
2019年度年次報告書
2019年4月1日（平成31年）～2020年3月31日（令和2年）
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外出自粛期間を前向きに乗り越え
ようと2020年3月19日から4月20
日まで絵を募集したところ182名
が参加してくださり、集まった絵は
318枚にもなりました。この絵は募
金箱に貼り飛騨地域各所に置かれ
ています。

交流スペースの利用促進に関わる事業

まちスポがきっかけで活動をスタートしたり、

交流することで笑顔になった人たち。そんな

笑顔をもっと増やすため、まちスポは活動して

います。

「まちスポの理念に共感した」「人のために協力

したいけど何をしたらいいかわからない」「飛騨

住民として、市民活動している方を応援したい」

そんな想いをお持ちの方は、資金という形で

私たちと一緒に活動しませんか？

いただいた寄付金はまちスポが活動する資金

として有効に活用させていただきます。

郵便振替  00840-9-183216
高山信用金庫  駅西支店・(普) 0166788
飛騨信用組合  松泰寺支店・(普) 0793442

◆口座名義
特定非営利活動法人まちづくりスポット

※恐れ入りますが、振込手数料は会員様にて
  ご負担ください。
・別紙賛助会員申込書をご記入･提出後、申込日より
  1週間以内にまちスポ窓口にて現金払い、または
  上記口座をお選び頂きお振込みください。
・会員期限は、入金日より1年間となります。
・賛助会員年会費は、寄付に係る支出金に該当します。

振
込
み

クレジットカードで振込をご希望の方は、QR
コードを読み取るかURLを入力してページに
アクセスし、該当金額をお選びください。
詳しくはページをご覧ください。

ク
レ
ジ
ッ
ト http://machispo.org/donation/anydonation

1口 3，000円を1口以上
賛助会員
年会費

1口 5，000円を1口以上
賛助会員
年会費

岩水まむ、山本葵、山本菫、門田みちる、門田篤季、高山きゅー、あさひ、さな、トミー、トマト店長、てる、せぎかんた、Pluto、竹本純、砂ちゃん、ひろこ、まひろ、元気いっぱいはやちゃんマン、砂場翔太、ゆう
ま、萌、ジェンダー、パラディープ、舞、ながせたつき、山下ちはる、まりそん、りつこ、長瀬響、との、りん、ayaya、まり、四反田一華、みぃ、みっきー、きうい、エッグマン、中崎雄二、幸せの結末、ゆうか、ヒダ
デザイン、夜輝、しみずまきこ、河野政二、小梅、なつめ、かんちゃん、蒼春書道教室(徳田蒼春)、asako、丸太柚香、田ノ下明日香、岩佐明夏、荒木美鈴、人形劇団「みやがわ きらり」(泉初枝、荒木美鈴、立田佳
美、小倉郁子、森下美千代、田ノ下美希)、モリ、たなべいおり、たいちゃん、苔、みくた、恵子、ゆうか、木の香(平野朋美)、mi_postcard、山下、HH、かんちゃん、小幡、ルチアーノ、m、Hiroshi、emo、ハロウィ
ンランド実行委員会、ニコ☆ママ、いのうえみな、かとうくみこ、たいへい、さちこ、マキタミワコ、更田幸代、ちはや、さゆみ、琴美、果子、雄也、あかり、りおな、やっこ、みおり、せりか、himichan、ななみ、
まり、ちゃまめおねえちゃん、とりちゃん、千咲子、かさいみに、かさいえいと、柏崎ルミ、柏崎椿、高垣みう、池田悠真、Wani、FangTing、Chatnotte、Nazlan、Izzah、Wawa、‘Ayna、MUSE9、Afikku、
Buqory、NurulJannah、森茂聡子、Yusanaaman、MdNor、まお、ワダアスカ、K、M、いだっち、Aleya、Blizz、久保純一、NUR、Ashraf、idan、Zawave1、nurulaida、Farisha、Biha、riricapricot、Misha、
Huda、H.NEZURI、Anisa、LAICECREAM、Nikki、つーじー、Annis、Shadow、Shi、Nana、けい、lel、CaptainZameeric、名前非公表の方数名、チラシの設置にご協力くださった方、店舗様、告知にご協力
くださった皆様

SPECIAL THANKS! モザイクアートプロジェクトにご参加くださった皆さま (順不同・敬称略)



【名称】
特定非営利活動法人まちづくりスポット

【設立】
2013年3月4日

【主たる所在地】
岐阜県高山市天満町1-5-8(フレスポ飛騨高山内)

賛助会員数  個人 53名
　　　　　　団体・法人 34団体
正会員数　  20名

（2020年3月31日現在）

【活動内容】
交流スペースの利用促進に係る事業
まちづくりの推進に係る事業
ネットワーク事業
人材育成及び研修に係る事業
広報活動に係る事業

　能力が芽吹き育つために必要な栄養源は何でしょうか。
私たちは「応援する仲間や協力者が出来ること」だと考
えます。
「能力」とは資格もあれば、声を上げることも能力です。
「私たち」は今までまちスポに関わってきた人、これから
関わる人全ての人を表します。
　私たちの能力の芽が育つための仲間集めの仕組み作り
に、まちスポは挑戦していきます。

仲間集めの仕組み作り

まちスポ飛騨高山
〒506-0025
岐阜県高山市天満町1-5-8
（フレスポ飛騨高山内）

Tel  0577-62-8550
Fax  0577-62-8580
メール  info@machispo.org

〒930-0083
富山市総曲輪4丁目4-3
（総曲輪レガートスクエア内）

Tel  076-461-3332
Fax  076-461-3359
メール  toyama@machispo.org

まちスポとやま

まだ見ぬ私たちの能力が
たくさん芽吹くために、
活動に共感してくれる
同志とともに
人が育つ環境を作ります。
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私たちの活動によって培われる人とヒト、人と

モノ、人とコトを結んだ「結び芽」が地域を守

り続けていくためのきっかけとなり自分自身の

幸せを掴む第一歩になると信じています。

Mis�i��

同じ志を持つ仲間との出会いの場を設け、

新しいアイデアの構築や仲間と団結する機会をつくります。1
個人と団体・組織が市民活動を身近に捉え、

関わりやすい場所をつくります。2
企業・行政・NPOが、それぞれの強みを活かし、

互いに理解し支え合える関係をつくります。3

人とヒト・コト・モノを
結ぶことで
地域の原動力を
活かします！

ミッション

歩みだす
その一歩を
応援します！

ビジョン

三カ年計画

2つの交流拠点

団体概要
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コーディネーター
五十嵐　浩子

コーディネーター
打保　成美

コーディネーター
スタッフルバック　ケルシー

マネージャー
加藤　莉穂

コーディネーター
本間　あかり

デザインツール製作/コーディネーター
鬼淵　翔太

マネージャー
中川　翔平

コーディネーター
栗林　志亜里

コーディネーター
板屋　亜希恵

コーディネーター
田島　敏美

コーディネーター
カスティーロ　美智子

コーディネーター
アハマド・ブスタマン
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認定NPO法人まちづくりスポット、お気軽に

と、呼んでください。と、呼んでください。まちスポまちスポ
まちスポは、あなたの「やりたい」「やってみたい」の

実現をお手伝いする組織です。

まちスポは、あなたの「やりたい」「やってみたい」の

実現をお手伝いする組織です。

代表理事
代表理事
副代表理事

専務理事/事務局長
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事

竹内 ゆみ子
森内 潤一
長瀬 達三
田辺 友也
坂口 みずえ
中﨑 雄二
溝際 清太郎
中田 久美子
安江 健一
伴 和史
鳥居 翼

【役員】

（2020年6月8日現在）



来館者数推移 女性 18歳未満男性

43

　社会情勢の影響もあって、年間来館者数
が昨年に比べ10％減少しました。1月～3月
にまちスポギフトキャンペーンを実施し、
新しい利用会員の登録が2件あったことが
成果としてあった一方で、同期間の活動・イ
ベントが中止となり、大幅に来館者数が
減ったことの要因にもなっています。次年
度はまちスポ・サポーターがまちスポ飛騨
高山に常駐する定期日を設け、サポーター
のファンや支援者にとっても、まちスポが
居場所となっていくことを目指します。

来館者数の推移

　2019年度は利用会員やサポーターと協力し、自主企画イベントを開催しました。今後
は、利用会員やサポーターが主役の交流スペースの運営を目指し、それぞれの魅力をより発
揮できるようなコラボの提案やサポーターの活用に力を入れていきたいと考えています。

自主企画

利用登録団体の
活動

　交流スペースを利用している利用会員登録数は、2019年度42団体(2018年度
38団体)と、昨年度から増加しました。ほとんどの利用会員が継続してくれました
が、昨年度新規登録した会員の半分が継続しませんでした。今後は、新規登録した
会員に継続していただけるよう支援する活動を企画してきます。

非常食ワークショップなどを開催しました。防災士の各家庭の地理や家族
構成などから適切な避難ルートを導く講座などを開催しました。偶然訪れ
た方に声をかけ参加していただく等、勧誘にも力を入れていました。

■いきいき生活研究会
災害時にあなたは何を食べますか？

毎月開催されたヨガ教室は、天気の良い日には
屋外スペースを使うことも。拠点である下呂市
での活動が活発になったため、まちスポ飛騨高
山を卒業し、若者からお年寄りの健康促進をし
ています。

■アキヨガ
モーニングヨガ

「冬の間にできることを…」という思いで農家
が中心になったハンドメイド作品を販売する
団体。まちスポ飛騨高山での開催以降、市内各
所でイベントを開催されています。

■ファーマーズハンドメイドTEAM
春machiてづくり店

利用例の
紹介2019
利用例の
紹介2019

地域の市民、団体の活動が広がることを
目指して、気軽に立ち寄れる場所をつく
ります。各種イベント開催のサポートや
活動の展示、お絵かきスペースの設置な
どを行っています。偶然の出会いが生ま
れるきっかけを増やすことで、新しい人
との繋がりやアイデアの共鳴を促し、地
域活動に活かします！

偶然の出会いの創出

交流スペースの
利用促進に係る事業

利用会員一覧
団体名No. 活動分野

1 生協コープぎふ飛騨支所 保健・医療・福祉

2 アニマルレスキュー飛騨 保健・医療・福祉

3 公益社団法人認知症の人と
家族の会 岐阜支部飛騨地区会 保健・医療・福祉

4 りほりとみっく教室 子育て支援

5 NPO法人活エネルギーアカデミー 環境保全

6 高山市民防災研究会 災害救援

7 コープぎふ・おたがいさまひだ 保健・医療・福祉

8 てづくりマーケット 経済活動活性化

9 NPO法人飛騨高山わらべうたの会 子育て支援

12 おはなしネット・ことだま 文化・芸術・スポーツ

13 飛騨高山ボードゲームの会 文化・芸術・スポーツ

14 ハンド雑貨のお店 soror 経済活動活性化

10 童心・飛騨高山太鼓団 文化・芸術・スポーツ

11 すまいるデザインプロジェクト 文化・芸術・スポーツ

15 まつみ版画 文化・芸術・スポーツ

16 NPO法人もふっこひだ 保健・医療・福祉

17 占いビュッフェ 文化・芸術・スポーツ

18 NPO法人さんしょうの会 保健・医療・福祉

19 飛騨アニメファンイベント実行委員会 まちづくり

20 蒼春書道教室 文化・芸術・スポーツ

23 ポピュラーミュージック吹奏楽団
West wind of Session 文化・芸術・スポーツ

24 B-Party 文化・芸術・スポーツ

25 古川製材株式会社 経済活動活性化

21 がんサークルOwls 保健・医療・福祉

22 ともときファーム 高山ウリス 地域復興
（農山漁村・中山間地）

26 株式会社クレイン 経済活動活性化

27 飛騨SDGs研究会 まちづくり

28 日本郵便株式会社高山郵便局 経済活動活性化

29 一般社団法人
岐阜県歯科衛生士会 飛騨支部 保健・医療・福祉

30 やってみよう展実行委員会 まちづくり

31 いきいき生活研究会 災害救援

34 株式会社マルイケ 経済活動活性化

35 山本紀代美音楽教室 文化・芸術・スポーツ

36 N’s WIND 文化・芸術・スポーツ

32 Oh,JADO! Art school 文化・芸術・スポーツ

33 飛騨うたごえサークルやまびこ 文化・芸術・スポーツ

37 医療法人万裕会小規模多機能型
居宅介護けあらいふラルゴ 保健・医療・福祉

38 ファーマーズハンドメイドTEM 文化・芸術・スポーツ

39 An Park 子育て支援

40 Family Planet Japan 国際協力

41 komorebi 子育て支援

42 はじめのいっぽチャレンジ隊 文化・芸術・スポーツ
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1
まちスポ飛騨高山利用会員の意見交換の場
づくりを目的として開催しました。2019
年度は2回開催し、延べ7団体が参加。次年
度はここで出来た繋がりを活かし、積極的
な交流スペースの利用に繋げます。

まちスポ飛騨高山

利用会員交流会
高山市主催の「飛騨高山雛祭り」の開催に
合わせて、Oh,JADO! Art schoolのマキ
タミワコさんにご協力頂き、手作りのお雛
様モビールをまちスポ飛騨高山のガラス
スペースに展示しました。

飛騨高山
雛祭り展示2

フレスポ飛騨高山文化祭・飛騨高山サブ
カル交流祭2020と合同で開催。特設ス
テージと商業施設だけでなく、周辺施設
にも協力を仰ぎ、特技や思いを持った人
の披露の場、新たな出会いの機会とした。

まちスポ飛騨高山

文化祭3

■Oh,JADO! Art school
マキタミワコさん

誰でも参加できる「がんばらないアート」の場づ
くりをしています。デッサンワークショップや、
まちスポ飛騨高山にこたつを持参し絵を描くイ
ベントなどを開催されました。

2020年1月6日から期間限定で、まちスポ飛騨
高山を利用するイベントに5,000円をプレゼン
トするキャンペーン。参加者同士のおしゃべり
タイムのお茶代や、普段持ち出していた分の代
わりにと合計5団体が利用されました。

■コープぎふ おたがいさまひだ
おたがいさまひだ応援者交流会

まちスポギフト
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　仕事・住まい探し中の一時滞在や、町の雰囲気を実際暮
らして体感し安心して飛騨地域に移住してもらうための
宿泊施設です。
 移住検討者の滞在地としてだけではなく、研修・イン
ターンシップに訪れる大学生や社会人が、地域と関わる
拠点としても活用しています。

http://machispo.org/activity/machidukuri/sinmeiryo

　介護する方の身体的・精神的負担を軽
減したいと始まったこの事業は、3年目
を迎えました。地域の専門家と連携して、
ちょっとした悩みや気持ちを打ち明けら
れる場を定期的に作っています。毎月20
日開催、入場無料、予約不要。

開催日は青いのれんが目印です。

家族介護者のための事業

介護のための
ほっとする談話室

2019年度は談話室、
お出かけ談話室
合わせて

合計24回
開催しました。

ホームページにも情報掲載中！ http://machispo.org/activity/machidukuri/kaigo

【開催テーマ一覧】 【開催場所一覧】
●まちスポ飛騨高山　●大八まち協サロン
●高山市図書館「煥章館」　●Cafe & Tapas Casa Sola
●清見公民館　●ルビットタウン高山　●ひだまりの湯
●高山市保健センター　●大萱多目的集会所　
●宇津江四十八滝温泉しぶきの湯 遊湯館

●ほっとする介護・健康相談室
●症状にあったオムツの紹介
●認知症なんでも相談会

まちづくりの推進に係る事業
地域住民が地域課題を自分事として捉えるとともに、異なる所属
の人や組織と協力し合うことで主体性を持って、挑戦できる環境
をつくります。一人一人の声に耳を傾け、みんなの知恵を活かし
て、みんなの力でまちをつくります。私たちの共通の目標は「より
よいまちへ！」

私が主役の

まちづくり

地域産業活性化支援

ワーキングホリデー
in飛騨高山

　夏季の農業繁忙期の人手不足を解消と、実践的な農業
を学んでもらいながらより飛騨に関心をもってもらう
ことを目的として開催しました。この事業は飛騨高山受
入れ農家組合・高山市・まちスポの三者が連携し開催。
2019年度の実習受入農家数は8農家、参加学生は63名
と、共に昨年度より増加しています。次年度は学生がよ
り集中して実習に取り組めるよう、事務・運営面の充実
を図ります。

住民の
語り場づくり

移住者
交流会
　4年目を迎え、企画・運営のほとんどを参
加者が担っています。「ここが私のアナ
ザースカイ」と笑顔で話せるような一歩の
踏み出し方を試行錯誤する場です。

1
よもぎ餅＆山菜の天ぷら
飛騨高山森のエコハウス
2019年5月11日（土）/参加者15名

2
流しそうめん大会
ゲストハウス ソラノイエ
2019年7月21日（日）/参加者35名

3
納涼BBQ！
飛騨高山森のエコハウス
2019年9月28日（土）/参加者11名

4
食卓を囲むかい
ゲストハウスやまなみ
2020年1月19日（土）/参加者11名

HELLO
ENGLISH！
　「英語を勉強しよう」より「英語を楽しもう！」を
コンセプトに毎月開催された無料英語レッスン。ク
ラフトやカードゲームを通して、小学校低学年の参
加者が少しずつ英単語と表現が喋れるようになり、
聞く力を高め、発音に慣れるのを目指しました。保
護者と一緒に参加できるので、内向的な児童も安全
に交流していました。

参加者数述べ35人 開催日：4月14日、4月28日、5月12日、6月9日、
6月23日、7月14日、7月25日、8月25日、9月22日、
10月6日、11月17日、12月22日、1月12日、2月16日

移住交流施設 神明寮

交流会という貴重な機会でお会

いできた移住者達の情報は、す

ぐ役立つこともあれば後になっ

て役立つ事もありました。あとはこの繋

がりが継続して互いの力になると良いな

と感じました。

参加者

からの

声



岐阜県と飛騨地域の3市1村（高山市、飛騨市、
下呂市、白川村）が連携した「飛騨地域創生連
携協議会」から事業を受託し、移住定住に繋げ
るための事業に取り組みました。

移住・定住
促進事業

1
飛騨地域求人特集ページの
活用及び求人掲載企業への
セミナー開催等

　2018年12月3日に開設した飛騨
地域仕事探しサイト「飛騨で働く！
求人特集」ページ。飛騨地域の企業
63求人が掲載中です。今年度求職者
の働き方の希望に合わせたテーマ
別特集も設置し、求職者と企業のマッチングを図ってい
ます。求人掲載のフォローアップも行うことで、採用につ
ながった企業が7社出る等効果がありました。

3
飛騨「未来の地域編集部」の
運営、地元ライターによる
飛騨地域の情報発信

　高山市・飛騨市・下呂市・白川村の「暮らし情報」を取材
し、ブログ形式で記事にまとめ、飛騨地域移住応援サイ
ト「グッとくる飛騨」で発信中！2年目になるメンバーと
今年度初めて挑戦するメンバーで互いに切磋琢磨しな
がら、チームで取材活動に取り組んでいます。今年度は
10本投稿しました。

4 飛騨地域総合移住ホームページ
「グッとくる飛騨」の運用保守

　サイトの大幅リニューアルを実施。移住検討者目線で仕事や暮らしなど目的の
情報を得やすくなるよう導線を強化しました。また、ライターの手がけた記事一
覧を見れる機能を追加。移住検討者は自分と近い属性の情報が得やすくなり、ラ
イターはモチベーションアップにも繋がります。

https://hida-iju.com

2
首都圏における
人材獲得セミナー等の
開催

　首都圏等で飛騨地域仕事探しサイトと連動したセミ
ナーを実施し、移住検討者と企業とのマッチングを図り、
就職やインターンシップなどにつなげることを目的に開
催。また、田舎暮らし体験をしながら就活したいという相
談から、職場体験を経て就職に繋がりました。

飛騨地域
「仕事」と「暮らし」相談会
飛騨地域の企業との意見交流
会を実施。

2019年9月28日（土）
ふるさと回帰支援センター
（東京交通会館）

飛騨の日
「食」と「職」を語らう
ゲストトーク
飛騨地域の企業が「職」と「食」を切
り口に暮らしや仕事について紹介。

2019年12月7日（土）
岐阜ホール（東京都台東区）

https://kantan-kyujin.com/
feature/hida
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まちスポとやまは2017年に開設した官民連携複合施設『総曲輪レガートスクエア』の事務局と
して活動をスタートしました。地域コミュニティ醸成と交流の「場」として公共施設にある「まち
なかサロン」と民間レンタルスペース「ギャザリングスペース」の管理・運営を行っています。

まちスポとやま

　富山市は市民1人ひとりが“生きがい”や“人とのつながり”を大
切に、自分らしくイキイキと暮らせるまちを目指しています。ま
ちスポとやまは「平成31年度富山市健康長寿コンシェルジュ・
サービス元気プログラム運営業務」を受託し、6～11月に「とや
まし元気づくりプロジェクト」を実施。元気を増やすヒントを見
つけてもらう4つのプログラムと、月1回の賑わいイベント開催。
のべ6,000人が参加し、新しい出会いの機会を創出しました。

とやまし
元気づくり
プロジェクト2019

ツキイチ元気プログラム「元気づくりフェスタ」
年4回毎回異なるイベントを開催。

自分健康状態を知り、食事や運動
を学ぶプログラム

実施した活動：ウォーキング、
健康料理の食事会など

健幸の見える化
現役世代、シニア向け・毎週日曜開催

友達づくりを通してセカンドライ
フを楽しむプログラム

実施した活動：笑いヨガ、お菓子作り
運営委託：ゆんたく

ゆる～く活動
シニアの部活動
全世代向け毎週土曜開催

ママ同士の交流と子育ての楽しみ
を発見するプログラム

実施した活動：ベビーヨガ、水遊びなど
運営委託：株式会社ママスキー

親子サークル
tetote

子育て中の母親向け・毎週火曜開催

自分のペースで楽しみや趣味を見
つけるプログラム

実施した活動：街歩き、DIYなど

自分時間を楽しむ
全世代向け・毎週土曜開催

4つのプログラム
元気を

増やすヒントを見つけてもらう

ギャザリングスペースの運営
　ギャザリングスペースでは、「ギャラリー」、「和室」、「BAR」と趣が異
なる3スペースが利用可能です。セミナーやミーティング、パーティー
の会場だけでなく、夏季にはチャレンジショップの出店としても活用
されています。2019年はタピオカドリンクの販売が行われました。

　官民連携事業は、総曲輪レガートスクエア内の施設が協働することで、
高いクオリティ・オブ・ライフを市民に提供することを目的に実施してい
ます。子ども連れを対象にした「親子ガーデン」や小学校の長期休業期間
に市内NPOなどと協働でワークショップを開催しています。

総曲輪レガートスクエア官民連携事業

まちなかサロン来館者数…………11,709人
まちなかサロン使用登録団体数…44団体
まちなかサロン相談実績…………135件

総曲輪レガートスクエア 視察件数…………11件
ギャザリングスペース・貫通通路利用回数…427回

DATA

（2019年度）
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4まちづくりスポット稲毛まちづくりスポット仙台

ハッシュタグ大津京

まちづくりスポット飛騨高山

まちづくりスポットとやま まちづくりスポット福岡東まちづくりスポット神戸 まちづくりスポット鳥栖

まちづくりスポット茅ヶ崎

ハッシュタグ岡山
岡山県

9

現在11の
商業施設等
で展開

認定NPO法人まちづくりスポット認定NPO法人まちづくりスポット茅ヶ崎認定NPO法人まちづくりスポット稲毛NPO法人まちづくりスポット仙台

認定NPO法人しがNPOセンター 認定NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸認定NPO法人まちづくりスポット NPO法人アクションタウンラボ 認定NPO法人とす市民活動ネットワーク一般社団法人北長瀬エリアマネジメント

フレスポ飛驒高山

フレスポ鳥栖

ブランチ茅ヶ崎

ブランチ福岡下原ブランチ岡山北長瀬ブランチ神戸学園都市ブランチ大津京総曲輪レガートスクエア
そうがわ

フレスポ稲毛ブランチ仙台

作成協力：大和リース株式会社「あゆみ 2020 March vol.63」

北海道

1 まちづくりスポット恵み野
フレスポ恵み野

NPO法人まちづくりスポット恵み野

2015年4月に開館。私たちスタッフが
地域の市民活動に参加し、つながりを
つくりながら、必要なサポートを行な
っています。「まちの未来にタネをまく」
をキャッチフレーズに活動中です。

まちスポ第一号として2012年11月1
日に開館。運営するまちづくりスポッ
トは「歩みだすその一歩を応援します」
をビジョンに、人とヒト•コト•モノを
結び、市民の「やりたい」「やってみた
い」を応援する団体です。

ビジョンは「50年後も住み続けたいまち
へ」。フリーペーパーの革新と呼ばれる
「まちぽっち通信」は創刊50号を迎えま
した。自治会や行政との関係も良好で地
域に不可欠な存在へ日々進化中で、来館
者は通算約6万人です。2015年4月開設。

「まちスポ鳥栖」は「フレスポ鳥栖」2階
に、2016年7月に開設し、「認定NPO法
人とす市民活動ネットワーク」の第2事
業として発足しました。市民の自発的活
動（SB•CB）の支援および、地域資源を活
かした活動を応援する事業部です。

私たちは福岡市東区に拠点を置き、まちに
暮らす人々の「日々の暮らしのBuild-Up」
を目指し、活動しています。特徴としては地
域の皆さまからの相談から生まれた事業が
多く、近隣に大学や高校も数多くあるので、
次世代育成事業も多く実施しています。こ
れからも地域の皆さんの笑顔を増やしてい
けるような事業を推進していきます。

ハッシュタグ岡山は「やってみたい」を
実現できるシェアスペースとして、岡
山市北長瀬エリアのまちづくりを目指
す一般社団法人北長瀬エリアマネジメ
ントが運営しています。NPOをはじ
め、企業や個人の方にも広くご利用い
ただいています。

「地域コミュニティのハブ」として、地
域活動の橋渡しをし、また活動をつな
ぐことで、子育てしやすく、高齢になっ
ても安心して住み続けられるまちづく
りを目指して、これからもさまざまな
事業に取り組んでいきます。

2019年11月末にオープンし、拠点施
設「ハッシュタグ大津京」のシェアス
ペース、シェアオフィスの運営を行
なっています。また運営組織「まちス
ポ大津」として活動のはじめの一歩の
後押し、講座開催・相談などのサポー
トにも取り組んでいます。

まちスポとやまは健康•医療•福祉の活
動拠点として建設された総曲輪レガー
トスクエアの事務局として2017年4月
1日にスタートをしました。運営するま
ちづくりスポットは「歩みだすその一歩
を応援します」をビジョンに、人とヒト
•コト•モノを結び、市民の「やりたい」
「やってみたい」を応援する団体です。

全人口108万人のうち約4万人が暮ら
す郊外住宅地に位置する「まちスポ仙
台」。単体で機能する学校機関や町内
会組織といったコミュニティをつな
ぐ・再構築する方法で、地域間で連携
する事業を複数展開しています。

人と人が出会う場をつくり、市民•NPO•
企業•行政が連携をしながら「まちを元
気にする活動」地域づくりに取り組ん
でいます。地域に住む人々がお互いを
思いやり共生する豊かな社会を地域住
民自らが活動し、つくり出すことを応
援しています。

飛騨地域を飛び越え、全国のNPOや企業、行政とネットワークを築
き、さまざまな組織との協働を生み出します。飛騨地域で培ったノウ
ハウを全国の活動へ広げ、また、全国の組織と情報交換をしながら飛
騨地域のまちづくりへ活かします。
2019年度、全国のまちスポ来館者数は47万人以上、利用登録団体数
合計は650団体以上です。

飛騨高山から広がる

ネットワーク

ネットワーク事業



　飛騨地域の課題を解決するために活動している団体を
応援することを目的に、まちスポに寄せられた寄付金を原
資として、2014年度より交付しています。活動資金の補填
のためだけではなく、申請団体自身の課題とも向き合いな
がらスキルアップする機会となっています。

　NPO活動の啓発や異なるセク
ターとの協働方法、まちスポの事業
紹介をしています。2019年度は、高
山市のまちづくり協議会などを中
心に合計6回の講演・まちスポ職員
が講師を務める講座を行いました。

専門講師派遣・
講演の開催

まちスポ飛騨高山
助成金

　飛騨地域との繋がりづくりや地域づ
くりを担う若者の育成としてインター
ンシップの受入れを行っています。学
生の目的や個性を活かしたインターン
プログラムを作成します。

インターンシップの
受入れ
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NPO法人や市民活動団体・個人が想いをかたちにして、活動が継続・
前進するよう、事業運営や経理、人材のスキルアップ研修など様々な
サポートを行なっています。

より加速する

活動のサポート

人材育成及び研修に係る事業

　まちスポサポーターを中心に
「わが町を盛り上げる人材の育
成」を目指して今年度よりス
タートした事業です。1つのテー
マで3回の講座を開催。「レベル
わかし」から「レベルぶり」へ出
世（スキルアップ）を目指しま
す。2019年度はトライアルで
「まちスポ受付ボランティア講
座」を開催しました。

まち・ひとそだて講座

出世魚講座
まちスポボランティア講座

まちスポの活動・NPO・中間支援により興味を
もってもらい、来館者へ「まちスポ」について説
明ができるように知識をつけてもらった。

NPO法人
まちづくり
スポットとは
講師：竹内ゆみ子

NPO活動の「後方事務」の重要性を伝えなが
ら、受付で発生する事務作業と来館者とのコ
ミュニケーションのコツを学んだ。

受付業務
講師：加藤莉穂

ブログ作成に必要なスキルを学ぶことはもち
ろん、利用会員の魅力を引き出すための会話の
コツを学んだ。

ブログ投稿
講師：鬼淵翔太

　新しく何かを始めたい人、団体・サークル活動・ボランティア
活動を始めたい人や団体の相談を受けています。2019年度は
移住定住促進事業の広がりもあり、移住検討者からの相談も増
えています。また遠方のNPOから会計等に関してのオンライ
ン相談もありました。

まちそだて相談

相談件数推移

合計
254人

合計
301人

合計
305人

合計
300人
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　「まちづくり」や「協働」な
どをテーマに視察・研修の
受入れを行っています。講
義・まち歩き・ワークショッ
プなど依頼に沿ってプログラムを構成しています。2019年度は5団体・
合計49名の視察とNPO・NGOを学ぶ大学生・社会人20名の研修受入れ
がありました。

視察・研修の
受入れ

高山市議会総務環境委員会視察受入
（2020年1月17日）

　市民活動団体の事業の発展・安定化を図ることを目的に、
利用会員から挙がったスキルアップしたい課題をテーマに
して連続講座を実施。受講したメンバーは、3日間で学んだ事
を早速活動に応用し、講座から数ヶ月経った今でも情報交換
して日々スキルを磨いています。

まち・ひとそだて講座

まちスポ飛騨高山
助成金申請へっちゃら講座

1 事業の立て方講座

まちスポ飛騨高山助成金に挑戦した先

輩から、申請・報告書類を書いた経験を

踏まえて事業の立て方、振り返り方、大

切さを学ぶ。

3 伝え方講座

自分の言葉で自分の活動を伝えるため

に、絶対に抑えておきたい要点と伝え

る手法を実戦形式で学ぶ。

2 お金の考え方講座

助成金・補助金申請に必要な予算書や

収支報告の作り方、勘定科目の仕分け

方、伝票の書き方・管理方法を学ぶ。

講師：NPO法人ぎふNPOセンター
　　 原 美智子氏

講師：飛騨高山整膚癒しの会 相合愛
　　 飛騨ママフェスタ実行委員会

講師：ひだ経営コンサルティング
　　 丸山 学氏

都竹 清花都竹 清花
静岡文化芸術大学
期間：2019年11月11日～
　　 2020年1月31日

自身の就職活動を控えていて、仕事に関
する飛騨地域の就職事情の調査と、暮ら
しに関する市民活動インタビューをおこ
ないました。

審査の最終段階はプレゼンテーションです。
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レベル

レベル
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賛助会員・寄付状況
　個人賛助会員数が減少したことが課題ですが、事業
を通じて繋がった市民の入会が多く、まちスポの信頼
度が向上した一年間でした。次年度は、事業が拡大し
ネットワークが広がった富山での賛助会員募集に力を
入れ、地域で繋がる方からの寄付の獲得を目指します。

広報ツール
　各種広報ツールでまちスポからのお知らせや、イベ
ントの様子を配信しています。
　また、利用会員の広報支援も行なっています。

賛助会員数推移
個人賛助会員
団体賛助会員

ホームページ

http://machispo.org/

ブログ

http://machispoblog.hida-ch.com/

facebook

http://machispo.org/

インスタグラム

https://www.instagram.com/
machispo_hida_takayama/

毎月発行。郵送やまちスポ飛騨高山に置いてあります。会報

活動やイベントを多くの方に知っていただくために、冊子・チラシ・

ポスターなどの形で広報しています。

2019年度は38種類作成しました。
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定期的な会報の発行をはじめ、チラシ、ポスター、ホーム
ページ・SNSなど各種媒体を利用して、まちスポを利用
する団体や個人の活動の周知や報告などを行なってい
きます。

活動のさらなる

広がりを目指した広報
2019年度作成広報物一覧

　2018年度からの継続事業が多かっ
た2019年は話題性にかけるため雑誌
掲載数が減少しました。
　まちスポ飛騨高山文化祭に関するラ
ジオ出演ではサポーターと関係者が演
劇形式でトークを展開し、スタッフに
はない独創的な放送となりました。

メディア掲載

合計
69件

合計
45件

合計
61件

合計
79件

合計
60件

メディア掲載件数推移
新聞掲載

雑誌掲載

ラジオ出演

TV出演

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019年2018年2017年2016年2015年

29件

9件

38件
31件

40件
33件

17件
26件

26件

17件

7件 4件

10件

8件

7件

3件3件

53件53件

2件2件

合計
177件

合計
176件 合計

129件
合計
87件

0

50

100

150

200

250

300

2019年2018年2017年2016年2015年

合計
256件

29件26件24件

148件150件

232件

32件

97件

34件

53件



財務状況
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NPO法人は毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書、決算書
類（活動計算書、貸借対照表、財産目録）、などを作成し所轄庁に提出すること
が義務付けられています。
事業報告書には、前事業年度にどのような活動を行ったかを記載します。
関係者や寄付者、関わりのある方だけでなく、たくさんの方に法人の活動への
理解をつなぐため閲覧できるようになっています。

活動計算書

　2019年度は、ネットワーク事業において行政より新たに業務を受託したことにより、経
常収益が増加していますが、職員数が減ったことにより人件費が減少。結果として当期正
味財産増減額が7,328千円と余剰金を多く残す形となりました。
　職員が少ない中でしたが、2018年度よりも多くの有償ボランティアに協力いただいた
おかげで、業務を遂行することができました（報償費：昨年度より約30％増加）。
　2020年度の大きな課題は、寄付金、受託事業収入などを無駄なく活用すること。サポー
ターの皆様の力も借りながら、収入を無駄なく活動に使い地域の皆様の活動に少しでも多
く還元できるよう努めてまいります。

2019年度を
振り返って

⑫ 法人税
法人県民税及び法人市民税、事業法人税等を計上
しています。

⑬古民家活用事業特定資産
使途が2020年度の「古民家活用事
業での支出」に限定された資産を
計上しています。

⑪ 管理費
総務・経理担当の人件費及び、役員報酬、NPO法人
全体の管理に必要な印刷代、支払手数料、消耗品
等の経費を計上しています。

④ 賃借料
複合機や電話機のリース代の他、視察研修・移住
希望者が宿泊するための寮を設置し、それに伴う
家賃を計上しています。

⑤ 保険料
まちスポ主催のイベント時に加入した保険や、
NPO活動総合保険の保険料を計上しています。

⑦ 租税公課
業務委託、請負等の契約時に必要な収入印紙代
や、消費税を計上しています。

⑧ 報償費
まちスポ主催のイベントや、交流スペース受付業
務を手伝って下さったボランティアに支払った
報償費を計上しています。

⑩ 支払寄付金
市民活動団体への協賛金や、ネットワーク団体へ
の賛助会費、東海地域にある中間支援団体の事業
への寄付金を計上しています。

⑨ 支払助成金
飛騨地域で活動をしている2団体に交付した「ま
ちスポ飛騨高山助成金」を計上しています。

⑥ 諸会費
東海地域にある中間支援団体の正会員費を計上
しています。

② 受取助成金
「留学生インターン受入」「男性育児休業両立支
援」の助成金を計上しています。

① 受取寄付金
個人及び団体の賛助会費、任意の寄付を計上して
います。

③ 人件費
飛騨高山、とやま職員の事業に係る給与手当及び
法定福利費を計上しています。支出の約36％を
占めています。

貸借対照表
た い し ゃ く

事業費の推移
（千円）
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経常収益

人件費

その他経費

管理費7,532千円
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26,697千円

4,498千円

59,297千円

46,688千円

28,065千円

37,183千円

⑬

2020年3月31日

（年度）
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あゆみ
まちスポの

秋～
大和リース株式会社が管理人を置かないコミュニティス
ペースの利用者をヒアリング調査する中でNPO法人ムラ
のミライ(旧.ソムニード)を訪問。以後協議を重ねること
でNPOがNPOを支援する団体を共に作ることになる。

8月1日
まちづくりスポット設立準備室設置

10月1日
全国にスタッフ募集をかけ3名のスタッフを採用

3月4日
NPO法人登記完了
NPO法人まちづくりスポット誕生

2月20日
会報「まちスポ」第1号発行
(2019年度3月末までに73回発行)

6月7日
交流スペース「まちスポ稲毛」オープン

2012年度

2013年度

11月30日
まちスポの事業でNPO法人ムラの
ミライ(旧.ソムニード)＆
大和リース株式会社が「第10回日本
パートナーシップ大賞」優秀賞受賞

11月1日
交流スペース「まちスポ飛騨高山」オープン

9月22日
第1回「ワールド・バーin飛騨高山 ～私たちの住みやすい 
高山市を想像しよう！～」(若者の意見交流の場）開催

2011年度

12月6日
交流スペース「まちスポ神戸」オープン

その他（2013年度まとめ）
・視察受け入れ(7団体、計66名)

・研修受け入れ(1団体、12名)

・大学生のインターンシップ受入れ

  (タイ人留学生1名、中国人留学生1名)

・NPO法人設立支援(2団体)

5月～
毎週木曜日「まちそだて相談」開始

9月30日
まちスポ飛騨高山助成金交付審査会初開催

10月25日・26日
飛騨高山こどもの夢応援団による
「飛騨高山地域お仕事発見隊」開催

2014年度

2月～
「地域ベンチャー留学in飛騨高山」開始

2015年度

その他(2015年度まとめ）
・視察受け入れ(13団体、計105名)

・研修受け入れ(1団体、18名)

・大学生のインターンシップ受入れ

  (中国人留学生1名、日本人3名)

・NPO法人設立支援(3団体)

「ワーキング・ホリデーin飛騨高山」 開始

8月11日～9月10日

地元金融機関2社と連携して
「ひだインターン留学実行委員会」を組成

9月1日

7月～
地域ベンチャー留学in飛騨高山改め
第2期「ひだインターン留学」開始

4月10日
交流スペース「まちスポ恵み野」オープン

4月1日
交流スペース「まちスポ茅ヶ崎」オープン

4月1日
富山市健康長寿コンシェルジュ・サービス
元気づくりプログラム運営業務委託事業受託

5月21日
第7回 まちづくり法人国土交通大臣表彰
審査委員長賞受賞

4月1日
移住交流施設「神明寮」オープン

7月2日
住宅宿泊管理業者登録

8月20日
平成30年度飛騨地域移住・定住促進連携事業受託

11月17日
CSOアワード2018
CSO賞受賞

2018年度

2017年度

4月1日
サテライトオフィス「まちスポとやま」開設

2016年度

その他(2016年度まとめ）
・視察受け入れ(15団体、計128名)

・研修受け入れ(5団体、45名)

・大学生のインターンシップ受入れ

  (中国人留学生1名、韓国人留学生1名)

7月2日
交流スペース「まちスポ鳥栖」オープン

その他（2014年度まとめ）
・視察受け入れ(8団体、計45名)

・研修受け入れ(2団体、13名)

・大学生のインターンシップ受入れ(中国人留学生2名、日本人1名)

・NPO法人設立支援(4団体)

NPO法人まちづくりスポットは2019年3月4日に
設立6周年を迎えました。
これまでに取り組んできた5つの事業のキーポイ
ントを年表にまとめました。

まちづくりの推進に係る事業

ネットワーク事業 人材育成および研修に係る事業

交流スペースの運営に係る事業

広報事業

その他(2018年度まとめ）
・視察受け入れ(10団体、計57名)

・研修受け入れ(3団体、32名)

・大学生のインターンシップ受入れ

  (中国人留学生1名)

その他(2019年度まとめ）
・視察受け入れ(5団体、計59名)

・研修受け入れ(1団体、20名)

・大学生のインターンシップ受入れ

  (マレーシア人留学生1名、中国人留学生1名、日本人1名)

その他(2017年度まとめ）
・視察受け入れ(5団体、計48名)

・研修受け入れ(4団体、27名)

・大学生のインターンシップ受入れ

  (日本人2名)

11月30日
まちスポ福岡東オープン

3月22日
「まちスポお茶飲み交流サロン」(多世代交流の場)開始

2014年

1月27日・28日
第1回「全国まちスポ交流会in飛騨高山」開催

2015年

1月16日・17日
第4回「全国まちスポ交流会in富山」開催

2018年

2月28日
認定NPO法人取得

2018年

2019年度

6月27日
ハッシュタグ
オープン


