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県下に 6 か所ある「生きがいしごとサポートセ

ンター」では、法人設立やコミュニティビジネス

の起業相談、その後の運営支援と共に、生きがい

を持って仕事に就きたいという方のために、職業

相談・就職促進事業として、無料職業紹介所を運

営していることをご存知でしょうか？ 

阪神北では、専門の相談員が就職への思いや、

困っていることなど、ていねいにお聴きし、相談

者の「伴走者」のように、いっしょに仕事探しの

お手伝いをしています。 

訪れる相談

者は、年齢も幅

広く、相談内容

もまちまちで

すが、モットー

として「気持ち

に寄り添う」、

相談後に積極

的に就職活動

に取り組める

よう「元気にな

ってもらう」こ

とを大切にし

ています。 

今年の特徴

としては、昨年

にも増して厳

しい就職環境

の中、常用雇用

の比率が増え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは相談者一人一人に寄り添いながら、希望

と職歴を棚卸し、納得（自己理解）ができた時点

で、相談者にあった求人を一緒にピンポイントで

探してゆくという手法と、就職促進ミーティング

などを通して、担当者と他のスタッフが情報共有

しながら進めてきた結果だと思います。 

今年は、東日本大震災による阪神間への避難者

の方の就業相談も数件ありました。どなたも何回

も熱心に相談に来られ、幾度ものトライを経た後、

よいお知らせの連絡がいただけたことは、本当に

うれしく、お役に立ててよかったと感じています。 

 

また就業相談から、起業相談に移行したケース

もあります。当初はお仕事探しに来られていたと

ころ、よくお伺いしていくうちに専門的なスキル

も経験もあるものの、現状の求人市場では募集が

あまりに少なく就職は難しそうということから、

一念発起し、仲間と NPO 法人を設立されました。 

 

このように生きがいしごとサポートセンター

阪神北では、10 年余の経験を活かし、一貫して

「はたらく（傍楽）」ことを中心に就業、起業、

運営を継続す

るためのお手

伝いと、講座な

どを通して、働

き方の提案を

しています。 

皆さんも働

くことに迷っ

たら、一度当セ

ンターにお越

しください。 

お待ちして

います。 
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《開催しました！》 

「支援される NPO になるための 
情報発信力 UP セミナー」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Q：さて、なんの数字でしょう？ 

43,631 と 46,991 

1,776 と 1,925 と 1,568 

答え：上段＝全国の NPO 法人数とコンビニの数 

下段＝兵庫県の NPO 法人と小中学校数、コンビニの数 

 

去る 11 月 26（土）10：00～16：00、 

まる 1 日かけて NPO の広報力向上を目指し、セ

ミナーを開催しました。 

講師は「情報発信のことならこの人！」と評判

の日本財団 CANPAN 事務局の山田泰久さん。 

以前からある広報の手法に加え、最近増えたイ

ンターネットを活用したものまで、幅広い情報発

信ツールの特徴と活用方法を学びました。  

★★なぜ、今、情報発信力が必要なのか？★★ 

今年は、改正 NPO 法、新寄付税制法案が可決、

成立されたこともあり、これまで高いハードルで

あった「認定 NPO 法人※」にぐっとなりやすく

なりました。そうなると寄付（＝支援者）を集め

ることは、NPO 法人にとってますます重要にな

ってきます。 

つまり NPO 法人は、新しい公共の担い手とし

て、いかに多くの市民をはじめ多様なセクターに

「支援されているか」が、問われる時代になって

きたということです。 

今回のセミナーもこの点に着目し、情報発信は、

これまでの「なんとなくやらないといけないから

やっている…」という、義務のためから、広報活

動によって支援者を増やすチャンスを得るため

に必要なのだということをこれまで以上に意識

し、活動の発展のための最も重要な事柄と位置付

けましょうというのがテーマでした。 

 

 

★★NPO の情報発信のノウハウとは★★ 

では、情報発信を上手に行うには、どんな方法

があるのでしょうか。 

その前に、皆さんの団体は情報発信のツールを

どのくらい持っていますか？ 

発信の手法をざっと書き出してみれば、下記の

ようになります。 

これらのツールを発信の目的、情報の内容、対

象者によって、使い分けることが必要です。 

また、一つ一つを別々に発信すると、かなりの

時間が必要になるので、あらかじめ同じ素材を使

い回せるように作り込んでおくことも大切。 

ところで、あなたは他の団体がどのように情報

発信をしているか、リサーチしていますか？   

上手な情報発信をするには、発信のうまい団体

の情報を、関心をもって受け手の立場で見て、参

考になりそうならどんどん真似てやってみるこ

と。そうすると「あの団体は情報発信をきちんと

している」と認識してもらえ、信用が増します。 

今や HP、ブログやツイッター、フェイスブッ

クなどのインターネット上のツールは、「好き・

嫌い」や「できる・できない」ではなく活用でき

ることが前提の時代になっています。 

今回の震災でも、情報収集・発信はもとより、

寄付までも「ネットでする」というのが当たり前

になっていました。特に寄付をする場合に、どん

な団体か？きちんとした活動をしているか？事

業規模は？など調べた上で、どの団体に寄付をす

べきか選択した人も多かったようです。 

ネット上のツールは、ほとんどお金をかけずに

できるというのも大きなメリットです。 

ぜひ億劫がらずに活用ください。協力します！

（※認定 NPO 法人については本誌 4 面をご覧ください） 
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お知らせ■  過去のニュースレターはホームページからご覧いただけます。http://blog.canpan.info/6457/ 

※本誌２面注記：認定 NPO 法人とは、NPO 法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並
びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことを
いいます。寄付者は、申告によって、所得税、法人税、一部の自治体の個人住民税、相続税について税制
上の優遇措置を受けることができます。  
詳しくは http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/01/aramashi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生きがいしごとサポートセンター阪神北」は、兵庫県の「コミュニティ･ビジネス等生きがいしごと支援

事業」の補助を受けて、特定非営利活動法人宝塚 NPO センターが実施･運営しています。この事業は、「生

きがいしごとサポートセンター播磨西」「生きがいしごとサポートセンター播磨東(ウェキス)「生きがいし

ごとサポートセンター神戸西(しゃらく)」「生きがい仕事サポートセンター神戸東(ワラビー)」「生きがいし

ごとサポートセンター阪神南(UN)の 6 拠点にて運営されています。 
 

◆事務局実務：「法人になったら必ずやること！」講座 /参加費 1,000 円(1 団体) 

1/20（金）13:30～15:00 /場所：（特）宝塚 NPO ｾﾝﾀｰ（ｿﾘｵ 1、3 階） 

◆会計実務：「会計講座～年度末に忘れず、やること～」/参加費：各 1,000 円(1 団体) 

2/22(水)13：30～15：30 /場所：宝塚市男女共同参画ｾﾝﾀｰ（ｿﾘｵ 2、4 階） 

◆起業支援：「身の丈起業～事業のタネをみつけよう～」/参加費：1000 円 

1/21（土）13：30～16：30/場所：宝塚市男女共同参画ｾﾝﾀｰ（ｿﾘｵ 2、4 階） 

◆CB ジョブ入門：「自立農力～農業をやってみたい人集まれ～」/参加費：1000 円 

1/28（土）13：30～16：30/場所：宝塚市男女共同参画ｾﾝﾀｰ（ｿﾘｵ 2、4 階） 

◆地域の担い手：「55 歳からの人生設計～年金活用法と生きがい～」/参加費：1000 円 

2/18（土）13：30～16：30/場所：宝塚市男女共同参画ｾﾝﾀｰ（ｿﾘｵ 2、4 階） 

◆人 ☆専門家を派遣します：会計、経営、組織、運営方法などに困ったら、各分野の専門家

が個別に相談にのります。1 コマ(約 1 時間)3,000 円※要予約/ 場所：ご希望の場所  

 

各種講座・相談のお知らせ 

 


