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特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房 

2018（平成 30）年度事業計画 

 

Ⅰ．法人の使命と法人運営 

１．宇都宮まちづくり市民工房の使命 

・宇都宮市の市民活動活性化に関する事業、および行政、営利団体、市民活動団体がそれぞ

れの特性を活かして協働するための事業を行い、「市民の手による、市民のためのまちづく

りの実現」に寄与することを目的とする。 

 

２．法人運営 

 総会、理事会、プロジェクト会議により、法人運営を行なう。 

１）総会 

 法人の意思決定機関として、毎年 1 回通常総会を開催する。 

２）理事会 

 概ね三か月に 1 回の頻度で開催し、主に事業進捗、予算執行状況の確認、事業の方針や法

人運営について議論する。 

３）プロジェクト会議 

 個々の事業ごとに、リーダーを中心にプロジェクト会議を随時開催し、事業内容について

話し合いをもつ。事業に関心がある方であれば、会員でなくとも参加することができる。 

 活動に必要な原資は、それぞれのプロジェクトメンバーが、助成金申請、協働事業、収益

活動等により調達する。 

 現在進行中のプロジェクトおよび実施予定のプロジェクトは以下の通りである。 

 ・日光市三依交流プロジェクト（進行中） 

 ・コミュニティビジネス支援事業（進行中） 

 ・共助社会研究会（進行中） 

 ・NPO の組織基盤強化プロジェクト（実施予定） 

 ・中間支援センター視察（実施予定） 
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Ⅱ．2018 年度 事業計画 

市民工房の定款上の事業の種類は以下の通りである。 

 ①市民活動に関する情報・資料の収集および提供 

 ②市民活動に関する相談 

 ③市民活動団体間および企業または行政との交流連携の促進および支援 

 ④市民活動に関する調査研究および政策提言 

 ⑤コミュニティ活性化事業の支援 

 ⑥市民活動に関する人材育成 

 ⑦宇都宮市まちづくりセンターの管理運営 

 

具体的には、以下の事業を行う。 

 

 

 

１．コミュニティ 

活性化事業の支援 

定款⑤ 

★日光市三依交流プロジェクト 

 ・遊休地の活用 

 ・三依杯雪合戦 

 ・雪下ろしお手伝い 

２．市民活動の 

人材育成 

 定款⑥ 

★コミュニティビジネス支援事業 

 ・コミュニティビジネスの事例調査を行い、得られた 

情報を共有する場づくりを行う。 

★NPO の組織基盤強化 

・NPO 法人会計基準協議会 会計強化キャンペーン 

 ・NPO 法人事務力検定／事務力アップセミナー 

３．市民活動に 

関する調査研究 

および政策提言 

   定款④ 

★共助社会研究会 

 ・「双方向の居場所づくり」をテーマにした県内外事例 

の調査研究 

★中間支援センターの視察（案） 

・新しいまちづくりセンターのモデルと成り得る 

 先進的な中間支援センターの視察 

４．まちづくり 

支援  

   定款⑦ 

★宇都宮市まちづくりセンターの管理運営 
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Ⅱ―１．コミュニティ活性化事業の支援 ～日光市三依交流プロジェクト～ 

2007 年 12 月にスタートして 11 年目に突入 

＜事業の対象とねらい＞ 

・対象：自然と共存した暮らしや農業に関心のある都市部住民および三依地区の住民 

・ねらい：①農作業を通した自然との関わり方、②地域における支え合いや近所付き合いの 

現場を学びながら、都市部の地域課題について考える機会を提供する。 

 

＜事業内容＞ 

以下の 2 つの事業を行なう。 

１）遊休地（清水原）の活用 

横川地区の農場 1 カ所（清水原農場）をお借りして、日光市から提供を受けた苗（ナス、

トウガラシ、ししとうなど）と大根を栽培する。月 2～3 回の現地での活動を通して生育確

認と電気柵の維持管理をし、またビーフピアに参加して、地域の方々と交流を図る。 

 

表Ⅱ－１－１．2018 年度遊休地活用スケジュール 

5 月 施肥と耕起 

 

２）第 11 回三依杯雪合戦 

 野岩鉄道株式会社／栃木県・福島県利用促進協議会、三依地区体育協会、上三依自治会の

共催をいただき、2019 年 2 月 10 日（日）実施予定である。 

★目標参加チーム数 子どもの部 4 チーム、一般の部 12 チーム 

★目標ボランティア数 50 名 

例年、多くの TBC 学院生がボランティアとして参加いただいており、今回もご協力をお願

いする予定である。 

★収支目標 

寄付目標額 90,000 円（前年度 88,000 円）と参加費を収入源に収支改善を目指す。 

表Ⅱ－１－２．第 11 回三依杯雪合戦収支予算 

＜収入の部＞ 

寄付 90,000 円 3,000 円×30 人 

参加費 30,000 円 3,000 円×10 チーム＋招待チーム 6 チーム 

合計 120,000 円  

 

農作物 種まき 定 植 収 穫 売上予定 

日光市提供の苗  5 月 随時 なし 

大根 
第 1 回 8 月 4 日（予定） 

第 2 回 8 月 10 日（予定） 
9～10 月 

100 円×500 本 

＝50,000 円 

ビーフピアふじはら  10 月 27 日（土）予定 
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＜支出の部＞ 

交通費 25,000 円 北会津機材借り入れ、返却 

消耗品費 15,000 円 文房具、什器など 

通信費 3,000 円  

委託費保険費 35,000 円 仮設トイレ（2 棟）、保険料 

印刷費 2,000 円 ポスター、チラシ代 

雑費 35,000 円 振る舞い用食材費、プロパンガス代、公民館宿泊費等 

合計 115,000 円  

 

３）その他 

屋根の雪下ろし支援の要望には、個人の意思（＝志願者）で対応する。 

 

Ⅱ－２．市民活動の人材育成 

１．コミュニティビジネス支援事業 

まちづくりセンターでは、2016 年度・17 年度に「コミュニティカフェ」をテーマに講座

を実施したが、いずれも市民の関心が高く多くの参加者があった。 

そこで市民工房では以下の事業を行うために、今年度準備を進める。 

１）前述のコミュニティカフェに関する講座で、参加者から要望が多かったのは、 

・カフェ等を実施している、またはしようと思っている人同士でネットワークを作りたい 

・カフェを始めるにあたって、注意すべき点等を学べる機会が欲しい 

というものであった。市民工房では「子ども食堂勉強会」を実施した経験があるため、コ 

ミュニティカフェをテーマとした勉強会を開催することができると考えている。 

２）カフェに限定せず県内外のコミュニティビジネスの事例を調査し、その情報をまとめて

発信していく。さらに結城市で 4 年間実施してきた起業講座をベースにしての連続講座

開講を目指す。 

 

２．NPO の組織基盤強化 

１）NPO 法人会計強化キャンペーン 

 市民工房は今年度、「NPO 法人会計基準協議会」に入会し、同協議会が NPO 法人会計基

準の改訂と NPO の会計力向上を目指して実施している「会計強化キャンペーン」の一環

としてのセミナー等を開催する。内容は、大きく次の 2 つである。 

①支援体制作り（NPO 支援機関等向けプログラム） 

A)  NPO 法人会計基準及びその改定の理解 

 日常的に支援をしている NPO の財務諸表や NPO 法人会計基準協議会が発行している書

籍・資料等を使用し、参加者（支援センター及び市町 NPO 法人担当課職員）同士で意見

交換をしながら NPO 会計の基礎を理解しつつ、会計基準及びその改定について確認し、

疑問点を洗い出す。 実施予定 9 月に 1 回 3 時間、対象は 10 名程度。 
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B) 支援センター等向け「NPO 法人会計基準セミナー」（仮称）の開催 

 NPO 法人会計基準及びその改定について広く情報提供するための研修会を開催、NPO 法

人会計基準協議会メンバーの税理士等による講義を想定している。A）で出された疑問に

答えてもらいながら進行し、講師と参加者（支援センター及び市町 NPO 法人担当課職員）

との質疑応答の時間も設ける。 

 実施予定 12 月に 1 回 2 時間、対象は 20 名程度 

＊①「支援体制づくり」の 2 事業は、「とちぎボランティア NPO センター」と連携・協力

して実施する。 

 

②NPO 向けプログラム 

A) NPO 法人向け「NPO 法人会計基準セミナー」（仮称）の開催 

 NPO 法人会計基準及びその改定について広く情報提供するための研修会を NPO 法人対

象に開催する。こちらも協議会メンバーの税理士等による講義を想定している。 

 実施予定 12 月に 1 回 2 時間、対象は 30 名程度 

B) 「NPO 会計ソフト講習会」（仮称）の開催 

 日々の会計業務をより効率的に進めることができる会計ソフトの使い方を学べる研修会

を行う。ソフトの販売を手掛ける会社関係者による講義を想定している。 

 実施予定 時期未定 1 回 2 時間、対象は 30 名程度 

     

表Ⅱ－２－１．NPO 法人会計基準強化キャンペーン収支予算 

＜収入の部＞ 

会計基準協議会 100,000 円  

合計 100,000 円  

 

＜支出の部＞ 

会場使用料 9,000 円 1,000 円/hr×9 時間 

講師謝金 60,000 円 20,000 円×3 回（①の B）、②の A）及び B）） 

旅費 30,000 円 10,000 円×3 回（東京都内からを想定） 

印刷・消耗品費 1,000 円 資料印刷費、消耗品費、通信運搬費ほか 

合計 100,000 円  

 

２）NPO 法人事務力アップセミナー／事務力検定 

この事業は、2014 年度にも NPO 法人まわたと共催で岡山 NPO センターから講師をお

招きして実施したもので、今回は NPO 事務支援カンファレンスの一員として、講師も市民

工房理事が担当して行う。 

目的：NPO 法人職員が、団体運営をよりスムーズに行うために必要な事務力を身につける

ことを目的とする。NPO 法人事務力アップセミナーを受講後、NPO 法人事務力検定初級を
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受けていただく。法人運営に携わる担当者が、組織運営に必要な事務手続きの全体像を正確

に把握することにより、NPO 法人の事務能力向上をはかる。 

 

内容： 

 第 1 部 事務力アップセミナーⅠ 

①定款・所轄庁手続き、②法務局関連手続き 2 時間～2 時間半程度 

③会計・決算、④ 雇用と給与計算       2 時間～2 時間半程度 

第 2 部 NPO 法人事務力検定初級（入門手続編）   試験 1 時間、解説 30 分 

時期 未定 

対象 NPO 法人の運営に携わる職員 約 30 名 

 

表Ⅱ－２－２．NPO 法人事務力アップセミナー収支予算 

＜収入の部＞ 

講座参加費 90,000 円 （講座 2,000 円+検定 1,000 円）×30 名 

合計 90,000 円  

 

＜支出の部＞ 

会場使用料 6,000 円 1,000 円/hr×6 時間 

検定事務手数料 15,000 円 500 円×30 名 

通信運搬費 4,000 円 合否通知発送費用ほか 

講師謝金 15,000 円  

合計 40,000 円  

 

 

Ⅱ－３．市民活動に関する調査研究および政策提言  

１．共助社会研究会 

これからの地域づくりに欠かせない共助の仕組みづくりを研究実践する事業で、前年度

に引き続き「双方向の居場所づくり ～関係性の貧困解消へ～」をテーマに、コミュニティ

ビジネス支援事業と連携しながら、居場所の事例を調査する予定である。 

 

２．中間支援センターの視察 

 県外で、指定管理事業として中間支援センターを運営している事例を視察し、これからの

まちづくりセンター管理運営の参考とする。 
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Ⅱ－４．宇都宮市まちづくりセンターの管理運営 

2018（平成 30）年度事業計画書 概要版 

 

１．活動場所等の提供    

１）数値目標 数値目標は、概ね前年度と同水準を掲げる。 

 前年度実績 目 標  前年度実績 目 標 

利用者数 2,472 人/月 2,450 人/月 相談件数 48 件/月 48 件/月 

研修室利用 占有率 79％ 占有率 79％ HP ｱｸｾｽ 3,714 件/月 3,700 件/月 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 56 団体/月 56 団体/月 ﾌﾞﾛｸﾞｱｸｾｽ 36,063 件/月 36,000 件/月 

２）貸しオフィス 組織運営の支援に取り組む 

 

２．ネットワーキング （下線は 2018 年度新規事業） 

１）交流事業の企画運営 

①まちぴあ座談会・あなたの人生聴かせてください／あなたの人生アクティブ編  

座談会は団体や個人ボランティア間の交流の場として、年 5 回開催する。後 2 者はまちづ 

くり活動への一歩を後押しする企画として年各 2 回実施、特にアクティブ編はまちづくり 

にあまり関心がないシニア層を対象に開催する予定（1 回目：5 月 17 日（木）開催）。 

②まちぴあまつり 2018 実行委員会を立ち上げて、引き続きまちぴあを会場とし（10 月 

8 日）、登録団体や周辺の方々、さらには来場者も参加できるイベントを組み込んで実施。 

またボランティア参加の機会として、釜川コケ落とし大作戦、あそび初め等も実施する。 

 

２）活動主体間の相互理解促進のための企画 

①高校と地域をつなぐボランティア体験事業 白楊高校と今泉地区連合自治会のつながり 

を中心に、高校生はじめ若い世代が地域づくりの現場を体験する機会を提供する（7 月八 

坂神社例大祭、8 月夏祭り、11 月秋祭りなど）。 

 

３）活動内容及び保有資源に関する情報の受信・発信 

情報誌「まちぴあ」の発行、HP、ブログ、Twitter、FB、LINE の活用、まちぴあメール

マガジン「鳥の目虫の目まちぴあ通信」の配信など、多様な手段で広報に取り組む。情報

誌では音訳版作成、メールマガジンでは読み上げソフト対応を引き続き実施する。地域の

情報局や企業の CSR も積極的に取り上げる。 

  

３．データバンク・調査研究 

１）マッチングシステム 団体の事業報告書を掲載し、活動紹介をより充実させる。 

２）調査研究 H30 年度も若者とまちづくりをテーマに県内外の動きをチェックする。そ

の結果をまちぴあ新規事業に反映していく。さらにシンポジウムを開催して、高校生を初

めとした若い世代のまちづくりへの参画を促す仕組みを考える。 

宇都宮市 
まちづくりセンター 
まちぴあ 
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４．NPO 法人等設立・運営支援 

１）相談対応 団体設立や運営に関する相談、団体相互の連携事業、企業の CSR、助成金 

の申請、など多岐に渡る相談対応を行なう。 

２）専門家による会計税務相談会 税理士による会計税務を中心とした相談会を実施する 

（対象は 3 団体、11 月に予定）。 

 

５．事業支援 （下線は 2018 年度新規事業） 

１）NPO のための助成金情報の提供 市内で活動する NPO が活用できる助成金情報を継 

続的に提供し、さらに市助成事業を中心に説明会を開催する。 

２）学生ボランティア体験事業 若者のまちづくり参加促進を目的に、まちぴあ登録団体 

と連携して活動プログラムを作り、参加者を募集する。体験プログラム説明会を 6 月 30 

日に実施予定。 

 

６．人材育成 

１）NPO 連続講座 NPO の組織運営に必要な知識を得るために、法人化のメリットと組 

織運営、資金調達・資金管理（2 回）、広報（2 回）の連続講座を開催する 

２）プチ起業立ち上げ講座 趣味や特技を活かした活動への後押しをする目的で、引き続 

き 3 回連続講座を開催する。 

 

７．その他 

まちぴあ利用者協議会 全体会を 6 月 9 日に実施する。また役員会を年 3 回開催し、利用

者の声をまちぴあ運営に反映させる場として活用する。 

 

８．予算 

 前年度 今年度 消耗品備品費 820,000 938,000 

収入 27,830,000 27,800,000 謝金 340,000 333,000 

支出 27,830,000 27,800,000 通信運搬費 503,000 480,000 

人件費 17,698,000 17,806,000 印刷製本費 873,000 800,000 

委託費/賃借料 3,686,000 3,595,000 公租公課等 1,440,000 1,350,000 

光熱水費 1,550,000 1,620,000 その他 920,000 878,000 

まとめ 

・2018 年度も、「シニア層」「若い世代」のまちづくり参加促進のための事業を実施する。 

・シニア層：あなたの人生アクティブ編で、セカンドライフを始めた方々を対象に出会

い・気づき・つながるを仕掛ける。 

・若者：高校と地域をつなぐ事業、学生ボランティア体験プログラムを実施して参加の機

会を作り出す。またシンポジウムを通して県内の高校で取り組まれている地域との関わ

り方を紹介する。 

宇都宮市 
まちづくりセンター 
まちぴあ 
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Ⅲ．組織運営 ～これからの 10 年を考える～ 

Ⅲ－１．認定 NPO 法人の更新手続き 

現在の認定期間は 2013（平成 25）年 10 月 25 日から 2018（平成 30）年 10 月 24 日ま

でで、2018 年 4 月 24 日から 7 月 24 日までに更新手続きを行う。 

 

Ⅲ－２．まちぴあ指定管理 

まちぴあの第Ⅱ期指定管理期間は 2020（平成 32）年 3 月 31 日まで。2019 年 5 月頃に 

第Ⅲ期の募集が始まる予定で準備を進める。 

 

 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

Ⅲ－３．会員数 

2017 年度末 ＜正会員＞  個人 41 人 （A 会員 16 人、B 会員 25 人） 

団体 6   （B 会員 6 団体） 

＜賛助会員＞ 個人 7 人、 団体 5 

2018 年度末 ＜正会員＞  個人 50 人 （A 会員 20 人、B 会員 30 人） 

             団体 10  （B 会員 10 団体） 

      ＜賛助会員＞ 個人 10 人、 団体 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちぴあ指定管理第Ⅱ期（第Ⅲ期応募 2019 年 5 月？） 

第Ⅰ期中期計画 

・まちぴあ第Ⅱ期指定管

理の期間は 2020（平成

32）年 3 月 31 日まで 

・第Ⅰ期中期計画の期間

は 2017 年 3 月まで 

したがって、①認定継

続、②まちぴあ第三期指

定管理、含めた議論に基

づき第Ⅱ期中期計画を策

定し、10 年間の指針とす

る必要がある。 

2016 年度） 

認定期間（2013～2018 年 10 月：2018 年 4 月 24 日～7 月 24 日が更新申請期

間） 

第Ⅱ期中期計画（2018～22 年度） 

・まちぴあ第Ⅱ期指定管理の期間

は 2020（平成 32）年 3 月 31 日ま

で 

・第Ⅰ期中期計画の期間は 2017 年

3 月まで 

したがって、①認定継続、②まち

ぴあ第三期指定管理、含めた議論

に基づき第Ⅱ期中期計画を策定

し、10 年間の指針とする必要があ

る。 

2016 年度） 


