
（1）指定事業
【交流、連携の事業】
・開設から10年の実績を踏まえ、充実した事業を展開することにより、更なる
 センターの周知を図る。
・実行委員会を立ち上げるなど、市民と協働し事業を行う。
・登録団体間のネットワーク構築の促進を図る。
No. 事業名 内容

1
第15回協働フェスタ

への協力・参加

実行委員会との協働事業。協働フェスタ開
催に向け協力するとともに、フェスタに参加
する。

2
第11回

ななサポまつり

市民活動団体と市民が共に楽しめるまつり
を開催。登録団体等による実行委員会が中
心となり、企画運営を行う。

3
季節のイベント

inななサポ

活動室及び多目的スペースを利用した季節
のイベント（クリスマス、ひなまつり）を登録
団体等と協働で企画し実施する。

4 利用者懇談会

事業計画や進捗報告、要望の聴取など、利
用者である登録団体と施設運営について
意見交換を行うとともに、団体間の交流と
情報交換の場とする。

5
埼玉県立大学

「清透祭」への出展

大学との連携とセンターの周知を図るた
め、大学祭に登録団体との協働で参加し、
展示や体験イベントを行う。

6
こしがや市民活動

連合会との協働事業

「市民ボランティア」「おしゃべり会」「知恵袋
講座」の3事業を、こしがや市民活動連合会
との協働で開催する。

7
ななサポこしがや

10周年展
開設10周年目にあたることから、これを記
念した展示を行う。

8
ななサポこしがや

10周年記念誌の制作
センターのこれまでの歩みを記録した記念
誌を制作する。

9 表彰式の実施
センターとの協働事業に継続的に協力いた
だいている団体や個人を表彰する。

【ななサポNPOセミナー】

No. 事業名 内容

1
クラウドファンディング

入門講座

FAAVO埼玉等で成功した事例を交えながら
クラウドファンディングについて学び、市民
活動団体のための新しい資金調達の道を
探る。

2
人が集まる

企画とチラシの作り方

市民や非営利活動を行う人々が思わず参
加したくなるような企画の考え方を学び、団
体の活動の活性化につなげる。

3 プレゼン力アップ講座

スライド（資料）の作り方から話し方など効
果的なプレゼンテーションの基本を学び、実
践することで団体の活動を上手にPRし、寄
付者や支援者、仲間を獲得することにつな
げる。

【ななサポステップアップイベント】

No. 事業名 内容

1 1日ななサポ

地域活動との連携を図り、市民活動の活性
化とネットワーク化を目指し、各地区で行わ
れる催しにセンターが市民活動団体ととも
に参加し、センターや市民活動のPR等を行
う。

令和4年度　事業一覧

・市民活動に対する潜在層の掘り起しと、市民・団体・センターの協働に

・市民活動団体同士のつながりを創出する。

・市民活動団体の継続的な発展をめざし、団体運営に役立つ様々な講座
（マネジメント、資金調達、広報、会計労務等）を専門家を招き開催する。

 よるまちづくりを推進するためのイベントを開催する。
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2
体験！市民活動

（大人対象）

市民活動に関心のある市内の成人を対象
に、当センター登録団体の普段の活動や勉
強会に「お試し参加」できる期間を設ける。
市民の方には体験を通して市民活動への
理解を深めていただき、登録団体には人的
リソース獲得のきっかけとしていただく。

3
5秒で伝わる自己紹介

レクチャー＆ワーク
ショップ

自分は何ができるか、どんな活動でつなぎ
役ができるかなど、わかりやすく自己紹介
ができる名札をつくるワークショップ。作った
名札を用いて参加者同士で交流する。

【出番です！わがまちNPO】
・センターと登録団体が協働で開催する公募型事業。企画立案から当日の

・市民活動団体と市民のつながりを創出し、コミュニティの活性化を目指す。
No. 事業名 内容

1
出番です！

わがまちNPO
≪協働企画≫

複数の市民活動団体が協働で事業を企画
運営することで、それぞれの団体の持つス
キルやノウハウを発展させるための場を設
ける。

2
出番です！

わがまちNPO
≪ぽっぽひろば≫

乳幼児とその保護者を対象とした講座を行
うことで、登録団体と若い世代をつなぎ、次
代の市民活動の担い手を掘り起こす。

3
出番です！

わがまちNPO
≪Café TOMO≫

市民活動団体が毎回テーマ（健康、合唱、
障がい者支援、防災等）を設定。テーマに
関心のある市民が集い交流することで、市
民活動の裾野を広げる。

4
出番です！

わがまちNPO
≪ななサポWEEK≫

センターおよび登録団体の活動をより多く
の方々に周知するため、登録団体の活動
紹介や作品の展示、体験講座などを行う。

【観光・物産推進事業】

No. 事業名 内容

1
歴史講座

こしがや再発見

市内の歴史や観光スポット、産業を地区ご
とに紹介する講座。伝統と新しさを併せ持
つ越谷の魅力を再発見し、地域への愛着と
理解を深める。

2
越谷市展示コーナー

展示

観光的要素をもったまちづくりに取り組む団
体や個人の活動紹介や資料の展示、成果
発表を行う。公募により企画を募る。

3
越谷市展示コーナー

イベント

越谷市展示コーナーの展示をより深く理解
するために関連イベント（講座・体験等）を
行う。

4 観光協会との連携
一般社団法人越谷市観光協会との連携事
業。

【中央図書室の利用を促進する事業】
・世代間交流の機会を設け、親しみやすい図書室を目指す。
・蔵書の利用促進のため、テーマに沿って資料を見やすく紹介する。
No. 事業名 内容

1
中央図書室
おはなし会

音声や絵によるお話を楽しむことで本への
興味、読書への関心を高める場を提供す
る。児童に素話、絵本の読み聞かせ。

・越谷市観光協会と連携した事業を実施する。

 運営まで、登録団体が主体的に行う。

・地域への愛着（シビックプライド）を醸成し、市民の「主体的なまちづくりへ
 の参画」へつなげるために、市民活動の視点から観光・物産情報を提供
 する。
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2
文庫のおへや

わくわくおはなし会
への協力

音声や絵によるお話を楽しむことで本への
興味、読書への関心を高める場を提供す
る。越谷市地域家庭文庫連絡会により、児
童に素話、絵本の読み聞かせ。

3
企画展示

ミニ企画展示

テーマに関する資料を提供する。通常の配
架場所から特設の書架へ変更し、利用者
の貸出を促進する。

4 おすすめ図書
テーマに関する資料を短期間、提供する。
新着図書案内書架でご案内する図書が少
ない時期に実施する。

5
中央図書室

ふれあいルーム

所蔵資料、支援センター活動室を活用し、
折り紙遊び等を地域住民が異世代で楽し
む。

6
中央図書室

夕暮れおはなし会

毎月開催している「中央図書室おはなし会」
を夏の時期の夕方～夜に行う。子どもたち
へ読んだ本に興味を持って頂き、貸出促進
を図る。

7 ぬいぐるみのお泊り会

利用者のお気に入りのぬいぐるみや人形
のお泊り会を行う。お泊りしたぬいぐるみた
ちが本を読んでいるところを写真に撮り、冊
子にしてプレゼントする。

8 本の福袋

大人用、子ども用に分けた中の見えない袋
に資料を入れ提供する。各々のテーマに
沿った資料を袋に入れることで、より様々な
資料を身近に感じてもらえるよう努める。

9
ちびねこちゃんの
おへやへの協力

地域家庭文庫連絡会による、わらべうたや
絵本の読み聞かせ。

10 人形劇
市民活動支援センター登録団体と図書室
の協働で人形劇を行い、双方の施設の利
用促進につなげる。

【相談／支援事業】

No. 事業名 内容

1
問題解決窓口１
～NPOの申請、

労務～

団体運営において、専門家（社会保険労務
士）による法人申請手続き、労務、人事等
に関する相談窓口を開設する。

2
問題解決窓口２

～NPOの会計等～

団体運営において、専門家（税理士、公認
会計士）による会計、税務等に関する相談
窓口を開設する。

3
問題解決窓口３
～活動相談～

市民活動入門者の相談や、地域での活動
方法、広報活動、オンラインの導入方法等
の相談を受け付け、課題解決に努める。

【情報収集・提供事業】

・支援センター及び市民活動をより多くの市民に知ってもらうよう、情報提供

 タイムリーな情報を提供する。
No. 事業名 内容

1
団体向け

助成金情報の提供

活動資金獲得の参考となるよう、助成金に
関する募集要項等を収集し、閲覧できるよ
うに設置する。

2
団体向け

市民活動情報の提供
近隣市区町村の中間支援施設・組織による
広報紙や事業のチラシを設置する。

 の充実を図る。また、市民活動団体に対しては、活動の一助となるよう

・円滑な団体運営をめざし、団体活動における様々な課題に対し、専門家

・市民活動団体の自立をサポートする。
 が適切なアドバイスを行う。
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3
市民活動における新型

コロナウイルス対応
事例の共有

全国のNPOや当センター登録団体における
新しい生活様式の中での取り組みをセン
ター内に掲示またはHPに掲載し、団体活動
に役立てていただく。

4
機関紙発行
「ななサポ」

市民活動の事業や講座に参加した市民の
生の声を掲載し、市民活動が住みよいまち
づくりに貢献していることを紹介する。（現在
11万部発行、市内全戸配布）

5
月刊ニュースレター

「かけはし」

市民や登録団体の方々にセンターのイベン
トや講座の周知を目的としたメールマガジン
を配信する。

6
近隣市町村

広報紙・情報誌等の
設置

広域的な情報を提供するために、近隣市町
の広報紙を設置する。

7
ホームページの活用に

よる情報発信

センターの利用方法・事業等の周知及び登
録団体の情報提供をホームページを通して
行う。

8
越谷市の情報
「ＤＶＤ上映」

越谷市より提供される市の広報番組のＤＶ
Ｄを定期的に上映し、多くの情報として市民
に提供する。

9
観光・物産情報

コーナー「ＤＶＤ上映」

越谷の観光PRの一環として、観光・物産情
報コーナーのTVモニターに登録団体から寄
贈されたDVDを放映する。

10
中央図書室
広報紙発行

「とびら」

中央図書室をより活用していただけるよう、
開室カレンダー、各種イベント案内、所蔵資
料の紹介等を行う。

（２）自主事業
・当センターおよび登録団体の活動を広く市民に周知し、協働のまちづくり

・市民との協働事業を展開する。
No. 事業名 内容

1
こしがや観光ライブラ
リー（越谷の歳時記）

市民活動団体から寄贈されたセンター保管
のＤＶＤの貸し出しを行う。

2 印刷用紙の販売
設備をより気軽に利用していただく為、印刷
用紙を販売する。

3 印刷機器の貸出
市民活動団体のチラシや会報紙、掲示物
等の印刷用として印刷機器を有料で貸し出
す。

4 マスク提供
新型コロナウイルス感染症に対して安心し
てご利用いただくため、マスクを有償にて提
供する。

5
多目的スペース
季節の飾り付け

季節の行事にちなんだ飾り付けをすること
で、当センターが身近な施設であると知って
いただくこととを目的に実施する。

6
中央図書室

利用者参加型掲示板
の設置

出入口に掲示板を設置し、ペンネームを用
いて利用者による所蔵資料の感想等を掲
示する。

7
こしがや

観光レポーター

市民の皆様から寄せられた市内の催事、花
や風景などの情報を観光・物産情報コー
ナーの掲示板を使い、紹介を行う。

8 自動販売機事業
水分補給をしながら、心地よく利用していた
だけるよう自動販売機を設置する。

9
中央図書室折り紙・し

おりの配布

季節に合わせた、手作りの折り紙やしおり
をカウンターで配布し、賑わいを持たせ、利
用を促進する。

 を推進する。
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