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2020 年度 事業報告書 

１ 事業実施の概略 

りたは、市民及び市民団体、企業が行う社会貢献活動を促進し、市民・企業・行政が相互に参加や協力

するまち育てを支援することで、岡崎市の協働型社会づくりを促進することを目的として掲げている。 

そして、その目的を実現するため、りたは、市民自治の観点から地域自治と多様な市民活動を支援し、

地域社会での連携・協働の推進に積極的な役割を果たすことや、社会の幸福をめざし市民・企業・行政が

連携・協働のもとにそれぞれの役割と責任を担う「新しい公共」の理念を社会に浸透させ、「持続可能な

社会」につながるまち育てを進めていくことを使命としている。 

 2020 年度にりたが取り組んだ主な事業は、以下のとおりである。 

・市民協働まちづくりを推進するための拠点施設を運営する地域交流センター（5館）指定管理事業と

りぶら市民活動センター運営事業 

・地域の担い手不足などの喫緊の課題を地域で解決していくことを支援する公園利活用ニーズ調査業

務や地域包括ケアシステム支援業務 

・岡崎市が公民連携による公共空間の整備・利活用を進める乙川リバーフロント地区のまちづくりデ

ザイン事業やかわまちづくり活用実行委員会運営支援事業 

・これまで培ってきた市民協働のノウハウを活かし、県内各地域でのまちづくり推進や地域課題の解

決を支援するまち育ての専門家派遣事業 

 

以下、本年度に掲げた注力すべき 3つの主要テーマに沿って、主な成果を記す。 

 

テーマ１ 地域の活力を高める 

市民活動および地域活動の拠点施設（地域交流センター）の管理運営を通じて、市民自治・地域自治

の礎となる地域の担い手を掘り起こし、市民活動団体による公益活動の場づくり、中学生・高校生・大

学生の社会参加の場づくり、市民活動や地域活動へのボランティアマッチング（まちびとバンク）を推

進した。 
日常的な窓口業務や情報の受発信、事業実施により蓄積されたネットワークを活かし、地域の課題解

決や地域資源を活用する担い手を掘り起こし、市民協働型社会の実現に向けた活動を行った。 
【該当事業】地域交流センター指定管理、まちびとバンク、まち育てスクールほか 

 

テーマ２ 地域資源を活かす 

河川、公園、道路などの公共空間、そしてそうした場所を積極的に活用する市民、団体、事業者を地

域の資源としてとらえ、公共空間のより豊かな使われ方を見出し、その場所ならではの価値として意味

付け、それらを具現化し、持続させるための活動と結びつけ、地域の魅力向上に貢献した。 
【該当事業】乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン事業、かわまちづくり活用実行委員会運営

支援事業、公園愛護運営会設立支援業務、岡崎カメラ運営支援業務、本宿景観啓発ワーク

ショップ事業ほか 

特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた 
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テーマ３ 地域の課題解決を支援する 

少子高齢化、空き家の増加、防災、子育て支援など、山積する地域課題に対して、地域包括支援セン

ター、社会福祉協議会、学区福祉委員会など既存の担い手との連携や、社会貢献意欲のある個人や団体、

ボランティアなどの担い手の発掘およびマッチングを通じて、地域の課題解決を支援した。 
【該当事業】地域包括ケア支援事業、公園利活用ニーズ調査、籠田公園・中央緑道周辺地区のエリアマ

ネジメント支援業務（乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン事業の一部として）、

市民活動支援ほか 
 

各事業の詳細は以下に記す。 

２ 事業の実施に関する事項 

（2020 年度 事業一覧） 

定款項目 事業名 

ア まち育てに関する相談や助言事業 ア－１ りぶら市民活動センター運営事業 

イ まち育てに関する学習機会の 

提供事業 

イ－１ まち育てインターン受入事業 

 

ウ まち育てに関する情報収集と 

発信事業 

ウ－１ 乙川リバーフロント地区まちづくり情報発信業務

ウ－２ 岡崎カメラ運営業務 

エ まち育ての専門家の育成と 

派遣事業 

エ－１ まち育てコーディネーター養成事業 

エ－２ まち育ての専門家派遣事業 

エ－３ 本宿景観啓発ワークショップ業務 

エ－４ エキニシタウン会議部会運営事業 

エ－５ 駒場公園デザインワークショップ事業 

オ まち育てに関する調査研究、 

政策提言事業 

オ－１ 公園利活用ニーズ調査業務 

オ－２ 地域包括ケアシステム支援業務 

カ 市民と企業と行政をつなぐ 

まち育て支援事業 

カ－１ 乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン事業

カ－２ かわまちづくり活用実行委員会運営支援事業 

カ－３ 水源涵養認定証作成業務 
カ－４ 未来へつむぐ岡崎の水プロジェクト 

キ まち育てを支援する拠点施設の 

管理運営事業 

キ－１,２,３,４,５ 岡崎市地域交流センター 

（北部・南部・西部・東部・六ツ美分館）指定管理事業 
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ア まち育てに関する相談や助言事業 

 

アー１ りぶら市民活動センター運営事業 

（ア）事業内容 

りぶら市民活動センターは、「協働する意欲のある市民の参画意識の醸成と市民活動全般の活

性化を支援する」ことを目的とした岡崎市受託事業である。業務内容としては、①市民活動支援

（情報収集及び提供、窓口相談、講座等の実施等）、②情報ひろば（市民活動団体の情報を掲載

した WEBページ）の運用管理、③市民活動総合支援センター貸館の補助業務（施錠開錠等）④地

域交流センターとネットワーク形成（会議運営等）等を行っている。 

（イ）実施時期 2020年 4月～2021年 3月 開館日の 9:00～21:00 

（ウ）実施場所 岡崎市図書館交流プラザ・りぶら 2階市民活動総合支援センター内 

（エ）従事者  稲葉（センター長）、鈴木千（副センター長）、山崎、鬼武、髙木、山本、鈴紀、加藤、 

        鈴木義、三矢（支援担当） 

（オ）事業収入 12,426,708円（岡崎市からの事業受託費より繰り入れ他 担当課：市民協働推進課）  

（カ）成果 

今年度も、仕様書に定められた項目に対して適宜改善を行い、業務を遂行した。特筆すべき成

果としては、「コロナ禍での団体活動の支援」である。 

1つ目の取り組みとしては、コロナ禍で注目を集めている「オンライン」を体験してもらうセ

ミナーを開催した。本セミナーは、新型コロナウイルスの影響により公共施設等が休館され、打

合せスペースがないことや集まれない環境下での団体内のコミュニケーション不足の解消を目

的に実施。初めての試みで、Wi-Fiの接続や電波強度等の問題はあったが、団体にオンラインミ

ーティングとはどのようなものか(メリット、デメリット等)知ってもらうことができた。受講後

に「参加してみて手ごたえを掴めた」という声も聞かれ、団体内の活動に「オンライン」を取り

入れてもらう一歩となった。 

２つ目の取り組みとしては、令和 2 年度岡崎市市民活動事業費補助金事業が、新型コロナウ

イルス感染症の影響により中止となったことを受け、官公庁や民間事業者が公募している助成

金情報を Facebookやメールマガジンにて積極的に発信した。また、おすすめの助成金サイトの

リンクを集約したポスターを作成し、資金調達について常に最新情報が得られるよう努めた。 

地域交流センターも含めた全センター合同の広報講座については、当初１月下旬に開催予定

であったが、緊急事態宣言の影響で２回スケジュール変更をした。会場手配の都合もあり、当初

の「平日夕刻」から「土曜午前」に時間帯も変更。こうした変更により参加者が減少した。 

当日は「団体同士でチラシを見せ合うことで、団体相互のつながり、交流もできた」といった

報告があり、団体間の交流やネットワーク形成にも資することができた。また「団体さんと日頃

の活動について語り合うことができた」といった指摘も複数のセンターから報告されているこ

とから、「講座＝相談機会」と考えている団体さんも一定数いる。これは各センタースタッフと

団体との間に信頼関係がある証左であり、こうした団体とのつながりを生かした講座運営を今

後活かすべきと考える。 

さらに一部団体においては「ホームページを作りたい」「子供向けの情報誌をつくっているの
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で、それの見直しを考えたい」といった意欲的な提案を得ており、こうした個別要求に関しては、

各センターでの継続的なサポートを中心に、市民活動センターでもフォローアップし、次年度以

降の事業にも活かしていきたい。 

 

その他、事業の実施結果については、以下の図表に示す。 

 
業務名／事業名 内 容 時 期 参加者 

市民活動情報の収

集及び提供 

・ポスター・チラシの受付、掲示・配架 

・市民活動団体向けメールマガジン発行 

・市民活動センターホームページの更新 

通年 

チラシ等の受付：416 件 

メルマガ：登録団体（254

団体）に年 6回送付 

市民活動相談 市民活動に関する相談対応を行った。 通 年 相談件数：102件 

NPO 講座 

【市民活動のため

の】オンラインミー

ティング体験セミ

ナー 

 

①オンラインミーティングのメリットや

注意点の説明 

②オンラインシステムを活用した意見・

情報交換会 

事前にオンラインミーティングのシステ

ム導入をサポート 

10月 5日  

 ～25日 

総来場者 36名 

参加者 22名 

運営者 9名 

運営 兼 研修参加者： 

市民協働 4名 

運営ボラ：1名 

市民活動情報ひろ

ば入力支援 

市民活動団体向けに、情報ひろばの利用

促進を狙い、窓口にて入力支援を行った。 
通 年 対応団体：10団体 

市民活動団体の登

録、変更、廃止受付 

市民活動団体を作りたい市民へのアドバ

イス、受付、既団体の登録変更、廃止の受

付を行った。 

通 年 

新規：10件 

変更：59件 

廃止：14件 

りぶらサポーター

クラブ支援 

りぶら活性化を目的に活動する市民団体

「LSC(りぶらサポータークラブ)」の事務

局(イベントの問合せ・受付)及び支援を

行った。 

通 年 
イベント受付：6件 

(2020年度受付分) 

託児受付 託児サービスの受付業務 通 年 247件 

活動コーナー、及び

情報コーナー管理 

市民活動団体用の共用スペース、及び情

報スペースの管理 
通 年 

利用者合計 

771人 

印刷作業室の管理 印刷作業室の管理運営 通 年 利用者合計：4,198件 

まちびとバンク事

業（ボランティアマ

ッチング） 

ボランティアをしたい市民とボランティ

アを必要としている団体のマッチングを

行いボランティア活動の促進に努めた。 

通 年 

新規登録：15名 

依頼：25件(地交分) 

32件（市活分） 

マッチング： 

1,049件(地交分) 

293件(市活分) 

まちびとステージ 

自分の経験・特技を活かせる場所を積極

的に探している個人と、活躍場所のマッ

チングをするサービスの試験的運用を開

始した。 

通 年 
依頼：7件 

マッチング：4件 

ものものバンク事

業 

不用品を提供いただき、必要としている

団体にマッチングすることで団体が抱え
通 年 

＜譲渡＞ 

受入数 10品、成立 28件 
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る「モノ」不足を解消することに務めた。 ＜レンタル＞ 

受入数 1件、成立 41件 

市民活動団体向け

情報誌の作成 

※「キ まち育てを支援する拠点施設の管理

運営事業」の共通事業の記載参照 
 通 年 

発行部数： 約 3,200 部 

運営ボラ： 0名 

広報講座 
※「キ まち育てを支援する拠点施設の管理

運営事業」の共通事業の記載参照 
3月 13日 

総来場者 32名 
参加者 14名 
講師 2名 
運営者 6名 
運営 兼 研修参加 10名 

 

イ まち育てに関する学習機会の提供事業 

 

イー１ まち育てインターン受入事業 

（ア）事業内容 

愛知県から派遣された研修生（就職 2 年目職員）を対象に、インターン研修を通じて「まちの

学習機会」を提供し、受講者のまちづくりリテラシーを高める予定だったが、新型コロナウイル

ス対策のため、県の判断でプログラムは中止となった。 

 
 

ウ まち育てに関する情報収集と発信事業 

 

ウー１ 乙川リバーフロント地区まちづくり情報発信業務 

（ア）事業内容 

乙川リバーフロント地区（以下、「RF地区」）のまちづくりについて広く市民に周知する

とともに、まちづくりの目的や意義に関する市民の理解を高め、参画を促進することを目的

として、RF地区のまちづくりの取り組みについて、市民および民間事業者への周知を図り、

回遊性を高めるため、QURUWAボードおよび QURUWA WEB（quruwa.jp）の企画・運営などを行

った。 

（イ）実施時期 2020年 8月～2021年 3月 

（ウ）実施場所 岡崎市中心市街地 

（エ）従事者  山田拓、天野、岩ヶ谷 

（オ）事業収入 1,700,000円 

（都市機能計画室からの事業受託費より繰り入れ 担当課：岡崎市都市施設課） 

 （カ）成果 

今年度は、QURUWAボード及び QURUWA WEBを SNSと連動して運用し、QURUWAエリアの商業者

や市民活動団体等が facebook グループの情報発信を通じて、ボードや WEB による情報提供が

できる仕組みづくりを行った。情報収集の方法および情報の更新の仕方については、次年度も



6 
 

継続して改善を検討していく。 

 

ウー２ 岡崎カメラ運営支援事業 

（ア）事業内容 

岡崎市のシティプロモーションの一環で、生活者目線での岡崎の魅力を発信するチームづくり

を目指す「岡崎カメラ」の企画・運営を行った。3 か年最終年度となる 2020 年度は、まち歩きや

取材を通して見過ごしがちな岡崎の魅力を発信する「ローカルフォトツアー」の企画と、自立的

な運営の仕組みづくりに向けた定例会の運営の支援を行った。 

（イ）実施時期   2020 年 8 月～2021 年 3 月 

（ウ）実施場所    岡崎市全域 

（エ）主な従事者  山田拓 

（オ）事業収入   1,545,500円（凸版印刷からの事業受託費より繰り入れ 担当課：岡崎市広報課） 

（カ）成果 

岡崎カメラメンバーと共に、まちの魅力を発信するための視点と方法について議論を深め、ロ

ーカルフォトツアーの企画等の実践を通して身につける場を提供し、岡崎市のシティプロモー

ションを担う人材の育成に寄与した。 

 

 

エ まち育ての専門家の育成と派遣事業 

 

エー１ まち育てコーディネーター養成事業 

（ア）事業内容 

今年度新たに入社したスタッフに対し、岡崎市内の NPO/市民活動の潮流とりたの位置づけや

業務の概要等について解説し、中間支援組織の一員として業務に従事できるよう教育を実施し

た。一方、管理職者向け研修では、今年度導入した Ofiice365の活用研修（講師：オアシス）や

岡崎市の職員出前講座を活用した個人情報保護と著作権に関する研修（講師：岡崎市総務文書

課）を行った。また、全職員を対象に（一財）地域活性化センターの行う「地方創生カレッジ」

オンライン研修の受講による、まち育てコーディネーターとしての自己研鑽を奨励・推進した。 

（イ）実施時期 

新人研修 2020 年 10 月 2日、9日、30日（全 3回） 

管理職向け研修 2020年 8月 21日、2021 年 3月 12日（全 2回） 

（ウ）実施場所 岡崎市地域交流センター（北部、南部、西部、東部、六ツ美） 

（エ）従事者 

新人研修：（講 師）天野、三矢、深田、平岩 

（受講者）生田（北）石本・鈴木（南）野倉（西）鈴木雅・大羽・竹本（東）平井・

本村・宮碕（六）鈴木・加藤（市活）、東海林（事務局） 

管理職者向け研修：（講師）オアシス、岡崎市総務文書課 



7 
 

（受講者）簗瀬、大久保、天野、三矢、深田、平岩、藤岡、岡田、伊藤、石

田、小早川、阪口、栗毛野、粟生 

「地方創生カレッジ」オンライン研修：（受講者）延べ 15名（9講座） 

（オ）協働先：なし  

（カ）事業収入 0円 （事業支出は一般管理費より充当） 

（キ）成果 

新 人：りた職員に求められる基本的な考え方や基礎的な知識を習得。多岐に渡るりたのまちづ

くりにおける中間支援の概要に触れることで、職員としての自覚を促した。 

管理職：今年度より導入した Office365 の活用を通じて、テレワークやオンライン会議の開催

を可能にするツールのノウハウを習得し、コロナ禍における労働環境の向上を図るこ

とができた。また、指定管理業務や行政の委託業務を実施するにあたり必要不可欠な個

人情報や著作権の保護に関する基礎知識の周知徹底を図った。 

 

エー２ まち育ての専門家派遣事業 

（ア）事業内容 

岡崎市近郊での講義や岡崎市内の先進事例の紹介、各種委員会や審議会への助言ならびに政

策提言を担った。 

（イ）実施時期  2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

（ウ）会 場   岡崎市、名古屋市、豊橋市、小牧市他  

（エ）従事者   簗瀬、大久保、天野、三矢、深田、岩ヶ谷 

（オ）事業収入  1,374,285円（各機関・団体等より受託） 

（カ）成果 

市内で実践した成果が県内の各地域や国などからの評価につながり、その評価を踏まえ、市内

の他地区へのノウハウ移転や他の地域課題に対する複合的な解決策の提示を推進することがで

きた。 

 

〔専門家派遣リスト〕 

（天野担当分 1事業） 

・和歌山まちなかプラットフォーム／和歌山まちなかプラットフォーム（12/22） 

 

（三矢担当分 8事業） 

・愛地球博記念公園マネジメント会議／愛知県／総会（7/27）、コア会議（7/27、1/15、2/19） 

・豊橋市緑の基本計画アドバイザー（6/5，6/25、10/26） 

・名古屋駅西地区まちづくり推進会議部会運営業務（7/2，11/2、3/25） 

 ・駒場公園（仮称）検討会プログラム企画業務（6/11，7/16，8/21，10/15，12/3） 

・岡崎市学区社会教育委員研修会（11/26） 

・半田市研修（1/12，2/4） 

・まちのかたり場 ～こまき未来ビルダーズ～ 講師派遣（11/19，12/10，1/14） 

・豊明市協働推進研修資料作成（2021.3） 
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●委員会等での助言 

（簗瀬担当分 1事業）         

 ・乙川リバーフロント地区かわまちづくり協議会（9/3, 2/4, 3/15） 

 

（大久保担当分 2事業） 

 ・市民協働推進委員会（9/12, 11/28, 3月書面） 

・NTT岡崎ビル利活用事業者選定審査委員会（1/28, 3/30） 

 

（天野担当分 4事業） 

・岡崎市景観審議会（10/7/, 12/25, 3/22） 

・岡崎市都市マスタープラン策定委員会（9/23, 1/5） 

・岡崎市観光基本計画推進員会（3/5） 

・岡崎市景観整備機構連絡協議会（4/8, 12/8, 1/20, 2/16） 

 

（三矢担当分 2事業） 

・NPOと行政の協働に関する実務者会議（11/6） 

・岡崎市生涯学習推進委員会（3/12） 

 

（深田担当分 1事業） 

・岡崎市歴史まちづくり協議会（6月書面、8/5） 

・岡崎市文化財保存活用地域計画協議会（6/26、12/23、3/24） 

 

エー３ 本宿景観啓発ワークショップ業務 

（ア）事業内容 

本宿地区では、旧本宿村役場の復原（2021 年度竣工予定）にあわせ、景観まちづくり協議会

の設立、景観形成重点地区の指定など、景観まちづくりの取組が進められている。 

本業務では、地元住民が自律的に良好な景観に配慮したまちなみを保全あるいは修復・創造し

ていけるよう、まちなみ形成の議論に幅広い世代を巻き込むこと、将来を担う世代への景観に対

する意識づけを目的として、昨年度実施したまち点検ワークショップに参加した本宿小学校 5年

生全児童を対象としたワークショップを行った。 

（イ）実施時期  2020年 7月～2021年 2月 

（ウ）実施場所  本宿地区 4町（本宿東、本宿中町、本宿栄、本宿西） 

（エ）従事者   天野、小早川 

（オ）協働先   旧東海道本宿景観まちなみ協議会準備委員会、本宿小学校、studio 36（畑、深澤） 

（カ）事業収入  660,000 円 

（岡崎市からの事業受託費より繰り入れ 担当課：まちづくりデザイン課） 
（キ）成果 

地域活動に携わる地域の大人と子どもたち（本宿小学校児童）が直接交流し、地域に対する思
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いや活動に触れることで、子どもたちのまちに対する関心を高め、地域の担い手との関係を構築

すると共に、子どもたちの柔軟な発想から、現在設立準備中の景観まちづくり協議会（旧東海道

本宿景観まちなみ協議会）の活動計画の内容に対する具体的なヒントを得ることができた。 

 

エー４ エキニシタウン会議部会運営事業 

（ア）事業内容 

名古屋駅西地区（以下「駅西地区」という）において、関係学区（則竹、亀島、牧野）区政協

力委員会、まちづくり協議会などの関係団体、及びアドバイザーにより構成される名古屋駅西

地区まちづくり推進会議（以下、エキニシタウン会議という）に設置された部会（全 3 回）にお

いて、駅西地区の土地利用イメージを含む地区のビジョンについて、参加者及び地域等から幅

広く意見を聴取し、これらをとりまとめた。また、将来像を実現するため、客引き行為等対策検

討会議、防災勉強会を開催した。 
（イ）実施時期  2020年 5月～2021年 3月 

（ウ）実施場所  中村区役所 

（エ）従事者   三矢、長谷川 

（オ）事業収入  979,000円 （名古屋市からの事業受託費より繰り入れ 担当課：リニア関連・名

駅周辺開発推進課） 

（カ）成果 

・エリアビジョンと活動の 4本柱がとりまとまった。 

・ビジョン実現のための部会の枠組み（安心安全、にぎわい）が決定した。 

 

エー５ 駒場公園デザインワークショップ事業 

（ア）事業内容 

名古屋市瑞穂区駒場五丁目地内に整備する駒場公園（仮称）の配置計画、開園後の公園運営・

利活用等を検討する検討会（全 5回）を監修し、実施設計等に地元の意見を反映させた。 
（イ）実施時期  2020年 5月～2021年 3月 

（ウ）実施場所  汐路コミュニティセンターほか 

（エ）従事者   三矢、長谷川 

（オ）事業収入  984,500円 （名古屋市からの事業受託費より繰り入れ 担当課：公園緑地課） 
（カ）成果 

・駒場公園の基本設計に市民意見を反映することができた。 
・公園の管理や活用に関わる市民意識を醸成することができた。 

 

 

オ まち育てに関する調査研究、政策提言事業 
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オ－１ 公園利活用ニーズ調査業務 

（ア）事業内容 

岡崎市緑の基本計画に基づき、公園の管理と活用を推進する組織「公園愛護運営会」の設立

可能性を調査し、設立準備会が立ち上がった地区に対して愛護運営会の設立支援を行った。 

（イ）実施時期  2020年 4月～2021年 3月 

（ウ）実施場所  岡崎市内 

（エ）従事者   三矢、斉藤、長谷川 

（オ）事業収入  4,202,000円（岡崎市からの事業受託費より繰り入れ 担当課：公園緑地課） 

（カ）成果 

・新たな公園愛護運営会の設置個所の検討を行ったのは５つである。①細川学区、北斗台 4公園

（設立支援に進んだ）、②げんき（愛護運営会設立に参画するのは難しいが、愛護会活動を始

めることになった。井ノ口公園と大樹寺公園が対象）、③グローアップ（設立支援に進んだ）、

④ガーデニング協会（設立への参画は難しいという判断に至った）、⑤駅南中央公園（地元で

の調整を行った後に再度相談、という結論に至った） 

・公園愛護運営会の設立支援を進め、２つの愛護運営会が設立した（伊賀公園と北斗台 4公園で

それぞれ 1団体が設立された）。 

 
 

オー２ 地域包括ケアシステム支援業務 

（ア）事業内容 

「高齢者が安心して暮らせるまちづくり」に向けて岡崎市は、市内 20 の地域包括支援センタ

ー（以下、「包括」）の設置運営を進めてきた。包括は、地域団体、ボランティア、医療機関、教

育機関を巻き込んだ「地域包括支援システム」の構築を進めている。りたは生活支援体制構築事

業（第 1層）を担う立場から、地域包括支援センターの活動（会議ファシリテーション、広報）

支援を行った。 

（イ）実施時期  2020年 4月 10日～2021年 3月 31日 

（ウ）実施場所  岡崎市内各地 

（エ）従事者   三矢、天野、小嶋、長谷川 

（オ）事業収入  4,279,600円（岡崎市からの事業受託費より繰り入れ 担当課：長寿課） 

（カ）成果 

＜会議支援＞ 

① ふじ包括（上路学区）：5月の段階では「これまで有志が集まって自発的に行っている活動で

あったが、地域の諸団体（総代会や老人会）との連携が不可欠」という状況であったため、

メンバー構成を調整し、ケア会議の存在が「地域の諸団体に承知されている状態」にするこ

とができた。これによって「決定権はないものの、地域の諸団体に対して提案権のある団体」

となることができた。 
② 東部包括（本宿学区）：学区の福祉活動を考える場として「ミソバタ会議（学区福祉委員会

主催）」がある。ここで出たアイディア（男性の社会参加を促す料理教室ほか）をケア会議
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（本宿元気を考える会）でも実現する方策を考える、といったアイディアが出た（活動を考

えるきっかけとしてミソバタ会議を活用する）。一方、本宿学区では、地区まちづくりを考

える主体として「まちなみ協議会」や「本宿小学校」「村役場の活用」といった会議体が乱立

し、かつ、そこに参画しているメンバーが重複していることが多い（例：本宿元気を考える

会には、学区福祉委員会の部会長が参加するような調整が行われている）。以上より、地域

で活動する諸団体の連携や調整の必要性について、地元の関係者らと共有できた。 
＜広報支援＞ 

③ ひな包括（広幡、井田学区）：伝える目的を定めた広報物の作成（広報誌は次年度への準備）

ができた。 
④ スクエア包括（城南、羽根学区）、ふくまど（額田地区）へのフォローアップについては、個

別の活動において適宜行った。 
＜その他＞ 

⑤ 求人テキストの作成：包括の仕事を端的に伝えるテキストを作る過程を通じて、関係者の共

通認識づくりが進んだ。 
⑥ （仮称）終活スゴロクの企画開発：終活スゴロクが 2種類（簡易版と通常版）完成した。こ

のスゴロクの普及促進に事業者との連携が不可欠であるため、「アイディアソン」として普

及促進策を考える会を開催した（試験的運用への見通しも立った）。 
 

 

カ 市民と企業と行政をつなぐまち育て支援事業 

 

カ－１ 乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン事業 

（ア） 事業内容 

乙川リバーフロント地区では、豊富な公共空間を活用して、公民連携事業（QURUWAプロジェ

クト）を実施することにより、地区内での回遊を実現させ、まちの活性化（暮らしの質の向上・

エリアの価値向上）を図る「乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画（QURUWA戦

略）（以下「QURUWA戦略」という）」が推進されている。 

本年度は、QURUWA戦略の主要拠点であるりぶら周辺公共空間の利活用を促進するための支援、

QURUWA 戦略の進捗に係る情報共有、民間事業者の投資意欲促進等を行うシンポジウムの開催及

び籠田公園・中央緑道周辺地区における地域住民自らによるエリアマネジメントの実現を目的

とする支援を行うことにより、QURUWA戦略の推進を図った。 

（イ）実施時期  2020年 7月～2021年 3月 

（ウ）実施場所  岡崎市中心市街地 

（エ）従事者   天野、三矢、岩ヶ谷、山田、藤岡、平岩、長谷川 

（オ）協働先   RFA、㈱まちづくり岡崎、カントリーラボ、アフタヌーンソサエティ など 

（カ）事業収入  8,569,000円 

（岡崎市からの事業受託費より繰り入れ 担当課：都市施設課） 

 （キ）成果 
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籠田公園・中央緑道周辺地区のエリアマネジメント支援業務では、前年度までの籠田公園運営

検討業務における地縁団体関係者との協議の場を経て、籠田公園・中央緑道周辺町内会による学

区を超えた自治会連携のプラットフォーム「7町・広域連合」が生まれた。今年度は、籠田公園

周辺 3町（籠田町､亀井一・二丁目､伝馬通一丁目）、六地蔵町・唐沢町、南康生の各地区におい

て実施された全住民アンケートを踏まえ、今後のエリアマネジメントに生かすために各町役員

らを中心に課題の整理と課題解決に向けた具体的な取組について検討した。各町内単位で地域

課題解決に取り組むには限界があることから、「7 町・広域連合」を軸に住民・行政・事業者の

連携調整を行い、地域の課題解決を図っていく。 

シンポジウムの企画運営業務では、市長交代により QURUWA戦略の賛否を巡って関心が高まっ

ていることを踏まえ、これまで情報発信が不足していた QURUWA戦略のねらい、QURUWAのまちの

変化（ハード整備のみならず、多様な主体の積極的なまちへの関わりが生まれ、ソフトも充実し

てきていること）を示し、専門家による俯瞰的な都市経営の解説と QURUWA戦略に対する評価を

通じて、QURUWA 戦略の有効性を効果的に伝えることができた。また、新型コロナウィルスの影

響によりオンライン開催となったことで、参加意向があっても時間や場所の都合で参加できな

かった層やリーチできなかった層に情報を届けることが可能となった（申込者数 429 名、ライ

ブ視聴数 167、YouTube 再生回数 1,400回以上）。 

りぶら周辺の公共空間利活用の促進支援業務では、りぶら周辺の公共空間の活用促進に向け、

これまでの取組の経緯を踏まえ、市民協働推進課、中央図書館の QURUWA における事業展開の課

題と方針を整理し、課題の改善方策として次年度以降の企画案・支援策をまとめた。 

 

 

カ－２ かわまちづくり活用実行委員会運営支援事業 

（ア）事業内容 

本業務では、おとがワ！活用実行委員会の事務局の運営を通じて、乙川リバーフロント地区の

乙川エリアにおいて、①エリアの利用者（事業者）を増やし、使用料を得て組織の運営に必要な

資金の一部を調達すること、②利用者を増やし行商・自由使用双方の豊かな活用の風景を生み出

すこと、③エリア活用をきっかけに、利用者同士のつながりを生み、活用の広がりをつくること

により日常的な豊かな水辺活用の促進を行った。 
また、次年度から乙川河川緑地の一部が指定管理となり、新実行委員会（リバーライフ推進委

員会）に体制が移行することから、これまでの業務の引継のための資料作成を行った。 
当該事業は当年収支としてはマイナスであるものの、まちづくり法人として一定の評価を得

ることにつながった。今年度で本法人としての直接的な関わりは終了となる。 
（イ）実施時期 2020年 4月～2021年 3月 

（ウ）実施場所 岡崎市中心市街地 

（エ）従事者  岩ヶ谷、天野、山田拓 

（オ）協働先  リバーライフ推進委員会、プログラム実施者など 

（カ）事業収入 3,910,000円（おとがワ！活用実行委員会からの事業受託費より繰り入れ） 

         473,000 円（「かわまち引継ぎ資料作成業務」として岡崎市からの事業受託費より 

繰り入れ 担当課：都市施設課） 
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 （キ）成果 

おとがワ！ンダーランド 2020 では、コロナ禍により 4 月から 5 月にかけて乙川河川敷の使用

が禁止となったが、6月以降は市の定めた新型コロナウィルス感染症対応ガイドラインに基づき

プログラム実施者に対して 3密回避の周知徹底を働きかけ、24事業者・団体により 42のプログ

ラムが計 126 日間実施された。結果として、これらプログラムの実施日数、総来場者数（25,135

人）、総売上（11,663,828円）が過去最高の数値を記録した。 

また、ウェブサイトのアクセス数も前年度と比して 50%程度上昇し、日常的な乙川の魅力の発

信に寄与した。 

おとがワ！活用実行委員会の自主事業としては、キャンプ事業、乙川水域の魅力を啓発するイ

ベント「川ぐらし」に加え、中央緑道の完成記念イベントにあわせてトークイベント「OTO AIR」

を実施し、これまでの成果と今後の展望について広く発信することができた。 

 

カ－３ 水源涵養認定証作成業務 

（ア）事業内容 

岡崎市上下水道局が、水源涵養の必要性を啓発する「未来へつむぐ岡崎の水プロジェクト」

を立ち上げ、協賛した 12社に授与する認定証を作成した。 

（イ）実施時期 2020年 8月～9月 

（ウ）実施場所 岡崎市 

（エ）従事者  岩ヶ谷 

（オ）協働先  奏林舎、岡崎製材株式会社 

（カ）事業収入 165,000 円（岡崎市上下水道局からの事業受託費より繰り入れ 担当課：経営管理

課） 
（キ）成果 

発注者の「水源地の間伐材を用いた認定証にしたい」という意向を踏まえ、林業、製材事業

者と連携し、意匠性の高い認定証を作成し、好評を博した。 

 

カー４ 未来へつむぐ岡崎の水プロジェクト 

（ア）事業内容 
「未来につむぐ岡崎の水プロジェクト」のパイロット事業として、協賛企業の職員を対象と

した間伐体験イベントの企画・運営コーディネートを行った。 

（イ）実施時期 2020年 12月 

（ウ）実施場所 岡崎市額田地域 

（エ）従事者  岩ヶ谷、山田 

（オ）協働先  奏林舎 

（カ）事業収入 110,000 円（岡崎市上下水道局からの事業受託費より繰り入れ 担当課：経営管理

課） 

（キ）成果 

水道事業に関与する協賛企業社員が、実際に水源林が抱える課題に触れ、水源涵養の必要性
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を実感していただく機会をつくることができ、参加者の満足度も高かった。 

 

 

キ まち育てを支援する拠点施設の管理運営事業 

 

キ－１，２，３，４，５ 岡崎市地域交流センター（北部・南部・西部・東部・六ツ美分館）指定管理事業 

（ア）事業内容 

「地域レベルのまちづくり活動推進とシビルミニマムを充足するための複合的機能を有する

交流拠点」という設置目的をもつ岡崎市地域交流センターを、指定管理者として管理運営を行

った。市民活動の支援、市民サービスの拡充を目的として、貸館業務、市民活動の啓発、及び

市民活動や地域活動の情報の受発信を行った。 

施設運営に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染対策を実施するとともに、臨時休館

や利用制限については担当課と連携して対応を行った。 

（イ）実施場所  岡崎市北部地域交流センター・なごみん  

岡崎市南部地域交流センター・よりなん 

岡崎市西部地域交流センター・やはぎかん 

岡崎市東部地域交流センター・むらさきかん 

岡崎市地域交流センター六ツ美分館・悠紀の里 

（ウ）開館日時  火曜日～日曜日（月曜定休が基本） 9:00～21:00 

         ※2020 年 4 月 8 日～5 月 31 日の期間は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う 

臨時休館対応を行った。 

（エ）従事者 

【な ご み ん 】 伊藤（センター長）、神谷（副センター長）、 

田中雅（出納）、岩城、岩谷、市川昌、生田、吉開、手嶋、奥野 
牧野 
支援担当：平岩 

【よ り な ん 】 深田（センター長）、粟生（副センター長）、 

石野（出納）、安藤惠、永井、加藤智、石本、鈴木麻、青山、天野俊、

太田、 

池田、吉田、小野田、市川敏 

支援担当：深田（兼務） 

【やはぎかん 】 石田（センター長）、安藤恵（副センター長）、 

近藤（出納）、水澤、田邉、中西、鈴木田、野倉、岩川 

原田 

支援担当：平岩 

【むらさきかん】 小早川（センター長）、鈴木孝（副センター長）、 

三井（出納）、加藤利、浦野、鈴木雅、大羽、竹本、深谷 

中島、田中芳 
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支援担当：天野裕 

【悠 紀 の 里】 阪口（センター長）、堀井（副センター長） 

本村（出納）、礒貝、山本勝、遠藤、平井、宮碕 

山本澄 

支援担当：藤岡 

営  繕    岡田、鈴木二 

（オ）事業収入 163,451,098円 

（岡崎市からの事業受託費他より繰り入れ他 担当課：市民協働推進課）
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（カ）事業の実施概要・成果 

 ①全館共通事項・全館合同事業 

ⅰ）実施状況 

拠点 事業名 内容 
回数 

（時期） 
参加者数等 

全
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー 

「市民活動のポスター・チ
ラシの掲示・配架」 

市民活動 PR のためのポスターおよび
チラシの掲示、配架を行い市民活動
への関心を促した。 

通年  

「地域交流センターホーム
ページ運営事業」 

不特定多数への情報開示として、事業
の広報や事業実施の報告を行った。 

通年  

「市民活動団体登録の受
付、市民活動情報ひろば
の管理」 

登録申請や登録変更などの支援(申請
書類の書き方助言など)、書き込み内
容の審査を行った。 

通年  

「市民活動への参加相談、
市民活動団体の紹介、情
報提供」 

活動希望者と活動団体のマッチング
（活動団体紹介、活動内容紹介）を行
った。 

通年  

「市民活動団体設立相談、
市民活動相談、アドバイ
ス」 

市民活動団体設立手順の説明や設立
後の活動および運営のアドバイスを行
った。 

通年  

市民活動を広めるための
広報に関する講座 
「広報講座」 

市民活動団体および地縁団体を主な
対象として、広報に関する講座を全地
域交流センターと市民活動センターを
オンラインでつないで開催した。 

1 回 
（3/13） 

総来場者：32 名 
来場者：14 名 
講 師：2 名 

成果 
各団体の広報活動（広報誌、パンフレット、SNS 等）を棚卸し見直すことで、効果的な広報活動を
検討する機会を提供できた。 

市民協働コーディネータ
ー相談事業 

地域活動団体・市民活動団体からの
組織運営や資金調達、他団体との連
携などの相談に応じ、支援を行った。 

通年  

メールマガジンの配信 
「市民活動団体へのメール
マガジン発信事業」 

配信を希望する市民活動団体に対
し、全センターからの市民活動団体向
け情報を集約して市民活動に関する
情報を発信した。 

6 回 
（隔月） 

登録者数：254 団体 

成果 
メールマガジン配信システムを使い、市民活動に役立つ情報（講座や助成金情報、センターから
のお知らせ等）を配信することで、市民活動の促進につなげた。 

その他 
「情報誌 市民活動団体向
け情報 発行事業」 

全センターから市民活動団体向け情
報を集約し、市民活動や公益活動を
促進するための情報提供を行った。 

9 回 発行部数：約 3,200 部 

成果 
市民活動に役立つ情報（協働事例の紹介、助成金情報、事業案内等）を編集し、発信すること
で、市民活動団体に対して有益な情報を届けることができた。 

 

ⅱ）全館における、地域支援に関する成果 

地域交流センターでは、地域をよりよくしたいと考える市民や団体に対して、有益な情報

の提供を心がけ、互いの活動を繋げたり相談に応じたりすることで、地域支援を行った。そ

の実例を以下に記載する。 

【北部】 渡通津町松平往還を守る会から「地域住民で松平往還の整備活動をしているが、

※総来場者＝会場内の全人数(関係者含む) 
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住民の高齢化で担い手が不足している」という相談を受けたので、まちびとバンク

で募集。複数名のボランティア応募があったことに加え、別の相談で三河ダルク岡

崎デイケアセンターから「薬物依存者の社会復帰支援で活躍できる場所を探してい

る」という相談を受けていたので、紹介しマッチングが成立した。 

【南部】 地域の老人会から講座企画を検討する中で講師に関する相談があり、よりなんが

開催している「生きがいづくり講座」で講師を務めた方を紹介。マッチングが成立

した。 

【西部】 矢作東学区のこども食堂を運営している矢作東学区福祉委員会の方からボランテ

ィア募集に関する相談を受けた。まちびとバンクでの募集に加え、学校等へのアプ

ローチ方法のアドバイスをしたことで、延べ 116 名のボランティアが子ども食堂で

活躍する結果につながった。 

【東部】 まち育てスクールの企画で、東海中学校のボランティアとともに自分の視点で地

域の魅力を発信する「地域の名刺東海中学区 AtoZ」を作成し、4 学区の総代会会長

などに発表した。ボランティアの場を提供できたことに加え、世代を超えた住民の

交流の機会を創出できた。冊子は山中学区の手書き地図の作成や本宿学区元気を考

える会のシニア層ウォーキングに活用予定。 

【悠紀】 六ツ美南部小学校同窓会や六ツ美南部小学校 PTA に所属するメンバーを中心に構

成された有志の団体ｍ.ａ.ｐ（まちあるきプロジェクト）が行う地域の魅力の発掘・

発信をするためのマップ作成事業の会議運営・事業推進をサポートした。マップは

グーグルマップを活用したデジタルマップとして完成し、まち歩きに活用される予

定。 
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②北部地域交流センター・事業実施状況 

 

拠点 事業名 内容 
回数 

（時期） 
参加者数等 

北
部
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー 

ボランティア及びNPOに関
する講座等の開催 
「なごみんカレッジ」 

県立岡崎聾学校や岡崎マジック愛好
会と協働して、講師団体の活動促進、
参加促進につながる講座を開催。 
（コロナ感染症対策で参加人数を制
限） 

3 回 
（12/4、
12、19） 

総来場者：38 名 
来場者：19 名 
出演ボラ：11 名 
協働先：岡崎聾学校、
岡崎マジック愛好会 

成果 
手話講座やマジック講座を通して、講師団体の公益活動を知ってもらい参加のきっかけとなる機
会を提供できた。マジック講座は、なごみんでは初のオンライン形式を取り入れ、提案事業の新し
い開催形式を確立できた。 

市民活動団体相互のネッ
トワークづくりの促進 
「地域活動サミット in 北部」 

オンラインでの活動をテーマに活動
団体が集まり意見交換をする催しを
計画していたが、緊急事態宣言発出
により開催中止。出演予定だった団
体にヒアリングした内容をまとめた
紹介パネルおよび持ち帰り冊子を作
成し掲示および配架した。 

1 回 
（2/20～
3/31） 

出演ボラ：5 団体 

成果 
団体相互のネットワーク構築のための意見交換会は実施できなかったが、展示に変更したことで
来館者に対して市民活動団体の実体験をもとにしたオンラインツールのメリットや留意点を紹介で
き、オンラインツールに対する関心を高められた。 

各交流センター情報誌の
発行及び配布 
「情報誌なごみん発行」 

北部エリアの地域情報や公益活動に
関する情報、なごみんの事業紹介等を
発信。 

9 回 
発行部数：20,340 部 
運営ボラ：18 名 

成果 
来館者および回覧エリアの市民に対して公益活動や地域の魅力に関する情報を発信したこと
で、公益活動や地域活動に関心を持つきっかけをつくることができた。 

市民活動啓発事業及び施
設主催事業の開催(1) 
｢なごみんフェスタ 2020」 
→「なごみん 15 周年啓発
事業」 

活動団体の公益活動を市民に発信し
体験できる全館イベントを企画し準
備を進めていたが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため、なごみ
ん開設 15 周年を啓発する展示に変
更して実施。 

1 回 
(6/1～
7/31) 

－ 

成果 
新型コロナウイルスの影響で市民に広く活動を知ってもらうための催しは開催できなかったが、パ
ネル展に変更したことで、当施設の取り組みや機能の紹介、過去 15 年分の実績等をまとめて紹
介できる機会となり、来館者に PR できた。 

市民活動啓発事業及び施
設主催事業の開催(2) 
「なごみん横丁」 
→「なごみん横丁企画展」 

社会に関心が持てる次世代育成のた
めに仮想都市を子供たちが運営する
体験イベントを企画し準備を進めて
いたが、新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、過去の開催を通し
て得られた変化や成長を紹介する展
示に変更して実施。 

1 回 
(8/1～

31) 
－ 

成果 
新型コロナウイルスの影響で子どもたちを多く集める体験型の催しは開催できなかったが、過去
13 回の蓄積によって得られた子どもたちの活躍や変化、成長を見える化する展示により、自発性
やまちづくり意識育成の必要性を啓発することができた。 

※総来場者＝会場内の全人数(関係者含む) 
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市民活動啓発事業及び施
設主催事業の開催(3) 
「なごみん 岡崎まち育て
スクール」 

過去の開催を通して当事業から誕生し
た市民活動団体および郷土史家と協
働して、地域の魅力や地域活動を発
信するためのまち歩きを企画し準備を
進めていたが、緊急事態宣言が発出
されたことに伴い中止。 

0 回 
（ 1/23
→3/6→
中止) 

協働先：「岩津松平氏
輝きの 600 年」推進懇
話会 

成果 
新型コロナウイルスの影響で催しは開催できなかったが、開催準備を通してガイドボランティア役
である市民活動団体の「活動を発信して多くの方に知ってもらい参加につなげたい」という気運は
高められた。次年度の同事業またはその他の方法を検討して活躍の機会につなげる。 

市民参画による施設運
営、環境演出（1） 
「花咲ボランティア」 

ボランティアによる花壇の環境整備活
動をマネジメント。地域ボランティアの
受け皿機能としてボランティアが活動
しやすい環境を整えた。 

植え替
え年 2
回 

（通年） 

運営ボラ：379 名 

成果 
コロナ禍で交流系のボランティアの機会が減少する中で、屋外での活動ということもあり、ボランテ
ィアの受け皿機能を中断することなく提供でき、市民参画のきれいな花壇維持ができた。（緊急事
態宣言中は人数カウントを停止したため、前年よりもボランティア人数の数値は減少） 

市民参画による施設運
営、環境演出（2） 
「ふれあいイベント」 

展示スペースでの作品展示を通して
活動団体の活動促進及び PR につな
げると同時に、親しみの持てる館内
の雰囲気づくりを実施。 

71 回 
（通年） 

出演ボラ：71 団体 176
名 

成果 
空きスペースを活動団体の情報発信のために有効活用できている。また、市民による多様な展示
により館内が華やかになり、親しみの持てる雰囲気演出につながっている。 

社会貢献活動の啓発 
「まちびとバンク（ボランティ
アマッチングシステム）運
営事業」 

ボランティア希望者とボランティアを待
っている団体をつなぎ、ボランティア活
動の促進および団体の活動の活性化
を支援した。 

通年 
募集依頼：5 件 
応募者：399 名 

成果 
コロナ禍でも工夫してボランティアの活躍の場を作り、受け皿としての機能を果たすことができた。
同時に、ボランティア相談なども適切に対応し、コーディネート機能も果たすことができた。 

その他 
「市民活動団体情報発信
事業」 

市民活動団体の情報を他の情報と区
別して掲示及びファイリングし、効果的
な活動内容の周知を図った。 

通年 パネル新規：3 団体 

成果 
情報を探している人に対して、市民活動団体自身が作成した適切な団体情報を発信できた。ま
た、情報更新を団体自身で行うよう促すことで、自発的な情報発信の意識付けにつながった。 
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③北部地域交流センター・事業実施状況 

 

拠点 事業名 内容 
回数 

（時期） 
参加者数等 

南
部
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー 

ボランティア及び NPO に
関する講座等の開催 
「防災講習会」 

岡崎市の防災課職員を講師に招き、南
部地域における風水害への備えをテー
マに講習会を実施した。また、防災関連
の市民活動団体と連携して、地域の方
が防災について学べる展示企画を同時
開催した。 

1 回 
(9/27) 

総来場者：38 名 
来場者：23 名 
協働先：あいち防災リーダ

ー会、災害ボランティア岡崎 
出演ボラ：8 名 

成果 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当初予定の 6 月を 9 月に延期して開催。
地元からの参加者が多く、特に福岡小学校の先生が大変関心を示され、当事業をきっかけ
に学校と防災団体との今後の協力関係が築かれた。 

市民活動団体相互のネ
ットワークづくりの促進 
「生きがいづくり促進事
業」 

地域の高齢化問題に関心のある講師団
体を募り、高齢者が生きがいを見つける
きっかけづくりとしての体験講座を開講
した。また、講師団体同士による団体
交流会を行い、高齢化問題に対してど
う互いに連携を図るべきか、話し合う
機会を設けた。 

9 講座 
（11 月） 

総来場者：81 名 
来場者：64 名 
講 師：14 名 

成果 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年に比べて規模を縮小し、かつ開講条
件を設けての開催となった。そのような中、講師団体交流会ではいくつかの団体において
協働してイベントを開催しようという動きがみられた。また、開催終了後も「あの団体と
協働したいので連絡を取りたい」という問い合わせが入っており、講師団体の意識向上に
繋がった。 

各交流センター情報誌
の発行及び配布 
「情報誌よりなん発行」 

地域の旬な話題や市民活動団体の活
動紹介、よりなんのイベント情報やお知
らせを豊富に掲載。2～4P の柔軟な誌
面構成を図ることで、地域や施設利用
者に対して有意義な情報提供を行っ
た。 

9 回 発行部数：26,100 部 

成果 
上地・福岡・羽根・緑丘・岡崎の各学区に回覧することで、地域の関心や市民活動への関心を
高める一助となった。例えば 8 月号 1P で取り上げた市民活動団体「みなみ里山の会」は、会員
の増加に繋がった。 

市民活動啓発事業及び
施設主催事業の開催(1) 
「よりなん感謝祭」 

地域の方に市民活動への理解を深め

てもらうためのイベントとして、市民活動

団体による活動発表などを行った。新

型コロナ対策でステージ発表は行えな

かったが、活動を紹介する映像作品や

ギャラリー展示・物品販売などを全館を

使って実施した。 

1 回 
(10/25) 

総来場者：256 名 
来場者：188 名 
運営ボラ：5 名 
出演ボラ：51 名 

成果 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、規模や内容を見直しての開催となったが、映像作品
による活動紹介や展示方法、会場レイアウトの変更など、工夫を凝らして開催する新しい形を見
出すことができた。また、参加団体が実行委員会を通じて事前に話し合うことで、事業の担い手
の一員として自らの力で市民活動を促進させるという意識をもってもらうことができた。 

※総来場者＝会場内の全人数(関係者含む) 
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市民活動啓発事業及び
施設主催事業の開催(2) 
「よりなん岡崎まち育てス
クール」 

まち歩きを通して、南公園に関わる市民
活動団体やボランティアの取り組みを学
べる機会を企画していたが、新型コロナ
における緊急事態宣言が発出されたこ
とにより、中止となった。 

2/28 
→中止 

－ 

成果 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業は開催できなかったが、開催準備を通して講師予
定だった市民活動団体やボランティアの方と協働関係はでき、参加者も定員に達する申し込み
を得られていた。今後、同様の事業やその他の機会を通じて、今回の経験を生かしたい。 

市民活動啓発事業及び
施設主催事業の開催
（3） 
「よりなん体験フェスタ」 

市民活動団体と共催で大人も子ども
も関われる体験型イベントを企画検
討していたが、新型コロナの影響によ
り夏季開催ができず、事業は中止とな
った。 

7/26 
→中止 

－ 

成果 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業は開催できなかったが、子ども食堂を開催
している市民活動団体とは事業について概ね合意が得られていた。次年度にも同企画で
の開催を検討しているため、今年度の経験を生かしていきたい。 

市民参画による施設運
営、環境演出(1) 
「よりなん彩飾」 

運営ボランティアとともに館内のオープ
ンスペースやギャラリーの飾りつけを行
った。当初は来館者参加型を予定して
いたが、新型コロナの影響で来館者を
巻き込むことは取りやめた。 

通年 運営ﾎﾞﾗ：2 名 

成果 
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策でオープンスペースが閉鎖しており、来館者参加型の
環境演出はできなかったが、その分スタッフ内で事業を見直す機会にできた。今年度の経験
を、来年度以降の企画に生かしていきたい。 

市民参画による施設運
営、環境演出(2) 
「よりなんサロン」 

オープンスペースにおいて、自主的にミ
ニコンサートや手遊びなどを行う団体・
個人を募り、来館者に対する公益活動
の場を提供する計画だったが、新型コロ
ナウイルス対策の一環であるオープンス
ペース閉鎖措置のため開催できなかっ
た。 

通年 
（0 回） 

－ 

成果 
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で、オープンスペースで不特定多数の来館者が密に
なりうる当サロンは開催できなかった。その分スタッフ内で事業を見直す機会にできた。今年度
の経験を、来年度以降の企画に生かしていきたい。 

社会貢献活動の啓発 
「まちびとバンク（ボランテ
ィアマッチングシステム）
運営事業」 

ボランティア希望者とボランティアを待っ
ている団体をつなぎ、ボランティア活動
の促進および団体の活動の活性化を支
援した。 

通年 
募集依頼： 5 件 
応募者：80 名 

成果 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、例年に比べてボランティアマッチング数は減少し
たが、それでもボランティアが活躍できる機会を創出し、ボランティア活動を継続させることはで
きた。また、社会問題の解決に向けて活動している市民活動団体や地域活動団体への理解を
深めることにつなげることができた。 
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④西部地域交流センター・事業実施状況 

 

拠点 事業名 内容 
回数 

（時期） 
参加者数等 

西
部
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー 

ボランティアおよび
NPO に関する講座等
の開催 

防災講座「防災のキッカ

ケとこれから～知って備

えてかぞくを守る～」 

防災をテーマに自助共助の啓発を行う
ことで地域の防災組織や防災活動への
関心を高め、参加の促進や理解度の向
上を図るため、災害時の被害状況の写
真展示や地域の消防組織の紹介、災
害時の持ち出し袋の展示を行った。 

１回 
(1/5～
1/24) 

協働先：矢作東地区婦
人自主防災クラブ、矢
作消防団第１部、あい
ち防災リーダー会、災
害ボランティア・おかざ
き 

成果 

地域の防災組織や防災活動への関心を高め、防災意識の向上を図ることができた。「防災くん」
の外国語版の展示を外国の方が見ている姿もあり、外国の方への防災啓発にもつなげられた。
アンケートでは、回答者の約 3 割が地域の消防組織の活動に「参加希望」と回答し、地域の消
防組織への理解や関心を高めることができた。 

市民活動団体相互のネッ
トワークづくりの促進（1） 
「春まつり」 

活動団体の公益活動を市民に発信し
体験できる全館イベントを企画し準
備していたが新型コロナウイルス感
染拡大防止のために開催中止。準備期
間中に団体 PRチラシを作成した。 

1 回 
(3/7) 

― 

成果 
催しは直前で中止となったが、準備期間中に作成した団体 PR チラシを館内に掲示することで、
市民活動の啓発につなげた。 

各交流センター情報誌
の発行及び配布 
「情報誌やはぎかん発
行」 

矢作地区 5 学区の地域情報や公益活
動に関する情報、やはぎかんの事業紹
介等を発信。 

9 回 
発行部数：30,990 部 
運営ボラ：1 名 

成果 
回覧エリアの市民に対して公益活動や地域の魅力に関する情報を提供したことで、公益活動や
地域活動に関心を持つきっかけをつくることができた。各学区の市民や団体から掲載依頼や情
報提供が多数あることからも、情報誌への関心や需要が伺えた。 

市民活動啓発事業及び施
設主催事業の開催（１） 
「子どもの国」 

教育機関と協働し、多世代交流を促進
させるためのイベントを企画し準備
していたが新型コロナウイルス感染
拡大防止のために開催中止。 

0 回 
（8/23→
中止） 

― 

成果 
新型コロナウイルスの影響で開催はできなかったが、開催準備を通して協力団体との関係作り
は継続してできており、次年度の同事業はそのほかの方法を検討して活躍の機会につなげる。 

市民活動啓発事業及び施
設主催事業の開催（２） 
「花のとう協賛イベント」 

地域の伝統行事の文化や慣習の伝承
および魅力を発信し、まちへの愛着を
育むことを目的に花のとうの由来や歴史
を伝える展示と号外の発行を行った。 

1 回 
（5/10～

6/7） 

協働先：矢作商店会、
岡崎城西高校 

成果 
新型コロナウイルスの影響で花のとう関連の沿道イベントは中止となったが、伝統的なイベントを
守り運営する矢作商店会や岡崎城西高校の活躍を発信することで伝統行事への関心を高めら
れた。 

※総来場者＝会場内の全人数(関係者含む) 



23 
 

市民活動啓発事業及び施
設主催事業の開催（３） 
「やはぎかんまち育てス
クール」 

矢作地域の魅力発信や地域愛の増進
を目的に担い手の発掘及び育成につ
ながる展示を開催した。 

1 回 
(12/16～
12/27) 

協働先：矢作二区祭礼
山車保存会、矢作三
区山車保存会、ボーイ
スカウト岡崎第 5 団 

成果 
地域活動の担い手のインタビュー記事と、過去開催のまち育てスクールを紹介したことで、来館
者に対して地域の魅力を発信することができた。また、矢作地域で活躍する団体を紹介したこと
で、地域活動を知ってもらう機会を提供することができた。 

市民参画による施設運
営、環境演出（１） 
「緑の空間づくり」 

ボランティアの受け皿として、花壇や
太陽の公園の環境整備を行う機会を
創出するとともに、事業運営を支援す
るサポーターの発掘･育成を行った。 

通年 運営ボラ：39 名 

成果 
ボランティアの活動により、手入れの行き届いた花壇を保つことができた。また、植え替え計画や
実施回数をともに検討することで自発的な参画につなげられた。 

市民参画による施設運
営、環境演出（２） 
「ふれあいひろば」 

交流スペースを活用して団体の活動 PR
や親しみの持てる空間づくりを実施予
定だったが、新型コロナウイルスの影響
で交流スペースが閉鎖となったため、市
民参画の取り組みと出演団体の紹介展
に切り替えて実施した。 

通年 
（展示は
3/16～
3/21） 

― 

成果 
新型コロナウイルスの影響で、交流スペースでの発表の開催はできなかったが、ふれあいひろ
ば紹介展を実施したことで、発表団体の「発表を通して活動を知ってほしい」という気運は高めら
れた。 

市民参画による施設運
営、環境演出（３） 
「館内装飾」 

ボランティアとともに館内の装飾づ
くりを実施。施設への愛着の増進を図
った。 

通年 運営ボラ：4 名 

成果 
ボランティアを募り、ともに飾りつけを行うことでボランティアが活躍する場を提供することができ
た。また、館内装飾を通して施設の愛着増進や市民参画で魅力ある空間を創り出すことができ
た。 

社会貢献活動の啓発 
「まちびとバンク（ボラン
ティアマッチングシステ
ム）運営事業」 

ボランティア希望者とボランティアを待っ
ている団体をつなぎ、ボランティア活動
の促進および団体の活動の活性化を支
援した。 

通年 
募集依頼：6 件 
応募者：178 名 

成果 
コロナ禍でもボランティアの活躍の場を作り、受け皿としての機能を果たすことができた。同時
に、ボランティア相談なども適切に対応し、コーディネート機能も果たすことができた。 
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⑤東部地域交流センター・事業実施状況 

 

拠点 事業名 内容 
回数 

（時期） 
参加者数等 

東
部
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー 

ボランティア及びNPOに関
する講座等の開催 
「生きがい発見！講座」  

連携先の市民活動団体・ボランティ
アが講師となり、活動の公益性を高
めると同時に参加者が生きがいを見
つけるきっかけづくりとして体験講
座（絵手紙講座）を開催した。 

1 回 
（11/29） 

総来場者：27 名 
来場者：19 名 
講 師：1 名 
運営ボラ：7 名 

成果 
講師自らがボランティアを集め、高齢化社会など地域課題への対応に向けたシニア層への
意識向上を図ることができた。また多世代の交流の場づくりと、コロナ禍における絵手紙
を通した他者との関わり方を再認識する機会を創出した。 

市民活動団体相互のネッ
トワークづくりの促進 
「東部の活躍人！交流会」 

「地域を元気にする宮崎×サイクリ
ストの挑戦！」～関係人口ってなん
だ？～というテーマで交流会を企画
準備していたが、新型コロナウイル
スの感染拡大防止のため中止した。 

１回 
（中止） 

― 

成果 

交流会で基調講演を依頼した宮崎サイクリングの郷づくり実行委員会および岡崎市サイ
クリング協会の取組の現地取材やヒアリングを通じて、「関係人口の創出」が東部地域に
おける課題解決や活動の活性化に資するものであるという知見が得られ、その内容を情
報誌の特集記事として発信することができた。 

各交流センター情報誌の
発行及び配布 
「情報誌むらさきかん」発行 

情報誌「むらさきかん」を毎月（9月より
隔月）発行。市民活動団体の紹介や
東部地域の魅力を掲載した。 

9 回 発行部数：22,500 部 

成果 
東部地域の様々な市民活動や地域活動を紹介することで、団体の活動 PR に貢献できた。また、
記事に関心のある東部地域外の方からの問い合わせもあり、広く関心を得られた。 

市民活動啓発イベントの
開催(1) 
「むらさきかん岡崎まち育
てスクール」 

東海中のボランティアとともに地域
の魅力を発信する「地域の名刺東海
中学区AtoZ」を作成し、地域の方々
の前で発表した。また、地域団体な
ど各所に向け冊子を配布した。 

1 回 
(12/5) 

総来場者：34 名 
来場者：14 名 
講 師：1 名 
運営ボラ：19 名 
協働先：東海中学校 

成果 

中学生の視点で地域の魅力を切り取り発信する機会を持つことで、地域への愛着を深
め、将来の地域の担い手としての意識を醸成する一助となった。制作した冊子は山中学
区の手書き地図の作成や、本宿学区の高齢者のウォーキング促進に展開（R3年度実施予
定）されるなど、地域活動への広がりをみせている。 

市民活動啓発イベントの
開催(2) 
｢むらさきかんまつり 2020」 

「東部のイロドリ�イロトリドリ」
というテーマで、主に東部地域で活
躍する団体の活動発表の場として、
ギャラリー展示を開催した。 

1 回 
(9/13) 

総来場者：106 名 
来場者：92 名 
運営ボラ：14 名 
出演ボラ：14 名 

成果 
利用団体や近隣福祉施設による地域や活動の魅力を伝える作品を展示。また、密を回避
するため展示期間を10日間設けるとともに、メッセージボードを利用した来館者と参加
団体をつなげる工夫により相互の関係作りの促進に寄与した。 

市民活動啓発イベントの
開催(3) 
「むらさき麦まつり」 

藤川まちづくり協議会や道の駅藤川
宿と協働し、むらさき麦や旧東海道
筋の魅力を発信する催しを企画準備
したが、新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため中止した。 

0 回 
(中止) 

― 

成果 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業は開催できなかったが、開催準備を通して
協働相手との関係は良好な状態を維持できているので、今後の開催につなげていく。 

※総来場者＝会場内の全人数(関係者含む) 
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市民活動啓発イベントの
開催(4) 
「食育教室」 

愛知学泉短大食物栄養学科や藤川ま
ちづくり協議会と協働し、①地元特産
むらさき麦を使った過去5年分の料理
教室レシピをまとめたレシピ集を作成
し配布。②食育を通した地元食材への
関心を広げる食育教室を開催した。 

1 回 
(11/30) 

総来場者：118 名 
来場者：52 名 
協働先：藤川まちづ
くり協議会、愛知学
泉短期大学 
運営ボラ：55 名 

成果 

①レシピはアンケート調査やWSを開催し、利用者や学生、有識者、地元藤川まちづくり
協議会と意見交換を重ね、むらさき麦の普及啓発に資する冊子ができた。②食育教室は
愛知学泉短期大学と協働してPRを行った結果、東部地域外からの参加者が増加した。
①②を通じて、地域資源を活用したまちおこし支援を促進し、東部以外の地域交流セン
ターと愛知学泉短期大学のマッチングにもつながった。 

市民参画による施設運
営、環境演出（1） 
「ふれあいひろば」 

市民活動団体やボランティアによる音
楽遊びや読み聞かせを行い、ボランテ
ィア活動の促進および交流を図る計画
だったが、新型コロナウイルス感染拡
大防止対策でオープンスペース閉鎖
措置のため開催できなかった。 

通年 
(中止) 

― 

成果 新型コロナウイルスの影響により、交流スペース利用に制限を設けたため中止。 

市民参画による施設運
営、環境演出（2） 
「むらさきかん飾りつけ」 

公益・ボランティア意識を育む機会とし
て、来館者に楽しんでもらえる季節の
飾りつけをボランティアとともに行った。  

通年 
 

運営ボラ：137 名 

成果 
運営ボランティア自身が楽しみながら、来館者に喜んでもらえるような飾りつけを考え、工夫して
活動した。また、運営ボランティアの輪が一層広がり多世代の交流の場となった。特に、近隣大学
に通う学生が研究内容を活かし、他事業へのボランティア参加にもつながった。 

社会貢献活動の啓発 
「まちびとバンク（ボランティ
アマッチングシステム）運
営事業」 

ボランティア希望者とボランティアを受
け入れたい団体をつなぎ、ボランティ
ア活動の促進および団体の活動の活
性化を支援した。 

通年 
募集依頼：3 件 
応募者：235 名 

成果 
イベントにおける写真撮影や運営補助に携わってもらえる学生や社会人の受け皿にできた。ま
た、リピーターとしての参加や、シニア層の居場所づくり促進につなげることができ、地域や交流
センターの活動を知るきっかけの場を創出することができた。 

その他 
「地域活動コーディネート」 

東部地域で地域発展のために精力的
に活動している団体・地域に対し、活
動テーマやエリアを超えた連携を促す
ための情報収集・情報提供、協働をコ
ーディネートするなど支援を行った。 

通年 ― 

成果 
地域団体からはSNSを活用した地域情報のPRや地域マップ作りなどの相談を受け、ノウハウを提
供した。本宿地区の景観まちづくりの取組においては、地域と小学校の連携支援を行った。地域
団体の会議では、情報の整理や意思疎通を図るファシリテーションの支援を行った。 

その他 
「東部のいいとこ行っとこ
展」 

過去4年分の東部地域の魅力や活動
を深掘りした情報誌掲載情報などを写
真と地図で紹介し、東部額田地域へ
足を運ぶきっかけをつくった。 

1 回 
（3/9～ 

31） 
総来場者：80 名 

成果 
東部額田地域の観光スポットにとどまらず、地域イベント・活動団体の詳細を実際の写真とともに
掲載し、現地への訪問や活動への参加を促すきっかけを作ることができた。 
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⑥地域交流センター六ツ美分館・事業実施状況 

 

拠点 事業名 内容 
回数 

（時期） 
参加者数等 

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
六
ツ
美
分
館 

ボランティア及び NPO に
関する講座等の開催 
「ゆき防災講座 」 

六ツ美地域の方を中心に、防災・減
災について学ぶ講演会と5つの体験
会を実施した。その企画・開催を通
じて、防災につながる自助・共助意
識の向上と、地域防災の取り組みへ
の促進を図った。 

1 回 
（11/21） 

総来場者：72 名 
来場者：30 名 
協働先：防災課、六ツ美
南部学区（総代会、防災
指導員、婦人自主防災ク
ラブ、女性部）、むつみ地
域包括支援センター、災
害ボランティア・おかざき 
講師：1 名 
運営ボラ：11 名 
出演ボラ：24 名 
その他：6 名 

成果 

学区総代会等の地域コミュニティ組織、学区防災指導員、地域包括支援センター、市民活動団
体など多様な主体が関わった事で、参加者が様々な知見を得られる機会を創出できた。 
事業を進める上で、六ツ美南部学区の総代会会長、社会教育委員会会長をはじめとする地域の
皆さんと 7 回の定例会をする等、充分な協議と準備をしてイベントを開催し、地域防災の取り組み
促進を図る事ができた。 

市民活動団体相互のネッ
トワークづくりの促進 
「ゆきファミリーパーク 
～10/18 おやこのきねん日
～」 

子育て支援を行う市民活動団体等と
協働し、子育て世代の家族に、市民
活動に触れられる全館イベントを実
施した。 
その企画・運営を通じて団体間の相
互理解の向上とネットワーク強化を
図った。 

1 回 
（10/18） 

総来場者：264 名 
来場者：181 名 
協働先：実行委員会（5
団体）他、子育て支援団
体・地縁団体 計 11 団体 
運営ボラ：5 名 
出演ボラ：72 名 
その他：6 名 

成果 

市民活動団体と協働の子育て支援を主としたイベントは、今回で4回目となり、回を重ねるごとに、
実行委員会を中心とした子育て支援団体同士の、相互理解やネットワークが強化されている。 
継続してイベントを開催する事で、支援を必要としている乳幼児の親に団体の存在を知ってもらう
機会を創出する事ができた。 

各交流センター情報誌の
発行及び配布 
「情報誌ゆきのさと発行」 

「六ツ美地区４学区の地域活動・市
民活動の特集」、「施設利用団体の
活動 PR」、「センター事業の紹介」で
誌面を構成し、情報発信を行った。 

9 回 
(毎月・9 月
より奇数月

発行) 

発行部数：17010 部 
運営ボラ： 0 名 

成果 
全地域交流センターの他、市内の公共施設で配架するとともに、六ツ美４学区の町内会で回覧し
てもらうことで、多くの人に魅力あふれる六ツ美地域の情報、六ツ美地域で活躍する個人・団体の
情報を伝えられた。 

市民活動啓発事業及び施
設主催事業の開催(1) 
｢第 6 回 Go To スマイルゆ
きフェスタ」 

当センターで活動している市民活動
団体および公益的な活動をしている
団体を中心に、その活動発表の場を
設ける企画を計画。その開催を通
じ、市民への活動啓発、団体間およ
び団体と市民との交流を図るイベン
トであったが、新型コロナウイルス感
染症拡大の状況から中止となった。 

0 回 
(2/21→ 
中止) 

総来場者：0 名 
来場者：0 名 
協働先：参加 13 団体、
六ツ美悠紀斎田保存会 
当日以外運営ボラ：24 名 

 

成果 

愛知県に緊急事態宣言が発出された事を受け、イベント自体は中止となったが、全 2 回の実行
委員会を開催し、入場制限や、動線の作り方など参加団体と協力してコロナ禍におけるイベント
内容を検討した。困難な状況下での開催を参加団体と共に企画することは、団体のセンター事業
運営に対する参画意識の向上と団体間の交流に一定の役割を果たした。 

※総来場者＝会場内の全人数(関係者含む) 
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市民活動啓事業及び施設
主催事業の開催(2) 
「お田植えみんなでアート」 
名称変更「バンザイみんな
でアート」 

地域行事である「お田植えまつり」と連動
しての6～8月に開催予定であったが、新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、お田植えまつりが中止となったため、
延期して斎田の稲刈りの日に合わせ、公
益的な活動をしている団体と市民による、
アート作品の共同制作・展示を行った。 
その制作過程や作品を見学してもらうこと
で、市民参画への意識向上を図った。 

1 回 
 (10/3 
～ 

11/8) 

総来場者：25 名 
来場者：15 名 
協働先：なないろのクロー
バー、さくらくらぶ、六ツ美
悠紀斎田保存会、六ツ美
中学校美術部 
運営ボラ：3 名 
出演ボラ：2 名 
その他：5 名 

成果 

制作日当日は家族連れや小学生のグループを中心に15名が参加。密を避けるため、例年とは違
いガラスペインティングを参加者一斉で描く事はせず、テーマに沿ったローズウィンドウ（紙のステ
ンドグラス）の個別制作に止め、後日センタースタッフが壁面ガラスに飾り付けた。公共空間の彩り
づくりの体験をしてもらう事で市民活動や地域への参加意識の醸成を図る事ができた。 

市民活動啓事業及び施設
主催事業の開催(3) 
「悠紀の里 岡崎まち育てス
クール」 

協働によるまちづくりの担い手を育てるこ
とを目的とし、市民のまちづくり意識啓
発、地域の魅力の発掘・発信のためのサ
ポート等を行う。 
今年度は、地域の魅力を発信・共有する
ための「六ツ美南部学区のマップ作り」を
推進する団体（ｍ.ａ.ｐ.）が設立された事を
受け、新たに設立された団体の会議運
営・事業推進をサポートした。 

全 8 回 
（4/9・
6/18・
7/18・
8/8・
10/6・
11/5・
12/15・
1/13） 

協働先：ｍ．ａ．ｐ. 
（まちあるきプロジェ
クト） 
参加者：のべ 37 名 

成果 

m.a.p.の主要メンバーの会議 3 回、メンバー全体会議 5 回、計 8 回の会議の運営支援を通して、
マップ制作のサポートを行った。「コロナ禍の影響で元気をなくした地域を、小学生の力で盛り上
げよう」のテーマに沿って小学生の意見を盛り込んだマップ制作を企画した。小学生の意見を取
り入れるために、六ツ美南部小学校 PTA が、全校生徒に対してアンケートを行い、集計結果等を
元に「子どもが使う地域の店舗」「六ツ南かるた」等の情報を載せたマップを完成させた。 

市民参画による施設運営、
環境演出（1） 
「ゆき彩展」 

年中行事に合わせた「クリスマスツリーの
飾りつけ」の館内装飾をボランティアと共
に行うことで、施設への愛着を深めると同
時に、施設運営への市民参画を促進し
た。  

通年 
(1 回) 

運営ボラ：1 名 

成果 

「こいのぼりの飾りつけ」「七夕飾り」「クリスマスツリーの飾りつけ」「ひな祭りの飾り
つけ」を年間を通して 4 回開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、制作場所となるフリースペースが利用禁止になったため、来館者参加型の館内
装飾はできなかった。来館した際に季節を感じる装飾を見てもらう館内装飾を行うこと
で、喜んでいただく事ができた。 

市民参画による施設運営、
環境演出（2） 
「みんなのむつみ展」 

市内外の個人や団体に、それぞれの心
に残る六ツ美にまつわる作品を募り、
展示を行うことで、施設への関心を高
めるとともに、自分たちの関わる地域
を見つめ直す機会を創出した。 

1 回 
（9/29 
～ 

10/18） 

総来場者：563 名 
来場者：433 名 
協働先：六ツ美中、
六ツ美中部小学校 
運営ボラ：15 名 
出演ボラ：128 名 

成果 
六ツ美中学校と六ツ美中部小学校からの参加があり、計 74 点の作品が集まった。「六ツ美」をテ
ーマにした多くの作品の出展があり、来場者の鑑賞・投票を通じて、自分たちのまちを改めて見
つめ直すきっかけ作りにつながったと考える。（作品数：128 点） 



28 
 

市民参画による施設運営、
環境演出（3） 
「ゆきサロン」 

交流スペースにて、団体または個人が自
主的に音楽あそびや読み聞かせ、ミニコ
ンサートなどを行う機会を提供し、公益活
動や来館者との交流の場を創出するとと
もに、施設環境づくりへの市民参画を図
る事を目的としていたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から、開催場所
である交流スペースが利用禁止となった
ため、年間を通じて開催ができなかった。 

通年 
（0 回） 

総来場者：0 件 
来場者：0 名 
出演者：0 名 

成果 
昨年度まで、定期的に出演していた団体から開催可否の確認及び、開催可能となった場合は連
絡をして欲しいと要望があった。ゆきサロン再開を望む声が多数あり、団体の活動拠点として悠紀
の里が定着してきたことがうかがえた。 

 社会貢献活動の啓発 
「まちびとバンク（ボランティ
アマッチングシステム）運営
事業」 

ボランティア希望者とボランティアを待っ
ている団体をつなぎ、ボランティア活動の
促進および団体の活動の活性化を支援
した。 

通年 
募集依頼：6 件 
応募者：157 名 

成果 
募集数は昨年に比べ、減少しているが特技を活かすボランティア活動の「まちびとステージ」への
マッチングができた。受け入れ先はセンターに掲示してあるチラシを見ての依頼であった、継続し
て告知をすることでボランティアの受け皿づくりの機能を果たした。 

 

 

（ク）施設の利用状況（2020年 4月から 2021 年 3月） 

区 分 

市民活動 
ステーション 
（作業室、イベ

ント来館者含

む） 

活 動 室 
（ホール・調理室・防災活

動室含む） 
プレイルーム 合計 

人 数 件 数 人 数 組 数 人 数 人 数 

北部地域 
交流センター 

994 2,231 20,492 1,982 4,283 25,769 

南部地域 
交流センター 

2,144 3,568 29,050 3,080 6,428 37,622 

西部地域 
交流センター 

5,775 2,600 21,006 2,099 4,301 31,082 

東部地域 
交流センター 

2,087 3,031 25,677 3,443 7,781 35,545 

地域交流センタ

ー六ツ美分館 
1,105 2,009 17,226 3,249 6,945 25,276 
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３ 法人運営に関する事項 

（１）総会 
ア 第１５回通常総会 

（ア）開催日時及び場所 2020 年 6月 29日（月）10：00～11：00  

岡崎市市民会館会議棟 2F大会議室  

（イ）議題＜審議事項＞ ①2019年度 事業報告（案）ならびに決算報告（案）について 

②2020 年度 役員の選任（案）について 

③2020 年度 事業計画（案）ならびに活動予算（案）について 

④定款変更（案）について 

⑤役員給与（案）について 

 
（２）理事会 

ア 第１回理事会 
（ア）開催日時及び場所 2020 年 6月 29日（火）11：00～11：25  

岡崎市民会館 リハーサル棟第２号室 

（イ）議題＜審議事項＞ ①理事長・副理事長の選定について 

 
イ 第２回理事会 

（ア） 開催日時及び場所 2020年 8月 27日（木）10：00～10：40 

岡崎市市民会館 リハーサル棟第２号室 

（イ）議題＜報告事項＞ ①事業の進捗状況（4-6月期）について  

②2020 年度第 1四半期決算（4－6月期）について 

＜審議事項＞ ①就業規則等の改定について 

②パート職員の賃金改定について 

 
ウ 第３回理事会 

（ア）開催日時及び場所 2020年 11 月 27日（金）10:30～11:30   

岡崎市市民会館 会議棟１階会議室 

（イ）議題＜報告事項＞ ①事業の進捗状況（7-9月期）について  

②2020 年度第 2四半期決算（4－9月期）について 

＜審議事項＞ ①常勤職員の冬季賞与について 

②育児介護休業に関する規程等の改正について 

  

エ 第４回理事会 
（ア）開催日時及び場所 2021 年 2月 26日（金）10:00～11:20   

岡崎市図書館交流プラザ・りぶら 会議室 302 

（イ）議題＜報告事項＞ ①事業進捗報告(10月～12月) について  

②2020 年度第 3四半期決算（4－12月期）について 

③賃金規程等の改正について 
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＜審議事項＞ ①2021年度職員給与について 

②2021 年度 4～6月 暫定予算について 

③職員就業規則等の改正について 

 
（３）その他 

ア 労務・働き方改革の推進 
（ア）労務に関する規則・規程類の整備（2020年度に新たに制定したもの） 

・嘱託職員就業規則 

・パートタイム労働者就業規則 

・テレワーク勤務規程 

・フレックス勤務規程 

・ボランティア休暇規程 

（イ）労働環境改善の推進体制の整備 

・労働相談窓口の設置 

・各事業所における労働安全衛生責任者の選任・研修の受講 

・自主的な労働条件審査の実施 

（ウ）働き方改革に関わる制度の導入・活用等 

・女性活躍推進宣言を公表 

・一般事業主行動計画（次世代育成支援法関連／女性活躍推進関連）の策定 

・女性活躍推進の取り組みを法人 Webページに掲載 

・岡崎市・愛知県のアドバイザー派遣制度の活用による専門家からの助言 

・働き方改革推進支援助成金（（新型コロナウイルス感染症対策テレワークコース）の 

活用による、Microsoft365 及び Web会議システムの導入 

・男性職員の育児休業取得促進及び両立支援助成金の取得 

（エ）各種登録・認証制度への申請 

・ファミリーフレンドリー企業の登録（2021 年 4月より登録となりました。） 

・あいち女性輝きカンパニーの認証（2021年 5月より認証となりました。） 

 
 



法人名：

年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日 まで

備　　考

1.

13団体、個人29名
5団体、個人4名

2.

日本ＮＰＯｾﾝﾀｰ ｿﾌﾄ導入支援
3.

愛知県・岡崎市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策協力金 テレワーク助成金

4.

本宿地区景観形成重点地区促進・未来へつむぐ岡崎の水PJ

公園利活用ﾆｰｽﾞ調査・地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ支援
ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ地区まちづくりﾃﾞｻﾞｲﾝ・かわまちづくり活用支援＆引継資料作成・水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ認定証作成

りぶら市民活動センター運営
岡崎市地域交流センター（東・西・南・北・六ッ美分館）指定管理

(広報講座・まちびと関連　含む）

乙川ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄまちづくり発信・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動支援

駒場公園検討会　他
5.

岡崎信用金庫 普通預金 利息
職員マスク譲渡・キャッシュレス還元

1.

　
　

2.

 

1.

1.

 

 

広告宣伝費 155,684

租税公課 59,760

　対話協働事業

旅費交通費

その他経費計

保険料

事業収益

旅費交通費

雑収益

Ⅱ 経常費用

　拠点運営事業

　　経常収益計

受取寄附金

（2）その他経費
人件費計

給料手当

　専門家派遣事業

事業費計

法定福利費
福利厚生費

　学習機会事業

（1）人件費

令和3令和2

27,279

受取助成金等

88,000

(単位：円)

10,432

544,272

賛助会員受取会費
受取寄附金

1,159,400

3,500

544,272

568,711

41,955,025

12,877,400

771,000

新聞図書費

水道光熱費

研修費

　　経常費用計

8,352,845

150,000

　　経常外収益計

雑費

器具備品費

195,240
支払報酬

Ⅲ 経常外収益

管理費計

費用弁償
159,478

過年度損益修正益

過年度損益修正損

当期正味財産増減額

Ⅳ 経常外費用

税引前当期正味財産増減額
950,200

4,126,944

次期繰越正味財産額
前期繰越正味財産額

法人税、住民税及び事業税

　　経常外費用計

4,126,944

41,500,917

0

0

38,324,173
3,176,744

減価償却費

外注費

1,461,999

0

当期経常増減額

1,509,557

36,968

202,375,841

支払手数料
諸会費

通信費

165,404

消耗品費

接待交際費

628,647

賃借料

28,709

1,138,500

48,471
会議費

245,542

事務用品費

67,600

2,736,323
4,450,442

33,602,180

243,330

3,996,000役員報酬

その他経費計

1,148,285

22,419,415

管理費

雑費 249,700

通信費

61,604,577

接待交際費
会議費

230,098

649,760
612,990

160,420,816

189,062

454,893

2,993,868

39,989,993外注費

消耗品費
684,786

給料手当

事業費
（1）人件費

1) まち育て推進事業収益

2) 市民活動支援事業収益

3,245,500

　相談助言事業

3) その他事業収益
　情報発信事業

771,000

13,117,000

770,000

受取助成金

科　　目 金　　額
Ⅰ 経常収益

受取会費
正会員受取会費 262,000

163,526,098
12,351,708

特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りた

活動計算書

　調査研究事業 8,332,000

350,000

3,487,385 204,829,691

7,293 7,822

5,972,607
98,816,239

203,150

127,378

206,502,785

その他収益
受取利息 529

（2）その他経費

92,843,632

支払手数料

人件費計

495,970

法定福利費

賃借料

仕入

事務用品費 262,088

保険料 139,230

減価償却費

301,556

広告宣伝費

修繕費
租税公課

支払報酬

283,004

新聞図書費



1．

　　
（1）

（2）

（3）

2．

学習機会事業 調査研究事業 対話協働事業 相談助言事業 拠点運営事業 情報発信事業 専門家派遣事業 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ

1. 0 350,000 350,000

2. 0 544,272 544,272

3. 0 771,000 771,000

4. 770,000 8,332,000 13,117,000 12,351,708 163,526,098 3,245,500 3,487,385 204,829,691 204,829,691

5. 2 2 7,820 7,822

6. 0 37,847,724 37,847,724

7 △ 154,000 △ 1,666,400 △ 2,623,400 △ 32,244,204 △ 649,100 △ 510,620 △ 37,847,724 △ 37,847,724

616,000 6,665,600 10,493,600 12,351,708 131,281,896 2,596,400 2,976,765 166,981,969 39,520,816 206,502,785

Ⅱ

（1）

0 3,996,000 3,996,000

85,287 3,343,255 7,818,987 9,192,414 68,512,318 2,322,048 1,569,323 92,843,632 22,419,415 115,263,047

12,850 266,104 1,058,754 389,647 3,793,820 341,935 109,497 5,972,607 4,450,442 10,423,049

0 2,736,323 2,736,323

98,137 3,609,359 8,877,741 9,582,061 72,306,138 2,663,983 1,678,820 98,816,239 33,602,180 132,418,419

（2）

321,867 133,026 454,893 454,893

475,200 658,800 562,320 38,293,673 39,989,993 1,148,285 41,138,278

4,580 35,120 14,291 10,560 358,540 4,089 68,790 495,970 243,330 739,300

8,568 3,328 63 666,579 6,248 684,786 628,647 1,313,433

761 38,779 17,987 42,268 2,890,065 4,008 2,993,868 1,461,999 4,455,867

771 261,317 262,088 127,378 389,466

0 165,404 165,404

3,500 3,500 48,471 51,971

19,351 3,176 129 4,623 27,279 10,432 37,711

1,159,400 1,159,400 1,509,557 2,668,957

36,036 194,062 230,098 245,542 475,640

0 67,600 67,600

139,230 139,230 195,240 334,470

294,556 7,000 301,556 1,138,500 1,440,056

1,848 611,142 612,990 36,968 649,958

649,760 649,760 649,760

24,460 292,531 1,028,297 1,008,876 9,962,762 271,574 288,900 12,877,400 59,760 12,937,160

189,062 189,062 28,709 217,771

0 203,150 203,150

53,344 212,087 17,573 283,004 155,684 438,688

0 159,478 159,478

0 150,000 150,000

249,700 249,700 568,711 818,411

505,001 1,053,149 1,977,299 1,422,418 55,985,528 303,492 357,690 61,604,577 8,352,845 69,957,422

603,138 4,662,508 10,855,040 11,004,479 128,291,666 2,967,475 2,036,510 160,420,816 41,955,025 202,375,841
12,862 2,003,092 △ 361,440 1,347,229 2,990,230 △ 371,075 940,255 6,561,153 △ 2,434,209 4,126,944

管理費振替支出

研修費

　当期経常増減額
　経常費用計

修繕費

租税公課

広告宣伝費

費用弁償

その他経費計

雑費

事業収益

計算書類の注記

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日 終改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。(取得価額が30万円未満である減価償却資産は、一定の要件のもとに一部損金処理しています。)

ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4.活動原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

事業費振替収入

法定福利費

福利厚生費

器具備品費

(単位：円)

科　　目

受取寄附金

保険料

受取助成金等

その他経費

仕入

賃借料

役員報酬

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

経常収益
受取会費

その他収益

通信費

消耗品費

支払報酬

新聞図書費

接待交際費

諸会費

会議費

事務用品費

給料手当

減価償却費

　経常収益計

経常費用

人件費

水道光熱費

支払手数料

人件費計

外注費

旅費交通費



3． 活動原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

延べ人数 延べ時間

なごみんフェスタ 0 0.0 0
第13回なごみん横丁 0 0.0 0
まち育てスクール（北） 0 0.0 0
地域活動サミットin北部 0 0.0 0
情報誌「なごみん」発行事業 18 36.0 33,372
花咲ボランティア 379 220.0 203,940
市民活動団体情報発信事業 0 0.0 0
ふれあいイベント 0 0.0 0
なごみんカレッジ 0 0.0 0

小　　　　　計 397 256.0 237,312
よりなん体験フェスタ 0 0.0 0
よりなん感謝祭 7 31.0 28,737
防災講習会 0 0.0 0
よりなんクリスマス会 0 0.0 0
生きがいづくり促進事業 0 0.0 0
まち育てスクール（南） 0 0.0 0
情報誌「よりなん」発行事業 0 0.0 0
よりなん彩飾 2 3.0 2,781
よりなんサロン 0 0.0 0
屋外の花手入れ 57 79.5 73,697
草刈ボランティア 2 4.0 3,708
縁台・デッキ塗装のお手伝い 7 38.5 35,690
敷地外周清掃 5 5.0 4,635

小　　　　　計 80 161.0 149,247
花のとう協賛イベント 0 0.0 0
防災講座 0 0.0 0
子どもの国 0 0.0 0
まち育てスクール（西） 0 0.0 0
13周年春まつり 0 0.0 0
情報誌「やはぎかん」発行事業 1 1.5 1,391
館内装飾 4 8.5 7,880
ふれあいひろば（西） 0 0.0 0
緑の空間づくり 39 79.0 73,233
ピアノの弾き込み 16 29.5 27,347
AED講習指導 2 3.0 2,781

小　　　　　計 62 121.5 112,631
むらさきかんまつり2020 17 40.0 37,080
むらさき麦食育教室 55 165.0 152,955
まち育てスクール（東） 19 49.0 45,423
生きがい発見！講座 7 42.0 38,934
東部の活躍人!交流会 0 0.0 0
ふれあいひろば（東） 0 0.0 0
情報誌「むらさきかん」発行事業 0 0.0 0
館内飾り付け 137 198.0 183,546
東部の”いいとこ”行っとこ！展 0 0.0 0
地域活動コーディネート 0 0.0 0

小　　　　　計 235 494.0 457,938
ゆき彩展 1 2.0 1,854
情報誌「ゆきのさと」発行事業 0 0.0 0
ゆきファミリーパーク 13 28.0 25,956
まち育てスクール（六） 0 0.0 0
みんなのむつみ展 15 7.5 6,953
ゆきフェスタ 24 12.0 11,124
ゆきサロン 0 0.0 0
バンザイみんなでアート 17 26.5 24,566
防災講座 11 33.0 30,591
ゆきガーデン 76 38.0 35,226

小　　　　　計 157 147.0 136,269
まちびとバンクシステム 0 0.0 0
ものものバンクシステム 0 0.0 0
NPO基礎講座「オンラインミーティング体験セミナー」 1 3.0 2,781

小　　　　　計 1 3.0 2,781
広報講座 0 0.0 0

小　　　　　計 0 0.0 0
公園利活用ニーズ調査 123 294.0 272,538

小　　　　　計 123 294.0 272,538
乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン業務 0 0.0 0
かわまちづくり活用実行委員会運営支援事業 260 400.0 370,800
本宿景観形成支援業務 10 20.0 18,540
岡崎カメラがっこう運営支援業務 41 95.0 88,065
松本町包括ケア支援業務 72 72.0 66,744

小　　　　　計 383 587.0 544,149

1,438 2,063.5 1,912,865

※平成29年度より日常業務に関わる運営ボランティアも本積算に含む。

※2019年度より「ボランティアコスト換算」から「ボランティア利益換算」に名称変更

算定方法

単価は愛知県の最低賃金927
円。
出演ボランティアは従来通り含
んでいません。

南 部

西 部

東部

六ツ美

市 活

全施設
連　携

北 部

市活T

まちT

合　　　　　計

区 分 事　　　業　　　名

運営ボランティア コスト
換　算
（小計）



4．

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

　 1,067,643 0 0 1,067,643 △ 878,581 189,062

　 664,040 0 0 664,040 △ 549,198 114,842

1,731,683 0 0 1,731,683 △ 1,427,779 303,904合　　計

科　　目

有形固定資産

什器備品

車両運搬具

固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)



特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた

単位：円

Ｉ資産の部
１流動資産

現金預金 42,910,048
事業基金用預金 1,600,043
商品 117,714
未収金 17,360,068
前払金 434,249
仮払金 1

流動資産合計 62,422,123

２固定資産
車両運搬具 189,062
什器備品 114,842
長期前払金 8,400
保証金 332,000

固定資産合計 644,304

資産合計 63,066,427

Ⅱ負債の部
１流動負債

未払金 15,800,239
預り金 342,450
前受金 84,821
未払消費税 4,387,800
未払法人税等 950,200

流動負債合計 21,565,510

負債合計 21,565,510

Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産 38,324,173
当期正味財産増減額 3,176,744

正味財産合計 41,500,917

負債及び正味財産合計 63,066,427

注1）固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

１．建物定額法

2．建物附属設備定額法

3．車両運搬具定率法
4．什器備品定率法

貸借対照表
令和3年3月31日現在

科目・摘要 金額



特定非営利活動法人　岡崎まち育てセンター・りた

単位：円

Ｉ資産の部
１流動資産

現金預金
現金　　　現金手許有高 461,568
普通預金　岡崎信用金庫本店 41,824,300
普通預金　岡崎信用金庫岩津支店 99,415
普通預金　岡崎信用金庫上地支店 143,000
普通預金　岡崎信用金庫矢作支店 62,207
普通預金　岡崎信用金庫美合支店 68,212
普通預金　岡崎信用金庫中島支店 251,346
普通預金　岡崎信用金庫本店（事業基金用） 1,600,043

商品
コピー用紙・パウチフィルム・水切りネット 117,714

未収金
乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン事業 8,569,000

4,202,000
シティープロモーション活動推進業務 1,545,500
名古屋駅西地区まちづくり推進会議部会運営業務 979,000
本宿地区景観形成重点地区指定促進業務 660,000
かわまちづくり引継資料作成業務 473,000
モリコロパークコーディネーター料 440,000
駒場公園(仮称)検討会プログラム企画業務 246,125
第４回岡崎アイデアソン実施業務 149,600
行政専門家派遣５件 53,800

18,170
23,873

前払金
Xserver　令和３年度ｻｰﾊﾞｰ､ﾄﾞﾒｲﾝ代 16,489
事務局家賃　令和２年4月分 100,000
駐車場地代　令和２年4月分 125,700
警備委託料　令和２年4月～6月分 192,060

仮払金
職員給与過払い金 1

流動資産合計 62,422,123

２固定資産
車両運搬具

営繕用軽車両1台 189,062
什器備品

事務局パソコン2台 2
事務局ファイヤーウォール 114,840

長期前払金
営繕用車両リサイクル預託金 8,400

保証金
事務局 300,000
事務局駐車場 32,000

固定資産合計 644,304
63,066,427

Ⅱ負債の部
１流動負債

未払金
職員3月分給与 9,696,746
設備管理・事業業務委託料 3,413,480

1,150,711
備品・事務用品購入、備品リース料、印刷代 693,288
法人負担3月分社会保険料 683,409
書類郵送代 25,797
電話料金3月分 53,532
出張・会議交通費等未精算分 40,210
税理士報酬3月分 27,500
電気代3月分 15,566

預り金
住民税 244,100
源泉所得税 96,350
共済会職員給付金 2,000

前受金
おとがワ！活用実行委員会　モバイル通信立替分 4,821
ｺｶｺｰﾗ･ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞ　令和3年度協賛金 80,000

未払消費税
第15月期分消費税　確定申告分 4,387,800

未払法人税等
第15期分法人税・地方法人税 649,800
第15期分法人県民税・法人事業税 215,100
第15期分法人市民税 85,300

流動負債合計 21,565,510
21,565,510

正味財産 41,500,917

各受託事業チラシ・パンフレット等製作費、委託外注費

各センター・カフェ売上、物品販売、作業室、コピー機使用料

自動販売機手数料収入

負債合計

財産目録
令和3年3月31日現在

資産合計

科目・摘要 金額

公園利活用ニーズ調査業務
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