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■団体の概要
①拠点やまとの活動理念
この会は、
『大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例』に謳われた「新しい公共」を具現
化する「協働の拠点」市民活動センターを運営するために設立しました。多様な価値観に基づ
いて創出された公共的活動を行う市民、市民活動団体、事業者を支援し、共に育ち合える場を
提供します。そして、その活動がより効果的に展開され、よりよい「まちづくり」に繋がるよ
うに、それぞれが持つ資源の社会への創出を図ることを目的としています。
『大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例』
第9 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づき、それぞれの役割
分担に応じて、社会資源の充実を図るための協働の拠点(以下「協働の拠
点」という。)を設置し、その充実に努める。
2 協働の拠点は、原則として市民等がその運営を担う。
新しい公共

市民、市民団体、事業者及び市が協働して創出し、共に
担う公共をいう。

②主な事業構成
（１） 市民活動に関する市民、市民団体、事業者の交流
（２） 市民活動に関する情報の収集及び提供
（３） 市民活動・ボランティア活動の普及
（４） 市民活動に関する相談や研修、共育の推進
（５） 市民活動センターの管理運営
（６） その他前条の目的を達成するために必要な事業

③活動年表
平成 19 年 12 月

平成 16 年 11 月より、協働事業として大和市民活動センターの管理運営を行
っていた協働の拠点運営委員会から５名、事務局スタッフ３名で「大和市民
活動センター運営準備会」を発足

平成 20 年 4 月

名称を［拠点やまと］に変更

平成 20 年度

補助金交付団体として大和市民活動センターを管理運営

平成 21 年度～平成 23 年度 市との協働事業として大和市民活動センターを管理運営
平成 24 年度

協働事業 2 期 1 年目

平成 25 年度

協働事業 2 期 2 年目
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■平成 25 年度をふりかえって
大和市民活動センター(以下、「センター」と記)は「大和市新しい公共を創造する市民活動推進条
例」第９条に規定された「協働の拠点」と位置づけられ、ここに集う市民活動団体が共に育つ「共育
（ともいく）」をコンセプトにつながりの場づくりを行ってきた。

平成２５年度「センター」が展開してきた事業の中から特筆すべき事項を以下、列記する。
・市民活動団体交流まつり「カッコーフェスタ」はこれまで、人の入りにくい奥の会議室への流
れを作るために人寄せのスタンプラリーを行っていたが、今年度は取り止め、会議室でワークシ
ョップを行った。参加団体は工夫を凝らし、セミナー・発表・体験などを展開した。

・広報紙「あの手この手」では前年度、外部の情報が少ないと指摘をされていたので、登録団体
の直近のイベント情報、助成金情報等を掲載した。また、１日発行の広報紙と情報が被らないよ
うに、「ニュースレター」を月末配信から１５日配信に変更し、タイムリーな情報発信に努めた。
・FM やまと「大和市民活動センターだより『やまとっこ☆みつけた』
」の放送は１２月に２００
回を迎え、放送メディアを使って１４６団体の市民活動を周知することができた。
・「高校生のボランティアの推進」では受け入れ団体の分野、数も増え、参加高校の数も増えた。
また、ボランティアセンターとの情報交換会を開催した。
・「共育セミナー」では協働事業者、補助金交付団体が集まり、情報交換をする機会を提供した。
・ボランティア、市民活動の相談日を設け、相談に応じた。そして、県民サポートセンターのア
ドバイザー相談とも連携し、大和市民の相談をより身近な「センター」が引き継いだ。
・「市民活動推進補助金」に関しては、相談、企画書受付、協議と市民活動課に協力し、市民活
動団体を支援した。
・神奈川県下の中間支援組織と協働で NPO 法人イーパーツの「リユース PC 寄贈プログラム」に参
加し、センター登録の４団体に７台の PC を寄贈した。このプログラムを通して、中間支援組織間
のネットワークが広がった。
・「平成２５年度 第１８回大和市街づくり賞」のテーマ「人のつながりが見える風景」としてセ
ンター登録団体、３団体を推薦し、１団体が受賞することができた。

■事業の実施状況
平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月
１日（月）広報紙｢あの手この手｣６９号、2012 年ふりかえり号発行
２日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８０回放送
4月

１６日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８１回放送
２５日（木）協働事業・補助金事業報告会
３０日（火）ニュースレターVol.９８配信
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１日（水）広報紙｢あの手この手｣７０号発行
７日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８２回放送
5月

１４日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８３回放送
２８日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８４回放送
３１日（金）ニュースレターVol.９９配信
１日（土）広報紙｢あの手この手｣７１号発行
市民活動推進補助金公開選考会

6月

４日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８５回放送
１８日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８６回放送
２６日（水）第５８回共育セミナー開催
２９日（土）ニュースレターVol.１００配信
１日（月）広報誌「あの手この手」第７２号発行
２日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８７回放送
６日（土）協働事業等提案公開プレゼンテーション
１６日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８８回放送

7月

２１日（日）第５回登録団体交流会開催
２５日（木）夏休み中高生のボランティア体験
「このゆびとまれっ！」オリエンテーション開催
３０日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１８９回放送
３１日（土）ニュースレターVol.１０１配信
１日（木）広報紙｢あの手この手｣７３号発行
６日（火）FM やまと 「やまとっこ☆みつけた」第１９０回放送

8月

２０日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９１回放送
２７日（火）第８回イーパーツリユースＰＣ寄贈式
３１日（土）大和市防災訓練
ニュースレターVol.１０２配信
１日（日）広報紙｢あの手この手｣７４号発行
３日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９２回放送

9月

１７日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９３回放送
２１日（土）第５９回共育セミナー開催
３０日（月）ニュースレターVol.１０３配信
１日（火）広報紙｢あの手この手｣７５号発行
FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９４回放送

10 月

１５日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９５回放送
２９日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９６回放送
３１日（木）ニュースレターVol.１０４配信
１日（金）広報紙｢あの手この手｣７６号発行

11 月

５日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９７回放送
９日（土）
、１０日（日）カッコーフェスタ'13 ～活かそう ひろがりの わ ～開催
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１９日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９８回放送
３０日（土）ニュースレターVol.１０５配信
１日（日）広報紙｢あの手この手｣７７号発行
３日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第１９９回
１４日（土）第６０回共育セミナー開催
12 月

１６日（月）ニュースレターVol.１０６配信
１７日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第２００回
１８日（水）ワンピースとのクリスマス交流会
２８日（土）大掃除・交流会
ニュースレターVol.１０７配信
４日（土）広報紙｢あの手この手｣７８号発行
７日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第２０１回放送

1月

１１日（土）災害ボランティアセンター立ち上げ研修
１５日（水）ニュースレターVol.１０８配信
２１日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第２０２回放送
２９日（水）第６１回共育セミナー開催
１日（土）広報紙｢あの手この手｣７９号発行

2月

４日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第２０３回放送
１５日（土）ニュースレターVol.１０９配信
１８日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第２０４回放送
１日（土）広報紙｢あの手この手｣８０号発行
４日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第２０５回放送
９日（日）第９回イーパーツリユースＰＣ寄贈式
１３日（木）ボランティア見学会 協力

3月

１５日（土）市民活動推進補助金公開プレゼンテーション
１６日（日）第９回やまと国際交流フェスティバル参加
１５日（土）ニュースレターVol.１１０配信
１８日（火）FM やまと「やまとっこ☆みつけた」第２０６回放送
１９日（水）第６２回共育セミナー開催

（１）市民活動に関する交流と共育の推進
①第 5 回大和市民活動センター登録団体交流会 ～ひろげよう 市民活動の“わ”～
目的

・登録団体、個人、お互いを知るきっかけ、交流の場を設ける。
・活動団体同士の活動を通したネットワークをつくる。

日時

2013 年 7 月 21 日（日）14:00～17:00

場所

渋谷学習センター（IKOZA）

内容

名刺交換ゲーム・他者紹介・やまといきいき健康体操
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3 分間ＰＲタイム・交流トーク
話し合いなどゲーム感覚から他の市民活動を知る場の提供
参加者 １２団体（３３名）
成果

・団体同士の“つながり”
“顔つなぎ”のきっかけづくりに大いに役立った。
・互の団体の資源を出し合うことで、新しい活動の広がりが期待できた。
・団体同士、一緒に活動ＰＲをするなど輪が広がった。

課題

やや参加団体が固定している。

今後の方針 ・登録団体の人を集め、より効果的な交流の場となるよう日時・内容・広報な
ど検討していく。
・活動をはじめたばかりの小さな団体や新規登録団体にも、企画段階からの参
加を積極的に呼びかけていきたい。
②第 8 回市民活動団体交流まつり カッコーフェスタ'13 ～活かそう！ひろがりのわ～
目的

・
「センター」と登録団体の活動を多くの市民にアピールする場とする。
・参加団体がイベントを介して交流し、つながり、活動の幅を広げる。

日時

2013 年 11 月 9 日（土）・10 日（日）10:00～16:00

場所

市民活動センター 及び 駐車場

内容

参加団体による「ワークショップ」他、出店や展示コーナーを通して市民活動をＰ
Ｒし、交流した。

参加

23 団体、2 自治会（テント・机・イスなど借用）
来場者 9 日（土）約 1,600 人

成果

10 日（日）約 1,200 人

・従来のスタンプラリーはやめ、より市民活動団体らしいイベントを考えた。
・「ワークショップ」企画に 9 団体の申し込みがあった。
・市民へのＰＲは勿論、参加団体同士の交流も積極的に行われた。

課題

会議室を使って、９本の「ワークショップ」を行ったが、人集めを含め、周知の期
間が短かった。

今後の方針 ・センター独自のイベント方向に進みたい。
・ワークショップ企画開始の時期を早める。
③「第 9 回やまと国際交流フェスティバル」への参加
目的

・「センター」の存在をＰＲして、大和市の市民活動を多くの市民に知ってもらう。
・イベント参加の人たちと、
また参加団体間のつながりを目指して交流の場とする。

日時

平成 26 年 3 月 16 日（日） 10:00～15:00

場所

大和駅前 プロムナード東

内容

「大和市国際化協会」主催行事に参加して、外国籍大和市民に「センター」を知っ
てもらう。パネル「あなたのお国は？」母国語で「こんにちは」
「ありがとう」

参加者 １６カ国 ２１２人
成果

・ステージ出演者に対して、「センター」を「着替え・控え室」として提供した。
使用することによって、交流が生まれた。
5

・パネル中心に多くの人集めができて、直接外国籍の人たちと話ができた。
課題

国際支援・外国文化に関連する登録団体に参加を勧めるが反応は薄く、大和市民活
動センターのスタッフが請け負った様なイベント準備となってきている。

今後の方針 全体がエスニック料理・ステージ中心のお祭りなので、来年度はこの形式の参
加はやめる。

（２）市民活動に関する情報の収集及び提供
目的

「センター」の活動や登録団体の情報、その他市民活動に関する情報を収集し、様々
な方法で市民に提供する。

①広報紙「あの手この手」の発行
発行部数 ５００部 （登録団体のイベントチラシを情報交差点として同封）
配布先 市内公共施設、他市市民活動センター、登録団体・個人、配付希望者

号

実施

広報紙発行にあたって、輪番で担当。編集会議を開催し、毎月発行した。

数 発

行 日

主 な 記 載 内 容
p.1 1 年間に発行した表紙でふりかえり。1 年間 12 回の内容分析結果。

2012

p.2～3 連続共育セミナー（第 52 回～第 57 回）、センターHP、他市セン

年度ふ

4月1日

ター訪問、登録団体交流会、夏休みボランティア体験、カッコーフェ

りかえ

69 号に折込

スタ、年末大掃除、協働事業と市民活動推進補助金でふりかえり。

り号

p.4 ［FM やまと 大和市民活動センターだより『やまとっこ☆みつけた』
］
登録団体生出演でふりかえり。センター活用状況を数字でふりかえり。
p.1 表紙絵は夢耕作さん「若葉の大井川鉄道駅」。
［拠点やまと］会長の
年度初めの挨拶。
p.2 ボランティア見学会、さよなら原発大和パレード、第 8 回やまと国
際交流フェスティバルの報告。
「センター」のある日ある時。

69 号

4月1日

p.3 協働事業、市民活動推進補助金の提案スケジュール。第 57 回連続
共育セミナー、イーパーツ・リユースパソコン寄贈プログラムの報
告。
“大和市の”シリーズ(1)履歴：大いなる和。四月こらむ。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
熱血編集後記。
p.1 表紙絵は夢耕作さん、群馬県安中市の「農業生産法人」の鶏。
市民活動センタートピックス。

70 号

5月1日

p.2 大和市指定 NPO 法人制度、大和市協働事業等提案、市民活動推進補
助金事業についてのお知らせ。
p.3 第 58 回連続共育セミナーのお知らせ。市民活動掲示板。コラム毛
が三本。
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p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（2）月見野遺跡。センターからのお知らせ。
p.1 表紙絵は夢耕作さん「入梅」
。協働スタイル。
p.2 市民活動団体交流会のお知らせ。NPO 総会巡り。パソコン寄贈プロ
グラムについて。
「センター」のある日ある時。
71 号

6月1日

p.3 市民活動推進補助金事業決定。「このゆびとまれっ！」について。
市民活動掲示板：助成金情報。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（3）放送局：FM やまと。熱血編集後記。
p.1 表紙絵は夢耕作さん「ねむの木でみんなスヤスヤ眠ってる」。
協働スタイル。
p.2 第 5 回登録団体交流会、イーパーツリユース PC 寄贈プログラムの

72 号

7月1日

お知らせ。「センター」のある日ある時。
p.3 H25 年度協働事業提案公開プレゼンテーション、「このゆびとまれ
っ！」のお知らせ。市民活動掲示板：ボランティア募集
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（4）協働：市民活動センター。編集後記。
p.1 表紙絵は夢耕作さん「海あそび」
。協働スタイル。
p.2 「このゆびとまれっ！」のオリエンテーション、第 5 回登録団体交
流会の報告。
「センター」のある日ある時。

73 号

8月1日

p.3 H25 年度協働事業提案公開プレゼンテーション報告。登録団体イベ
ント情報。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（5）駅：大和市内に 8 つ。編集後記。
p.1 表紙絵は夢耕作さん「十五夜に向かって」。協働スタイル。
p.2～3 「このゆびとまれっ！」の報告。第 59 回共育セミナーのお知ら
せ。H25 年度協働事業等提案検討結果報告会の報告。登録団体イベ

74 号

9月1日

ント情報。イーパーツリユース PC 寄贈プログラムの寄贈式の報告。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（6）人口：23 万人。
「センター」のある日ある時。
編集後記。
p.1 表紙絵は大澄剛さん、大和の駅シリーズ その 1「中央林間駅」
。
協働スタイル。
p.2 カッコーフェスタ‘13 のお知らせ。大澄剛さんのプロフィール。
「センター」のある日ある時。

75 号

10 月 1 日

p.3 第 59 回共育セミナー報告。相談日開設のお知らせ。市民活動団体
イベント情報。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（7）位置：地球の裏側は？
時。編集後記。
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「センター」のある日ある

p.1 表紙絵は大澄剛さん、大和の駅シリーズ その 2「つきみ野駅」
。
協働スタイル。
p.2～3 カッコーフェスタ‘13 のお知らせ。第 60 回共育セミナー、イ
ーパーツリユース PC 寄贈プログラムのお知らせ。大和市安全安心
76 号

11 月 1 日

指導員の夜間パトロールに控室提供について。
「センター」のある
日ある時。新規登録団体紹介（10 月度）
。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（8）カラー：わかくさ色。「センター」のある日ある時。
編集後記。
p.1 表紙絵は大澄剛さん、大和の駅シリーズ その 3「相模大塚駅」
。
協働スタイル。
p.2 第 60～63 回共育セミナー、市民活動推進補助金制度、イーパーツ

77 号

12 月 1 日

リユース PC 寄贈プログラムのお知らせ。大和市民活動センターか
ら大掃除・年末年始閉館のお知らせ。
p.3 カッコーフェスタ‘13 報告。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（9）花：野菊。
「センター」のある日ある時。編集後記。
p.1 表紙絵は大澄剛さん、大和の駅シリーズ その 4「大和駅」
。
協働スタイル。
p.2 第 61 回共育セミナーのお知らせ。第 60 回共育セミナーの報告。
センター隣の大きなケヤキの木伐採。イーパーツリユース PC 寄贈プ

78 号

1月4日

ログラム、大和市平成 26 年度市民活動推進補助金の募集について。
p.3 FM やまとの大和市民活動センターだより『やまとっこ☆みつけた』
の生放送 200 回達成とその全容。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（10）鳥：オナガ。「センター」のある日ある時。
編集後記。
p.1 表紙絵は大澄剛さん、大和の駅シリーズ その 5「高座渋谷駅」
。
協働スタイル。
p.2 第 62 回共育セミナーのお知らせ。第 61 回共育セミナーの報告。平
成 26 年度市民活動推進補助金申請の企画書作成の相談・説明会の
報告。
「センター」のある日ある時。イーパーツリユース PC 寄贈プ

79 号

2月1日

ログラムの予定。
p.3 ボランティア見学会のお知らせ。平成 25 年度災害ボランティアコ
ーディネーター養成講座の報告。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（11）協働：大和市民活動センター。
「センター」のある
日ある時。編集後記。
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p.1 表紙絵は大澄剛さん、大和の駅シリーズ その 6「南林間駅」。
協働スタイル。
p.2 3 月行事のお知らせ。
「センター」のある日ある時。イーパーツリ
80 号

3月1日

ユース PC 寄贈プログラム審査会の報告。
p.3 大和市民活動センター設立 10 周年：10 年間の成果。
p.4 ［FM やまと『やまとっこ☆みつけた』
］出演団体の様子。
“大和市の”
シリーズ（12）郵便番号 242 市外局番 046。編集後記。

成果

紙メディアとして毎月発行し、市民活動に関する情報を提供した。

課題

月ごとに紙面構成にばらつきがあった。

今後の方針

より読みやすい紙面構成を目指す。

②ホームページの更新
実施

「H.P.情報はいつも新鮮」をモットーに日々更新を続けた。

成果

市民活動、
「センター」の情報に加えて、大和市内のイベントについても広報やリポ
ート記事を掲載し、「タウンニュース」としても機能した。登録団体についてはイ
ベント情報の他に、FM やまと「大和市民活動センターだより やまとっこ☆みつけ
た」の放送内容記録が放送第２０６回を終えて一大コーナーとなり、PR の場となった。

課題

SNS(Facebook)を活用した広報を行うこと。

今後の方針

情報発信をより強化していく。

③ニュースレター（E メール）の配信
配信件数

（4 月～12 月）毎月末配信

（12 月～3 月）毎月１５日配信

配信対象

センター登録団体・個人、大和市の関連団体･社協等、周辺都市の市民活動セン
ター、報道・出版・放送関係機関、及び配信希望者

成果

配信日移行時の１２月に２回配信したので１３回となった。
毎月１５日に配信することにより、1 日発行の広報誌「あの手この手」と半月ずれ
るので、よりタイムリーな情報発信ができた。
また、次のような工夫をし、読みやすさを心掛けた。
・見出しのフォーマットや書式を統一した。
・開催日や締切日を時系列に並べた。
・イベント案内欄は、登録団体の活動が分かりやすいように別立てにした。

課題

より簡潔で、より分かりやすいニュースレターを作り、配信する。

今後の方針

メールの特性を生かして、タイムリーに情報の発信を行っていく。

④マスメディアの活用
内容 ・ＦＭやまとの生番組「朝ラジ ホッとスクランブル」の中で、地域の市民活動を市民
に伝えるためのコーナー、
「大和市民活動センターだより『やまとっこ☆みつけた』
」
を放送した。
・第１・３・５火曜日の朝 9：00 から約 1 時間にわたって、登録団体が出演して、
活動紹介をした。
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出演団体数 ２７団体
成果

（添付資料１参照）

放送中に飛び出す思いがけない活動に、改めて市民活動の奥深さを知り、市民力の
大きさを実感することができた。

課題

生放送なので、出演団体との調整が難しかった。

今後の方針

・多様な市民活動があることを、多くの人に知らせていく。
・スタッフ全員でアンテナを張って、登録団体の活動を紹介していく。

⑤その他
・情報コーナー
登録団体等のチラシの展示

(年間)

５０１件 ６２６種類

・館内掲示板＝広報やまと、神奈川新聞、タウンニュース大和版、リベルタ、
HIT(平田自動車広報紙）など
日刊紙、フリーペーパータウン紙の記事切り抜き情報の掲示。
ボランティア情報コーナー
・屋外掲示板＝建物脇の歩道に面して掲示板を設置。
「センター」のイベント情報、イベント報告写真などを掲示。
・会議室＝「センター」企画イベント情報、イベント報告写真、登録団体イベント情報を掲示。
広報やまと 主に神奈川新聞より子ども関連の記事掲示。
・印刷室/多目的ルーム＝広報やまと 「センター」企画イベント情報掲示。
・広報パネル展示＝「センター」主催企画のイベントを展示。
・登録団体ファイル (希望する団体のみ過去情報のファイリング)

１３０団体

・他市サポートセンター広報誌 展示・ファイリング
・パソコンの開放
成果

「センター」に届くあらゆる情報を提供することができた。

課題

館内が狭いため、チラシや冊子を効果的に掲示、展示することが難しい。

今後の方針 来館者にわかりやすい展示、掲示をおこなう。

（３）社会資源の創出及び発信
１）ボランティア機会の提供
目的

市民、中高生のボランティア活動のきっかけづくりを行う。

①夏休み中高生のボランティア体験「このゆびとまれっ！」
目的

中高生が学校の先生や家族以外の大人と出会い、社会との関わり合いの多様性を認
識する。
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イベント内容

日時

オリエンテーション（このゆ

7 月 25 日（木）

び）

参加者
のべ人数

ボランティアのべ人数
(

)は高校生

68 名

68 名（56 名）

引地川の掃除をする

7 月 27 日（土）

21 名

21 名（10 名）

ミサンガの袋詰め

7 月 31 日（水）

13 名

13 名（9 名）

知的障害児と遊ぶ

7/26 8/2（月）9（金）

49 名

（9 名）

子どもと遊ぶ

8/2.7.20.21（月）

87 名

（7 名）

リサイクル品販売の手伝

8/.2.20.21.

16 名

16 名（16 名）

49 名

27 名（17 名）

い
視覚障害者と卓球をする

8 月 19 日（月）8 月 26 日（月）

コンサートの手伝い

8 月 24 日（土）8 月 25 日（日）

8 名（4 名）

参加者 のべ 303 名
成果

・受け入れ団体が増えた。
・中・高生のボランティアのきっかけ作りに寄与した。
・ボランティア体験を通して、中・高生が障害者や障害児とのコミュニケーション
を取れるようになった。

課題

気持ちはあるが、自主的にボランティア活動に参加できない生徒がいた。

今後の方針

活動分野の選択肢を広げ、参加する生徒を増やしていきたい。

②子ども交流クリスマス会
目的 ・障害を持つ子どもたちが、家族以外とのふれあいを持つ。
・ボランティア機会を提供する。
日時

12 月 18 日（木）10：00～17：00

内容

10：00～12：00
クリスマスの飾りつけ、クリスマスカード作りの準備。
13：00～16：00
子どもと一緒にクリスマスカード作る。
パンケーキを作り食べる。 折り紙やお絵かきで遊ぶ。
16：00～17：00
後片づけ、参加者（ボランティア・スタップ）と交流

参加者 ４８名 ボランティア 大人２名、高校生６名
成果

ボランティア調整が適切に行われ、ボランティア参加者が楽しみながら活動できた。

課題

夏休みのボランティア体験者を冬のこのイベントに繋げることができなかった。

今後の方針

夏休みのボランティア体験者のメーリングリストを作成し、参加を呼びかけ
ていきたい。
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２）ボランティアコーディネート （添付資料２参照）
活動のべ人数 ２５８人 一般２６人 高校生２３２人

（４）市民活動及び協働事業に関する相談や研修
①共育セミナー
目的

市民、市民団体、事業者が持つ知恵、経験、技を持ち寄り、共に育ちあう場を提供
する。

回数

開催日

テ ー マ

58 回

6 月 26 日

59 回

9 月 21 日

60 回 12 月 14 日

61 回

62 回

1 月 29 日

3 月 19 日

成果

ゲスト

個別対応セミナー「活動計算書」を作成しま 板倉幸子他 1 人（公益

２団体

アシストかながわ）

「活動の展開から見えてきたもの」

５団体

１３人

５団体

１８人

「協働事業から見えてきたもの」
～活動の継
続には何が必要か～
市民活動・ＮＰＯのいまどき「インターネッ
ト」広報事情の基礎！

山田泰久〈日本財団情
報コミュニケーショ

市民活動のために「書くこと」にこだわって 鈴野和重（ＮＰＯ法人
みよう

相模川倶楽部理事）

内容の良さにも関わらず、参加人数にバラツキがあった。
市民活動を支える視点でテーマを設定して開催していきたい。

②相談・支援
市民活動補助金相談・協議対応
市民活動相談

３４件

市民活動団体支援

４５件

ＩＴ支援

４４件

市民相談

２件

３人

２０人

ンチーム〉

・市民活動を継続するめのヒントを具体的に示すことができた。
今後の方針

数

せんか？

・補助金交付団体と協働事業者が集まり、意見交換ができた。

課題

参加者

○後援 ・やまと災害ボランティアネットワーク
「災害対応図上訓練と人材育成講演会」 9 月 8 日（日）
・演劇やまと塾
「バーデン バーデン」9 月 1 日（日）保健福祉センター
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９人

・しんちゃんハウス
はぐぐねっと 6 周年イベント『きて・みて・遊ぼ♪』11 月 16 日（土）
・大和つじゆみライブ実行委員会 平成 26 年 4 月 29 日
○協力 地域家族しんちゃんハウス「すてきな子育て」講演会 平成 26 年 2 月 23 日(日)

（５）市民活動促進のための施設及び設備の提供
①利用実績
来館者数 年間

【

10,616 名】 (前年度

登録団体

【累計 245 団体】 (新規

12,289 名）

28 団体 退会 3 件)

②施設、設備、機器の利用状況
当期計

前年度計

過去累計
(H16.11～H26.3)

583
4,734

4,026

（人）

508
4,026

多目的ルーム （件）

131

104

815

（人）

815

548

（件）

401

444

会議室

印

刷

（件）

4,207
（添付資料３参照）

○寄贈
・ウエキ文具センター
マス目模造紙、ゴム判、和紙、習字用具、用紙、ポインター、ファイル、ボードや文具セットなど
・アベックス：ロールペーパー２箱
・匿名：インク全色１セット（ＥＰＳＯＮ ＰＸ－1004）
・ふるさと 4 事業：ＰＣインクセット（Ｃａｎｏｎ－ＭＧ３２００）
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平成２５年度

大和市民活動センター収支計算書

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

拠点やまと
平成２６年４月２２日

収入の部
科目

２５年度予算

実績

差額

説明

１．市負担金

6,340,000

6,340,000

0

２．利用負担金

1,100,000

1,010,929

89,071

施設利用料

349,000

①会議室

273,000

②多目的ルーム

25,600

③ロッカー

50,400

機器利用料

637,230
23,850

事業収入
雑収入

849

①寄付金

670

②預金利息

179
7,440,000

収入合計

7,350,929

89,071

実績

差額

支出の部
科目

２５年度予算

１．人件費

5,179,416

5,179,244

172

①スタッフ賃金

4,740,816

4,879,764

-138,948

393,600

299,480

94,120

45,000

0

1,100,000

1,036,645

63,355

①交流・共育の促進

200,000

158,889

41,111

②情報の収集・提供

500,000

496,295

3,705

③社会資源の創出・発信

150,000

100,511

49,489

④相談・研修

250,000

280,950

-30,950

1,160,584

1,135,040

25,544

①水道光熱費

310,000

347,281

-37,281

②通信費

100,000

119,323

-19,323

③事務消耗品費

500,000

566,908

-66,908

④修繕費

50,000

2,380

47,620

⑤保険料

45,000

43,510

⑥管理諸費

135,584

42,758

92,826

⑦一般旅費

20,000

12,880

7,120

7,440,000

7,350,929

89,071

②通勤費
③法定保険料
２．事業費

３．管理費

支出合計
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説明

45,000 労働保険 概算で支払済

1,490 賠償責任保険

■施設運営の状況
①会議
開催

毎月第４火曜日（年間１２回）

場所

大和市民活動センター

構成員 拠点やまと、市民活動課、監事
日

時

出席者
拠点やまと

4 月度

4 月 23 日（火）

5名

10：00～12：00

市民活動課
4名
拠点やまと

5 月度

5 月 28 日（火）

6名

10：00～12：00

市民活動課
2名
拠点やまと

6 月度

6 月 25 日（火）

6名

10：00～12：00

市民活動課
2名
拠点やまと

7 月度

7 月 23 日（火）

5名

10：00～12：00

市民活動課
2名
拠点やまと

8 月度

8 月 27 日（火）

6名

10：00～12：00

市民活動課
2名

議

題

１.平成 24 年度大和市民活動センター管理運営事業
報告・収支報告、平成 25 年度事業計画（案）・収
支予算（案）
２.日常業務連絡と報告
１.かながわイーパーツ PC 寄贈プログラムについて
２.登録団体の総会にスタッフが出席した報告
３.活動センター10 周年に向けて
４.日常業務連絡と報告
１.かながわイーパーツ PC 寄贈プログラムの確認
２.市民活動団体交流会の実施確認
３「このゆびとまれっ！」オリエンテーション実施確認
４．日常業務連絡と報告
１. 報告事項（イーパーツ、このゆびとまれっ、団体
交流会、新スタッフ）
２. ９月開催共育セミナ―討議
３. センター１０周年に向けて役割りなどの討議
４. 日常業務連絡と報告
１. 報告事項（イーパーツ、「このゆびとまれっ！」
）
２. センター１０周年企画・役割りの検討、
３. カッコーフェスタ‘13 検討
４. 日常業務連絡と報告
１. 夜間使用検討

拠点やまと
9 月度

２. センター１０周年の大切な歴史の保存検討

9 月 24 日（火）

6名

３. 今後の大学との連携検討

10：00～12：00

市民活動課

４. 共育セミナ―報告と企画

2名

５. カッコ－フェスタ‘１３報告
６. 日常業務連絡と報告

拠点やまと
10 月度

10 月 22 日(火)

6名

10：00～12：00

市民活動課
2名

１．
「このゆびとまれっ！」運営委について
２．今後の共育セミナ―企画検討
３．災害ボランティアセンターについて
４．カッコーフェスタ‘13 進捗状況検討
５．日常業務連絡と報告
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１．カッコ－フェスタ‘13 開催報告

11 月度

拠点やまと

２．報告事項（イーパーツ、発信力強化プログラム

11 月 26 日（火）

6名

中間支援組織 CEO ミーティング、企業と NPO パートナ

10：00～12：00

市民活動課
3名

ーシップキックオフミーティング）
３．協働事業行政提案意見交換
４．市民活動センター10 周年に向けて検討
５．日常業務連絡と確認
１. 共育セミナ―企画・検討

拠点やまと
12 月度

12 月 24 日（火）

7名

10：00～13：00

市民活動課
3名

２. クリスマス会報告
３. 大学との連携（相模女）
４. 市民活動推進補助金受付について
５. ニュースレター配信日変更
６. 28 日大掃除の内容について
７. 日常業務連絡と検討
１．危機管理に必要な事

1 月度

拠点やまと

２．後援の意義について

1 月 28 日（火）

6名

３．次年度計画について

10：00～12：00

市民活動課
2名

４．市民活動推進補助金個別協議について
５．相模女子大学とのボランティア連携について
６．日常業務連絡と検討

拠点やまと
2 月度

2 月 25 日(火)

6名

２．２６年度事業計画の確認

10：00～12：00

市民活動課

３．２５年度事業の振り返り

2名
拠点やまと
3 月度

１．レターケースの管理について

3 月 25 日（火）

5名

10：00～12：00

市民活動課
3名

４．日常業務連絡と検討
1.報告事項（イーパーツリユース PC 寄贈、
‘14「この
ゆびとまれ」国際交流フェスティバル、共育セミナー、
街づくり賞表彰式）
２．平成 26 年度事業案・予算案の確定
３．相模女子大学インターシップ受入れ検討
４．日常業務連絡と検討

②新しい公共への参加

［拠点やまと］は、
「新しい公共」に参加する意思をもって参画し、協働の拠点運営事業に関
わっている。勤務外での［拠点やまと］メンバーの活動は、すべてボランティアで行われてい
る。これらボランティアにより、無償で提供された労力や時間などをインカインドとして集計
し、活動の拡がりを表す方法として、目に見える形でまとめた。（添付資料４参照）
総時間数 ９７７時間

約８４８，０００円（神奈川県最低賃金時給８６８円で算出）
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※インカインド・・・ボランティア活動として提供された労力などを、お金に換算した場合
の額のこと。
【計算方法】 ＊各事業の企画、事前準備、作業等の活動参加時間を 1 時間ごとに計算。
＊各活動のための移動時間、自宅での作業時間は算入されていない。
③他機関、組織との関わり
○市民活動推進補助金アドバイザー（関根）
○綾瀬市きらめき補助金選考委員（関根）
○FM やまと番組審議委員（小杉）
○調査 ・かながわ県央マンションネットワーク
自治会内での防災・マンション建設・要介護者などの聞き取り
・鎌倉市市民活動センター協働事業部会 大和市の協働事業について
・福田の里

大和市における市民参加の現状について

○視察 ・さがみはら市民活動サポートセンター

1 月 27 日（月）

代表理事、センター長、スタッフ６名、市職員２名
・県民サポートセンター

所長、県職員 1 名

④メンバー
会長

関根 孝子

副会長 小杉 皓男
会計

望月 則男
石川美恵子
櫻井 貞代
櫻井美紀子
中山みゆき
廣瀬 康代

監事

小林 仁

⑤サポーター
今里鐡男
⑥連絡先
大和市中央１－５－１
℡ 046-260-2586

Fax 046-205-5788

E-Mail yamato@ar.wakwak.com
http://www.kyoudounokyoten.com
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2 月 4 日（火）

