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1. 参加者数とアンケート回答者数 

参加者： 85名 

アンケート回答者：44名 

回答率：51.7％ 

エクセルファイル(第 4回公開セミナーアンケ―ト)に集計した。 

 

その中で、非会員については次の通りであった。 

非会員参加者：60名 

アンケート回答者 43名 

回答率：71.7％ 

 

充分に高い回答率と見なされるので、以下、これをベースに分析してみる。 

 

1. 知った方法と参加回数 

 

6回以上の参加者が 23名（23/43：53％）で、恒常的な参加者が多い。 

広報誌、チラシ、友人で知って、初めて参加した人が 9名（21％）。チラシ、広報誌もそれなりに利用さ

れている。 今回の講演内容によるの面もあろう。 

アンケートによる申込とメールによる案内が、合計で 25名（54％）、主要な案内方法となっている。 

 

2. 地域と年齢 
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横浜、鎌倉、逗子が 38名（88％）で、大部分を占めている。 

藤沢、茅ヶ崎がすくない。 今後の検討課題であろう。 

年齢は 70歳代が中心である。演題から、高齢者が多くなったのかもしれない。 

 

3. セミナーについての意見 

詳細はファイルを参照されたい。 

役に立ったとの意見が多い。 

 

4. 意見交換会 

ぜひ参加したい、参加してもいがそれぞれ 3名 (合計で 14％)で、少数であった。 

 

以上 
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2019年10月淡青会公開セミナーアンケート結果

どのように知り
ましたか

参加回数 住所 年齢 セミナーについての意見 セミナー運営について 意見交換会・懇親会

メール案内 2-5 鎌倉 ７０歳代

チラシ・前回 6-10 鎌倉

とても大切なことと分かっていても、や
はり私にとっては他人事のような　残さ
れた人たちが大なり小なり困るだろう
なと危惧しながらです。　年を重ねる
と、生きるのも死ぬのも大変だなと本

いつもありがとうございます 参加しない

広報かまくら 初めて 鎌倉 80歳代
任意後見人候補の姪も参加させてい
ただき、ありがとうございます。大変勉
強になりました。

参考書のご推薦、あるいは参考書の
受付でのセールがあるとありがたく存
じます。

ぜひ参加したい

前回申込 10回以上 鎌倉 事例を沢山紹介して欲しかった。 次のセミナーとの間が短いのでは 参加してもよい
メール案内 2-5 横浜

前回申込 10回以上 鎌倉 ７０歳代
今後考えねばならない問題と思うが、
身近に取り組んでいないので、解りにく
かった

参加しない

前回申込 10回以上 横浜 80歳代

前回申込 2-5 鎌倉 ６０歳代

考えていても先延ばしにしていたの
で、早めに進めたい。他の法人後見人
サポートとの比較等したいが、どうした
いか、どこで？かわからない。

２０２０年もぜひ参加させていただきた
いです。鎌倉高齢３０%強ですが、介護
保険料、住民税高い？これを今後安く
するには？　考える会を公開にしてほ

参加しない

前回申込 2-5 鎌倉
大変参考になった。今後も身近な生活
上の問題を○にとり上げてもらいた

参加しない

友人 10回以上 横浜 80歳代 参加しない

チラシ 10回以上 横浜 60歳代
切実な問題なので、参考になりました。
ありがとうございました。

参加しない

前回申込 6-10 茅ヶ崎 80歳代
制度の詳細な説明を受け、参考になり
ました。

前回申込 6-10 横浜 ７０歳代 参考にさせていただきます。
適切ご運営いただきありがとうござい
ます。

10回以上 横浜

前回申込 10回以上 横浜 ７０歳代
身近な話題でわかりやすく有益でし
た。　ただ、なぜ日本人は制度利用が
少ないのかわからない。

参加しても良い

メール案内 6-10 横浜 ７０歳代 参加しない

前回申込 10回以上 藤沢 ６０歳代

・制度の講義を受けました。最終的に
は家族が決定するんで、「○業（さすら
い業）」方々が多いようです。・costが
いくらかかるかがpointのようです。(生
協のものは割安ですか？）・次回は民
事信託のお話を伺いたい。・もめそうな
場合はやはり弁護士を後見人にする
ケースが多いのでは？・死後事務委託
契約は司法書士からも進められまし

・懇談会を早めに企画して頂けるとあり
がたいです。会員制にして活動の範囲
もご検討ください・活動の場を藤沢市に
もひろげてほしい。会場は設営しま
す。・年間を通して、通年ベースの活動
を希望します。

ぜひ参加したい

メール案内 鎌倉 ６０歳代
制度につき、たいへん参考・勉強にな
りました。まことに有難うございました。
（ニコニコマーク）

参加しない

メール案内 10回以上 鎌倉 ７０歳代
加齢に伴い、認知機能低下時の生活
が心配なので、たいへん参考になりま

メール案内 2-5 鎌倉 ７０歳代
分かりやすくまとめられている。スライ
ドの内容を資料として配布した頂きた

良好です。 参加しない

前回申込 10回以上 ７０歳代

実例が4点あったが、もっと多くの例を
聞きあかった。今回のような講演の議
題は詳しい実例から話を進めた方が、
より理解しやすかったと思う。

広報誌 初めて 横浜 ７０歳代

・「あうん」リーフレット、参考になりまし
た。知人に勧めたいと思います。・講演
者の実務経験生かされ、よく整理され
ておりわかりやすかった。

メール案内 6-10 横浜 ７０歳代
資料も説明もわかりやすかった。制度
に対する理解がすすんだ。

メール案内 6-10 鎌倉

高齢者を支える仕組みがいろいろある
ということを知りませんでした。自分に
合ったものを研究する必要があること
を知り、ありがたく思います。室温が低
かったです。座席の位置によります

チラシ 初めて 鎌倉 80歳代
知識が増えてよかったです。これを生
かして、元気なうちに実践方法を家族
と相談していきます。

6-10 逗子 ６０歳代
友人 6-10 横浜 80歳代
前回申込 10回以上 横浜 ７０歳代

前回申込 2-5 逗子 7０歳代
分かりやすい説明で、良い講演だった
と思います。ありがとうございました。

友人 初めて 横浜

とてっもいい内容だったと思います。ス
ライドと同じものを印刷物として配布し
ていただければなお理解しやすいと思
います(有料でもいいです）。

内容豊富な企画をされている様子。こ
れからはＨＰを参考とさせていただき参
加したいと思います。

広報かまくら 初めて 鎌倉 40歳代

県内在住の親は70代後半で、今はま
だ元気ですが制度の概要を家族で共
有したいと考え、長女の私が参加させ
ていただきました。プロジェクターの内
容が、始めて学ぶものにも分かりやす
く、家族にも説明しやすいと思いまし
た。ありがとうございました。

広報誌 2-5 鎌倉 ７０歳代
社会の大変化の先端でのご活躍の様
子。ご苦労様です。

　　2019/11/5  飯田清昭
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チラシ 初めて 60歳代

講演を聞きながら資料を見るのが大変
だったので、出来れば話の進行に合わ
せた資料にいただけるとうれしかった。
メモしたい重要と思われ所のメモが追
い付かなくて残念だった。講演はとても
細かいところまで話していただけ大変
良かった。ありがとうございました。

メール案内 2-5 横浜 80歳代
相続について、任意後見、信託などを
調べ中です。遺言の重要性の評価

前回申込 2-5 鎌倉 80歳代 参加してもよい

チラシ 初めて 鎌倉
とても分かりやすかったです。かえって
ＨＰで動画を見ようと思います。

メール案内 10回以上 鎌倉 6０歳代 楽しく拝聴しました。

メール案内 2-5 横浜
たいへん勉強になりました。有難うござ
いました。

友人 10回以上 逗子 7０歳代

独身生活者(家族がいない）を中心とし
たセミナーとすべき。現在の状況です
べき対応事項の説明の方が良かった。
後見人(特に身内の場合）の説明がほ
しかった。今後の家族制度に対して対
処すべき事項の説明がほしかった。
我々が現状でなすべき事項がたくさん
あるが、その説明があるべきではない
か。家族信託の説明不足。

メール案内 6-10 他 7０歳代

広報誌 初めて 横浜
制度の理解が深まりました。ありがとう
ございました。現在、とても必要な内容
だと思います。

6-10 逗子 7０歳代
生協がこのようね制度を設けているこ
とに安心。

チラシ 初めて 横浜 ７０歳代

前からたいへん興味のある課題であ
り、今回丁寧なセミナー―をお聞きす
ることができ本当に有難うございまし
た。私にとって話の内容が難解なとこ
ろが多く(少しお話が早い）全部を理解
できなかったのですが、後に、プリント
を熟読していきたく思っています。

重要な内容でしたので、出来れば、2回
くらいに分けて講義をお聞きしたかった
です。（なにせ、初めてお聞きした内容
でしたので）

ぜひ参加したい
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