28 年度事業報告

 活動報告（抜粋）
 事業報告一覧表
 その他実績

２８年度 特定非営利活動法人地域福祉サポートちた事業報告 抜粋
Ⅰ

人材育成・研修事業

Ⅰ.（１）福祉人材育成
【強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）
】自主5回/半田市社会福祉協議会委託1回
障害特性の理解に基づく適切な支援を行うことにより自傷、他害行為など危険を伴う行動が低減され、日常生活の安定や事業所内での虐
待防止を目的に基礎研修（6回、249人）を行った。
現在の加算対象施設に対しては平成29年度（平成30年3月31日まで）の経過措置があり、ニーズは非常に高い。実践者による基本講義か
ら記録などの演習まで実務に則した学びの場として、スキルアップを目的にした受講が多い。
日程

場所

5 月 22 日、29 日
6 月 10 日、11 日

内容

受講者数

知多市市民体育館

一般 59 人
講義

半田市役所

半田市在住在勤 31 人

「強度行動障害がある者の基本的理解」

7 月 31 日、8 月 7 日 知多市市民活動センター

「強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識」

8 月 20 日、23 日

演習

10 月 2 日、9 日

日本福祉大学美浜校
知多市市民活動センター

一般 40 人
学生 32 人、一般 8 人

「行動障害の理解の重要性（特性・コミュニケーション）
」

一般 39 人

「基本的な情報収集と記録等の共有・PDCA サイクルの重要性」

1 月 29 日、2 月 5 日 知多市市民活動センター

一般 40 人

【強度行動障害支援者養成研修（実践研修）
】自主
基礎研修を修了した実務経験3年以上の指導者を対象に、担当者が手順書による支援方法を正しく理解できるよう、個別支援計画から詳
細な支援手順書の作成および伝達方法の習得を目指し実践研修（1回、29人）を行った。
日程

場所

内容

受講者数

講義
11 月 6 日
11 月 20 日

「強度行動障害がある者へのチーム支援」
、
「強度行動障害と生活の組立て」
知多市市民活動センター

演習

一般 29 人

「障害特性の理解とアセスメント」
、
「環境調整による強度行動障害の支援」
「記録に基づく支援の評価」
、
「危機対応と虐待防止」

Ⅰ.（２）NPO 人材育成
【協議体運営能力研修実施業務】豊田市（地域福祉課）委託
生活支援体制整備事業2年目の豊田市は、28圏域を第2層として各地域包括支援センタ
ーに生活支援コーディネーターを配置、協議体開催も始まった。市内25か所の地域包括支
援センター職員に対して、地域資源の把握や地域課題の理解、地域住民への働きかけの
手法を学ぶ研修を実施した。また、協議体を運営で必要な「ファシリテーション」能力を体験
的に学ぶとともに、モデル地区での協議体運営及び取組結果を他のセンターに対して報告
会を行った。
日程・会場

内容

参加

・研修の目的と進め方の説明

5 月 19 日
豊田市福祉

担当・講師

第 1 回研修

センター

地域の現状や研修への期待についてグループ

岡本一美、山﨑紀恵子、三島知斗世、

ワーク

遠山涼子、石黒好美、市野めぐみ

34 人

・今後の研修の進め方

6月9日

第 2 回研修

スカイホール

（ フ ァ シ リテ ー

豊田

ション研修）

・ファシリテーションの基本を学ぶ
・インタビューゲーム体験、ブレインストーミ
ングや集類法、ファシリテーショングラフィ
ックのプロセスの習得
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井上淳之典氏
（寺子屋プロジェクト）

47 人

9月5日
豊田市役所

・各センターが進める協議体設置運営の現状を
相談会

知り、相互に課題解決の方向を見出す

下和会地区協議体

③10 月 20 日

（モデル協議体）

④11 月 23 日

1 月 26 日
豊田市役所

25 人

①地区の現状把握

②9 月 22 日

豊田市役所

市野めぐみ

・現状の解決策についてグループワーク

①8 月 11 日

12 月 14 日

岡本一美、山﨑紀恵子、三島知斗世、

②サービス開発
③先進事例（見学先：南粕谷ハウス（知多市）
、
大池ぬくもりの会（東海市）
）

岡本一美、三島知斗世、遠山涼子、
石黒好美、市野めぐみ

④「お助け隊」立ち上げ
モデル包括報告会

・事例報告（地域包括支援センターかずえの郷） 岡本一美、三島知斗世、遠山涼子、
・事例報告を受けてのグループワーク

石黒好美、市野めぐみ

・地域円卓会議の事例紹介及び進め方
意見交換会

・地域一緒に会議を開催するためのアイデアだ
しのグループワーク

岡本一美、三島知斗世、遠山涼子、
市野めぐみ

44 人

29 人

【愛知県 NPO 運営支援アシスト派遣事業＠ちた】愛知県（県民生活部社会活動推進課）委託
NPO の運営基盤を高めることを目的に社会人ボランティア(プロボノ)を募集し、NPO とのマッチング及びコーディネートを行った。「プロボノ」
とは職業上の知識やスキルを活かした社会貢献活動を指す。福祉専門職、企業 OB、行政職員、市民活動グループから12名、NPO4団体か
らエントリーを受けて、チーム単位で各 NPO への支援活動を行った。
日程

内容

参加

①NPO 運営アシスト派遣事業について
3 日 講師:NPO 法人中部プロボノセンター 事務局長 大須賀 恵子 氏
12 月 3 日(土)10:30～16:30
事前研修
※どちらかに
参加

集合:知多市市民活動センター

6 日 講師:NPO 法人中部プロボノセンター 共同代表理事 戸成 司 氏
②ちた地域の NPO について
NPO 法人地域福祉サポートちた 代表理事 岡本 一美

12 月 6 日(火)10:00～16:00
集合:知多市市民活動センター

11 人

③現場見学
3 日 NPO 法人もやい、NPO 法人ゆめフルたけとよスポーツクラブ
6 日 NPO 法人ゆいの会、NPO 法人ゆめじろう
④現場見学後の振り返り

マッチング
交流会
プロボノ派遣
リフレクション

活動報告会

12 月 17 日(土)
場所:知多市市民活動センター
①10:00～12:00 ②12:00～13:00

①受入れ NPO 団体とプロボノチームのマッチング

13 人

②ランチ交流会

12 月 18 日(日) ～ 2 月 24 日(金)

各 NPO 団体へプロボノチーム派遣(6 日間)、随時相談受付

2 月 25 日(土)10:00～12:00

支援活動について団体とプロボノとの交流を深めることを目的に両者で

場所:知多市市民活動センター
3 月 4 日(土)9:15～11:30
場所:ウインクあいち

振り返り
活動成果報告

12 人
13 人

4人

(名古屋地区、尾張地区、知多地区、三河地区)

Ⅰ.（３）NPO 現場見学バスツアー
【通常バスツアー】自主3回
学生、一般市民、NPO 職員、行政職員を対象に基礎編、協働編、テーマ型応用編（3回 40人）を開催した。
日程

テーマ

人数

4月21日

ＮＰＯってなあに！！

8人

7月21日

ちた型0～１００歳のまちづくり

日程

26人

2月21日

テーマ

人数

空き家対策と農福連携

6人
参加者合計

40人

【オプショナルバスツアー】委託15回
暮らしからみえてきた課題を何とかしたいという想いと解決に至るプロセスを学ぶ「まちづくり体験型研修」として、依頼者の目的に合わせた
調整を行い（15回 338人）開催した。
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日程

人数

人数

6月30日

小牧市市民活動センター

27人

12月2日

権利擁護国際シンポジウム関係者

7月27日

豊明市区長連合会

30人

1月16日

NPO 法人権利擁護支援ｾﾝﾀｰふくおかﾈｯﾄ

3人

8月19日

東海市立市民活動センター

22人

1月21日

こまき市民活動ネットワーク理事研修

14人

8月15日

インターン（県職員、名短）

3人

2月9日

阿久比町 粋なオヤジの社会見学

20人

9月15日

知多市八幡地区民生・児童委員協議会

10月8日

一宮市市民活動支援センター

29人

3月6日 ＮＰＯ法人ラフト（千葉県）

9人

3月7日

名古屋地区弁護士

13人

3月27日.28日

ＮＰＯ法人三河社中（蒲郡市）

25人

10月13日
12月1日

Ⅱ

日程

阿久比町社会福祉協議会

19人

5人
17人

日福大サービスラーニング（6コース） 102人
参加者合計

338人

情報交流促進事業

Ⅱ.（３）会員交流会
【講演会】自主
「たすけて」と言える社会へ ～0から100歳の地域包括ケアのまちづくりに向けて～
「0～100歳の地域包括ケアのまちづくり」に向けて、まちづくりにおける支援のあり方を学び、各地域での議論を深めることを目的に奥田知
志氏の講演会を開催、NPO・行政・社協・一般・学生120人が参加した。

日程：5月26日
会場：日本福祉大学
美浜キャンパス
参加者：120人

内容
・熊本大震災支援民間ネットワーク こころをつなぐ「よか
隊ネット」の支援方針とその活動
・生活困窮者支援の目的、包摂型世帯支援による子ども支援
・今日の社会にある 2 つの困窮とその支援の方向性
講師：奥田知志氏
（認定 NPO 法人抱撲理事長・ホームレス支援全国ネットワー
ク理事長・生活困窮者自立支援全国ネットワーク共同代表）

Ⅱ.（4）会員リーダー研修
【居住支援学習会】自主
次世代 NPO リーダー育成を対象に、生活に困難を抱えるあらゆる世代の社会的弱者を包摂する地域包括ケアのまちづくりの一つである
居住支援について、岡山の先進事例を学習・情報交換により多業種間のネットワークを拡げた。

講演会
『誰もがこの地域で暮らすには ～岡山の取り組み～』
日程：11 月 10 日

講師：阪井ひとみ氏（阪井土地開発株式会社 代表取締役）

13：00～17：00
会場：知多市市民活動センター
参加者：70 人

意見交換会
・パネルディスカッション
・グループワーク
話題提供者

テーマ：『わたしたち市民にできるコト』

神野敏幸氏（株式会社レリック 代表取締役）
富松玲香氏（NPO 法人知多地域成年後見センター

事務局次長）

三宅和人氏（知多地域障害者生活支援センターらいふ センター長）
渡辺富之氏（半田市役所福祉部地域福祉課 主査）
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Ⅲ

調査研究・提言事業

Ⅲ.（１）ＮＰＯ・まちづくり研究調査提言事業
【介護職員潜在有資格者のキャリア復帰支援事業】公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金 助成
知多地域5市5町で介護職員初任者研修修了生を対象に、①従事状況及び復職意識調査を行い、その結果復職もしくは地域貢献での社
会参加希望者を絞り込み、段階に応じた復職研修のプログラムを開発する。②その復職研修を行うことで潜在資格者を掘り起こし、市民互助
活動の理念を継承するＮＰＯの人材確保に結び付け、住み慣れた地域で安心ある暮らしにつながることを目的に「輝け、ワタシ！ブランクを
埋めて私らしい働き方応援プロジェクト(うめぷろ)」 を開催した。
プログラム
復帰プログラム
検討委員会

アンケート

同窓会＆交流会

内容

実績

検討委員（3 名）
山﨑紀恵子（認定ＮＰＯ法人絆）
、荒木麻貴臣（ＮＰＯ法人だい

開催日程

4 月 6 日、6 月 3 日

こんの花）
、戸田愛（ＮＰＯ法人ぱれっと）
対象：平成 17 年～27 年にヘルパー講座を受講した一般 738 名

発送 738 通（うち宛名不明 93 通）

就業状況等についてアンケートを実施

回収 163 通（25.3%）

事業説明、ピアノ演奏、アンケート結果報告、施設紹介、ブラン
クがあっても働く人紹介

6 月 29 日（水）10：30～14：30
会場：知多市勤労文化会館やまももホール
参加者：35 人 / 15 団体（21 人）

①認知症ケアと予防

①8 月 3 日（14 名） /

8 月 26 日
（14 名）

②成年後見制度

②8 月 4 日（13 名） /

9 月 2 日（10 名）

フォローアップ

③介護保険制度

③8 月 18 日（14 名） /

9 月 1 日（12 名）

講座

④ケアする人のケア～アロマで癒し～

④8 月 3 日（13 名） /

8 月 30 日
（11 名）

⑤コミュニケーション～傾聴と伝達～

⑤8 月 4 日（14 名） /

9 月 1 日（13 名）

⑥せっかくとった資格～私の得意～

⑥8 月 18 日（13 名） /

8 月 31 日（6 名）

ＮＰＯコース（各 1 回）

バスツアー

①だいこんの花・ゆいの会・絆

①11 月 4 日（16 名）

②もやい・りんりん・あかり

②11 月 12 日（12 名）

社会福祉法人コース（2 回）

③11 月 18 日（11 名）

③④特別養護老人ホーム瑞光の里緑ヶ丘、社会福祉法人むそ

④11 月 26 日（7 名）

う、社会福祉法人ネットワークみやび
スタッフ

ＮＰＯ法人ゆいの会、ＮＰＯ法人りんりん、認定ＮＰＯ法人絆、認定ＮＰＯ法人ネットワーク大府、ＮＰＯ法

インタビュー

人もやい、ＮＰＯ法人だいこんの花、ＮＰＯ法人あかり、社会福祉法人むそう

「うめぷろ」

知多半島内 28 団体の冊子を作成し、参加者に配布
社会福祉法人（5 団体）
、医療法人（2 団体）
、

応援事業所リスト
相談窓口

Ⅳ

発行部数

80 部

一般社団法人（1 団体）
、ＮＰＯ法人（20 団体）
電話：平日 9 時～18 時、メール・ＦＡＸ：24 時間受付

相談人数 17 名

啓発相談事業

Ⅳ.（2）フードバンクプロジェクト＠ちた
【意見交換会】自主
常滑市社会福祉協議会を拠点に2013年9月始動した。当初は会員団体を中心に15団体が参
加し、3年目を迎えた現在は42団体が地域の中で必要としている人に渡すエイドステーションとし
ての役割を果たしている。生活困窮者自立支援法（2015年4月施行）に伴い行政と連携した個
人支援を進めるセカンドハーベスト名古屋の取組報告および知多地域の近況報告について意
見交換を行った。
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内容
日時：8 月 31 日
18：00～21：00
会場：知多市市民活動
センター
参加者：35 人

Ⅴ

話題提供者

フードバンクの活動概要と行政と連携した個人支援の

認定 NPO 法人セカンドハーベスト名古屋

現状についての話題提供

山内大輔氏

事例紹介

山下圭一氏（常滑市社会福祉協議会）

コーディネーターが繋いだ支援への事例を紹介した。

海老原景子氏（ちた子ども若者支援者ネット）

グループワーク

石井久子氏（南粕谷ハウス）

『これからの知多地域に必要なこと』についてグルー

牧之瀬俊彦氏（愛知県知多福祉相談センター）

プワークをし、知多地域の地域連携を考えた。

友永涼子氏（東浦チームにじ）

市民活動支援事業

Ⅴ.（１）市民活動団体事務局支援事業
【手づくりカフェ「Ada-coda」
】自主
誰もが自分の色で輝ける場の提供と「食」を通じたコミュニティづくりの応援として、食品衛生責任者及び運営コーディネート支援を行った。13
年目の成果として登録シェフ1組が起業した。また新たな取組として、日々の運営コーディネーター（登録者3人）を募り協力体制が整い始めた。
（28年度データ）

登録団体：23団体 43人、来場者：4,052人

（通常営業ではないイベントの様子）
中学生レストラン

8/2,3
星槎名古屋中学校

知多市産業まつり

10/22
シェフ合同出店

職場体験学習

11/11
知多市立旭南中学校

高校生レストラン

12/27,28
知多翔洋高等学校

1/25、26
知多市立中部中学校

ママと子どものランチタイム

毎月１回 第 3 月曜
読み聞かせボランティア
とランチのコラボ

【ベティ基金】株式会社 RandT カンパニー委託
制度によらない障害者福祉活動を行うボランティア団体、NPO 法人等の活動に対し寄付を行うことを目的に、平成26年12月、株式会社
RandT カンパニー出資により「ベティ基金」を設立。基金運用について、出資者と本法人理事が年3回の検討会議を設け、地域の障害者支援
を応援、連携コーディネートを行った。基金年間総額は、75.6万円（内訳：助成総額60.5万円、事務局経費15.1万円）。

出資者概要

株式会社 RandT カンパニー
本社：愛知県東海市大田町天尾崎20-1
事業：特定施設入居者生活介護事業、短期入所者生活介護事業、通所介護事業、ホームヘルパー養成研修事業、
介護福祉士受験対策講座、介護研修、セミナー講座コンサルティング事業
経緯：平成15年12月に設立。知多郡東浦町に「介護付有料老人ホーム ベティさんの家」をオープン。現在、
愛知県内5か所（関連法人施設含）の施設経営が中心。
検討会議

日時：4月7日、8月25日、12月11日

交流会

日時：12月11日
場所：ベティさんの家 太田川
内容：（第1部）入居者と助成受託団体との交流、演奏会など
（第2部）団体交流会8団体（19名）参加

座談会

日時：H29年 2月3日
場所：ベティさんの家 太田川
テーマ： 私たちにできる支援とベティ基金の活用について
参加団体：7団体（13名）
わかばの会、PaPa だっこ、N)PakaPaka、東浦育成会ふれんず、
ベティさんの家、2市2町障がい支援ネットワーク会議、N)地域福祉サポートちた

基金運用業務

場所：知多市市民活動センター
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助成受託団体

主な活動

企画内容

助成額

不登校・ひきこもり相談、居場所づくり

ご縁の会

福祉施設を訪問し、歌・踊りを通じ生
きる力を養う活動

スクリーン購入

一般社団法人パーキンソン病友の
会 愛知県支部

パーキンソン病患者・家族支援

会報愛知県版90号（10月）印刷

10万円

一般社団法人サポートネットゆっか

不登校・ひきこもり相談、居場所づくり

ひきこもりの方の就労体験事業

8万円

NPO 法人共育ネットはんだ

さまざまな体験を通じ子どもとともに
育つ

「みんなの Café ともとも」で使用す
る食器・調理器具・作業台購入

8万円

29

NPO 法人とこっこ

発達障害児とその家族、
及び地域の方たちへの障害理解

「とこころ園」
（常滑市久米）横に子
どもの遊び場（土山）を作成

8万円

NPO 法人 PakaPaka

発達障がい児とその家族支援

家族支援事業における会員対象親子
参加イベント（29年夏）に利用予定

8万円

わかばの会

ダウン症の子どもを中心に、その子た
ちの体験や経験を増やすことを目的

ｲｵﾝ常滑店で写真展開催

4万円

９月

知多子ども若者支援者ネットワー
ク会議

１月

「こども支援者のためのＡＢＣ講

年

５月

月

北エリア

8万円

座」講師謝金

6.5万円

備品購入

Ⅴ.（２）市民活動センター支援事業
【知多市若者チャレンジ事業「ちた未来塾」
】知多市委託
地域の未来を担う人（高校生から20歳代まで）を対象に、講座・体験・実践活動などを通じて、既に地域活動を実践している先輩たちととも
に学ぶことで、将来積極的にまちづくりに参加することを目的に、市民基礎力（企画力・分析力・コミュニケーション能力・実行）、あるいは参加
者が求める能力を高め、参加者が次年度以降の企画などに携わることができる循環型の人材育成を行った。
塾長
チューター

：吉村 輝彦（日本福祉大学 国際福祉学部 教授）
：竹内 綾（ちたビジョンプロジェクト 代表）
江ノ上 敦士（キャリアコンサルタント）
モデレーター ：市野めぐみ

１．広報活動（学校訪問、ホームページ作成）
２．塾生の個別支援（個別面談、地域活動）
３．ちた未来塾の開催 全 8 回（詳細は以下の通り）
４．結果：入塾者数 13 人 （ちた未来塾参加者のべ 79 人）
回
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

日程・会場

内容

講師

参加

臼井諒（日本福祉大学経済学部 4 年）

9人

江ノ上敦士

5人

8 月４日

講義「まちをデザインする」

知多市青少年会館

ワーク「自己紹介、仲間づくり」

8 月 26 日

講義「家族のあり方と将来を考える」

知多市青少年会館

ワーク「コミュニケーション」

10 月 12 日

講義「非営利事業の経営を考える」

かたやままゆ

CAFE

ワーク「マネジメント」

（Bumpycompany）

NOVATANN

8人

11 月 4 日

講義「人にやさしいまちづくりを考える」

久保匠（ゆめじろう）

わ～くわくラボ

ワーク「価値観の共有」

竹内綾（ちたビジョンプロジェクト）

11 月 17 日

講義「社会について考えてみる」

わ～くわくラボ

ワーク「気持ちの変化」

12 月 8 日
わ～くわくラボ
1 月 24 日
知多市市民活動センター

白石実希（知多市

企画情報課）

塾生交流会「相互理解」

7人
7人
7人

塾生交流会「今の若者像の共有」
、報告会の企画

⑧報告会

水野

翔太（名古屋わかもの会議）

翔太、中村

6人

講演「このマチを、ここから変える」
3 月 11 日

塾生による一年の振り返り

水野

知多市市民活動センター

グループワークテーマ「若者チャレンジを応援する

（名古屋わかもの会議）

まち

知多」チャレンジ×応援のアイデア
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鈴菜

30 人

28年度 特定非営利活動法人地域福祉サポートちた事業報告一覧表
「特定非営利活動事業」
事業項目/事業名

事業内容

受益対象者

実施場所/時期

Ⅰ 人材育成・研修事業
(1) 福祉人材育成

安心と豊かさの実現できる在宅サービス、地域福祉を担うヘルパーを育成
（県の認定に準じたカリキュラムの実施）

① 介護職員初任者研修（通学）
介護に従事する入門資格として基本的
な知識・技術とそれを実践する際の考
え方のプロセスを身につける
② 介護職員初任者研修（通信）

一般市民・大学生
50人

半田市社会福祉協議会 9/26～12/2（22人）
日本福祉大学美浜校 2/16～3/27(28人）

一般市民・大学生
29人

知多市市民活動センター 4/16～7/30（22人）
名古屋短期大学通信課程 6/1～8/17（7人）

③ 重度訪問介護従業者養成研修

重度の肢体不自由者（障害程度区分4
～6）で日常的にサポートを必要とする 一般市民16人
方に介護サービス提供ができる資格

④ 喀痰吸引等第3号研修

特定の方に対して、その方に必要な行
為（たんの吸引や経管栄養）のみを行う 介護職員等 57人
ための資格

⑤ 行動援護従業者養成研修

半田市社会福祉協議会 11/24,29, 30、12/1
半田市社会福祉協議会 7月
名古屋市 11月
知多市市民活動センター 6月、9月、3月

会員・学生・一般市民
45人

一宮市療育サポートプラザチャイブ 6/12,19,26、7/3（27人）
知多市市民活動センター 12/4,11,17,18(18人）
知多市市民活動センター他 5/22,29（59人）、7/31,8/7（40
人）、10/2,9（39人）、1/29、2/5（40人）
半田市社会福祉協議会他 6/10,11（31人）
日本福祉大学美浜校 8/20,23（40人）

⑥

強度行動障害支援者養成研修
（基礎）

“行動援護対象者”と判定された方の外
会員・学生・一般市民
出の準備から同行までの支援をするた
249人
めの資格

⑦

強度行動障害支援者養成研修
（実践）

会員・学生・一般市民
29人

知多市市民活動センター 11/6,20（29人）

(2) NPO人材育成

NPOについて市民をはじめ、行政・企業の人々に学びときっかけ、実践の機会の場提供。また、団体設立、運営にかかわるリーダー、
スタッフの育成

① ＮＰＯマネジメントセミナー

次世代リーダーが直面するマネジメント
上の課題共有の場

①4/25 知多市市民活動センター「新社会人のためのマナー研
修」
②2/8 わ～くわくラボ「居住支援学習会～DVD上映会～

①10人
②9人

②

日本福祉大学
ＮＰＯ協働型サービスラーニング

学生を対象とした、市民としての責任意 学生 125人
識を育むための教育プログラム
NPO 35団体

日本福祉大学、知多半島内のＮＰＯ活動現場 4月～H29.3月

③

日本福祉大学
Cラボ美浜

知多南部の地域連携コーディネート

NPO、行政、学校等

日本福祉大学美浜キャンパス/通年

④ インターン受け入れ

行政は協働、学生は就労を目的に、
NPOの理解促進を図る現場体験

①行政 15人
②行政 2人
③大学生 11人

①愛知県2年目職員 7月～12月（5日間）
②大府市 11月（5日間）
③名古屋短期大学 7月(11人）

⑤ あいち・出会いと体験の道場

中学生職場体験の受入

学生 4人

手づくりカフェＡｄａ－ｃｏｄａ
①旭南中学校 11/11（1日間×1人）
②中部中学校 1/25,26（2日間×3人）

⑥ 一宮市職員研修

協働まちづくりを担う職員の育成

行政 8人

知多地域NPO現場見学バスツアー 11/14

⑦ 東海市職員研修

新規採用職員の育成

行政 33人

協働推進講義＋東海市内NPO現場見学バスツアー 10/11

⑧ 武豊町職員研修

協働まちづくりを担う職員の育成

行政 12人

協働推進講義＋武豊町内NPO現場見学バスツアー 11/15

⑨ 小牧市職員研修

協働まちづくりを担う職員の育成

行政 92人

協働推進講義 2/14

豊明市高齢者ボランティアの研修
豊明市高齢者ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ制度の研修等 65歳以上豊明市民
⑩ 等（豊明シルバー人材センター委
運営及びｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの作成
延べ220人
託）

事業報告
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豊明市文化会館
①研修会 7/29（68人）、12/1（76人） ②説明会兼交流会
3/23（76人） ③ガイドブック300部・施設冊子300部納入

事業項目/事業名

⑪ 協議体運営能力研修実施業務

⑫

事業内容

受益対象者

実施場所/時期

豊田市役所他
生活支援コーディネーター養成研修、 ①②④⑤⑥地域包括支 ①生活支援コーデイネータ―研修 5/19（34人） ②ファシリ
ファシリテーター研修、モデル協議体運 援センター職員179人、 テーション研修 6/9（47人） ③モデル協議 4回（8/11、
営支援、相談支援
③住民多数
9/22、10/20、11/23）住民多数 ④相談会 9/5（25人） ⑤
報告会 12/14（44人） ⑥意見交換会 1/26（29人）
知多市市民活動センター他
市民 12人、NPO 4団体
①事前研修（11人） ②マッチング交流会（13人） ③プロボノ派
延べ53人
遣（12人） ④リフレクション（13人） ⑤活動報告会（4人）

愛知県NPO運営支援アシスト派遣 「プロボノ」を始めとする社会人ボラン
事業＠ちた
ティアのNPO派遣調整

⑬ まちを元気にするセミナー

市民活動に関する企画運営支援

東浦町民 8人

(3) NPO現場見学バスツアー

市民活動の自発活動、草の根の活動の現場を知り、NPOを理解するという観点からNPOの現場を訪問し、現場を体感し、学習する研
修バスツアー

① 通常バスツアー

定期的に行う見学ツアー

② オプショナルバスツアー

依頼者のニーズに応じてプログラムを作 会員・学生・一般市民
るバスツアー
338人

会員・学生・一般市民
40人

緒川ｺﾐｭﾆﾃｨセンター

3/18

知多半島のNPO組織/年3回
4/21(8人）、7/21（26人）、2/21（6人）

知多半島のNPO組織ほか/年15件

Ⅱ 情報・交流促進事業

(1) 会報発行

ニュースレター「SUPPORT NEWS」の発 会員・学生・行政・社協
本法人事務所/年6回
行
一般市民 多数

(2) ＷＥＢサイト管理

本法人ホームページの管理、情報提供

会員・学生・一般市民
多数

(3) 会員交流会

講演会

日本福祉大学美浜校12号棟1231教室/5月26日
会員・教員・学生・行政・
講演会 「たすけて」と言える社会へ 0～100歳の地域包括ケア
社協・一般市民 120
のまちづくりに向けて
人
講師 奥田知志さん（認定NPO法人抱撲 理事長）

(4) 会員リーダー研修

次世代リーダーを対象に0‐100歳のま
ちづくりに関する研修

行政、社協、ＮＰＯ、一
般 70人

本法人事務所/通年

居住支援学習会～誰もがこの地域で暮らすには～
講師 阪井ひとみさん（阪井土地開発株式会社）
11/10 知多市市民活動センター

Ⅲ 調査研究・提言事業
(1) NPO・まちづくり研究調査提言事業

①

介護職員潜在有資格者のキャリ
ア復帰支援事業（モリコロ基金）

①アンケート738通
②同窓会 35人
介護職員初任者研修課程修了者対象 事業所15団体
の意識調査及び復帰支援
③研修講座 延べ147人
④現場見学 延べ46人
⑤相談 17人

知多市市民活動センター、勤労文化会館他
①アンケート発送738通（回収率25.3％）
②6/29 ③8/3,4,18,26,30,31、9/1,2
④11/4,12,18,26
⑤通年
報告書（1,500部）

Ⅳ 啓発相談事業

(1)

一宮市市民活動支援センター運
相談
営支援業務

行政・NPO・一般市民
多数

一宮市市民活動支援センター（i-ビル） 13回（4/9、5/7、
6/11、7/9、8/6、9/10、10/7,8、11/12、12/10、1/14、
2/11、3/11）

(2) フードバンクプロジェクト＠ちた

（認N)セカンドハーベスト名古屋、常滑 NPO・社協・ファミリー
（拠点）常滑市社協、南粕谷ハウス/通年
市社協との協働運営による有効利用促 ホーム、地縁サロン、行
意見交換会8/31
政35人
進のための意見交換会の開催

(3) 講師/各種検討委員派遣

大学、市民団体や行政・企業などが行
うNPOやまちづくり講座等に講師を派遣
学生・一般市民
する。まちづくり活動支援事業審査会等
への参加

当該地域の会場/通年

(4) NPO法人設立・運営相談

NPO法人設立や市民団体の運営、まち
一般市民 多数
づくりに関する諸問題について相談

本法人事務所/通年

(5) 行政訪問

知多半島5市5町の行政機関訪問

知多半島内の行政機関 知多半島内/随時

事業報告
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事業項目/事業名

事業内容

受益対象者

実施場所/時期

Ⅴ 市民活動支援事業
(1) 市民活動団体事務局支援事業

市民活動の自発的 継続的活動をめざすための事務局運営の支援

① 手づくりカフェ「Ada-coda」

市民カフェ運営及びワンデイシェフシス
テムのコーディネート

一般市民 来店者数
4,052人、
登録23団体（43人）

知多市市民活動センター/通年

② ベティ基金

ボランティア団体、NPO法人などに対し
て寄付を行う事務局運営

①助成先8団体
②NPO・一般市民多数
③障がい者支援団体

①検討会：法人事務所 （年3回）4/7、8/25、12/11
②助成金受団体との交流会：ﾍﾞﾃｨさんの家（東海市）12/11
(8団体 大人17、小人2、事務局5)
③座談会 2/3（7団体 13名）

③ 成年後見センター

成年後見センター主催講座の当日運営 ①美浜・大府
業務
②武豊

(2) 市民活動センター支援事業

市民協働のまちづくりをめざし、市民・コミュニティ・市民活動団体及び事業者が自発的に行う、共益・公益活動を促
進するための事業を実施

① 市民活動センター管理・相談

知多市市民活動センターの受付業務及
一般市民・ＮＰＯ（相談
び土日・夜間の管理、相談業務・情報
件数83件）
収集及び提供

知多市市民活動センター/通年
センターﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成（1,000部）

② 市民活動センター清掃

知多市市民活動センターの館内清掃業
一般市民 多数
務

知多市市民活動センター/通年

知多市まちづくり人材育成事業
①親の介護から考える資金術
③ 「40-50から考える逆算の人生設
②自分の老後を考える暮らし方
計講座」

一般市民
①24人
②15人

知多市市民活動センター
①11/26、30（2回）
②12/3

知多市NPO基礎講座
ＮＰＯ基礎講座及び市民協働創出の場 一般市民・行政
④ 「みてきいてわかる！NPO基礎講
づくり
①9人 ②9人
座」

⑤ 知多市協働促進事業

①成年後見サポーター養成研修講座 6/10～7/15（全6回）、
1/13～2/17（全6回）
②権利擁護サポーター講座 9/9～11/25（全9回）

知多市市民活動センター他
1/21（南部コース）、2/15（北部コース）

地縁とNPOが地域の課題解決に向けた
一般市民 20人
コミュニティ連絡協議会リーダー研修会
NPO 12人 行政2人
の企画運営

知多市市民活動センター 2/4

⑥

知多市若者チャレンジ事業
「ちた未来塾」

先輩と共に学びまちづくりに参加する
きっかけの場づくり

学生・一般延べ 79人

知多市青少年会館、わ～くわくラボ、知多市市民活動センター
8/4、8/26、10/12、11/4、11/17、12/8、1/24、3/11

⑦

市民活動団体交流会
「waiwai交流会」

市民と地域活動・団体の出会いの場

一般市民・行政
①30人 ②26人

知多市市民活動センター
①市民活動とお金の話 5/13
②知ってる？もうすぐ市民活動センター10周年 9/28

(1) 通常総会

定款の定めるところによる通常総会開
催

会員 44人（委任状含） 知多市市民活動センター/年1回 5/26

(2) 理事会

定款の定めるところによる理事会開催

理事

知多市市民活動センター/年7回 5/16、6/1（理事互選）、
7/25、9/26、11/21、1/16、3/27

(3) 担当者会議

事業責任者による担当者会議開催

事業責任者6名

法人事務所9回
4/27、6/29、8/24、9/21、10/26、11/28、12/26、1/26、
2/22

(4) スタッフミーティング

事業進捗報告・共有の場
スタッフ研修の場

スタッフ

法人事務所12回
4/4、5/9、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、12/5、
1/10、2/6、3/8

Ⅵ 会議関係
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「人材派遣内容」
派遣先
（1） 大学等講師派遣
1
2
3
4
5

日本福祉大学
日本福祉大学
日本福祉大学
日本福祉大学
金城学院大学

6 愛知県社会福祉協議会

事業内容
愛知県内の大学への講師派遣
春季セミナー（ふくしコミュニティプログラム）（5/15）
国際福祉学部（5/17）
健康福祉学部（6/15）
社会福祉学部（7/1）
コミュニティ福祉論（7/5）
あいちシルバーカレッジ 名古屋A（6/28）、名古屋B（7/28）、一宮（9/27）、
東海（11/22）、岡崎（11/25）、豊橋（12/9）

（2） 行政・各種団体講師等派遣
1
2
3
4
5

豊橋市民センターオレンジプラザ
NPO法人まちネットみんなの広場
蒲郡栄宝会
愛知県自治研修センター
南知多町包括支援センター

6 東浦町更生保護女性会藤江支部
7
8
9
10
11
12
13
14

公益財団法人あいちコミュニティ財団
NPO法人名古屋NGOセンター
愛知県社会福祉協議会
NPO法人ゆめじろう
地球環境パートナーシッププラザ
豊川市
認定NPO法人絆
NPO法人まちねっと大口

15 にっぽん子育て応援団
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

北海道地域福祉学会
阿久比町社会福祉協議会
日本地域福祉学会
豊川市
中部ﾌﾟﾛﾎﾞﾉセンター
にっぽん子育て応援団
日本地域福祉施設協議会
一宮市地域包括支援センター泰玄会
日本ファンドレイジング協会
安城市
京極町社会福祉協議会
株式会社 大学図書出版

地域連携から地域課題の解決を考える（4/23）
専門相談「介護保険」派遣＠東海市立市民活動センター（5/23）
蒲郡市居場所づくり（5/24）
愛知県採用2年目現場体験研修 合同研修（6/2）
地域円卓会議 4回（6/10、6/24、7/1、7/15）
第66回東浦町社会を明るくする運動 藤江地区フイルムフォーラム
「0～100歳の地域包括ケア」（7/2)
ちた型0‐100歳のまちづくり基金 創設記念「ワガゴト」サロン（7/22）
新人NGO/NPOスタッフ合同研修in中部（7/31)
愛知県ボランティアコーディネーター養成講座 (8/5)
スタッフ研修（8/26）
GEOC設立20周年特別企画 座談会「第7回中間支援機能とパートナーシップ」＠東京（9/1）
協働に関する市民向け研修会（10/2)
スタッフ研修（10/7）
活動団体スキルアップ講座「団体の強み再発見」（10/30、11/13)
にっぽん子育て応援団 2016年度地域まるごとケアプロジェクト
地域人材交流研修会inなごや（10/23）
全道研究大会 （11/11、12）
地域福祉推進計画あぐいグイグイPJ事業5回（12/19、1/12、23、2/9、27）
地域福祉実践研究フォーラム 愛知大会＠日福大東海キャンパス（12/18)
協働に関する職員研修会（12/21)
第4期 プロボノ育成研修（1/28）
にっぽん子育て応援団 2016年度地域まるごとケアプロジェクト報告会＠東京（2/4、5）
第21回全国地域福祉施設研修会 コラボで創る地域福祉（2/18）
生活支援体制整備研修（3/3）
FRJ2017「インパクト×ファンドレイジングで未来が動き出す」＠東京（3/18、19）
第2次安城市市民協働推進計画策定のための井戸端会議（3/25）
住民主体の生活支援サービス充実支援事業＠北海道（3/29、30）
「ふくしと教育（21号）」原稿執筆

（3） 各種検討委員会等委員派遣
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

日本福祉大学市民研究員審査会
愛知県NPOと行政の協働に関する実務者会議
一宮市民が選ぶ市民活動支援制度審査委員会
蒲郡市市民企画公募まちづくり事業助成金審査委員会
はんだまちづくりひろば運営委員会
豊明市協働推進委員会
知多北部広域連合 介護保険事業計画推進委員会
知多2市2町障害者支援ネットワーク会議
知多圏域就労支援ネットワーク会議
知多市特別職報酬等審議会委員
知多市生活支援協議体委員会
知多市ちた人財・志事ツクール推進ネットワーク会議
知多市市民活動センター運営会議・連携会議
知多市3市1町包括ケアネット会議
知多市子ども・子育て会議 地域連携部会
知多市市民協働で岡田地区の地域支援を考える会
知多市子ども若者支援者ネットワーク会議
ちた型0～100歳のまちづくり基金 助成先選考委員会
愛知県知多警察署協議会
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【その他実績】
4月

5月

7日

介護職員初任者研修・強度行動障害支援者養成研修説明会

<日本福祉大学美浜校>

17日

あつまルームオープニングセレモニー

<阿久比町中央公民館>

20日

介護職員初任者研修説明会

26日

ちた型地域包括ケアのまちづくり応援基金円卓（あいちコミュニティ財団主催）

29日

市民活動室内 模様替え

11日

会計監査

14日

地域ささえあいセンターゆいの会 オープニングセレモニー

15,16日

6月

7月

8月

<名古屋短期大学>

<知多市市民活動センター>

<サポートちた>
<ゆいの会>

日本福祉大学 春季セミナー

<サポートちた>

16日

NPO法人地域ぐるみで子育ち・子育ての会こころん 総会

17日

介護職員初任者研修説明会

18日

0～100歳までの地域包括ケアシステムの構築（知多市主催）

21日

NPO法人もやい 総会

23日

女性教育指導者研修会

25日

NPO法人ゆいの会 総会

26日

NPO法人地域福祉サポートちた 通常総会

28日

NPO法人絆 総会

28日

NPO法人あゆみ 総会

28日

NPO法人ゆめじろう 総会

29日

NPO法人知多地域成年後見センター 総会

29日

NPO法人りんりん 総会

29日

NPO法人あかり 総会

7～29日

<武豊町民会館>

<知多市福祉活動センター>
<名古屋短期大学>
<知多市福祉活動センター>
<もやい>
<愛知県障害学習推進センター>
<ゆいの会>
<知多市市民活動センター>
<絆>
<あゆみ>
<ゆめじろう>
<知多市福祉活動センター>
<りんりん>
<あかり>

行政訪問

<知多5市5町>

8日

女性教育指導者研修会

<愛知県障害学習推進センター>

17日

食品衛生責任者講習会

<知多保健所>

19日

ボランタリーネイバーズ 第15回通常総会 記念フォーラム

21日

愛知県採用2年目現場体験合同研修

22日

女性教育指導者研修会

<愛知県障害学習推進センター>

24日

大規模災害発生地域における医療・福祉連携に係る円卓会議

<日本福祉大学東海キャンパス>

8日

女性教育指導者研修会

<愛知県障害学習推進センター>

8日

武豊町地区懇談会

9日

1%支援制度フォーラムin一宮「お金の流れで社会を変える」（一宮市主催）

<マザックアートプラザ（名古屋市）>
<愛知県自治研修所>

<武豊町民会館>

14日

サービスラーニング意見交換会

16日

東海市在宅介護家事援助の会ふれ愛 理事会

20日

女性教育指導者研修会

22日

第４回「ワガゴト」サロン～ちた型0～100歳のまちづくり」が目指すもの～

24日

地域包括ケアフォーラム～地域の力でささえあい～

25日

ちた型0～100歳のまちづくり応援基金 説明会

28日

NPO研究所（VNS主催）

2,3日

星槎名古屋中学校「星槎中レストラン」

<知多市市民活動センター>

<南生協病院（名古屋市）>
<知多市市民活動センター>

<Ada-coda>

2日

NPO法人PakaPaka仮想理事会

31日

<半田市市民交流センター>

<ボランタリーネイバーズ>

ちた型0～100歳のまちづくり応援基金 説明会

8日

<ふれ愛>
<愛知県障害学習推進センター>

2日
8,9日

<尾張一宮駅前ビル７階>

<武豊町>
<武豊町>

にっぽん子育て応援団地域まるごとケア先進自治体ヒアリング

岡崎まち育てセンター・りた 視察来訪

<サポートちた>

フードバンクプロジェクト＠ちた意見交換会

事業報告

<知多市福祉課、こころん、ゆいの会、サポちた>

<知多市市民活動センター>
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9月

10月

4日

愛知県「プロボノ2016in愛知」セミナー

22日

人材養成講座「プロデューサーは君！」（知多市主催）

24日

東浦シルバーフェスタ（チームにじ）

25日

「ちた型0～100歳のまちづくり基金」2016年度助成先お披露目イベント

7日
30日

12月

1日

3月

<名古屋国際センター>

第19回知多市健康福祉フェスティバル

<知多市民体育館>

人材養成講座＆コミュニティリーダー研修会「つながりつむぐ地域づくり」（知多市主催）

NPO研究所（VNS主催）

<知多市勤労文化会館>

<ボランタリーネイバーズ>

アンビシャスネットワーク法人化1周年記念講演会

<Ada-coda>

“成果志向”の補助・助成金推進会議 in あいち

17,18日

地域福祉実践研究フォーラム（愛知大会）

27,28日

知多翔洋高校生レストラン

4日

<日本福祉大学東海キャンパス>

愛・地球博とあいちモリコロ基金の成果と理念を継承する新基金に関するフォーラム

20日
7日

<南粕谷ハウス>
<東浦町勤労文化会館>

知多市立旭南中学校 職場体験

<半田市市民交流センター>

<東海労働金庫 本店 >
<日本福祉大学東海キャンパス>
<Ada-coda>

年末年始休業
年賀挨拶

<ゆい、あゆみ、だいこん、ふれ愛>

11日

NPO研究所（VNS主催）

<ボランタリーネイバーズ>

12日

知多半田地域円卓会議

<半田市市民交流センター>

15日

事業指定プログラム「ミエルカ」２０１６ ドネーションパーティ

15日

地域包括ケアシステム 東海市100人会議

20日

企業とNGOの連携促進シンポジウムin名古屋

24日

中京大学 総合政策学部公共政策 ヒアリング

25,26日

2月

<半田市民交流センター>

11日

29～1月3日

１月

<常滑市民文化会館>

14日

22,23日

11月

NPO法人あかり20周年記念事業

<名城大学 社会連携ゾーンshake>
<東海市役所>
<JICA中部なごや地球ひろば>

知多市立中部中学校 職場体験

<サポートちた>
<Ada-coda>

28日

まちづくり研究センターシンポジウム「活かせ、空き家 育め、まちの元気」

29日

わ～くわくラボ オープン

18日

0～100歳、誰もが安心して暮らせるまちづくり円卓会議

18日

起業の学校 第12期卒業式

18日

第21回全国地域福祉施設研修会（日本地域福祉施設協議会）

<日本福祉大学東海キャンパス>

26日

第2回当事者万博みんなヘンテコ発達凸凹

<日本福祉大学東海キャンパス>

12日

知多市若者就労支援フォーラム

17日

第2回地域包括ケア研究会公開セミナー

<日本福祉大学東海キャンパス>
<知多市>

<東浦町勤労福祉会館>
<名古屋市>

<知多市青少年会館>
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<日本福祉大学東海キャンパス>
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