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【市民意識調査】 
★ボランティア活動やＮＰＯ活動などに参加している市民の割合（「継続的
に参加している」、「ときどき参加している」と回答） 

年 2011 2014 2016 2019 
割合 13.9％ 12.8％ 15.0％ 19.7％ 

 
【参考】ボランティア活動・ＮＰＯ活動と生きがいのクロス集計（２０１９
年市民意識調査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★地域の活動に参加している市民の割合（「よく参加している」、「ときどき
参加している」と回答） 

年 2011 2014 2016 2019 
割合 45.8％ 43.4％ 50.0％ 56.7％ 

 
★市民による地域づくりや市民活動が盛んである（１～７で回答） 

年 2011 2014 2016 2019 
平均値 4.54 4.21 4.37 4.20 

 
★市民と行政が役割分担をしながらまちづくりを進めている（１～７で回
答） 

年 2011 2014 2016 2019 
平均値 3.97 4.01 4.26 4.09 

 
【プロボノ・プロジェクト 2020年度参加者アンケート】 
★社会貢献活動への意欲が高まったか？ 
「とても高まった／高まった」が参加前 71.4％→参加後 94.1％ 
 
【とよたつながる博 2020年度参加者アンケート】 

アンケート回収：384人／941人 
★市民活動への理解が深まったか   「はい」 70％ 
 
★新たな活動へのきっかけとなったか 「はい」 70％ 
 
★今後、活動へ参加してみたいか   「参加したい」47％ 
         「タイミングが合えば参加したい」52％ 
 
＜まとめ＞ 
・ボランティア活動等に参加している市民の割合は、増加傾向。 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、人との交流の機会が減り、市民
活動等に参加をしづらい状況となっている。 

・価値観の多様化などにより、組織に属することを避ける人の割合が増えて
いる。 

・何か始めたいが活動のきっかけがつかめず始められない人が存在する。 

 
★活動団体数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【２０１９年 登録団体アンケート調査】 
★活動を継続するための課題 
 ①人材確保       44.0％（前回 39.8％） 
 ②資金確保       36.4％（前回 34.8％） 
 ③団体後継者、事業継承 25.5％（前回項目なし） 
 
 ※その他意見※ 
・団体を立ち上げたキーマンが辞めると組織が継続できない 
・会計やＰＣ系など専門性を必要とする作業による負担が大きい 
・活動をＰＲする機会が必要だが、効果的な取組が難しい 
・若い世代の新規参入や接触機会が少ない 
・活動場所の確保がしにくい 
・会員が減少し、会費が減っている 
・SNSを活用できる会員が少ない 

 
【２０２０年 市民活動団体実態調査】 
★任意団体のうち、将来的に法人格の取得を考えている団体 
              14.7％（19団体／129団体） 
 
★コロナウイルス感染拡大を受けての活動を継続するための課題 
 ①人材確保 34.6％（55団体／159団体） 
 ②人材育成 22.6％（36団体／159団体） 
 ③資金確保 20.8％（33団体／159団体） 
 
【プロボノ・プロジェクト 2020年度参加団体アンケート】 
★団体のやりたいこと（課題解決）につながったか？ 
「はい」が 100.0％ 
 
【とよたつながる博 2020年度参加団体アンケート】 

アンケート回収：23団体／35団体 
★体験プログラムを実施した結果 
活動の宣伝ができた                 21件 
地域課題の解決のきっかけになった           8件 
 
★新たなつながりができたか 
新たなメンバーの確保ができた、自団体のＰＲにつながった 
他の市民活動団体とのつながりができた 
 
＜まとめ＞ 
・市民活動登録団体は微増、ボランティア登録団体は増加傾向。一方
で、ＮＰＯ法人数は横ばい。 

・ＳＮＳを活用した情報発信を行う団体は増加。 
・団体同士の横のつながりや、オンライン活用に向けたサポートを求
める団体が一定数存在。 

 
【2020年（企業等社会貢献活動意識調査）】 
★企業等の社会貢献活動の取組状況（現在取り組んでいる） 
 
２０１６年： 53.5％       121社／229社 
２０２０年： 64.3％（＋10.8％） 126社／196社 
 
★社会貢献活動を進めていく上での問題     
①企業内での社会貢献活動の推進体制の整備が困難   

31.1%（前回 32.9%） 61件／273件 
②社会貢献活動に参加する従業員が少ない  

31.1%（前回 49.7%） 31件／273件 
③従業員が参加したくなるプログラムの形成が困難 

27.0%（前回 28.9%） 27件／273件 
 

★プロボノについての考え方 
 
 
 
 
 
 
 
推奨したい：20.4%  40件／191件   
わからない：70.9% 139件／191件 

＜推奨したい場合の関心事例＞ 
技術系知識を生かし、ものづくりサポート  

53.1% 25件／47件 
SNSでの団体やイベント情報の発信      

14.8% 7件／47件 
 
★自由記述意見 
 ・一企業ではなかなかできないことが多いと思うので、共

働でやれる企業や団体を紹介してほしい。 
 ・地域の困りごとなどを情報提供いただきたい。 
 ・例えば、このような奉仕団体が困っているなど情報を流

してください。 
 ・活動している団体リスト・内容情報・活動に共感できる

な団体を把握できるようにしたい。 
 
 
【SDGｓパートナーについて】 
★登録者数： 2019年       ：76団体 
       2020年（12月末時点）：196団体 
 
【2020年（教育機関社会貢献活動意識調査）】 
★教育機関の社会貢献活動への取組状況 

２０１６年： 100％ 19件／19件 
２０２０年： 100％ 15件／15件 

 
＜まとめ＞ 
・企業が市民活動団体と接点を持つ場が少ないため、支援が
したくてもできない。また、顔が見える関係でないと連携
は難しい。 

・規模によって単独で社会貢献活動を行える企業と行えない
企業がある。 

・市民活動情報サイト・スマイルゆうネット（トヨタグルー
プボランティアネットワークシステム）を基軸としたボラ
ンティア情報の発信が一部の層にしか届けられていない。 

 
【市が NPO団体と共働で取り組んだ事業等の調査】 
★連携状況の推移 
年 2016 2017 2018 2019 
件数 39 68 73 92 

 
★共働相手の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★R1 共働の形態 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【共働事業提案制度の提案件数 推移】 
＜行政テーマ型＞ 
年 2011 2014 2017 2020 
件数 2 0 1 0 
＜市民提案型＞ 
年 2014 2017 2020  
件数 3 2   
・共働事業提案制度の件数は減少しているが、市と市民
活動団体をはじめとする多様な主体との共働は進ん
できている。 

 
【２０１９年（登録団体アンケート調査）】 
★今後、市民活動団体が連携していきたい組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜まとめ＞ 
・団体が困り事と、個人や企業が持っている特性（専門
性）とのマッチングする場が少ない。 

・行政側が社会資源としての市民活動団体や企業の社会
貢献活動の把握をしたいと思っているが、把握しきれ
ていない所管課もある。 

・市が進める共働は、「行政主体の共働」が基本となっ
ているため、民主導の公民連携、多様な主体同士の連
携までを把握しきれていない。 
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・人口減少・専業主婦層の減少・定年延長等で NPOやボランティア参加が
難しくなっている。 

・ NPOより、ソーシャルビジネスのような社会的な起業を行い、自分たち
でやれる範囲でやりたいことを行う若い世代が増えているように感じる。 

・登録するとボランティア等の情報が常にくるような SNSツールがあると
いい。 

・手続きの簡素化からＮＰＯ法人ではなく一般社団法人を選択する団
体が増えている。 

・団体のコアな部分に入ることが少なく、ちょいボラで終わってしま
うことがあり、人材の確保が難しくなっている。 

・団体の高齢化が進んでおり、解散を考えている団体も多い。 
・今まで通りの非営利＝市民活動という考え方に限界がある。社会課
題を解決していく手法はＮＰＯだけではなくなってきている。 

・自らの経験を増やしたいという社員や、活動団体と一緒に
何かを作りたいという思いを持った若者も多い。 

・市民活動団体と企業は考え方に違いがあるが、お互い歩み
寄れるといい 

・企業側も社員の人材育成の面で良い効果があるとよい。 

・今まで関わった人すべてが市民活動を広げる立場にな
っている。 

・市民活動の見える化(マップ等) 
・センターだけが中間支援ではなく、交流館や市民にも
つなぐ役割を担う仕組みがあるといい。 
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・何かを始めたいと考えている市民が活動を始めるきっかけとなる機会を
提供しつづける必要がある。 

・市の多様な地域資源（ヒト・モノ・コト）を活用し、様々な活動をして
いる団体を知り、誰もが市民活動情報に触れることのできる情報の総合
発信と気軽に市民活動に参加できる活動体験機会を提供する必要があ
る。 

・プロボノ等を活用し、団体の課題解決を支援していく必要がある。 
・団体の情報発信（情報）、会員確保（ヒト）、を行うための場を提供
する必要がある。 

・オンライン対応へのきめ細やかな支援、「新しい生活様式」に対応し
た事業実施の提案や活動事例の紹介、資金支援などを行う必要があ
る。 

・豊田市版の市民活動の定義を考えていく必要がある。 

・市内の企業に対して、市民活動情報（ボラ情報を含む）の
発信をはじめ、社会貢献活動へのマッチングを行う必要が
ある。 

・社会人のボランティア参加の場を新規創出することで、社
会貢献意欲のある人々をチーム化し、そのコミュニティを
継続的に増やしていく必要がある。 

・市において民間で団体同士の連携やコーディネートを
促進する、あるいは事務局を担う人材・団体は少数で
ある。こうした団体、人材を育成する場を、公民共働
で創出する必要がある。（中間支援組織の育成） 

・多様な主体との関係構築・共働により実施する事業を
提案する機会や相談体制を整備していく必要がある。 

 

豊田市における市民活動の現状 

補助金           ７件 
共催           ２３件 
事業協力              ３２件 
委託           ２８件 
意見交換・情報交換        ２件 
合計         ９２件 

N=449（複数回答可） 
NPO団体          41% 
企業             28% 
小・中・高・大        35% 
地縁組織（自治区）      32% 
行政             31% 
市内の中間支援組織      34％ 
（社協・キラとよ・青少年） 

資料２―２ 

特定非営利活動法人 
その他の市民活動団体 
地縁系組織 
その他法人（一社・社福・公社など） 
民間企業 
個人 
その他 


