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まちづくりスポット⼤津 
２０２０年度事業実績報告書 

 
2020年度当初から新型コロナウィルス感染拡⼤の影響を受け、思うように事業を実施できない⽇々

が続いたが、そのような中で、2020年7⽉には法⼈設⽴総会を開催し、10⽉に「特定⾮営利活動法⼈ま
ちづくりスポット⼤津」を設⽴することができた。 

事業の柱としていたまちづくり⽀援のための講座や市⺠活動・NPO・起業等の担い⼿育成、相談事
業等については随時計画を⾒直しながら実施し、新たな事業として⽴ち上げ⽀援に関わる助成事業に
取り組んだ。地域団体やブランチ⼤津京内の⼊居テナント等と連携して⾏う企画も実施することで、
商業施設内にある中間⽀援組織の強みをいかした取り組みを⾏うことができた。 

 
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

開催に関わる事業 
 
（１）地域の⼈が気軽に参加できる講座やイベントの開催 

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講座
やイベントを実施した。定期開催の事業として、⽊組みの積み⽊クミノに触れる企画を実施、出⼊り
⾃由で当⽇参加可能でふらっと⽴ち寄ることのできる場として実施し、来館した参加者同⼠やスタッ
フとのコミュニケーション促進を図った。また、本を通じた常設企画の実施や防災をテーマにした写
真展とトークイベントを開催した。 

1周年記念事業では、NPOとの連携を図り、⼦どもを対象にしたワークショップを実施した。記念講
演会では、市⺠が楽しくボランティアや市⺠活動に参画する秘訣について講師から話を聞く機会を設
けた。ブランチ⼤津京管理事務所や⼊居テナントと連携して⾏った企画では、⼤津市の後援を得て地
域の⼩学校に配布したこともあり、近隣に住む親⼦からの申し込みが多数あった。 

開催⽇ タイトル 講師 参加費 
2020 年 6 ⽉ 4 ⽇から⽉ 2
回程度、全 11 回開催 

クミノで遊ぼう！ なし 100 円 

参加者数 
開催概要 

⼤⼈も⼦どもも夢中になって遊べる積み⽊、クミノに触れる企画を実施。親⼦連
れでふらっと⽴ち寄り、⾃由に出⼊りできる場を設けた。 87 名 

まちづくりスポット⼤津 
で常設 

まちスポ⽟⼿箱 なし 無料 

冊数 

開催概要 

⾃分が⼤切にしていた本を、次に読みたい誰かに贈る。まちづくりスポットに持
参いただいた本をラッピングし、⼀⾔メッセージを添えて本棚に並べ、⾃由に持
ち帰りいただけるようにした。持ち帰った⽅は提供いただける本があれば持って
きていただくようお願いし、本を通したコミュニケーションができるよう⼯夫し
た。 

提供された
本：74 

もらわれた
本：60 
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開催⽇ タイトル 講師 参加費 

2020 年 9 ⽉ 22 ⽇（⽕） 
絵と写真で感じる「たい
せつなもの展」&トーク
イベント 

講師：江藤沙織さん（南草津マンション防
災委員会）、永井宏実さん 

無料 

参加者数 

開催概要 

南草津マンション防災委員会「たいせつなもの展」と、代表の江藤さんの「⾃助
コミュニティ」のお話、江藤さんの影響を受けて、⾃ら奮起した⼤津のママ、永
井さんのお話を聞いて、突然⾮⽇常がおとずれた時に、⽇ごろから「助けて」と
いえる⼈間関係や、防災について考える機会とする。参加者も、今⼀度⼤切なも
のを考えたり、写真を提供したことでそのことを意識できるようになった、など
の声があった。 

41 名 

2020 年 11 ⽉ 28 ⽇（⼟） 
⼀周年記念事業 伝承遊
び・ネイチャーゲーム 

講師：辻⽥良雄さん（滋賀県シェアリング
ネイチャー協会）、三宅栄治さん（将棋を
孫に伝える会） 

ネイチャ
ーゲーム
⽔鉄砲
300 円 

参加者数 

開催概要 

10 時に開場して最初に賑わったのは、店舗前にて開催したチョーク遊び。カラフ
ルなチョークを準備していたこともあり、⼩さい⼦どもから⼤きな⼦どもまで思
い思いに⾃由に想像して描いていた。⼤津市社会福祉協議会から借りた⼤きな百
⼈⼀⾸での坊主めくりも⼤いに盛り上がった。 
将棋は、感染対策のため芝⽣広場に机といすを設置して実施した。知育ゲームは
興味のある⼦どもが座って熱⼼に遊んでいた。ネイチャーゲームは、午前午後と
もに 13 名の参加であった（定員 15 名）都市型公園ではあるが、⾃然に親しみた
い⼦どもや保護者が参加してくれたように思う。 

140 名 

2020 年 11 ⽉ 29 ⽇（⽇） 

⼀周年記念講演 市⺠活
動はじめの⼀歩 わたし
の“参加”でつくるまちづ
くり 

講師：早瀬昇さん 
（⼤阪ボランティア協会理事⻑） 

無料 

参加者数 

開催概要 

まちスポ⼤津がオープンしてちょうど 1 年が経ち、あらためて中間⽀援組織であ
るまちスポ⼤津ができることをメッセージとして伝える意味も含めて講演会を企
画。市⺠が楽しくボランティアや市⺠活動に参画する秘訣や市⺠活動団体スタッ
フが疲弊することなく元気に団体運営をしていくためのヒントについて話を伺っ
た。当⽇は NPO・市⺠活動団体のスタッフや中間⽀援組織のスタッフ、⾏政職員
や学⽣等の参加があった。 

23 名 

2021 年 3 ⽉ 26 ⽇（⾦） 
あつまれ！ブランチキッ
ズ探検隊 

協⼒店舗：マックスバリュ、Flower 
produce ichica、GU、クラウンカリー＆ケ
バブ、ロンフーダイニング、ブランチ⼤津
京管理事務所 
共催：ブランチ⼤津京、監修：⼦どもミュ
ージアムをつくる会 

300 円 
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参加者数 

開催概要 

ブランチ⼤津京に⼊っている店舗で、「その店舗ならではの⼦ども⽬線での体
験」をする機会を⼦ども達にむけて提供した。職業体験とは異なり、⼦どもの⽬
線で⾒えるもの、⼤⼈の⽬線から⾒えているものを⼀⽅的ではなくお互いに発⾒
することを⼤切にして、各店舗独⾃の魅⼒あるプログラムを実施した。 
参加者にとっては店舗を知ることにより、「ここで働いてみたい！また来店した
い！」という動機付けになり、また⼦どもが社会参加できる体験型イベントを開
催してほしいという声が多くあった。 

63 名 

■クミノで遊ぼう！（2020年6⽉から全11回開催） 

 
 
 

■まちスポ⽟⼿箱 

 
■絵と写真で感じる「たいせつなもの展」&トークイベント（2020年9⽉22⽇） 

 

⽊組みの積み⽊クミノで遊ぶ親⼦の様⼦ 

⼊り⼝すぐのコミュニティスペースに設置。本のラッピングワークショッ
プも開催した 

江藤さんと永井さんのお話と「たいせつなもの展」の様⼦ 
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ボードゲームに夢中になる⼦どもたち 

ブランチ⼤津京内で⾏ったネイチャーゲームの様⼦ チョークアートで⾃由に絵を描く参加者 

巨⼤な百⼈⼀⾸で坊主捲りをして遊ぶ参加者 

■⼀周年記念事業 伝承遊び・ネイチャーゲーム（2020年11⽉28⽇） 

親⼦で⽵製⽔鉄砲製作中 ⾃分で作った⽵製⽔鉄砲で遊ぶ親⼦ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■⼀周年記念講演 市⺠活動はじめの⼀歩 わたしの“参加”でつくるまちづくり 

（2020年11⽉29⽇） 
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講師・早瀬さんの話を聞く参加者。 

ファッションコーデ
ィネートやフラワー
アレンジメント、中
華鍋振りなどテナン
ト内で様々な体験を
する参加者。 

 
■あつまれ！ブランチキッズ探検隊（2021年3⽉26⽇） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）社会課題、地域課題解決のために必要な講座やイベント 

何かしたいと思っても、「初めの⼀歩の踏み出し⽅がわからない」という声を受け、イベント主催
のノウハウを提供する講座を実施した。初めの⼀歩の踏み出し⽅がわかることで、参加者が⾃分の思
いを形にし、ハッシュタグシェアスペースを⽤いてイベントを実施するなど、貸館利⽤の促進にもつ
ながっている。なお当⽇は、ブランチ⼤津京内の飲⾷店ロンフーダイニング のお弁当を提供し、テナ
ント連携を図った。 
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開催⽇ タイトル 講師 参加費 

2020 年 9 ⽉ 9 ⽇（⽔） 
まずやってみる！イベント
主催きほんのき講座 

講師：⾺場環、⽩井恭⼦、荒堀順⼦（まち
づくりスポット⼤津スタッフ） 

3000 円 

参加者数 

開催概要 

やってみたいを実現するためのハッシュタグ⼤津京。企画のつくり⽅を講座形式で
レクチャーする。また秋にはまちスポの助成⾦もあるので、イベントを実⾏に移す
ときに使える助成⾦の話をする。「他の⽅の企画の話をきいて、励みになった。」
「⽇々の集客に活かせそうな内容だった」「ワークがたのしかった。同じメンバー
で集まって、企画をつくるワークをしたい。」と具体的に⾏動に移していこうとい
う思いのある参加者が多くみられた。 

7 名 

■まずはやってみる！イベント主催きほんのき講座（2020年9⽉9⽇） 

  
 

 
 
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）活動の⾒つけ⽅や活動のはじめの⼀歩に関わる講座 
 まちづくりスポット⼤津では、地域コミュニティの持続性を⾼めるため、まちづくりを担う⼈材育
成に取り組んでいる。講座では“場”づくりをキーワードに、活動を⼀からつくりあげ、実践を重ねてお
られる講師を招き、活動を始めたきっかけや原動⼒、今後の挑戦について３回に渡り話を伺った。講
座を通して参加者が活動をはじめるきっかけと視点を得たり、すでに課題と向き合い⾏動している団
体にとっては、次の⼀⼿につながるヒントを発⾒する場を提供した。 
 

開催⽇ タイトル 講師 参加費 

2021 年 2 ⽉ 20 ⽇（⼟） 

実践者に聞く！“場”づく
りのイロハ① 
問題意識を⾏動につなげ
る〜⽐良⾥⼭物語、そし
てこの先へ〜 

講師：三浦美⾹さん 
（⼀般社団法⼈ ⽐良⾥⼭クラブ代表理事） 

1,000 円 

前半は講師の話を聞き、イベントづくりでおさえ
るべきことをインプット。 

後半は、⾃⾝のアイディアを書き出し、講師や他
の参加者と意⾒交換をする時間を持った。 
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参加者数 

開催概要 

⽐良⾥⼭クラブ 18 年のあゆみとして、⾥⼭で始まった活動から⽐良ぺリラの商品
化、そしてこれからコミットしていかれるひら制作所（サロン活動）のお話を伺
った。活動内容は変化しつつも、地域に拠点を置き、地域と⼀緒に考え、共に成
果をあげ、わかりやすく伝えていこうとされているところに、活動のぶれない軸
を感じる内容であった。 

9 名 

2021 年 3 ⽉ 6 ⽇（⼟） 

実践者に聞く！“場”づく
りのイロハ② 
私の困ったはママ（みん
な）の困った！ 〜声を
拾う多様な事業展開〜 

講師：押栗泰代さん  
（認定 NPO 法⼈ マイママ・セラピー理
事⻑/ナーシングクリエイト（株）代表取締
役） 

1000 円 

参加者数 

開催概要 

“お⺟さんを守りたい”という思いから、開業保健師として認定 NPO 法⼈マイマ
マ・セラピーとナーシングクリエイト（株）の両輪で事業を展開されている押栗
さんの話を伺った。事業をはじめるきっかけとなった⺟親⽀援から⼥性のライフ
ステージに関わる⽀援へ変化しながらも、”今、ここに居るこの⼈をケアしたい”と
いう思いが伝わる内容であった。思いをカタチにしながら事業展開するため⼤切
なこと、０から１を創るための歩みとこれからの担い⼿育成についての話は、"こ
こにきてよかったと思える場づくり"につながっているように感じた。 

6 名 

2021 年 3 ⽉ 13 ⽇（⼟） 

実践者に聞く！“場”づく
りのイロハ③ 
居場所づくり活動のこれ
から 
〜⼦供の居場所づくり、
こうやって歩んできて、
こうやって歩んでいく〜 

講師：幸重忠孝さん  
（NPO 法⼈ こどもソーシャルワークセン
ター理事⻑） 

1000 円 

参加者数 

開催概要 

学⽣時代の経験から⼤津市に拠点を構えてこどもソーシャルワークセンターを開
所されるまでの歩みについて伺った。居場所づくり活動でのボランティアとの関
わり、地域や関係者（応援団）の巻き込み⽅で実践してこられたことなどについ
てもエピソードを交えて話があった。今後の展開として、共に⼦どもの居場所づ
くり活動に取り組む団体の活動を広げるための仕組みづくりや関係機関への働き
かけの必要性、⼦どもの SOS を⾒つけるためのつながりづくりについてなど次の
⼀⼿の話もあり、実践につながる学びを得る時間となった。 

8 名 

 
■実践者に聞く！“場”づくりのイロハ（2021年2⽉20⽇、3⽉6⽇、3⽉13⽇） 
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全3回にわたり講師に話を伺った後、参加者同⼠で課題を共有したり⾃分たちの活動について意⾒交換を
⾏った。 

■A3⼀枚で事業内容が伝わる！ビジネスモデルキ
ャンバス作成講座（2020年10⽉30⽇） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）団体や活動に関わる⼈へのスキルアップ講座の実施 

市⺠活動等に関わる⼈や個⼈事業主、上記の講座受講者を対象に、ビジネスモデルキャンパスモデ
ルを⽤いて事業を具体化する⼿法について学ぶ講座を開催した。また、ツール活⽤によるアクセス解
析⽅法を学ぶ講座を実施した。 

開催⽇ タイトル 講師 参加費 

2020 年 7 ⽉ 6 ⽇（⽉） 
グーグルアナリティクス
を活⽤したアクセス解析
から次の事業を考える 

講師：中園陽⼆さん 
（株式会社晴々屋） 

1000 円 

参加者数 

開催概要 

講師の中園さんからグーグルアナリティクスの基礎（管理画⾯の⾒⽅や⽤語の解
説）についてお話いただいた後、応⽤編としてデータ分析のポイントやその他に
使えるツールの紹介をしていただいた。また、参加者のウェブサイトをケースス
タディとして取り上げ、中園さんから良い所や改善点などについてコメントをい
ただいた。 

9 名 

2020 年 10 ⽉ 30 ⽇（⾦） 
A3 ⼀枚で事業内容が伝わ
る！ビジネスモデルキャ
ンバス作成講座 

講師：中村誠さん 
（公財 滋賀県産業⽀援プラザ創業⽀援課） 

無料 

参加者数 

開催概要 

公益財団法⼈滋賀県産業⽀援プラザとの連携の企画。創業⽀援課の中村誠⽒（イ
ンキュベーションマネージャー）から、ビジネスや活動を始める際に有効なフレ
ームワークであるビジネスモデルキャンバスの説明を聞いて、実際に作成してみ
る講座。当⽇は、起業をしている⼈ 10 名、起業を考えている⼈ 3 名、起業してい
ない⼈（会社員や団体職員）3 名の受講があった。⾃分の事業や抱えているプロジ
ェクトについて、整理することができたという意⾒が多かった。次に開催してほ
しい内容のリサーチもできた。 

16 名 

 
 
 
 
 
 
 

■グーグルアナリティクスを活⽤したアクセス解析
から次の事業を考える（2021年7⽉6⽇） 
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 （３）⽴ち上げ⽀援に関わる助成⾦事業 
まちづくりスポット⼤津のシェアスペースやブランチ⼤津京を利⽤しながら、「地域で暮らす⼈の

⼼地よい居場所をつくる活動」、「多様な⼈の共感・参加を促す活動」をする団体・個⼈を応援する
ことを⽬的に、“彩りはぐくむ“まちづくりスポット⼤津助成⾦事業を実施した。 
【2020年度助成⾦採択団体】6団体 助成⾦額合計：284,000円 

団体名・屋号 申請事業名 事業概要 ⾦額 

Athlete Eats 
アスリートフー
ド・デリバリー事
業 

アスリートフードの認知を拡⼤していくために、アス
リートフードをとることのメリットを知ってもらうた
めのセミナーを実施。                 

4万 

からふるウッド 
からふるウッド   
〜⽊でできたもの
集めました〜 

⽊製品の⼼地よさを暮らしに取り⼊れる⼤切さを感じ
てもらうために、ワークショップや⽊製品の販売イベ
ントを実施。                     

5万 

asobi to uta 
あそんでわらって
つながって 

現役男性保育⼠が、パネルシアターや遊び歌、絵本な
どをとおして⼦どもも⼤⼈も楽しめるイベントを開
催。                         

4.4万 

PukupukuihanA 

楽育にこにこ⼦育
て         
〜⼦育ては⼯夫次
第でたのしくなる
よ！〜 

「楽育」というメソッドを使ったセミナーを継続的に
開催し、「⼦育てが楽しい！」と思えるような地域を
⽬指す。                       

5万 

cotomo 

あるがママfes 
vol.2        
〜ママだって、や
ればできる！を表
現するフェス〜 

アクティビティ・マルシェエリア・キッズ&クリエイテ
ィブ・ステージ・ママカフェの５つの構成で、ママを
中⼼に企画・運営・参加する「やればできるを表現す
るフェスvol.2」を開催。                

5万 

⾃然保育 
ころがるリスの森 

声と⾔葉の読み聞
かせ講座 

絵本の読み聞かせが苦⼿なパパママが、毎⽇の絵本の
読み聞かせが楽しくなるような内容の講座を、専⾨家
を招いて開催。                    

5万 

 
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 相談対応件数推移 

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 
2019        0 5 13 8 10 36 
2020 4 8 14 7 10 6 10 11 7 4 13 12 106 

 
  

※特定非営利活動法人まちづくりスポット大津実施事業 
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（２）コーディネート対応 
個⼈の思いをかたちにするため、次の⼀歩につながるアドバイスや連携機関へのコーディネートを

⾏った。 

 

  
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 
  

コロナ禍で外出の機会が少なくなった⼦どもたちを対象に、まちづくりスポット⼤津へ⾜を運び、楽し
い時間を過ごしてもらうことを⽬的として、地域の団体と連携し遊びの場を提供した。連携団体は普段の
活動で⾏われているワークショップを依頼し、広報や集客はまちづくりスポット⼤津が担った。ブランチ
⼤津京の夜を盛り上げる企画（⼤和リース主催）では、⼦育て世代の親が参加できる企画として館内で購
⼊したご飯を持ち寄りテーマを設けて話す場を持った。 

また、⼀周年事業と合わせフードドライブ事業を⾏った。当⽇は、買い物に来た⽅やチラシや掲⽰物を
⾒た⽅から⾷品寄付があった。普段ハッシュタグ⼤津京貸会議室の利⽤やパンフレットの配架等で関わり
のある団体と連携企画としては、スタッフが⾃⾝の経験や活動を報告、情報交換を⾏った。 

 
開催⽇ タイトル 講師 参加費 

2020 年 8 ⽉ 10 ⽇（⼟） 
まちスポキッズワークシ
ョップ 

連携団体：れもん会社（社会福祉法⼈湘南
学園障害福祉サービス事業所）、 ⽇本けん
⽟協会滋賀⽀部 

100 円〜 
300 円 

参加者数 

開催概要 
れもん会社の箸置きづくりと端材を使ったエコクラフトづくりワークショップ、
⽇本けん⽟協会滋賀⽀部のけん⽟体験と検定、⼦ども達のけん⽟パフォーマンス
を⾏った。午前中からそれぞれのブースともに親⼦連れでにぎわっていた。 

73 名 

2020 年 9 ⽉ 18 ⽇（⾦） 
これってどうなん？ワー
キングマザー⽉夜のお話
会 

BRANCH ING（⼤和リース事業） 無料 

参加者数 開催概要 

 【相談対応の事例】 

１ 

フラッグデザイナーの⽅から、当年度最後を迎えるスポーツイベントで、これまでの感謝を込め
てカタチになるもので地域住⺠参加型の応援ができないか相談を受ける。 
主催団体のひとつ⼤津市関係各課をスタッフと相談者が⼀緒にまわり、市と協⼒・連携し進める
ことになった。 

２ 

これまでの経験をいかして出張サロンを始めたいと思っているが、どこからはじめたらよいかわ
からないので、講座の始め⽅、チラシの作り⽅、集客について教えてほしいという相談があっ
た。 
どのような事業をしていきたいかヒアリングし、まずは活動整理と事業の道筋をたてる⼿伝いを
⾏った。その後、まず⼀歩⽬の講座開催に向けてチラシ作りのアドバイス、集客に向けてのPR協
⼒等、はじめの⼀歩を踏み出せるよう寄り添い、現在はシェアスペースを使い定期的にサロンを
実施している。 



11 
 

5 名 

ブランチ⼤津京の夜を盛り上げるためのイベントとして参加。ブランチ内のレス
トランでテイクアウトしたものをご持参いただき、無料で開催。普段話せないこ
とが話せた、楽しかった、などの声があった。保育園、幼稚園の話、働き⽅の
話、いろんなママの情報にふれることができた。 

2020 年 11 ⽉ 28 ⽇（⼟） まちスポフードドライブ 共催団体：⼤津市社会福祉協議会 なし 

参加者数 

開催概要 

家庭で余っている⾷品をまちスポに持参、寄付いただき、集まった⾷品を⼤津市
社協より、⾷品を必要とする⼀⼈親世帯に届けた。⼀般の⽅ 10 名、まちスポスタ
ッフ８名より⾷品、⽇⽤品合計 112 点を寄付いただいた。当⽇までにチラシや
SNS、新聞社、ブランチ HP や館内回覧等で告知した。また当⽇は⼀周年事業もあ
り参加者にも声をかけ、より多くの⽅にフードドライブ活動を周知いただけるよ
うにした。短期間の告知であったにもかかわらず多くの⾷品が集まり、また関⼼
のある⽅の声も聞いたので、今後も何らかの形で実施できるような後押しをした
い。 

18 名 

⽉⽇ タイトル 講師 参加費 

2021 年 1 ⽉ 25 ⽇（⽉） 
ママパスポートのつくり
⽅ 

共催団体： 
⼀般社団法⼈ママパスポートコミュニティ 

1,000 円 

参加者数 

開催概要 

滋賀県の⼦育て関連拠点の関係者をゲストスピーカにして⼦育て状況の共有をす
るとともに、ママパスポートを作成したい⼈の発掘をするもので、⼤津編とし
て、ハッシュタグ⼤津京で開催された。スタッフが、⼦育て⽀援をしていたとき
の状況や活動がどのように今につながっているかを事例報告をした。⼦育て期に
何か少しでも始めておくことで、社会とのつながりができ、⼦育てが落ち着いた
ころに⾃分⾃⾝の強みなどがわかり、就労するにせよ、⾃⾝で活動をしていくと
きに動きやすいといった話をした。 

10 名 

■まちスポキッズワークショップ（2020年8⽉10⽇）    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ワーキングマザー⽉夜のお話会（2020年9⽉18⽇） 
 
 
 
 

■まちスポフードドライブ（2020年11⽉28⽇） 
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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改定・情報発信 

まちづくりスポット⼤津のホームページに「会
員・寄付募集」「リンク集（全国まちづくりスポッ
トの情報）」を追加した。また、団体紹介パンフレ
ットをより⾒やすくするため修正を⾏った。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。特に
Instagramでは活動の雰囲気が伝わるよう写真のア
ップを積極的に⾏ったため、年度当初のフォロワー
200⼈程から531⼈に増加した。 
 
（２）ニュースレターの発⾏ 
 まちづくりスポット⼤津発⾏ニュースレターいろどり+（プラス）
vol.1を発⾏した。創刊号として、改めてまちづくりスポット⼤津の紹
介やこれまでの取り組み、関係団体へのインタビューなどを掲載し、
会員や⼤津市内のNPO、中間⽀援組織等に送付した。 
 
 
（３）中間⽀援組織との連携、情報交換 
 滋賀県内の市⺠活動団体の動きや相談傾向等の情報交換、その時々のテーマに沿った意⾒交換を⾏
うことを⽬的として開催している「滋賀県市⺠活動センター意⾒交換会（事務局：淡海ネットワーク
センター）」にメンバーとして参加した。 
■2020年度開催実績：第1回 2020年9⽉4⽇（⾦）場所：⻑浜まちづくりセンター 

第2回 2020年12⽉15⽇（⽕）甲賀市まちづくり活動センター（まるーむ） 
第3回 2021年3⽉3⽇（⽔）せき・まちづくりNPOぶうめらんZoom視察 

 また、まちづくりスポット仙台の呼びかけで、全国のまちづくりスポットとZoomにて意⾒交換を⾏
った。 
■全国まちスポ情報交換会：第1回 2020年12⽉3⽇、第2回 2021年2⽉19⽇ 
  
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。2020年4⽉17⽇から、新型コロナウイル
スによる感染拡⼤防⽌のための緊急事態宣⾔を受け臨時休館をしたが、5⽉14⽇再開した。また、2020
年10⽉から朝と夜間、⽇曜⽇に無⼈管理での利⽤が始まり、休⽇の利⽤が増加した。無⼈管理での利
⽤は事前に暗証番号を発⾏し、利⽤者が現地で番号を⼊⼒し、⼊室するシステムとなっているが、事
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前に下⾒に来ていただくなど⼯夫をして混乱なく運営している。 
■ハッシュタグサイト会員登録数推移 
 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 
2019        9 26 17 8 4 64 
2020 4 2 2 6 8 10 5 4 11 8 7 10 77 

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。（175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
ージにて掲出した画像は、施設⾒学者への参考資料として⼀周年イベントの前後に⼀覧にして来館者
の⽬にとまりやすい所に掲⽰した。 
 
 
 
 
 
 
 

■2020年度来館者推移 

 
 ハッシュタグ⼤津京のシェアオフィスは10ブースあり、うち8ブースの契約があった（2021年3⽉

末現在）。上半期は契約件数が伸びず、様々な⽅法で広報・利⽤促進に向けて取り組んだ結果、契約
につながったケースもあった。 

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 ハッシュタグ⼤津京利⽤促進のためのチラシを作成、ブランチLifeの特集で掲載（ブランチ⼤津

京作成）、フリーペーパーへシェアオフィス無料体験クーポンの掲載 
ｃ シェアスペースやシェアオフィスの検索にヒットするよう各種検索エンジンに登録 

■2020年度実績：契約者8名 

前年
合計 男性 ⼥性 ⼦ども 合計 男性 ⼥性 ⼦ども 合計 男性 ⼥性 ⼦ども ⽉計

48 27 18 3 118 68 42 8 166 95 60 11
62 35 24 3 152 96 40 16 214 131 64 19

108 45 46 17 301 138 109 54 409 183 155 71
146 58 60 28 282 117 113 52 428 175 173 80
241 87 92 62 363 170 132 61 604 257 225 124
233 70 106 57 348 126 158 64 581 196 264 121
217 63 107 47 337 127 134 76 554 187 241 123
154 43 89 22 452 134 187 131 746 212 311 223 466
161 28 80 55 399 167 139 93 560 191 209 136 1,421
157 45 99 13 230 99 112 19 387 144 211 32 508
233 41 156 36 320 123 144 53 553 164 300 89 647
331 57 201 73 533 118 295 110 864 175 507 183 628

2,091 599 1,078 416 3,835 1,483 1,605 737 6,066 2,110 2,720 1,212 3,670
※ オープンは2019年11⽉29⽇

11⽉

5⽉
6⽉
7⽉
8⽉
9⽉

10⽉

午後（13時-18時） 総計

合計
3⽉
2⽉
1⽉

12⽉

4⽉

午前（10時-13時）
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（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、新規利⽤者の受付と登録、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。受付の始まった2019年1⽉当初は認知度が
低く利⽤が少なかったが、徐々に認知が⾼まり、サッカースクー
ルやラグビー、保育園の運動会等徐々に利⽤が増えてきている。 
■2020年度実績：登録者12名（法⼈含む）、利⽤回数114回 
 
７．まちづくりスポット⼤津組織運営 
  
法⼈運営のために会員制度を設け、事業や講座、相談等で関わりのある⽅に⼊会を呼びかけた。 
2020年度正会員：個⼈27⼈、団体1団体 
2020年度賛助会員：個⼈12⼈ 


