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２０２０年度 役員選出委員会が発足   

 

来年４月より会長他数名を選出するための

選出委員会が１０月４日（日）に発足しまし

た。 

来年４月の総会までに各候補者を選出でき

るよう活動いたします。委員長は消防団の高

坂聡さんです。立候補者の募集は令和 3 年 1

月 31 日までに委員長宛てにお申し出くださ

い。 

今後役員を引き受けていただける方には個

別にお願いに上がることになりますので、ご

協力をお願いいたします。 

 

前田町町内会 生活に関するアンケー

ト結果について 

 

この度の「生活に関するアンケ―ト」の実

施にあたり、ご協力ありがとうございました。 

回収は全部で 423 世帯でした。回収率はなん

と 30％強でした。 

 今回は 60 歳未満の、働き盛りの世帯と 60

歳以上の、高齢者の世帯に分けて集計しまし

た。それぞれの設問ごとにコメントいたしま

す。 

設問 2、お住まいについて。 

 町内会会員の 1/3 は集合住宅、2/3 は戸建に

住んでいる結果になりました。60 歳未満の働

き盛りは、集合住宅と戸建とほぼ半々に対し

て、60 歳以上の高齢者では、集合住宅が 2 割

で 8 割が戸建でした。 

設問 3－1 何人家族ですか。 

  60 歳未満の、働き盛りの世帯では 3～4 人

暮らしが主で、60 歳以上の高齢者の世帯では

2 人暮らしが圧倒的に多かったです。 

設問 3－2 家族の該当する世代は。 

 60 歳未満の働き盛り世帯は 20～50 代が主

体で、60 歳以上の高齢者世帯は 60～70 代が

主体になっています。 

設問 4 生活する中で何に不便、不安を感じま

すか。 

 60 歳未満の働き盛り世帯は、「自分や家族の

健康」が第一で、その後は大きな差がなく「災

害時の避難」「地域の防犯・安全」「子育て・

子どもの教育」順で続きます。60 歳以上の高

齢者の世帯は「自分や家族の健康」が第一で

他と大差があり、「災害時の避難」「地域の防

犯・安全」が続きます。 

設問 5 日常生活で困った時、どこ（誰）に相

談しますか。 

 どちらも圧倒的に「家族や親せき」「知人や

友人」でした、そしてその次に「近所の人」

が上げられていました。働き盛りの世帯では

ほぼこの 3 項目ですが、高齢者世帯は「区役

所」とか「病院」といった日頃お世話になっ

ているところをあげておりました。 

設問 6 新型コロナウイルスの影響で、困った

（困っている）ことはありますか。 

 コメントは、11 月 1 日発行の「川上地区社

会福祉協議会ニュース」の一面に詳しく掲載

しましたので、会報では省略します。 

設問 7 ご近所でお手伝いしていることがあ

りますか。 

 働き盛り世帯では、1 世帯のみの回答でした。

内容は「ＪＲや役所に時々除草のお願いをし

ている。余裕があれば草むしりをしている」

でした。 

 高齢者世帯でも、そう多くは在りません。

以下に主な内容を紹介します。 

  ・消防団に入団し活動してます。 

  ・草取り、近所のゴミ出し。 

  ・道路の清掃 

  ・ニコネットの弁当配達 

設問 8 あなたは普段の生活において外出で、

不便を感じていますか。 

 不便を感じている世帯は、働き盛りの世帯

では 15％、高齢者の世帯では 30％でした。 

設問 9 不便を感じていると答えたかたに、何

に不便を感じているか。の問いに。 

 働き盛りの世帯では、少ないながら、「買い

物」「通勤・通学」「趣味活動」でした。 

 高齢者世帯では「病院」「買い物」「旅行・

行楽」の順でした。 

設問 10 外出時の交通手段は何ですか。 

 働き盛り世帯では「徒歩」「自家用車」「路

線バス・鉄道」「自転車」といった順です。 

 高齢者世帯ではやはり「徒歩」が多く「路

線バス・鉄道」「自家用車」の順で、さすが

に「自転車は」少なかったです。 

設問 11 買い物の際、何にお困りですか。 
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 働き盛りの世帯では「特に困っていない」

が圧倒的に多く、少ないけれど、困っている

ことは「店までの距離が遠い」「バスの停留

所や駅まで遠い」が目につきました。 

 高齢者世帯では「特に困っていない」が多

いものの、働き盛り世帯よりは少なく、困っ

ていることは、「店までの距離が遠い」「重い

ものが持てない」「バスの停留所や駅まで遠

い」「歩いて買い物に行くのが体力的につら

い」と高齢者では、の困りごとでした。 

設問 12 現在、利用している買い物サービス

はありますか。 

 働き盛りの世帯では圧倒的に「インターネ

ット販売」が多く「特になし」「宅配サービ

ス」「家族の協力」が目立つところでした。 

 高齢者世帯では「特になし」が一番多く「イ

ンターネット販売」「宅配サービス」「家族の

協力」の順でした。 

設問 13 その他、気になっている事など、ご

意見を自由にお書きください。 

 全体的に少なかったが、その中でも主なも

のを紹介します。 

＜働き盛り世帯＞  

・地域での防災訓練等が無く、いざという時

に心配。 

・ごみの分別がきちんとされていないことや

ルールを守らない事が多い。 

・近所付き合いが少なく、交流の場があると

いい。 

・小型犬だが、リードをはずして散歩させる

人がいる。 

・近所にネコが増えて、庭などに入り込み、

糞等されて臭いのに困っています。 

・放置してある犬の糞に困っています。 

・通園、通学の時間帯に猛スピードで生活道

路を抜けていく車があり、時間規制は出来な

いか？ 

・防犯灯が少なく道が暗くなっているところ

がある。 

＜高齢者世帯＞ 

・交差点でミラーのないところや狭い道のと

ころがあり、運転していても怖い。 

・カットすればゴミとして出せる金属は、前

田ハイツのようにカットしてくれるところ

があると助かる。 

・最寄りにバス停やバスルートがない。ミニ

バスのようなものを通してほしい。 

・わくわくサポート隊などのボランティアが

高齢化や人材不足により、今後の対応が困難

という事を伺い、不安。 

・高齢同志お互いの対応や食事等の日常生活

が心配になる。 

 

町内会親睦バス旅行のお知らせ 

 

延期となっていました、日帰りバス旅行を

開催します。 

旅行日:12 月 15 日(火) 

費用:4000 円 

三浦半島へ出かけ、マグロ料理や水中観光

船を楽しみ、三浦大根の収穫をする予定で

す。詳しくは回覧をご参照の上、お申込み

下さい。 

申し込み締切 11 月 20 日(金)まで 

町内会館宛 045-827-2701 

相和会行事予定 

 

11月 11日(水)  13:30〜  相和会定例会、健康体操 

12月 11日(金)  13:30〜  相和会定例会、健康体操 

食廃油 回収実績報告 ※ (単位 :L) 

 

（川上地域エコ活動委員会） 

会務報告  会長    ※＝前田町内会館   

 

10月 5日（月）10時 30分～ 秋葉中ファンド委員会 

10月 11日（日）13時 30分～ 相和会定例会 

10月 24日（土）13時 30分～ 川上地区連合町内会役員会（※） 

10月 24日（土）17時～ 秋葉小防災拠点委員会役員会（資料

配布） 

10月 25日（日）15時～ 役員会（※） 

10月 28日（水）10時 30分～ 秋葉小中運営委員会 

11月 1日（日）12時 00分～ 役員部長会（※） 

11月 1日（日）13時 30分～ 組長会（2回に分散）（※） 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館  

 

11月 8日（日）8時～ 秋葉小防災拠点訓練（役員のみ参加） 

11月 11日（水）13時 30分～ 相和会定例会 

11月 18日（水）10時～ サロンひだまり（※） 

11月 20日（金）10時～ サロンヒマワリ（秋葉町内会館） 

11月 21日（土）15時 15分～ 川上小まちづくり懇話会 

11月 28日（土）14時～ 川上地区連合町内会役員会（※） 

11月 29日（日）15時～ 役員会（※） 

12月 3日（木）10時～ 戸塚区社会福祉協議会研修会 

12月 6日（日）12時 30分～ 役員部長会（※） 

４月〜累計 9月実績 2020年度累計 

115 20 135 



 

 

12月 6日（日）13時 30分～ 組長会（2回に分散）（※） 

 

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までど

うぞ。 

p r @ m a e d a c h o . j p 西田 


