
目的

調査対象 279 団体

期間 平成29年４月17日（月）～５月19日（金）

回答数 173 団体

回答率 62.01 ％

実施者 掛川市役所　生涯学習協働推進課

①毎日利用 0 54
②週に３回以上 1 45
③週に１回程度 9 35
④月に２～３回 22 7

その他

２．平成28年度に利用した内容を下記から選び○を付けてください（複数回答可）

85 71
63 17
10 11
3 59

15 24
4 10

Ⅱ センターに求める機能・期待する役割について
１．センターに求める機能・役割について下記から選び○を付けてください（複数回答可）

134
43
37
17
15
9

42
47
13
18
6

その他　特になし、決算、居場所づくり

２．１で選択した機能・役割を期待する理由を教えてください。 別紙

⑤月に１回
⑥ほとんど利用しない

⑧その他（  　    ）
⑦利用したことがない

⑤相談機能Ⅱ（活動（広報、法律、保険等）について）

⑥相談（団体運営について）
④情報発信・収集（掲示、チラシ等）

②ミーティングスペース

その他　練習、研修、総会、行事、イベント、コンサート、ＤＩＹの
できる設備と指導員

年に10回、２ヶ月に１回、半年に１
回、市民交流時、年１回

①拠点機能（会議室等活動場所の提供、印刷機等設備の提供等）
②研修機能（団体運営講座、広報等スキル講座、市民への市民活動啓発講座等）
③コーディネート機能（団体間の連携、企業との連携、行政との連携の仲介・斡旋等）
④相談機能Ⅰ（団体運営（組織、事業計画、会計税務、人材、資金等）について）

⑥相談機能Ⅲ（法律税務等の専門的相談について）
⑦情報提供機能（市民活動に役立つ情報、団体の情報、ボランティアの情報等）

⑪その他（       　　　　　　　　    ）
⑩環境整備機能（市民活動を活性化させるキャンペーン、政策提言、調査研究等）
⑨人材育成発掘機能（人材の情報提供、特定スキル（広報、会計等）向上の研修等）
⑧ネットワーク機能（団体間の交流・ネットワーク、団体と企業、行政間の交流等）

平成29年度　掛川市の市民活動支援に求められる機能・期待する役割について調査結果

地域課題に対して、行政単独で解決することが難しいことからまちづくり協議会やNPO、
ボランティア団体、企業、行政等多様な主体が協働し課題解決に向けて機動的に対応する
ことが求められている。そこで市民活動を活発化するために市民活動等を支援し協働のま
ちづくりの拠点として設置されている『まちづくり協働センター』、『市民交流セン
ター』の機能改善を図るため、利用者の必要とする機能・役割についてのニーズを調査を
実施した。

市民交流センター登録団体、市内特定非営利活動法人、掛川市生涯学習センター『担い手
の部屋』登録団体

Ⅰ 現在の利用状況について
１．平成28年度にまちづくり協働センター、各支所の市民交流センター(以下、センター）の利用頻度を下
記から選び○を付けてください

①会議室

⑪ボランティアの募集
⑨他団体との打ち合わせ
⑦相談（その他）
⑤相談（活動について） 

③作業スペース（コピー、印刷機、紙折り等） 

⑫その他（     　　　　         )

⑩団体間の交流
⑧団体内の打ち合わせ、会議



Ⅲ センターが改善するべき機能・役割について

58
18
26
12
5
3

25
29
17
26
6

その他

２．１で選択した機能・役割をどう改善してほしいか具体的に教えてください。 別紙

①市民活動団体連絡会（仮）にへ出席しますか？　 74
69
30

②出席するとした場合、連絡会（仮）の開催時間帯で都合がよい時間帯は？　
平日 68

午前中 17
午後１時～ 22
午後３時～ 8
午後７時～ 18
無回答 2

休日 12
午前中 0
午後１時～ 6
午後３時～ 0
午後７時～ 5
無回答 2

不明、無回答 93

③市民活動団体連絡会（仮）の企画や運営に協力していただけることは可能ですか？
57
65
51

Ⅴ　まちづくり協議会と協働してみたい事業等ありましたら地区、内容をお書きください。 別紙

Ⅵ　その他センターの利用について御意見がありましたら自由にお書きください。 別紙

不明、無回答

１．センターが改善（無い又は足りない）するべき機能・役割について下記から選び○を付けてください（複数回答可）

⑪その他（       　　　　　　　　   ）

する
しない
不明、無回答

はい
いいえ

⑥相談機能Ⅲ（法律税務等の専門的相談について）

①拠点機能（会議室等活動場所の提供、印刷機等設備の提供）

⑩環境整備機能（市民活動を活性化させるキャンペーン、政策提言、調査研究等)
⑨人材育成発掘機能（人材の情報提供、特定スキル（広報、会計等）向上の研修等）
⑧ネットワーク機能（団体間の交流・ネットワーク、団体と企業、行政間の交流等）
⑦情報提供機能（市民活動に役立つ情報、団体の情報、ボランティアの情報等）

⑤相談機能Ⅱ（活動（広報、法律、保険等）について）
④相談機能Ⅰ（団体運営（組織、事業計画、会計税務、人材、資金等）について）

②研修機能（団体運営講座、広報等スキル講座、市民への市民活動啓発講座）

ｗｉｆｉが欲しい（有料でも可）、設備改善、備品の充実、センターの管理人
がよく変わるので、表面的なこと、印刷や会議室利用等のことしか利用できな
い。センターの活動が不明。

Ⅳ　掛川市で活動する市民活動団体の相互交流や協働のきっかけづくりのために市民活動団体連絡会
（仮）を発足を検討しています。○を付けてください。

③コーディネート機能（団体間の連携、企業との連携、行政との連携の仲介・斡旋）
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会議をしながら印刷をでき、活動の円滑化が期待できると思う。

アンテナを高くしいろんなものに参加していきたいと思います。

誰もが知っている場所、また市民の交流できる場所だから

センターは生涯学習の場であるべき。高齢者のために各区の公会堂にセンター役割を持

たせるべき

打合せ等のための交流スペースが必要だと考えています。配布資料作成には印刷機等の

設備が充実していると助かります。

当施設を利用する方は交通不便のため。当施設のスキル向上により、広く市民に知って

いただくため。

センターが持っている他団体の工夫や情報を提供してくれることで自分の団体のスキル

ＵＰだったり、スムーズな運営に活かせる。情報収集からだと大変。資金不足のなか、会

場やコピー施設を提供してくれることは助かる。

当連盟の理事会の会場として、大東支所３階の大東市民交流センターを利用している。

今後も利用したい。

税務対策に時間を要している。不明な点が多い。

予約を必要としない会議室の確保。単独による活動が中心なので、協働することで効果

の増大や経費削減が図れる。

情報量は多くても、各人の目や耳に触れ、行動につながるにはまだ十分とはいえない。

情報を伝えるための方法など多面的に考えられたらと感じました。

どうしても自分の所属する会のみで広がりがない。いろいろな団体と交流を持ち、ノウ

ハウを教わったり教えあったりしたい。いろいろな人と交流したいものです。

町内の嗜好団体が何かを計画した場合、その相談を乗ってくれる人が欲しい。

事務所がないため

ボランティア団体の交流、または活動状況など紙面で良いので知りたい。高齢者施設等

でボランティア人材を求めているのか情報を知りたい。

多くの団体が利用するので、そこで活動を知りつながりを持てるようになると良いと思

う。

センターとして機能するために必要だと思われるため

協働のまちづくり体制になってきて、そのノウハウを学ぶ機能として必要

会議ができる部屋があれば、ほかに希望はない。

現在は自分たちだけの活動で使っているが、今後は広く市民向けに実施したいため。

他団体の状況を知り自分たちの活動を知ってもらいたい。

人がいない お金がない。

小さな会なので必要なし

好きなときに気軽に集える場

NPOとしての活動の枠を広げるため

遺贈や後見人制度の連携の例を紹介する。事務員のシェア。

当団体が活動する旧大須賀・大東地区に、手軽に使え軽い事務作業もその場でこなせる

スペースの有ることが重宝し、よりその内容の充実を期待する。

人材の交流が活性化するためにコーディネート機能が欲しい。

Ⅱセンターに求める機能・期待する役割について 機能・役割を期待する理由を教えてください。 別紙
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Ⅱセンターに求める機能・期待する役割について 機能・役割を期待する理由を教えてください。 別紙

NPO運営にあたり気軽に相談できる場所があると良いから

支所の２階にあるので、行きやすい。また広さもいい。

会合などの場所として

毎月の役員会等の印刷物大変助かります

支所にあれば便利

聾唖者にとって情報提供は一番大切なことです。

会議室の利用程度のため

会場としての機能・役割がなかったら運営ができない。

会議室といいますが、そんなに会議室が必要なのか。会議室よりも展示場（高年齢でも

使いやすい）を希望します。高齢者にやさしい…とか選挙公約でよく聞きますが、少しも

やさしくなんてないと思う。展示が大変で高齢者は年々活動を中止してしまう。展示用具

は旧式で重く…今はいろいろ使いやすく便利な点もあるが市に要求しても「予算がない」

の一言で切られてしまう。文化、文化と言いつつも現実は何もない状態（特に大須賀は何

もない 。大須賀支所が新しくなったが、立派な誰が使うのかと思える会議室があるが、）

展示場は一つもなく信じられない。発表する場があってこその文化なのではないか。

当会には専用の事務所スペースがなく、駐車場や印刷機、会議室などが利用できで拠点

として大変助かっている。

自分たちの団体の活動が少しでも向上するように、又地域の役に立つような活動をして

いきたい。

市政に対する不満。高齢者への支援は何をやってくれたのか。(シニアクラブ支援等）

市周辺部住みにくい。高税率。民間への丸投げ。

自治会や団体等の役に就いたときの経験やそこで培った書類等の作り方などが気軽に相

談できて助かったという声を聞いたことがある。このようにスキル不足の手伝いや向上の

ための良き相談相手になってくれるのが下の立場の人たちに心強い。

場の提供およびお互いの情報活動に適する場所

現場で必要な物は作る。

ほかに活動拠点をもっていないため

音の出る音楽体を動かすグループは使用できませんので、少しでも周りの知識を得るた

めにも気楽に参加出来る場を持ちたい。

主に印刷機を使用している

活動を市民に広く知っていただくためにどんな事を学べばよいか意見を聞くのも必要だ

と思う。

会合の場所

横のつながりは大切だと思う

掛川市と南部との間を埋める活動を期待する

利用しやすい

会議場所に困ったときにミーティングスペースがあるのはありがたい。

情報交換の中心的場所として活用したい。

当会では大須賀区域の４つのまちづくり協議会の住民により構成されている。各まちづ

くり協議会には教育文化スポーツ、交通安全、防犯・防災環境美化の部門が設置されてお
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Ⅱセンターに求める機能・期待する役割について 機能・役割を期待する理由を教えてください。 別紙

り育成協議会においても保・幼・小・中７園学校における子供育成支援(園・学校へのボ

ランティア等）を中心に実施している。今後こうした共通項目についての充実を図る必要

がある。連携を図ることが大切。

役員会、総会等に会議室の広さが最適。印刷機は会員への伝達事項の徹底のため、常に

利用させてもらっている。

会議室の利用が簡単に予約できて良い。印刷機が安価に利用できてありがたい。

現状維持

掛川市から助成金をいただいていないので市民活動としての経験がなく、企画書提出に

よって助成金をいただければ、交流範囲も広がると思う。

各団体が団体間の連携を深め、スキルアップできるような研修や講座を企画していただ

きたい。

団体の会議や印刷に利用

より多くの人たちが交流できる企画

誰でも自由に使用できるようにと考える。

団体の経費削減、会計処理の適正化、活動の強化・活性化

活動の場を提供していただいて市民の方々とふれあう事が出来ています。

コピー、印刷できる場所がないと各戸に配布する資料が印刷できないから。

各種の活動は、人と人がつながって行うもの。交流センターにはまず、人と人がつなが

るための拠点として、さらにその輪を広げるためのネットワーク作りの基盤となることを

期待している。人の輪ができれば自然に歩み出し、向上していくための手法を考えるもの

と考える。

活動場所が無料で貸していただけるので私のグループはありがたく利用しています。駐

車場があるのでメンバーは喜んでいます。センターがまちのほぼ中心にあるので、集まり

やすく助かっています。

いつでも会議室等の活動場所を使用できること

印刷機やプロジェクタの借用が自由にできる体制

中間支援機能の充実に期待

登録団体であれば会議室の減免を自由にして欲しい。

現在継続利用しているが、まちの中核に位置し大いに役立っている。

本会はボランティア団体であるため市民活動に役立つ情報が必要(現在事務室として使

用している）

主に印刷機を利用している

開かれたセンターとして行政サイドが同じ目線で共同歩調がとれるように行政、ボラン

ティアが一体感のあるコミュニケーション作りが必要。

図書館が使えないときに利用させてもらって助かる。

行政にお願いしたいことがあっても誰に言えばよいのかわからない。また、言ってもす

ぐにやってくれないし、改善してくれない。

団体の役員をしたときは使用する機会が多かったが、役を終えるとその機会がかなり少

なくなり、質問項目にある①～⑪までを意識して市役所がこのセンターを設けたのか知り

たいぐらいだ。勉強不足で質問に回答できず申し訳ない。
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毎月の大会等の各資料作りに大変よく利用します。

会の活動に欠かせないから

障害者、障害児、その保護者の相談できる場所の提供及び気軽に立ち寄れるサロンのよ

うな交流できる場所を役割に加えて欲しいです。もちろん支援者、特に顔がみえる方々に

傍らにいただけたらと思います。

自主的な活動を行っているので活動がスムースに行われると有りがたい。

専門的な相談する場所が不明であり、行政の役目であると考えます。

市の中心部のみ集約してしまうことがないよう中心部以外も充実できるように。

市民活動に参加することは、将来の掛川市を作る土台となるものだと思います。

団体間と行政間とのミーティング（行政棟のその時の状況に応じて年に１～２回程度）

音訳のCD化によりPCの技術が必要となっている。現在、掛川のサークル声へ出向いてい

るが、いける人が限られているため大東支所へスキルをもった人材を派遣して欲しい。

四月から役員になってまだ理解していません。

会員230人のため、印刷機大変便利です。

会員が旧大東地区でもあり、駐車スペースを含め、会議スペース、移動も考慮して、利

活用しやすい。ミーティングエリアも活用しやすくて良い。

多文化的に活動するにはその対応機能が不足していて活動が出来ないに近い。

多くの活動団体が利用しているが、情報発信が少ない。拠点といての機能が不足してお

り、スタッフがただの事務員で経験知恵のある人に変更するべき。

体育館等の会議室利用の際、料金がかかってしまい、少ない予算の中、あるべく出費を

控えたいため。

掛川市との合併後、学校施設への修理・修繕活動への費用が困難となり、学校団体と企

業との連携が必要と思う。

多くの先輩から本会の活動、意義を引き継ぎ、私たちも次世代に継承したいと常に意識

してきたのですが難しく、その上、高齢者となり更に世相も代わり困窮しております。何

か良い方法、またはアドバイスをしていただきたく人材育成に希望しました。

会議（大人数）や打ち合わせ（少人数）を行える場所が他にない。

公民館的機能を求めているのではなく、団体活動をする上で情報の発信機能をもっとも

期待しています。私どものような小さな活動団体でも生き生きと活動するには欠かせない

機能のように思います。

文化会館の不足を補うと同時に駐車場も心配なく使いやすい。

身近にあるため(本庁では遠すぎる)

活動拠点がほかにないため

資料の印刷が可能で夜間40人以上の会議が行える（駐車場含む）

印刷等について、特に枚数が多く安価で助かっている。

行政、地縁団体(自治会、まち協 、志縁団体(市民団体）の間の調整）

定例会、活動のための準備作業の場所を無料で提供してもらえることは、大変助かって

います。

大東市民交流センターで講座などを開催することも当団体として検討しているから。

資料の作成などの情報と印刷等出来る機能に期待する。

Ⅱセンターに求める機能・期待する役割について 機能・役割を期待する理由を教えてください。 別紙
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Ⅱセンターに求める機能・期待する役割について 機能・役割を期待する理由を教えてください。 別紙

年会費が少ないため、無料で使える会議室が広域にたくさんあると嬉しい。

使用料を減額してもらいたい

大東地区が会長になるとその年は役員会の会場が支所になります。

なし

今の10代、20代の若者の働き方、働くという考えについて見直す必要があり。企業とい

う組織にとらわれる事なく自身の力で自立もしくは、向上心を持ち仕事に取り組める考え

方を持つべきだと思い、このような機能があることによって考えを改めることが出来るチ

ャンスが持てると思い選択しました。

多機能であることで、市民が利用しやすくなる
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法律相談会(個別）の実施

団体間の交流会の実施

本年度役員になったので不明

一部の人のみ使用できると思われている。自由に借りられるシステムにしてほしい。

学習センターは地域の交流の場です。趣味、健康、福祉等ができる高齢者の交流友好の

場になるような施設にしたい。

南部地域には交流センターがあり、会議室や印刷機が簡単に使用できるが旧市内地域で

同じような機能を持つスペースが無いのかもしくは、情報が無いため利用できない。生涯

学習センターで印刷を頼んだらひどい態度で拒否された。

中間支援が手厚いと助かります。

土日も解放してもらえると助かる。

特になし。現状で足りている。

現行レベルでは問題を感じていない。

会議室の防音機能があればよい。会議をしていて隣の声が聞こえる。

各団体が連携してお互いの活動を共有することで知ることができる。障害を理由に市民

活動に参加出来ない人への支援制度があることなど。

区長会の中での連合会のような市民活動団体全体を考える組織がほしい。

事務所の貸与

社協、ふくしあ等でボランティアを説明するポスター等を作ってＰＲしてはどうか。

多くの利用者いるため、多様な方がいるので車いすの方も利用な可能なトイレへの改善

協働のまちづくり体制になってきて、そのノウハウを学ぶ機能として必要

同業界内でのネットワークが少ないため。特に弊社の様な小規模な会社の意見交流をし

てみたい。

。 。センターの役割の広報不足のため改善点がうかばない そもそもそこを改善して欲しい

今は、無償で利用させてもらっており満足している。

各支所ごとの支援可能な内容をネット上に開示して欲しい

不明

足りていないということではないが、より深い会合を行うため会議室にネット環境等を

整えていただければ、と期待する。

もっと市民に知って欲しい。

現状のままでよい

いつもありがたく利用させていただいております。丁合機の不具合が多いので使えるよ

うにしてください。

丁合機の具合が悪いので新しいのに替えて欲しい。

特になし

市民活動センターが基本的に何をする場所なのかわからない。

交流センターの職員には協力いただいて助かっています。本庁の機能については不明。

。 （ ）市民の知名度が足りていない ここにこのようなお助けの部署 こんな言い方失礼かも

がありいろいろ相談を乗ってもらえる。←皆が知らない。市民活動上の困りごとや相談も

出来ますよとか役をやっていく上で分からない人や予算、決算書の作成の仕方等もご相談

Ⅲセンターが改善するべき機能・役割について 機能・役割をどう改善するか教えてください。 別紙
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Ⅲセンターが改善するべき機能・役割について 機能・役割をどう改善するか教えてください。 別紙

ください等、相談できるようになって欲しい。

市民活動センターの内容がしっかり把握できないまま役員となりました。登録しておけ

ば空いていればいつでも使わせていただけることで登録させていただきました。協力出来

ることには協力します。

現状では、音を出すことができない為、オカリナ等の練習の場として利用できないが、

使用できればと望んでいます。

現状で満足している。

市が取り組むこと、交流センターが取り組むことの区分けを具体的に可視化する事で、

団体側も利用方法が増える気がする。

なし

交流センターの役割を理解し、アドバイス的助言のできる人材の配置。

運営の基本は人材である。少子高齢化急激に進む今日、地域は地域に住む住民で運営す

ることを基本に高齢者が健康な間は自分の出来る範囲で地域で貢献する行動を起こすこと

である。併せて協議会の活性化を図ることが大切。

現状で満足している。

現状維持

今までの活動内容を理解していないので具体的にわからない。

本会独自で、研修や活動は行っていますが、センターが主催する研修や講座がない。会

員相互のレベルアップのために是非企画運営して欲しい。

団体の会議や印刷に利用

一般の人たちが集まる企画と、指導者の派遣。

。 。センターのＰＲが必要です 専門的な団体のため行政のチェックや指導をお願いしたい

活動場所に使用料がかかると会員の負担となるため

ネットワーク機能がもっとしっかりできていれば市民活動がもと充実したものになる。

掲示、チラシを地区の市民交流センターに持って行けばメール便などで市内の公共施設

等に発送できる仕組みができれば良い

印刷機等の整備点検を十分にして欲しいです。不具合があり困っています。

いつでも会議室等の活動場所を使用できること

中間支援機能の充実に期待

学習センターの担い手の部屋を借りる時はサークルの活動内容・活動報告・会の会則等

の提出がないと使用できないので改善して欲しい。

今は音を出すことはできないため、音楽関係の活動の場としては利用できない。音を出

すことができれば利用機会も増えると思う。

協働のまちづくりの組織は行政サイドも、その組織のスタッフとして構成されるべく溶

け込まないと一体感なし。その部署のオブザーバー的な立ち位置では、いつまでも一体感

が遠い。発想の転換。

特になし

高齢者に対しては多くの窓口があるイメージだが、障害者に対しては、ラフに相談でき

る窓口が少なく感じる。障害者のイベントなどがもっとできたらいいと感じる。

市民が自主的に活動できるような応援や補助を願いたい。
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市の中心部のみ集約してしまうことがないよう中心部以外も充実できるように。

団体に対して資金の提供があると活動しやすくなると思います。

印刷したものをそろえる機会が大東にはないのでほしい。

視覚障害者、南部の利用者に情報提供してもらいたい。

わからない

現状で良い

当登録団体としては、特に無いと思います。

今年度は考えていない

市民の３．３％（3,756人）は外国人です。

スタッフからの情報発信が少ない。

現状で良い

市民活動団体を活気づけてほしいということ。それにはこれらの機能が欠かせないと思

う。特に活動団体の情報発信をサポート（支援）していただきたいと切に思う。

大東交流センターに丁合機がなく非常に不便である。なんとかして欲しい。是非回答を

いただきたい。数年来の要望である。

Ａ１,Ａ２の拡大コピー機、ラミネートのできる機器

欲しい情報と相談機能をいつでも出来るように

なし

多くの利用者いるため、多様な方がいるので車いすの方も利用な可能なトイレへの改善

Ⅲセンターが改善するべき機能・役割について 機能・役割をどう改善するか教えてください。 別紙
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全くない

新規大会の広告の掲示板等

特になし。

全地域→ウォーキング大会の開催。近隣地域→さわやかステップの普及

なし

水垂地区でデマンドバスがあると嬉しい。

まち協がどのような方向を考えているのか不明ですのでわかりません。

原泉、倉真、東山、西南郷地区などとは地域資源を再発見しながら歩くウォークイベン

トなど。道標の設置やコース等一緒にできたら。

具体的な地区はないが、当NPOに協力依頼があれば前向きに検討する。

ＮＰＯ法人○○○(合同避難訓練 、海岸付近や山間地の地域）

なし

横須賀地区、景観の保全・向上について

まじすかよこすか(横須賀よこすか祭り）

特になし

大須賀第一地区まちづくり協議会と高齢者の買い物支援について協働していきたい。

なし

茶エンナーレは、協働でやれる！！（あれだけの予算があれば）

横須賀地区まちなみ保存・活用

まじすかよこすか(横須賀よこすか祭り）

他地区同様な活動をされている団体との交流会、勉強会（ネットワーク機能）

すでに参加してもらっている。

なし

各施設の有効活用（土地も含む）

大須賀地区の子供育成活動について、特に教育文化スポーツ、交通安全、防犯・防災関

係

税の紙芝居を子供たちに見せているが、一緒に出来たら良いと思う。

当会としての独自の活動はほとんどありません。ほとんどの会員が会費会員です。今年

度初めての役員となり本年度の活動を検討するところ。一般市民を含め、まちづくり協議

会でも当会の組織のあることを知らない方が多いと思います。まち協で情報発信・収集で

きたらＰＲにつながると思います。

特にありません。依頼等があれば検討します。

特になし

現在のところなし

見守り隊、高齢者の足（デマンドタクシー 、開かれた公民館）

私は、お琴をもっともっと皆様にお伝えしたいと思っております。小学、中学生には学

校のクラブとして一般の方にはまちづくりとして御協力出来ればやらせていただきます。

掛川市全体の市民活動の様子を知りたい、相互に交流をして仲間を持ちたいと考える団

体にとってはよいことだが、すでに活動をしている場合には活動そのものにかける時間が

重要である。

Ⅴ まちづくり協議会と協働してみたい事業等ありましたら地区、内容をお書きください。 別紙



- 2 -

Ⅴ まちづくり協議会と協働してみたい事業等ありましたら地区、内容をお書きください。 別紙

なし

自治活動と外国人対応

情報の共有

自治区としては、現在の段階では、まち協事業が優先しており、市民活動団体との協力

事業までは考えていない。

子ども支援協議会等支援及びシニアクラブ支援

、 、 （ 、 、地区内の防災に関する研修会 イメージトレーニング 南部の津波浸水域 千浜 睦浜

大坂、横須賀、大渕）

郷土の偉人松本亀治郎・吉岡弥生を協同で顕彰したい。
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地域学習センターが市民活動のセンターになるとよい。

センターの職員が市民活動に関する専門知識を有し、常に新しいアドバイスを出来るく

らいのレベルにして欲しい。ただ座っているだけでは…。少なくとも活動団体より地域を

有している人を採用するのは当たり前だと思いますが。

大会議室の演壇があればよいと思う。

大東・大須賀市民交流センターの場所が北部でも欲しい 市民活動団体が使える場所(荷。

物等をおける）が欲しい。

両支所交流センターのように、生涯学習センターの担い手の部屋ではブラインドを外し

オープンにするべき。ブラインドを外してこそ榛村元市長の言う「市民が活発に活動」す

る場になると考える。

センターの活動内容が不明、部屋貸しが仕事か。

子供から大人まで一緒に楽しむ機会が月１回でもあれば嬉しい。

センターを利用したことがないため、回答ができない。

市民活動団体連絡会は行政として立ち上げられたことがありましたが、組織替え、人事

異動などにより長続きしませんでした。私の参加した記憶なので間違いがあるかもしれま

せんが、継続できる体制がなければ参加は難しいと思います。

生涯学習センターや地域学習センターで活動しているので不満はない。南部の加入を促

すためにＰＲできればよい。

本庁にまちづくり協働センターの存在が知らなかった。いつできたのですか？ＰＲが足

りないのではないか。

資金や人材の高齢化など今後の活動が不安なので使いやすいセンターが一番

なし

市民活動団体交流会は市でやらない方が良い。団体自らが連絡会を創設すべき。行政内

の整理とその手順や考え方の合意が必要。

なし

センターにピアノがあれば使用する機会があると思います。

大須賀市民交流センターの丁合機の具合が悪い。

なし

毎年会長が替わるため、市民活動連絡会(仮)に参加しても会の負担になるばかり。利用

も年に１，２回ある程度。

現在、現役で仕事をしているため、いろいろな活動があり、協力したい気持ちはありま

すが、会議などに出席するのは時間的に無理です。申し訳ありません。

なし

むらふるさとのようなイベントは地元が市民活動団体の頑張っている姿を知ってもらえ

る。センターは団体に対し知識や運営方法や作り方等いろいろ提供出来ますよと知っても

らえるように。上級なことをするのも良いが、自らが役を勤め上げたいと思っている底辺

にいる人たちも助けてあげて。

音や体を動かすことなど、曜日時間を限定して出来ると嬉しい。

活動時間がなく協力できない。

上記のような活動を通して団体の再編

Ⅵその他センターの利用について御意見がありましたら自由にお書きください。 別紙
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Ⅵその他センターの利用について御意見がありましたら自由にお書きください。 別紙

事業拠点があるのであまり必要がない。

別にありません。

現在の職員は皆良い人たちで使いやすい。利用時に困った事がありません。今後もよろ

しくお願いします。

。 。各種関係団体との連携が必要と考えます そのためには団体連絡会の設立を希望します

大須賀市民交流センターにあっては、年に一度交流センター祭りが構成されている団体

の主催で開催されている。

もっと簡単に利用できるようにしていただきたい。支所のセンターは支所で決定権を持

つべきと思う。

今年１年間シニアクラブの活動が忙しい。

まち協、地区センター、交流センター 「協働」の言葉のもとに似たような組織がたく、

さん出来て何をやりたいのかよくわかりません。もう少し集約した形に出来ないものでし

ょうか

旧大東町のセンターは利用できるのですが、生涯学習センターは出来ません。旧大須賀

や旧大東のセンターと同じように気軽に借用したいと願っています。

学習センターを借りるのに決算書や規約等の提出を不要にして欲しい。

、 。一方の交流センターに登録したら 両方の交流センターで利用できるようにして欲しい

各センターにある丁合機をメンテナンスをしてもらいたい。

誰もが自由に入っていける交流センターを精一杯考えて欲しい。今はイベントにしても

サロンにしても『集める』から『集まる』の時代。行政は遅れている。

団体での返答が良いと思われるので個人での回答は控えます。

高齢で車にも乗らないので支所の催し物だけ参加する

市民活動連絡会には参加したいが、人数が少なく本来の業務以上の活動ができない。す

いません。

掛川市全体の市民活動の様子を知りたい、相互に交流をして仲間を持ちたいと考える団

体にとってはよいことだが、すでに活動をしている場合には活動そのものにかける時間が

重要である。

農家の主婦の集まりのため、夜間に利用ができることは大変ありがたいことだと思って

います。

なし

休日の出入りが宿直室経由の際、エレベーターが使用できない。特に高齢者は困ってい

る。

いるだけの事務員ではなく、支援員に変更を検討してもらいたい。

センターのあり方についてワークショップの開催を実施するべき。

お世話になりました。年度が替わり、本会も新体制となります。

市民活動団体連絡会、これがまさしく市民交流センターの設立理念だったのではありま

せんか。

大東市民交流センターの皆様には日頃からの親切な対応感謝しております。このアンケ

ートに関しては適切な回答ができずすみません。

印刷（コピー）利用した際の料金をその場にて現金精算としていただきたい。
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Ⅵその他センターの利用について御意見がありましたら自由にお書きください。 別紙

市民活動団体をあたらに発足したいとのことですがメリットは？意図は何か？ダブり人

間が多くなり、会議等も多くなく、今のまちづくり協議会で十分ではないですか。アンケ

ートには必ず回答を出してください。アンケートをまとめて公表要す。回答については検

討するはダメです。

なし

前回使用した時は大変ご迷惑をおかけしてすみませんでした。お世話になりました。あ

りがとうございました。



「掛川市の市民活動支援に求められる機能・期待する役割」について調査 

 

団体名                      

回答者名                     

 

Ⅰ 現在の利用状況について 

１．平成 28 年度にまちづくり協働センター、各支所の市民交流センター(以下、センター）

の利用頻度を下記から選び○を付けてください 

①毎日利用    ②週に３回以上   ③週に１回程度 

④月に２～３回  ⑤月に１回     ⑥ほとんど利用しない 

⑦利用したことがない         ⑧その他（                   ） 

 

２．平成 28 年度に利用した内容を下記から選び○を付けてください（複数回答可） 

①会議室                  ②ミーティングスペース 

③作業スペース（コピー、印刷機、紙折り等） ④情報発信・収集（掲示、チラシ等） 

⑤相談（活動について）                     ⑥相談（団体運営について） 

⑦相談（その他）                           ⑧団体内の打ち合わせ、会議 

⑨他団体との打ち合わせ                    ⑩団体間の交流 

⑪ボランティアの募集                       ⑫その他（                  ) 

 

Ⅱ センターに求める機能・期待する役割について 

１．センターに求める機能・役割について下記から選び○を付けてください（複数可） 

①拠点機能（会議室等活動場所の提供、印刷機等設備の提供等） 

②研修機能（団体運営講座、広報等スキル講座、市民への市民活動啓発講座等） 

③コーディネート機能（団体間の連携、企業との連携、行政との連携の仲介・斡旋等） 

④相談機能Ⅰ（団体運営（組織、事業計画、会計税務、人材、資金等）について） 

⑤相談機能Ⅱ（活動（広報、法律、保険等）について） 

⑥相談機能Ⅲ（法律税務等の専門的相談について） 

⑦情報提供機能（市民活動に役立つ情報、団体の情報、ボランティアの情報等） 

⑧ネットワーク機能（団体間の交流・ネットワーク、団体と企業、行政間の交流等） 

⑨人材育成発掘機能（人材の情報提供、特定スキル（広報、会計等）向上の研修等） 

⑩環境整備機能（市民活動を活性化させるキャンペーン、政策提言、調査研究等） 

⑪その他（                                     ） 

 

２．１で選択した機能・役割を期待する理由を教えてください。 

 

 

 



Ⅲ センターが改善するべき機能・役割について 

１．センターが改善（無い又は足りない）するべき機能・役割について下記から選び○を

付けてください（複数可） 

①拠点機能（会議室等活動場所の提供、印刷機等設備の提供） 

②研修機能（団体運営講座、広報等スキル講座、市民への市民活動啓発講座） 

③コーディネート機能（団体間の連携、企業との連携、行政との連携の仲介・斡旋） 

④相談機能Ⅰ（団体運営（組織、事業計画、会計税務、人材、資金等）について） 

⑤相談機能Ⅱ（活動（広報、法律、保険等）について） 

⑥相談機能Ⅲ（法律税務等の専門的相談について） 

⑦情報提供機能（市民活動に役立つ情報、団体の情報、ボランティアの情報等） 

⑧ネットワーク機能（団体間の交流・ネットワーク、団体と企業、行政間の交流等） 

⑨人材育成発掘機能（人材の情報提供、特定スキル（広報、会計等）向上の研修等） 

⑩環境整備機能（市民活動を活性化させるキャンペーン、政策提言、調査研究等) 

⑪その他（                                     ） 

 

２．１で選択した機能・役割をどう改善してほしいか具体的に教えてください。  

 

 

 

 

Ⅳ 掛川市で活動する市民活動団体の相互交流や協働のきっかけづくりのために市民活動

団体連絡会（仮）を発足を検討しています。○を付けてください。 

①市民活動団体連絡会（仮）にへ出席しますか？        する ・  しない  

②出席するとした場合、連絡会（仮）の開催時間帯で都合がよい時間帯は？  

 平日  ・  休日  

 午前中 ・ 午後１時～ ・ 午後３時～ ・ 午後７時～ 

③市民活動団体連絡会（仮）の企画や運営に協力していただけることは可能ですか？ 

 はい ・ いいえ  

 

Ⅴ まちづくり協議会と協働してみたい事業等ありましたら地区、内容をお書きください。 

 

 

Ⅵ その他センターの利用について御意見がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

アンケートの御協力ありがとうございました。 

 

 

 


