
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度事業報告書 
（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク 

 

 

 

 



Ⅰ 平成２８年度事業方針 

 

三鷹市市民協働センターは、平成 15年 12月に開設され、12年が経ちました。

三鷹市市民協働センターの指定管理者として三鷹市とパートナーシップ協定を

結び、特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク（以下「市民協働ネッ

トワーク」という。）が事業実施及び管理運営を行い、「公設公営」から移行し

て６年が経ちました。こうして、三鷹市における「協働」の拠点として定着し、

確実に実績をあげ、三鷹市の推進する「民学産公」の協働のまちづくりの一役

を担って参りました。 

次の10年に向けた新たなスタートが切られています。平成27年度の重点的な

取組みとしては、サードプレイス（地域の居場所）について、シンポジウムを

開催し、市民協働センターの新たな機能としての可能性について考えて参りま

した。また、市民協働センターのホームページをリニューアルし、これまで以

上に情報発信に重点をおき、より使いやすく、見やすくすることができました。 

平成28年度は、平成27年度の新たな取組みの中から出てきた課題に対する解

決に向けた検討と取組みを行うとともに、以下の取組みに重点を置いて事業を

展開します。 

 

１ 市民協働センターの新たな機能としての可能性があるサードプレイスにつ

いて、ネットワーク化などの具体的な取組みを検討します。 

２ 市民協働センターの活動内容を広く市民に情報提供を行い、共有化を図る

ために、ホームページと共に活動ＰＲ冊子をリニューアルし、より一層の情

報発信に努めます。 

３ 会員の加入促進を図るため、入会案内パンフレットを作成します。 

４ 併せて、市民協働ネットワークの担い手となる人材育成のための講座を開

催するなど、運営協議会の強化を図ります。 

５ 「みたかスペースあい」の運営にあたっては、将来において地域活性化の

モデルケースとなるような事業スキームの確立を目指し、「みたかスペースあ

い」運営協議会幹事会の一員として、更なる取組みに寄与して参ります。 

 

本当に暮らしやすいまちづくりの実現は、市民だけではできませんし、行政

だけでもできません。市民を含め、様々な立場の人・組織が出会い、情報を共

有し、話し合い、力を合わせ行動し、その結果、新しいまちが出来上がってい

きます。そのためにも市民協働センターが「つなぐ」、「ささえる」、「つむぎだ

す」の本来の３つの機能に加え、さらにすそ野を広げるための取組みをするこ

とで、真の「協働」の要となり、存在感をもっと出すことができると考えてお

ります。 

今後も皆様方の格別のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 



 特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク事業 

 特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク定款第３条（目的）を達成

するため、定款第５条（事業の種類）に基づき取り組む。 

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク定款（抜粋） 

（事業の種類） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次

の事業を行う。 

(1) 協働のまちづくりの推進事業 

(2) 市民活動支援事業 

(3) 市民参加推進事業 

(4) 市民活動及びまちづくりに関する情報の収集及び提供事業 

(5) 三鷹市市民協働センターの維持・管理・運営に関する事業 

(6) その他第３条の目的を達成するための事業 

 

Ⅱ 平成28年度事業計画 

事業項目 

１ 協働のまちづくりの推進事業（定款第５条第１項第１号） 

(1) 第１５回みたか市民活動・NPOフォーラム 

(2) がんばる地域応援プロジェクトの支援（市ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課受託事業） 

(3) 市民活動団体間の連携事業（おやこひろば事業など）  

(4) 市職員による出前説明会 

(5) 地域の課題解決のためのコーディネート 

(6) トークサロンの開催 

(7) シンポジウムの開催 

(8) 日米の子どもたちによる国際交流絵画展 

(9)  サービスラーニングの受け入れ 

(10) 「みたかスペースあい」の運営 

(11) ボランティアセンター等他機関との連携 

２ 市民活動支援事業（定款第５条第１項第２号） 

(1) 様々なテーマによるトークセッション 

(2) 情報発信講座の開催 

(3) 市民の底力事業 

(4)  情報セキュリティ講座の開催 

(5) NPO設立及び市民活動相談 

３ 市民参加推進事業（定款第５条第１項第３号） 

(1) 人材育成講座の開催 

(2) パブリックコメント情報コーナー 

４ 市民活動及びまちづくりに関する情報の収集及び提供事業 

（定款第５条第１項第４号） 



(1) まちづくり情報コーナーの設置 

(2) 情報発信に重点をおいたホームページの運営 

(3) ニュースレターの発行 

(4) 活動ＰＲ冊子の作成 

５ 三鷹市市民協働センターの維持・管理・運営事業 

（定款第５条第１項第５号） 

(1) 三鷹市市民協働センター指定管理業務 

(2) 利用者懇談会の実施 

６ その他定款第３条の目的を達成するための事業 

（定款第５条第１項第６号） 

(1) みたか市民協働ネットワークの運営 

(2) 運営協議会の運営 

(3) 「入会案内」パンフレットの作成 

 

 

 

１ 協働のまちづくりの推進事業（定款第５条第１項第１号関係） 

（１）第１５回みたか市民活動・NPOフォーラム（みたか わ の縁日） 

参加団体で構成する実行委員会を設置し、多くの市民の協力を得て、

NPOフォーラムを開催した。 

【目的】 

①市民活動を始めたい方のために、活動を始めるきっかけづくりとす

る。 

②市民・市民活動団体の連携・協力・交流の機会とする。 

③市民活動団体の活動発表を行う。 

④市民協働センターの活動紹介を行う。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

実行委員会を組織し、企画及び運営による事業の実施。年１回開催。 

参加団体数８５団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■日時：平成２８年１１月５日（土）、６日（日） 

両日とも午前１０時～午後６時 

■参加団体：８８団体 

■参加人数：２日間で１,３２０人 

■テーマ「できるコトから できるトコ(場所)」 

■内容： 

○参加団体で構成する実行委員会を組織して３回の実行委員会と反省会 

を開催し、市民主体の企画及び運営により実施した。 

実績報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）がんばる地域応援プロジェクトの支援（市ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課受託事業） 

市内の町会等地域自治組織の活性化を目的とするがんばる地域応援プ

ロジェクトの支援を行った。 

【目的】 

町会等地域自治組織が実施する地域の課題解決のための先導的な活動

を支援するため、市が町会等地域自治組織を対象として助成金を交付し、

併せて助成対象となった好事例を顕彰・広報することにより、他の地域

自治組織への普及等活性化を図ることを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

① 説明会とマッチング 

② 選考委員会 

③ 発表会 

④ ＮＰＯとのマッチング 

⑤ 申請数２０団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■説明会 

 日時：平成２８年４月１６日（土） 

 参加人数：３１人 

 内容：本事業への応募のための説明会を開催 

  ○おもな実施内容は、団体の活動紹介を行う「展示」と「市民活動大発表 

会」、個人や団体間の交流を深めるための「ＮＰＯだれでも交流会」。 

そのほか、飲食の出店やワークショップなど。 

○参加８８団体のうち初参加の団体が１２あり、新しいつながりが生まれた。 

○新たな試みとして、子育て支援団体の連携を深めることを目的に「子育て 

支援まるごと大掲示板」を設置の上、７団体が参加して「子どもミニ縁日」

を開催した。 

 

■ＮＰＯだれでもランチカフェ 

  【第１回】日時：平成２８年４月２日（土）午前１１時～午後２時 

       参加人数：２２人 

  【第２回】日時：平成２８年７月１６日（土）午前１１時～午後２時 

       参加人数：１９人 

  【第３回】日時：平成２９年１月２１日（土）午前１１時～午後２時 

       参加人数：１２人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市民活動団体間の連携事業（おやこひろば事業など） 

市民活動団体間および市民活動団体と行政との協働を推進し、地域課題 

  をともに解決することを目的として事業を行った。 

【目的】 

①参加者が市民活動を始めるきっかけづくりをする。 

②市民活動団体間および市民活動団体と行政との協働事業の推進を図

る。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

市民活動団体が連携して行うおやこひろば事業「チョコっとあっぷる 

ーむ」等を１２０回開催する。参加人数１，２００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）市職員による出前説明会 

【目的】 

三鷹市の施策について、市民・市民活動団体が理解を深めるため、市職

員による説明会を開催し、連携・協力のきっかけづくりを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

必要に応じて随時行う。 

【平成２８年度 事業実績】 

■回数：全１０４事業 

■参加人数：９５７人 

■内容：おやこひろば事業を開催するとともに、おやこひろば実施協議会を 

１回開催した。実施協議会参加団体は８団体。 

    また、子ども政策部職員による「出前説明会」を実施した。 

■選考委員会 

 日時：平成２８年７月９日（土） 

 参加人数：４４人 

 応募団体数：１１団体 

 内容：地域自治組織から事業を公募し、学識経験者等で組織する選考委員 

    により支援事業を選考した 

■発表会 

 日時：平成２９年２月４日（土） 

 参加人数：５５人 

 内容：①助成金交付団体による活動発表、②交流会 

■冊子作成（１，８００部） 

※市の受託事業（３０万円） 

■マッチング相談 １件 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）地域の課題解決のためのコーディネート 

市民が地域の課題を解決するため、必要に応じて行政情報の提供や市

民活動団体の紹介を行うなど、課題解決のための支援を行った。 

【目的】 

市民が自発的に行う課題解決のための活動に対してコーディネートす

ることにより、暮らしやすいまちづくりを行うことを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

   必要に応じて随時行う。 

 

 

 

 

 

 

（６）トークサロンの開催 

１回は「市内関係団体との連携」をテーマに、もう１回は、「居場所（サ

ードプレイス）」をテーマに、計２回開催した。 

【目的】 

まちづくりのさまざまな活動の紹介や交流を通して連携・協働事業の

きっかけづくりとすることで、市民活動およびまちの活性化を図る。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

   年２回開催。参加者数１００人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■日時：平成２８年７月１４日（木）１３時３０分～１５時３０分 

■参加人数：９人 

■ゲスト： 子ども政策部調整担当部長、子ども育成担当課長 

■おやこひろば実施協議会の参加団体向けに、保育園、幼稚園、学童保育の 

現状についての出前説明会を開催した。 

【平成２８年度 事業実績】 

■内容：窓口において日々、市民活動等に対する相談に応じるとともに、解決 

のためのコーディネートを随時行った。 

【平成２８年度 事業実績】 

■「市内関係団体との連携について」（会員限定） 

  市内関係団体（株式会社まちづくり三鷹、ＮＰＯ法人みたか都市観光協会、

ＮＰＯ法人花と緑のまち三鷹創造協会、ＮＰＯ法人シニアＳＯＨＯ普及サロ

ン・みたか、三鷹青年会議所）との連携についての意見交換と交流を行った。 

  日時：平成２８年９月５日（月）午後７時～９時 

  参加人数：２１人 



 

 

 

 

 

 

 

（７）シンポジウムの開催 

ＮＰＯ法人みたか市民協働ネットワークのこれからの１０年を考える

うえでの参考とするため、「シビックプライド」と「シビックエコノミー」

をテーマとするシンポジウムを行った。 

【目的】 

暮らしやすいまちの実現に貢献するための課題や可能性を探り、協働

やまちづくりの推進を図る。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数６０人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）日米の子どもたちによる国際交流絵画展 

日米の子どもたちの「交流」をメインテーマに日本全国から集まった

子どもたちの絵とワシントンから送られた絵と写真を展示した。 

【目的】 

ポトマック河畔の桜寄贈を記念して、絵とメッセージの交換を通じ、

市民レベル、特に子どもたちを中心とした日米間の交流を深め、もって

世界平和の実現に貢献することを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年１回開催。展示数３００枚。 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■展示期間：平成２８年４月１５日(金)～５月８日（日）に開催 

■２１３枚 

■展示会場：三鷹市市民協働センター、公益財団法人三鷹国際交流協会 

 みたかスペースあい（３会場） 

■友情の桜と緑の会および公益財団法人三鷹国際交流協会との共催 

【平成２８年度 事業実績】 

■タイトル：「わたしたちがもっと まちにかかわりたくなる方法」 

■日時：平成２９年３月４日（土）午後２時～５時 

■講師：紫牟田伸子さん（編集家／プロジェクトエディター） 

    山口 覚さん（まちづくりファシリテーター） 

■参加人数：５０人 

■「みんながいきいきできる居場所をつくるために」 

  日時：平成２８年１０月１７日（月）午後７時～９時 

  ゲスト：畑谷貴美子さん（新川中原地域ケアネットワーク・代表） 

      黒須正雄さん（「さとうさんち」運営） 

      小池良実さん（「岡さんの家 TOMO」運営） 

  参加人数：５４人 



（９）サービスラーニングの受け入れ 

【目的】 

大学と協働して、サービスラーニングの受入れを行い、市民活動団体

と学生とのつながりに寄与することを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

   受入れ人数２０人 

 

 

 

 

 

 

 

（10）「みたかスペースあい」の運営 

    まちのにぎわいや人との集い・憩いの空間、「民学産公」による新たな

協働のサテライトとしてオープンした「みたかスペースあい」を関係６

団体で構成する運営協議会幹事会に属し、運営にあたった。「みたかスペ

ースあい」の運営を通して駅前地区のにぎわいづくりへの協力を行った。 

   また今年度は、幹事会主催事業として「駅前みらい会議」を開催した。 

【目的】 

    「みたかスペースあい」の利用促進を図るなど「民学産公」の協働に

よる地域活性化のモデルケースとなるような事業スキームの確立に向け

た更なる取組みに寄与することを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

   随時行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■国際基督教大学 

 受け入れ期間：平成２８年４月１５日～６月１５日 

 受け入れ人数：延べ４５人 

【平成２８年度 事業実績】 

■総会：平成２８年４月１５日（金） 

■幹事会の開催：全８回 

■会員数：幹事会会員６団体、一般会員：前期７団体、後期６団体 

■利用数：１８４３枠中６４７枠 利用人数：延べ６５００人 

 

■駅前みらい会議「みんなで三鷹駅前のみらいを語る会なのだ」 

日時：平成２９年２月１７日（金）午後７時～９時 

場所：三鷹駅前コミュニティ・センター 

  ゲスト：山田崇さん（塩尻市企画政策部企画課シティプロモーション係長） 

  参加人数：７４人 



（11）ボランティアセンター等他機関との連携 

【目的】 

みたか都市観光協会、三鷹ネットワーク大学、花と緑のまち三鷹創造

協会、社会教育会館、ボランティアセンター及び他自治体の市民活動支

援センター等の情報を収集するとともに、情報を発信する。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

随時行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民活動支援事業（定款第５条第１項第２号関係） 

（１）さまざまなテーマによるトークセッション 

「出身地」をテーマとした取り組みと「子どもの居場所」をテーマと

した講演会を開催した。 

【目的】 

先進的な活動事例や地域活性化など、様々なテーマによるトークセッ

ションを行うことで、市民活動に必要なスキルを習得する機会を提供す

る。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年２回開催。参加者数１００人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■出身地 Day in 三鷹 

  日 時：平成２８年６月１８日(土) 午後１時３０分～５時３０分 

  ゲスト：山田泰久さん（ＮＰＯ法人 CANPAN センター代表理事） 

      伊藤彩子さん（ＮＰＯ法人大分人祭り理事長） 

      米川 充さん（TOKYO 笠間学会準備会事務局長） 

  参加人数：３０人 

【平成２８年度 事業実績】 

■内容： 

  ・トークサロン「市内関係団体との連携について」の開催 

・まちづくり三鷹主催のＳＯＨＯフェスタへの出展 

・ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学推進機構、ＮＰＯ法人花と緑のまち 

三鷹創造協会、ボランティア活動推進協議会等への委員の派遣 

  ・連雀地区地域ケアネットワークへの参加 

  ・ポキネット運営委員会 

  ・みたか都市観光協会企画委員会 

  ・TAKA-1 プロジェクト  など 



 

 

 

 

 

 

（２）情報発信講座 

ホームページリニューアル後の情報発信を充実させるための実践的

な講座を開催した。 

【目的】 

市民活動団体の情報収集力・情報発信力・文章力・表現力等の向上を

支援することにより、市民活動の活性化に寄与する。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数２０人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市民の底力事業 

三鷹市の人財を活用し寺子屋カフェを開催した。 

【目的】 

①参加者同士の交流・連携を図り市民活動を始めるきっかけとする。 

②三鷹市民が講師になることにより、人財の紹介及び活躍の場の提供 

 を行う。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年２回開催。参加者数３０人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■ＳＮＳ使い分け術講座 

  日時：平成２８年７月２２日（金）午後７時～９時 

  講師：岡部照将さん（OREGAGDET 編集長） 

  参加人数：３０人 

【平成２８年度 事業実績】 

■寺子屋カフェ「演劇的元気のつくり方とは」 

日時：第１回 平成２８年７月２日（土）午前１０時～１２時 

   第２回 平成２８年７月９日（土）午前１０時～１２時 

  参加人数：延べ２８人 

  講師：木瓜みらいさん 

■講演会「子どもが豊かに育つ場とは」 

  日時：平成２９年２月２０日(月) 午前１０時～１２時 

  講師：汐見稔幸先生（東京大学名誉教授・白梅学園大学学長） 

  参加人数：６２人 



（４）情報セキュリティ講座 

情報セキュリティの知識を学ぶことにより、市民活動団体の組織を強

化することを目的に、講師を招いて講座を開催した。 

【目的】 

ＮＰＯ・市民活動に携わる者が、個人情報保護及び情報セキュリティ

に係る知識を習得し、もって市内のＮＰＯ・市民活動団体等の活動の支

援を行う。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数１５人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）市民活動及びＮＰＯ設立相談 

日常の窓口業務の中で、随時相談に応じた。 

【目的】 

① 市民の自発的な活動や市民活動団体からのさまざまな相談に応じ

るなど市民活動の支援を行う。 

② 法人格取得の必要がある団体に対して、ＮＰＯ法人設立のための 

アドバイスを行い、法人の設立を支援する。 

  【平成２８年度目標・成果指標】 

   必要に応じて随時行う。 

 

 

 

 

３ 市民参加推進事業（定款第５条第１項第３号関係） 

（１） 人材育成講座等の開催 

 【目的】 

 まちづくりの担い手となる人材の育成を目的とした講座等の事業の

取組みを図る。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数１５人。 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■相談件数（市民活動団体の紹介、ＮＰＯ設立相談、講師相談等）：１６５件 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■ＮＰＯ・市民活動のための情報セキュリティ入門講座 

  「『マイナンバー』安全管理のためのポイント」 

日時：平成２９年１月１２日（木) 午後２時～４時 

講師：江草義直さん（日本ネットワークセキュリティ協会指導員） 

参加人数：６人 

【平成２８年度 事業実績】 

■ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学推進機構との初めての共催事業として開催

する全８回にわたる「まちづくり入門講座（仮）」について協議した。 



（２）パブリックコメント情報コーナー 

【目的】 

市が行う、パブリックコメントについての情報コーナーを設置するこ

とにより、市民のまちづくり活動への参加を支援する。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

必要に応じて随時行う。 

 

 

 

 

 

４ 市民活動及びまちづくりに関する情報の収集及び提供事業 
（定款第５条第１項第４号関係） 

（１）まちづくり情報コーナーの設置 

【目的】 

三鷹市のまちづくりに関する情報を収集し、広く一般に公開すること

により、市民のまちづくりへの関心を高める。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

随時行う。 

 

 

 

 

 

（２）ホームページのリニューアル 

   より使いやすく、見やすいように工夫した情報発信型のホームページ

にするためリニューアルを行った。 

【目的】 

協働センターの活動や会員の活動の情報発信、新たな会員の加入促進、

市内外の協働の紹介などを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

目的に適ったリニューアルを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■三鷹市が実施するパブリックコメント毎に情報コーナーを設置した。 

【平成２８年度 事業実績】 

■閲覧資料の整備やポスター表示、チラシの配布等を随時行った。 

【平成２８年度 事業実績】 

■これまでのホームページにはなかった情報発信のツールを組み込んだ見や

すいホームページが完成し、公開した。 



（３） 情報発信に重点をおいたホームページの運営 

【目的】 

協働センターの活動内容を市民に情報提供、共有化を図り、より一層

の情報発信を行う。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

情報発信に重点を置いた運営 

 

 

 

 

 

 

（４）『三鷹市市民協働センター ご利用ハンドブック』の作成 

   市民協働センター利用者に分かりやすく案内するためのハンドブック

を作成した。 

【目的】 

市民協働センターをより広く一般市民にＰＲし、活用の促進を図るこ

とを目的とする。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

市民に分かりやすいハンドブックの作成 

 

 

 

 

 

（５）ニュースレターの発行 

【目的】 

市民協働センター事業及び市民活動団体の活動紹介を行う。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

月１回発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■発行：毎月１回 

■発行部数：２,０００部 

■配布場所：各コミュニティ・センター、各市政窓口、各図書館、その他市の

公共施設、近隣市区の市民活動支援センター、成蹊大学ボランティア支援セ

ンター、みたかスペースあい、ＮＰＯ法人子ども生活・ゆめこうば、るま・

ばぐーす、グラナダ、モダンタイムス、美容室 TBK 三鷹店、ハローワーク三

鷹、郵便局など 

■内容：特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク主催事業の案内等 

■目標・成果指標による評価：毎月２,０００部発行、公共施設等にて配布。市

民協働センター事業及び市民活動団体の活動情報を発信した。 

【平成２８年度 事業実績】 

■「センター日記」による活動報告、またフェィスブックによるイベントＰＲ

などを積極的に行った。 

【平成２８年度 事業実績】 

■市民協働センターの活用方法について分かりやすく案内するハンドブック

が完成した。3,000 部作成 



（６）まちカフェ協働センター＠キズナ・バー    

【目的】 

市民協働センター内にとどまらず、市の他の施設やスペースを活用す

ることにより、ネットワークを広げ協働の推進を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 三鷹市市民協働センターの維持・管理・運営事業 
（定款第５条第１項第５号関係） 

（１）三鷹市市民協働センター指定管理業務 

【目的】 

  三鷹市と特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークが指定管理に

関する協定を結び、三鷹市市民協働センターの効率的な管理・運営を行う。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

指定管理者の協定に基づき、管理運営を行う。 

 

 

 

 

 

（２）利用者懇談会の実施 

   より多くの人が集まる「みたか市民活動・ＮＰＯフォーラム」の中のひ

とつのプログラムとして開催した。 

【目的】 

市民協働センターの設置の目的趣旨に則った運営を行うため、利用者

からの意見・要望を聞くとともに、事務局から情報提供を行い、市民協

働センターの利用について改善を行う。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数２０人。 

 

 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■目標・成果指標による評価：指定管理に係る協定に基づき施設の管理・運営 

を行った。 

【平成２８年度 事業実績】 

■開催日：平成２８年１１月６日（日）午前１０時３０分～１１時３０分 

■参加人数：１６人 

【平成２８年度 事業実績】 

■まちカフェ協働センター＠キズナ・バー 

日時：平成２８年１１月２２日（火) 午後７時～９時 

テーマ：三鷹をもっと魅力的にするためには 

参加人数：１１人 



６ その他定款第３条の目的を達成するための事業 
（定款第５条第１項第６号関係） 

（１）みたか市民協働ネットワークの運営 

【目的】 

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークの運営のため、総

会・理事会 及び連絡調整会議を開催する。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

   総会を年１回開催する。必要に応じて、理事会及び連絡調整会議を開

催する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運営協議会の運営 

【目的】 

①運営協議会役員会及び「情報・広報部会」「事業部会」「ネットワーク

推進部会」からなる３つの部会を開催し、市民協働ネットワーク事業

の効率的な実施を図る。 

②全体会を開催し、運営協議会の運営に正会員及び賛助会員の意見を反

映させる。 

【平成２８年度目標・成果指標】 

   必要に応じて、役員会及び各部会を開催する。全体会を年１回開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）視察対応 

 

 

 

【平成２８年度 事業実績】 

■目標・成果指標による評価：各会議を下記のとおり開催した。 

  総会：平成２８年５月２０日（金） 

  第１回理事会：平成２８年５月９日（月） 

【平成２８年度 事業実績】 

■目標・成果指標による評価：各会議を下記のとおり開催した。 

  役員会：１１回 

事業部会：４回 

ネットワーク推進部会：５回 

情報・広報部会：５回（その他、「協働推進ハンドブック（仮）」作成の

ためのワーキングチームの会議を４回行った。） 

全体会：１回開催（平成２８年９月２８日（水）） １８人 

【平成２８年度 事業実績】 

○石川県野々市市…５月１９日（木）  

○福島県郡山市…７月１５日（金）  



 

 

 

 

 

 

（４）その他 

   ○市立第一中学校職場体験の受け入れ（９月１４～１６日） 

○北海道神楽町…８月２５日（木） 

○台湾…８月３０日（火） 

○韓国ソウル市自治行政課…１１月２日（水）  

○岡山県玉野市…１１月１０日（木） 


