
              

 

 

 

  

平成２５年度姫路市提案型協働事業 

NPO・自治会連携モデル事業 

事業報告書 

実施団体名：認定特定非営利活動法⼈ コムサロン 21 

住    所 ：兵庫県姫路市下寺町４３ 姫路商⼯会議所新館４階 

連 絡 先 ：℡:079-224-8803   fax:079-224-1553 
 



事業実施の目的 
 この事業は平成 25 年度姫路市提案型協働事業として実施しました。 

地域活動において、一定のテーマの課題解決のために有志が集まって組織され、有給職員を有しながら
活動する NPO 法⼈と、一定の地域の近所の住⺠で組織され、その地域のためにボランティアで運営される
自治会は、一緒に連携して事業に取り組むというような機会は、少ないのが現状でした。 

 平成２５年度、NPO 活動について自治会に認知頂くとともに、互いの活動を知り、連携できる関係を
構築するため、その趣旨に賛同していただいた城⻄地区連合自治会と、モデル事業として取組ました。 

NPO と自治会が今後互いに連携して活動するための基盤づくりとして、城⻄地区連合自治会の 1 年間
の活動に NPO が参加し、自治会の活動を知るとともに、自治会にコムサロン 21 の活動を理解していただき、
互いのゆるやかなネットワークづくりを⾏うことを目的としました。 

事業の内容  

 協働団体：城⻄連合自治会 認定 NPO 法人コムサロン 21 

【４つの取組】 

①集会議事録の作成 

   城⻄地区連合自治会の集会に NPO のスタッフが参加し、議事録を作成しました。議事録は、議事録の
様式をまとめ、今後活用して頂けるようまとめました。 

 ②地域イベントのお手伝い 

   自治会で⾏う地域イベント（盆踊り⼤会、ウォークラリーなど）の運営における⼈手不⾜の解消や賑わい
づくりのために、コムサロン 21 が未就労で地域活動に関⼼のある若者を募集し、地域貢献の場として参加さ
せました。 

 ③情報交換会の実施 

   城⻄地区連合自治会役員、コムサロン 21 理事・スタッフが出席し、顔合わせ・意⾒交換を⾏いました。ま
た、ひょうごボランタリープラザより横⼭寿信事務局次⻑を迎え、「NPO の現状、自治会と NPO の連携」につ
いて講演頂きました。 

④情報の発信 

   Facebook のページを作成し、自治会のイベントの写真や動きなどをインターネットで発信しました。 

 

 

 



地域イベントのお手伝いと会議の参加について 
 7 月 18 日（木） 平成 25 年度城⻄校区盆踊り⼤会実⾏委員会 

 場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：30 

⼤会の進⾏、各会当⽇の組織体制、集合時間、準備確認事項な
どが話し合われました。 

 8 月 17 日（土） 平成 25 年度城⻄校区盆踊り⼤会 

 場所：城⻄⼩学校グラウンド 

 時間：17：00〜21：30 

 参加⼈数：約８００名 

 内容 

・城⻄⼩学校マーチング部の演奏 

・太鼓グループ「ほこ・ほこ」による太鼓演奏と、子どもを対象にした
演奏体験 

・盆踊り（城⻄⾳頭、播州⾳頭、炭坑節） 

   ・各会のバザー 

   ・消防団による打ち上げ花火 

櫓を囲んで子供から⼤⼈まで踊りを楽しむ風景が⾒られました。 

バザーではかき氷やたこ焼きなどがあり、子供たちに⼈気でした。コム
サロン２１からは４名が手伝いに参加、ごみの分別や後片付けなど
を手伝いました。 

 

 

 9 月 13 日（⾦） 城⻄地区連合⾃治会常任理事会 

 場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：30 

９⽉２５⽇に⾏われる連合自治会定例会の議題決定を⾏いました。また、コムサロン 21 理事⻑前川裕
司より、事業についての説明がありました。 

 9 月 25 日（水） 城⻄地区連合⾃治会定例会 

 場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：00 

    城⻄地区の各自治会⻑が集まり、総務部からは夜間パトロール実施報告等、コミュニティ部からは盆踊り⼤
会の収支報告等、福祉部からは募⾦の報告等、各部会の報告・依頼・相談事項について協議されました。 

 



10 月 24 日（木） 第 13 回城⻄ウォークラリー実⾏委員会 

 場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：00 

⼤会の進⾏、各会当⽇の組織体制・役割分担、ウォークラリーコース
の確認や交通警備及びスタンプの配置計画について話し合われまし
た。 

11 月 23 日（土・祝） 第 13 回城⻄ウォークラリー 

場所：城⻄⼩学校グラウンド 

 時間：8：45〜15：00 

 参加⼈数：約６００名 

 内容 

  城⻄⼩学校をスタート・ゴールとし、城⻄地区の城下町を地域住
⺠みんなでゆっくり歩きました。 

⻑距離：約 14km、9:00 スタート 

中距離：約 10km、9:40 スタート 

短距離：約 5km、10:30 スタート 

ウォーク終了後には、参加者全員におにぎり・お茶の無料配布がなされ
ました。各団体によるバザー出店もあり、参加者は昼食をとるなど、バザ
ーは盛況でした。体育館ではお楽しみ抽選会が⾏われて、様々な景品
が用意、景品が当たらなかった⼈も参加賞のお菓子が配られ、地域の
皆さんは⼤変喜ばれていました。 

コムサロン２１からは２名が、受付と景品交換のお手伝いをさせていた
だきました。 

 12 月 1 日（日） 城⻄地区連合⾃治会⾃治会⻑研修会 
場所：ニューサンピア姫路ゆめさき 

時間：18：00〜20：30 

  研修会では、1 ⽉に⾏われる防災訓練事業についての打ち合わせや、
⼤河ドラマ「軍師官兵衛」の⼤河ドラマ館開館の告知などについて話し
合われました。その後懇親会を⾏いました。コムサロン 21 の紹介も⾏い、
交流を⾏いました。 

 

 

 

 

 

 

 



 12 月 17 日（火）城⻄地区連合⾃治会防災訓練実⾏委員会 

 場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：00 

 城⻄⼩ PTA 相談役である⽯堂⼤輔姫路市議会委員より、防災
訓練のスケジュールの説明があり、当⽇までに検討すべき事項について
話し合われました。 

 1 月 9 日（木）城⻄地区連合⾃治会防災訓練実⾏委員会 

場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：00 

 防災訓練のタイムスケジュール、役割分担の最終確認を⾏いました。 

1 月 26 日（日）城⻄地区連合⾃治会防災訓練 

 場所：城⻄⼩学校グラウンド 

 時間：8：00〜12：00 

 参加⼈数：８８０名 

 内容 

・要援護者訓練 

・講演：自治会・児童保護者対象 

⑴東⽇本⼤震災の経験と災害への⼼構えについて  

講師：中村暢宏⽒（㈱⽊の屋⽯巻⽔産⼯場⻑） 

⑵姫路市の防災の取り組み  

講師：岡村卓治⽒（姫路市危機管理担当理事） 

・児童防災訓練  

1・2・3 年⽣：⽔消火器訓練、消防⾞・救急⾞⾒学 

     4・5・6 年⽣：バケツリレー訓練、煙道避難訓練 

・児童引き渡し訓練 

コムサロン２１からは 2 名が、記録撮影係として参加した。 

1 月 25 日（土） 平成 26 年新年交流会 

場所：総社会館 

時間：19：00〜20：30 

参加⼈数：約１３０名                              
城⻄地区連合自治会の自治会⻑はじめ各会の代表者や⾏政関
係者などが出席しました。姫路市⻑⽯⾒利勝⽒も駆けつけ、盛⼤に
交流会が⾏われ、新年の決意を新たにしました。 



2 月 2 日（日） 城⻄地区スポーツイベント（輪投げ⼤会） 

 場所：城⻄⼩学校体育館 

 時間：8：30〜12：00 

 参加⼈数：約３００名 

 内容 

  ・町別対抗の輪投げチーム戦 

⼩さな子供からお年寄りまでが輪投げを楽しみ、⼤変盛り上がった
⼤会となりました。コムサロン２１からは３名、⼤会の運営を手伝い
ました。 

 

2 月 6 日（木） 城⻄地区連合⾃治会常任理事会 

場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：30 

2 ⽉２0 ⽇に⾏われる連合自治会定例会の議題決定を⾏いました。 

 

2 月 20 日（木） 城⻄地区連合⾃治会定例会 

場所：城の⻄公⺠館  

時間：19：00〜20：00 

城⻄地区の各自治会⻑が集まり、総務部からは自治会町改選についての連絡等、コミュニティ部からは来
年度のイベント実施スケジュール等、福祉部からは募⾦の募集スケジュールについて、各部会の来年度に向け
ての動きについて協議されました。 

城⻄連合⾃治会 認定 NPO 法人コムサロン 21 情報交換会 
⽇時：平成 26 年 2 ⽉ 6 ⽇（⽊） 

場所：城⻄⼩学校体育館 

 時間：18：00〜19：00 

 参加⼈数：２０名 

  自治会からのかねてからの要望である「地域活動の資⾦調達」に
ついて講演を⾏いました。 

   講演：「NPO の現状、⾃治会と NPO の連携について」 

   講師：横⼭寿信⽒ （ひょうごボランタリープラザ 事務局次⻑） 

  また、互いの団体メンバーの顔合わせを⾏い、意⾒の交換を⾏い
ました。意⾒交換では 

・自治会としても事務業務を専門性のある外部に任せたいが、「自治会の負担が増える部分があり、やは
り自治会でやった⽅がいいのではないか」という意⾒もあった。 



・補助⾦助成⾦申請等の書類を作ることが自治会にとって煩雑
である。書類作成のサポートを中⼼に⾏ってもらいたい。 

・自治会と NPO の連携をしようと思ったら、まずは自治会の動きを
⾒てもらい、互いにどんな活動をしているのかを知らなければ、
連携はすぐに上手くは⾏かない。 

 等の意⾒が上がり、今後の自治会と NPO 連携についても考えました。 

⾃治会活動の情報発信 
  Ｆａｃｅｂｏｏｋに、「ひめじ城⻄地域情報」というページを設

置し、自治会の活動を画像と一緒に発信しました。 

 

  アドレス    
https://www.facebook.com/josai.joho 

⾃治会活動に参加しての感想 
  姫路市連合自治会⻑の岩成孝会⻑様の地元の城⻄地区にて、初めての協働の取組をさせていただきまし
た。最初は、NPO とはどんな団体か？からスタートし、連携についての相互の強みを活かしあうような取組につい
て話し合いました。 

自治会活動にスタッフとして、参加したはじめの頃は「NPO とは何者か」と思われた自治会の⽅も多くいらっしゃい
ましたが、ウォークラリーイベントや防災訓練で一緒に活動していく中で少しずつ関係が構築できました。NPO が
「自治会のために何ができるか」という点では、統一した議事録の作成や補助⾦や助成⾦の書類作成、また、
インターネットを活用した広域発信に取り組みました。そして、各イベントにも、無職の若者の社会参加の機会と
して活用され、⼤変有用な事業となりました。 

 そして、城⻄地区の魅⼒あふれる地域づくり活動とその組織⼒は、NPO としては外部から⾒えているだけでは
ない得難い体験ができ、それも、意義あるものとなりました。 

ただ、やはり自治会活動の中でのＮＰＯ活動は、まだまだ、全体に周知いただけるには時間がかかりそうで、地
道な連携が⼤切と改めて感じています。今後、更に、相互の特徴と強みを活かして、連携し、自治会の組織
⼒・NPO の広域ネットワーク⼒を活用した連携の先進事例を作れるよう、これからも関係構築をしていきたいと
思います。 

 

 

 

 

             ⽂責：平成２６年３⽉ 認定ＮＰＯ法⼈コムサロン２１ ⾏政協働事業担当 


