
市民協働推進センター運営事業 

西東京市市民協働推進センターは、開設された平成 21年 3月より西東京市社会福祉協議会がそ

の運営事業を受託している。平成 23年度は、受託契約期間の最終年度にあたり、これまで「認知

度の向上」、「利用の促進」、「情報発信力の強化」などに特に力を入れてきた、市民協働推進セ

ンター「基礎固め」としての諸取組みの成果と実績が問われた年度でもある。 

 

◎機関紙（「ゆめこらぼ通信」）の発行 

 

（1）発行日：隔月1日発行（4・6・7・10・12・2月に発行） 

（2）発行部数：第12号～17号 各約830部 

（3）概要：市民協働推進センター主催イベントの告知と報告、助成金情報、市民協働推進センタ

ー登録団体の紹介、団体登録の勧め、参考図書の書評などを掲載。市民活動団体や広

域組織・全国組織とのネットワークを生かし、広域の情報についても提供した。各号

Ａ4判、4ページ。 

 

◎ゆめこらぼホームページの開設【新規】 

 

（1）開設日：4月15日（金）、モバイルページ開設日5月13日（金）、お助け情報開設日 

(人材バンク)5月26日(木) 登録数:個人5人、団体8件 

（2）ＵＲＬ：http://www.yumecollabo.jp/ 

（3）概要：市民協働推進センターおよび市民協働推進センター登録団体主催のイベントの告知と

報告、登録団体の紹介、助成金情報、お助け情報などを web上で発信。市民協働推進

センターや市内の活動団体にとって更なる取り組みが必要とされる情報発信力を強化

する目的で開設した。発信したイベント情報数は143。うちセンター発信のイベント数

が30。アクセス数は5月中頃の集計開始から3月末日までで累計11,528。 

 

◎『大震災、いま私たちができること』を考える集い【緊急事業】 

 

（1）開催日：4月2日（土）午後6時～8時、 

イングビル3階会議室 

（2）参加者数：22人 

（3）講師：原田光久氏（田無ソーシャルメディア研究会）、 

山中好信氏（西東京芸術・文化市民協議会） 

（4）概要：3月に発生した東日本大震災の被災地に向けて、市民

一人一人ができることを探すとともに、緊急時のネッ

トワークづくりにつなげる目的で開催した。講師の原

田氏には災害時のソーシャルメディア活用法を、山中

氏には被災地での活動体験を語っていただいた。 

 

◎市民シンポジウム      

 
（1）日時・場所：7月 2日（土）午後 1時～4時 30分、アスタ 

センターコート 
（2）参加者数：一般参加者 310人、参加団体 13団体 
（3）テーマ：子どもたちの笑顔あふれる元気なまちづくり 
（4）講師：基調講演＝蜂須賀勲氏（西東京市教育委員会） 

パネリスト＝田中のり子氏（西東京子育てコム）、 
小松真弓氏(NPO法人子どもアミーゴ西東京）、 



小嶋弘氏(NPO法人稲門寺子屋西東京）、松香成紀氏（ばんびの会） 
（5）概要：蜂須賀勲氏が「4 カ国調査から考える現代の子どもたち」と題して基調講演を行い、

パネリスト 4氏が自分の団体の活動を紹介しながら、子どもとまちづくりをテーマに
思いを語った。市内の他の 8 団体も活動状況を話してアピールした。さらに 13 の団
体がパネル展示を行った。 

 
◎コミュニティビジネス講座 

        

（1）日時・場所：①9月 4日（日）、②11日（日）、③18日（日）、
④10月 2日（日）の 4日間、午後 2時～4時
30分、いずれもイングビル 3階会議室 

（2）参加者数： ①9人 ②7人 ③6人 ④4人 
（3）講師：竹内千寿恵氏（ＮＰＯ法人 Mystyle@こだいら代表

理事）、百田浩氏（株式会社グッドデイズ代表取締役） 
（4）概要：コミュニティビジネス（地域に存在する課題をビジ

ネスの手法を活用して解決する新しい起業のかた

ち）を始めたい人を対象に、①コミュニティビジネ

スとは②コミュニティビジネスの始め方③事業の広め方（伝えるということは？）④

コンセプトづくりと発表―の 4回の講座を通し、起業の手がかりをつかむ。 
 

◎専門相談員による相談 

 

（1）日時・場所：①7月 15日（金）、イングビル 3階会議室 
         ②11月18日（金）、イングビル3階会議室 
（2）参加者：①3団体3人 ②希望者ゼロのため中止 

（3）専門相談員：①山之内克行氏（ＮＰＯ事業サポートセンター） 

（4）概要：1団体当たりの持ち時間は1時間とし、1回目はＮＰＯ 

法人の設立申請に関わる細部や組織運営などについて

相談があった。 

 

◎会計講座 

よくわかる NPO 会計基準 

 

（1）日時・場所：6月10日（金）午後6時～8時30分、イングビル3階会議室 

（2）参加者数：12人 

（3）講師：馬場利明氏（税理士、ＮＰＯ支援東京会議） 

（4）概要：ＮＰＯの透明性を高めるために民間主導で開発された「NPO法人会計基準」の策定 

プロセスや全体像、実際の活用法などを学ぶ。 

 

NPO 法人の決算処理      

  

（1）日時・場所：平成24年3月5日（月）午後6時～8時30分、 

イングビル3階会議室 

（2）参加者数：9人 

（3）講師：柱山歩氏（税理士、ＮＰＯ事業サポートセンター） 

（4）概要：区分経理、決算処理（未収金・未払金の処理、前払金・ 

前受金の処理、固定資産と減価償却）、源泉徴収事務などについて学ぶ。 

 



◎協働を考えるシンポジウム        

     

（1）日時・場所：平成24年2月15日（水） 

午後2時～4時30分、 

市役所保谷庁舎４階研修室 

（2）参加者数：48人 

（3）講師：基調講演＝手塚明美氏（藤沢市市民活動推

進センター長）、パネリスト＝中村賢司氏

（西東京自然を見つめる会）、髙井護氏（西

東京市みどり公園課長）、池谷悦加氏（発

達障害のある子の保護者有志の会「でこぼ

こ」）、西谷しのぶ氏（西東京市教育支援課

長）、浜名幹男氏（西東京市協働コミュニ

ティ課長） 

（4）概要：基調講演とパネルディスカッションの 2部構成。基調講演は「市民の力で、協働のま

ちづくりを」と題して手塚氏が講義した。パネルディスカッションでは西東京市にお

ける行政と市民活動団体との具体的な協働の取り組み事例を通して、これまでの成

果・実績を共有するとともに、今後一層の協働を推進するうえで解決すべき課題など

について検討した。市職員の研修の場にもなった。 

 

◎2012 ＮＰＯ市民フェスティバル       

   

（1）日時・場所：平成24年2月12日（日）午前 

10時～午後4時、南町スポーツ・ 

文化交流センターきらっと 

（2）主催：ＮＰＯ市民フェスティバル実行委員会、西

東京市市民協働推進センターゆめこらぼ 

（3）参加者数：約320人（フェスティバル参加は36 

団体） 

（4）概要：市内のＮＰＯ・市民活動団体が一堂に会し、

市民に団体や活動内容を情報提供すること

で市民活動に参加するきっかけをつくると

ともに、団体同士もお互いの活動内容をよく知り交流を深めることを目的に開催した。

企画段階から市民参加の実行委員会を組織し、6回の会合を持って広報、運営を行った。

参加団体数は前年と同じ 36団体だが、初参加組が目立った。「縁（えん）～このまち

でつながる～」のサブタイトルのもとで、団体が活動の内容や様子をパネル展示し、

26団体がステージ発表を行った。 

（5）当日スケジュール 

10：00  開会 

10：30  ステージ発表開始 

15：50  ステージ発表終了 

16：00  閉会 

17：00～19：00 交流会（市役所田無庁舎食堂） 

 

 

 

 

 

 

 



◎企業懇談会（企業に聞く会）  

      

（1）日時・場所：①6月24日（金）午後6時30分～8時、イングビル 

3階会議室   

②10月14日（金）午後6時～7時30分、イングビル 

3階会議室 

（2）参加者数：①23人 ②16人 

（3）ゲスト：①長沢恵美子氏（日本経団連） 

②酒井香世子氏（株式会社損保ジャパンＣＳＲ・環境推進室長） 

（4）概要：企業の社会貢献活動についての理解を促進し、併せて今後の協   

働事業の促進・発展を目指す機会として開催した。1回目は「企  

業の被災地支援とは」の題で、東日本大震災の発生後、企業が 

どのような活動を展開したのかを語っていただいた。2回目は 

「地元企業のＣＳＲ最新事情」の題で、企業価値を計る尺度と 

して環境や社会への配慮が重視されてきていることや損保ジ 

ャパンの西東京市内での取り組み事例を話していただいた。 

 

◎ＮＰＯ・市民活動ネットワーク       

     

（1）日時・場所：①6月18日（土）午後5時～7時、市役所田無庁舎1   

階食堂オレンジキッチン ②7月23日（土）午後2時  

～4時、ひばりが丘児童センター ③8月11日（木）  

午後6時～8時、イングビル ④11月19日（土）午後 

2時～2時30分、イングビル 

（2）参加者数：①46人 ②22人 ③23人 ④17人   

（3）ゲスト：①市民、ＮＰＯ関係者ほか②子ども関係の市民活動団体③関

口宏聡氏（ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度をつく

る会）④小松豊明氏（ＮＰＯ法人シャプラニール＝市民によ

る海外協力の会）、宇野愛子氏（Mamma Mia ＋＜マンマミー

アプラス＞）ほか。 

（4）概要：ＮＰＯ法人や市民活動団体による自発的かつ主体的なネットワ

ークづくりの方策を示す。①「ＮＰＯ市民活動～交流の夕べ

～」。ＮＰＯ関係者ほか、市民活動に関心のある市民が集まっ

て交流し、親睦を深めた。昨年度、東日本大震災の影響で中止

となった「名刺交換会」を延期する形で開催した。②「子ども

ネットワーク懇談会」。子供の分野で活動する団体のネットワ

ーク作りを目指し、関係者が集まって話し合いをするとともに

親睦を深めた。③「ＮＰＯ法改正と新たな寄付税制に関する説

明会」。ＮＰＯに関する新しい動きを把握するため、新寄付税

制と改正ＮＰＯ法の内容についての説明会を行った。④「『大

震災とフクシマ』をめぐる市民活動を語る集い」。東日本大震

災と福島原発事故からの復旧・復興に向けて活動する市民の方

に話題提供をいただき、「大震災とフクシマ」について意見交

換を行った。 

 
 

 

 

 

 



◎大学への呼びかけと大学生による事業企画・実施  

       

（1）ＮＰＯ市民フェスティバル実行委員会（6回開催。3人参加）、 

市民協働推進センターサロンコーナー 

（2）ＮＰＯ市民フェスティバル前日準備 平成24年2月11日 

午後5時45分～9時、きらっと（3人参加） 

（3）ＮＰＯ市民フェスティバル当日 平成24年2月12日  

午前9時～午後5時、きらっと（15人参加） 

（4）概要：大学生に市民活動に興味・関心を持ってもらうための機会 

や学びの場を提供し、市民活動の活性化に寄与することを

目的に、ＮＰＯ市民フェスティバルに実行委員として参加

してもらうとともに、ボランティアとして前日の会場準備、

当日のイベント運営に参加した。 

 

◎行政職員と市民活動団体との懇談会 

 

（1）日時・場所：平成24年1月27日（金）  

午後2時～4時、市役所保谷東分庁舎 

（2）参加者：20団体20人および行政職員11人 

（3）概要：分野を「子ども｣に絞り、行政と市民活動団体の協働を一層推進するため、「子ども関

連」のゆめこらぼ登録団体に参加を呼びかけて開催した。行政からも保育課、児童青

少年課、健康課、障害福祉課、児童館、公民館から参加があった。具体的な質問の飛

び交う意見交換会となった。 

 

 



◎トークサロン 

概要：ＮＰＯ・市民活動として取り組まれていたり、新たな市民活動への展開が期待できそうな話

題をゲストに提供してもらい、参加者みんなで考え合う少人数によるサロン形式の学びの場

を、協働推進センターのサロンコーナーに設けて開催した。 

 

１．市民の科学をめざして～高木仁三郎市民科学基金１０年のあゆみ～ 

（1）日時：5月13日（金）午後6時～7時30分 

（2）参加者数：18人 

（3）ゲスト：菅波完氏（ＮＰＯ法人高木仁三郎市民科学基金） 

 

２．～子どもたちの健やかな成長を願って～ 

（1）日時：7月30日（土）午後2時～4時 

（2）参加者数：17人 

（3）ゲスト：阿南健太郎氏（財団法人児童健全育成推進財団） 

 

３．「路地裏の人権」を考える 

（1）日時：11月2日（水）午後6時30分～8時 

（2）参加者数：9人 

（3）ゲスト：田中正人氏（財団法人人権教育啓発センター） 

 

４．子どもの虐待を考える 

（1）日時：11月9日（水）午後7時～8時30分 

（2）参加者数：21人 

（3）ゲスト：吉田恒雄氏（ＮＰＯ法人児童虐待防止全国ネットワーク）  

 

５．市民活動におけるソーシャルメディア活用法 

（1）日時：平成24年 1月27日（金）午後7時～8時30分 
（2）参加者数：11人 

（3）ゲスト：原田光久氏(田無ソーシャルメディア研究会) 

 

６．市民ファンドを考える 

（1）日時：平成24年3月16日（金）午後6時～7時30分 

（2）参加者数：9人 

（3）ゲスト：坂本憲治氏（ＮＰＯ法人市民社会創造ファンド） 

 

◎第三者評価(外部評価) 

（1）日時：①平成24年1月16日(月)午後2時～4時 

   ②平成24年2月13日(月)午後2時～4時 

   ③平成24年3月17日(土)午後3時～5時 

（2）外部評価委員：4人 

       委員長 山崎富一氏（NPO法人笑顔せたがや） 
       委員  安岡厚子氏（NPO法人サポートハウス年輪） 
       委員  上野良之氏（特定非営利活動促進機構） 
       委員  池田葉子氏（小平市民活動支援センター） 
（3）概要:西東京市市民協働推進センター（ゆめこらぼ）の平成21年度から平成23年度の事業に

ついて外部評価委員会が検証した。開設からの3年間を、「基礎固め」の期間として、 

     12事業別にスタッフが作成した「内部評価シート」を参考に、外部評価委員会がスタ

ッフへのヒアリングや意見交換を行い、委員長が中心にまとめて、「西東京市市民協働

推進センター「ゆめこらぼ」事業に関する第三者意見」として提出を受けた。                  



◎関連団体との連携 

１．イベントなどへの参加 

（1）田無交流朝市で出店 ＝12月11日（日） 

（2）西東京市民まつりで出店＝11月12日（土）～13日（日） 

 

２．連絡会などへの参加 

（1）市民ファンド推進連絡会 設立記念フォーラム＝6月30日（木） 

（2）平成23年度区市町村ＮＰＯ担当職員連絡会議 

（東京都生活文化スポーツ局／東京ボランティア・市民活動センター主催）＝8月30日（火） 

（3）第13回民間ＮＰＯ支援センター･将来を展望する会＝12月2日（金） 

 

３．研修会などへの参加 

（1）ＮＰＯ支援センター初任者研修会（日本ＮＰＯセンター主催）＝7月9日（土）～10日（日） 

（2）ＮＰＯと行政の対話フォーラム「『新しい公共』と地域の課題解決」 

（日本ＮＰＯセンター主催）＝平成24年2月23日（木） 

 

４．その他 

社会福祉実習生の受け入れ  

7月23日（土） 

 

◎運営委員会 

第１回 4月19日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．平成23年度事業計画、予算について 

２．運営委員会委員の増員について 

 

第２回 5月17日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．運営委員会の傍聴について 

２．運営委員会会議録の公開に際してのルールについて 

３．平成22年度事業の振り返り 

４．評価システムの構築について 

５．平成24年度以降のセンター事業受託について 

 

第３回 6月21日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．運営委員会会議録公開に際しての申し合わせについて 

２．機材の貸し出しについて 

３．平成24年度以降のセンター事業受託について 

 

第４回 7月19日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．運営委員会会議録公開に際しての申し合わせについて 

２．機材の貸し出しについて 

３．平成24年度以降のセンター事業受託について 

 

 

 

 



第５回 8月23日（火）午後7時～8時45分、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．平成24年度以降のセンター事業受託について 

２．団体登録の取り扱いについて 

 

第６回 9月20日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．平成24年度以降のセンター事業受託について 

２．平成24年度事業計画書（案）について 

 

第７回 10月11日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．平成24年度事業計画書（案）と予算書（案）について 

２．今後3年間のセンター事業について 

 

第８回 11月15日（火）午後7時～9時20分、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．平成24年度事業計画書（案）と予算書（案）について 

２．今後3年間のセンター事業について 

３．ゆめサロンの取り扱いについて 

 

第９回 12月20日（火）午後7時～8時30分、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．平成24年度事業計画書について 

２．運営業務受託について 

３．今後3年間のセンターの取り組みについて 

４．第三者評価について 

 

第10回 平成24年1月17日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．企画提案書について 

２．運営業務受託にかかる今後の予定と対応について 

 

第11回 平成24年2月21日（火）午後7時～9時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．運営業務受託にかかる結果の報告について 

２．運営業務受託にかかる今後の予定と対応について 

 

第12回 平成24年3月6日（火）午後7時～8時、イングビル3階会議室 

【主な議題】 

１．西東京市社会福祉協議会理事会･評議員会の結果の報告について 

２．平成24年度予算の変更について 

 

 

 

 

 

 

 



◎センター利用、相談状況 

多くの市民、団体の来訪により、地域の情報の収集・発信、ネットワークづくりの場となってい

る。 

（1）利用実績（いずれも延べ数） 

●センター登録団体数 83団体 メールボックス使用 61団体 

 ●来訪団体 1,450団体、2,104人（センターのイベント事業参加者数を含まない） 

●来訪個人 199人 

 

      

 

 

 

    

 

 

 

（2）相談の内容別内訳（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）機材・サロンの使用実績(単位:件) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼 間 夜 間 昼夜合計 

団体 個人 団体 個人 団体 個人 

組 人 人 組 人 人 組 人 人 

1,326 1,927 178 124 177 21 1,450 2,104 199 

№ 相談の内容 件数 № 相談の内容 件数 

1 センターの機能に関する相談 0 9 活動開始に関する相談 2 

2 センターへの事業提案に関する相談 0 10 事業開始に関する相談 2 

3 市への事業提案に関する相談 0 11 起業に関する相談 0 

4 活動のサポートに関する相談 3 12 団体の設立に関する相談 2 

5 会員の募集に関する相談 0 13 団体の運営に関する相談 1 

6 活動場所に関する相談 2 14 ＮＰＯ法人設立に関する相談 3 

7 広報に関する相談 0 15 ＮＰＯ法人運営に関する相談 0 

8 助成金に関する相談 2 16 その他 5 

    合    計 22 

 
 

 

昼 間 夜 間 合 計 
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307 19 206 88 18 20 0 36 5 7 327 19 242 93 25 

 


