
さいたま市緑区芝原２丁目１６番地２１号

種別 責任者 責任者以外の担当者 実施時期
事業費
（円）

備　考

1.調査及び研究事業
14101 見沼田んぼ景観形成ビジョン研究会 自主 中津原 若林、深堀、三浦 H26～ 0 研究会に参加

14102
埼玉県景観整備機構活動
（景観DBの活用を含む）

委託 安部 桑田、中津原、窪田、深堀、三浦 H21.4～ 0 2016行政年度以降の企画提案を検討中

14103 高沼用水の整備に関する検討 協働 三浦 鈴木（清）、中津原 H14～ 0
ネットワーク会議で区画整理事業と河川整備
事業協議調整

14104 つくたま塾の開催 自主 安部 若林、三浦、石田 H16～ 0
14105 さいたま百景普及活動 協働 中津原 安部、能登 H19.1～ 0 マップ制作、まちあるきなど普及事業

14106 上尾市区画整理公園実施設計業務 委託 高間 三浦、桑田、作山、安部他 ～H26.10 3,214,080
工期2014年9月末；完了手続きは10月（３号
公園について）

14107 上尾市区画整理公園実施設計業務 委託 高間 三浦、桑田、作山、安部他 H27.4～ 0
2015年9月実施設計完了→2016年3月まで工
期延長（７号公園、２号公園）

14108 鴻巣市箕田土地改良区管内図制作 委託 三浦 安部 H26.4～ 648,000
14109 ワーキンググループ（WG）活動 自主 中津原 5つのWG活動 H26.8～ 0

14112
東大宮商店街地域つながり力アップ支援事
業

委託 三浦
芝工大、near designと協働
作山、中津原、佐藤裕

H26.12～ 0 商店街PR誌12,000部の制作・発行と、学生による商店街活性化事業の提案

2.情報発信事業
14201 Webサイト、FBの運用 自主 安部 若林 H14～ 0
14202 チラシ・リーフレットの発行 自主 安部 H26 リーフレットの改定

14203 つくたま情報紙の発行 自主 三浦 中津原、若林、安部 H25.6～ 282,600 3号～4号発行
3.普及、人材育成事業
14301 研修旅行 自主 若林 0 越後妻有トリエンナーレ視察
4.コーディネート、ファシリテート事業
14401 氷川の杜まちづくり協議会 協働 中津原 桑田、能登、鈴木（信）、安部 H16～ 2,860,488 2014年度、2015年度

14402
JR環境空間「河童の森づくり」に関する支
援

協働
鈴木
（清）

三浦、瀬尾 H15～ 0 埼玉県トラック協会から寄付で用地拡大→公開公園化に向けた住民参加WSなど企画提案

14403
さいたま・まちプラン市民会議2014～
2015

協力 中津原
持齋、能登、石田、三浦、桑田
安部、宇野、齋藤、若林、作山

H18.7～ 0 まちづくりビジョンの巡回展、ミニフォーラム開催、出版など

14404 見沼区民会議活動支援業務 委託 安部 中津原、佐藤 H21.4～ 1,468,800 第６期区民会議後期、第７期区民会議前期
14405 中央区区民会議活動支援業務 委託 三浦 生越（さいたまNPOセンターと協働） H25.4～ 1,537,920 第６期区民会議後期、第７期区民会議前期

14406
さいたま市公共施設マネジメント計画WS
支援業務

委託 安部 若林、齊藤、利根川 H26.9～ 789,696 芝浦工大志村研究室のサポート業務

14407 アートフルゆめまつり支援 自主 出口 三浦 H19.4～ 0 2015年：4月26日（日）開催
14408 アーバンデザインセンター大宮 自主 三浦 出口 H27.4～ 0 運営組織立ち上げへの支援、参画検討

14409 大宮公園アートイベント支援 協力 安部
NPO法人コンテンポラリーアートジャ
パン（CAＪ）と協働

H26.10～ 0 アートイベントの企画、実施の支援

14410 さいたまカーフリーデー2015 協力 中津原 三浦、安部、桑田 H21.4～ 0 実行委員会への参加
14411 岩槻・長谷川邸保全活用計画 自主 若林 利根川、中津原、三浦 H26.10～ 0
14412 南区区民会議活動支援業務 委託 中津原 生越（さいたまNPOセンターと協働） H27.4～ 0 第７期区民会議前期
5.市民活動支援事業
14501 天沼住宅地区計画検討支援 協力 石田 中津原、三浦、若林、宇野 H15.2～ 0 市議会で請願採択

14502 浦和常盤8丁目地区計画検討支援 協力 中津原 H21.10～ 0
専門家派遣終了
継続相談はリクエスト待ち

14503 さいたま市民自治フォーラム 協力 中津原 三浦 H25.4～ 0

14504
芸術文化を活かした地域活性化事業～美術
と街巡り・浦和（仮称）

協力 若林
14409の流れを受けた事業で、松永さ
んの企画支援の位置づけ

コーディネート、ファシリテート事業の枠か
ら市民活動支援事業の枠へ移動

6.その他の事業
14601 さいたま市福祉のまちづくり推進協議会 委員 若林 H15～ （謝金） 推進協議会＋モデル地区部会継続中

14602
さいたま市地域包括支援センター運営協議
会

委員 三浦 H18～ （謝金）

14603 埼玉県景観審議会 委員 深堀 H21.10～ （謝金） 埼玉大学教授として委員委嘱

7.組織運営体制の強化
14701 つくたまアクションプランの検討 自主 中津原 できるだけ全員参加で H25.6～ 0

14702 事務局担当理事の増強と役割分担の見直し 自主 三浦 安部、中津原、若林
H24.4～,
10～

0

10,801,584 【主な事業費を計上】

平成26年度　事業報告書
平成27年12月11日

  平成26年度の事業計画に基づき以下のとおり事業を実施し、平成27年11月17日に開催した総会に、監査報告書を添付して当該事業に係る決算案を諮っ
たところ、議決（承認）されたので報告します。

特定非営利活動法人都市づくりエヌピーオーさいたま

理事長　窪　田　陽　一　　㊞

電話番号　048-876-1782

１　事業の成果

・コーディネート、ファシリテート事業　→　さいたま市見沼区、中央区における第６期区民会議の活動支援を実施

・さいたま市公共施設マネジメント計画ワークショップ支援業務などを実施

２　事業の実施に関する事項（平成26年10月1日〜平成27年9月30日）

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名


