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平成23年度大垣市市民活動助成事業・大垣市かがやき市民手づくり協働事業報告会 議事録 

 

平成24年5月20日、平成23年度大垣市市民活動助成事業・大垣市かがやき市

民手づくり協働事業報告会を大垣市まちづくり市民活動支援センターにおいて

開いた。 

 

○議題 

⑴ 平成23年度大垣市市民活動助成事業について 

⑵ 平成23年度大垣市かがやき市民手づくり協働事業について 

○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  加 藤 有 子     委 員  大 橋 庄一郎 

委 員  溝 口 隆 司     委 員  長 瀬 ちえ子 

委 員  川 本   徹       

欠席委員（敬称略） 

委 員  吉 田 益 代     委 員  白 木 久美子 

委 員  蔦 屋 華由子  

○事務局出席者 

かがやきライフ推進部長  河 内 雅 善 

市 民 活 動 推 進 課 長  髙 木 義 彦 

市民活動推進課長補佐兼市民協働係長  髙 木 俊 介 

市民活動推進課主査  中 野 章 子 

○出席団体 

大垣ブラスカンパニー 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

ボランティア微助人 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

大垣市青年のつどい協議会 

特定非営利活動法人大垣防災支援ネットワーク 

特定非営利活動法人緑の風 

 

                               

14時 開会 
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髙木課長 

皆さま、こんにちは。本日は、大変、お忙しいところ、平成23年度大垣市

市民活動助成事業・大垣市かがやき市民手づくり協働事業報告会にご出席い

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髙木でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。はじめに、本日お配りした資料でございますが、報告会

次第、事業一覧、事業報告の資料№1から№7までとなります。資料の過不足

があれば、係員にお申し付けください。 

それでは、はじめに、大垣市かがやきライフ推進部の河内部長より、ごあ

いさつ申し上げます。 

河内部長 

皆さま、こんにちは。本日は、お忙しい中平成23年度大垣市市民活動助成

事業・大垣市かがやき市民手づくり協働事業報告会にご出席いただきまして、

ありがとうございます。皆さまにおかれましては、市民活動のまちづくりに

ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

市におきましては、平成15年4月に「大垣市まちづくり市民活動育成支援条

例」を制定しまして、「市民活動助成」を実施してまいりました。その後、平

成22年3月に「大垣市市民協働のまちづくり指針」を策定し、「かがやき市民

手づくり協働事業」を実施させていただいております。この事業は、協働事

業といたしまして、市民団体の皆さんが提案していただきました事業を市が

委託し行う事業、そして市からの「こんな事業はどうだろう」という提案を

市民活動団体が具体化し、市が委託を行う事業を実施してまいりました。 

本日は、昨年度、市と協働した取り組みを行っていただきました7団体の事

業についてご報告いただきます。また、今年度の市民活動助成、かがやき市

民手づくり協働事業にお申し込み、提案いただいております団体の方にもご

参加いただいております。事業報告の内容を聞く中で、今度はこの市民団体

とこんなことで協働したいという、市民活動団体同士の協働というものも見

いだしていただき、また、参加団体同士での話し合いも行っていただけたら

ありがたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。 

髙木課長 

ありがとうございました。続きまして、大垣市まちづくり市民活動育成推

進委員会の菊本委員長より、ごあいさつをいただきたいと思います。 

菊本委員長 

皆さま、こんにちは。本日はお忙しいところ報告会にご出席いただき、誠

にありがとうございます。今日ご報告いただく市民活動助成事業と市民協働

事業ですが、昨年度、それぞれの団体からご提案をいただき、プレゼンテー

ションをしていただいて採択された7団体のご報告となりますが、採択された
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団体の皆さまにおかれましては市と協働を行っていく中で、それぞれの地域

が持っている課題解決に向けて様々な成果をあげてこられたことと思います。

今日はその成果をご報告いただけるということで、私、大変楽しみにおりま

す。この成果をこれから順番に報告していただきますが、それぞれお越しの

団体の皆さまには、ぜひ今後、市とのどんな連携ができていけるか、あるい

は団体間の連携として、より市民活動を活性化していくということを考えた

時に、どんな形で連携したり、あるいは協働し合ったりすることができるか

というような観点で、ぜひお聞きいただければというふうに思います。 

本日お忙しい中お越しいただきました委員の皆さまには、団体の皆さまの

報告をお聞きいただきまして、今後の市民活動の発展あるいは団体そのもの

の発展について、忌憚ないご意見やご指導、コメントなどをいただければ幸

いに思います。ご意見ご質問等もお願いいたします。 

では、今後ともまちづくり市民活動へのご理解、ご協力をいただきますよ

うお願い申し上げ、簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきま

す。 

髙木課長 

ありがとうございました。それでは早速ですが、次第の３の「事業報告」

にまいります。報告は、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します。その後、委員の皆さまから

質疑をいただきたいと思います。 

まずは、「市民活動助成事業」の「初めの一歩助成」から報告していただき

ます。 

資料№1、大垣ブラスカンパニーさんの「『大垣ブラスカンパニークリスマ

スコンサート』大垣市民にクリスマスソングを贈る事業」です。それでは、

大垣ブラスカンパニーさん、よろしくお願いします。 

 

※大垣ブラスカンパニー 事業報告書に基づき発表 

 

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

いましたらお願いいたします。 

川本委員 

なかなか今は、クリスマスといっても探しに行かないとクリスマスの雰囲

気がない、テレビの中や大型ショッピングセンターの中とかでしか味わえな

い中で、いいことをやってらっしゃると思います。会場が墨俣さくら会館と

いう室内でのコンサートですが、例えば街中、屋外でやって商店街との経済

的な相乗効果とか、あるいはその商店街とまちの雰囲気作りというようなこ

とを考えられたら、個人的にはもっといいのではないかと思います。 
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大垣ブラスカンパニー 

もちろん屋外でやることも考えられなくはないですが、音響的なことが影

響してできない状況です。許可がいただけましたらやりたいとは思います。 

 

川本委員 

名古屋でしたら栄などで、よく子どもの合唱団とブラスバンドの方々と一

緒にイベントをやっているのを見かけますが、クリスマスの雰囲気がよく出

ていていいなと思います。また、日にちももう少しクリスマスに近い頃の方

が、もっと雰囲気が出るのではと思います。 

大垣ブラスカンパニー 

もっとクリスマスに近い時期にやっていこうと思います。 

加藤委員 

とても幅広い年齢層の方に参加いただいて、とてもいい企画だったと思い

ます。また、楽器体験コーナーがあるのはとてもいいことだと思いますので、

コンサートプラスいろんな楽器を体験するワークショップ的なものも充実さ

れるともっと楽しいものになると思いますので、提案させていただきます。 

大垣ブラスカンパニー 

ありがとうございます。 

川本委員 

曲についてですが、どのくらいの方を対象にされましたか。子ども向けと

か定番のクリスマスソングだけなのか、それとも日本のポップスのクリスマ

スソングなのか、あるいは海外のクリスマスポップス、北欧のものなど、曲

目によって客層が違ってきますが、どのような曲目でしょうか。 

大垣ブラスカンパニー 

子どもを対象とするならポピュラーなクリスマスソングがいいとは思いま

すが、今後は年齢層を幅広くしていく意味でも、映画音楽を取り入れていけ

ればと思います。今回は最初のイベントでしたので、ポピュラーなものでや

りました。今回好評でしたので、次は違った形でコンサートを提供できたら

と思っています。 

髙木課長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。次に「市民活動助成」

の報告をお願いしたいと思います。はじめに、資料№2、特定非営利活動法人 

ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウスさんの「スキンシップの大切さを学ぶ！楽し

む！遊ぶ！事業」です。それではＫＥＮちゃんハウスさん、よろしくお願い

します。 

 

※特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 事業報告書に基づ
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き発表 

 

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

いましたらお願いいたします。 

大橋委員 

大垣市も「子育て日本一」と言っているが、具体的に自信を持ってやられ

ているのは素晴らしいことだと思います。最近は核家族でお年寄りもいなく

て、家の中で育児について聞く人もいなくて、育児も自信を持ってやれない

方がいる中、これだけ自信を持って活動している団体があるということは本

当にいいことだと思います。今後もぜひ続けていってください。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

ありがとうございます。 

長瀬委員 

参加者は別の方が参加されるのですか。継続してずっと受けられるのです

か。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

本来なら継続して受けていただけるのが一番ありがたいのですが、参加者

の皆さんの都合もありますので、6回講座の内半分は受講する方や、去年これ

は受講できなかったから今年度受講しようという方、途中から受講される方

もおられます。 

長瀬委員 

申し込み方法は、その都度の申し込みですか。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

広報おおがきで1回ＰＲをさせていただいております。1回～6回まで内容が

違いますので、6回のうち5回くらい来ていいですかとか、興味のあるところ

だけ参加される方もいます。 

長瀬委員 

今のお母さんは子育てに家の中ばかりにいて、すごく子育てに悩む方が多

いので、ぜひ続けていって、お母さんたちの悩みを聞いてほしいし育ててほ

しいです。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

ありがとうございます。 

溝口委員 

参加料について、今回500円ですが、例えば1,000円にしたら事業を自立し

てできるのかどうか、またたくさんの方が希望されて受講していますので

1,000円でもできるのか、やはりそれは難しいのか教えてください。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 
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今年の広報で同じ条件で1,000円で募集をしたところ、昨年15～20組募集が

あったのが2組でした。児童館でも500円でやらせていただいていて、500円だ

と30組くらい申し込みがあるが、1,000円というと少しハードルが高いみたい

です。ただ、私の団体はメルマガがありまして、そこでの申し込みは1,000円

でも受講する方はいます。ただ広報などの媒体で1,000円の参加料については、

現実は2組でした。その後、呼びかけをしまして今は12組集りましたが、私た

ちのＰＲ不足もありますが、広報等で参加料1,000円は難しいと思われます。 

加藤委員 

大垣市は「子育て日本一」ということで、各地域でたくさんのサロンがで

きている中、そこはもちろん無料のところが多いと思います。ですから、魅

力のある実力のある講座をやっていただいて、お金がかかっても、それでも

受講したいというお母さんたちはいらっしゃると思いますので、より魅力あ

る講座を今後も続けていっていただきたいと思います。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

ありがとうございます。がんばります。 

川本委員 

団体の活動は素晴らしいと思います。お母さん方も、なかなか遠くの方は

参加したくてもできないことがあります。あちこちへ出張講座のようなこと

もできるといいと思いますが、経費がかかってしまいますか。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

そういう訳ではありませんが、人数が集まればいろんな場所でやりたいと

思います。今年は墨俣に児童館がありますので、そちらでやりたいと考えて

います。 

川本委員 

いろんなところに出向いて、その地域のコミュニティを活性化させるのも

いいのではないかと思います。 

特定非営利活動法人ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

羽島で2か所やっていますが、そこには人は集まってきます。無料というの

もありますが。人が集まれば団体としてもやりたいと思います。 

髙木市民活動推進課長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。それでは続きまして、

資料№3、ボランティア微助人
び す け っ と

さんの「傾聴ボランティア養成講座開催事業」

にまいります。それでは、微助人さん、よろしくお願いします。 

 

※ボランティア微助人 事業報告書に基づき発表 

 

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
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いましたらお願いいたします。 

大橋委員 

事業報告書では1回から5回まで、参加者数は14人となっていますが、ただ

いまの報告とは異なっているのではないですか。すべて同じメンバーが受講

しているのですか。 

ボランティア微助人 

同じメンバーです。14人と記載してありますが、お休みしたりした方がい

まして12人の時がありました。申し訳ありません。基本的には5回続けて、14

人が参加しました。 

川本委員 

傾聴というのもいろいろありますが、例えば高齢者や障がい者を対象とし

たもので、そこへ出向いて行って活動されるようなことは将来的にはとても

いいなと思います。具体的に傾聴というのはどのような形で提供されるのか、

受け身な形なのか、それともテーマを持ってお話しをするのか、どのように

やっていらっしゃるのですか。 

ボランティア微助人 

人間というのは、やはりどんなところでも話をしたいという思いが必ずあ

りますが、今までのしがらみとか、昔ですと女性はしゃべっちゃいけないと

いういろんな思いを皆さん持っていますので、施設へ行っても言いたいこと

も言えない方も結構多く見られます。そういう場合に、ちょっとそばに寄り

添って「身体の調子どうですか」などの言葉をかける、そばに寄り添って何

気ない言葉をかけると、「あんたはどこから来たんやね？」と少しずつ話して

くれます。「○○さんはどこ出身ですか」と聞くと、「私は青墓です」などと

答えてくれます。そこで自分なら青墓なら国分寺だなと思っていても、「青墓

だったら何がありましたかねぇ？」などと問いかけ、その方にとって一番印

象のある青墓のものや場所などを答えてくれるので、「それは何？どこにある

の？」と寄り添って聞いてあげるとずっと自然に話をしてくれます。話をし

ていくうちに心が浄化されていき、しゃべった後は気持ちよくなってくれま

す。 

川本委員 

自ら勉強しボランティア、無償でやっていただいているので、皆さん高尚

な方ばかりだと思います。なかなか一般の方が養成講座を受講して、専門的

に勉強してやっていくのは難しいかなと思います。ボランティアでずっと続

けていくにはどういったことが大切なのかをお聞きしたいです。 

ボランティア微助人 

やはり最初は意欲があります。だから講座に行きます。そうすると講師と

まではいきませんが、中間的な立場となり、ある程度技術が備わってきます。
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次に傾聴をしながらいろんな矛盾も感じてきます。何も話してくれないおば

あちゃんがいたとか、せっかく行ったのに全く受け入れてもらえ中ったなど、

落ち込むこともたくさんあります。でも私たちのグループの悩みを、この講

座の講師の方が、もちろんボランティアでですが、1か月から2か月に一度話

をきいてくれるんです。専門的な言葉でスーパービジョンといいます。私た

ちのグループはもう6年ほどやっているメンバーもいますが、家庭都合で辞め

たメンバーはいますが、それ以外はみんな続けています。多分スーパービ

ジョンが長続きする秘訣だと思います。 

髙木市民活動推進課長 

ほかにご質問等はよろしいですか。ありがとうございました。なお、市民

活動団体に登録して1年以内の団体に対し、備品等の助成を行う「市民活動団

体設立助成」につきましては、Ａ３の資料「平成23年度大垣市市民活動助成

事業一覧」の中段にありますように、昨年度は、大垣ブラスカンパニーさん

のグロッケンという楽器購入に2万円の助成をしましたことを申し添えます。 

それでは、ここからは、市から団体への委託事業である「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。はじめに「市民団体提案型

協働事業」からまいります。資料の№4、特定非営利活動法人リトミックＧｉ

ｆｕさんの「『みんなワクワク音楽会』－ホップ・ステップ・ジャンピング－」

です。リトミックＧｉｆｕさん、よろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 事業報告書に基づき発表 

 

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いたしま

す。 

大橋委員 

情報工房でコンサートをして、川並地区センターでワークショップを行っ

ていますが、やはり地元の川並小学校の子どもさんがほとんどですか。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

そんなことはありません。市内の子どもたちです。市内の子どもたちにチ

ラシを配布していますので、いろんな地域から参加いただいております。 

川本委員 

チラシの配布先ですが、小学校、幼稚園などいろいろありますけど、どこ

に重点をおいたテーマで、どの世代を対象として広報活動をしていますか。

例えば小学生の何々教育を推進しているなどはありますか。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

今回の事業は前年度の継続・発展の事業です。前々回は、谷川賢作さんの

お父さんであります谷川俊太郎さんと一緒にコンサートとワークショップを
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させていただきましたが、その報告会の時にアドバイスをいただいたのが、

せっかくいいことをしているのでいろんな方に来ていただくべきということ

を踏まえまして、広報紙は当然ですし、幼稚園、保育園、小学校に全校配布

させていただきました。そういった形で市内の小学生、小学生の父兄を対象

とした広報をさせていただきました。 

川本委員 

川並地区センターとか情報工房が会場でもよいですが、例えばどこかの小

学校の1年生や2年生などが対象で、学校の現場でやるというのも、むしろお

金もかからず授業で取り上げてくれるのではとも思いますが。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

そうですね、チラシだけでは、なかなか伝わらない部分もやはりあります。 

川本委員 

学校へこういうことをしていることをＰＲされるとよいかと思います。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

アドバイスありがとうございます。 

加藤委員 

リトミックという音楽を通してのコミュニケーションは、最終的には子ど

もや親を育てていく、精神と身体をともに育んでいこうという思いが伝わっ

てきます。やはり今後も継続していただきたいという思いもあります。今年

度以降も具体的な計画はありますか。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

継続性と発展性のふたつの部分で考えておりまして、継続性でいきますとやはり  

谷川賢作さんという素敵なピアニストの方と岡本伸子さん、発展性という部分では 

今まで2回、大垣市情報工房でコンサート、川並地区センターでワークショッ

プをさせていただきましたが、今回は上石津の日本昭和音楽村でやろうと

思っています。上石津は大垣市の中でも自然があふれていますので、今回は

自然を感じて、それを言葉や音楽で表現し、また自然を体験できるような内

容にしたいと考えております。 

髙木市民活動推進課長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。次に「市提案型協働事

業」にまいります。資料№5、大垣市青年のつどい協議会さんの「地域資源を

生かした体験学習事業『結ぶまちおおがき体験博（おむすび博）』です。大垣

市青年のつどい協議会さん、よろしくお願いします。 

 

※大垣市青年のつどい協議会 事業報告書に基づき発表 

 

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いたしま
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す。 

川本委員 

若旦那に学ぶ和菓子づくりや、酒蔵での一杯など、どれもおもしろそうな

内容ですが、思ったよりも参加者がもっとあってもいいかなと思いますが、

広報活動というのはどのようにされましたか。岐阜市など近隣の都市にも広

めたいなと思いますが。 

大垣市青年のつどい協議会 

企画運営に時間がなく、チラシやポスター、広報、ホームページや生活情

報誌などの広報媒体も利用させていただきましたが、企業等にお願いする事

業は、企業の営業時間内に行う事業となります。店等にご迷惑がない程度の

規模でしかできませんし、店の収容人数により参加人数が限られてきてしま

います。事業を通して参加者に感動を与えることは、大勢の人に公平にとい

うのはなかなか難しいものです。今回は初めでということもあり少数で試さ

せていただきました。人数が少ない分回数を増やすなど、今後の課題になる

と思います。 

川本委員 

どれも仕事中に開催することによって店の売り上げが増えるとか、鉄道の

利用者が増える、参加者が市外からお越しいただくことで大垣市のお店を利

用してもらうなど、商業的な部分につながるといいと思います。 

大垣市青年のつどい協議会 

貴重なご意見として持ち帰りたいと思います。 

溝口委員 

「おむすび博」は継続事業として今年度の春も実施していますが、このよ

うに市提案型協働事業が市主催の事業として汲み上げられていったと理解し

ていいのか、もしそれであれば、大垣市青年のつどい協議会さんは今後どの

ようなスタンスで事業に取り組まれますか。 

大垣市青年のつどい協議会 

昨年度実施いたしました「おむすび博」というのは、大垣市青年のつどい

協議会の一事業として主管を務めさせていただき行いましたが、今年の4月か

らは「おむすび博プロジェクト」として一団体を立ち上げまして、大垣市青

年のつどい協議会に加盟しています。「おむすび博プロジェクト」が市から委

託を受けて企画運営を行っています。 

加藤委員 

先ほどアンケートの話がありましたが、すべての方にアンケートを行いま

したか。 

大垣市青年のつどい協議会 

すべてではないです。可能な限りはさせていただきました。 
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加藤委員 

例えば親子で参加されている事業もありますが、同じアンケートでも子ど

もさんに書いていただけば、子どもの視点からの意見もまた新たな発見があ

ると思いますので、可能であれば幅広くアンケートを実施していただけたら、

より今後の事業の発展につながると思います。 

大垣市青年のつどい協議会 

4月開催しました「おむすび博事業」では女性、男性、子どもとまではいき

ませんがアンケート内容を具体的にし、また参加者と会話を通じて感想を聞

いたりしています。参加者の生の声やアンケートというのは今後の参考にな

りますし、助言をいただきましたアンケートの方法も行っていきたいと思い

ます。 

髙木市民活動推進課長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。次に資料№6、特定非営

利活動法人大垣防災支援ネットワークさんの「市民地域防災力向上事業」で

す。特定非営利活動法人大垣防災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大垣防災支援ネットワーク 事業報告書に基づき発

表 

 

長瀬委員 

防災講座では主にどのようなことをしたのですか。 

特定非営利活動法人大垣防災支援ネットワーク 

ご依頼のありましたテーマに基づいてお話をさせていただきました。やは

り一番多かったのは東日本大震災についてです。私たちも現地へボランティ

アとして行かせていただいておりますので、現地の現状とか被災地の方の思

い等を伝えさせていただくような内容が多かったです。また基本的な地震に

関する内容や、地震を怖がることよりもまずは地震を知るといった内容のお

話もさせていただいました。 

溝口委員 

費用弁償についてですが、費用弁償がもらえる方が、人件費ももらえる訳

ではないのですか。 

特定非営利活動法人大垣防災支援ネットワーク 

一つの会場に講師として伺う者とサポートとして伺う者とおりまして、講

師料は実際に講師を行った者に支払われます。サポートの者は足代として費

用弁償にて支払わせていただいております。 

川本委員 
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講座の時間はどのくらいですか。 

特定非営利活動法人大垣防災支援ネットワーク 

様々ですが、短いところで30分、あとは1時間半から2時間が多いと思いま

す。 

川本委員 

講座の開催される曜日や時間帯というのはいつぐらいでしょうか。 

特定非営利活動法人大垣防災支援ネットワーク 

決まった時間というのはありません。ご依頼の日時、時間帯にお伺いいた

します。平日もありますし、土日もあります。小学校等ですと授業の時間に

合わせたりしています。 

髙木市民活動推進課長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。それでは最後となりま

す。資料№7、特定非営利活動法人緑の風さんの「子どもの自然体験事業（秋

と冬の里山体験塾事業）」です。特定非営利活動法人緑の風さん、よろしくお

願いします。 

 

※特定非営利活動法人緑の風 事業報告書に基づき発表 

 

大橋委員 

参加者が8人というのは少し少ない気がします。 

特定非営利活動法人緑の風 

内容は本当によいものでした。プログラム的に広報が遅れたという点で募

集が少なかったと思います。 

大橋委員 

一人あたりの経費が高くなってしまったと感じます。 

髙木市民活動推進課長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。ここですべての団体の

報告が終了いたしました。菊本委員長から総評をお願いいたします。 

 

菊本委員長 

皆さま、お疲れ様でした。それぞれ7つの団体さんからバラエティに富んだ

ご報告をいただきまして、私どもも改めて伺わせていただく内容も多かった

かと思います。全体を通して、今後の事業の発展などを踏まえて、私の方か

らどんな方法で今後やっていったらよいかという提案と、ひとつお願いをさ

せていただきたいと思います。 

今回7つの団体さんからご報告いただきましたが、ひとつキーワードとして、

微助人さんからの報告でもありました「寄り添う」という言葉が出てきまし
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た。市民活動のとても重要なことは、子どもさん、または高齢者の方や障が

いを持っている方、そういった方々が必要としているところに、そして手が

届かないところへどうやって手を届けていくか、その人の立場に立ってどの

ように活動できるかを考えていただけたらと思います。その上でひとつお願

いになりますけど、様々な団体さんと協働や連携を進めてきたという形で、

主催の団体さんの中でもいろいろな参加者を得たとかいろんな方に協力をい

ただいたという話がありました。参加者の方にアンケートをとられた団体は

非常に多かったのではないかと思います。もちろん参加者の方の意向を聞き、

どういったところによりニーズがあるかを分析していただいて、ぜひ今後も

取り組んでいただきたいと思いますし、それから報告ではなかったのですが、

特定非営利活動法人緑の風さんのパートナーとして、協働先の市とどんな形

での協働というのが望ましいのか、市民活動として市にはどんなことを望ん

でいきたいか、それから望んでいくだけではなく、市民活動団体側としての

もっとこういう形でのやり方があるのではないかという積極的なご提案をい

ただけるとよいと思いますし、特に大垣市青年のつどい協議会さんの「おむ

すび博」ですと、パートナーとしてご協力いただいた企業さんや団体さんが

あったと思います。参加者だけにアンケートを募るだけではなくて、パート

ナーとしていろいろな形で連携あるいは協働していく中で、連携している団

体同士がより専門性を高めたり、補い合ったりすることで、より互いに公益

性を高めていくためにどんなことができるのかを総括なさる場をぜひ持って

いただいて、そういったことをこの報告会でお話しいただけると、私どもも

より今後の審議会の発展にもつながると思います。 

最後に広報についてですが、広報おおがきやフリーペーパーを利用された

とのことでしたが、子どもさん向けに教育委員会で発行している「この指と

まれ」に掲載されると効果は大きいと思いますので、ご利用いただけるとよ

いかと思います。以上、総評とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

髙木市民活動推進課長 

ありがとうございました。それでは次第の「4 その他」でございますが、

来週の日曜日27日の9時から市民活動助成事業及びかがやき市民手づくり協働

事業の公開審議会につきまして、委員の皆さまに事務連絡をさせていただき

ます。担当がただいま資料をお配りいたしますので、今しばらくお待ちくだ

さい。 

髙木市民活動推進課長補佐兼市民協働係長 

お配りした資料の確認をお願いします。まず市民活動助成の手引きと市民

団体提案型協働事業の企画提案の手引き、これに基づいて応募のありました

資料の一覧、提案の資料が№1から7までございます。 
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※市民活動助成の手引き 市民団体提案型事業の企画提案の手引き 提案

の資料に基づき説明 

 

髙木市民活動推進課長 

来週の公開審議会につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

それでは、来週日曜日9時から、こちらの会議室におきまして公開審議会を

開催いたします。傍聴をご希望の方は、当日受け付けをいたしますので、ぜ

ひともご参加ください。 

それでは、平成23年度大垣市市民活動助成事業・大垣市かがやき市民手づ

くり協働事業報告会をこれにて終了いたします。長時間にわたりどうもあり

がとうございました。 

 

16時 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   菊 本  舞 

 

                     委 員   川 本  徹 

 


