2022年度 特定非営利活動に係る事業計画

2022 年 4 月 1 日 〜 202 3 年 3 月 31 日

2. ハタラクをささえる

自分のやりたいことでこれからのまちをつくる人を応援し、

多様な人のはたらくを応援し社会のつながりを深めます。

楽しみながらその想いを実現できる社会を広げ、みんなのHAPPYを目指します。

それにより、柔軟な働き方ができる地域や活気のある社会を広げ、みんなのHAPPYを目指します。

事業内容

市民活動促進支援事業
［対象：宝塚市内の市民と
市民活動団体］

生きがいしごと
サポートセンター事業
［対象：兵庫県民］

市民力のあふれるまちにするために
・特定非営利活動法人の起業・運営相談
・市民活動団体等のコミュニティビジネス育成等の支援
・補助金・助成金事業一覧の作成、及び申請支援
誰もが参加できるまちづくりのために
・市民活動団体等のICT（デジタル化）活用支援
・『宝塚市みんなのまちづくり協議会ポータルサイト』の運営
・まちづくり協議会の情報発信支援・活性化支援
・市民活動団体の実力アップ講座
シニア世代の多様で柔軟な働き方を推進するために
・働くシニア支援ステーション運営（ホームページによる情報提供）
・シニア向け起業講座・多様な働き方を学ぶセミナー
・シニア向け在宅ワーカー育成講座
社会の変化に則した多様で柔軟な働き方創出のために
・地域課題から仕事を作り出す視点を学ぶ講座
・仕事の切り出しをして地域にシェアするための講座
コミュニティビジネス等での起業・就業を支援するために
・就労相談・CB団体・NPO法人就業体験・学生等若者対象のインターンシップ
・専門家派遣、CB起業・NPO法人化相談、経営相談
・団体設立・起業支援
・CBセミナー、女性のためのCB起業講座

19

実施目標
通年
通年
通年
通年
通年
通年
1講座

事業内容

地域若者サポート
ステーション事業
［対象者：地域を問わず
就労を目指す15〜49歳］

一人ひとりに寄り添うキャリア支援
・キャリア相談（伊丹市役所での相談業務含む）
・キャリアセミナー開催（伊丹市でのキャリアセミナーを含む）
・新卒・既卒3年未満対象セミナー
・就職氷河期世代向け対象セミナー
地域とともにキャリア支援
・地域企業や団体での職場体験
・地域企業や団体とのネットワーク構築
・ミニ企業説明会
・ITを活用した就労支援

通年
２講座（各連続２回）
１講座（連続３回）
１講座
２講座（連続２回）
通年
通年
25 団体
各１講座

就労準備支援事業及び
生活困窮者自立相談支援事業
（就労支援）
［対象：宝塚市民］

一人ひとりに寄り添うキャリア支援
・キャリア相談
生活と働くことを一緒に考える支援
・ライフプラン等各種講座
・地域と連携した農作業体験
・食品ロス問題を通じた就労支援
地域とともにキャリア支援
・地域企業や団体とのネットワークを活用した職場体験
・ミニ面接会や交流会
・ITを活用した就労支援

実施目標
新規登録者140人
就職決定者100人
5回
6回
通年
40団体
6回
通年

通年
5回
12回
3回
24人
2回
通年

女性のための就労支援事業
［対象：宝塚市在住で
就労を目指す女性］

キャリアアップや再就職を目指すためのキャリアセミナー
・オンラインによるMOS資格取得講座
一人ひとりに寄り添うキャリア支援
・キャリア相談

40団体
通年

若者就労支援事業
［対象者：就労に課題を抱える
宝塚市内の15歳〜49歳］

一人ひとりに適切な進路を導くキャリア支援
・就労支援セミナー
・職場体験実習
・キャリア相談

19講座
通年
通年

宝塚のにぎわいづくりと起業支援
・起業し店舗運営するオーナー支援

通年

三田市創業支援と
地域活動支援事業
［対象：55歳以上の三田市民］

シニアによる地域活動と創業への学びのために
・さんだ生涯学習カレッジ研究科
・創業支援コース／地域活動コースの連続セミナー開催

Say!So!（清掃）事業
［対象：一般市民］

マンションの共有スペースの清掃×働く場を探している人
・清掃マンション物件数
・作業従事者の教育と就労支援

4件
2人

１講座
１講座

居住支援事業
［対象者：宝塚市内の
居住支援を必要とする人］

・入居のための支援
・入居後の就労支援・生活支援

通年
通年

母子ハウス
［対象者：母子家庭］

・母子ハウスの改修工事
・入居者の募集
・母子家庭にかかわる関係者のネットワーク作り
・入居者への就労支援と食糧支援
・地域コミュニティとの協働による支援

通年
通年
通年
通年
通年

コミュニティ・ビジネス
ICT活用促進事業
［対象：兵庫県民］

コロナ禍で停滞する活動を発展させるために
・オンライン会議システムを用いたコミュニケーションを促進
・団体の情報発信力強化と活性化
・ICTサービスの導入活用・促進

通年
通年
通年

ひょうごアドプト促進業務
［対象：阪神北地域で
アドプトに取り組む団体］

地域の景観を守る市民団体支援
・アドプト団体活動支援

シェアカフェ起業支援事業
［対象：シェアカフェ利用オーナー］
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１. ツナガリとニギワイをつくる

100時間
通年
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