
実施期間：令和３年11月15日（月）～12月15日（水） 回答者数：１８９人

（1）自治区・コミュニティなどの地域活動

よく参加している 25

ときどき参加している 84

ほとんど参加していない 44

参加していない 36

（2）PTAなどの学校関係の活動

よく参加している 29

ときどき参加している 41

ほとんど参加していない 18

参加していない 101

（3）ボランティア団体、市民活動団体などの活動

よく参加している 14

ときどき参加している 27

ほとんど参加していない 54

参加していない 94

（4）NPOの活動

よく参加している 3

ときどき参加している 10

ほとんど参加していない 27

参加していない 149

（5）職場・企業などのボランティア活動

よく参加している 5

ときどき参加している 31

ほとんど参加していない 28

参加していない 125

第１０回  市民活動に関するアンケート

【1】あなたが参加している「市民活動」の種類・参加の程度について教えてくださ



福祉分野 23

子どもの健全育成活動 54

学術・文化・芸術活動 11

スポーツ・健康づくり推進活動 14

環境保全活動 37

国際交流・協力活動・在住外国人への支援活動 5

地域安全活動 36

防災・災害支援活動 22

まちづくり推進活動 13

男女共同参画社会の推進活動 2

参加していない 65

その他

活発である 23

どちらかといえば活発である 54

どちらともいえない 11

どちらかといえば活発でない 14

活発でない 37

わからない 38

活動団体・活動内容などに関する情報の充実 90

活動に関する相談窓口の充実 15

活動団体同士の交流の場の用意 29

活動ができる場の整備 64

気軽に参加できる講座・研修会の充実 74

資金提供や寄附の仕組み・制度の整備 37

学校の授業・課外活動への市民活動の取り入れ 27

分からない 20

特になし 5

【2】あなたが参加している「市民活動」の分野は何ですか？ （複数選択可）

自治区主催の行事

自治区組長

【3】現在、豊田市における「市民活動」は活発だと思いますか？

【4】活発な「市民活動」のために市が行うこととして、どのようなことが必要だと

思いますか？（複数選択可）



身近な課題の解決 29

住みやすい地域づくり 104

きめ細やかな公共サービスの実現 17

市民活動への参加機会の増加 21

経済・景気の向上 7

特になし 9

その他

市民活動の概念図に交流館自主グループがかなり重要なウェイトを占めていると

思いますが、市内居住者以外が参加する余地はあまりないですね。市民活動を市

内居住者に限定することは排他主義になることから避けなければならないです

が、まずは、市内居住者を市民のメインメンバーとして据える施策を中心に進め

てはどうかと思います。

豊田市は自治区の活動を促すように動いてくれていると思います。交流館も活発

だし、あとは市民の意欲がどれだけ上がって来るかだと思います。やる気のある

人を引っ張る活動に重点をおいてくれるととてもいいと思います。

社会や皆のために行うとなると身構えてしまうが、家の前の市道の掃除をすれ

ば、これは『立派な市民活動』で何も、難しく有りません。

他市や他県の活動で参考にできるやり方を聞くセミナーとか、見学会とかの開催

はいかがでしょう（過去に実績があったら、すみません）

子どもが学校に行ってるときは、参加してましたが今はあまり参加してません。

そういう人が多いと思う。

市民活動参加のきっかけは、自分の専門性や興味からというものが多いと思う。

楽しみながら生きがい作りにもなるし、当事者意識を持つようになって、より市

政のこれまで興味の少なかった分野にも関心を持つようになると思うので、市民

活動参加のきっかけとなるような後押しに繋がる政策を市には期待したい。

【5】市が「市民活動」を支援し促進することにより、最も期待することは何です

か？    （複数選択可）

わからない世界です

生き甲斐づくり

【6】「市民活動」に関してご意見がありましたらご記入ください。



豊田市は市民活動が活発だと思います。いまのままで十分ですが、人口が減って

くると街全体の活気がなくなっていきます。市民活動もそうですが、市民そのも

のを増やすことが重要ではないかと思います。

設問に出てきたようなボランティア、NPO等ハードルが高いと感じてます。ま

た、現在のコロナ禍においての参加には躊躇する気持ちがあります

今はコロナなので、市民活動は自粛指した方がいいと思います。

一口に市民活動といっても、間口が広すぎる。市行政の課題認識と市民の課題認

識を、共通部分と差異を具体的に示してほしい。

地域活動にもっと参画して頂きたい

気軽に参加出来る出会いの場を増やすこと

市民活動にどのようなものがあるかわからず、参加したことがありません。広報

はよく見ていますが、目に止まらないのかもしれません。いろいろな人が気軽に

参加できるような仕組みがあると良いと思います。

市民活動に参加してみたいが、どこに行って誰に相談すればいいか全くわからな

いので、方法を知りたい。

市民活動とはどのようなものがあるか、私自身が知らないので何も言えないので

すが、熱心に取り組んでいるみなさんには感謝したいと思います。必要を感じて

取り組みをしていると思いますので、活動内容や時間、経済的な支援など必要な

ことを市民に知らせた方が良いと思います。ただ、自分が関心があることなら調

べることもありますが、そうでないと知らずにいることはたくさんあると思いま

す。

市民活動の情報を一か所で統括していると、そこへ聞けばすぐわかるという形に

しておくと良い。

参加しやすい情報発信を市民に幅広く情報を送ってほしいです

世代によって、活動の場が違ってくると思う。現役時代であっても、なにかしら

活動できることは「ゆとり」と「充実感」に繋がるのではないか。

市民活動、特にボランティア活動に参加したい人は一定数いると思う。しかし情

報もなければどの様な活動があるかわからない。またあったとしても、新規にそ

のグループに入ろうとしてもなかなか入りづらいとも聞く。いつでもだれでも活

動できるような環境造りをしなければならないとおもう。

学校ボランティア活動に参加していますが　参加する方は、ほとんど決まってい

ます。コロナ禍で行事も減って子供の様子が分からない！と困ってる方には、

ボランティアに参加すれば　学校や子供さんの様子を見れるメリットがあること

を知って欲しいです。



１，自己の情報収集の能力のなさを痛感しております。２，時間の割り振りをう

まく行って、活動内容の情報収取に積極的に参加するように努めなければならな

いと思います。３，自分にとって、一番の情報収取は市役所南庁舎一階の市議会

情報展示場・近くの諸々のパンフレットの展示場で大方は収集を行っておりま

す。４，広報とよたも大切な情報収集のアイテムとなっております。５，耕ライ

フ・エコ人の小雑誌も情報収集の源となっております。６，エコフルタウン・交

流館・エコット・自然観察の森等々も大切な情報収集の拠点となっております。

７，情報収集の後は、自分に合った活動内容を吟味して参加することにつなげな

ければいけないと思います。

活動についてPRする場があればいいなと思う。 専用のFacebook、インスタや

Webページなど。しらない人が多いと思う。

ちょっと面倒な気がして嫌。あまりメリットを感じないのでやめて欲しい。

若い人がもっと積極的に参加してくれる仕組み作りも必要なのかなと思います

市民活動が活発になることは良い事だと思いますが、自主的にやりたい人だけで

なく、強制的になっているのが現状だと思います。介護や育児中の家庭が、家庭

を二の次にして市民活動に参加しなければならない事が本当に必要なのか疑問で

す。多様性や男女平等をうたいながら、市民活動こそ、それが出来ていないので

はと感じます。持続可能な社会を目指す今、市民活動のあり方も見直しが必要と

思います。

行政に市民が参入、または市民に行政が連携するカテゴリが理想的だと思う。 ど

ちらかが主体的に動き、少しどちらかが手伝うというように、主体は必ずどちら

かにあったほうが行動しやすいし、意思決定もしやすいと思う。

市民活動の情報が少なく、あまりそういった機会がないように思う。

特にありませんが、期待される市民活動とは何でしょうか？？　コロナ下で大変

窮地に陥っている家庭等を支援する様なこと、あるいはSDGｓの活動を進める等

かと思いますが、添付の資料に目を通しましたが豊田市の実態がよく理解できま

せん。現状がOKでは？

市民活動が推進され、やりたいことをやれる人にとっては良いことだと思うが、

私は特に興味がないので周りの人に活動を強制されたりやらざる負えないような

状況になるのが嫌だと思いました。

活動に市が関わることで市民に「必要」の意識が生まれやすい

わくわく事業等、良い取り組みがすでにありさらに精査して活発な活動の場が整

うと良いなと思います。



活動状況がよくわからない団体が多い。紹介する場があれば、参加する意識の

ハードルが下がると思います。

現役世代が活動できるよう、大企業のみでなく中小企業にも支援すべきだと思

う。

今 このコロナで世の中がざわめいてるなかでの活動は制限を承けるし難しい部分

も多いのでそれでも出きることを探して幅広い年齢層が活動できる工夫が必要で

はないでしょうか

歳を取ってもやれることがあればいいなあ。

どのような市民活動があるのか情報が入ってこない。

地域の安全を確保するには、多くの住民の意識を向上させる事が重要です。

まだまだ活動自体が一部の有志のみに頼っているので、もっとPR活動を活発にお

こない啓発に努めること。

市民活動団体へ、補助金を支給して欲しい。2から3年間はあるがその後はあまり

ない。たの市町村では、連続して補助金を支給してもらえる所もあるそうです。

市民の意見を取り上げる 仕組みはありますが、うまく活かしきれていないと思い

ます。  問題が１つの部署や機関で 解決できない時、どこも汲み上げることが出来

なくて、難しいと言われ、地域の問題として市にも伝えられず、 結局意見が何も

なかったかのように扱われた経験があります。  いろんな部署や機関が連携して 問

題解決していけるような仕組、相談窓口を作ってほしいです。

市民活動にはなかなか参加できていない現状です。 他県から豊田に来て、知り合

いもいなく、子供もいなく、近所付き合いもあまりないので、地域の行事にはな

るべく参加してみるようにしています。 しかし、豊田市の広報で参加してみたい

講座があっても参加条件に合わない事もありますし、知り合いのいない市民活動

への参加には勇気がいります。 大人向けの講座や、参加しやすい市民活動が増え

てくれると嬉しく思います。

イベントの情報発信

一度活動し始めると他の活動もハードルが低くなります。誰もが踏み出せるよう

な「はじめの一歩」へのPR があるといいと思います。

ふるさと納税のように何かもらえるとかあると参加しやすいと思います。

自治区の環境美化活動や清掃活動に参加しているが、素人が刈払機を使って作業

するよりも、市がちゃんと業者に頼んで作業した方が仕上がりも良いし安全上も

リスクが少ない。なんでも市民活動任せにするのではなく、必要なところには

ちゃんと市の予算を使って欲しい。



スポーツ系のボラは結構参加している　楽しいから

私の周囲では皆さんが頑張っておられる NPOは久澄橋に下で知り合いが頑張って

います 。子ども食堂や、子供の見守り、そして、海外から来ている人達の支援な

どを やっている人達がいます 。本当に継続してやって行くのはとても大変だと思

います 。子ども食堂へ、野菜の提供。子供の見守りには福祉センターを通じてプ

ラモデルキット（２０セット）を 提供してきました。 私は、区の役員を降りてし

まったので殆ど、何もやっていませんしかし、これからも少しづつ私が出来る事

をやって行きたいと思っております。  

自分自身は「何かやるべき」という漠然とした思い、義務感にも似た感覚はある

が、1歩を踏み出すことができずにいる。子供の貧困、行き場を無くしたペットの

保護、地域猫活動、お年寄りを取り巻く環境など気になるテーマは色々あるのだ

が。 今回のアンケートをやって、汗水垂らして行う活動だけでなく、資金の協力

という関わり方もあると再認識した。

性教育講座を学校行事として広める活動をしています。市内各地で10以上の個

人、団体が立ち上がり全く同じ活動をしています。 ここまでくると地域の課題で

も市民活動の範囲でもなく、市として進めていくべきかと思いますので、そう

いった情報の吸い上げがなされ、草の根の運動でなくなることを願います。 こう

いう吸い上げ窓口があるといいです。

今年度はコロナの関係で参加しにくい状況だったかもしれないが、広報で市民活

動の募集が掲載されていたのを見て参加した。家庭の事情で今は参加は難しいと

思ったが、子供の学校のサポーターは続いている。まず、情報発信して無理なく

参加出来るものに気軽にいけるようになるといいと思う。日本語ボランティアも

盛んなので良いと思った。

市民活動に参加することで心にも余裕が出来ると思うのですが今の社会は、経済

状況やコロナの影響で、心に余裕を感じることが出来ない状態、その為、市民活

動に参加する意欲も失われていると感じます。負のスパイラル？市民の心がなか

なか市民活動への参加に向きにくい状況であっても、子供が参加できる活動だ

と、親は子供の為に参加しようと考えるのではないでしょうか。子供と一緒に参

加できる市民活動があれば、と思います。でも、子供がいない家族にとっては参

加できません。また介護が必要な家族がいると、なかなか市民活動に参加できま

せん。まずは子供、と思いますが、並行して一人でも気軽に参加できる活動や、

自宅でも参加できる市民活動（イメージがまだないのですが）もあるといいか

な、と思いました。（自宅でも参加できる、というよりも、子供がいないことで

市民活動に参加できない、という負の感情を払拭できるような企うあ配慮があれ

ば、と思います）
活動資金の支援を お願いいたします



子どもが生まれて少しずつ地域の行事などに参加していきたいなと思う。

情報が無い。の一言ですが、市民活動に興味がないために、知る機会があって

も、目に入って来ていないんだと思います。もっと身近な所で興味を引くポス

ターとかパンフがあれば、知るきっかけになるかと思います。 子供がみんな成人

したので、学校との関わりも無くなり、色々なパンフが手元に来ることはほぼ無

くなり、社会との繋がりも、広報とよたやポスティングされる情報誌や折り込み

チラシ位で、 市民活動を知る機会もありません。

高校生がやれるボラに子供が参加しています。今後もしてほしい

情けない話、豊田市にもう20年住みながら地域活動を知ろうとしてこなかった。 

今年子供が産まれて今後関わりが増えると思うけど、どのように入っていくべき

かどの時期にどのような団体が適切な参加時期か分からないのでタイミングに合

わせて情報が得られると良いと思う。

どうしても、高齢者か子ども向けの活動が多いので、4、50代にも参加しやすい活

動が増えるといいと思う。 孤立感を感じている大人に安心感を与えられるような

活動があるといいなと思うけど、具体的には浮かばない。 市政は、市民活動を利

用するんではなく、それが市民のためになるようにと考えて欲しい。

コロナ不安で参加できません

会社のボランティアに参加していた　コロナ次第です。


