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平成２４年度 事業報告 

 

1. 団体訪問活動 

（1） 市民活動団体訪問 

   ・団体訪問 

     団体のメンバーや活動の様子を見に実際に足を運び、会って話している。取材で

まとめたものはファイリングし、データにも残して資料にしている。 

 

   ・団体ファイル作成 

職員が訪問した団体や、センターに登録された団体の活動内容や資料をファイル

にまとめ、高島市内の市民活動団体の資料として活用できるよう整備している。 

 
 

（2） センター登録団体のデータベース管理  

【資料 1-2】 

前年度までに登録された団体に加えて、今年度も登録された団体のデータを集め

てきた。交流センターが主催・共催した交流会やイベントへの案内を送ったり、市民活

動団体についての問い合わせや相談の際に参考にしたりと活用している。 

     



2. 交流会、研修会の開催 

（1） たかしま市民活動フェスタ 交流会 

 【資料 2-1】 

１１月１０日（土） 今津東コミュニティセンター ３階大ホール 

「たかしま市民活動フェスタ」第二部として開催 

参加者 ５３名 

  

 ・ フェスタ実行委員、協力者より、一言 

 ・ 参加者の皆さんより、活動ＰＲ 

  

 

（2） まちづくり交流会 

【資料 2-2】 

１２月２０日 今津東コミュニティセンター ３階大ホール 

参加者 ４１名 

・ 社団法人びわ湖高島観光協会吉田さんの講話 

『高島の観光から見たまちづくり』 

    ・ コーヒーブレイク『異国の食文化を味わおう』 

    ・ 市民活動ＰＲ『気軽に話そう胸の内』 

    ・ みんなで歌う 手話『ふるさと』 

  

 
（コーヒーブレイクで出した 

マレーシアの手作りお菓子） 



（3） まちづくり交流会 ～育てる人がつくるまち～ 

【資料 2-3】 

２月１３日 今津東コミュニティセンター ３階大ホール 

参加者 ６８名 

・ まちづくり事例紹介 ～育てる人がつくる“まち”～ 

 “花”に関わる市内のまちづくり事例紹介と、活動に携わる方々との対話交流 

ファシリテーター： 滋賀県立大学 上田洋平さん 

  ・ ミニ交流会  

（なごみ工房の「桜のシフォンケーキ」とコーヒー、お茶、「小さなＡＭＩ」の歌） 

  

 

（４） 風結いで心結い交流会                              

 【資料 2-4】 

   ３月１６日（土） 風結い（安曇川町中野 795-3） 

    参加者 ２４名 

    協力： ＮＰＯ法人 結びめ 

 

    ・ 万木かぶの紹介 

    ・ 高島市に移り住んだ風の人、古くから高島で暮らす 

土の人、一緒に万木かぶの漬物をいただきながら 

ゆるやかに語り合いましょう 

  

 
（この土地でしか味わえない、 

「万木かぶ」の漬物） 



3. 広報紙 『たかしま市民協働交流センターだより』 の発行 

【資料 3】 

広報たかしまの全戸配布に合わせて年４回発行 

 

【印刷内容 及び 配布】 

・ 8ページ構成（16号は前頁カラー、17号以降は 2色刷り） 

・ 印刷部数 18000部／各号 

 

  

 



 

（1） たかしま市民協働交流センターだより 16号  (2012年 6月末 発行)  

  たかしま市民協働交流センターの紹介 

  利用者団体談話室「ＬＡＬＡＬＡカフェこみにて」オープンのお知らせ 

  市民活動団体紹介 

  掲示板 

   

（2） たかしま市民協働交流センターだより 17号  (2012年 9月末 発行)  

  「たかしま市民活動フェスタ」について 

  高島市平成 25年度協働提案事業について 

  市民活動団体紹介 

  連載・青年団各団紹介 

  掲示板 

 

（3） たかしま市民協働交流センターだより 18号  (2012年 12月末 発行)  

 「たかしま市民活動フェスタ」報告（各ブース写真、交流会、参加者の声、など） 

 高島市平成 25年度協働提案事業審査会について 

  市民活動団体紹介 

  連載・青年団各団紹介 

  掲示板 

 

（4） たかしま市民協働交流センターだより 19号  (2013年 3月末 発行)  

   市内学童紹介 

   2月 13日開催 「まちづくり交流会」の報告 

   5月 26日開催 「円卓会議」参加者募集 

 市民活動団体紹介 

 連載・青年団各団紹介 

 掲示板 

 

(5) 反響  

 ・１６号の掲示板で掲載した羽釜募集（ＮＰＯ法人どっちんクラブ 横塚さん）へ、たくさん

の羽釜の提供があり、おくどさん本体も２ついただいた。すべて横塚さんにお渡した。今

後イベントなどで活用される予定。 

・掲示板に掲載したイベントについて、主催団体に問い合わせが 

くるようになったとのこと。 

・団体紹介のおかげで入会者が増えたとのこと。 

・各団体より、広報ツールとしての認識が増し、 

情報掲載の依頼が増えた。 

 



4.ホームページ、メールマガジン 

 

（1） ホームページ 

【資料 4-1】 

「たかしま市民協働交流センター」 のホームページ http://tkkc.takashima-shiga.jp/ 

 

 



【内容】 

・たかしま市民協働交流センターからのお知らせ（交流会など直近の催しについて） 

・高島市内イベントカレンダー 

・地域の展示会など 

・たかしま市民協働交流センターでの印刷サービスや備品利用などの告知 

・市内イベントや交流会などの報告 

・まちづくり団体の活動、市内イベントなどのお知らせ 

・交流センターだよりの記事の掲載 

・今津東コミュニティセンターＨＰへのリンク など 

 

（２） メールマガジン 

 

システムが複雑なため、休止中 

 

（3） ｆacebookページ 

 

試験的にページ開設中。 

 

 

 



5.たかしま市民活動フェスタ 

【資料 5】 

２０１２年１１月１０日（土） 今津東コミュニティセンター 

第１部： 市民活動フェスタ 10：00～15：00 

第２部： 交流会 15：30～16：30 

 

（1） 趣旨 

市民が自主的に取り組むまちづくり活動や市民活動等の情報を発信し、「見る」、「聞く」、

「体験する」ことを通して、活動への市民の関心や参加を拡げるとともに、活動団体同士の

交流を深め、ネットワークづくりの場を創造する。 

 

（2） 参加者数 

  参加団体： 市内の NPO、市民活動団体、ボランティアグループ等 約 67団体 

  来場者数： 1100人（概算） 

 

（3） 内容  

・活動ＰＲパネル、ブース展示 ： 活動紹介文や写真、作品を展示 

・体験、実演ブース、模擬店 ： 活動に即した体験プログラムやワークショップなど、 

団体の実演や市民の参加を通して活動をＰＲ 

・ステージ発表 ： 文化団体等のステージ発表 

・交流会 ： 出展団体、実行委員、来場者同士のつながりの場として開催 

・クイズラリー 

 

(4) 事業の成果 

・高島市内での市民活動団体を知るきっかけ 

・活動する人との出会い、ネットワークの広がり 

・情報発信、情報交換 

・交流会でのコミュニケーション、活動内容の発信 

   



  

   

 

6.コピー等サービス業務 

（1）印刷依頼、備品の利用 

【資料 6-1】   

コピー、大判プリント、横断幕作成の依頼 

備品（プロジェクター、レーザーポインターなど）の貸出 

                                        合計 503件  

 （横断幕の例） 

（2）市民活動についての相談 

 

イベント内容、出演者、講師などについての相談 

活動についての相談 

活動内容に見合う団体や人の紹介依頼 

 



7.市民活動団体への活動支援 

（1） イベント協力  

 【資料 7-1】 

・「風と土の交藝」の協力  

全体会議への参加 

高島市内でのチラシ配布 

  

 

・「風人の祭」出展  

１０月 14日 くつきの森ゆりのき広場 

   
  

・「たかしま子どもフェスティバル」出展  

 １０月２１日 今津総合運動公園内 

   



（2）広報支援  

 

・「たかしま市民協働交流センターだより」掲載 

・ＨＰへの掲載 

・facebookへの掲載 

・市民会館での催しにて、プログラムへのチラシ挟み込み 

（風人の祭り、風と土の交藝スタッフ募集、ゆめぱれっとフェスタ） 

 

（3）新聞社、放送局への情報提供、団体間の橋渡し 

  

(２０１２年３月１１日 京都新聞)          （２０１２年１２月２２日 読売新聞） 

 

8.その他 

（1）セミナー、講演会への参加 

【資料 8-1】 

・５月１８日 ひこね市民活動センター、しがＮＰＯセンター視察 

・７月７日「チョウチョの会 8周年イベント 地域がつながる“ものがたり”」 

  



・７月１３日 淡海ネットワークセンター「市民活動会計 はじめの一歩講座」 

   

・７月２０日 淡海ネットワークセンター「ＮＰＯミニ講座」 

・９月１７日「たかしままちづくりびとこんわ会 inゆめぱれっと」参加 

  

・１１月２５日「今津地区ボランティアセンター開所式＆今津地区ボランティアのつどい」 

  



・１２月７日「ＮＰＯ法令違反に関する説明会」滋賀県文化産業会館 

・１月１４日「びわ卓フォーラム 2013」ピアザ淡海 （分科会、新春交流会） 

  
 

（２） 各種会議への参加 

【資料 8-2】 

・４月１３日 たかしま市民まつり 第１回実行委員会 

・７月１７日 住民参加型助け合いサービス連絡会 第１回つながり会議 

・７月１８日 ２０１２年度 第１回 中間支援センター意見交換会 ピアザ淡海 

・９月１１日 ２０１２年度 第２回 滋賀ＮＰＯ災害ボランティアネットワーク検討会議 

 

（3） 高島市協働提案事業 

【資料 8-3】 

  



・ ８月１０日「高島市協働事業提案制度にかかる提案募集説明会」新旭公民館 

・ 協働セミナー（高島市との共催） 

８月１７日 今津東コミュニティセンター 

９月７日 安曇川公民館 

    

・ ８月２３日「市民協働円卓会議」今津東コミュニティセンター 

・ １０月３０日「協働提案事業のプレゼンテーション審査」今津東コミュニティセンター 

  

 

・平成 25年度市民協働提案事業予定者連帯会議 

２月２６日 13：30～  今津東コミュニティセンター ３階大ホール 

 

・各提案者より、事業の概要説明 

・各事業のミーティング 

・ワールドカフェ（小グループでの対話） 

 

・市民協働提案相談件数 ４団体 ８回 

 

 



  

 

（4） 国土交通省 平成 24年度雪国の安全安心な暮らし確保のための克雪体制推進調査  

 

・ 打ち合わせ 

・ 克雪体制推進調査に係るアンケート調査  

・ １２月１２日 克雪学習会「除雪のしくみづくりを考える」 

  

・ 除雪支援体制ネットワーク委員内会議 

・ ヒアリング調査まとめ  

  


