名古屋市天白区

ITSプラットフォーム21

構成人員

交通環境の改善と快適な地域づくりを目指す

職員4人
ボランティア0人
会員18

●活動内容
国内外の交通やまちづくりに関する取り組みの最先端情報・技術の収集や分
析を実施。実際に海外への訪問調査も行う。そうして得た情報をもとに、主に豊
田市にて交通環境の改善と快適な地域づくりを実践している。また豊田市のま
ちづくりについて意見交換を行うSNS『じゃんだらリング』を運営。そのほか『豊
田市まちづくりエッセイ』の募集や『研究会』の主催、関係する協議会などに参
加するなどして、市民の声をまちづくりに活かしている。

●活動の背景、活動への思い
人と道路と車両の間で情報の受発信をすることによって、交通事故や渋滞、環
境などの問題の解決を目指すシステムが『ITS』
（高度道路交通システム）。ITS
の技術・制度・運用に関する知識と経験をもつ専門家が集まり、ITSが社会で定
着するための基盤づくりを目指し設立。
「夢はまず豊田市を『交通モデル都市』
として交通問題を解決し、技術的・政策的・推進手法などの分野で世界でも先
駆的な取り組みをすること」と代表は言う。

概要

●法人認証年月日／ 2004年8月18日
●主な 活 動 分 野／ 情報化社会
●従たる活動分野／ まちづくり

募 集 中 ！
交通やまちづくりに関する市民の意見を募集中。
『豊田市まちづくりエッセイ』への応募や、SNS
『じゃんだらリング』、各種社会実験の際のモニ
ター参加などによって意見を寄せることができる。
また活動を広く市民に伝え、利用者の意見を集
めるため、他団体やメディアにも協力してほしい
と呼びかけている。

連絡先
〒468-0015 名古屋市天白区原1-209 佐久間ビル2A
TEL
FAX
E-mail
URL

052-808-5749 平日 9:00〜17:00
052-808-5749
info@its-p21.com
http://www.its-p21.com/

名古屋市中区

ITC中部

構成人員

ITを活用した経営を支援し、経済の活性化に貢献する

職員0人
ボランティア3人
会員280

●活動内容
IT（情報技術）
を活用した経営のコンサルタント『ITコーディネーター』を、企業や
自治体へ紹介する窓口を担当。コーディネーターの得手・不得手を考慮し、適切
な人材を紹介する。また会員を対象に勉強会を開催。進展の早いIT分野において、
常に新しい知識を得る機会を提供している。そのほか特に中小企業の経営者や
IT担当者を対象に、ITを活用した経営の成功事例など情報提供のイベントを開
催し、経済の活性化に貢献している。

●活動の背景、活動への思い
2001年に「ITコーディネーター制度」が確立され、中部でも多くのITコーディネー
ターが誕生した。ITコーディネーター1人では難しい大企業への支援や、国や自
治体との業務提携による中小企業への支援を目指し、中部5県のITコーディ
ネーターたちが集まって団体を設立。今後はコンサルタントの仕組みの確立やイ
ベント開催、後進の育成、
自治体に対するより効果的なIT導入の提案などをして
いきたいとのこと。

概要

●法人認証年月日／ 2003年10月2日
●主な 活 動 分 野／ 情報化社会
●従たる活動分野／ 社会教育、経済活動

募 集 中 ！
今後は広く市民に向けて、先進的なITの研究
発表を行う講座を開催予定。
「太陽光発電な
どを取り入れ、
限りある資源を大切に使うためにも、
ITは必要不可欠である。ぜひ講座に参加し知
識を得て、ITを活用した環境に優しいまちづくり
に参画してほしい」と呼びかけている。情報は
随時ホームページなどに掲載。

連絡先
〒460-0022 名古屋市中区金山5-11-6
名古屋ソフトウェアセンター1F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-883-1200 平日 9:00〜17:00
052-883-1203
info@itc-chubu.jp
http://www.itc-chubu.jp/

名古屋市港区

あすば

構成人員

パソコン指導によって視覚障害者の生活を支援する

職員10人
ボランティア0人
会員10

●活動内容
インターネットを中心としたパソコン操作に関する勉強会を開催。当初は視覚障
害者向けに始めたが、
現在は年齢や障害の有無に関係なくパソコンを学びたい人々
が参加中。参加者同士がメーリングリストでのおしゃべりに花を咲かせたり、疑問
点などがある場合は個別指導が受けられる。また、バーコードを読むことによって
商品情報の読み上げをする機械など、視覚障害者にとって便利な情報機器を
利用者に紹介している。

●活動の背景、活動への思い
視覚障害者がパソコンを使用する際には、画面の読み上げを行うソフトや機能
を使用する必要がある。
しかし指導できる人は少なく、企業のサポートも期待でき
なかった。そこで視覚障害者である代表が、数人と共にパソコン指導のボラン
ティアを始めたことが活動の始まりである。代表自身が経験した実生活で役立
つ便利なサービスや機能を利用者に教えることで、利用者の自立を促し、
より豊
かな生活が送れるよう支援している。

概要

●法人認証年月日／ 2006年12月19日
●主な 活 動 分 野／ 情報化社会
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、職業能力・雇用機会

募 集 中 ！
パソコン指導ボランティアを大募集。講師がで
きる人はもちろん、
それほどパソコンの知識がな
くても、勉強会の参加者に基本操作の説明が
できる程度で大丈夫とのこと。イベント開催の
際に来場者へ情報機器の説明をするボラン
ティアも募集している。活動を続けるための寄
付や、パソコン（Windows7）の提供も大歓迎。

連絡先
〒455-0843 名古屋市港区錦町15-17
TEL
FAX
E-mail
URL

090-7603-0996 平日 9:00〜17:00
−
support@asva-npo.jp
http://asva-npo.jp/

名古屋市東区

東海インターネット協議会

構成人員

インターネットの黎明期より、東海地方の発展に寄与

職員1人
ボランティア0人
会員29

●活動内容
インターネットの健全な発展を図る活動を展開。そのひとつが『インターネット安
全教室』の開催。経済産業省との共催で、愛知県や名古屋市、警視庁などが
協賛しており、誰でも受講可能。また、携帯電話の普及に伴い、小中学生向け
の安全教室にも力を入れている。そのほか、毎年5月頃に先端技術の紹介など
今後の可能性を探る講演や懇談会を開催。インターネットの利用促進を図る意
図もあり、
こちらも参加自由。希望者は事前連絡を。

●活動の背景、活動への思い
1992年に設立された『東海インターネットワーク協議会』が前身。インターネット
が普及しはじめる前から活動している。会員には大学や通信関連事業者なども
多く、専門知識をもち寄って、東海地方における情報化社会の発展に寄与して
きた。ソーシャルネットワークの発展やスマートフォンの急速な普及など、
インター
ネットを取り巻く環境は依然進化しており、
コンピュータ・ネットワークの健全な発
展に貢献するため活動を続けている。

概要

●法人認証年月日／ 2002年5月8日
●主な 活 動 分 野／ 情報化社会
●従たる活動分野／ 社会教育

募 集 中 ！
同団体は、ネット犯罪などにまきこまれないた
めの、
インターネットの安全利用に関する講習
を行うことができる。学校などの教育機関や高
齢者対象のパソコン教室などで、セキュリティ
対策の講習をしてほしいというところは、ぜひ問
い合わせを。

連絡先
〒461-0011 名古屋市東区白壁3-12-13
(財)人工知能研究振興財団内
TEL
FAX
E-mail
URL

052-242-6070 平日 9:00〜17:00
052-242-6071
tic-info@tokai-ic.or.jp
http://www.tokai-ic.or.jp/

名古屋市千種区

PCマスターズ

構成人員

パソコンを通してシニアの生き甲斐づくりを応援

職員5人
ボランティア0人
会員32

●活動内容
情報化社会の中で取り残されがちな高齢者を対象に、地域密着型のパソコン
教室などを運営。
「電子メールを送る」
「インターネットで情報を集める」
「デジタ
ル写真を印刷する」など、パソコン活用術を中心とした学習支援を行う。具体的
には、地域住民が集まって、パソコンの「困った」
「わからない」を学びあう『パソ
コンサロン』や、
マンツーマン・サポートの『パソコン教室』などを主催。パソコン
初心者であれば高齢者に限らず参加できる。

●活動の背景、活動への思い
「定年などで第二の人生を送るシニアたちが、パソコンの学習支援を通して仲間
を作ったり、生きがいを見つけたり。そんなお手伝いをしたい」という思いが活動
の根底にある。パソコンを学びあう仲だったのが気の置けない友人になったり、
パソコンに限らずさまざまな話ができる「シニアの居場所」として機能するよう、地
域に根差した活動に力を注いでいる。仲間と楽しく集える場所を地域につくり、
高齢者がいきいきと暮らせる社会を目指す。

概要

●法人認証年月日／ 2005年3月18日
●主な 活 動 分 野／ 情報化社会
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、社会教育

募 集 中 ！
「企業と協働し、定年などで退社する社員を対
象に『第二の人生設計』や『地域での生きが
いづくり』などに関する情報提供をしたい」とい
う思いがある。豊かな老後を応援することに関
心のある企業や人事、総務などの担当者はぜ
ひ連絡を。

連絡先
〒464-0094 名古屋市千種区赤坂町2-71
TEL
FAX
E-mail
URL

052-723-2880 お問い合わせはメールで
052-723-2880
info@pc-masters.org
http://www.pc-masters.org/

名古屋市北区

PICO

構成人員

誰もがITを活用し、等しく情報を得られるよう支援

職員0人
ボランティア12人
会員11

●活動内容
パソコンに関して困っている人に対し、
メール・電話・訪問相談を実施。支援内
容は操作方法や設定だけでなく、
インターネット回線の契約手続きまでと幅広い。
相談者とスタッフのパソコンをインターネットを介してつなぎ、離れた場所で同じ
画面を見ながら指導を行う「リモート支援」も行っている。また、商店の宣伝や防
犯カメラシステムなどにITを取り入れることでまちの活性化につなげる、ITを活用
したまちづくりにも取り組んでいる。

●活動の背景、活動への思い
インターネット
（IT）
を用いて情報を得られる人と得られない人の間に生じる、経済
面や知識面などの「情報格差」の解消を目指し、パソコン教室を開いたことが活
動の始まりである。その後、活動を広げるため名古屋に移転し、現在の形となった。
「人に優しいIT」をテーマに、
すべての人がITを活用し、人生を豊かにすることを
目指し活動中。
「日々変化するネットワーク環境や機械に対応し、市民の要望に
応じた支援をしていきたい」と代表は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2002年9月5日
●主な 活 動 分 野／ 情報化社会
●従たる活動分野／ まちづくり、NPOの援助

募 集 中 ！
パソコン相談に答えるボランティアを募集中。
「知
識があまりなくても、多少のパソコン操作経験と、
『質問に答えてあげたい』
『やってみよう』とい
う気持ちをもつやる気のある人であれば、団体
と共に勉強して活動してほしいと呼びかけている。
また「ITを活用したまちづくりを考えている方は、
ぜひ同団体と共に実現してほしい」とのこと。

連絡先
〒462-0804 名古屋市北区上飯田南町2-36
幸栄ハイツ406
TEL
FAX
E-mail
URL

052-917-3874
052-917-3874
info2@npo-pico.jp
http://www.npo-pico.jp/

名古屋市天白区

ホームページ工房なごや

構成人員

生きがいの創出につながるパソコン教室

職員12人
ボランティア0人
会員50

●活動内容
ホームページ作成やブログでの情報発信技術、
エクセル、
ワードなどを教えるパ
ソコン教室を開催。対象は会員で、高齢者が中心。初心者から上級者までレベ
ルに応じて指導する。主な活動場所は昭和区の『名古屋市高齢者就業支援セ
ンター』だが、要望に応じて各地区の講習会へ講師派遣も行う。また県内の企
業や団体、個人からの依頼を受け、
ホームページの作成や管理を行っている。

●活動の背景、活動への思い
「ホームページやブログで情報発信できるようになりたい」という市民からの要望
を受け、
『名古屋市高齢者就業支援センター』が『ホームページ作成ボランティ
ア養成講座』を開催。講座修了後に名古屋市から「講座を継続してほしい」と
の声が挙がったのを受け、講座修了生たちが同団体を設立した。
「知識と技術
の提供だけでなく、講座や勉強会が、参加者である高齢者の交流の場にもなり、
生きがいの創出につながれば」という思いで活動を続けている。

概要

●法人認証年月日／ 2004年9月21日
●主な 活 動 分 野／ 情報化社会
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、
まちづくり

募 集 中 ！
パソコンを勉強してみたいという人や活動を支
えてくれる会員を募集中。団体の趣旨に賛同
する人なら誰でも入会できる。またホームペー
ジ作成や管理を同団体に委託する、団体や個
人も募集している。パソコン講習会の講師とし
て活躍してくれる人も大歓迎とのこと。

連絡先
〒468-0015 名古屋市天白区原1-1109
ホワイトキャッスル平針Ⅲ605
TEL
FAX
E-mail
URL

052-802-0827 平日 10:00〜16:00
−
terao18@luck.ocn.ne.jp
http://nponagoya.at-ninja.jp/

