
令和2年度

島田市における
市民活動に関するアンケート調査

【集計結果】

島田市市民活動センター

島田市本通三丁目6-1
（島田市地域交流センター「歩歩路」内）

TEL:0547-33-1550

島田市市民活動センター運営業務
事業実施者：特定非営利活動法人クロスメディアしまだ

島田市日之出町2－3
TEL0547-35-0018



令和2年度島田市における市民活動に関するアンケート調査【集計】

①現在の活動の頻度を教えて下さい。

②主な活動場所はどちらになりますか？

＜概要＞
調査方法：市民活動室登録団体へ郵送にて依頼（10月下旬）
回答方法：①ＦＡＸにて回答（記入の上、送信）

②持参にて回答（記入の上、市民活動センター窓口にて提出）
③ＷＥＢにて回答（ＱＲコード、市民活動センターＨＰよりフォームにて回答

提出期限：令和２年11月20日（金）
発送数：１３８ 回答数：７４（回答率：５３．６％）



③-１現在の活動において、困っていることや、課題はありますか？

③-2 ③－１の内容について、具体的に教えて下さい。

・安定した運営資金の確保
・様々な理由・事情で退団する人数に対して入団する者が少なかったことに加え、
春からの練習休止を継続中のため個々のモチベーションが保てず、じわじわと
退団者が増えている状態です。

・年明けから練習再開の予定ですが、ソーシャルディスタンスを考慮すると、夜 間に
全体 で練習することが出来る広い会場の安定確保ができず、パート練習の形で、
その都 度会場をとりながら再開することとしています。
また、演奏会の企画や選曲等で話し合いの場をもつ機会がよくありますが、そのための
会場確保も必要なので、その意味では貴センターの活動室を使わせていただけて、
とても助かっています。

・市民活動センターへ登録のある団体への現状ヒアリングしていただきたい。
・後継リーダー陣の育成、若手会員の増強
・私の活動に対する思いの変化?などという根本的なこと
・店舗数の減少や高齢化、役員をやれる人の減少。
・店舗数の減少に伴う活動費の減少。
・自分が活動する上で自分の子供を見てくれる場所(毎日ではないため学童は使えない)
・高齢化による自然滅
・広報誌の作成、ポスターの作成、SNS以外でのPR方法を探している
・茶道人口減少に加え、青年部は50歳が卒業の為場所がない
・もともとラージボール卓球は60歳以上の人を対象に始まったスポーツですが、
定年延長等 で新しい人が参加できにくい状況にある。

・高齢化による自然滅
・総会と理事会の開催



・コロナ対策のため実技を行うことができない
・コーラスを伴う活動なので、コロナ禍による活動力の難しさ
・印刷代を広告でまかないたいが手が回っていない
・3月より合唱練習の中断（12月まで）により、団体の確保が難しく様々な問題が
起きている。
・ライブを開催すると３蜜状態になってしまう
・各地区の公民館を利用してその地区のスタッフで活動していますが、旧島田市内には
スタッフが不足しています。
・高齢化は避けられないことだと思います。事故の無いよう取り組み方を工夫
講師をお招きしてご指導を仰いでます
・各サークルに若い人の加入少なく高齢化している
・古紙・アルミ缶・回収等
・子どもの少子化による入団者の減、チーム編成の困難
・不登校支援、カウンセリング、講座を開催していますが、PRがいきとどかない
・会員からの会費だけでは、活動が活発に行えないので市や社協からの助成金が主な
資金になりますが事業内容を報告しなければならないので、本年度はコロナの関係で
活動が少なく助成金の返金にせまられている
・会員の高齢化により活動の幅が狭くなる
・若者の参加が少ない。若者との接点がない
・家賃・不登校支援のための活動費（家賃・人件費）
・スタッフ会員の高齢化による活動の減少・コロナ感染予防の為の活動制限
・役員のなりての確保
・遊びやお祭りには市民は集まりますが、環境教育などは全く集まらない。環境団体数の
著しい減少。今ある団体も風前のともし火
・会員の高齢化に伴い減少が著しい
・適当な場所・施設の確保・PR・広報の費用不足
・若年層の入会者が少ない
・子どもが成長し、仕事を始める人が増え、手伝えるメンバーが減っている
・家庭や健康上の理由で継続することが困難になっている
・活動費が確保できれば、内容を充実できる。
・閉店等による退会
・高齢者の参加が少ない

④現在、「市民活動センター」へ登録されている理由は何ですか？



⑤活動が継続し、活性化するために、「市民活動センター」にどのような機能や設備、支
援メニューなどがあれば良いと思いますか？

・会議室のネット予約
・セミナーや交流会の開催
・Wifiが入って情報収集に役立っている。
・プロジェクターの性能が低く、暗くて見にくい。
・現在の機能、設備等で十分と思います。
・働く母のための柔軟な情報交換の場所なんかがあれば。。。??
・募集ポスターなどの掲示等
・コロナが落ち着いたら、気軽に抹茶が飲める場所があれば良いと思う
・駐車場・除菌装置・非接触型体温計測機・電気湯沸かし器
・広告に対してもっと協力してほしい
・駐車スペースがあればもっと活用できる
・募集ポスター等の掲示等
・現状況に感謝です。
・wifi・コピー用紙を売ってくれたら助かります。印刷代助成があるともっと助かります。
・いつでも相談できると思えるだけで心強いです。
・現状の状態で有難く利用させて頂いております。
・合唱や音楽のサークルの練習場の確保。（音が出せる防音設備、メンバーの駐車場）
・各団体のメンバーにはセンターの理解不足、必要度があまりない
・市の広報を活用と充実させたい
・コミュニケーションボードを受付に言葉を話せなくても文字は認識できる人が多くいる
・高齢化と若い人の接する場を作ってほしい
・行政との直接的な意見交換
・総合計画や各種基本計画には”連携・協働”（行政・市民＜団体＞・事業者）の
文字が躍っていますが、環境活動分野はそれがほとんどない。小さなテーマで
良いので同じテーブルについて企画、実行、評価する真の協働をやってもらいたい。
その橋渡しをセンターができないか

・持ち運びの器や針山などの置き場所があったら助かります。
・健康と歌をご理解の上、支援を！
・施設にフリーwifiを設置してほしい
・音楽を録音する設備
・ほとんどの方が来るので、近くに無料の駐車場があればいい。
・商店街エリアを活用した事業を実施していただきたい。
・会員募集の掲示できたり告知する場所があれば



⑦市民活動センターでは、講座やセミナーなどの企画を行っています。どのような内容なら
参加したいと思いますか？

・広報の具体的なやり方を学べる講座
・市政の紹介
・コミュニケーション能力の向上につながる内容
・インターネット、SNSなどを活用した広報活動
・いつもしたいと思ってます。時間が合わず悔しい思いしてます！広い視野で島田や自分の
未来を見ながら計画がたてられるような、そんなのが好きです。
・歴史等・活動のPRや広報等の講座・茶道に関わる…着物、焼き物、作法
・デジタル化に関する内容
・プレゼンの作成やプレゼンの仕方
・オンライン化
・スタッフ育成
・健康・医療・介護に関するセミナー
・教育・助成金・支援金等の情報・書類作成等のアドバイス
・音楽関係・音楽や絵画等の内容
・高齢者の生きがいづくり
・クラウドファンディングの講座
・環境市民型をセンターと協働開催できないか。環境カフェなどのアイデアが
会員から出ています。

・会員が高齢な人もおおいので、身近な内容であれば参加ができるのかなと
思います。

・各団体さんはそれぞれ「目的」があって登録していると思うが
きっと似た「目的」のグループがあるに違いない。似てるグループ
共通の「解決方法」に特化してもいいかもしれません。

・クラウドファンディングの説明
・全員が高齢ですので、それに島田市以外の会員が多いので参加は無理と
思います。

・最近”発達障害”と言われる子が増えています。この子達と家族が社会の中で
生きづらくならない方法のセミナーがあれば聞きたい人は多いかと。

・青少年の育成に関する物・NPO法人の設立に関する講座
・内容にもよるが、手話要約筆記がセットになっているもの
・文化活動について
・今もとても魅力的な講座があるので、参加したいといつも思ってます
・社内各地区の地域福祉協議会との話し合いどのような事をしているか

⑥市民活動センターにて、他の団体などとの交流会や発表の機会があれば参加したいと
思いますか？



⑧市民活動センター『通信』にて団体や活動の紹介ができたら掲載を希望しますか？



＜新型コロナウィルス感染拡大の影響等について＞

①活動の中止や変更など、事業に対する影響はありましたか？

①－２（設問①にて、１～４の影響が出た、出ると回答の方）事業への具体的な
影響を教えてください。

モチベーションの低下



②コロナ禍における、活動の継続や再開にあたって、工夫している点などあれば
お教えください。

・対面とオンラインの相互開催。
・ミーティングのオンライン化
スタッフ全員にアルコールやマスク等、感染予防に必要なものを渡している。
厚労省からの通達をその都度確認している。

・感染防止に配慮した会合の開催。
・譲渡会について感染防止のために間隔の確保、参加者の制限等を実施
・練習を休止している中、メンバーが時々顔を合わせられるように、月一で
集まる機会を設け、指導者からの講義（歌わない）等を受けている。

・山行活動の人数の分散化、現地への移動方法の工夫
・活動をどうしようかを文字にしてあらわす
・zoomなどによるオンライン参加
・１クラスを少数制にすること。
・３密、消毒等の対策。同一部屋の長時間の使用可。時間差集合入れ替え
・各種講座をZOOMに切り替えたり、人数を減らして開催した
・数ヶ月に1度の例会のみ開催…消毒使用、必要以上に広い場所を使用
・通信は送っている
・三密の励行 うがい・手洗い・マスク・体温測定の実施
・3密、消毒等の対策、同一部屋の長時間の使用の不可。時間差集合入れ替え
・ラインで連絡を取り合っている
・少人数での参加、回数の減少
・月1回の会合はマスク着用喚起に十分注意している
・会合参加人数の減少・受付にて検温・消毒
・会場を広い場所に変更（おおるり→学習センター）マスク・手洗い消毒・
蜜にならぬよう体温測定など注意している

・ラインで原稿を集め、会議室でマスクして製本作業なので「誌」は作れる。
・モチベーションの低下を少しでも減らす為、月一回団員への連絡や再開する
時の曲の選考等を話し合っている。

・今年度は活動を休止
・3密を避けるために、各公民館のスペースに合わせた入場制限を実施して
おります。

・毎日検温する様声掛け。できる限り、公共交通機関を使わないで出席
できるようにする

・勉強会の会員が少ないので、3密にならないので特に何もしていません。
・グループそのものが消滅しないように、人数が少なくてもやれる人だけで
続けていくようにしている。コロナが落ち着けば戻る場所があるように。

・ズーム会議もやってみましたが、会議が難しくやはり直接会うことに限ると
実感しました。少しでも体調が悪い人は会合には出ないように気を付けて
少しづつ活動を始めてきたところですが、ココ冬に入りまた活動が
できなくなりました。特に合唱はできません。

・野外・活動中心
・新しい生活様式に合わせて三密に繋がらないように喚起、フェイスシールド等
・コロナ禍においては活動を自粛するしかない。メンバーが高齢の為
・2021年3月まで無料相談会を開き活動の周知をはかるともに相談支援もしている
・消毒・換気・マスク着用等基本的予防・講座の人数制限



③コロナ禍における、今後の活動において、心配なことや懸念されている点を教えてくださ
い。

・令和3年1月に「手作りみそ体験会」を6回開催予定します。
今年は一般市民の募集はやめ、常連のみで3蜜に留意して開催を予定してます。

・時間を短めにしている 3蜜を避ける
・数か月間活動を中止、最近になり半数の人が月1回の練習とし、広い部屋で
フェイスガード、歌えるマスク等使用し、離れて検温、消毒とできる工夫は
全てのように行い、会員を安心させたいと考えます。（1回の練習は13名）

・個々における安心安全への意識の向上
・集まって集計していたものを自宅でできるようにした。
・マスク着用 席の間隔を明ける ドアを開ける
・個人ではマスク着用・手洗い消毒。机の間隔を少し広めにする。
休憩時間には前後のドアを開け換気を行うとともに、窓は常に開けておく。

・感染症対策 飲食・外食を控えた
・各補助制度の活用
・イベント出店や施設訪問が主な活動なので今はまだ行けていませんが
「おしまちゃんde踊っ茶お♪」を施設でやってるよ！や幼稚園でやってるよ！！
の声を聴くと嬉しく思います。

活動実施場所の確保

継続のための事業費の確保
対策ガイドラインの作成
活動のオンライン化

活動の中止



④その他、コロナ禍における、今後の活動において、考えていることなど、ご自由にご記入
下さい。

・少人数でも店ごと貸し切りさせていただける店舗の模索及び展開。
・人が集まらなくても（密にならなくても）まちづくりに繋がる活動を模索しています。
・感染予防をしながら、活動を継続していきたいと思っています。
・今までと活動する報告が変わったので、登録団体を変更(または解除)したいと考えて
います。マドレボニータ(NPO)→子育て支援サークル 変更手続きなど必要でしたら、
教えていただきたいです。よろしくお願いします！

・ウイルスとの共存の中で活動を再開し継続していくための方策を明確にし、実行して
いくことが必要と考えています。一気には確立しないと思うので、まずは現段階で
できるやり方で活動を再開することが大事と思いますが、先の状況が見えず、場合に
よっては逆戻りも考えられ、不安を感じています。また、コロナ禍における個々人の
状況・考え方は様々であるため、ある程度の人員減少は避けられないかと考えています。

・島田市障がい者連絡会と活動をやってるので、団体登録を中止をしてほしいです。
・市民活動センター『通信』をメール配信に切り替えても構いません。
・イベントの中止が相次いでいるので、二商会としての活動もやれない状況です。
・クラスは4~5人とし、手洗い、除菌徹底。塾のグループLINEでこまめに母親達と会話。
調子が悪ければすぐにお休みしてもらい、その分の月謝は戴かない。
来た分だけにしました。行かなければお月謝勿体ないという気持ちをなくすために、
来た分だけ制にしました。蔓延を少しでもくい止める。"

・詩吟として大声の発声、高齢者が多い為情報によっての決断が大事
・オンライン例会は前回体験済。オンラインでの茶道体験が可能ならば…と考えている
・センター自体の感染予防策の充実・オンライン開催も考えたがメンバーの年齢の幅が
大きくて難しさもある

・コロナ収束までイベントは控えるつもりです。
・全国大会県レベル各種大会が令和2年度は全て中止です。収束を待つばかりです
・詩吟として大事な発声、高齢者が多いため情報によっての決断が大事
・活動の回数を減らして場所にあった参加人数で集会をしていこうと考えている
・感染対策のため活動自体が全く行えていない状況です。現状では活動再開は困難だと
考えています。

・コーラス他活動などコロナ感染状況に注意して活動を考慮している
・SNSで伝えきれない「想う事」を有志が集まり8月から「誌」を発刊。紙の中で集まる
形を復活できたら、良いと考えている。

・来年度も現状を見る限り、開催は難しい
・各きしゃポッポに参加する親子さん達に常にコロナ禍での生活のルールを
守っていけるように対話しながら楽しく子育て支援活動を続けていきたいと思っています。

・島田市内の方で活動しているので、コロナ関係の情報がネット使えない高齢者でも
知ることが出来るよう心がけてます。

・月1回の会合ですので、密にならないよう心掛けていきたいと思っております。
・使用する部屋を広いものにするとか其々の周囲にガードを設置するなどの工夫が
必要か等を考えています。"

・来年のバリアフリーてけてけ隊は「元気市で買い物をしよう！」として練習が必要な
ステージショーは行わず買い物をメインにやろうかと・・

・ただ今は活動を自粛してコロナが去るのを待つしかありません。再開できた時
このままやめてしまう人がいるか心配です。私たちの生活で歌ったり、
奏でたりして人と交流することが大切であることを痛感している今日です。

・悩みます



・障がいを持たれた方は特に感染症に弱いため早期のワクチン開発接種を望みます。
・活動の周知を対面ではなく、FB等で見れるように現在準備中
・コロナの影響もあり、島田市内の小中学校では不登校児童・生徒が増加している。
事業費の支援が受けられれば、支援を広げることができるが現状は難しい。

・非営利ではあるが、赤字運営続くと苦しい・
・屋外活動（市民農園4か所・梅狩り等）は活動を制約していません。
ブログ（島田環境ひろばの日記）を介して、会の活動を考え広く発信しています。
（現在読者数20～40名／1日）

・26名の会員が現状を冷静にとらえ、役員の判断を信頼してくれる事の有難さを感じま
す。
・自然の中での屋外活動（ライブ歌会など）
・なるべく活動を控える
・コロナがあってもなくても子育て支援する活動は続けなくてはいけないと思ってます。
・発表会の持ち方（人数・時期・感染対策）
・ワクチンや治療薬が開発されるまではやはり一人一人が感染させない、感染しない方
法を実行しながら、活動していくしかないのではと思います。
・コロナが治まれば、自由に活動できる。
・なるべく活動は控える
・コロナ禍をきっかけとした社会の変化にどう対応していくか
・「ＫＡＤＯＤＥ」のイベントなど出演する機会があればやりたいと思ってます。



※参考）活動の概要（主な活動内容）

・島田を元気にする会議
・地元商店主の連携、各店舗の活性化
・商売の勉強
・まちづくりファシリテーション事業・まちづくりイベントの開催
・介護保険事業、障害福祉サービス事業
・大井川流域の観光を促進すること
・イベント主催・産後のエクササイズ指導など
・地元商店主の連携、各店舗の活性化
・島田市政についての情報交換。市当局への提言。
・キャンドルナイトの開催
・猫の保護、譲渡地域猫活動（TNR）の推進・地域貢献
・週１回の練習（※通常時）、
・島田市民音楽祭等年３回の発表、単独の演奏会（約３年おき）開催と
演奏会当日の募金活動

・週１回の練習（※通常時）、島田市民音楽祭等年３回の発表、単独の演奏会
（約３年おき）開催と、演奏会当日の募金活動
・てけてけ隊ステッカー啓発活動
・島田帯シャツ普及
・県内外への山行、安全登山のための講習など・お母さんたちの学び
・ケアを受けていても主体的に生きることのすすめの為の講座開催
・商店街によるイベントの実施、または参加
・読書会など・子供向け工作、絵画教室
・詩吟普及
・アドラー心理学の理論や手法を学び実生活に活かす
・毎週一回、長寿健康を目標に卓球競技を実施・親同士の悩みや近況を話す
・総会理事会を会議室で開催・写真勉強会・リハビリの知識と技術についての講義
・コーラス、ふれあいコーラス（はなみずき）
・市民とのふれあい・島田かいわいのあれこれ同人誌発行
・市民音楽祭
・文化祭
・触れ合い合唱祭等参加
・年に一度のJAZZライブ開催
・岡田式健康法でもってのまちづくり
・子育て支援活動・脳トレ・健康づくり
・春秋展示会・意見交換会
・短歌の詠草にもとづいて意見交換
・オカリナの合奏練習
・バリアフリーてけてけ隊しまだ商店街探検ツアー他
・島田市内のアマチュア音楽団体の親睦と連絡提携を計り、
音楽の向上発展を目的に活動している

・屋外活動・奉仕活動・青少年のサッカー技術向上、
・メンタルの育成・教育支援
・要約筆記の普及とマークのPR、要約筆記ミニ講座等
・島田市の文化を継続・発展させていくために、市民総合施設「プラザおおるり」を
理想の文化拠点とする活動を行っている

・学習支援・発達相談・不登校支援
・生活援助 生きがい講座 各種相談
・自治会活動
・安心で安全な住環境の整備推進とイベントを通じ地域の活性化を図ることを目的とする。
・島田環境基本計画に基づき”望ましい環境”実現の為の活動
・毎月第一日曜日精霊神社の清掃と慰霊碑を行う
・生け花
・合唱
・歌と健康（カラオケ大会・カラオケ練習会）
・民事信託の研究・普及
・登山
・ベルマーク集計と子育て世帯イベント開催
・浅原先生を講師に月2回（第二・第四木曜）ハーモニカの練習
・発表会7月はおおるり・9月は歩歩路
・基礎練習を行った後、曲の練習をパートごとにまたは全体で行います。
・高齢者を対象とした生きがいづくりや認知症を予防する。
・島田市中心街（本通2丁目～7丁目・駅前中央通り）商店の振興事業
・おしまちゃんde躍っ茶おっ♪の歌で島田を元気に！！
・福祉・高齢者事業部・子供事業部・活性化事業部・広報事業部


