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Ⅰ．調査概要



調査概要

調査名 市民活動団体の活動状況調査（2017年度実施）

実施期間 2017（平成29）年11月15日(水)～2017（平成29）年12月28日(木)

調査対象
藤沢市市民活動推進センターの登録団体
〔2017（平成29）年10月25日現在、470団体〕

調査実施主体
藤沢市市民活動推進センター
（指定管理：特定非営利活動法人 藤沢市民活動推進機構）

調査内容 活動実態調査、市民活動支援施策に関する調査

調査方法
上記の調査対象団体に、調査票を郵送（推進センター館内情報誌2017年11月号に
同封）した。返送方法は、返信用封筒に封入して郵送、来館時の直接提出のいずれ
か。

回収率
・回収数：216件/399件（全登録団体数470件－登録団体のNPO法人71件）
・回収率：54.1％
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調査の背景

藤沢市では、2005（平成17）年9月に「藤沢市市民活動推進計画」を策定し、２度の改定を経て、市民活動

が活発に行われるための環境の整備に努め、市民活動推進センターにおいても、計画に沿った支援事業を

展開してまいりました。

また2016 （平成28）年には休眠預金活用法の成立や社会情勢の変化に伴い、市民活動団体やNPO法人を

取り巻く状況も大きく変わりつつあります。今後の計画策定にあたり、藤沢市における市民活動の状況を捉え

るため、藤沢市市民活動推進センターに登録する市民活動団体を対象に活動状況調査を実施しました。

調査の目的

登録団体の活動状況や協働事業の実態を踏まえ、今後の市民活動推進計画の策定に向けた、参考資料と

する。

実施概要



活動
問1 団体設立のきっかけ
問2 継続的に行っている活動
問3 活動の頻度

スタッフ・会員
問4 スタッフの平均年齢
問5 会員の募集方法
問6 会員やスタッフ間の情報共有の方法

収益 問7 年間収益

抱えている課題 問8 現在抱えている課題、または今後課題となりうるであろうこと

活動場所

問9 事務所や専用スペースの有無
問9-2 事務所や専用スペースの困りごと
問9-3 事務所や専用スペースがない理由
問10 活動や打ち合わせに1番多く使用する場所
問10-2その場所を使用している理由

助成金・補助金・
委託事業・協働事業等

問11 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募経験
問11-2 応募先
問11-3 応募経験がない理由
問11-4 応募に当たって内容のアドバイスを求めた経験、アドバイスを求めた先
問11-5 助成金・補助金・委託事業を受けた経験の有無
問11-6 助成金・補助金・委託事業に関する費用の提供元
問12 助成金の応募内容の相談やアドバイスの必要性

情報の受発信

問13 団体に関する情報発信の内容
問13-2 情報発信の手段
問14 活動に必要とする情報
問15 活動に必要な情報の入手先

運営
問16 必要としている人材
問17 活動や運営上、必要とする専門的知識・技術

市民活動推進センター・
市民活動プラザの利用

問18 利用頻度
問18-2 利用の目的
問18-3 利用しない・しなくなった理由

その他 問19 その他、ご意見・ご提案など（自由記述）

調査項目

調査概要
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集計に用いたデータ

本調査の集計にあたって、調査締切時点において既に推進センターが保有していた「市民活動団体登録票」の

データを基に以下の情報と併せて分析を行った。〔2017 （平成29）年10月25日時点での情報〕

●データの取得方法：団体登録の際に各団体が記入。また、年度ごとに情報を更新する。

●利用項目：法人格／主な活動地域／会員数／活動分野／HP有無

※法人格の有無は、法人の種類に関わらず、法人として換算した。

法人格種類：特定非営利活動法人、社団法人、社会福祉法人、財団法人、一般社団法人



調査概要
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前回調査との比較

本調査の実施にあたって、2015 （平成27）年「市民活動団体の活動状況調査」と比較分析を行うため、いくつかの

設問について同一のものを用いた。調査結果の文中または表中においては、「2015」と表記した。

2007調査の概要

●調査名：市民活動団体支援機能の向上に向けての基礎調査

●実施時期：2007（平成19） 年10月

●調査対象：藤沢市市民活動推進センターの登録団体 413団体〔2007（平成19）年10月時点〕

●有効回答数：210団体 （回収率：50.8%）

※詳細については、http://npocafe.f-npon.jp/pub/survey/2007.htmlを参照のこと。

2010調査の概要

●調査名：市民活動団体支援機能の向上に向けての基礎調査

●実施時期：2010（平成22）年8月

●調査対象：藤沢市市民活動推進センターの登録団体 432団体〔2010（平成22）年8月時点〕

●有効回答数：267団体 （回収率：61.8%）

※詳細については、http://npocafe.f-npon.jp/pub/survey/2010.htmlを参照のこと。

2012調査の概要

●調査名：市民活動団体支援機能の向上に向けての基礎調査

●実施時期：2012（平成24）年12月

●調査対象：藤沢市市民活動推進センターの登録団体 453団体〔2012（平成24）年12月時点〕

●有効回答数：270団体 （回収率：59.6%）

※詳細については、http://npocafe.f-npon.jp/pub/survey/2012.htmllを参照のこと。

2015調査の概要

●調査名：市民活動団体の活動状況調査

●実施時期：2015（平成27）年8月

●調査対象：藤沢市市民活動推進センターの登録団体 485団体〔2015（平成27）年8月時点〕

●有効回答数：299団体 （回収率：61.6%）

※詳細については、http://npocafe.f-npon.jp/pub/survey/2015.htmlを参照のこと。

注記事項

各設問の集計対象となる回答者数は、図表に「回答数」又は「n」で表した。また回答の比率（％）は、特にことわり

のない場合、該当の選択肢の選択者数を回答者数で除したものを用いた。従って、複数回答の設問は、すべて

の比率を合計した場合、100％を超える。また、原則として小数第2位を四捨五入して小数第１位まで示したもので、

比率の合計が100％に満たないまたは上回ることがある。
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Ⅱ．結果の概要



Ⅲ．結果の概要

今回の調査における特徴的な傾向

１．「親睦」「人を必要としていない」など、メンバーの固定化が
見受けられる

２．助成金の提供元の「行政」の割合が減り、助成財団等の

他セクターからの提供割合が上昇

8

1.「親睦」「人を必要としていない」など、メンバーの固定化が見受けられる

「団体が継続的に行っている活動(問2)」を聴取した設問では、回答の約48％が「親睦・交流の場・

機会の提供」と回答している。また、「団体に必要とする人材(問16)」の項目では、約3割が「特に

必要としていない」と回答し、前回の調査から約1割上昇している。「活動が必要と強く感じた(問1

回答)」結果、設立に踏み切った団体が割合として多いものの(約46％)、団体メンバーの平均年齢

層(問4)や、団体の収入規模(問7)からも鑑みて、社会課題の解決まで活動が届かず、今いるメンバー

間での意識醸成や、相互共有の活動に注力しているのではないか。

2.助成金の提供元の「行政」の割合が減り、助成財団等の他セクターからの

提供割合が上昇

「助成金等の提供元(問11－6)」に関して、「行政」と回答した割合が約6割であったが、前回の調査

結果では7割強であった。助成財団や民間企業など、助成元の多様化が見受けられる。特筆すべき

は、1件ながらも、「自治会町内会」が提供元としてあったことだ。今後、様々なセクターとの連携が

任意団体でも実施できる可能性が見受けられる。
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Ⅲ．データ集
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活動実態調査



問1 団体を設立したきっかけ

• 最も多いのは「その活動が必要だと強く感じたため」93件、次いで「同じ想いを持つ人たちに出
会ったこと」で45件、「その活動が好き／得意なことだったため」の20件となっている。また、中には、
「身近な問題で必要に迫られて」や「地域に困っている人が居たため」のように、ある意味では危機
感を自分ごととして捉えて始まった活動もあるということが分かった。
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◆「その他」の回答 (原文まま)

※原文のママ

・市の養成講座をキッカケとして子育てのベテランを活かしての取組みの為

・湘南台地域セミナー「ゆめまる地域塾」をきっかけに美化ボランティアグループとして
発足

・片瀬公民館のヨットスクール（藤沢市ヨット協会）

・SFCのゼミの活動として発足された

＜講座・学びの場・機会等＞

・本部が既に70年前に設立され、その支部（地区）として活動。

・公益社団法人大日本書道院（書道）の湘南地区在住の会員

・神奈川県本部から支部として自立したため

＜全国組織の支部・地区組織＞

1

10

1

2

5

8

16

20

45

93

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

その他

尊敬する人と出会ったため

別の団体から分かれたため

地域に困っている人が居たため

行政に呼びかけられたこと

身近な問題で必要に迫られて

その活動が好き／得意なことだったため

同じ想いをもつ人たちに出会ったこと

その活動が必要だと強く感じたため

問1 団体設立のきっかけ

n=201
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・趣味（コントラクトブリッジ）を通じた集いと懇親、ブリッジの輪の拡大

・コーラス（特にモーツァルト）好きの集まり

・写真技術の学習、研究、交流を通じて親睦向上を計る

・1991（H3)に湘南台シアターのこけら落しに第9を歌い、合唱団を設立した

・地域文化活動、遊行のかぶき、芸能講演、文化講演会、探訪ツアー他

・新林公園・美化・保全（清掃、除草、花壇管理、森林保全）

・未知の事柄を知り、友情を深めたかったから

・他の地域で開催されている同様な活動に関する新聞記事に触発されて。

・知的障がいをもつ子の親による、運動啓蒙団体として活動しております。

・72年も続いている婦人活動であるため

・地域に子供の遊ぶ場所を提供

＜興味・関心・普及啓発等＞

・「地域の縁側事業」の助成申請要件を充たすため

・行政から委託事業を受け活動している団体

＜委託・助成＞

・設立当初のメンバーがいないので分らない

＜不明＞

◆「その他」の回答（前ページからのつづき） (原文まま)

問1 団体を設立したきっかけ



問2 継続的に行っている活動

• 「親睦・交流の場・機会の提供」が104件と全体の5割弱となって最も多く、次いで、「イベントやシ
ンポジウム等の企画・開催」が91件と4割強だった。

• 前回の調査と比べると、１位と２位が逆転している。
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◆「その他」の回答 (原文まま)

・学習、連絡の会を行っている。／・何人か集まっての学習会

・主催者教育など学校・生徒への情報提供

・反戦･反改憲・反失業・反原発等の署名活動・デモ・集会・講演会・学習会など

・研修事業／・研修会の開催

・朝起会を開催し生活倫理を学ぶ

・歴史の勉強会

・週1回の中国語勉強会の実施

・主たる活動：生涯学習講座の月例開催

＜学びの場・機会＞

0

53

2

3

3

4

4

5

7

7

13

18

20

42

45

61

66

91

104

0 20 40 60 80 100 120

無回答

その他

団体・人材の紹介・仲介

施設等の設置や運営

資格等の認定・推奨・評価

物品等の製造・製作および提供

資金の提供・援助

本や雑誌・新聞などの出版

活動に要する機材・資材・教材などの提供・支援

事務所・会議室等の場の提供

人や労力を動員（派遣）してのサービス

相談活動（電話・窓口等）

講師・スタッフ等の派遣

技術・技能・ノウハウ等の指導・伝達や人材育成

調査・研究活動

資料や情報の収集・提供

会報・広報誌等の発行

イベントやシンポジウム等の企画・開催

親睦・交流の場・機会の提供

問2 継続的に行っている活動

n=216
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・聴覚障がい者のための筆記通訳

・ギャンブルに苦しむ依存症の人が集い、体験を分かち合うこと

・1番重要としての活動は聴導犬育成とろう者への犬の提供

・市内にお住まいの傾聴(お話し相手)を必要とされている方への訪問

・(i)日本語ボランティア(ii)来藤中国人来客の対応(iii)日本語スピーチコンテスト実施

・専門職向け学習会

・インバウンド観光客のガイド、在日外国人への日本文化の紹介又は補助

・良心の囚人に手紙を書いている

・旧東海道藤沢宿地域の資源の発掘・活用を行い、地域の活性化事業の実施

・地球温暖化防止の為再生可能エネルギーの普及、啓発、市民発電所の設立

・核兵器廃絶署名の推進、原爆展開催、原爆被災者支援

・環境の保全（湘南台文化センターのプランターの花の手入れ、草取り）

・新林公園の美化、保全

・薬膳料理、食材の勉強、調理

・しょうがい者（特に視覚しょうがい）にパソコン操作の指導

・デザインの啓発活動、デザインの制作支援

・子供たちへサッカーをする場の提供と指導

・赤十字講習会の普及、献血広報等

・日常生活支援活動（病院、外出、買い物の付添、庭の草取り、木の剪定、ゴミ出し掃除、
子育て支援）身障者、高齢者との交流会

・市花フジの保護・育成を推進する為

・神奈川県ヨット連盟（県連）主催のヨットレース支援と共に、クラブ練習活動

＜専門性を活かした活動＞

・音楽劇（民話や童話を元に脚色、作曲）をつくり歌、生演奏のある芝居を劇場などで自主
公演、又小学校、公民館、劇場などへ出前（依頼）公演。

・上映会

・6月に県合唱祭、7月にふじさわ合唱祭、10月六会ふるさと祭に参加、3年毎に演奏会

＜イベント等＞

◆「その他」の回答（前ページからのつづき） (原文まま)

問2 継続的に行っている活動
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問2 継続的に行っている活動

◆「その他」の回答（前ページからのつづき） (原文まま)

・ボランティア活動として、毎年10月1日の共同募金、共生会（老人ホーム）慰問

・地域防災力の向上

・インターネットでの発信、種の配布

・地区連合長（書道）の準備や打合せ指導

＜専門性を活かした活動（つづき）＞

・ハーモニカのコンサート／・ハーモニカ同好の仲間の交流とハーモニカの普及／・音楽
会の開催／・和太鼓の演奏

・東海道の宿駅で暮す人々の生活（昔と今）を皆で知りたかった

＜興味・関心＞

・委託・契約事業を中心に活動／・行政からの委託事業

・「熊本城ワンブロックドネーション」首都大学、青山学院、熊本大学の連携済み後は各
企業協賛依頼中

＜委託・協働・連携＞

・現在は会の解散にともなう作業

＜解散＞

・青少年育成

・目標達成の実践活動

・人生のQOLを高める為の活動

＜その他＞



問3 活動の頻度

• 「月に１回以上」が122件と最も多い。

• 次いで「週に1回以上」が35件、「2～3か月に1回程度」が20件、「ほぼ毎日」15件、「年に1回以
上」10件となっている。

• 「その他」の回答に関しては、選択項目に該当し得るものもあったが、随時やシーズンに応じて活
動を行うなど受益者に合わせた対応を行っていることが分かった。
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n=216

月に１回以上, 122
週に１回以上,

35

２～３ケ月に１回程度, 20

ほぼ毎日, 15

年に１回以上, 10

その他, 13

無回答, 1

0 50 100 150 200 250

問3 活動の頻度

・依頼があった時随時

・各分科会が不定期に活動

・講習会、藤沢市総合科学展及び藤沢自然に親しむ会出展、夏休みを中心に、7～8月に調
査活動（毎日）、9～10月に調査結果のまとめと発表

＜随時・不定期・シーズン単位＞

・年に数回の勉強会及び行政主催の会議に参加しています。

・例会活動は年に3～4回

・1～2年に1回

・地区連合展は年に1回で、その準備等の打合せや反省会

＜年単位＞

◆「その他」の回答 (原文まま)
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◆「その他」の回答 (原文まま)

・月に1回特養のボランティア、他に年1回アフタヌーンセミナーの開催

・※月に1回

・毎月1回藤沢校民間で定例会、その他ハイキング、親睦バス旅行、夏期講座、１泊旅行等

・開催会場が数ヶ所あり、勉強会のテーマは英会話2種類（医療とスポーツボランティア）。
会場ごとに月1回～2回。合計10回位になります。

・3週間に一度

・月に平均的に3回の公財、年1回の遊行かぶき、年に1～2回の親睦ツアー

・月に2回程度で定例会等、あとは個人での作業

＜月単位＞

・基本的には毎週土曜日の練習

・週に2回

・週に2回（10:00～5:00or1:00～5:00）本番前は週3回以上、休み（オフ）の期
間もあり。／・週に2,3回

・各人の持ち場、役割で平均すると週1回以上

・月～金＋月に2回（週末のオープン）

＜週単位＞

・定例活動は、月に2回。それ以外は、相談業務等でほぼ毎日

＜日単位＞

・山を楽しく歩く（その他里山や川、湖、海岸などの散策を含む）

・メンバーが集まっての活動は休止中

＜その他＞

問3 活動の頻度
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60代

34.6%

70代以上

34.1%

50代

18.7%

40代

6.5%

30代

2.8%

20代

2.3%

10代

0.5%

無回答

0.5%

問4 スタッフの平均年代

n=214

問４ スタッフの平均年齢

• 「60代」35％が最も多く、次いで、「70代以上」の34％と割合はほぼ同じとなっている。その次に
「50代」19％と、およそ9割、50代以上が占めている。



• 「会員や理事・スタッフの紹介で（口コミ）」が138件と全体の6割強で最も多い。次いで、「イベント
を開催する時に」99件、約45％

19

0

39

18

76

99

138

0 20 40 60 80 100 120 140 160

無回答

その他

基本的に新規会員を募集しない

リーフレットやホームページを作成して随時

イベントを開催するときに

会員や理事・スタッフの紹介で（口コミ）

問5 会員の募集方法

n=216

問５ 会員の募集方法

◆「その他」の回答 (原文まま)

・展覧会で賞を受け会員となる

・県の筆記通訳養成講習や市の要約筆記体験会の際

・「傾聴入門講座」の受講後に

・保健所開催の講座の終了者を対象に募集している

・上部団体が開催するリーダー要請講座の受講・修了者から募集する

・年2回養成講座を受講終了すると会員の権利がとれる

・行政書士会入会時の説明会など

・年1回ガイド養成講座を開催

・カルチャースクールの卒業生

・会の定める養成講座を受講し、資格を取得した者が会員になれる

・体験コーナーを出来るようにして指導する

・街頭行動で

＜講習会・イベント参加等＞
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問５ 会員の募集方法

◆「その他」の回答 (原文まま)

・ホームページやネット

・新聞などに掲載。／・新聞折込み

・宣伝チラシを配布

・ポスターの掲示

・ホームページ、口コミ

・貴センターの配架にて募集チラシを配布、HPでも募集中

・会員数が現在650名くらいなので会員からの口コミにて加入増加

・ホームページによる広報

・来年は１つホームページ立ち上げたい！

・市民活動推進センターのメディアを活用（VOLUNTEERS、NPO cafe他）

・市民活動推進センターのボランティア情報

・市広報誌「ふじさわ」に年一回募集記事記載

・2～3年毎に市広報、公民館配架チラシで

・現在、リーフに基づき、ウェブアーキテクト中

＜メディア等の活用＞

・六会人材センターに登録

・大学のサークルとなっています

・公民館サークルとして登録

・本部会員の有志

・協議会なので、活動の中で交流団体に新規加盟をよびかけている。

・団体参加なので、各団体がそれぞれ会員を募集しています

・連合会のため、会員構成は各団体に委ねている。

＜公共機関・ネットワーク組織等への登録＞
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問５ 会員の募集方法

◆「その他」の回答 (原文まま)

・ボランティア関連のホームページで、見つけた方が連絡をして来ます。
自分でホームページの作成はしておりません。

・募集していない

・会員募集方法をまだ決めていません

・年を重ねて朝から掃除をする人はいないです

・会員はなし

＜募集なし・方法未定・その他＞



• 「（情報共有を目的とした）会議の開催」が149件と最も多く、約7割を占めている。「その他」の回
答にもあるように、重要な内容については、直接会って共有していることが分かる。
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2

16

5

37

37

47

67

79

108

149

0 50 100 150 200

無回答

その他

グループウェア（情報共有のためのソフトウェア）

SNS（フェイスブック・ツイッター・ラインなど）

FAX

ホームページ・ブログ

電話による連絡網

資料、書類、情報紙などの郵送

メーリングリスト

（情報共有を目的とした）会議の開催

問6 活動を円滑に進めるための情報共有手段

n=216

問６ 活動を円滑に進めるための会員やスタッフ間での情報

共有の手段

（注）Cybozu Live（サイボウズ ライブ）とは、無料のグループウェアです。

◆「その他」の回答 (原文まま)

・メーリングリストではないがメール／・メール等による連絡（MLではなく）／・メール
・メールおよびショートメール、電話による個別連絡

・月1回の定例会を開催、実施及びメール

・会の掲示板に伝達事項を掲示

・会報の発行。／・年3～4回の会報を発行。企画の発表・情報交換の場に

・cybozu-Live（注）

＜メディア等の活用＞

・役員会は毎月第1土曜日、「しょうこんサークル」機関紙3月に1回

・主に事務所での会合。／・打合せ

・朝起会・座談会・講演会を通して、会員の体験談より生活倫理を学び合う

・大事なことは稽古場で時間をとって話しあう。準備段階としてラインも活用

・毎月の勉強会の時に連絡事項を共有しています

＜会議・ミーティング等＞

・スタッフ間は年度当初に決定

＜その他＞
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問7 年間収益（2016年度）とその内訳

• 収益総額では、「10万円未満」が47件と最も多く、一方、「500万円以上」11件が最も少ない。

• 前回の2015調査と比べて見ると、「100万以上200万未満」が、およそ14％増え、一方、「10万円未
満」の割合が前回と比べて50％減少している。

• 事業収益に関しては、「10万円未満」が62件と最も多い。また、「200万円以上500万円未満」が最
も少ない4件となっている。

No. カテゴリ 実数 %

1 10万円未満 62 56.4%

2 10万円以上30万円未満 14 12.7%

3 30万円以上50万円未満 6 5.5%

4 50万円以上100万円未満 10 9.1%

5 100万円以上200万円未満 9 8.2%

6 200万円以上500万円未満 4 3.6%

7 500万円以上 5 4.5%

サンプル数(%ベース) 110 100.0%

問7_1 事業収益

No. カテゴリ 実数 %

1 10万円未満 47 27.2%

2 10万円以上、30万円未満 32 18.5%

3 30万円以上、50万円未満 13 7.5%

4 50万円以上、100万円未満 25 14.5%

5 100万円以上、200万円未満 29 16.8%

6 200万円以上、500万円未満 16 9.2%

7 500万円以上 11 6.4%

サンプル数(%ベース) 173 100.0%

問7_6 収益総額

最高値 最抵値

最高値 最抵値



• 受取会費では、「10万円未満」 58件が最も多く、「500万円以上」が最も少ない4件となっている。

• 受取寄附金も同様に、「10万円未満」が最多で68件、 「500万円以上」は0件となっている。
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問7 年間収益（2016年度）とその内訳

No. カテゴリ 実数 %

1 10万円未満 58 40.8%

2 10万円以上30万円未満 43 30.3%

3 30万円以上50万円未満 14 9.9%

4 50万円以上100万円未満 10 7.0%

5 100万円以上200万円未満 7 4.9%

6 200万円以上500万円未満 6 4.2%

7 500万円以上 4 2.8%

サンプル数(%ベース) 142 100.0%

問7_2 受取会費

問7_3 受取寄附金

No. カテゴリ 実数 %

1 10万円未満 68 66.7%

2 10万円以上30万円未満 17 16.7%

3 30万円以上50万円未満 6 5.9%

4 50万円以上100万円未満 4 3.9%

5 100万円以上200万円未満 4 3.9%

6 200万円以上500万円未満 3 2.9%

7 500万円以上 0 0.0%

サンプル数(%ベース) 102 100.0%

最高値 最抵値

最高値 最抵値



No. カテゴリ 実数 %

1 10万円未満 56 46.3%

2 10万円以上30万円未満 22 18.2%

3 30万円以上50万円未満 13 10.7%

4 50万円以上100万円未満 16 13.2%

5 100万円以上200万円未満 5 4.1%

6 200万円以上500万円未満 6 5.0%

7 500万円以上 3 2.5%

サンプル数(%ベース) 121 100.0%
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問７ 年間収益（2016年度）とその内訳

問7_4 繰越金

問7_5 その他収益

No. カテゴリ 実数 %

1 10万円未満 70 71.4%

2 10万円以上30万円未満 15 15.3%

3 30万円以上50万円未満 4 4.1%

4 50万円以上100万円未満 5 5.1%

5 100万円以上200万円未満 2 2.0%

6 200万円以上500万円未満 0 0.0%

7 500万円以上 2 2.0%

サンプル数(%ベース) 98 100.0%

• 繰越金では、「10万円未満」 56件が最も多く、「500万円以上」が最も少ない3件となっている。

• その他収益でも、「10万円未満」が最多で70件、最小は、「200万円以上500万円未満」の0件と
なっている。

最高値 最抵値

最高値 最抵値



26

問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

• 記述回答を、「活動人材、場、資金、情報・コミュニケーション、戦略、事業運営・事業承継、そ
の他」の7項目に分類した。問8では、課題を問う内容であったが、課題に対する直接の回答を得
ることが難しいことが分かった。例えば、「高齢化」によって何が起こることが課題なのか、また、
「会員が減る」ことでどのようなことが起こり得るから課題なのか、までは記載がないため、把握す
ることが難しい。

• 「活動人材」が108件（※複数選択を含む。総数158件のうち）と一番多い回答となった。その中で
も、「会員やスタッフの高齢化」を挙げた団体が61件、「会員数の減少」が26件となっていた。

(1)会員の高齢化(2)活動資金の減少によりボランティアたのみ（本来、役員を派遣する場合
の交通費支給ができればベター）

・会員メンバーの高齢化とそれに伴う自然減（会員死亡）。一方、新規会員は、俳句を作る
という、むずかしさもあり、増やすことは容易ではない。

・高齢化に伴う会員の減少・世話役の高齢化・1.会員の減少1.年金の減額・

・2016.11.7に3合唱団によるジョイントコンサート開催後、団員減少し、（37名が27名に）
特に男声が減少しバランスが悪くなった

・会員・スタッフの高齢化

・会員数の減少

・会員数の伸び悩み、役員の固定化と高齢化

・会員数は増えても実質活動下さる方が偏っている。役員を交替して入れ替えが出来ない

・会員の高齢化、減少が課題です。

・会員の高齢化。新入会員が少ない。

・会員の高齢化と会員の減少により、山行が次第に困難になってきた

・会員の高齢化とそれによる会員数の減少、活動の担い手の不足

・会員の高令化により将来人材不足が生じるのではないだろうかと、不安を感じている。

・会員の高齢化による退会

・会員の年齢が高くなり退会者が増えている割に新しい人（若い人）

・会員の募集 会員の高齢化、病気等で活動参加人数が減少しつつある

・会員の老令化と若手会員が集まり難い

・会員を増やすこと

・会を運営する幹事の人材不足

・活動会員の減少。高齢化に伴う活動時間のやりくり。

・活動に参加、担う人材の確保、増加策

・後継者が少なくて困っている。専門的知識を持っている人が、なかなか入会してもらえな
い。

＜活動人材＞ (原文まま)
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

・高齢化（平均齢75歳）にともなう次期事業の継続が厳しく、現在行政及び関連関係団体へ
事業継承によって将来への遺産となるべく、働きかけをしているが厳しい事がある

・高齢化で若手がなかなか参加してくれない。（これからの運営継続していく為に）

・高齢化に伴い会員が減少し、若い年齢の会員が入会してこないので困っている

・高齢化により、イベント（展覧会、体験講座等）開催が大変になりつつある。

・高齢化による調理、買出し準備が困難。若い層の仕事中心、調理をしない傾向から若い層
の入会困難、パソコンを使える年代が限られているため特定の人に仕事の負担大。

・高齢化による要員不足

・市民の会を母体とした、一般社団法人を設立し、市民共同発電所を建設したことにより、
主な役員が重複している。両者の関係を整理し、活動を活発にするためには、会員を増やす
ことが課題である。

・事務局の高齢化、若いPCができるスタッフがほしい

・新規会員少、既会員の高齢化のため退会者が多い

・新規入会者が少ない

・戦後まもなく出来た婦人会で最初1,000人もの会員があったそうですがだんだんと会員数
も少なくなり、72周年を迎えた現在では若い方の入会者は少なくなり2017年度100人足らず
になりましたしみんな高齢者となり、これからの活動が心配です。

・団員の高齢化に伴う、活動の常態化による懸念 団員の減少→次世代の担い手の不足

・地域子供たちの減少とボランティアスタッフの人員不足

・地域の方々との関係性維持（学年問わず引きつげるような方法）が困難、新入部員の獲得
もまた困難

・特にありません。しいていえば高齢化（メンバー＆講師）

・日本語を教えるための意欲、指導スキル、活動のための時間を有した人材を見つけること
が難しい。いつもギリギリの状態で会を運営しており、人材面での余裕がない。

・年代が高齢化にともない、若い人の参加が少ない

・弊協会に加盟する所属団体のメンバーの高齢化により、所属団体自体の活動が乏しくなる
中、15団体の内5団体が休会となる状況下にあり、加盟団体を増やしていくことが大きな課
題となっています。

・ヘルパー不足

・後継者不足

＜活動人材＞（つづき） (原文まま)
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

・メンバーの高齢化、自身の病気、家族の介護などで参加者が減っている
もう少し団員を増やしたい（現在9名）

・役員の担い手不足です。

・老齢化おそらく平成31（？）年解散予定

・若い方の入会（三曲をやりたい人）や、子供の入会をふやしたい

・若手の新規加入者が減少し、会員の高齢化が進んでいる

・会員の高齢化による役員になりたい人が少なくなっている

・会員増強、役員補充

・若い会員を増やしたい。現役教員と今中高生を抱えている保護者への発信や参加（学習会
等）を増やせればと考えています。

・少子化に伴い若い会員の減少

・藤沢市在住の会員の減少

・毎月の例会に出席できる人の減少

・コンスタントな参加者の獲得

・集うメンバーが少な過ぎること

・毎年年令が上っています 70才以上になります、又、毎年体の不調を理由に辞めていく人
が、目立ってきました。イベント等で会員募集をするが、入会して頂けない。

・世代交替がむずかしい ・ボランティアがなかなか増えてこない ・活動に際し、交通費
程度の補助が欲しい

・子どもの健全育成のための活動していますが、そのボランティア、スタッフの育成、その
費用負担が課題となりつつある。

・後継世代への継承問題

・1.会員の高齢化による会員の減少 2.日本の伝統文化（菊作り）に対しての若者離れ

・若年層会員及びスタッフの獲得。

・1.会員の固定化、会員の減少 2.傾聴ボランティア活動の弱体化 3.情報発信手段をもた
ないこと

・活動を継続するにあたり3つの課題 a)人材の獲得と育成（特にボランティアスタッフ
b)支援コンテンツの拡充（マンネリ化の打破、収益増を目指す） c)拠点の確保（脱行政施
設の間借り。自前施設の確保） ※但し、移動形式拠点構想もある（無理に拠点を持たな
い）

＜活動人材＞（つづき） (原文まま)
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

・(1)ジュニア調査員の拡大（各小学校ごとに） (2)DNA鑑定を依頼するための調査・研究
費の獲得 (3)そのためのプロジェクトチームの編成

・5年継続後に活動が維持できるか・運営スタッフの若返り ・施設提供（無償貸与）が継
続してもらえるか

・協会運営に関わる様々な作業、事務等を行うスタッフの不足。現在のスタッフが退任して
しまったら、後継となる者（会員）がいない。

・メンバーを広げること ・現実にそれを求めたり、困っている人に出会うこと・資金をど
うしていくか

・1、企画から実施計画への移行。２、参加会員の増加

・最近の障がいをもつ若い世代の親たちのニーズをなかなかとらえられず、若い世代の会員
の増加がなく、会員の高齢化が進み、そのために活動が停滞してしまうことを危惧しており
ます。若い世代の親たちとの交流を進めていくことが今後の課題と考えてます。

・大学生・大学院生が事業の中核を担う役割としているが、本業である学業に支障がない程
度に活動しているため、時期によってはマンパワー不足になることもある。年間を通じて、
円滑な団体・事業運営ができるよう、メンバーの人材確保が必要。また、事業の参加者数も
年々減少傾向にあり、事業のコンセプトやプログラム内容について、改めて精査が必要に
なってくる。

・若手スタッフ不足 事務所がないので打合せに困る

・①後継者育成 ②会員拡大 ③資金拡大

・個人&企業の協賛金で活動しているが、協賛金が不足傾向・ボランティアスタッフの確保

・収入をほぼ全て会費でまかなっているため、高齢化による会員減少が収入減につながって
しまうこと

・会員数の減少、高齢化 活動場所の確保

・活動教室の老朽化、指導員の高齢化

・1.会員の高齢化 2.新会員の募集 3.イベント等を通じてネイチャーゲーム普及を推進

・学生スタッフを継続的に集めること

・運営資金不足、後継者がいない

・寄附金で被災者支援を行っているが、寄付が減ってきているので資金不足となっている。
若いスタッフがほしい。

・・協会運営に関わる様々な作業、事務等を行うスタッフの不足。現在のスタッフが退任し
てしまったら、後継となる者（会員）がいない。

＜活動人材＞（つづき） (原文まま)
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

• 「場」については、実際に活動する場所、活動のための打合せや事務を行う拠点としての「場」に
関する回答があった。なかには、「保育スペース」との回答もあり、昨今の情勢がニーズとして表れ
ている証拠か。

＜場＞ (原文まま)

・活動教室の老朽化、指導員の高齢化

・毎週土曜日に、日本語教室を開いています。現在市民会館の36人定員の会議室をお借りし
ています。この会議室が狭いので、入室希望の外国人をすぐに受け入れることができません。
12月1日現在で、20名が入室の順番待ちをしている状態です。勉強をしたい外国人だけでは
なく、日本語を教えたいボランティアも受け入れることができません。教室の使用料は、会
員の会費と、毎週の教室使用料カンパ(会員と生徒より任意で寄附)で賄っています。低料金
で使える広い教室がないことが、現在の一番の問題であり、それを解決することが課題です。

・①空き家、空きスペース所有者の発掘（提供者＜＜利活用希望者） ②活動資金（現在は
会・費のみのため）

・活動を継続するにあたり3つの課題 a)人材の獲得と育成（特にボランティアスタッフ b)支
援コンテンツの拡充（マンネリ化の打破、収益増を目指す） c)拠点の確保（脱行政施設の間
借り。自前施設の確保）※但し、移動形式拠点構想もある（無理に拠点を持たない）（再掲）

・若手スタッフ不足 事務所がないので打合せに困る（再掲）

・会員数の減少、高齢化 活動場所の確保（再掲）

・大道具の保管場所（団員が分けて保管しています）の限界。

・団員は各々介護、仕事、育児などをかかえ、週に2回を共有する稽古日を確保することが
一番の課題です。貴重な時間ですので集中するようになりました。

・楽器の保管場所がないこと。

・活動の部屋を確保する事

・現在650名の会員数であり、約200名／回位参加されます。横須賀のヴェルク6Fホールを使
用しておりますが収容人員が200名～220名くらいなので、もう少しで入りきらなくなるので
別の公共施設を模索しておりますがなかなか料金、地の利、高齢者等のためなかなか見つか
らないのが実情です。

・市民出資でつくる太陽光発電所を設置できる場所

・保育が必要な方がメンバーになった場合、保育スペースが欲しいです。
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

• 資金については、調達方法が限られていることや、不足している、との回答があった。具体的に
資金の不足とは、「何のために」、「いくら」必要なのか？を団体として、考えているかどうか、が
キーポイントとなるのではないだろうか。

＜資金＞ (原文まま)

・活動に際し、交通費程度の補助が欲しい

・子どもの健全育成のための活動していますが、そのボランティア、スタッフの育成、その
費用負担が課題となりつつある。（再掲）

・資金拡大

・メンバーを広げること ・現実にそれを求めたり、困っている人に出会うこと・資金をど
うしていくか（再掲）

・会員が減ってきているために、運営費が足りなくなってきている。どうやって会員を増や
していくかが課題です。

・活動に要する資金がないこと

・予算を企業からの協賛金にほぼ頼っているので、予算の見通しがなかなか立てにくい。毎
年、毎年綱渡りのような状態である。

・寄附金で被災者支援を行っているが、寄付が減ってきているので資金不足となっている。

・運営資金不足、後継者がいない（再掲）

・会員増加はあるが、会費（寄付）収入の不徹底

・個人&企業の協賛金で活動しているが、協賛金が不足傾向

・おもちゃを提供する資金調達のための助成金申請

・子ども食堂を継続的、かつ、定期的に開催するための資金確保（スポンサーの確保）

・行政機関の理解や支援（従来の枠組みにとらわれないこと）

・収入をほぼ全て会費でまかなっているため、高齢化による会員減少が収入減につながって
しまうこと

・賛助会員の入会が減少 寄付金収入を増やしたい

・活動を継続するにあたり3つの課題 a)人材の獲得と育成（特にボランティアスタッフ
b)支援コンテンツの拡充（マンネリ化の打破、収益増を目指す） c)拠点の確保（脱行政施
設の間借り。自前施設の確保）※但し、移動形式拠点構想もある（無理に拠点を持たない）
（再掲）

・①後継者育成 ②会員拡大 ③資金拡大（再掲）

・個人&企業の協賛金で活動しているが、協賛金が不足傾向 ・ボランティアスタッフの確
保（再掲）
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

• 市民や社会、地域にしたいしてどのようにコミュニケーションを取っていくのか、また、対象となる
方々のニーズに合致した情報発信ができているかどうか、によって課題が異なってくるのではな
いか。この「情報・コミュニケーション」の分類では、「会員の募集」や「セミナー等の集客」に関す
る回答があった。

＜情報・コミュニケーション＞(原文まま)

・1.会員の高齢化 2.新会員の募集 3.イベント等を通じてネイチャーゲーム普及を推進

・イベント開催時の集客 鎌倉市には「生涯学習情報 萌」があります。一般市民に直接PR
する情報誌集客には多いに役立ってます。藤沢も考えて欲しい。

・学生スタッフを継続的に集めること（再掲）

・協賛企業の募集

・広報（PR）活動が充分できていないので、各会場の勉強会の参加者がまだ少数であること。

・少年サッカーチーム会員の減少

・スタッフの募集をしているが、増えないで苦労している。

・退会する団体があり、加盟団体をふやすこと

・若年会員入会の減少により、若年層（学齢期以下の）障害児の課題が見えづらい

・当会主催のセミナー、研修会への集客

・新会員募集！！

・創立以来17年間、地域の助けを必要とする方に無私無償の精神で奉仕してきました。しか
し、会員の平均年齢は79歳と高齢化が進み、老々介護、手伝いの感を強くします。若い方の
会員を増やす事が事業継続の為の喫緊の課題で、色んな機会で勧誘していますが殆ど成果を
得ていません。郷土作り推進会議での一事業で取り組んできましたが、ギブアップしたのか
2016年で完了としています。情けない結末です。

・養成講座の受講者数が減少傾向にあり、会員数の増加が難しいこと、現会員が高齢化して
辞めて行くことで会員数が減少している。高齢者施設ではリクレーションにお金を使えない
所が増えており、フラワーセラピー教室を中止する所も出て来ているため、活動数が減って
きている。

・歴史的建造物等の保全と活用 アート（アーティストインレジデンス）による推進は非営
利性が強く、継続的な助成や協賛等の支援については常に課題となっています。

・個人&企業の協賛金で活動しているが、協賛金が不足傾向・ボランティアスタッフの確保

・会員の増加を計ること。NPOへの移行

・まだ発足したばかりなのでよくわかりませんが、知らない人から意地悪なメッセージが届
くこと

・おもちゃを提供する資金調達のための助成金申請

・個人&企業の協賛金で活動しているが、協賛金が不足傾向 ・ボランティアスタッフの確
保（再掲）
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

＜情報・コミュニケーション＞（つづき） (原文まま)

・子ども食堂を継続的、かつ、定期的に開催するための・資金確保（スポンサーの確保）・
行政機関の理解や支援（従来の枠組みにとらわれないこと）

・収入をほぼ全て会費でまかなっているため、高齢化による会員減少が収入減につながって
しまうこと（再掲）

・ボランティア会員の募集

・賛助会員の入会が減少 寄付金収入を増やしたい

・輪を広げていきたいと考えていますが、まずは核となるメンバーの方向性の確認

・各団体ともに高齢化が進み、今後の活動に不安がある。団体には、積極的活動に消極的な
ものがある。

・入会を希望する人が多すぎて（現在404名）次年度以降の募集についてどうすべきか苦慮
している

・会員の高齢化と若い会員が増えないこと。その対策は見通せずにおります。

・メンバーを広げること ・現実にそれを求めたり、困っている人に出会うこと ・資金を
どうしていくか

・1.会員の高齢化2.新規会員の確保3.活動参加者の拡大

・会員それぞれが仕事等で多忙になり、時間を合わせて集まることが難しい

・会員を増やすための対策

・最近の障がいをもつ若い世代の親たちのニーズをなかなかとらえられず、若い世代の会員
の増加がなく、会員の高齢化が進み、そのために活動が停滞してしまうことを危惧しており
ます。若い世代の親たちとの交流を進めていくことが今後の課題と考えてます。（再掲）
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

• 「戦略・事業運営・事業承継」の分類では、特定非営利活動促進法ができて20年が経過する中
で、世代交代や次世代への事業や組織への継承を考える時期がきている模様。そこでは、単に
人材を増やすということではなく、「核となるメンバーの方向性の確認」との記載がある通り、将来
を見据えて、組織としての「戦略」を立てることが必要となっている。事業を続けることが本当に必
要なのか、ニーズとの整合性を確認した上で、「改めて精査が必要」である。

＜戦略＞（原文まま)

・輪を広げていきたいと考えていますが、まずは核となるメンバーの方向性の確認

・入会を希望する人が多すぎて（現在404名）次年度以降の募集についてどうすべきか苦慮
している（再掲）

・会員の高齢化と若い会員が増えないこと。その対策は見通せずにおります。

＜事業運営・事業承継＞（原文まま)

・後継世代への継承問題

・活動を継続するにあたり3つの課題 a)人材の獲得と育成（特にボランティアスタッフ
b)支援コンテンツの拡充（マンネリ化の打破、収益増を目指す） c)拠点の確保（脱行政施
設の間借り。自前施設の確保）※但し、移動形式拠点構想もある（無理に拠点を持たない）
（再掲）

・大学生・大学院生が事業の中核を担う役割としているが、本業である学業に支障がない程
度に活動しているため、時期によってはマンパワー不足になることもある。年間を通じて、
円滑な団体・事業運営ができるよう、メンバーの人材確保が必要。また、事業の参加者数も
年々減少傾向にあり、事業のコンセプトやプログラム内容について、改めて精査が必要に
なってくる。（再掲）

・協会運営に関わる様々な作業、事務等を行うスタッフの不足。現在のスタッフが退任して
しまったら、後継となる者（会員）がいない。（再掲）

・この様な支援を本来誰がやるべきなのか？よく分からない。 Ex.東京も区によって支援
方法が異なる。神奈川県は横浜のみ実施している。近隣ではちがさきは市の支援が実施。藤
沢は将来検討するといい、聞いてからもう5年経過。

・高齢化に伴う活動回数の低下

・1、企画から実施計画への移行。２、参加会員の増加

・2年後にユニバーサルカヌー体験事業を法人の事業から切り離し、地域のNPOに移行する計
画です。
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問８ 現在抱えている課題、また今後課題となりうること

＜その他＞（原文まま)

・教育するに当っての少子化、父兄(母)の家庭に於ける時間(ほとんどが仕事を持って留来。

・研修の進化

・高齢化に伴う課題

・首都大学デジタル・マッピングの渡邊先生、青山学院ボランティアセンターより学生と外岡
先生、高橋先生、工学部古橋先生、熊本大学岡山先生、田中先生他熊本県クマコネクション、
熊本日日新聞など大学関係は反応も良いですが、各企業、個人協賛に苦しんでいるところです。

・新規勧誘している

・人工透析の長期化による会員の高齢化。医療費の自己負担が徐々に増えつつあること

・問19に記入してしまいました

・特になし 4件
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市民活動支援施策に関する調査



問９ 団体の事務所・専用スペース

• 団体の事務所や専用スペースが「ない」が80％で、「ある」が18％となっている。

• 事務所に関する困りごとでは、スペースが狭いことや、維持費の負担が挙げられている。

• 事務所や専用スペースがない理由は、「必要性を感じない」が89件と最も多く、5割を占めてい
る。次いで、「資金がない」65件、「適切な場所が見つからない」22件となっている。
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9

0

2

22

65

89

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

理事・スタッフ間での合意がとれな

い

適切な場所が見つからない

資金がない

必要性を感じない

問9-3 事務所・専用スペースがない理由

n=173

ある

18%

ない

80%

無回答

2%

問9 団体の事務所や専用スペースの有無

n=216

問9-2 事務所や専用スペースの困りごと

・事務所が狭く、会議・講座などを開催する場所確保がむづかしい

・場所がせまい／・スペースが足りない／・スペースがせまく、機材の置き場がほしい

・練習場所の確保

・事務所はあるが毎月開催の湘南ブロック交流会の場所がなく確保に苦労している

＜広さ＞

・家賃がかかること／・収入が限られているため事務所維持費の負担が大

・地域の商店から提供されている。但し電気、水道、保険代は自己負担。また、若干のお礼
をしている。

＜資金不足＞

◆「その他」の回答(原文まま)



問９ 団体の事務所・専用スペース

38

問9-2 事務所や専用スペースの困りごと

・運営資金不足 ・全てボランティで無償だが交通費くらいは払いたい

・市協会下3団体で使用のため継続的使用に限度あり

・但し本部は長野県松本市

・ヘルパー不足

・自宅を使っているので十分である

＜事務所や専用スペース以外の困りごと・その他＞

・蔵まえギャラリーを使わせてもらっている。

・会員の属する会社施設

・地域の集まりや会議室は藤沢診療所の組合員ルーム等を専用に使用している。

・事務所の老朽化

＜間借り・老朽化＞

◆「その他」の回答(原文まま)



• 「活動場所は、「市民活動推進センター・市民活動プラザ」が94件と最も多く、5割弱を占めてい
る。次いで、「公共施設」55件となっている。また、「団体の事務所」は、14件に留まっている。

• その場所を使用する理由は「利用しやすいから」146件と全体の約73％となっている。
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55

94
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無回答

その他

公園や広場などの屋外

民間の施設（喫茶店等）

会員・スタッフ・理事の自宅や職場

団体の事務所

公共施設（市民活動推進センター・市民活動プラザ以外）

市民活動推進センター・市民活動プラザ

問10 活動や打合せに使用する場所

n=195

6

10

7

32

146

0 20 40 60 80 100 120 140 160

無回答

その他

他に使用できる場所を知らないから

地理的に便利だから

利用しやすいから

問10-2 その場所を使用している理由

n=201

問10 活動場所



• 「活動場所は、「市民活動推進センター・市民活動プラザ」が94件と最も多く、5割弱を占めてい
る。次いで、「公共施設」55件となっている。また、「団体の事務所」は、14件に留まっている。

• その場所を使用する理由は「利用しやすいから」146件と全体の約73％となっている。
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問10 活動場所

◆「その他」の回答 (原文まま)

・通常活動の場所にあるから

・各分科会が不定期に活動

・講習会、藤沢市総合科学展及び藤沢自然に親しむ会出展、夏休みを中心に、7～
8月に調査活動（毎日）、9～10月に調査結果のまとめと発表

＜利便性＞

・利用料が無料又は低価格だから

・会場費が無料（又は安価）

・施設オーナーが無償貸与してくれている

＜料金＞

・ネイチャーゲームの性格上、野外活動が望まれる。

・市役所の会議室が使えなかったから

・行政が手配してくれる

＜その他＞



問11 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募経験

• 助成金・補助金・委託事業・協働事業等（以下、助成金等）の応募経験は、「ない」が60.6％で、
「ある」が37.5％となっている。

• 応募先については、「行政」が最多の48件、「助成財団」38件、「その他」12件だった。「その他」の
中には、ウェブサイト上で寄附等を募集するクラウドファンディングとの回答も見受けられた。
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ある

37.5%

ない

60.6%

無回答

1.9%

問11 助成金等の応募経験

n=217

12

18

38

48

0 10 20 30 40 50 60

その他

民間企業

助成財団

行政

問11-2 応募先（ベース：応募あり）

n=81



問11 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募経験

42

（注） ファーボ（ FAAVO ）とは、「まちを盛り上げるプロジェクトに特化したクラウドファンディング
サイト」のことです。

◆「その他」の回答 (原文まま)

・未来創造財団／・キリン財団／・キリン財団 ニッセイ財団／・京都信頼資本財団

・赤い羽根共同募金より在宅福祉援助費

・パルシステム神奈川ゆめコープ（生協）／・生協パルシステム

＜財団・基金等＞

・料理講習（伝承祭）や編物等の手芸講習会等を委託されたとき

・委託事業として神奈川県より3年間の講座開催事業あり

・協働事業として平塚市と2年間、相談事業を実施中

＜委託・協働＞

・自分史作成工房新設機材etcの調達

・ファーボ（注）

＜その他＞



• 助成金等に応募しない理由は、最も多い回答が「必要がない」75件で全体の5割を超えている。
続いて、「応募の手続が負担」と「情報がない」の21件、「理事・スタッフ感の合意が取れない」6件
となっている。

• 「その他」の回答では、組織体力がまだなく注力できないことや、そもそも、応募条件を満たしてい
ない、など理由を４つに大別することできる。
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16

21

6

21

21

75

0 20 40 60 80

無回答

その他

理事・スタッフ間での合意が取れない

情報がない

応募の手続が負担

必要がない

問11-3 応募しない理由（ベース：応募なし）

n=132

問11 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募経験

◆「その他」の回答 (原文まま)

・私達のような者にも利用できるか否かで悩み、そのままになっている。

・反政府・反資本の活動への助成金は存在しないから

・合唱団で補助金の応募が出来るのですか／・内容を調べていない。

・ハードルが高い ex.法人でないと応募できない／・基準が高いから

・応募条件をまだ満たしていない／・応募しても多分ダメでしょう

＜応募要件＞

・会員の会費収入によって基本的に活動しているため。／・会費でやりくり

・当会になじまない為／・営利目的な団体ではない

＜団体の考え方＞

・本部からの助成金がある

・バザー等で収益を得ている

・金銭面ではないが、パソコンやソフトでは支援を受けている（数十万の規模）

＜別途資金・資源の提供等があること＞
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問11 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募経験

◆「その他」の回答 (原文まま)

・スタッフが委託・協働事業を運営できるほどのマンパワーが不足しているのと、助成金等
申請までに活動計画が策定できない。

・団代設立後、間もないため

＜人手不足＞

・震災後、資金相談を市民活動推進センターに申込、寄附金を集めるやり方を教えていただ
き、報告会開催して、寄附を集めることができました。

・遊行かぶき公演は独立採算。赤字も大きく、フォーラム会計ではカバー不可。フォーラム
設立時から独立採算。但し、広報、受付、資料印刷等、出来るだけ協力。ある程度の責任負
担をしている。

・今後する計画がある

＜その他＞



• 助成金等の応募にあたり、内容のアドバイスを求めたことが「ない」50.6％で、「ある」が39.5％だっ
た。また、「ある」と答えた団体は、中間支援機関や行政、応募経験のある団体にアドバイスを求
めたようだ。

45

問11 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募経験

ある

39.5%

ない

50.6%

無回答

9.9%

問11-4 応募にあたって内容のアドバイスを求めた経験

n=81

◆「相談先」の回答(原文まま)

・藤沢市市民活動推進センター 他7件

・地区社協／・藤沢市社会福祉協議会／・市社協／・神奈川県共同募金会

・各市町村の市民活動センタースタッフから

・手塚さんには資料作りからご指導承りました。

＜中間支援機関＞

・同じ様な応募をしたことのある団体

・同業NPO

・横須賀市民活動サポートセンターに通う他の団体員から

＜市民活動団体＞

・市役所生涯学習課／・文化芸術課／・教育委員会／・公民館

・県や市の担当部署／・担当部署（行政の窓口）／・行政

・神奈川県や平塚市の行政職員／・神奈川県教育指導課

＜行政＞

・応募先の関係者／・信頼資本財団、ホリプロ様、三井住友SMBC（CSR部）／

・藤沢市ヨット協会／・公益財団法人藤沢市みらい創造財団／・親団体／・応募先

＜助成等の応募先＞

・知人等

＜個人＞



• 助成金等を受けた経験が「ある」団体は、7割強いる。また、提供元は、「行政」の38件が最多で、
続いて、「助成財団」27件、「社会福祉協議会・共同募金」12件、「民間企業」11件となっている。
「自治会町内会」が1件あり、地域が一体となっての取組みが今後、どのような伸び方をするの
か、注目していきたい。
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問11 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募経験

ある

74.1%

ない

14.8%

無回答

11.1%

問11-5 助成金等を受けた経験（ベース：応募あり）

n=81

20

1

11

12

27

38

0 10 20 30 40

その他

自治会町内会

民間企業

社会福祉協議会・共同募金

助成財団

行政

問11-6 助成金等の提供元（ベース：応募あり）

n=81



• アドバイスが「必要でない」が5割強で、「必要である」3割を上回っている。これは、前述の問11で
あったように、応募の必要がないと考えている団体が、全体の5割強との回答と比例していること
がうかがえる。
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必要である

34.3%

必要でない

53.7%

無回答

12.0%

問12 応募にあたってアドバイスが必要か
（ベース：応募あり）

n=216

問12 助成金・補助金・委託事業・協働事業等の応募にあたり

応募内容の相談やアドバイスが必要かどうか



• 情報発信の内容については、「活動紹介」が139件で全体の6割強と最も多い回答で、次いで、
「イベント情報」の117件、「会員やボランティアの募集」70件となっている。

• 「特に発信している情報はない」が33件ある。団体の信用を担保するためには、団体情報を発信
し、透明性を確保することが必要不可欠であるが、この33件の団体は、どのように信用を担保して
いるのか、が気になるところである。
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6

20

33

48

70

117

139

0 20 40 60 80 100 120 140 160

無回答

その他

特に発信している情報はない

会計報告や総会資料など団体の運営に関する資料

会員やボランティアの募集

イベント情報

活動紹介

問13 情報発信の内容

n=216

問13 情報発信

◆「その他」の回答 (原文まま)

・年1回の総会開催、各種の福祉セミナーの紹介(障がい関係)

・ 広報誌に「菊作り」講習会の案内を掲載。

・菊花展の開催（期間中の来場者は約500人位）

・1年間の事業広報を出している

・定期的な作品発表

＜セミナー等の開催案内・発表など＞

・弱視者についての交通バリアフリー、就労、受験などの情報

・起立性調節障害について

・活動している分野についての情報（教育問題）

・調査報告書、論文投稿など

＜専門的な情報＞



• 情報発信の手段では、「ポスター・パンフレット・チラシ」が114件と最多。次いで、「ホームページ・
ブログ」83件、「会報・機関紙」80件と、紙媒体が情報発信の手段の主流となっていること分かる。

• 「その他」の回答では、「会議・ミーティング」、「メディア等の活用」、「イベント・その他」の３つに分
類された。その中でも、「地域のラジオ／FM放送」は、災害時の有効な手段として3.11の際に再
度注目を浴びたメディアである。また、「大学祭」や「公民館との共催事業」など地域の資源とコラ
ボレーションすることで、新たな層への普及・啓発につながる場合もあるのではないだろうか。
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26

22

17

32

35

44

80

83

114

0 20 40 60 80 100 120

無回答

その他

雑誌・新聞・テレビ

SNS（フェイスブック・ツイッター・…

メーリングリスト

説明会や講演会等の開催

会報、機関紙

ホームページ・ブログ

ポスター・パンフレット・チラシ

問13-2 情報発信の手段

n=216

問13 情報発信

◆「その他」の回答 (原文まま)

・インスタグラム

・地域のラジオ／ ・FM放送

・行政機関による広報誌ほか／・鎌倉市の萌

・グループウェア

・電話・ハガキ（葉書）／ ・FAX、郵送

・手配り、ポスティング

＜メディア等の活用＞

・定期的な連絡会

・毎月１回の定例会に各地区から参加している支部長さんとの会等で話合って

＜会議・ミーティング＞

・人材センターに登録

・問5の回答(ボランティア関連のホームページで、見つけた方が連絡をして来ます。自分で
ホームページの作成はしておりません。)と同じ

・市民ギャラリー等の作品発表／・写真展（藤沢市民ギャラリー）／・展示会など

・大学祭

・公民館との共催事業

＜イベント・その他＞



• 活動に必要な情報では、「特に必要な情報はない」が60件と最も多かった。

• 「行政の支援情報」と「助成金の情報」の団体への直接支援につながる情報が、合わせて108件と
全体の5割を占めている。

• 「その他」の回答では、社会の動きと共に、法制に関する情報を求める声もあった他、子育て情報
などの身近なテーマを必要としていることが分かった。
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52

56

58

60
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無回答

その他

他団体（民間企業を含む）のイベント情報

行政のイベント情報

ボランティア希望者の情報

他団体の活動情報

助成金の情報

行政の支援情報

講座や研修会の開催情報

特に必要な情報はない

問14 活動に必要な情報

n=216

問14 情報収集

◆「その他」の回答 (原文まま)

・国や自治体の法律・条例・制度に関する情報

・行政の情報（法律など）

＜法制＞

＜社会情勢等＞

・①2020年の東京五輪に関する動向、②医学分野の最近の情報、③医療・スポーツ関連の基
礎知識

・地域の子育てに関する情報

・合唱講習会・他団体の演奏会

・高齢者の問題をテーマにした講座など

・ジュニア調査員の募集案内をどう広めるか、広報の仕方

＜地域・学びの場＞

・ブース出展したいです

・郵送料の割引

＜その他＞



16

14

10

16

18

25

26

42

43

47

73

91

96

0 50 100 150

無回答

その他

フリーペーパー

メーリングリスト

市外の市民活動支援施設

SNS（フェイスブック・ツイッター・ラインなど）

特に必要な情報はない

公共施設等に掲示してあるポスター・パンフレット・チラシなど

他団体の会報、機関紙など

雑誌・新聞・テレビ

行政の広報紙

市民活動推進センター・市民活動プラザ

インターネット

問15 活動に必要な情報の入手先

• 情報の入手先は、「インターネット」96件と最も多い。次いで、「市民活動推進センター・市民活動
プラザ」91件、「行政の広報紙」73件となっている。

• 「その他」の回答では、上部組織や全国組織などと、団体が持つネットワークを活用している場合
や、県域・市域で活動する連合体とのつながりの中から情報を得ているとのことだった。
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n=216

問15 情報の入手先

◆「その他」の回答 (原文まま)

・全国組織の会なので、そこから

・会員からの情報

・本部発行の機関紙（月刊誌）

・口コミ

・先生経由で講演会の案内がある

＜団体内のネットワーク＞

・県合唱連盟・市合唱連盟より

・県体育協会

・学会学術集会、研修会、e-ラーニング

・福祉団体の連絡会 協会の県市部

＜同じ分野の団体・業界団体など＞
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問15 情報の入手先

◆「その他」の回答 (原文まま)

・六会人材センター

・太陽の家体育館

・ビジターセンター等で行われる、講座や研修会で最新の情報を得ている

＜公共施設＞

・関連書籍、研修会

・郵便局

＜その他＞



• 必要とする人材については、「団体の活動・事業の中核を担うスタッフ」が90件と最多。続いて、
「ボランティアとして活動に関わる人」69件、「特に必要としていない」が60件となっている。

• 「その他」の回答では、有資格者や、専門知識・経験値のある方など、ある一定の条件を求めて
いるケースや、興味・関心のある方であれば、どなたでも、という大別すると２つのケースに分けら
れる。
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無回答

その他

法律・会計等の団体運営に関してアドバイスをする専門

家

団体の活動の専門性についてアドバイスする専門家

資金や物品を提供してくれる支援者的人材

団体の運営・経営を行う人材（理事など）

特に必要としていない

ボランティアとして活動に関わる人

団体の活動・事業の中核を担うスタッフ

問16 必要とする人材

n=216

問16 必要とする人材

◆「その他」の回答 (原文まま)

・防災士資格取得者

・日本体育協会公認スポーツ指導者有資格者

＜有資格者＞

・専門知識を持っている人。

・カウンセリングの学習を継続している人材に限定

・合唱経験者／・団員のみ

・しょうがい者の支援スキルを持ったボランティア

＜専門知識や経験者など＞

・ハーモニカが好きな人／・音楽仲間（リコーダー）

・団員の増加（特に男声）10名程度

・内容に興味を持ち一緒に学んでいける人

＜興味・関心＞

・会員で話合って活動するから

＜その他＞



• 「パソコンやインターネットの知識・技術」89件が最も多い回答で4割を占めている。次いで、「団体
の活動に関する専門的知識・技術」65件、「広報や編集の技術」62件となっている。

• 会計、労務、人材育成など「組織運営」に関する知識は、優先順位が低い傾向にある。

• 「その他」の回答をみると、スポーツ指導や語学、写真撮影、料理、パソコンなど各団体の特徴を
いかいた幅広い分野での専門的知識やスキルを必要としていることが分かった。
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問17 活動や運営上必要な専門的知識・技術
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無回答

その他

労務管理の知識

組織運営の知識

人材採用や育成などの知識

会計・経理についての知識

特に必要としていない

「広報や編集の技術

団体の活動に関する専門的知識・技術

パソコンやインターネットの知識・技術

問17 活動に必要な専門的知識・技術

n=216

◆「その他」の回答 (原文まま)

・指導者としての資格とスキル

・サッカー指導

・日本体育協会公認スポーツ指導者有資格

・要約筆記者の資格

・日本語を教えられること。人と上手に接することができること／・英語

・傾聴の専門的知識→継続的勉び

・介護に関する専門知識と技能

・写真撮影に関する知識、技術等

・薬膳に関する知識、調理力

・パソコンの基本（ハード・ソフト） しょうがい者支援ソフトの技術（メール、文書作成、
ネットetc.）

・身体障害者、認知症の方を支援する知識と技能

・コントラクトブリッジに関係規則、運営方法の知識と実践

＜専門知識・資格・スキル＞
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問17 活動や運営上必要な専門的知識・技術

◆「その他」の回答 (原文まま)

・卓球台の準備や片付けをしていただける方を必要としています。

・専門家の集団の連合会のため、各団体に委ねている

・俳句研究に旺盛で継続できる人

・広報委員会で広報や編集をして仕上げはプロに頼む 会員同士いろいろ話合う

・専門的な知識や技術は必要としませんが、とにかく、スタッフとして雑務を手伝ってくれ
る人材を求めています。

・手芸の得意な人材

・学生スタッフが興味をわきそうな講座等

＜その他＞



• 利用頻度としては、「月に1回以上」が約4割と最も多い回答となっている。次いで、「2～3ヶ月に1
回程度」の2割強、「年に1回以上」の2割弱となっている。

• 利用の目的では、「会議・打ち合わせのため」が131件、「印刷・コピーをするため」114件、「作業
をするため」58件が上位3位を占めている。利用の目的としては、概ね、「作業」
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月に1回以上, 39.2%
2～3ヶ月に1回程度, 

23.6%
年に1回以上, 19.8%

週に1回以上, 6.1%

登録はしてあるが利

用したことはない, 

2.8%

以前は利用していた

が現在は利用してい

ない, 2.8%

ほぼ毎日, 

0.5%

無回答, 

5.2%
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問18 市民活動推進センター・市民活動プラザの利用頻度

n=212

問18 市民活動推進センター・市民活動プラザの利用

1
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18

58
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無回答

その他

本を閲覧・借りるため

相談会（会計・労務・IT相談）に参加するため

インターネット・パソコンを利用するため

イベントや講座に参加するため

掲示物・配架物を確認するため

運営相談をするため

作業をするため

印刷・コピーをするため

会議・打ち合わせのため

問18-2 市民活動推進センター・市民活動プラザの

利用の目的

n=190
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2

1

4

5

0 1 2 3 4 5 6

無回答

その他

他の公共施設を利用しているから

地理的にセンターが遠いから

問18-3 市民活動推進センター・市民活動プラザを

利用しない・しなくなった理由

n=12

◆問8-2 市民活動推進センター・市民活動プラザの利用目的

問18 市民活動推進センター・市民活動プラザの利用

「その他」の回答 (原文まま)

・ボランティア活動(学習支援)の場

・フラワーセラピー教室の為／・週1回の中国語勉強会／・学習会／歴史の学習会／・勉強
会を開催するため

・自助グループのため、ミーティング(分かち合い)

・お互いに俳句を作り、投票し、格付けしレベルアップを図る討論の場

・ミニ講演会

・録音をしながらパソコンの操作指導をする時

＜学び＞

・会報は3月に1度、配架は1回置きに

・事業報告書の提出

・チラシ設置

・全会員で写真技術の向上

＜広報物の作成等＞

・初心者なのでいろいろ相談にのっていただき、ありがとうございます。

＜相談＞

・ロッカーを借用している

・キャビネットの使用

＜機材・備品の活用＞

・例会の開催

・青少年活動

＜場＞



問19 その他、ご意見・ご提案など①
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・火曜日も開館していただくと幸いです。 いつも、丁寧なご対応にメンバー一同感謝して
おります。今後もよろしくお願い致します。

＜開館日＞

・階段へ手摺りをつけてください。(足元、暗くて危ない)

・印刷機具等便利に使えて助かっています。スタッフの対応も親切で明るく、たまに使う他の施
設より快的です。入口階段の外燈が暗くて困りましたが、最近少し改善されてよかったです。

・印刷機など便利に使え助かります。スタッフの対応を親切で快的です。入口階段の外燈がやっ
と少し明るくなって助かっています。

・①突然雨に見舞われる時がありますので、何本か貸傘があればありがたいです。 ②パソコン
の借用は現在早く借りた人が無制限で何時間も借りることが可能ですが借り手が俟っている状態
の場合は最高3時間迄と制限を設けて頂けたらと思います。

・ロッカーが欲しい

・六会分室が出来たので大変助かっております

・いつも色々な印刷、コピー、そして広報誌を作る為に、広報委員の方がよく利用させて頂きあ
りがとうございます。

・印刷が出来る場所があり、テーブルをかこめるので本当に、市民活動推進センターは、使用さ
せていただいて感謝です。頻度は高くないですが、ライフラインです。活動センターなしでは、
今は（私達に未来型）活動できません。薬膳での回答ですが個人的に色々な団体で使用させて頂
き、毎年活動センターの場所を地図で書かさせていただいてました。これからもよろしくお願い
いたします。

・活動を行うための物品を保管する場所が、活動場所にあるとよい。現在は湘南台文化センター
でロッカーを借りているが、本やテキストなどを入れるのに、もっと広い場所が欲しい。

・活動をとてもよくサポートしてくれて助かっています。市民活動プラザむつあいの方の折り機
の具合がよくないので新しい折り機を導入してほしい。

＜備品・機材等＞

（原文のまま）



問19 その他、ご意見・ご提案など②
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・談話室を利用させていただき活動する上で非常に助かっています。印刷や会議室が利用でき、
活動の一助となっています。

・会議室が予約しにくいので他の施設を利用しています

・市民活動推進センターのスペース、設備は大変有用で活動の役に立っている。

・希望の日時に会議室の予約ができず困っている(朝9:00に電話をしているにもかかわらず)

・会議室の予約をWebで可能にしてほしい。／・会議室の予約をネットで取れるようにしてほし
い。

・会議室を増してほしい。

・会議室が利用者増加でとりにくくなった。

・ロッカー（小）が狭い

・低料金で会議室を利用させていただいて、ありがたいです

・毎月1回会員対象の研修会、交流会（コーナーではなく会議室利用希望）の会場確保に競争率
高く苦労している

・無料で利用できる会議スペースとして毎月大変便利に利用させてもらっています。土、日曜日
に利用できることもありがたいです。会報の作成につきましても、パソコン、印刷、コピー機等
利用させてもらっています。

・A・B2つの会議室だけなので、他団体と競合し毎月の会場予約に8時半頃、現地へ出向くことは
負担感はあるが、不得なきことと理解している。

＜会議室・ミーティングスペース＞

（原文のまま）
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問19 その他、ご意見・ご提案など③

・当団体活動発表の情報PRを貴機関誌「情報クリップ」に掲載可能でしょうか？

・イベント開催時の集客特に一般市民に対する、直接の案内が来てない。公報があるのは良いが、
なかなか掲載が難しい。鎌倉市の情報誌萌等があるのが良い。イベント開催会場が、行政施設で
なくとも掲載出来て多くの市民が自由に色んなイベントに参加しています。

・市民活動推進センターの皆様には、定例活動やイベント内容を記したパンフレットの配架、
メールマガジンによる周知等、多岐に渡り、ご協力を頂いております。今後も貴センターの支援
に関するサービスを利用させて頂きますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。

＜情報＞

・もっと有効利用をするべきと思いつつ日頃の当番など時間にゆとりがなくなってきたと実感
している。会員の人数を若返らせ増加させてゆきたい、そのために魅力ある会を運営している
智恵をききたいと思っている。

・震災後、傾聴ボラ、仮設でお茶っこを継続していますが、適合する助成金はないようで、又助
成金の手続等の労作が大変で、結局、各自の持ち出しで活動しています。

・①しょうがい者の為の場を是非準備して欲しい。②各種イベント、教育等へのしょうがい者の
参加を真剣に考えて欲しい。

・生涯学習団体類似の団体として出発しているので、内向きの傾向性があります。公益的な活動
として個人の任意に任せていますが、もう少し外への発信にゆく団体になろうと方針についての
合意形成を行っていこうと思います。

・補助金、助成金などの申請にあたり、アドバイスをいただけたらと考えております。その折に
は相談に伺いますのでよろしくお願いいたします。現在、手塚様に相談させていただいておりま
す。ありがとうございました。

＜相談＞

＜アクセス・駐車場＞

・市民活動推進センターを長らく利用させていただき、大変感謝しております。ただ、強
いて課題を挙げるとすると、最寄駅から若干遠い、提携している朝日町駐車場はなおのこ
と遠いという面がある。市役所庁舎が新しくなるにあたり、現在、市役所の部署が利用し
ている湘南NDビルに転居するなど、駅からの利便性を上げられると、良いかなと思う。
ハード面での提案のため、なかなか実現が難しいと思うが、検討材料の一つとして捉えて
いただけたらと思う。

・藤沢駅近くにあり、たいへん助かっています。

・駐車場が近隣にないので、フリートPを利用するのが不便

・便利な場所にあります。安価。

（原文のまま）
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問19 その他、ご意見・ご提案など④

・いつも心良く対応して下さり感謝しております。お世話をおかけ致しますが、今後共よろしく
お願い致します。

・いつもお世話になっております。とても満足してます。推進センターの方々に感謝してます。
これからも、何卒宜しくお願い致します。

・御無沙汰しております。当活動も14年となり顔ぶれは変わりましたが市などの行政から信頼も
有継続しております。後継者が仲々育たないですが当初メンバーと声かけながら保育を楽しんで
おります。又、相談の際にはお伺い致しますので宜しくお願い致します。

・いつも使わせていただいてありがとうございます!!快適です!!

・市民活動センターは対応が丁寧で気持ちよく使用できて助かっています。

・市民活動推進センターへ早くから登録させて頂き、利用させて頂いて本当に感謝です。セン
ターがなかったら、続けていけませんでした。

・いつも気持ちよく使用させてもらっています。スタッフの方が親切で感謝しています。

・いつも安い価格で気持ちのよいサービスをしていただき、感謝しております。私たちのような
小さな団体では、貴センターの存在が活動の大きな支えとなっています。これからもよろしくお
願いいたします。

・市民活動プラザむつあい様には、日頃から誠にお世話になっております。この場を借りて御礼
申し上げます。

・いつも気持ちよくご対応を頂き感謝しています。

・いつもお世話になっております。今後も宜しくお願い致します。

・年々活動が減少しておりますがセンターは非常に便利で感謝しております

・これからもよろしくお願いいたします。

・現推進センタースタッフの方々の対応がとても感じよく、ていねいで親切、適切です。感謝し
ながら利用させていただいております。（お世辞ではありません。）

・スタッフの方の対応も気持良く、いろいろな利便を考えていただきとても利用しやすい施設と
感謝しています。今後ともよろしくお願い致します。

・いつもお世話になっています。今後とも、よろしくお願いします。

・上記問18の目的で利用させて頂き、大変助かっています。

＜感謝の声＞

（原文のまま）
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問19 その他、ご意見・ご提案など⑤

・少人数で種々の問題を議論している。時々自分史作成などの作業をしている。

・すみません、12/10の期限内に送れませんでした（12月は別の会場で活動しました）

・こういう施設がある関係で利用しています

・当該団体は、かながわデザイン機構（KDF）の地域組織として活動しているため、本アンケー
トに於いて、KDFと地域組織の回答の切り分けが難しく、混乱していることご了承下さい。

・特にありません。現状で良い。

・特にありません。ほか5件

＜その他＞

（原文のまま）
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