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資料 4 

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房 

2017（平成 29）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 

 ・共助社会研究会 

 ・コミュニティ起業講座 2017（結城市委託事業） 
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Ⅱ．2017 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 

 ・耕作放棄地の活用 

 ・三依杯雪合戦 

 ・雪下ろしお手伝い 

★コミュニティボランティア体験事業 

２．市民活動の 

人材育成 

 定款⑥ 

★コミュニティビジネス起業講座 

 ・コミュニティビジネス事例の視察と 

  講座を実施し、CB 取り組みへのきっかけを作る 

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～関係性の貧困解消へ～を 

  テーマにした調査研究（トヨタ財団『しらべる助成』 

対象事業） 

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 月に始まり 10 年目に入っている。 

日光市高齢化集落地域づくりアドバイザー（高齢化集落の地域づくり事業の創出及び実施

に当たり、地域の抱える課題解決及び地域づくりのための助言及び指導を行う：安藤登録） 

との相乗効果を検討する。 

 

＜目的＞ 

三依地区の方々との交流を通して、 

・一足先に少子化高齢化が進む集落で人々の生活を支えている共助の仕組みを実体験する。 

・そこでの共助の仕組みを、都市部にもあてはまるために何が必要かを考える 

を目的とする。 

 

＜事業内容＞ 

以下の 2 つの事業を行なう。 

① 耕作放棄地活用事業 

横川地区の農場 1 カ所（清水原農場）で、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－１－１．2017 年度耕作放棄地活用スケジュール 

4 月 27 日（金）施肥と耕起 

 

② 第 10 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、2018 年 2 月 11 日（日）実施予定である。第 10 回記念大会として、地元

自治会との共同企画を検討する。 

 

★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。 

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 5 日（予定） 

第 2 回 8 月 12 日（予定） 
9～10 月 

100 円×500 本 

＝50,000 円 



5 

表Ⅱ－１－２．第 10 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  

＜支出の部＞ 

交通費 30,000 円 北会津機材借り入れ、返却 

消耗品費 10,000 円 文房具、食材 

通信費 3,000 円  

委託費保険費 45,000 円 仮設トイレ（3 棟）、保険料 

印刷費 2,000 円 ポスター、チラシ代 

雑費 30,000 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 120,000 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．コミュニティボランティア体験事業（予定 予算上限 25 万円） 

栃木県コミュニティ協会から委託予定（6 月のコミュニティ協会総会にて正式に決定） 

 

＜目的＞ 

 地域住民が行なうさまざまな活動に若者グループが一定期間住民と共に活動する場を提

供し、地域活動の重要性について理解を促進し、将来的なコミュニティの担い手としての

意識を醸成する。 

 

＜内容案＞ 

 まちぴあ事業との相乗効果を得る上で、地元自治会と高校との連携を軸に企画運営する。 

 

Ⅱ－３．市民活動の人材育成 ～コミュニティビジネス起業講座～ 

前年度に引き続き、結城市委託事業としてコミュニティビジネス起業講座を実施する。 

4 月から結城市市民活動支援センターと打ち合わせを始めた。現段階での企画案は以下の通

りである。 

 

＜講座名＞ 

コミュニティビジネス起業講座～先進事例に学ぶ地域課題解決の方法 
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＜内容＞ 

 ① 講義によるコミュニティビジネスに関する知識の取得 

 ② ビジネス的手法を用いて地域課題の解決を図っている市内外の先進事例視察 

 ③ 自分が解決したいと思うテーマについてのビジネスプラン策定演習 

 上記３つの機会を通じて、参加者がコミュニティビジネスについて学び、自分の身の

回りで起きている課題を解決するためのビジネスプランを考える機会とする。 

 

＜参加対象＞ 

 ・コミュニティビジネスを立ち上げたいと考え、プランを持っている人 

 ・定年退職などをきっかけとして、新たに社会貢献活動に参加したいと考えている人 

 ・その他、コミュニティビジネスに関心がある人 

 

＜参加人数＞  

 定員 15 名、参加費無料 

 

＜開催日程予定＞ 

 3 回講座 

 ・7 月 1 日、15 日、22 日（いずれも土曜日） 各回／9：30～16：00 

  そのうち 1 回はバスで茨城県内の事例を視察予定 

 オプションツアー 

 ・オプションとして 7 月 29 日にバスツアーを予定している。  

  時間帯（予定）：9：00～18：00 

 

＜委託費＞ 

 329,130 円（消費税 24,380 円込み）（予定） 

 企画詳細はこれから詰めるが、結城市が抱える地域課題への気づき、その解決方法として

の先進事例（茨城県内を中心に）を学びながら、実際に課題解決に向けて動く支援を目指す。 

 

Ⅱ－４．市民活動に関する調査研究および政策提言 ～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、今年度

は「双方向の居場所づくり ～関係性の貧困解消へ～」をテーマに調査研究を行なう（トヨ

タ財団 2016 年度国内助成「しらべる助成」対象事業）。 

 

目的 

第一に県内の子ども食堂の実態を正しく把握し、効果や運営上のボトルネックを明らかに

することにより、その社会的意義を広く市民に対して周知し、プレイヤー（実践者）やサポ

ーター（資金や物資の提供者やボランティア）を増やすことである。そのために、子ども食
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堂の対象や機能などを整理し、都市部や住宅街、農村が混在し、車社会である栃木県の地域

特性を踏まえた「栃木らしい」子ども食堂の運営モデルを提示する。 

 第二の目的は、子ども食堂が双方向の居場所（「支える‐支えられる」の関係ではなく、

多様な主体が多様な形で参画できる居場所）になりうると捉え、①子ども食堂のなかでどの

ような共助の仕組みが作れるか、②その共助の仕組みをどう地域に広げていくのか、③そも

そも地域社会に必要な共助の仕組みとは何か、をアンケート調査やインタビュー調査を通

して明らかにする。子ども食堂の関係者を幅広く捉え、地域の民生委員や福祉協力員、社会

福祉協議会職員などにも子ども食堂の意義を伺うことにより、多様な取組みのすそ野を広

げることにつなげる。 

 そのうえで双方向の居場所を、コレクティブ・インパクトのアプローチにより、市民の自

己実現や次世代の新たな生業づくり、すなわち市民事業として実現する可能性を検討して

いく。 

   

内容 

１．子ども食堂の必要性と求められる役割について 2017 年 5 月～6 月 

栃木県内でも子ども食堂が各所で開設されているが、地域によって求められる子ども食

堂像（対象や運営方法、機能など）は異なると予想される。そこで小山市、宇都宮市清原地

区、茂木町において福祉協力員、民生委員・児童委員を対象に、子ども食堂の必要性や役割

について、アンケート調査を実施し、地域性の有無を明らかにする。さらに子ども食堂を通

した共助の仕組みを広げる可能性を探る。 

２．既存の子ども食堂の実態 7 月～8 月 

 県内で活動している子ども食堂を対象に、運営の現状と課題についてアンケート調査を

実施、さらにアンケートをもとに数ヶ所で聞き取り調査を行なう。 

３．先進事例の調査 8 月～9 月 

 「食べる」でつながる居場所における共助の仕組みを実現している先進事例を聞き取り調

査する。 

４．報告書（12 月）と報告会（3 月） 

 上記結果を報告書としてまとめ、さらに報告会を年度末に実施する。 
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Ⅱ－５．宇都宮市まちづくりセンターの管理運営 

１．活動場所等の提供   下線は 2017 年度新規取り組み 

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 2,360 人/月 2,400 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 3,469 件/月 3,500 件/月 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 65 団体/月 65 団体/月 ﾌﾞﾛｸﾞｱｸｾｽ 25,790 件/月 26,000 件/月 

２）貸しオフィス マイナンバー講座など組織運営の支援に取り組む 

 

２．ネットワーキング 

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各 2 回実施するが、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として企画した。第 1 回は 7 月 5 日（水）に実施 

する。 

②まちぴあまつり 2017 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 

15 日）、まちぴあ周辺の方々を中心に市内に広く広報して来館者を増やす。 

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地域と大学生をつなぐインターンシップ事業 地域の将来像を、大学生の視点を取り入 

れながら地域住民と一緒に考える企画で、4 年目（最終年度）となる。昨年の内発的発展 

と若者のまちづくり参加をさらに進めるためのコラボ企画を実施する。 

 

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、フェイスブックの活用、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 若者とまちづくりをテーマに、まちぴあで新規事業を実施（５-２））し、

さらにシンポジウムを開催して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）専門家による運営支援講座「労務講座」 マイナンバー制度の運用など雇用にかかわ

る労務支援について、専門家を講師にした講座を実施する。 

 

５．事業支援 

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）若者アイデア会議 ～私たちがこの街をつくる～ 市内でまちづくり活動をしている

若者を紹介し、活動を始める機会を提供する（8 月 12 日（土）実施）。 

 ⇒コミュニティボランティア体験事業（予定）との相乗効果を検討 

６．人材育成 

１）NPO 連続講座 2016 年度末に行ったアンケートをもとに、NPO の事務、会計、税 

務、広報等についての講座を開催する。 

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、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 10 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 770,000 820,000 

収入 27,350,000 27,830,000 謝金 296,000 340,000 

支出 27,350,000 27,830,000 通信運搬費 480,000 503,000 

人件費 17,931,000 17,698,000 印刷製本費 894,000 873,000 

委託費/賃借料 3,635,000 3,686,000 公租公課 1,000,000 1,440,000 

光熱水費 1,650,000 1,550,000 その他 694,000 920,000 

 

まとめ 

・2017 年度は、これからのまちづくりへの参加が望まれる「シニア層」や「若い世代」

が、活動に関心をもってもらうための仕組みを試行する。 

・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：まちを良くするアイディア会議で、既に活動している高校生や大学生を、身近に

いる先輩として紹介し、一緒に活動する機会を作る。 

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 

Ⅲ－１．これからの 10 年を考える 

・認定の期間は 2013（平成 25）年 10 月 25 日から 2018（平成 30）年 10 月 24 日まで 

・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 

したがって、①認定継続、②まちぴあ第三期指定管理、を含めたこれからの 10 年を考える

必要がある。 

 

 

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

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

Ⅲ－２．法人の強みを生かした自主事業の立案 

共助社会研究会が 4 年目に突入する。双方向性の居場所を共助の実践の場として県内に

広げることが目的で、今年度の実態調査はその第一歩との位置づけである。調査の結果を実

践することも念頭において、事業を進める。 

結城市の委託事業「コミュニティビジネス起業講座」も 4 年目を迎えるが、委託事業を通

して法人内に知識と経験が蓄積してきた。栃木県内における事業としてプログラム化して

自主事業の柱の一つとする。 

広く共感を得るための広報戦略を立てる。まずは HP を再スタートさせ、FB と連動させ

ながら定期的な情報発信手段を確立する。さらにどのような情報を掲載するかを含めた共

感者を増やすための活動を継続的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 


