
（3）CB（コミュニティビジネス）ゼミナール：6コマ開催 のべ58人参加
生きがいある仕事につなぐため、NPOやコミュニティビジネスについて基礎的な知識を学ぶ講座。
①CB･NPO入門２コマ ②起業支援２コマ ③資金調達２コマという基本的な３テーマで開催しました。

講座名 開催日 開催場所 講　師　名 参加者数

NPO入門講座①
知っておきたいNPOのこと
(基礎編）

H22.7.2 生きがいしごとサポートセンター
阪神北

(特）宝塚NPOセンター
森綾子 8

NPO入門講座②
知っておきたいNPOのこと
（資金編）

H22.7.2 生きがいしごとサポートセンター
阪神北

(特）宝塚NPOセンター
森綾子 8

CB・SBで起業し、
成功するコツ！

H22.8.18
宝塚市立男女共同参画センター

（特）宝塚NPOセンター
森綾子 16

先輩に聞く：
CB起業事例、Q&A

H22.8.18
宝塚市立男女共同参画センター

（特）ふらっとスペース金剛
岡本聡子

(特)友－友　小林房子 16

資金調達講座①
助成金・獲得力セミナー基礎知識

H22.9.18
宝塚市立男女共同参画センター

（特）宝塚NPOセンター
田渕由佳利 5

課題解決WS
助成金申請Q&A②

H22.10.2
宝塚市立男女共同参画センター

（特）宝塚NPOセンター
田渕由佳利 5

（4）实務講習会
实務講習会として、基本的なスキルを身につける「实務講座」と、スキルアップ

としての「事業拡充講座」を合計30コマ实施しました。対象団体のニーズにあっ
た内容の絞り込みにより、参加者合計はのべ295人で、昨年度比185％となりま
した。

实務講座：15コマ開催 のべ72人参加
实務講座では、会計实務、広報力・情報発信力、労務管理、事業報告書作成
など、NPO法人の事務局の運営上、欠かせない实務を身につける事を主眼に
開催しました。

講座名 開催日 開催場所 講　師　名 参加者数
事業計画
事業計画实現ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ H22.4.17

生きがいしごとサポート
センター阪神北

㈱イデア・ビジネスクリエイト
代表　井原準哉 8

課題解決WS
会議ファシリテーター講座①

H22.5.20
宝塚市立男女共同参画
センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

課題解決WS
会議ファシリテーター講座②

H22.5.20
生きがいしごとサポート
センター阪神北

ひと結び代表
佐野岳章 6

課題解決WS
新ITスキル：Gメールの100%活用術

H22.6.10
生きがいしごとサポート
センター阪神北

(特）コミュニティ・リンク
細谷　崇 4

課題解決WS
新IT：ツイッターの100％活用術

H22.7.13
生きがいしごとサポート
センター阪神北

(特）コミュニティ・リンク
細谷　崇 10課題解決WS

商品力アップ講座
商品力に必要なこと①

H22.7.15
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋　壽也 11課題解決WS

商品力アップ講座
商品力に必要なこと②

H22.7.15
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋　壽也 11課題解決WS

商品力アップ講座
商品力発見！WS①

H22.7.29
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋壽也 11課題解決WS

商品力アップ講座
商品力発見！WS②

H22.7.29
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋壽也 11

課題解決WS
助成金申請Q&A①

H22.9.18
宝塚市立男女共同参画
センター

（特）三田を知る会
堺末廣 5

課題解決WS
助成金申請Q&A②

H22.10.2
宝塚市立男女共同参画
センター

（特）三田を知る会
堺末廣 5

人間関係トレーニング：チームビルディング①
H22.11.27

（特）国際エンゼル協会
東条研修センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

人間関係トレーニング：チームビルディング②
H22.11.27

（特）国際エンゼル協会
東条研修センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

人間関係トレーニング：チームビルディング③
H22.11.28

（特）国際エンゼル協会
東条研修センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

NPOと行政の協働講座
H22.12.8

宝塚市立男女共同参画
センター

（特）ワーク・ライフ・コン
サルタント代表
藤島一篤 9



事業拡充講座：15コマ開催 のべ123人参加
实務講座のブラッシュアップとして、中期事業計画作成、商品力アッ

プ、行政との協働などの講座を15コマ開催しました。
課題解決ワークショップでは、団体運営に必要でタイムリーな課題を

解決するために尐人数の演習を中心とした講習会を開催し、団体に持
ち帰ってすぐ活用できるよう、より实践的な内容にしました。

Ⅱ 定着循環事業 2コマ開催 のべ296人参加
今年度は生きサポ事業１０周年にあたるため、県下６生きサポが合同でフォーラムを開催。講演CBの事例紹介

との構成で实施し２８０名の参加があり、生きサポの認知度も上がりました。
NPOやCBへの理解を深め、参加していただくきっかけづくりとして「NPO・CBでボランティア」セミナーを開催し

た結果、６団体に７名ボランティアマッチングが成立。貴重な人材を得ることができました。

Ⅲ 団塊世代の元気推進事業 2コマ のべ46人参加
・地域につながりを持ちたいが、きっかけがないというシニア・団塊世代のためにボランティアとは何か？を、
ワークショップを通じて考え、ボランティアをしてみようかと思ってもうための動機付けができました。
・シニア団塊世代が第二のステージとして起業した事例紹介を通し、起業イメージを掴んでもらえました。

講座名 開催日 開催場所 講　師　名 参加者数

生きがいしごとサポートセンター10周年合同
フォーラム「幸せな働き方を考える」 H22.8.21 神戸市勤労会館

法政大学大学院教授
坂本光司ほか

280

NPO・CBでボランティア！ H23.2.5 宝塚市立男女共同参画センター
ボランティア受け入れ団体の
担当者

16

講座名 開催日 開催場所 講　師　名 参加者数

はじめてのボランティア
セミナー

H22.8.7 宝塚市立男女共同参画センター
ひと結び代表
佐野岳章

28

シニア起業家に聞く！ H23.2.5 宝塚市立男女共同参画センター
（特）とんとん
江藤　勇

18

7

講座名 開催日 開催場所 講　師　名 参加者数
事業計画
事業計画实現ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ H22.4.17

生きがいしごとサポート
センター阪神北

㈱イデア・ビジネスクリエイト
代表　井原準哉 8

課題解決WS
会議ファシリテーター講座①

H22.5.20
宝塚市立男女共同参画
センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

課題解決WS
会議ファシリテーター講座②

H22.5.20
生きがいしごとサポート
センター阪神北

ひと結び代表
佐野岳章 6

課題解決WS
新ITスキル：Gメールの100%活用術

H22.6.10
生きがいしごとサポート
センター阪神北

(特）コミュニティ・リンク
細谷　崇 4

課題解決WS
新IT：ツイッターの100％活用術

H22.7.13
生きがいしごとサポート
センター阪神北

(特）コミュニティ・リンク
細谷　崇 10課題解決WS

商品力アップ講座
商品力に必要なこと①

H22.7.15
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋　壽也 11課題解決WS

商品力アップ講座
商品力に必要なこと②

H22.7.15
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋　壽也 11課題解決WS

商品力アップ講座
商品力発見！WS①

H22.7.29
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋壽也 11課題解決WS

商品力アップ講座
商品力発見！WS②

H22.7.29
宝塚市立男女共同参画
センター

（有）グッドウィル代表
小橋壽也 11

課題解決WS
助成金申請Q&A①

H22.9.18
宝塚市立男女共同参画
センター

（特）三田を知る会
堺末廣 5

課題解決WS
助成金申請Q&A②

H22.10.2
宝塚市立男女共同参画
センター

（特）三田を知る会
堺末廣 5

人間関係トレーニング：チームビルディング①
H22.11.27

（特）国際エンゼル協会
東条研修センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

人間関係トレーニング：チームビルディング②
H22.11.27

（特）国際エンゼル協会
東条研修センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

人間関係トレーニング：チームビルディング③
H22.11.28

（特）国際エンゼル協会
東条研修センター

ひと結び代表
佐野岳章 8

NPOと行政の協働講座
H22.12.8

宝塚市立男女共同参画
センター

（特）ワーク・ライフ・コンサル

タント 代表  藤島一篤 9



就業者マッチングについては、就職促進事業担当者をはじ
め、スタッフ全員で情報を共有すると共にハローワークやその
他関連機関との連携により、幅広い求人情報を個別に紹介し
た結果、求職者数は昨年度比110％となりました。

兵庫県 ふるさとCB創出事業

求人については、22年度は特に福祉系機関への営業を行い、
継続的に求人情報が入ってくるようになりました。

ただ、不定期な登録スタッフとしての募集も多く、求職者の
希望に合わず、すぐにはマッチングには結び付かない状況で
すが、引き続き、希望に沿えるような求人開拓を続けたいと思
います。

また、大学との連携では、大学生のＮＰＯへのボランティア・
就業、また大学からの仕事の依頼などにも対応しています。

無料職業相談事業・生きサポによる就職促進事業

就業相談 (適宜实施）
今年度は、キャリアコンサルティングなど就職促進事業ともうまく関連させ、实力はあるのに応募に何度も落ちて

自信を無くされた方や就職困難な方への丁寧なリファーなど、相談实績と共に内容を深めることができました。

求職者に対しては、「お仕事を一緒にさがしましょう」というスタンスで、相談者のペースに合わせた細やかなサポー
トを实施してきました。

今年度の顕著な相談者の傾向としては、60代の定年退職後の男性が増えています。
また、気になるのが若者の増加でした。鬱や社会適応障害などの人はこれまでと同様ですが、親が正社員にこだ

わるなど、親の影響を受けている人も多く、ハローワークなどでの求人相談ではなかなか決まらない人たちです。
このようなケースについては、いきなり一般就労ではなく、社会参加から必要と思われる人にはボランティアやイ

ンターンシップなどから始め、福祉など専門の支援機関につなぎつつ、安心して就職活動が行える環境を整えまし
た。 このように、その人にあった働き方・職場を見つけるお手伝いを進めてきました。

ふるさとコミュニティー・ビジネス創出支援事業は、兵庫県から受託し、
但馬地域において、２名の指導員がＮＰＯ法人設立等コミュニティー・
ビジネス起業相談及び啓発活動を实施しました。
ふるさとコミュニティー・ビジネスインターン事業は、２名のインターン生
が年１２回宝塚ＮＰＯセンター等においてＮＰＯ法人設立申請書、事業
報告書等の作成講座に参加するとともに、地元で地域活動を行ってい
る人達に対し、ＮＰＯ法人設立の要件、法人化のメリット等を事例を挙
げて説明することにより、インターン自身のＮＰＯ法人設立に係るノウハ
ウの習得に貢献しました。

経済産業省「中間支援組織の育成事業」

中間支援組織の育成事業は、和歌山ＮＰＯセンターに対しては、和歌山市、田辺市及び新宮市等において、講演会・
相談会の開催を通して、又はハンズオンで、ＮＰＯ法人の設立等コミュニティビジネス起業を支援できる中間支援組織とし
て育成するための事業を实施しました。
富田林市に対しては、同市と協働で１６回の相談会等を实施すると共に、同市内の一ＮＰＯ法人を中間支援組織に育成
するため支援を行いました。
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兵庫県「ひょうごアドプト推進事業」

アドプトとは、河川の清掃、里山の保全、道路の花壇の維持管理などを地域のボラン
ティア団体・地縁組織・ＮＰＯなどが担う制度。兵庫県内の県民局で、唯一行政とＮＰＯ
が協働して事業を推進しているモデルケースとなっています。

阪神北県民局管内の２７アドプト活動団体のネットワーク作りと活動支援を通して、地
域作りを推進。中間支援である宝塚ＮＰＯセンターがこの事業を推進することで、ＮＰＯ
法人とアドプト活動団体との出会いの場を作り、ＮＰＯ法人の活動を身近に感じてもらう
ことが出来ました。また、活動団体に地縁組織が多いため、阪神北県民局管内の地縁組織
とのネットワーク強化が大きな成果となりました。

（１）活動状況の把握
27団体の活動状況を把握するために、提出された報告書を基に団体を訪問。
これにより、個々に活動している団体に対して他の活動団体の活動事例などの紹介がで

き、ＮＰＯセンターを中心としたネットワーク構築ができました。

（２）資材提供
アドプト活動団体には、里山保全などプロ仕様の道具を使用する

団体が少なくなく、一般の店舗だけでなくネットショップを利用し
た購入に切り替え、良い道具を早く活動団体に提供しました。

また花苗提供は、宝塚市内で緑化活動や子育て支援活動をしている
(特）ひょうご宝塚園芸福祉協会」と協働。

これにより、一般の業者からの購入よりも安価で良質の花苗が
提供できるようになり、活動団体に喜ばれました。

（３）協力企業開拓
宝塚市内の観光事業者に協力を依頼。アドプト団体が市の中心を流れる武庫川河川敷を

清掃することが、観光資源の保持に繋がるとの理由から、11月開催の「ひょうごアドプト
チャリティフェスタ」への協賛をいただきました。

また、アドプト団体が自主的に生み出した活動資金から基金を作る仕組みを、基金を持
つ企業にヒアリングを行い、基金の運営や組織体制にについて参考資料を収集し、自立し
た活動に一歩前進しました。

（４）団体間のネットワークと地域への啓発
22年度は団体からの希望で「団体交流会」「草刈り機講習会」を開催しました。「草刈り
講習会」は、安全な活動のために、ＮＰＯ活動法人「兵庫間伐サポートサービス」が協働
で道具の正しい使用方法を講習しました。

活動資金獲得のための夏祭りでの出店、武庫川河川敷でのイベント「光の道しるべ」へ
の参加など地域にアドプト活動を啓発した1年でした。
また、昨年度に引き続き「アドプト☆チャリティフェスタ」を11月に開催。

今回は地元企業3社からの協賛をいただき、昨年以上に活発なフェスタとなりました。
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兵庫県「地域づくり活動担い手育成支援事業」

兵庫県「きらっと☆ネットワークコーディネータ‐設置事業」

阪神北県民局管内で活動するＮＰＯ法人の情報を一元化・共有化するため、
中間支援ＮＰＯ4団体が保有する活動団体の情報整理と地域団体の活動調査
（活動団体の掘り起こし）を行い、共通の情報フォーマットの様式案を検討しまし
た。

先駆的・独創的な活動を实施し、情報提供や情報発信することで、より活動が
発展すると認められる団体 市内活動団体から選び、２６ＮＰＯ法人にヒアリング。

情報収集のためにＮＰＯ法人にヒアリングに行き、事業の現場に接しながら法
人の悩みや課題に接することは、とても貴重な機会となりました。その場で解決
方法を提示、あるいは持ち帰り検討することでスタッフ全員が単体のＮＰＯの活
動状況を知る良い機会になりました。

10月16・17日の2日間、県立有馬富士公園にて開催された「きらっと☆北摂
フェスティバル」において、ＮＰＯ法人や市民団体の啓発活動および、出展、
フェスティバル終了後のネットワーク構築などを实施しました。

（1）ＮＰＯへの理解づくり「発見！ＮＰＯスタンプラリー」
様々な分野のＮＰＯ法人９団体が活動紹介ブースを運営し、活動紹介を
行った。各ブースを回りながら、ＮＰＯに関する理解を深めるスタンプラリー
形式はとても好評で、両日で250人の参加者がありました。

（2）災害への備え「君も防災博士をめざそう！防災ポイントラリー」
ＮＰＯ法人日本災害救援ボランティアネットワークと協働し、地元三田市の高
校生や大学生とともに運営し、クイズ方式の「防災スタンプラリー」を实施。幅
広い世代の参加があり、市民の防災意識の高さを再確認しました。

（3）終了後の団体間ネットワーク構築
フェスティバル参加の経験と、活動を地域につなげていくために、中間支援として
様々なネットワークを駆使し取り組んだ結果、以下のような成果が生まれました。
（１）障害者団体の授産品の販路拡大
（２）障害者雇用促進事業による配食サービスへのＮＰＯ法人からの農産物提供
（３）ＮＰＯ法人のイベント他の法人がボランティアとして参加
（４）参加団体に行政から講演依頼と活動支援

参加団体
・（特）あ・ぷり
・（特）よつ葉会
・（特）とんとん
・（特）関西アロマセラピスト・

フォーラム
・（特） 日本災害救援

ボランティアネットワーク
・（特）ペッツ・フォー・ライフ

・ジャパン
・（特）国際エンゼル協会
・（特）宝塚エルバイレＦＣ
・（特）コミュニティリンク
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