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第３回市政モニターアンケート集計結果 

【目的】市民の皆様の地域の現状を把握し、今後の自治会等の支援や施策に活用します。 

 

問１ あなたは、集落にある集会所（公民館など）を利用したことがありますか。 

（複数回答：回答者 20名） 

 

問２ あなたは、今後、一人暮らしのお年寄りなどの安否確認や見守り活動を行ってい 

くには、何が必要だと思われますか。（単一回答：回答者 20名） 

 

問３ あなたは、この集落に対して愛着や誇りを感じていますか。（単一回答：回答者 20名） 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

緊急時の避難先

まったく利用したことがない

習い事教室やセミナー

高齢者サロン（運営側も含む）

祭りや伝統芸能などの練習

その他

防災訓練等

寄り合いや集会、総会

35%

25%

20%

5%

5%

5%
5%

お年寄と住民との信頼関係の構築 要支援者（お年寄りなど）の情報

地域で活動を担う人 活動する人への経費に対する支援

家族、親戚からの定期連絡 その他

わからない

10%

45%
20%

25%

強く感じる 多少感じる 感じない わからない
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問４ あなたの集落において、誇れるものや自慢できるものは何ですか。（複数回答：回答者 20名） 

 

 

問５ あなたは、集落で生産する農林産物を活用して、地域ぐるみで６次産業化（新商

品開発や販路開拓など）に取り組むことについて、どう考えますか。 

（単一回答：回答者 20名） 

 
 

問６ あなたは、集落での農業を維持・振興するために、何が必要と思われますか。 

（複数回答：回答者 20名） 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

歴史、名所・旧跡

食べ物・食文化

わからない

特にない

伝承文化・芸能

人や人情

自然や景色

住みやすい環境

回答数

10%

50%
5%

35%

参加したい 興味がある 既に取り組んでいる わからない

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

その他

わからない

都市と農村の交流推進

援農ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成・派遣

農産物等のＰＲ・販売促進活動

特産品・加工品の開発等

農業の担い手確保・育成

回答数
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問７ あなたが知っている自治会の活動実態について、お答えください。 

（各活動につき単一回答：回答者 20名） 

 
問８ 問７で「現在行われている。」とお答えいただいた自治会活動について、あなた

は現時点で、その活動に参加しようと思いますか。（各活動につき単一回答） 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

集落内でのお葬式、結婚式

お年寄り世帯の雪おろしや雪かき

地域資源を活用した特産品の開発・販売

鳥獣害、病虫害への対応

集落の山林や農地等の管理

お年寄り世帯への声かけや見守り

集落の道路や用排水路などの管理

伝統芸能の継承活動

神社、お寺、墓地の管理

運動会やレクリエーション活動

登下校時の子どもの見守り

消防・防災活動

集会所、会館などの管理

地域のお祭り

寄り合い（話し合い、総会など）

市町村からの広報誌、回覧板

現在、行われている 以前は行われていた まったく行われていない。 わからない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

お年寄り世帯の雪おろしや雪かき

鳥獣害、病虫害への対応

登下校時の子どもの見守り

集会所、会館などの管理

お年寄り世帯への声かけや見守り

集落の山林や農地等の管理

神社、お寺、墓地の管理

伝統芸能の継承活動

消防・防災活動

地域資源を活用した特産品の開発・販売

運動会やレクリエーション活動

地域のお祭り

集落の道路や用排水路などの管理

寄り合い（話し合い、総会など）

市町村からの広報誌、回覧板

集落内でのお葬式、結婚式

参加したい又は参加している 参加できない 参加したくない 無回答
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問９ あなたは、あなたの集落で移住者を受け入れることについて、どう思いますか。

（単一回答：回答者 20名） 

 

問１０ あなたは、集落の将来についての話し合いに、参加したことがありますか。 

（単一回答：回答者 20名） 

 

問１１ あなたの集落において、今後、リーダー的な役割を担っていくと思われる人が

いますか。（単一回答：回答者 20名） 

 

 

75%

5%

20%

受け入れたい 受け入れたくない どちらでもない

25%

5%

20%

30%

20%

参加したことがある 今後参加する予定である

そもそも集落で話し合いの機会が無い 参加していない

わからない

60%

10%

30%

いると思う いないと思う わからない
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問１２ 今後（おおよそ２０年後）、あなたの集落は、どうなっていると思いますか。

（単一回答：回答者 20名） 

 

 

問１３ あなたは、あなたの集落について、どうなっていってほしいですか。（単一回答：回答者 20名） 

 

問１４ 問１３で「今より活性化してほしい」とお答えの方にお伺いします。あなたの

集落を活性化するためには、どのような取組みが効果的だと思いますか。 

（複数回答：回答者 12名） 

 

10%

15%

55%

20%

今より活性化している 現状とおおむね同じ 衰退していくと思う わからない

60%
25%

10%

5%

今より活性化してほしい 現状と同じで良い 衰退しても構わない わからない

0 2 4 6 8 10 12

農業、林業の共同化

集落の統合・合併

その他

大学、ＮＰＯ、ボランティアなどとの連携

わからない

集落が収益を得る仕組み

買い物代行や宅配弁当など生活サービスの充実

近隣集落との協力

祭りやイベント行事など、人との交流

廃校舎や空き家を地域の活動拠点として活用

集落内の交通の確保

地域福祉サービスの充実

活動や行事の見直しや改善

移住の促進
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問１５ 問１４でお答えいただいた集落活性化の取組みを行うには、何が必要だと思い

ますか。（複数回答：回答者 12名） 

 
問１６ あなたが、あなたの集落（自治会）に期待することは何ですか。（自由回答） 

・誰もが参加しやすい雰囲気作り（40 代女性）         

・主に祭り（獅子舞）にばかり会費が使われている。練習の為の酒代とか必要ない。ばからしくて会費 

・を払いたくないくらい。子供の行事もなあなあで「予算があるから、昨年もやっているから」という理由 

・でやっており、やる必要は全くない。（40 代女性）         

・交流を盛んにしてほしい。皆で顔を合わせる機会が大切だと思います。（50 代男性）     

・集落の家の数が減少していくなかで、自治会における維持経費負担の比重が大きくなっている。特 

・に公民館やお宮などの保全管理の負担が以前より大きくなっている。まだ自治会で、そういったこと 

・に対する意識があるので良いのかなと思う。（60 代男性）         

・集落内に空家、廃屋や草刈など管理していない宅地、農地が増えており、環境悪化を防ぐ対応策を 

・早急に取ってほしい。すでに地域内に住いる農家の人さえ、忙しいと耕作を放棄し雑草地としている。 

・自宅の隣りが廃屋、雑草地となる日が迫っている反面、どんどん新しい住宅が建っている地域で難し 

・いが、地域を挙げて取り組む時期である。若い人が参加しやすい行事を考えて欲しい。   

・老人会の参加者が年々少なくなっています。地区の力になる元気な年寄が多数いるはずです、もっ 

・と協力をてはどうか？         

・自治会に女性役員がいません。制度として女性枠を設けてもよいのでは。（60 代男性）   

・女性の意見を取り入れてほしい。各年代が参加できるイベントを年に１～２回行ってほしい。先進的な 

・活動事例等を自治会で紹介してほしい。（60 代男性）         

・超高齢の男性が毎年決まったことだけを続けていて、新しい事は全て受け付けない。女性の発言は 

・無視するので、もう少し若い世代にバトンタッチできれば集落も良くなると思う。定年制を導入しプライ 

・ドを保って交代できるようにしたい。（60 代女性）         

・現在の自治会はアイデアを出し、きめ細かい管理が見受けられるので。このまま進行を期待します。 

（60 代女性）         

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

その他

わからない

先進的な活動事例の紹介

近隣の集落などの協力や集落間の調整

住民のやる気や意欲の醸成

活動の拠点となる場所

指導してくれる専門家やアドバイザー

活動にかかる資金や設備

活動の担い手となる人や若者

活動を引っ張る世話役（リーダー）の存在
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問１７ 集落の暮らしについて、現在困難が生じているものはありますか。 

（各項目につき単一回答：回答者 20 名） 

 

 

上記「その他：非常に困っている」と答えた方の意見（自由回答） 

・空き家、廃墟 

 

問１８ あなたの集落での暮らしを維持･活性化するために、行政から、どのような支

援をあれば良いと思いますか。（自由回答） 

・特にない（２０代男性）       

・学童以外に、子どもたちを中心に集える場所。（40 代女性）       

・高齢化が進んでいるので、お年寄が楽しめたり、バスや電車がもっと利用しやすくなれば良い。冬の 

・除雪対応を早めにしてほしい。またそれに関連した排水対策をしてほしい。融雪装置で道が水浸しに 

・なり歩行者は大変です。（40 代女性）       

・交通量も多く、老人が多いのに歩道が確保されていないため危険である。子供たちの登下校時も大 

・変危険であるので、歩道の確保をして欲しい。また川の増水を防いでほしい。（40 代女性） 

・現在の人口構成から考えると将来の集落での暮らしの維持は困難です。私たちが一番若い住民な 

・ので 30 年後は、この集落はない様に思います。行政からの支援にも限りがありますし、自分達にで 

・きる範囲で支えていくつもりですが・・・（５０代女性）       

・10 年前からコマツ窪工場の近くを夜に通るとプラスチックを燃やしたような異臭がします。数キロ離れ 

・た自宅でも同様に臭います。高岡から 160 号線を走行していると柳田のコメリ周辺に差し掛かると臭 

・います。風向きによっては臭くない日もありますが、何とぞ改善をお願いします。（50 代男性） 

・住みやすい環境作り。融雪、側溝の整備。通学路の整備。（50 代男性）     

・集落の草刈り作業について、燃料や草刈り機の刃の助成や、NPO などのマンパワーの応援があれ 

・ばよいと思う。（60 代男性）       

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ガソリン、灯油等の購入

福祉・健康

防災など暮らしの安全の確保

その他

日用品等の買い物環境

医療

集落環境の維持（草刈など）

移動・交通

除雪活動

鳥獣被害

非常に困っている やや不便だが問題ない 特に困っていない わからない 無回答
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・若い人が地元で働ける職場を造ってほしい。道路、雨水排水路などの住環境の整備計画を進めて 

・してほしい。空家（廃墟）の撤去、農地の耕作放棄地の草刈りを所有者に強く働きかけるなど、市が 

・関与して欲しい。町部と違い、定年延長により農業従事者と期待していた人が益々少なくなっている。 

・元気なうちに地域の担い手として活躍できるライフサイクルを社会全体として考えて欲しい。市から 

・地域の将来目標を、具体的に問いかけて、そのために具体的に何が必要かを考えさせないと地域 

・は良くならない。（60 代男性）       

・活動のリーダーとなる人に先進的な事例の紹介や知識を得る為の機会を与えて支援してほしい。 

・住民のやる気や活性化を促進する講演等を集落で開いてほしい。（60 代女性）   

・今は夢ですが、玄米の毒を除去した上で炊飯しレトルトパックにして販売したい。健康志向で玄米 

・を食べている人が増えており、毒を除去した玄米御飯のレトルトパックは、需要が高いと思う。それ 

・によって雇用も生み出せると思う。（60 代女性）       

・自治会から要請が出た事項は迅速な処理を期待します。（60 代女性）     

 

アンケート集計結果は以上となります。 

 

 


