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付録　調査票

市民センター活動に関する館長さんへのアンケートのお願い

あまり冬の気配を感じられない今日この頃ですが、お忙しい毎日をお過ごしのことと拝察いた

します。

さて、突然にこのようなアンケートをお願いするのは誠に恐縮ですが、下記の趣旨をご理解い

ただきまして、ご協力をお願いいたします。

市民福祉センターから市民センターに変わり、２年を経過しようとしているこの時期に、市民

センターとしての課題や、今後の活動の方向性等が明らかになってきたことと思います。北九州

市立大学都市政策研究所（産業社会研究所から改称）地域づくり研究会では、北九州市の地域づ

くりに関して数年の間取り組んでまいりました。その過程で、北九州市の地域づくりの公的な中

核として福祉、防犯、子育て支援、環境リサイクル、生涯学習他の多岐にわたる活動を担う市民

センターの活動方針や課題などをこのアンケートで把握し、今後の北九州市の地域の課題や市の

政策的課題を明確にして行きたいと考えております。また、北九州市への政策的提言も視野にい

れています。このような趣旨をご理解いただきアンケートにご協力をお願いいたします。回答は

無記名ですし、率直なご意見をお願いいたします。

なお、回答後は返信用の封筒（切手は不要です）に入れて返送をお願い致します。

集計の結果をお知りになりたい場合は、以下の結果送付希望「あり」に○をつけて、集計結果

の送付先を明記いただければ、送付させていただきます。集計に際して個人名や個別の市民セン

ター名が使われる事はありません。

誠に恐縮ですが、回答していただいた後、２月５日までに返送していただければ幸いです。

ご協力のほど、宜しくお願い致します。

2007年１月25日

北九州市立大学都市政策研究所地域づくり研究会

【ご回答に際してのお願い】

回答は特に指定（自由記述や３つまで選んでください等）のない場合は回答選択肢の番号に一

つだけ○をつけてお答えください。

回答は館長さんにお願いします

アンケートに関するお問い合わせ先 北九州市立大学都市政策研究所　　石塚　優

093-964-4310

集計の結果送付希望　　　　　　あり

送付先住所及びセンター名
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市民センター館長さんへのアンケート

問１　新新子どもプランでも、地域の市民センターでの子育て支援の推進が重視されています。貴セン
ターでの子育て支援の現状についてお尋ねします。

（１）市民センターにフリースペ
ースはありますか。ない場合は
（２）へ進んでください。

ある場合　　　　月に（　　　　　　　　　　　　　）回

　　　　　　　　週に（　　　　　　　　　　　　　）回

およその平均来訪者数（　　　　　　　　　　　　　）人／月

（２）市民センターで活動してい
る育児サークルはありますか。
ある場合に、その種類とサーク
ル名について教えてください。
ない場合は（３）へ進んでくださ
い。

自主サークルの場合→サークル名

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保健師さんが関わるサークル名

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他のサークル名

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）乳幼児親子対象の習い事や、趣味のサー
クルで定期的に活動しているグループがあれ
ば、そのグループについて教えてください。な
い場合（４）へ進んでください。

サークル名（　　　　　　　　　　　　　　　）

その内容（例えば、リトミック、ベビーマッサージ等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

（４）教育委員会登録の「子育てサポーター」はいますか。
いる場合は人数を教えて下さい。いない場合は（５）へ進んでください。

いる場合
（　　　　　　）人

（５）フリースペースやサークルなど、子育て支援について、センターとして心がけていることがあ
ったら教えてください。

心がけていること：

問２　館長研修についてお尋ねします。

（１）市民センター新任館長研修
の内容は十分でしたか。

１．有意義だった　　　　　　　　２．どちらともいえない

３．あまり参考にならなかった　　４．その他（　　　　　　　）

（２）（１）で「あまり参考にならな
かった」と回答された方に伺いま
す。今後どのような研修を取り入れ
て欲しいですか。

１．館長としての実務　　　　２．接遇

３．対人援助技術　　　　　　４．管理監督者研修

５．地域組織関係　　　　　　６．市としての主催事業

７．ボランティア・ＮＰＯ　　 ８．その他（　　　　　　　　）

（３）今後特に充実して欲しい研修内
容がありましたら、１つだけ選んでく
ださい。

１．生涯学習活動　２．まちづくり活動　３．保健福祉活動

４．環境保護・環境美化活動　　　５．青少年育成活動

６．防犯・防災活動　　７．その他（　　　　　　　　　　）



― 81 ―

問３　まちづくり協議会等との関係についてお尋ねします。

（１）まちづくり協議会の中での館長の位置づけはありますか。 １．ある　　　２．ない

（２）（１）で「ある」と回答された方に伺います。
どのように位置づけされていますか。

１．理事　　２．顧問　　３．事務局長

４．事務局　　５．その他（　　　　　　　）

（３）自治会や校区社協と
の関係について、協力体制
をとっていますか。

１．両方とも常に協力体制をとっている

２．両方とも時々協力体制をとることがある

３．両方とも協力体制をとることは無い

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４　「ひまわり文庫」や本のコーナーの利用状況についてお尋ねします。

（１）一日の平均利用者数
１．０～５人　　　２．６～10人　　　３．11～20人
４．21人以上　　　５．不明

（２）最も多い利用者の年齢層

１．乳幼児　　　　　　　　 ２．小・中学生

３．高校生以上学生層　　 　４．青年層（18～35位）

５．中年層（36～60歳位）　　６．高齢者（おおむね60歳以上）

（３）「ひまわり文庫」や本のコー
ナーの存在は、周辺住民に知られ
ていると思いますか。

１．よく知られている

２．知られているが、関心をもたれていない

３．あまり知られていない　　　４．わからない

（４）利用者からの要望としてあが
っているのはどんなことですか。

１．貸出冊数・貸出期間　２．配本の冊数・種類

３．予約・リクエスト　　４．本の検索や新刊書など図書情報

５．要望はない　　　　　６．その他（　　　　　　 　　　）

問５　「ひまわり文庫」以外の市民センターの蔵書についてお尋ねします。

（１）ひまわり文庫以外に、
館内には何冊ぐらいの本が
ありますか。

１．1001冊以上　　　２．1000冊～501冊　　　３．500冊～101冊
４．100冊以下　　 　５．不明

６．ひまわり文庫以外には本のコーナーはない

（２）郷土や地域に関する資
料や本などを所蔵・収集を
していますか。

１．所蔵・収集している　　２．所蔵しているが収集はしていない

３．所蔵・収集していない　４．わからない

（３）郷土や地域に関する図
書や資料などの寄贈があり
ますか。

１．図書・資料などの寄贈がある。寄贈されたものすべて、もしくは
一部を受け入れている。

２．図書・資料などの寄贈はあるが受け入れていない。
３．図書・資料などの寄贈はない。　　　４．わからない
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問６　これからの「ひまわり文庫」や図書の利用についてお尋ねします。回答は当てはまるすべての番
号を選んでください。

（１）「ひまわり文庫」所轄
の図書館に期待することは
なんですか。

１．配本数・配本頻度の増加　　２．新刊書の充実

３．予約やリクエストへの対応　４．書籍の検索や図書館情報の伝達

５．貸出業務の改善　　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　）

（２）市民センターで利用・
所蔵したい図書・資料を教
えてください。

１．新刊書　　　　　　　２．郷土関連の図書資料

３．児童書・実用書　　　４．大活字本・点字本

５．読み聞かせや育児支援のための大型絵本・めくり絵など

６．利用・所蔵したい図書・資料はない

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問７　社会教育・生涯学習との関係についてお尋ねします。

（１）市民センターは、「地域づくり・まちづくり活動」「保健福祉活動」「生涯学習活動」をはじめ「防

犯・防災」「環境」「教育」「福祉」など多様な役割が求められていますが、貴センターではそれぞれ

の課題のバランスはどのようになっていますか。

１．いろいろな課題がバランスよく展開されていると思う

２．どちらかというと、バランスはとれていると思う

３．特定の課題に偏りがちになっている

４．よく分からない

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）市民センターの多様な役割の中で、生涯学習活動の位置づけについてどのようにお考えですか。

１．全ての事業の基底に学習や「学び合い」があり、大切なことだと位置づけている

２．市民センターの多くの課題・役割の１つだと考えている

３．公民館とは違うのだから、ことさらに生涯学習について考えていない

４．生涯学習は住民が自ら行うものであるから、施設（部屋）や資料の提供をすればよいと思う

５．よくわからない

６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）生涯学習の中で特に大切にしている（又は力を入れている）項目を、３つまで選んでください。

１．講座・講習・講演会など、市民センターが主催する生涯学習事業

２．クラブ・サークルなど、住民の自主的・創造的な学習活動の支援（条件整備）

３．条例・規則・要綱などに基づいて施設（部屋）や備品を提供

４．子育て支援、環境美化、地域福祉などの課題を解決するための「学び」の部分を重視

５．学習情報の提供　　　　６．学習相談に応ずる

７．住民の学習ニーズの把握　　　　８．学習成果の地域還元のコーディネート

９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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（４）生涯学習に関する予算についてどのように考えていますか。

１．現状程度で十分だと思う

２．十分ではないので、関係部局の企画事業なども取り入れて、補いながら工夫している

３．年々予算縮小で、住民の学習ニーズに答えるのが困難になっている

４．予算を使い切れずに残すこともある

５．生涯学習は自己学習に任せればよいと思うので、市の予算措置は必要ない

６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（５）生涯学習事業の企画・立案の方法について２つまで選んでください。

１．主に館長が企画・立案している

２．館長・職員・生涯学習推進コーディネーターなどで話し合って行っている

３．センターの担当職員か、生涯学習コーディネーターに任せている

４．センターとまち協の役員などが協議して決めている

５．まち協の生涯学習部が中心になって行っている

６．まち協の生涯学習部とセンターが相談して決めている

７．特に決まった方法はなく、ケースバイケースで行っている

８．住民の有志などから委員を公募し、企画委員会を設けて行う場合もある

９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（６）「まちづくり協議会」の中に生涯学習部がありますか。

１．ある　　　２．ない　　　３．今はないが検討中　　　４．その他（　　　　　　　　　）

（７）生涯学習総合センターや、社会教育主事・主事補との関係についてお尋ねします。

１．十分な連携がとれている

２．もっと緊密な連携がとれるようにすべきだと思う

３．ケースバイケースで連携できればよいので、特に問題は感じていない

４．それらの存在がよく見えない

５．あまり必要を感じない

６．よくわからない

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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問８　センター活動の企画についてお尋ねします。

（１）あなたが館長になってから、これまでにない新たなプログラ
ム（新規事業）を企画したことがありますか。ない場合は問９へ

１．ある　　２．特にない

３．その他

（２）新規事業を
企画したことが
ある方にお伺い
します。ない場
合は問９へお進
みください。

①　その事業名をお知らせください。
事業名称

②　企画の際、まちづくり協議会とは別に、
一般住民が参加する機会はありましたか。

１．あった　　２．なかった

③　一般の方が参加す
る場合、どのような方
法で参加しましたか。

１．公募に応募する

２．センターでの活動を通して提案する

３．その他（具体的に　　　　　　　　　　　）

問９　センターの運営についてお尋ねします。

（１）センター活動を活発にするために、人材の確保（掘り起こし）
や育成について特別に取り組んでいることがありますか。

１．ある　　２．特にない

（２）（１）で取り組みをしている場合、その内容
あるいは方法を具体的にお書きください。

内容や方法

（３）事務局体制についてセンターとして特に工夫していることが
ありますか。

１．ある　　２．特にない

（４）（３）で工夫している場合、その内容あるい
は方法を具体的にお書きください。

内容や方法

（５）センター事業の実施する際に、センターとして特に工夫して
いることがありますか。

１．ある　　２．特にない

（６）（５）で工夫している場合、その内容あるい
は方法を具体的にお書きください。

内容や方法

（７）センターの活動に関する情報を地域の人たちと共有する方法
について、特に工夫していることがありますか。

１．ある　　２．特にない

（８）（７）で工夫している場合、その内容あるい
は方法を具体的にお書きください。

内容や方法
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問10　行政との関係についてお尋ねします。　

（１）センター活動をより活発にするために行政に望むことはありますか。 １．ある　２．特にない

（２）（１）である場合、それはどういうこ
とですか。具体的にお書きください。

内容や方法

（３）センター活動をより活発にするために地域にある企業に望むことは
ありますか。

１．ある　２．特にない

（４）（３）である場合、それはどのような
ことですか。具体的にお書きください。

望むこと

（５）まちづくり協議会や町内自治会等の市
民センター運営に参加している団体を全て
選んでください。

１．まちづくり協議会　　２．町内自治会

３．子ども会　　　　　　４．老人クラブ

５．婦人会　　　　　　　６．校区社会福祉協議会

７．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　）

（６）自主財源はありますか（例えば古紙回収等）

最後に館長さん自身についてお尋ねします。

（１）性別を教えて下さい １．男性　　　　２．女性

（２）年代を教えて下さい

１．20歳代　　　２．30～34歳　　３．35～39歳　　４．40～44歳
５．45～49歳　　６．50～54歳　　７．55～59歳　　８．60～64歳
９．65～69歳　　10．70～74歳　　11．75歳以上

（３）館長をされる前のご職

業は何ですか。
１．役所関係　　２．学校長等　　３．民間企業等　　４．その他

（４）館長には公募でなられ

ましたか
１．推薦・任命　２．一般公募　　３．現職　　　　　４．その他

（５）任命の場合はどのよう

な経緯による任命ですか

１．役所ＯＢ　　２．学校関係　　３．社会教育関係

４．元館長　　　５．民間企業　　６．その他

ご協力ありがとうございました。

お手数ですが同封の返信用封筒に入れて返送をお願い致します。




