平成 28 年 8 月 25 日
第 9 回会議

調査結果から読み取れる傾向等
「Ｑ２

資

料２−２

団体の正会員数」別の調査結果

【Ｐ１】Q1 団体の設立時期
・団体の会員数が 5 人未満の団体の設立時期は 2 年未満が一番多く、11〜50 人の正会員がいる団体は設立
時期が 21 年以上の団体が一番多い。
・51〜100 人、101 人以上の正会員がいる団体の設立時期も 21 年以上の団体が一番多く占めている。
→団体の設立時期が長いと正会員数が多くなる傾向がある。
【Ｐ１】Q4 団体の主な活動分野
・団体の主な活動分野は、正会員数の数にかかわらず 学術・文化・芸術・スポーツの振興 が一番多い。
・正会員数の数にかかわらず 保健・医療・福祉の増進 の分野が次いで多く、その次は 子どもの健全育
成

である。

→団体の正会員数の数にかかわらず団体の主な活動分野は同じものが多くなる傾向がある。
【Ｐ１】Q5 NPO 法人化
・法人、任意団体ともに団体の正会員数は 11〜50 人の団体が多い。
・法人は次に 51〜100 人、任意団体は 5〜10 人の正会員数の団体が多い。
【Ｐ１】Q6 主な活動目的
・団体の主な活動目的は、正会員数が 5 人未満の団体以外は 会員間の親睦・交流 が一番多い。
・正会員数が 5 人未満の団体の主な活動目的は 知識の向上やスキルの獲得

が多くなっている。

・正会員数が 11〜50 人の団体は 無償のボランティア活動 や 知識の向上やスキルの獲得 が次に多く
なっている。
【Ｐ２】Q7 活動の展望
・活動の展望は、正会員数の数にかかわらず 現状程度の維持 への回答が多くなっている。
・正会員数が多い団体は活動を拡大したいと考えている団体も多くなっている。
【Ｐ２】Q8 活動を継続・充実させる上での一番の課題
・活動を継続・充実させる上での一番の課題として、正会員数が 5 人未満の団体以外は 人に関すること
が多く、5 人未満の団体は

お金に関すること が一番多くなっている。

【Ｐ２】Q9 団体運営に必要なスキル（技術）は何ですか
・団体運営に必要なスキル（技術）は、11〜50 人規模の団体が様々なスキルを求めている傾向にある。
・ 組織運営知識 は団体の正会員数多い団体に求められる傾向にある。
【Ｐ２】Q10 設立時期と比べて会員数はどうなっていますか
・正会員数が 5 人未満、5〜10 人の団体は会員数の変動は少ないようである。
・11〜50 人、101 人以上の正会員数の団体は 減っている が一番多い回答であった。
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【Ｐ２】Q10-1 会員を増やすことにつながった方策
・会員を増やす方策は、 個別の声かけ が正会員数の数にかかわらず一番多い。
【Ｐ３】Q11 会員を増やしたいか
・正会員数が 5 人未満の団体以外は、 会員を増やしたいと思う の回答が一番多い。
【Ｐ３】Q11-1 会員が増えたら活動を拡大したいと思いますか
・会員が増えたらどの人数の団体でも 活動を拡大したい の回答が一番多い。
【Ｐ３】Q12 団体の中心メンバーをめぐる課題
・団体の中心メンバーをめぐる課題には、どの人数の団体でも 高齢化

特定の人に業務が集中

なり手

が少ない が多くあげられており、中心メンバーの引継ぎに課題があるようである。
【Ｐ３】Q13 団体に必要な人材はどのような人ですか
・団体に必要な人材は、 活動を楽しめる人 がどの人数の団体でも多くあげられている。
・11〜50 人以上の正会員数がいる団体は 事業企画ができる人 も多くあげられており、5〜10 人の正会
員数がいる団体は IT 知識が強い人

活動を手伝ってくれるボランティア も多くあげられている。

【Ｐ３】Q14 活動にどのような場が必要ですか
・多くの団体が 定期的に集まる場 をあげており、特に 11〜50 人以上の団体は多くなっている。
【Ｐ３】Q14-1 定期的に集まる主な時間帯はいつですか
・どの規模の団体も 平日の日中 が一番多く、次いで 土日祝の日中 があげられており、夜間は少ない
傾向である。
【Ｐ４】Q15 活動に必要な場は足りていますか
・どの規模の団体も 足りている または どちらとも言えない が多くあげられている。
【Ｐ４】Q16 現在、情報発信しているものはありますか
・情報発信について正会員数が 11〜50 人以降の団体は 団体の活動内容 についての情報発信を多くして
いる
・正会員数が 5〜10 人の団体は 情報発信をしているものが無い が一番多く、正会員数が多い団体に比
べ、正会員数が少ない団体は情報発信が少ない傾向にある。
【Ｐ４】Q17 発信したい情報は何ですか
・発信したい情報は団体の人数にかかわらず多くの団体が 団体の活動内容

についてをあげている。

・次に多くあげられているのが 会員募集 についてだが、正規会員数が 5 人未満と 101 人以上の団体は
団体主催事業のお知らせについて が次いで多い。
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【Ｐ４】Q18 収集したい（知りたい）情報は何ですか
・収集したい情報は正規会員数が 5〜10 人、11〜50 人、101 人以上の団体では 活動場所や施設 の情報
が多くあげられている。
・正会員数が 5 人未満、51〜100 人以上の団体は 助成金情報 の割合も多い。
【Ｐ５】Q19 団体の収入・支出
収入内訳より
・正規会員数が 5 人未満と 101 人以上の団体は 制作物や物品等の販売 収入の内訳が一番多くなってお
り、また 国・県からの補助金 は受け取っていない。
・正規会員数が 5〜10 人の団体は会費が収入内訳の多くを占めている。
・委託事業収入や市からの補助金を得ているのは、11〜50 人以上の団体である。
・法人は委託事業収入の内訳が多く、任意団体は会費収入の内訳が多い。
支出内訳より
・正会員数が 11〜50 人、51〜100 人の団体は人件費の支出内訳が多い。
【Ｐ５】Q20 活動資金は足りていますか
・規模に関わらず 足りている の回答数が多いが、団体規模が 5〜50 人では 足りていない と回答し
た団体も多い。
【Ｐ５】Q21 活動資金は増やしたいか
・正会員数が 5 人未満、51〜100 人の団体は活動資金を 増やしたい と考えている団体が多い。
【Ｐ５】Q21-1 活動資金が増えたら活動を拡大したいと思いますか
・活動資金が増えたら活動を拡大したいと考える団体が多い。
【Ｐ６】Q22 設立時期と比べて活動資金はどうなっていますか
・活動資金は設立時とほぼ同程度の団体が多い。
・正会員数の多い団体では活動資金が増えている団体の割合が多いが、減っている団体もいる。
【Ｐ６】Q22-1 活動資金を増やすことにつながった方策
・活動資金を 会員の増加

により増やした団体が多い。

・次いで 補助金の獲得 、 制作物や物品等の販売 があげられている。
【Ｐ６】Q23 将来増やしたい収入
・どの規模の団体も会費により収入を増やしたいと考えている。
・この他、行政からの補助金や民間からの助成や寄附、事業による収入など、様々な手法により収入を増や
して行きたい意向が表れている。
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「Ｑ４

団体の主な活動分野」別の調査結果

【Ｐ７】Q7 活動の展望
法人
・保健・医療・福祉の増進と子どもの健全育成の分野では、 活動を拡大したい と考えている団体が多い。
任意団体
・多くの分野で 現状程度の維持 を考えている団体が多い。
・ 目的を達成して活動を終える と回答したのは任意団体のみであった。
全体
・学術・文化・芸術・スポーツの振興、社会教育の推進では、 現状程度の維持 を考えている団体が多い。
【Ｐ８】Q8 活動を継続・充実させる上での一番の課題
法人
・ 人に関すること が多くあげられており、子どもの健全育成の分野では半数を占めている。
・ お金に関すること が次いで多くあげられており、保健・医療・福祉の増進の分野の回答が多い。
・ 情報に関すること をあげている法人は無い。
任意団体
・多くの活動分野で 人に関すること の課題の割合が過半数である。
【Ｐ９】Q10 設立時期と比べて会員数はどうなっていますか
法人
・増減に大きな差は見られないが、会員数は増えている団体が若干多いといえる。
・子供の健全育成の分野では会員数が増えている団体が過半数である。
任意団体
・入れ替わりで人数を同規模に保っている団体と、会員数が減っている団体が多い。
全体
・任意団体が実数の多くを占めるため、
全体で見ると入れ替わりで同規模程度の会員数を保っている団体と、
会員数が減っている団体が多くなっている。
【Ｐ１０】Q11 会員を増やしたいと思いますか
法人
・多くの分野で 増やしたいと思う と回答した団体が多く、 そう思わない

と回答した団体はほとんど

いない。
任意団体
・多くの分野で 増やしたいと思う と回答した団体が多いが、 そう思わない と回答した団体も各分野
におり、任意団体は現状維持で良いと思う団体が多いようである。
全体
・法人、任意団体ともに 増やしたいと思う と回答した団体が多いため全体的に会員数を増やしたいと考
えている傾向が伺える。
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【Ｐ１１】Q14 活動にどのような場が必要ですか
法人
・ 定期的に集まる場 が多くあげられており、保健・医療・福祉の増進の分野が一番多く必要であるとあ
げている。
・ 活動を実施する場

活動資金を得る場 も求められている。

任意団体
・学術・文化・芸術・スポーツの振興をはじめ多くの分野で 定期的に集まる場 が必要であるとあげられ
ている。
・学術・文化・芸術・スポーツの振興や子どもの健全育成の分野は 活動を実施する場 も多くの団体が必
要であるとあげている。
全体
・ 定期的に集まる場 が多くあげられている。
【Ｐ１２】Q15 必要な活動の場は足りていますか
法人
・どの分野も 足りている

と 回答した団体が多い。

・保健・医療・福祉の増進の分野は 足りている

足りていない と回答した団体の数にあまり差はない。

任意団体
・ 足りている と回答した団体が多い一方で、多くの分野で 足りていない

と回答した団体もあった。

全体
・ 足りている と回答した団体が多い。
・保健・医療・福祉の増進の分野では 足りていない と回答した割合がほかの分野と比較すると多く、活
動の場が足りていない傾向が伺える。
【Ｐ１３】Q17 発信したい情報は何ですか
法人
・保健・医療・福祉の増進と子どもの健全育成の分野は、 団体の活動内容 と 会員募集 に回答した団
体が多い。
任意団体
・保健・医療・福祉の増進と子どもの健全育成の分野は、 団体の活動内容 と回答した団体が多い。
・学術・文化・芸術・スポーツの振興の分野では 会員募集 と回答した団体が多い。
・ 寄付のお願い の割合が法人より少ない。
全体
・ 団体の活動内容 が一番多く、次いで 会員募集

が多い。

・学術・文化・芸術・スポーツの振興の分野では 会員募集 の情報に、その他の分野では 団体の活動内
容

に重点を置いている団体が多い。
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【Ｐ１４】Q18 収集したい（知りたい）情報は何ですか
法人
・保健・医療・福祉の増進の分野は 人材情報 の他 他の活動団体や自治会の情報 を求める団体が多い。
・子どもの健全育成の分野は、 人材情報 と 活動場所や施設 が多い。
任意団体
・多くの分野で 活動場所や施設 と回答した団体が多く、特に学術・文化・芸術・スポーツの振興の分野
で多くなっている。
全体
・任意団体は 活動場所や施設 の回答の数が多くなっているが、法人は 人材情報 と 助成金情報 が
多くなっている。
【Ｐ１５】Q20 活動資金は足りていますか
法人
・ 足りていない

どちらとも言えない の回答数が多く、保健・医療・福祉の増進の分野では特に 足り

ていない と回答した団体が多い。
任意団体
・どの分野も 足りていない の回答数が少ない。
全体
・法人は活動資金が不足しており、任意団体は足りている傾向がある。
【Ｐ１６】Q21 近い将来に活動資金を増やしたいと考えていますか
法人
・多くの分野で 増やしたい の回答数が多い。
・特に学術・分野・スポーツの振興の分野では 3 団体すべてが 増やしたい

と回答し、保健・医療・福

祉の増進の分野でも 増やしたい の回答数が多い。
任意団体
・学術・文化・スポーツの振興、環境の保全、社会教育の推進の分野では、 現状程度で良い の回答数が
多い。
全体
・保健・医療・福祉の増進、まちづくりの推進、国際協力の分野では 増やしたい の回答割合が高く、学
術・文化・スポーツの振興、環境の保全、社会教育の推進の分野では

現状程度で良い

の回答数が多い。

【Ｐ１７】Q22 設立時期と比べて活動資金はどうなっていますか
法人
・保健・医療・福祉の増進と子どもの健全育成の分野は、 増えている の回答数が多い。
・どの分野の団体でも半数程度の団体で活動資金が増えている。
任意団体
・多くの分野で 設立時とほぼ同程度 の回答数が多い。
・保健・医療・福祉の増進とまちづくりの推進の分野が、他の分野と比較して 減っている 割合が高い。
全体
法人では活動資金が増えているが、任意団体ではあまり変化がない。
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「Ｑ６

団体の主な活動目的」別の調査結果

【Ｐ１８】Q7 活動の展望
法人
・会員間の親睦交流、講演会・講座・イベントの実施、啓発活動・キャンペーンを主な活動目的にしている
団体では、 活動を拡大したい という回答割合が高い。
任意団体
・会員間の親睦交流、講演会・講座・イベントの実施、知識の向上やスキルの獲得、啓発活動・キャンペー
ンを主な活動目的にしている団体では、

現状程度の維持 の回答割合が高い。

・ 目的を達成して活動を終える の回答は任意団体のみから回答があった。
全体
・啓発活動・キャンペーン、他の団体や地域とのネットワークづくり、有償サービスの提供を主な活動目的
にしている団体に、 拡大したい という団体が多いようである。

「Ｑ７

活動の展望」別の調査結果

【Ｐ１９】Q8 活動を継続・充実させる上での一番の課題
法人
・現状程度の維持を考えている団体の多くは、 人に関すること を一番の課題と回答している。
・活動を拡大したい団体は、 人に関すること と お金に関すること を課題としている。
任意団体
・活動を拡大したい、現状程度の活動を維持したいと考えている団体の多くは 人に関すること を一番の
課題と回答している。
全体
・現状程度の維持も、活動を拡大したい場合も 人に関すること と お金に関すること が課題となって
いる団体が多い。
【Ｐ１９】Q11 会員を増やしたいと思いますか
法人
・活動を拡大したい、現状程度の維持をしたいと考えている団体は、
多くが会員を増やしたいと考えている。
任意団体
・活動を拡大したいと考えている団体は会員を 増やしたいと思う の回答が多い。
・現状程度の活動を維持したいと考えている団体も

増やしたいと思う という回答は多いが、 そうは思

わない と回答した団体の一定数あった。
全体
・活動を拡大したい、現状程度の活動の維持を考えている団体ともに会員数を増やしたい傾向がある。
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【Ｐ２０】Q15 活動に必要な場は足りていますか
法人
・現状程度の維持を考えている団体は、活動に必要な場が 足りている 傾向だが、活動を拡大したい団体
は活動の場に課題を持っている団体も多いようである。
任意団体
・現状程度の維持を考えている団体の多くは、活動に必要な場が 足りている 傾向である。
全体
・活動を拡大したい団体、現状程度の維持ともに活動に必要な場は 足りている の回答数が多い。
【Ｐ２０】Q20 活動資金は足りていますか
法人
・活動を拡大したい団体で、活動資金が 足りている 団体は少ない。
任意団体
・活動の維持、拡大に関わらず、活動資金が 足りている の回答数が多い。
全体
・現状程度の維持を考えている団体は、活動資金が

足りている の回答数が多い。

【Ｐ２１】Q21 近い将来に活動資金を増やしたいと考えていますか
法人
・活動を拡大したい、現状程度の維持を考えている団体ともに、活動資金を

増やしたい の回答が多い。

任意団体
・現状程度の維持を考えている団体の多くは、活動資金も 現状程度で良い

と考えている団体が多い。

・活動を拡大したいと考えている団体は 増やしたい の回答が多い。
全体
・活動を拡大したいと考える団体は活動資金を増やしたいと考え、現状程度の活動の維持を考えている団体
は活動資金も現状程度で良いと考えている。

「Ｑ８

活動を継続・充実させる上での一番の課題」別の調査結果

【Ｐ２２】Q9 団体運営に必要なスキルは何ですか
法人
・人に関することを一番の課題としている団体は、団体運営に必要なスキルとして 会員の増やし方 を多
くあげているが、お金に関することを一番の課題としている団体は、 活動分野に関する専門性 や 組織
運営の知識 を求めている。
任意団体
・場所やお金に関することを課題としている団体は、 活動分野に関する専門性 を求めている。
全体
・人に関することを課題としてあげている団体は、 会員の増やし方 を法人・任意団体ともに多くあげて
いる。
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【Ｐ２２】Q10 設立時期と比べて会員数はどうなっていますか
法人
・人に関することを課題にあげている団体の会員数は設立時期と比べて 減っている の回答数が多い。
任意団体
・人に関することを課題としてあげた団体は 同規模だが入れ替わりはある と 減っている の回答数が
多い。
全体
会員の入れ替わりや会員が減っている団体は当然だが、会員数が 増えている と回答している団体も人に
関することを課題としてあげている団体が一定数いる。
【Ｐ２３】Q11 会員を増やしたいと思いますか
全体
・法人・任意団体ともに、人に関することを課題としている団体の多数が会員を 増やしたい と回答して
いる。また、お金にかんすることを課題としている団体の多数も会員を 増やしたい と回答している。
【Ｐ２３】Q14 活動にどのような場が必要ですか
法人
・どの課題においても、活動に必要な場は万遍なく求められている傾向にある。
任意団体
・人に関することを一番の課題にしている団体の多くは 定期的に集まる場 と 活動を実施する場 を求
めている。
全体
・場所に関することを課題としている団体は 定期的に集まる場 を求めている傾向にある。
・お金に関することを課題としている団体で 活動資金を得る場 求めている団体は多くなかった。
→場所に関することを課題としている団体は定期的に集まる場が不足していると考えられる。
【Ｐ２４】Q15 活動に必要な場は足りていますか
全体
・法人・任意団体に関わらず、人に関することを課題としている団体の多くは、活動に必要な場は 足りて
いる 傾向にあり、場所に関することを課題としている団体は 足りていない

どちらとも言えない の

回答数が多い。
【Ｐ２４】Q16 情報発信しているものはありますか
法人
・人に関することを課題としている団体の多くは、 団体の活動内容 や 団体主催事業のお知らせ を主
に発信しており、会員募集はあまり発信していない。
任意団体
・どの課題を持っている団体も 団体の活動内容 や 団体主催事業のお知らせ を積極的におこなってお
り、人に関することを課題として団体は会員募集の情報を発信している。
全体
・お金に関することを課題としている団体は 寄付のお願い の情報発信をあまりしていない傾向にある。
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【Ｐ２５】Q17 発信したい情報は何ですか
法人
・情報に関することを課題としている団体以外は、 団体の活動内容 を最も周知したい傾向にある。また、
寄付のお願い の情報も発信したい傾向がある。
任意団体
・どの課題を持っている団体でも 団体の活動内容 や 団体主催事業のお知らせ の情報を発信したい傾
向にある。
【Ｐ２５】Q18 収集したい（知りたい）情報は何ですか
法人
・場所に関することを課題としている団体は 他の活動団体や自治会の情報

の回答数が多い。

任意団体
・場所に関することを課題としている団体から 活動施設や場所 の回答数が多い。
全体
・法人と任意団体では同じ課題を持っている団体でも収集したい情報は違う傾向にある。
【Ｐ２６】Q20 活動資金は足りていますか
法人
・お金に関することを課題としている団体からは 足りていない の回答数が多い。
任意団体
・お金に関することを課題としている団体からは 足りていない

どちらとも言えない の回答数が多い。

全体
・活動資金が 足りていない と回答している団体は、人とお金について課題を持っている傾向にある。
【Ｐ２６】Q21 近い将来に活動資金を増やしたいと考えていますか
法人
・課題に関わらず 増やしたい の回答数が多い。
任意団体
・お金に関することを課題としている団体以外は、 現状程度で良い の回答数が多い。
全体
・法人は活動資金を増やしたいと考える団体が多く、任意団体は現状程度で良いと考える団体が多い。
【Ｐ２７】Q22 設立時期と比べて活動資金はどうなっていますか
法人
・どの課題を持っている団体も 増えている の回答数が多い。お金に関する課題があっても 減っている
と回答している団体は少ない。
任意団体
・どの課題を持っている団体も活動資金が 設立時とほぼ同程度 である傾向が高い。
全体
・ 設立時とほぼ同程度 、 増えている 団体もお金に関する課題を多くの団体が持っている傾向にある。
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「Ｑ１０

設立時期と比べて会員数はどうなっていますか」に「減っている」と回答した６０団体の

調査結果
【Ｐ２８】Q11 会員数を増やしたいか
・法人はすべての団体が 増やしたい と回答している。
・任意団体では そうは思わない の回答数が 増やしたい の回答数の約半分であり、会員増加に消極的
な団体もいると考えられる。
【Ｐ２８】Q12 中心メンバーの課題
・法人、任意団体ともに 高齢化 があげられている。
【Ｐ２８】Q13 団体に必要な人材
・法人、任意団体とも 活動を楽しめる人 や 活動を手伝ってくれるボランティア の回答数が多く、活
動を一緒に行ってくれるメンバーを求めている傾向にある。

「Ｑ１６

現在、情報発信をしているものはありますか」別の調査結果

【Ｐ２９】Q10-1 会員を増やすことにつながった方策を教えてください
法人
・個別の声かけを行った団体はすべて 団体の活動内容 の情報を発信している。また、 団体主催事業の
お知らせ も多くの団体が情報発信している。
任意団体
・個別の声かけ、チラシ・ポスター等の配付、自主イベント開催時により会員を獲得した団体の多くは、 団
体の活動内容 の情報を発信している。

「Ｑ１１

会員を増やしたいと思いますか」別の調査結果

【Ｐ３０】Q12 団体の中心メンバーをめぐる課題
法人
・会員を増やしたいと思う団体の多くは、特定の人に業務が集中、高齢化の課題を抱えている傾向にある。
・会員を増やしたいと思わないと回答した団体の半数が課題はないと回答している。
任意団体
・会員を増やしたいと思うと回答した団体はどの課題への回答も多い。
全体
・課題を解決するために会員数を増やしたいと回答している傾向が見られる。
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【Ｐ３０】Q13 団体に必要な人材はどのような人ですか
法人
・会員を増やしたいと思うと回答した団体はさまざまな人材を必要としている。
任意団体
・活動を楽しめる人を会員にしたい傾向がある。
【Ｐ３１】Q14 活動にどのような場が必要ですか
法人
・会員を増やしたいと思うと回答した団体はさまざまな場を必要としている。
任意団体
・会員を増やしたい団体は定期的に集まる場や活動を実施する場を多く求めている。
全体
・会員を増やしたい団体もそうでない団体も、活動に様々な場を必要としている。

「Ｑ２０

活動資金は足りていますか」別の調査結果

【Ｐ３２】Q21 近い将来活動資金を増やしたいと考えていますか
・法人は活動資金が不足している団体が多いため活動資金を増やしたい団体が多いが、任意団体は活動資金
が足りている団体が多いため活動資金は現状程度で良いと回答する団体が多い。
【Ｐ３２】Q22 設立時と比べて活動資金はどうなっていますか
法人は、どの団体も活動資金を増やしたいという傾向があり、任意団体は、活動資金が 増えている と回
答した団体は活動資金を 増やしたい の回答が多いが、 減っている

設立時とほぼ同程度 と回答した

団体は 現状程度で良い の回答が多く、あまり活動資金を増やすことに積極的ではないと考えられる。

「Ｑ２１

近い将来活動資金を増やしたいと考えていますか」別の調査結果

【Ｐ３３】Q22 設立時と比べて活動資金はどうなっていますか
・活動資金が 増えている

団体は引き続き増やしたい傾向があり、 設立時とほぼ同程度 の団体は現状

維持で良いと思っている傾向がある。

【Ｐ３４】
「Q20 活動資金は足りていますか」に「足りていない」と回答した団体の収支内訳
収入
・会費を収入としている団体が多いが、内訳での収入の割合は低い。
・製作物や物品等の販売は多くの割合を占めているが、収入源としている団体は少ない。
支出
・事務所等の賃借料は多くの割合を占めているが支出している団体は少ない。
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