
                                令和元年５月３１日（金） 

                                                    13 時 30 分～17 時 

        大平山丸山町内会まちづくり推進委員会 

第７回“地域支え合い分科会”議事録 

 

（はじめに） 

〇東大 IOG から新たに、５名の参加があり自己紹介をしていただいた。 

 

１ アンケート結果の分析 

 👉 東大ＩＯＧ荻野先生から、高瀬特任研究員作成の“大平山丸山町内会まちづくり

に関するアンケート（支え合い分科会②）”に基づき説明があった。 

   （参考）配布数：972 世帯👉有効回答数：724 世帯(74.9%)、1,204 人(2 名回答し

ていただいた世帯：480 世帯) 

（１）前半 

ア 世代別の分析：地域“活動”（問４）(回答数 1,109 人) 

👉健康づくり、学習・教養サークル、趣味グループ、町内会・民生委員、

老人会・老人クラブ、子供対象ボランティア・高齢者対象ボラ 

ンティア、多世代交流の項目別 

  〇町内会・民生委員は、70 代をピークにして 30 代から 90 代まで 

10％～20％が参加し、全体で 143 人(回答数の 13%)が参加。 

    〇老人会・老人クラブは、80 代をピークにして全体で 66 人が参加。 

    〇“活動”全体での有無では、主に仕事・子育て世代のうち、30 代 

(回答 40 人)は 68%が、40 代(回答 112 人)は 50%が、そして 50 代(回 

答 157 人)は 48%が“参加していない”と回答。 

これに対して、高齢化世代になると、60 代(回答 174 人)は 33% 

が、70 代(回答 295 人)は 27%が、80 代(回答 285 人)は 27%が、90 

代(回答 38 人)は 53%が“参加していない”と回答。  

    〇地域“活動”の主な担い手は、60 代から 80 代の高齢者(回答 754 

人(問 4 の回答者の 68%))であり、“参加している”が 71%、”参加し 

ていない”が 29%である。 

またその活動のエリアは、町内会や老人会の活動を除くと、主に 

     町外(市内？)にある。 

イ 町内活動に関わりたくない人の割合(問５関連：回答数 1,205 人) 

   〇子育て支援👉39% 〇高齢者支援👉24% 〇交流活動👉35% 



ウ クロス分析 

(ア) 地域“活動”(問 4)と要介護者の有無(問 19)についてなど 

👉介護有の人数が、2019.4.19 の資料では 182 名であるのに対し、今回 

の資料では 405 名と読み取れ、整合性が不明なため検討不能。 

    👉外出目的別(問７)、外出・移動に関する項目別(問８)については、検 

討を省略。 

    👉町内の集まる“場”についての設問(問６)と町内会館などでの利用 

目的(問 23)の回答のクロス結果は、想定される回答結果となってい 

た。 

（２）後半 

 ア グループ分けの定義 

  👉回答者性別(2 タイプ)、世代別(4 タイプ)、世帯属性別(4 タイプ)から、 

１３のグループを設定 👉 添付ファイル参照 

 イ 各設問別のグループ別集計 

  (ア)近所付き合いの程度：(問１) 

     👉グループ③(75歳以上単身世帯の女性回答)、⑧、⑨(以上、高齢者夫婦 

世帯の妻回答)の 20％前後が“生活面で協力”。 

  (イ)身の回りの世話の関係：(問２) 

    ①2/3 以上が“家族以外で心配事や愚痴を聞いてくれる人がいない”グル 

ープは、 

👉④、⑤、⑥(以上、全ての世代区分の夫婦世帯で夫回答)、⑦(非高齢 

者夫婦世帯で妻回答)、⑩、⑪(以上、二世帯・三世帯同居の男性回 

答) 

    ②2/3 以上が“家族以外で気を配ったり思いやったりしてくれる人がいな 

い”グループは、 

         👉④、⑤(前期高齢者以下の夫婦世帯の夫回答) 

        その他の設問項目でも類似した傾向が見える。 

 (ウ)町内会館利用：(問３)👉略 

  (エ)地域“活動”：(問４)  👉略 

 特に、 

(オ)町内での支援・交流活動(子育て支援・高齢者支援・交流活動)：(問５)では、 

“子育て支援”での“小学生の見守りなど”多くの項目について、グループ⑫(二

世帯・三世帯同居の女性回答)で、40％以上が“活動に関わってもよい”と回答

している。 

“高齢者支援”での“近所の人の見守り”では、グループ②(75 歳以下 

の世代区分の単身世帯で女性回答)、⑦(非高齢者夫婦世帯で妻回答)、⑧(前 



期高齢者夫婦世帯の妻回答)、⑫⑬(以上、二世帯・三世帯同居の女性回答)で、 

70％以上が“活動に関わってもよい”と回答している。 

  (カ)町内での活動の場：(問６) 👉略 

 

２ アンケート分析の感想 

〇“子育て分科会”では、子供たちを安心して遊ばせることができる場所のニーズ 

が高いので、未就学児と保護者、小学生を対象に、それぞれ日時を決めて町内 

会館を開放することを考えることとしている。 

〇当分科会では、現在の“助け会いの会”の活動をベースに、女性主体のグルー

プに加え、男性主体の地域サポートグループを立ち上げるイメージか。 

〇担い手の男性に呼びかける方法が、まだ見えてこない。 

〇町内会でどのような組織を立ち上げ、誰が主体になるのか見えない。 

 

３ その他 

    平成 29 年度に実施された超高齢社会対応まちづくり対話集会や地区計画ご

意向調査で、多数の町内会員から指摘された、町内の改善すべき問題点として、

①庭木の手入れ不足によるご近所の迷惑（日照、風の妨げ、落ち葉等）、歩道歩行

者の妨げ、②歩道の補修不十分による安心安全面の懸念につき、IOG の大方先

生から、IOG メンバーによる実態調査を行ってもよいとのお申し出をいただいた。 

   その窓口を地域支え合い分科会とするか、移動支援分科会とするか議論があっ

たが、結論は保留された。 

その議論において、本分科会主査からは「本分科会が行う理由が理解できない」  

との発言があり、本分科会の担当範囲について、他の分科会委員との見解が分か  

れたため、本分科会主査は辞任の意向を示した。 

 

〔参考：前回分科会資料抜粋〕 

（３）今後の活動への関わり方（問５） 

   ア 子育て支援 

    (ｱ) 自宅での乳幼児の一時預かり 

       〇積極的：女性 2 人、男性 2 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の２０％、男性の１７％ 

        (ｲ) 自宅での乳幼児の一時見守り 

      〇積極的：女性 5 人、男性 2 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の２２％、男性の１４％ 

    (ｳ)  放課後の小学生の見守り 

      〇積極的：女性 8 人、男性 6 人 



      〇積極的＋負担にならない程度：女性の３６％、男性の３１％ 

    (ｴ) 習い事や補修の指導 

      〇積極的：女性 10 人、男性 7 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の２９％、男性の２６％ 

    (ｵ) ものづくりや体験活動の指導 

      〇積極的：女性 7 人、男性 6 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の２８％、男性の２８％ 

 (ｴ) 家事支援 

        〇積極的：女性 5 人、男性 1 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の２３％、男性の１３％ 

    (ｵ) 買い物代行  

〇積極的：女性 4 人、男性 2 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の２６％、男性の１７％ 

    (ｶ) 育児相談 

〇積極的：女性 7 人、男性 2 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の３５％、男性の１７％ 

   イ 高齢世帯向け 

    (ｱ) 家の外の掃除や草刈り 

〇積極的：女性 16 人、男性 15 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の４５％、男性の４７％ 

    (ｲ) 家の中の掃除や家事の手伝い 

〇積極的：女性 4 人、男性 5 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の２９％、男性の２１％ 

    (ｳ) 買い物の手伝い 

〇積極的：女性 13 人、男性 7 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の４４％、男性の３４％ 

    (ｴ) 移動の支援 

〇積極的：女性 6 人、男性 7 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の３１％、男性の３５％ 

 (ｵ) 近所の人の見守り 

〇積極的：女性 36 人、男性 15 人 

      〇積極的＋負担にならない程度：女性の７０％、男性の５４％ 

ウ 町内での交流活動 

    (ｱ) 自由に参加できる場づくり 

〇積極的：女性 31、男性 13 

          〇積極的＋負担にならない程度：女性の５４％、男性の４５％ 



     (ｲ) 健康づくりの場づくり 

〇積極的：女性 33、男性 15 

          〇積極的＋負担にならない程度：女性の５２％、男性の４２％ 

     (ｳ)  生活に役立つ講座の講師 

〇積極的：女性 8、男性 4 

          〇積極的＋負担にならない程度：女性の２５％、男性の２３％ 

    (ｴ) 趣味・教養講座の講師 

〇積極的：女性 7、男性 9 

          〇積極的＋負担にならない程度：女性の２７％、男性の２９％ 

（４）町内で必要な場所   （問６） 

(ｱ) 多世代で交流できる場 

〇とても必要：女性 92(19%)、男性 52(12%) 

 (ｲ)  一人で気軽に訪れることができる場 

〇とても必要：女性 119(19%)、男性 57(13%) 

 (ｳ)  子供たちを自由に遊ばすことのできる場 

 〇とても必要：女性 242(41%)、男性 162(38%) 

 (ｴ)  高齢者が集まることができるサロン 

    〇とても必要：女性 165(27%)、男性 83(19%) 

    (ｵ) イベントなどが自由に企画できる場 

    〇とても必要：女性 87(15%)、男性 52(12%) 

👉その他の意見 

  （１）町内会館の利用率はまだまだ低い：未利用者７１％ 

👉町内会館を利用しない人の比率が７１％は残念 

  （２）今後の活動への関わり方（問５）については、どの程度なら可能か具体的に例を示し、名

前を名乗っていただくような追加のアンケートの可能性を検討する。 

  （３）（２）の事業の具体化に当たっては、町内会としての受け皿や予算措置についても、検討す

る必要がある。 

  （４）「交通・移動」と「子育て」は各々の分科会に詳しく見てもらおう。 

  （５）今後の見通しについては、現在の“助け合いの会”への支援を今後どのような形に持って

いくべきかなどについて、この会の議論と結び付けたい。 

 

３ 次回第８回分科会の開催 

  👉令和元年(２０１９年）６月２７日（木）午後３時から 

          以上 

 

文責 地域分科会主査 


