
議案第1号

令和２年度事業報告　　　　　　　　　　　　　　　　

法人設立の年月日　令和2年3月4日
令和元年度（第1期）令和2年3月4日から令和2年7月31日まで
令和２年度（第2期）令和2年8月1日から令和3年7月31日まで

（１）【事業実施の状況】　　　　　　　　　　　　　　　　
令和2年度は8月から7月末日の期間で、自治経営・都市経営・公民連携に関する普及及び啓蒙
事業として、講演会や勉強会を、オンライン開催を取り入れながら実施した。また、伴走型支援事

業、ケーススタディブック販売事業などの収益事業の実施も行った。

※（５）において詳しく説明

（２）【令和元年度総会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度（2019年） 第１回 通常総会

日時：令和２年9月28日　21時から22時まで
場所：オンラインzoom
出席者　14名（うち委任状２名）
※令和元年度の事業報告及び決算報告、令和2年度の事業計画及び収支予算など

（３）【定例理事打合せ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オンラインzoomにて開催
①第9回定例理事打合せ　令和2年8月20日（木）22：00-23：00開催　
②第10回定例理事打合せ　令和2年9月17日（木）22：00-23：00開催　
③第11回定例理事打合せ　令和2年10月15日（木）22：00-23：00開催　
④第12回定例理事打合せ　令和2年11月19日（木）22：00-23：00開催
⑤第13回定例理事打合せ　令和2年12月17日（木）22：00-23：00開催
⑥第14回定例理事打合せ　令和3年1月21日（木）22：00-23：00開催
⑦第15回定例理事打合せ　令和3年2月18日（木）22：00-23：00開催
⑧第16回定例理事打合せ　令和3年3月18日（木）22：00-23：00開催
⑨第17回定例理事打合せ　令和3年4月15日（木）22：00-23：00開催
⑩第18回定例理事打合せ　令和3年5月20日（木）22：00-23：00開催
⑪第19回定例理事打合せ　令和3年6月17日（木）22：00-23：00開催
⑫第20回定例理事打合せ　令和3年7月15日（木）22：00-23：00開催



（４）【会員数等の推移】　　　　　　　　　　　　　

会員数の推移について以下の表に示す

正会員 アライアンス会員 サポーター（寄付者）

第1期（令和2年3月31日現在） 14 93 68（うち役員4名）

第2期（令和3年3月31日現在） 14 116 62（うち役員2名）

（５）【自治経営・都市経営・　　　　　　　　　　　　　　　　    　
　　　　　　公連携に関する研究及び事業開発事業 】　　　　　　   　
①【ケーススタディブック事業】
法人設立に合わせ、特定非営利活動法人自治経営では、全国各地で実践されている公民連携
事業、都市経営課題解決につながるプロジェクトを、その実践者の手によりまとめた「公民連携
事業ケーススタディブック2019」を、2020年4月発行後、その書籍の販売を引き続き行っている。
現在、次号に向けて、事例調査・インタビューなどを行っている。

第2期のケーススタディブック販売数
ベイス販売分が　

Vol.1　17冊　Vol.2　16冊　Vol.3　38冊
本部販売分が　　

Vol.1　3冊　Vol.2　2冊　Vol.3　124冊
理事販売分が　

Vol.3　16冊　献本　1冊
合計販売部数

販売数は

Vol.1　20冊　vol.2　18冊　vol.3　178冊　献本　1冊
売上金額　605,827円
（※送料込み、7月31日末の売掛金含まない売上げ）



②伴走型支援事業
（１）下妻市
【SHIMOTSUMA　DESIGN　MEETING】
「下妻市公民連携まちづくり構想案（砂沼戦略）」

下妻市関係概要

官民連携まちなか再生推進事業　エリアプラットフォーム形成支援業務

オリエンタルコンサルタントより

SHIMOTSUMA DESIGN MEETING vol.1
Vol.1は大阪府大東市で民間主導の市営住宅建て替えプロジェクトや、駅前デッキを活用した「大
東ズンチャッチャ夜市」等を手がける入江智子氏を招き「公有地を活用した新たなライフスタイル

のデザイン方法」を学びました。

日時：2020年7月10日（金）18:00~21:00
会場：ビアスパークしもつま　～リフレッシュビレッジ～(茨城県下妻市長塚乙７０−３)
テーマ：新たなライフスタイルのデザイン方法を学ぶ

ゲスト：入江智子氏　大東公民連携まちづくり事業(株)代表取締役

SHIMOTSUMA DESIGN MEETING vol.2
Vol.2 では、埼玉県草加市で「笑顔は美味しい野菜から」をコンセプトした都市農業を展開する中
山拓郎氏を招き、実際にまちを歩き、都市資源を発掘し、エリアビジョンにつなげました。

日時：2020年10月3日（金）9:00~18:00
会場：Waiwaiドームしもつま/下妻市街地(茨城県下妻市下妻丁９１)
テーマ：まちを歩き、下妻のエリアビジョンを作る

ゲスト：中山拓郎氏　ChaviPelto

SHIMOTSUMA DESIGN MEETING vol.3
Vol.3 では、岩手県紫波町のオガールプロジェクトの中枢である、オガールプラザ㈱、オガール
ベース㈱、オガールセンター代表取締役として、紫波町の公民連携事業を企画推進し、2011年
日本を立て直す100人に選出された岡崎正信氏をお招きし、新しい下妻ライフのビジョンを実現
すためのアイデアを考えました。

日時： 2020年11月27日(金)　18:00~20:15
会場：下妻市立図書館（茨城県下妻市砂沼新田３５−１）
テーマ：エリアビジョンを実現するアイデアを考える

ゲスト：岡崎正信氏　株式会社オガール代表取締役

SHIMOTSUMA DESIGN MEETING vol.4
Vol.4 では、これまでの3 回のデザインミーティングを通し、公民から出されたアイデアを含み作
成した公民連携まちづくり構想案を基に、実行可能な公民連携事業について議論し

新しい下妻ライフの実現に向けて公民がやるべきことを決めました。

日時：2021年1月29日（金）18:00~20:00
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
テーマ：アイデアを共有し実行することを決めよう

ゲスト：町田　誠氏　千葉大学園芸学部 非常勤講師、横浜市立大学国際教養学部 非常勤講
師、国土交通省PPPサポーター、日本イベント学会理事、SOWING WORKS 代表。



◆下妻市　利益3,078,233円
（2020年下妻市の委託業務分の利益のみを計上）

（２）南相馬市関係概要

南相馬市リノベーションまちづくり庁内研修企画・実施業務

株式会社リノベリングより

対応者：NPO法人自治経営　監事　高橋浩志郎（草加市産業振興課　課長）
計2回の研修

◆南相馬市関係　利益69,648円

（３）仙台市及び塩釜市関係概要

【令和2年度仙台市営繕課職員研修業務】
研修名　これからの公共施設経営

研修対象者　営繕課・設備課・公共マネージメント推進課・財政企画課の職員30名
研修の狙い　持続可能な公共施設の経営を実現するために、仙台市都市整備局公共建築部営

繕課にて「公共施設経営研修」を実施する。

実施日時　令和2年8月7日（金）9：00から12：00
研修場所　仙台市本庁舎

講師　NPO法人自治経営　三宅香織氏
ほか塩釜市での研修

◆仙台市及び塩釜市関係　利益16,497円

（４）市原市関係概要

【草加市リノベーションまちづくりの事業化支援に係る事例紹介について】

日　　時：2020年11月7日（土）　13:30～17:00
集合場所：

シェアアトリエつなぐば（埼玉県草加市八幡町935-4）
視察内容：

・そうかリノベーションまちづくりの取り組みについてのレクチャー

・そうかリノベーションスクールから誕生した事業の現地視察

対応者：

NPO法人自治経営　監事　高橋浩志郎（草加市産業振興課　課長）
スケジュール：

13:30～15:00　「シェアアトリエつなぐば」の視察＆レクチャー
15:00～15:30　車移動（市原市三澤さんの車を想定）
15:30～17:00　草加駅周辺のリノベ事業視察
ほか1回の研修対応

◆市原市関係　利益70,312円



（６）自治経営・都 市経営・公民連携に関する　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　支援並びにそ の普及及び啓蒙事業　　　　

【研修会・勉強会事業】
広く一般市民を対象に自 治経営や都市経営、公民連携に関する講演会や勉強会の企画・実施
を行った。

①自治経営　東海アライアンス

【QURUWA Local Meeting＆Tour＠Okazaki vol.1】
日　時：2020年11月7日（土）19:00～21:00
会　場：Okazaki Micro Hotel ANGLE 愛知県岡崎市籠田町21センガイドウビル
　 ＊トークイベンとオンライン配信あり

トークイベント内容：
岡崎市において、「大きなリノベーションのQURUWA戦略（公民連携まちづくり基本計画）」と、そ
れに包含される形で「小さなリノベーションのリノベーションまちづくり＠岡崎」が動いている。
2017年度末から動きだしたQURUWA。そのフィールドで、「リノベーションまちづくり＠岡崎」の取
り組みをきっかけに今年2020年６月に生まれたOkazaki Micro Hotel ANGLE（以下「ANGLE」）。
QURUWA戦略とANGLEがどのように交わり、今後どのような展開をしていくのか。NPO法人自
治経営東海アライアンスメンバーが直接関わるこのプロジェクトを、民間、行政の関係者が一堂
に会して、具現化されるに至った等身大のプロセスやノウハウを共有し、会場・参加者を交えた
意見交換を行います。
ご参加いただける方については、QURUWA戦略ができるまでのプロセスとして「ケーススタディ
ブックvol3のP30～37」を事前にご覧いただくことをお勧めします。

【ツアー】

日時：2020年11月8日（日）10:00〜12：30
場所：QURUWAの各拠点（籠田公園、連尺通り、桜城橋、など）
内容：QURUWA戦略を進めている直接の担当者による、QURUWAのまちの解説と現地体験
（移動は徒歩）。ポイントは、各拠点施設の距離感と戦略的な考え方、行政としての動き方、各事

業への専門家の関わり等。その他、ANGLEオーナーの飯田氏がSnow Peak Buisiness
Solitions（本社：岡崎市）のプロジェクトリーダーとして関わるコワーキングスペース「Camping
Office osoto」もご案内します。

参加者：
トークイベントオンライン参加
ＣＳブックなし 54名
ＣＳブックつき　7名
現地参加
トークイベント翌日ツアーつき　7名
翌日ツアー　　　　　　　　　　5名
トークイベントＣＳブックなし　7名
合計　79名
利益185,143円



②FMアライアンス
【-６週連続オンライン講座- これからの公共施設経営 開講記念座談会】
日時：2020年11月29日（日）16:00～16:30
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催
内　容：

昨今、全国の自治体で取り組まれている公共施設マネジメント。

高度経済成長期に建設された公共施設群の老朽化と、それらの施設を更新する財源不足をきっ

かけに、全国の自治体が「公共施設等総合管理計画」の作成に取り組んできましたが、机上の

計画保全と維持保全費用の平準化で留まっているのみで、実際の公共施設の更新やメンテナン

スに結びついていません。それは、自治体財政にも公共施設マネジメントにも経営の視点がな

かったためです。今回、財政にコミットした公共施設経営にチャレンジしている倉敷市、焼津市、

津山市、仙台市の事例から、これからの公共施設経営を学ぶ６週連続オンライン講座を１月１１

日より開講することになりました。開講に先立ち、NPO法人自治経営FMアライアンスのメンバー
による座談会を無料配信します。



【-７週連続オンライン講座- これからの公共施設経営】

日時：2021年1月11日（月）〜2月23日（火）20:00～21:30（毎週月曜日、最終日のみ火曜日）
実施方法：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
内　容：

財政にコミットした公共施設経営にチャレンジしている倉敷市、焼津市、津山市、仙台市の事例

に加えて、エネルギーを使わない豊かな暮らしを目指す（株）エネルギーまちづくり社の竹内昌義

氏を講師に迎え、これからの公共施設経営を学ぶ７週連続オンライン講座を開講します。今後の

健全な自治体運営においては、「施設保全×FM×PPP×断熱」といった様々な手法の掛け合わせ
ることが重要な財政戦略となります。

今回の連続講座では、そんな実務を担ってきたNPO法人自治経営のメンバーや、そのメンバー
と様々なプロジェクトを推進してきた竹内氏が講師となり、実践してきた内容の解説と、自治体の

規模や事情に応じた進め方についてディスカッションを行います。

実践者と一緒に、あなたの自治体に合った公共施設マネジメントを考えます。

第１回　１月１１日（月）　講師：三宅香織（倉敷市）

　ガイダンス   自治体経営とFM： 財政にコミットするFM事例（倉敷市）
第２回　１月１８日（月）　講師：三宅香織（倉敷市）

　倉敷市のFM：施設白書を使った財政政策とFM
第３回　１月２５日（月）　講師：菊川岳浩（焼津市）

　焼津市のFM：営繕部局がコミットするFM
第４回　２月１日（月）　講師：川口義洋（津山市）

　津山市のFM：FMからPPPへ　公民連携に活かすFM
第５回　２月８日（月）　講師：洞口文人（仙台市）

　公共施設断熱実証実験と公共空間における公民連携

第６回　２月１５日（月）　講師：竹内昌義（（株）エネルギーまちづくり社 代表取締役）
　公共施設とエネルギー

第７回　２月２３日（火）　講師：竹内、三宅、菊川、川口、洞口

　（座談会）FMは自治体財政改善に効果があるのか～地方自治体への提案
全講座　早期割引　16名
全講座　アライアンス会員割引　3名
全講座　5名
1回単位　21名
自治体A　3名
自治体B　3名
自治体C　8名
追っかけ全講座　1名
直接振り込み参加　1名

参加者：のべオンライン参加者　61名
利益337,454円　



③クリエイティブスクール事業

【クリエイティブスクール体験授業】

日時：2020年12月5日（火）10:00～12:00
会場：株式会社Magenta（宮城県仙台市青葉区本町２丁目６−２２）
実施方法：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：フローリスト山田 剛、理事下村瑞希
内　容：

仙台、茨城、千葉、愛知、大阪、京都という全国各地の子どもたちをZoomでつないで、リモート授
業を行いました。今回の授業内容を一緒に企画し、実際に授業をしてくださったのは、仙台市本

町で花屋を経営するフローリストの　山田 剛 さんです。（株式会社Magenta代表取締役：
http://magentalife.net/）お花の生産、花屋の経営を学びながら、クリスマスのリースを子どもたち
が自分で作り、それをネットショップ（BASE）で販売してみようというプログラム。
プログラム①授業「花は咲く　世界はまわる」（15分）
お花はどこで生まれてどうやってお店に来るのか？花屋の経営について、山田さんは何のため

に商売をしているのか？など、座学で勉強していきます。

・山田さんからは、お花でいっぱいの世界にして、地球にとっても周りの人にとってもハッピーに

するという思いを持って、商売をしているというお話をしてくれました。

プログラム②お店の見学（10分）
実際のお店の中から配信し、さまざまなお花のこと、お客さんがお店に入りやすくなる工夫、タブ

レットのレジなど、お話いただきました。

プログラム③リースづくりワークショップ＋ネット販売（60分～）
ワークショップのコンセプトは『自由』。講師の山田さんもあえてあまり口を出さず、基本的な作り

方をお伝えしたあとは、子どもたちの感性のままに、リースにモミやヒムロヒバなどをつけてデザ

インしていきました。花材の良い香りに包まれ、五感を使いながら作業は進めました。

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmagentalife.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rOtCxG69WQ2u_q2L85wvallGNg-x7V-er7y0FnjJwHaC4eLknGOmfUO4&h=AT1vH9EBirFcwX_RDeZ2Q_25YZgfN9uTYibMgNMDgqkALjWdjobitv-kgFWQtJdZKvjlSshvIsy3Gj-6t1LLe6i6SAXiQhPZrSphSRsWZjcJ0UCwkFS_n-0NeJuR8WWAUCk-5RtF3b85W9GkNy8i&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1xvp9FkWodiOih1ZYFZq_8F58lsR4dMwSKw3DRKLnkIcxHh8Fx7mrpvy8RETiI8chXOEyrXp0BELjYiBmBqOLyzxFei20JSOWWVjVRJB4wRe6ZJSP4T4eLculu0k3F030RYK9VzY_2v7bqpucWgR_2sY4xHIpcCKU4YFslSpYOVw


参加者：オンライン参加者　9名
※参加費を徴収せず実施

【【メディアこども教育】@クリエイティブスクール】
日時：2021年2月28日（日）
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：アライアンス会員日野昌暢、理事下村瑞希

内容：

①授業「メディアって何だろう？」

・「広告会社」「メディア」のお仕事とは？そもそも「メディア」って何？

・どうすれば伝えたいことを伝えたい人に伝えられるか？

②編集体験

・「中学生が大人に知ってもらいたいこと」をテーマに雑誌の企画・編集を体験。

・実際に自分たちで作った記事をメディアで発表します！

〇講師紹介：日野昌暢氏（博報堂ケトル・チーフプロデューサー）

・商品開発、店頭プロモーションから、PR、マスメディアにわたる統合的なプロデュースを手がけ
る。

・日野氏がプロデュースした群馬県高崎市のシティプロモーションとして、街のいまにも「絶滅」し

てしまいそうな個人経営の飲食店に光を当てた「絶メシリスト」（　https://zetsumeshi-takasaki.jp/
）が、日本最大級の広告賞「ACC TOKYO CREATIVE AWARDS」グランプリ受賞。さらに、世界
三大広告賞の一つである「カンヌライオンズ」でブロンズを受賞。

・2020年6月には、九州のいいヒト、いいコト、いいシゴトをテーマにしたローカル発Webメディア『
Qualities』（https://qualities.jp/）を立ち上げ、編集長にも就任。

参加者：オンライン参加者　4名

https://zetsumeshi-takasaki.jp/?fbclid=IwAR2NcVFc2YcnOyHkqfr-970zbH5U2jxieOzlhBRKkdtSIixxIb-7uyFnVhg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fqualities.jp%2F%3Ffbclid%3DIwAR2coGgZKZhRH0P60Ov1oYz77Es1wXXpXu5-0LHDfj-wc9lsELYgUtcL8a8&h=AT36R58Pn33qgKna89oGGGayRtmZKX9-8nn_LboTwu49kJc-k1kgN6Mdq8ARozKyOOILVZPmXdZS9GPIcZkX7p-LpX87Uti6x3p0NUtgjYvsndWsdwkQlBkrElix6SRLm6TKPcyGQ_3YtD4MmsuGI-WGkg&__tn__=q&c[0]=AT1QNr-8EHME7bn6COoc7J7vmkfJ3Hnw5IzopBeSL4MdUh4dZ7lnJ1l4_cvgMMkQrCSHW77gwTS0jNNj1PDoEM-aset-14dsZ66oDIdNknWhoyHTQRMndb3Fsz0rF3NC8wXzPb1U3JcBc1nAhnvVAqP6Tclv3zwaI0Rh_ZyLHnbx1pU


※参加費一人3500円

④関西アライアンス

【公民連携トークセッション】

日時：2020年12月20日（日）16:30～18:20
会場：アクティブ・スクウェア・大東（大阪府大東市深野３丁目２８−３）
実施方法：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：堺市役所の高松俊、大阪市役所の稲垣寛太、大東公民連携まちづくり事業(株)代表取
締役の入江智子、奈良県庁の甲賀晶子、有限会社ハートビートプランの泉英明、コーディネー

ター自治経営理事長 東克宏(大東市政策推進部長)
内容：

大阪では、水辺、公園、市営住宅などを活用した新たな事業が次々と生まれています！

しかし、新たなことへのチャレンジは、ステークホルダー等との調整は付きもの！各事業に携わっ

た３名に事業の表裏をお聞きするオンライントークセッションを開催します！

（※新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、各現地案内ツアー・トークセッションの現地参加は

中止となりました。次回開催をぜひお楽しみに！）

高松さん、稲垣さん、入江さんから、事業を進める上で、どのようなステークホルダーと出会い、

どのように調整をしたのか等、事業の表裏をお話しいただきます。

事業①

堺市役所 高松俊さんによる「SUEプロジェクト」
Park-PFI制度を活用し、幅広い地域の住民と育て、皆が活躍できる公園とするため、カフェ併設
型の民間図書館、キャンプサイトやパンプトラックなどが今年8月にオープンした大阪府堺市大蓮
公園の「SUEプロジェクト」をご紹介。
事業②

大阪市役所 稲垣寛太さんによる「タグボート大正」
河川法の改正により、河川敷での飲食店や宿泊施設の営業が可能になり、水辺にまちを牽引す

る魅力スポットを生み出そうと、今年１月にオープンした大阪市大正区の「タグボート大正」をご紹

介。

事業③

大東公民連携まちづくり事業(株)代表取締役の入江智子さんによる「morinekiプロジェクト」
市営住宅の跡地に、全国で初めてPPP手法を用いて、次世代につながる住宅地域の再生をは
かるために、借上げ公営住宅・民間賃貸住宅の住宅棟、生活利便施設等の整備が進む大阪府

大東市の「morinekiプロジェクト」をご紹介。



参加者：
トークイベントオンライン参加

ＣＳブックなし 28名
ＣＳブックつき　7名
参加者35名
利益24,936円

⑤オンライン視察

【公民連携最前線オンライン視察研修〜ParkPFIやPPPで地域の課題を解決するまちづくり】
議員さん向けの事業

日時：2021年1月23日（土）13:00〜15:05
会場：岩手県盛岡市　木伏緑地（岩手県盛岡市盛岡駅前通11-11）
　　　大阪府大東市　morineki(大阪府大東市北条3丁目2−10)
実施方法：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。

内容：コロナ禍の影響を受け、密をさける施策が大切となってくるいま、都市公園や広場、駅前の
ペデストリアンデッキ、道路空間など、様々な公共空間の重要性は高まってきています。そのよう
な公共空間で、キッチンカーによる移動販売、路面でのカフェ営業など臨機応変な使われ方が行
われ、そこにはこれまでとは違った新しいプレイヤーが主体的に関わり、新たな日常を生み出し
てきています。

　営利目的だけでなく、公民連携で地域経営課題を解決していくという視点にたち、挑戦するプレ

イヤー達。そこで、今回の オンライン視察研修では、都市公園を切り口に、Park-PFIがいち早く
行われ岩手県盛岡市の木伏公園について、また二つ目として、市営住宅の跡地に全国で初めて

PPP手法を用いて、次世代につながる住宅地域の再生をはかるため、借上げ公営住宅・民間賃
貸住宅の住宅棟、生活利便施設等の整備が進む大阪府大東市の「morinekiプロジェクト」を、オ
ンライン視察でご紹介。ZOOMアプリを用いて、リアルな現場の苦労や問題点などを、講演者と



オンラインにて、ざっくばらんに双方向に議論いただき、公共空間の新しい活用法や、今後の可

能性を考えていきます。また、自分達のまちの政策形成に活かすヒントとなるような議論を行って

いきました。

13：00　スタート
13：00~13：10　司会者から本日の説明と講師紹介など（10分）
13：10~13：50　岩手県盛岡市の「木伏緑地」と「中央公園」park-PFIについて（40分）
講師：株式会社Gugusdada 代表取締役　長澤幸多氏
木伏緑地現地からの生配信を交えて

13：50~13：55　休憩（5分）
13：55~14：35　大阪府大東市の「morinekiプロジェクト」PPPについて（40分）
講師：大東公民連携まちづくり事業(株)代表取締役　入江智子氏morinekiプロジェクトの現地か
らの生配信を交えて

14：35~15：00　質疑応答（25分）
15：00~15：05　クロージング（5分）

オンライン参加者
個人参加チケット(当日議員）16

個人参加チケット（当日一般）1

動画チケット（後日配信・議員）2

動画チケット（後日配信・一般）10

合計29名

利益円39,261円

⑥サポーター向けイベント

【寄付会員向け生配信トーク〜自治経営の活動＆これからについてざっくばらんにお話しま

す！〜】

日時：令和2年11月30日（月）22:00〜23:00
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：理事長東克宏、副理事長洞口文人、アライアンス会員小林めぐみ、アライアンス会員長

澤幸多



内容：寄付会員や皆様の応援のおかげで、いろんな事業が少しずつ動きはじめてきました。自己

紹介＆個々に取り組んでいることとともに、自治経営がいまどんな事業をしているの？クリエイ

ティブスクールプロジェクト、FMプロジェクト、オンライン視察、伴走型支援…これからどんな事
業・ビジョンを描いているの？というテーマでざっくばらんにお話しました。　

【寄付会員向け生配信トーク〜クリエイティブスクール事業の今・これからについて〜】

日時：令和2年12月23日（水）22:00〜23:00
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：理事下村瑞希　事務局小川翔大　モデレーター事務局中山沙也可

内容：今自治経営が取り組み始めたクリエイティブスクール事業についてご紹介。先日のクリエイ

ティブスクールオンライン授業の内容た今後のビジョンについて紹介しました。小川からは、今計

画中の学びの場についての紹介がありました。

【寄付会員向けトーク〜市原市小川さん公開インタビュー〜】

日時：令和3年1月22日（金）16:30〜17:30
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：インタビュアー アライアンス会員永井大輔（メディア部）　アライアンス会員小川起生 モ
デレーター事務局中山沙也可

内容：今回はメディア部が市原市で活躍する小川さんにインタビューする模様を生公開しました。

小川起生　オープンロード合同会社　代表　１９８３年　千葉県市原市五井出身

３０歳にてオープンロード合同会社を設立し、プロモーション事業をスタート

市原市や千葉市を中心にまちづくりの学びと実践を繰り返し、民間主導のまちづくりを五井駅西

口や千葉駅西口を中心に取り組んでいる。

工業以外の新たな産業を創り出せる人材が集まる場所として２０１９年１月１５日に五井駅西口

の商店街シンコープラザにコワーキングスペース「co-saten」をオープン

【サポーター交流会】

日時：令和3年2月26日（金）19:00〜21:00
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：理事宮下智、アライアンス会員菊川岳浩、アライアンス会員柳瀬邦治、アライアンス会員

桜井健太、モデレーターアライアンス会員一ツ谷正範

内容：コロナ禍の中、日々大変な局面をガッツとバランスの良い自粛で乗り気っていると思いま

す！NPO自治経営設立後、約１年が経とうとしていますが、中々みなさんとワイワイやれる日が
難しく今日に至っています。そんな中、どんなメンバーがどんな活動をしているのか、知りたいと

いう声が届いております！気軽に、無理のない範囲で、楽しくをもっとーに、ごちゃ混ぜトークを楽

しんでみました。

【サポーター向け生配信トーク〜さいたまのPPPの現状とこれからについて　メデイア部×宮本さ
ん公開インタビュー】

日時：令和3年3月26日（金）16:30〜17:30
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：インタビュアー アライアンス会員永井大輔（メディア部）　アライアンス会員宮本 恭嗣 モ
デレーター事務局中山沙也可

内容：メディア部がさいたま市のPPPコーディネーターである宮本さんにインタビューする模様を
生公開しました。

宮本 恭嗣　株式会社ENdesign代表取締役社長/さいたま市PPPコーディネーター
都市経営プロフェッショナルスクール１期生 



【サポーター向け生配信トーク〜水辺でのチャレンジ〜　島根県松江市と埼玉県杉戸町】

日時：令和3年4月26日（月）20:00〜21:00
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：アライアンス会員中司弓彦　アライアンス会員新井友和 モデレーター事務局中山沙也

可

内容：松江市の中司弓彦さん、杉戸町の新井友和さん、モデレーターであり水辺での実証実験

の経験のある中山がそれぞれのまちでの水辺でのチャレンジ・課題について話をし、それぞれの

気づきなどをトークセッションしました。

【サポーター交流会】

日時：令和3年6月14日（金）21:00〜22:00
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：アライアンス会員山田真由美、サポーター会員加川康子、サポーター会員上野博文、ア

ライアンス会員伊藤ケイ子、モデレーターアライアンス会員一ツ谷正範

内容：サポーターのそれぞれの事業についてプレゼンいただき、気づきをシェアし、交流を行いま

した。

【サポーター向け生配信　Code for Harimaの取り組み】
日時：令和3年7月14日（水）21:00〜22:00
会場：会議ツール「Zoom」を使った完全オンラインにて開催した。
出演者：アライアンス会員石本玲子　モデレーター事務局中山沙也可

内容：高砂市の石本さんに、Code for Harimaの取り組みについてお話いただきます。実際の
Code for Harimaの定例会の場所から配信いただくので、雰囲気も伝わりやすいかと！
石本さんは最近グラフィックレコーディングの本も出されたので、その紹介もあるかも！？お楽し

みに。

Code for Harimaとは　播磨地域の困ったことなどをITやテクノロジーと地域の力を合わせて考
え、より良く、素敵な場所にしたいという思いの人が集まったコミュニティ

https://www.facebook.com/codeforharima/

https://www.facebook.com/codeforharima/?__cft__[0]=AZV3blc04AXAV_4mOXqYuwg1FDi8MqwkW_F991iCgw0MZYAzQRBvqogiKzY_T5ENNTFG9Y8cp5MwM_rqZEYZIjQcRdXqwthG885ivGb5XatGMg&__tn__=q






⑧stand fm
以下、24回の配信を実施した。（再生回数は随時約100～200回程度)
　



（７）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆その他、noteによる記事の配信など行いました。
　有料記事売上15,251円（この中から謝金をお支払い）
◆オープンチャット

「クリエイティブスクール - セルフマネジメントを育む新たな学校づくり-」
https://line.me/ti/g2/LsnwS-HBnAT9bOdu4O_dGg...
◆クリエイティブスクールのオンライン授業の様子

https://www.youtube.com/watch?v=X4DiIhls-_M&feature=youtu.be
以上

https://line.me/ti/g2/LsnwS-HBnAT9bOdu4O_dGg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR3llVJ82L49rZhKJ1QIf88qd0pifdJhxZyIpO6ZeYRlwkKfQXfwxYf3KjI
https://www.youtube.com/watch?v=X4DiIhls-_M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0-bfANHJc7rV14C2LgRwmF-JI2d6OJH7ocXgRpgmkiKHEjOamHGTUh350

