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平成 20 年度大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 

第 1 回会議（公開審議） 議事録 

 

平成20年4月27日、平成20年度第1回大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会を大

垣市まちづくり市民活動支援センター2階会議室において開いた。 

 

○付議事件 

平成20年度市民活動助成の公開審議について 

○委員の出欠 

   出席委員 

    委 員 長  鈴 木  誠  君   副 委 員 長  髙 屋 心 子 君 

    委 員  大 西 ひさ子 君   委 員  加 藤 有 子 君 

    委 員  阪 本 智 子 君   委 員  佐 藤 真 紀 君 

    委 員  髙 岡 ミ ネ 君   委 員  田 中 禎 一 君 

    委 員  服 部 昭 彦 君 

   欠席委員  

     委   員   山 岡 泰 利 君 

○事務局出席者 

    かがやきライフ推進部長  宇佐見 昭 典 君    市民活動推進課長  吉 田  健  君 

    事務局担当  加 藤  誠  君    事務局担当   神 田 孝 行 君 

○出席団体 

＜初めの一歩助成＞ 

ふうせんかずら            ネイチャーエコ倶楽部 

＜市民活動助成＞ 

ＯＯＧＡＫＩ．ＮＥＴ         大垣演劇鑑賞会 

２００５園芸の会           大垣ビデオ 

西濃地域猫の会            めだかの学校 

特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜  特定非営利活動法人さくら歌劇団 

東海タナゴ研究会           微助人 

特定非営利活動法人まち創り 

 

                               

午後1時 開会 
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吉田市民活動推進課長 

  みなさん、こんにちは。本日は、大変、お忙しいところ、平成20年度大垣市まちづく

り市民活動育成支援推進委員会第1回会議の公開審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、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

課長の吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

  はじめに、大垣市かがやきライフ推進部の宇佐見部長より、ごあいさつ申しあげます。 

宇佐見かがやきライフ推進部長 

本日は、ご多用のところ、平成20年度大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会

第1回会議の公開審議にご参加いただき、誠にありがとうございます。また、日頃より、

市民活動に関しまして、格別のご支援とご協力をいただき、この場をお借りし厚くお礼

を申しあげます。 

さて、本市は、今年で市制90周年を迎え、様々な記念事業を開催してまいります。お

手元にチラシをお配りしておりますが、大垣ルネサンス先賢展と題し、テーマごとに先

人の偉業を顕彰し、郷土大垣の理解と愛着を深めるとともに、新しいまちづくりや文化

の創造につなげていく催しを、昨日から、スイトピアセンターのアートギャラリーにお

きまして、開催しております。お時間を見つけていただき、ぜひご来場いただきたいと

思います。 

また、本年4月よりスタートいたしました大垣市第五次総合計画では、市民の皆さん

の知識・経験・ノウハウを発揮いただきながら、まちづくりを進めていく「市民協働」

を主要なテーマのひとつに位置付けております。こうした活動を通して、皆さんご自身

の生きがいづくりや自己実現につなげていただけば、まちも自ずと、かがやくのではな

いか思っております。 

さて、今年度の市民活動助成ですが、13団体の皆さんから申請をいただいております。

推進委員の皆さんには、各団体の皆さんからの事業概要の発表に対するご意見やご質問

をよろしくお願いいたします。それでは、今後ともまちづくり市民活動へのご理解、ご

協力を賜りますようお願い申しあげ、簡単ではございますが、あいさつとさせていただき

ます。 

吉田市民活動推進課長 

それでは、本日の公開審議の進行につきまして、ご説明させていただきます。公開審

議は、お手元の次第の裏面の進行表に従いまして、進めさせていただきます。各団体か

らの事業概要の発表の時間は5分、質疑の時間を5分とさせていただきます。発表は、4

分経過後にベルを1つ、5分で2つ鳴らしますので、速やかに終了していただきますよう

お願いいたします。 

それでは、さっそく、公開審議をはじめさせていただきます。これ以降の進行につき

ましては、「大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会運営規則」の規定に基づき

まして、鈴木委員長さんにお願いいたします。 
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鈴木委員長 

  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、岐阜経済大学地

域連携推進センター長の鈴木です。よろしくお願いします。 

はじめに、本日の議事録署名者を決めたいと思います。加藤委員さんにお願いします。 

加藤委員 

  はい。 

鈴木委員長 

  それでは、初めの一歩助成から事業概要の発表をお願いします。1 番、ふうせんかず

らさん、お願いします。 

 

  （ふうせんかずら 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

服部委員 

  アイスブレーキングとは、どんな意味でしょうか。 

ふうせんかずら 

レクリエーションの始めに行うのですが、手が触れ合うゲームなどをして、お互いの

コミュニケーションを促し、打ち解けあった和やかな雰囲気をつくる手法のことです。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

2 番、ネイチャーエコ倶楽部さん、お願いします。 

 

  （ネイチャーエコ倶楽部 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

髙屋副委員長 

募集は、どのように行う予定ですか。 

ネイチャーエコ倶楽部 

  講座は 10 月と 11 月に予定していますので、9 月頃に広報おおがきに掲載をお願いす

るつもりです。 

佐藤委員 

  どのような方々を事業の対象者とする予定ですか。 

ネイチャーエコ倶楽部 

  公募しますので、市内在住の方ならどなたでも結構です。 
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服部委員 

  参加料収入が 400 円と 1,000 円に別れているのは、どうしてですか。 

ネイチャーエコ倶楽部 

  購入するか、作るか検討中ですが、紙すきの講座にはどうしても木の枠が必要で、費

用がかかりますので、紙すきのみ参加料を 1,000 円にする予定です。 

鈴木委員長 

  時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

それでは、次に市民活動助成に移らせていただきます。3番、ＯＯＧＡＫＩ．ＮＥＴ

さん、お願いします。 

 

  （ＯＯＧＡＫＩ．ＮＥＴ 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

髙屋副委員長 

  今回の事業では、どの部分に主眼を置いているのでしょうか。 

ＯＯＧＡＫＩ．ＮＥＴ 

  これまで利用者に回数券を購入いただきながら頑張ってきましたが、家賃は月額 3 万

2,000 円必要ですし、新しい備品も購入しなければならないということで、厳しい状況

となっています。 

鈴木委員長 

  この助成制度は、団体の運営費ではなく、事業費を対象にしているのですが。 

ＯＯＧＡＫＩ．ＮＥＴ 

  市主催のかがやきライフタウン大垣 2007 や本町の七夕まつりやなどにも参加しなが

ら、活動を続けていきたいと思っています。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

4 番、大垣演劇鑑賞会さん、お願いします。 

 

  （大垣演劇鑑賞会 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

服部委員 

  参加対象には、一般市民や小中学生、高校生、大学生とありますが、鑑賞が事業のメ

インになっている印象を受けますが。 
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大垣演劇鑑賞会 

  現代社会は殺伐としており、コミュニケーションも不足していると言われている中、

ミュージカルを観た感想を議論したり、一緒に踊ったり、歌ったりすることで、コミュ

ニケートする手法を子どもたちにも学んでほしいと思っています。 

髙屋副委員長 

  今回の事業は、会員外の方を対象にしているのですね。 

大垣演劇鑑賞会 

  既に会員は、ミュージカルを体験しています。今回の事業は、学校や音楽サークルな

ど会員外の方々に呼びかけ、若い世代を中心とした幅広い年齢層の方々を対象にしたい

と思っています。 

鈴木委員長 

確認ですが、予算にある参加料の 300 人というのは、全て会員外ですね。 

大垣演劇鑑賞会 

  はい。 

鈴木委員長 

  時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

5 番、２００５園芸の会さん、お願いします。 

 

  （２００５園芸の会 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

佐藤委員 

  参加料収入の内訳について、ご説明ください。 

２００５園芸の会 

  寄せ植えには、コンポート、土、苗、肥料などが必要ですので、それなりの負担をし

ていただくことになります。会の趣旨として、寄せ植えを持ち帰っていただく以上、参

加費を無料にするつもりはありません。 

服部委員 

  講座は何回開催する予定ですか。 

２００５園芸の会 

  参加料 1,500 円で、参加者 25 人の講座を 5 回開催する予定です。 

鈴木委員長 

  もし助成金が交付されなかった場合はどうなりますか。 

２００５園芸の会 

  現在想定している 2,500 円程度の寄せ植えはできないと思います。 
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鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

6 番、大垣ビデオさん、お願いします。 

 

  （大垣ビデオ 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

  委員の方の質疑をお願いいたします。 

服部委員 

  午前中に開催された昨年度の事業報告会でも、協力金 27 万円が大変だったとの話で

したが、今年度はさらに多い 30 万円となっていますが、見通しはありますか。 

大垣ビデオ 

  まだ依頼に行っていない企業もありますので、何とかしたいと思っています。 

鈴木委員長 

  協力金が思うように集まらなかった場合は、どうされますか。 

大垣ビデオ 

  使用料として約 8 万円必要な会場を変更するなどして対応したいと思っています。 

鈴木委員長 

  市制 90 周年の記念事業を撮影するとのことですが、自主的な活動なのですか。 

大垣ビデオ 

  昨年は市主催の熟年式にパネリストとして参加し、式の様子も撮影をしたのですが、

市制 90 周年記念事業も映像記録として残しておく必要があると思います。 

鈴木委員長 

  時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

7 番、西濃地域猫の会さん、お願いします。 

 

  （西濃地域猫の会 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

阪本委員 

  一定の場所に帰らない猫もいますが、糞の始末はどのようにされるのですか。 

西濃地域猫の会 

  それが一番問題です。エサやりだけはなく、地元の住民の方々と話し合いながら進め

ていきたいと思っています。大垣公園のある郭町 1 丁目には、人口 250 人、134 世帯の

方が住んでおられますが、アンケートを実施することも考えています。 
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阪本委員 

  近所にも、庭に細かい砂があるため猫のたまり場となり、毎日糞の始末に追われてい

る家があります。近所の方は可哀想だからとエサをあげるのですが。 

西濃地域猫の会 

  猫の糞で困っている方、猫が嫌いな方も含め、地域の皆さんが集まって話し合いをす

ることが大切だと思います。これからの社会は、地域の問題は地域で考える時代だと思

います。 

佐藤委員 

  大垣公園だけではなく、高屋町など繁華街でも野良猫をよく見かけますが、そちらの

自治会との連携はあるのでしょうか。 

西濃地域猫の会 

  これからですが、初めに飼い猫か野良猫かの見極めが必要ですね。こうした地域猫の

対策は、全国の自治体で取り組みが始まっており、成果を上げていますので、岐阜県で

も第一歩になればと思っています。 

服部委員 

  地域を巻き込んで活動を広げていきたいということでよろしいでしょうか。 

西濃地域猫の会 

  ボランティアだけではやっていける問題ではありません。また、社会としても、人間

の都合だけではなく、動物に優しく接し、植物を大切にすることが重要であり、そうし

た活動を子どもたちにも知ってほしいと思います。 

鈴木委員長 

会の負担金 39 万 8,000 円は、どこから出ているのでしょうか。 

西濃地域猫の会 

  会員の自己負担です。 

髙岡委員 

  猫はたくさん子どもを産みますが、抜本的な対策はあるのでしょうか。 

西濃地域猫の会 

  行政と獣医師会、地元、ボランティアが同じテーブルで話し合いをすることが大切だ

と思います。自治体が主体となって成果をあげているケースもありますので、早くそう

した体制に持っていけたらと思っています。 

服部委員 

  会の負担を少なくするために、寄付金を増やすことはできないでしょうか。 

西濃地域猫の会 

  里親を希望された方が寄付していただくことはあります。単に助成を受けたいだけで

はなく、会の活動を幅広く知っていただき、地域猫に対しても人間らしい解決をする社

会になってほしいという気持ちです。 
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鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

ここで 10 分間休憩いたします。午後 2 時 25 分から再開させていただきます。 

 

（10 分間休憩） 

 

鈴木委員長 

  それでは、公開審議を再開させていただきます。 

順番を 1 つ飛ばしまして、9 番、めだかの学校さん、お願いします。 

 

  （めだかの学校 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

髙屋副委員長 

  今一番やりたいことは何ですか。 

めだかの学校 

  既に自分の身を守ることは覚えましたので、今年は社会参加し、人の役に立ちたいと

思っています。また、遠方や重症など今まで相談できなかった方を訪問することも考え

ています。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

先ほど飛ばしました 8 番、特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜さん、お願いします。 

 

  （特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

服部委員 

  講座の周知は、どのような方法で実施するのでしょうか。また、定員は何人を予定し

ていますか。 

特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜 

  これまでに繋がりを築いてきた関係者の皆さんにチラシを配布し、幅広く参加を呼び

かけたいと思っています。定員は毎回 30 人を予定しています。 

髙岡委員 

  就労については、県内だけではなく、愛知県なども対象にしているのでしょうか。 
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特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜 

  もちろん県外でも結構ですが、大垣には上場企業が 4 社ありますし、法人会、商工会

議所などとも連携しながら活動していきたいと思っています。 

鈴木委員長 

知的障がい者の就労支援のサポーターを養成し、認定することをこのまま法人として

続けていかれるのか、公的なものに位置づけしていくのか、どのような展望を持ってお

られますか 

特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜 

  このまま法人として続けていく予定ですが、県や市と協働しながら公的な講座や資格

にできればと思っています。 

また、団塊世代など今後退職される方々にも講座を受講いただき、ジョブコーチとし

て勤めていた会社に戻って就労支援をサポートしてほしいと願っています。 

服部委員 

  収支予算の寄付金ですが、どなたからの寄付を予定していますか。 

特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜 

  企業及び個人を対象にしています。 

田中委員 

  就労の体験を行う企業は、サポーターが探すのでしょうか。また、サポーターは純粋

なボランティアなのでしょうか。 

特定非営利活動法人ヘレンケラー岐阜 

  体験を行う企業については、会として既に何社かに呼びかけを行っています。また、

サポーターが職場体験に付き添う場合には、有償ボランティアとして交通費程度をお出

しする予定です。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

10 番、特定非営利活動法人さくら歌劇団さん、お願いします。 

 

（特定非営利活動法人さくら歌劇団 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

服部委員 

  会の負担金ですが、昨年度は約 110 万円で大変だったと思いますが、今年度はさらに

多い約 170 万円となっていますが、大丈夫でしょうか。 

特定非営利活動法人さくら歌劇団 

  このあたりはアートマネジメントになります。著作権として約 40 万円が必要になり
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ますが、子どもたちに人気のあるアニーを演目にして、参加者 60 人から毎月 3000 円の

参加費を集め、会の負担金に充てる予定をしています。 

田中委員 

  ミュージカルに参加できない方への対応も必要ではないでしょうか。 

特定非営利活動法人さくら歌劇団 

  そのとおりだと思います。今年は、一人親の家庭の場合は参加料を半額にする制度を

設け、残っていただいた子どもさんもお見えです。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

11 番、東海タナゴ研究会さん、お願いします。 

 

  （東海タナゴ研究会 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

   

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

佐藤委員 

  印刷物は、何部作成する予定ですか。 

東海タナゴ研究会 

  報告書については、大人向けですので、必要に応じて 100 から 500 部プリンタで印刷

したいと思っています。図鑑については、オフセット印刷となり、最低でも 1,000 部か

らですので、1,500 部程度印刷する予定です。 

田中委員 

  作成した成果物をどのように活用する予定ですか。 

東海タナゴ研究会 

  報告書は、地域と連携した先駆的な活動ですので、様々な会議などで配布したいと

思っています。図鑑については、市民の方には無料で配布する予定です。 

鈴木委員長 

  子どもたちが参加する観察会の規模と、成果を紹介する対象については、どのような

予定ですか。 

東海タナゴ研究会 

  夏休みの観察会は 100 から 200 人規模のものを想定しています。また、成果の紹介に

ついては、3 月に予定されている市民環境フェスティバルの会場で行いたいと思ってい

ます。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

12 番、微助人さん、お願いします。 
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  （微助人 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

髙屋副委員長 

  サポーターとはどのような資格を持った、どのような方なのでしょうか。 

微助人 

  手法や心理面など 2 日間の講習を受講された方がサポーターになります。今回は、昨

年に市で実施した講座を受講された方々にお願いする予定です。 

田中委員 

  原材料費が約 23 万円の予定となっていますが、これはどんな物ですか。 

微助人 

  川島教授の監修した教材の費用です。1 か月 1,575 円で 30 人の方が 5 カ月間受講す

る計算となっています。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

13 番、特定非営利活動法人まち創りさん、お願いします。 

 

  （特定非営利活動法人まち創り 活動計画書に基づき事業概要を発表） 

 

鈴木委員長 

委員の方の質疑をお願いいたします。 

服部委員 

  今年度で 3 回目の助成となりますが、過去 2 回もカヌーフェスティバルだったでしょ

うか。また、事業としては、今年で何回目になるのでしょうか。 

特定非営利活動法人まち創り 

  平成 17 年度はカヌーフェスティバルでしたが、平成 16 年度は違う事業です。なお、

平成 19 年度は市の政策調整課が実施したダイナミックシティ大垣子ども・夢未来事業

として委託を受け実施しました。なお、事業としては、今年で 6 回目になります。 

田中委員 

  備品として計上されているライフジャケットとヘルメットですが、追加で購入される

ということでしょうか。 

特定非営利活動法人まち創り 

  はい。 

鈴木委員長 

  これまでに参加された方以外の新しい層を開拓することはできるかを含め、参加者数
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はどれくらいの予定ですか。 

また、事業としては 9 月末で終了ですが、それ以降については次年度に向けた動きな

ど活動を行う予定がありますか。 

特定非営利活動法人まち創り 

  昨年は、子ども 70 人、大人 30 人の計 100 人の参加者がありました。これまでに何回

も参加いただいた子どもさんもいますが、毎年初めて参加される方の方が圧倒的に多い

状態です。 

  なお、9 月以降の活動ですが、今回の活動計画書には記載していませんが、水門川に

着目した事業を法人として毎年実施しています。 

服部委員 

  これまでに事業を 5 回開催されたわけですが、その成果はどのような形で表れている

でしょうか。 

特定非営利活動法人まち創り 

  活動を認められた成果だと思うのですが、県から依頼を受け、昨年度は 5 つの学校の

プールでカヌー体験の出前を行わせていただきました。 

鈴木委員長 

時間になりましたので、以下は書類を参考にさせていただきます。 

以上で、13団体の皆さんからの発表が終わりました。この後の進行につきまして、事

務局からお願いします。 

吉田市民活動推進課長 

長時間にわたり、各団体の皆さん、委員の皆さん、お疲れ様でした。団体の皆さんや

傍聴の皆さんには、ここでご退席いただきます。 

この後、推進委員会におきまして、総合評価審議をお願いいたします。審議の結果に

つきましては、5月中旬に、文書でお知らせいたします。 

それでは、これをもちまして、公開審議を終了させていただきます。委員の皆さんに

は、10分間ご休憩いただき、この会場で3時50分から総合評価審議をお願いいたします。 

 

午後3時40分 閉会 

                               

 

  以上、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

                     委員長   鈴 木  誠 

                   

   委 員   加 藤 有 子 

 


