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１ 桑名市市民活動センター運営支援業務にあたっての基本的な考え方 

 

３つの基本方針として、「ボランティアをはじめとする市民の自由な社会貢献活動を、

地域の経営に活かす」「市民活動で提供されるサービスを、市民が利用できるようにす

る」「市民活動に必要な経営資源を、市民活動団体の外部からも呼び込む」を立てる。 

「解決手段－成果の報告－資源の提供」という、市民活動に関わる３つの主体の相関

を原理として、仕様書で示された３つの柱に沿った対応を進めていく。特に、桑名市市

民活動センター運営の支援業務で実現したいほんとうの役割は、「市民に課題解決の手

段を提供する」こと。つまり柱(3)「収集した市民活動団体の情報を、資源の提供者で

ある企業、サービスの利用者である市民に提供し、コーディネートすること」であり、

そのためにも、柱(2)「センターの運営支援の中で、市民活動団体の情報を収集するこ

と」と、柱(1)「センターの運営支援にあたっては、外部資源の呼び込みに努めること」

の対応も進めていく。これらにより、流れ込む資源の質・量・多様性を確保できるよう

な状況をつくり、「多様な主体の参加による、創造力、技術力、経験等を活用」してい

く。課題の解決手段の質・量をふやしていく。 

 

２ 事業スケジュール、３ 事業計画について 

 

 ３年計画にそって、事業スケジュールや内容について、基本的に、桑名市の担当部

署と相談・調整しながら、協働運営委員会でひとつひとつ議論しながら進めていく。 

特に初年度のアプローチとしては、以下の事業について進めようと考えている。 

「協働運営委員の募集」「協働運営委員会の運営」「協働運営委員会定例会の開催」

「個別・出張相談」「運営委員会へのアドバイス」「市民活動センターへの助言」「市民

活動団体情報の収集」「市民活動団体情報発信」「職員研修」「公開講座」「これらの報

告書の作成」「運営支援３年計画」などに加えて、「企業等からの資源提供を受ける方

法の検討を進めていく」 

 

４ スタッフ体制と実績、５ 料金体系について 

 

 2011 年、2012 年に三重県男女共同参画 NPO 課と契約して桑名員弁地域で行った「資

源循環の基盤整備事業」をベースに、現在は、「身近な市民活動を応援する☆きらきら基

金」という形で活動を続け、この３月までに、累計でおおむね 640口 210万円のご寄付

をいただき、のべ 74団体 19事業と１大賞に総額 200万円の助成を行った。これらを実

施しているみえきた市民活動センターの理事たちと、協働運営委員に応募してくれる経

験豊富な桑名の市民活動のキーマンたちと相談しながら、あるだけの資金・資源と、協

働で提供いただける資源とでやれる範囲のことに取り組む。 

企画提案書（概要版） 
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「桑名市市民活動センター運営支援業務委託」企画提案書 

 

１ 桑名市市民活動センター運営支援業務にあたっての基本的な考え方 

 

（１）３つの基本方針 

 

おおむね以下の３つの方針で、市民活動センターが業務に取り組めば、財政不足の中

で、行政資源を市民活動の支援に使う根拠となると考えます。 

 

① ボランティアをはじめとする、市民の自由な社会貢献活動を、 

地域の経営に活かす 

 

② 市民活動で提供されるサービスを、市民が利用できるようにする 

 

③ 市民活動に必要な経営資源を、市民活動団体の外部からも呼び込む 

 

 

①について、市民活動を「行政が行う地域の経営の資源」のひとつと捉えることで、行

政の市民活動に対する基本的な姿勢が決まります。 行政が協働するということは、「行

政が行う地域の経営」に市民が参画するということでもあります。 

 

②について、市民活動が提供するサービスを、市民が利用できることで、市民に対する

貢献活動になります。「市民が市民を支える活動」を、行政資源と市民資源とを用いて

支援することになります。 

 

③について、これに加えて、企業などが持つ資源や社会の資源などを呼び込んで、市民

活動に届けることで「多様な主体が地域経営に関わる道筋を整える」ことになります。 

 

 

このような方針で市民活動センターの運営を進めていくことで、桑名市が「多様な主体

からさまざまな資源を呼び込んで地域経営を行う」ことの一角を、市民活動センターが

担うことになります。 

 

つまり、「市民活動団体や民間事業者等の創造力、技術力、経験等を活用」して、「市民

活動団体がより元気に生き生きと活動できる」ようになります。 
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（２）３つの主体の循環 「A資源の提供－B解決手段の提供－C成果の報告」 

 

ひとつは、A 解決手段の資源を提供する人 

ひとつは、B 課題の解決手段を提供する人 

ひとつは、C 課題を抱えている人 

 

この３つが同じ団体内でのことなら、団体の自治で、団体の課題を、団体内で解決。 

 

団体「Aは会費・寄付、Bは団体、 Cは会員」 

行政「Aは税金、      Bは行政、 Cは市民」 

企業「Aは事業売上、  Bは企業、 Cはお客」 

 

・Aが Bに、解決手段の資源を提供するためには、Cからの成果報告が必要 

・Bが Cに、解決方法を提供するためには、Aからの資源が必要 

・Cが Aに、成果の報告をするためには、Bからの解決手段の提供が必要 

 

 

 

 

 

                                   資源 

 

 

        成果 

 

 

 

 

 

 

                       手段 

 

 

 

                                 図 - 1 
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（３）桑名市市民活動センター運営の支援業務委託で実現したいほんとうの役割 

 

今回、桑名市が運営支援業務委託の仕様書に示した(1)(2)(3)の「センター運営支援に

関す基本的な考え方」の三本の柱があります。 

 

(1)「センターの運営支援にあたっては、外部資源の呼び込みに努めること」 

(2)「センターの運営支援の中で、市民活動団体の情報を収集すること」 

(3)「収集した市民活動団体の情報を、資源の提供者である企業、サービスの利用者

である市民に提供し、コーディネートすること」 

 

その中の柱(3)を実現することにより、課題を抱えている人を少しでもよりよい状態に

することが、私どもが求める桑名市市民活動センターのほんとうの役割だと考えます。 

 

私どもは、桑名市の市民活動センターがこの役割を少しでもはたせるように、運営支援

業務委託の企画提案を行います。 

 

 

そのために、柱(2)の「市民活動団体の情報を収集」します。 

 

そこでは、ただ単に「市民活動団体の情報」というだけではなく、特に、どういう課題

を、どういう人たちが、どのように解決できるのかを整えて、柱(3)の[「サービスの利

用者」に提供する]ことが必要です。 

 

また、積極的にこれらのサービスの利用を提案することや、場合によってはサービスや

資源を組み合わせて、新しいサービスを生み出して提案することも必要と考えます。 

 

図 - ２ 
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（４）課題解決の手段の提供を支える、資源の提供 

 

この柱(3)での解決の手段である「サービスを提供する」のに必要な資源を、Bの「解決

手段を提供する人たち」が持つ「自己資源」だけに頼ってよいのでしょうか。 

 

それでは、提供される「解決手段」の規模は小さく、場合によっては資源不足で消耗し

て「続けられなくなる」ことも十分に考えられます。せっかく芽生えた「地域を支える

意識＝地域経営への参画」が消えてしまいます。つまり、資源を提供して地域の課題を

解決しょうという行動がしぼんでしまいます。 

 

ここでこそ、 柱(3)の[「収集した市民活動団体の情報を、資源の提供者である企業、

サービスの利用者である市民に提供し、コーディネートすること」]で示されている、

「多様な主体の参加による、創造力、技術力、経験等を活用」して、資源の提供者によ

る応援を、サービスの提供者にとどけるためのコーディネートが大切になると考えてい

ます。 

 

                                  図 - ３ 

 

 

 

 

 

桑名市の現状での、「解決手段の提供者」について、私ども特定非営利活動法人みえき

た市民活動センターは、2011 年に、三重県が設置しているみえ市民活動ボランティア

センターの指定管理者と共に、桑名員弁地域の NPO法人調査を実施しました。 

 

また、同域内の市民活動団体に対する調査を行い、「市民活動応援☆きらきら基金」のホ

ームページに掲載すると共に、その内容をまとめて、2013 年春,2014 年春,2015 年

春,2016年春の４回、まちのかわらばん特大号として冊子を発行しています。 

また、2016 年春号からは、「資源の提供者」となり得る、同域内の「企業の社会貢献活

動」の紹介も掲載をはじめました。 

 

このような基礎資料の調査・作成は、域内にある中間支援に関心の深い市民活動団体や、

社会貢献活動を行っている企業、市民活動センターや社協のみなさんの協力と、日本郵

便年賀基金の助成金によって、継続することができています。(別添資料参照)  
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（５）課題を抱えている人から、発信されない成果に代わるもの 

 

ところが、柱(3)の「資源の提供者である企業」等の多様な主体から、さまざまに「解

決手段への資源の提供」がされるために必要な、「成果の報告＝質の報告」が、現実に

はなかなか行われていません。 

 

それは、課題が解決されたとしても、それがプライバシーに深く関わることも多々ある

からと考えます。一般的な「感謝の言葉」として語られることはあるかもしれません。

また、「無償もしくは著しく低い価格」によって提供されたサービス等については、「利

用者によるサービスの内容のチェック」も語られづらく、他者による質の保証もなかな

か難しいことになります。 

 

 

この「成果の報告＝成果の確認」や「解決手段の有効度のチェック＝解決手段の質の確

認」が、課題を抱えている利用者から語られづらいということは、「資源の提供」も行

われづらいことになります。資源の提供の有効性が確認しづらいからです。 

 

つまり、解決方法の提供者自身による情報からしか、「信用」を保証する要素が出てこ

ないところに、安易に「資源の提供はできない」という問題があります。 

 

さて、この資源の提供のための「信用」を、市民活動団体に代わって、桑名市市民活動

センターが保証できるかどうかが、「成果の報告－資源の提供－解決手段」のループを

活発にさせるポイントのひとつであると考えます。 

 

運営支援業務にあたっては、この点を強く意識しながら取り組むことになります。 

 

                                 図 – ４ 
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（６）市民活動センター自体の運営原資の不足 

 

桑名市もまた例にもれず、苦しい財政運営をしている地方自治体のひとつです。さまざ

まなところで市の経営資源の分配を変更し、財政再建に努力しておられるところです。 

 

この状況をふまえ、この桑名市市民活動センターの運営の予算についても、全戸配布さ

れていた「NPOニュース」が廃止され、市民活動センターに割り当てられていたスペー

スも半減し、コピー機も他の階に移動しました。直接的にすべての世帯に伝える手段が

なくなり、気楽に会話しコミュニケーションするスペースが小さくなり、事務的な支援

も小さくなりました。 

 

市民活動団体が桑名市市民活動センターに集まってくる要素がひとつひとつなくなっ

てきては、市民活動センターがそのほんとうの役割をはたすことは不可能です。この 

「運営支援業務が失敗すれば、桑名市の市民活動センターはなくなるのだろう」と感じ

ています。 

                                図 – ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、このような桑名市の財政と、施策の実現に使っている資源の現状を顧みれば、市

民活動センターの運営支援自体についても、柱(1)「センターの運営支援にあたっては、

外部資源の呼び込みに努めること」ということを、強く意識せざるを得ません。 

 

戦略立案から事業実施までの人的資源については、ある程度の提供をいただける見込み

をもっています。けれども、その他の「資金」や「情報」「もの」などについても、市民

活動センター予算以外の外部資源が必要だということをあらためて痛感しています。 

 

課題の解決手段の提供者や、そのための資源の提供者に対する、これまでの桑名市・行

政の真摯な姿勢・態度とともに、行政と協力してその信用力を最大限活かし、外部資源

の呼び込みを強く意識して、運営支援業務に取り組みます。 

  

評価益 「無償もしくは著しく低い価格で提供された、『現物資産』

『施設等物的サービス』『ボランティアによる役務』」などについて、

「合理的に算定し、外部資料等によって客観的に把握できる」場合。

たとえば、営利組織が同様のことを行った場合に必要な費用の総額。 
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(７) 運営支援センターの支援業務についてのアプローチの方法(まとめ) 

 

センター運営では、基本的な考え方で提案した３つの方針にもとづいて、「市民活動を

地域経営に活かすこと」が、この運営支援業務の中心となる理念と考えています。多

様な主体から提供される「人・もの・情報・資金・ネットワーク創造力・技術力・経

験」などを、地域経営に活用していきます。 

 

それを実現していくには、３つの主体間の循環を活発にしていくことが必要であり、

そのために、３本の柱にそって実際に運営支援業務に取り組んでいきます。そのよう

な資源を呼び込むことができ、流れ込む資源の質・量・多様性を確保できるような状

況をつくることと、資源を活用して課題の解決をしていく量・質をふやしていくこ

と。これが運営支援業務のアプローチの要諦と考えています。 
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２ スケジュール 

 

この企画提案については、平成 28 年度からの３年間で達成していくことを意識して、

その１年目という位置づけで記述しています。 

 

初年度は、企画提案の日程上、７月中旬からスタートして年度末までの８ヶ月＋３週間

ほどです。 

 

３年間の事業計画とその目標は、以下のとおりです。 

 

初年度「開店の準備をしよう」 

 市民活動団体が持っている「課題解決手段」を市民に届けるための準備期間です。 

それに必要な体制をつくります。また並行して次年度のための試みを行います。 

 

２年目「利用者と出会おう」 

 課題解決の手段の提供体制が整ったら、実際の課題解決に取り組みます。 

 解決手段の提供をしていることを知ってもらい、利用者を広げていきます。 

 

３年目「解決手段の巾を広げよう」 

 いろいろな団体・組織と連携して、課題解決の手段を広げます。また、連携により外

部資源の流入をはかり、解決手段の質量の向上をねらいます。 

 

 

その上で、３ 事業の計画に記述された、初年度の取り組みについて、スケジュール表

を添付します。原則としてこのスケジュールに沿って、桑名市の担当部署と相談・調整

しながら進めていきます。 

 

これらの取り組みを可能にするのが人材力です。今回の運営支援業務で要となる、協働

運営委員会での On the job training によって、多少の遅い早いはでてきても、桑名市

の市民活動に関わる人たちに蓄積されていく新たな経験とノウハウは、市民活動センタ

ーの運営支援以上に、市民活動を地域経営に活かすことにつながっていきます。これこ

そが桑名市にとって、大きな財産となります。 
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事業スケジュール（特定非営利活動法人みえきた市民活動センター）          桑名市市民活動センター運営支援事業  表 – １ 

 

   

      

2016年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

Ａ 

基本対応体制

の整備 

 

 

     

 

   

 

 

 

       

 

Ｂ 

市民への提供 

 

 

            

 

Ｃ 

市民活動団

体への提供 

 

            

Ｄ 

企業・個人等

への提供 

            

Ｅ 

多様な主体 

            

協働委員の募集 

 
毎月一回協働委員会定例会の開催 

 
定例化での30分程度のミニワークショップ 

 
市民活動情報紙の検討・インターネット活用情報発信の検討 

 
年４回ほど市民活動情報掲示物 

 

情報発信手段の実験 

 

市民活動団体・課題解決手段情報の収集 

 

行政の信用力・職員研修講座 

 

必要なノウハウ提供    相談・講座などを、随時必要に応じて 

 
運営委員会・交流会等センターへの助言 

 

各

種

報

告

書

等

の

作

成 

随時・必要に応じて実施 

 

現物資産・施設等物的サービス・ボランティアなどの役務などの提供方法の検討・一部実験 

 
多様な主体や他の地域の中間支援的取り組みへの参加・情報の収集等 創造的地域力発揮の検討 
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桑名市市民活動センター運営支援事業の種類別事業キーワード体系表 (２年目以降５年以内程度で実施を考えている項目も含みます)   表 – ２ 

 

  

Ａ 
基本対応体制

の整備 

人材力 協働運営委員会 10から 15名程度 必要に応じて出入り可能 

連携力 協働運営委員会定例会議 毎月一回 ミニワークショップ 

情報受発信力 情報発信方法の検討・実施 ペーパーメディア インターネット・サーバー 

ネットワーク力 他の中間支援組織との連携 他所の企画への参加  

運営委員会 一体的取り組み体制の整備 相談・アドバイス・協働  

資源力 運営支援に使う資源の獲得 必要な資源の確認  

Ｂ 市民への提供 

情報発信力 定期的に、できるだけ即応する 掲示物の作成・掲示 インターネット・サーバー 

課題解決力 課題解決の情報提供 市民講座 解決手段の一覧作成 

信用力 行政との相互理解の推進 職員研修講座 協働事例とワークショップ 

Ｃ 
市民活動団体

への提供 

情報収集力 市民活動団体情報の共有 市民活動団体情報の集積 外部情報の獲得力 

資源収集力 他団体が事業に活用できる資源 共有資源の見える化 外部資源へのアプローチ 

資源提供力 団体に必要なノウハウの提供 相談・講座 助成制度の紹介 

企画調整力 協働事業の提案 協働して解決する手段の創造  

Ｄ 
企業・個人等へ

の提供 

個人の資源力を活かす

企画提案力 

個人の社会貢献活動の機会の提供 

個人の資源提供の機会の提供 

相談。個人のニーズに対応するメ

ッセージの発信 

市民活動の創造へのアドバ

イス 

企業の社会貢献力を活

かす企画提案力 

企業の社会貢献活動の機会の提供 

企業の資源提供の機会の提供 

個々の企業ニーズに対応するメッ

セージの発信 

企業の社会貢献活動創造の

企画提案 

Ｅ 多様な主体 
創造的発信力 市民活動を活用した地域経営力アッ

プのための計画づくり 

地域の総合力を発揮する展開  
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３ 事業計画について 

 

桑名市の市民活動の現状については、市民活動センターには 180 ほどの団体が登録していま

すが、もちろんそれが桑名市にある市民活動団体のすべてではありません。 

 

その中で、桑名市の市民活動センターでは、印刷機器の使用こそあるものの、登録団体が会

議をしたり、団体同士が協働してセンターを活用して事業をしたり、センターを通して外部

からの資源を呼び込んだりということはほとんど見られません。まちづくり助成金をもらっ

ていない登録団体の意識の中では、「桑名市の市民活動センターには期待していない」という

ところもたくさんあるかもしれません。桑名市の社会福祉協議会では団体に寄り添っていっ

しょにいろいろと考えてくれるけれど、市民活動センターはあっさりしているから、登録し

なくても不便はない、というところもありますし、交流会も活動アピールの展示会でも、そ

れだけでその先につながらないから出て行かない、というところもあります。 

 

つまり、桑名市の市民活動センターに登録しても、「自分たちの市民活動団体やその活動にメ

リットがない」と受け止められているということです。「市民活動団体が集まってこない市民

活動センターになっている」ということです。 

 

 

前に [１-(１) 桑名市市民活動センター運営支援業務にあたっての基本的な考え方 ３つの

基本方針]で述べたように、「市民の社会貢献活動を地域経営に活かす」ことがなければ、自

治会担当部署がついでに片手間で店を開いているだけと、言われかねない状況です。行政資

源の有効活用として市民活動センターの運営がおこなわれることが、市民にも行政にも社会

貢献活動に関わる人たちにとってもよいこと、「三方良し」になります。 

 

そのための運営支援事業で取り組むことの初年度は、「開店の準備をしよう」です。それは、 

市民活動センターを通じて、市民活動団体が持っている「課題解決手段」を市民に届けるた

めの準備期間です。それに必要な体制をつくると共に、また並行して、次年度の事業展開た

めの試みを行います。 

 

これら運営支援のすべての事業について、桑名市地域コミュニティ課ならびに市民活動セン

ターと協議しながら対応していきます。 
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① 協働運営委員を集め、基本戦力を整える 

 

市民活動センターに登録している団体に呼びかけ、桑名市市民活動センターの運営に自らの

資源を提供して、桑名市と協働して行ってみたい市民活動経験者を募集します。これが、桑

名市市民活動センター運営支援事業の実施母体となります。 

 

協働運営委員は、全部で 10 名から 15 名程度の規模とし、必要に応じて、随時登録団体の会

員にも協力をお願いできるようにします。その上で、協働運営委員会の役割を整理して、担

当者を定め、必要な機能の強化に取り組みます。 

 

②  市民活動団体間のコミュニケーションを深め、お互いを知る 

 

毎月一回、協働運営委員会を開催し、必要な議事や意思決定を行う他、30分程度のミニワー

クショップや、情報交換、意見交換、事業アピールなどの時間を持ちます。これにより、協働

運営委員間のコミュニケーションを円滑にし、お互いの持つ問題意識や解決手段、ネットワ

ークの、相互の有効活用に必要な信頼関係を培います。 

 

この①と②とをベースとして、初年度以降も、③情報発信の手段を検討し、外部の同様の組

織との比較・交流・連携を検討していきます。また、④市民への解決手段の提供方法を検討

し、課題を整理して、協働の実施を検討していきます。新しい解決手段の創造も検討します。

また、⑤市民活動団体への支援を検討し、外部資源の収集と市民活動団体への提供を検討し

ていきます。すべて検討するという言葉で恐縮なのですが、集まった人たちの能力と提供い

ただける時間などの資源の質と量によって、これらの事業計画の進捗が変わってくるので、

このような言い回しになってしまいます。 

 

 

そんな中で、①の協働運営委員会体制の確立と、②の定例協働運営委員会の開催に加えて、

以下に、本年度確実に行う事業について述べます。 
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(１) 相談業務（アドバイザー） 

 

① 個別相談 

 

年２回、桑名市市民活動センターで実施します。予約制とし、１団体１時間程度で、一回に

つき３団体までとします。 

 

相談内容は、「市民活動を始めたい、ＮＰＯについてもっと知りたい、団体を立ち上げたい」

ということ。あるいは、「法人化、市民活動をしていく上で、事業の内容や資金面、税制優遇

について」のことなど。特に、この地域で同様の活動をしている団体やなどとの連携などを

ふまえて、確実に市民活動をはじめていくための対応をアドバイスします。 

 

相談に対応する担当者は、2014年度、2015年度と、三重県が設置している NPOセンターの指

定管理者である特定非営利活動法人みえ NPO ネットワークセンターの代表理事として、三重

県のセンターの相談対応も行った、桑名市在住の服部則仁さん。彼は、この提案をしている

特定非営利活動法人みえきた市民活動センターの理事長でもあり、同提案の責任者です。1997

年より NPO に関わり、長年、三重県や桑名員弁地域でも活動してきており、市民活動団体の

ネットワークも豊富に持っています。 

 

② 出張相談 

 

以下のケースで、予約制で、年に２回実施します。 

 

市民活動団体から要望があり、十分な事前の説明を受けて相談対応が可能と判断される場合、

その団体の理事会やその他の会合に出かけて、相談の対応をします。また、桑名市市民活動

センターが深く関わって実施する交流会や報告会（３月）、ワークショップ等においても、必

要な相談・アドバイスを行います。 

 

これについても、東京平河町の日本青年会議所会館内にあった(財)まちづくり市民財団(現一

般財団法人 まちづくり地球市民財団)の評議員や理事を８年努め、全国の NPO の活動を集め

て『まちづくりと市民参加Ⅰ～Ⅷ』を編著し、また、三重県の NPO 研究会の委員として三重

県のパートナーシップ宣言をまとめた、服部則仁さんが主として担当します。ただし、テー

マや分野によっては、協働委員や地域の登録団体の中に、より適切な対応が可能な相談者が

いることもあるので、そのときはその適材が対応します。 
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(２) 市民活動センター企画コーディネート 

 

① 運営委員会での助言 

 

桑名市が開催する、市民活動センター運営委員会で(年２回程度開催）、事業企画や今後の方

向性や取り組みについて、現状とこれまでの取り組みをふまえて報告し、助言します。 

 

公設公営の市民活動センターの運営の中で、市民視点で民間のよさを取り入れるべき役割を

果たすのが運営委員会と考えますので、仕様書にある「センター運営支援に関する基本的な

考え方の３つの柱」と、先に述べた １-(１)の「基本的な考え方の３つの基本方針」とにそ

って、多様な主体の創造力・技術力・経験をどう活用しながら、実現していくかという視点

から、企画のコーディネートへの対応も含めて、助言していきます。 

 

② センターへの助言、進捗管理など報告書の作成  

 

市民活動センターへは、毎月一回定期的に開催する協働運営委員会の意見交換会での記録を

作成して報告し、これをベースに助言を行います。また、市民活動センターが行う事業のう

ち、協働運営委員会から提案した企画については、運営支援の一環と捉えて、適切な費用対

効果の範囲で現実のコーディネートを行います。 

 

また、進捗管理などについては、随時、適切な時期に必要な報告を行います。これらについ

ても、すべての事業と同様、桑名市地域コミュニティ課ならびに市民活動センターと協議し

ながら対応していきます。 

 

③ 市民活動団体の活動内容に関する積極的な情報発信 

 

年に４回、紙ベースの「市民活動情報掲示物」を作成し、公共施設をはじめとして、掲示が可

能なところに掲示をお願いします。掲示物のイメージとしては、原則として、Ａ３両面の一

枚物でＡ４が４ページという体の構成とします。 

 

この掲示物の内容を活用して、インターネット上での掲示や市民活動団体への配布方法を検

討します。協働運営委員会での合意ができるのを待って、これらの手段を実現していきます。 

 

また、単発的な活動の情報の他、通年・定常的に行うような基本活動情報や、市民活動団体

が市民に提供する「解決手段・サービス」の内容についての調査を進め、その成果をまとめ

て発表します。 
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（３）研修会・講座の企画・実施 

 

① 職員研修（全職員対象）を年１回、２時間以内で２日間に分けて実施 

 

講師は、前掲の服部則仁さん。内容は「協働」について。特に、行政と他者との協働につい

て、これを他の主体から行政への「地域経営への資源の提供と提案」ととらえて、一方の都

合によってのみ意思決定されていくのではなく、お互いが持つそれぞれの目的達成を追求し

ていく結果としての取り組みであることを理解します。特に、現に桑名市の市民活動センタ

ーで行われている取り組みを事例として発表し、その取り組みへの理解と共感を形成し、桑

名市内にある市民活動団体への知識も広げます。 

 

② 職員研修（新規採用職員対象）を年１回、２時間以内で実施 

 

講師は、前掲の服部則仁さん。内容は「①の協働について」の研修をふまえ、それをさらに進

めて、他の方の担当部署・業務と市民活動団体との協働事業の提案づくりの作業を、ワーク

ショップ形式も考慮しながら体験してもらいます。また、可能であれば、それらを組み合わ

せて、市民への情報発信方法、広報と桑名のブランド価値の向上の方法についても検討を体

験します。これにより、具体的に行政の事業と市民活動団体とが協働し連携して事業を行う

ことで、どのような可能性が広がるのかを知ります。 

 

③ 講座(市民・市民活動団体対象)、年１回２時間程度と、年に４回 30分程度で実施 

 

「女性の地域リーダー養成講座」を年に１回、２時間程度、公開で行います。講師は、桑名市

に拠点を持ち、この地域や三重県で活躍する志治優美さんです。志治さんは 1997年子どもへ

の暴力防止の活動を行う CAPみえを設立し、また 2000年には助成と子どもの安心のためのエ

ンパワメントみえを設立、三重県と協働して、虐待する親の支援や DV被害女性の支援の活動

も行っています。この講座では、自分と相手の人権を尊重して、自分の意見や気持ちをその

場に適切な言い方で表現するアサーティブなコミュニケーションの方法を学びます。 

 

また、年に４回行うミニ講座・ミニワークショップは、毎月行う協働運営委員会の定例会議

の中で 30分程度行います。このミニ講座の時間については特に参加者を限定せず公開し、「協

働・市民参画・ＮＰＯ・団体の課題などについて、個別の団体が取り組む現状の報告などを

通じて掘り下げていきます。原則として、協働運営委員が講師を交代で担当し、日頃はあま

り関わっていない団体の参加を広げる機会にもしていきます。 
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（４）その他 

 

市民活動センターに登録している団体から、協働運営委員を募集して、桑名市の市民活動団

体の人たちと共に、協働して運営支援を行う体制を整えます。また、毎月一回、協働運営委

員会を開催し、そこでの議論をベースに事業を進めていきます。これらの事業については、

企画説明の構成上、「３事業計画」冒頭のリードに群術してありますので、恐縮ですがそちら

をご参照ください。 

 

その他に、前述した「市民活動センターの事業計画」「運営委員会への助言」等、「市民活動セ

ンターの今後の方向性や取り組み」等について、まとめの報告書を作成します。 

 

これらは、協働運営委員会の成果でもあります。議論し、検討し、実践した結果ですので、そ

れらをふまえてまとめの報告書を作成します。これをまとめることによって、個々の人材に

蓄積された経験とノウハウが言葉に置き換えられ、それを共有できるそれぞれの団体での運

営にも活かされることと思います。 

 

その結果として、市民活動団体の運営力、市民活動力が向上し、それぞれの主体間のネット

ワークもより広がることになると考えます。 
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４ スタッフ体制と実績 

 

運営支援業務を行うにあたっては 10 人～15 人程度の協働運営委員を中心に行います。それ

に関わる最低限の執行体制・スタッフは、以下のとおりです。もちろん、これにお集まりい

ただいた委員のみなさんの個別の戦力を勘案し、現実に対応した体制で実施します。 

 

認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センターの理事たちは、次のページの実績で示し

た三重県の「新しい公共を支える資源循環の基盤づくり事業」からも活躍し、現在の「身近

な市民活動を応援する、市民活動応援☆きらきら基金」事業を支えています。これらのメンバ

ーと協働運営委員とが協力して、運営支援事業を進めていきます。 

 

認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センターは複数代表制をとっており、具体的には、

この運営支援事業については、服部則仁理事長が全体の総括責任者をつとめ、相談・講座や

企画コーディネート、その他も担当します。 

 

協働運営委員から、エンパワメントみえ代表の志治由美さんに、協働運営委員会やその定例会、

企画コーディネートなどを担当していただきます。また、同じく協働運営委員として、特定非営

利活動法人くわっ子代表の堀内千春さんに、市民活動団体の情報収集や企画コーディネートなど

を担当していただきます。他の協働運営委員についてもある程度のあたりはついていますが、委

員会の開催を待って確定させていくことになります。 

 

認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センターの理事長郷司房雄は、会計および総務な

どを担当します。またもうひとりの理事長の小笠原まき子は桑名の経済人でもあることから、

企業などの参加の機会づくりを進めていきます。 

 

その他、情報紙「まちのかわらばん」編集長の伊藤香理事や、インターネット発信のきらき

ら☆らじおプロデューサーの近藤順子理事、募金ボックス担当の川戸由起理事も、全般にわた

って事業を支えていきます。 

 

これらに加えて、協働運営委員でできることは協働運営委員中心でやっていくことで、さま

ざまなノウハウの共有や新たな資源の認知ができ、域内のネットワーク形成もいっそう強く

なっていきますが、それでも足りない場合は、認定特定非営利活動法人みえきた市民活動セ

ンターのさまざまなネットワークを活用して実施ししていきます。 
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他自治体での契約の実績について 

 

平成２３年度に、三重県と「新しい公共を支える資源循環の基盤づくり事業」の契約を行い

ました。期間は 10月 1日から 3月 31日までの半年間で、金額は 2,500,000 円でした。また、

平成２４年度にも、三重県と「新しい公共を支える資源循環の基盤づくり事業」の契約をし

ました。期間は一年間で 7,500,000円でした。 

 

契約の目的は、県民・企業等の NPO等に対する認知度を高め、県民・企業等から人材・資金・

情報等の資源が活発に循環し、NPO 等の活動を支える仕組みを構築していくことを目的とし

て、「資源循環の基盤づくり」に取り組む事業を実施することです。範囲は、桑名員弁地域二

市二町、人口 22万人ほどの地域です。 

 

これらの取り組みの結果として、みえきた市民活動センターは税制優遇のある認定 NPO 法人

となり、現在も、「身近な市民活動を応援する、市民活動応援☆きらきら基金」の活動を続け

て取り組んでいます。 

 

三重県との契約期間である 2011年 10月からの１年半のあいだに、おおむね 230口、60万円

弱のご寄付を地域のみなさまからいただき、のべ 37団体に総額 50.92万円の助成を実施しま

した。(残りの寄付額は次年度の助成原資に繰越)。また、地域内 105 の市民活動団体の訪問

取材を行ってホームページで紹介し、契約期末に、まちのかわらばん 2013年春特大号に簡単

な紹介を掲載して 2000 部を作成配布しました(A4 18ページ 4色カラー)。この他に、A3両面

１枚の「まちのかわらばん」を 18回発行配布しました。また、1回 2時間ほどのインターネ

ットラジオ放送「きらきら☆らじお」を 60回行い、大気の市民活動団体関係者 118組に出演

していただいて、自分たちの市民活動について語っていただきました。また、この他に、同

じ三重県の「新しい公共推進指針(仮称)策定事業」との関連で、3回の「桑名員弁地域円卓会

議」を開催し、この地域の市民活動が盛んになるための提案について議論した。 

 

これらの成果をふまえ、平成２５年度より、日本郵便年賀基金の助成金を毎年 50万円弱いた

だき、「桑名員弁の身近な市民活動を応援する、市民活動応援☆きらきらプロジェクト」を実

施し、現在もシーズン５として継続実施しています。 

 

2011 年 11 月の事業開始よりこの 3 月末までの累計で、おおむね 640 口 210 万円ほどのご寄

付をいただき、それを原資として、のべ 74 団体 19 事業と１大賞に、総額 200 万円強の助成

を行った。訪問紹介団体数は出入りがあって 122団体となり、きらきら☆らじおは 89回放送

となり、まちのかわらばんは 37 号を数え、地域円卓会議は 6 回となり、企業 26 社が企業の

社会貢献活動のアピールに関わってくれました。 
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５ 料金体系 

 

「協働運営委員の募集」「協働運営委員会の運営」「協働運営委員会定例会の開催」「個別・出

張相談」「運営委員会へのアドバイス」「市民活動センターへの助言」「市民活動団体情報の収

集」「市民活動団体情報発信」「職員研修」「公開講座」「これらの報告書の作成」「運営支援３

年計画」などに加えて、「企業等からの資源提供を受ける検討を進めていく」とすれば、ざっ

と営利ベースで見積もれば、500万円ほどでも安いかと類推します。 

 

特に、「協働運営委員会」関連の取り組みは、単に運営すればよいというのではなく、その運

営を通じて桑名の市民活動団体全体への働きかけも含み、今後への展開力やネットワーク力、

信用力、運営力など、市民活動団体の力量のアップをはかる大切な取り組みです。 

 

また、「市民活動団体情報調査と発信」は、180の登録団体の中から発信される情報だけでは

なく、こちらから課題解決手段の提供の規模やそのタイプを判断し、かつそれを必要として

いる市民に届けることも試してみたいと考えています。 

 

また、外部資源の取り込みについて、検討を深め、協働運営委員会のコンセンサスを得て実

験的に実施することができれば、これは今後の展開の方向を決めていくのに大きく寄与でき

ます。 

 

これらは、市民活動団体が提供している社会貢献活動の質・量をより高くしていくために、

時間をかけてより多くの人たちの参加によってなされていくことで、大きな成果を呼び込む

ことができます。 

 

 

これらを勘案して、３つの方針にもとづき、３つの主体のうち「市民活動団体」からはじめ

るために、市民活動団体が市民活動センターに集ってくる状況をつくることからはじめます。

今はその逆、集まってこないのですから、市民活動団体にさまざまなメリットを提供するこ

とからはじめなければなりません。この見積もり金額のうち、事業案内の郵送料や印刷費な

どの実費を除いた残りは、そのような市民活動団体のメリットとなるような使い方、呼び水

となる使い方をします。 

 

もちろん大いに足りないのですけれど、プロポーザルの実施要領に書かれた最高額で、でき

る範囲のことをすることになります。後 100 万円余分にあれば、もっといっきに、もっとた

くさんの人たちの参加をデザインして、効果的な展開ができますが、この金額が示された条

件ですからその条件の中でできることをします。 
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NPO法人会計の「評価益」の考え方からすれば、「無償もしくは著しく低い価格で提供された、

『現物資産』『施設等物的サービス』『ボランティアによる役務』」などについて、「合理的に

算定し、外部資料等によって客観的に把握できる」場合、これを金額に換算して、会計内に

収入と支出同額で記入することができます。 

 

それは、たとえば、営利組織が同様のことを行った場合に必要な費用の総額から、実際に動

いた金額を引いた差額として算出され、この額が「ボランタリーに提供された資源の額」と

なります。 

 

人件費ひとつとっても、このような基準によってひとつひとつの事業にかかった金額を算出

することができます。もっともたいていの場合、その算出により大きな人件費がかかるため、

評価益はほとんど提示されません。それでもこんな基準もありますので参考に示します。 

 

●会議で代表級 10人が集まって２時間会議をすると 75500円かかる。この会議を一年間で 10

回無償で開催すれば、話し合う場作りだけで 75万円以上が、ボランタリーに提供されます。 

(会議参加時間 2時間 + 会議行き帰り時間 0.5時間 =  2000円×2.5時間×10人) 

(議事録作成 + 参加者の案内発信・参加確認等 + 会議資料作成 1500円×15時間×1人) 

 

●無償もしくは著しく低い価格での財やサービスの提供の種類の一例 

 

ボランティア受入評価益 提供された人件費の額 

交通費受入評価益 受入人件費が発生する場所に人が移動する必要な額 

物品等受入評価益 提供された物品の額 

通信費受入評価益 提供されたインターネット関連サービスの額と、通信に必要な額 

施設等受入評価益 提供された地代家賃をリース料に換算した額 

サービス受入評価益 提供された人件費に換算できないサービスの額 

 

●無償もしくは著しく低い価格で提供された人件費評価益の基準の一例 

 

1000円/時間  特に経験を必要とせず、通常の常識の範囲で対応できる業務 

1200円/時間  ３年ほどの経験を持ついわゆる若手スタッフが行う業務 

1500円/時間  １０年ほどの経験を持ついわゆる中堅スタッフが行う業務 

2000円/時間  充分な経験を持ち、専門的な知識が必要な業務 

5000円/時間  充分に専門的な経験と知識を持ち、他の者にかえ難い業務 

  （弁護士などの相談料の半分として設定した 10000円/時間） 

 


