
 

平成 29 年度 にぎわい交流館 事業報告会・説明会 

カブヌシ総会 
 

日時 〔昼の部〕平成 29 年 5 月 9 日（火）14:00～16:00 

   〔夜の部〕平成 29 年 5 月 10 日（水）19:00～21:00 

場所 日進市にぎわい交流館 2 階 会議室 ABC 

 

タイムスケジュール 

昼の部 夜の部 内容 

14:00 19:00 開会あいさつ 

オリエンテーション（流れ説明） 

自己紹介（グループごと） 

14:10 19:10 事業報告・事業計画説明 

☆フィードバックシートのオモテ面に意見などを書いてください 

14:45 19:45 グループワーク 

・フィードバックシートに書いたことを話し合います 

☆全体で話し合いたいことを選んでください 

15:15 20:15 全体で意見交換 

・各グループの「話し合いたいこと」を 1～2 個ずつ出します 

・出された話題について、全体で意見交換します 

15:55 20:55 閉会あいさつ 

☆フィードバックシートのウラ面を書いて、事務局へプレゼントし

て帰ってください！ 
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平成 29 年度 にぎわい交流館 事業報告会・説明会 

カブヌシ総会 説明資料 
 

① 昨年度の会議室利用 

  

 

H27 年度と比べて、人数は 8.6 %、件数は 13.4 %増加しました。 

 

② 登録団体数 

 

 

昨年度は新規登録 44 件、登録取消 4 件で、差引 40 件増加しました。 

内訳は「子ども健全育成」13 件、「文化・芸術・スポーツ」6 件、 

「保健・医療・福祉」5 件などです。 
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③ 昨年度の事業 主なものを挙げました。 

 

団体向け 

講座・交流会 

・カブヌシ総会！ 

・伝わる思い 広がる活動（活動を始めた人向け） 

・まちづくりコトコト交流会（個人と個人でつながろう） 

・助成金申請ワークショップ 

市民向け 

イベント 

・にっしん生き方人間塾（数井さん、小川さん） 

・おしゃべりワークショップ わいわい広場 

・にぎわい夢まつり 

・にぎわい交流館まつり 

情報発信 

・イベントカレンダー発行（毎月更新） 

・掲示板リニューアル 

・にぎわい NEWS 発行 4 回 

・広報にっしん記事制作 2 回 

・チラシ配架、ウェブサイト、Facebook など 

調査 ・登録団体の訪問取材 12 件 

 

④ 昨年度の相談記録 

  

 

266 件の相談がありました（H27 年度に比べて 2 倍）。 

一部事例をご紹介します。 

 

 



（3） 

case 1. 一般社団法人 BIG BRIDGE 大橋さん 

学習障害のお子さんの指導法を学ぶ学習会のチラシを配りたい 

⇒一緒に学校教育課、あいあいの家（放課後児童デイ）へ 

⇒講座は 38 人の参加があり、満員でした！ 
 

case 2. Wakka 新田さん 

クラウドファンディングで空き家をリノベーションしたい 

⇒想いとやりたいことの整理、ファンディングページの文章づくり 

⇒始まってからは、声かけリストの整理お手伝いなど 

⇒見事 40 万円調達を達成！ リノベーションも 4 月に完成 
 

case 3. 地域福祉課 木村さん 

障害者等レクリエーション文化活動対策事業の応募団体が少ない 

⇒障害者福祉分野以外で、やっていただけそうな団体に声かけ 

⇒5 団体の応募がありました！ 

 

⑤ 団体アンケートの結果 
昨年 12 月にお送りしたアンケート、156 団体からご回答をいただきました。 

ご協力ありがとうございました。一部をご紹介します。 

 

団体向け講座 

一番 

参加したい

のは…… 

団体向けイベント 

□1  情報発信（チラシ、ウェブサイ

トなど） 31 団体 

□1  いろいろな活動分野の 

団体交流会 24 団体 

□2  会員・ボランティア募集 

のやり方 29 団体 

□2  にぎわい交流館まつり等の 

PR イベント 23 団体 

□3   取り組むべき地域課題の調

査・分析 28 団体 

□3  市内の活動現場ツアー 

22 団体

 

ご意見・ご要望をもとに改善しました！ 

どの団体が会議室を使っているか

分かりづらい 
⇒

玄関の外にも当日の利用状況を掲示

します 

夜、駐車場が暗い ⇒ 投光器を設置しました 

女子トイレが足りない ⇒ 1 階の男子トイレを男女共用にします

託児に使える敷物やおもちゃがあ

るとよい 
⇒

マットとボールプールを購入しまし

た。貸し出せます 
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⑥ ビジョンと今年度の事業 
市民活動は、地域や社会の課題を解決するために市民が自発的に行う活動をいい

ます。 

地域のために動く人たちが、みんなの力を合わせて課題を解決できるよう取り組

みます。 

 

 ビジョン  

 
市民・行政・NPO が効果的に連携しながら、 

地域課題の解決に取り組むしくみができている 
 

       

長期成果       

A  B C 

地域課題と解決策の可視化、 

対話による共有がなされ、 

NPO が担う公共サービスの 

領域が増えている 

 
NPO が社会や自組織の 

変化に対応して 

成果を出し続けている 

市民が地域の当事者として、

市民活動の受け手や担い手

となるための機会が 

充実している 

 

H29 事業 

      

１ 地域課題の調査・分析 

団体が取り組む問題につ

いて、どんな点が問題なの

か、どれだけ多くの人がど

のように困っているのか、

他の地域ではどのように解

決しているかなどを調査。 

２ テーマ型団体交流会 

活動しているなかで課題に

感じていることを出し合い、

何ができるか話し合う。ま

ずは「子ども・若者を支える

家庭・学校・地域社会」テ

ーマで行う。 

３ 市民活動・協働推進勉強会 

 １ 事務支援事業 

にぎわい交流館ができるこ

と、写真が得意な人、チラ

シが作れる人など、団体

運営の力になる地域資源

を見える化。 

２ ピアサポート会 

活動している人が悩みを

相談したり、活動報告した

りして支え合う場。 

３ 会計基礎講座 

４ 会員募集講座 

１ わいわい広場 

誰でも来られる「対話」の

場づくり。おしゃべりしたい

テーマがある団体・個人の

方と一緒に開催します。ア

イデアをお持ちの方、ぜひ

手を挙げてください。 

２ にぎわい NEWS  

３ ボランティア情報の発信

４ ウェブサイトなど 

５ チラシ転送システム 

６ にぎわい夢まつり・ 

にぎわい交流館まつり 
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●今年度の年間予定 

 4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

A 

 8 月 市民活動・協働

推進勉強会 
地域課題の調査・分析モデル実施 

9 月 テーマ型団体交

流会 

B 
 7/29 会計基礎講座 事務支援メニュー表

作成 
2～3 月 会員募集講

座 

ピアサポート会開始⇒月 1 回開催 

C 

5月 にぎわいNEWS 
Vol. 13 

8月 にぎわいNEWS 
Vol.14 

11月 にぎわいNEWS 
Vol. 15 

 

9/17 にぎわい夢ま

つり 
11/19 にぎわい交流

館まつり 

5～7 月 わいわい広

場共催団体募集 
8 月 共催団体決定

⇒打ち合わせ 
わいわい広場開催 

 

⑦ やりたい！けどできない！アイデアリスト 
【団体向け】 
・NPO の現場見学ツアー（市民向けにも） 

・事業改善座談会（団体の活動や市の事業の課題点をみんなで話し合う） 

・事業ブラッシュアップ講座「伝わる思い 広がる活動」 

・企業・行政から福祉施設などの団体に作業依頼しやすいポータルサイト 

・活動を始めたい人がにぎわいと共同で小さなイベントを開催 

・ボランティア募集情報の冊子作成 

・日進市の総合計画などを学ぶ会 

・コワーキングの日 

 

・マイプロジェクト講座 

・ロジックモデル作成講座 

 

【市民向け】 
・小中学生向けボランティア体験 

・NPO インターンシップ 

・ボランティアマッチングイベント 

・活動している人をインタビュー 

・にぎわい NEWS for students 

・NPO 入門講座 

・生き方人間塾 

 

【その他】 
・にぎわい交流館フロアボランティア 

・にぎわい交流館で大学生インターン受け入れ 



平成 29 年 5 月 

団体登録の更新と、その際の提出物について 

 

○現在の団体登録は今年度末が期限です（３年毎）。 

○更新手続きの案内は、平成 29 年 12 月ごろに送付する予定です。案内にご回答いた

だくことで、団体登録が継続されます。 

○今度の更新時から、直近 1 年度分の事業報告と収支決算を提出していただくことに

なりました。 

 

なぜ、提出が必要なの？（経緯） 

平成 26 年度まで……会議室利用時に、参加費の徴収や物品の販売は原則禁止されて

いました。⇒活動に必要な資金調達を妨げているのでは？ 

平成 27 年春……非営利目的で運営されていることが確認できれば、これまでの制限

は必要ないとして、利用の決まりを改正しました。 

  合わせて、それまで 1 年間だった登録期間を、3 年間（平成 27～29 年度）に延

長しました。 

 

よくある質問にお答えします 

○いつ、何を提出するの？ 

⇒提出時期はこれから決めますが、平成 30 年 4 月以降を考えています。 

平成 29 年度の事業報告と収支決算を提出していただきます。 

これは、会計年度が 4 月～翌年 3 月である団体が多いことを考えてのことですが、

それ以外の期間を取っている団体については、柔軟に対応します。 

○どんなものを作ればいいの？ 

⇒様式は任意としますので、すでに団体内で使用しているものがあれば、そのまま

提出していただけます。 

見本も 6 月ごろにご用意します（Excel データをウェブサイトに掲載予定）。 

○自分の団体はお金を全く使わないのだけど？ 

⇒事業にあたってお金の出入りが全くない団体は、収支決算は不要です。事業報告

のみ提出をお願いします。 

○会計作業をやったことがないから不安……。 

⇒7 月 29 日（土）午前に、初めての方のための会計基礎講座を開催します。 

また、会計コワーキングを何回かやろうと考えています。 

お気軽にご相談ください。 
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