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市民活動フォーラムみのお 「1 年のあゆみ」（2012 年度事業報告）

市民活動フォーラムみのお 2012 年度 １年のあゆみ（成果概要）
☆ おことわり ☆
本冊子で報告されている事業などの実施日は、特に断りがない場合、4 月～12 月のものに
ついては 2012 年の、1 月～3 月のものは 2013 年の日付を指します。
《2012 年度事業計画・基本方針より》

☆ ＮＰＯの自立性を高めます
☆ セクター間の連携を推進します
☆ ＮＰＯの担い手を増やします
2012 年度基本方針として掲げたものについて、以下のような成果があった。
[ＮＰＯの自立性を促す仕掛け]
☆支援金制度による市民活動団体の支援
2012 年度は、3 年目にあたる「夢の実支援金（みのお市民活動支援金）」を実施するとともに、同
制度がより効果的なものとなるよう、申請団体、交付検討会議委員、箕面市非営利公益活動促進
委員会等のそれぞれの意見を参考として、制度の中間見直しを行った。その結果、2013 年度は募
集時期を 4 月に早め、5 月中には結果通知を送付することができるようにするなどの改善を行うこと
となった。
☆ファンドレイジングの提案・啓発
大阪府「新しい公共支援事業」として 2011 年度に実施した「北摂ＮＰＯ寄附啓発プロジェクト」では、
地域のＮＰＯのヒアリング調査によって寄附募集の実態について理解を深め、「寄附募集」を正面か
らテーマに取り上げたフォーラムと講座の開催で地域での寄附募集への機運を高め、スキルアップ
を支援することができた。
引き続き同プロジェクトの 2 年目として実施した 2012 年度には、参加団体がそれぞれ掲げたファ
ンドレイジング目標に向けて取り組みをすることを応援する「ファンドレイジングマラソン」、阿波おどりで
盛りあげてＮＰＯへの寄附を広くアピールする「FUN FAN 阿波おどり」、提携店舗でＮＰＯへの寄附付
き商品を販売していただく「みのおチャリティタウンプロジェクト」、の３事業を実施し、ＮＰＯが「実際に」
寄附募集に取り組むことを応援した。
【成
●

果】
「みのおチャリティタウンプロジェクト」では、提携店舗数が前年度の２倍以上の 21 店舗に増
え、ＮＰＯへの理解や支援の輪が広がった。また、ファンドレイジング専門誌に取り上げられる
など、社会的反響も大きかった。

●

「北摂ＮＰＯ寄附啓発プロジェクト」の一連の取り組みや成果物としての報告冊子により、参
加ＮＰＯの寄附募集の取り組みが広く目に見えるものとなり、寄附啓発の理解や今後の資金
調達の機運の高まりにつなげることができた。
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[セクター間の連携]
☆子育てに関係する市民活動団体などのネットワークの構築
2010 年度より取り組んでいる子育て支援のネットワークを子育て支援以外の活動分野にも積極
的に広げた効果として、各団体のコラボレーションが生まれた。また、大阪府「新しい公共の場づくり
のためのモデル事業」の実施を軸に、市教育委員会等も含めたネットワークづくりがさらに進んだ。
【成
●

果】
就学前の子育て現役世代の団体以外にもネットワークを広げ、他分野の団体とのマッチン
グも進み、数団体のコラボでイベント等も開催した。

●

子育て支援ネットワークの有志団体、子育て支援関係団体、行政等が協議体を構成して
事業展開する「わくわく子ども村」事業を大阪府「新しい公共の場づくりのためのモデル事
業」として実施し、協議体として研修やイベントに参加・協力した。

☆大学との連携の推進
箕面市と包括協定を結んでいる大阪大学との連携を中心に、講座の共催等に取り組んだ。
【成
●

果】
2010 年度、2011 年度に引き続き、大阪大学豊中キャンパス内の施設を会場に、大阪大
学学生支援ステーションと共催した。また、大阪大学でのボランティアセンター立ち上げを
目指す学生有志等との交流も行った。

☆東日本大震災の復興支援活動を通じた団体間のマッチング・連携
震災から 2 年を迎える 2012 年度には、震災復興支援を軸としてさまざまなセクターとのマッチン
グを行い、多数の団体が関わるチャリティーイベントや募金活動、啓発活動を実現させた。
【成
●

果】
市民・アーティストの思いを受け 2012 年 4 月と 2013 年 3 月に震災チャリティ「手をつなご
うコンサート」を共催した。

●

3 月 10 日には「東日本大震災復興支援イベント」として、被災地支援基金「せんだい・みや
ぎＮＰＯセンター『はばたけファンド』」の活動報告会、聖母被昇天学院による聖歌隊のチャリ
ティコンサート、市内を中心に被災地支援活動を行う団体のパネル展を行った。

[ＮＰＯの担い手を増やす]
☆情報発信、出会いの場の提供を通じ、幅広い年齢層のＮＰＯ参加を促進
箕面市の「シニア・ナビ」や「シニア塾」等とも連携し、地域デビューを考えている方々が活動に出
会う場として「シニアカフェ」を実施した。また「サポーター情報誌 for ＮＰＯ」での情報発信を行った。
【成
●

果】
「サポーター情報誌 for ＮＰＯ」を年間 2 回発行。その情報の一部をもみじだよりにも掲載す
ることなどにより広く情報発信し、数件のサポーター参加につながった。

●

「シニアカフェ」は毎月第 4 日曜日を基本に 12 回開催し、のべ 121 人の方が訪れた。市民
活動フォーラムみのおが過去に主催したシニア向け講座の受講生が立ち上げた「フォーラ
ムみのおＢＧＣ」のメンバーに、サポーターとしてカフェマスターを引き受けていただき、ＢＧＣ
の紹介を兼ねて進行役も担っていただいた。
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1. みのお市民活動センター指定管理にかかわる事業
１) 情報収集及び提供に関すること
①
I.

情報収集・提供
市民活動データベース・ホームページ管理運営
みのお市民活動センターホームページを管理・運営し、
市民活動センター事業をはじめ、市民活動に関する情報
提供を行った。
〔年間アクセス総数〕 2012 年度： 12,640 件
（2011 年度： 15,543 件）

II. 専門的情報収集
A) 視察・見学受け入れ
日
6月6日（水）
6月29日（金）
8月18日（土）
8月28日（火）
9月20日（木）
12月13日（木）
1月30日（月）
2月23日（土）
B)

視察・見学者
東大阪市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
下関市市議会議員（１名）
吹田市立市民公益活動センター
東大阪市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター、東大阪
市役所
摂津市役所
大阪大学ボランティア支援スタッフ
認定ＮＰＯ法人 山形創造ＮＰＯ支援ネットワーク、山形県企画振興部
（特活）わかやまＮＰＯセンター
全 8 件（2011 年度 9 件）

先進事例視察・研修
日
視察・研修先
8 月 29 日（水） （特活）北播磨市民活動支援センター〈小野市うるおい交流館エクラ〉
8 月 29 日（水） （特活）岡山ＮＰＯセンター〈岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター〉
11 月 27 日（火） （特活）シミンズシーズ〈東播磨生活創造センター〉

III. 人材バンク事業
ＮＰＯにサポーター（ボランティア）として関わってみたい市民の方の登録を受け付け、随時紹介を
行った。また、サポーター募集情報やイベント情報を定期的に発信した（サポーターニュース）。
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②

ニュースレター（みのお市民活動センターニュース）
2011 年度より、フルカラー化してビジュアル面を強化。みのお市民活動支援金等、センター事
業の紹介を中心に編集・発行。
◆回

数

3 回（34 号～36 号）

◆部

数

各 1,000 部

◆体

裁

Ａ４版カラー 4 ページ

◆配布先

箕面市内公共施設、ＮＰＯ条例登録団体、各地ＮＰＯ支援
センターなど

《各号の内容》 ※直近のセンター事業報告、助成金情報は毎号掲載

③

発行日

頁数

主な内容

No.34

8月15日

4

No.35

12月20日

4

No.36

3月20日

4

〈Topic〉 夢の実支援金（H.23 年度）交付団体報告会
〈ニュース〉 夢の実支援金（H.24 年度 5 月募集）交付結果
夢の実支援金交付団体活動紹介「箕面おやこ劇場」
〈救急箱〉 寄附集めは共感者集め
〈Topic〉 みのおＮＰＯフェスタ 2012～あなたとつくるこのまちの“いいね”～
〈ニュース〉 夢の実支援金（H.24 年度 9 月募集）交付結果
夢の実支援金交付団体活動紹介「ママトリエ」
〈救急箱〉 ここぞ！のときにカラー印刷
〈Topic〉 夢の実支援金（H.24 年度）交付事業の紹介
〈ニュース〉 夢の実支援金（H.25 年度 5 月募集）募集案内
夢の実支援金交付団体活動紹介「タッキー８１６応援団」
〈救急箱〉 知っておきたい「イベント写真」

サポーター情報誌 for ＮＰＯ 2012
◆回

数

2 回（Vol.1、Vol.2）

◆部

数

各 1,000 部

◆体

裁

Ａ５版（vol.1：32 ページ、vol.2：29 ページ）

◆内

容

市内のＮＰＯから寄せられたボランティアスタッフの募
集情報
（vol.1：57 団体、vol.2：54 団体）

◆配布先

市内公共施設、市民活動団体、民間施設ほか

サポーター（ボランティア）を求めるＮＰＯと、地域・社会活動への参加のきっかけを求める方々と
をつなぐきっかけづくりとして、情報誌の編集・発行を行った。また、掲載情報を元に一部の募集情
報をもみじだよりにも掲載した。
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２) 講座の開催、その他啓発に関わること
①

ＮＰＯフェスタ
１週間をフェスタ期間として開催。初日にはヴィソラエルステージも
会場として、広く市民活動の魅力をアピールした。
◆日

程

9 月 16 日（日）～22 日（土）

◆会

場

みのお市民活動センター・ヴィソラエルステージ

◆来場者数

約 1,826 人（期間中の来場者延べ総数）

◆企画協力アドバイザー

河合将生さん（office musubime）
A-yan!!関西をアートで盛り上げるＮＰＯ

〔ブース展示（16 日）〕
◆参加団体

29 団体

◆参加者数

（エルステージ）650 人、（センター）650 人、（クイズラリー）120 組

◆内

ＮＰＯの活動紹介パネル展示、体験、販売など

容

〈ステージ〉

ザ・カラーレス（ポップ＆ロック）
ラ ミュズィク マルシェ せんり 実行委員会（ウクレレ）

〈参加型アート企画〉

フェスタ当日までに出展団体、市民らで牛乳
パックを 1,200 個持ち寄り、仮面や帽子など
の衣装を工作し、当日来場者、出展団体とも
に仮装した。

〔パネル展（17 日～22 日）〕
◆参加団体

29 団体

◆来場者数

延べ 539 人（M.E.P.投票総数：336 票）

◆内

ＮＰＯ活動紹介パネル展示、Ｍ．Ｅ．Ｐ．（もっとも．ええ

容

感じの．パネル）投票受付
〈Ｍ.Ｅ.Ｐ.受賞団体〉
ＡＩヨガサークル（わかりやすいで賞・工夫が good で賞）
みのお・山の辺の道の会（きれいで賞）
医療的ケア連絡協議会（ひきつけられるで賞）
箕面クワガタ探検隊（ひきつけられるで賞・工夫が good で賞）
市民プロジェクトみどり（きれいで賞）
〔部屋利用持ち込み企画（17 日～21 日）〕


9/16・17 「体験ヨガ☆日ごろのご褒美に癒しのひととき」 （ＡＩヨガサークル）



9/19

「０才から楽しむクロマチックハーモニカコンサート」 （箕面おやこ劇場）



9/21

「皆さんのそばにあるＩＴをもっと楽しめるコトを発信」 （シーエスエス）



9/21

「世代間交流と楽しく子育てをテーマにした体験型講習会」 （ナルクみのお）
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〔クロージングフォーラム「“人々の力”で社会を変える！20 円で世界をつなぐすごいしくみ」（22 日）〕
対象となる定食や食品を購入すると、1 食につき 20 円の寄付
金が、開発途上国の子どもの学校給食になる取り組みを展開して
いる、「TABLE FOR TWO」の事務局長 安東迪子さんを講師にお
招きした。前半は企業・自治体・大学との多様な連携の事例や、タ
ーゲットに合わせたユニークな社会貢献メニューを紹介していただ
き、後半はワールドカフェ形式で、これからの社会貢献のあり方に
ついて参加者同士で意見交換をした。
◆参加者数

33 名

◆内

講演とワールドカフェ

容

〈講師〉 安東迪子さん（ＮＰＯ法人 ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ International 事務局長）

2012 年度のＮＰＯフェスタは、「参加型」をコンセプトとし、外部アドバイザーの協力をいただきながら、
出展団体有志とともに企画や広報を行った。また、「参加型アート部会」を設け、「出展者も来場者も
皆で楽しめるアート」を企画し、出展団体全体にも協力をしていただいた。
出展団体や来場者を「お客様」「傍観者」とするのではなく、一緒に楽しんで作り上げる過程を盛り
込めた。
〔産経新聞に掲載〕

↑ 産経新聞
9 月 17 日（月）朝刊
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②
I.

市民活動スキルアップ講座
ＮＰＯのためのボランティア活用講座「ココが違う！あの団体（イベント）にボランティアが集まるワケ」
◆日 時

8 月 4 日（土）13：00～17:30

◆会 場

みのお市民活動センター 多目的室

◆講

河合 将生さん（office musubime 代表）

師

◆参加者

8名

ボランティアコーディネーションの考え方と実践方法を学んだ。
II. 一体感・意思疎通を高めたいＮＰＯのためのチーム力アップ講座
◆日

時

11 月 18 日（日）13:30～16:30

◆会 場

みのお市民活動センター 多目的室

◆講 師

佐野 岳章さん（ひと結び代表）

◆参加者

7名

メンバーそれぞれが力を発揮できるチームづくりを学んだ。
III. マーケティング講座「『空回り』『やりっぱなし』にならないためのマーケティング入門」
◆日 時

12 月 15 日（土）18:00～20:30

◆会 場

みのお市民活動センター 多目的室

◆講 師

能島 裕介さん（（特活）ブレーンヒューマニティー理事長）

◆参加者

10 名

対象者像、ニーズ、成果を意識した事業計画の手法を学んだ。
IV. 市民社会講座「もっと知りたい！様々な社会貢献スタイル」
◆日

時

2 月 18 日（月）17:30～20:00

◆会

場

大阪大学豊中キャンパス大阪大学会館２F セミナー室１

◆講 師

松木 亮（（特活）市民活動フォーラムみのお）

◆参加者

17 名

大学を会場に若者を主な対象に開催。近年注目される様々な
社会貢献スタイルについて、講義と意見交換を通して学んだ。
V. 市民社会講座「出会いと創造の“まち遊び”入門」
◆日 時

3 月 18 日（月）19:00～21:00

◆会 場

みのお市民活動センター 会議室

◆講 師

陸奥 賢さん（プロデューサー（都市観光/まちづくり/アート））

◆参加者

9名

人と人がつながってまちに新しい視点を生み出す“まち遊び”、こ
れからの経済・社会のあり方について学んだ後、「まわしよみ新
聞」ワークショップを体験した。
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３)

相談に関すること
① 専門家相談
ニーズの多い会計に関する事柄をテーマに実施。ここ数年は、主に会計の新規担当者を対象と
した会計入門講座と会計決算講座を開催してきたが、2012 年度は改正ＮＰＯ法の施行に合わせ、
ＮＰＯ法人の会計担当者を対象にした学習・相談会を年度初めに行った。
3 月の会計決算講座では、ワークシートを使って実際の会計処理の一連の作業を体験しながら、
会計処理を実感していただいた。１年ごとに担当が交代する会計担当者も多く、誰が担当者となっ
ても処理しやすい工夫やポイントについて、分かりやすかったと好評だった。
I.

「新しいＮＰＯ会計基準 学習＆相談会」 ～あたらしいＮＰＯ会計の考え方を学ぼう！～
◆日 時

4 月 15 日（日）14:00～16:00

◆会 場

みのお市民活動センター 会議室

◆講 師

荻野 俊子さん（ＮＰＯ会計支援センター代表）

◆参加者

8 団体（10 名）

II. 「会計決算講座」 ～決算時期の会計のまとめ方～

②

◆日 時

3 月 23 日（土）10:00～12:00

◆会 場

みのお市民活動センター 会議室

◆講 師

須貝 昭子（（特活）市民活動フォーラムみのお 事務局長）

◆参加者

8 団体（10 名）

一般相談
事務局スタッフがセンター窓口などで市民活動に関する相談を受けた。2011 年度に分類カテゴ
リーを刷新したのに続いて、2012 年度には、相談記録のデータベース化に取り組み、相談対応の
質的向上をめざした。
相談件数の推移（2005年度～2012年度）
2005～9 (平均）

年度

154

2010

237

2011

236

2012

200

0

169

140

137

132

70

200

139

733

264

600

その他

800

1000

1200

※グラフ棒上の数字は合計件数

件数
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活動
ネットワーク

633

224

400

1,071

565

127

106

マネジメント

890

427
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相談項目の説明（旧分類）
マネジメント
活動
ネットワーク
その他

：
：
：
：

助成金申請、ＮＰＯ条例登録、ＮＰＯ法人化など
団体立上げ、組織運営、団体の課題
団体・個人・施設などの紹介
上記以外（ＮＰＯの現状、依頼、施設についての相談など）

《参考》新分類カテゴリー表
旧分類 大分類 中分類

内容（小分類）

説明

ネット
ワーク

ネット
ワーク

ネット
ワーク

団体の紹介・仲介（団体から）
団体の紹介・仲介（個人から）

各種申請 ・
手 続き
会の運営・
組織

組織管理

会員・サポ
ーター等

マネジメント

資金・物品調達

事業

事業

その他

依頼・問い合わせ等

依頼・
打診

資源
活動

問い合わせ等

関係者・支援者の紹介・仲介（団体からの相談）
サポーター（ボランティア）希望者へ受入団体の紹介など（個人
からの相談）
その他ネットワークについて
上記以外のネットワークづくりに関する相談
ＮＰＯ法人の設立
ＮＰＯ法人制度についての説明、定款の作成についての助言、
など（設立前）
ＮＰＯ法人の運営・解散など
事業報告についての説明・助言、定款変更、解散についての
相談など（設立後）
ＮＰＯ条例登録
ＮＰＯ条例登録制度の趣旨・手続きの説明・助言など（登録前）
ＮＰＯ条例登録変更など
ＮＰＯ条例登録事項変更・削除の手続き等についての説明・助
言など（登録後）
その他申請書類等の作成等に その他公的機関等への申請書類の作成についての助言など
ついて
（支援金・助成金申請は別カテゴリーへ）
会則等、運営ルール
会則の作成・変更についての助言、運営ルールの確立につい
ての相談など（きまりをつくる部分）
組織内コミュニケーション
組織内のコミュニケーション、会議の進め方、意思決定の仕組
みについて、など（きまりをまわす、運用する部分）
会計管理・税務
会計処理の仕方、税務について、など
労務管理
職員の労務管理について、など
その他会の運営について
上記に当てはまらない、会・組織の運営に関わる事柄について
会員獲得
新規会員の募集、会員数の維持、など
サポーターの獲得
サポーターの募集、維持について、など
その他関係者の巻き込み等に 上記以外の組織のステークホルダー（関係者）の巻き込みにつ
ついて
いて
支援金
支援金についての説明、申請に関する相談、報告についての
相談、など
助成金（補助金）
（支援金以外）助成金、補助金についての情報、申請について
の助言、など
物品調達
物品（パソコン、ソフトなど）調達について、事務所物件探しにつ
いて、など
寄付集め
寄付集めの方法・取り組みについて、など（相談者が取り組むも
の）
その他資金・物品調達について 資金調達全般など、上記に当てはまらない資金・物品調達に
関わることがらについて
事業計画の作成
事業の立ち上げ（大まかな事業計画の作成）、事業計画の具
体化、など
事業の広報（参加者確保）
イベント等事業の参加者確保、呼びかけ方法について、など
その他事業について
その他の事業計画・実施に関わる課題について、など
依頼・打診（ソフト的部分）
講師、コーディネーターなどの依頼（フォーラムスタッフまたは
組織に対して）
センターの施設・備品について センター施設や備品の使い方についての相談、依頼（フォーラ
ムが管理するハード面についてのもの）
市民活動の現状について
市民活動についての一般的な情報の提供（箕面市のＮ Ｐ Ｏ法
人数は？など）、他ＮＰＯ主催事業の案内など
主催事業について
センターまたはフォーラム主催事業についての問い合わせ、相
談
地域情報、他主催事業につい 行政等ＮＰＯセクター以外が実施している事業についての問い
て
合わせ（川床、かやの広場フリーマーケットなど）
行政施策について
箕面市等行政の施策についての問い合わせ（コミュニティバ
ス、パブコメなど）
その他一般的な問い合わせ等 上記に当てはまらない問い合わせ等
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４) 交流の促進に関すること
①

利用者協議会の開催
交流促進の位置づけでセンターの事務ブース利用団体、利用料減額認定団体(※)に呼びかけて
開催。センター事業の周知を行うとともに利用者の意見・要望をお聞きし、また団体同士の情報交
換の場ともなっている。
参加団体からの提案もあり、2012 年度は開催回数の集中と呼びかけ対象の拡大を行い、名称
も「市民活動交流会」と改めて実施した。
※利用料の減額は、箕面市内の非営利公益市民活動団体で、フォーラムみのおが認定した団体
の利用について適用。減額分は、フォーラムみのおからの実質的な資金支援となっている。
※2012 年度減額金額は合計で 244,700 円（利用日起算）、減額認定団体は 26 団体。
回
１

②

日 時

主な内容
出席団体活動紹介、センター事業紹介、
6 月 23 日（土） 話題提供（ＮＰＯ法改正について）、意見交
10:00～12:00 換（市民活動センターのあり方について、新
しいまちへの情報の届け方について、等）他

参加者数
17 団体
（17 名）

子育て支援ネットワーク交流会
就学前程度の子育て当事者を中心とする子育て支援団体で、子育て支援に関わる課題をテー
マに、2009 年度から交流会を開催。団体間のネットワークを広げてきた。2011 年度からは子育て
当事者による団体以外にも参加団体を広げて年２回の交流会を開催し、市の担当課や（社福）箕
面市社会福祉協議会、民生委員・児童委員も含め、子育てに関する情報交換・発信を行った。
ネットワークでは、子育て支援グループ「はんもっく」の協力のもと、ネットワーク参加団体が行って
いる子育て支援活動の情報を毎月定期的に配信・共有した。

I.

子育て支援ネットワークの集い
◆日

時

《第１回》 7 月 19 日（木）10:00～12:00
《第２回》 3 月 22 日（木）10:00～11:30

◆会

場

《第１回》 みのお市民活動センター 会議室
《第２回》 地域交流センター さんかくひろば

◆参加団体

《第１回》 12 団体（15 名）
《第２回》 09 団体（11 名）

II. 情報の定期配信（月１回配信）
◆対

象

ネットワーク参加団体および関係機関（市担当課、箕面市社会福祉協議会など）

◆内

容

ネットワーク参加団体が実施する子育て支援活動の予定など
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③

地域コミュニティ交流会（箕面小校区地域リーダー会議）
2012 年度から、地域と市民活動の連携をより一層深めるため、自治会をはじめとする地域コミュ
ニティの構成団体と地域課題の解決に向けての意見交流を図った。２年前からモデル地区としてコ
ミュニティセンター運営委員会、地区福祉会、青少年を守る会を中心に開催している箕面小校区
地域リーダー会議に２回参加し、地域の課題について伺った。

I.

地域コミュニティ交流会 （箕面小校区地域リーダーと各団体広報担当者）
◆日

時

8 月 20 日（月） 19:00～21:00

◆会

場

箕面小コミュニティセンター 大会議室

《内 容》
それぞれの団体の機関紙についての意見交流から、合同機関紙の発行の可能性を協議
中で、事例紹介として、豊中市新千里東町の地域で合同機関紙を発行しているメンバーをお
招きして、広報活動のお話を伺った。
II. 箕面小校区地域リーダー会議
◆日

時

3 月 4 日（月） 13:00～15:00

◆会

場

箕面小コミュニティセンター 会議室

《内 容》
これまでの振り返りと今後の事業の位置づけについて意見交換を行った。特に広報の課題
については次年度も継続して協議すること、またシニア層を対象にした事業についても地域と
して積極的に働きかけることを確認した。
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５) 調査・研究
①

多様な協働の事例から学ぶ（豊能地区協働検討会＆ＮＰＯ交流会）
2012 年度は、前３年間の協働をテーマにした調査・研究事業をふまえ、企業・事業者等の「営
利セクター」や、複数のＮＰＯ間での連携も視野に入れた「多様なセクター間の連携・協働」の事例
を通して、協働の課題に取り組んだ。行政との協働の形で、平成 19 年度(2007 年度)から、大阪府
内 7 地区の一つである豊能地区（豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町）では、ＮＰＯを支援
する中間支援組織も参画して行っている「豊能地区市町ＮＰＯ担当連絡会議」と共催で合同研修
「豊能地区協働検討会＆ＮＰＯ交流会」を開催した。また、担当課である文化・市民活動促進課と
一緒に、箕面市内の協働事例にあたる事業の視察、ヒアリングを行った。

I.

豊能地区協働検討会＆ＮＰＯ交流会「知って・学んで・やってみよう！～協働のうまみと成功のコツ～」
◆日 時

2 月 2 日（土）13:00～16:00

◆場 所

みのお市民活動センター

◆参加者

59 名（コーディネーター、コメンテーター含まず）

〈コーディネーター〉

柏木 宏さん（大阪市立大学大学院創造都市研究科教授）

〈コメンテーター〉

永井 美佳さん（（社福）大阪ボランティア協会事務局次長）

《第１部》 協働事例の発表
（1） 池田の協働提案の現状～中間支援組織としての協働の取組～（池田市）
〈発表者〉 池田市公益活動促進協議会 会長 寺戸 悦子さん
（2） 高齢者の住み家情報ネットワーク構築事業（豊中市）
〈発表者〉 ＮＰＯ法人ワンネス 理事長 望月 昇さん
（3） 子どもたちのキャリア教育『わくわく子ども村』（箕面市）
〈発表者〉 ＮＰＯ法人キッズ＆子育てママ応援隊ＭｅｒryTime 代表理事 永谷 陽子さん
《第 2 部》 グループワーク＆交流会
（1） グループワーク（協働のうまみと成功のコツ）
（2） 交流会
II. 協働の事例ヒアリング
担当課である文化・市民活動促進課と一緒に、主に行政とＮＰＯとの協働の事例を協議選定し、
ヒアリングを行った。2013 年度の調査・研究事業として、引き続き取り組む予定である。
《協働事例ヒアリング実施団体》
１． パーソナル・サポートセンターあおぞら（運営団体：（特活）暮らしづくりネットワーク北芝）
２． わくわく子ども村（ＮＰＯ法人キッズ＆子育てママ応援隊ＭｅｒryTime）
３． 子育て支援 のいちご保育園（民間保育園）
４． シェルター活動（運営団体：ＮＰＯフローラ）
５． 地域交流センター さんかくひろば（運営団体：（特活）障害者の生活と労働推進協議会）
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６) 市民活動に係る支援
①

市民活動支援金交付事業
前年度に引き続きの制度で募集・審査・交付を行った。募集は
５月募集、９月募集の２回で、９月募集では「やってみなはれ！コ
ース」（立ち上げ期対象の書類審査のみのコース）のみ実施。加え
て次年度以降の実施に向けて、制度の中間見直しを行った。大き
な変更は、募集時期の前倒し、申請書様式の変更、審査基準の
見直し、全コースへ公開プレゼンテーションの導入など。
募集

プレゼン・
審査

５月募集

5/1～31

９月募集

9/2～10/1

申請数

交付数

6/24

18 件

17 件

3,087,000 円

2,272,000 円

10/23

2件

2件

178,000 円

130,000 円

20 件

19 件

3,265,000 円

2,402,000 円

合計

申請額

交付決定額

※（支援金原資）2,500,000 円＋（前年度繰越）616,050 円－（交付額）2,402,000 円＝714,050 円は、次年度へ繰越

【2012 年度交付事業・団体一覧】 ※（団体名） 「（事業名）」 ＜（交付決定額）＞ の順で記載
〈５月募集分〉

☆…やってみなはれ！コース、★…よっしゃ！応援しよ コース

☆シルバーアドバイザー箕面・豊能「歌体操ですっきり健康事業」＜65,000 円＞
☆ママトリエ「ママトリエ」＜100,000 円＞
☆書道の会「大筆に挑戦！！でっかく書こう会」＜96,000 円＞
☆ひとつぶのたね「社会的ひきこもりを理解するために」＜60,000 円＞
☆特定非営利活動法人 ポムハウス「喀痰吸引等研修事業」＜86,000 円＞
☆豊能障害者労働センター「畑事業」＜70,800 円＞
★箕面難聴者サークル「木かげ」「耳の日の記念講演会」＜71,000 円＞
★タッキー８１６応援団「大震災を通じて災害対策を考える」＜123,000 円＞
★みのおワンワンパトロールＷＥＳＴ「みのおワンワンパトロールＷＥＳＴ」＜50,000 円＞
★箕面メキシコ友の会「メキシコとの交流 20 周年記念写真展とトークセッション」＜110,000 円＞
★みのおエコクラブ「子ども達へ緑の資産づくり事業」＜125,000 円＞
★子育て支援グループ“はんもっく”「地域親子クラブ事業」＜306,000 円＞
★一般社団法人 ぐりーん＆ぐりーん「ハーブと果樹の園」＜300,000 円＞
★人と本を紡ぐ会「ふるさと紙芝居プロジェクト」＜200,000 円＞
★ＮＰＯ法人キッズ＆子育てママ応援隊 MerryTime「MerryTime おやこのひろば」＜290,000 円＞
★箕面おやこ劇場「人形劇 with おやこまつり～親子で人形劇を楽しもう！～」＜110,000 円＞
★ＡＩ ヨガサークル「誰もが参加しやすい心身健康増進事業」＜80,000 円＞
〈９月募集分〉

やってみなはれ！コースのみの募集

☆太陽光発電所ネットワーク・大阪「太陽光発電所みのお おひさまいっぱい事業」＜100,000 円＞
☆箕面おやつプロジェクト「おやつアカデミー」＜30,000 円＞
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②

みのお市民活動支援金成果報告会
◆日

時 2013 年 4 月 13 日（土）13:00～17:00
※2012 年度事業の報告として、2013 年度初めに実施

◆会

場 みのお市民活動センター フレキシブルコーナー

◆報

告 19 団体

◆コメンテーター

永井 美佳さん（（社福）大阪ボランティア協会事務局次長）
※みのお市民活動支援金交付検討会議委員

みのお市民活動支援金の交付を受けた団体による報告会を開催。交付を受けた全ての団体が
参加し、交付事業の成果の発表を行った。今回はコース別の２部制とし、交付事業の成果報告を
行った。

〔産経新聞に掲載〕 ※2012 年 4 月に実施した 2011 年度事業の報告会の模様が掲載されました。

↑ 産経新聞
4 月 8 日（日）朝刊
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７) 場所・施設の提供（センターの施設管理）
①
I.

センター管理業務
センター来館者数

来館者数（人）
32,763
2005～9年度（平均）
2010年度
2011年度
2012年度

33,150

32,771

31,502
0

10,000

20,000

30,000

40,000

前年度に引き続き微減しており、１日あたりの平均来館者数は約 88 人。

II. 会議用施設稼動率

会議用施設稼働率（％）
51.8

2005～9年度（平均）
2010年度
2011年度
2012年度

63.3

61.9

63.5
0

20

40

60

80

2012 年度は、全施設平均で 63.5％となり、グリーンホール休館に伴って 63.3％を記録した
2010 年度を超える過去最高の稼働率となった。
なお、2011 年 4 月利用分より月あたりの予約日数に制限を設けているが、利用日４週間前の時
点で制限が解除になることもあり、実績からは稼働率の低下は見られていない。
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III. 活動用施設利用状況（2013 年 3 月末現在）

事務ブース

利用数
2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度

利用料（月額）

総数

5,000 円

12

12

10

12

12

11

（３年超は 8,000 円）

倉庫

500 円

24

24

23

24

24

24

ロッカー

500 円

32

15

14

25

2１

21

無料

48

31

37

39

42

43

メールボックス

IV. 付属設備利用状況
《利用料金》

印刷機
コピー機

※単位は千円（100 円の単位で四捨五入）
2012 年度
2005～9 年度平均
2005～9 年度平均 2010 年度 2011 年度
（対前年度比）
からの増加率
687
661
744
618
103.9％
（111.2％）
242
219
399
307
110.5％
（78.8％）
※比率は四捨五入後の利用料金で計算しているため、多少の誤差を含む（少数第２位で四捨五入）。

印刷機の利用料金収入は、2009 年度以来 3 年度ぶりに増加に転じた。2011 年 10 月 31 日よ
り新しい機械となり印刷品質が向上したこと、故障による休止日数が少なくなったこと、などの効果
と思われる。コピー機については、前年度に引き続き利用が減少している。

印刷機利用料金（千円）
661

744

618

2005～9年度（平均）
2010年度
2011年度
2012年度

687
0

200

400

600

800

コピー機利用料金（千円）
219

2005～9年度（平均）
2010年度
2011年度
2012年度

399
307

242
0

100

200

300
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2. 自主事業
１) 情報収集・提供
①

ニュースレター（市民活動フォーラムみのおニュースレター）
◆回

数

3 回（Vol.1、Vol.2、Vol.3）

◆部

数

各 1,000 部

◆体裁

B5 版 6 ページ

◆配布先

市民活動フォーラムみのお会員、各地ＮＰＯ支援センター、
関係団体、カフェなど店舗（2013 年 5 月現在 14 店舗）、他にも設置を
依頼し、特集記事も工夫している。新規協賛広告も加わり、
書評ボランティア募集にも反応が増えた。

②

Vol.1

発行
8月

Vol.2

１月

Vol.3

3月

主な内容

• 特集（7 軒に 1 軒!?増え続ける空き家問題に取り組むＮＰＯ）
• 事業告知（ファンドレイジングマラソン、みのおチャリティータウンプロジェクト）
• 事業報告（ファンドレイジング実践セミナー、FUN FAN 阿波おどり）
• その他（活動報告一覧、広告）
• 特集（みのおチャリティータウンプロジェクト結果報告）
• 事業報告（FRM・CTP 報告会、ほっとコンサート、シニアカフェ）
• その他（活動報告一覧、広告）
• 特集（多様化した親子の“食”をサポート）
• 事業告知（ほっとコンサート、みのお未来市民フォーラム）
• 事業報告（東日本大震災復興支援イベント、ほっとコンサート、シニアカフェ）
• その他（活動報告一覧、広告）

メールニュース（かわら版）
◆回数

24 回（239 号～263 号）＋臨時号 2 回

◆送信数

Ｅメール 71 件

◆内容

フォーラムみのおが関係する事業、団体会員の事業、助成金情報など

ファックス 5 件

会員に対し、Ｅメールまたはファックスでニュースを定期的（原則的に第１・第３水曜日）に配信。

③

ホームページ運営管理
フォーラムみのおとしてホームページを運営し、随時更新をしながら
自主事業の広報、組織情報の公開などを行った。
2012 年度には、「北摂ＮＰＯ寄附啓発プロジェクト」開催に伴い特設
ページ（ファンドレイジングマラソン、チャリティタウンプロジェクト）も開設。
また、facebook ページも開設した。
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２) 団体の運営・活動に関する連絡、相談、啓発、支援
①

活動支援事業
I.

活動・情報の交流会等の支援
A) かやの中央まち育て交流会
かやの中央のにぎわい創出を目的に、かやの中央を流れる千里川の
美化活動と河川敷を利用した芋煮会、夏のまんどろ火祭りなどを開催し
ている。地域住民、ＮＰＯ、行政、ヴィソラ関連の企業が連携して、月 1
回の交流会を開いている。
〔交流会〕 毎月第 2 金曜日 午後 7 時～8 時（会場：みのお市民活動センター）
〔活動日〕 毎月第 2 日曜日 午前中（場所：千里川河川敷）
B)

第 9 回まんどろ火祭り
かやの中央を流れる千里川河川敷において、地域の子どもたちによる
提灯行列や、子どもから大人までがたいまつ行列を行なう伝統行事を復
活させたもの。地域住民、企業、行政とＮＰＯが連携してかやの中央のま
ち育てを図るこの催しに、フォーラムみのおは事務局として参加している。
2012 年度は第 9 回を開催し、地域との協働を進めた。
※公益信託「みのお山麓保全ファンド」の助成交付を受けて実施
たいまつ作り（たいまつ 40 本を作成）
◆日

時

7 月 29 日（日）8：00～10：00
（会場：ヴィソラサウスパーキング）

◆参加者

16 人、スタッフ 15 人、ボランティアスタッフ（ＢＧＣ）4 人

まんどろ火祭り
◆日

時

8 月 4 日（土）19：00～20：00

◆会

場

かやの中央（千里川、かやの広場）

◆内

容

まんどろ火祭り（提灯行列、たいまつ行列、むぎわらたい
まつ）、夜店（1 店）15:00～20:00、ステージイベント（4 団
体）15:00～18:10

◆参加者
◆来場者

提灯 50 人、子どもたいまつ 30 人、大人たいまつ 10 人、
むぎわらたいまつ 5 基、保護者約 80 人
約 2,800 人

◆スタッフ

50 人（ボランティアスタッフ含む）

◆主

催

かやの中央まち育て交流会

◆後

援

箕面市・箕面市教育委員会

◆協

力

北芝たいまつ・むぎわら実行委員会、（財）箕面市文化振
興事業団、タッキー８１６みのおエフエム、東急不動産株
式会社、東急不動産 SC マネジメント株式会社
- 18 -
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II. 大阪府社会起業家支援中間支援連絡会
大阪府福祉基金社会起業家ファンド助成事業助成団体推薦機関として登録し、交付には至ら
なかったものの、2012 年度は 2 件の相談と推薦とを行った。また、それら中間支援組織の連携を
目的とする連絡会に参加し情報交換を行うとともに、連携して社会起業家カフェを開催した。
《連絡会》
回
１

日時
5 月 15 日（火）
10:35～12:00
8 月 23 日（木）
10:00～12:00

場所
大阪府庁
新分館１号館
大阪府庁
別館

３

11 月 15 日（木）
10:00～12:00

大阪府庁
別館

４

2 月 21 日（木）
（欠席）

２

内容
１．今年度の活動について
２．その他
１．ファンド助成関係
(1)今年度の助成団体
(2)前年度の助成団体へのヒアリング
２．イベントの開催
３．その他（情報提供など）
１．イベントの開催
(1)報告
(2)企画内容とスケジュール
２．前年度の助成団体へのヒアリング
３．その他（情報提供など）
１．大阪府社会起業家ファンドカフェ
２．前年度の助成団体へのヒアリング
３．中間支援組織連絡会の今後の運営に
ついて
４．情報提供など

〈連絡会構成団体〉
（特活）大阪ＮＰＯセンター、（社福）大阪ボランティア協会、（特活）おおさか元気ネットワーク、
日本型 CAN 研究会、阪南市商工会、（特活）ひらかた市民活動支援センター、
（特活）市民活動フォーラムみのお （以上７団体）
《大阪府社会起業家ファンドカフェ》
◆日 時 2 月 25 日（月）18：00～20:30
◆会 場 ろうきん肥後橋ビル
◆内 容 １．資金調達ミニ・セミナー
２．話題提供
・子育て支援

ＮＰＯ法人 親子 de カフェあ・ん 川井ヨネさん（東大阪市）

・高齢者支援

ＮＰＯ法人 いきいき会 坂田朱美さん（高槻市）

・障害者支援

ＮＰＯ法人 ハニー・ビー 八木みどりさん（豊中市）

３．まとめ
〈主催〉大阪府中間支援組織連絡会
〈共催〉近畿労働金庫地域共生推進部
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III.

東日本大震災復興支援活動
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を受け、市民から様々な被災者・被災地支援の発意があっ
た。フォーラムみのおでは、そうした市民の思いを受けて復興支援活動を主催・共催した。
A) 手をつなごうコンサート （主催：手をつなごうコンサート実行委員会、共催：文化振興事業団・市民活動フォーラムみのお）
東日本大震災の復興支援のため、震災直後から以前に「ほっとコンサート」に出演していただ
いたＲＭＯのメンバーが中心となり、アーティストに声をかけ仲間が集まり実行委員会形式で開
催。フォーラムみのおではその趣旨に賛同し、共催の立場でチャリティコンサートに協力してい
る。
2012 年度は、4 月と 2013 年 3 月の 2 回開催した。
《2012 年 4 月実施》
世界からの東日本大震災への支援活動に対して「ありがとう」のメッセージを伝える「ジャパン
サンキュウ」プロジェクトに参加し、出演団体の皆さんにも協力をしていただいた。
コンサートで集まった募金は、実行委員会で協議した結果、全額を福島県社会福祉協議会
に送ることになった。

◆日

時 4 月 30 日（月・祝）14:00～18:30

◆会

場 メイプルホール 小ホール

◆参加者数 約 200 人
◆寄附総額 173,899 円

《2013 年 3 月実施》
今回は出演団体も 12 団体に増え、出演時間を 4 部制に分けて開催した。
募金全額は、福島の子どもたちとその家族のための短期保養プログラム「森の休日」の支援
のために、山形県の「葉っぱ塾」に送られた。また、3 回目を迎え、これまでの活動紹介をパネル
展示して活動の啓発も行った。コンサート開催に先だち、3.11 復興支援イベントのパネル展にも
参加した。

◆日

時 3 月 20 日（水・祝）14:30～19:00

◆会

場 メイプルホール 小ホール

◆参加者数 約 200 人
◆寄附総額 181,838 円
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B)

東日本大震災復興支援イベント ～３．１１を忘れない～
東日本大震災の発生後、市民活動センターに募金箱を設置し、日頃からネットワークのある
せんだい・みやぎＮＰＯセンターの「東日本復興支援基金『はばたけファンド』」への募金を続け、
２年間で 20 万円近い金額の寄附を行った。寄附先の活動状況を知ることにより、箕面からでき
る復興支援のあり方や今後の展望を探ることを目的として、この「はばたけファンド」の活動報告
を聞く報告会を開催した。
また、昨年同様、ここ数年「ほっとコンサート」への出演でご協力いただいている聖母被昇天
学院に協力を依頼し、聖歌隊によるコンサートと生徒の皆さんによる募金活動とを行った。あい
にくの雨にもかかわらず、聖歌隊の歌を聞こうと多くの方がセンターのフレキシブルコーナーにお
集まりいただき、その澄んだ歌声を通して被災地に復興の思いを託すコンサートになった。
館内では、この 2 年間、震災からの復興支援活動に取り組んでいる 7 つの団体によるパネル
展示と活動紹介、デモンストレーションを実施した。（パネル展示は 3 月 17 日まで開催）

【報告会】
せんだい・みやぎＮＰＯセンター「はばたけファンド」の活動報
告を聞く ～復興支援、今何が必要か～
◆日

時 3 月 10 日（日）13:30～15:30

◆会

場 みのお市民活動センター 多目的室

◆参 加 者 14 名
〈講師〉藤原 航さん（仙台市市民活動サポートセンター副センター長）
【イベント】
聖母被昇天学院・聖歌隊「チャリティ コンサート」
◆日

時 3 月 10 日（日）13:00 ～13:30

◆会

場 みのお市民活動センター
フレキシブルコーナー、センター玄関前周辺

◆当日募金額

34,692 円

◆参 加 者 約 50 名
【パネル展示】
・

（社福）箕面市社会福祉協議会･･･宮城県七ヶ浜の復興支援、ＤＶＤ放映

・

ＮＰＯ法人パラリンピックキャラバン…気仙沼市仮設住宅と連携した支援、活動紹介

・

ACTION…大阪大学学生を中心とした被災地支援の活動紹介

・

一般社団法人 ＩＰＮＥＴ－Ｊ･インタープリテーションネットワーク・ジャパン…環境学習を中心に、子どもたちに寄り添う支援紹介

・

手をつなごうコンサート実行委員会…チャリティコンサートの活動紹介と募金先の団体紹介

・

タッキー８１６応援団･･･被災地に向け、箕面の子どもたちの応援メッセージを放送

・

大阪大学災害ボランティアサークルすずらん･･･岩手県野田村の復興支援活動紹介
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②

新しい公共支援事業
I.

北摂ＮＰＯ寄附啓発プロジェクト（大阪府新しい公共支援事業）
2011 年度に続き、「新しい公共」支援事業の基盤整備・寄附募集啓発事業として、大阪府より
委託を受けて実施。2011 年度は主としてフォーラムや講座によりＮＰＯの寄附募集への動機付け
を行ったのに続き、2012 年度は実践・実験の場として、少数の団体が実際に寄附募集を行う場
面を作ることを主な目的として実施。プロジェクトは、「ファンドレイジングマラソン」「寄附啓発イベン
ト（FUN FAN 阿波おどり）」「チャリティタウンプロジェクト」の３つの事業によって構成され、寄附募集
に意欲のあるＮＰＯを募集し、以下の７団体を参加ＮＰＯとして選定した。
〈参加ＮＰＯ〉
 特定非営利活動法人 あっとすくーる
 医療的ケア連絡協議会
 箕面おやこ劇場
 ＮＰＯ法人 箕面こどもの森学園
 特定非営利活動法人 箕面市障害者の生活と労働推進協議会
 箕面の山パトロール隊
 ラ ミュズィク マルシェ せんり実行委員会
A) ファンドレイジングマラソン
参加ＮＰＯにそれぞれのファンドレイジング目標を設定してもらい、マラソンに見立てて期間中の
目標達成に取り組んでもらうもの。
参加 NPO それぞれの目標や活動内容を一覧として広報し、NPO が寄附募集に取り組んでいる
ことをアピールするとともに、参加 NPO にとってはそれぞれの取り組みがお互いの刺激となること
をねらった。
◆期 間

7 月１日（日）～10 月 31 日（水）

◆目標達成

7 団体中 5 団体

◆寄附総額

1,550,178 円
※ 上記期間中に参加７団体が得た寄附金の合計。
チャリティタウンプロジェクト、寄附的趣旨の物販な
ども含む
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B)

ＦＵＮ ＦＡN 阿波おどり
◆日 時

7 月 14 日（土）16：00～18:00

◆会 場

かやの中央マーケットパークヴィソラ エルステ
ージ周辺

◆参加者

約 1000 人

◆内 容

家族で、カップルで、友だちと、老若男女が集え
る『阿波おどり』を通して、一般の人に楽しみなが
ら NPO をもっと身近に応援してもらうことと、「楽し
い」（FUN）イベントで NPO 活動をアピールし、「フ
ァン」（FAN）を増やすことを目的として開催した。
当日は、北摂ＮＰＯ寄附啓発プロジェクトを告知
するうちわと揃いの手ぬぐいを身につけて、参加
ＮＰＯ・7 団体の活動紹介や募金活動を行い、そ
れぞれの思いをアピールした。

《司

会》 笑福亭学光さん

《協力団体》 なにわ連、噺家連、河内連、大阪阿波連
〔産経新聞に掲載〕

↑ 産経新聞
7 月 15 日（日）朝刊
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C)

みのおチャリティタウンプロジェクト
◆実施期間 8 月 20 日（月）～10 月 31 日（水）
◆場

所 箕面市内提携店舗 21 店舗(飲食店、雑貨店、
ヘアサロン、米穀店等)

◆参加人数 のべ 3770 人
寄附付き商品の一例。
手づくりスイーツ一品につき 50 円
が寄附になる。

◆寄附総額 193,890 円
◆内

容 実施期間中、提携店舗で食事や買い物をする
と、売上の一部がＮＰＯへの寄附になるというしく
み。寄附先は、プロジェクト参加ＮＰＯ（７団体）の
中から参加者（購入者）がその場で選ぶ。
※ 一部、７団体へ均等配分の店舗もあり。

◆今年度の成果

• 提携店舗数が昨年の２倍以上増え、ＮＰＯへの理解や
支援のパイプができた。

• 追加の寄附申し出（上乗せ）など、次の寄附アクション
オープンして１年未満でのチャ
リティタウンプロジェクトと出会
い、あわただしさの中での応対
でした。お互い二人三脚でこ
れからも協力させて頂きたい
気持ちです。ありがとうござい
ました。

につながった。

• 「ファンドレイジングフォーラム in 大阪」での事例発表や、
毎日新聞、『人間会議』、『Volo（ウォロ）』への掲載、山
形県や和歌山県からの視察申し込みなど、中間支援
が行うファンドレイジングのモデルとして、全国から注目
され、波及効果もあった。

(mother’s kitchen tomarigi)
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II. 「会費」「寄附」拡充のための研究会（大阪ボランティア協会）連携
A) 会費・寄付拡充研究会
2011 年度から、大阪ボランティア協会の新しい公共支援事業
「“寄付““支援者“の拡大を目指すための実践型プログラム」を推
進するための基盤づくりを目的とした研究会へ参加している。
2012 年度は構成団体も 5 団体から 9 団体に増え、認定ＮＰＯ
法人取得キャンペーンや「ファンドレイジングフォーラム in 大
阪」等の企画、出張コンサルティングのケース検討、寄附事例の
収集・研究等を行った。また、研究会の中でＮＰＯ支援スタッフの実践向上も図った。また各構成
団体は、大阪ボランティア協会の委託を受け、各地で集合型研修を開催した。
箕面では 7 月 1 日に集合研修を実施した（次項参照）ほか、「ファンドレイジングフォーラム in
大阪」で事例報告を行うなど、相互協力する形で参画した。
《構成団体》 （社福）大阪ボランティア協会[事務局]、（特活）SEIN、（特活）市民活動フォーラムみのお、
（特活）とよなか市民活動ネットきずな、（特活）ひらかた市民活動支援センター、池田市公益
活動促進協議会、（特活）関西ＮＧＯ協議会、（特活）関西こども文化協会、（特活）里山倶楽部
《研究会開催日》

4/9、5/11、7/2、9/7、11/8、1/8（計 6 回）

１/20（ファンドレイジングフォーラム in 大阪。 事例紹介及びスタッフとして参加）
〔毎日新聞に掲載〕

↑ 毎日新聞
3 月 19 日（火）朝刊
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B)

「ファンドレイジング実践セミナー ～寄付集めの短期プランを立ててみよう！～」
大阪ボランティア協会が大阪府「新しい公共支援事業」として実施した「“寄付”“支援者”の
拡大を目指すための実践型プログラム」の一環（実践型研修）として大阪ボランティア協会から
受託する形で実施した。
7 月 1 日から 10 月末日までのファンドレイジングマラソンのスタート初日の開催となったが、
参加ＮＰＯのうち 5 団体が参加して自分たち団体のすべき資金調達の戦略をしっかりと分析する
ことができ、ファンドレイジングへの機運を高めるセミナーになった。
◆日 時

7 月 1 日（日）13:00～17:00

◆会 場

みのお市民活動センター 多目的室

◆参加者

26 名（12 団体）

《内容》 オープニング：講演「なぜ寄附を集めるのか？」
グループワーク：自分たちの団体の財政面の分
析を実践、模擬紙幣寄附のお願いを実践するロ
ールプレイ
《講師》 戸田 幸典さん（（公財）京都地域創造基金専務理事兼事務局長）
村井 琢哉さん（（公財）京都地域創造基金）
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III. わくわく子ども村事業
2012 年度、大阪府からの受託で、新しい公共の場づくりのためのモデル事業「“遊び”を原点とす
る包摂的コミュニティの創造～生きる力を育むための‘わくわく子ども村’～」に行政を含む協議会の
一員として主催側に参画。運営の中心となる（特活）キッズ＆子育てママ応援隊 MerryTime が事務
局となり事業を進めた。
《3 つの事業》
① 子どもの居場所作りと生きる力の育成
船場東の COM3 号館 2 階に拠点となる「わくわく子ども村」を開設し、放課後の学習サポー
ト、子どもたちと企画するイベント等を通して、大人も子どもも一緒に学び成長する。
〔利用者：6 月～10 月 のべ 660 人（内、夏休み参加者数のべ 300 人）〕
② 支援者側の成長発展
人材育成のための研修プログラムを実施
〔9 コース 2１講座を、わくわく子ども村、市民活動センター等 5 箇所で開催〕
〔参加者：大人 344 名、子ども 32 名 合計 376 名〕
③ キャリア教育プログラムの作成
生きる力を育成するための運営コンテンツの企画、作成
〔研修や人材育成プログラム等で培った実績を踏まえて、次年度に引き継いでいく〕
〔参加者の声を拾い、何が魅力だったのかを引き出し、次のプログラムに活かす〕
《協議会の構成団体》
協議会名：箕面つなぐ・つながる子育てネットワーク協議会
箕面市教育委員会
（財）箕面市国際交流協会
（特活）市民活動フォーラムみのお
子育てグループ はんもっく
ＮＰＯ法人 キッズ＆子育てママ応援隊 MerryTime
協議会開催日：6/26、9/26、11/19、3/29（計 4 回）
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③

運営支援委託
I.

山とみどりの市民イベント（箕面市より受託）
「みどり生き生き みのお生き生き 体験フェア」
日 時： （パネル展） 10 月 20 日（土）～28 日（日）
（イベント） 10 月 28 日（日）10:30～16:30
※雨天のため、屋外での催しは堆肥・花苗の配布のみ
市民活動センター内

会 場： ヴィソラふれあいパーク（かやの広場） 及び みのお市民活動センター
来場者： 約 1,000 人（期間中来場者総数）

2008 年度より実施しているイベント。山麓保全・河川や公園の美化・自然保護等の活動を行っ
ている市民やＮＰＯで実行委員会を構成し、行政と連携しながら実施した。
〔ヴィソラふれあいパーク（かやの広場）会場〕
◆配布
堆肥：約２kg 入り 500 袋配布（１世帯 2 袋まで）
※11:00～と１４：００～の 2 回 配布完了
花苗：約 100 人
※ 雨天のため、野外での「遊び広場・体験コーナー」、「山の活

実行委員会の様子

動紹介（パネル展示等）」、「わくわくステージ（紙芝居、歌、
バルーンアート等）」、「スタンプラリー」、「販売」は中止

〔市民活動センター会場〕
◆干柿づくり（参加者：11 人）
パネル展（みのお市民活動センター）

時間： 10:30～16:30
◆「ナラ枯れ」被害 対策活動 報告会（参加者：41 人）
時間： 13:30～16:30

場所： 多目的室

◆募金
山麓ファンド総額： 10,359 円
（堆肥・花苗配布： 5,959 円、銀杏つかみどり： 4,400 円）
◆パネル展 来場者数：約 500 人（10/23～28 の来館者数合計）

干し柿作り（みのおエコクラブ）

主催：山とみどりの市民イベント実行委員会、箕面市
〈構成団体〉 SWITCH（わいわいみのお園）、グリーンファクトリー・みのお、みのおエコクラブ、暮らしの景観研究会、
箕面里山工房、箕面ビジターセンター自然観察の会、みのおアジェンダ２1の会、パラリンピックキャラバン
大阪チーム、復興支援ＮＧＯ心援隊、箕面マウンテンバイク友の会、山なみ景観写真集実行委員会、
メイプルハーツ企業共同体箕面公園管理事務所、自然とあそぼ グ・チョキ・パ、大宮寺の森の会、
日本熊森協会北大阪地区、みのお里山ふれあいプラットフォーム、箕面だんだんクラブ、箕面の山
パトロール隊、みどりのカーテン広げ隊、箕面ナチュラリストクラブ、箕面ホタルシンポジウム実行委員会、
みのお市民プロジェクトみどり、ぐりーん＆ぐりーん、NPOアンテナショップ箕瀧案
<事務局> 特定非営利活動法人市民活動フォーラムみのお・ＮＰＯ法人みのお山麓保全委員会
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３) 市民活動に関する人材育成
①

人材育成
I.

出会いの広場事業「シニアカフェ」
地域デビューへの相談対応のニーズが増える現状に合わせ、より身近
な視点で対応できる市民が、主体的に情報提供したり、相談に対応した
りすることで、市民活動に参加する人材の育成に繋げ、ＮＰＯの裾野を広
げることを目的として開催した。（全 12 回、のべ 121 人参加）
開催日
4 月 22 日（日）

人数

テーマ

5 人 地域発コミュニティラジオを応援し
よう!!

5 月 27 日（日）
6 月 17 日（日）

15 人 民話を伝えたい！ふるさと紙芝居

7 月 29 日（日）

4 人 まんどろ火祭り

8 月 26 日（日）

7 人 メキシコの文化を知ろう

9 月 23 日（日）

34 人 平安時代の恋愛事情

10 月 21 日（日）

5 人 仮設の出会いで始まった復興の輪

11 月 25 日（日）

7 人 中国の文化に触れてみませんか

12 月 16 日（日）

7 人 シニアと若者の素敵な出会い

1 月 27 日（日）

〈サポーター（カフェマスター）〉

8 人 ダンスで広がる仲間づくり

20 人 おもしろ昆虫工作の魅力

2 月 24 日（日）

8 人 子どもを守る

3 月 24 日（日）

1 人 シニア・カフェ振り返り

フォーラムみのおＢＧＣ

〈話題提供〉 タッキー816 応援団、天使の会、人と本を紡ぐ会、かやの中央まち育て交流会、箕面
メキシコ友の会、金谷信之さん、浜田和成さん、みのお中国文化に親しむ会、もくもく
里山プロジェクト、高野日出夫さん（箕面在住アーティスト展）、ひとつぶのたね、フォ
ーラムみのおＢＧＣ
II. サポーターへの対応
人材バンクに登録（サポーター登録）しているサポーター約 40 人を
対象に、サポーター情報の配信や、イベントでのサポーター募集、セ
ンターや当会主催のイベント情報などの提供を行いながら、昨年度
の総会にサポーターをご招待し、感謝状を授与した。
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III. 地域との連携（ボランティア受け入れ等）
A) 大学学外実習受け入れ
龍谷大学理工学部の学外実習生１名を受け入れた。ＮＰＯへの取
材、施設管理業務の体験、ＮＰＯフェスタに向けた取り組みの補助等
に従事してもらった。
◆期 間： 8 月 27 日（月）～9 月 7 日（金）
※ サポーターとして、期間終了後の 9 月 16 日（日）のＮＰＯフェ
スタも手伝っていただいた。

IV. 高校啓発事業（通年）
箕面東高校の「ワールド」（選択授業）の一つである「社会福祉入門」へ、通年（前期・後期）で週１
回出講。学校とのネットワークの構築や、生徒へのＮＰＯ啓発を目的として、さまざまな分野のＮＰＯを
招いて活動紹介をしていただいた。また、2010 年から開催している箕面東高校展を 11 月 23 日か
ら 29 日までセンターで開催し、さまざまな方に学校紹介をする機会ができた。
3 月卒業式には、箕面東高校学校協議会委員として出席した。
出講：須貝昭子
【活動の紹介をしていただいた団体】（全 7 団体）
（特活）ＮＰＯ千の風・いきがいワーク作業所、みのおアジェンダ 21 の会、トゥマイニ・ニュンバーニ、
（特活）あっとすくーる、箕川・水とみどりの会、ＣＡＰぐるーぷ・ひとつぶのたね、ナルクみのお

V. その他講師等出講（単発のもの）
日

内容

会場

4 月 3 日（火） 大阪ボランティア協会内部審査会

出講者

大阪ＮＰＯプラザ

須貝

7 月 26 日（木） シニア塾 地域力アップコース第 2 回

みのお市民活動センター

須貝

9 月 13 日（木） 西小こども会 楽々フォーラム

西小コミュニティセンター（星座の家）

須貝

10 月 11 日（木） シニア塾 地域力アップコース第 3 回

みのお市民活動センター

須貝

11 月 8 日（日） シニア塾 地域力アップコース第 4 回

みのお市民活動センター

須貝

1 月 18 日（金） 箕面市人権セミナー

箕面市役所第３別館

須貝

大阪ＮＰＯプラザ

松木

大阪ＮＰＯプラザ

松木

1 月 20 日（日）
1 月 20 日（日）

ファンドレイジング in 大阪
オープニングフォーラム
ファンドレイジング in 大阪
ランチセッション

2 月 14 日（木）

河内長野市補助金活用講座

河内長野公益市民活動センター

須貝

2 月 18 日（月）

市民社会講座

大阪大学会館

松木

3 月 13 日（水）

箕面市みどり助成金審査

箕面市役所

須貝

3 月 23 日（水）

会計決算講座

みのお市民活動センター

須貝
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４) 市民活動を促進するための社会的な環境の整備
①

団体との連携
箕面市内の市民活動団体、行政等関係機関が多数関わる実行委員会に参加し、イベントの企
画・実施を通じて団体との連携を図った。

I.

「つながれ！ボランティアの輪 in みのお いきいき祭り」 （担当：須貝）
2012 年度は箕面市社会福祉協議会の法人 40 周年にあたり、社会福祉大会も同時開催。会場
をメイプルホール、中央生涯学習センターに移して 6 月に行われた。
◆イベント実施日

6 月 9 日（土）10:30～16:30

◆会

メイプル小ホール、中央生涯学習センターロビー、芦原公園屋外ステージ

場

II. 「かやの“お宝”人権まつり」 （担当：須貝）
2012 年度は、ファンドレイジングマラソンのアピールを目的に出展。チャリティタウンプロジェクトの
提携店舗であるフェアトレード雑貨エスペーロさんに出展依頼し、寄附付きのフェアトレード商品（当日
限定品）も販売した。エントリー団体からは、箕面の山パトロール隊とラミュズィクマルシェせんり実行
委員会の 2 団体が、活動紹介のパネル展示や募金活動を行った。地域の団体やボランティアの人
たちとの交流もでき、活動の幅が広がった。

III.

◆イベント実施日

10 月 20 日（土）10:00～16:00

◆会

らいとぴあ 21 と周辺駐車場 及び 萱野保育所

場

「みのお市民人権フォーラム２７th」 （担当：松木）
2012 年度は、「がんばるのは私たち パートⅡ

であう 考える 行動する」をテーマに、全体会と

６つの分科会が実施された。市民活動フォーラムみのおは、第５分科会（地方自治）「東日本大震
災 被災地の現場でみたものは」の企画に参加した。箕面市職員、学生ボランティアサークルから見
た被災地支援についての事例発表、意見交換がなされた。
◆開催日

12 月 8 日（土）、9 日（日）

◆会 場

グリーンホール、らいとぴあ 21、みのお市民活動センター

- 31 -

市民活動フォーラムみのお 「1 年のあゆみ」（2012 年度事業報告）

②
I.

ネットワーク構築
もっとネット会議
市内のボランティア・市民活動の活性化と、多くの市民がボランティア活動に関わる機会を作るこ
とを目的に、2002 年に発足。発足以来年数を重ねて一定程度ネットワークが築けていることから
2011 年度に「もっとネット」のあり方を見直し、特にネットワークを活かした行動を取る必要がある際に
は別途「この指とまれ」方式でプロジェクトを立ち上げることとした。
通常のもっとネット会議は情報共有の集まりという位置づけとして、2012 年度は１回開催した。
ボランティアセンターは、6 月に箕面市社会福祉協議会の法人 60 周年の記念行事、また、箕面
市国際交流協会は、20 周年記念事業を年間通して行うなど、もっとネット構成団体それぞれの記念
事業の年にあたり、連携して団体協力を行った。
《構成団体》 （特活）市民活動フォーラムみのお（主幹）、(社福)箕面市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター、（財）箕面市国際交流協会、ＮＰＯ法人みのお山麓保全委員会、タッキー８１６みの
おエフエム、（財）箕面文化振興事業団 ※進行役・記録・会場提供は持ち回りで担当。
日

場 所

内 容

4 月 16 日（月） みのお市民活動 １．進行団体からの話題提供
センター

箕面市の防災体制について（続）

担 当
市民活動フォーラム
みのお

２．各団体の情報

II. 大学との連携
前年度に引き続き、大阪大学での講座の共催等を通じて連携を深めた。また、大阪大学内でボラ
ンティアセンター設置をめざす学生有志らとの交流も行った。
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５) その他の自主事業
①

来館啓発及び表現活動の場の提供
I.

ほっとコンサート
[目

的]

みのお市民活動センターの周知と賑わいづくり、市民グループの発表と交流の場の
提供。

[広

報]

もみじだより、朝日新聞、シティライフ、アサヒファミリー、ぱど、/豊中駅/牧落駅構
内掲示板、箕面片岡邸前、タッキー816 みのお FM、各公共施設

[企

画]

実行委員会を設け、各施設などで活動している団体やプロのミュージシャンに協力
してもらい、ほっとで、心地よい音楽コンサートを企画。出演者を通して市民活動に
興味を持ってもらう。市民活動の啓発。ドネーション(協力金)の啓発。東日本大震
災災害ボランティアＮＰＯ支援金の募金活動。

[サポーター] 7 名
《各回の概要》

ｖｏｌ.23
ｖol.24
vol.25
Vol.26

日時
6 月 3 日(日）
14:00～15:30
10 月 14 日(日）
14:00～15:30
12 月 23 日（日・祝）
14:00～15:00
2 月 3 日（日）
14：00～15:30

内容
6 月の風

出演者
アニモ（ÁNIMO）
ごった煮ボーイズ
秋の調べ
a～yu
Tango03
聖母被昇天学院 ハンド
クリスマスライブ
ベルクワイア&聖歌隊
少し早めのバレン 高野日出夫
タインコンサート
石田ヒロキ
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約 60 人
約 80 人
約 80 人
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II. 箕面在住アーティスト展
[目

的]

みのお市民活動センターの周知と賑わいづくり、箕面市に在住するアーティストの
発掘と紹介の場。

[広

報]

もみじだより、箕面市 Web サイト、シティライフ、アサヒファミリー、ぱど、朝日新聞、豊
中駅/牧落駅構内掲示板、箕面片岡邸前、タッキー816 みのお FM、各公共施設

[企

画]

市民活動のネットワークから、アーティストを発掘し、紹介する。

《各回の概要》
日程
12/11(火)～12/24(月・祝)
1/26(土)～2/9(土)

III.

内容
い～なグーテンの仲間たち
はり絵の世界

アーティスト
支援センター
い～な・グーテン

タカノヒデオのビックリ箱

高野日出夫

アートの広場(アートスペース)
廊下の壁空間を利用して、作品展示。主に市民活動に携わっている方の中で趣味の世界を広げ
ている方を紹介し、さらにネットワークを広げる。

日

程

6/12(火)～26(火)

内

容

リバーサルフィルムの魅力

アーティスト
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②

中間支援組織の研修
I.

ＫＮＮ（関西ＮＰＯ支援センターネットワーク）への参加
2010 年度、2011 年度に引き続き、各地の拠点を訪問し、会場の市の市民活動の現状や、中間
支援が抱える課題について意見交換を行った。
また、企画立案と運営を行うメンバーとして、ＫＮＮ世話人会に参加した。
《定例会》
回

日

場所

第 21 回

7 月 27 日（金） 川西市

第 22 回

3 月１日（金） 吹田市

内容
川西市市民活動センター訪問、市民事務局かわにし
の歩み、各 KNN ゼミの報告、情報交換など
吹田市立市民公益活動センター訪問、ＮＰＯ法人市民
ネットすいたの歩み、各 KNN ゼミの報告、情報交換など

《世話人会出席》 4/12、7/13、2/13 （担当： 須貝昭子）

II. ＫＮＮ自主ゼミ「相談記録の活かし方研究会」
KNN の事業の一つに、中間支援スタッフのテーマを出し合い、基本提案した人がゼミ長となりメン
バーを募集して研究する「自主ゼミ」がある。
2012 年度は、相談データベース事業に深く関わる課題なので、フォーラムみのおが「相談記録の
活かし方」をテーマに提案した。相談データベース化事業で事業サポートしてもらっている大島一晃
さん（ＮＰＯ法人 場とつながりの研究センター）にコーディネーターとして参加してもらい開催した。
《参加団体》

吹田市市民公益活動センター、市民事務局かわにし、あしやＮＰＯセンター、
高槻市市民公益活動サポートセンター、東大阪市社会福祉協議会、
大阪ボランティア協会、市民活動フォーラムみのお

《開催日》

10/26、12/5、2/8、3/14（全 4 回）

III. 北摂ＮＰＯ支援センタースタッフ交流会への参加
北摂周辺のＫＮＮ有志が集まり 2008 年から実施。2012 年度は豊中で実施した。
《交流会の開催状況》
日
12 月 2 日（日）

場所
豊中市（とよなか国際
交流センター）
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各センター（団体）の現状報告と質疑、意見交
換（指定管理者制度、行政との協働、民同士
の連携、新しい公共等）
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IV. 10 周年プロジェクト
2013 年 10 月にセンター移設 10 周年を迎えるにあたり、2013 年度中の実施事業として記念事
業を計画。これまでの 10 年を振り返るとともに、これからの 10 年の市民活動の展望を描く事業にな
るよう、理事会と事務局が中心になりプロジェクト会議を立ち上げた。
全 9 回のプロジェクト会議を通して、前半では市民活動フォーラムの立上げの経緯とミッションの確
認から始まって、現在の社会課題を出し合う中で今後めざすべき市民活動フォーラムみのおの展望
と、みのお市民活動センターの在り方などを話し合った。後半では、具体的に３つのパート（「語りの
場」、記念イベント、記念媒体）に分けて 10 周年事業の企画を行った。各パートには、理事と事務局
スタッフを担当として振り分け、各担当でより具体的な企画作成を進めていった。
2013 年度は、企画に沿って具体的な事業を立案し、関係する多くの人たちや箕面市民に向けて
発信し、一人ひとりが描くこれからの市民社会の実現に向けての機動力になる事業を展開する予定
である。
《各プロジェクト事業の内容》
① 「語りの場」（全 4 回）プロジェクト
② 10 周年記念イベントプロジェクト
③ 10 周年記念媒体プロジェクト
《開催日》 4/19、5/29、6/27、7/24、9/19、10/26、12/19、2/13、3/35（全 9 回）
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3. その他
１) 他団体・組織との連携
①

協賛・後援・協力など
実施日

6 月 24 日（日）

事業名
30 周年記念プロジェクト

主催名

形態

豊能障害者労働センター

後援

7 月 7 日（土）～15 日（日） 第 22 回手づくり紙芝居コンクール

人と本を紡ぐ会

後援

5 月 26 日（日）

豊能障害者労働センター

後援

「共に生きる」コンサート

後援

「伊奈かっぺい＆伊藤君子ライブ」

春のバザー
～ひっしのパッチで夢を語ろう～

6 月 2 日（土）

共に生きる 16

実行委員会
5 月 13 日（日）

第 10 回 箕面の森の音楽会

箕面の森の音楽会実行委

後援

員会
8 月 5 日（日）

ライフプラザを笑顔で元気にしよう！＆RED 豊能障害者労働センター

後援

NOSE DAY プレイベント
6 月 22 日（金）

ここまち ict Open Café

シーエスエス（ＣＳＳ）

後援

7 月 22 日（土）

人形劇 with 第 31 回おやこまつり

箕面おやこ劇場

協力

11 月 17 日（土）

着物市

豊能障害者労働センター

後援

8 月 25 日（土）

第 11 回 箕面の森の音楽会

箕面の森の音楽会実行委

後援

員会
11 月 3 日（土）

公開講座「社会的ひきこもりを考える」

ひとつぶのたね

後援

12 月 2 日（日）

民謡サークルどっこい

民謡サークルどっこい

後援

みのおピースフェスタ ２０１２

ピースフェスタ 2012 実行

後援

「3.11 後の新しい社会をどう創るか？」

委員会

創立 20 周年記念講演会

（財）箕面市国際交流協会

後援

第 4 回耳の日の記念講演会

箕面難聴者サークル「木か

後援

基調講演とパネルディスカッション

げ」

15 周年コンサート
12 月 21 日（日）

12 月 22 日（月）

「越境する力と多文化主義の未来」
2 月 17 日（日）

2 月 7 日（木）～23 日（土） 精神保健福祉ボランティアの養成講座

箕面市精神保健福祉ボラン 後援

（全 3 回）

ティア講座実行委員会

2 月 2 日（土）

人形劇ココン「繭の夢」

箕面おやこ劇場

後援

3 月 3 日（日）

みのおおひさまいっぱい事業

太陽光発電所ネットワーク

後援

「自然エネルギーセミナー 太陽光発電を 大阪地域交流会
私たちの手で –その可能性について-」
3 月 24 日（日）

夢プロジェクト事業「逃走中！」

こども通貨会議

協力

3 月 29 日（金）

ここまち ict Open Café

シーエスエス（ＣＳＳ）

後援
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②

委員会等参画
I.

箕面市関係
《箕面市非営利公益市民活動促進委員会》
第1回

日
7月26日（木）

第2回

11月2日（金）

第3回

3月21日（木）

委員：須貝昭子

内容
１ 事務局自己紹介
２ 案件審議
（1） 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の設立状況について
（2） みのお市民活動支援金（５月募集分）の交付決定状況
について
（3） ＮＰＯの実践研究について
３ その他
１ 案件審議
（1）ＮＰＯの実践報告について
（2）課題解決へのアプローチ
（3）財源獲得へのアプローチ
（4）新たな公共における協働のあり方
（5）（仮称）協働検討会及びＮＰＯ交流会について
２ その他
（1）ＮＰＯとの協働事業の実績について（平成２３年度）
（2）みのお市民活動センター指定管理者の評価について
１ 案件審議
（1）平成24年度みのお市民活動支援金の交付決定状況に
ついて
（2）協働の取組の振り返りと今後の展望について
・今年度の取組の振り返りについて
・協働相談窓口と協働コーディネーターについて
（3）その他

II. （社福）箕面市社会福祉協議会関係
《評議委員会》

評議員：須貝昭子

予算、事業計画、決算、事業報告等の検討を行った。
〈2012 年度開催日〉

5/29、12/4、3/22 （4 回開催中、３回出席）

《ボランティアセンター運営委員会》

委員：須貝昭子

ボランティアセンター開催事業、ボランティアグループ協働企画、いきいき祭りなど、さまざ
まな事業の運営について話し合った。箕面市社協が法人 60 周年の記念事業を 6 月に開催。
いきいき祭りを同時開催するため、運営委員は実行委員として実行委員会にも参加した。
〈2012 年度開催日〉

いきいき祭り実行委員会 4/19、5/11、6/9（本番当日）
運営委員会 9/24、11/26、2/4、3/12 （4 回）
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III. （財）箕面市文化振興事業団関係
《理事会》

理事：須貝昭子

文化振興事業団のホール運営、予算、事業計画、決算、事業報告など経営方針を話し合う。
2013 年度には公益財団法人となり、公益財団法人メイプル文化財団に名称変更する。
〈2012 年度開催日〉

4/20、7/31、8/27、3/30 （4 回）

《第 8 回箕面芸術祭 組織委員会》

組織委員：須貝昭子

脚本、出演者、広報物、舞台衣装等の製作など、ほとんどを箕面市民による手作りの舞台と
して、文化振興事業団主催による「箕面芸術祭」の組織委員会に、ＮＰＯ中間支援組織として
参画。また、チケット等の販売協力や、協賛団体として協力している。3 月 9、10 日の 2 ステー
ジで「ロックンロール小町 器量と才覚で平安の世を駆け抜けた小野小町の一代記」を開催。
〈2012 年度開催日〉

4/10、5 月（欠席）、6 月（欠席）、7/20、9/4、9/25、11/29、
12/17、2/8、3/9～10（本番）

IV. （社福）大阪ボランティア協会関係
《大阪ボランティア協会「評議員会」》

評議員：須貝昭子

大阪ＮＰＯプラザを管理運営する（社福）大阪ボランティア協会の評議員として、2009 年度よ
り引き受け、予算、事業計画、決算、事業報告等の検討を行った。大阪ボランティア協会は、
10 年間管理運営した大阪 NPO プラザを退去し、2013 年度から谷町に新拠点「市民活動スク
エア CANVAS 谷町」をオープンする。
〈2012 年度開催日〉

5/28、9/27、11/12、3/19 （3 回）

V. タッキー８１６みのおエフエム関係
《タッキー８１６みのおエフエム「番組審議会」》

委員：須貝昭子

タッキー816 みのおエフエムの審議員として、番組の視聴や意見交換などを行った。
また、東日本大震災を機に審議委員の中から有志が集まり「タッキー８１６応援団」を結成。
夢の実支援金に申請交付を受けて、1 月 27 日「東日本大震災から学ぶ」と題して、講演会
とパネルディスカッションを開催した。
〈2012 年度開催日〉

4/26、6/29、8/28、10/29、12/27、2/27 （6 回）

VI. 箕面ＦＭまちそだて㈱関係
《ＴＭＯ事業推進協議会・推進プロジェクト委員会「わいわい会議」》

委員：松木亮

まちづくり事業として活動している箕面ＦＭまちそだて㈱のＴＭＯ推進プロジェクト委員として参
画。市民活動の情報提供を含めて、まちづくりの視点で連携した。
〈2012 年度開催日〉 毎月第 2 火曜日（12 回）
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２) 組織運営
①

②

総会
日

種類

5月20日（日）

通常
総会

【議案】・第１号議案
・第２号議案
・第３号議案
・第４号議案
・第５号議案
・第６号議案

2011 年度事業報告の件
2011 年度決算承認の件
2012 年度事業計画(案)承認の件
2012 年度収支予算(案)承認の件
任期満了に伴う役員選任の件
定款変更の件

理事会
日

③

内 容

回数

内 容

4月13日（金）

第1回

5月10日（木）

第2回

7月14日（土）

第3回

11月9日（火）

第4回

12月19日（水）

第5回

2月28日（木）

第6回

3月27日（水）

第7回

【検討事項】・来年度事業計画について
・新しい公共支援事業関連の進捗状況
【審議事項】・第 1 号議案 定款の変更（案）
・第 2 号議案 2011 年度決算（案）
・第 3 号議案 2012 年度事業計画（案）
・第 4 号議案 2012 年度予算（案）
・第 5 号議案 役員選任の件
【審議事項】・第 1 号議案 役付理事選定の件
【審議事項】・第 1 号議案 みのお市民活動センターの防災体制強化
および協定書等の改訂について
【検討事項】・10 周年記念事業プロジェクトの実施体制
【検討事項】・10 周年記念プロジェクト
【検討事項】・来年度センター事業＆自主事業の計画について
・語りの場について
・来年度運営体制について
【決議事項】・第 1 号議案 理事長選任の件
【検討事項】・来年度運営体制
・来年度センター事業＆自主事業の計画について

協働会議
月 1 回のペースで、文化・市民活動促進課と協働会議を開催。センターと市役所の交互で会場
を提供。センター事業、施設管理業務を中心に協議、報告、情報交換等を行っている。

④

スタッフ会議、事務局会議
事務局運営のための会議として、専従スタッフが参加するスタッフ会議を毎週水曜日、非常勤
スタッフも含めた事務局スタッフ全員が参加する事務局会議を隔週の水曜日に開催している。スタ
ッフ会議では主に事業企画・実施に係る協議、共有事項、相談対応の共有などを行い、事務局会
議では主に事業進捗状況の確認や共有、施設管理・受付に関わる対応の協議・確認・周知などを
行っている。
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３) 報道採録
掲載・放送日
4 月号
4 月 8 日（日）
6 月 3 日（日）
6 月 22 日（金）
7 月 14 日（土）
7 月 15 日（日）
8 月号
8 月 4 日（月）
8 月 30 日（木）
9 月 13 日（木）
9 月 16 日（土）
9 月 17 日（日）
10 月 16 日～
12 月号
12 月 15 日（土）
１月 27 日（日）
3 月 5 日（火）
3 月 11 日（月）
3 月 11 日（月）
3 月 19 日（火）
3 月号

媒体
ファンドレイジングジャーナル
産経新聞
タッキー816 みのお FM ブログ
タッキー816 みのお FM ブログ
タッキー816 みのお FM ブログ
産経新聞
タッキー816 みのお FM 広報紙
タッキー816 みのお FM ブログ
タッキー816 みのお FM ブログ
タッキー816 みのお FM ブログ
タッキー816 みのお FM ブログ
産経新聞
J-com ニュース番組
『人間会議』
タッキー816 みのお FM ブログ
タッキー816 みのお FM ブログ
朝日新聞
産経新聞
タッキー816 みのお FM ブログ
毎日新聞
『Volo』

内容
みのおチャリティタウンプロジェクト
夢の実支援金成果報告会
ほっとコンサート
箕面在住アーティスト展
FUN FAN 阿波おどり
FUN FAN 阿波おどり
FUN FAN 阿波おどり
まんどろ火祭り
牛乳パックで仮装ワークショップ
みのおチャリティタウンプロジェクト
ＮＰＯフェスタ
ＮＰＯフェスタ
みのおチャリティタウンプロジェクト
みのおチャリティタウンプロジェクト
ＮＰＯのためのマーケティング講座
箕面在住アーティスト展
みのお市民活動センター（週間まちぶら）
東日本大震災復興支援イベント
東日本大震災復興支援イベント
みのおチャリティタウンプロジェクト
みのおチャリティタウンプロジェクト

〔朝日新聞に掲載〕 3 月 5 日（火）朝刊、週間まちぶら第 269 号（みのお市民活動センター紹介・下部中央）
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