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2014 年度 

事業報告（4 月～3 月） 
 
 
 
 
 
 
 

1、相談業務 
2、事業指定寄付制度『にじまちサポーターズ』の運営・普及 
3、講座の開催 
4、東近江市パブリックアクセス推進協議会活動 
5、わくわくコラボ村～東近江市市民活動推進交流会～ 
6、地域の結婚・子育て支援事業 
7、パブリックアクセス推進事業 
8、事業実施体制 
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1-1、相談コンサルティングに関する業務 

 
1)窓口・電話による多様な相談への対応 

 相談者の主訴、事務局で対応したこと等をまとめ、スタッフ全員が対応てきるよう、 

1件 1件に記録を残している。さらに、記録を集計することにより、まちづくりネット 

東近江に期待される役割は何か、強化すべきことは何か等を検討する貴重なデータと 

して活用している。  

【実績】 

     総相談件数４２件  

 

   「NPOの活動・事業運営」についての相談ニーズが高い。特に事業をどう展開してい

くか、活動資金の相談等が多くなった。集計分類の項目は事業の柱に合わせ、相談

で受けた内容を事業に反映しやすいよう設置している。 

  <表 1>は項目の主な相談内容である。 

          <表 1>相談案件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

大分類 小分類 件数 

1 設立相談 設立の手続きと流れなど ０件 

2 会計・財務相談  会計・財務の 
具体的な内容など 

８件 

3 市民活動相談  組織・事業運営、 
「協働」に関することなど 

８件 

4 情報発信相談 広報・PR、情報発信 など １６件 

5 助成金相談 助成金、活動支援金など ５件 

6 その他  上記分類に 
当てはまらないもの 

５件 

(総計) ４２件 
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 <表 2>主な相談者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)各種の相談要請に対するアドバイザーの派遣、専門家の仲介 

 

相談された案件について専門的な支援が必要となった為、専門家及び専門機関への 

  コーディネートを行った。 

       ①大学と地域団体との連携 

 

    ②防災訓練への取り組み 

分 類 件数 

事業所（個人事業主、企業） ９件 

まちづくり協議会（コミュニティセンターを含む） ４件 

社会福祉協議会 １件 

NPO １１件 

任意団体 ５件 

行政 ８件 

一般 ４件 

(総計) ４２件 

対象団体  東近江スポーツ少年団 

連携先 びわこ学院大学スポーツ学科 

内容 指導者不足に悩むスポーツ少年団と連携先を検討していた大学を

マッチングした。 

関係者 東近江市議、びわこ学院大学、東近江スポーツ少年団、まちづくり

ネット東近江、東近江市スポーツ課 

対象団体 東日本大震災滋賀県内避難者の会 
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    ③視察先の紹介 

 

1-2、情報収集・提供に関する業務 

 

①地域情報ポータルサイト「東おう Me！！」の管理運営  

 

東近江市地域情報ポータルサイト「東おう Me！！」のサイト運営に関する事項を検討・

調整し、運営を行った。 

定期的な更新・保守・管理。セキュリティの診断や障害対応など。 

 

【実績】 

 地域情報ポータルサイト  「東おう Me！！」の管理運営 

地域情報を月/１０本以上、その他助成金情報、行政情報を掲載した。 

トータルアクセス：15317 

トータルユニークユーザー：29501 

２０１４年度ページビュー：43750 

月間平均ページビュー：3645 

 

 

 

 

 

連携先 しが NPO センター、湖東地区まちづくり協議会 

内容 防災訓練を開催するにあたり、県内及び開催地区の関係者の協力を

要請したいとの相談があり、連携先を紹介。 

関係者  東日本大震災滋賀県内避難者の会、しが NPOセンター、 
東近江市防災危機管理課、滋賀県 

対象団体 東近江国際交流協会 

連携先 野菜花、愛のまちエコ倶楽部 

内容 海外からの視察団の受け入れ先を紹介。 

関係者 東近江国際交流協会、まちづくりネット東近江 
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②市内外の市民活動・地域活動等に関する情報の収集及び発信 

 

市民活動・地域活動等に関する情報を取材し、 

ポータルサイト・広報誌に掲載した。 

また、市役所１階ロビーの壁面に、 

情報掲示板を設置し情報の提供を行った。 

 

 

③市民活動に関する機関誌の発行・配布（年３回以上、配布は市が協力） 

広報誌『にじまち』の発行。発行部数は５０００部で６月、９月、１月、３月の４回発行。 

各号テーマを設けて特集記事を掲載した。   

６月：特集-私たちの仕事場、ようかいちまちゼミ、にじまちサポーターズ他 

９月：特集-地産地消ってなに？、服の移動販売、東近江青年農業者クラブ、 

東近江スポーツクラブ楽苦備他  

１２月：特集-わくわくこらぼ村開催！、障がい者支援施設あかね、銘茶ますきち 

NPO法人認知症を学び介護する会ほほえみ 

３月：特集-誰もが地域で安心して暮らせるまち、三方良品、 

サヤームギャラリー塚本サルチャー、NPO法人エトコロ他 

 

東近江市市民協働推進委員会のニュースレター『コラボ』をインサートした他、市民活動

団体の紹介コーナーを設置。配布は、各種団体に郵送。東近江市を通じて、自治会回覧に

よる配送。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④活動団体の HP 制作等の情報公開・発信の支援 

各種団体のチラシ作製やまちづくり協議会、 

NPO のホームページの制作支援を行った。 

【主な実績】 

 能登川地区まちづくり協議会の HP作成、 

  NPO法人ひばりの HP及びチラシの作成。 写真：能登川地区まちづくり協議会 HP 

 

 

 

写真：掲示版 

写真：今年度制作の広報誌 
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２、事業指定寄付制度『にじまちサポーターズ』の運営・普及 
【にじまちサポーターズ選考委員会】 
２０１３年度より、検討委員会を 3 回行い、募集を開始したところ、6 事業の応募があ

った。以下の選考委員会にて、３事業の採択を行った。 
【日時】 

2014 年 4 月 17 日（木）19：00～21：00 
【目的】 

2014 年度のにじまちサポーターズの採択事業、3 事業を決定する。 
【選考委員】 
選考委員長 谷口 浩志氏（びわこ学院大学 短期大学学部） 
選考委員  菊井 千恵子氏（滋賀ＦＰオフィスいろは） 

   西川 実佐子氏（しがＮＰＯセンター） 
   野村 正次氏（ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江） 

【応募事業】 
事業名 団体名 
笑楽 笑楽 
善玉菌で美しい地球を！ 市辺地区まちづくり協議会 
高齢者の居場所づくり 特定非営利活動法人ひばり 
おうみサンバパーカッションワークショップ おうみサンバパーカッションワークショップ 
子どもの健全育成を図る活動 特定非営利活動法人東近江スポーツクラブ楽苦備 

防災運動会で住民みんな楽しもう！ 湖東地区まちづくり協議会 
【採択事業】 

    
    
    

【広報ツールの作成】 
 広く多くの方ににじまちサポーターズの活動を知ってもらうとともに、親しみやす

い雰囲気のパンフレットを作成した。今年度は、ＨＰの作成とパンフレットの作成、

そして、のぼりをつくり、常時活動の発信を行ったり、イベント時にのぼりをもって

いきＰＲを行うときに使用した。 
 
 

事業名 団体名 
笑楽 笑楽 
善玉菌で美しい地球を！ 市辺地区まちづくり協議会 
おうみサンバパーカッションワークショップ おうみサンバパーカッションワークショップ 
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①にじまちサポーターズのＨＰの作成 
にじまちサポーターズのＨＰを作成 

         トップ画面              クレジット決算の画面 
②パンフレットの作成        

           パンフレットの画面 
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 ③のぼりの作成 

【寄付の集め方】 
 ２０１３度の反省より、待っているだけでは、なかなか寄付は集まらないことがわ

かったので、振込用紙だけの寄付の申し込みだけでなく、ＨＰを利用し、クレジット

決済ができる仕組みをつくったり、以下のように実際にイベントなどに参加したりし

て、寄付を集めている。多くの人に寄付してもらえる仕組みとして、募金箱の設置や

ドネーションパーティーの開催を行った。 
①募金箱の設置 
 市内の飲食店やホテルなどで、募金箱の設置をお願いする。募金箱を設置すること

により、募金が集まるだけでなく、「にじまちサポーターズ」の活動を少しでも知って

もらうことを目的としている。 
②ドネーションパーティーの開催 
 歓送迎会、忘年会、打ち上げなどで、飲み会を開催されるときに、寄付を少しだけ

つけて、寄付付きの飲み会を開催してもらうことをお願いしている。飲み会だけでな

く、事業を知ってもらい、共感してもらうことで、募金を集めることも可能。気軽に

寄付をしてもらえるようにし、にじまちサポーターズのことについて知ってもらうこ

とを目的としている。 

のぼりの画像 

チラシ画像 



 9 

③イベント時の募金呼びかけ 
 もったいないやりとり市での募金の呼びかけ 
  イベントにて、寄付の呼びかけを行った。 
 日時：2014 年 9 月 13 日（土）9：00～13：00 
 場所：あいとうふくしモール 

 
 

   わくわくコラボ村での募金の呼びかけ 
  日時：2014 年 12 月 6 日（土）13：00～16：00 
  場所：ショッピングプラザアピア 
④イベント時に寄付付き商品の販売を行う。 
  大凧祭りでの寄付付き商品の販売 
  売上の 10％を寄付とする、寄付付き商品を販売した。 
  日時：2014 年 5 月 25 日（日）9：00～15：00 
  場所：大凧祭り会場 

出品：笑楽の弁当、シュハスコ、菜ばカリー、菜ばかり（油）、ラスク 
 

 
【最終金額】 
①市辺地区まちづくり協議会 
目標金額：￥200,000- 
達成金額：￥205,660 

②おうみサンバ・パーカッション・ワークショップ 
目標金額：￥269,000- 
達成金額：￥265,868 

③笑楽 
目標金額：￥300,000- 
達成金額：￥263,550-             計 ￥735,078 
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３、講座の開催 
 ① チラシ講座 

【目的】 
   市民活動団体の支援の一つとして、講座やイベントの企画やチラシの作成講座を開催 

した。 
  【概要】 

日時：2014 年 8 月 1 日（金）13：30～16：30 
場所：能登川勤労会館 
定員：35 名（市役所 15 名）計 50 名 

【参加者】 
応募者：44 名（+スタッフ 4 名）、参加者：35 名（+スタッフ 4 名） 

【内容】 
13：00～  受付開始 
13：30～  講座開始「人が集まる・行列のできる講座チラシ作り方講座」 

講師：坂田 静香氏（ＮＰＯ法人男女共同参画おおた理事長） 
 
 
  
     

     
写真 1：会場の様子            写真 2：会場の様子 

15：25～  各グループ（７班）に分かれて、企画会議とポスター制作を行う 

写真 3：ワークショップの様子      写真 4：ワークショップの様子 

      

写真 5：ポスター制作            写真 6：ポスター制作 
16：10～   各グループ（７班）のポスターを見ながらのまとめ 
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  ② 会計講座 
【目的】 

    市民活動の支援として、基本的な簿記と決算書の作り方を学ぶ講座の開催 
  【概要】 
   日時：2015 年 1 月 28 日（水）10：00～15：00 

場所：五個荘コミュニティセンター 
   定員：30 名 
   講師：石井俊行氏（税理士） 
   参加費：無料（弁当代 500 円） 
  【参加者】 
   30 名（スタッフ 3 名） 計 33 名 
  【内容】 
   9：30～  受付開始 
   10：00～  基礎から知る簿記 
         テキストを見ながら、基本的な複式簿記の仕組みを学ぶ。 

      

   12：00～  昼休憩 
   13：00～  はじめてつくる決算書講座。決算書の作り方や棚卸の方法などを知る。 

      

   15：00～  講座終了後、個別相談会を開催。5 団体が相談される。 
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  ③ コミュニティビジネスセミナー 
     実践者から学ぶ地方創生の「ヒント」と「コツ」～避けては通れないお金の話～ 

【目的】  
    地域資源を利用して、ビジネスを興している方を対象に、発展の仕方や資金調達の 
    方法など、現在実践されている方の話を聞き、東近江市内でも、資源の活用方法を

知り、それをビジネスに結び付ける方法を学ぶ。 
    （1）あなたを元気にするコミュニティ・ビジネスの実践ノウハウ 
    時代は、少子高齢化、人口減少社会へと突入し、よりいっそう高齢者、女性や若者 

が活躍し、地域資源を活かしたまちづくりが必須となっています。そういった、ま 
ちづくりに地域課題を解決する手法の一つであるコミュニティ・ビジネスの理念を 
どう活かすことができるのか。「NPO 法人大森まちづくりカフェ」の代表を務める 
鵜飼修さんをお招きし、地域を元気にするコミュニティ・ビジネスの基礎的な理念 
と実践ノウハウについて学びます。（チラシより） 

   【概要】 
    日時：2015 年 2 月 25 日（水）19：00～21：00 
    場所：八日市商工会議所 大会議室 
    定員：50 名 
    講師：鵜飼 修氏（滋賀県立大学地域共生センター准教授） 
   【参加者】 
    50 名 
   （2）新しい公共を支える地域の資金循環 
     地域づくりにおいて、多義多様に拡がってきている公共性のニーズを自治体のみ 

で担う事は限界があります。NPO やローカルビジネスなど担い手をいかに地域全 
体で支えていくかがポイントとなります。持続可能性のある地域社会づくりにつ 
なげるために、地域のお金の流れをどのように創りだす事ができるのか。「京都地 
域創造基金」「株式会社 PLUS SOCIAL」の代表を務める深尾昌峰さんをお招きし、 
地域を豊かにする“しくみ”と“しかけ”について学びます。（チラシより） 

   【概要】 
    日時：2015 年 3 月 11 日（水）19：00～21：00 
    場所：八日市商工会議所 大会議室 
    定員：50 名 
    講師：深尾 昌峰氏（龍谷大学政策学部准教授） 
   【参加者】 
    50 名 
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４、東近江市パブリックアクセス推進協議会事業 
 
 【東近江市パブリックアクセス推進協議会とは】 
  東近江市にて、市民が自ら、情報発信をするための仕組みづくりを協議する協議会で 
    ある。市内の情報発信基地である、スマイルネットやラジオスイートや、市民活動団 
    体として、ＮＰＯ法人しみんふくしの家八日市、能登川地区まちづくり協議会、ＮＰ 
    Ｏ法人愛のまちエコ倶楽部、その他、東近江市役所関係課も所属している。２か月に 

１回部会を開催している。 
 
 ①検討部会の開催 

検討部会を設け、実施事業の検討などをおこなった。およそ２ヵ月に１回開催し、今

年度は計５回開催した。 

 

②市民参加型番組「まちのわ」の制作・放送 

２０１４年度は 16作品の投稿がありました。 

 

③写真撮影講座 
市民投稿番組「まちのわ」に投稿をしてもらうことを目的として、写真撮影講座を行

った。 
  【概要】 

日時：2014 年 7 月 25 日（金）10：00～12：00 
場所：ラジオスイート 
定員：10 名（女性限定） 

  【内容】 
参加者：11 名、託児 6 名、スタッフ 6 名（事務局４名、増田氏、森嶋氏）計 23 名 
託児内訳：0 歳児 2 人、2 歳児 2 人、4 歳児 1 人、8 歳 1 人 

【当日プログラム】 
 9：30～ 受付 
10：05～ 講座開始「ちょっとしたコツでステキに写真が撮れる方法」 

       講師：山中 今日子氏 アシスタント：上田雅彰氏（写真工房 フォトデポ） 
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実技「実際に写真を撮影してみよう」 被写体：パスタ、パン、お菓子など 

     

11：55～   お知らせ・アンケート記入 
12：05    閉会 

 

④動画制作実践講座の開催  

日時：2014 年９月７日（日） １０：００～１２：００  

   場所：司学館高等学校 

   内容：動画の撮影方法、ムービーメーカーを使った動画編集方法 

     

             講座の様子 

  ⑤動画コンクール「飛び出せ！まちのわ動画コンテスト」 

   日時：2015 年３月７日(土) １３：００～１５：００ 

    場所：八日市商工会議所 １階大会議室 

    内容：表彰状の授与、入賞作品上映、記念講演会 

    

（表彰式風景）                   (講演会風景） 
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⑥東近江市総合防災訓練に参加 

日時：2014 年９月１４日（日）7:00～9:30 

場所：東近江市市辺町勤労者グラウンド 

参加者：東近江市パブリックアクセス協議会、上地パウロさん・上地ミユキさん 

内容 

①災害情報の選別と多言語翻訳訓練 

   災害情報を取捨選択し、やさしい日本語及び多言語に翻訳し、ＣＡＴＶ 

ＳＮＳ・ＦＭを活用し情報提供を行う。※災害対策本部の情報や被災状況の連絡。 

②災害ボランティアセンター情報伝達訓練 

   災害ボランティアセンター・赤十字巡回診察訓練に対して届けられたニーズの通訳 

  対応等をシュミレーションし、やさしい日本語及び多言語に翻訳し、情報提供を行う。 

 

(考察) 

 災害時の情報支援を行うために、様々な主体が、それぞれの立場を活かしながら協働

していくには、「地域との連携」が根本で、その災害時のネットワークが重要だと再認

識した。災害対策の次のステップを踏み出すための、非常に有益な機会となった。市社

協とは、引き続き、連携していくことが重要であると感じた。 

    

            防災訓練の様子 

 
 
5、わくわくこらぼ村の開催～東近江市市民活動推進交流会～ 
【開催目的】 
・東近江市の市民活動を多くの市民に知ってもらう。 
・参加した団体同士の交流の促進の場とする。 

【概要】 
日時：2014 年 12 月 6 日(土) 11：00～16：00 
場所：ショッピングプラザアピア 4 階(アピアホール・研修室ＡＢ・情報プラザ) 
参加団体：56 団体 
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来場者数約 1000 人 
【広報】 
チラシ 15000 部作成。各施設、自治会回覧や小学校等に配布。 
わくわくこらぼ村専用 facebook ページ作成。 
当日アピア 1 階にてチラシ配布。 
当日ラジオ生中継 
12/4 ラジオ放送出演。 
11/21 ケーブルテレビ(スマイルナビ)出演。 

 
【準備】 
実行委員会開催 

 日時 内容 
第 1 回 2014 年 8 月 7 日（木） ・委員会の設置要綱 

・市民活動推進交流会の内容 
第 2 回 2014 年 9 月 4 日（木） ・イベントの企画内容 
第 3 回 2014 年 9 月 24 日（水） ・募集要項について 
第 4 回 2014 年 10 月 22 日（水） ・説明会について 
第 5 回 2014 年 11 月 21 日（金） ・前日準備、当日準備について 
第 6 回 2014 年 12 月 25 日（木） ・わくわくこらぼ村振り返り 
 
【内容】 
当日プログラム  
11：00～11：15 開会式 
11：15～12：30 1 分間団体紹介コーナー 
13：00～16：00 展示・物販・体験・ステージ開始 
16：00～16：30 閉会式 

【こらぼ村のロゴ】 
 当日や広報にロゴを作成し、使用した。 
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【当日の様子】 

  
アピアホール内での様子            ステージでの様子 

 

 
       展示の様子           最後に出演者全員での集合写真 
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6、地域の結婚・子育て魅力発信事業 
①情報発信について 
1）そこらの発行 
 東近江市内の場所や人、できごとにスポットを当てて、八日市図書館と一緒に作成し

た。取材や編集は、そこら編集委員会が行い、さまざまな視点から、東近江市の魅力を

発信することを目的に作成している。 
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2） facebook ページの作成「東近江の結婚・子育て魅力発信」 
facebook ページを作成し、結婚や子育ての情報を掲載している。主には、婚活の情報や

子育てセミナーについて。 
ＵＲＬ：https://www.facebook.com/higashi.omusubi 
東近江結婚・子育て魅力発信「omusubi」で検索 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②セミナーの開催 
1）子育てセミナー：命を大切に育てるまち東近江 
①幸せを支える仕組み 

女性が大切にしたいこと講演会＆いろいろあっていいよね対談 
【概要】 
 日時：2014 年 12 月 20 日（土）13：30～15：30 
 場所：てんびんの里文化学習センター 
 定員：30 名 
 託児あり 
【参加者】 
 28 名（スタッフ 8 名） 
 託児参加者：16 名 
【内容】 
 13：30～14：20 基調講演「女性が幸せに感じること」 
          講師：朝比奈順子氏（朝比奈助産院） 
 14：25～15：30 パネルディスカッション「いろいろあっていいよね対談」 
          ＜コーディネーター＞森田初枝さん 

https://www.facebook.com/higashi.omusubi


 20 

＜パネリスト＞ 

佐子都さん（三方良品） 

横川由貴さん（保育ルームわかば） 

西村宏美さん（きらり整体院） 

ボディエアーベンジャミンさん（育休中パパ） 

西村静恵さん（専業主婦。ひとつぶてんとう園を運営。） 

 ※パネルディスカッションの部分は、「そこら」に掲載 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 映画「さぁのはらへいこう青空自主保育の三年間] 
  ＆相川明子さん講演会 
【概要】 
 日時：2015 年 1 月 18 日（日）13：00～16：30 
 場所：八日市図書館  
 講師：相川明子氏（なかよし会創設者） 
 参加者 70 名 
 託児 24 名 
【内容】 
 13：00～15：00 映画上映「さぁのはらへいこう 青空自主保育の三年間」 
 15：15～16：30 相川明子さん講演会 
2）婚活セミナー：で愛ふれ愛 婚活セミナー～ひらこう！幸せのとびら～ 
【概要】 
 日時：2015 年 3 月 15 日（土）13：30～15：00 
 場所：道の駅あいとうマーガレットステーション 
 講師：大橋 清朗氏（ＮＰＯ法人花婿学校代表） 
 定員：100 名 
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【参加者】 
 140 名（スタッフ 15 名） 
【内容】 
 13：30～15：00  
  婚活のススメ～結婚へ本気で進もう～ 
 
 
 
③評価・効果検証 
1）子育てセミナー後のアンケート（抜粋） 
・いろいろな選択肢があってもそれを許し合える環境が大切だと思います。 
・みんないろいろと違うことを許し合えるまちがよい。 
・「自分で選択する力」って本当に大事だなという気づきを得ることができ、とても参考

になりました。 
・虐待。助けを求める母親のための支援がほしい。保護だけでなく、一緒に生活しながら、

対応を改善したい。 
・自分が普段いかにせかせかして子どもとせっしていたかを反省した。 
・子育てに悩んでいたので、とても参考になりました。自然の中でとても過ごすことは、

とてもステキですね。一番身近で大切な場所ですものね。ありがとうございました。  
・自然の中でのびのびすごす時間の大切さを知った気がします。 
・すごく癒された映画でした。子育ての大切さを感じます。 
・自分が思う理想の見守り方でした。いろいろな選択肢があってもそれを許し合える環境

が大切だと思います。 
・みんないろいろと違うことを許し合えるまちがよい。 
・「自分で選択する力」って本当に大事だなという気づきを得ることができ、とても参考

になりました。 
 
2）で愛・ふれ愛婚活セミナー後のアンケート（抜粋） 
・東近江市で婚活パーティーをしてほしい 
・セミナーに参加して、勉強になりました。今後のためになるように頑張りたいです。 
・親の立場から、子どもたちの思いを知りたかった。今の婚活の状況がわかった。 
・今、ボランティアで（婚活事業）をやっていますが、本当に難しい問題です。もっとも

っと地域が協力してやってあげることが一番です。 
・婚活当事者にももっと聞いてもらいたかった。 
・婚活のお手伝いは、会場準備や食事の用意などが主だと思っていたが、もう少し、参加

者へ自分の経験を活かしたアドバイス等ができたらと思いました。 
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検証 
・アンケートの中で一番多かった声は、情報が少ないということ。子育て世代が必要と 
  している情報をどこで見つけたらよいかわからない。同様に、婚活をしている人も東 
  近江市での出会いの場の情報を探すことがむつかしいという意見があった 
・子育てセミナーで行ったパネルディスカッションを聞いて、ライフスタイルに合わせ 
 て子育てを行い、今は、多様な子育てのスタイルや価値観もある。それを選ぶことが 
 でき、そして、周りが許してくれる環境が必要。（例えば、男性の育児参加を促すため 
 の育休制度の推進や子どもと見ながら働くことができる職場の環境、地域で声を掛け 
 合いながら、子育てできる場づくりなど） 

 
 
情報を一つにして発信する必要性 
 ・ここを見れば、結婚、子育てだけでなく、妊娠、出産までの情報がまとまって発信さ 
  れているものが必要。 
地域の中で子育てをする意識をもつこと 
 ・核家族化に伴い、子育ての負担が両親に向かい、身体的な虐待やネグレクトなど、子 

どもを取り巻く環境としてふさわしくないことが増えてきている。子どもは、地域の 
宝として、地域の中で育てるという意識をもつこと。虐待を未然に防ぐことも必要だ 
が、虐待に走らないように親のケアも必要である。 

  
7、パブリックアクセス推進事業 
(1)人材育成事業 
①メディアを活用した起業支援 
項目 説明 
パソコン入門講座 ワード講座・エクセル講座を含む基本操作 
文章作成講座(Basic・3 級) 文章の形・図や表の操作など 
インターネット講座 Web サービスを利用するための準備 
Facebook 講座 Faceboook の始め方、活用方法 
ブログ＆ツイッター講座 ブログについて、魅力的な記事や画像の操作 
Skype 講座 skype 通話機能、メッセージ機能 
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②ネット会議サイトの活用方法 
・スカイプネット会議を活用した意見交換手法 

項目 説明 参加者 
東近江市パブリックアクセス

推進協議会—第 18 回部会 
Skype のシステムを活用し

て、資料及び画像の共有を

しながら、会議を行った。 

しみんふくしの家、能登川地区

まちづくり協議会、ＣＡＴＶ、

ラジオスイート、愛のまちエコ

倶楽部、まちづくりネット東近

江 
 
 ③地域情報ポータルサイト 
 ・地域情報や助成金情報、行政情報を掲載 
・まちのわコンテスト web 投票フォームの制作・運用管理 
 
(2)実施事業 
①各種講座を企画・運営 
○美しい文字がつなぐー人とひとのつなげ方ー 
日時：2015 年 2 月 10 日(火)10：00～12：00 
場所：てんびんの里文化学習センター  
定員：10 名   参加者：12 名 
講師：伊藤悦子さん (秋桜習字教室) 

 
○色から考える人とのつきあい方―色がもたらす心理効果― 
日時：2015 年 2 月 25 日(水)13：30～15：30 
場所：くつろぎ茶幸 
定員：10 名   参加者：10 名 
講師：加藤由佳里さん (カラーコーディネーター、インテリアコーディネーター) 

 
○ひとつのものをみんなでつくろう 
日時：2015 年 3 月 18 日(水) 
場所：東近江国際交流協会 
定員：10 名   参加者：8 名 
講師：モリコーニ直美 

 
○心に残る文章作成・取材の心得講座 
日時：2015 年 3 月 21 日(土)13：00～15：00 
場所：東近江国際交流協会 会議室 
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定員：10 名   参加者：10 名 
講師：佐藤俊一さん (タウン情報誌編集長) 

 
8、事業実施体制 

(1)運営体制の報告  
  ①総会の開催    

日時：５月１9 日 19：00～20：00 

   場所：八日市商工会議所 企業懇談室 

１、議事  第 1 号議案 2013 年度活動報告 

第 2 号議案 2013 年度決算報告    

第 3 号議案 役員の改選      

2、報告  2014 年度活動計画   

2014 年度活動予算   

 

②運営委員会を年６回、開催し組織の運営に関する協議を行った。 

運営委員会の実施  

開催日時 議題 運営委員出席者 事務局出

席者 

2014 年 4月 28（月） 

19:00-20：30 

・にじまちサポーターズの採択団体 

 について 

• 総会資料について 

 

野村、西川、 

浅成、小梶、 

藤居、増田、 

村山、山口、 

藤関 

森下、 

佐子 

 

 

 

 

2014 年 5月 19（月） 

19:30－21：30 

・代表、副代表、常務理事の選任  

  について 

・役員の報酬について 

 

野村、西川、 

今若、佐川、 

野々村、眞弓、 

黄地、山口、 

 

森下、 

佐子、 
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2014年 6月 23日（月） 

17：00-18：00 

・補正予算(案)について 

・今年度の活動内容について 

 

 

野村、西川、 

今若、佐川、 

野々村、眞弓 

黄地、山口、 

森下、 

佐子、 

堀内 

2014年 9月 24（月） 

19:00－21：00 

・これまでの事業報告について 

 (9月まで) 

• 地域の結婚・子育て魅力発信事業 

・NPO法人まちづくりネット東近 

 江の視察研修 

 

野村、西川、 

今若、佐川、 

眞弓、黄地、 

山口、 

 

森下、 

佐子、 

中村、 

堀内 

 

2014 年 12月 18（月） 

18:30－19：00 

・わくわくこらぼ村の開催について 

・上半期決算報告について 

・にじまちサポーターズについて 

・視察研修について 

・地域の結婚・子育て魅力発信事 

 業について 

・今後のスケジュールについて 

 

 

野村、西川、 

今若、佐川、 

眞弓、増田、 

山口、 

 

森下、 

佐子、 

中村、 

堀内 

2015 年 3月 26日（木）

19:00－21：00 

・2014 年度活動報告 

・2015 年度活動計画について 

・2015 年度予算について 

・事務局体制について 

 

野村、西川、 

今若、西澤 

眞弓、山口、 

 

森下、 

佐子、 

中村、 

堀内 

 

③事務局会議の実施 

 事務局会議の開催はまちづくりネット東近江の事務局と代表・副代表、東近江市役所

まちづくり協働課担当者が事業の内容や業務の進捗状況の情報共有と運営上の問題点等

を協議している。２０１４年度は 15 回事務局会議を開催し、協議を行った。 


