市民活動アンケート報告
2020 年８月 22 日
湘南ふじさわシニアネット
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３，

アンケート期間 2020 年 6 月 27 日～7 月 18 日
アンケート依頼団体 36 団体
アンケートに回答頂いた団体 27 団体（回収率 75％）

【アンケート結果のまとめ】
１．2020 年 2 月以前の活動日数

団体数
月1回以下

2

月１－２回

0

月３－４回

7

月５－１０回

5

月11ー20回

4

月21－30回

2

月30回以上

3

不明

4
折れ線グラフの意味：当該件数を含め左側全ての合計件数が
全体の何％（右目盛り）になるかを示しています。

２．コミュニケーションの方法

団体数
メール

11

メールにはグループウエア利用団体（１）を含む

メール・電話・FAX併用

12

メールを利用する団体は合わせると 23 団体

電話

2

他

12

（他）には LINE（4 団体）Web 会議（１団体）含む

３．２～６月の活動

団体数
ほぼ活動停止状態

13

対策をしながら通常の活動を実施

8

一部は異なった形で実施した

6

約半数の団体が活動を停止

４．オンラインを活用した通常とは違った活動を行った団体

団体数
オンライン会議

5

オンラインセミナ

2

オンラインイベント

2

５．会員の声の入手方法

団体数
オンライン（メール）

15

電話

12

手紙

2

他

5

無回答

5

６．活動を停止していた場合の問題点
（影響なし）
・コロナウイルスの感染が始まったころに活動休止を決めたので特に、混乱はなかった。
・総会を開催する必要が有ったがメール、郵送などで委任状を集め、一斉メールで総会を実施。
・活動を停止せず、オンラインで実施していました。
・子どもたちが年度末（３月）のため、お仕事体験が終わっていたチームが多く、又、営業している
飲食店では活動を継続することが出来た。
（会員同士のコミュニケーション）
・会員の親睦が図れなかった。
・会員がコロナを理由に退会、休会
・会員向けの配布物、提出物の扱い。
・定時総会が開催できない
・総会の延期・再延期
・活動を停止しても、会の運営に関して世話役の打ち合わせが必要となるが、集会出来ない。
・会員相互のコミュニケーションが出来なくなった。
・コミュニケーションが不十分・メーリングリストを使ったが、不慣れな方が多かった
・コロナ自粛による施設の休館が長引く度、連絡網を回していましたが、通常の電話連絡では詳細ま
で伝わりづらく、迅速かつ正確に伝達できるよう連絡網を見直しました。
・合唱では練習不足、株価研究では全くの活動停止となるなど、他の活動もサークル活動とならず
・総会や世話役会は電子書面会議により開催したが、意思疎通や資料作成など苦労

（経済的な影響）
・事業収入が減った、事業収入がなかった
・行政の判断で中止となるイベントがあり、代替案の検討、費用の処理検討が必要であった。
・貸会場の賃貸料返却不可
（活動の制限が発生）
・参加者との交流が出来なかった
・会員の活動の欠席があつた
・庭園が草ぼうぼうになった
・俳句の会はネット対応としたが、講評の意見交換が出来ず通信句会のようで、やや寂しい句会に
・当会の活動は接触が基本なので、どうすることもできなかった。
・オンライン会議では、多少の制約がある方もいて、日ごろの定例会の参加人数よりは少なくなっ
た。
・自粛中は、各自で、練習
・こどもたちが休校になり、ステイホームを強いられたため、居場所に来る子どもたちの現状がよく
分からなかった。電話番号が分かる家庭に電話をして様子を聞いたり、他の同じような活動している
団体と LINE で情報交換した。

７．活動停止対策
・① LINE 利用者は、グループをつくり LINE 連絡。② ①を利用していない人は E メールで連絡。
③ ①、②を利用していない人には、役員さんから電話連絡。
結果③は少数で、連絡がとりやすくなった。
・対応として、オンライン会議の練習を何度か実施した。
・メールにより定時総会を開催
・4 月より月に数回、オンライン会議を開いた。
・4 月から毎晩、オンライン飲み会を実施した。（参加出来た会員は 3 割程度）
・LINE のオープンチャットを利用した会話の場を開設した。（参加出来た会員は 4 割程度）
８．会員からの意見・感想
（不安・期待）
・コロナウイルス感染症の為活動中止に対して不安が多くある。
・同好会存続の危機
・中止連絡の際、活動がなく残念だったとの声が多かった
・「通常の塾の開催ができない時期があまり長く続くと、活動意欲が損なわれてしまう」の意見あり。
・いつから活動できるか問合せ
・ウオーキングやサイクリングなど普段から運動をしていらっしゃる習慣がある方以外は、一人でな
かなか運動は出来ず、却って体調不良になる方もおられ、教室の再開を待ち望んでいる、という意
見が多くあった。
・学校も休講のため、勉強を教えてもらえるとことがないので、オンライン等で指導してほしい。
・自分が感染している可能性がゼロではないのだから、子どもの安全を第一に考えて活動停止した。
・緊急事態宣言を受けたほぼ 2 ヶ月は、活動は停止したが、休校中のこどもたちのストレスを考える
と、室内でない屋外での遊びなら続けてもいいのではないか。
・慰問活動の再開を望んでいる
・早く安心して活動が出来る日が来るよう期待している…等

（その他）
・ウエブ会議を利用することに賛同があった。
・特に、LINE グループでお互い情報を共有できました。
・５月はリアルの活動は停止したが、オンラインにつないで誠心誠意対応をしたので、ネガティブな
意見等は特になかった。
・早い段階で(2 月下旬)メンバー内に詳しい人がいて、メーリングリストの開始や Web 会議を開催で
きた。これにより、情報交換ができたので、全体の動きがわかり活動停止中も繋がっていられた。
の感想あり。
・不平不満は聞こえてこなかった
・オンライン飲み会の評判は良かった（継続の要望もあった）
・活動日数が少なくなるも農園を実施し、多少なりとも会員の体調確認・状況把握やストレス発散に
貢献・高齢者の活動サークルのため、ご家族の参加危惧・懸念などのメールもあり、コロナ感染へ
の対策・対応についての農園作業の考え方や具体的工夫などを示して理解を得られるように努力、
収穫物を家庭に届けた
・事務所当番を中止して欲しい。（⇒ 現在中止している）
・助成金が申請できないか？（⇒ 持続化給付金を検討）
・会員からオンライン会議の提案があったが、できる会員ばかりではなかったので実現しなかった。
９．7 月以降活動する場合の課題・問題
（活動場所の問題）
・３密を避けるための、広い場所の確保が難しい。
・会場（借用先）の事情で、開催できない場合がある。
・公の場所は半数以下の定員制限があり、大きな障害になっている。
・6 月下旬に市民の家のホールを使用したが、定員以下の人数であっても、子どもが集まるという時点
で「密にさせている」という注意を受けた。自ずと公園（屋外）での活動中心となるが、雨が降っ
た時に、貸してくれる場所をみつけなければならない。
・会員が集まる定例会などは人数が多いので会場確保が難しい。
・句会はネット開催ではなく、広い会場を借りることになり、金銭的にも会場確保などなどにも苦労
・吟行の再開についても可能性の検討が必要か
（その他の問題）
・ダンスは密接して踊るので、３密の一つを避けられない
・マスクを着用しての運動の、熱中症のリスクが増すこと。
・３密を避けられない活動は中止せざるを得ない
・農園はこれまで作業基準に従いマスク着用で実施してきているが、併せて熱中症対策にも工夫が必
要。また、広い畑を借りている事から、援農ボランティア活動を再開したいが、３密問題をクリア
できない
・当会の活動(誘導)の際には利用者が誘導者(会員)の腕に手を添えて一緒に歩くので、非常に「密」の
状態となる。活動自体が難しいので、行うとすればお互いの体調の確認、マスクの着用の徹底等ル
ール決めが必要となる。
・慰問先の受入れが、始まり次第の活動
・事業所が受入を続けてくれるかどうか？
・第 2 波が来れば 9 月からの活動も当分延期・中止
・会員も活動相手も高齢者が多いので活動再開はコロナが落ち着くまで考えていない
・感染防止の制約によりモチベーションが下がっている
・入園者数が去年の 1/3 なりそうだ。

10．7 月以降活動する場合の 3 密 工夫
（対策可）
・人と人の間隔をとる。定期的に換気をする。
・通常６００人キャパのシアターだが、３００人で実施予定。
・会合をする時は広い会場で、換気をよくし、マスク着用等遵守する。
・窓を開けて換気する・離れてシャドウで踊る
・会場は、子どもたちの間隔をあけて実施する。
・車窓の開放、打合せ時距離をとる
・会員の方に、十分３密回避を守り、作業に注意喚起をする。
・市のガイドラインを基本にしながら、感染症対策をしつつ活動をしている。
・藤沢市のガイドラインに従う。フェースガードを着用する。
・検温・マスク・手洗い
・できるだけ広い場所を確保し、一人一人の間隔を開けられるようにすること。広い場所を確保でき
ない時、場合により活動時間の変更もしている。活動時は終始、窓やドアを開放する。マスク着
用、密接でのお喋りは控える。など、各利用施設使用時のガイドラインに沿っての活動を、会員の
皆様へ口頭もしくは、ホームページ上に掲載し、皆さんへのご協力をお願いしている。
（その他の対策）
・そもそも、子どもに「３密」を厳守させることはできない。触れたり、声をあげたり等の身体的接
触を通して、子どもは成長していくと考える。屋外でのオプション企画を増やしたい。
・募集定員を減らし、スタッフも減らして対応する。
・事務所に、アクリルパーティション、非接触体温計、フェイスシールド装備・事務所会議室の使用
は 10 名以下にし、ドア・窓など開放・事務所当番は当面中止・オンライン会議を推奨
・農園作業は、３密対策基準を作り継続実施しているが、畑の草取り・肥料入れ、収穫作業、収穫物
配分など、分散しての作業では効率が悪いため、高齢者の中でも特に若手に頑張ってもらっている
・非接触式体温計の購入 ・飛沫感染防止のための塩ビ板衝立を 24 枚自作 ・消毒薬購入
・多人数で長時間になる活動はしない。
・人と面会が必要なボランティア活動で開催可能な活動では面会時間を短くする対応
11．7 月以降活動する場合、新しい活動方法を検討されていますか？
・一部変更 計画内容：Web 会議を活用
・全面変更 計画内容：Web を利用した会議、討論会
・一部変更 計画内容：オンラインに参加できない人（ＰＣ、スマホがない）は会議室に集まり、ツ
ールを利用できる人は極力オンライン会議で
・一部変更 計画内容：リアルとオンラインの同時開催
・一部変更 計画内容：会議はオンラインを主、イベント中止に替わる活動を検討
・一部変更 計画内容：メール・電話・FAX・郵送での連絡
・一部変更 計画内容：サービス対象者との面会時間を短くする
・一部変更 計画内容：定員を減らし、内容も見直し、体験塾の時間も短縮。
・一部変更 計画内容：集会場所は十分広い場所で行う
・一部変更 計画内容：吟行の開催や句会開催方法の更なる工夫により、活動継続したい
12．オンライン会議利用状況
①有効利用している（全員）
②有効利用している（一部のメンバー）
③利用しているが、うまく進まない

４団体
６団体

④利用していない（必要がない）
⑤利用していない（反対の人が多い）
⑥利用していない（その他）

７団体
１０団体

13．オンライン会議の学習の場
あれば参加したい
5 団体
14．その他の意見

私達の活動は「不要」とは思わないが、コロナウイルス感染の危険があるうちは「不急」の活動であると考える。
会員は高齢者が多く、活動の相手も高齢者施設、公民館の高齢者学級・生涯学習の教室に参加される方も高齢者が
多いので、感染のリスクを冒してまで活動する必要は無いと思う。
また、会員の中にはパソコンもスマホも使えなく、まだガラケーの方もいるので、web 会議など出来るはずもない。
Web 会議が出来る会は羨ましい。

・見本市開催と出展は、活動にとって有効なものと期待しており、是非とも再開へのご努力を期待したい
・シニアネットの HP などで、見本市に関わる過去の活動紹介動画（JCOM？）やこれまでの出展者による掲示版
設置による紹介の場づくり、オンライン会議などのビデオ録画動画などを流すことなども出展者の日頃の活動
実態や生の声が流せるのではないか？
・他県や市町での種々のシニア活動の動向事例を紹介するなどして、藤沢市内の活動を底上げできないか？
・シニアの方々への継続的な活動情報提供や相談窓口の設置など、見本市とともに継続的にサポートしながら相
乗効果となるようなシステムを創設できないか？
・定年制が伸びる中、コロナ感染などによって変わって行く新しい生活様式を先取りするような活動が予想され
る事などを踏まえ、シニア世代への前倒し・早目の活動紹介体制も必要と思われるので、是非検討を！

・オンラインの講座は実施していない。しかし、我々の体験塾の趣旨に、どれだけ近付けられるか、学んでおく必
要はありそうだ。
・学ぶ場があれば参加したい。

・この状況が今後とも続くと予想されるので、活動方法などの抜本的な改革が必要。
・12 月が年度末なので、総会を 3 月 7 日に実施。人数を減らしかつ懇親会を中止したが、実施して良かった。所
轄庁や法務局へも期日前に書類が提出できた。

・主に屋外での活動が多いが、行動変容を求められていることは確か。
・皆で新しい活動の仕方を身につけていくしかない。

・メールに慣れた方が少ない状態ではオンライン会合は難しいと判断。
・従前どおりの活動を続け、出来なく慣れば停止せざるを得ない。

ポストコロナ時代を迎えて、新しい活動としての取り組みに苦慮しながらも、リアルとオンラインでの併用で何
とか活動を続けている。

