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令和３年４月 15 日発行

こくぶんじ市民活動センター

市民活動フェスティバル参加者募集・コーディネーター常駐日
こらぼ de サロン、コーディネーター活動報告・団体からのお知らせ
協働事業ニュース
センターからのお知らせ・センター長通信

今年は参加者が期間中に市内各所でイベントを
開催する分散型の開催をいたします。

４月・５月 コーディネーター常駐日
今年度より、常駐日が月３回となりました。市民活動に関するご相談・ご予約お待ちしています。
（予約状況は市民活動センターホームページからご確認いただけます。）
４月 21 日（水）10:00～13:00
５月 14 日（金）10:00～13:00
５月 19 日（水）10:00～13:00
５月 25 日（火）13:30～17:00

山本・斎藤
山本
山本・斎藤
斎藤

6 月以降のスケジュールは
決定次第お知らせします
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こらぼ de サロン開催報告
2 月 1 日（月）・17 日（水）に「市民活動センターの今後の運営について」を
テーマに行い、19 名の参加がありました。協働コミュニティ課より、いずれ市民
活動センターを含むアクティ・ココブンジを民営化（指定管理者制度）する方針
であることが述べられました。参加者により、市民活動センターの利用の仕方が
異なるため、受け止め方は様々でしたが、民営化することのメリット・デメリットを
明確にすること。経費削減ありきの民営化では意味が違う、雰囲気が急
に変わるのは困る、といったところがおおよその意見でした。市民活動団
体としてみれば事業あってこその市民活動センターなのですが、指定管
理者としては施設管理と表裏一体となることで、事業軽視の懸念という
ものがあるのも確かです。市民活動センターの特性を考え、募集要項や
仕様書でどのように記載されるのかも重要だと感じました。
２月 17 日 アクティ・ココブンジ
（コーディネーター山本）

コーディネーター活動報告
～令和２年度を終えて～
◆斎藤 奈美◆
令和２年度は新型コロナ感染症の流行により異例の一年となりました。
アクティ・ココブンジも閉鎖や開館時間の短縮、講座やイベントの中止などの対応を迫られましたが、利
用される皆様にはご不便をおかけしたことと思います。また、顔をつきあわせてのコミュニケーションやふ
れあいを大切する活動が制限され、当惑されている団体も多かったのではないでしょうか?
このように社会が大きく変化していく中、コーディネーターとして、しっかりとアンテナをたて、スピー
ド感をもってみなさまの活動に伴走していけるよう、取り組んでまいりたいと思います。今年度もよろしく
お願いします。
◆山本 和彦◆
昨年度は新型コロナウイルス感染症に振り回された１年となりました。Web 会議システム「Zoom」の導
入の相談を何件もお受けしました。これまで、市民活動は対面が原則という風潮が確かにあったと思います
が、実際やってみると Zoom も意外と市民活動と親和性が高いのではないかと感じています。ミーティング
のためにメンバー間の日程を調整し、場所を確保して…という作業は意外と厄介なものです。まして複数団
体間となればなおのことで、時間や場所の制約の少ない Zoom 会議は効率も上がります。コロナが収束した
のちも、うまくこの流れを定着させていければ、活動もより活発になる気がします。
イベント後の“打ち上げ”だけは、対面でやりたいですけど(笑)

団体からの
日本赤十字看護大学に
会員が車椅子体験で参加
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NPO 法人
響き合いネットワーク東京
SP の会国分寺支部

小さな森の保育室

一般社団法人小さな森

協働事業ニュース
【令和２年度実施

協働事業の報告・評価を行います（公開）】

令和２年度に実施した協働事業の事業報告と評価を公開で行います。今後の協働事業の参考にしてください。
皆様のご来場お待ちしています。

令和 2 年度

実施協働事業の報告・評価会

下記公募型４事業、令和 2 年度提案型２事業 ①「小さい子どもを育てる人のための本の時間」
ははがよむ／図書館課（協力：公民館課）、②「北の原地域センター運営に関するサポート事業」ふ
れあい北の原／協働コミュニティ課
【日時】６月４日（金）午後１時 ～
【場所】市役所第１・２委員会室
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催が延期となる可能性があります。
市 HP などで最新情報をご確認のうえお越しください。

【令和３年度実施 協働事業一覧】
種別

事業名
【令和２年度採択事業】

「市重要史跡恋ヶ窪村
分水」活用事業
提
案
型

【令和２年度採択事業】

委託団体

市 担当課

R3.4.1～
美しい用水の会
ふるさと文化財課
R4.3.31
協力課：学校指導課
【事業内容】小学４年生の社会科・総合学習の一環として、重要史跡恋ヶ窪村分
水について学習、見学する機会を設ける内容。令和３年度は２校実施予定。
R3.4.1～
R4.3.31

ゆいぼっこ
～地域につなげるサポーター’S～

健康推進課

多職種による妊娠期か
らのサポート事業
【事業内容】産後うつや育児ノイローゼなどによる孤立育児の解消、虐待防止を

【令和２年度採択団体】

こくぶんじ
青空ひろば事業

市民室内プール
親子ひろば業務委託
公
募
型

実施期間

【令和２年度採択団体】

こくぶんじカレッジ
協働事業

国分寺市職員
NPO 派遣研修業務委託

目指し、現在行政では対応していない夜間電話相談や、平日夜間や日曜日等の地
域での「自助・共助」を意識した講座や参加者同士の交流会を開催。また、妊娠
者のパートナーも参加しやすい講座を企画。パートナーの仲間づくりを推奨し、
積極的な育児参加を促す、現在の行政事業を補完する内容。
R3.4.1～
認定 NPO 法人冒険遊び場の会
子ども子育て事業課
R6.3.31
【事業内容】市内 10 か所の公園を活用し、午前は地域の中で孤立しがちな乳幼
児とその保護者が安心して立ち寄り、遊びと交流ができる場となり、午後は、戸
外における様々な遊びを展開することで、小中学生が安心して放課後を過ごすこ
とのできる場として実施。子どもの身体能力、危険を回避する能力の向上、異年
齢交流、多世代交流を図る。
H31.4.1～
コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺 子育て相談室
R4.3.31
【事業内容】地域で、子育てを共に支え合うことを目的に、乳幼児とその保護者
や妊婦、その家族の方を対象に、安心して立ち寄ることができる遊び場や交流の
場、また子育ての相談ができる場としての「親子ひろば」の提供を行う。
R3.4.1～
特定非営利活動法人 MY style アット
まちづくり推進課
R5.3.31
【事業内容】官民連携の視点を取り入れたまちづくりに関する事業を、自ら企画・
立案・実践するまちづくりの担い手（プレーヤー・アドバイザー）を育成する連
続講座の企画・運営。情報発信・講座修了生のプロジェクト実践に向けた支援等
も行う。
H31.4.1～
国分寺・協働を進める NPO 連絡会
協働コミュニティ課
R4.3.31
【事業内容】市職員を地域の NPO 活動現場に派遣し、NPO の活動に従事して
活動内容や組織等を知るための研修を団体が実施し、派遣先 NPO の募集、受入
先 NPO の調整などを行う。

【令和３年度募集（令和４年度実施）提案型協働事業 募集について】
今年も５月中旬から６月中旬に募集を行う予定です。募集期間前でも、コーディネーターが提案の相談をお受け
しています。常駐日をご確認の上、ご予約ください。募集内容の詳細は５月１日号市報にてお知らせします。皆様か
らのご提案お待ちしております。
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センター長通信
令和 3 年度が始まりました。昨年度は１回目の緊急事態宣言の真っ只中、誰も
経験したことが無い異様な状況で、春の風物詩、初々しい新一年生の姿や、満開
の桜もほとんど見ることができませんでした。
そのような中でも季節は廻り、今年もまた桜の季節を迎えました。今年のお花見も残念ながら例年通りとはいきませ
んでしたが、感染症対策を講じながら社会や学校も動いております。
さて、令和元年度末に 154 団体の登録があった市民活動団体は、令和２年度末には 127 団体となりました。団体
数の増減は例年のことではありますが、コロナ禍の中で充分な活動ができなかった団体もあったことと推察します。
昨年度の「こらぼ de サロン」では、市民活動センターの今後の運営についてたくさんのご意見をお寄せいただきま
した。担当課として、市民活動団体の活発な活動のために何ができるのか、引き続き皆様の声をお聞きし、検討して
いきたいと思っています。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
センター長
新出 尚三

センターからのお知らせ
◆登録更新について◆
令和３年度の利用団体登録更新が終了しました。ご協力ありがとうございました。今後、総会などで登
録内容に変更があった場合、速やかに変更届のご提出をお願いします。
◆印刷室レターケースについて◆
令和３年度レターケースの利用を４月１日より開始しました。レターケースのご利用も年度で更新して
います。未更新の団体の方は、４月末日までにレターケースの中身をお持ち帰り下さい。
◆市民活動センターの今後の運営について◆
こらぼ de サロン開催報告のとおり、2 月に市民活動センターの今後の運営についてご意見をお伺いし
ました。また、３月 15 日には、指定管理者制度も視野に入れた市民活動センターの今後の運営につき
ご意見を伺い、情報交換を行いました。ご参加くださった皆様、ご意見を
お寄せいただいた皆様、ありがとうございます。
令和３年度は、これまでのご意見を踏まえた（仮称）利用者協議会の立ち
上げや、センターの運営についての意見交換を引き続き行います。具体的
な日程は次回のこらぼ 65 号でご案内予定です。ご参加お待ちしています。

市民活動センター
令和２年度利用実績
★登録団体数：127 団体
★ホームページアクセス数：190,179
★利用者数：2,716
★会議室利用率：47.1％
＊４・５月休館、１～３月夜間休館

編集後記
第 15 回こくぶんじ市民活動フェスティバルは、分散
型で約１か月間開催されることになりました。新しい
試みです！皆さまにとって素敵な出会いの場になると
いいと思っております。
新しいスタッフも入りました。今年度もよろしくお願
いいたします。
（Ｔ）
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