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     平成 22 年 4 月 15 日 「武蔵野プレイス市民活動フロア 市民ワークショップ」実行準備会 
 
平成 23 年 7 月に、武蔵境駅南口にオープン予定の「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」（以

下、武蔵野プレイス）は、図書館・青少年活動支援・生涯学習支援・市民活動支援の 4 つの機能を有す

る施設として、現在整備を行っております。 
このうち市民活動支援機能につきましては、武蔵野プレイスの 3 階に、打ち合わせなどに使えるフリ

ースペースや、市民活動情報の蓄積・発信などを行う、市民活動フロア（仮称）が完成する予定です。 
この市民活動フロアが、市民にとって使いやすい場所になるよう、市民と武蔵野プレイス開設準備室と

が共に意見を出し合い考える場として、昨年 10 月以降、市民ワークショップを連続開催しています。(※) 
 
 このワークショップでの検討の参考とするため、市民活動団体で活動されている皆さまが、日頃どの

ような形で公共施設等を利用されているか、武蔵野プレイスを皆さまにどのように利用していただける

かなどにつきまして、アンケート調査を実施することになりました。 
アンケートの回答は統計的に処理され、個人および団体の情報などを公開することは一切ございませ

ん。 
 何卒ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
  
※ ワークショップの経過につきましては、ホームページをご覧ください。 

http://www.city.musashino.lg.jp/cms/guide/menu/m0932.html 
- 

アンケート実施について 
・ 実施目的：武蔵野プレイス 3 階 市民活動フロアの活用方法について、市民活動団体で活動されている皆さ

まの活動状況をお伺いし、ワークショップでの検討の参考とするため。 
・ 実施期間：平成 22 年 4 月 15 日（木）～平成 22 年 5 月 6 日 (木)  
・ 提出方法：郵送、FAX、e-mail または持参のいずれかの方法で、下記の送付先まで。 

（なお、特に FAX で送付される際には、本紙 P11 に添付の回答用紙のみ、ご提出いただければ結構です） 
・ 締切：平成 22 年 5 月 6 日必着 

・ 記入単位：1 団体につき 1 部 

 
【アンケート送付先】 
 （郵送）〒180-8777 武蔵野市緑町 2-2-28 武蔵野市役所本庁舎 8 階東棟  

武蔵野プレイス開設準備室内 市民活動フロアワークショップ実行準備会 宛 
  (FAX) 0422-51-9172   (e-mail) sec-place@city.musashino.lg.jp 
※お問い合わせ先：武蔵野プレイス開設準備室（担当：日比野）  TEL：0422-60-1943 
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【武蔵野プレイス 3 階 市民活動フロア イメージ図】 

※ 平成 22 年 4 月時点での想定です。 

今後本アンケート並びにワークショップでの議論を経て、詳細が決定されます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【① 打ち合わせコーナー】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

打ち合わせコーナー(フリースペース)2 

・ チラシなどのラック  

・ 団体ファイル 

・ 市民活動団体発行書籍コーナー  など 
ロッカー 

メールボックス 

受付カウンター 

相談コーナー 

※スタッフが常駐 

掲示板 

プリント工房 

印刷機、コピー機、裁

断機など 

打ち合わせコーナー（フリースペース）１

打ち合わせなどに活用できる机・椅子。 

資料コーナーの一部をこちらに点在させ

ることも考えられます。 

掲示板 

市民活動団体等から寄せられた、

団体紹介やイベント告知のチラシ

やポスター、ボランティアやイン

ターン募集などの情報を掲示する

ことが想定されています。 
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（設問１） 以下について、団体名については必ず、回答者氏名ほか、連絡先については差し支えのない範囲で

お答えください。 

 

団体名  

ふ り が な 

回答者氏名 
  

電話 
 

e-mail  

 
（設問２） あなたの団体の法人区分について、該当するものいずれかに○をつけてください。 

1) NPO 法人（特定非営利活動法人）    2) 認定 NPO 法人    3) 社会福祉法人 
4) 財団法人（公益財団法人、一般財団法人を含む）    
5) 社団法人 (公益社団法人、一般社団法人を含む)   
6) 任意団体・ボランティアグループ（法人格をもたない） 
7) その他（                        ） 

 
（設問 3）あなたの団体の活動分野について、該当すると思われるものすべてに○をつけてください。 

1) 自然保護・環境      2) まちづくり    3) 高齢者福祉    4) 障がい者福祉 
5) 子ども・教育・子育て  6) 国際交流・協力  7)平和・人権・ジェンダー    8) 情報（IT） 
9) スポーツ・健康      10)芸術・文化      11) 社会教育   12) 科学技術振興 
13) 消費者保護          14) 災害救援          15) 職業能力開発および雇用機会の拡充支援 
16) その他 （       ）    

  
（設問４） 団体の会員数は、およそ何名ですか？括弧内に書き入れてください。 

 
会員数：約（      ）名 

 
(設問 5) 団体の活動について、以下の問いにお答えください。 

 

 (5-1) 活動によく使う場所について（複数回答可）  
1) 市民協働サロン    2)ボランティアセンター武蔵野（市民社協） 
3) コミセン （どの？：                           ） 
4) 市民会館    5)スイングビル    6) むさしのヒューマンネットワークセンター 
7) 公会堂     8)団体事務所       9)メンバー個人宅 
10) その他 （                       ） 

 
 

■ はじめに、あなたの団体についてお伺いします 
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(5-2) 活動頻度について 
1) 年に 1～2 回程度     2) 2～3 ヶ月に 1 回程度    3) 1 ヶ月に 1 回程度 
4) 1 ヶ月に 2 回程度     5) 毎週 1 回程度       6) それ以上 

 
 (5-3) 活動曜日について 

平日 ： (1)曜日を問わない  (2)月曜日  (3)火曜日  (4)水曜日  (5)木曜日  (6)金曜日 
土日祝： (7)土曜日   (8)日曜日    (9)祝日 

   
(5-4) 活動時間帯について 

1) 朝  ( 10:00 以前～12:00) 
2) 昼間  (12:00～17:00) 
3) 夜間  (17:00～22:00 以降) 

    
 (5-5) 1 回の活動に関わる人数について 
   およそ（      ）人程度 
 
 (5-6) 活動内容 

1) 打ち合わせ    2) 軽作業    3) パソコン   4) 相談会     
5) その他（具体的に：                              ） 

 
 
 
 
武蔵野プレイス 3 階には、主に市民活動団体の打ち合わせや、軽作業が可能な打ち合わせコーナー（以下「フ

リースペース」）が出来る予定になっています。（P2 のイメージ図も併せてご覧ください） 
 

（設問 6）あなたの団体では、フリースペースを利用したいと思いますか？YES もしくは NO のいずれかを丸で囲

んでください。 

   
 YES   →  設問７へ進む       
  

NO    →   設問８、９へ進む 
             
     
 
 
 
 
 
     

２．打ち合わせコーナーについて 
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※設問６で「YES」と回答された方のみお答えください。 

（設問７）あなたの団体は、フリースペースをどのように活用したいと考えていますか？ 

 （複数回答可） 

 

1)打ち合わせ・ミーティング    
    

1-1) どの程度の人数が集まる打ち合わせに利用したいですか？ →  約（    ）人 
 
1-2) 打ち合わせの頻度として、どの程度を想定していますか：  
あ) 年に 1～2 回程度    い） 2～3 ヶ月に 1 回程度    う) 1 ヶ月に 1 回程度 
え) 1 ヶ月に 2 回程度    お) 毎週 1 回程度        か) それ以上 

 
2)資料等の閲覧 

あ）市民活動関連書籍の閲覧    い）関心のある市民活動団体情報の収集 
う）ボランティア情報の収集      
え）その他 → （具体的に：                      ） 

 
3)軽作業・活動 

あ）ニューズレターなどの折込み、発送作業   い）装飾品などの製作作業 
う）プライバシーに関わる個人相談・面談など 

  え）その他（具体的に：                         ） 
 
4)パソコン利用 

あ）書類作成      い）インターネット（具体的に：             ） 
う）資料の印刷・出力    え）プロジェクターを用いたミニ研修、鑑賞会など 
お）その他→（具体的に：                        ） 

 
5)その他→（具体的に：                           ） 

 
 
※以下の設問８、９については、設問６で「NO」と回答された方のみお答えください。 
(設問８) そのように回答された理由は何ですか？（複数回答可） 

 
1) 決まった活動場所があるため （主な活動場所→                ） 
2) 武蔵境にアクセスしにくいため。 

 3)  個室ではないので、使い勝手が悪い印象があるため 
  4)  その他（具体的に：                               ） 
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（設問９）どのような条件が整えば、このフリースペースを活用してみたいと思いますか？ 

 以下に具体的にご記入ください。 

 
 
 
 

 
 
 
武蔵野プレイスの市民活動フロアでは、無線 LAN を使ったインターネットアクセスが可能となります。

そこで、以下の問いにお答えください。 
 
（設問 10）市民活動フロアに、ご自分のパソコンを持ち込んで利用をしようと思いますか？ 

 YES もしくは NO のいずれかを○で囲んでください。 

 
YES   →     設問 11 へ進む       
 
NO    →   設問 12 へ進む 
     

※以下の設問 11 については、設問 10 で「YES」と回答された方のみお答えください。 
（設問 11）パソコンは、どのようなことに利用したいとお考えですか？（複数回答可） 

1) レジュメや資料の作成 
2) ニューズレターやパンフレット、チラシの作成 
3) インターネットでの調べもの 
4) 音声ファイルを加工して、議事録の作成 
5) パソコン利用の習熟のため 
6) パソコンを使った会議・ミーティングのために 
7) パソコン研修・講習会などの主催（パソコンサークルなど） 
8) メールの送受信 
9) その他 （具体的に：                               ）

 
 
※以下の設問 12 については、設問 10 で「NO」と回答された方のみお答えください。 
（設問 12）パソコンをご利用にならない理由は何故ですか。以下の該当するものをすべて選択してください。 

1)パソコンを普段利用しないため 
2)自宅で作業ができるため 
3)事務所で作業ができるため 
4)その他 （具体的に：                                 ） 

 
 

２．パソコンについて 
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【テレビ・ビデオ機器】 

少人数の集まりなどで利用できるように、フリースペース 
にテレビやビデオデッキが設置されている施設が他市には 
あります。 
 
 
 
 
（設問 13）あなたの団体では、こうした DVD・ビデオデッキを利用する機会はどのくらいありますか？１）～７)の

中から、該当するものいずれか 1 つを選んでください。 

1) 1 週間に 1 回以上   2) 月に２～3 回程度   3) 月に 1 回程度 
 4) 2～3 ヶ月に１回程度   5) 半年に 1 回程度   6) １年に 1 回以下 
  7) まったく利用しない 

  
（設問 14）フリースペース内にビデオデッキがあることについてどのようにお考えですか？いずれかを○で囲ん

でください。 

1) あったほうがよい （その理由：                           ） 
 
2) ないほうがよい  （その理由：                          ） 

   
 
【プロジェクター】 
他市では、プロジェクターの貸し出しを行っているところがあります。 

会議室へ持ち込んで研修会などを開催するほか、フリースペースでも少人数の集まりの際、プレゼンテーション

の練習や、パソコン画面の投影のために活用されている事例があります。 

 

（設問 15）あなたの団体では、プロジェクターを利用する機会はどのくらいありますか？1)～7)の中から、該当

するものいずれか 1 つを選んでください。 

1) 1 週間に 1 回以上   2) 月に２～3 回程度   3) 月に 1 回程度 
4) 2～3 ヶ月に１回程度  5) 半年に 1 回程度   6) １年に 1 回以下

7) まったく利用しない 
  
（設問 16）主にどのような用途で利用していますか？（複数回答可） 

1) プレゼンテーション（練習含む）  2) 打ち合わせ 
3) 映像・写真のスライド鑑賞  4) パソコン講習会（パソコン画面を投影しながらの操作説明）

5）その他（具体的に：                           ） 
  

３．視聴覚機材について 
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【ロッカー】 

他市では、右の写真のような、団体の備品を保管する 
ためのロッカーの貸し出しを有料で行っています。 
武蔵野プレイスでも、ロッカー設備の導入を検討して 
います。以下の問いにお答えください。 
 
 
 
 
（設問 17）あなたの団体は、武蔵野プレイス内にロッカーの設備が出来たら、利用してみたいと思いますか？ 

 
YES → 設問 18 へ進んでください     

 
NO  →  設問 19 へ進んでください 
 

 
※設問 18 は、設問 17 で「YES」と回答された方のみお答えください。 
（設問 18）ロッカー設備を、どのように利用したいとお考えですか？（複数回答可） 

 
1)文具類の保管   2)パソコンの保管     3) 印刷用紙の保管      
4) その他 （具体的に：                               ）

 
※設問 19 は、設問 17 で「NO」と回答された方のみお答えください。 
（設問 19）それは何故ですか？(複数回答可) 

 
1) それほど大きな荷物を扱わないため。 
2) 事務所を持っており、備品の保管場所があるため 
3) 有料であるため 
4) 武蔵野プレイスでの活動を想定していないため 
5) 利用手続きや継続利用の更新、抽選などの事務手続きが煩雑な印象があるため 
6) その他 （具体的に：                              ） 

 
 
 
 
 
 

４．団体活動に関わる設備 
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【メールボックス】 

団体の紙資料の保管、団体のメンバー間での受け渡し 
などの目的に、メールボックスの設備を提供している 
施設があります。武蔵野プレイスでの導入も検討して 
います。 
 
 
 

(設問 20) あなたの団体は、武蔵野プレイスにメールボックスがあれば、利用しますか？ 

YES、NO いずれかを回答してください。 

 
YES → 設問 21 へ進んでください 
 
NO  →  設問 22 へ進んでください 

 
 
※設問 21 は、設問 20 で「YES」と回答された方のみお答えください。 
（設問 21） メールボックスの設備を、どのように利用したいと考えていますか？（複数回答可） 

 
1) 郵便物の宛先に指定して、受け取りを行う 
2) 鍵をかけられる仕様にして、団体の内部文書などの取り扱いをする 
3) 鍵をかけず、チラシやニューズレターなどを配布できるようにする 
4) その他（具体的に：                                  ） 

 
 
※設問 22 は、設問 20 において「NO」と回答された方のみお答えください。 
（設問 22）それは何故ですか？(複数回答可) 

 
1)ロッカーが設置されるのであれば、ロッカーで代用でき、必要性を感じないため 
2)事務所を持っており、資料を管理したり、郵便物を受け取ったりできる場所を有しているため 
3)武蔵野プレイスでの活動を想定していないため 
4)その他 （具体的に：                            ） 

 
【プリント工房】 

市民活動フロア内には、チラシやニューズレター、活動報告書などの製作に役立てていただけるよう、

印刷機材の導入を検討しています。 
 

 

 

 
▲扉開閉式（鍵付き） ▲ 引き出し式(鍵なし)
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（設問 23） 普段、印刷作業をどの施設で行っていますか。（複数回答可） 

 1) 市民協働サロン    2) ボランティアセンター武蔵野（市民社協）  3) 市民会館 
4) むさしのヒューマンネットワークセンター 
5) その他 （                              ） 

  
（設問 24）どのような種類の資料を、どのくらいの頻度で印刷しますか？以下のあ)～お)について、その使用頻

度を、枠内の 1)～7)の中から１つ選び、カッコ内に書き入れてください。 

 
あ）チラシ・ポスター（A3 版まで） ： （  ） 
い）ニューズレター（会報誌） ： （  ） 
う）ポスター（A2 版以上）： （  ） 
え）製本作業を伴う報告書 ： （  ） 
お）はがき、往復はがきへの印刷：（   ） 
 
1) 1 週間に 1 回以上   2) 月に２～3 回程度   3) 月に 1 回程度 

4) 2～3 ヶ月に１回程度   5) 半年に 1 回程度   6) １年に 1 回以下  7) まったく利用しない 

  
（設問 25）その他、プリント工房内にあったらよいと思われる機器について、以下に自由にご回答ください。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(設問 26) その他、武蔵野プレイス市民活動フロアに関するご意見、ご提案などありましたら、以下にご自由に

お書きください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ ご協力ありがとうございました。以上でアンケートは終了です。 

4.その他 
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   アンケート回答用紙 
※FAX 送付の際などに、是非ご活用ください。 

※書ききれない場合は、白紙を追加してご記入いただいても構いません。 

（設問１） 

団体名  

回答者氏名  よみがな  

電話  e-mail  

 

(設問 2)  (設問 3)  (設問 4) 約     名  

(設問 5) 5-1  5-2     5-3  

5-4  5-5 およそ       人程度  5-6  

 

(設問 6)  YES（設問 7 へ）      NO （設問 8 へ） 

(設問 7)  

１) → 1-1)  1-2)  

２) →  3) →  4) →  

5) →   

(設問８)  (設問 9)  

 

(設問 10)  YES (設問 11 へ)  NO (設問 12 へ) (設問 11)  (設問 12)  

 

(設問 13)  (設問 14)  (設問 15)  (設問 16)  

 

(設問 17)  YES (設問 18 へ)  NO (設問 19 へ) (設問 18)  (設問 19)  

 

(設問 20)  YES (設問 21 へ)  NO (設問 22 へ) (設問 21)  (設問 22)  

 

(設問 23)  

(設問 24) あ  い  う  え  お  

(設問 25)  

 

(設問 26)  

            FAX 用紙挿入方向 

             (FAX) 0422-51-9172 

            武蔵野プレイス開設準備室 宛 
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