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＞参加登録者313名（10代〜30代で49%の若い年代構成⽐、男⼥⽐は7：3、）
＞設問テーマは1.千曲市の防災、2.消防団輿論調査、3.市役所内少⼦化調査、4.屋代中学防災WS、5.埴⽣中学防災WS

＞⼀般的な住⺠参画では少ない10代〜40代（若年層、現役層）との繋がりを実現
＞ハザードマップへの認知、災害時の対応への認知（発⽣時の対応⽅法）が低いことが判明→対策の必要性が明らかに
＞広報からの呼びかけは現状では効果弱く、中学校WSのように「あなたにとって⼤切なこと」という呼び掛けが効果が⾼い

対応

→郵送での呼びかけ、参加促進（こども基本法、部活動地域移⾏、広域交流拠点整備）
→複数の課の連携による対応（⾏政マネジメント×危機管理×学校など）
→市役所内での複数回の説明会（市役所内職員の意識形成と並⾏して）
→地域ごとの防災設問の実施（マップと発⽣時の対応の認知形成）（⼾別訪問も検討*ワーケーション）
→既存の参加者との交流（ワークショップやオンライン会等）
→広報（広報誌、SNSなど）との継続的・密接な連携

＞より多くの登録者数が必要
＞やってみないと判らない（アンケートかな？という認識）

参加者の年代構成

最年少は12歳、最⾼齢は73歳
10〜40代で、74%

各地の住⺠参画の課題である若い⼈の声が
聞けない状態とは⼀線を画す参加者

＞市⺠ひとりひとりにとって、「あなたにとって⼤切なこと」として設問テーマを設定し広報活動および関係各課との
連携を実施（特に2023年では、こども基本法を設定し、⼩中学⽣、⾼校⽣、その保護者、教職員の⽅々にアプローチ）



『ポリネコ!CHIKUMA』
回答の概要

回答36件 学習型輿論調査として運⽤

回答82件 市役所内の職員を対象にしたアンケート調査として運⽤
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結婚している 結婚していない

メール登録は137名であるにも関わらず、回答者は37名
に留まった。正解のある前半の回答群の正答率は極めて
低く、設問を読まずに回答した可能性も考えられる。
⼀⽅、⾃由記述コメントには切実な状況、問題点を指摘
するものが多く、団員と向き合う必要性が浮かび上がっ
ている。
今回の回答を通じて、意欲的な団員の存在も確認されて
おり課題解決に向けた取り組み（追加調査、インタ
ビュー調査）など⾏う基礎を⾒いだせた。

回答率は16.7%、市職員478⼈中、80⼈からの回答と低い回答率となった。
回答からは、結婚したいという意向を持っていても、
相⼿がいない状況などが確認された。（これは全国対象の調査とも⼀致）
少⼦化対策は、その時限りの”点”の調査よりも、継続的な”線”（追跡調査）が
有効であるため、UIJターンを促進する意向調査などと連携した取り組みが
求められると⾔える。
また、回答率の低さから、市役所内を対象に『ポリネコ！CHIKUMA』の
認知と理解の向上を⾏うアプローチが必要であることも確認された。

↑低い正答率

↑10代が多い

回答88件 学習型輿論調査として運⽤

回答者の90％近くが⾏政と市⺠が協同して防災にあたる
『防災マスター』『スーパー防災マスター』（右図-緑部
分）の意思表⽰をしており、回答を通じて、防災に関して
千曲市役所と協働意向を持つ市⺠を具体的に確認すること
ができた。

設問の正答率から、今後の広報などで重点的に伝える
要素（例：津波てんでんこの意味、ハザードマップの理
解）も確認されており、次年度の防災広報との連携に
よって、より多くの回答と協働意向を確保、確認できる
と思われる。

↑回答者のほとんど（約87%）
が既婚者であった

↑消防団への向き合い⽅
も分散傾向にある

5つの設問を実施



回答57件 学習型輿論調査として運⽤

屋代中学校2年⽣を対象に、ワークショップを実施。
事前に『ポリネコ！CHIKUMA』への回答を案内し、回答
結果を⾒ながら、各クラスにて授業形式で振り返りつつ理
解を⾼めるアプローチを⾏った。

・学校の⽴地場所の災害リスクへの正答率が2％、
・津波てんでんこへの理解への正答率13%、
と低く、今後の広報活動での改善点となることが明らかに
なった。

また、ワークショップ後にアンケートに⾏い、
『ポリネコ!CHIKUMA』とワークショップへの評価を収集
した。
約9割（88%）が今回のワークショップが防災意識の向上
の役⽴ったと回答、またこれからの社会に『ポリネ
コ!CHIKUMA』が必要だと思いますか？という問にも約9
割（91%）が必要だと思うと回答。（次ページ参照）

『ポリネコ！CHIKUMA』とワークショップの組み合わせ
の有効性を確認することができた。

↑ワークショップの様⼦

回答12件 学習型輿論調査として運⽤

埴⽣中学校2年⽣を対象に、ワークショップを実施。
事前に『ポリネコ！CHIKUMA』への回答を案内したもの
の回答率が低かったこともあり、2年⽣の⽣徒に集まって
もらいオンラインで回答しながら⼀緒に考えるセミナー形
式でワークショップを実施。

こちらでもワークショップ後にアンケートに⾏い、
⽣徒から積極的な反応を得ることができている。
（次ページ参照）

『ポリネコ!CHIKUMA』
回答の概要



Q 今回の防災に関するWS（ワークショップ）は、あなたの防災意識の
向上に役⽴ちましたか？
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Q これからのデジタル社会にポリネコが必要だと思いますか？

思う 思わない
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Q 家族や友⼈などまわりの⼈たちに『ポリネコ！CHIKUMA』を勧めたい
と思いますか？

Q 市報ちくまの10⽉号（『ポリネコ！CHIKUMA』を特集）を
読みましたか？

全く読んでいない 少し⾒た程度 内容をよく読んでいた

全く読んで
いない68%

少し⾒た
程度28%

思う 91%

内容をよく読んでいた 5%

ワークショップ後のアンケート（屋代中学校2年⽣）

88％が役⽴ったと回答

＞勧めたい勧めたくない＜

『ポリネコ!CHIKUMA』
回答の概要



・ポリネコはいつでも使えるよと知らせるポスターとかを作ったほうがいい

・家でもペットを飼っているから避難所につれて⾏きたいけど動物アレルギーがある⼈もいるから連れ
て⾏けないと思っていたけど動物アレルギーの⼈がいるけど⼤事な家族だからおいて⾏くわけには⾏
かないからもし防災が起きたら真っ先に家族みんな安全な所え避難すると⾔う決⼼が付きました。

ワークショップ後のアンケートに寄せられたコメント（⼀部）

・⾃分は市の防災にワークショップ前は無関⼼だったが、もっと関⼼を持ったほうがいいと思わされた。

・学校では先⽣の話をよく聞いてから⾏動してくださいみたいなことを避難訓練とかで聞くけど、実際は⾃
分の命は⾃分で守ったほうが良いということを改めて知った。

・様々なジャンルのテーマを取り上げ、どんなテーマに対して意⾒を送ることができるのかなどもっと告知
してほしい。難しいものではなく、誰でも気軽にできるような内容にしてほしい。

・防災についてあまり話し合う機会がないので、今⽇来てくださった⽅々と1対4などでマネジメントの⽅と
⽣徒で話し合いたいです。

・市役所の⼈だけじゃ⼤変なので⾃分でも（ポリネコ！CHIKUMA を）勧めたい思いました。

・災害時などの正しい知識を得られ、アンケートに答えることで⾃分の意⾒を持ち、災害時には⾃分で
⾏動できると思うから。（ポリネコ！CHIKUMAは必要と思う）

・市⺠の意⾒に⽿を傾けることは市の成⻑に必要だと思う。

・ただ答えてもらうだけではなくどう回答したのかを⾒れればもっとより良い社会になっていくと思った。

『ポリネコ!CHIKUMA』
回答の概要



『ポリネコ!CHIKUMA』
回答の概要

・いつ辞められるか⾒通しがつかない（38歳）

・ポンプ操法の訓練などで私⽣活の時間を割かねばならないこと。（38歳）

・やめれない（38歳）

・⼀部の地域住⺠の⽅が消防団に対するイメージが悪かったり、悪態をつかれることがある。（38歳）

・活動⽇が多く、家庭との両⽴が厳しい。（38歳）

・勧誘に⾏って、⼊ってもらえず、近所で気不味くなった。（47歳）

・⾏事や訓練で⾃分の時間が奪われてしまう。（38歳）

・時代遅れの⾵習があること。例)放送設備があるのに打鐘、メールで事⾜りるのに年末警戒初⽇の招集、
⼤して意味のない出初式、無駄に服装を揃えさせての⾏事参加など。過疎、イメージ悪化による新⼊団員の
確保難。会社が消防団に対してのサポートをしない（活動時は早退や有給を使うしかない）（38歳）

・出動した⽅が良いと思われる事案とプライベートの⽤事が重なったとき（38歳）

・消防の活動で家族と過ごす時間が減った（29歳）

・新規団員の確保が難しい（29歳）

・消防団員として関係の無い温泉夏祭りの出動を要請された事。会費を払って慰労会に参加してがこちらから
お⾦を払い警備に着くことに違和感を感じとても困った。（38歳）

・操法の練習など朝早いので仕事に⽀障をきたす（38歳）

・⼊団の勧誘に⾏っても、勧誘先の本⼈やその家族の理解が得られない。仕事を理由にして断わる（38歳）

・婦⼈消防隊への連絡（38歳）

消防団員から⾃由記述欄に寄せられたコメント



『ポリネコ!CHIKUMA』
回答の概要

・⽕災と同等の頻度で⽔害等の出動が増えています。⽔害（災害）誘導のトレーニングなどが必要と思います。
ただし、トータルの拘束時間が増えない範囲で。（38歳）

・活動に全く参加されない団員もいる。報酬の調整をして欲しい。無駄な経費の削減にもつながるのでは。
活動のモチベーションにもつながる。（47歳）

・⾃衛消防団との統合の検討（38歳）

・⼥性消防隊創設婦⼈消防隊廃⽌福利厚⽣の充実（互助会みたいな感じ）（38歳）

・消防団員の活動と関係の無い温泉夏祭り警戒は今後やめて欲しい。辞めないとするならばその理由を知りたい。年末警戒が忘年会や
飲み会のような形になっているのでコロナ禍の現在のように警戒のみとし分団全体で⾏うと飲み会のような忘年会になるので班ごと
の警戒にし本来の警戒としてのあるべき姿に戻すべきと考える。
それができないのであれば年末の忙しい時期にわざわざ形だけの年末警戒は⾏うべきでは無いと思う（38歳）

・⽔害が多いのでボートでの救出⽅法や⼭がが有るのでチェーンソーの使⽤⽅法などを習得したい（47歳）

・婦⼈消防隊の廃⽌（51歳）

・婦⼈消防隊の廃⽌（38歳）

・婦⼈消防隊は廃⽌してもいいのでは？（47歳）

・⼤会があるおかげで新⼊団員の確保が困難になっています。⼤会は参加したい分団のみでいいと思います。（38歳）

・婦⼈消防隊と⽇⾚奉仕団のすみわけ消防団員への税制優遇（38歳）

・防災⼠の資格取得（38歳）

消防団員から⾃由記述欄に寄せられたコメント



『ポリネコ!CHIKUMA』
回答の概要

・前の設問で機能別消防団という⽤語をさも当然のように使い始めているが千曲市消防団において
聴いたこともない⽤語です。まず意味がわかりません。
消防団の種類を細分化するかのような考えが前の設問にありましたが、分かれるほどそれぞれでの
⼈材確保が難しくなる気がします。

⼈が⾜りないのなら⼀本化するべきでは？そもそも消防団の存在意義は本当にあるんでしょうか。
婦⼈消防は他の活動団体と内容が被っており必要性を感じないという声もあるのでゼロベースで⼀旦必要
性を⾒直すべきと思います。

消防団を無くして全⼾へ⽕災報知器の無料配布をするとか、最新の初⼼者でも使いやすい消⽕設備を市内
に充実させるとかのやり⽅もあるはずです。体制を変えるのが⾯倒だから現状維持で無理⽮理消防団を存
続させるというのは限界が⾒えて来てると思います。給料を出してる会社だって⼈⼿不⾜が深刻です。
古臭いやり⽅を続けさせられるボランティアで、検索すれば負の情報ばかり出てくる消防団に参加したが
る⼈は多くないでしょう。やり⽅を⼤きく変えないと消防団は先細りする⼀⽅と思います。（38歳）

・有事の際に⾏動ができるように、⽇頃の訓練はもちろんのこと、地域の仲間と意思疎通ができている
ことも重要だと思います。（38歳）

消防団員から⾃由記述欄に寄せられたコメント



『ポリネコ!CHIKUMA』
2023年の取り組みにあたって

・⼤川⼩津波裁判-
⾼裁判決での論理構成
平時からの組織的過失（緊急時の対応の
過失ではなく、⼦どもを守る⽴場にある
教育委員会や市⻑、校⻑が、それぞれの
⽴場でできる最⼤限の義務（情報共有や
対応策）を履⾏していなかったことに過
失があったと指摘）

1・こども基本法への対応（意⾒を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会）を
ポリネコ!CHIKUMAで設けて千曲市こども計画を策定、運⽤

＊同じ枠組みで、「2・部活動の地域移⾏」に対応できます。

広報で告知（5⽉号または6⽉号）

・教員の⽅々への説明と回答参加
↓
・児童、⽣徒への説明と回答参加
↓
・議員の⽅々への説明と回答参加
↓
・保護者の⽅々への説明と回答参加
（郵送案内）
＋
・市⺠の⽅々のこども基本法への
理解を⾼める設問

千曲市こども計画を策定

児童⽣徒を含む住⺠からの輿論と議会の承認の
もとに条例を制定

意⾒を表明する機会及び
多様な社会的活動に参画する機会

を『ポリネコ!CHIKUMA』で確保
＊メールアドレス以外での利⽤⽅法は別途検討

改良・改善を
継続的に実施

2023年2⽉15⽇
『ポリネコ!CHIKUMA』

岩⽥崇

設問を通じて、
こども基本法の背景や
これから保証される権利
などを知り、学べるように設計。
前提知識を持った上で
千曲市でのこども環境に
ついて意⾒を⽰し、意思を
⽰せるようにタイプを設計

＜参考情報＞ ＜熊本市との連携も視野に⼊れられます＞＜設問の設計＞


