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要 約

町内会・自治会は，地域住民から構成され，地域の基盤となる地域コミュニティとして考えら

れているが，加入率の低下の問題が全国的に叫ばれている。広島市の町内会・自治会も例外では

なく加入率の低下が見られ，町内会・自治会の請け負う役割を担う人材の不足が深刻化している。

加入率低下の原因には，地域住民の町内会・自治会活動への理解不足や，未加入であっても町内

会・自治会加入者が受ける恩恵を享受できるなど，さまざま考えられる。本研究では，地域の基

盤となる地域コミュニティとしての町内会・自治会の活動に地域住民の理解を得て，さらにその

活動を担う人材を確保し，持続可能な運営を行うための方法について考察する。

1．はじめに

災害発生時，自治体や消防署などの公的機関が災害対応にあたるが，大規模な災害の場合，発

生直後に公的機関が迅速に機能するかどうかには疑問が残る。実際，阪神淡路大震災で生き埋め

になった人の約67%は自力で，あるいは家族に救出された。また，約31%は隣人，友人，ある

いは通行人に救出されたと言われ，救助隊に救出されたのはわずか2%にも満たないとの報告が

されている [1]。東日本大震災や平成26年8月豪雨をはじめ，最近におけるさまざまな災害の中で

「公助」の限界が明らかになったといえよう（たとえば，平成26年度防災白書 [2]や産経新聞社

説 [3]参照）。一方，「自助」「共助」の重要性が強く認識されたことから，平成25年の「災害対策

基本法」の改正においては，地域コミュニティレベルでの防災活動に言及されるようになった。

こうした中で，地域のコミュニティのあり方が注目されている。

地域の基盤となる地域コミュニティとして，町内会あるいは自治会と呼ばれるものがある。町
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内会とは，町内に組織される住民の自治組織であり，第二次大戦中は制度化され，隣組を下位組

織として住民統制の一端を担ったものであった。また，町会と呼ばれる場合もある。自治会は，

同一地域の居住者が，自分たちの共通利益の実現と生活の向上を目的として作る組織とされてい

る。実際上，2つの言葉に差はないとの判断から，以下では，引用する文献での表現などの特段

の事情がない限り，町内会に統一して記述する。

広島市では，『町内会は，その設立から運営まで，地域住民自らの手で行われている自主・自立

の団体であり，住民相互のふれあい，共同活動を通じて地域を快適で住みやすくするためのさま

ざまな活動を行っている』と説明している [4]。その具体的な活動としては，祭事，清掃，防災，

防犯，見守りなど多方面に及ぶ。広島市における町内会加入率の推移は図1の通りである。図1
からわかるように，1982年には86％に及ぶ町内会加入率は2016年には61％程度まで落ち込んで

いる。とりわけ，1996年以降の傾向は線形的と考えられ，この傾向が維持されれば，2027年には

50％を下回る。町内会が地域を代表する団体としての役割を担うにあたって，過半数となる50％
を下回る加入率となることは，ゆゆしき問題と考えられる。なお，町内会加入率の低下の問題は

広島市だけでなく，全国的な問題となっていることが指摘されており [5]，中国四国地方の他の自

治体でも町内会に関する調査がされている [6][7]。ただし，内閣府の調査 [8，9]は，集計のもととなる

データが必ずしも現実を反映できていない恐れがある。特に，内閣府の調査 [8]では，国民の9割
弱が町内会に加入していると報告されている。この調査結果を踏まえると，町内会の現状はそれ

ほど問題でないとも結論づけられてしまう。

加入率低下の原因についてはさまざまなことが指摘されているが，都市部や山間部，集合住宅

や戸建て住宅など，その地域や環境などの事情に依存する所が少なくないように感じる。一方，

加入率の低下は，いずれにおいても町内会の請け負う役割を担う人材の不足を深刻化させている。

これを改善すべく，広島市の町内会では市役所・区役所の支援のもと，町内会加入促進を展開し

ている。しかし，加入促進のキャンペーンをしたり，盛大なイベントをしたりすればするほど，

人材不足の窮状にある現状では一部の人材に負担が重くのしかかることになり，その状況がか

えって町内会を敬遠する要因ともなって，さらなる加入率の低下を招くという悪循環に陥ってい

ることが考えられる。

自治会費等請求事件 [10]（2005年4月26日最高裁判決）において，町内会はいわゆる強制加入

団体ではなく，町内会の会員は，いつでも町内会に対する一方的意思表示によりこれを退会する

ことができるとされた。しかしながら，町内会の請け負う役割の中には，たとえば，ごみステー

ションの管理・運営など，地域住民の日常生活とは切り離せないところもある。町内会に関して

加入促進等のキャンペーンが展開されているとは言え，こういった点が町内会に未加入の多くの

地域住民に理解されていない可能性がある。また同時に，地域住民の日常生活に密接に関係する

ところについては，未加入だからといってその恩恵の享受を排除することはできず，未加入で

あっても町内会加入者が受けるべき恩恵を享受している現状がある。

本研究では，既述の現状における問題を解決し，地域の基盤となる地域コミュニティとしての

町内会において，人材を確保し持続可能な運営を行うための方法について考察する。具体的に，

まず，町内会の基盤となる地域住民に関して，その人口推移を調査し，地域が抱える人口問題に

ついて明らかにする。さらに，地域コミュニティとしての町内会の活動に理解を得て，その上で

町内会活動を担う人材を確保し持続可能な運営を目指すにあたって，地域住民の意識について調

査する。くわえて，町内会活動の見える化，ならびに町内会活動への理解を促し加入を促進する
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仕組み作りについて検討する。

2．広島市の人口問題

既述の通り，町内会を構成するのは地域住民である。この点を鑑み，町内会の基礎となる地域

住民の今後の状況，すなわち広島市の人口問題についてデータをもとに検証する。ここでは，国

立社会保障・人口問題研究所（以後，社人研）の調査結果をもとに，2040年までの広島市の人口

推移を吟味する。具体的に，吟味は社人研での「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推

計）」[11]の結果に基づく。この調査は，2010年の国勢調査をもとに，2010年から2040年までの

30年間（5年ごと）について，男女年齢（5歳）階級別の将来人口を推計したものである。

ここでまず，社人研での「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」[11]の結果の精度

を検証するべく，2015年の国勢調査の結果（実測値）と2010年の国勢調査の結果をもとに算出

された2015年の人口推計（予測値）とを比較した。実測値に対する予測値の誤差率は広島市全体

の場合，0.5％程度，各区単位でも平均1.6％程度の誤差であり，その精度の高さが窺える。

広島市の2010年から2040年までの10年ごとの人口推移を，0～14歳，15～64歳，65歳以

上，75歳以上の区分を設けて表1に示す。特筆すべき点としては，2040年には65歳以上，75歳
以上の人口割合がそれぞれ34.8％，19.9％に達する。また，2010年から2040年の間に発生する約

8.0万人の人口減のうち，0～14歳の人口減は4.7万人，すなわち約58％を占める。

鈴木ら [12]では，自治会ベースの人口統計データを用いて「消滅可能性自治会」の将来予測モデ

ルを開発した。具体的には，宮城県栗原市を事例として，町内会における過去10年間の性別・年

齢別加入者データをもとに，さらに「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」[11]の結

果をもとに，町内会の人口構成に関する将来予測を与えた。このとき，①年齢構成，②地域内の

相互扶助力（生産年齢人口に対する高齢者人口比率），③若年女性人口（20～39歳）の減少率を

消滅可能性自治会の基準として，市街地＜中山間部＜平野部＜山間部の順で消滅可能性が高くな

図1：広島市の町内会の世帯加入率の推移（毎年7月1日時点，1996年以降，毎年調査）
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ることを示した。一事例報告であるため，必ずしも定性的な結果とは言い難いが，人口構成と住

環境が町内会の存続に影響を与えることは間違いではないと考える。参考として，広島市の各区

における人口構成（65歳以上，75歳以上）を図2に与える。山間部を有する安佐北区，佐伯区，

市街地の中区での高齢化率が非常に高い様子が確認される。

以上を踏まえ，図1の加入率の今後の推移について一考察を与える。現在の町内会の多くの役

割を担っているのが60歳代，あるいはそれ以上を中心としているのは周知のところと考える。一

方，高齢になれば，本人の健康状態や家族の状況など，かならずしも町内会活動の担い手として

活躍することは容易ではない。現在加入している世帯でも高齢を理由に，活動を担えないなどの

理由から，脱退する可能性は決して少なくない。またそういったことがトラブルとなっている事

件が実際に報道で取り上げられたこともある [13]。さらに，0～14歳，15～64歳の人口減少は著

しく，特に活動の担い手となる15～64歳の人口は大きく落ち込む。図1のように，加入率の推

移として線形的に減少していると記述したが，現実にはより急激に落ち込む曲線として傾向が与

えられるかもしれない。その場合，10年後の2027年を待たずして，加入率が50％を下回ること

となろう。

以上のことから，今後も町内会の請け負う役割を担う人材の高齢化，ならびに不足は避けられ

ない。加入状況改善を考えるにおいても，こういった人口構成のもとでの町内会活動のあり方を

検討する必要がある。

表1 広島市の年代別人口割合

2040203020202010広島市

11.1％11.4％13.1％14.3％0～14歳

54.1％58.8％59.9％65.5％15～64歳

34.8％29.8％27.0％20.2％65歳以上

19.9％18.7％13.9％9.2％75歳以上

1,093,4101,152,7341,185,7991,173,843総数

図2 各区における65歳以上，75歳以上の人口割合
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3．大学生の意識調査

ここでは，大学生の地域コミュニティに対する意識について考察する。大学は高等教育を実践

する知の拠点としての位置付けにあると同時に，若者が集い，コミュニケーションを図り，活気

溢れた活動を行う拠点としての側面もある。この活気ある大学生のパワーを地域活動に役立たせ

る取り組みがしばしば見られるようになった。たとえば，大学生のまちづくりへの参画を扱った

もの [14]や商店街での活動を扱ったもの [15]がある。県立広島大学でも宮島学教育の一環として，

宮島においてボランティアで学生が観光ガイドや清掃を実践している [16]。昨今，経営に苦しむ地

方の私立大学を自治体が支援し，公立化するケースが相次いだ [17]。この現象も，大学生への地域

への影響を見越してのことだといえよう。ただし，この支援の成否は大学生がその地に土着する

かにかかっている。

一方，大学生と町内会との関係について調査した研究がいくつか見られる。たとえば，清水・

中山 [18]では，親元を離れ地域に居住する大学生と町内会との関わりについて調査した。この調査

を通じて，調査対象となった奈良市中心市街地では，町内会と大学生はほとんど接点をもってい

ないことが明らかになった。町内会側では，大学生を一過性の住民としてとらえ，地域の一員と

して考えていない。一方，大学生側では，回答した学生の50％以上が地域活動に参加の意思を

持っており，地域活動に興味がないわけではないが，加入する機会がほとんど設けられていない。

また，清水・中山 [19，20]は，奈良女子大学在学生を対象に，大学生が町内会や地域活動にどのよ

うな意識を持っているのかを調査した。この調査結果における質問項目を踏襲し，県立広島大学

においても同様の調査を実施した。なお，調査票については付録Aを参照されたい。また，対象

者は県立広島大学経営情報学部在学生であり，194名分の回答を得た。既報 [19，20]が229名の学生

の回答を得ている点から，比較において特段問題は生じないと思われる。以下に，回答を整理す

ることで得られた主な知見をまとめる。

 町内会について，「よく知っている」「少しは知っている」と回答した学生は47％にとどま

り，町内会に対する認知は半数にも満たなかった。この点は，先行研究 [19，20]での調査結果

と比べて大きく低かった。なお，先行研究では「よく知っている」「大体知っている」と回

答した学生が62％であった。

 町内会が「地域にとって大切な組織」と回答した割合は40％程度であった。一方，町内会

への期待として「住みよい街づくり」や「地域の防犯・防災」が一定数は確認できた（そ

れぞれ，50.5％，43.3％）。

 町内会活動にこれまでに全く参加したことがないとする学生は14名で90％程度の学生が

接点をもっていたことが分かった。また，お祭り，地域の清掃活動，スポーツ・文化活動

に参加したことがあると回答した学生は，それぞれ68.9％，52.6％，32.5％であった。ただ

し，半数の学生が小学校卒業時に，また7割以上の学生が中学校卒業時に町内会との接点

をなくすことが確認された。

 町内会活動への参加に関して「是非参加したい」とする回答はほぼなかった。「興味がある

ものであれば参加したい」「機会があれば参加したい」と回答する学生は概ね半数程度，確

認された。一方，「あまり参加したくない」「参加したくない」と回答した学生の6割程度

は，町内会に対して認識がない。換言すると，町内会を「知らない」から「参加したくな

い」と読み取れる。
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4．地域住民の意識調査

ここでは，広島市の協力を得て実施した地域住民の町内会に対する意識調査の結果を記す。調

査対象者は，地域住民を想定していることから，区役所窓口にて質問紙調査を実施した。期間は

2017年2月21日（火）から1ヶ月，場所は年間転入者数の多い（来庁者が多いと考えられる）区

を考え，中，南，西の各区役所１階ロビーとした。ロビー内の空きスペースに調査用紙と回収ボッ

クスを配架し，56件の回答を得た。以下に，回答を整理することで得られた主な知見をまとめ

る。なお，調査票については付録Bを参照されたい。

 未加入（13件）の理由としては「アパート等の借家住まい」（8件），「勧誘が無く加入の仕

方が分からない」（5件）との意見が多かった。その両方に回答した未加入者は半数（4件）

を占めることから，集合住宅等では居住者は町内会に入らなくても良いと考えているこ

と，また町内会側からも直接訪問できにくいことなどが関係していると思われる。この点

に関しては，広島市が平成28年度に締結した不動産団体との町内会の加入促進に関する

協定 [21]が有効に機能することが期待できる。

 町内会活動に関する認知状況を見ると，加入者はおおむね多くの町内会活動に認知があっ

たが，一部の人しか携わらないであろう「地域文化の伝承」や「街路灯の管理」，「通学路

点検・公園点検」に関しては認知が低い様子が窺えた。一方，未加入者ではいずれの活動

においても認知していない回答がある程度見られる。特に，「ごみステーションの管理・運

営」や「資源ごみ回収」は，行政において対応していると考えているのか，「いいえ」の回

答が7割に及ぶ。「ごみステーションの管理・運営」や「資源ごみ回収」は生活に密着した

ことであり，この周知は町内会活動への理解を促す重要な要素と言える。

 町内会活動に関する理解について回答を確認すると，加入者および未加入者において，一

定割合で町内会活動が適当でないとする回答が見られるものの，両者において特段大きな

差は見られない。むしろ，町内会活動が適当であるとの回答が多数を占めることから，現

在の町内会活動自体には批判的ではない様子が窺える。

今回実施した意識調査において特徴ある回答を見ることができているが，得られた未加入者の

回答数が13件であったことから，必ずしも全体の傾向を抽出できているかは疑わしい部分があ

る。そこで，参考として，長野県高森町の平成24年度自治組織未加入者アンケート [22]における

未加入の理由を引用する（図3参照）。なお，回答数は174世帯である。未加入の理由として，回

答数の多い順から，1．役員などの負担，2．仕事の関係，3．アパート等の借家住まい，4．自治

会費の負担，5．メリットが感じられない，が挙げられている。2は住民の事情によるため，町内

会では対応できないものと考える。3は既述の質問紙調査から得た結果と重複する。不動産団体

を通じた加入促進策が功を奏することが期待できる。町内会側からのアプローチとしては，1，4，
5の対応を考えていくことが適当である。また，入会しない理由として挙げる主な理由が「多忙」

および「地域のことがわからない」とする報告がある [23]。「多忙」とする回答は既述の回答の2
と同種の回答と考えられる一方，「地域のことがわからない」は5につながると考えられる。

ここで，「役員などの負担」について考えてみる。町内会費の徴収だけでもそれなりの実務量と

考えられる。さらに，町内会のカバーする活動範囲は広く，会合や催事の準備などは多数に及ぶ。

長年役員を務める方も少なくない現状を考えると，新たに入りづらい側面もある。また，役員が

多忙であることを周囲に吹聴することが，ネガティブキャンペーンとして機能していることも考
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えられる。この点の改善は，町内会での「仕事」の整理が第一であると考える。ただし，これは

個々の町内会の内情によるところが大きく，一概に何かの方法を進言するには至らない。単なる

慣習などはできるだけ排除し，誰もが必要と感じるミニマムの活動に整理し，町内会のハードル

をより低く設定し直すことが肝要だと考える。

つぎに，「自治会費の負担」について考えてみる。入会金を含めた会費のトラブルが少なくな

い [24]。集金された会費から，個人の意思を介さない形で他団体への寄付として支出される例もあ

る。集金された会費の使途が周知されていない町内会も少なくない。また，何に対して会費を支

払っているのかすらわからないのが現状と言えよう。

加入問題の解決手順として，日高 [25]は以下の取り組みを示している。

（1）転入者や未加入者に丁寧な説明と加入促進を行う。

（2）活動成果と会費等の負担との関係を公表し情報公開を徹底する。

（3）特別な加入条件や加入金などの伝統的仕組みを見直す。

（4）気軽に参加でき，いざというときに良かったと思えるような「社会保険」的機能への理解を

共有する。

（1）については，横浜市都筑区，高松市などで，転入者の多い3～4月，役所に町内会加入の

「案内ブース」等を設置していることを例に挙げている。広島市の場合，平成28年5月16日付

けで町内会の加入促進に関する協定を不動産団体と締結している [21]ことから，平成29年3～4
月にこれがどのように機能するかが待たれるところである。（2）（3）については既述の説明と重複

するので割愛する。（4）については，「防犯・防災」「高齢者見守り」等が該当すると考える。結局

のところ，町内会が地域にとってどういった役割を担っているのか，それが地域住民にどう還元

されているのかを知ってもらうことが大切であると考える。

5．加入状況改善のための方策

第2章において，町内会の基盤となる地域住民，すなわち広島市の人口問題について調査した。

国立社会保障・人口問題研究所の2040年までの人口推計結果を吟味し，2040年には広島市の65
歳（75歳）以上の人口比率は34.8％（19.9％）に及ぶことが分かった。特に，中区，佐伯区，安

図3 未加入の理由（長野県高森町平成24年度自治組織未加入者アンケート [22]）
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佐北区では65歳以上の人口比率が40％前後にも及ぶ。一方，広島市の人口減少分の約58％が0
～14歳人口であることが分かった。担い手不足は一層深刻化することが予想され，まず町内会活

動の整理ならびに厳選が必要であると考える。

第3章では，本学学生に町内会に関する意識調査を実施した（回答者：194名）。同様の先行研

究となる奈良女子大学の結果と見比べる限り，本学学生の町内会に対する意識は低いことが確認

された。若い世代を町内会活動に取り込んでいくにあたっては，さらなる検討が必要である。一

つの検討として，NPOや地縁以外のコミュニティとの連携・協働を模索する研究や取り組みが進

められている [26]。

第4章では，広島市の協力を得て実施した地域住民における町内会に関する意識調査の結果を

概観した。町内会未加入者に対して，十分な情報が与えられていないことが確認された。この件

については，平成28年度に広島市が不動産団体と締結した加入促進に関する協定が有効に機能

することが期待できる。地域住民に対する同意識調査結果より，加入者でも「地域文化の伝承」

や「街路灯の管理」など一部の人しか携わらないことは周知できておらず，また未加入者ではそ

れに加えて，「ごみステーションの管理・運営」「資源ごみ回収」などの生活に密着した活動につ

いて町内会が行っていたことに認識がなかった。

以上のことから，まず，未加入者に対する働きかけとしては，町内会活動，特に生活と密接に

関係し，かつあまり表だって知らされることのない活動を周知することが必須であると考える。

町内会への加入を勧誘する際に，A4用紙1枚程度に活動を羅列した程度でかまわないので，どう

いう活動を行っているのかを認識してもらうことが肝要かと考える。記載方法としては，たとえ

ば，祭事，体育・文化，環境衛生，防犯・防災，福祉，青少年育成などに分類し，各々の分類に

おいての活動を列挙するなどで十分理解してもらえると考える。このことは，加入者に対しても

町内会活動を周知し，理解を得る点では同様に効果を得るものであると考える。つまり，町内会

費を集金する際に，活動内容を整理した簡易な報告を配布することで，会費に対して理解を得て，

継続した町内会の加入につながると考える。

一方，既述の通り，入会金を含めた会費のトラブルも少なくない [24]。集金された会費から，個

人の意思を介さない形で他団体への寄付として支出される例もある。集金された会費の使途が周

知されていない町内会も少なくない。また，何に対して会費を支払っているのかすらわからない

のが現状と言えよう。加入問題の解決手順として，日高 [25]においても，「活動成果と会費等の負

担との関係を公表し情報公開を徹底する」ことが挙げられている。このことを鑑み，先に提案し

た，加入勧誘時，あるいは集金時に配る活動の周知のためのA4用紙1枚程度の案内において，

各項目で会費を明記する，町内会会費のメニュー化が考えられる。以下に，町内会会費のメ

ニュー化によるメリットを列挙する。

 加入を促すとき，あるいは集金の際に，どのような活動が実際にされているのかを周知で

きる。（見える化）

 町内会費がこれまで一括化されて，何に対して支払っているのかが不透明だった点を解消

することができる。（見える化）

 子育て世代や高齢者世帯など，対象世帯の状況に応じて，必要な活動に対して選択して納

金することができる。つまり，支払者の意思で何に対して費用を負担しているのかを明確

にできる。（仕組み作り）

 対象世帯が直接関係ない活動であっても，内容に理解し，支払者の意思による寄付という
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形で納金を得ることができる。（仕組み作り）

 個別の活動に会費を納めた地域住民は，その活動に意識や理解があると考えられ，今後の

活動を担う人材の候補として働きかけることが可能となる。（仕組みづくり）

 地域住民の意思を聴取することができ，地域住民に求められていることが何であるのかを

確認でき，活動の選定が可能となる。（仕組みづくり）

メニュー化によるメリットは，町内会活動の見える化，ならびに加入状況改善のための仕組み

作りにつながると思われる。

一方，町内会会費のメニュー化によるデメリットも存在する。デメリットを列挙するとともに，

その解決策についても言及しておく。

 個別の活動によっては，財源不足に陥る

 各項目での会費設定など導入や運用に関する事務負担の増大

 関係する地域団体との調整

使途別の会費徴収とした場合，必要な財源が集まらず，催し物等が開催できなくなる可能性が

ある。特に，年齢層が限定されるもの（いきいきサロン，子ども会活動など）については，会費

が集まりにくいと考える。一解決案は，集まった金額で催しを行う，あるいは計画を中止し返金

するなどが考えられる。また，該当項目の会費を支払っていない世帯が参加する場合は別途参加

費を徴収する，あるいは寄付を受け付けるなども考えられる。また，高齢者が子供の見守り活動

を請け負うことはよく見かける。子ども会活動に集まった費用の一部を見守りのための対価とし

て老人会活動への財源に移譲するなどが考えられる。

本方法を導入するに当たって，各活動項目での会費設定や各活動項目での会費納金状況の把握

などに新たな事務作業が発生する。対策としては，地域ごとなど，パターンをいくつか用意する，

会費設定方法をマニュアル化する，納金状況の管理のマニュアルを作成する，などが考えられる。

町内会によって集められた会費が学区の各種の地域団体に納金されている。既述のとおり，各

活動で集金される会費に偏りが生じる恐れがある。これによって各種地域団体への支出の減少が

想定され，関係する地域団体の事業等に影響を与える可能性が生じる。一方，各種団体において

も町内会の加入率向上は目的を同じにするところである。話し合いを通じて，共通の理解をもっ

て取り組むべき課題であることを認識し合うことが肝要である。

6．おわりに

本研究では，地域コミュニティとしての町内会に関して，その活動に地域住民の理解を得て，

さらにその活動を担う人材を確保し，持続可能な運営を行うための方法について考察した。結果

として，町内会活動の見える化と加入しやすい仕組み作りの方法として，会費のメニュー化を提

案した。これによって，加入を促すとき，あるいは集金の際に，どのような活動が実際にされて

いるのかを周知でき（見える化），また，これまでさまざまな活動を一括的に集金されていたこと

に対して，自分に直接関係する部分にのみ会費を納めることなどができる，また地域に望まれる

活動を選定できる（仕組みづくり）など，地域住民の理解のもと，加入状況の改善について期待

できるところはある。また，実際の町内会の決算書をもとに，会費メニューのプロトタイプを作

成するに至った。この点において一定の目標は達成できたと考える。ただし，町内会ごとの事情

があることから，任意の町内会での実情に沿う形で設計することは必ずしも容易ではない。その
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他にも，実際の運用に当たっては，いくつかの障壁があり，実際の運用についてはさらなる検討

が必要と言える。
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付録A 大学生の意識調査における質問紙調査票
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