
令和４年度碧南市市民活動センター指定管理者審査委員会 

 

日 時  令和４年６月９日（木） 

午前９時３０分から 

場 所  へきなん福祉センターあいくる 

     第１会議室 

 

１ あいさつ 

 

 

 

２ 議題 

(1) 令和３年度市民活動センター事業報告及び決算について 

 

 

(2) 令和４年度市民活動センター事業計画及び予算について 

 

 

 

３ その他 
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3 委員
永坂　幸子
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ボランティア連絡協議会

4 委員
鈴木　まゆみ
（ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ）

碧南市市民活動センター運営委員会

5 委員
角谷　恵理子
（ｽﾐﾔ　ｴﾘｺ）

市民代表

6 委員
杉浦　英樹

（ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞｷ）
碧南市総務部経営企画課長

≪事務局名簿≫

№ 所属・職 氏名（フリガナ）

1 市民協働部長
山本　政裕

（ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ）

2 地域協働課長
鈴木　勝哉
（ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ）

3
地域協働課
地域協働係　係長

齋藤　静絵
（ｻｲﾄｳ　ｼｽﾞｴ）

4
地域協働課
地域協働係　主事

都築　征希
（ﾂﾂﾞｷ  ﾏｻｷ）
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令和３年度 

碧南市市民活動センター 

サポプラ 

指定管理事業完了報告書 

 

 
コロナ禍にもかかわらず大勢が参加してくれました 

 

 

 

 

令和４年４月２８日 

認定特定非営利活動法人 愛知ネット 
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●碧南市市民活動センター【サポプラ】 

セ ン タ ー 概 要  

場 所 ： 碧南市山神町 8 丁目 35 番地 

       へきなん福祉センターあいくる内 

電 話 ： 0566 – 42 - 6561 

ファクス ： 0566 – 42 - 6571 

Ｅ－ｍａｉｌ: info@hekinan-plaza.jp 

ホームページ：http://hekinan-plaza.jp/ 

開 館 時 間 ：火 ～ 土曜日  9 時～21 時 

日曜日・休日  9 時～17 時      

休 館 日 ：毎週月曜日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

主な施設  ：ミーティングコーナー、おしゃべりコーナー、情報コーナー、印刷室 

 

Ⅰ センターの役割と任務 

１．委託業務名・目的 

（１）業 務 名：碧南市市民活動センター指定管理業務 

（２）事業の目的：利用者をはじめとした市民ニーズの把握及びこれを十分に反映した運営・支援を

実現し、市民に必要な情報提供等を行うことで、市民活動センターが市民活動、

ボランティア活動、町内会活動等（以下「市民活動等」という。）を支援するこ

とを目的とする。 

（３）実 施 期 間：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4年 3 月 31 日 

（受託期間：令和 6 年 3 月 31 日まで） 

 

Ⅱ 事業実施計画 

１．数値目標 

（１） 相談件数         115件以上 
（２） マッチング件数       36件以上 

※前年度実績の5％増を目標とする。 

２．重点施策 

（１） 日常業務：相談件数、マッチング件数の目標を意識して対応する。 

（２） 独自業務：（ロジックモデル短期アウトカム） 

・自ら活動する人・団体が増えている。 

・まちづくり団体が相互に連携・協働するすばらしさに気づいている。 

・活動団体の連携・協働対象分野（団体）が広がっている。 

・様々な団体が様々な種類の資金調達に取り組んでいる。 
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Ⅲ 目標と実績 

数値目標 

 
R1年度 R2年度 R3年度 

実 績 実 績 目標 実 績 達成率 

総利用者数 10,670 人 6，401 人 - 6,025 - 

相談件数 412 件 111 件 115 122 106.1％ 

マッチング件数 103 件 34 件 36 28 77.8％ 

団体登録 262 団体 274 団体 - 276 - 

※各年度の総利用者数には、あいくるまつりなどのイベント来場者数を差し引いて表示。 

 

 

Ⅳ 実施した事業内容          

１．スキルアップ講座 

（１）イベント運営の極意 

日 時：2021 年 4 月 30 日（金）18:00～19:30 

場 所：へきなん福祉センターあいくる 

講 師：大野裕史（碧南市市民活動センター長） 

参加者：17 名（会場 10 名、オンライン 7 名） 

 

 

概 要：「プロジェクトマネージメントとは、〇〇を××すること」！ということから始まったこの

講座。これまでに実施したプロジェクトをもとに、「To Do List」を使い、目的と手段を洗

い出すことで整理する手法を学んだ。コロナ禍におけるイベント運営の話もあった。 

（２）ロゴの作り方 

日 時：2021 年 5 月 22 日（土） 【中止】 

場 所：へきなん福祉センターあいくる会議室 

 

 

 

（３）災害時のマイ・タイムライン 

日 時：2021 年12 月18 日（土）10：00～11：30 

場 所：へきなん福祉センターあいくる会議室 

講 師：大野裕史（碧南市市民活動センター長） 

参加者：16 名（会場15 名、オンライン1 名） 

概 要：参加者は自分の居住する地区のハザードマップを見ながら、

避難場所や土砂崩れなど危険な個所を確認し、実際に時系列

で記入し、自分の家族構成や状況に照らし合わせ、マイ・タ

イムラインを作成した。住んでいるところの情報(市の防災

HP や気象予報）を知ること、日ごろからの備えの大切さ、

いざという時に備え、家族で話し合っておくことの大切さを

学んだ。 
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（４）私の避難計画 

日 時：2021 年 12 月   【中止】 

場 所：サポプラ会議室 

 

（５）パワポで団体紹介動画をつくろう 

日 時：2022 年 1 月  【中止】 

場 所：へきなん福祉センターあいくる会議室 

 

 

２．車座集会 

（１）地域ねこってどんなねこ 

日 時：2021 年 5 月 22 日（日） 【中止】 

場 所：へきなん福祉センターあいくる 

 

 

 

 

 

（２）企業人と一緒に課題解決 ＝プロボノってなに？＝ 

日 時：2021 年 6 月 26 日（日）13:30～15:00 

場 所：へきなん福祉センターあいくる 

講 師：大須賀恵子さん（NPO 法人中部プロボノセンター  

事務局）、内藤壽久さん（スペシャリスト）、矢吹勇 

治さん（スペシャリスト） 

参加者：18 名（会場 8 名、オンライン 10 名） 

概 要：「仲間が増えない」「お金がない」「うまく PR できない」という市民活動団体共通の課題

を、企業目線で解決していこう！というプロボノについて、事前にヒアリングを行い、目

標や期間を決め、プロボノの計画立案を行った。「プロボノに申し込むためにはどうした

らいいの？」などのご質問をいただいた。 

 

（３）「水害からの学び」～あなたは子どもをどう守る？～ 

日 時：2021 年 7 月 16 日（金）10:00～12:00 

場 所：へきなん福祉センターあいくる 

講 師：松田亜希子さん（人吉コミュニティ事務局にじのおと） 

参加者：61 名（会場 30 名、オンライン 31 名） 

※スペシャルコラボにより、刈谷、安城、大府、碧南の市

民活動センターとオンライン（Zoom）での同時開催！ 

概 要：令和２年７月豪雨で、人吉コミュニティにじのおとの拠点

が被災。球磨川が氾濫したとき、夫は消防団の活動で家に 

はおらず、２歳から１１歳までの４人のお子さんとともに避難。松田さんは常に自分の子

どもも地域の子どもも同じように育てている。ご近所と助け合いながら片付けや買い出し

をし、子どもたちの不安を取り除くよう努力した。「日ごろのお付き合いがあれば、あと

はなんとかなる」との言葉でしめくくった。 
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（４）ＳＤＧｓ勉強会 【中止】 

日 時：2021 年8 月21 日（日） 

場 所：へきなん福祉センターあいくる 

 

（５）ボッチャって何だろう？ 【中止】 

日 時：2021 年9 月4 日（日） 

場 所：へきなん福祉センターあいくる 

 

（６） 補助金を上手に使おう 

 ～みなさんの市民活動を応援します～ 

日 時：2022 年 3 月 5 日（土）13：30～15：00 

場 所：へきなん福祉センターあいくる会議室 

講 師：碧南市地域協働課補助金申請受付担当者 

    都築征希さん 

参加者：12 名 

概 要：市民公益活動活性化補助金について、分かりやすくお話し

ていただいた。これから活動を始めたい！今の活動をもっ

と活発にしたい！そんなお悩みの市民活動団体さんを支

援する制度です。 

 

 

 

３．その他のイベント 

（１）コロナ過でのサポプラまつり 

サポプラまつりが、コロナの影響で開催できなくなった。サ

ポプラ登録団体の活動の様子をビデオ撮影し、名古屋で活躍し

ているアーティストグループの MDJ をゲストに迎え、へきなん

在住の DAISUKE さんを MC とする番組として編集し、「おう

ちでサポプラまつり」としてユーチューブで公開した。 

チラシやパンフレットを使って、市内での広報活動を展開し

ている。７月７日現在の視聴回数は右の通り、4,300 回を超えて

拡大している。 

 

 

 

 

（２）コロナ過での団体交流会「つなが輪」 

毎年開催してきた団体交流会「つなが輪」も、コロナ禍で開

催を中止することになった。そこで、「コロナ禍市民活動アンケ

ート」の結果を、「with コロナ どうやってがんばろう？」とタ

イトルをつけ、館内に掲示している。 

 

●コロナ禍での活動に関するアンケート概要 

・４７団体から回答、５６％が活動を自粛 
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・６４％がオンラインでの方法を模索 

・会議、講座、集会のほか慰問も試行 

・アンケート結果を分析し、掲示 

・スタジオセットを用意、貸出+技術的支援を 

 

 

（３）第7 回へきなん自転車散歩 〜へきなんお宝巡輪〜 
日 時：2021年11月28日（日）9：00〜16：00 
場 所：碧南市内一円 
参加者：120名（43チーム） 

ボランティア：148名 
協賛企業：65社 

概 要：昨年に引き続き、新型コロナ感染症拡大防止策を施したう
えでの開催となった。碧南市内からの参加者が32％、68％
は26市町（県外1市を含む）からの参加。 
今年開催できなかった市内の山車祭の会が、この日に合わ
せて山車をくみ上げ、自転車散歩の参加者をもてなしてく
れた。またJERA（旧中部電力）の協力で、普段は入れな
い碧南最南端の地にもいくことができた。このような市内
の各団体やボランティアさんの協力があり、参加者の７割
がリピーターとして参加してくれている。 
 
 

 

 

（４）サポプラ交流会 つなが輪 

日 時：2022 年 4 月 2 日（土）13：30～15：30 

場 所：へきなん福祉センターあいくる デイルーム 

参加者：21 団体（36 名） 

    碧南青年会議所（2 名） 

    トヨタ自動車衣浦工場（2 名） 

    市会議員（2 名）  合計 42 名 

概 要：コロナの影響で、当初予定していた日程を延期し、2021

年度の事業として 4 月 2 日に開催した。 

今回は「コロナ過で感じた思いを語り合ってみよう」をテ

ーマに、ワークショップ形式で思いや課題を出し合った。

碧南ファシリテーターズが進行を担った。碧南青年会議所

およびトヨタ自動車衣浦工場のメンバーが参加した。彼ら

は、市民団体が抱えている課題を掘り起こし、支援の糸口

を探す目的で参加した。今後、一緒になって市民団体の活

動を支援していきたいと考えている。 
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４．新型コロナウイルスへの対応について 

（１）行政からの要請事項 

①まん延防止等重点措置発出 4月20日（⽕）〜5月11日（⽕） 
開館時間の制限はなし 9：00〜21：00 
各室の定員50％ 継続 

②緊急事態宣言発出 5 月12 日（⽔）〜6 月20 日（日） 
開館時間の短縮を実施 9：00〜20：00 
各室の定員50％ 継続 

③まん延防止等重点措置発出 6 月21 日（月）〜7月11日（日） 
開館時間を復帰 9：00〜21：00 
各室の定員50％ 継続 

④厳重警戒宣言発出 7 月12 日（⽕）〜8 月26 日（木） 
開館時間の制限はなし 9：00〜21：00 
各室の定員50％ 継続 

④緊急事態宣言発出 8 月27 日（⾦）〜9 月30 日（木） 
開館時間の短縮を実施 9：00〜20：00 
各室の定員50％ 継続 

⑤緊急事態宣言終了 10 月1 日（⾦） 
開館時間を復帰 9：00〜21：00 
各室の定員50％ 継続 

⑥まん延防止等重点措置延⻑ １月２１日（⾦）〜３月21日（月） 
開館時間の制限はなし 9：00〜21：00 
各室の定員50％ 継続 

⑦まん延防止等重点措置終了 ３月22日（⽕） 
開館時間の制限はなし 9：00〜21：00 
各室の定員50％ 継続 

 
 

Ⅴ ま と め 

１．第１四半期 

昨年度の第一四半期は、コロナ感染拡大の

不安から、利用者が激減した。第 2 四半期以

降は、比較的安定的な利用者数となっている。

今年度の第一四半期は、その流れを継続し、

低調ではあるが安定的な利用者数となってい

る。with コロナとしての対処法が落ち着いて

きている。活動の活気が回復するには、時間

がかかりそうだ。 

年度別利用者実績の推移 
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第２四半期 

8月度、9月度に緊急事態宣言の発出があ

り、利用者が減った。それに伴い、右図の

通り8、9月度のMet コーナーと印刷室の利

用が、それまでと比較して低迷している。

例年の利用実績と比較しても、低くなって

いる。相談件数、マッチング件数は、低迷

してはいるが昨年度と同じか、少し多い数

値を示している。 

 

第３四半期 

10月1日から緊急事態宣言が終了しコロナ第5 波が収束、その後小康状態が続いた。ところが、
利用者は戻ってきてない。相談やマッチングも伸び悩んでいる。こんな中で、中部プロボノセンタ
ーの協力をいただき、あるプロボノさんが登録団体の課題・問題点に、継続的に個別に取り組んで
いただけることとなった。さらに、碧南⻘年会議所の役員メンバーとトヨタ自動車⾐浦⼯場の担当
者さんが、市⺠活動団体の課題の掘り起こしと対策への取り組みに関⼼を寄せていただき、定期的
な会議を持つことができた。この2 つの流れを大切にしていきたいと考えている。 

 

第４四半期 

1 月当初からコロナウイルス感染拡大第６波の中にあった。このため、利用者数、相談件数、会議

室利用数など、昨年並みではあるが平年と比較すると低調であった。 

第３四半期から始まった、碧南青年会議所とトヨタ自動車衣浦工場のメンバーによる、市民団体

の課題を抽出し、解決に向けた支援を行いたいとの思いから、団体交流会「つなが輪」に参加して

いただき、団体さんの生の声を聴いていただくことにした。コロナ禍の中であっても、対面で話が

聞きたいとのことだったので、時期を選び開催した。団体さんからは多くの「思いや課題」が出さ

れた。今後、その中身を分析し、碧南青年会議所とトヨタ自動車衣浦工場のメンバーさんと一緒に

なって団体支援の方向を検討していきたいと考えている。 

 

令和３年度を通して 

令和 3 年度、計画していた市民活動センターの 14 件のイベントうち８件がコロナ禍の中で中止し

た（実際にはサポプラ交流会を上記の事情で 4 月 2 日に実施したので、実施できなかったのは７件）。

50％のイベントが実施できなかった。実施できなかったイベントのうち、可能な講座・集会は令和

４年度に持ち越して実施していきたいと計画している。 

年度の後半から取り組み始めた、碧南青年会議所とトヨタ自動車衣浦工場とで始めた、市民活動

団体の課題を抽出して、一緒になって対応策を考え実施していきたいという緩やかなグループがで

きた。中間支援の機能を持つこのグループの展開を、サポプラとしても今後「伴走支援」という形

態で応援・支援していきたいと考えている。 

 

以上 

年度別 Met コーナー利用実績の推移 



2021（令和3）年度　碧南市市民活動センターイベントスケジュール

月 日時 場所 区分 分類 内容 講師

4
4/30（金）

18:00～19:30
あいくる　会議室 スキルアップ講座 担手支援

イベント運営の極意
～プロジェクトマネージメントに挑戦～

碧南市市民活動センター
センター長　大野　裕史

5
5/22（土）

13：30～15：30
あいくる　会議室 スキルアップ講座 まちづくり ロゴの作り方

～団体名などを、人目を引くおしゃれなカタチに～

NPOI法人
生活文化資源交流協議会
代表　木村　雄二さん

5
5/30（日）

10：00～11：30
あいくる　会議室 車座集会 福祉 地域ねこって、どんなねこ？

地域猫活動ボランティア
ねこの歩添道

御手洗　あかねさん

6
6/26（土）

13：30～15：00
あいくる　会議室 車座集会 市民団体支援

企業人と一緒に課題解決
～プロボノで何が変わるの？～

NPO法人中部プロボノセンター

大須賀恵子さん
内藤壽久さん、矢吹勇治さん

7
7/16（金）

10：00～12：00
おしゃべりコーナー 車座集会 防災・災害救援

水害からの学び
～あなたは子どもをどう守る？～

人吉コミュニティ事務局
にじのおと

松田　亜希子さん

7
7/11（日）

10：00～15：00
あいくる　ホールなど その他イベント まちづくり サポプラまつり サポプラまつり実行員会

8
8/21（土）

13：30～16：00
あいくる　会議室 車座集会 まちづくり SDGsべんきょう会

2030SDGｓ
公式ファシリテーター

森山 智香子さん

9
9/4（土）

13：30～15：00
あいくる　デイルーム 車座集会 福祉・社会教育

ボッチャって何だろう？
～ボッチャを体験してみよう～

元碧南市社会福祉協議会
中山　修さん

10
11/28（日）

10：00～16：00
碧南市内一円 その他イベント まちづくり 第７回へきなん自転車散歩 へきなん自転車散歩実行委員会

11
12/18(土)

10:00～11:30
あいくる　会議室 スキルアップ講座 防災・災害救援 災害時のマイタイムライン

碧南市市民活動センター
センター長　大野　裕史

12 あいくる　会議室 スキルアップ講座 防災・災害救援 私の避難計画
碧南市市民活動センター
センター長　大野　裕史

コロナ禍：中止

コロナ禍：中止

コロナ禍：中止

コロナ禍：中止

コロナ禍：中止

コロナ禍：中止



2021（令和3）年度　碧南市市民活動センターイベントスケジュール

月 日時 場所 区分 分類 内容 講師

1 あいくる　会議室 スキルアップ講座 まちづくり パワポで団体紹介動画を作ろう
NPO法人

コミュニティサポーターほっぷ

代表　加藤　賀唯さん

2 あいくる　ホール その他イベント まちづくり サポプラ交流会　つなが輪 サポプラスタッフ

3
3/5(土)

13:30～15:00
あいくる　会議室 車座集会 ＮＰＯ支援

補助金を上手に使おう
～みなさんの市民活動を応援します～

地域協働課

コロナ禍：中止

コロナ禍：中止



■碧南市市民活動センター　収支実績及び年度予算

予算 実績 予算 実績 予算 実績 予算 実績 予算 実績

人件費（Ａ） 15,697,000 11,981,561 15,987,700 10,172,396 13,000,000 11,227,113 13,000,000

消耗品費 450,000 552,090 468,500 286,815 478,000 480,645 478,000

通信費 220,000 262,968 224,100 288,236 300,000 311,630 300,000

保険料 10,000 4,867 10,200 3,592 10,000 3,588 10,000

その他 100,000 348,396 101,900 304,575 400,000 273,235 400,000

事務管理費（Ｂ） 780,000 1,168,321 804,700 883,218 1,188,000 1,069,098 1,188,000

講師謝礼 350,000 87,959 356,500 41,137 356,000 21,137 356,000

イベント運営費 250,000 83,118 264,800 69,300 275,000 5,426 275,000

その他 50,000 6,390 50,900 0 50,000 0 50,000

事業費（Ｃ） 650,000 177,467 672,200 110,437 681,000 26,563 681,000

使用賃借料 200,000 52,540 203,700 45,884 203,000 15,884 203,000

租税公課 800,000 854,933 814,800 1,006,647 1,010,000 1,020,583 1,010,000

一般管理費 3,768,000 3,768,000 3,843,900 3,843,900 3,900,000 3,850,000 3,900,000

その他 164,352 2,212,039 1,055,835

その他（Ｄ） 4,768,000 4,839,825 4,862,400 7,108,470 5,113,000 5,942,302 5,113,000

支出合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）21,895,000 18,167,174 22,327,000 18,274,521 19,982,000 18,265,076 19,982,000

予算 実績 予算 実績 予算 実績 予算 実績 予算 実績

指定管理料 17,750,000 17,914,352 18,078,704 18,078,704 18,078,704 18,078,704 18,078,704

事業収入 4,145,000 252,822 4,248,300 195,817 1,903,296 186,372 1,903,296

収入合計 21,895,000 18,167,174 22,327,004 18,274,521 19,982,000 18,265,076 19,982,000

Ｒ５

Ｒ５

区分

区分
Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４



1 

 

２０２２年度碧南市市民活動センター事業計画書

１ 団 体 名 

(1)団体等名称 特定非営利活動法人 愛知ネット 

(2)代表者氏名 理事長 天野竹行 

(3)連絡先  住   所：〒446-0007 愛知県安城市東栄町1-7-22 内藤ビル2Ｆ 

           電   話：0566-98-5352           Ｆ Ａ Ｘ：0566-98-5565 

２ 事 業 名 碧南市市民活動センター指定管理業務 

３ 実 施 場 所 愛知県碧南市山神町８丁目３５番地 

４ 実 施 期 間 2022年４月１日～2023年３月３１日 

５ 事 業 内 容 

目 的 

市民活動、ボランティア活動、町内会活動等（以下「市民活動等」という）を支援する。そのために、利

用者をはじめとした市民ニーズの把握及びこれを十分に反映した運営・支援が実現できるよう努め、市

民に必要な情報提供等を行う。 

内 容 

(1) 市民活動等に関する情報の収集及び提供並びに相談 

(2) 市民活動等及び活動資金に関する助言 

(3) 市民活動等に関する研修会及び講座の実施 

(4) 市民活動等に関する活動場所及び設備の提供 

(5) 市民活動等を担う人材の育成 

(6) 市民活動等を行う市民相互の連携及び交流の促進 

(7) 災害時のボランティアセンター設置時における社会福祉協議会との連携及び運営支援 

６ 事業実施計画 

目 標 

   （１）相談件数              128件以上 

   （２）マッチング件数          29件以上  ※前年度実績の５％増を目標とする 

重点施策 

（１）相談件数、マッチング件数の目標を意識した日常業務を行う 

（２）団体・個人のスキル向上を積極的に支援する 

（３）企業、行政、自治会、他団体との連携・協働を促し、元気なまちづくりを支援する 

・市民活動に関する情報の収

集、提供、相談 

・活動資金に関する助言事業 

・市民活動に関する研修会、講

座の実施 

・災害時のボランティアセンター

設置時に関する事業 

・サポプラ通信、メールマガジン、フェイスブック、ホームページなどの

媒体を介して、市民が必要とする市民活動・ボランティア活動に関する

情報を発信する 

・市民団体の日ごろの活動に必要な資金調達への理解を深めるため

の支援を行う 

・車座集会、スキルアップ講座をそれぞれ年間５回ずつ開催する 

 

・社会福祉協議会、防災ボランティアと連携して、災害時ボランティア

センターの設置・立ち上げについての準備を進める 

・防災、災害救援および減災に関する講座・集会を、年に１回以上開

催する 

・元気なまちづくりを支援する 

 

 

・市民活動団体の課題や問題

点を掘り起こし、まちづくり活動

を伴走支援する緩やかなつな

がりを形成し、その活動を支援

する 

・「まちの役に立ちたい」という思いを持った市民の皆さんによる積極的自

発的なまちづくりへの参画を支援する 

 

・以下の活動支援を通して、まちづくり団体がお互いに連携・協働する

ネットワークづくりをめざす 

・災害への備えを学ぶ会の事務局として活動を支援する 

・碧南時短者散歩実行委員会の事務局として活動を支援する 

・つなが輪へきなん（団体の課題や問題に対する伴走支援をするグ 

ループ）の活動を支援する 

 
  



 ２０２２年度　碧南市市民活動センター　事業計画書

スタッフ・ミーティング
（運営、企画

Zoom/月初対面）

メールマガジン
サポプラ通信

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

サポプラ通信
（年6回発行）

● ● ● ● ● ●

サポプラまつり
開催：2月14日

車座集会
（交流・ネットワーク）
開催：5回/年

● ● ● ● ●

スキルアップ講座
開催：5回/年

● ● ● ● ●

交流会「つなが輪」

サポプラまつり同時開
催

●

　自転車散歩

　※実行委員会形式
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

●
▲ ▲ ▲ ▲

　避難所運営を・・
　※実行委員会形式 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲

サポプラ運営委員会
開催：１回

● ●

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

企画
制作

次号企画・台 取材・原稿作成 編集・校正

6/1発行 8/1発行 12/1発行 2/1発行

4/15発行 5/15発行

6/15発行 7/15発行 8/15発行 9/15発行 10/15発行 11/15発行 12/15発行 1/15発行 2/15発行 3/15発行

運営委員出席依頼

資料作成

10/1発行

参加団体募集 準備

補助金関連

担い手講座 担い手講座 担い手講座 担い手講座 担い手講座

11/27

運営委員公募 出席依頼

資料作成

4/1発行

コロナ感染状況に応じて開催時期・方法を検討する

コロナ感染状況に応じて開催時期・方法を検討する



2022（令和4）年度　碧南市市民活動センターイベントスケジュール 220315

月 日時 場所 区分 分類 内容 講師 担当 備考

4
4/16（土）

10:00～11:30
あいくる　会議室 スキルアップ講座 ノウハウ Zoomホストの始め方

碧南市市民活動センター
センター長　大野　裕史

ベス

5
5/21(土)

13:00～15:00
あいくる　会議室 スキルアップ講座 まちづくり ロゴの作り方

～団体名などを、人目を引くおしゃれなカタチに～

NPO法人
生活文化資源交流協議会
代表　木村　雄二さん

かず Zoomはなし

6
6/12(日）

13：30～15：00
あいくる　会議室 車座集会 福祉 福祉施設でボランティアをやってみよう！

（施設職員）
竹内宏光さん・藤原直子さん
（ボランティア）
ひばり会　鈴木美智子さん
折り紙倶楽部　斉藤まさ子さん
（コーディネーター）ひげじい

まめ
パネルディスカッション形式
ホール

7
7/31(日)

10：00～11：30
あいくる　会議室 車座集会 環境 海の環境問題 碧南海浜水族館 たか 教育委員会経由で依頼

8
8月7日（日）

10：00～12：00
あいくる　会議室 スキルアップ講座 まちづくり ゲームで学ぼう！SDGs 坂本　直敏さん ベス

「SDGs de 地方創生」小学校高学年以上
が対象。最低2時間ぐらいかかる。

9 9月　詳細未定 あいくる　ホール等 その他イベント まちづくり サポプラまつり サポプラまつり実行員会 全員

9 9月　詳細未定 あいくる　会議室 スキルアップ講座 防災・災害救援 地震発生：その時あなたは…どうする？
碧南市市民活動センター
センター長　大野　裕史

10 10月　詳細未定 あいくる　会議室 車座集会 まちづくり プレーパーク
NPO法人こどもNPO

副理事長　塚本　岳さん
たか

まさ恵さん、だんだん、てんぱくとで内
容を相談する

11
11/27（日）

10：00～16：00
碧南市内一円 その他イベント まちづくり 第8回へきなん自転車散歩 へきなん自転車散歩実行委員会 全員

12 12月　詳細未定 あいくる　ホール？ 車座集会 まちづくり ハンドベルへのいざない ワンカラーズ？ まめ

1 1月　詳細未定 あいくる　会議室 スキルアップ講座 ノウハウ みんなが手に取るチラシ講座
安城市民交流センター

副センター長　清水　希和子
かず Zoomはなし

2 2月　詳細未定 あいくる　ホール その他イベント まちづくり サポプラ交流会 つなが輪 サポプラスタッフ
かず
全員

3
3/4（土）

13：30～15：00
あいくる　会議室 車座集会 ＮＰＯ支援

補助金を上手に使おう
～みなさんの市民活動を応援します～

地域協働課

随時開催 おしゃべりコーナー ミニ講座 ノウハウ 初めてのZoom講座 サポプラスタッフ
全員
ベス



 

（2020.4.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各市⺠団体の課題を掘り起こし、解決するために経験やノウハウをもつプロボノ的な役割をもった 

人・団体からなるゆるやかなチーム「つなが輪へきなん」を拡充し、具体的な伴走支援を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※短期アウトカムは概ね 3 年程度、中期アウトカムは 5 年程度、最終アウトカムは 10 年程度の期間を想定する。 

資源 活動 アウトプット 

講師・修了生 

講義室 

広報活動 

車座集会、スキルアッ

プ講座を開講する 

講座開講数 

ミニ講座開催数 

受講者・修了者数 

人財 Bank 登録者数 

登録団体数 

まちづくりの担い手

養成講座を開講する 

市民団体の活動を伴

走支援する 

短期アウトカム 評価指標 

自ら活動する人・団体

の数が増えている 

●修了生が主体とな

って行う事業・イベン

トの事例数 

 

資源 活動 アウトプット 

コーディネーター 

交流場所 

対象者名簿 

広報活動 

団体交流会（つなが

輪）を通して交流を促

進する 

交流会開催数 

参加団体数 

コンタクト団体数 

推進支援事例数 つなが輪へきなんを

展開し、団体の活動を

支援し、まちづくりの

推進を支援する（※） 

短期アウトカム 評価指標 

まちづくり団体が相

互に連携・協働するす

ばらしさに気づいて

いる 

●連携・協働の事例数 

連携・協働の事例内容 

中期アウトカム 評価指標 

まちづくり団体が互

いに連携・協働するネ

ットワークが構築さ

れている 

●ネットワークに参

加登録している団体

数 

ネットワーク事務局

への相談件数 

最終アウトカム 

自発的なまちづくり

が各地域で展開され

ている 

資源 活動 アウトプット 

講師、講義室 

現場 

イベント運営 

広報活動 

実行委員会の委員 

実行委員会の維持経

費 

災害への備えを学ぶ会

を継続・拡大する 

（アウトリーチ型支援） 

学ぶ会開催回数 

参加者・団体数 

自転車散歩イベントを

継続実施する 

（アウトリーチ型支援） 

イベント参加者数 

協賛団体数 

実行委員・団体数 

短期アウトカム 評価指標 

活動団体の連携・協働

対象分野（団体）が広

がっている 

●参加者の属性の広

がり 

資源 活動 アウトプット 

助成金情報 

相談員 

広報活動 

活動資金の調達相談 相談件数 

短期アウトカム 評価指標 

様々な団体が各々の

状況に応じた資金調

達に取り組んでいる 

●資金調達取組事例

数 

調達先対象数 

中期アウトカム 評価指標 

資金的に自立する団

体が増えている 

●種類別資金調達獲

得事例数 

■「自発的なまちづくり活動が各地域で展開されている」とした碧南市市民活動センターの事業ロジックモデル図（第８版） 
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