新宿NPO協働推進センター

広報誌

えぬぽっぷん
NPO POP NEWS＝（略して）『Npop’n』
新宿ＮPO協働推進センターから、社会貢献活動に関連したPOPなNEWS（話題）をお伝えします！

自然災害が発生した時、避難所での生活から日常を取り戻すまでの間に様々な問題が起こります。そ
の対応時には、地域の人たちと被災地で支援活動に従事する団体・NPOとが協力し合うことが大切です。
今号では2月5日開催「NPOと地域の交流会」の登壇団体とトークセッションの様子をご紹介します。

◆活動事例紹介①
関根 正孝（せきね まさたか）氏：一般社団法人 ピースボート災害支援センター
ピースボート災害支援センター(以下、PBV)は、2011年、それまでの母体
であった国際交流NGOピースボートから独立し、団体を設立しました。阪神
淡路大震災を契機に続けてきた災害支援の活動を国内外で展開しています。
「人こそが人を支援できるということ」をキャッチコピーとし、震災後、
支援を必要としている人に想いを寄せて活動しています。現在は、国内62地
域、海外33地域において、地元のボランティアを募集し、現地の行政・NGO
等と協力しながら、復興に必要なコミュニティの場づくりを行っています。
佐賀県大町町では、地域と行政をつなぎ、被害を受けた住民向け拠点作り
の仕組みを整えました。実際、中間支援団体として、①地域情報の共有、②
被災住民の現況把握、③支援受け入れの調整、④支援担い手の発掘を念頭に
置き、地域と一体となって活動しました。活動後は、PBVが得たノウハウを
災害ボランティアセンターへ引き継ぎました。
私たちは平時より研修、講演、資料作成を通じて災害支援に関するPBVの
取組みを紹介しています。最終目標として、地域住民が地域防災計画を自分
達で見直せるようになること、また、被災現場へ集まったボランティアには
人道支援の基本を身につけ、地域住民の声に応じて活動できるようになって
もらえるような態勢を地域支援者自身が作れることを目指しています。

◆活動事例紹介②
佐々木 真琴（ささき まこと）氏：NPO法人 プラス・アーツ

関根氏

2021年7月
熱海市土砂災害の状況

被災者から学んだ防災の知恵や技をベースとし、”防災の日常化”を目指した
様々な啓蒙活動に取り組んでいます。地震発生時にパニックにならないために、
「防災を日常化する＝イツモ型防災」を定着させる一環として、楽しみながら
学ぶ、ファミリー向けの新しい形の防災プログラム『イザ！カエルキャラバ
ン！』の開催に力を入れています。これまでに企業や自治体、町内会まで様々
な規模で実施し、全国各地で36都道府県、通算550回以上開催しています。
地域の防災を多世代で盛り上げるためには、「風の人」「水の人」「土の
人」の存在が必要不可欠です。それぞれの”人“には、それぞれの「役割」があ
ります。「風の人」はその土地に種（活動）を運び刺激を与える存在で「プラ
ス・アーツ」はこれにあたります。「水の人」はその土地に寄り添う団体で種
に水をやり続ける支援団体です。「土の人」は地域で活動する人達です。
今後は、日本各地の地域、行政、企業の人達と協力して、防災活動の担い手 【イザ！カエルキャラバン！】
楽しみながら学ぶ、ファミ
を、精力的に育てていきたいと考えています。「地域単位で人を育てる。」そ リー向けの新しいカタチの
れこそが防災活動が長くその地で続いていくための、何よりのエネルギーにな 防災プログラム
ると思うからです。「すべての人が夢中になれる防災。それをすべての人とす
べての地域に行き渡らせること。」それが、いつか必ず実現させたい目標です。
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◆活動事例紹介③
木野 浩司（きや こうじ）氏：一般社団法人 プロボノ消防志
プロボノ消防志は、2020年11月9日（119番の日）に設立され、主に現役の
消防職員がメンバーになっている団体です。消防士が持っている災害対応、災
害への備え、リーダーシップ、危機管理などについてのノウハウや知識などが
伝えたい内容です。人を助けたいという気持ちを持った人が仲間という思いか
ら「志」としました。
主な活動は「災害救援」「防災」「メンタルヘルス」です。「災害救援」は
消防のスキルを持っての活動です。「防災」は災害が起こった時にどうするか、
どの様に生活を取り戻すかのためにも防災を伝えていくことです。「メンタル
ヘルス」は消防士や災害で心に負担を抱えた人に寄り添う活動です。
「災害救援」では、2021年2月の福島県沖地震や7月の静岡県大雨災害でも
活動しました。「地域防災」では、防災キャンプや防災まち歩きを行っていま
す。地域で活動している人を支援したいという思いがあります。NPOは色々な
得意分野で活動しており、それを持ち寄ることでよりいい支援を届けられると
考えています。「メンタルヘルス」では、傾聴が大事だと感じています。
全国に「消防志」を一人でも増やしていきたい。そう考えています。

木家氏

◆トークセッション

登壇者との質疑応答では、災害時の支援について意見が交わされました。
Q1:皆さん、現地へ行かれた時、どのように活動されていますか？
関根氏：現地で対応にあたれるのは十数名で、その中には資格を持つ人、専門的
な職業を経験した人がいて、それぞれのスキルや特技を活かして支援しています。
「土」「水」「風」の分け方でいえば、私たちは「風」の人になると思います。
佐々木氏：私たちも人数が少ないので、地域の方が自立してやっていけるように支援をしています。
木家氏：私たちは消防の専門家として培ったスキルと日常生活で身につけた知識を応用しながら、救助
活動に関心を持つ方とともに活動を行っています。
Q2:地域の方が自立して活動を進められる状況を作るために行っている工夫について教えてください。
佐々木氏：楽しく防災を学ぶためのノウハウを「水」の人へ伝えることにしています。「水」の人を見
出だし、ノウハウを習得してもらえたら、彼らは自走し自主的に活動を進めていけるようになります。
さらに、昨年『イザ！カエル！キャラバン』チームをSNS上でグループ化し、私たちが関与しなくても
各グループが自主的に情報交換できる場を作りました。
Q3:防災に関心をもつ地域住民は多いのに、活動にはなかなか若い世代が来ないというのが現状ではな
いかと思います。仕掛けをうまく作ることができれば、現状打破できるでしょうか？
関根氏：被災地で実際にあった話です。子どもの思い出作りのためにまつりをやろうと決めたのです
が、作業を進めていく中で、大人が自分のために作業を楽しむようになり、それが被災した住民たちの
結束につながったということです。「子どものため」から「自分のため」へと目的を変えてみる、切り
口を変えてみることは参考になると思います。
佐々木氏：防災だけでは住民は集まりません。私たちは、おもちゃの交換会やスタンプラリーを組み合
わせて子どもに来てもらう、親たちにも来てもらう等の方法をあの手この手で仕掛けて、地域の人々に
参加してもらう工夫をしています。

《 日本再起業支援協会 》
✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
“失敗しても再チャレンジできる社会を目指して”
一度失敗をしたら「人生終わり」ではありません。失敗しても何度でもチャレンジはできます。日本再起業
支援協会では、大きな失敗をしても、希望を持って再チャレンジできる社会を目指し支援活動を行っています。
無料相談では、寄り添いながらお話を伺い、再起業につながるお手伝いをいたします。再チャレンジが当たり
前にできる仕組みと応援される社会を創る活動を行っています。
♪当センターで行われる「第153回市民とNPOの交流サロン」にご登壇いただきます♪
開催日時：2022年 4月 14日（木）18時45分～20時45分
※是非ご参加ください。
参加方法：オンライン（詳細はhttps://snponet.net
語り手：日本再起業支援協会
参加費：無料
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主催・問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
後援：新宿区
【電 話】03-5206-6527 【Email】hiroba@s-nponet.net

新宿NPO協働推進センターでは、社会貢献活動をされている方、目指されている方に役立つ内容を取り上げた講座
を年間25回開催しております。令和4年度開催の講座は下記の通りです。是非ご参加ください。
お申込み等詳細につきましては、当センターまでお問い合わせください。オンライン受講もあります。

開催日

時間

4/16(土)

13:00～

5/17(火)

15:00
18:45～
20:45

講座（内容）

武藤 良太 氏（公益財団法人トヨタ財団

助成金獲得講座

国内助成グループ プログラムオフィサー)

手塚 明美 氏（認定NPO法人藤沢市民活

NPO入門講座

動推進機構 理事長）

瀧口 徹 氏

5/24(火)

18:45～

5/31(火)

18:45～
20:45

NPO組織運営講座

6/7(火)

18:45～

NPOのための法務講座

6/16(木)

18:45～

6/23(木)
7/19(火)

20:45

20:45
20:45
18:45～
20:45
18:45～

7/26(火)

20:45

調整中

18:45～

調整中

20:45
18:45～
20:45

講 師

NPO設立手続き講座

（BLP-Network 副代表・弁護士）

手塚 明美 氏（認定NPO法人藤沢市民活
動推進機構 理事長）

NPOのための労務管理講座

瀧口 徹 氏
（BLP-Network 副代表・弁護士）

後藤 勝 氏
（特定社会保険労務士・第一種衛生管理者）

三木 由希子 氏（NPO法人情報公開クリ

個人情報管理講座

アリングハウス 理事長）

田中 義幸 氏（NPO法人日本公会計支援

会計入門講座① ②

参加費

定員

1,000円 20名
1,000円 20名
1,000円 20名
1,000円 20名

1,000円 20名
1,000円 20名
1,000円 20名
各回

各回

協会 理事長・公認会計士・税理士）

1,000円 20名

ファンドレイジング講座

調整中

1,000円 20名

クラウドファンディング講座

調整中

1,000円 20名

9/16(金)
9/20(火)
9/27(火)

18:45～
20:45

田中 義幸 氏

会計講座① ② ③ ④
～日常の記入から決算まで～

（NPO法人日本公会計支援協会 理事長・
公認会計士・税理士）

各回

各回

1,000円 20名

9/30(金)
10/20(木)
10/25(火)

18:45～
20:45
18:45～
20:45

11/18(金)

18:45～

11/25(金)

20:45

12/3(土)

13:30~15:30

小谷 恵子 氏

マーケティング講座

（明海大学経済学部講師）

ソーシャルビジネス講座
ワークショップ講座① ➁

ウェブ担当者になろう① ②

15:30~17:30

1/19(木)
2/2(木)
2/18(土)

18:45～
20:45
13:30~15:30

日本政策金融公庫

新宿支店

小笠原 祐司 氏
（NPO法人bond place 代表理事）

千野 雅則 氏
（NPO法人スキルボート 代表）

（株式会社オルトプラス エヴァンジェリス
ト）

長畑 誠 氏

ファシリテーション講座① ②

1,000円 20名
各回

PR視点のコミュニケーション 天野 渉 氏
講座① ②

1,000円 20名

（明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究

各回

1,000円 20名
2,000円 20名
各回

各回

1,000円 20名
2,000円 20名

科長・教授）

15:30~17:30

※表の色分けは各色、次のようなジャンルを示しています。
NPO入門

コンプライアンス

資金関連

会計

事業企画

各種スキル

3

【助成金獲得講座】

～申請書作成のポイントを教えます～
【講 師】武藤 良太 氏
（公益財団法人トヨタ財団 国内助成グループ プログラムオフィサー ）
【日 時】4月16日（土） 13:０0～15:０0
【場 所】501会議室（新宿NPO協働推進センター5階)
【内 容】社会貢献活動を行う上で悩ましい問題の一つが活動資金の確保です。
その解決方法として助成金を利用することがありますが、簡単に獲得出来るものではありません。
助成金は、欲しいから、良い事業をしている等の理由だけで得られるものでは無いからです。
この講座では、国内外の活動内や、研究等幅広く助成を行っているトヨタ財団の武藤氏を講師に
お迎えをして助成金申請をする上で知っておくべき事、申請書を作成する際の注意点等についお
話を伺います。
◆助成金のしくみ
◆助成する側にとっての助成金とは
会場参加用
◆採択・不採択の違い ◆申請書の書き方 等
申込フォーム
【参加費】1,000円(資料代等）
【定 員】20名

※オンライン受講もあります。詳細はホームページでご確認ください。
★参加ご希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・イベントを延期又は中止する場合がございます。
最新情報等につきましては、当センターＨＰをご参照ください。
【URL：https://snponet.net/】
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