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１．センターの目的・当初３年間で目指すこと



１．センターの目的・当初３年間で目指すこと

関連条例・指針・計画等

センター設置目的・背景と関わるもの主な条例・指針・計画等

・丹波市参画と協働の指針

・丹波市自治基本条例

・第２次丹波市総合計画

・丹波市市民活動支援センター基本計画

・丹波市市民プラザ条例

・丹波市まちづくりビジョン

・・・

・丹波市人口ビジョン／丹（まごころ）の里創生総合戦略

・丹波市生涯学習基本計画

・第３次丹波市男女共同参画計画

・丹波市地域福祉活動促進計画

平成24年4月1日施行、改正後現行条例 平成29年4月1日施行

平成23年3月策定

令和元年11月策定

令和元年10月22日施行

平成30年3月策定

平成27年3月策定
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センターの目的

市民活動支援センター基本計画

理念「市民一人ひとりが輝き 活躍できるまちづくり」

（１）学んだ成果を実践へと展開する「知識循環型生涯学習推進の拠点」

（２）多様な主体が連携し、協働の創出の場となる「市民活動連携の拠点」

（３）市民がいきいきと暮らし続ける「地域づくり事業支援の拠点」

[視点１] 市民が積極的に参画できる市民に開かれたセンター

[視点２] 多様な主体が協働し市民とともに成長するセンター

[視点３] 気軽に立ち寄ることができる居心地のよいセンター

丹波市まちづくりビジョン（20年後のまちと暮らしの姿）

「住み慣れたまちに住み続けられる暮らしを実現するための地域づくり」

１．センターの目的・当初３年間で目指すこと



（参考）組織・運営体制

（参考）組織・運営体制 2020年度当初時点

丹波市市民プラザ

市民活動支援センター

男女共同参画センター

施設管理・運営
まちづくり部市民活動課（主：市民活動係）
運営事業者（株）地域計画建築研究所 等

氷上子育て学習センター

管理・事業運営
（株）地域計画建築研究所 等
市民活動課（主：市民活動係）

地域支援
生涯学習支援等

市民活動課（地域協働係・生涯学習係）
まちづくり指導員（6名）

（株）地域計画建築研究所 等

関連事業・連携

運営事業者（株式会社地域計画建築研究所）体制
・2019-20年度委託契約
・スタッフ５名 -フルタイムは１名のみ -丹波市内人材の雇用４名 -１日２名体制
・連携協力事業者 -NPO法人シミンズシーズ -認定NPO法人市民活動センター神戸

運営委員会

評価
運営への
助言

有識者／他市中間支援実践者／市内関係機関・事業者／
市民活動団体・地域づくり団体 等

連携
運営

施設管理・運営
まちづくり部人権啓発センター
（男女共同参画推進係）

施設管理・運営
健康福祉部子育て支援課
（子育て支援係）
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当初３年間の事業全体像

コミュニケーション／関係づくり

市民プラザの空間づくり

市民プラザ登録制度

① ［基盤・関係づくり］

情報収集・発信・蓄積

調査・研究

② ［情報収集・発信・調査研究］

市民活動・団体（テーマ型）支援

交流・連携支援

地域づくり活動・団体
（自治協・自治会）支援

③ ［団体支援］

活動のきっかけ・入口づくり

知識循環型生涯学習活動の支援

女性の参加・活動支援

地域福祉活動支援

④ ［活動支援］
地域
づく
り

市民
活動
の

市民1人ひとりの

地
域
づ
く
り
や

地
域
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１．センターの目的・当初３年間で目指すこと



当初３年間の事業全体像

当初３年間の事業の柱① ［基盤・関係づくり］

コミュニケーション／関係づくり

市民プラザの空間づくり

市民プラザ登録制度

２５の各自治協議会、自治会長会 地域づくり団体のみなさんと

市内の市民活動団体・サークル・女性グループのみなさんと

図書館・学校などの公共施設、商工会・社協等（民間支援組織）、地域メディア、行政各部署や支所
等と連携体制

多様な人たちが気軽に立ち寄れる、「ごちゃまぜ」で心地よい場所づくり（雰囲気・レイアウト・装飾）

フリースペースなどいろいろな形で使える・集える場所としての空間づくり

来館者や利用者同士がつながったり、情報交換ができるコーディネーションや情報設置（声かけ）

プラザ内会議室や印刷機等の利用登録制度づくり・運営

情報発信や活動支援の団体登録・パートナー制度づくり・運営

１．センターの目的・当初３年間で目指すこと
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当初３年間の事業全体像

情報収集・発信・蓄積

調査・研究

地域づくり・市民活動・女性参画・生涯学習に関する暮らし目線での情報設置・ファイリング

助成金や補助金などの支援情報・活動に有益な情報の設置、団体情報

センター情報誌「名称検討中」の取材・発行・地域や団体へのお届け

インターネットでの情報発信：市民プラザポータルサイトによる団体発の情報発信／SNS等

地域メディア（新聞・ラジオ・テレビ・ミニコミ誌等）による（連携した）情報発信

市広報（広報たんば・防災無線等）での情報発信

丹波市内や周辺地域含めた地域づくりに関する情報集積・調査・研究

ノウハウなどの発信や交流

その他、市民プラザの目的やテーマ（男女共同参画・生涯学習・社会教育）に関連する調査や研究

当初３年間の事業の柱② ［情報収集・発信・調査研究］

１．センターの目的・当初３年間で目指すこと



当初３年間の事業全体像

当初３年間の事業の柱③ ［団体支援］

市民活動・団体（テーマ型）支援

交流・連携支援

団体（法人）設立・運営・実務の相談やアドバイス（専門家と連携）・情報提供

コミュニティビジネス、資金調達、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ等の専門性の高い講座・研修

活動団体や市民の活動交流会（大交流会や地域別交流会）

地域づくり団体・市民活動団体・企業や活動希望者とのマッチング

地域づくり活動・団体（自治協・自治会）支援

自治協のあり方懇話会を受けた、組織や活動の見直し等の支援

会議運営支援や地域課題の調査・分析支援

活動ノウハウのアドバイスや情報提供・検討支援（例；情報発信、資金調達等）

新たな活動の担い手の発掘や参加しやすい場づくりの支援 等

上記に関係する広報・会議運営等の講座・研修

専
門
家
や
実
践
者
に
よ
る
相
談
会
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個
別
・
出
張
）
プ
ラ
ザ
で
の
相
談
窓
口

１．センターの目的・当初３年間で目指すこと
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当初３年間の事業全体像

当初３年間の事業の柱④ ［活動支援］

活動のきっかけ・入口づくり

知識循環型生涯学習活動の支援

女性の参画・活動支援

身近なテーマで学んだり交流できるサロン（市民が講師・話題提供）

新たな活動の担い手の発掘や参加しやすい場づくりのデザイン・支援 等

生涯学習事業との連携による、地域づくりへの参加のデザイン・支援

社会教育の視点からの地域人材づくり・支援 等

男女共同参画センターと連携した女性の地域づくり活動やテーマ型活動立ち上げ・運営の相談・支援

プラザでの女性による自主講座等の開催や子育てママ・パパの活動拠点としての活用支援 等

地域福祉活動支援

社会福祉協議会、ボランティアセンター、よろずおせっかい相談所等と連携した地域福祉活動の支援、
地域自治活動やテーマ型活動との連携支援 等

１．センターの目的・当初３年間で目指すこと



２． 2019年度（初年度）事業概要
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２． 2019年度（初年度）事業概要

１ 市民活動支援業務
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

（１）市民活動団体・イベント等情報の集積・発信

①情報誌
『tamtam』

・隔月（11、1、3月）／1,000-1,500部発行
・A４・４頁フルカラー

②センターチラシ受
付・配架

・117件（平均約１件／日）
・市内中心、個人～ボランティアグループ・NPO・自治活動・行政等多様

③講師紹介
・７件
・ボランティア団体、自治協、市研修等

④市内外の先進事例
視察

・川西市市民活動センター・男女共同参画センター
・令和２年度地域再生大作戦事業説明会 及び 持続可能な地域づくりに関す
る研修会
・ジチラボ（主催：一般財団法人明石コミュニティ創造協会）

⑤補助金情報の収集 ・県収集・整理されているものを活用

⑥市民プラザからの
情報発信

・センター紹介フライヤー及びプラザリーフレット作成
・ポータルサイトの作成・更新
・SNSを活用した情報発信
・新聞記事アーカイブ記録：86件（3/27現在）
・ステークホルダーリストの整理：登録件数：319件（3/24現在）
・ダイレクトメール（郵便）の送付：11・1・3月、200-250件
・アウトリーチでの情報収集・提供



１ 市民活動支援業務

（２）各種相談への対応及び専門的な相談会の開催

①相談対応

・相談対応：513件（1日平均3.9件） 2020年３月末日現在
・個人のお悩み相談～団体設立・運営、補助金申請、自治組織運営、団体
間連携、講師紹介等 多様
・詳細については報告書参照

②地域支援
・春日町：自治協議会・自治会長会まちづくり懇話会（講師）
・青垣町芦田自治振興会：地域づくり委員会
（講師コーディネート・会議運営 計２回）

③自治協議会事務局
のパソコンお悩み
ニーズ収集

・２５地域全てについて活動推進員へヒアリングによりニーズ調査実施

④ウェブサイト作
成・パソコンお悩み
相談会

・１回開催（２月）
・市民プラザポータルサイトの活用、パソコン利用方法、facebook活用

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）
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１ 市民活動支援業務

（３）交流事業の開催、マッチング及びコーディネート

①相談対応
・青垣地区遠阪自治振興会 託児依頼
・農業後継者問題（個人）
・物件探し（個人） 等 詳細については報告書参照

②サロン事業 ・若者サロン企画：想定対象地域：芦田、幸世、生郷、鴨庄、上久下

③各種機関や市関連
部署等との交流連
携・マッチング・
コーディネート

・丹波市ボランティア協会 令和元年度研修
・丹波市社会福祉協議会 「市民活動・ボランティアセンター運営委員会」
研修（新型コロナウイルスの影響により中止）
・丹波市中央図書館連携事業
・高齢者学級・シニアカレッジ閉校式での連携（同様に上記理由で中止）

④センター運営への
市民参加・利用者と
のコラボレーション
企画

・折り紙展示・紙飛行機大会
・オセロの提供：みんなでオセロ
・書き初め大会

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）



１ 市民活動支援業務

（３）交流事業の開催、マッチング及びコーディネート

⑤調査研究

・関連する審議会等への委員・傍聴参加・情報収集
-丹波市自治協議会のあり方懇話会
-生涯学習基本計画審議会
-まなびの里づくり協議会
-地域福祉計画推進協議会

⑥その他
・（参考）三市連携まちづくり互近助サミットの企画・準備・運営

福知山市・丹波市・朝来市の連携事業（2019年12月14日）

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）
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１ 市民活動支援業務

（４）人材育成

①「地域づくり講
座」の開催

・「地域づくり団体にとっての法人格」講座（3/5 2回）
・農業後継者問題（個人）
・物件探し（個人） 等 詳細については報告書参照

②参考：TAMBA地
域づくり大学2019

・センター運営受託者が業務を受託
・センター業務を連携させ、受講生の活動支援を行った

③市民プラザ・市民
活動支援センター等
スタッフ育成の研修

・スタッフ育成のための現場研修（2名が各５日間他市支援センターにて）
・公共施設の市民営 内部研修（10/14）
・ボランティアコーディネーション・参加支援 内部研修（11/30）
・ミーティングファシリテーション・会議支援 内部研修（12/12）

④市職員研修への協
力

・たんば職員チャレンジ・プログラム第６回（12/27）講師：戸田

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）



１ 市民活動支援業務

（５）団体運営支援

①相談対応実績
・再掲・割愛
・詳細については報告書参照

②自治協議会等地域
団体運営支援実績
（一部）

・芦田地域自治振興会 地域づくり委員会
・春日地域づくり懇話会
・大路地区自治協議会：パソコン操作等のアドバイス
・国領地区自治協議会：faecbookページ立ち上げ支援

③その他市民活動団
体支援（一部）

・NPO法人の決算作業、所轄庁報告、役員交代に関する助言・サポート
（NPO法人ふくろう）
・NPO法人設立認証申請・団体立ち上げの支援（NPO法人たんばコミュニ
ティハブ）等

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）
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１ 市民活動支援業務

（６）政策提言

①パブコメミーティ
ングの実施

・第２期丹波市人口ビジョン（案）、第２期丹の里創生総合戦略（案）に
ついてのパブコメミーティング（3/12）

②丹波市自治協議会
のあり方懇話会の
フォロー（再掲）

・情報収集・とりまとめへの助言
・自治協議会代表者会議（2/14）へ委員としてスタッフが参加

③センター利用実績
や地域の状況を踏ま
えた市民活動課との
協議

・適宜、市民活動課と情報共有を行いながら、地域支援の施策や事業につ
いて助言等を行なった。例：令和２年度の自治協議会の自己診断等にかか
る事業展開についての協議・提案

④丹波の森公苑運営
委員会への参画

委員にセンタースタッフが就任（2020年3月～）し、2019年度運営委員会
に出席、生涯学習支援などの視点から連携について発言

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）



２ 市民活動支援センター運営業務

（１）受付管理業務

①受付管理業務

・市民プラザの受付業務及び市民活動支援センターの受付、管理業務を実
施した。
・フロア利用：7,792人（1日平均58.6人）
・チラシ受付：117件（1日平均0.9件）
・詳細については報告書参照

②その他
・市民活動支援センター ロゴ・広報媒体のデザイン
・市民プラザ内サイン デザイン統一
-カラー設定・フォント設定統一

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）
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（１）事前訪問・関係づくり

２５地域の自治協議
会への訪問

・25地域の自治協議会にまちづくり指導員とともに、訪問。プラザ及びセ
ンターの目的や事業内容について説明、スタッフと会長や推進員との顔合
わせ、地域の現状や課題などのヒアリングを実施。

オープニングイベン
ト展示作成支援

・25地域の自治協議会や市内市民活動団体とのコミュ
ニケーションや活動状況を知る機会としても位置付け、
オープニングイベントで展示する活動紹介パネルの
作成支援を行なった。

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

（２）開設前ワークショップ

「みんなでつくろ
う！使おう！みんな
の市民プラザ 意見
交換会&ごちゃまぜ
交流会」

・9/28開催 参加者合計：33人
・プラザ及びセンター紹介、参加者の活動概要、プラザ活用アイデアなど
についての交流・意見交換、市民プラザ先行見学会 等
・詳細については報告書参照

３ オープニング記念事業開催



（３）オープニングイベント

目的

・プラザに来ればいろんな人に出会えたり、つながったりしながら、自分
のやりたいことを実現するきっかけが作れる・・・参加者にそんな空間で
あることを体感してもらう。また、プラザ・センターは市民活動や地域活
動、世代、分野などに関係なく、様々な活動を支援していく施設であるこ
とを理解していただく。また、施設機能、相談業務、地域づくり大学の運
営などを知ってもらう。

企画内容

・「やってみよう！まちづくりボードゲーム」
・「市内の活動団体展示＆紹介」＊43団体
・「ミニステージ」＊高校生等６グループ
・「今なら間に合う！地域づくり大学受講受付・開校記念講座映像放映」
・「市民プラザ施設案内」
・「相談窓口」＊実吉威さんほか

参加者 ・約500人

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

３ オープニング記念事業開催
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４ 運営委員会等

（１）運営委員会の設置

委員会設置準備
・委員の選定、開催時期の検討（実施評価及び次年度計画の意見聴取にふ
さわしい2020年４月設置を予定→新型コロナウイルスの影響により開催は
6月）

２． 2019年度（初年度）事業概要
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

（２）運営会議

①スタッフミーティ
ング（月１）

・概ね月１回、スタッフ及び市民活動課担当者、その他場合によって他の
関係者（男女共同参画センター等）も参加するスタッフミーティングを開
催。計１３回。

②市民プラザ全体会
議（不定期）

・市民プラザにある３つのセンター及び入居団体であるNPO法人Tプラス
ファミリーサポートの４機関が参加する、全体会議を不定期に開催。計３
回。

③防災・消防訓練
・ゆめタウン管理事業者であるタンバンベルグがとりまとめる消防体制図
を確認、共有するとともに、年に２回開催される全館消防訓練に参加（11
月、3月）



３．2019年度（初年度）成果・課題（要点）
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成果・課題 当初３年間のビジョン項目に照らして

（１）基盤・関係づくり

３．2019年度（初年度）成果・課題（要点）
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

コミュニケーション
／関係づくり

・自治協議会と顔の見える関係が少しずつ進んでいるが、具体的な相互理
解や支援には十分至っていない。
・市内地域づくり団体、市民活動団体等の情報を収集、整理し、情報発信
している。実際の相談や事業への参加等をさらに広げる必要がある。
・図書館、社協との連携を模索し、会議や研修などで連携がスタートした
が、専門家はつながりの中で探している段階や地域メディアとの連携
は進められていない。

市民プラザの空間づ
くり

・フロアレイアウトや装飾等の工夫、貸出グッズやコミュニケーションの
きっかけになる遊び、団体や利用者参加型の企画等で親しみやすい空間
づくりを他機関とも連携して進めてきたことで、利用数も着実に進展。
・利用者の声を元にしたルールづくりや改善は進めてきたが、利用者間の
つながりづくりの仕掛けはさらに工夫が必要。

市民プラザ登録制度 ・利用登録制度は整えたが、登録団体はまだ少ない。

次年度以降の取組課題
・専門家ネットワークづくりの具体化
・継続した自治協議会とのコミュニケーション
・図書館との連携事業、社協と連携した地域支援の具体化
・メディアとの連携の具体化
・コロナによる来館者数減も踏まえた、プラザへ寄る・利用者がつながるためのさらなる工夫
・登録団体向けの支援メニューの検討・拡大



成果・課題 当初３年間のビジョン項目に照らして

（２）情報収集・発信・調査研究

３．2019年度（初年度）成果・課題（要点）
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

情報収集・発信・蓄
積

・市民プラザの認知度向上と合わせて、団体や活動情報が寄せられるよう
になっている。また造花など団体が手掛けたチラシ等以外の展示や参加
も形になっている。
丹波新聞掲載記事など情報の収集に努め、団体や地域ごとのファイリン
グを進めて情報集積が進んできた。
・情報誌を企画・デザイン、隔月発行。その取材と配布過程で市民活動団
体や自治協議会とのコミュニケーション、情報共有などが進んできた。
・ポータルサイトの団体ページの利用が低調、講座等で工夫したがさらな
る利用拡大が必要。

調査・研究

・他都市の地域支援ノウハウや地域データの整理方法などを研究、実施に
自治協議会での会議支援に活用できた。
・他都市の支援センターや組織への視察、内部研修等によるスタッフの目
線合わせ、スキルアップが進んだ。

次年度以降の取組課題
・設置・開架する情報収集の強化、配架ラック・ファイルの見せ方、充実、活用方法提案
・情報誌発行と活用の継続
・団体によるポータルサイトの活用促進、そのための機会づくり
・小規模多機能自治等、地域自治についての理解、各地域データ・カルテの作成・活用、他都市の
地域支援に学ぶ機会の継続
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成果・課題 当初３年間のビジョン項目に照らして

（３）団体支援

３．2019年度（初年度）成果・課題（要点）
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

地域づくり活動・団
体（自治協・自治
会）支援

・あり方懇話会の内容を踏まえたR2年度事業についての協議、地域の会議
支援、地域課題の調査・分析支援として入り始める地域ができた。まだ
入る関係性が出来つつある段階で、自治協若手向けのサロンの企画・提
案など行ったりしているが、具体的な進展や支援はこれから。

・地域づくり大学を通じて広報や会議運営等の講座や研修を提供したが、
地域づくり団体からの参加は少ない。

市 民 活 動 ・ 団 体
（テーマ型）支援

・法人決算、報告書作成の具体的な相談・支援案件、伴走支援による法人
設立など、具体相談に応えることができてきた。

・講座等による支援は個別相談事例やニーズをもとに地域づくり講座とし
て企画、展開し、法人化や法人化に関する具体的な課題に対応できた。

交流・連携支援

・開設前WSやオープニングイベントによるプラザや団体情報等と市民のつ
ながりづくりはできたが、団体や市民同士の交流には十分につながって
いない。

・自治会等からの講師や団体紹介依頼、活動希望者への活動のマッチング
等を進めてきたが、情報の蓄積や紹介をさらに広げていく必要がある。

次年度以降の取組課題
・あり方懇話会も踏まえた具体的な地域支援を拡大、充実（地域力アップ事業と連携）
・自治協議会等の地域の会議の具体的な支援
・地域づくり団体向けの講座の展開（地域づくり大学と連携）
・市民活動団体の課題や相談ニーズに応じた講座の企画・実施
・１周年を契機とした交流事業の企画（市民・利用者参加型）
・活動情報・募集情報・講師等スキル提供者など情報を整理、見える化



成果・課題 当初３年間のビジョン項目に照らして

（４）活動支援

３．2019年度（初年度）成果・課題（要点）
初年度2019年10月～2020年3月（半年間）

活動のきっかけ・入
口づくり

・市民個人の活動参加のきっかけや支援は十分に行えていない。

知識循環型生涯学習
活動の支援

・生涯学習事業との連携を検討し、シニアカレッジ閉校式と合わせた展示
会企画（中止）、書き初め大会への市民講師参加などを進めてきたが、
単発的な支援にとどまっている。

女性の参加・活動支
援

・市民活動や地域づくりに関わる相談等は男女センターと連携し対応等、
単発的な支援にとどまっていいる。

地域福祉活動支援
・研修（中止）での連携や地域づくり大学への社協職員の参加、特定の自
治協議会での地域包括ケアの推進の相談対応等、模索している段階。

次年度以降の取組課題
・地域づくり大学と連携した学びを地域づくり活動につなぐ機会、交流の機会づくり
・生涯学習事業との連携の具体化、男女センターによる支援・相談事業との連携
・社協との地域支援での連携の検討、相互研修
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４．2020年度事業計画概要



１ 市民活動支援業務

（１）市民活動団体・イベント等情報の集積・発信

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①情報誌
「tamtam」の発行

重点
・アウトリーチ・情報収集ツールとして活用

・年６回・１回1,000部以上

②チラシ・情報等
受付・配架

・募集を呼びかける方法の検討・実施
・寄せられた情報の二次利用発信方法の検討・実施
・配架ラックの整備、見せ方の工夫、情報ごちゃまぜの視点での配
架の検討・実施
・利用登録制度以外のサービス登録制度の継続検討

●チラシ等受付件数
0.9件／日⇒1.2件／日

③講師・団体等
マッチング

・団体や講師情報等の再整理
・マッチング事例等の情報発信（相談先としての可視化

●マッチング件数
７件⇒15件／年

④市内外の先進事
例視察

・他都市の支援センター等への視察（年２回程度）
・ジチラボなどの地域支援の事例や情報収集、学びの場への積極的
な参加（スタッフ各々に、随時）

・視察：年２回程度

⑤補助金情報の収
集・発信

・兵庫県中間支援組織ネットワークや兵庫県ボランタリープラザ等
で集約されている情報の収集、提供用整理
・補助金情報がセンターに集積されていること等の発信・可視化

ー

⑥市民プラザから
の情報発信

重点
・センターフライヤー・市民プラザリーフレットの更新
・ポータルサイトの活用：記事配信継続、登録団体によるポータル
サイトを活用したウェブ作成支援
・SNSによる情報発信
・新聞アーカイブの蓄積・活用
・ステークホルダーリストの更新・活用
・ダイレクトメールの発送
・ラジオ番組による情報発信

・ポータルサイト記事発信数
13件⇒30件
・登録利用数３団体⇒10団体
・SNS発信数115件⇒240件
・同フォロワー数
約300件⇒約500件
・ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰﾘｽﾄ登録数
319件⇒500件

定量目標（2019年度⇒2020年度）

●＝新型コロナの影響による変更・見直しが必要
（既に対応中含む）
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１ 市民活動支援業務

（２）各種相談への対応及び専門的な相談会の開催

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①相談対応
重点
・センター設置目的による各種相談対応を継続
・相談対応スキルアップに向けたスタッフ向け研修等の啓蔵

●センターにおける対応
3.9件／日⇒4件／日

②ニーズ・困りご
と収集

重点
●地域訪問、相談対応案件による情報整理によるニーズ・困りごと
を把握する

ー

③地域へ出向く相
談対応（出張相談

等）

重点
●ニーズ・困りごとに応じた、専門家の派遣（個別対応）や相談
会・研修等の形での対応を実施する。

ー

④お悩み相談会・
専門家相談会

重点
・ニーズ・困りごとに応じたお悩み相談会・交流会の企画・実施
（スタッフで対応可能な内容）
・士業等の地域づくり支援に関心や経験がある専門家の情報収集。
専門家ネットワークの形成の検討
・士業等の専門家への市民活動の情報提供、人材育成
・ニーズ・困りごとに応じた専門家による税務・労務・会計・資金
調達等の個別相談や相談会の企画・実施

ー

●＝新型コロナの影響による変更・見直しが必要
（既に対応中含む）

定量目標（2019年度⇒2020年度）

※ 地域力アップ事業（市民活動団体等元気アップ事業）との連動



１ 市民活動支援業務

（３）交流事業の開催、マッチング及びコーディネート

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①大交流会

重点
・1周年記念ごちゃまぜ交流会（2020年12月12日予定）
1周年記念も兼ねて、地域づくり団体、市民が幅広く交流し、プ
ラザに触れてもられる場、生涯学習を地域づくりにつなげる場とし
て企画する。企画・運営にあたってはセンターボランティアの仕組
みづくりの機会とする。

ー

②地域別交流会
●まちづくり指導員と連携し、各地域別研修等の検討と合わせて企
画し、年に１・２回程度開催する。

●開催件数
０件⇒１・２件

③地域円卓会議
●あり方懇話会を受けた各自治協への支援や、自治協の役割等を見
直しする際の１つの手法として導入できる地域に提案、検討し、
実施する。

ー

④資源マッチング
●（公財）ひょうごコミュニティ財団等と連携し、丹波市内での資
金や資源等のマッチング・仲介する仕組みの研究、検討を行う。
●コロナウイルス困りごとQ＆A、支援団体とのマッチング

ー

⑤関係機関との連
携事業

重点
・図書館連携事業：図書館と連携した本を通じた交流、まちづくり
事業について検討し、具体化を図る。関連事業：センターボラン
ティアコミュニティ（プラザ内図書コーナーの運営への参加な
ど）、学びと交流サロン（後述）
●読み聞かせボランティアの活動支援：図書館、社協、子育て学習
センター等の関係機関と連携し、各所の垣根を超えたボランティ
アネットワークを構築にもつなげる

ー

定量目標（2019年度⇒2020年度）

●＝新型コロナの影響による変更・見直しが必要
（既に対応中含む）
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１ 市民活動支援業務

（４）人材育成

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①学びと交流サロ
ン

重点
●昨年度から企画検討している「若者サロン」（交流）を実施する。
●生涯学習事業と連携した交流サロン（高齢者学級、OB大学等の
卒業生との連携）を検討し、実施する。

ー

②地域づくり講座

●アウトリーチや相談対応に応じた課題等をもとに、講座を企画、
実施する。
＊TAMBA地域づくり大学2020との棲み分けを行う（今後検討：
現時点想定では、センターの講座は自治協議会やNPO等向けの
具体的な技術や実務・ノウハウ等を中心とする）

●講座開催回数
１件⇒４件

定量目標（2019年度⇒2020年度）

●＝新型コロナの影響による変更・見直しが必要
（既に対応中含む）



１ 市民活動支援業務

（５）団体運営支援（地域支援・市民活動団体支援）

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①アウトリーチに
よる情報発信・発

信

重点
●支援の全体となる関係性構築、情報・課題把握のためのアウト
リーチを引き続き実施する。

地域訪問数
153件⇒350件

市民活動団体訪問数
10件⇒25件

②自治協議会への
支援

重点 ※地域力アップ事業との連動
・自治協議会のあり方懇話会を受けた自治協の見直し等への支援
まちづくり指導員、地域力アップ事業と連動して行う。具体的に
は地域力アップ事業の展開と合わせて検討する。
●会議・研修支援
地域への会議や研修等の支援を継続し、センターによる支援実績
を作る。（芦田地域、船城地域等）その上で支援事例等として他の
地域へも発信、可視化し、支援ニーズの掘り起こしを行う。
・事務局支援
活動推進員ほか事務局の運営支援を継続し、上記同様に発信、可
視化、掘り起こしにつなげる。（和田地域、国領地域等）
・小規模多機能自治を考える学習会
・調査研究・支援体制づくり
自治協議会への具体的な支援方法を検討し、自己診断支援事業や
組織力アップ事業の導入につなげる。自治協の役員・推進員の経験
者、まちづくり指導員、センタースタッフなどでプロジェクトチー
ムを組織。

③市民活動団体へ
の支援

●特にtamtamの取材等を通じて、市内の市民活動団体の最新状況
などを把握する。
●アウトリーチや窓口相談対応等を踏まえ、必要な情報や専門家に
よる相談、講座等の提供につなげる

ー

定量目標（2019年度⇒2020年度）

●＝新型コロナの影響による変更・見直しが必要
（既に対応中含む）

新型コロナウイルスの影響
に対する自治協議会や自治
会の現状把握、それらの課

題やこれを機会に自治協議
会の役割や事業、体制など
の見直し、改善に対するア

ウトリーチ支援・講座や資
金調達機能等の面的な支援
を重点的に行う。
＊現在、各自治協議会への

影響調査を行い、課題や
対応事例などを整理中。
近日中に公表、対応を具

体化していく。

新型コロナウイルスの影響
に対する支援（自治協議会
への支援と同様）を重点的

に進める。
＊同上で整理、公表、対応
具体化予定
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１ 市民活動支援業務

（６）政策提言・調査研究

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①パブコメミー
ティングの企画・
実施

市民が相互に計画について理解し、対話し、意見を伝える市民参
加の場として企画・実施する。その際、パブコメ募集時期だけを想
定するのではなく、中間段階など担当課等と協議をしながら実施し
ていく。
今年度、地域づくりや市民活動に関わるもので改訂や策定が予定
されている計画等のうち、現時点では以下を想定する。
-丹波市地域福祉活動促進計画
-丹波市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
-丹波市障がい者・障がい児福祉プラン
-丹波市こども読書活動推進計画ほか

実施回数
１回⇒３回程度

②その他

・業務を通じて、市民活動支援、地域づくり活動支援に必要な政策
等への提案や市担当課との協議を随時行う。
・想定例：市住民税に対する寄附金控除の条例等の制定の必要性
等

ー

定量目標（2019年度⇒2020年度）

●＝新型コロナの影響による変更・見直しが必要
（既に対応中含む）



２ 市民活動支援センター運営業務

（１）受付管理業務

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①来館者管理

来館者・利用者数増に向けた取組（次項以降記載）を行うものの、
新型コロナウイルス感染拡大予防の影響で、2020年3月は来館者
が激減（1・2月に比べ1/3の20人・日程度）していることを踏ま
え、4月時点では前年度並を想定。

●来館者数
58.6人／日⇒60人／日

定量目標（2019年度⇒2020年度）

●＝新型コロナの影響による変更・
見直しが必要（既に対応中含む）

（２）センター市民営・地域自治モデル拠点に向けた取組

①センターボラン
ティアコミュニ

ティの検討・仕組
みづくり

・チャレンジ・メッセージカード
利用者同士の交流や繋がれるきっかけの提供を行う。
・ごちゃまぜ交流会への企画・運営への参加
ごちゃまぜ交流会の企画や運営に団体や市民等が参加できるプロ
セスや機会を用意する。その後のセンター運営への関わりやボラン
ティア・参加の仕組みも用意する。

ー

②センターづくり
への参加・オー
ナーシップの育成

・紙飛行機大会、折り紙、オセロ、塗り絵の設置
・図書館と連携した図書ボランティアの募集・コーディネート
・市民プラザ利用者感想カードの実施
重点
●新型コロナウイルスによる来館者減に対する対応・来館促進

ー

③地域自治のモデ
ル拠点に向けた取

り組み

利用者と運営者や利用者同志でプラザ内のルールや事業、運営に
ついて話し合い、合意形成しながら、市民が参画し、協働して育て
ていく施設として成長させる視点をもって運営する。
市民プラザ全体会議や各種事業において、具体的な課題や案件が
ある場合に上記の視点をもって対応する。

ー

定量目標（2019年度⇒2020年度）
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３ 運営委員会等

（１）運営委員会

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①運営委員会の立
ち上げ

重点
センターの運営に助言し、事業について評価を行う「センター運
営委員会」を外部有識者、関係者等を委員として市の委嘱により、
設置する。

ー

②運営委員会の開
催

・第１回：2020年4月～5月予定→6/15
2019年度事業総括、2020年度事業計画について
・第２回：2021年3月頃
2020年度事業総括、2021年度事業計画、2021年度以降体制

年２回開催

定量目標（2019年度⇒2020年度）

●＝新型コロナの影響による変更・
見直しが必要（既に対応中含む）

（２）運営会議（スタッフミーティング・プラザ全体会議）

①スタッフミー
ティング

・センター事業全体の協議、情報共有等を行うため、スタッフ及び
市民活動課職員が参加する会議を開催する。（毎月１回）

・開催回数
13回⇒12回以上

②市民プラザ全体
会議

・市民プラザ各センタースタッフ、市民活動課職員及びTプラスス
タッフが集まり、プラザ全体の運営について調整や連携を行う会
議として開催する。（不定期）

・開催回数
3回⇒6回程度

③スタッフ研修

・ミーティングに合わせ、スタッフによる自己研鑽の場として講師
を務めるまたは、外部講師を招聘し実施する。市民プラザ各セン
ター職員やまちづくり指導員等の参加も呼びかける。
・外部視察・研修を実施する。（年２回程度）
例：地域自治組織や支援現場、他都市の中間支援組織・施設

・研修回数
3回⇒10回程度
・外部視察研修
１回⇒２回程度

④まちづくり指導員
との合同会議、研修

・スタッフミーティングに合わせて必要に応じて開催し、地域支援
の情報共有や成果・課題・手法等を検証する。

・開催回数
1回⇒6回程度

定量目標（2019年度⇒2020年度）



３ 運営委員会等

（３）丹波市を拠点とした民間の中間支援組織づくり

４．2020年度事業計画概要
２年度目 2020年4月～2021年3月

①民間の中間支援
組織づくり

重点
・来年度以降、センターの運営及び地域支援に関わることができる
民間の中間支援組織の設立に向けた支援を行う。
（2020年初秋の設立を目指す）

詳細は別途説明
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５．2020年度進捗状況

（コロナによる影響・見直し）



５．2020年度目標・進捗状況

（コロナによる影響・見直し）

（１）市民活動支援業務

２年度目 2020年4月～2021年3月

１ 進捗状況（見直し）

予定通り進捗
・tamtam の企画・取材・編集・お届け（第４号）
・あり方懇話会を受けた、地域力アップ支援事業の進め方についての検討・協議

コロナによる
影響・変更

・情報減、利用制限を踏まえ、非接触媒体での情報発信を強化
-Facebookでの日替わり情報発信とフォロワーとのコミュニケーション
-コロナ影響への支援情報も含めた補助金情報の整理・発信
-ラジオ番組の企画検討（夏以降開始）
-丹波新聞１面を使ったPR準備 等
・ニーズ困りごと収集（コロナによる自治協議会・自治会、市民活動団体影響調査）
・上記の整理とそれに応じた支援内容の検討
-オンライン会議支援：zoom導入
-自治協推進員オンライン連絡会の企画
-ITツール（LINE）導入支援
・図書館との連携事業の検討（コロナ影響の確認）

（２）市民活動支援センター運営業務

予定通り進捗 ・相談、団体登録、利用者管理

コロナによる
影響・変更

・4/10-5/23 緊急事態宣言による一般利用中止（個別相談のみ対応）
・その他期間もコロナ感染予防対策・社会情勢を踏まえて一部利用制限をしながらの開館
→上記に係る、検討や対応、アナウンスなど臨時対応
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５．2020年度目標・進捗状況

（コロナによる影響・見直し）

（３）運営委員会等

２年度目 2020年4月～2021年3月

１ 進捗状況（見直し）

予定通り進捗
・運営委員会の立ち上げ
・スタッフミーティングの定例開催

コロナによる
影響・変更

・第１回運営委員会開催時期の延期
・研修への積極的な参加（コロナによる地域自治や支援のあり方の変容に合わせて、オンラインで
開催されることが増えたことによる）
-みんなの集落研究所（岡山県）集落支援ファシリテーター養成講座
-明石コミュニティ創造協会（明石市）ジチラボオンライン
-LLPまぢラボ：これからの住民自治を考える（新潟県）まぢラボオンラインセミナー 等

・上記研修参加者による内部研修
・コロナ影響調査についてまちづくり指導員との情報共有、各地域への同行訪問調査
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