名古屋市中区

あいち・子どもNPOセンター

構成人員

愛知県全体が子育てしやすい地域になることを目指す

職員1人
ボランティア0人
会員60

●活動内容
愛知県内の子どもに関わる活動をしているNPOの情報サイト『あい・こどもネット』
を運営。子どもの年齢や活動地区、活動内容から団体を検索できるほか、
イベン
ト情報や子育てに役立つ情報なども掲載している。また、子育て支援者のスキ
ルアップ講座を開催。子どもや親、行政などとのコミュニケーション力向上や信
頼度を上げる方法など内容は多岐に渡り、修了者には『キャリア支援者』の認
定を与えている。

●活動の背景、活動への思い
かつて、子育て支援団体が多く誕生してきたが、団体同士をつなぐ機関や機会
はなかった。そこで出会いと情報共有の場をつくろうと、2003年に開催されたイ
ベントが『子育て支援メッセ・あいち』。これを契機に、団体同士をつなぐ機関の
必要性が高まり設立。愛知県全体を子育てしやすい地域にするために、今後は
子育て支援団体のスキルアップと子育て環境の地域格差の解消、子育て支援
団体と行政の協働推進に力を入れていく。

概要

●法人認証年月日／ 2004年4月19日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ 子どもの健全育成

募 集 中 ！
会員となり、共に子育て環境を改善するための
活動に取り組む、以下のような人材・団体を募
集中。1.現在子育て支援に取り組んでおり、団
体を越えたネットワークづくりに関心のある人。
2.活動趣旨に賛同する子育て支援団体。NPO
やサークルなど、団体の形態は問わない。

連絡先
〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-14-12
グランビル2B
TEL
FAX
E-mail
URL

052-232-3655 平日 10:00〜17:00
052-232-3655
aichi-kodomo@mountain.ocn.ne.jp
http://aichi-kodomo.com/

名古屋市瑞穂区

移動ネットあいち

構成人員

安心・安全な移動サービスの担い手を育てる

職員19人
ボランティア40人
会員81

●活動内容
障害者や高齢者に対し、認定資格保持者が一般のセダン車両を用いてタクシー
の約半額の料金で移動サービスを提供する、福祉有償運送ドライバーの認定講
習を実施。内容は福祉有償運送の法令をはじめ、利用者の障害やその対応など
幅広く学び、介助の実技も行う。また、
すでに活動中のドライバーに対し安全運
転講習を実施。座学だけでなく運転の癖を矯正する練習や、利用者にも介助者
にも負担のかからない介助方法を学ぶ。行政に対し制度の問題点の提言も行う。

●活動の背景、活動への思い
通院が必要な障害者や高齢者にとって、車両による移動の手伝いは必須だが、
タクシーは高額なうえベッドから車いすへの移乗介助ができない。だが有料で一
般車両による人の運搬は違法である。かつてその件が社会問題化し、福祉有償
運送の法整備がなされたことを受け、認定講習を担う団体として設立。利用者
が豊かで楽しい生活を送れるよう、安心・安定したサービスの継続のため、
ドライ
バーの技術習得の機会を増やしたいとしている。

概要

●法人認証年月日／ 2004年8月31日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、災害救援

募 集 中 ！
福祉有償運送ドライバー認定講習の受講者を募
集中。
「運転に自信がなくても『支援したい』とい
う心をもつ人に講習を通して技術を身につけ、活
動してほしい」と呼びかけている。活動にあたって
はサービスを提供している団体の会員となること
が必要なため、活動場所がない人は団体を紹介
するとのこと。関心のある人は問い合わせを。

連絡先
〒467-0827 名古屋市瑞穂区下坂町1-30
TEL
FAX
E-mail
URL

052-882-8802 平日 9:00〜17:00
052-882-8803
idonet.aichi@gmail.com
http://care-net.biz/23/idonet-aichi/

名古屋市緑区

NPOマネジメント・サポートセンター中部

構成人員

財務･会計、環境経営など組織改革について助言･支援

職員0人
ボランティア11人
会員18

●活動内容
同団体は、多くの『経営KH（ノウ･ハウ）』を身に着けたプロのコンサルタントが
本業を離れて、市民団体や中小企業に対して、財務・会計、環境経営、人材育
成などについて、広くマネジメントの視点から評価、助言、支援を行う。環境経営
の導入支援では、ムリ･ムラ･ムダを極限に排した環境に優しい、効率的な経営
手法「エコステージ評価制度」の普及を進めている。

●活動の背景、活動への思い
多くの中小企業がISO14001（環境マネジメントシステムに関する国際規格）の
取得を資金面で見合わせたり、取得しても経営に活かせないケースが多い。そこで、
プロのコンサルタント
（社団法人日本経営士会中部支部）の会員が、
その改善
に向けて能力･経験を活かし、
「エコステージ評価制度」の普及にボランティアで
取り組んでいる。常に会員同士がペアを組んで研鑽に励んでいる。
概要

●法人認証年月日／ 2000年10月19日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ まちづくり、環境保全

募 集 中 ！
例えば「時代に合った経営改革や会計などの
運営改善を進めたい」というNPOや、
「グリーン
調達基準を満たすため第三者認証が今すぐに
必要」、
「ISO14001取得のコスト負担が大き
すぎるので中止したい」などの悩みをもつ中小
企業は、
同団体で気楽にアドバイスが受けられる。
相談のある団体・会社はぜひ問い合わせを。

連絡先
〒458-0847 名古屋市緑区浦里1-68-2-204
TEL
FAX
E-mail
URL

052-892-8525 お問い合わせはメールで
052-892-8525
npo.msc@gmail.com
http://npo-msc.jp

名古屋市中村区

市民活動支援機構ぼらんぽ

構成人員

人々の市民活動を支援し、社会問題解決の基盤を支える

職員1人
ボランティア8人
会員14

●活動内容
1. ボランティアや市民活動に関する相談を受け付けている。会計や助成金、NPO
法人設立、事務局運営などに関する団体からの相談が多い。専門性のある相
談も可能なため、市民活動センターから相談希望団体の紹介を受けることもある。
2. 研修会の開催や講師派遣を行っている。対象は主に市民活動団体の事務
局職員で、業務にあたって必要だと思われることに関し研修を行い、助言・相
談を行っている。

●活動の背景、活動への思い
市民活動センターでの勤務経験のあるメンバーが、
「センターを離れてもその経
験や知識、団体とのつながりを活かし、仲間と共によりよい形で市民活動を支援
したい」との思いで同団体を設立した。市民活動に携わる人々が困難や問題を
気軽に相談することができ、一緒に乗り越えていく応援団のような存在として支
援していきたいと願い、活動している。困難や問題が無事解決した時が同団体
の喜びである。

概要

●法人認証年月日／ 2009年12月25日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ 社会教育、職業能力・雇用機会

募 集 中 ！
それぞれの経験や知識、能力を活かして市民活
動を応援する人が増えることを望んでいる。特
に市民活動に携わった経験があり、団体の活
動に参加し一緒に市民活動を応援する人を募
集中。市民活動が盛り上がることを、多くの人
と共に目指していきたいと願っている。

連絡先
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-11-43
日商ビル2F NPO長屋
TEL
FAX
E-mail
URL

052-485-4108 平日 10:00〜18:00
052-485-4107
volunpo@gmail.com
http://blog.canpan.info/volunpo

市民フォーラム21・NPOセンター

構成人員

NPOの成長と自治体の改革を支援する

職員8人
ボランティア30人
会員166

名古屋市北区

●活動内容
NPOを対象にさまざまな支援活動を行う。具体的には各種研修の開催や、会計、
ITなどの実務についての専門技術・知識をもつ人材の派遣といった支援をして
おり、特にNPO経営の専門家によるコンサルティングに力を入れている。一方で、
市町村や県、国などの行政機関とNPOとの関係づくりや、民間による公共サー
ビスが効果的かつ機能的に行われるような環境・仕組みづくりを提案するなど、
自治体の改革支援にも取り組んでいる。

●活動の背景、活動への思い
NPO法成立に向けた動きの中、NPO先進国イギリスへ調査に訪れた人々が、
日本における市民社会の創造を目指し、組織としてNPOを支援するため設立。
1999年には全国初の民設民営のNPOセンターを開設した。目指すのは、市民
がNPOはじめ多様なサードセクター組織を通じて、自律的に問題解決に取り組
む社会。その実現に向け、
「成長意欲のある団体を支援し、市民のNPOに対す
る関心と共感を推進し社会を変えていきたい」と事務局長。

概要

●法人認証年月日／ 2010年4月12日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ まちづくり、職業能力・雇用機会

募 集 中 ！
地域や社会をよりよくする民間非営利組織の起
業や成長を支援するため、人材育成セミナーを
開催している。起業したい人、
そこで働きたい人、
今働いているが本格的に非営利組織の経営を
学びたい人は参加してみては。またコンサルティ
ングも行っているので、詳しくはホームページ参照。
会員やメールマガジンの登録者も募集中。

連絡先
〒462-0819 名古屋市北区平安1-9-22
TEL
FAX
E-mail
URL

052-919-0200 月〜金 9:00〜18:00
052-919-0220
office1@sf21npo.gr.jp
http://www.sf21npo.gr.jp/

名古屋市中区

地域の未来・志援センター

構成人員

「持続可能な社会」を地域の人々と共につくる

職員5人
ボランティア10人
会員74

●活動内容
「持続可能な社会」のモデル地域づくりを目指し、東海地域のNPO・企業・行政
の関係者と議論を重ねながら取り組んでいる。その地域モデルとして、
プロジェク
ト『豊森』を企画・実施。山間地では過疎化が進んだために森が荒れ、川の氾
濫などの災害を招いている。森に根差した新たな事業や暮らし方を創出する人々
を育成し、森と地域の人々をつなぐことで、
そこで人が一生暮らしていける地域づ
くりを支援している。

●活動の背景、活動への思い
「持続可能な社会」の実現は個々の活動のみでは成し得ず、
あらゆる立場の地
域の構成員が協働する必要がある。その協働を支援する環境分野の中間支援
組織として設立。
「『持続可能な社会』は行政などに頼るのではなく、地域の人々
が自分自身で課題を見つけ、考え、解決する意志をもつことで実現することがで
きる。そしてそのような意志をもつ人々の困難を皆で解決し、支援するための架
け橋となるセンターを目指したい」との思いで活動している。

概要

●法人認証年月日／ 2005年3月30日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ まちづくり、環境保全

メ ッ セ ー ジ
「環境問題を始めとするさまざまな問題の解決
のためには、
まず自分自身の置かれている状況
を正しく認識し、問題を把握することが第一で
ある」との考えから、
「一人ひとりが当事者意
識をもち、他人事ではなく自分事として取り組
んでもらいたい」と願っている。団体は今後も
そのような意志をもつ人々を支援していく。

連絡先
〒460-0014 名古屋市中区富士見町9-16 有信ビル2F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-331-6141 月〜金
052-339-5651
office@c-mirai.org
http://c-mirai.org/

10:00〜18:00

名古屋市千種区

パートナーシップ・サポートセンター（PSC）

構成人員

企業とNPOの協働を推進し、豊かな市民社会の実現を目指す

職員15人
ボランティア10人
会員122

●活動内容
ミッションは、
「企業とNPOの協働を中心に、社会のさまざまな場におけるパート
ナーシップの形成に貢献する」こと。NPOの視点に立ったCSR（企業の社会的
責任）の支援や、協働できるNPO・市民づくりなど、
さまざまな事業に取り組んで
いる。企業とNPOの優れた協働事例を全国から選出・表彰する『パートナーシッ
プ大賞』では、
これまでに全国から205事業の協働事例を発掘し、新しい社会の
仕組みのモデルとして、全国に書籍などを通じて発信している。CSR支援につい
ては、
コミュニティに根ざして活動するNPOとの協働による活動の提案や、協働
のコーディネートに取り組んでいる。

●活動の背景、活動への思い
「NPOの発展のためには自由な発想が活かせる民間同士の『NPOと企業の連携』
が必要」との思いから、現代表理事の岸田氏が、NPO先進国であるアメリカの
NPOを1993年に訪問し、前身となる『パートナーシップ研究所(準備会)』を設立
したことから始まる。
「新しい公共」の中心となるNPOと企業の協働を中心に、
活動を展開中。

募 集 中 ！
写真(右上)は、企業・NPO・行政の交流の場と
して、
同団体が企画・運営したフォーラムの様子。
参加することで、一見遠い存在のように思う「協
働」が身近に感じられる。
「協働」に関心があり、
事務局のサポートをしてくれる人を募集中。

概要

●法人認証年月日／ 1999年8月27日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ −

連絡先
〒464-0067 名古屋市千種区池下1-11-21
サンコート池下4F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-762-0401 月〜金
052-762-0407
info@psc.or.jp
http://www.psc.or.jp/

9:30〜18:30

名古屋市名東区

伏見の会

構成人員

福祉系NPOの力量アップと地域福祉の充実を支援

職員1人
ボランティア16人
会員15

●活動内容
名古屋市内の福祉系NPO団体の情報交換、学習・交流を目的に設立された
ネットワーク組織として、勉強会を毎月行っている。情報を共有し学びあうことで、
福祉サービスのレベル向上、非営利の市民事業としての経営能力・法令順守・
社会的責任を果たすこと、福祉系NPOの新しい仲間作りを目指す。定例の勉
強会のほか、地域福祉の活動推進をテーマにしたフォーラム、名古屋市との意
見交換会も行っている。

●活動の背景、活動への思い
福祉系NPOの前身はボランティア組織が多く、事業者として組織運営の経験
が浅いなど、活動への不安をもつ団体が多かった。そこで同じ悩みをもつ名古屋
市内の福祉系NPOが複数集まり、勉強会をスタート。組織作り、運営方法、各
種法令の情報共有など、学習・交流の場として回を重ね法人化した。
「今後は
広く市民に向けても福祉情報の発信・共有を行い、
より豊かな地域福祉の創造
を目指していきたい」と代表は語る。

メ ッ セ ー ジ
「少子高齢化時代の中で、地域福祉を充実さ
せていくには市民の協力が不可欠。地域福祉
の現状や将来への意識をもってほしい。また、
元気なうちにいろんな福祉制度や介護サービス
があることを知っておけば、いざという時に選択
や活用ができる。ぜひ今から社会資源について
の知識や情報を得るなど行動してほしい」
と代表。

概要

●法人認証年月日／ 2005年10月14日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、
職業能力・雇用機会

連絡先
〒465-0069 名古屋市名東区高針荒田１０１１
TEL
FAX
E-mail
URL

052-788-2390 9:00〜17:30
052-788-2391
sakura@beach.ocn.ne.jp
−

名古屋市中区

ボラみみより情報局

構成人員

社会問題に目を向け、解決していく市民を増やす

職員8人
ボランティア250人
会員190

●活動内容
中部地域において、ボランティアをしたい人と、ボランティアがほしい団体をつな
いでいる。1.ボランティア情報誌『月刊ボラみみ』を発行。毎月1万部をスーパー、
公共施設などで無料配布している。2.インターネットサイト『みみライン』を運営。
ボランティア情報が検索できるほか、個人登録することで、希望条件に合う情報
がメールにて通知される。3.ボランティアをしたいが不安がある人を募り、共に活
動に参加する『ボラ支隊』を運営。

●活動の背景、活動への思い
ボランティアをしたくても情報が手に入らないと悩む人がいる一方で、ボランティ
アを求める側では人材が不足していた。そのような状況を打破するため、有志で
同団体を設立。
「社会を変え人々の生活をよくするのは、
お金でも物でもなく人。
ボランティアとはそのための手段のひとつ」と代表は語る。ボランティアの入り口
を広く開き、多くの人々にボランティアへの理解・参画を広げることで、一人ひと
りがいきいきと暮らせる社会を目指している。

概要

●法人認証年月日／ 2003年3月7日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ 社会教育、
まちづくり

募 集 中 ！
同団体の活動を支えるボランティアを募集して
いる。年齢や能力は問わない。会計・編集作業・
ホームページ管理など活動内容は多岐に渡る。
自発的に活動に取り組むことができる人、
そし
て何より「人」を大切にできる人と共に活動し
たいとのこと。また、みみラインと同様のシステ
ムを他地域で運営したいという人は、同団体に
連絡を。

連絡先
〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-3
TEL
FAX
E-mail
URL

YWCAビル6F

052-228-7824 月〜金 13:00〜18:00
052-228-7834
office@boramimi.com
http://www.boramimi.com/

名古屋市東区

ボランタリーネイバーズ

構成人員

まちづくりとNPOを支援し、市民主体の社会を目指す

職員21人
ボランティア0人
会員150

●活動内容
まちづくりとNPOのサポートセンターとしての役割を担う。具体的には、NPOの運
営相談や各種研修を実施。また、行政とNPOの協働による地域づくりへの理解・
意識を高めるとともに、市民とのコミュニケーション力向上のため、行政職員への
研修も行っている。農山漁村の活性化や都市との交流にも力を入れ、最近は愛
知県で捕獲駆除されるイノシシなどを食肉として加工品開発し、地域活性化に
つなげるビジネスモデルを創出した。

●活動の背景、活動への思い
「1980年代西ドイツの地下鉄にて、改札も駅員もなく切符を箱に入れるだけで
利用している状況に驚きを受けた。それは市民が積極的に社会づくりに参加し、
公共物や社会全体を一人ひとりが支えているという自覚が強いからだ」と理事
長は言う。その経験から「市民が自主的に参画する社会を目指そう」という思い
を強くもつようになった。地域課題を自分たちで解決し、市民主体のまちづくりが
できる場を提供・支援したいと活動を続けている。

概要

●法人認証年月日／ 2001年6月27日
●主な 活 動 分 野／ NPOの援助
●従たる活動分野／ まちづくり

募 集 中 ！
NPOの支援に関わってみたいという人、
また同
団体が保存継承を支援する奥三河の伝統行
事『花祭』など、各地域のイベント運営に関わ
ってみたい人はぜひ一度連絡を。

連絡先
〒461-0005 名古屋市東区東桜2-18-3-702
TEL
FAX
E-mail
URL

052-979-6446 平日 10:00〜18:00
052-979-6448
vns@vns.or.jp
http://www.vns.or.jp/

