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特定非営利活動法人テダス 2017年度(第 6期) 活動報告書 
 

（目的）テダスは、地域活動団体等に対し、分野を越えた活動の基盤強化を図るとともに、企業や行政、大

学等とのパートナーシップの形成を促進し、もって市民社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

今年度は、上記目的を達成するために、次の事業を行った。 

 

0１.南丹市まちづくりデザインセンター運営業務の実施  委託事業（南丹市地域振興課） 

02.少子化対策推進事業運営業務の実施   委託事業（南丹市子育て支援課） 

03.北村ガイドマニアル及び解説用写真パネルの制作  委託事業（美山町北区） 

04.川辺地域ネットワーク事業計画の作成   委託事業（川辺地域活性協議会） 

05.プロボノを活かした地域力応援事業の実施   委託事業（京都府府民力推進課） 

06.京都丹波移住・定住促進ホームページ運営業務の実施 委託事業（南丹広域振興局） 

07.「移住者の参考書」の制作    委託事業（南丹広域振興局） 

08.京都府中丹地域活動団体向け講座「NPOの底力」の開催 委託事業（中丹広域振興局） 

09.中丹地域活動団体交流会の開催    委託事業（中丹広域振興局） 

10.集落の教科書プロデュース事業の実施   自主事業 

11.NPOゲームの販売 及びゲームを活用した講座の開催  自主事業 

12.教材ツールの開発及び配布    自主事業 

13.くちだすメール便の配信     自主事業 

14.ひとものクロス・カタログ製作の準備    自主事業 

15.南丹市まちづくり基金の管理運営    自主事業 

16.ガチャガチャリティなんたんを活用した寄付の呼びかけ  自主事業 

17.チラシ-グランプリ（チラ１GP）の開催    自主事業 

18.南丹サポートネットワークの連携強化事業の実施  自主事業 

19.南丹市 ＮＰＯ法人調査の実施    自主事業 

20.事務支援サービスの実施     自主事業 

21.そろそろ知っとかナイト NPO編の開催   自主事業 

22.ファシリテーターの派遣     自主事業 

23.講師の派遣      自主事業 

24.京都丹波地域つぎの展開プロジェクトチーム（つぎぷー） 加盟団体 

25.ドリームえんじんネットワーク    加盟団体 

26.市民活動ポータルプラットフォーム    加盟団体 

27.地域活動サポート協会「コネクトきょうと」   加盟団体 

28.全国 NPO事務支援カンファレンス    加盟団体 

29.チーム・シラベル     加盟団体 

30.災害時連携ＮＰＯ等ネットワーク    加盟団体 
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0１.南丹市まちづくりデザインセンター運営業務の実施 

  事 業 区 分：委託事業（南丹市地域振興課） 

  概算事業規模：7,000,000円 

  実 施 年 数：2012～2017年度（6年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPO法人や市民団体、地縁による地域団体、大学など南丹市に関わる様々な人や組

織が、知恵や力をともに出し合いながら、平等な立場で公共の課題を発見し、共有し、

解決しようとする活動を支援し、その活動の活性化を推進することを目的に、今年度

は次の事業を主に行った。 

 

            A）相談アドバイス事業 ・相談件数 556件 

            B）貸出事業  ・コピー機及び備品等の貸出件数 1,059件 

            C）協働のテレビ番組 ・協働みーつけた！ 2回放送 

             ・協働スイッチ ON 10回放送 

            D）市民活動団体交流会 ・7月 29日第 4回開催 テーマ「広報、資金、人材」 

      ・3月 10日第 5回開催 テーマ「ふるさと納税」 

            E）市民提案型交付金説明会 ・2月 24日開催 交付金制度説明 

            企画づくりセミナー 

            個別相談対応 

            F）配架配信配布サービス ・配架：センター内でのチラシ配架及びポスター掲示 

      ・配布：12回実施 

延べ1,200世帯にチラシ2,900枚をポスティング 

      ・配信：ホームページ及び Facebookにて情報配信 

            G）ＢＯＸの貸出  ・利用団体 10団体 
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02.少子化対策推進事業運営業務の実施 

  事 業 区 分：委託事業（南丹市子育て支援課） 

  概算事業規模：1,350,000円 

  実 施 年 数：2016～2017年度（2年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：周辺自治体に比べ婚姻率が低い南丹市の現状や、増加傾向にある晩婚化、非婚化

への対応として、次の事業を実施した。 

 

            A）第 1期生との企画会議 ・5～9月 3回実施 

            B）男性向けセミナー ・9月 23日 鍛錬 1「心構え」 

      ・9月 23日 鍛錬 2「思考力」 

      ・10月 9日 鍛錬 3「気配り」 

      ・10月 1日～28日 個別相談会 

      ・11月 5日 鍛錬 4「勇気」 

      ・11月 5日 鍛錬 5「企画力」 

      ・11月 8日 第 2期生による企画会議 

            C）女性向けセミナー ・11月 12日 「愛されコミュニケーションレッスン」 

            Ｄ）婚活パーティー  ・11月 12日 男性 18人、女性 17人参加 

                                        連絡交換 59件 

                                        相互交換（マッチング）8件 

            Ｅ）おせっかいさん認定 ・おっせかいおじちゃん 7人を認定 

・おっせかいおばちゃん 13人を認定 

      ・3月 16日 おっせかいさんミーティング 6人参加 

            Ｆ）スピンオフ企画の支援 ・なんたんパトロールランニング（月 1実施の計 3回） 
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03.北村ガイドマニアル及び解説用写真パネルの制作 

  事 業 区 分：委託事業（美山町北区） 

  概算事業規模：300,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：美山町北区で活動するガイドの会からの依頼で、新人ガイド育成のためのマニアルと、

ベテランガイドをサポートするための解説用写真パネルを制作した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.川辺地域ネットワーク事業計画の作成 

  事 業 区 分：委託事業（川辺地域活性協議会） 

  概算事業規模：70,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：園部町川辺地域で、防災共助力の強化を目的に昨年度発足した地域ネットワークチ

ームからの委託で、ネットワーク会議での 3回ファシリテーションと、事業計画の作成を

行った。 
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05.プロボノを活かした地域力応援事業の実施 

  事 業 区 分：委託事業（京都府府民力推進課） 

  概算事業規模：1,500,000円 

  実 施 年 数：2014～2017年度（4年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：昨年度に引き続き、京都府内のＮＰＯとプロボノワーカー（スキルボランティア）をマッ

チングし、課題解決能力の向上を図るため、次の事業を行った。 

 

            A）プロボノワーカー登録 ・登録者数 236人（前年度＋35人） 

            Ｂ）マッチング  ・支援申請数 21団体 

      ・支援団体数 11団体 

       ・マッチングワーカー人数 延べ 54人 

            C）1dayプロボノ  ・9月 2日山城地域で開催 12人参加 

                ・9月 30日丹後地域で開催 9人参加 

            D）中間支援団体との連携 ・NPO法人みんなのネットワーク（亀岡市） 

      ・おりなす.キャンプ.城陽（城陽市） 

      ・京都府 NPOパートナーシップセンター 

       （府庁、南丹、山城、中丹、丹後） 
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06.京都丹波移住・定住促進ホームページ運営業務の実施 

  事 業 区 分：委託事業（京都府南丹広域振興局） 

  概算事業規模：300,000円 

  実 施 年 数：2016～2017年度（2年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：地域の新たな担い手確保につなげるため、UIJ ターン者向けに、京都丹波地域の良さ

をアピールする情報を掲載したホームページを運営した。地域で活動する団体や行

政等に情報提供を呼びかけ、次の内容を掲載して発信。京都移住計画運営サイトと

の連携も行った。 

 

            A）地域団体の紹介記事の掲載 32団体（昨年度＋13団体） 

            B）イベント紹介記事の掲載  38団体 

            C）移住者支援窓口の紹介  4機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.「移住者の参考書」の制作 

  事 業 区 分：委託事業（京都府南丹広域振興局） 

  概算事業規模：450,000円 

  実 施 年 数：2016～2017年度（2年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：昨年度から産学公が連携する「京都丹波移住・定住促進協議会」や「京都丹波つぎの

展開プロジェクトチーム」の構成団体と連携し、移住促進ツール「移住者の参考書」の

制作を行っている。今年度は、昨年度制作した「子育て編」「別冊 OTUSAN」の更新

増刷及び、新冊「移住の入口編」の制作を行った。 
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08.京都府中丹地域活動団体向け講座「NPOの底力」の開催 

  事 業 区 分：委託事業（京都府中丹広域振興局） 

  概算事業規模：250,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：京都府中丹地域（福知山市、綾部市、舞鶴市）で活動する NPO法人を主な対象とし、

事務力向上講座を次の通り行った。 

 

            A）NPOの底力「経理編」  ・7月 26日福知山市で開催 24人受講 

            B）NPO の底力「登記-事務編」 ・11月 19日舞鶴市で開催 7人受講 

       ・11月 20日綾部市で開催 16人受講 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.中丹地域活動団体交流会の開催 

  事 業 区 分：委託事業（京都府中丹広域振興局） 

  概算事業規模：100,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：京都府中丹地域（福知山市、綾部市、舞鶴市）で活動する団体の交流を促進し、パー

トナーシップの形成を図るため、中丹地域活動団体交流会「レンタルアイディアワー

ク」を 2月 16日に実施。16人が参加した。 
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10.集落の教科書プロデュース事業の実施 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：100,000円 

  実 施 年 数：2014～2017年度（4年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：定住促進のためのツールとして、集落内のルールや慣習を可視化した「集落の教科

書」制作をプロデュースしている。2014 年に日吉町世木地域で１冊目をプロデュース

し、その後、2015年美山町北区、2016年美山町宮島地域からの依頼で事業を実施。

そのほか、宮城県丸森町や香川県三豊市財田町からの依頼で、教科書作りに関する

研修会を行った。今年度は、NPO法人摩気高山の郷振興会からの依頼を受け、同法

人の教科書制作委員会でスタートアップとなるワークショップ（3回実施）と調査票制作

を協力した。また、集落の教科書に関する講演を次の通り行った。 

 

            A）6月 3日  京都市 ローカルセッション＠京都「自治体×民間×地元の連携」 

            B）6月 5日  青森県 移住者受入力強化セミナー＠青森県野辺地 

            C）6月 6日  青森県 移住者受入力強化セミナー＠青森県弘前 

            D）2月 23日 三重県 三重県移住・交流市町担当者研修会 

            E）3月 24日 亀岡市 保津町講演会「新たな住民を 迎えるにあたって」 
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11.NPOゲームの販売及びゲームを活用した講座の開催 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：700,000円 

  実 施 年 数：2017年度（1年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPO の成長ストーリーをまとめ、共感と信頼を集めながら事業を展開していくすごろく

「NPO ゲーム」を４年間かけて制作。今年度から販売を開始し、全国各地から注文を

受けた。また、他市の中間支援団体や大学などからの依頼を受け、NPO ゲームを活

用した講座を実施した。 

 

            A）NPOゲームの販売 ・販 売  開 始 ：6月 20日 

                           ・販売、配布個数：143個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            B）NPOゲームを使った講座開催 （12回） 

                  ・6月 19日 京都学園大学 「サービス・ラーニング」ＮＰＯゲームで感じる市民活動 

                  ・7月 15日 熊本県   「ＮＰＯゲーム」解説 

                  ・10月 27日 南丹市   ＮＰＯゲーム大会 

                  ・11月 19日 舞鶴市   団体向け講座 NPOの底力「登記＆事務編」 

                  ・11月 20日 綾部市   団体向け講座 NPOの底力「登記＆事務編」 

                  ・12月 6日 大谷大学   「非営利組織マネジメント論」ＮＰＯゲームで感じる市民活動 

                  ・12月 18日 京丹後市   交流セミナー「ＮＰＯゲーム」で事務力ＵＰ 

                  ・1月 14日 亀岡市   たまパカ塾 第１講「NPOゲームで団体の成長過程を感じる」 

                  ・1月 27日 岡山県   NPO支援組織スキルアップ事業 地域活動の魅力と再評価 

                  ・2月 17日 精華町   せいかまちづくり塾「まちづくり活動のススメ」 

                  ・3月 2日 京都市   知っとかナイト「みんなはいったい何のために働くの？」 

                  ・3月 7日 和歌山県   橋本市市民活動レベルアップ講座と NPOゲーム 
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12.教材ツールの開発及び配布 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：500,000円 

  実 施 年 数：2012～2017年度（6年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPO を支援するため、教材の開発及び配布を行った。今年は特に、事務分野に力を

入れ、社団法人事務や雇用関係事務を支援するための教材を新たに制作し、活用し

た。現在活用している主だった教材は次の通り。 

 

            A）企画づくり練習帳わくわくワークシート 更新 

            B）簡単会計ツール（NPO法人版）ver2.0 更新 

            C）助成金情報まとめ 更新 

            D）交付金ってどうやって使うの？ 

            E）法人格による違い一覧表 

            F）法人設立 成長にともなう届出の流れ 

            G）NPO法人事業報告及び登記に関するＴｏＤｏリスト 新規 

            H）保険料・源泉徴収についての問い合わせ先一覧 新規 

            Ｉ ）事業所としてはじめて雇用が発生する際の「開始手続きフロー図」 新規 

            Ｊ ）一般社団法人バックオフィス業務のイニシャル/ランニングの仕訳 新規 

            K）プリントパックマニュアル 

            L）プレス用 報道リスト 
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13.くちだすメール便の配信 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：20,000円 

  実 施 年 数：2015～2017年度（3年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：多くのＮＰＯが苦手とする事務手続きの意識負担を軽減するため、いつ、どこに、何を

提出するのか、といった情報をお届けする電子メールサービス「くちだすメール便」を

2015年 7月より開始。今年度は、メール便登録を行っている 81団体を対象に、税務・

労務などの事務系情報や、交付金情報、交流会情報など、13回の配信を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.ひとものクロス・カタログ製作の準備 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：20,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：団体が持つ①物品、②人材、③場所などの資産を可視化し、団体間の相互支援関係

の強化を図るため、南丹市社会福祉協議会と南丹市地域振興課、テダスの３者協働

で、「ひとものクロス事業」の準備を開始。今年度は、①物品資産に関する情報提供を

南丹市内の団体に呼び掛け、9団体より約 100種類の貸出可能物品の情報を集めた。

次年度はカタログ製作及び、②人材資産情報集めを行う計画だ。 

 

 

 

15.南丹市まちづくり基金の管理運営 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：10,000円 

  実 施 年 数：2014～2017年度（4年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：南丹市内で活動する市民団体を支援するため、南丹市まちづくり基金を 2014 年度に

設置。2017 年度末時点の基金資産は、494,864 円。現在、市民活動団体を応援する

ような活用方法を検討している。 
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16.ガチャガチャリティなんたんを活用した寄付の呼びかけ 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：40,000円 

  実 施 年 数：2014～2017年度（4年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：南丹市まちづくり基金の一環として、寄付文化の促進とNPOの広報支援を目的に、今

年度も「ガチャガチャリティなんたん」を活用した寄付の呼びかけを行った。また、団体

の返礼品（寄付者へのお返しの品）の作成を支援するため、缶バッチ制作の代行サ

ービス「作って売ろうキャンペーン」を実施した。ガチャガチャマシーンの設置状況等

は次の通り。 

 

            A）マシーンの常設   ・南丹市まちづくりデザインセンター 

                ・町家工房息吹 

                ・道の駅 スプリングスひよし 

            B）マシーンの貸出    ・貸出回数 ６回 

            C）缶バッチ作って売ろうキャンペーン ・実施期間 5月 1日～6月 30日 

       ・8団体 20種類 800個の缶バッチを制作 
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17.チラシ-グランプリ（チラ１GP）の開催 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：10,000円 

  実 施 年 数：2014～2017年度（4年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPO の広報力強化と、寄付文化の促進を目的に、南丹市まちづくりデザインセンター

内で、チラ１GP を今年度も 2 回開催。1 回の開催につき 20～25 枚のチラシをセンタ

ー内に掲示して、3 カ月間投票を呼びかけてグランプリを決めた。投票していただく際

に寄付を呼びかけ、集まった寄付金は優勝賞金として使った。今年度は、テダスホー

ムページ内に歴代優勝チラシを紹介するコンテンツを追加した。 

 

            A）第 6回  ・4月～6月 投票期間 

     ・7月～9月 入選作品の講評期間 

     ・12月 12日 表彰式 優勝：ワタリドリ写真部 

     ・寄付額（優勝賞金） 2,739円 

            B）第 7回  ・10～12月 投票期間 

     ・1～3月 入選作品の講評期間 

     ・3月 11日 表彰式 優勝：重利の山を守る会 

     ・寄付額（優勝賞金） 2,750円 
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18.南丹サポートネットワークの連携強化事業の実施 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：20,000円 

  実 施 年 数：2015～2017年度（3年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：今年度南丹市では、集落支援員（6人）、里の公共員（4人）、里の仕事人（4人）、地域

おこし協力隊（11 人）、南丹市まちづくりデザインセンター（3 人）など、ＮＰＯや地域を

支援するサポーターたちが配置されている。制度の枠組みが市と府で違い、互いのス

キルや立場を共有して協力体制でパワフルな支援を行っていくため、2015 年に南丹

サポートネットワークを設立した。今年度は、より密度の濃い連携を促進するために、

各制度の所属から１名ずつ参画する世話人会を設置して情報共有会を行ったほか、

集落支援員 浅田氏、協力隊員 松田氏が幹事を担って交流会 兼 新協力隊員の歓

迎会が行われた。 

 

            A）世話人会（情報共有会）  ・４回実施 

            B）第 3回サポート人材交流会 ・10月 20日開催 

・28人参加（うち京丹波町協力隊は 3人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.経営状況からひも解く京都府南丹市内ＮＰＯ法人の状況 

(ＮＰＯ法人調査)の実施 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：100,000円 

  実 施 年 数：2015年度、2017年度（2年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：南丹市にあるＮＰＯ法人の現状や特徴を把握し、南丹市全体のＮＰＯ法人の強化を図

る事業の一環として調査を実施し、調査報告書にまとめた。今年度調査では、南丹市

内 NPO 法人の全体像が把握できただけでなく、福祉分野と、その他分野の法人で資

金面等の大きな差が明らかになった。 
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20.事務支援サービスの実施 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：30,000円 

  実 施 年 数：2016～2017年度（2年目） 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPO の事務力を高めるため、依頼のあった団体にテダススタッフを派遣する「事務支

援サービス」を開始し、年間通して支援を行う「伴走支援コース」と、単発で支援を行う

「ピンポイント支援コース」を設けている。今年度は「ピンポイント支援コース」による支

援を１団体に対して行った。 

 

21.そろそろ知っとかナイト NPO編の開催 

  事 業 区 分：自主事業（きょうと地域創生府民会議の協賛事業） 

  概算事業規模：100,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPO も就職先の一つとして考えられるという認識を広めるため、「NPO 活動に興味の

ある方」「今の働き方に疑問を持っている方」「所属している NPO を成長させたい方」

を対象とした講座を 3月 2日に京都リサーチパーク・町家スタジオ（京都市）で

開催。京都市民を中心に 14人が参加した。講座では、NPO法人調査で明らかになっ

た実態の解説と、NPOゲームを行った。 
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22.ファシリテーターの派遣 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：250,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPO や地域団体の会議の質を高めるため、依頼のあった団体へファシリテーターの

派遣を行った。今年度実績（テダス主催事業を含む）は次の表の通り。 

             

  日付 講座名又は講演タイトル 開催地 担当名 

1 6月 21日 
移住セミナー「仕事はそのまま。田舎

でくらす」 

大阪ふるさと暮ら

し情報センター 
高橋博樹 

2 7月 1日 
移住セミナー「自然の近くで子育てを

する」 

大阪ふるさと暮ら

し情報センター 
高橋博樹 

3 7月 22日 
南丹市市民活動団体交流会～みん

なの知恵を集めよう～ 
京都府南丹市 田畑昇悟 

4 7月 26日 
亀山城探検隊～本の世界から飛び

出しちゃえ（子どもシラベル） 
京都府亀岡市 田畑昇悟 

5 8月 1日 
摩気地域「集落の教科書づくりワー

クショップ」 
京都府南丹市 田畑昇悟 

6 8月 23日 
移住セミナー「ていねいに生き暮ら

す」 

大阪ふるさと暮ら

し情報センター 
高橋博樹 

7 8月 27日 
災害時あなたの団体を助けるネット

ツール体験会 
京都府南丹市 田畑昇悟 

8 8月 31日 
摩気地域「集落の教科書づくりワー

クショップ」 
京都府南丹市 田畑昇悟 

9 9月 20日 １ＤＡＹプロボ㏌山城 京都府宇治市 高橋博樹 

10 9月 20日 
移住セミナー「地域でないわいをつく

る」 

大阪ふるさと暮ら

し情報センター 
高橋博樹 

11 9月 30日 １ＤＡＹプロボノ㏌丹後 京都府京丹後市 高橋博樹 

12 10月 8日 
輝きフォーラム2017・住みたいまちは

つくれる 
ガレリアかめおか 高橋博樹 

13 
10月～3

月 
川辺地域ネットワークＭＴＧ2017 京都府南丹市 田畑昇悟 

14 10月25日 
移住セミナー「自然の中で子育てを

する」 

大阪ふるさと暮ら

し情報センター 
高橋博樹 

15 10月27日 ＮＰＯゲーム大会 
南丹市まちづくり

デザインセンター 
高橋博樹 

16 10月28日 移住者受け入れセミナー 亀岡市保津町 高橋博樹 

17 11月12日 婚活パーティ 
南丹市 旧西本梅

小学校 
高橋博樹 

18 11月15日 
移住セミナー「仕事はそのまま。いな

かで暮らす」 
京都府京都市 高橋博樹 

19 11月25日 ＦＭカメオカ夜明け前フォーラム 
亀岡市役所市民

ホール 
高橋博樹 
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20 12月 3日 林業フォーラム 
南丹市国際交流

会館 
高橋博樹 

21 1月 21日 
たまパカ塾 第３講「仲間を集めて企

画づくり」 
ガレリア亀岡 高橋博樹 

22 1月 21日 
たまぱか塾 第４講「交付金の勘どこ

ろ」 
ガレリア亀岡 高橋博樹 

23 1月 24日 
移住セミナー「ていねいに生き暮ら

す」 

大阪ふるさと暮ら

し情報センター 
高橋博樹 

24 1月 25日 シラベルＩＮ城陽 京都府城陽市 田畑昇悟 

25 1月 30日 
認定 NPO法人京都自死・自殺相談

センター調査力向上シラベル講座 
京都府京都市 田畑昇悟 

26 2月 16日 
中丹交流会「レンタルアイデア ワー

ク」 
京都府福知山市 高橋博樹 

27 2月 21日 
移住セミナー「地域でないわいをつく

る」 

大阪ふるさと暮ら

し情報センター 
高橋博樹 

28 2月 28日 
移住セミナー「働く×都会に近いいい

なか=京都丹波」 

東京ふるさと回帰

センター 
高橋博樹 

29 3月 10日 
南丹市市民活動団体交流会～ふる

さと納税～ 
京都府南丹市 田畑昇悟 

30 3月 16日 おせっかい会議 
南丹市八木町きっ

とみ村 
高橋博樹 

31 3月 21日 
京都丹波ごはん会 －自然のある暮

らしに近づこう 
京都府京都市 高橋博樹 
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23.講師の派遣 

  事 業 区 分：自主事業 

  概算事業規模：250,000円 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：NPOや自治体、学生等を対象とした講座に講師の派遣を行った。今年度実績（テダス

主催事業を含む）は次の表の通り。 

 

  日付 講座名又は講演タイトル 開催地 担当名 

1 4月～ 同志社大学政策学部 地域活動ゼミ 同志社大学 高橋博樹 

2 4月～1月 
京都学園大学「サービス・ラーニン

グ」 
京都学園大学 田畑昇悟 

3 6月 3日 
ローカルセッション＠京都「自治体×

民間×地元の連携」 
京都府京都市 田畑昇悟 

4 6月 5日 
移住者受入力強化セミナー＠青森

県野辺地 
青森県野辺地町 田畑昇悟 

5 6月 6日 
移住者受入力強化セミナー＠青森

県弘前 
青森県弘前市 田畑昇悟 

6 6月 14日 政策立案・ファシリテーション講座① 
京都府立林業大

学校 
高橋博樹 

7 6月 21日 政策立案・ファシリテーション講座② 
京都府立林業大

学校 
高橋博樹 

8 7月 6日 「地域活動とは」 京都学園大学 高橋博樹 

9 7月 15日 「ＮＰＯゲーム」解説 熊本県 高橋博樹 

10 7月 26日 
中丹 団体向け講座NPOの底力「経

理編」 
京都府福知山市 高橋博樹 

11 9月 23日 
男前道場「幸せな家庭をつくるため

の思考力を身につける」 

南丹市おいでーな

川辺 
高橋博樹 

12 10月 4日 朱雀ロータリー例会「調査と NPO」 京都府京都市 田畑昇悟 

13 10月13日 京都学園大学「調査と社会の接点」 京都学園大学 田畑昇悟 

14 11月10日 
南丹管内市町新規採用職員交流研

修 

丹波自然総合運

動公園 
高橋博樹 

15 11月19日 
中丹 団体向け講座NPOの底力「登

記＆事務編」 
舞鶴総合庁舎 高橋博樹 

16 11月20日 
中丹 団体向け講座NPOの底力「登

記＆事務編」 
綾部総合庁舎 高橋博樹 

17 12月 6日 
大谷大学「非営利組織マネジメント

論」ＮＰＯゲームで感じる市民活動 
大谷大学 田畑昇悟 

18 12月 9日 いわき未来セミナー 福島県いわき市 高橋博樹 

19 12月15日 
長岡京市職員研修「協働ってなあ

に」 
京都府長岡京市 高橋博樹 

20 12月18日 
MOPPENN丹後 交流セミナー「ＮＰ

Ｏゲーム」で事務力ＵＰ 
京都府京丹後市 高橋博樹 

21 1月 14日 
たまパカ塾 第１講「NPOゲームで団

体の成長過程を感じる」 
ガレリア亀岡 高橋博樹 

22 1月 27日 
NPO支援組織スキルアップ事業 地

域活動の魅力と再評価 
岡山県勝英町  高橋博樹 
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23 2月 17日 
せいかまちづくり塾「まちづくり活動

のススメ」 
京都府精華町 田畑昇悟 

24 2月 23日 
三重県移住・交流市町担当者研修

会「南丹の協働から話題提供」 
三重県津市 田畑昇悟 

25 2月 24日 
企画づくりセミナー～依存しない交付

金の使い方～ 
京都府南丹市 田畑昇悟 

26 3月 2日 
そろそろ知っとかナイトＮＰＯ編 みん

なはいったい何のために働くの？ 

京都市 町家スタ

ジオ 
高橋博樹 

27 3月 6日 イラストレーターレッスン 京都府南丹市 田畑昇悟 

28 3月 7日 
橋本市市民活動レベルアップ講座と

NPOゲーム 
和歌山県橋本市 田畑昇悟 

29 3月 20日 
団体向け地域活動セミナー「社会の

しくみと地域活動」 
京都府京丹後市 高橋博樹 

30 3月 24日 
保津町講演会「新たな住民を 迎える

にあたって」 
京都府亀岡市 田畑昇悟 
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■テダス加盟団体での活動 

  今年度は、次の団体に加盟し、プラットフォームを形成しながら NPOや地域の支援を行った。 

 

   ・京都丹波地域つぎの展開プロジェクトチーム 

   ・ドリームえんじんネットワーク 

   ・京都中間支援団体ネットワーク「市民活動ポータルプラットフォーム」 

   ・地域活動サポート協会「コネクトきょうと」 

   ・全国 NPO事務支援カンファレンス 

   ・チーム・シラベル（きょうとフューチャーナレッジセンタープロジェクトプラットフォーム） 

   ・災害時連携ＮＰＯ等ネットワーク 

 

 

24.京都丹波地域つぎの展開プロジェクトチーム（つぎぷー） 

  団 体 概 要：つぎぷーは、京都丹波地域（亀岡、南丹、京丹波の 2市1町）の市民活動や地域産業

のつぎの展開を考え、よりよい地域づくりに寄与するため、市民団体や企業、行政と

いった枠を越えた交流・連携をはかり、同地域の新たな展開を推進するための活動を

行っている。 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：テダスが事務局を務め、次の事業を実施した。 

 

            A）たまパカ塾  ・第 1、2講 1月 14日開催 

                ・第 3、4講 1月 21日開催 

   B）「会議の参考書」の制作 

            C）夢プレゼンパーティー ・第 23回 4月 14日 プレゼンター1)出口萌さん 

                                                    2)馬場優果さん 

                   3)田中利彦さん 

      ・第 24回 7月 21日 プレゼンター1)美市川鏡美さん 

                                                    2)辻英和さん 

                                                    3)是住久美子さん 

      ・第 25回 10月 6日 プレゼンター1)井上佳奈子さん 

                                                    2)勝田雅洋 

                                                    3)神野太志 

      ・第 26回 1月 19日 プレゼンター1)大井芽美さん 

                                                    2)三谷博文さん 

      ・第 27回 3月 16日 プレゼンター1)磯部政宏さん 

                                                    2)奥田康平さん 

                                                    3)谷村ちはるさん 

            D）協働の感謝状  ・川野是人さん（南丹広域振興局）に贈呈 3月 30日 
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25.ドリームえんじんネットワーク 

  団 体 概 要：ドリームえんじんネットワークは、子どもたちの笑顔を増やしていきたいと、南丹や亀岡

で活動する団体が集まり、2012 年に結成。現在 7 団体が加盟。生活困窮家庭の子ど

もたちに豊かな体験を提供する「1day キャンプ」の開催や、広報誌「えんじん BOOK」

の発行、リスクマネージメントのための講座、団体間の意見交換会などを行っている。 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：テダスが事務局を務め、次の事業を実施した。 

 

            A）えんじん BOOK夏休み特別号 ・7月発行 6団体 9事業を広報 

            B）子どもドリーム 1dayキャンプ ・8月 17日開催  6人参加 

       ・1月 28日開催  6人参加 

            C）子どもドリーム基金運営管理 ・募金箱設置：14カ所 

       ・前期繰越金：10,483円 

       ・今年度収入：10,909円 

       ・今年度支出：21,392円 ※キャンプに活用 

 

 

 

26.京都中間支援団体ネットワーク「市民活動ポータルプラットフォーム」 

  団 体 概 要：民が民を支援する仕組みづくりに向けて、地域の課題解決や魅力アップに向け活動

する個々のNPOや地縁組織の活動を支援する京都府内の中間支援団体が連携して

プラットフォームを設立し、繋がり支えあう社会づくりを目指して活動。今年度末で解

散し、組織体制を見直して「コネクトきょうと」に移行した。 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：テダス高橋博樹が代表を務め、次の事業を実施した。 

 

            A）府外中間支援団体の視察  ・淡海ネットワークセンターに視察 

            B）府内中間支援団体の意見交換 ・４回実施 

 

 

 

27. 地域活動サポート協会「コネクトきょうと」 

  団 体 概 要：「市民活動ポータルプラットフォーム」を前進に、中間支援組織の支援力アップのため

の勉強会や情報共有を主目的として「コネクトきょうと」を結成。 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：テダス高橋博樹が代表を務め、次の事業を実施した。 

 

            A）勉強会  ・たそがれ世代（定年後のおじさんたち）をどう巻き込むのか 



22 

 

28.全国 NPO事務支援カンファレンス 

  団 体 概 要：今年度、ＮＰＯの事務力底上げをするための全国組織「全国ＮＰＯ事務支援カンファ

レンス」が設立された。当面の目標は、NPO 法人事務力検定及びセミナーをブラッシ

ュアップすること。 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：テダス高橋博樹が世話人及びカンファレンス認定講師となり、全国共通セミナーのテ

キスト制作を進めている。 

 

 

29.チーム・シラベル （きょうとフューチャーナレッジセンタープロジェクトプラットフォーム） 

  団 体 概 要：NPOや地域団体の調査スキルを向上させるため、官民一体の組織「きょうとフューチャ

ーナレッジセンタープロジェクトプラットフォーム」を形成し、実行部隊である「チーム・

シラベル」が中心となって図書館と連携した講座等の事業を実施している。 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：テダス田畑昇悟が代表を務め、次の事業を行った。 

 

            A）子どもシラベル講座 ・亀岡市にて 7月 26日に開催 

            Ｂ）実践シラベル講座 ・城陽市にて 1月 25日開催 

            Ｃ）オーダーメイド講座 ・京都市滋野学区の依頼で 7月 9日開催 

      ・ＮＰＯ法人Ｓｏｔｔｏの依頼で 1月 30日開催 

            Ｄ）講座協力   ・ナレッジ×ＤＩＹ 8月 27日 

      ・府南部図書館等連絡協議会 職員研修会 2月20日 

            Ｅ）シラベルワークショップ教材ツールの制作 

 

30.災害時連携ＮＰＯ等ネットワーク 

  団 体 概 要：京都府内での自然災害時に、ＮＰＯによる被災地支援とＮＰＯ間の共助を進めていく

ため、ＮＰＯや中小企業、社会福祉協議会などによって「災害時連携ＮＰＯ等ネットワ

ーク」を組織。支援マッチングサイトの運営や研修会などを行っている。 
 

  ＜2017年度＞ 

  実 施 内 容：テダス田畑昇悟が実行委員会に入り、次の事業を行った。 

 

            A）第 2回大会  京都大学防災センターにて 7月 1日に開催 

            Ｂ）支援物資マッチングポータルサイトの運営 

            Ｃ）ネットツール体験会 ・南丹市にて 8月 27日に開催 

      ・福知山市にて 2月 24日に開催 

            Ｄ）公開ラジオ収録＆交流会 京都三条ライジオカフェにて 2月 2日に開催 

            Ｅ）被災地ニーズの把握 ・台風 21号(10月 28日) 

            Ｆ）災害時ＢＣＰ講座コンテンツの開発 
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テダスの活動を支えてくれる方を募集しています 
  

□■□正会員募集□■□ 
 

□正会員とは、当法人の活動目的に賛同していただける個人や団体のことです。 

 

□正会員は、総会の構成員として議決権を持ち、重要事項の決定に関与することができます。 

 

 

  会費  年 5,000円 

 

  会員登録・会費振込方法 

  （1）必要事項を記入した「NPO法人テダス正会員 入会・継続 申込書」を、 

     下記の当法人当てにＦＡＸもしくは郵送でお送りください。 

  （２）京都信用金庫 園部支店 口座番号 0723681  特定非営利活動法人テダス 

     上記の金額（5,000円）をお振込みいただくか、下記の住所にご持参ください。 

     ※振込手数料は入会者の負担となりますのでご理解ください。 

 

  事業年度について 

  当法人の事業年度は、毎年４月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わります。 

 

  継続について 

  正会員は年度単位の更新となります。 

  次年度において正会員を継続されない場合は、お申し出ください。 

  申し出がない場合は、継続するものとします。 

 

  会員のプライバシーについて 

  申込書によって提供していただいた個人情報は、厳重かつ適正に管理し、 

  郵便物の発送など、当法人に関する活動以外の目的で使われることはありません。 

 

  郵送・お問い合わせ先 

  特定非営利活動法人テダス 

  〒622-0002 京都府南丹市園部町美園町 7号 9-1 

  ＴＥＬ 0771（68）3555 

  ＦＡＸ 0771（68）3565 

  Ｅ-mail tedasu0827@design.zaq.jp 
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NPO法人テダス 正会員 入会 ・ 継続 申込書 

 

 

申込日         年    月    日 

私は、特定非営利活動法人テダス       年度の正会員として 
 

（  入会  ・  継続  ）します。 

氏  名 

フリガナ 

 

 

 

 

 

住  所 

〒      ― 

 

 

 

 

 

 

ＴＥＬ                         ＦＡＸ 

電子メール 
※空欄でも構いません 

      ＠ 

テダスの運営に関す

るご意見、応援メッ

セージなどがあれば

お書きください。 

 

 

   お問い合わせ先 

   特定非営利活動法人テダス 

   〒622-0002 京都府南丹市園部町美園町 7号 9-1 

   ＴＥＬ 0771（68）3555  ＦＡＸ 0771（68）3565 

   Ｅ-mail tedasu0827@design.zaq.jp 


