
 

平成 25 年度 

磐田市協働のまちづくり推進事業中間報告 

（資料編） 

市民部市民活動推進課 



市民活動団体データベース 

 
１ 目的 

オープンデータとして、エクセルシートで簡単に検索できるデータを公開することで、

一般市民は興味のある団体への参加、市民活動団体は他の団体の活動を参考に、自らの活

動を活性化させること、行政、事業者、市民活動団体は、協働相手を探すための参考とす

ること。 
 

２ 前回からの改良点 
・平成２３年改正特定非営利活動促進法の活動分野を参考に、調査結果から１２活動分

野に絞り込みを行った。 
・活動分野での検索を容易にするため２シートに分け、検索用（マクロ使用）と加工用

（元データ）を用意した。 
  ・いつ、どこで活動しているかを明確にするため、最終確認依頼に「活動日時」「活動

場所」の記入を依頼した。 

 
３ 操作方法 
  （1）分野検索をクリック 

（2）Userform1 で活動分野を選択し、確定ボタンをクリック 

（3）活動分野検索結果が表示される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　（このページは空白です）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                



-1-

市民活動センター通信
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市民活動センター情報紙
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市ホームページ
協働のまちづくりの説明【更新前】
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市ホームページ
協働のまちづくりの説明【更新後】

磐田市協働のまちづくり推進条例
磐田市協働のまちづくり推進条例はこちらからご覧ください



市民活動パネル展 磐田市情報館（８月 16 日～８月 26 日） 

 

 

 

 

 

【全体図】 
昨年度までは、市民活動センターにある

パネル全てを展示していたが、今年度は

活動をＰＲしたい団体を募った。 

【接近図】 
活動を理解してもらうために、パネル

だけでなく、最近の活動状況やチラシ

を配布した。 

「イイね！」シール

貼付けシート 

【ＰＲ活動】 
子どもの健康と環境を考える会によ

る紫外線ビーズづくりの様子。 
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市民活動パネル展



市民活動団体データベース 

 
１ 目的 

オープンデータとして、エクセルシートで簡単に検索できるデータを公開することで、

一般市民は興味のある団体への参加、市民活動団体は他の団体の活動を参考に、自らの活

動を活性化させること、行政、事業者、市民活動団体は、協働相手を探すための参考とす

ること。 
 

２ データベースの内容 

（1）平成２３年改正特定非営利活動促進法の活動分野を参考に、下記の１２活動分野

に絞り込みを行い、分野別で検索できる機能を持たせた。 

（2）活動紹介冊子のフォーマットを作成し、データベースとリンクさせることにより、

冊子としても印刷・活用できるよう工夫した。 

 

３ 操作方法 

  （1）分野検索をクリック 

（2）Userform1 で活動分野を選択し、確定ボタンをクリック 

（3）活動分野検索結果が表示される 
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調査結果のデータベース化



市民活動団体データベース 

 
１ 目的 

オープンデータとして、エクセルシートで簡単に検索できるデータを公開することで、

一般市民は興味のある団体への参加、市民活動団体は他の団体の活動を参考に、自らの活

動を活性化させること、行政、事業者、市民活動団体は、協働相手を探すための参考とす

ること。 
 

２ 前回からの改良点 
・平成２３年改正特定非営利活動促進法の活動分野を参考に、調査結果から１２活動分

野に絞り込みを行った。 
・活動分野での検索を容易にするため２シートに分け、検索用（マクロ使用）と加工用

（元データ）を用意した。 
  ・いつ、どこで活動しているかを明確にするため、最終確認依頼に「活動日時」「活動

場所」の記入を依頼した。 

 
３ 操作方法 
  （1）分野検索をクリック 

（2）Userform1 で活動分野を選択し、確定ボタンをクリック 

（3）活動分野検索結果が表示される 
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活動分野検索

データベース取扱注意
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活動分野検索

データベース
取扱注意



健康・福祉健康・福祉健康・福祉 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

鉄道という一生楽しめる趣味で、社会に生かす集いとしたい。 

アール鉄道同好会                 

鉄道を通して、発達障害、特に自閉症児者の社会適応を支援するとと

もに、公共交通利用促進と興味をもってもらうための啓発 

住 所：〒4380067 磐田市草崎 10352 

代表者： 影山 眞康 

TEL/FAX： 0538364791  0538364791 
E-mail：  

H     P:  

B l o g:  
会員数： 12 人  

年会費： 2,400 円/年 

会員募集： 成人であること。鉄道趣味を持っていること。展示時に来場してくだ

さい。 

①発達障害特に自閉症児者の社会適応訓練及び余暇活動としての電車

旅行の企画・実施 

②特別支援学校、市立図書館等での鉄道模型展示運転 

③鉄道模型展示時における、発達障害への理解を深めるための広報活

動 

【活動日時】 

【活動場所】 

目 的 

内 容 

Ｐ Ｒ 

団体情報 

【主な活動分野】健康・福祉 
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活動紹介冊子



市民活動推進課

No. 相談者 相　談　内　容 対　　　応 結　果　・　効　果

1 4 月 2 日
市民活動推進課
（スポーツ振興室）

野球場利用団体から色落ちした野球
場のフェンスの塗り替えを要望されて
いる。野球場利用者と協働で塗り替え
をしたい。

協働の方法について、相談者と検討を重ね、利用
団体への説明会を開催し、協働についての説明を
行った。

11チーム74名の参加によりフェンスを塗装し
た。
参加者からの反応も良かったことから、10月
12日には指定管理者主体で豊岡野球場の
塗り替えが実施され、14チーム52人の参加
があった。
城山中学校でも実施予定。

2 4 月 11 日
キャリア教育研究所
ドリームゲート

協働のまちづくり提案事業で子どもの
職業体験を行いたい。

制度の説明を行い、就労啓発事業を行う商工観光
課を紹介した。

平成25年度の提案事業として実施してい
る。

3 4 月 12 日 NPO法人あいあい塾

子どもの放課後の居場所づくりをして
いるＮＰＯ法人。協働のまちづくり提案
事業で、不登校の子どもを支援した
い。

制度の説明を行い、不登校の子どもが集まる教育
支援施設あすなろ(学校教育課所管)との顔合わせ
を行った。

ひきこもりによる不登校児の支援を想定して
いたが、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症などの
子どもが多く、ＮＰＯ法人として子どもたちに
何ができるかを再検討することとなり、今年
度の提案事業は断念した。来年度の申請に
向け、調整中。

4 4 月 23 日 楽育くらぶ

協働のまちづくり提案事業で子育てマ
マの就労支援講座を行いたい。講師
は、商工観光課で行っている女性起
業家育成講座の受講者にお願いした
い。

女性起業家育成講座は、起業を目指している人が
心構えやビジネスプランの立て方を学ぶものであ
り、就労支援とは内容が異なることを伝えた。
知人に講師のあてがあるとのことであったため、男
女共同参画推進支援事業費補助金を紹介した。

男女共同参画推進支援事業費補助金を受
け「主婦の自分磨き講座」を実施している。

5 5 月 7 日 いわた動物愛護協議会
防災訓練の際に、ペットの同伴避難に
ついて説明したい。

ペットの同伴避難についての対応は、避難所や被
災状況により異なることから、飼い主が発災前に
備えておくべきものや、対応方法についての周知
を提案し、環境課を紹介した。

平成25年度提案事業として実施している。

6 5 月 17 日 NPO法人キッズドア

貧困家庭の子どもに無料の学習支援
をしているＮＰＯ法人。個人から磐田に
あるマンションを提供したいという話が
あるが、同様の活動を行っている団体
があるか。また、ニーズはあるか。

マンションがある地域の準要保護世帯は、１学年
で10人程度であること、無料の学習支援を行う団
体は無いことを伝えた。

7 5 月 24 日 NPO法人いきいき・いわた
学会で磐田市との取り組みを紹介した
い。市が考える協働の範囲はどのよう
なものか。

協働の手引き７ページ「協働の形態」を示して説明
した。

協働に関する相談一覧表(平成25年4月～10月）

日　付

取扱注意
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協働・まちづくり相談



No. 相談者 相　談　内　容 対　　　応 結　果　・　効　果日　付

8 6 月 個人
霊園に住む野良猫の糞を処理するた
め、清掃用具を支給してほしい。

まち美化パートナー制度を統括する道路河川課を
紹介した。

霊園を所管する環境課のまち美化パート
ナーとして、霊園全体の清掃・管理をするこ
ととなった。

9 7 月 19 日 秘書政策課
移動市長室で市民活動団体との対話
をするため、旧市町村で文化イベント
をしている団体を紹介してほしい。

市民活動団体実態調査結果を確認するとともに、
市民活動センター、文化協会へ問い合わせ、磐
田、福田、豊岡の団体を紹介した。

10 7 月 20 日 産業政策課
シティープロモーションとしてレース用
バイクに「しっぺい」のイラストをプリン
トすることは、提案事業になるか。

市内に事業所もしくは活動場所があるなどの提案
事業の要件を満たしていれば可能。協働相手も同
じ目的を持ち、双方にメリットがあるという協働の
基本を説明した。

11 10 月 11 日 豊川市市民協働国際課
磐田市で作成した協働啓発資料につ
いて、どのような経緯と方法で作成し
たのか教えてほしい。

協働のまちづくりを説明する資料がなかったため、
作成した。作成方法は、課で素案を作成し、協働
のまちづくり推進委員会の意見を取り入れた。
（希望により、パンフレット、リーフレット、手引きを
送付した。）

12 10 月 17 日 健康増進課
地域医療支援の団体が立ち上がっ
た。来年度の提案事業に応募したい
が、注意する点はあるか。

協働の基本と提案事業の申請条件を説明。団体と
の話し合いの中で、課題を共有し、双方にメリット
がある方法を探してほしい。
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平成 25年 4月 ～ 25年 6月 磐田市

市民活動推進課（スポ振）

普段使っている野球場ということで協力を申し出
ましたが、とてもいい経験になりました。参加者の
野球場への愛着も深まったようです。

塗装の劣化はフェンス自体の劣化にもつながりま
す。塗り替え時期に野球連盟から協力を申し出て
くれたことに感謝しています。

磐田市野球連盟福田支部

市民活動推進課（スポ振）

TEL　　― 　　　　　　　　FAX　―

塗装事業の企画・運営、ペンキ塗り、ペンキやロー
ラー、刷毛の用意など市民活動推進課（スポ振）

磐田市野球連盟福田支部
加盟団体や学校への参加依頼、ペンキ塗り

【市民活動団体】

写真貼り付け

　野球連盟加入チームや少年野球の父母など約70名が参加し、塗装会
社の指導のもと、ペンキ塗りを行いました。
　猛暑の中、玉のような汗をかきながら塗られたフェンスは、きれいな青
色に染まりました。
　ローラーや刷毛は水洗いで再使用できるため、他の施設も協働で塗
装していきたいと考えています。

磐田市野球連盟福田支部

野球場フェンス塗装プロジェクト

利用者参加型設備修繕

【行政(担当課)】

事業協力

【協力団体等】

　バックスクリーンは、市がきれいにしてくれました。見違えるようにきれ
いになったホームグラウンドでの野球は 高です！
私たちの活動は市HPにも掲載されています。こちらをご覧ください。
http://www.city.iwata.shizuoka.jp/blog/2013/06/post103426.php

寺田塗装工業（ペンキの塗り方指導など）、磐田体育協
会（事務局運営やペンキ塗りの補助など）

TEL 0538-37-4832 　　FAX 0538-37-1184

　磐田市野球連盟福田支部から市に「できることは協力するか
ら、福田公園野球場のラバーフェンスを塗り替えてほしい。」と
相談があったため。

　市としても塗り替えの時期と考えていたため、塗装会社と相談
し、協働によるフェンス塗装方法「野球場フェンス塗装プロジェ
クト(案)」を企画しました。
　磐田市野球連盟福田支部の呼びかけにより集まった野球場利用
団体との意見交換会を行い、市がペンキや刷毛などの資材を提供
し、野球場利用団体が塗装会社の指導を受けてペンキ塗りを行う
ことになりました。

事業期間 実施地域

野球場利用者によるフェンス塗装の様子

協働の方法

きっかけ

目的と内容

実施団体と役割

活動成果と今後の予定

活動を振り返って

団体からのお知らせ

連絡先

-16-



-17-

協働のまちづくり提案事業
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   事 業 報 告 書（中間報告） 

団  体  名 
【市民活動団体】いわた動物愛護協議会 

【市 担 当 課 】環境課 

事  業  名 「正しい知識でペットと暮らそう～愛犬手帳の改善と活用に取り組む～」 

事 業 概 要 

 愛犬手帳の改訂や啓発資料の作成を通じ、飼い犬に名札や鑑札を着けるだ

けでも、家に帰れる確率は高くなるといった飼い主の義務や正しい飼い方を

周知し、飼い犬との幸せな暮らしを目指す。 

効果測定指標 

啓発資料、ポスターを見た方にアンケート調査を行い。「所有者明示の必要性

が分かったか」「鑑札・注射済票を愛犬に装着するか」について調べる。 

（平成２４年は認知度５１％、明示率２３％） 

付帯条件への
対応 

①広報力・啓発力の向上を図ること。 

●図書館司書に相談し、該当する書籍を読み、他の自治体の事例などもイ

ンターネットにて調べ、参考にしている。 

●ポスター作成にあたり、印刷会社の担当者（デザインの専門家）にアド

バイスを伺い、ターゲットとなる市民に対して、アピールできるものと

するため、会員との意見交換に努めている。 

●静岡県保健所の動物指導班に所有者明示の啓発方法などのアドバイスを

いただいている。 

 

②市と団体の役割分担を明確にすること。 

●市担当課と事前に団体としてやりたいことを説明、相談し、確認しなが

ら調整を図っている。 

・契約の仕様書「役割分担」抜粋 

 
③関係団体とのネットワークを構築すること。 

●今までお付き合いのある動物愛護関連の団体（公益社団法人日本愛玩動

物協会静岡支部の会員など）や新たに交流している団体、個人ボランテ

ィアに、この取り組みを話題として、より協力関係を築けるよう努めて

いる。 

●静岡県動物保護協会の主催する動物愛護教室にて、小学校の児童に対し

て所有者明示の大切さを訴えている。（静岡県動物保護協会ＨＰ参照） 

 業 務 内 容 
いわた動物

愛護協議会
磐田市 

  
愛犬手帳の内容検討 ○ ○ 

愛犬手帳の発行  ○ 

  ポスター及びパンフレット内容検討・作成 ○ ○ 

  

新規飼い主等へのパンフレット配布  ○ 

獣医師会加入動物病院、公共施設等へのポ

スター掲出及びパンフレット配布依頼 
 ○ 

獣医師会未加入動物病院、ホームセンター、

ペットショップ等へのポスター掲出及びパンフレ

ット配布依頼 

○  
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進捗状況 

●配布用資料 

飼い主が持っている愛犬手帳に貼付するような形で検討している。 

分かりやすい言葉で表現したいので更に検討中である。 

●ポスター 

見た方に伝わるものを検討中。 

●新愛犬手帳 

市担当課が記載したいところ、提案団体として記載したいところをうまく

配置できるよう、検討中。 

事業成果（見

込み） 

●現在、犬を飼養している方への啓発資料やこれから飼養を考えている方な

ど、ポスターを見たひとりでも多くの方が愛犬に所有者明示をすることを願

っている。装着しなくてはならないことと、その効果を知っている人が多け

れば、実際に鑑札を装着する人が増える。１１月中には、啓発資料の配布活

動ができるよう進めたい。 

●今年９月にしっぺい仮装コンテストが開催された。１次審査を通過した７～８名の犬と飼い主さ

んが最終審査に進み、公衆の前に登場して、審査員の評価でグランプリが決まるということだった。 

エントリーした５０人近い飼い主の方々に、１次審査の当落を伝える書面送達の折に、「所有者明

示をお勧めする書面」※を同封していただけた。 

一市民が急きょ依頼したことを快く引き受けて下さった商工観光課さんに感謝している。 

 
※以下は、実際に商工観光課さんを通して配布した書面 

飼い犬に鑑札と注射済票をつけていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                        

鑑札・注射済票の装着は、（狂犬病予防法）で定められた 

飼い主さんの義務です。 

また、迷子になったとき、おうちに帰れない犬がたくさん 

います。鑑札・注射済票が付いていればすぐに身元が分か 

り、飼い主さんの元に帰る事が出来ます。    

飼い犬が居なくなったときは、すぐに市町役場・警察署・ 

保健所に連絡してください。                  

    

            静岡県動物保護協会 磐田支部 

磐   田   市 

静   岡   県 

付いていれば 

安心だね！ 
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