
新しい公共推進指針策定事業

受託者
特定非営利活動法人
みえNPOネットワークセンター

特定非営利活動法人
みえきた市民活動センター

四日市NPOセクター会議
特定非営利活動法人
市民ネットワークすずかのぶどう

特定非営利活動法人
なばりNPOセンター

特定非営利活動法人
津市NPOサポートセンター

特定非営利活動法人
Ｍブリッジ①

特定非営利活動法人
Ｍブリッジ②

東紀州コミュニティデザイン

備考
①リユースＰＣ寄贈地
域循環化プロジェクト

②志摩地域中間支援
組織基盤整備プロ
ジェクト

③ＮＰＯ法・税制改正
啓発プロジェクト

4月

第７回基金をつくる会
■ITラジオ（毎週放送）、
かわら版（毎月15日発行）

■寄付集め
■面接調査準備

■公開型助成イベント準備

寄付の仮受入先として市民社会研究所
の認定NPO法人申請
第３回企画委員会
（市民活動サポートバンク推進組織・事
業協議）
■多様な資金獲得手法の開発と実践

（ファンド原資獲得）

「ぶどう通信」（月刊）に団体照会・参加体
験記事コーナー開設
■団体交流会企画・開催
■新規賛助団体確保及びIT相談業務
■「夏の鈴鹿川体験」実行委員会

NPO法寄付税制改定NPO会計学習会
第２回
NPO初級講座「今更聞けないNPOにつ
いて」第２回
＠地域協議会
寄付を受けやすくする講座
第２回＠旧上野地区

第８回検討委員会
【第二段階：勉強会及び講座の開催】
講座勉強会及び広報

ダミー紙（その１）発行・発行後の検証
■取材作業、広報マン・市民ライター勉

強会（継続的に）
■広報営業、ダミー紙（その２）準備

企業の開拓及び再生
作業をしてもらえる作
業所等の確保
＠東北

■志摩での中間支
援組織強化の
ためのNPO団
体基礎調査

■NPO法・税制改正
の最新情報の受
発信及びセミナー
開催準備

■CReAM Lab.への就労呼びかけと
支援

■熊野レストレーションと協働した
イベント開催
第4回みやちとーるのカメラ講座
尾鷲イタダキ市事務局機能強化
支援

5月

第２回新しい公共地域円卓会議
＠８ヶ所
（平成２３年度の議論を踏まえた円卓
会議
「新しい公共の基本的な課題につい
て」）

第８回基金をつくる会
基金組織の決算・事業報告
書・事業計画・予算作成

人材ポケットの地域への説明会
＠四日市、菰野、川越、朝日

寄付付きイベント 第２回
＠旧上野地区

■勉強会
（２週間に１度・全10回）

■講座
（１ヶ月に１度・全５回）

■企業の開拓及び
再生作業をして
もらえる作業所
等の確保
＠三重県内

第14回北川マーケット
第5回みやちとーるのカメラ講座
飲食店オープニングイベント
石釜を使ったイベント
お魚いちばおとととの協働事業
（イベント支援）

6月 第３回新しい公共推進指針策定委員会
第９回基金をつくる会
公開型助成イベント総会
120人の第二次リスト作成

第４回企画委員会
（市民活動サポートバンク推進組織
事業協議）

NPO法寄付税制改定NPO会計学習会
第３回
＠高校大学

第９回検討委員会
創刊号完成・配本

ダミー紙（その２）発行・発行後の検証・
最終調整

CReAM Lab.を使った人材交流イベント
第6回みやちとーるのカメラ講座
第1回サロンHASUのアロマ講座
市民活動団体情報データベース化事業
調査

7月
第１回きらきら基金の会
■面接調査
■公開型助成イベント検討

NPO初級講座「今更聞けないNPOにつ
いて」第３回
＠高校大学
寄付を受けやすくする講座第３回
＠旧青山地区

NPO法・税制改正の
最新情報の受発信及
びセミナー開催準備

第15回北川マーケット
第2回サロンHASUのアロマ講座
石釜を使ったイベント
ボルダリングを使ったイベント
紀北町燈籠祭ごみナビゲートボランティ
ア支援

8月
第４回新しい公共推進指針策定委員会
新しい公共推進指針中間案策定

第２回きらきら基金の会
第５回企画委員会
（市民活動サポートバンク推進組織
事業協議）

「夏の鈴鹿川体験」イベント
寄付付きイベント 第３回
＠旧青山地区

第10回検討委員会
第２号完成・配本

■志摩地域・三重県
内ステークスホ
ルダーの発掘と
ネットワーク構築

■セミナー不参加団
体へのミニレクチ
ャーや訪問による
啓発活動

第3回サロンHASUのアロマ講座
石釜を使ったイベント
ボルダリングを使ったイベント
港まつりごみナビゲートボランティア支
援
尾鷲イタダキ市イベント支援

9月

第３回新しい公共地域円卓会議
＠８ヶ所
（中間案説明、中間案を基にした円卓
会議「新しい公共の進め方」）
パブリックコメント

第３回きらきら基金の会
■「鈴鹿川流域の環境展」

実行委員会
NPO活動『ワールドカフェ』第２回
＠旧上野地区

第16回北川マーケット
石釜を使ったイベント
講座開催
熊野レストレーションとの協働イベント
29日：全国ボランティアフェスティバル

10月 第４回きらきら基金の会
第６回企画委員会
（市民活動サポートバンク推進組織
設立総会）

第11回検討委員会
第３号完成・配本

【第三段階：キーパーソンに対する個別
相談】
■個別相談の時間設置

（全10回）

正規版（その１）発行
講座開催
NPO法人みえ防災市民会議との協働イ
ベント

11月 第５回新しい公共推進指針策定委員会 第５回きらきら基金の会

NPO法寄付税制改定NPO会計学習会
第４回
NPO初級講座「今更聞けないNPOにつ
いて」第４回
＠企業
寄付を受けやすくする講座第４回
寄付付きイベント 第４回
＠旧伊賀地区

■リユースパソコン
再生作業の指導
＠三重県内

第17回北川マーケット
石釜を使ったイベント
講座開催
市民活動団体情報データベース化事業
調査

12月
新しい公共推進指針最終案策定
パブリックコメント

第６回きらきら基金の会
面接調査集計
■公開型助成イベントの準備・広報

第７回企画委員会
（事業協議）

第12回検討委員会
第４号完成・配本

正規版（その２）発行
ボルダリングを使ったイベント
講座開催
熊野レストレーションとの協働イベント

1月 第６回新しい公共推進指針策定委員会
第７回きらきら基金の会
面接調査結果HP掲載

「鈴鹿川流域の環境展」イベント
事業終了後の安定的運営に向けての

準備・段取り
リユースパソコン再生
作業の指導＠東北

第18回北川マーケット
石釜を使ったイベント
講座開催
尾鷲イタダキ市イベント支援

2月 推進指針完成
第８回きらきら基金の会
公開型助成イベント実施

市民活動サポートバンク設立記念イベ
ント

NPO法寄付税制改定NPO会計学習会
第５回
NPO初級講座「今更聞けないNPOにつ
いて」第５回
＠行政
寄付を受けやすくする講座第５回
寄付付きイベント 第５回
＠旧大山田地区
NPO活動『ワールドカフェ』第３回
＠名張地区

第13回検討委員会 正規版（その３）発行
■リユースパソコン

再生作業の指導
＠三重県内

ボルダリングを使ったイベント
講座開催
熊野レストレーションとの協働イベント

3月 新しい公共推進フォーラム

第９回きらきら基金の会
公開型助成イベントの集計分析
平成25年度以降の活動の作戦会議
面接調査結果報告書の作戦

第８回企画委員会
（事業の検証、今後の取組の検討）

鈴鹿・亀山地域のボランティア・
市民活動団体データベーズ完成

取りまとめ・総括
新年度への企画立案

第５号完成・配本
まとめ・ふりかえり

成果の集約・発表
第19回北川マーケット
石釜を使ったイベント

新しい公共を支える資源循環の基盤づくり事業

平成24年度 新しい公共支援事業 スケジュール

特定非営利活動法人
いせコンビニネット


