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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30年度第1回会議 会議録 

 

 

平成30年4月14日、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成30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29年度大垣市市民活動助成事業について 

⑵ 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  久 本 たき子   委  員  林   暁 朗 

委  員  後 藤 文 夫   委  員  長 瀬 ちえ子 

委  員  髙 木   誠   委  員  新 田 米 子 

委  員  柳 瀬 文以智   委  員  大 塚 和 美 

 

３ 事務局出席者 

かがやきライフ推進部長   豊 田 富士人 

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 

市民活動推進課主査     後 藤 実穂子 

市民活動推進課主任     大 橋 良 太 

 

４ 出席団体 

Ｓ＆Ｄ 

ぎふ音楽クラブ 

翠耀会 

   みんなの未来をつくる会 

   特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

ふるさとから教育を語る会 
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10時 開会 

 

杉田市民活動推進課長 

皆さま、おはようございます。定刻になりましたので始めさせていただきます。 

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30

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。本日の資料でございますが、事前に送付させていただきました次第、

事業一覧、事業報告の資料№1から№8までとなります。資料の不足がありましたら、係

員の方までお申し付けください。 

昨年度まで委員としてご助言をいただきました大橋委員におかれましては、3月末で辞

任されまして、新たに林委員が就任されましたので、ご報告させていただきます。 

それでははじめに、かがやきライフ推進部長の豊田よりごあいさつ申し上げます。 

 

※豊田かがやきライフ推進部長挨拶 

 

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。 

それでは、早速ですが、本日は、昨年度の市民活動助成に関する事業報告をしていただ

きます。 

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。各団体に

おかれましては、10分以内でご報告をお願いしたいと思います。その後、委員の皆さま

から質疑をいただきます。委員の皆さまにおかれましては、団体を育成する、あるいは支

援するという観点から、ご意見やご助言等をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

それでははじめに市民活動団体設立助成について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

國枝市民活動推進課主幹 

平成29年度大垣市市民活動助成事業・かがやき市民手づくり協働事業の事業実績を 
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ご覧下さい。こちらに市民活動団体設立助成を掲載させていただいております。市民活動

団体設立助成につきましては、助成率は10分の10、助成の上限は2万円となっており、団

体設立に伴う備品等の購入費に充てることとしております。昨年度助成させていただきま

した内容につきましては、特定非営利活動法人西濃地域猫の会さんへ捕獲器、ウクレレ普

及協会さんへウクレレピックアップ、ぎふ音楽クラブさんへドラムセット、kenkenさん

へ鍵盤ハーモニカと楽譜、Kids Dance Clubさんへ外付けハードディスク、ゆっくり歩む

音楽サークル奏音～カノン～さんへハンドベル、昔話キャラバン隊すのまたさんへ紙芝居

舞台の全部で7件の助成を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、団体の皆さんからご報告をいただきたいと思います。初めの一歩助成を受

けられた市民活動団体さんは、昨年度2団体ございました。 

まず、Ｓ＆Ｄさんからご報告をいただきたいと思います。ご準備よろしいでしょうか。

Ｓ＆Ｄさんの事業は、資料№1「みんなが主役！楽しくミュージカル体験事業」になりま

す。それでは、Ｓ＆Ｄさん、よろしくお願いいたします。 

 

※Ｓ＆Ｄ：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。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いします。 

 

髙木委員 

 実際公演に参加された方が3名ということでしたが、ワークショップに参加された方の

人数からすると少ないですが、3回のワークショップには、毎回、同じ方が参加されたの

でしょうか。 

 

Ｓ＆Ｄ 

3回のうち、平均して2回の参加でした。 

 

髙木委員 

ワークショップに参加されて、本番に参加されなかった理由は何があるのでしょうか。

参加される方の意識が高かったなどの理由でしょうか。 
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Ｓ＆Ｄ 

小さい子どもさんで、本番になったらやっぱりやめておくという方もみえましたので、

人数が少なくなってしまいました。次回機会があればやりたいと言ってみえました。 

 

髙木委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

 そのほかいかがでしょうか。参加者の方は、大人と子どもとどちらの割合が多かったの

でしょうか。 

 

Ｓ＆Ｄ 

 割合的には子どもが多かったですが、実際に舞台に出られたのは親子での参加が多かっ

たです。 

 

菊本委員長 

そうしますと、新たに団員になられた方も、子どもではなく大人の方ですか。 

 

Ｓ＆Ｄ 

入団されたのは子どもさんです。今回は舞台には上がらなかったのですが、入会したい

ということでした。 

 

菊本委員長 

 事業を通しての手応えはどうでしたか。実際自分たちが思っていたような反応でしたか。

それとも、もっと来てほしかったという印象でしょうか。 

 

Ｓ＆Ｄ 

そうですね、参加された方は、積極的に楽しんで取り組んでいただけたのですが、ただ

小さいお子さんが実際いろいろなことをやるとなると、なかなかうまくできなかったとい

うことがありました。小さい子でもできるように、指導方法を考えないといけないと思い

ました。 

 

菊本委員長 

ありがとうございます。ほかよろしいでしょうか。ないようですので、今年度も申請い

ただいておりますので、昨年度の活動を踏まえて、発展していただければと思います。 
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人に教えるということを通じて会員のスキルアップを図ることで会員が成長できたという

お話もありましたので、そういった部分でも今年度も期待したいと思います。以上でＳ＆

Ｄさんの発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

続きまして、資料№2のぎふ音楽クラブさんの「音楽にふれよう！軽音楽コンサートと

楽器体験事業」です。 

それでは、ぎふ音楽クラブさん、よろしくお願いいたします。 

 

※ぎふ音楽クラブ：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。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いします。 

 

新田委員 

事業内容ではコンサートのほかに楽器体験について計画されていましたが、こちらの方

の状況はどうでしたでしょうか。楽器体験に関心を持たれた参加者はどれくらいあったの

でしょうか。 

 

ぎふ音楽クラブ 

参加者数は10名程だったのですが、子どもさんやお年寄りに参加していただきました。 

 

新田委員 

 参加された方の反応はいかがでしたか？ 

 

ぎふ音楽クラブ 

 ぜひ参加したいということで、入会していただいた方もありました。 

 

新田委員 

 では、効果があったということですね。 

 

ぎふ音楽クラブ  

 はい。そうです。 

  

菊本委員長 

 収支決算書をみさせていただきますと、当初5万円程度の支出を見込んでおられました
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が、決算が3千円程度で、ほとんど支出することなく事業を実施されましたが、計画と大

幅に違った理由を教えてください。 

 

ぎふ音楽クラブ  

 通信運搬費は自分たちの車で運搬したのでかかりませんでした。また講師の謝金も、

サークルから講師を出しましたのでかかりませんでした。 

 

菊本委員長 

 分かりました。もう1点質問ですが、「ギターあかね会」さん、「筝曲あかねの会」さん、

「ＯＳアンサンブル風」さんの3つの団体さんとのつながりができたとのことでしたが、

今回はどのような方法で新たにつながっていかれたのでしょうか。 

 

ぎふ音楽クラブ 

 まちづくり市民活動支援センターから市民活動団体さんへ連絡していただき、その中で

応募いただいたのが、「筝曲あかねの会」さんと「ギターあかね会さん」で、また、「ＯＳ

アンサンブル風」さんについては、広報おおがきへも出演団体の募集を掲載したので、そ

ちらを見て応募をいただきました。 

 

菊本委員長 

 分かりました。団体さんと繋がりができて今後一緒にやっていかれるということはあり

ますでしょうか。 

 

ぎふ音楽クラブ 

 はい、5月5日にプラザ掛洞というところで一緒に演奏する予定です。 

 

菊本委員長 

分かりました。ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

今年度はご自分たちのできる範囲で活動されたということが分かりますが、他の団体さ

んともつながりが持てたということですので、今後も活動を通じてつながりを広げていっ

ていただければと思います。以上でぎふ音楽クラブさんの発表を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

続きまして、資料№3の翠耀会さんの「知って学ぼう！海外支援ボランティア事業」の

報告を行っていただきます。 

それでは、翠耀会さん、よろしくお願いいたします。 
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※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。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまからご

質問あるいはご意見等ございましたらお願いします。 

 

長瀬委員 

 素敵な活動をしていただきまして、ありがとうございます。現地への寄附として先ほど

新たにせっけんとタオルをもっていくといわれましたが、石鹸は固形せっけんですね、毎

月元気ハツラツ市で活動していらっしゃいますので、そちらへもっていけば、受付しても

らえますか。 

 

翠耀会 

 はい、受付ボックスを用意しております。 

 

長瀬委員 

 タオルはもちろん新品でしょうか。 

 

翠耀会  

 はい、そうです。 

 

長瀬委員 

 分かりました。ありがとうございます。できるだけ協力させていただきたいと思います。 

職業訓練品の鞄ですが、持ち歩いていると素敵な鞄ですねと声をかけられ、大変好評です。

元気ハツラツ市やかがやきライフイベントで販売していらっしゃいますとＰＲさせていた

だいています。 

 

翠耀会 

 活動にご理解をいただき、ありがとうございます。タオルは粗品のもので構いません。

高田中学校で話しをしたことがありますが、我々の使いかけの鉛筆でもベトナムでは新品

です。ベトナムは物がないので、日本では使い古しのものでも、新品同様なのだと子ども

達に話すと、非常に感動を受け、印象に残ったという感想をお聞きします。汚れたり破れ

たりしていなければ、古くても、使えれば結構ですので、石鹸も新たに届けることになり

ましたので、使わなくなった固形石鹸を現地では非常に喜んで使ってくれますので、ご寄

附いただければと思います。 



8 

新田委員 

 大変地道な長い期間のご活動に敬意を表したいと思います。ひとつご質問させていただ

きたいのですが、報告書の今後の活動方針の中に、団体や個人からの支援寄附が増加して

いるとあり、今後の活動の励みになるような状況となっておられますが、これはやはり講

演などの活動で理解を示してもらえる人が増えていることが理由でしょうか。具体的に教

えてください。 

 

翠耀会 

 そうなんです、講演の後に文具を寄附いただいてきましたが、その後も文具が集まって

いると連絡が入っていますので、いただきにあがるということが現状であります。もうひ

とつは、ベトナム訪問者が文具を集めてくれて、取りに来てほしいと連絡がございました。

今では、1回の訪問ではもっていけないほどの量の物資が集まっております。老骨に無知

をうち、消化できるまではしっかりやっていかなければいけないと思っております。 

 

新田委員 

 ベトナムから日本に働きに来ている人たちとの交流はありませんか。 

 

翠耀会 

 実施報告の中にありますが、最近ベトナムから働きに来ている人が多くなってきていま

すが、その子たちが一生懸命ベトナム料理をつくってくれ、そこに私たちが参加させてい

ただいて、交流をしております。それが唯一在日の方たちとの交流です。ただ、元気ハツ

ラツ市で、ベトナムの方たちが通っていく際には、「チンチャオ」と挨拶をしますと寄っ

てきてくれてベトナムの商品だと喜んでくれる光景があります。 

 

新田委員 

 日本にきているベトナムの方からの、なんらかの支援をいただき、現地の子に届ける形

だと、また別の考えがあるのではと思いますので、そういった交流も続けていっていただ

ければと思います。 

 

翠耀会 

 大変貴重なご意見をいただきました。ベトナム料理の交流会の際に、こちらで働いてい

る子たちにも声をかけ、交流を広げていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

髙木委員 

 収支決算書についてですが、印刷製本費が当初の予定より大幅に減額となっていますが、
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コストを抑えられたということや、作成した冊数が当初と違ったことなどが要因でしょう

か。 

 

翠耀会 

 冊数に関しては、見込み違いということもありますが、事務局として自前のプリンター

を使用し、自費で印刷をすることが多いということが要因としてあります。助成対象の経

費については、大変厳しいので、実際にベトナム訪問した際の旅費やバス代も自己負担で

あり、バス代も非常に高くなっているため、バス代については助成対象にしていただける

と非常にありがたいと思っております。助成金をいただくのも来年で終わりますので、こ

こまで幅を広げた活動を次から自費でやらないといけないとなると、どんどん縮小になり、

それは困るので、それなりに費用を抑えながら予算を組んで申請をしています。そうしな

いと、活動内容に落差ができ、助成を受けなくなった後が大変になると思いますので、助

成が長期間続けば、事業は拡大していきますが、お金の面では今後は自費負担になります

ので、そういった面も考えて運営しなければ続かないと考え、活動しております。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。そろそろお時間となりますので、これで質疑応答を終了させ

ていただきます。今年度も市民活動助成を受けられますが、継続して活動をよろしくお願

いしたいと思います。 

以上で翠耀会さんの報告を終わります。どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして資料№4、みんなの未来をつくる会さんの「発達支援の輪を広げ

よう～「みんなの学校」から学ぶ～事業」です。 

それでは、みんなの未来をつくる会さん、よろしくお願いいたします。 

 

※みんなの未来をつくる会：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。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

新田委員 

 今後の方針の中で、固定会員だけでなく幅広く参加しいていただけるように、月1回

モーニング会の開催を計画されていますが、喫茶店などに一般の人たちも集まっていただ

くというような内容なのでしょうか。 
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みんなの未来をつくる会 

 チラシを今作成し、よく行く喫茶店などに置かせてもらっていますが、曜日によって参

加人数の偏りがありますので、開催の曜日のローテーションを組んで、曜日が偏らないよ

う、集まりやすいように曜日を設定して、問い合わせがあった方には、日程をご案内して

います。雑談ではありますが、一人ひとりの経験というのは宝で、色々な方の経験談を聞

き、学びの場となっており、貴重な交流機会となっています。 

 

新田委員 

こういう交流を続けていかれると、もっと人の輪が広がっていくと思いますので、大変

だと思いますが、頑張ってください。 

 

みんなの未来をつくる会 

ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

 私からも、1点質問させていただきます。収支決算書の収入の参加料のところで、当初

見込んでいた金額が6万円で、実際の収入が10万円程でかなり増えていて、当初の計画よ

りも参加された方が多かったことがよく分かりますが、固定会員のみではなく、会員以外

の方に大きく広がったという実感はありますでしょか。 

 

みんなの未来をつくる会 

 定例の活動はやはり固定会員が多いのですが、イベントを開催すると会員以外の参加者

が集まるので、すごく増えてるなという感じはあります。 

 

菊本委員長 

広がった方々の特性として、ニーズを感じて参加されているのか、それとも支援したい

という立場でもっと知りたいと思って参加されているのか、上映会や講演会を開かれた時

に、どちらの方が多い印象でしょうか。 

 

みんなの未来をつくる会 

 自分たちと同じような活動をしている団体が、同じように行いたいと学びに来る方が 

1割くらい、教育関係者が2～3割、放課後等デイサービスなどの療育関係の方が1割、 

その他が保護者の方というような構成です。 
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菊本委員長 

はい、ありがとうございました。ハーバリウムの活動などは新しい活動で、流行のもの

を取り入れると反応がいいとのことですので、こうした新しい活動を通して今後も活動が

広がっていくといいと思います。ほかいかがでしょうか、よろしいでしょうか。今年度も

活動を計画されていますので、期待をしたいと思います。以上でみんなの未来をつくる会

さんの報告を終わります。どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして資料№5、特定非営利活動法人クローバ西濃支部さんの「子育て

世代のための再就職フェア事業」です。 

それでは、特定非営利活動法人クローバ西濃支部さん、よろしくお願いいたします。 

 

※特定非営利活動法人クローバ西濃支部：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。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご意見あるいはご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

髙木委員 

差し支えがない程度で結構ですが、実際、企業はどのようなところが参加されたので

しょうか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

 企業名でしょうか、業種を申し上げればいいでしょうか。 

 

髙木委員 

 どちらでも結構です。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

業種ですと、人手不足といわれています介護業界、結婚式場や葬儀場など人が主役にな

るサービス業、人材派遣業や、美容系の企業の方に来ていただきました。 

 

髙木委員 

実際に、参加された方とのマッチングはどうだったのでしょうか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

はい、介護事業はしんどいイメージがありますが、企業によっては働き方改革をされて
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いて、子育て世代の方向けのサービスをやっているということで大変好評で、2名の方が

採用され、仕事していますと聞きました。 

 

髙木委員 

ありがとうございます。 

 

久本委員 

 参加者数の240名ですが、子育て世代の方だと思いますが、具体的に多かった年齢層や

内訳はお分かりになりますか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

 見ているかぎり30代後半が多いです。40代になると子どもの年齢が上がっているとい

うこともあって、今働いているが今の職場よりもいいところがないか探しに来られている

感じです。 

 

久本委員 

ありがとうございます。ヒアリングシートの集計結果というのは、もう出ているので

しょうか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

はい、出ています。一般的にはアンケート形式で、こちらで項目をつくり、選択しても

らう形式が多いと思いますけれども、私たちは全部記述式にしました。なぜかといいます

と、記述していくと自分の考えがまとまっていくのではないかという理由です。内容は再

就職に興味があるかないか、どういうことが不安か、何が実際知りたいのか、どういうこ

とを仕事にしていきたいか、仕事をする上で何が一番気になるかという項目を質問しまし

た。 

 

久本委員 

集計は大変でしょうが、それをまとめられたのでしょうか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

不安なことについて一番多かった回答が、子どもが小さい方が多かったので、家事と仕

事の両立について、子どもの急な発熱のときに企業は対応してくれるのか、仕事が合わな

かったときにすぐやめることができるか、休みがきちんとあるか、などの意見が多かった

ように思われます。 
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久本委員 

ありがとうございます。ヒアリングシートが記述式ということなので、集計は難しいと

思いますし、目的が、書くことによってその人自身の考えをまとめるということでもあり

ますので、ぜひ続けていただければと思いますし、同じ女性として子育てと仕事の両立に

ついては、皆さん通ってきたところであって、再就職をしてマッチングをして、色々と悩

んで転職してなど色々あると思いますが、今の時代は、専業主婦の方もみえますが、女性

として自己実現するためにも仕事をしていくことは大事なことだと思いますので、大変だ

と思いますけれども、ご活躍をお祈りしています。 

 

菊本委員長 

ほかよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。以上をもちま

して特定非営利活動法人クローバ西濃支部さんの報告を終わります。どうもありがとうご

ざいました。 

それでは、続きまして資料№6、大垣市グラウンド・ゴルフ協会さんの「グランウンド

ゴルフで楽しく健康づくり事業」です。 

それでは、大垣市グラウンド・ゴルフ協会さんよろしくお願いいたします。 

 

※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。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

長瀬委員 

 助成事業ではないですが、今年度の市民総体はいつか決まっていますか。 

 

大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

 大会日程は全て決まっておりまして、市民総体は、9月23日に実施します。その前に各

校区で対抗戦を行い、選手を選出していくという段取りで行う予定です。 

 

菊本委員長 

この事業も今年度が最後になりますが、先ほどのお話しですと協賛団体さんが増えてき

ているということでしたので、自主財源での団体運営がこれからの課題になってくると思

いますが、今後企業等に協賛や寄附を募っていくという見通しは今年度立てていらっしゃ

いますでしょうか。 
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大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

設立当時は道具がたくさん必要でしたので、商工会議所よりご理解いただきまして寄附

をいただきましたが、寄附に頼るのではなく自主的にやりたいと思っております。しかし

助成制度はありがたいですので、助成金をいただきながらできるだけ地道に余剰金を作り

ながらやっていきたいと思っております。また、10年も経つと道具の買い替えもしない

といけないので、そういうことも見越しながら、極力自分たちだけの運営でやれるように、

実際参加費も1回500円で市長杯と会長杯は運営しています。本当に困ったときは企業さ

んにお願いに行くこともあるかもしれませんが、現状では会費での地道な運営をしていき

たいと思っています。 

 

菊本委員長 

今後も地道に活動を続けていかれるということでした。ほかいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。以上をもちまして大垣市グラウンド・ゴルフ協会さんの報告を終わります。

どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして、資料№7、ふるさとから教育を語る会さんの「親力アップ～楽

しく・自信をもって子どもを育てる～事業」です。 

それでは、ふるさとから教育を語る会さんよろしくお願いいたします。 

 

※ふるさとから教育を語る会：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。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

大塚委員 

 この内容をみていると、すごく固いと思います。講演会や座談会で色々と聞いて学ぶこ

とは大切だと思いますが、先ほど言われましたように子どもさんを巻き込んで、親子で楽

しんで体験できるようなものを取り入れたり、それから、大垣女子短期大学の幼児教育科

の方を巻き込んで企画された方が、たくさんの方に来てもらえると思います。勉強も大切

ですが、色々経験することも大切ですので、色々なことが体験できる場所を設けていただ

くことほうがいいのではないかと思います。 

 

ふるさとから教育を語る会 

昨年度事業を実施し、参加人数が50～60人ほどで、少ないと感じました。正直、もう

少し来てもらえると考えていました。また、参加者は女性ばかりで、男性がゼロでしたの
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で、そこも課題だと感じています。今年度は遊びやゲームを取り入れる計画ですが、夫婦

で、または家族で聞きに来ていただけるといいと考えます。昨年度はおばあちゃんがおみ

えになっていて、どうやって孫を育てたらいいのかという質問がありました。また、開催

時間ですが、私に孫がいますが、娘も聞きに行きたいが、その時間帯は難しいと言ってい

ました。より多くのお母さん、またご主人にも来ていただけるような時間帯を設定し、自

分の子育てに対するものの考え方を家族で共有していただきながらできるといいと考えま

す。また、去年は残念ながら企業から寄附をいただけませんでしたので、企業や家庭をど

う巻き込むかも課題にして活動を前へ進めていければと考えています。 

2月に市民活動推進課が行いました子どもを巻き込んだイベントを見学しましたが、親

子で楽しんで参加できる方法がいいのではと感じました。私たちのお話を聞いていただい

て、そしてその後親子遊びをしたり、童謡を歌いながら活動したり、ゲームをしたりなど

の親子で一緒にできる活動を盛り込むと、たくさん来ていただけるのではないか、そうい

う楽しい親子活動を通して、親力アップを図っていければと思います。 

 

新田委員 

会の目標ですけれども、教育レベルが高い大垣を作っていきたいとか、質の高い教育を

目指したいなどを活動目標に掲げておられるようですが、事業目標の設定のところに具体

性がないので、一般の人たちの心を掴まないのではないかと私は思います。西濃地域にお

ける学校現場の質に問題を感じておられるのであれば、何が問題だと思ってみえるので

しょうか。 

具体的にどういうことが問題なのかとか、教育レベルも具体的にどういうものにしてい

きたいのかとか、子どもの発達として、どういうふうに育っていってほしいのかという具

体性がないので、講演会の中にも示しておられないので、一般の親さんたちに届かないの

ではないかと思いますので、会員の方はプロフェッショナルな方たちなので、現状の教育

に何が必要なのかをもう一度分析され、もう少し丁寧にやっていただけるといいのではな

いかと思いました。 

 

ふるさとから教育を語る会 

教育上の問題では、かつて私が教員をやっていたときに、不登校生が130から140名い

ました。現在はというと、子どもの数が減っているにも関わらず、割合的にすごく多く、

増えているのが現状です。不登校児が多いというのは、将来の大垣の大きな損失につなが

ると思います。不登校児を減らすことはなかなか至難ですし、学校への直接働きかけは私

たちにはできない。会員の中には教育委員さんもみえますし、市議会議員さんもみえます

ので、そういう方にも相談しながら、不登校児の解消も図っていきたいですし、教育とい

うと今の親さんは学習塾へ行かせればいいという短絡的な考えが多いですが、学習塾で教
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育レベルが高くなるという考え方ではなくて、本当の教育は親教育であると思っておりま

す。親さんの教育をいかにしていくかをこれから考えていきたい。しかし小中学校への親

教育というものは教育委員会に任せられているので、もっと小さい保育園児や幼児をもつ

親さんの教育を考えていきたいと考えています。 

 

新田委員 

具体的な課題をもっておられるようですので、ぜひ具体的な、突っ込んだ内容で座談会

を計画していただけると、不登校などの悩みをもつ親さんも多いと思いますので、参加者

が増えるのではないかと思います。 

 

ふるさとから教育を語る会 

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

 

菊本委員長 

そろそろお時間になりますので、ふるさとから教育を語る会さんのご報告を終らせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、団体さんからのご報告を終らせていただきます。団体さんの多くは

今年度も助成事業の申請をされていますので、昨年度の反省を踏まえまして、今年度の事

業が発展していけますように、よろしくお願いしたいと存じます。 

 

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きまして、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 

それでは、資料№8「平成29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、多目的交流イベントハウス内に設置してお

りますが、主な業務といたしましては、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相談などのサポート業

務を行っております。平成29年度の主な活動の実績でございますが、まず市民活動セミ

ナーにつきましては、市民活動団体の活動に参考となるような講座を年4回実施しました。

講座内容といたしましては、「定年後は自分のため、地域のために生きる！」、「フュー

チャーセッション＠大垣～みんなで語ろう大垣の未来！！～」、「助成金獲得セミナー 企

画提案力のコツ教えます！」、「地域資源を生かしたまちづくりについて」という内容で講

座を開催させていただきました。 
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市民活動相談でございますが、年間で1,220件相談がございました。相談内容としまし

ては、団体運営について、イベントに参加・協力していただける団体・講師を紹介してほ

しい、市民活動団体登録・登録内容の変更について、事業のＰＲ方法について、助成金に

ついて、ボランティア情報を知りたいというような相談が多くございまして、対応させて

いただきました。その他に図書コーナーも設置してございまして、年間10件程の貸し出

しがありました。その他、広報活動につきましては、元気ハツラツ市での支援センター及

びボランティア活動のＰＲ、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ございますが、1階の展示室と3階に会議室が2

部屋ございまして、平成29年度は1年間で26,542人の方にご利用いただきました。その他、

来館者数でございますが、こちらでは年間を通して様々なイベントを駅通りで行っており

ますので、その際の利用者や観光案内等で来られる方もおみえになりますので、3万人を

超える方にご利用をいただきました。参考までに、昨年度の利用状況が掲載させていただ

いておりますのでご覧いただければと思いますが、昨年度よりたくさんの方にご利用いた

だいたという実績でございます。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。ただ今ご説明いただきましたまちづくり市民活動支援セン

ターの運営実績につきまして、委員の皆さまから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。よろしいでしょうか。では、これをもちまして事業報告

を終了させていただきます。ありがとうございました。 

それでは最後「その他」でございますが、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。 

特にないようですので、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 

皆さま、長時間に渡りありがとうございました。 

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30年度第1回

会議を終了させていただきます。本日は長時間にわたりありがとうございました。 

 

 

12時00分 閉会 


