
 

 

 

 

学生 2.5%





市民活動ｺｰﾅｰ（教文内）

市民活動ｺｰﾅｰ（大師支所）

市民活動ｺｰﾅｰ（田島支所）

教育文化会館

川崎図書館大師分館

川崎図書館田島分館

川崎区社協

こども文化ｾﾝﾀｰ（川崎区内）

市民活動支援ｺｰﾅｰ（幸区役所内）

幸区市民協働ﾌﾟﾗｻﾞ

幸市民館

幸図書館日吉分館

幸区社協

こども文化ｾﾝﾀｰ（幸区内）

かわさき市民活動ｾﾝﾀｰ

川崎市社協（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興ｾﾝﾀｰ）

なかはらっぱ（中原区区民交流ｾﾝﾀｰ）

中原市民館

中原区社協

こども文化ｾﾝﾀｰ（中原区内）

市民活動ﾙｰﾑ（高津区役所内）

市民活動ﾙｰﾑ（高津市民館内）

市民活動ﾙｰﾑ（ﾌﾟﾗｻﾞ橘内）

高津市民館

高津区社協

こども文化ｾﾝﾀｰ（高津区内）

市民活動支援ｺｰﾅｰ（宮前区役所1F）

宮前市民館

宮前市民館菅生分館

宮前区社協

こども文化ｾﾝﾀｰ（宮前区内）

有馬・野川生涯学習支援施設「ｱﾘｰﾉ」

区民活動支援ｺｰﾅｰ（多摩区役所内7F）

区民活動支援ｺｰﾅｰ（薬事ｾﾝﾀｰ6F）

多摩市民館

多摩区社協

こども文化ｾﾝﾀｰ（多摩区内）

やまゆり（麻生市民交流館）

麻生市民館

麻生市民館岡上分館

麻生図書館柿生分館

麻生区社協

こども文化ｾﾝﾀｰ（麻生区内）

いずれも該当なし

無回答

0%                            50%                        100%

1.4%1.4%

1.4%1.4%

0.0%0.0%

2.0%2.0%

38.5% 38.5% 

8.8%8.8%

4.1%4.1%

1.4%1.4%

2.7%2.7%

0.0%0.0%

5.4%5.4%

3.4%3.4%

0.7%0.7%

0.0%0.0%

0.7%0.7%

0.0%0.0%

1.4%1.4%

0.7%0.7%

0.0%0.0%

2.0%2.0%

3.4%3.4%

0.0%0.0%

1.4%1.4%

1.4%1.4%

0.7%0.7%

2.7%2.7%

0.0%0.0%

0.0%0.0%

0.0%0.0%

0.0%0.0%

2.7%2.7%

(N=148)
この3年間で一番よく利用した施設は？Ｑ
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活動している主な地域が

● かわさき市民活動ｾﾝﾀｰ　51.0%
● 高津市民館　9.8%

● かわさき市民活動ｾﾝﾀｰ
● 川崎区社協
● 市民活動ｺｰﾅｰ（教文内）　20.0％

川崎市全域

川 崎 区

幸 　 区

宮 前 区

● かわさき市民活動ｾﾝﾀｰ　45.9％
● 中原市民館 24.3％

● 高津区社協 23.1％
● 高津市民館  15.4％

中 原 区

高 津 区

● 幸市民館
● 幸市民館日吉分館
● 市民活動支援ｺｰﾅｰ（幸区役所内）　
　　　かわさき市民活動ｾﾝﾀｰ、こ文（幸区内）、川崎市社協　

● こども文化センター（宮前区内）
● 宮前区社協

多 摩 区

● 多摩市民館  36.4％
● 区民活動支援ｺｰﾅｰ（多摩区役所内） 　
     こども文化ｾﾝﾀｰ（多摩区内） 

麻 生 区

● こども文化センター（麻生区内）
● 麻生市民館
● 麻生市民交流館「やまゆり」、麻生区社協

神奈川県内

● かわさき市民活動ｾﾝﾀｰ

活動地域別に上位を見てみると･･･

3年間の

利用傾向を

見てみると･･･

（N=51）

※施設を一か所でも利用したことのある団体を対象

（N=5）

（N=2）

（N=8）

（N=13）

（N=37）

（N=11）

（N=8）

（N=10）

各12.5％

各18.2％

各37.5％

  50.0％

40.0％

25.0％

80.0％

神奈川県外

● かわさき市民活動ｾﾝﾀｰ

（N=3）

66.7％

Ｑ 施設までの
主な交通手段は？
　　　　　　　　　（複数回答）

Ｑ どのくらいの頻度で
施設を利用している？

Ｑ どのような理由で
施設を利用している？
      　　　　　　　　　（複数回答）

川崎市全域を主な活動地域としている団体は
かわさき市民活動センターをどんなふうに利用していますか？

2　自転車　　　　　 50.0％

1　電　 車　　　　　 92.3％

2　月に2,3回 　           30.8％

1　月に1回　　          　34.6％

2　料金が安い・無料 　 　　61.5％

3　活動地域から近い　 　　38.5％

ﾒﾝﾊﾞｰから近い
夜間/休日利用が可

5　ﾒﾝﾊﾞｰ宅から中間地点  26.9％
3　徒歩/バス/車　30.8％ 3　2,3ヵ月/半年に1回  11.5％

1　支援内容  の利用　 　　96.2％

Ｑ Ｑ 施設で利用している
支援内容を教えてください。（複数回答）

 　会議室・研修室以外の
　　 打合せスペース　

1　会議室・研修室　          　　73.1％

3　印刷室　　　　　　　　　　　 　 34.6％

4　 ロッカー　　　　　　　　 　　　　 30.8％

5 　チラシ配架・ポスター掲示 　 26.9％

50.0％2

Ｑ 施設までの
主な交通手段は？
　　　　　　　　　（複数回答）

Ｑ どのくらいの頻度で
施設を利用している？ Ｑ どのような理由で

施設を利用している？
      　　　　　　　　　（複数回答）

2　自転車/電車　 52.9％

1　徒　 歩　　　　　 58.8％

2　週に1回以上 　       23.5％

1　月に2,3回　　          52.9％

2　活動地域から近い　   70.6％

3　メンバー宅から近い    58.8％

4　料金が安い・無料   　 52.9％

5　駐輪場がある 　 　  　 35.3％

3　バス             　29.4％ 3　2,3ヵ月に1回          11.8％

1　支援内容  の利用　 100.0％

Ｑ Ｑ

 　会議室・研修室以外の
　　 打合せスペース　

1　会議室・研修室　           　　64.7％

52.9％2

 　チラシ配架・ポスター掲示
  　 イベント参加/印刷機

35.3％3

 　　ロッカー/助成金等の資金支援
　　 パソコン情報サイトの登録・利用

29.4％4

 　　ホールの利用/情報誌掲載
　　 ﾊﾟｿｺﾝ利用（資料作成）/講座・研修

23.5％5

中原区を主な活動地域としている団体は
かわさき市民活動センターをどんなふうに利用していますか？

30.8％4

支援拠点を利用していない団体

(N=15、複数回答)支援施設を利用していないのはなぜですか？Ｑ
0%                        　　　　  50%                       　　　　100%

支援拠点以外の場を利用

メンバー宅から遠い

活動地域から遠い

予約・登録が煩雑

その他

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ度が低い

子どもと利用しにくい

利用料金が高い

20.0％

13.3％

6.7％

Ｑ (N=15）主に利用している場所はどこですか？

0%                        　　　　  50%                       　　　　100%

前ページに掲げる以外の公共施設

団体独自の事務所

メンバーの自宅・職場

その他

無回答

他団体と共同で借りている事務所

民間の施設

喫茶店やレストラン

13.3％

6.7％

33.3％

0.0％

Ｑ 実際に利用している施設（2ヵ所まで）

【公共施設】
　● 川崎市男女共同参画ｾﾝﾀｰ
　● 川崎市生涯学習ﾌﾟﾗｻﾞ
　● 川崎市総合自治会館
　● 川崎市柿生学園
　● 川崎市産業振興会館
　● かながわ県民ｾﾝﾀｰ
　● かながわ労働ﾌﾟﾗｻﾞ

【民間の施設】

　　● ﾏﾝｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ

【その他】

　　● 町内会館
　　● 里山（保全緑地）
　

施設で利用している
支援内容を教えてください。（複数回答）

・過去3年間の利用状況は、センターが割合として最も高く、38.5％

となっています。次いで中原市民館（8.8％）、川崎市社協及び高津

市民館（5.4％）と続きます。

・活動地域別にみると、活動対象が広域な団体は全市拠点である

センターを利用する傾向にあり、地域では市民館を利用する傾向が

あるようです。

・川崎市全域を活動地域としている団体は、約

9割の団体が電車、5割が自転車を主な交通

手段とし、センターを利用しています。

・月1回程度、施設を利用しているようです。

・約7割の団体が会議室・研修室、5割の団体

がそれ以外の打合せｽﾍﾟｰｽの利用を主な理

由に挙げています。

・料金が安い・無料であることも、約6割の団体

が利用する理由として掲げています。

・センターがある中原区を活動地域としている団体は、

徒歩を第一の交通手段としています（58.8％）。自転車

や電車も5.9ポイント低い52.9％の人が利用する傾向に

あるようです。

・利用頻度としては、月に2,3回利用している団隊が約

5割と最も多い傾向にあります。

・全市拠点と同様、会議室・研修室が約6割、約5割

がそれ以外の打合せｽﾍﾟｰｽの利用を目的として利用

しています。

・163団体中、支援施設を利用していない団体は

15団体（9.2％）でした。

・利用していない理由としては、この調査で定義した

支援施設以外の場を利用していると答えた団体が

100％でした。

・主に利用している場所としては、公共施設（33.3％）

であり、公共施設として具体的には、川崎市共同参

画センター、川崎市生涯学習ﾌﾟﾗｻﾞ、川崎市総合

自治会館、川崎市産業振興会館、川崎市柿生学

園などが挙がっています。

・その他利用していない理由としては2割の団体ﾒﾝ

ﾊﾞｰ宅及び活動地域から遠いことを挙げています。

・ チラシの配架・ポスターの掲示は、区レベルを活動対象としている地域

の方が順位が高い傾向にあるようです。






