとんどです。

552

年寄りリーダーが威張っているので
若い人がやりたがらない。
話も面白くないし。
困った状況。

553 年配のかたの仕切りにうんざりすることがある。
554 年齢を重ねると、疾病もあり、それとの付き合いながらの活動は、当然に、無理が生じる

555
普段から地域交流しておかないと災害時にとても困ると思うので、常に近くの人と仲良くするよ
うに心がけています。

556 物忘れが酷くて出来ない

557
文化ボランティアや運動ボランティア、小学校でのボランティアをやっています。健康でいるう
ちは、仕事とボランティアを両立して行きたいと思います。

558
母親も認知症を患っています。たとえば地域の高齢者などの集まりを手伝いながら母親も参加さ
せることができると助かります。

559 防災　防犯活動訓練を重点的に取り組むことが重要と考える

560
防犯、緊急時、災害時に地域活動等で横の繋がりがあれば色々な事がスムーズに行くのではない
かと思う。
集合住宅では隣の人が分からない場合もあると言う現実はさびしいものであると感じる。

561
防犯パトロールを定期的に行っているが、住民の高齢化のため、参加者が減る傾向にあるのが残
念

562
本年4月から多くの外国人が日本に来て働きます。彼らに日本語を教え、日本で働け良かったと
感じられる良い共生社会を作ってゆきたいものです。

563 魅力的なことと、面倒くさいことが混在している。

564
民間で特技を切り売りできるサイトがあるが、それの行政版があればいいと思う。
地域側のニーズや業務ニーズが見える化できるとともに、ビギナー住民とのマッチングが向上
し、やりがいや張り合いにもつながっていくと思うから。



565

民生児童委員をしていること、地域サポーター経験があることなどにより、高齢者のリアルを見
ている。
大人の部活のような、グランドゴルフなどへの参加ができる人、夫婦で毎日お話をしている人、
子供が見守りに来てくれる人、家庭環境などが、活動の道をふさぐこともある。
年を取れば、最終的に身近な生活になっていくので、身近な生活圏内の人間関係や、活動を若い
時から少しでもいいから参加しておくのがスムーズ参加ができると思う

566 無理のない範囲で地域活動に参加したほうが受け入れられると思います。

567
目的や効果が不明確な地域活動は基本的には財源の無駄遣いと思われる。税金から活動を補助し
ている地域活動には年一回以上の報告書提出を求め、補助継続可否の厳正な協議をしていただき
たい。昔から続く活動だから、という類の地域活動は速やかに補助を打ち切るべき。

568

野良猫への避妊去勢手術の助成金を県内全市町村で実施してほしい。
また行政で野良猫などの相談窓口を設置してほしい。
避妊・去勢手術が間に合わず生まれてしまった子犬や子猫の里親を探す譲渡会を行政施設提供で
定期的に各地で開催してほしい。

569 役員の高齢化が問題。若い人はなかなか自治会活動役員になりたがらない。

570
役所は混むし、役所から遠いところに住んでいるので、現地集合など行かなくて済むなら行きた
くない。

571 様々なジャンルの機会の創出

572
様々な保存会にしても後継者不足に加えて排他的になっているところがあり、自治会行事なのに
会員以外の住民が参加しにくい雰囲気がある。

573

老後の貴重な時間でボランティアをしているが「タダで使える人々」と考えているのでは？と思
う様な、退職金も沢山あるだろう身分の人間の発言に驚く事があった。
地域活動は自主的に出来る範囲でやっているのだから、それに対する批判はやめてもらいたい。

574 老々介護は自宅だけではなく、地域活動を介して出来るといいですね（共助）。

575
市民懇談会委員、審議会委員を担当中。
行政や医療関係分野で、関係者との意見交換が勉強になる。

576 隗より始めよで、まず何でもやってみることが大切だ。


