
一般財団法人明石コミュニティ創造協会 

2015年度(平成 27年度)事業報告 

 

 明石コミュニティ創造協会は、住民相互の連帯に支えられた、住みやすい地域コミュニテ

ィを創造する活動を促進し、人々の生活、福祉、文化の向上に寄与することを目的として、

2012年に設立しました。具体的な活動としては、校区まちづくり組織を民主性・開放性・透

明性・計画性を持った協働のまちづくり推進組織へ強化するための『地域団体支援』、ＮＰＯ

や市民活動団体などの『テーマ型市民活動支援』、これらを支えるための『協働のまちづくり

の普及啓発』の大きく３本柱で活動しています。 

2015年度（2015年４月 1日〜2016年３月 31日）の実績は以下に記載のとおりです。 

 

１ 地域団体への支援 

 2012年度から３年間、モデル事業３校区（松が丘小学校区、江井島小学校区、魚住小学校

区）及びまちづくり協議会未結成校区（中崎小学校区）において、民主的で開かれた「協働

のまちづくり推進組織」の結成に向け、組織強化・合意形成システムづくりの取り組みを支

援してきました。 

 2015年度は、これらモデル校区の取り組みを、全市へ広げていく重要な１年という位置づ

けのもと、市内全校区を民主性・開放性・透明性・計画性をもった「協働のまちづくり推進

組織」へ発展させられるよう、明石市市民協働推進室と連携して支援しました。具体的には

以下のとおりです。 

 

１）各校区への直接支援 

①まちづくり計画書策定補助事業実施校区 

 ・対象校区：中崎、花園、和坂、鳥羽、山手、錦が丘、清水（計７校区） 

 ・内  容：校区の課題に対して継続的に取り組んでいける組織へと変えていくため、意

見交換会の進行、組織づくりの事例提供などの支援を行いました。 

②モデル事業実施校区 

 ・対象校区：松が丘、江井島、魚住（計３校区） 

 ・内  容：2016年度からの交付金の受け入れに向けて、会計事務や合意形成が取れる会

議の場づくりなどの体制づくりを行いました。 

③その他の校区 

 ・対象校区：藤江、錦浦、二見北（計３校区） 

 ・内  容：活動が円滑になるために、会則改正や組織運営の改善などを支援しました。 
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２）地域事務局支援 

 ・対象校区：花園、和坂、江井島、魚住、中崎、鳥羽、錦が丘 

 ・内  容：運営の事務処理だけでなく、組織全体のマネジメントを地域が自立して行え

る事務局体制づくりを支援しました。 

 

３）その他 

①明石市連合自治協議会理事会、視察等に参加 

 ・内  容：明石市連合自治協議会理事との信頼関係づくりを目的に、明石市連合自治協

議会が主催する行事に参加しました。 

②まちづくり意識啓発のための広報紙の発行  

・あかしまちづくりＮＥＷＳ（発行回数：３回） 

   市内 28校区のまちづくり活動を伝える広報紙を発行しました。地域や庁内に広く配布

し、まちづくりの意識啓発を行いました。今後も年３～４回発行していく予定です。 

③協働のまちづくり推進組織運営手引きの改訂 

 ・内  容：協働のまちづくり組織のあり方や会計・労務の手続き等を示した冊子を、市

民協働推進室と連携して約１年半ぶりに改訂しました。 

 

４）まちづくり運動助成 

  ・内  容：明石市内 13中学校区のコミュニティ・センター運営委員会と明石市連合自

治協議会に助成をしました。 

  ・助成総額：930,000円 

 

２ テーマ型市民活動への支援 

１）市民活動コーナー運営 

  ・内  容：市民活動に関する相談やコーディネート、広報の支援、助成金情報の提供、

団体登録制度の運用、あかし市民活動 WEB でのコーナーの広報と利用促進

などを行いました。 

  ・登 録 数：104団体（11団体増加） 

 

２）明石市民活動・ボランティア団体実態調査 

  市民活動団体やボランティア団体の実態や課題、団体の意向等を把握し、今後の「協

働のまちづくり」推進に活かすことを目的に、本調査を実施しました。 

◇調査期間：2015年９月～12月  

◇配布数：418団体  

◇回収数：276団体（回収率：66.0％） 
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３）相談業務 

  ・内  容：ＮＰＯ法人格取得に関する相談、組織運営マネジメントに関する相談、事 

        業の企画・運営に関する相談、助成金申請相談など。 

（簡単なコーディネート支援等は含んでいません。） 

・相談件数：100回 

 

４）交流会の開催 

①コラボミーツの開催：２回 

 ・内  容：多くの人たちが出会い交流することで、横のつながりや活動の広がりが生ま

れることを目指して、「人の巻き込み方」を学ぶセミナーと分野（地域・行政・

市民活動団体）を超えた人たちが出会う交流会を開催しました。 

 ・実施日／内容／参加人数 

実 施 日 内 容 参加人数 

12月９日 まちづくりセミナー(栗木 剛)/交流会 80名 

３月 16日 交流会 67名 

②つながりサロンの開催 

 ・内  容：市民同士のつながりを生み、主体性を促すためのサロンを開催しました。 

 ・開催回数：12回（計 93名参加） 

毎月第３木曜日 18:30～20:30 

あかし男女共同参画センター・実習室で開催 

 

５）セミナー・講座の開催 

①たのしい会議の作り方 

 ・内  容：市民活動団体のスキルアップを目的に、外部講師を招き、主催講座を開催し

ました。 

 ・実施日／内容／参加人数 

実 施 日 内 容 参加人数 

６月 25日 会議は机の配置で変わる？場づくりを学ぼう！ 12名 

７月 15日 板書って一体どうやるの？意見の見せ方を学ぼう！ 12名 

７月 28日 色んなワークショップを体験しよう！ 12名 
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②ＮＰＯ講座 

 ・内  容：ＮＰＯを支援するために、基本的な成り立ちから、活動を発展、継続してい

くために必要な情報を学ぶことができる基礎講座を開催しました。 

 ・実施日／内容／参加人数 

実 施 日 内 容 参加人数 

３月 ５日 ＮＰＯはじめて講座 ９名 

３月 26日 ＮＰＯのための資金調達＆助成金活用術編 12名 

 

６）各種ネットワークへの参画・支援 

①ネットワークへの参加 

・内  容：中間支援組織として、さまざまなネットワークへ加盟し、情報収集や提供 

を行いました。 

・参加ネットワーク：ひょうご中間支援団体ネットワーク、 

小規模多機能自治推進ネットワーク 

②市民活動団体ネットワーク明石の支援 

・内  容：あかし市民活動団体協議会の解散後、様々な団体から市内の市民活動団体の

ネットワーク組織を新たに発足する相談を受け、当財団から情報提供やアド

バイスが必要な事からサポートを行いました。 

③ＮＰＯと行政の協働会議 in東播磨の開催 

 ・内  容：地域や社会課題の解決に向けてＮＰＯと行政に期待されること、その関係性

を改めて考える機会が必要と考え、東播磨地域のＮＰＯ、行政など幅広い関

係者でこれからの協働の可能性について意見交換＆交流会を行いました。 

 ・実施日／内容／参加人数 

実 施 日 内 容 参加人数 

10月６日 これからの協働を考える円卓会議 45名 

 

３ 協働のまちづくりの普及啓発 

１）協働のまちづくり研修（市職員向け） 

  市職員が協働に対する理解を深め、それぞれの職場において「協働のまちづくり」の実

践につながるように研修を市民協働推進室とともに実施しました。 

 

２）協働のまちづくり組織のあり方会議 

・内  容：市民協働推進室と協働のまちづくり組織のあり方について勉強会を開催し

ました。 

・回  数：９回 
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３）出前講座 

  ・内  容：協働のまちづくりに向けた取り組みや、身近なコミュニティの重要性につ 

        いて出前講座を実施し、普及啓発を行いました。 

・実施日／内容／依頼先 

実 施 日 内 容 依頼先 

７月 29日 ご近所で支え合う地域づくり 高丘在宅支援センター 

９月 29日 明石市の協働のまちづくり 市民自治あかし 

 

４）先進地事例の視察・情報収集 

  明石市における協働のあり方を考えるために、研修への参加や先進地の視察を実施しま

した。 

  ・実施日／研修先 

実 施 日 研修先 

５月 15日～16日 地域力・協働力・支援力研修 in岡山 2015 

12月３日 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 

 

４ 法人管理 

１）組織体制 2016年(平成 28年)３月 31日現在 

   評議員  入江 一惠 

川島 幸夫 

橋本 浩司 

山下 孝光 

山田 信彦 

山本 洋子 

 

   理事長  高橋 嗣郎（非常勤） 

   常務理事 澤井 康樹（常勤） 

   理事   西川 勉（非常勤） 

   監事   岸本 智洋（非常勤） 

 

   事務局  事務局長 １人  スタッフ ７人 
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２）会議 

  [評議員会] 

   第９回   2015年５月 27日  2014年度事業報告・決算の承認 

   第 10回 2015年６月 15日  評議員の選任 

   第 11回 2015年７月 30日  補欠理事の選任 

第 12回 2016年３月 30日  2016年度事業計画・予算の承認 

 

[理事会] 

第 10回  2015年５月６日  2014年度事業報告・決算の承認 

評議員会の開催承認 

   第 11回 2015年６月３日  役員の選定、評議員会の開催承認 

第 12回  2015年７月 21日  評議員会の開催承認 

第 13回 2016年３月 16日  2016年度事業計画・予算の承認 

                 評議員会の開催承認 

 

[事務局] 

   明石市市民協働推進室との定例連絡会 毎週金曜日９:30～ 

    財団スタッフミーティング       毎週１回 

   スタッフスキルアップ研修      随時 

 


