第２次市民活動推進プラン 団体アンケート
プラン策定の参考にさせていただきます。内容について後日ヒアリングさせていただくことがございます。ご協力をお願いします。

団体名：

記入者名

メイトム宗像について
1

宗像市の市民活動の推進に関する担当課である「コミュニティ協働

□知っている、相談したことがある

推進課」について

□知っているが相談したことはない
□知らない

2

市民活動の拠点施設である「メイトム宗像（市民活動交流館）」

□知っている、利用したことがある

について

□知っているが利用したことはない
□知らない

3

メイトム宗像には、どんな機能があれば良いとお考えですか。

ご自由にお書きください。

（例）ロッカー貸出、売店…など

4

平成 30 年 6 月にリニューアルしたメイトム宗像のホームページにつ

□見たことがある

いて

□知っているが見たことはない

（検索
5

メイトム宗像）

□知らない、見たことがない

メイトム宗像のホームページに団体ご自身でイベントの掲載ができ

□知っている、自分で掲載している

ることについて

□知っているが利用したことはない
□知らない

6-1

メイトム宗像喫茶コーナー「カフェ piapia」について

□知っている、利用したことがある
□知っているが利用したことはない
□知らない

6-2

6-1 について、利用したことがある場合、感想をお聞かせください。 ご自由にお書きください。

7-1

メイトム宗像にあるレンタルオフィス、
「スモールオフィス」につい

□知っている、利用したことがある

て

□知っているが利用したことはない
□知らない

7-2

7-1 について、利用したことがない場合、なぜですか。

ご自由にお書きください。

（例）利用料が高い、必要ない…など
7-3

7-2 について、利用してみたいですか。

□はい

□いいえ

市民活動・NPO ボランティアセンターについて

8

メイトム宗像にある「宗像市市民活動・NPO ボランティアセンター」 □何をしているところかだいたい知っ
（宗像市とむなかた市民フォーラムが協働で運営）について

ている
□存在だけ知っている
□知らない

9-1

市民活動・NPO ボランティアセンターでの相談について

相談したことが

（例）相談内容（団体運営・補助金・チラシ設置依頼・ボランティ

□ある

□ない

アのこと…など）
9-2

9-1 について、相談したことがない場合、どうしてですか。

ご自由にお書きください。

（例）センターの存在を知らない、何をしているところか分からない
…など
10

イベントや講演会をするにあたり、偶数月の第 2 土日にメイトム

□知っている、申請したことがある

宗像多目的ホールを優先的に予約できることについて

□知っているが申請したことはない
□知らない

11-1

11-2

市民活動・NPO ボランティアセンター主催の、地域の担い手が集う

□知っている、参加したことがある

まちづくりの学校「ＬＤＡ（ローカルデザインアカデミー）
」につい

□知っているが参加したことはない

て

□知らない

11-1 について、要望などありましたらお書きください。

ご自由にお書きください。

（例）～について学ぶ機会がほしい…など

12-1

12-2

市民活動・NPO ボランティアセンター主催の、地域活動体験プログ

□知っている、参加したことがある

ラム「ロープレむなかた（※）
」について

□知っているが参加したことはない

（※リーフレットを同封しています）

□知らない

12-1 について、要望などありましたらお書きください。

ご自由にお書きください。

（例）主催者側として参加したい…など

13-1

市民活動・NPO ボランティアセンター主催の、
「情報発信セミナー」 □知っている、参加したことがある
について（過去に「SNS 活用講座」
、
「ファンドレイジング基礎講座」 □知っているが参加したことはない

13-2

など開催）

□知らない

13-1 について、要望などありましたらお書きください。

ご自由にお書きください。

（例）カメラ講座をしてほしい…など

14

15-1

市民活動・NPO ボランティアセンターが発行している、むなかたＮ ご意見、ご要望などありましたらお書き
ＰＯマガジン「ふらぐ」や、号外版「こふらぐ」について

ください。

市民活動・NPO ボランティアセンターが運営する、
「市民活動・ボ

□知っている、利用したことがある

ランティア体験プログラム」について

□知っているが利用したことはない
□知らない

15-2

15-1 について、受入団体としての活動について

□興味がある

16

市民活動・NPO ボランティアセンターを運営しているむなかた市民

□見たことがある

フォーラムのホームページやフェイスブックについて

□知っているが見たことはない

□興味がない

□見たことがない

17

18

上記の事業についての報告をまとめたむなかた市民フォーラムのホ

□見たことがある

ームページのスタッフブログについて

□知っているが見たことはない

（検索

□見たことがない

むなかた市民フォーラム）

「コミュニティ協働推進課」や「宗像市市民活動・NPO ボランティ

ご自由にお書きください。

アセンター」に要望などありましたら、お書きください。

補助金について
19-1

宗像市の「人づくりでまちづくり事業補助金」について

□申請したことがある、または現在活用
している
□知っているが、申請したことはない

□内容を知らない

19-2

19-1 について、補助金を受けた事業は

□現在も継続している
□現在は継続していない
（理由：
）

協働・連携について
20

宗像市の「市民サービス協働化提案制度」について

□現在、協働事業を行なっている
□知っているが申請したことはない
□知らない

21

コミュニティ・センターとの連携について

連携して事業に取り組んだことが
□ある
□ない
□ないが興味がある

22-1

宗像市が推進している、市内の２大学や九州産業大学、福岡女子大

大学や民間企業との連携を

学、市内の民間企業との連携のまちづくりについて

□望む
□望まない

22-2

22-1 について、連携を望む場合、それはどのような事業ですか。

ご自由にお書きください。

23

大学や民間企業と連携しようとした場合、大学や民間企業への要望

ご自由にお書きください。

などがありますか。

団体の活動について
24

あなたの団体が活動のためによく利用する施設はどちらですか。

ご自由にお書きください。

（例）メイトム、コミュニティ・センター…など

25

あなたの団体の活動地域はどこですか。

主に（
その他（

）地区
）

26

団体の情報発信に利用しているツールについて、当てはまるものに

□ホームページ

□フェイスブック

チェックをつけてください。
（複数回答可）

□インスタグラム

□チラシ

□その他（

）

27

他団体とのネットワークづくりについて

□興味がある

28

あなたの団体に、必要なものは何だと思いますか。
（複数回答可）

□活動資金調達

□広報力

□情報発信力

□企画力

□事務処理能力

□仲間集め

□興味がない

□その他（

29

活動への参加と協力について工夫していることや困っていることが

）

ご自由にお書きください。

あれば教えてください。

30-1

活動資金をどのように確保していますか。

ご自由にお書きください。

（例）会費、バザー収益、補助金、寄付…など

30-2

30-1 について、活動資金を確保するにあたって工夫していることや

ご自由にお書きください。

困っていることがあれば教えてください。

31

イベントや講座の開催時にあったら良いと思う備品などはあります

ご自由にお書きください。

か。
（例）プロジェクター、マイク、名札ケース…など
32

市民活動中に事故が起こった際、補償金が支払われる「宗像市市民

□知っている

活動総合補償制度」について

□知らない

生涯学習について
33-1

市民等が主催する学習活動の場に、市、市民活動団体、大学及び企

□知っている、利用したことがある

業等から講師を派遣する出前講座「ルックルック講座」について

□知っているが利用したことはない
□知らない

33-2

33-1 について、講師として活動してみたいですか。

□はい

34

市民が身近な場所を利用して、市民から推薦された指導者から学ぶ

□知っている、利用したことがある

「むなかた市民学習ネットワーク」
（メイトム宗像内）について

□知っているが利用したことはない

□いいえ

□知らない

その他
35

あなたの団体が市民活動に取り組む上で、ご意見、ご質問等があれ

ご自由にお書きください。

ばご自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。

