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　名古屋市では講座の修了生が各区で災害ボランティア団

体を立ち上げ、現在も活動を続けています。災害ボランティア

センターの運営に協力するという協定も結び、名古屋の災害

対策活動になくてはならない存在となっています。平時は防災

訓練への協力や、防災のための講演会、地域における防災

関係のアドバイス、宿泊型の防災体験や、避難所体験など、

地域における防災のスペシャリストとして活躍しています！

　コロナ禍の現在においては、全国からたくさんのボランティ

アが駆けつけるといったことが難しくなっており、これまで以上

に地元での自助・共助の力が重要になっています。皆さんも、

ぜひ災害ボランティアコーディネーター養成講座を受講して

様々な知識を身に付け、名古屋の防災・減災活動を一緒に

やってみませんか？

今年も災害ボランティアコーディネーター養成講座を実施します！

●一度も、ボランティアに参加したことがない私でした
が、女性でも役に立つことがあるとわかりました。
名古屋で災害があった時も、私にできることがあ
りそうでした。協力していきたいと思います。

●勉強することが最近なく頭がフル回転でついていけるか不
安でしたが、講師、ファシリテーターの方のおかげで最後ま
でなんとかなりました。これから起きるであろう災害に向けて、
これから自分が出来ることを始めようと思います。

～昨年度受講者 の声（ ア ン ケ ー ト よ り ）～

●日　　時：①９月２７日（日）、②１０月４日（日）、③１０月１１日（日）　９：３０～１６：５０（全３日間）

●定　　員：４０名（応募者多数の場合は抽選となります）　　　●参 加 費：無料

●対　　象：名古屋市内在住、在勤または在学の中学生以上の方で、３日間を通して受講可能な方

●会　　場：①名古屋都市センター　②オンラインまたは市民活動推進センター　③名古屋国際センター

●申込方法：往復はがき又は電子メールに、①住所  ②氏名  ③電話番号  ④市外在住の方は学校名または勤務先

　　　　　   ⑤年齢　⑥メールアドレスを記入し、お申し込みください。（9月１７日（木）必着）

災害ボランティアコーディネーターとは？
平時は防災・減災のための様々な啓発活動などを行い、災

害時には社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセン

ターの活動に協力して、駆けつけてくださったボランティアと

被災者の困りごとを結びつける活動をする方々のことです。

災害ボランティ
アセンター

運営訓練の様子
平常時の活動を考えるワークの様子
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コロナ感染による自粛要請の

団体活動への影響は？（複数回答あり）

・活動を今も中止している・・・・・・・・・ ２

・活動を中止したが、再開した・・・・・ 16

・内容や方法を変えて活動した・・・・ 11

・活動のニーズが増えた・・・・・・・・・・・ １

・会議や打ち合わせを中止した・・・・ ８

・ボランティアが集まらなかった・・・・ １

・在宅でのボラ活動を取り入れた・・ １

・ボラが参加できる活動を縮小・・・・ ３

・特に影響なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

影響の具体的な内容とは？（自由記述）
・メンバーが集まれず、会議等が開催できなかった

・対面で会えず、コミュニケーションが取りづらかった

・会場が確保できなかった

・ボランティア活動や施設見学等が中止なった　等

活動継続のために工夫したことは？（自由記述）
・マスク着用や消毒等感染症対策の徹底

・メールやzoom、facebook等オンライン会議やインターネットの活用　等

活動継続のために今後必要なこととは？（自由記述）
・公共の場所でのネット環境整備

・こまめにコミュニケーションを取り合うこと

・参加者やスタッフの十分な理解、協力　等
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特集①

NPOへのSDGs普及促進事業を実施します！

特集②

「新型コロナウイルス感染症拡大防止の自粛要請による市民活動・

ボランティア活動への影響アンケート」結果報告

みんなの暮らしが続けられ

るように、2015年9月、国

連・持続可能な開発サミッ

トにおいて採択された、

2030年までに世界がとも

に取り組むことが求められ

ている17の目標です。

SDGsとは…

名古屋市が制作・発行した冊子

「SDGsってなに？」もぜひご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000119688.html

　ボランティア活動の促進協働会議では、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大による市民活動団体への影響につい

てアンケートを実施しました。市民活動推進センターでは、センターを利用した市民活動団体を対象に回答のご協力をお願

いしました。その結果の概要についてご報告します。

●アンケート期間：2020年7月14日（火）～ 26日（日）

●対象：期間内に市民活動推進センターを利用した団体（貸室、交流スペース 等）のうち30団体から回答

●団体の活動分野内訳：

　名古屋市では、NPOと企業が目標を共有し、協働を促進するため、SDGsに取り組む意義等を周知するセミナーや、

SDGsを共通の目標として協働による社会課題解決のアイディアを企画・検討するワークショップを開催します。

　今秋以降、セミナーやワークショップを開催予定です。詳細は、市民活動推進センターホームページ「なごや★ぼらんぽ

ナビ」にて随時更新しますので、ぜひご覧ください！

①保健・医療・福祉

⑤環境保全

7

3

②社会教育

⑥国際協力

3

1

③まちづくり

⑦子ども

0

0

④学術・文化・芸術

⑧その他

10

6



　現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のために、いろいろなイベントや行事が中止になったり、大人数

で集まることが難しくなっています。全国への緊急事態宣言が解除された後も、新しい生活様式が提唱されています。NPO

法人の方たちも、予定していたイベントや事業が中止や延期・変更を余儀なくされる等の影響を受けています。そこで、前号

から引き続き、市内のNPO法人さんへ、どのような影響があったのか、また、現在はどのような状況なのか、インタビューを行

いました。今号は、「NPO法人ドリーム」さんです。
※このインタビューは6月初旬から7月中旬にかけて、電話及びメールにて実施しました。現在とは状況が変更している可能性があります。ご了承ください。

　最新の情報は、法人HP〈 URL　http://npo-dream.org/ 〉をご覧ください。）
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新型コロナウイルス感染症拡大におけるNPO法人の取り組み紹介

はち丸くんのちょこっとインタビュー

当団体では、脳卒中障害者（以下　当事者）の生きがいづくりを目指し、当事者への就労支援や居場所づく

り、家族への相談、地域社会への情報発信を実施しています。コロナウイルス感染拡大により、事業所の利

用や相談が大きく減少し、企画していたイベントや外部からの講演依頼などが全て中止となりました。

普段はどんな活動をしていますか？新型コロナウイルス感染症の拡大により、どんな影響がありま

したか？

当事者向けのコロナ対策情報を展開した際は、専門

機関に相談し医療的見地から正確で有効な情報を提

供するように努めました。マスク制作は、当事者3人

までの少人数制で実施、半身麻痺の障害があります

が200個を制作・販売。（※4月中旬～6月末にかけ

て発売し、売り切れ次第終了）

大変な時期ではありましたが、当事者の活躍が、社会

貢献となり、自信や障害受容にもつながりました。

上記の対策や活動はどんな様子ですか？

運営していた喫茶営業を休業し、（※６月２日より再開）その他の活動も少人数制を導入。活動時には検

温・消毒・マスク着用を徹底、理事会はWEB会議を取り入れました。また、当事者向けのコロナ対策情報

をweb（HPやFacebook等）、会報誌等で展開するとともに、マスク制作を導入することで活動機会を

失った当事者に活動の場を創造しながら、地域の感染予防に貢献しました。

感染拡大に伴い、法人としてどんな取り組みをしていますか？

新型コロナウイルス感染症にかかる認定・特例認定・認証NPO法人の方々への情報が、以下のURLに掲載されています。

情報は随時更新されていますのでご確認ください。

◆内閣府：NPO法人向け新型コロナウイルス感染症関連情報

　https://www.npo-homepage.go. jp/news/coronavirus

◆市民活動推進センター：新型コロナウイルスに関するNPO法人等の支援について 

　http://www.n-vnpo.city.nagoya. jp/npo-support/npo_covid19.html

所管法人の皆様へ

6月末現在の所管法人数

認証法人数 ： 879法人　  認定法人数 ： 26法人　  特例認定法人数 ： 1法人

マス
ク

作成
中の

様子

完成した
マスク
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14:00～15:30
9/25［金］ 

14:00～16:00
10/2［金］ 

ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：小谷

はじめまして。4月に長い中央卸売市場勤務からセンターへきて早5ヵ月の小谷です。市場内

ではいくつもの業種の異なる会社が一丸となり市民への生鮮食糧品の安定流通・供給を

担っています。皆様との収益の種類は違いますが双方で重要であるとともに、原点は同じで、

主として市民の方々へ様々な分野で活動を行う皆様の、需要と供給ではありませんがネット

ワーク、橋渡し的お手伝いができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

講座受講のお申込みは、窓口・電話・FAX・電子メールにて

受付けます。電子メール・FAXでお申込みの際は、講座名・

氏名・電話番号・所属団体・参加動機をご記入ください。

名古屋市内で活動しているまたは活動する意思のある個人・

団体を対象とします。詳しくは、当センターのホームページ

「なごや★ぼらんぽナビ」をご覧ください。

イラスト協力：加藤舞美

名古屋市市民活動推進センター主催講座・イベントのご案内　　　

NPOの基礎的な知識を学ぶ他、NPOの活動

をしているゲスト団体から実際の運営に関する

お話を聞くことができます。NPOに興味がある

方向けの講座です。

■定　　員： 30名（ただいま募集中です）

■講　　師： 市民活動推進センター職員

■ゲ ス ト： 一般社団法人つなぐ子ども未来　安藤綾乃さん

■参 加 費： 500円

【問合せ・申込先】

名古屋市市民活動推進センター

電話： 052-228-8039   FAX： 052-228-8073  

電子メール： npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

URL： http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/

■NPOアドバイザーによる個別相談のご案内　［参加費：無料、要電話予約］　　　　　　　

日　程内　容 担当アドバイザー

堀尾 博樹（税理士・行政書士）

黒田 朱里（公認会計士、税理士）

足立 勝彦（税理士）

鳥居 翼（税理士） 

堀尾 博樹（税理士・行政書士）

黒田 朱里（公認会計士、税理士）

足立 勝彦（税理士）

鳥居 翼（税理士） 

織田 元樹（NPO法人ボラみみより情報局代表）織田 元樹（NPO法人ボラみみより情報局代表）

会計・税務

会計・税務

会計・税務

会計・税務

設立・運営

9/  1［火］ 16:00～，17:30～

9/11［金］ 10:00～，11:30～，14:00～，15:30～

9/17［木］ 10:00～，11:30～，14:00～，15:30～

9/30［水］ 10:00～，11:30～

■NPOアドバイザーによるNPOのための専門講座のご案内　［参加費：1,000円、要予約］　

9/4［金］13：30～15：30 織田 元樹（NPO法人ボラみみより情報局代表）

日　程内　容 担当アドバイザー

いまさら聞けないNPOの広報
 ～伝えたい相手に届ける8つの大切なポイント～

5・6月の設立認証 NPO法人

名　称 所在区 主な活動分野

※以下の日程は今後の状況により開催中止もしくは内容が一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

リカバリー・サポート・プロジェクト

名古屋アニメ声優研究連

北区

瑞穂区

保健・医療・福祉

学術・文化・芸術・スポーツ

NPO講座　～NPOを知ろう編～

NPO法の概要、NPO法人を設立するために必要な

事前準備や手続きなどについて少人数で学びます。

NPO法人を設立したい！という方向けの講座です。

■定　　員： 10名（ただいま募集中です）

■講　　師： 市民活動推進センター職員

■参 加 費： 500円

NPO講座　～法人設立編～

9/  4［金］ 16:00 ～，17:30 ～　9/18［金］, 25［金］17：00 ～

10/2［金］，16［金］，23［金］ 17:00 ～
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