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令和元年度（2019 年度）（第１３期）事業報告 
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで 

 
特定非営利活動法人市民プロデュース 

特定非営利活動に係る事業 

事業一覧       

No 活動の種類 相手先 件名 

従事人数 
参加等
（延
べ） 

（※2）

事業費
（千
円） スタ

ッフ 
ﾎﾞﾗﾝﾃ
ｨｱ 

1 
(5)特定非営利活動を行う団体の運営又は

活動に関する連絡、助言、又は援助の活動 

山口県 
（県民生活課） 

県民ゆめはなアクショ
ン推進業務 

4 600 1,000 6,715

2 
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る

活動 

山口県（中山間地
域づくり推進課）

やまぐち元気生活圏づ
くり協働支援業務 

3   1,500 10,366

3 
(5)特定非営利活動を行う団体の運営又は

活動に関する連絡、助言、又は援助の活動 

町田市 
（ｵﾘﾊﾟﾗ推進課） 

まちだサポーターズ運
営支援業務 

1 8 200 1,214

4 (1)まちづくりの推進を図る活動 
その他市町 
（※1） 

ファシリテーション講
座他、各種研修等 

3   341 693

5 
(5)特定非営利活動を行う団体の運営又は

活動に関する連絡、助言、又は援助の活動 
その他一般 

日本財団ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄｾ
ﾝﾀｰ研修講師 

1   30 34

6 
(5)特定非営利活動を行う団体の運営又は

活動に関する連絡、助言、又は援助の活動 

自主事業（語り場
創出事業） 

たねカフェ（5回開
催） 

4   29 153

合計（延べ） 16 608 3,100 19,175
     

 定款に定める特定非営利活動の種類：   
 (1)まちづくりの推進を図る活動    
 (2)保健、医療又は福祉の増進を図る活動    
 (3)観光の振興を図る活動    

 (4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動     
 (5)特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動   
     
 （令和１年度（2019 年度）は、（２）（３）の活動はありませんでした。）   
 （※1：山口市、宇部市、長門市、柳井市、光市、熊本市、尾道市、倉敷市、福岡県香春町） 
 （※2：市民プロデュースまたは事業の相手先以外が主催する事業の参加客数は含みません）  

     

【参考】活動種類別一覧    

No 活動の種類 相手先 件名 

従事人数 参加等
（延
べ） 

（※2）

事業費
（千
円） 

スタ
ッフ 

ﾎﾞﾗﾝﾃ
ｨｱ 

4 (1)まちづくりの推進を図る活動 
その他市町 
（※1） 

ファシリテーション講
座他、各種研修等 

3   341 693

小計 3   341 693

2 
(4)農山漁村又は中山間地域の振
興を図る活動 

山口県（中山間地
域づくり推進課）

やまぐち元気生活圏づ
くり協働支援業務 

3   1,500 10,366

小計 3   1,500 10,366

1 

(5)特定非営利活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助
言、又は援助の活動 

山口県 
（県民生活課） 

県民ゆめはなアクショ
ン推進業務 

4 600 1,000 6,715

3 
町田市 
（ｵﾘﾊﾟﾗ推進課） 

まちだサポーターズ運
営支援業務 

1 8 200 1,214

5 その他一般 
日本財団ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄｾ
ﾝﾀｰ研修講師 

1   30 34

6 
自主事業（語り場
創出事業） 

たねカフェ（5回開
催） 

4   29 153

小計 10 608 1,259 8,116

合計（延べ） 16 608 3,100 19,175
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主な事業の報告 １ 

 

相手先：山口県（県民生活課） 

件 名：県民ゆめはなアクション推進業務  
 
山口ゆめ花博を契機とした県民活動の拡大を目指し、花博のボランティア等への情報発信や活動の場の
提供、マッチング等を行い、継続的な活動につなげるとともに、ボランティアの「輪」の拡大に向けた
全県的な取り組みを展開した。 
 
●登録者（対象）：県民活動アンバサダー 

山口ゆめ花博運営ボランティアはなアクション登録者 約５５０人、コンテンツ参
加ゆめアクション登録者約５０人。 

 
●推進業務の内容： 
（１）ボランティア参加情報等の集約・発信 

  ① Facebook ページ「県民活動アンバサダー」運用 
   ・対象：県民活動アンバサダーおよび一般県民 
   ・ＵＲＬ https://www.facebook.com/kenkatsuambassador 

②ボランティア参加情報等の集約・発信：年４回 
 ・8 月、10 月、12 月、3 月に発送 
 ・ボランティア募集情報の他、あいかさねっとリニューアルの    

お知らせなど 
③メールによる情報発信 
 ・対象：県民活動アンバサダーのうちメールアドレスの登録が 

ある方 
 ・内容：研修・ワークショップ等開催案内、ボランティア活動 

追加募集案内等 
（２）県コーディネーターの配置によるマッチング 
①ボランティア活動への配置 
 行政、民間組織等と連携し、ボランティア活動の案内および 
配置を行った。 

  ア ゆめ花マルシェ wam 
    活動日：2019 年１０月１１日（金） 

～１０月１４日（月祝） 
※台風による活動縮小あり 

    活動場所：山口きらら博記念公園 
    配置数：アンバサダー１４２名、  

ＹＩＣ学生２５名、延べ３２９人 
  イ 県民活動フェスタ２０１９ 
    活動日：2019 年１０月１９日（土） 
    活動場所：周南市徳山駅前賑わい交流施設 
    配置数：１１名 

  

(5) 特定非営利活動を行う団体の運

営又は活動に関する連絡、助

言、又は援助の活動 
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②インセンティブ企画 
    県民活動アンバサダーの活動意欲を高めるため、活動につな 

   がるインセンティブを企画した。 
    ア 県民活動アンバサダー 活動記念品 
      品  目：キャップ、名札 
    イ ボランティア保険への加入 

 ボランティア活動参加者については、ボランティア活動
保険（窓口：山口市社会福祉協議会）に加入した。 

   
③マッチング交流会の開催 

    県民活動アンバサダー同士の交流を図るとともに、ボランテ
ィア活動の経験や活動への思いを共有することで、活動後の
フォローアップとともに新たなニーズの掘り起こしにつなが
る場をセッティングした。 
ア 県民活動アンバサダー 大交流＆望年会 

     ・日時：2019 年１２月２１日（土） 
１３：３０～１６：００ 

 ・場所：山口県セミナーパーク 大研修室 
 ・対象：県民活動アンバサダー 

・参加人数：４２名  
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イ TSUNA-カン ツナグ カンファレンス 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となった。代替企画として、県民活動
アンバサダーへ資料送付、およびオンラインにて開催した。 
 ・ライブ配信：2020 年３月１７日（火）14：00～15：00 
 ・動画配信期間：配信終了後１ヶ月程度視聴可能とした 

・出 演：伊藤 一統氏（宇部フロンティア大学短期大学部 教授、NPO 法人うべネットワ
ーク 理事長） 

      平田 隆之（NPO 法人市民プロデュース 理事長） 
・配信方法：Facebook ページ「県民活動アンバサダー」 

上で約 1 か月間動画を配信 
https://www.facebook.com/kenkatsuambassador/ 

・内 容：・アンバサダー活動アンケート・集計結果の報告 
      ・5minites プレゼン登壇予定団体の紹介 
      ・フリートーク「対話×協働×市民活動×ボ 

 ランティアをツナグ」 
・視聴実績：約４００回（配信終了時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④活動アンケートの実施 
     活動しやすい環境を整えるための検討材料として、県民活動アンバサダーを対象としたアン

ケート調査を実施した。 
     ア ゆめアクション 活動後アンケート 
      ・実施時期：2019 年１０月～１２月 
      ・送付数：５７団体・回答数：２２件（回収率３８．６％） 
     イ 県民活動アンバサダー 活動アンケート 
      ・実施時期：2019 年１２月～2020 年２月 
      ・送付数：５３３名・回答数：１４２件（回収率２６．６％）  



5 
 

 （３）情報・意見交換会 ～県民活動アンバサダー活動説明会～ 
 ３ヶ所・計６回実施予定であったが、台風１５号の接近に伴い日程および実施回数を変更し

た。 
     ・月  日：2019 年１０月６日（日） 
     ・場  所：山口きらら博記念公園 多目的ドーム 
     ・時  間：Ⅰ １０：００～１１：００ 
           Ⅱ １３：００～１４：００ 
           Ⅲ １５：００～１６：００ 
     ・対  象：県民活動アンバサダー 
     ・参加人数：Ⅰ ３６名 
           Ⅱ １９名 
           Ⅲ １７名   計 ７２名 参加 
     ・内  容：県民活動アンバサダー概要説明、 

ボランティア活動案内、質問タイム      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）各種イベントへの参加 

  県民活動アンバサダーへの各種イベントでのボ
ランティア活動およびブース出店情報を案内。
当日の現場責任者配置とともに、同イベントへ
の出展により県民活動アンバサダーの活動をＰ
Ｒした。 

   ※ＰＲ用品として、のぼり旗を作成した。 
    ア ゆめ花マルシェ wam 
      ・活動日：2019 年１０月１１日（金） 

～１０月１４日（月祝） 
      ・場所：山口きらら博記念公園 
     
 
 
 

イ 県民活動フェスタ２０１９ 
      ・活動日：2019 年１０月１９日（土） 
      ・場所：周南市徳山駅前賑わい交流施設 
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 （５）重点地域及び県内大学・高校への出前講座の実施 
   ①県民活動アンバサダー 公開リレー講座 
    重点地域で活動する様々なジャンルの県民活動団体および、活動の支援拠点等を紹介すること

により、山口ゆめ花博で高まった県民参加の機運を広げ、つなげることを目的とした、学びと
つながりづくりの場。 
・対象：県民活動アンバサダーおよび一般県民 
・定員：各３０名程度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

② みんなの語り場～ボランティアを考えるワークショップ～ 
ボランティア活動への継続的な取組の推進と若者の参加を促進するため、大学生・高校生を対
象とした、ボランティア活動の経験や思い・経験を共有するワークショップを実施。 
対象：高校生、大学生 
協力依頼先：山口大学、山口県立大学、山口中央高校、中村女子高校、山口高校 
 
※公開実施については会場へチラシ配架、FB ページで告知  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 月  日 時間 場  所 開催形態 

1 2019 年 12 月７日（土） 10:30～11:30 山口高校 クローズ 

2 2019 年 12 月７日（土） 14:00～15:30 白石地域交流センター 公開 

3 2019 年 12 月 13 日（金） 15:00～16:00 中村女子高校 クローズ 

4 2020 年１月 11 日（土） 14:00～15:30 宮野地域交流センター 公開 

5 2020 年２月 10 日（月） 16:00～17:00 山口中央高校 クローズ 
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主な事業の報告 ２ 
 

相手先：山口県（中山間地域づくり推進課） 

件 名：やまぐち元気生活圏づくり協働支援業務  
 
 
●専門家や活動家等による指導・助言 
（１）専門家等の派遣 
 ① 専門家派遣 
  ア 申請件数 １１件 
  イ 派遣回数 ４２回（平均３．８回/件） 

No. 派遣日 地域名 場   所 専門家所属 専門家役職 専門家氏名

1-1 6/10・11 

長門市俵山 里山ステーション俵山 株式会社 FOODSNOW 代表取締役 平尾由希 
1-2 7/22・23 

1-3 8/26・27 

1-4 9/25-27 

2-1 6/20 

柳井市阿月 柳井市阿月 
NPO 法人ひろしま
ね 

理事長 安藤周治 

2-2 7/30 

2-3 8/27 

2-4 9/30 

2-5 11/30 

3-1 7/18 

柳井市柳北 柳北小学校 
NPO 法人市民プロ
デュース 

理事長 平田隆之 

3-2 7/24 

3-3 8/26 

3-4 10/30 

3-5 11/27 

3-6 1/14 

3-1 6/14 

柳井市柳北 
【伴走支援】 

柳北小学校 
NPO 法人市民プロ
デュース 

理事 小柳明子 

3-2 7/18 

3-3 7/24 

3-4 7/31 

3-5 8/26 

3-6 9/4 

3-7 9/25 

3-8 11/6 

3-9 1/7 

3-10 1/16 

4-1 10/22 

長門市向津具 向津具半島 
むかつ国であそぼ
う協議会 

客員学芸員 手嶋翔一 

4-2 11/20 

4-3 12/4・5 

4-4 12/28-31 

4-5 2/2・3 

5-1 7/8 
宇部市船木 
【公開型】 

船木ふれあいセンター 
NPO 法人市民プロ
デュース 

理事 小柳明子 

6-1 11/23 
防府市小野 
【公開型】 

小野公民館 
NPO 法人市民プロ
デュース 

理事長 平田隆之 

7-1 8/26 柳井市針圧 柳井市針圧 
山口大学大学院医
学系研究科 

助教 長谷亮佑 

8-1 10/29 
山口市阿東地
福 
【公開型】 

阿東地域交流センター 
地福分館 

NPO 法人市民プロ
デュース 

理事長 平田隆之 

9-1 1/20 山口市阿東地
福 

阿東地域交流センター 
地福分館 

NPO 法人市民プロ
デュース 

理事長 平田隆之 
9-2 2/13 

10-1 1/27 
阿武町福賀 阿武町のうそんセンター 

NPO 法人市民プロ
デュース 

理事長 平田隆之 
10-2 3/2 

10-1 1/27 
阿武町福賀 阿武町のうそんセンター 

NPO 法人市民プロ
デュース 

理事 小柳明子 
10-2 3/2 

(4)農山漁村又は中山間地域の振興を

図る活動  
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10-1 3/2 阿武町福賀 阿武町のうそんセンター 
NPO 法人ほほえみ
の郷トイトイ 

事務局長 高田新一郎 

11-1 2/20 
山陽小野田市 
埴生・津布田 

厚狭地区複合施設 
NPO 法人ひろしま
ね 

理事長 安藤周治 

 
 
（２）地域や市町に寄り添った地域づくり活動支援 
  本年度は、次年度以降の本格実施に向けた改善・検討材料を収集するためのモデル実施とした。 
 ① 専門家による公開型支援講座 
  ア 全体概要 

派遣日 地域名 場 所 専 門 家 内  容 
参加 

人数 

8/25 宇部市 

船木 

船木ふれあ

いセンター 

NPO法人市民ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

理事 小柳明子 

中山間地域づくり実践者のため

のチラシづくり講座 

20人 

11/23 防府市 

小野 

小野公民館 NPO法人市民ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

理事長 平田隆之 

中山間地域づくり実践者のため

の地域のプロジェクトづくりワ

ークショップ 

25人 

10/29 山口市 

阿東地福 

山口市阿東

地域交流ｾﾝﾀ

ｰ地福分館 

NPO法人市民ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

理事長 平田隆之 

みんなで考え 話し合う 

中山間地域づくり実践者のため

の暮らしに合った移動の仕組み

ワークショップ 

44人 

 
  イ 支援内容 

・広報支援（チラシ作成、Facebook イベントページ立ち上げ等、地域外への告知） 
・地域外からの参加申込受付 
・当日の運営補助 
・地域団体、行政との連絡調整（開催意図の共有、実施後の振り返り、他相談対応） 
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② 伴走型の中間支援活動の実践 

   ア 派遣地域：柳井市柳北地区 

   イ 派遣期間：令和元年６月～令和２年１月 

 専門家名 派遣回数 役  割 

専門家 NPO法人市民ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

理事長 平田隆之 

６回 柳北夢プラン策定委員会への支援 

・ワークショップ進行 

伴走支援 NPO法人市民ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

理事 小柳明子 
１０回 柳北夢プラン策定委員会役員会への支援 

・ワークショップ成果のまとめ・分析支援 

・進め方の検討支援 

  ウ 実施体制 

 柳北地区の夢プラン策定のために柳北地区コミュニティ協議会が設置した組織として、方針や

プロセスの検討を行う役員会と、広く意見交換を行う策定委員会が設置され、伴走支援は主に役員

会の支援を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 研修会等の実施 

 （１）全体概要 

  交流・ネットワーク構築を重視したプログラムとし、「課題やノウハウを共有する、   

  学び合う関係づくり」を目指す。 

 名  称 開催時期 開催場所 

① 中山間地域づくり 実践者のつどい 2019/7/22(月) 山口県セミナーパーク 

② 令和元年度中山間地域活性交流会 

中山間地域づくり 収穫のつどい 

2020/2/14(金) 山口県社会福祉会館 
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５ その他 

 （１）基礎調査等の実施 

協働機関：株式会社 FOODSNOW（代表：平尾 由希氏） 

実施内容：特定非営利活動法人ゆうゆうグリーン俵山の協力の下、俵山地域における食資源 

について情報収集を行うとともに、今後設立予定の地域経営会社の核となる店 

舗「たべやま」で活用できるメニューの開発、調理実習、セントラルキッチン機 

能についてのアドバイスも行った。 

     ・日程 

     6/10（月）〜 6/12（火）俵山取材① 

     7/22（月）〜 7/24（水）俵山取材②＋俵山ハンバーグ・シュウマイ試作 

     8/26（月）〜 8/28（水）俵山取材③＋メニュー開発 

     9/25（水）〜 9/28（土）俵山撮影（東京からカメラマン、ライター同行） 

    12/17（火）〜12/18（水）俵山出張④ 地域経営会社の取り組み支援 

       ・対象：俵山地域の農業生産者、加工事業者、配食スタッフ、地域住民ほか 

    ・方法：現地でのヒアリング調査、調理 

実習、相談支援 

    ・調査場所：里山ステーション俵山、 

食肉処理販売所「俵山猪野鹿工房 想」、 

たべ山、CREIN ほか 
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 （２）大学生等による地域づくり実践、地域活動実践 

   協働機関：山口県立大学 地域共生センター 

   実施内容： 

① 大学生等による地域づくり支援事業 

1 通まちづくり協議会（山口大学経済学部・鍋山） 

2 向津具半島民俗活用協議会（山口大学等・内田） 

3 大道理夢求の里交流会憩いの広場整備プロジェクト（徳山高専土木建築学科・中川） 

  

② 企業の社会貢献活動による地域づくり支援事業 

1 野島のにぎわい復活を楽しむ会（村田株式会社）  

2 向津具半島情報発信推進協議会（有限会社 天晴）  

 

 （３）活力が低下した地域での地域活動の実践（野島プロジェクト） 

   協働機関：山口県立大学 地域共生センター 

   実施内容： 

1 学生によるサロン活動（山口県立大学・草平） 

2 キッズイングリッシュ in 野島（山口県立大学・ウィルソン） 

3 野島の魅力発見プロジェクト（山口県立大学・倉田） 

4 アートな島 野島プロジェクト（山口県立大学・水谷） 

5 看護学生と一緒に考える健康づくり（山口県立大学・藤村） 
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主な事業の報告 ３ 
 

相手先：町田市 

件 名：まちだサポーターズ まちサポ会議運営支援業務 
 

●令和元年度上半期実績、および内容の報告 
月 項目・日時場所 内容 
4/12
（金） 

第１回総務班会議 
（10:00～12:00） 

１．新人研修会 
  研修内容について、活動内容の説明と、参加者同士のコミュニケーションを

図るアイスブレイクを実施することとした。説明については Aさん作成の資
料に沿って検討。アイスブレイクについては SB さんが進行担当のため、案を
作成し、平田がアドバイスすることとした。 

２．まちサポ会議の進め方 
３．〇ごと「まちだ花でおもてなし大作戦」への協力に関する検討 
４．自立（団体設立）準備について 
５．フェイスブック記者の募集の経過報告 
６．その他 

事業班の今後の展開 
今後、〇ごとのような形での依頼が増えてきたときの組織体制について 

5/9
（木） 

第１回新人研修 
（12:45～13:45） 

総務班が主体的に企画、運営する新人研修会を実施。 
１． まちサポについて（説明：Aさん） 
２． 自己紹介アイスブレイク（進行：SB さん） 
※初心者用缶バッジを制作し、希望者に配布 
※その他、総務班で会場づくり、受付、ポロシャツの配布等、運営全般を行っ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１回まちサポ会議 
（14:00～16:00） 

総務班が主体的に企画、報告するまちサポ会議 
１． H30 年度活動報告 

活動実績（回数、人数等） 
総務班活動報告 

２． 交流タイム（新人と先輩とのフリーディスカッション） 
新人と先輩が混ざるようにグループを作り、まちサポのいいところを共有
したり新人からの質問に答えたりしながらコミュニケーションを図った。 

第２回総務班会議 
（16:30～17:30） 

新人研修会・まちサポ会議の振り返りと次回に向けた検討を行った。 
・次回、主催者との意見交換会について、参加主催者には事前に「まちサポを活

用してよかった点・悪かった点」について考えてきてもらうようにすることと
した。 

・新人研修会の開催の曜日について今後検討することとした。 
6/21
（金） 

第３回総務班会議 
（10:00～12:00） 

・今後の予定について（事務局より） 
・プロモーションビデオ制作について検討 
 今年度中に企画と制作体制を整え、来年度の制作を目指す予定とした。 
 FB 用写真班（記者）も同時に募集する。 
・ボランティア募集元の「募集申請書」作成の検討。 

自立に向けた検討課題のひとつとして、今後検討することとした。 
ボランティアを募集する側の「募集スキル」を高めるため、募集申請書や 
募集主向け説明会などを今後検討することとした。 

・自立に向けた準備 
設立趣旨所と定款作成の検討 

 まず趣旨書の作成準備を行う。「将来に向かって」などとした文章をまとめ、年
末のまちサポ会議で提示する（予定）。 

(5) 特定非営利活動を行う団体の運

営又は活動に関する連絡、助

言、又は援助の活動 
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・自主事業、自主材検の検討 
 ・まちカフェでまちサポ PR（今後検討） 
 ・ビデオ制作（上記の通り） 
 ・その他、市役所ロビーを使い市民が親しめるロビーにする活動などのアイデ

アが出た。 
7/4
（木） 

第４回総務班会議 
（13:00～16:00） 

１． 趣旨書の案、検討 
内容や作り方について。市と市民とが手をつなぐ団体であること、楽しく
役に立てること、などが作文調で作成できるとよい。2月のまちサポ会議
で、参加者から、まちサポに対する前向きなキーワードを集めて作る方向
で検討することとした。 

２． 自主事業の内容、進め方について 
助成金獲得等、自主財源の確保も含め、来年度以降に向けて検討していく
こととした。 

３． 新人研修会、まちサポ会議（8月）の進め方について 
新人研修は総務班が主体的に企画運営する。Aさんの概要説明、SB さんの
アイスブレイク。まちサポ会議は市役所内のイベント主催担当者との意見
交換会。ポジティブな内容になるよう検討し、平田が進行することとした。 

8/29
（木） 

第２回新人研修 
（12:45～13:45） 

総務班が主体的に企画、運営する新人研修会を実施。 
１． まちサポについて（説明：Aさん） 
２． 自己紹介アイスブレイク（進行：SB さん） 
説明については写真を多用し、手元の資料ではなく画面を見ながら説明を聞いて
もらえるよう工夫した。 

第５回まちサポ会議 
（14:00～16:00） 

活動主催者との意見交換会 
・主催側参加者： 
・進行内容： 

ワールドカフェ方式による進行。 
～各テーブルに主催者が一人座り、まちサポメンバー 

は席替えをしながら意見交換を行う。 
１R 過去の活動でよかった点 
２R まちサポの価値って？ 
３R これからの活動への提案 
共有 今日の感想を A4 用紙に書き、数人から発表 

第５回総務班会議 
（16:30～17:00） 

新人研修会・まちサポ会議の振り返りと次回に向けた検討 
・新人研修会は、総務班内の役割を後退して実施することを検討することとし
た。 
・次回のまちサポ会議は、外部主催者を招聘して実施。次回総務班会議で今回の
振り返りを行い、進行内容を検討することとした。 

9/17
（火） 

第６回総務班会議 
（10:00～12:00） 

１． 次回 11 月まちサポ会議の進め方検討 
前回の振り返り 
・直接コミュニケーションをとる機会を作ることができたことは有意義 
だった。 

・募集主催者は、ボランティアにどこまで頼んでよいのかわからないと 
 いうことが分かった。 

   等の意見があった。 
次回 11 月のまちサポ会議の進行内容については、参加者が見えてから再度
検討することとした。 

２． 2 月まちサポ会議の自立に向けた話し合いの進め方検討 
・一般のまちサポ登録者にとっては現状と何も変わらないということ、 
 活動の幅が広がるメリットがある、自主性を高めていこう、ということ 
を理解してもらう。 

・まちサポ 2020 宣言、のような形で思いを表現できる主旨書を作りたい。
そのための「思い」を共有する話し合いがしたいとの意見があった。 

３． 次回の新人研修会の進め方、役割分担について 
・説明は SK さんとし Aさんが補助、アイスブレイクは Kさんとし SB さんが
補助。総合司会を Fさんとする。その他の変更として、アイスブレイクを
先に、説明を後にすることとした。 

  ・「入会説明会」を実施するかどうかについて、今後検討することとした。 
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●令和元年度下半期実績、および内容の報告  

月日  会議  内容  

10/16 

（水）  

第７回総務班 

会議  

（13:00～ 

15:00）  

１． 事務局より情報共有次回新人研修参加状況、聖火リレー等今後の予定等  
２． 次回新人研修について総務班の役割をローテーションして実施する。参加が

少人数のため座談会形式で行う。  
３． 次回まちサポ会議について外部主催者（募集主体）との意見交換会。前回の

市役所内主催者とほぼ同様の進行内容で実施することとした。進行は平田。 
４． 来年度（2020）の活動予定についてまちサポ会議について：新人研修会と同

様に総務班主体で運営、進行する。平日夜や土日の開催も検討する。  
５． その他  

まちサポ会議に参加しやすい日をアンケートする。2 月の第 4 回まちサポ
会議では、まちサポの魅力を表す文章（主旨書）をつくるための、主体的な
キーワードを集める会議にしたい。  

11/21 

（木）  

第３回新人研 

修  

（12:30～ 

13:30）  

総務班が主体的に企画、運営する新人研修会を実施。  

１． 自己紹介アイスブレイク（進行：Kさん）  

２． 活動説明（SK さん）  

※資料作成や運営サポート：主に Aさん  

※気づき：参加者から「ぺスカとは何ですか？」との質問あり。既存のメンバーに
は当たり前のことも丁寧に伝える必要があるとの気づきを得た。  

第３回まちサポ会議  

（14:00～ 

16:00）  

活動主催者との意見交換会  

・主催側参加者：ペスカドーラ町田 2 名、ＦＣ町田ゼルビア 1 名、総合体育館
指定管理者 1 名、町田市中活協 1 名、町田市スポーツ推進委員 5 名  
・進行内容： ワールドカフェ方式による進行。  

～各テーブルに主催者が一人座り、まちサポメンバーは席替えをしながら意見交
換を行う。 

１R 過去の活動でよかった点  

２R お互いの価値って？  

３R これからの活動への提案  

共有 今日の感想を A4 用紙に書き、数人から発表   

第８回総務班 

会議  

（16:30～ 

17:45）  

・現在増えている会員数の、オリパラ後の活動見込みについて、今後検討をして
いく必要あり。具体的には、これから主催者としてまちサポに活動してほしい
団体向けの「まちサポの取扱説明書」のようなものの作成など検討していく。 

・「まちサポ会議」という名称を再考し、参加しやすい雰囲気が伝わるように今後
検討していく。  

12/17 

（火）  

第９回総務班 

会議  

（13:30～ 

15:30）  

１． 今後の予定について（事務局より）  

２． 11~12 月の振り返り  

・まちカフェで作成した年表を今後も PR 等に活用  
・スキルアップ研修を自主事業として検討中。企画案を総務班と市で検討。 

３． 今後の活動について  

・2020 年 9 月以降も会員に残ってもらうための工夫を今後検討する。（オ
リパラに向けた活動を記録に残す。記念品等の贈呈など）  
・次回新人研修会、まちサポ会議の進め方について検討。新人研修会は従来
通り。ただし役割を後退する。まちサポ会議は 2020 のまちサポに向 
け、主体的な関りが確認できる内容で検討する。  

４． まちサポ会議の名称変更についていくつかの案を出し、仮の案として「m²T
（エムエムティー）」意味は、まちサポをみんなでもっと楽しく、とした。
今後検討する。  

５． 自主企画の検討  
2020 年 9 月以降にサンクスパーティ、11～12 月頃に「新生まちサポを考
える会」などのアイデアが出た。今後検討。  

６． その他  

総務班のメンバー増強について 3 名の推薦があり本人に打診してみること 
とした。  
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1/16 

（木）  

第１０回総務班会議  

（9:30～ 

12:00）  

１． 情報共有（事務局より）事前キャンプ、聖火リレー、自転車ロードレー 
ス、まちサポ会議の参加しやすい日程のアンケート結果共有等  

２． 総務班メンバー拡大について Fさん、Hさん、Yさんに打診し了承を得た。
３． ２月新人研修会、まちサポ会議について内容、進行はこれまでに検討した通

り。  
４． ５月まちサポ会議について実施の曜日や時間帯について検討し、３月の通信

に案内する。土日開催で検討予定。  
５． その他 ロードレースボランティアリーダーのメンバー選定について検討 

2/19 

（水）  

第４回新人研 

修  

（12:30～13:30）  

総務班が主体的に企画、運営する新人研修会を実施。  

１． 自己紹介アイスブレイク（進行：SK さん）  

２． まちサポについて（説明：Kさん）資料作成等サポート Aさん、進行 SB さん 

第４回まちサポ会議  

（14:00～ 

15:30）  

１． 連絡事項まちサポ会議を来年度より「m²T」に変更することとする  
２． まちサポの価値を伝えようワークショップ  

（新型コロナウィルス感染防止対策として、時間短縮、席替えをしない、付箋
などを使わないなどの配慮をしたうえで実施）  

・まちサポの魅力を伝えるためのポスターを作成すると仮定して、そのポスター
にまちサポの多様な価値を表現する言葉を入れる。その言葉「「私たち・まちサ
ポの魅力、存在意義」とは？を話し合い、 後に A4 用紙に書いて共有する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第１１回総務班会議  

（16:30～ 

17:00）  

・新人研修に関する振り返り  

参加者も多いときは荷物置き場をつくる 
感染症対策についての対応を検討しておくタイムキーパーを置く 

・まちサポ会議に関する振り返り名称変更についてはもう少し丁寧 
に伝えるべきか。 
再度、検討してみることにした。  

・今日の「言葉」を参考に、今後の趣旨書や新規募集の PR 物に活かす 
・来年度上半期の日程を仮決定（オリパラに関連して平田の上京スケジュールを
早期に決定しておくため）  

3/11 

（水）  

第１２回総務班会議  

（9:30～ 

11:30）  

  

※新型コロナウイルス
感染症感染防止のため、
総務班会議を中止 
し、オリパラ課との次年
度打ち合わせに変更  

１．2020 年度 m²T の実施内容の検討  

 ①主催者との意見交換は年１～２回を予定：  

市役所担当の回と外部主催者の回で各 1 回、または市役所担当と外部主催者
合同で 1 回。m²T の他の回とのバランスで検討。  
②8/9 マラソン開催日、ポプリホールでパブリックビューイング予定。それに
併せた内容は次回、総務班会議で検討する。  

 ③5 月 m²T  

昨年度の振り返りと今年度の推進体制と事業計画の提案と承認、など  
 ④オリパラ終了後の検討総括、記念事業（打ち上げ？）など、第三四半期で実施。

形態は総務班で検討する。  
 ⑤その他：2020 年度から、m²T も総務班主導で実施。  

２．2021 年度以降の形について  

スポーツ振興計画に即して運営。現状でも述べ約 3,000 人）。「組織」「団体」
としての形ができている状態。今後、寄付や会費などお金が扱えるような形態
に。総務班（事業班、広報班など含め）のあり方は今後、実態に合わせて事務
局、推進母体としての機能を検討。  

３．コロナの対応について随時検討する。  
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主な事業の報告 ４ 
 

① その他市町 

市町 対象・主体 内容 
参加
者数

山口市 消防団大学 ファシリテーション研修 30 人

尾道市社協 ボラネット交流会 助成金活用団体の活動発表会 30 人

宇部市 黒石地区まちづくりサークル学習会 ファシリテーション研修 40 人

長門市 自治会連合会 会長研修会 ワールドカフェ 40 人

山口市 定住促進課 南部地域フォーラムパネルディスカッションコー

ディネーター 

40 人

熊本市 男女共同参画センターはあもにい ファシリテーション研修 25 人

倉敷市 航空宇宙ビジネスフォーラム グラフィックレコーディング 50 人

柳井市 やない市民活動支援センター 広報誌講座 20 人

福岡県香春町 香春町地域おこし協力隊 チームビルディング合宿研修 6 人 

光市 市職員×市民 出会いカフェ 協働づくりワークショップ講師 30 人

柳井市 柳北地区 夢プランパンフレット等デザイン － 

山口市 南部地域特産品開発フォーラム パネルディスカッションコーディネーター 30 人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

② その他一般 

相手先 件名・対象 内容 
参加
者数

日本財団ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻ

ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催自治体職員

向けレガシー講演 

「ボランティアの残し方」 30 人

 
 
 

  

(5) 特定非営利活動を行う団体の運

営又は活動に関する連絡、助

言、又は援助の活動 
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③ 自主事業：たねカフェ 
Vol. 月日 時間 会  場 タイトル 参加人数

─ ５月１４日(火) 10:00～15:00 
山口きらら博記念公園
多目的ドーム コミュ
ニティルーム 

たねラボ「志賀壮史さんを味
わう１日」 

7

36 ５月１９日(日) 18:00～19:30 市民プロデュース 
「ファシリテーションの基
盤：協働デザイン」参加報告
会 

6

37 ６月１７日(月) 10:00～11:30 市民プロデュース 
「Art of Hosting Nagara 
2019」参加報告会 

6

38 ７月１１日(木) 18:30～20:00 
やまぐち県民活動支援
センター 

「社会変革のためのシステム
思考」参加報告会 

4

39 
１２月１２日
(木) 

18:00～20:00 市民プロデュース 
市民プロデュースメンバーを
味わう会 

6
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その他①：研修等参加実績報告 
月日 時間 タイトル 講師 場所 参加者

2019/4/10 
18:30～
20:00 

SDGs 総論～SDGs の進捗状況
と課題～ 

星野智子（GEOC、SDGs ジ
ャパン業務執行理事  
(一社)環境パートナーシ
ップ会議副代表理事） 

WASEDA NEO 平田 

2019/4/11 
19:00～
21:30 

東京に自然エネルギーの森
をつくろう ～都市から再生
可能エネルギーの未来をつ
くるには？ 

山川勇一郎（たまエンパ
ワー株式会社）/広石 拓
司 – 株式会社エンパブ
リック 

シティラボ東京
（City Lab 
TOKYO） 

平田 

2019/4/11-12 
9:00～
17:30 

ジリアン・マーティン・ミ
アーズ氏招聘特別ワークシ
ョップ「ファシリテーショ
ンの基盤：協働デザイン／
実践コーチング」 

ジリアン・マーティン・
ミアーズ 
小田 理一郎（チェンジ
エージェント） 

ＴＫＰ御茶ノ水カ
ンファレンスセン
ター 

小柳 

2019/4/21 
13:30～
16:30 

世田谷コミュニティ財団 1
周年記念イベント 

世田谷コミュニティ財団 
カタリスト BA（玉
川ライズ 8階） 

平田 

2019/4/27 
10:00～
16:30 

C.本気で動く・動かすため
の「エンパワメント力」研
修  

中国５県 

岡山県総合福祉ボ
ランティア NPO 会
館 4 階 401 会
議室 

平田 
小柳 

2019/5/25 
13:00〜
16:40 

NPO 法人みんなの集落研究所
平成 30 年度成果報告会 

みんなの集落研究所 

岡山県総合福祉・
ボランティア・Ｎ
ＰＯ会館 きらめ
きプラザ 3 階大会
議室 

小柳 

2019/5/27 
11:00～
17:00 

理事と理事会を活かす・育
てる：ガバナンスの基礎の
再確認と、確立・拡充のヒ
ント 

川北秀人（IIHOE) 
防府市地域交流セ
ンター 

吉岡 

2019/5/31-
6/3 

終日 Art of Hosting2019＠長柄 
クリス・コリガン 
ケイトリン・フロスト 
牧原 ゆりえ 

千葉県長柄町 小柳 

2019/5/31 
10:00～
16:45 

地域連携に向けたノウハウ
研修会 

阿部典子（みんなの集落
研究所 主席研究員） 

さぽらんて 平田 

2019/6/7 
19:00～
21:00 

成果も人も大切にする新し
い組織づくりを学ぶ講座～
今話題のティール組織っ
て？～ 

「実務でつかむ！ティー
ル組織“成果も人も大切
にする”次世代型組織へ
のアプローチ」の著者、
吉原史郎 

周南市立徳山駅前
賑わい交流施設 3F
交流室 2 

平田 

2019/6/14 
19:00～
21:00 

デイヴィッド・ストロー氏
来日記念シンポジウム 

デイヴィッド・ピータ
ー・ストロー 
井上英之 
岩附由香 
小田理一郎 

東京工業大学 岡
山西講義棟１ 

平田 

2019/6/15-
6/16 

9:30～
18:00 

デイヴィッド・ストロー氏
来日特別セミナー「社会変
革のためのシステム思考」   

デイヴィッド・ピータ
ー・ストロー 
小田理一郎 

TKP 御茶ノ水カン
ファレンスセンタ
ー 

平田 

2019/6/28 
10 時～
12 時 

自分×地域の困りごと＝ま
ちだづくり ソーシャルビジ
ネス・コミュニティビジネ
ス ことはじめ night 

⻑浜洋⼆ （町⽥市地域
活動サポートオフィス事
業統括ディレクター∕モ
ジョコンサルティング代
表） 

町田市役所２F 
応援ルーム 

平田 
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2019/7/20 
13:00～
15:00 

新たな時代の人づくりトー
クセッション（第１回） 
 
「これからの時代に必要な
資質や能力・学びの在り
方」 

山口県知事 村岡嗣政 
宮坂 学 ヤフー（株）
取締役会長 
熊平 美香 昭和女子大
学キャリアカレッジ学院
長、２１世紀学び研究所
代表理事 
石戸 奈々子 NPO 法人
CANVAS 理事長、慶応義塾
大学教授 
木村 健太 広尾学園中
学校・高等学校医進・サ
イエンスコース統括長 

吉田キャンパス 
共通教育棟 1 番
教室 

平田 

2019/8/24 
13:00～
16:15 

新たな時代の人づくりトー
クセッション（第２・３
回） 

村岡知事 
 
【第１部】 
文部科学省 
総合教育政策局 
社会教育振興総括官 
（兼）政策課長 寺門 
成真 
一財)地域・教育魅力化 
プラットフォーム 
代表理事 水谷 智之 
株式会社 studio-L 
代表取締役 山崎 亮 
 
【第 2部】 
筑波大学人間系教授 
教育学類長 藤田 晃之 
リクルート進学総研 
「キャリアガイダンス」 
編集顧問 角田 浩子 
株式会社キャリアリンク 
代表取締役 若江 眞紀 

翠山荘 平田 

2019/9/14～
15 

終日 
ファンドレイジング日本
2019 

コレクティブ・インパク
トによる社会変革の肝は
何か？ 
広石 拓司、佐藤 真久、
番野 智行 他 

駒澤大学 平田 

2019/11/16 
13:00～
15:00 

セミナー ボランティアと
のコミュニケーション術 ～
呼びかけ方 

古賀桃子 
男女共同参画セン
ター・フォー・ユ
ー（宇部市琴芝町 

平田 
宮崎 

2019/12/29 
10:00～
12:30 

業務改善のためのキントー
ン講座 

講師コミクリ松江オフィ
ス 福田恵子 ・ コミク
リ周南オフィス 和田 真
純 

県民活動支援セン
ター 

平田 
吉岡 

2019/9～11 － 地域経営のはじめかた 
一般社団法人 持続可能
な地域社会総合研究所 
藤山浩等 

県健康保健会館他 
小柳 
宮崎 

2020/1/20 
13:00～
16:00 

SDGs でつながる、未来につ
なげる、企業と NPO の協働
取組 

県内事業者等 
周南市 学び・交
流プラザ 

宮崎 

2020/2/9 
10:00～
18:00 

ボランティアコーディネー
ション力検定 

共催：認定特定非営利活
動法人日本ボランティア
コーディネーター協会
（ＪＶＣＡ） 
運営企画：特定非営利活
動法人やまぐち県民ネッ
ト２１ 

山口県立大学 宮崎 

2020/2/12 
13:30～
16:30 

コミュニティ学習会～進め
たいけど壁がある地域づく
りのための～ 

里山くらし LABO(静岡市)
代表 池田水穂子 

周南市徳山駅前賑
わい交流施設 

小柳 
宮崎 
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地域課題のワガコト化と住
民自治組織の変革と進め方 

2020/2/19 
18:30～
20:30 

東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック競技大会とそ
の先に向けた取り組み 

星野智子 
一般社団法人 環境パー
トナーシップ会議 副代
表理事、持続可能なスポ
ーツイベントを実現する
NGO/NPO ネットワーク
（SUSPON）副代表、一般
社団法人 SDGs 市民社会
ネットワーク 業務執行
理事 

中央区立環境情報
センター 

平田 

2020/3/15 
20:00～
22:00 

緊急集会！！オンライン化
の波をファシリテーターは
どう捉えるか？ 

日本ファシリテーション
協会 

Zoom 平田 

 

 

その他②：チャレンジやまぐち！地域貢献賞 
「活力みなぎる山口県」の実現に向け、地域づ

くりの推進力となる県民活動を促進するため、県
民活動団体や社会貢献活動を行う事業者等の特に
優れた取組を表彰する「チャレンジやまぐち！地
域貢献賞」を受賞した。 
 

 

 

その他③：グッドガバナンス認証（ベーシック） 
一般財団法人非営利組織評価センターによる「第三者組織評価

（ベーシック評価）」に申請し、２３の基準を持たしているとし
て、２０２０年１月２４日付で認証を得た。 

 

その他④：事務所改装工事について 
第 1 期（８～９月）：床面積の拡張（壁を取り除き隣の空きスペ

ースと連結させた） 
第２期（１０月）：エアコンの新規取付、既存エアコンの修理等 

 

その他⑤：新スタッフ 1 名雇用しました 

 


