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まちづくりスポット⼤津 

２０１９年度事業実績報告書 

 

１．市⺠活動・ＮＰＯ・コミュニティ・起業等まちづくり⽀援のための講座やイベントの

開催催に関わる事業 

 

2019年11⽉29⽇まちづくりスポット⼤津の開設に合わせ、オープン3⽇間にわたって⾃主事業

を開催した。3⽇間を通じて多様な分野の講座を設定したことで、まちづくりに興味関⼼のある⽅

だけでなく、当⽇、ふらっと⽴ち寄られた⽅や家族連れの⽅にも来場いただき、幅広い層に「ま

ちスポ⼤津」の認知が広がった。 
 

開催日時 タイトル 登壇者 参加費 

2019年11⽉29⽇（⾦） 

13:30〜16:00 

ハッシュタグ⼤津京オー

プン記念トークセッショ

ン 

ゲスト： 

押栗泰代さん（認定特定⾮営利活動法⼈マ

イママ・セラピー代表理事） 

浅井⼀美さん（あさいこどもクリニック看

護師・ママパスおおつ編集⻑） 

無料 

     参加者数 

開催概要 

オープニングイベントとしてマネージャーの⾺場としがNPOセンター理事遠藤

にゲスト2名を加え、⼤津のまちづくりや市⺠活動⽀援などをテーマにトーク

セッションを実施した。他に、館内案内、施設予約の⽅法などの説明を行っ

た。 

26名 

2019年11⽉30⽇（⼟） 

①13:00〜14:30 

②15:30〜17:00 

とっておきのコーヒー講

座〜春⾵珈琲の明⽇から

使えるおいしいコーヒー

の淹れ⽅とフェアトレー

ドコーヒー講座〜 

講師：⽇下部  伸行さん（春⾵珈琲） 1,200円 

参加者数 

開催概要 

京都を中⼼に活動する⽇下部さんによるフェアトレードコーヒーのミニ講座と

ハンドドリップ講座を実施。エシカル消費についても座学で学んだ。当⽇⽴ち

寄られた⽅から広告を⾒て参加されたコーヒー通の⽅まで、幅広い層が集っ

た。 

14名 

2019年12⽉1⽇（⽇） 

10:00〜16:00 

きぐみのつみき 

KUMINOで遊ぼう！ 
実施者：  井上慎也さん（クミノ⼯房） 200円 

参加者数 

開催概要 

クミノ⼯房の手作りの積木で子どもたちが⾃由に遊べるように実施した。開始

直後から⼩さな子どもづれの参加者が集まり常に会場内がにぎわっていた。保

護者と⼀緒に⼊ってもらうことで、子どもも没頭していた様子。井上さんから

クミノの製造⼯程・コンセプトについて、動画を交えて紹介いただいた。 

113名 
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トークセッション ゲストの浅井⼀美さん（左）、

押栗泰代さん（右） 

トークセッションの様子。中間⽀援組織の職員の他、

市⺠活動団体、起業している事業者の参加があった。 

お話とともに美味しい珈琲の淹れる講師の⽇下部さん。 講師の指導のもと、ハンドドリップ珈琲を淹れて

楽しむ参加者。 

講師の井上さんの話を聞きながらつみきを組む参加者。 保護者と⼀緒に⾃由に遊ぶ参加者の様子。 

■オープニングトークセッション（2019年11月29日） 

 

 

■とっておきのコーヒー講座（2019年11月30日） 

 

■きぐみのつみきクミノで遊ぼう（2019年12月1日） 
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２．市⺠活動・ＮＰＯ・コミュニティ・起業等まちづくりの担い⼿を育成する⼈育ちに関

わる事業 

 

（１）オープンプレ講座の実施 

まちづくりスポット⼤津の認知を広め、利⽤いただける⽅の動向把握と活動サポートを⽬的

に、オープン前にプレ講座を開催した。活動をこれからスタートさせる⼈やすでに何か取り組み

をしている⼈に周知を図ることができた。 
 

開催日時 タイトル 登壇者 参加費 

2019年9⽉13⽇（⾦） 

10:30〜12:30 

私のできることの⾒つけ⽅ 

第1回「活動のはじめかた」 

ゲスト：菅⾕ 寛子さん 

（おてんとさん代表/⼋⽇市おかえり⾷堂） 
600円 

   参加者数 

開催概要 

まちづくりスポット⼤津のオープンプレ講座として開催。ゲストから活動を始める

に⾄った経緯と現在の活動の⼯夫について伺った。その後、ワークショップ「⼈⽣

折れ線グラフ」を行い、参加者各々で⾃⾝の関⼼等について省察を行った。 
23名 

2019年10⽉3⽇（木） 

10:30〜12:30 

私のできることの⾒つけ⽅ 

第2回「⽣き⽅が軸になる活

動の広げかた」 

ゲスト：藤岡  いづみさん 

（Vegemate代表/  野菜ソムリエプロ） 
600円 

参加者数 

開催概要 

オープンプレ講座の2回⽬。ゲストからは資格を活かした事業展開を中⼼に話を伺

い、活動の経過を紹介いただいた。ワークショップでは「マイアクションプラン」

として⾃⾝の10 年後のビジョンを描き、そこまでの道のりを検討してもらった。 23名 

2019年11⽉1⽇（⾦） 

10:30〜12:30 

私のできることの⾒つけ⽅ 

第3回⽬「地域で応援される

活動の広げかた」 

ゲスト：宮本 ⿇⾥さん 

（子育て応援カフェLOCO代表） 
600円 

参加者数 

開催概要 

オープンプレ講座の3回⽬。ゲストからは、実施者の問題意識に加え地域のニーズ

をつかんで展開していく事業について紹介いただいた。また、活動する上での⼼が

けについてもポイン トを聞いた。ワークショップでは、各⼈の問題意識を掘り下

げるワークを実施した。 

18名 

2019年12⽉5⽇（木） 

10:30〜12:30 

私のできることの⾒つけ⽅ 

第4回⽬「私のアイデアおひ

ろめ会」 

アイデアシートを使った個⼈ワークと企画

アイデアの発表 
600円 

参加者数 

開催概要 

オープンプレ講座として実施していた連続講座の最終回。⼤半が連続参加の参加者

となり、ワークシートを使った企画づくりに取り組んだ。ひらめいた企画を1分発

表で紹介いただき、全参加者から付箋にエールコメントを書いてもらい、持ち帰っ

てもらった。 

16名 

 

（２）スキルアップ講座の実施 

市⺠活動等に関わる⼈へのスキルアップ講座として開催した。イベント主催のノウハウを提供

することで、貸館利⽤の促進を図った。当⽇は、ブランチ⼤津京内の飲⾷店SG‐Park のランチボ

ックスを提供し、参加者の満⾜度も⾼かった。 
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開催日時 タイトル  登壇者 参加費 

2020年2⽉20⽇（木） 

10:30〜15:00 

まずやってみる！イベン

ト主催“きほんのき”講座

〜催し主催を行う⼈のため

の初歩講座（昼⾷付）〜 

 

 

 

 

講師：⾺場環（まちづくりスポット⼤津

マネージャー）、北井香（まちづくりス

ポット⼤津コーディネーター） 
3,000円 

参加者数 

開催概要 

マネージャーの⾺場がイベント主催のノウハウを準備の流れに沿って講義し

た。昼⾷をはさみ、午後からはイベント企画シートを使った催しアイデアの

検討を実施。⼤まか に企画をまとめたあと、全体共有を行い、内容への質疑

応答の時間を持ちブラッシュアップを行った。 

10名 

 

■オープンプレ講座（2019年９月～12月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回講師：菅⾕寛子さん 第２回講師：藤岡いづみさん      第３回講師：宮本⿇⾥さん
 

  

第３回のワークショップの様子     第４回アイデアおひろめ会の様子 

 

■まずやってみる！イベント主催“きほんのき”講座（2020年2月20日） 

 
イベント主催のノウハウの座学 

企画シートで⾃⾝のアイデアを企画

へと作り上げていく。発表後、 参加

者からのフィードバックをもらった 
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３．市⺠活動・ＮＰＯ・コミュニティの運営や起業等に関わる相談、コンサルティング 

（１）相談対応 

市⺠活動や起業に関わる相談を行った。相談の多くはシェアスペースの利⽤についてだった

が、法⼈設⽴の相談やこれから起業していくにあたっての活動のはじめかたの相談もあった。 

 

■まちづくりスポット大津 相談対応記録推移 

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

⼈数        0 5 13 8 10 36 

 

（２）コーディネート対応 

⼤津市の依頼により、まちづくり協議会意⾒交換会のコーディネートを行った。 
 

開催日時 タイトル 内容 参加費 

2002年2⽉16⽇（⽇） 

14:00〜16:00 

⼤津市まちづくり協議会

意⾒交換会 

まちづくり協議会設⽴の先進地6学区か

らの事例報告および会場との意⾒交換会 
無料 

参加者数 
開催概要 

⼤津市⾃治協働課からの依頼により、まちづくり協議会意⾒交換会の進行を

担当した。開催内容のコーディネートも行った。 107名 

 

４．さまざまな団体や個⼈が交流でき、ネットワーキングを広げるための事業 
 

開催日時 タイトル 登壇者 参加費 

2019年12⽉15（⽇） 

11:00〜16:00（3回） 

 全国まちスポキャラバン

「遊べる絵本展」in⼤津京 

ゲスト：ワダアスカさん（絵本著者） 

読み聞かせ団体「ことえほん」 
無料 

参加者数 

開催概要 

⼤和リースとの共催で開催。絵本『あのこヘンナコ』の読み聞かせと、著者ワ

ダさんによるクラフトワークショップを実施した。読み聞かせは絵本専⾨⼠と

箏奏者の読み聞かせユニットに依頼し、参加者に熱⼼に聞いていただいた。ク

ラフトワークショップも好評で、⾶び込みでの参加者を多く獲得できた。販売

スペースでは絵本販売を実施し、14冊販売した。 

58名 

 

開催日時 タイトル 内容 参加費 

2020年3⽉20⽇（⾦祝） 

〜3⽉28⽇（⼟） 

葉っぱをつくってスタンプ

GET「ブランチの樹をつく

ろう！」 

ブランチスタンプラリー 

（3/20〜3/29）への参加事業 無料 

参加者数 

開催概要 

イベント参加でスタンプ押印の条件でスタンプラリーに協⼒した。葉っぱに

「ここでやりたいこと」などのコメントを書き込んでもらい、にぎやかに「ブ

ランチの樹」を飾った。スタンプラリー最終⽇は、管理事務所の協⼒を得て、

抽選会場付近で掲⽰・公開した。 

58名 
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■全国まちスポキャラバン「遊べる絵本展」in大津京（2019年12月15日） 

 

 

 

■ブランチの樹をつくろう（2020年3月20日～3月28日） 

葉っぱに「ブランチでやってみたいことを記⼊  樹を完成させてスタンプをゲットしよう 

＜出てきた意⾒＞「ヨガをしたい」「思いっきり⾛りたい」「芝⽣で寝転がって映画上映会」など 

公園のある商業施設だからこそのご意⾒を多数いただいた。 

ワダさんによるワークショップ 

読み聞かせ団体「ことえほん」 
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５．市⺠活動・ＮＰＯ・コミュニティ・起業等まちづくりに関わる情報収集、発信 

 

（１）ホームページサイトの構築・情報発信 

ブランチ⼤津京、ハッシュタグ⼤津京／まちづくりスポット⼤津のオープンに合わせてホーム

ページサイトが公開できるように準備を進めた。内容の検討、ロゴの選定、ブランチ⼤津京・ハ

ッシュタグ⼤津京との連携、画像の収集などに取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開後は、イベントや⽇常の様子などの発信に積極的に取り組んだ。情報発信については、ホ

ームページサイトだけではなく、SNS（Facebook、Twitter、Instagram、公式LINEアカウントな

ど）でも積極的に行った。 
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６．まちづくりの拠点であるハッシュタグ⼤津京の運営 

（１）ハッシュタグ⼤津京 シェアスペース・シェアオフィスの運営と利⽤促進 

 シェアスペースはハッシュタグ⼤津京のホームページサイト（⼤和リースが管理）で会員登録

をしていただき、貸し室の申し込みを行うシステムとなっている。キャッシュレス決済が特徴だ

が、混乱もなく運営できている。 

 

■ハッシュタグサイト会員登録数推移 

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

⼈数        9 26 17 8 4 64 

 

シェアスペース利⽤者のイベントの告知協⼒として、ハッシュタグ⼤津京のサイトへの掲載と

ともに館内設置のサイネージにて情報発信し、館内利⽤者に周知をした。（28件：キャンセルさ

れたイベントも含む）同時に、まちづくりスポット⼤津のブログやSNSにてイベント情報の拡散を図

った。サイネージにて掲⽰した画像は、プリントアウトをして館内掲⽰板に⼀覧にしている。施

設⾒学者への参考資料として有効である。 
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ハッシュタグ⼤津京のシェアオフィスは10ブースがあるが、まずは1件⽬の契約を⽬指し、いろ

いろな企画で広報・利⽤促進にむけて取り組んだ。 

ａ ⽇常業務で、まちづくりスポット⼤津を訪れた⽅に案内 

 ｂ まちスポスタートアップ＠ハッシュタグのイベントで⾒学会を実施 

 ｃ シェアオフィス体験Ｗｅｅｋを実施  

 シェアオフィス体験Ｗｅｅｋは、第1回：2⽉10⽇(⽉)〜2⽉15⽇(⼟) 第2回：3⽉9⽇(⽉)〜3⽉

14⽇(⼟)に行った。体験に来られた⽅々は10名、主に個⼈で事業をする⽅が関⼼を持って来ら

れ、シェアオフィスの機能やシステムに関しての要望の声を伺うことができた。この声を⼤和リ

ースとも共有し、改善に努めていった。 

■2019年度実績：契約者1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）近江神宮外苑公園グランドの利⽤受付 

 ⼤和リースが近江神宮外苑公園グランドの指定管理者となっていることから、管理業務のうち

利⽤受付をまちづくりスポット⼤津が担った。具体的には、電話での質問等への応対、インター

ネット受付・キャンセルへの対応、利⽤料⾦の徴収などである。2020年1⽉当初は利⽤受付時の煩

雑さがあったものの、徐々に利⽤が増えてきている。 

■2019年度実績：登録者7名（法⼈含む）、利⽤7回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


