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大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成28年度第1回会議 会議録 

 

 

平成28年4月16日、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成28年度第1回

会議を大垣市多目的交流イベントハウス1階・展示室において開いた。 

 

 

１ 議題 

⑴ 平成27年度大垣市市民活動助成事業について 

⑵ 平成27年度大垣市かがやき市民手づくり協働事業について 

⑶ 大垣市まちづくり市民活動支援センターの運営実績について 

 

２ 委員の出欠 

出席委員（敬称略） 

委 員 長  菊 本   舞   副委員長  小 林 昌 廣 

委  員  山 下 洋 平   委  員  山 崎   守 

委  員  長 瀬 ちえ子   委  員  市 來   圭 

委  員  上 田 弘 美   委  員  中 村 広 美 

 

欠席委員（敬称略） 

委  員  久 本 たき子   委  員  大 橋 浩 司 

 

３ 事務局出席者 

かがやきライフ推進部長  原   善 孝 

市 民 活 動 推 進 課 長  杉 田 昭 子 

市 民 活 動 推 進 課 主 幹  國 枝 義 典 

市 民 活 動 推 進 課 主 事  大 橋 良 太 

市 民 活 動 推 進 課 主 事  林   慎 也 

 

４ 出席団体 

翠耀会 

ＯＥＶみどりの会 

健康マージャンおおがき 

大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

日本クレイアニメーション協会 
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特定非営利活動法人森とＩＴ 

ぎふ絵本づくりの会 

大垣市民踊協会 

特定非営利活動法人くすくす 

特定非営利活動法人岐阜・楽しい家づくり協会 

特定非営利活動法人地域産業支援ネットワーク 

 

9時30分 開会 

杉田市民活動推進課長 

皆さま、こんにちは。本日は大変お忙しいところ、大垣市まちづくり市民活動育成支援

推進委員会 平成28年度第1回会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、本日の司会を務めさせていただきます、大垣市市民活動推進課長の杉田でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

はじめに、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、報告会の次第、

事業一覧、事業報告書の資料№1から№12までとなります。資料不足等ございましたら、

係員にお申し付けください。 

それでは、大垣市かがやきライフ推進部の原部長より、ごあいさつを申し上げます。 

 

※原かがやきライフ推進部長：あいさつ 

 

杉田市民活動推進課長 

それでは、以降の進行につきましては、菊本委員長にお願いいたします。 

 

菊本委員長 

皆さま、おはようございます。大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の委員長

を務めております菊本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

今日は、市民活動助成を受けられた団体の皆さまからの事業報告会ということで、ぜひ

皆さまからいろいろなお話をお伺いしたいと思います。 

それでは、早速ですが、事業報告を進めてまいりたいと思います。報告につきましては、

お手元の資料に従いまして、進めさせていただきます。各団体とも10分以内で報告をお

願いいたします。今回、春と秋に募集がありまして、たくさんの団体の皆さまからご応募

いただきましたので、報告団体は多数ありますが、円滑に進めたいと思っておりますので、

皆さまにもぜひご協力いただきたいと思います。団体の皆さまからご報告をいただいた後、

委員の皆さまから質疑をいただきたいと思います。委員の皆さまにおかれましては、団体
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育成の見地からも、報告に対する忌憚ないご意見やご質問をよろしくお願いいたします。 

報告に先立ちまして、市民活動団体設立助成について、事務局からご説明いただきます。 

 

國枝市民活動推進課主幹 

市民活動団体設立助成について説明をさせていただきます。 

市民活動団体設立助成については、市民活動団体に登録して3年以内の団体を対象に備

品購入費の助成を行っており、助成率は10分の10、助成の上限は20,000円となっており

ます。助成させていただいた団体は、金生山ゆうすげを育てる会さんに物置を、遊び文字

青水会さんには色紙額を、結の会さんには農菜園作業用備品を、みほネット・リンクさん

にはポータブルＤＶＤプレイヤーを、福和家福和会さんには折りたたみテーブルを助成さ

せていただきました。説明は以上でございます。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。 

続きまして、「初めの一歩助成」ということで、昨年度は4団体が助成を受けられてい

ますので、報告をお願いしたいと思います。 

資料№1、翠耀会さんの「広げよう！ボランティアの輪」事業です。それでは、翠耀会

さんお願いします。 

 

※翠耀会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご質問等がございましたらお

願いします。 

 

市來委員 

助成を受けたことで、パンフレットあるいはチラシ等を作成することができ、新しい出

会いにつながったことは大変うれしく思います。三城保育園、北小学校で講演をされた際

に、当初期待していなかった効果やエピソードがあれば教えていただきたいと思います。

また、今までの活動の中での気付き等があれば、合わせて教えてください。 

 

翠耀会 

三城保育園で講演を行うにあたり、保育園児は我々の話を聞いて本当に内容を理解でき

るだろうか、どういう方法で話したら理解できるのかと悩みました。そこで私たちのス

タッフの女性が講演したところ、非常に熱心に、礼儀正しく聞いていただけました。約
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20分程度の話をさせていただいたのですが、騒がず熱心に聞いていただき、感動を覚え

ました。北小学校4年生の皆さんには、保育園とは違う形で講演を行いました。一生懸命

集めていただいた27.5キロの文具を私が代表で受け取りましたが、そのときの感動は非

常に強いものがありました。 

 

市來委員 

ありがとうございます。 

 

長瀬委員 

秋のつどい、春のつどい等で職業訓練品等の販売をしていらっしゃいますが、楽しみに

しております。その際に購入したバッグについて尋ねられたこともありますので、今後と

も元気ハツラツ市等でのＰＲを続けていただければと思います。 

 

翠耀会 

先ほどは申し上げませんでしたが、秋のつどい等でも活動させていただいております。

ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

よろしいでしょうか。翠耀会さんにつきましては、今年度も助成を受けて事業を実施さ

れるということですが、15年間積み重ねてきた経験を生かし、保育園のお子様から中高

生まで、様々な年代別の取り組みで活動を広げていただける可能性があると思いながら聞

いておりました。今年度も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。ありがと

うございました。 

続きまして、資料№2に移らせていただきます。ＯＥＶみどりの会さんの「緑あふれる

学校づくり事業」です。それではＯＥＶみどりの会さん、よろしくお願いします。 

 

※ＯＥＶみどりの会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまからご意見、ご質問等いただければと思います

が、いかがでしょうか。 

 

山下委員 

活動実績書では、活動場所が東中学校や東小学校となっていますが、今年度はこの地域

を中心に実施されたということでしょうか。それとも毎年様々な地域で実施するというこ
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とでしょうか。 

 

ＯＥＶみどりの会 

その他の地域については実施しておりません。 

 

山下委員 

東中学校、東小学校を中心に実施されているということですね。分かりました。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。 

 

市來委員 

報告ありがとうございます。成果として、地域とのコラボレーションや生徒とのコミュ

ニケーションができたということをお話しいただいたのですが、地域とのコラボレーショ

ンというのは具体的にはどんな団体とどのようなことができたのか、また、生徒とのコ

ミュニケーションというのは具体的にどのようなものか、もう少し詳しく教えていただき

たいと思いますので、お願いします。 

 

ＯＥＶみどりの会 

地域とのコラボレーションにつきましては、東地区の社会教育推進委員の方に活動に参

加いただいております。後片付けの30分から1時間程度の参加ですが、それでも私たちに

とってはありがたいことです。また、生徒とのコミュニケーションというのは、1つは、

小学校で毎回お昼休憩をとっているのですが、その際に、校長先生の配慮で、生徒の代表

の方が私たちのところへ来て、5分程度の意見交換の場や、お礼の言葉をいただく場を設

けていただいているということです。また、13時30分頃から校内掃除が始まるのですが、

その際に私たちのところへ来ていただき、一緒になって袋詰め等の作業を行っているとい

うことがあります。 

 

市來委員 

ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。先程、東地区限定で活動しているという

お話もありましたが、会の皆さまには、活動をもっと広めていく等の様々な思いがあるの

ではないかと思います。ぜひ、職業訓練センターの剪定講座修了者の皆さまにもこうした
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ネットワークに入っていただいて、つながっていけるといいかと思います。そのためにも、

残材の処理について、残材として処理するのではなく、材料として使っていただける団体

とのコラボを協働という形で行うことができれば、もっと活動が広がっていくのではない

かと思います。今年度も期待しておりますので、どうぞよろしくお願いします。ＯＥＶみ

どりの会さんありがとうございました。 

次に資料№3、健康マージャンおおがきさんの「健康マージャンを通じて地域交流を！」

事業です。健康マージャンおおがきさんよろしくお願いします。 

 

※健康マージャンおおがき：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまいかがでしょうか。ご質問等があればいただき

たいと思います。特にございませんでしょうか。では、私から一点だけお伺いしたいと思

います。発表にもありましたが、今回の事業の広報活動における大垣市咲楽への掲載料に

ついては、申請いただいた際に委員会でも議論になったのですが、実際にどの広報活動が

一番効果的だったかということについてはいかがでしょうか。 

 

健康マージャンおおがき 

広報おおがきが一番効果的であったと思っております。広報おおがきは無料で掲載して

いただけるので、ありがたかったです。また、チラシを各地区センター等、市の公共施設

に置いていただき、それ見た方から反響がありました。友人からの口コミにより多く集

まったというところもあります。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。マージャンのイメージも大きく変わり、今後の目標としても、

高齢者のコミュニティ作りに貢献していきたいとのことでしたので、今年度の活動も期待

したいと思います。ありがとうございました。 

それでは資料№4、大垣市グラウンド・ゴルフ協会の「グラウンドゴルフで楽しく健康

づくり」事業です。大垣市グラウンド・ゴルフ協会さん、よろしくお願いします 

 

※大垣市グラウンド・ゴルフ協会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまからご意見、ご質問等いかがでしょうか。 
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市來委員 

報告ありがとうございました。報告にもありましたが、収支決算の報告は基本的に助成

金で賄った経費のみ掲載されているということで理解したのですが、それ以外にも会が負

担した経費、あるいは参加料で賄った経費があるということでよろしいでしょうか。 

 

大垣市グラウンド・ゴルフ大会 

 はい。 

 

市來委員 

どのような経費があったのか教えてください。 

 

大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

昨年度2回大会を開催しましたが、創立記念大会は助成対象から除外し、対象を会長杯

のみにしましたので、印刷費や会場費の支出となっています。創立大会では、法人の方々

から協賛金を頂き、それで運営できたということです。今年はゼッケンを400枚作成した

いと計画していますが、その費用が70万円程かかります。本年度もご協力いただいてい

る企業がありますので、その支援もあって実施できるかと思います。できるなら助成対象

としていただけるとありがたいのですが、いろいろと規定があるかと思いますので、見

守っていただきたいと思います。 

 

市來委員 

ありがとうございました。協賛金等でかなりの額を賄うことができているかと思います

ので、頑張っていただけたらと思います。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。本年度も期待しております。ありがとう

ございました。 

続きまして、「市民活動助成」のご報告をいただきたいと思います。市民活動助成は 

4団体に事業を実施していただきました。はじめに資料No.5、日本クレイアニメーション

協会さんの「親子で作るクレイアニメ体験教室事業」です。日本クレイアニメーション協

会さんよろしくお願いします。 

 

※日本クレイアニメーション協会：事業報告書に基づき発表 
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菊本委員長 

ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、皆さまいかがでしょうか。ご

質問等いただければと思います。特にございませんでしょうか。 

 

山下委員 

予算額と決算額についてですが、使用料及び賃借料は会場費かと思うのですが、予算が

26万円に対して決算が6万円となっております。これはどういった要因でしょうか。 

 

日本クレイアニメーション協会 

パソコンをなるべく知人に借りることで、パソコン借上料を削減し、会場使用料のみに

なったということです。情報工房を使用して実施するということは、パソコンを借りるこ

とができるなどの利点があったのですが、本年度は他の団体がパソコンを全て借りていた

ため、情報工房で開催するメリットがなくなりました。今年度は多目的交流イベントハウ

ス等の使用料の安価な施設を借りて実施しようと考えておりますが、そうすることで会場

費をもっと削減できるのではないかと思っています。3回の助成が終了した来年度からは

民間での実施になりますが、それでも開催できる方法を模索するなかで、費用の削減を検

討しているという面もあります。 

 

山下委員 

ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。日本クレイアニメーション協会さんは、

自立に向けて本年度も試行錯誤されながら事業を続けていくことになると思います。報告

にもありましたとおり、健常者、障がい者を問わず、幅広い世代で楽しめるような取り組

みですので、ぜひ継続していただけるよう、本年度も事業に取り組んでいただきたいと思

います。ありがとうございました。 

続きまして資料No.6、特定非営利活動法人森とＩＴさんの「スマートフォンで巡る街

中ダンジョンクエスト事業」です。それでは、特定非営利活動法人森とＩＴさん、よろし

くお願いします。 

 

※特定非営利活動法人森とＩＴ：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまからご質問やご意見等いただきたいと思います
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がいかがでしょうか。 

 

市來委員 

報告ありがとうございました。参加者を増やそうという工夫をされたようですけれども、

なかなか参加者が集まらなかったのは少し残念です。経費の中で、謝金に計上されている

チラシの委託料やアプリケーション開発委託料というのは、個人の方にお願いをしたので

すか。 

 

特定非営利活動法人森とＩＴ 

はい。 

 

市來委員 

それぞれ別々の方にお願いをしたということですか。 

 

特定非営利活動法人森とＩＴ 

はい。デザインについては個人事業主の方、アプリケーションについてはゲームを開発

しているところにお願いしました。 

 

市來委員 

参加者があまり集まらない中で、開発にお金をかけすぎてしまったのは残念なところか

と思います。今後の展開として、スマートフォンだけではなくアナログでもできるように

したらどうだろうかという声もあったということですが、何かお考えがあったらお聞かせ

ください。 

 

特定非営利活動法人森とＩＴ 

9月からガイドブックを作成したので、併用しながら開催できればと思います。 

 

市來委員 

ありがとうございます。 

 

小林委員 

ガイドブックを読む形式で楽しむということでよろしいでしょうか。 

 

特定非営利活動法人森とＩＴ 

クイズを解く冊子と、景観をまとめた冊子からその景観を探しだすようなイメージです。 
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小林委員 

スマートフォンやｉＰａｄ等の貸し出しは考えられたのでしょうか。 

 

特定非営利活動法人森とＩＴ 

貸し出しを行いました。 

 

小林委員 

それでもあまり効果はなかったということですか。 

 

特定非営利活動法人森とＩＴ 

はい。機器を触ったことがないと言われることもありました。 

 

小林委員 

私の意見ですが、コンテンツの問題でないかと思います。元気ハツラツ市に来られた方

を対象とするのか、若い人たちを対象とするのか、大垣に関心のある人たちを対象とする

のかでコンテンツも変わると思うのですが、そのあたりの一貫性が無いところが問題かと

思います。大垣でスマートフォンでしか見られない場所を紹介する等、珍しいコンテンツ

を提供する工夫をされると、ファンがついてくるのではないでしょうか。リピーターがで

きてもよい企画だと思いますので、更にコンテンツを工夫していただければと思います。 

 

特定非営利活動法人森とＩＴ 

ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。昨年、岐阜経済大学と全国の大学生を街

に招いて行ったまちづくりカレッジという企画と連動させていただいたのですが、学生か

らも好評でした。大雨の日だったのですが、天気が良かったらもっと楽しかったという反

応もありました。先ほど小林委員もおっしゃっていたとおり、ターゲットを絞って、そこ

に届くようなＰＲと工夫を今後も続けていただけたら、より面白く街を楽しむ仕掛けの一

つになるのではないかと思います。ありがとうございました。 

続きまして資料No.7、ぎふ絵本づくりの会さんの「世界で一冊の絵本づくり教室開催

事業」です。それでは、ぎふ絵本づくりの会さんよろしくお願いします。 

 

※ぎふ絵本づくりの会：事業報告書に基づき発表 

 



11 

菊本委員長 

ありがとうございました。それでは委員の皆さまからご質問・ご意見等いただければと

思います。いかがでしょうか。 

 

長瀬委員 

参加募集のチラシに、参加費として2,000円、1組2名で10回分とありますが、10回全て

受けられた方は3組だけということですが、10回全て受けられなかった場合、参加費はど

うなるのでしょうか。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

最初に説明会を行い、来られた方に参加費を払っていただきました。参加費を払った方

に次から参加していただくということです。 

 

長瀬委員 

途中で1回、2回だけ参加された方も同じ参加費ということですか。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

2回目、3回目から参加された方もいます。そういう方も10回分ということで2千円頂き

ました。 

 

長瀬委員 

受けられなかった方の分はどうされたのですか。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

1回目は説明会ということで、無料で参加していただきました。 

 

長瀬委員 

受けられなかった方に10回分の材料等はお渡しされたのですか。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

参加費を払われた方は教材費1,500円も必要になりますから、両方頂きました。1人

3,500円です。 

 

長瀬委員 

全員の方から、10回受けられなくても3,500円頂いたということですか。 
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ぎふ絵本づくりの会 

実際は来られなかった方が6組程いましたが、3組の方から3,500円頂いております。 

 

長瀬委員 

他の方についてはどのようにされたのでしょうか。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

説明会だけ来られて、後は来られませんでした。 

 

長瀬委員 

途中からの参加も可とありますが、こちらについてはいかがでしょうか。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

市の中心部で実施しようということで始めたのですが、スイトピアセンターの会場使用

申請が3ヶ月先までとなっており、また、11月には市の事業もあったため、会場を大垣市

情報工房に変更しました。その際にチラシも増刷し、少しでも参加者を増やすためチラシ

を地区センターへ配布しましたが、反応がありませんでした。 

 

長瀬委員 

10回参加しないといけないと思われた方もいるのではないでしょうか。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

参加費を頂いた方にも欠席者はありました。お子さんが忙しい、学校の行事等の理由で

すぐに帰られた方もいました。帰られた方には、10回分の材料費はお返ししました。 

 

長瀬委員 

 わかりました。 

 

ぎふ絵本づくりの会 

今回の結果は私たちの会の財産となりました。来年は助成の有無に関わらず、小規模で

も、地域で活動していきたいと思います。子どもたちにも集まってもらい、1つの社会貢

献ということで継続していきたいと思っています。 

 

菊本委員長 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。当初計画したとおりには参加していた
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だけなかったとのことでしたが、少ない人数でも参加していただけた方にとっては非常に

充実した講座になったということですので、今後もリニューアルして続けていただければ

と思います。ありがとうございました。 

続きまして資料No.8、大垣市民踊協会さんの「郷土民踊の保存・伝承事業」です。そ

れでは、大垣市民踊協会さんよろしくお願いします。 

 

※大垣市民踊協会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまからご意見等いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

長瀬委員 

絵図だけでは分からないので、ＤＶＤ等の踊っている映像があるというのはとても分か

りやすいことだと思います。素晴らしいものを作っていただきありがとうございました。 

 

大垣市民踊協会 

図書館や各地区センターに置いていただいて、皆さまに広く活用していただきたいと思

います。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。 

 

市來委員 

報告ありがとうございました。作成された絵図やＤＶＤは図書館や地区センターに寄贈

されるということですが、今後の活動方針にこれを活用して普及を図りたいとありますが、

具体的にはどのような活動を考えていらっしゃるか、予定があれば教えてください。 

 

大垣市民踊協会 

年に1回、盆踊り講習会で市民を対象とした盆踊り曲の講習を行っております。各地区

センターから要望があれば、指導者が出向いて指導させていただきたいと思っております。 

 

市來委員 

ありがとうございました。 
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菊本委員長 

よろしいでしょうか。今年度は保存という点に特に力を入れられ、そしてＤＶＤができ

たということですが、今後は事業名にもなっております伝承事業でご活躍いただきたいと

思っております。ありがとうございました。 

それでは、ここからは市民活動団体提案型の協働事業「かがやき市民手づくり協働事業」

の報告に移りたいと思います。かがやき市民手づくり協働事業は昨年度3団体が事業を実

施されました。まず資料No.9、特定非営利活動法人くすくすさんの「ようこそ！大垣事

業」です。それではくすくすさん、よろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人くすくす：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまからご意見等いただきたいと思います。 

 

市來委員 

報告ありがとうございました。これからは移住定住を推進していかなければならない時

代でもありますので、ぜひ頑張っていただきたい事業だと思います。チラシを子育てハン

ドブックに挟んで配布していただく等、市との協働を進められているようですが、今後、

転入手続等の際に市から渡される情報の中にこういうものを加えてもらうといった話はあ

るのでしょうか。 

 

特定非営利活動法人くすくす 

ありがとうございます。残念ながら、協働事業が終了したところで一旦事業は打ち切り

となっておりますが、今後も市へ働きかけていきたいと思っております。また、違う実施

方法も考えていきたいと思っております。国の支援事業で、戸別訪問等を行うことができ

る事業がありますが、こちらの事業で転入者に対して何らかのサービスを提供することが

今後可能になってくるかと思いますので、事業を展開できたらと思います。 

 

市來委員 

ありがとうございました。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。この事業は、子育て日本一を掲げる大垣市にとって非常に重要

な市民活動事業だったと思います。協働事業としては一旦終了となりますが、先ほどお話

にありましたように、地域創生や移住定住、子育て支援、出生率の増加等に自治体として
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どう取り組んでいくかというとき、こうした取り組みは一つの大きな力になっていくと思

いますので、今後とも活躍を期待したいと思います。どうもありがとうございました。 

続きまして資料No.10、特定非営利活動法人岐阜・楽しい家づくり研究会さんの「街な

かの空き家を再生して大垣を活性化するプロジェクト」です。それでは、特定非営利活動

法人岐阜・楽しい家づくり研究会さんよろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人 岐阜・楽しい家づくり研究会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまからご意見、ご質問等いただきたいと思います。 

 

市來委員 

報告ありがとうございました。古民家を借りた方が、ボランティアを集め、改修を行っ

たと思うのですが、その他に物件費や材料費についても、その方が負担されたということ

ですか。 

 

特定非営利活動法人 岐阜・楽しい家づくり研究会 

新聞にも先日掲載されましたが、700万円程支出されたということを聞いています。 

ボランティアの方たちには昼食を出して、作業を行ってもらったようです。 

 

市來委員 

改修された後はお店を開かれたということでしょうか。 

 

特定非営利活動法人岐阜・楽しい家づくり研究会 

蔵はギャラリーに改装されており、大垣市内の作家が作ったものを販売しています。母

屋ではイベント等を実施していますが、メインはドッグランになります。庭や畑をドッグ

ランに改修されていますが、もともと犬が好きな方だったので、それをやりたくてこの事

業に応募されたということです。 

 

市來委員 

ありがとうございました。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。こうした取り組みは、大垣市の市民活動の領域としては新しい

分野という感じがします。従来の市民活動助成事業というのは、不特定多数の方に呼びか
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け、どんな方でも参加できる枠組みを用意する講座型のものが多かったと思うのですが、

これからは、大垣市内だけでなく様々な地域から、大垣に戻りたい、大垣に移り住みたい

という方を対象に、先ほどのくすくすさんの事業でも移住・定住との関連でお話しされて

いたような事業と関わっていくことや、空き家巡りツアー等、様々な形の市民活動として

発展していく可能性があるかと思っております。ありがとうございました。 

続きまして、最後の団体の発表になりますが、資料No.11、特定非営利活動法人地域産

業支援ネットワークさんの「中小事業者向け人材育成セミナー及び個別相談開催事業」で

す。それでは、特定非営利活動法人地域産業支援ネットワークさんよろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人地域産業支援ネットワーク：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまからご質問・ご意見等いただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

山崎委員 

人材育成セミナーについて、370人ぐらいの受講生がいたということで、非常に効果が

あったかと思います。いずれにしても、人材育成は企業の発展には必要なことですので、

ぜひ今後も続けていただけたらありがたいと思います。個別にもっと詳しく教えたいこと

もあったとおっしゃっていましたが、そちらについても続けていただけたら非常に効果が

上がると思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。一点お伺いしたいのですが、これま

でにも会員向けにこうした講座を進めてきたということですが、昨年度の協働事業の実施

にあたり、一般の方、あるいはこれまで関わりのなかった中小企業へどう広めていくかと

いうことが課題だったと思うのですが、参加された方々は、会員の会社から参加された方

が多かったのか、新たにこれまでつながりのなかった中小企業からの個別相談につながる

こともあったのか教えてください。 

 

地域産業支援ネットワーク 

比率でいいますと8割は私たちの会員の参加でしたが、中小企業の事務所の方で口コミ

やチラシを見て来られた方が2割程いました。 
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菊本委員長 

ありがとうございます。こうした新しい広がりにつながっていくということで、今後も

継続を期待したいと思います。ありがとうございました。 

団体の皆さまには様々なかたちでご活躍いただき、ありがとうございました。これで団

体からの報告は終了となります。続きまして、大垣市まちづくり市民活動支援センターの

運営実績について事務局から報告をお願いいたします。 

 

國枝市民活動推進課主幹 

では資料No.12「平成27年度大垣市まちづくり市民活動支援センターの運営実績につい

て」をご覧ください。大垣市まちづくり市民活動支援センターはこちらの多目的交流イベ

ントハウスの中に設置しておりますが、市民活動育成支援のための貸館業務のほか、市民

活動団体や事業の情報発信、ＮＰＯ法人設立や団体運営等に関するサポート業務等を行っ

ております。平成27年度の主な活動の実績でございますが、まず1の市民活動セミナーに

つきましては、年4回実施しました。市民活動団体が興味をお持ちの地域創生やマイナン

バーといった内容の講座を開催しまして、毎回20名から30名の受講者の方が参加されま

した。2の市民活動相談でございますが、こちらは電話で相談を受けたり、直接来館され

たりということですが、1,052件ございました。主な相談内容としましては、団体運営の

今後の方向性について、イベントに参加していただける団体・講師を紹介してほしい、市

民活動助成について、事業のＰＲ方法について、イベントでのボランティアの活用につい

てといった相談があり、対応させていただきました。3の市民活動ロビー展では、1階の

展示室を活用し、大垣祭にちなんだロビー展を開催させていただきました。4の図書コー

ナーにつきましては、大垣市立図書館の蔵書や、間仁田先生から寄贈を受けた図書を市民

活動団体等に貸し出しました。5の広報活動としましては、駅前通りで毎月1回行われて

おります元気ハツラツ市でのＰＲやメール配信、ホームページによる情報発信を行いまし

た。多目的交流イベントハウスの利用状況ですが、平成27年度は1年間で約24,000人の方

が利用されました。稼働率としては43.9％でした。参考として、昨年度の数字がありま

すが、10％程度の増加ということで一年間運営してまいりました。説明は以上でござい

ます。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。今ご説明いただきました内容につきましてご質問等ございま

したらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

この市民活動支援センターは市民活動団体の活動の1つの拠点として捉えていただき、

今年度もぜひ活用していただければと思います。ありがとうございました。 

これをもちまして事業報告を終了させていただきます。それでは最後「その他」でござ
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いますが、全体を通して何かございましたら、ご発言をお願いいたします。よろしいで

しょうか。それでは、特にご発言もないようですので、これをもちまして、議事を終了さ

せていただきます。 

 

杉田市民活動推進課長 

ありがとうございました。それでは、これをもちまして、大垣市まちづくり市民活動育

成支援推進委員会 平成28年度第1回会議を終了させていただきます。みなさま本日は長

時間にわたりありがとうございました。 

 

12時 閉会 


