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特定非営利活動法人まちづくりスポット⼤津 

２０２１年度事業実績報告書 
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引く中、コロナ禍でも実施可能な事業を検討し、工夫しなが

ら実施した。事業の柱としているまちづくり支援のための講座・イベントでは現場と出会う事業や防災

をテーマにした企画を初めて開催し、相談事業では活動相談の窓口として有料相談「わかばサロン」を

実施した。また、まちづくりスポット大津の認知拡大と会員とのつながりを目的に、昨年度創刊したニ

ュースレターを定期的に発行した。 

 

市民活動・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、利⽤者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。 

市民を活動の現場につなぐ事業では、まちスポ大津でイベント開催後に講師の活動フィールドでボラ

ンティア活動を行い、関心を持った人たちが一歩を踏み出す後押しをした。 

ブランチ大津京の木々を毛糸のモチーフやボンボンで装飾したヤーンボミングでは、“みんなでつく

る”にこだわり、たくさんの方に関わってもらえるよう仕掛けづくりを行った。 

 

ペットボトルのプランターづくり&赤紫蘇種まきワークショップ 

【講師】三浦美香さん（一般社団法人比良里山クラブ） 

開 催 日： 

2021年5月29日（土） 

参加者数：13名 

参 加 費：500円 

ペットボトルを切り抜き、土を入れ、赤紫蘇の種まきワークショップを行った後、三浦

さんから、比良里山クラブの活動やなぜ里山保全活動団体が赤紫蘇づくりに取り

組んでいるのか、赤紫蘇の成長や赤紫蘇ジュース「比良ぺリラ」などについて話を

聞いた。参加者からは赤紫蘇の特徴についての質問や、プランターづくりを楽しめ

たという感想があり、8月の赤紫蘇収穫ボランティアにつながる企画となった。 

赤紫蘇収穫のお手伝いボランティア 

【講師】三浦美香さん（一般社団法人比良里山クラブ） 

開 催 日： 

2021年8月4日（水） 

参加者数：9名 

参 加 費：無料 

比良里山クラブで赤紫蘇の収穫と選別作業のお手伝いボランティアを行った。まち

づくりスポット大津から声をかけて集まった、NPO法人こどもソーシャルワークセンタ

ーのスタッフとメンバーなどの参加者がともに作業を行った。作業中に赤紫蘇の特

徴や収穫までの流れについて比良里山クラブの方から話を聞き、手を動かしながら

しっかり学びの時間を持つことができた。参加者と今回参加したきっかけや感想を

話しながら、にぎやかな活動時間となった。 
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みんなでつくるヤーンボミングのある風景＠ブランチ大津京 

（ボンボン作成＆装飾ワークショップ） 

開 催 日： 

作成：2022年1月6日

(木)、8日(土)、10日(月) 

装飾：2月11日(金祝)、12

日(土) 

参加者数：75名 

参 加 費：無料 

屋外型商業施設ブランチ大津京にヤーンボミングを用いて、市民参加型で冬の賑

わいを創出する企画を行った。1月に毛糸のボンボンや幹を装飾する編み物を作成

するワークショップを実施し、本格的な樹木装飾は2月1日～20日に行った。 

期間中、子ども達を対象にボンボンを飾るワークショップを開催した。毛糸に初めて

触れる子どもや、児童クラブでボンボンを作っていて色んなボンボンを見に来たとい

う親子が参加してくれた。このヤーンボミングは「みんなでつくる」ことにこだわり、い

ろいろな形の参加をしてもらった。福祉施設、障がい者支援ＮＰＯ法人とも連携でき

た。 

 

 

 

 

 

 

まちスポぼうさいDAY～子連れの自宅避難72時間 

【講師】押栗泰代さん（認定NPO法人マイママ・セラピー） 

開 催 日： 

2022年3月5日（土） 

参加者数：14名 

参 加 費：1,000円 

ブランチ大津京で行われる「ブランチ防災Park」に合わせてまちづくりスポット大津

でも防災の企画として押栗泰代さんを講師に「ベビー防災🄬」講座を実施した。主

に子どもがいる世帯に向けて、準備しておくとよい避難物品や、災害時のけがの防

ぎ方、備蓄品メンテナンスのポイントなどを伝えてもらった。2家族が計5名の子ども

と一緒に参加され、アルファ米の試食体験の他、新聞紙スリッパの体験、作り方ミニ

講座もにぎやかに行えた。「わが家の防災手帳」ワークショップでは実際に避難時

に必要な情報を準備しておく防災手帳を作成した。日頃話し合えないことを共有す

る場として有益であったと感想をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

2周年事業では、まちづくりの実践者をゲストに招き、活動を始めたきっかけや自身の考えるまちづ

くりについて話を伺った。参加者同士の意見交換では、活動内容やフィールドは異なっても目指すもの

が共通していたり新たな気づきを得る場となった。また、合わせて開催したフードドライブ事業では、

地域の方からの寄付が多くあり、関心の高さが伺えた。 
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体感びわ湖学 マザーレイクゴールズSpecial 

【講師】一伊達哲さん（滋賀県琵琶湖保全再生課）      

佐藤祐一さん（滋賀県琵琶湖環境科学研究センター） 

遠藤正貴さん（Community Park OTSUKYO）    

開 催 日： 

2021年10月23日（土） 

【延期に伴い再募集】 

共催：マザーレイクゴール

ズ推進委員会 

参加者数：21名 

参 加 費：2,000円 

マザーレイクゴールズ推進委員会との共催、Community Park OTSUKYOの協力

の体制で開催。（当初、9月25日に開催を予定していたが、緊急事態宣言の期間

内となり9月9日に中止を決定。改めて、10月23日開催として再募集を行った） 

親子連れ5組、県外からの大学生（マザーレイクゴールズ関連の企画による取材）

が参加された。午前中、湖岸にてSUP体験と投網や湖岸の植物、藻などの観察を

行い、午後からはシェアスペースにて、マザーレイクゴールズに関する講義とワーク

ショップを実施するという、ブランチ大津京の立地を活かした環境教育事業となっ

た。湖岸での体験は問題なく終了し、参加者の満足度も高かった。家族ごとにチー

ムとなったワークショップだったため、「家族で琵琶湖のことを話す時間が持てた」こ

とに対してアンケートでも好評だった。大変熱心に参加していただけた。 

 

 

 

 

 

 

2周年事業「〇〇からはじまるまちづくり」 

【講師】岩原 勇気さん（特定非営利活動法人BRAH=art. 理事長）       

西田 久美子さん（Cafe & Space for everyone manma オーナー） 

開 催 日： 

2021年11月29日（月） 

参加者数：18名 

参 加 費：500円 

開設から2周年をむかえるのを機に、大津市にて、子育て支援や社会福祉に携わ

り、新たなスタイルでまちを元気にする事業を進めておられる二人をゲストに迎え、ト

ークイベントを実施した。ゲストの岩原さん・西田さんからそれぞれの活動について、

取り組み内容を伺った。トークの後には、参加者がペアになって感想の共有と、ゲス

トへの質問を考え、フロアトークでの質疑の時間となった。「世代が違うものをつなぐ

コツは？」「どんなことにアンテナを張っているか」「関係者のとりまとめの工夫」など

様々な質問がされ、ゲストからいろんな話を引き出すことができた。 

まちスポ大津フードドライブ 

開 催 日： 

2021年11月22日（月）～

11月27日（土） 

参加者数：23名 

寄付物品：489点 

2周年事業に合わせてフードドライブ活動を実施した。地域の回覧板等で周知した

ところ、レトルト食品やカップラーメン、お菓子、洗剤、生理用品等たくさんの寄付が

あり合計489点集まった。寄付いただいたものは、（特活）こどもソーシャルワークセ

ンター、（特活） CASN（カズン）、（社福）滋賀県母子福祉のぞみ会、母子生活支

援施設母と子の家しらゆりにお渡しした。また、フードドライブ最終日には団体のスタ

ッフに来ていただき、コロナ禍で寄せられる相談や現在の活動の様子について情報

交換を行った。 
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市民活動・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 

市民活動・ＮＰＯ・コミュニティなどまちづくりを担う人材育成が重要との視点から、イベント主催

のノウハウを提供する講座を昨年度に引き続き実施した。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。 

 

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） 

開 催 日： 

2021年6月23日（水） 

参加者数：8名 

参 加 費：2,000円 

「やってみたいが、やり方がわからない」という利用者の相談の声に対して行う講

座。企画づくりから開催までの流れを座学で学ぶ。前半は座学で、馬場から企画の

流れ・ノウハウをレクチャーし、白井からは広報のポイントをお伝えした。荒堀からは

企画実施のための資金として助成金の情報提供を行った。午後からは企画の構想

をワークシートを使って整理する個人ワークを行った。内容は後半で紹介し、参加者

から質疑を行った。ワークと共有の時間はアンケートでも満足度が高く、熱心に参加

いただけた。 

どうする？活動資金―資金獲得“きほんのき” 

【講師】遠藤惠子（まちづくりスポット大津 理事）    

荒堀順子（まちづくりスポット大津スタッフ） 

開 催 日： 

2021年8月18日（水） 

参加者数：7名 

参 加 費：1,500円 

個人およびNPOに向けて、活動資金獲得の基本的な情報をお伝えし、今後の自団

体での活動に活かせることを趣旨として開催した。講師は理事の遠藤と、スタッフの

荒堀が担当した。遠藤からは、NPOの資金獲得の基本情報を伝えたほか、代表的

な資金獲得方法として「寄付」についてレクチャーを行った。荒堀からは、助成金に

ついて活用のポイントと申請時の確認箇所について実際の助成金要項を例に伝え

た。個別相談「わかばサロン」の無料券を特典として付け、2組が利用した。 

（荒天と感染症拡大の影響もあり、参加者2名、相談利用2組が直前にキャンセルさ

れた） 

ココだけ押さえて！会計“きほんのき” 

【講師】江波千佳さん（江波千佳税理士事務所 税理士） 

開 催 日： 

2021年10月4日（月） 

参加者数：８名 

参 加 費：1,000円 

市民活動団体や個人で事業を行っている方に向けて、会計の基本を学ぶ初歩講座

を開催した。なぜ会計は必要か、団体や事業者にとって会計の役割、会計報告に必

要なもの、営利事業と非営利事業・収益事業と非収益事業の整理等を学び、現金

出納帳のつけ方をイメージするためミニワークを行った。また、明日からの会計に活

かせる領収書整理のコツや豆知識を講師から教えていただいた。参加者からは、

「実際に収支の計算ができたので考え方が役に立つと思った」「出納帳の書き方、

科目の分け方など知ることができてよかった」という感想があった。 
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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（まちづくりスポット大津 スタッフ） 

開 催 日： 

2022年1月19日（水）  

参加者数：4名 

参 加 費：2,000円 

「やってみたいが、やり方がわからない」という利用者の相談の声に対して行う講

座。通算で4回目の開催となった。スタッフが講師を務め、企画づくりから開催まで

の流れを学ぶ。今回は、まちスポ大津助成金の時期から外れるため、助成金につい

てのレクチャーは行わなかった。午後から行う企画構想のワークも主催開催経験を

持つ参加者の方は収支まで含めて具体的に考えておられた。個人事業主の方中心

の受講となり、個人で運営する企画を立てる方が多かった。アンケートでは全体的

に満足度が高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

（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、初歩講座である“きほんのき”シ

リーズの中級編も新たに開催した。 

 

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 

【講師】中村誠さん（（公財）滋賀県産業支援プラザIM） 

開 催 日： 

2021年10月29日（金）  

参加者数：8名 

参 加 費：500円 

まちスポ大津への相談内容で「何から動いたらいいかわからない」「どういう方と連

携すればよいかわからない」といった内容が寄せられることがある。この講座を通じ

て、自身の取組む事業や取組みの価値を視覚化し、持っている資源や連携先が明

確になることを意図として開催した。当日は、すでにビジネスとして事業している方や

まちスポ助成金の採択者など5名の参加があり、「講座がわかりやすく事業内容が

整理できた」「自事業で足りない所が明確になった」という感想があった。 

やらねば決算！会計講座 

【講師】江波千佳さん（江波千佳税理士事務所 税理士） 

開 催 日： 

2021年12月21日（火）  

参加者数：3名 

参 加 費：1,000円 

はじめに、講師の江波さんから、会計報告に必要な計算書類やその内容、報告の流

れについて等決算整理全体の流れを説明いただいた。その後、次の会計期間をま

たぐ場合の計算について事例をもとにワークを行った。決算報告書作成の流れにつ

いては、活動計算書と貸借対照表の意味と役割、双方のつながりについて解説い

ただき、決算報告の「？」を解消する時間となった。参加者からは、「発生主義の考え

方を取り入れていこうと思いました」「決算に必要なことを知ることができてよかった

です」という声があった。 
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まずやってみる！イベント主催“きほんのほ”中級講座 

【講師】馬場環・白井恭子・北井香（まちづくりスポット大津 スタッフ） 

開 催 日： 

2022年3月9日（水）  

参加者数：5名 

参 加 費：2,000円 

イベント主催“きほんのき”講座のステップアップ版として初めて開催した。企画を開

催するときに必要になる運営事務に関して、実際にまちスポ大津で使っている企画

書や役割分担表、後援名義申請などの書類を見本に示しながらポイントをお伝えし

た。“きほんのき”参加者が3名参加され、ブランチ大津京管理事務所からも1名の

参加があった。本講座の内容は複数人で企画を行っていく際に必要になることが多

く、将来的にそのような企画を行う場合、と仮定しながら参加いただいた。参加特典

として個別相談「わかばサロン」の無料券を渡した。 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

今年度は、2020年度助成団体の事業報告と2021年度助成団体の悩み解決を兼ねて交流会を実施し

た。審査委員も交えて交流し、今後の活動に役立つヒントを得る場となった。 

 

【2021年度助成金採択団体】5団体 助成金額合計：25万円 

団体名・屋号 申請事業名 事業概要 金額 

プチトマト 

幸せに生きるための知識

と教養を身につける性教

育のシェア会 

子ども向けおへそにまつわる性教育講座の開

催。親向けには専門家による講座の開催。 5万円 

チョークアート 

スタジオバニラ 

自画自賛！はじめてのチ

ョークアート教室 

チョークアートの連続講座を通し画材の扱い色

の選び方陰影のつけ方のテクニックを学びボー

ドを仕上げる。 

5万円 

OFFICE 

和つむぎ 

うちの子、ちょっと手が

かかるかも？気質を知

り、自己肯定感を育むこ

とで、キラリと光る才能

を伸ばそう 

HSC（Highly Sensitive Child）、HSP

（Highly Sensitive Person）に関する詳しい特

性を知る連続セミナーの開催。子どもの自己肯

定感を高めることができるワークショップを開

催する。 

5万円 

MOMMESMILE

おおつ 

子育て世帯がつながれ

る！色々アイディア交換

場 

子ども中心で参加できる子どもの手形・足形ア

ート、体幹ASOBIトレーニング等季節を感じる

物を作りながら交流できる場を開催する。 

5万円 

リープ体操教室 子ども体操教室 体験講習会及び短期教室の開催。 5万円 

KI-LUCK 

【辞退】 

子育てにおいて自己基準

を持つための講座 「笑

顔スケール編」開催事業 

子育て基準や笑顔のスケールづくりの講座や自

分の子育て基準を持つセミナーの開催。セミナ

ー内容などを動画配信する。 

5万円 
（支払いなし） 
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彩り育む助成金事業交流会（2020年度・2021年度採択者対象） 

開 催 日： 

2021年12月6日(月）  

参加者数：13名 

参 加 費：無料 

2020年度団体の事業報告と、2021年度団体の中間報告・相談の機会を兼ねて、

審査委員やまちスポ大津スタッフと交流を深め、今後の活動に役立ててもらうため

に交流会を行った。採択者は初めてこうした機会に参加する方もあり、最初に自己

紹介も兼ねたワークでアイスブレイクした。成果報告とは別に、悩んでいることや聞

きたい事なども発表し、参加者や審査委員が質問をしやりとりした。また、3グループ

に分かれて交流を深めた後は、全体で名刺交換をし、交流した。審査委員と意見を

交わし、年度を超えて交流できたことで、「みんなの悩みを知り、一人じゃないんだと

わかってよかった」「新たな視点をもらえた」、など喜びの声が聞けた。 

 

 

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対応を随時⾏った。相談内容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。 

 

■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 

2021 9 8 13 19 8 5 17 12 4 30 22 8 155 

 

2021年5月から予約制個別相談を有料（500円）で行う「わかばサロン」を開始した。チラシの作

成、SNSでの告知などを行った結果、2021年度で14件の利用があった。相談内容は、事業開始前の構

想や進め方などについての相談の他、チラシ作成や寄附金の経理上の処理など具体的な手法についての

相談も受けた。 
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（２）コーディネート対応 

相談対応の成果として、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。 

 

■相談対応の事例 

① Q:大人の鍵盤ハーモニカ教室開催に向けて相談を受ける。 

A:シェアスペースの使い方、チラシ作成方法、告知手法として広報おおつへの掲載、ブランチ大津

京HPへの掲載などをお伝え。広報についてはデータの作成方法を含め継続的に相談対応をした。 

結果：教室は定期的に開催されることになり、10人を超える方が参加されている。 

② Q:次年度、リユース容器を導入する実証実験がやりたいと思っている。実施の形態、リユース容器

の手配、連携先まで固まっているが、実施先が決まっておらずさがしているという相談を受け

る。 

A:ブランチ大津京でSGパークが実施しているマルシェは環境の側面の要素を入れたいとニーズがあ

ったと聞いていたため、管理事務所と主催者につなぐ。 

結果：連携に向けて調整が進む。2022年度に実施予定。 

 

 

（3）講師、ファシリテーターなどの派遣 

これまでの活動実績から、連携や講師派遣の相談を受け、各スタッフが対応した。 

■各機関との連携 

⚫ 2021年5月17日（月） 滋賀県立大津商業高等学校 

内容：課題研究ビジネス・インキュベーション講座 企画づくりについての講義 

⚫ 2021年7月21日（水） びわこ成蹊スポーツ大学 石井智ゼミ 

内容：ブランチ大津京・まちづくりスポット大津・SG-Parkの紹介 

 

 

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 
 

様々な活動を行うNPO団体と連携した事業を実施した。特に今年度は、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多様な活動体験をしてもらうことを目的

として、長期休暇の時期などに体験の場を提供した。また、昨年度に引き続きブランチ大津京のテナント

と連携し、ブランチキッズ探検隊を実施した。8月に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染急拡

大を受け延期、3月の開催では申込みが減少したが、参加者からの満足度は高い企画となった。 

 

tumuguフェス＠まちづくりスポット大津 

【講師】CH北山ヘアカット研修会 

開 催 日： 

2021年7月29日（木） 

共催：CH北山ヘアカット研

修会滋賀支部 

参加者数：81名 

参 加 費：300円 

CH北山ヘアカット研修会と共催でヘアアレンジやヘアカットの美容師さんのお仕

事体験や暑中見舞いづくり、手作りぬりえ、アクセサリーづくりなどの企画を実施し

た。ヘアカット体験は事前申し込みで満席となり関心の高さが伺えた。コロナ対策を

講じつつ、当日参加も受け入れながら行うことができた。参加者からは「ヘアカット

は初めての体験ではじめはうまく切れるかドキドキしたが楽しかった」などの声があ

った。 

4 
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【延期】あつまれ!!ブランチキッズ探検隊vol.２ 

【協力店舗】チャーリーDS･ユニクロ･GU･APINA KidsPARK・クラウンカリー＆ケバブ・ichica・コミュ

ニティパーク・LONG-hu DINING・whip＆whip・Likeパーソナルジム・管理事務所・マックスバリュ 

開 催 日： 

2021年8月23日（月） 

【感染症拡大の影響で延期】 

共催：ブランチ大津京 

参加者数：116名 

参 加 費：300円 

【新型コロナウイルス感染者数増加の感染リスク拡大から8/13に延期を決定】 

12店舗のテナント協力を得て、21のプログラムを募集した。近隣小学校等への告

知などを行い、定員を大きく超える303件398人（のべ）の応募をいただいた。参加

費の事前支払い期間の中、新型コロナウイルス感染症が急拡大し、リスクの高まり

から延期とした。参加費は参加者へ連絡をとり、返金対応を行った。 

あつまれ!!ブランチキッズ探検隊vol.3 

【協力店舗】チャーリーDS・ユニクロ・GU・APINA KidsPARK・クラウンカリー＆ケバブ・    

LONG-hu DINING・whip＆whip・Likeパーソナルジム・管理事務所・マックスバリュ 

開 催 日： 

2022年3月29日（火） 

【延期に伴い再募集】 

共催：ブランチ大津京 

参加者数：67名 

参 加 費：300円 

ブランチ大津京の店舗で「その店舗ならではの子ども目線での体験」を子ども達に

むけて提供する。各店舗独自の魅力ある取組みを周知すること、ブランチ大津京近

隣を含む、地域コミュニティの醸成への寄与を目的とした事業。（当初、2021年8

月23日に予定していたが、新型コロナ感染症拡大防止のため延期し、3月に

「vol.3」として実施した） 

施設近隣の親子のほか、大津市外の親子の参加があり、体験型プログラムへの関

心の高さがうかがえた。それぞれのプログラムでは、店舗の裏側の仕事を子ども達

に体験してもらうべく創意工夫を凝らした内容を提供してもらい、普段できないこと

ができて楽しかったという声が多数あった。参加者アンケートからは子どもが社会参

加できる体験型イベントをまた開催してほしいという声があった。 
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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）ホームページ等SNSを通した情報発信 

情報発信については、まちづくりスポット大津のホームページに活動情報を掲載することと合わせ、

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531人程から230人増加し、761人となった。 

 

（２）ニュースレターの発行 

ニュースレターいろどり+（プラス）vol.2～vol.6を発行し、会

員・賛助会員の他、県内の中間支援組織、全国のまちづくりスポット等

に送付した。まちスポ大津の事業報告や助成団体の紹介、利用者に対す

るインタビュー記事等の内容で構成し、発行のタイミングに合わせた募

集・告知なども掲載した。 

 

 

（３）中間支援組織との連携、情報交換 

滋賀県内の市民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「滋賀県市民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）」に参加した。 

また、全国各地にある「まちづくりスポット」との連携を深め、活動の情報交換を目的として実施さ

れる「全国まちスポ交流会」へも現地およびオンラインで全スタッフが参加した。 

 

■滋賀県市民活動センター意見交換会2021年度開催実績 

第1回 2021年9月10日（金）場所：ZOOM 

第2回 2021年11月24日（水）場所：まちづくりスポット大津 

第3回 2022年2月16日（水）場所：ZOOM 

■全国まちスポ交流会 

2021年11月18日（木）～19日（金）場所：まちづくりスポット仙台＋ZOOM 

 

 

 

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 シェアスペースの運営と利用促進 

大和リース株式会社から管理運営委託を受け、拠点施設「ハッシュタグ大津京」のシェアスペース

（貸しスペース）・シェアオフィス（会員制共有オフィス）の運営を行った。シェアスペースについて

は、2021年度も緊急事態宣言が出た時期は数件のキャンセルがあったが、利用者それぞれに感染対策

を講じながら利用していただいた。2020年10月から無人管理が導入され、夜間および休館日の日曜の

5 

6 
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来館者月別集計

2019年 2020年 2021年

利用が始まり、日曜にはマルシェや親子を対象にしたイベント等での利用が多かった。2021年4月から

は夜間時間帯の定期利用が始まり、体操やダンス等の教室で月～土曜日まで利用されている。 

利用者はホームページサイト（大和リースが管理）で会員登録を行い、貸し室の申し込みを行うシス

テムとなっている。今年度は102件の登録があった。 

 

■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 

2019 － － － － － － － 9 26 17 8 4 64 

2020 4 2 2 6 8 10 5 4 11 8 7 10 77 

2021 10 12 9 8 7 7 9 13 6 5 7 9 102 

 

シェアスペース利⽤者のイベント情報は、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、来館者に周知をした。まちづくりスポット⼤津としても、ブログやSNSに

てイベント情報の拡散を図った。2022年2月からは、ブランチ大津京サイトのTopic（イベント紹介）

欄にも告知掲載が可能となり、管理事務所と連携して手続きを整え、利用者に活用されている。 

なお、館内サイネージに掲出した画像は、2周年事業の活動紹介の際にスライドショーにして参加者

に周知した。 

 

■サイネージ掲載  件数 2021年度 207件（キャンセルされたイベントも含む） 

 

 

  

 

 

 

 

 

■月別来館者推移  
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なお、2021年度は2022年2月に年間1万人来館を達成した。開館当初からの累計でも、4月に来館者

1万人を達成し、2022年3月に来館者2万人に到達した。 

 

（2）ハッシュタグ大津京 シェアオフィスの管理運営と交流促進 

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7ブースの契約があった（2022年3月末

現在）。また、2022年2月9日（水）にはハッシュタグ大津京シェアオフィス&シェアスペース交流会

を開催した。交流会には、シェアオフィスご契約者会員5名とシェアスペースご利用者2名の参加があ

り、普段の活動について情報交換を行った。 

 

■シェアオフィスご利用 2021年度実績：契約者７名 

 

ハッシュタグ大津京シェアオフィス&シェアスペース交流会 

開 催 日： 

2022年2月9日（水） 

参加者数：7名 

参 加 費：無料  

ハッシュタグ大津京の利用者交流会を行った。参加者には、それぞれの事業や活動

紹介のプレゼンしてもらい、どんな思いで事業を立ち上げ、今どんな事に力を注い

でいるか紹介し合った。プレゼン後は質問がたくさん出て、お互いに関心を寄せられ

ている様子が伺えた。サッカースクール経営者やガーデンデザイナー、スマホの相談

窓口等の事業者、おうちでできるパン教室の主催者等、多種多様な参加者だった

が、事業への熱い思いが共通していた。短時間の開催となったが事業連携の可能

性が見えてきた方もあり、今後の展開が楽しみな時間となった。 

 

 

 

その他の関連事業  
 

 

（1）近江神宮外苑公園グランドの利用受付 

大和リース株式会社が指定管理者として運営を行っている近江神宮外苑公園について、有料施設の利

用受付対応を受託し、日々の運営を行った。 

7 
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業務内容は、新規利用者の受付とシステム登

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。グランド利用は徐々に認知が高ま

り、週末はサッカースクールやラグビー、エア

バドミントンの大会等の利用が増えてきてい

る。 

■2021年度実績 

新規登録者18名（法人含む） 

利用者数20名 

利用予約件数のべ461件 

 

（2）その他の受託事業・実施事業 

中間支援業務の一環で以下の事業に受託や研修の一部として参加した。 

■活動実績 

⚫ 協働のまちづくり推進支援業務（草津市） 

受託者：認定特定非営利活動法人しがNPOセンター 

内 容：ラウンドテーブルの実施、検討に関する業務および、事業進捗会議への参加 

⚫ 夏原グラント（滋賀・京都の環境保全活動への助成金／公益財団法人平和堂財団） 

事務局：認定特定非営利活動法人しがNPOセンター 

内 容：説明会への参加や、事業進捗の確認等へ参加 

 

（3）委員会等への派遣について 

スタッフが依頼を受けて以下の委員会へ参加している。 

■スタッフの委員委嘱等 

大津市ボランティアセンター運営委員会委員（社会福祉法人大津市社会福祉協議会） 

委嘱期間：2021年11月29日～2023年11月28日  担当者：白井 

 

 

  

NPO法人まちづくりスポット大津組織運営 
  

 

（１）正会員、賛助会員について 

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。 

■2021年度会員数実績 

⚫ 正会員 ：個人42人、団体1団体 

⚫ 賛助会員：個人11人、団体2団体 

 

（２）理事会の開催について 

法人事業や予算の検討、規定に関する協議のため理事会を開催した。 

  

8 
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■2021年度理事会開催実績 

⚫ 第2回 2021年5月24日（月） 場所：まちづくりスポット大津 

⚫ 第3回 2021年10月26日（火） 場所：まちづくりスポット大津 

⚫ 第4回 2022年3月23日（水） 場所：まちづくりスポット大津 

 

（３）総会の開催について 

法人の事業運営のため、総会を開催した。 

■2021年度総会開催実績 

⚫ 2021年度第1回通常総会 2021年5月24日（月） 場所：まちづくりスポット大津 

 

 


