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◎2014 年度は、 
 

ソーシャルビジネスの入門書ができました！ 
これから 10 年後、20 年後、加速度的に進む堺の超高齢化。 

地域での暮らしをどう支えていくかが課題です。 
その一つの突破口として期待されている、 
ソーシャルビジネスについて調査を行い、 

ソーシャルビジネスの入門書であるガイドブックを作成しました！ 
 
 

子育て環境白書を発行しました！ 
これからの 20 年、どんな社会になるのか、 
また今後、地域の担い手を育てるべく、 

どういったＮＰＯ活動が必要か、 
ドコモの市民活動助成金と連携し、白書を発行しました。 
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１．市民活動支援事業  ５ページ 
（１）	 SEIN の NPO 支援センター運営事業 

①	 体制を整え、新規事業開拓に向けて取り組む 
②	 堺市と連携して、ソーシャルビジネスガイドラインを発行する 
③	 IIHOE と連携して、大阪府内全域の協働環境調査の実施と報告会の開催 

（２）	 堺市市民活動コーナー運営事業 
①NPO の事務局レベルアップに取り組む 
②校区と NPOが連携している協働事例を集め、発信する 

 
２．コミュニティカフェ運営事業  ７ページ 

①	 地親子プロジェクトに取り組む。 
②	 地産地消の取組みを通してパンゲアから地域の活性化と資源の見える化に向けた取り組み 
 

３．市民活動団体に関する情報発信支援事業 ８ページ 
①	 南大阪 Com＊Comの今後の展開 
②	 ブログガイドボランティア＆ソーシャルライターを育てる 
③	 情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる 

 
 ４．参加型の話し合いの場の企画・運営事業 ９ページ 
   ①参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実 
 
 ５．市民活動団体の事務局支援事業 ９ページ 
   ①岡山ＮＰＯセンターと連携して、ＮＰＯの事務局検定の開催 
   ②企業の CSR 活動と連携し、団体同士のコーディネート機能の役割を担う 
 
６．市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業  

１０ページ 
  ①堺市内のＮＰＯの実態調査を実施 
 
［内部への取り組みとして］ 
  ①SEIN を支えていただいている会員さんとのコミュニケーションの取り組み 
  ②SEIN スタッフの内部研修 
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１．市民活動支援事業 
 
事業名	 市民活動支援事業	 

（１）SEIN の NPO 支援センター運営事業	 

①体制を整え、新規事業開拓に向けて取り組む	 

②堺市と連携して、ソーシャルビジネスガイドラインの発行に取り組む	 

③IIHOE と連携して、大阪府内全域の協働環境調査を実施	 

（２）堺市市民活動コーナーの運営事業	 

	 	 	 ①NPO の事務局の底上げに取り組む	 

	 	 	 ②校区と NPO が連携している協働事例を集め、発信する	 

事業目的	 	 市民が自主的・自発的に行う活動を「ネットワークづくり」「運営・設立相談」「運

営に役立つ情報提供」「NPO を担う人材育成」によって支援する。	 

	 

（１）SEIN の NPO 支援センター運営事業	 

①体制を整え、新規事業開拓に向けて取り組む	 

NPOの支援から地域づくり支援に進化していくための土台づくりがスタート！ 
【成果】	 

１．事務局長が外部に出る機会が増え、情報収集してくる仕組みができました。	 

２．新規事業開拓に向けて、ホームページのコンテンツが増え、メルマガの配信も行いました。	 

３．大学や各市の協働や事業運営に関する相談が増えました。	 

４．行政と地域課題を解決するフレーム作りのファシリテーターに関わる機会ができました。	 

【課題】	 

１．対価が追いついていないことで、人件費がカバーできていないので、安定的な事業資金を確

保ができていません。	 

２．新規事業を立ち上げていくためのマンパワーが足りておらず、事業を組み立てていくための

体制の構築をする必要があります。	 

３．内部的な情報共有の体制を強化していく必要があります。 
 
②堺市と連携して、ソーシャルビジネスガイドラインを発行する	 

ソーシャルビジネス入門書ができる！ 
【成果】	 

１．ソーシャルビジネスを活性化するためのネットワークが広がりました。	 

２．ソーシャルビジネス入門書として、冊子を発行し、今後啓発するためのツールを堺市と協働

で発行することができました。	 

３．堺市・関西大学と協働で、ソーシャルビジネス効果測定指標を作成した	 

【課題】	 

１．ソーシャルビジネス入門書を作成するにあたりできたネットワークの次の戦略がまだ形にな

っていません。 
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③IIHOE と連携して、大阪府内全域の協働環境調査の実施と報告会の開催	 

大阪府内の 31自治体を調査！報告会は 14自治体が参加。 
【成果】	 

１．大阪府内の市 34 市に調査の依頼をし、31 市から返信がありました。そして、協働環境調査

を通して、市民協働担当とやりとりをすることができ、各市の「協働」環境の実態を把握するこ

とができました。	 

２．報告会には 14 自治体 29 名が参加し、同じ研修を受けることが出来ました。	 

【課題】	 

１．協働環境調査の数字を把握することができましたが、次の 1 手となる発信ができていません

ので、2015 年度も引き続き取り組む必要があります。	 

 
（２）堺市市民活動コーナー運営事業	 

①NPOの事務局レベルアップに取り組む 

60 名以上の参加！事務レベルアップの機運が高まる。 
【成果】	 

１．堺市市民活動コーナーとして主催した講座にのべ 61 人の参加があり 2014 年度の目標を達成

することができ、事務局に対しての関心が高まっていることがわかりました。また、ＳＥＩＮの

独自事業である事務力検定（有料）への参加にもつながりました。	 

【課題】	 

１．3 日とも、内容やボリュームが盛りだくさんであったため、参加者の中には「IT 関係の話は

ちんぷんかんぷんだった」という意見や「早口で一番聞きたかった部分が聞けなかった」と言う

声がありました。来年度は、1 年の流れをさらっと説明するセミナーと、その中で重点的に内容

を深めるセミナーの必要性を感じました。	 

②校区と NPOが連携している協働事例を集め、発信する。 

 SEIN 独自のNPO法人の活動評価指標の作成と、１０３の協働事例が集まる。 
【成果】	 

１．各区のＮＰＯの独自で作った 6 段階指標を元に、団体力調査を 271 法人に実施し、協働事例

を 103 事業集めることができました。	 

２．うち校区と取り組む（校区の名前が挙がっている）事業は、14 事業あることがわかりました。	 

【課題】	 

１．事業報告書からは上記事業数を読み取れることができましたが、事業報告書に明記していな

い団体もあることが考えられ、今後も引き続き調査をしていく必要があります。	 

２．協働事例も大半は行政との協働が占めていることもあり、今後は民間（自治会や NPO、企業）

との協働を働きかけを進めていく動きが求められています。	 

	 ◎もっと詳細は、P.12	 
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２．コミュニティカフェ運営事業 
 
事業名 コミュニティカフェ運営事業	 

①地親子プロジェクトの取り組み	 

②地産地消の取組みを通して、パンゲア通じた地域の活性化と資源の見える化に向

けた取り組み	 

事業目的 	 人材不足である NPO の担い手として、また将来、社会を創る担い手としての“若者”

に、社会問題・地域課題（特に NPO・NGO や市民活動団体などが取り組む）を知る機

会を提供することで、若者の社会参加を促し、自立・持続した活動をめざす NPO や NGO

と若者力をつなげていく、気軽な入口としてコミュニティカフェを運営する。 
 
①地親子プロジェクトに取り組む 

92 校区の高齢化や子どもの人数を定量的に把握！今後の地域課題掘り起しに一歩前進。 
【成果】	 

１．ドコモ市民活動団体への助成を活用し、「堺市子育て環境白書」を発行することができ、堺市

内を校区ごとに定量的に把握することができました。	 

２．ＮＰＯ6 団体、おやこでいけるカフェ 5 店舗、個人的に子育てサポートしている方 4 人をご

紹介することができました。	 

３．子育て世帯の抱える問題をつかむことができました。	 

【課題】	 

１．この白書を活用して、交流や意見交換の場が設定できませんでした。	 

 
②地産地消の取組みを通して、パンゲアから地域の活性化と資源の見える化に向けた取り組み 

堺市の生産者や加工業者とつながり、イベント時にメイドイン泉州のご飯セットもできる！ 

【成果】	 

１．米を丈六農業実行委員会、味噌を社会福祉法人コスモス・ふれあいの里かたくら、野菜を一

般社団法人堺南すこやかファーム推進会・まちかどステーション、ドリンクをコーヒーは引

き続き、鳳にある TOP-HEAVY、ハーブティを北波止にあるアロマ＆ハーブ日和にお願いし、

極力地元の生産者等から購入することができました。	 

２．まちかどステーションや TOP-HEAVY、アロマ＆ハーブ日和に取材し、それをまとめた POP を

ボランティアさんに作成いただき、各テーブルに配置することができました。	 

【課題】	 	 

１．お店に来店して初めて、生産者の想いを見ていただけるようにしか取り組めていないので、

HP やブログ等を使い、パンゲアの強み（売り）を発信していく体制をつくることが課題です。	 

	 ◎もっと詳細は、P.14	 
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３．市民活動団体に関する情報発信支援事業 
事業名 市民活動団体に関する情報発信支援事業	 

①ブログガイドボランティア育成によるフォロー体制の構築	 

②地域・テーマ型公益ポータル推進プロジェクト	 

③情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる 
事業目的 	 NPO や市民活動団体の情報が一箇所で見つけられるポータルサイト(玄関)となるサイ

ト設立や、NPO や市民活動団体の情報発信を通して、	 

①堺において NPO 同士の協働を促し、	 

②NPO や市民活動団体が社会から支援を受けやすくし、	 

社会からの信頼性を高めるため 
 
①ブログガイドボランティア育成によるフォロー体制の構築	 

のべ１２２名の市民ブロガー育成 
【成果】	 

１．のべ１２２名の市民ブロガーの集まるブログカフェを開催しました。	 

【課題】	 

１．生きがいとしてのブロガーから、災害時の情報発信や、まちの活性化につながる情報発信できる

人材を育成することが求められていますが、取組めませんでした。	 

２．ブロガーを養成する機会が進んでおらず、人材が固定化しています。	 

 
②地域・テーマ型公益ポータル推進プロジェクト 

全国公益ポータル推進会議に出席 
【成果】	 

１．県や市域を超えた社会的認証マークの推進の議論に参画することができました。	 

２．南大阪 NPO 認証マーク団体３団体増加することができました。	 

【課題】	 

１．団体を支援するデータベースを、協働につながる情報共有や支援メニューでの活用ができるよう

に取り組む必要があります。	 

	 

③情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる 

７団体のモバイル対応型HP制作を行う！53種類の紙媒体を作成！ 
【成果】	 

１．HP 製作、チラシ製作を PR する HP の構築することができました。	 

【課題】	 

１．安定的な依頼を作る業務ラインの仕組みづくりが遅れています。	 

２．他のエンジニア、デザイナー、技術を持った子育て世代など業務連携出来る人材の発掘をする必

要があります。	 

３．作って納品の形態から、制作しその後フォローする業務形態へシフトしていく必要があります。	 

	 ◎もっと詳細は、P.14〜16	 
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４．参加型の話し合いの場の企画・運営事業 
 
事業名 参加型の話し合いの場の企画・運営事業	 

①	 参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実 
事業目的 	 ラウンドテーブル＝課題の共有と情報交換の場として、立場の違う人が集まり、情報交

換を行い、参加者自身が仲間や、繋がりたい団体を連れてきたくなるような場を提供し、

市民活動団体同士の自発的な協働を促進するため 
 
①参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実 

協働や地域内のファシリテーター養成事業への依頼が増加 

【成果】	 

１．次の人材を育成するホワイトボード・ミーティングを広める気軽な勉強会（「チームさかい」）を

定期的（月に 1 回）開催することができました。	 

２．会議進行の技術ファシリテーションを通した、教育・福祉領域のネットワークの拡大することが

できました。	 

３．大阪府わがまちカンヴァス事業、奥河内１００人会議、南花台スマートエイジング構想、河内長

野市子ども未来会議といった、地域内コミュニケーションを深める事業にコンサルタントとして参画

することができました。	 

４．株式会社ひとまちより、ホワイトボード・ミーティング認定講師として連携開始しました。	 

【課題】	 

１．SEIN の支援力を活かした取り組みが発信できていません。	 

２．次の担い手を育成する手段について議論が必要です。	 

	 ◎もっと詳細は、P.16〜17	 

	 

５．市民活動団体の事務局支援事業 
 
事業名	 市民活動団体の事務局支援事業	 

	 ①岡山ＮＰＯセンターと連携してＮＰＯの事務局検定の開催	 

	 ②企業の CSR 活動と連携し、団体同士のコーディネート機能の役割を担う	 

事業目的	 	 NPO 自体の事務局を担う人材不足を支援することで、NPO の円滑な運営に協力し、

より活発な NPO 活動を促進するため。	 

 
①岡山ＮＰＯセンターと連携してＮＰＯの事務局検定の開催	 

市民活動フォーラムみのおと協働で開催し、のべ 64名の参加者集まる！ 
【成果】	 

・市民活動フォーラムみのおと協働で、有料のセミナー事務力アップセミナーと事務力検定を実

施することができ、のべ 64 人にご参加いただき、目標人数の 50 名を達成することができました。	 

・64 人の参加者のうち、47 名が事務局検定を受験し 44 名が初級編を合格することができました。	 

【課題】	 
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・市民活動フォーラムみのおだけではなく、その他の市の中間支援組織と連携して、大阪府内の

NPO 法人の事務力をアップする取り組みを行っていきたいが、まだ働きかけが行えていません。	 

	 

①企業の CSR 活動と連携し、団体同士のコーディネート機能の役割を担う	 

企業とNPOをつなげるコーディネート＆ファシリテーターとして取り組む！ 
【成果】	 

１．住友ゴム CSR 基金は、2014 年度は、5 団体推薦、コーディネートし、すべて助成金が決まり

ました。	 

２．大阪ガスは、松原市と堺市で 2 回イベントを実施し、松原市で開催した「はっぴー子育てフ

ェスタ」には 55 人の参加、堺市で開催した「南大阪子育てトークカフェ」には 53 人が参加、の

べ 108 人の方に参加していただくことができ、子育て支援 NPO のネットワークの強みを活かす取

り組みを行うことができました。	 

３．新規事業として、堺市民活動サポートセンターを運営している堺市社会福祉協議会と取り組

む「市民協働ひろば」の事業の一環として、合同研修会、テーマ「市民活動団体との関係づくり

～助成金×支援機関編～」を実施し、今後、企業の CSR と連携をめざした取り組みを行うことが

できました。	 

【課題】	 

１．大阪ガスと連携して行っている、子育て支援 NPO ネットワークが事業をしていくためのファ

ンドレイジングができておらず、助成金やイベントを実施する際の事業収入等の活用を検討して

いく必要があります。	 

２．企業の CSR と連携していくための道筋に 2015 年度も地域の課題解決・理想実現に向けた強み

を活かせるネットワークづくりをしていく必要があります。	 

	 ◎もっと詳細は、P.17	 

 
６．市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業 
	 

事業名	 市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業	 

	 ①堺市内のＮＰＯの実態調査を実施	 

事業目的	 	 堺市内の NPO や市民活動団体の現状を正確に把握し、社会に発信、提言していくこ

とで、NPO や市民活動団体が自立した活動がしやすくなる環境整備を行うため。	 

	 

①堺市内のＮＰＯの実態調査を実施	 

堺市内のNPO271 法人対象に実施。独自の団体力調査の指標もできる！ 
【成果】	 

１．堺市市民活動コーナースタッフで手分けをして、堺市内の NPO 法人 271 法人を対象に、団体

力調査実施することができました。	 

※団体力調査とは、①会員さんへの説明責任、②会員さんへの説明責任―会計―、③多様な収入

源、④情報発信、⑤協働事業など、他団体との連携について	 という 5 つの視点で 6 段階指標に

基づく評定を行う調査です。	 



 

 9 

【課題】	 

１．実態調査を通して、市民協働課からある一定の啓発があったため、（事業報告書を提出するこ

と）	 事業報告書を提出している法人は増えていることを感じましたが、毎年同じ事業報告書を提

出している、または NPO 会計に則った決算書を作成していない団体があることがわかり、さらに

事業報告書の必要性や決算書についてのセミナーを開催し、情報開示を意識し、社会的信頼を高

める NPO を育てていく必要性を感じました。	 

	 

【内部への取り組みとして】	 

	 

①SEIN を支えていただいている会員さんとのコミュニケーション！！の取り組み	 

2014 年度は特に積極的な働きかけに取り組むことができませんでした。	 

	 

②SEIN スタッフの内部研修	 

3 つの取り組み（ファシリテーション力、相談対応力、企画力）について、それぞれ必要な事業に属

するスタッフに参加いただきました。	 

１．外部の研修に 4 人の常勤スタッフがファシリテーション力を高める研修に参加しました。	 

２．堺市市民活動コーナーの相談対応力を向上するために、相談事例の学び合う場を作りました。	 

３．毎月 1 回、販促会議を実施し、読書会を通して企画力を高める取り組みを行いました。	 

	 

【その他】	 

①メディア掲載	 

[コミュニティカフェパンゲア]	 

	 １．るるぶ	 南大阪版	 

	 ２．泉州うまいもんウォーカー	 

	 ３．D'S	 SELECT	 

	 ４．南大阪の本	 

	 ５．ぴあ堺食本	 2015	 

	 ６．なるみ・岡村の過ぎる TV（朝日放送）にて、「隠れ家すぎるお店」で紹介	 

	 ７．るるぶ	 利晶の杜臨時号	 

	 ８．泉州うまいもんウォーカー	 

②SEIN や堺市内の NPO についての講演	 

[講演等]	 

	 １．いきいき堺市民大学にて「堺市内のＮＰＯについて」講演	 

	 ２．大阪府立大学にて「地域活動やＮＰＯ活動について」講演	 

	 ３．東大阪市にて「ＮＰＯって何？」講演	 

	 ４．和泉市にて「１％支援制度シンポジウム in 和泉」パネルディスカッションにて登壇	 

	 ５．堺市職員労働組合にて「2014 堺市の都市内分権とまちづくりを考える」市民フォーラムに登壇	 

③インターンシップの受入	 

	 １．堺・南大阪地域インターンシップ推進協議会より受入（3 名）	 
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③委員や審議員として	 

１．堺市公募型提案型協働推進事業選定委員会	 

２．堺市地域福祉計画推進懇話会	 

３．堺市セカンドステージ応援団運営協議会	 

４．堺市緑の政策審議会	 

５．街づくり夢基金の運営委員	 

６．すずめ踊り協賛会の監事	 

７．和泉市市民活動支援制度判定会委員	 

８．河内長野市協働懇談会委員	 

９．河内長野市文化振興計画推進委員会委員	 

10．堺市社会福祉協議会ふれあい助成金審査委員	 

11．堺区区民まちづくり会議委員	 

12．大阪市鶴見区	 地域有償ボランティア育成事業選考委員	 

13．堺市生涯学習推進懇話会委員	 

④積極的に外部のイベントへの出店	 

【パンゲアのＰＲ】	 

	 １．かわちながの世界民族音楽祭の食べ物ブース	 

【その他】	 

	 １．ボランティア・市民活動フェスティバル＠堺社協のイベントにて、市民活動トークライブのコ

ーナーを社協と二者協働で運営。	 

□実施概要□ 
１．市民活動支援事業 
（１）SEIN の NPO 支援センター運営事業	 

①体制を整え、新規事業開拓に向けて取り組む	 

事務局長の宝楽がプロデューサーやファシリテーターとして関わり、2つのプロジェクトに取り組むことができました。	 

１．かわちながの世界民族音楽祭（主催：ラブリーホール[公益財団法人河内長野市文化振興財団]）	 

２．奥河内 100 人会議	 （主催：河内長野市役所	 都市づくり部	 都市創生課	 地域整備係）	 

②堺市と連携して、ソーシャルビジネスガイドラインの発行に取り組む	 

起業支援型地域雇用創造事業の委託を受け、生活福祉部超高齢化担当と協働で、ソーシャルビジネス入門書を作成。そ

の作成の調査員として 3名雇用して実施しました。	 

＜ＳＢ事業部の内部研修として＞	 

4 月 19 日	 ホワイトボード・ミーティング	 （株）ひとまち	 

ちょんせいこ氏	 

4 月 21 日	 ソーシャルビジネスガイドラインの拡大編集会議	 

＆ＳＢに関する研修	 

IIHOE 人と組織と地球のための国際

研究所	 川北秀人氏	 

5 月 7 日	 編集会議の進め方とヒアリング（取材）のノウハウを学ぶ	 (株)ひとまち	 

ちょんせいこ氏	 

5 月 20 日	 【出前講座】	 

・介護保険制度について	 

・障害福祉制度について	 

市の担当課より	 

5 月 21 日	 文章の書き方講座	 (株)ひとまち	 

ちょんせいこ氏、石沢朝子氏	 

6 月 21 日	 文章添削講座	 (株)ひとまち	 

石沢朝子氏	 
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9 月 4 日〜	 

	 10 日間	 

イラストレーターの研修	 A’ワーク創造館担当講師	 

新原隆幸氏	 

10 月 2 日～	 

	 3 日間	 

NPO、ボランティアグループのためのレベルアップ講座	 大阪ボランティア協会主催	 

	 

＜市との調整会議＞	 

	 4 月 22 日、6 月 6 日、7 月 8 日、10 月 29 日、11 月 25 日、12 月 8 日、12 月 16 日、12 月 22 日	 

	 1 月 21 日	 

	 

＜ＳＢ研究会に参加＞	 

	 5 月 29 日、7 月 10 日、11 月 6 日、1 月 15 日	 

	 

＜ＳＢ効果検証研究会に参加＞	 

	 5 月 10 日、7 月 19 日、9 月 6 日、11 月 8 日	 

	 

＜ヒアリング＞	 

5 月 30 日	 特定非営利活動法人すまいるセンター	 

6 月 13 日	 一般社団法人堺南すこやかファーム	 

6 月 19 日	 特定非営利活動法人観濠クルーズ Sakai	 

6 月 25 日	 特定非営利活動法人しゃらく	 

7 月 4 日	 特定非営利活動法人きらっと	 

7 月 11 日	 特定非営利活動法人フェリスモンテ	 

7 月 15 日	 特定非営利活動法人いきいきつながる会	 

7 月 24 日	 いずみの里	 

7 月 29 日	 特定非営利活動法人住まいみまもりたい	 

8 月 1 日	 特定非営利活動法人エフ・エー	 

8 月 11 日	 特定非営利活動法人せかんど	 

8 月 21 日	 介護ライブラリー	 

8 月 28 日	 特定非営利活動法人ふれあいネットひらかた	 

9 月 2 日	 特定非営利活動法人福祉ワーカーズあゆみ	 

9 月 17 日	 ワーカーズコレクティブ	 キッチンよりあい	 

9 月 22 日	 生きがいワーカーズ	 並木の会	 

10 月 6 日	 ふれあいゆう葛城	 

10 月 16 日	 特定非営利活動法人ピュア・ハート御池	 
	 

	 

③IIHOE と連携して、大阪府内全域の協働環境調査を実施	 

	 2014 年度、ＳＥＩＮは大阪府内の 31 市を担当しました。	 

4 月～5 月	 ＨＰで調査実施	 調査票の入力	 

6 月	 担当自治体に確認→返信があった自治体にお礼連絡	 

7 月	 第 5 回協働環境調査事務局と修正点等のやりとりと自治体に確認	 
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8 月末	 最終の点数と文章が決定する。	 

10 月末	 第 5 回協働環境調査報告書が発行	 

1 月 19 日	 第 5 回協働環境調査の報告会を開催（のべ 29 人の参加）	 

1 月 31 日	 ブログにて報告記事アップ	 
	 

	 

（２）堺市市民活動コーナーの運営事業	 

①NPO の事務局の底上げに取り組む	 

	 情報紙「I☆ねっと de さかい」や、講座にて、事務局の底上げに取り組みました。	 

情報紙にて取り組んだ事務局の底上げに関係する特集記事	 

5 月号	 法人の年間カレンダー	 

6 月号	 総会後にすることリスト	 

7 月号	 助成金のポイント	 

8 月号	 助成金	 応募書類の作成方法、法務局へ行こう	 

9 月号	 事業報告書の提出について	 

10 月号	 公募提案型協働推進事業について	 

11 月号	 年末調整について、秋の夜長の NPO「働き方」「働く時間」について考える	 

12 月号	 秋の夜長の NPO②「学習する組織」について考える	 

1 月号	 事務力検定のこと	 

2 月号	 事業報告書と予算書の作成ポイント、広報力アップ作戦	 

3 月号	 助成金セミナー報告、事業報告書のコツ＆NPO の会計書書類	 

	 

〔ＮＰＯマネジメント講座の開催実績〕	 

〜事務担当者スッキリセミナー〜	 

	 開催内容	 開催日時	 参加人数	 

第 1 回	 
事務を効率的に！改善するヒントをつかむ！	 

（特活）岡山ＮＰＯセンター・副代表理事	 石原達也氏	 

7 月 22 日（火）	 

18 時～20 時 30 分	 
17 名	 

第２回	 
業務の仕組みを改善し、次に活かす	 

（特活）岡山ＮＰＯセンター・副代表理事	 石原達也氏	 

8 月 28 日（木）	 

18 時～20 時 30 分	 
17 名	 

第３回	 

NPO 事務局が知っておきたい、1年の流れと 6つの基礎	 

（特活）岡山ＮＰＯセンター・NPO 事務支援センターセンター長	 

加藤	 彰子氏	 

9 月 8 日（月）	 

13 時～16 時	 
27 名	 

	 

〔ＮＰＯ実務まごのて講座の開催実績〕	 

開催内容	 開催日時	 参加人数	 

会計基礎から決算書作成まで	 とことん会計	 実務者講座	 

とことん！新会計基準準拠	 決算書（活動計算書）作成	 【平日】	 

3 月 24 日（月）	 

18 時～20 時	 	 
10 名	 

会計基礎から決算書作成まで	 とことん会計	 実務者講座	 

とことん！新会計基準準拠	 決算書（活動計算書）作成	 【土】	 

3 月 29 日（土）	 

10 時〜12 時	 
4 名	 

	 	 会計講座：税理士	 上田	 光隆氏	 

②校区と NPO が連携している協働事例を集め、発信する	 

市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業にて実施した、堺市内のＮＰＯの実態調査を基に

事業報告書に名前が挙がっていた自治会(校区)の取り組みを抜粋しました。	 

2014 年度は発信するところまで、至りませんでした。	 
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その他の取り組み	 

〔市民協働ひろばでの取り組み〕	 

	 社協に登録するボランティア団体向けに、開催しました。	 

	 日時：2 月 5 日（木）13 時 30 分～16 時	 

	 テーマ：団体の発展のために「なぜ」からはじめよう。～助成金活用セミナー～	 

	 講	 師：：NPO 法人 CANPAN センター	 常務理事山田泰久氏	 	 

	 参加者：27 団体 31 名	 

	 

〔南大阪市民活動支援センター交流会〕	 

	 7 回目を迎えた交流会＆合同研修会を堺で開催しました。	 

	 日時：2 月 6 日（金）13 時 30 分～17 時	 

	 テーマ：今こそ、リアルな助成金の活用を通して、社会をとらえ直す。	 

	 講	 師：：NPO 法人 CANPAN センター	 常務理事山田泰久氏	 	 

	 参加者：南大阪 9市、38 名	 

	 

２．コミュニティカフェ運営事業 
①地親子プロジェクトの取り組み	 

１．2013 年度ドコモ市民活動団体への助成金を活用し、「堺市子育て環境白書」を発行しました。	 

	 	 ＜堺市子育て環境白書の内容＞	 

	 	 ①20 年後ってこうなる？	 

	 	 ②堺市の区（校区）の子育て当事者の現状	 

	 	 ③子育てママの課題	 

	 	 ④堺市内のこんなことできますリスト（6法人と 4名（個人）、5店舗より情報提供の協力）	 

	 	 ⑤提案「女性のチカラを地域に活かす！」	 

	 	 ⑥参考リンク集等	 

	 	 ⑦地親子プロジェクトとは	 

２．2 歳〜6 歳までの子どもための料理教室「こどもカフェ」を開催しました。	 

	 ①2014 年度は、こどもカフェとこどもカフェ体験と 1カ月に 2回開催しました。	 

	 	 ＜こどもカフェ＞	 

4 月 19 日（3 組）、5 月 17 日（8 組）、6 月 21 日（9 組）、7 月 19 日（9 組）、8 月 9 日（9 組）・22 日（5 組）、9

月 6 日（10 組）、10 月 11 日（10 組）、11 月 22 日（10 組）、12 月 6 日（10 組）、	 

	 1 月 17 日（10 組）、2 月 21 日（10 組）、3 月 7 日（10 組）	 

	 	 ＜こどもカフェ体験＞	 

	 	 	 4 月 24 日（4 組）、6 月 24 日（4 組）、7 月 24 日（2 組）	 

３．NPO 法人みんなの Well.net さんと協働で、「パンゲアママフィットくらぶ」を開催しました。	 

	 	 ＜パンゲアママフィットくらぶ＞	 

	 	 	 4 月 21 日、5 月 19 日、7 月 28 日（5 組）、8 月 18 日、9 月 22 日、10 月 20 日、11 月 17 日	 

	 	 	 3 月 23 日	 

４．親子ルームにて、おやこ向けのレッスンも 3種類開講されました。	 

	 	 ①おやこ似顔絵	 ②フラワーレッスン	 ③ポーセラーツレッスン	 	 
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②地産地消の取り組みを通して、パンゲアを通じた地域の活性化と資源の見える化に向けた取り組み	 

１．ボランティアの方による紹介 POP の作成	 

	 	 （TOP-HEAVY、アロマ＆ハーブ日和、堺南すこやかファーム、おやこ似顔絵）	 

２．3 月 9 日に堺市商工会議所が開催した「堺グルメミーティング」に参加し、泉州にいる生産者や堺にある加工会社

などと名刺交換することができました。	 

	 	 その後、3月 15 日に開催した、「100 年ごはん」上映会にて、メイドイン泉州のメニューを開発。	 

	 	 当日は参加者に食べていただきました。	 

 
３．市民活動団体に関する情報発信支援事業 
①ブログガイドボランティア育成によるフォロー体制の構築	 

【開催日】第 3水曜日 10 時〜12 時（4/16、5/20、6/18、7/16、8/20、9/17、10/16、11/19、12/17）	 

	 	 	 	 	 2015 年より、第１水曜日 13 時 30 分〜15 時 30 分に変更	 （1/7、2/4、3/4）	 

【場	 所】すまいるセンター／ビッグアイ／プールヴーのどちらかで開催。	 

②地域・テーマ型公益ポータル推進プロジェクト	 

CANPAN 公益ポータル会議に出席し、全国の動き等の情報収集を行いました。	 

【日時】3月 22 日（日）	 11:00～17:00	 

場所：日本財団ビル会議室 1-4	 

対象者：CANPAN 公益ポータル運営者、あるいは興味関心を持っている中間支援組織等	 

主催：日本財団 CANPAN プロジェクト	 ＩＩＨＯＥ	 [人と組織と地球のための国際研究所]	 

内容：（１）CANPAN からの情報提供	 

	 	 ・CANPAN サイトの現状	 

	 	 ・公益ポータルの移行の状況	 

	 	 ・CANPAN 決済システムのご紹介	 

	 （２）IIHOE 川北さんのファシリテーションによるディスカッション	 

	 	 ・情報発信・開示、資源循環、CANPAN の活用、	 

	 	 	 小規模多機能自治、NPO 支援技能等	 

③情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる	 

●講座依頼	 

１．平成 26 年度大阪府市町村ボランティア連絡会～facebook を使いこなそう～(7/4)	 

２．兵庫県男女共同参画推進センター“あいめっせ”(7/12)	 

	 	 正しく知って上手く活用！ソーシャルメディアで『情報発信』	 

３．第１回富田林市市民公益活動シンポジウム「今でしょ！ゆる〜くつながるまち想い」(７/２６)	 

	 	 「みんなをつなぎ、ネットワークを充実させるためのしかけづくりとは！	 

４，貝塚市	 交流推進課(10/20)	 

	 	 地域活動のためのソーシャルメディア実践講座「情報発信を Facebook ではじめてみよう！」	 

５，大阪府社会福祉協議会(3/2)	 

	 	 平成２６年度	 広報紙フォローアップ研修会	 	 

６．貝塚版交流かふぇ(1/28)	 
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	 	 SNS フォローアップセミナー	 

7，阪南市市民活動支援センター(3/8)	 

	 	 市民公益活動団体のための Facebook デビュー講座	 

８．岸和田市・社会福祉協議会共同	 Let’s	 チャレンジ！	 “志”民活動	 

	 	 ～活動内容を広く PR する方法教えます～(3/6,16)	 

９．豊岡市社会福祉協議会(3/20)	 

	 	 	 ｢市民活動パワーアップ講座｣	 

１０．ひょうご市民活動協議会（ぎょうごん）	 

	 	 	 「顧客データベース（Salesforce、Kintone）にについて話題提供」(3/24)	 

 
４．参加型の話し合いの場の企画・運営事業 
①参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実	 

●テーマ型	 

１．ＷＢＭチームさかいの準備会を 3回開催しました。	 

	 4 月 28 日、5 月 28 日、6 月 18 日	 

２．一般にも募集を行い、ＷＢＭチームさかいを 5回開催しました。	 

	 9 月 17 日、10 月 15 日、11 月 19 日、1 月 21 日、2 月 18 日	 

３．広報×ファシリテーション	 などの依頼（上記３参照）	 

	 	 

●大阪府	 

【大阪市】	 

大阪府社会福祉協議会研修	 6 月 17 日	 株ひとまち	 

大阪府障がい者相談支援員(7/18)	 	 株ひとまち	 

大阪市立総合生涯学習センター	 広報講座	 【12 月 6 日＆13 日＆20 日】	 

平野区民センター【2015 年３月４日】	 

【堺市】	 

堺市生涯学習者養成講座（コミュニケーショントレーニング）	 

	 	 	 生きがいワーカーズのコーディネーターとして研修	 

	 	 	 大阪いずみ市民生活協同組合	 元気になる会議	 ホワイトボード・ミーティング入門講座（7/16）株ひとまち	 

【大阪狭山市】	 

生涯学習アドバイザー養成講座「大人の寺子屋」市民ファシリテーター養成講座	 

【和泉市】	 

和泉市男女共同参画センター	 市民ファシリテーター養成講座	 

【河内長野市】	 

河内長野市小学生連合児童会	 子どもファシリテーター養成講座	 

河内長野市第５次総合計画	 子ども未来予想図ファシリテーター	 

【貝塚市】	 

貝塚市	 市民活動ファシリテーター養成講座	 

【伊丹市】	 

伊丹市中央公民館ファシリテーター養成講座(3/7)	 	 株ひとまち	 
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【東大阪市】	 

東大阪市教育センター(7/25)	 株ひとまち	 

【岸和田市】	 

岸和田市教育委員会	 7 月 29 日	 

岸和田市・岸和田市社協（９月 27 日）株ひとまち	 

【泉南市】	 

いずみ市民生活協同組合（泉南エリア）(10/3)	 株ひとまち	 

【摂津市】	 

摂津市男女共同参画	 	 2015 年１月８日	 

【島本町】	 

島本町教育委員会（1/21）株ひとまち	 

【交野市】	 

交野市みどりネット（１・２０）株ひとまち	 

【富田林市】	 

金剛高校	 ピアリーダー養成講座	 【2015 年３月５日＆25 日＆４月９日】株ひとまち	 

【摂津市】	 

高槻市学校給食	 【2015 年３月 26 日】株ひとまち	 

●京都府	 

【京都市】	 

京都市教育委員会（7月 23 日・30 日）	 

●兵庫県	 

兵庫県立男女共同参画センター・イーブン	 ２日連続市民ファシリテーター養成講座	 

情報アドバイザー向け	 ファシリテーター２日連続養成講座	 

NPO 法人生涯学習サポート兵庫・考古博物館【10 月 13 日&11 月 2 日&16 日】	 株ひとまち	 

【神戸市】	 

あすてっぷ KOBE	 グループ活動支援セミナー	 

～今日からあなたもファシリテーター～	 すぐに使える司会・進行のコツ	 

【明石市】	 

もっと輝く自分になる!（あかし南女共同参画セミナー）	 

11 月 29 日 12 月 13 日 20 日（土）	 

●奈良県	 

【奈良市】	 

【9 月 28 日】奈良市ボランティアインフォメーションセンター	 株ひとま	 

都祁地区まちづくりワークショップ	 株式会社ランドブレイン協力	 

●徳島県	 

【四国大学】	 

四国大学第 1 回学生対象就業力育成セミナー （6/25） 株ひとまち 
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５．市民活動団体の事務局支援事業 
①岡山ＮＰＯセンターと連携して、ＮＰＯの事務局検定の開催	 

市民活動フォーラムみのおと協働して実施しました。	 

１．調整会議	 

	 	 7 月 14 日、8 月 12 日、1 月 5 日	 

２．事務力アップセミナー＋事務力検定	 

	 	 南大阪会場：11 月 14 日（金）	 30 名＋11 名（セミナーのみ）	 

	 	 北大阪会場：11 月 15 日（土）	 6 名＋2 名（セミナーのみ）	 

３．事務力検定のみ	 

	 	 南大阪会場：11 月 22 日（土）	 2 名	 

	 	 北大阪会場：11 月 22 日（土）	 3 名	 

②企業の CSR 活動と連携し、団体同士のコーディネート機能の役割を担う。	 

１．大阪ガス	 

	 ①大阪ガスと子育てネットワーク会議	 

	 4 月 14 日、4 月 23 日、5 月 19 日、6 月 16 日、8 月 25 日、9 月 29 日、11 月 20 日、12 月 18 日	 

	 1 月 15 日、2 月 16 日、	 

	 ②大阪ガス子育て支援ネットワークと天見商店街振興組合と一緒にイベントを開催	 

	 ・「はっぴー子育てフェスタ」	 

	 	 6 月 27 日（金）10 時～15 時	 のべ 50 組の参加	 

	 ・「南大阪子育てトークカフェ」	 

	 	 3 月 19 日（木）10 時～12 時	 のべ 53 名の参加	 

２．住友ゴム	 

	 ①2014 年度も業務委託契約書を締結しました。	 

３．合同研修会＆ヒアリング	 

	 2 月 5 日（木）18 時 30 分～20 時 30 分	 

	 テーマ：市民活動団体との関係づくり	 ～助成金×支援機関編～	 

	 講	 師：NPO 法人 CANPAN センター	 常務理事山田泰久氏	 	 

	 参加者：行政 11 担当課 17 名、社協 10 名、NPO（中間支援組織）8名	 合計 30 名の参加	 

	 合同研修会参加者の行政担当者 2名からのヒアリング	 

	 ①堺市子ども家庭課	 雁野さん（3月 16 日）、②堺市国際課	 林さん（3月 17 日）	 

 
６．市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業 
①堺市内のＮＰＯの実態調査を実施	 

＜堺市内のＮＰＯ法人についての調査＞ 

■目的 

 １．堺市内のＮＰＯ法人の活動状況を把握すること 

 ２．協働に関する事例収集 
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■調査項目 

 １．ツール：内閣府ＮＰＯポータルサイト 

 ２．対象：堺市内の NPO 法人すべて 

 ３．調査内容 

  （１）決算報告書より下記項目を抜粋 

  ①収入より 

     ・総収入額 

     ・収入の種類（全部書き出す）と収入額 

  ②支出より 

     ・人件費（事業費・管理費） 

  ③財産目録より 

     ・次期繰り越し正味財産 

  事業報告書より 

  ①事業報告書のページ数 

  ②協働事業の有無 

     ・他団体（企業・市民公益団体・自治会）のその他団体名を列挙する。 

  ③理事会開催の回数 

  ④ＨＰの有無、ブログやＦＢ等の日々の発信の有無 

 （２）5 つの設問、6 段階指標に基づく評定を実施する。 

 ４．役割分担 

  区ごとに分担し、調査を行う。 

区 堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区 

法人数 81 法人 29 法人 18 法人 31 法人 46 法人 54 法人 6 法人 

担当(案) 渡辺 前田 中井 田中 湯川 弘中 阪野 
	 

	 

７．その他 
【内部への取り組みとして】	 

①SEIN を支えていただいている会員さんとのコミュニケーション！！の取り組み	 

2014 年度は特に実施することができませんでした。	 

	 

②SEIN スタッフの内部研修	 

①4 月 19 日：ホワイトボード・ミーティング入門講座	 

②堺市市民活動コーナーにて開催した「コーナースタッフ MT」にて、毎月相談対応ワークショップを実施。	 

	 相談力アップの取り組みを行いました。	 

③コミュニティカフェ運営事業では、「販促 MT」を行い、販促についての読書会や具体的な取り組みについての話し合

いを毎月行いました。	 

	 ＜参考図書＞	 

	 すばる舎	 販促の教科書	 (1THEME×1MINUTE)	 

	 同文館出版	 「１回きりのお客様」を「100 回客」に育てなさい！（DO	 BOOKS）	 
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８．理事会と総会の開催について 
①SEIN 理事会	 

5 月 12 日	 議案 1：総会資料の件	 

8月 20日 
議案１：外部からの話 
議案２：新規事業開拓 
議案 3：コミュニティカフェパンゲアの新しい方向性について 

11月 27日 
議案１：新規事業開拓と来年度の事業方向性について 
議案２：コミュニティカフェパンゲアの新しい方向性について 

②総会	 

6 月 2 日	 

第 1 号議案	 2013 年度事業報告	 

第 2 号議案	 2013 年度決算報告	 

第 4 号議案	 2014 年度事業計画書	 

第 5 号議案	 2014 年度予算書	 
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私たちは、 

堺市内を中心に、 
市民が自主的に行う活動を応援する 

NPOです。 


