
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度事業報告書 
（平成 29 年４月１日～平成 30 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２９年度事業方針 

 

三鷹市市民協働センターは、平成 15 年 12 月に開設し、20 年 12 月に特定非

営利活動法人みたか市民協働ネットワークと三鷹市がパートナーシップ協定を

結び、21 年４月から同法人が協働センターの指定管理者として事業実施及び管

理運営を行っています。 

現在では、三鷹市における「協働」の拠点として定着し、着実に実績をあげ、

三鷹市の推進する「民学産公」の協働のまちづくりの一翼を担っています。 

平成29年度は市民協働センターがさらにすそ野を広げていくために、以下の

取組みに重点を置いて事業を展開します。 
 

１ 三鷹市の市民参加と協働のまちづくりの担い手及び市民協働ネットワーク

の人材育成のために、①地域づくりを担う新しい人材の発掘、②地域活動を

始めるきっかけづくり、③地域活動に関心のある市民の仲間づくりを目的と

した『三鷹「まち活」塾』を開催します。 

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、「市民の協働推進ハンドブック」を改訂し、「まちづくり虎の巻」（仮

称）を作成し、より一層の情報発信に努めます。 

３ 併せて、入会案内パンフレット等を作成し、会員の加入促進を図り、運営

協議会の強化を図ります。 

４ 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、引き続き具体的な取組み方法を検討します。 

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、更なる取組みに引き続き寄与して参り

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

３つの機能を基本に「協働」の要となることによって、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29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１６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（市ｺﾐｭﾆﾃｨ創生課受託事業） 

(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１６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２９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２９年度 事業実績】 

■日時：平成２９年１０月２８日（土）、２９日（日）午前１０時～午後６時 

■参加団体：８２団体 

■参加人数：２日間で１,３０１人 

■テーマ「つながる。ひろがる。はじまる。」 

■内容： 

○参加団体で構成する実行委員会を組織して４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（市ｺﾐｭﾆﾃｨ創生課受託事業） 

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２９年度目標・成果指標】 

① 説明会 

② 選考委員会 

③ 発表会 

④ 申請数１３団体 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度 事業実績】 

■説明会 

 日時：平成２９年４月１５日（土） 

 参加人数：３６人 

 内容：本事業への応募のための説明会を開催 

  ○よりよい運営に向けてゼロベースでの検討を行うため、例年より１ヶ月以上

早く実行委員会を立ち上げた。 

  ○例年行っていた「市民活動大発表会」に代えて、展示と発表を連動させる形

の「ポスターセッション」を実施した。 

  ○「子ども分科会」で検討した結果、「日曜版子どもミニ縁日」が実現し、行

政から新たに子ども家庭支援センターや子ども発達支援センターによる展

示も加わった。 

  ○その他のおもな実施内容は、「展示」「パフォーマンス・ワークショップ」「Ｎ

ＰＯだれでも交流会」「飲食の出店」など。 

○参加８２団体のうち初参加の団体が９あり、新しいつながりが生まれた。 

○１日目のフォーラム終了後、１８時からトークセッション「食からつながる

サードプレイス」を開催し、集客を高める工夫をした。 

 

■ＮＰＯだれでもランチカフェ 

  【第１回】日時：平成２９年４月２９日（土）午前１１時～午後２時 

       参加人数：１６人 

  【第２回】日時：平成２９年９月２３日（土）午前１１時～午後２時 

       参加人数：１１人 

  【第３回】日時：平成３０年３月３日（土）午前１１時～午後２時 

       参加人数：２４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２９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１，０００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２９年度目標・成果指標】 

必要に応じて随時行う。 

 

 

【平成２９年度 事業実績】 

■回数：全１１２事業 

■参加人数：７７７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９団体。 

【平成２９年度 事業実績】 

■なし 

■選考委員会 

 日時：平成２９年７月８日（土） 

 参加人数：５０人 

 応募団体数：１５団体（うち新規は５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３０年２月３日（土） 

 参加人数：５１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（１，５００部） 

※市の受託事業（３０万円） 



（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２９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 

地域で高齢者がより安心して暮らすために、地域住民と医療や生活支

援などさまざまな専門機関がどのように連携・協力すればよいか参加者

とともに考えることを目的に開催した。企画段階から地域ケアネットワ

ークや地域包括支援センター、みたかボランティアセンターなどと連携

することにより、新たなつながりができた。 

【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２９年度目標・成果指標】 

   年２回開催。参加者数８０人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９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。 

 （例）・子どもマルシェの実施支援 

    ・日本健康福祉学会における地域活動のコーディネート 

    ・健康マルシェの実施支援 

    ・国際基督教大学学生によるフィリピンの子どもたちの支援活動の 

サポート 

     ・イエローカメラ跡地活用プロジェクトの支援 

         ・空き家活用の相談など 

■「地域包括ケアについて考える」 

  日時：平成３０年１月２０日（土）午後１時３０分～４時３０分 

  ゲスト：澤登久雄さん（牧田総合病院地域ささえあいセンター長） 

      菊池 彩さん（みたかボランティアセンター主事） 

      土屋 坦さん（地域ケアネットワーク・東部 会長） 

      坂田治美さん（三鷹市東部地域包括支援センター） 

  参加人数：１００人 



（７）シンポジウムの開催 

「公共の場に主体的にかかわる市民とは」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２９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２９年度目標・成果指標】 

年１回開催。展示数２５０枚。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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２９年度 事業実績】 

■展示期間：平成２９年４月１４日(金)～５月７日（日）に開催 

■１５６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２９年度 事業実績】 

■タイトル：「あそびの生まれる場所」 

■日時：平成２９年１１月２６日（土）午後１時３０分～４時３０分 

■基調講演：西川 正さん（ＮＰＯ法人ハンズオン埼玉理事） 

■事例紹介：加藤亮子さん（芝の家「地域をつなぐ！交流の場プロジェクト」

事務局長） 

        宮川 齊さん（社会福祉法人むうぷ・精神保健福祉士） 

■参加人数：３２人 



【平成２９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７

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「駅前デザイン会議」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２９年度目標・成果指標】 

   随時行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度 事業実績】 

■国際基督教大学 

 受け入れ期間：平成２９年４月１４日～６月１４日 

 受け入れ人数：延べ１６人 

【平成２９年度 事業実績】 

■総会：平成２９年４月２１日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

■幹事会の開催：全１２回 

■会員数：幹事会会員７団体、一般会員：前期８団体、後期７団体 

■利用数：１，８４６枠中７９８枠 利用人数：延べ８，８４２人 

 

■駅前デザイン会議 

日時：平成２９年６月１５日（木）午後７時３０分～９時３０分 

場所：三鷹産業プラザ ７階会議室 

  参加人数：２８人 

  ※ワークショップでは、①タクシーが呼べる商店、②アートによるにぎわい 

   づくり、③緑の小広場の活用、以上３つのアイデアが出され、①について 

   は、三鷹中央通り商店会により実現にいたった。②と③についても継続し 

   て検討が行われている。 

■その他 

  三鷹中央通り商店街では、三鷹中央ビル内の空き店舗の増加が課題となって

おり、イエローカメラ跡地の活用法について検討し、地域のＮＰＯのネットワ

ークにより解決する方法を模索した。 



（11）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、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２９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）様々なテーマによるトークセッション 

「サードプレイス」をテーマとしたトークセッションを開催した。 

【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２９年度目標・成果指標】 

年２回開催。参加者数８０人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度 事業実績】 

■食でつながるサードプレイス 

  日 時：平成２９年１０月２８日(土) 午後６時～９時 

  ゲスト：竹之内祥子さん（Okatte にしおぎ） 

      末岡マリコさん（恵比寿じもと食堂） 

      青柳彰一さん（共奏キッチン） 

      ル・モアン直美さん（enchante de connect つながりのはじめまして） 

  参加人数：３２人 

【平成２９年度 事業実績】 

■内容： 

  ・初めて、ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学推進機構との協働により、三鷹 

   「まち活」塾を開催した。 

  ・地域ケアネットワークや地域包括支援センター、ボランティアセンターと 

   の協働でトークサロンを開催した。 

・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 

  ・TAKA-1 プロジェクト  など 



（２）情報発信講座 

市民活動に生かせるＷＥＢ活用について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２９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２９年度目標・成果指標】 

年２回開催。参加者数３０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２９年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数１５人。 

【平成２９年度 事業実績】 

■「まちなか農家」にみる効果的ＷＥＢ活用術 

  日時：平成２９年９月３０日（土）午前１０時～１２時 

  講師：苔口昭一さん（まちなか農家プロジェクト 代表） 

  参加人数：１９人 

【平成２９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２９年６月２２日（木）午前１０時～１２時 

   第２回 平成２９年６月２９日（木）午前１０時～１２時 

  参加人数：延べ１７人 

  講師：木瓜みらいさん 



 

 

 

 

 

 

 

 

（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２９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） 三鷹「まち活」塾の開催 

ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学推進機構と協働で、全８回の人財育

成講座を開催した。会場は三鷹ネットワーク大学。 

 【目的】 

まちにかかわる人財の育成を目的とした講座等の事業の取組みを図る。 

【平成２９年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数３０人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９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）：１８０件 

 

【平成２９年度 事業実績】 

■ＮＰＯ・市民活動のための情報セキュリティ講座 

  「インターネットを安全に利用しましょう」 

日時：平成３０年１月２６日（金) 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：１７人 

【平成２９年度 事業実績】 

■第１回「まちを知る」 

 日時：平成２９年６月３日（土）午後１時～６時 

 講師：坂倉杏介さん（東京都市大学 准教授） 

    三鷹市生活環境部コミュニティ創生課 

■第２回 ①「未来の仲間を見つける」 ②「場づくりの基本」 

 日時：平成２９年６月１０日（土）午後１時～６時 

 講師：長田英史さん（ＮＰＯ法人れんげ舎 代表理事） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「三鷹市庁舎・議場棟等建替え基本構想」策定に向けた「みたかまち

づくりディスカッション」開催の支援（市企画経営課受託事業） 

【目的】 

まちづくりディスカッションの企画・運営の支援を行うことにより、

市民参加の促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第３回「ファシリテーターになろう！」 

 日時：平成２９年６月２４日（土）午後１時～６時 

 講師：広石拓司さん（株式会社エンパブリック 代表取締役） 

■第４回「まちの活動を知る」 

 日時：平成２９年７月１日（土）午後１時～６時 

 講師：市民活動団体のみなさん 

■第５回「まちを体験する」 

 受講生が各自、市内の活動を体験した。 

■第６回「まちとのかかわり方を見つける」 

 日時：平成２９年９月２日（土）午後１時～６時 

 講師：竹内千寿恵さん（ＮＰＯ法人 Mystyle＠ 代表理事） 

    松井孝憲さん（ＮＰＯ法人二枚目の名刺 常務理事） 

■第７回「まちに飛び出すプランづくり」 

 日時：平成２９年９月１６日（土）午後１時～６時 

 受講生のワークショップによるプランづくり。 

■第８回「最終報告会＆クロージングパーティー」 

 日時：平成２９年１０月１４日（土）午後１時～６時 

 

 参加人数：３０人（うち６割強が１０～４０歳代の若い世代） 

 修了生：２０人 

     ６つの自主グループが生まれた。また、修了生のうち６人は、「ま 

     ちづくりディスカッション実行委員会」のメンバーとして、平成 

３０年２月に行われた「まちづくりディスカッション」でコーディ 

ネーター役を務めた。 

【平成２９年度 事業実績】 

■目標・成果指標による評価：三鷹市からの受託事業として、「三鷹市庁舎・

議場棟等建替え基本構想」策定に向けた「みたかまちづくりディスカッショ

ン」開催の支援を行うとともに、実施報告書を作成した。 

 日時：平成３０年２月１１日（日・祝）及び１２日（月・休） 

 場所：三鷹市公会堂 さんさん館 

 参加人数：第１日目 ６２人・第２日目 ６２人 

 実行委員会の開催：７回 

 検討部会の開催：３回 

 実施報告書の提出：平成３０年３月２９日（木） 



 

（３）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２９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２９年度目標・成果指標】 

随時行う。 

 

 

 

 

（２）情報発信に重点をおいたホームページの運営 

【目的】 

市民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２９年度目標・成果指標】 

情報発信に重点を置いた運営 

 

 

 

 

 

（３）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２９年度目標・成果指標】 

月１回発行 

【平成２９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２９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２９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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「まちづくり虎の巻」の作成・発刊 

【目的】 

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

図るために活動ＰＲ冊子をリニューアルし、より一層の情報発信を行う。 

【平成２９年度目標・成果指標】 

活動ＰＲ冊子を 3,000 部作成 

 

 

 

 

 

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２９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」の中で、

アンケート形式で行った。 

【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

【平成２９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２９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、Café Hammock、ファーマーズショップ根岸直売所など 

【平成２９年度 事業実績】 

■市民協働センターの機能や果たすべき役割、事業例等を分かりやすくまと

めた「まちづくり虎の巻」が完成した。3,000 部作成。 



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２９年度目標・成果指標】 

年１回開催。参加者数２０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２９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２９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２９年５月１９日（金） 

  第１回理事会：平成２９年５月１２日（金） 

  第２回理事会：平成３０年２月２３日（金） 

■下記のとおり視察を行った。 

  視察先：府中市市民活動センター「プラッツ」 

  日時：平成３０年２月２３日（金） 

  参加人数：１５人 

 

【平成２９年度 事業実績】 

■平成２９年１０月２８日（土）、２９日（日）の午前１０時～から午後６時

の間、理事が交代で受付に立ち、市民協働センターの利用に関するアンケー

ト活動を行った。ＮＰＯフォーラムの参加団体は８２団体。参加人数は、２

日間で１,３０１人。 



【平成２９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）「入会案内」パンフレットの作成 

【目的】 

運営協議会の強化を図るために、「入会案内」パンフレットを作成し、

会員の加入促進を図る。 

【平成２９度目標・成果指標】 

   入会案内パンフレットを1,000部作成 

 

 

 

 

（４）その他 

 ○視察対応 

   府中プラッツ職員…３人（６月９日） 

   岡山市議会…１１人（７月１９日） 

   国際協力機構…３５人（１０月２０日） 

   政策研究大学院大学…１人（１１月８日） 

   小金井市…３人（２月５日） 

【平成２９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：９回 

事業部会：３回 

ネットワーク推進部会：３回 

情報・広報部会：１回 

全体会：１回開催（平成２９年５月１９日（金）） ２５人 

【平成２９年度 事業実績】 

■情報広報部会にて検討を行った。 


