
諏訪中学区エリア アンケート結果 

【調査実施者】多摩市企画課、合同会社MichiLab、馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会 

 

 いつまでも住み続けたいと思える地域を形成していくため、基礎データの収集・分析のために以下のとおり 

アンケート調査を実施します。 

（１）お住いの地域についてお答えください ①馬引沢 ②諏訪 ③その他 

（２）お答えの方の年代についてお答えください ①10代 ②20代 ③30代 ④40代 

（３）ご自宅の所有形態について教えてください ①持ち家 ②家族所有 ③賃貸 

（４）災害時など身近に声をかけあえるご近所づきあいはありますか ①ある ②ない 

（５）コロナ禍のオンライン授業やテレワーク等により、地域で過ごす時間が増えましたか。①はい ②いいえ 

（６）今後もこの地域で住み続けたいですか？ ①はい ②いいえ（就職・転勤・その他） 

（７）この地域の良いと思うところがあれば教えてください（               ） 

（８）この地域に足りないところ、こうなったら良いと思うところがあれば教えてください（     ） 

（９）地域活動の必要性について（自治会活動・見守り活動・ボランティア活動・お祭りなど） 

   ①必要 ②あったほうがよい ③どちらとも言えない ④必要性を感じない 

（10）ご自身の地域活動参画状況について 

   ①率先して参画中 ②頼まれて参画している ③頼まれたら参画すると思う 

   ④参画しないと思う ⑤参画しない ⑥考えたことがない 

（10）-2 前問①②をお答えの方：具体的な内容（          ） 

（11）多摩市若者会議や地域福祉推進委員会など、多様な市民が集い、協議・実行に取り組む活動が 

ありますが、知っていましたか？ ①知っていた ②知らなかった 

（12）エリアミーティング、多摩市若者会議や地域福祉推進委員会など、お住いの地域をより住み心地よくする

ために地域に住む多様な市民がつながる場があれば 

   ①参加している ②参加したい ③参加できない ④参加しない ⑤わからない 

（12）-2 前問①②をお答えの方：今後、地域にお住いの方が、ゆるやかでフラットにつながり、 

イベント開催や課題解決等、やりたいことが楽しく実現できる機会をつくっていきたいと思っています。

次のうち参加したいと思う活動があればお答えください（複数回答可） 

  □ ワークショップやフィールドワークへの参加により地域の方とつながったり、 

地域への見方が変わる体験 

  □ 自分の知識、経験やスキルを活かして、必要な人や地域社会のために何かすること 

    （ゆるやかで負担が大きくないかたちで） 

  □ 自分の学びや成長の機会にするため、地域で何かにチャレンジすること 

  □ その他（                              ） 

（12）-3 前問③④をお答えの方：その理由 

   ①時間がない ②興味がない ③今後住み続けるかわからない ④負担が増える 

   ⑤既存の団体に参加している ⑤その他（                ） 

■ 多摩市や地域福祉推進委員会、合同会社 MichiLab が行う、「（仮称）地域委員会構想」に関連した地域での

イベント等の取組みについて、今後お知らせをさせていただきたいと思います。 

  差し支えなければ、連絡用のメールアドレスをご回答ください。＜      ＠     ＞ 

 

ご協力ありがとうございました！今後もメールやHP等で最新情報を提供しますので、ぜひチェックしてくださ

い！ 

アンケート回答はこちらから（https://forms.gle/2pjSL3rxdwnE8rjg7）→        
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●アンケート結果 

アンケート送付 3/17~19 1,837通 

回答期限 ~3/31 回答数 292件 

（１）お住いの地域についてお答えください 

①馬引沢 85（29.1％） 送付 30.2％ 

②諏訪 207（70.9％） 送付 69.8％ 

（２）お答えの方の年代についてお答えください 

①10代 43（14.7％） 送付 15.0％ 

②20代 89（30.5％） 送付 38.5％ 

③30代 132（45.2％） 送付 40.3％ 

④40代 28（9.6％） 送付 6.2％ 

（３）ご自宅の所有形態について教えてください 

①持ち家 106（36.3％） 

②家族所有 84 （28.8％） 

③賃貸 95 （32.5％） 

社宅 4 （1.4％） 

無回答 3 （1.0％） 

（４）災害時など身近に声をかけあえるご近所づきあいはありますか 

①ある 145 

②ない 146 

無回答 1 

（５）コロナ禍のオンライン授業やテレワーク等により、地域で過ごす時間が増えましたか。 

①はい 206 

②いいえ 86 

（６）今後もこの地域で住み続けたいですか？ 

①はい 239 

②いいえ 52 

無回答 1 

  いいえの理由（原文ママ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24時間やっている飲食店が少ないから / そこまで執着していない / 就職・転勤 

なんとも言えない土地 / 不審者が多い / 地域の人々は良いけれど、あまり治安が良いイメージがない為 

ショッピングモールやフードコートなどもぅ少し買い物を一日中楽しめる地域は引っ越したい 

個人都合での転居 / 子供の進学状況によっては転居を検討中 / 拘らなければならない程の理由がないため 

坂が多い。駅まで遠い / 坂が多くて不便だから / 坂が多すぎる / 虫が苦手だが虫が多い道路か狭い  

暮らす分には自然豊かで治安は悪くはないが、若者が暮らすにはお店が年配向けでつまらない。丁度 10代後半

から 20代に向けたものが無さすぎる。 /聖ヶ丘や貝取、落合周辺在住者のバイクの走行音がうるさすぎるため 

若者向けの店舗が少ない /都心から遠い /都心から遠くてだるい、京王ライナーは高いし 

飲食店や娯楽が少ないため / 駅からの徒歩圏内にユニクロと無印、大きな電気屋がない 

駅周辺に商業施設が少ない / 高齢者増加、街並みの老朽化 
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（７）この地域の良いと思うところがあれば教えてください 

のどか/静か/公園が多い/道路が広い/緑が多い/自然が豊か/歩者分離/遊歩道があり安全に登下校できる 

都市と田舎のハイブリッドなところ/都心から程よく離れている/都心へのアクセスがいい/災害に強い。 

駅前が便利/駅前のお店で生活に困らない/カフェ/商店街の街並みが夕方になるととても美しい 

生産者さんが出す新鮮野菜が近場で販売されている/治安が良い 

地域の行事(どんど焼き夏祭りなど)/ 子育て環境が素晴らしいと思う。 

都会みたいな人がいない/近所のお年寄りや子供が皆んなとても良い人たち/人が穏やか 

何となくコミュニティが豊富そう(もっと色々知りたい)/ 今回のような地域づくりに向けた活動がある。 

地域再生に前向きに取り組んでおり、多世代が住みやすい地域。他地域からの移住者も馴染みやすい。 

家の近くの公園の草の手入れや掃除を積極的にしてくださる人がいてとても助かります 

高齢者が多く、その分健康づくりなどに関心が高い人が多い気がする。 

ボランティアの方が活躍しているところをみてよりこの地域に貢献したいと感じる 

市役所の方の雰囲気が良い。/スーパーや病院など、徒歩圏内で用を足せる施設がたくさんある 

 

（８）この地域に足りないところ、こうなったら良いと思うところがあれば教えてください 

魅力的な商業施設や飲食店/若者向けの施設・遊ぶ場所が少ない/オシャレなお店やショッピングモール 

店が親や年配の世代向けのものが多く、遠い都心まで出かけなければ若者に適した買い物が出来ない。 

スーパーやカフェ等を住宅街にもオープンしてほしい/ヒトがあつまれる場が少ない/商店街の活性化 

駅までの段差や階段が多いのにエレベーターが少ない/坂が多い/夜になると道が怖い 

永山駅へ行くのに山を越える必要があるのが辛いです。 

永山駅前のタイルの床が滑りやすいので改善してほしいです。 

お年寄りも多いので駅からの階段など、もう少しバリアフリー化した方がいいと思う。 

駅の入口を北諏訪小学校側にも作ってほしい。/もっと諏訪名店街を活性化させたい 

高齢化が進んでいる。地域コミュニティで支えられるインフォーマルな支援が必要 

古い文化、郷土芸能などが弱い。お囃子やお神輿、集めてお祭りなどやった方がいい 

IT化がやや遅れている/HPのないクリニック/子供向けのイベントが少ない 

住んでいる公共住宅も、子育て世代は転出入が多く、近所付き合いは若い世代ほど希薄 

災害時の近隣との相互扶助の関係が築きづらいと感じている/地域主催の子供会があればなと思います 

全てが老人基準になっていると感じる所。若者目線で考えたであろうこともどこかズレている。 

高齢者が住みやすくするための取り組みはよく聞くが、若者にとっての取り組みはあまり耳にしない。 

ご当地グルメ、ご当地ヒーロー 

 

（９）地域活動の必要性について（自治会活動・見守り活動・ボランティア活動・お祭りなど） 

①必要 72（24.7％） 

②あったほうがよい 143（49.0％） 

③どちらとも言えない 55（18.8％） 

④必要性を感じない 22（7.5%） 
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（10）ご自身の地域活動参画状況について 

①率先して参画中 10（3.4％） 

②頼まれて参画している 5（1.7％） 

③頼まれたら参画すると思う 132（45.2％） 

④参画しないと思う 49（16.8％） 

⑤参画しない 14（4.8％） 

⑥考えたことがない 82（28.1％） 

（10）-2 前問①②をお答えの方：具体的な内容 

お囃子を習っているので呼ばれたら参加しています。/お祭り/青少協こどもの王国のスタッフ 

団地の清掃活動/団地管理組合の理事会など/地域清掃やお祭り/見守り活動、季節ごとのお祭り 

子ども食堂のボランティア。/有償ボランティア、見守りボランティア、自治会のお祭りスタッフ参加 

防災訓練等、参加できる日なら参加するというスタンス。/防犯パトロールなど 

 

（11）多摩市若者会議や地域福祉推進委員会など、多様な市民が集い、協議・実行に取り組む活動が 

ありますが、知っていましたか？  

①知っていた 53（18.2％） 

②知らなかった 239（81.8%） 

（12）エリアミーティング、多摩市若者会議や地域福祉推進委員会など、お住いの地域をより住み心地よくする

ために地域に住む多様な市民がつながる場があれば 

①参加している 1（0.3％） 

②参加したい 47（16.1％） 

③参加できない 65（22.3％） 

④参加しない 59（20.2％） 

⑤わからない 119（40.8％） 

無回答 1（0.3%） 

 

（12）-2 前問①②をお答えの方：今後、地域にお住いの方が、ゆるやかでフラットにつながり、 

イベント開催や課題解決等、やりたいことが楽しく実現できる機会をつくっていきたいと思っています。

次のうち参加したいと思う活動があればお答えください（複数回答可） 

  □ ワークショップやフィールドワークへの参加により地域の方とつながったり、 

地域への見方が変わる体験 ＝45 

  □ 自分の知識、経験やスキルを活かして、必要な人や地域社会のために何かすること 

    （ゆるやかで負担が大きくないかたちで） ＝39 

  □ 自分の学びや成長の機会にするため、地域で何かにチャレンジすること ＝34 
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（12）-3 前問③④をお答えの方：その理由 

①時間がない 66 

②興味がない 19 

③今後住み続けるかわからない 14 

④負担が増える 26 

 

（その他の理由） 

大学が都外にありそこで一人暮らしをしている 

意見を持った人たちばかりいそうなので自分は気が引ける。 

コロナ禍で、価値観が多様になり過ぎて、顔と場所がわかっている状態のコミュニケーションが怖い。市には本

名など知らせていても、匿名でやりとりできる場があれば。図書館ボランティアをやりたいと思っても組織を作

る必要がある。むしろ、住居と離れていれば、本名でも活動はできるかもしれない。長く住みたいと思っている

からこそ、人間関係には慎重になっている。 

上記①～④全て＋必要性を感じない 

今春転居のため 

大学が都外にありそこで一人暮らしをしている 

家族との時間をまだとりたい 

未就学児を育てているため、難しい 

もともと住んでいる地元というわけではないので、よそから来た人間が参加していいのか分からないし、参加し

ても地域について詳しくないので意見が言えない 

夫が単身赴任で、子供を見なきゃいけないため 

 

■ 多摩市や地域福祉推進委員会、合同会社 MichiLab が行う、「（仮称）地域委員会構想」に関連した地域での

イベント等の取組みについて、今後お知らせをするためにアドレスを登録 ＝37 

 


