
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ご紹介のとおり市では今後 20 年先を見据え

たまちづくりの指針である第六次長期総合計画

を策定し、「愛されるふるさと なとり～共に創

る 未来へつなぐ～」の将来像に向けて新たな

スタートを切りました。 

名取市に愛着を持ちすでに地域で活動されて

いる市民活動団体の皆様はもちろんのこと、多

様な主体と協働しながら「愛されるふるさと 

なとり」、「愛される なとセン」を共に創り上げ

ていけたら幸いです。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 市民協働課 新設！！ 

～市民活動推進へ向けてステップアップ～ 

 
 

愛される なとセン 
名取市市民活動支援センターは、これまで、名

取市総務部 男女共同・市民参画推進室の所管

のもと、特定非営利活動法人パートナーシップ

なとりが管理運営をおこなってきました。 

令和 2 年 4月 1 日、新たな「第六次長期総合

計画」の取り組みを進めるために行政組織の一

部が改編され、企画部 市民協働課が新設されま

した。その中の市民協働推進係が、市民活動団体

による協働提案事業制度、民間非営利団体

（NPO）、市民活動支援センターの管理運営等を

分掌することになりました。 

なとセンは新設された市民協働課とともに、

市民活動・市民活動団体の皆さんを支援してい

きます。 

市民協働課 課長 浅野美保子さんより市民

活動団体の皆さんへのメッセージをいただきま

した。 

 名取市行政組織機構図 

多方面でご活躍いただ

いている市民活動団体の

皆さんはじめまして。市民

協働課の浅野と申します。 浅野美保子課長 



 

令和２年度から令和 6 年度までの計画として策

定された大綱実施計画において連携と協働によ

る地域経営の推進を図る具体策として、市民協働

提案事業の充実に向けて従来の制度に加え市民

活動の初心者へ向けたコースを設けることなど

が取り上げられています。 

これからも持続可能で住みよい名取市を実現

させるためにも、市民・企業・教育機関・行政の

連携や協働が不可欠です。各セクターの強みを活

かし弱みをカバーし合う関係性の確立が、より良

い未来への可能性を高めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

市民協働によるまちづくり 名取市第六次行財政改革大綱実施計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

み ん な で 始 め よ う ！ 
ま・ち・づ・く・り 

 
少子高齢化の進行や環境問題の深刻化、景気の

低迷など社会的な問題が多岐にわたる中で、行政

は多様化した市民ニーズに応えていく必要があ

ります。しかしながら価値観や生活様式が多様化

する現在、公平性、平等性を原則とした行政サー

ビスだけではすべての市民ニーズに応えること

は難しい状況にあります。 

 一方、市民活動団体(NPO)等は、民間ならでは

の柔軟性、先駆性、創造性といった特性を持って

おり、これらの特性を持つ市民活動団体(NPO)と

行政が協働することにより、多様化する市民ニー

ズに応え、公共サービスの質の向上を図り様々な

課題にきめ細かく対応し、地域の活性化に大きな

役割を果たしています。 

  

  

名取市市民協働提案事業は、2030 年までに解

決を目指す持続可能な開発目標（SDGｓ）の分類

としては、「17 パートナーシップで目標を達成

しよう」に当たるものです。  

平成19年度に名取市の事業として始まった協

働事業提案制度は、今年で 14 年になります。市

民活動団体(NPO)から提案事業を募集し、第一次

審査、第二次審査を経て採択された事業について

翌年度に実施となるものです。団体の組織的な総

合力が問われるため、ある程度事業実績がある団

体が取り組んできたとも言える制度です。 

   

協働事業提案制度の活用以降、名取市が目指す

姿の実現に向けては課題もあります。現在でも

「協働」は、市民に馴染みが薄く、浸透していく

ための仕組み作りが必要です。市民アンケートの

結果から、今は市民活動に参加していないが今後

は参加したいとする回答が 3 割以上あり、参加の

意向がある人々が気軽に参加できる環境を創っ

ていくことも求められています。 

協働の課題 

― 名取市ホームページ内 ― 

第六次名取市行財政改革大綱（13P・14P） 

【政策企画課 行政管理係】 

◎内容の詳細や実施項目については、PDF

ファイルをご覧ください。 

 

【第六次名取市行財政改革大綱策定体制図】 

https://www.city.natori.miyagi.jp/content/download/60763/338865/file/第六次名取市行財政改革大綱.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名  第 21 回光のストリートアート展実施事業  

団体名  リバイブ名取 21  

●事業内容 ： 中心市街地の活性化や名取市のまち

づくりのＰＲを行うもの。ＬＥＤで

アート作品を制作することで、増田

地区のコミュニティの活性化を図り

ます。  

●協働する課  都市計画課    

●協働形態   委託  

事業名  増田川の水環境を活用した地域づくり  

団体名  キラキラパルク増田西  

●事業内容 ： 増田川の清掃活動やサケの自然産卵を

観察し川の生態系を知る取り組みな

どを行う。「共に学び、共に認め合い、

笑顔あふれる楽しい地域」を作ること

を目的として企画、実施します。  

●協働する課 クリーン対策課   

●協働形態   委託  

事業名  高齢者向けスマホ講座 

‟大人のためのスマホサロンなとり”の開催 

講師・サポーターの育成事業    

団体名  ＮＰＯ法人イー・エルダー東北支部    

●事業内容 ： 高齢者向けスマホサロン講座を行いス

マホ利活用の指導を行います。また、

同時に講師・サポーターの育成講座を

行うことにより、高齢者が高齢者に教

える仕組みを作り、生きがい、再活躍

の場となるよう取り組みます。  

●協働する課  市政情報課・介護長寿課  

●協働形態   委託 

事業名  人材育成事業・対面相談  

団体名  ＮＰＯ法人 仙台傾聴の会    

●事業内容 ： ｢傾聴」のスキルを持つ人材を育成し傾

聴ボランティアとして活躍してもらう

ことで相互扶助の役割も見込まれ、生き

がいにつながるよう事業を実施します。  

●協働する課  生涯学習課   

●協働形態   委託  

事業名  生涯健康であるためのママと赤ちゃんの 

身体メンテナンス  

団体名  一般社団法人 ボディジャンプ  

●事業内容 ： 保健センターで行う乳幼児健診（７か

月児相談）の隙間時間を利用して、乳

幼児親子が一緒に取り組める簡単な

プログラムを行うことで、身体を動か

す機会・環境を提供していきます。  

●協働する課   保健センター    

●協働形態    委託  

事業名  ワッショイ！DEN×３（でんでんでん）    

団体名  ワッショイ！DEN×３（でんでんでん）    

●事業内容 ： 「みんなが笑顔の輪・和でつながる魅

力ある地域」を事業理念として、地域

資源を活用しながら多世代交流のイ

ベントを企画し、伝承継承、住民生活

の向上を図ります。   

●協働する課  生涯学習課     

●協働形態    委託  

事業名  中学校家庭科の授業における浴衣着装体験   

団体名  結の会  

●事業内容 ： 中学校家庭科授業での浴衣体験を通

し、和服と洋服の違いや立ち振る舞い

の作法、又、人生の節目に着る着物に

ついて理解をしてもらうことで、日本

の伝統文化である和服に親しみ、大切

にする心を育てます。  

●協働する課   学校教育課    

●協働形態     委託 

事業名  名取が丘やってみ隊  

団体名  名取が丘やってみ隊    

●事業内容 ： 防災体験や歴史、公共施設や医療福祉

関係を掲載した名取が丘「マップ」を

計画的に作成、配布することにより、

地域の良さを再発見してもらい、地域

力の向上と活性化を図ります。    

●協働する課  生涯学習課       

●協働形態   委託 

 

令和元年度協働提案事業採択団体 
（令和２年度実施予定事業） 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 日：令和 2 年５月１日         

発 行：名取市市民活動支援センター      

発行部数：1,000 部 

編  集：特定非営利活動法人 パートナーシップなとり 

問合せ先：〒981-1232 宮城県名取市大手町 5丁目 6－1 

TEL：022-382-0829 FAX：022-382-0841 

E-mai l：npo@nator i -npocenter .or . jp 

HP：http://www.natori-npocenter.or.jp 

Blog：http://blog.canpan. info/nator i 

 

 

なとセン information 
2020 年度 助成金情報 

 
● 開催日 5 月 28 日（木）・6 月 25 日(木)  

● 時 間 13：30～、14：45～、16：00～ 

● 会 場 名取市市民活動支援センター 

● 定 員 先着３団体（要予約） 

● 相談料 無 料  

 

名取市で市民活動をしたい、既に活動

している方を対象に助成金相談会を実施

します。日程変更については応相談。 

【問い合せ】名取市市民活動支援センター  

      ☎ 022－382-0829 

 

教えて！市民活動 助成金専門相談会 相談者募集中 

●みやぎの居場所づくり助成 

【真如苑】[締切：5 月 15 日] 

・福祉活動に関わる継続的な居場所づくりの地域活動を支

援・育成することを目的としております。人々を支援する

ための居場所づくりをする民間団体及びボランティアグ

ループによる活動に助成をします。 

●支援付き住宅建設・人材育成事業 

【公益財団法人 パブリックリソース財団】 

[締切：5 月 29 日] 

・生活困窮者や住まいを確保しにくい人に対し、住まいと生

活支援をセットで提供するビジネスモデルの構築を支援

します。 

●トヨタ環境活動助成プログラム  

【トヨタ自動車株式会社】[締切：6 月 4 日] 

・「生物多様性」および「気候変動」とし、それぞれ実践的に

プロジェクトや ESD を推進する NPO 等の民間非営利団

体（学校は対象外）・グループに助成を行います。 

    

  

《5 月 15 日～9 月

30 日締切り》 

 

●エフピコ環境基金 

【株式会社エフピコ】[締切：6月 30日] 

 ・気候変動をはじめとする環境問題は、様々な要因が

複雑に絡み合い、一企業の活動だけでは解決にな

らず、各企業・団体が一丸となって対処すべき課題

です。これらの社会的課題の解決をテーマに活動

する団体へ助成をします。 

●公益信託仙台銀行まちづくり基金 

【株式会社仙台銀行】[締切：9月 30日] 

 ・宮城県内における「まちづくり」に必要な環境整備

などの活動や調査研究で、「快適で文化的なまちづ

くりに必要な環境整備などの実践活動」「まちづく

りのために必要な調査、研究、情報提供を行う活

動」「その他まちづくりの目的を達成するために必

要な事業」のいずれかに該当するものを助成対象

とします。なお、東日本大震災からの復旧・復興支

援活動に関する助成申請を含みます。 

 

 

 

登録団体紹介掲載記事 ～なとセン HP でアーカイブを公開～ 

『なとセンだより』では、登録団体の活動を紹介してきました。 

名取市の市民活動団体を知っていただくためにこれまで紹介してきた団体

の記事をまとめてみました。ぜひご御覧ください。（画面をクリックすると

記事がダウンロードできます） なお、記事の内容は、掲載当時のものです。

現在の活動と違っている場合もありますのでご了承ください。 

               HP：http://www.natori-npocenter.or.jp 

 

 

HP でここをクリック 

●なとセンだよりアーカイブ 

※コロナウイルス感染防止対策により中止になる場合があります。 

http://www.ibasyo-josei.jp/
https://www.info.public.or.jp/kyumin-jutaku
https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/environmentalfund.html
https://www.sendaibank.co.jp/csr/fund.php
https://www.natori-npocenter.or.jp/?page_id=189
https://www.natori-npocenter.or.jp/

