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NPO リーダーに聞く

Ｎ Ｐ Ｏ 法人ネットワーク・せとっこ（瀬戸市）
だれもが安心して暮らせる市民社会の実現に寄与することを目的とし
て、2004 年に設立されました。これからの地域社会は、生活の場から
活動の場・生きがいの場として、皆で学び支えあい、市民が主体とな
る社会を作りあげることが大切だと考え、そのために必要な支援活動を
行っています。

理事兼事務局長 後藤昭子さん
様々な分野で、精力的に活動している皆さんと関われることが、私の
「元気とやりがい」の源になっています。市民活動団体と地域団体、行
政、企業との協働を進め、より住みたいまちづくりを団体の皆さんと共
に目指したいと思います。
≪ＮＰＯ法人の設立経緯≫
後藤さん：2005 年の「愛知万博」に向けた、瀬
戸市のおもてなしボランティアの取組の中で、
様々な分野のボランティア活動を長年続けてき
たメンバーが、一つの目的に向かって話し合い、
活動する中で、自然に連帯感が生まれ、仲間づく
りができていきました。そして、趣旨に賛同する
数名が集まり、「何か自分たちの手で市民主体の
街づくりの一端を担いたい」という思いから、Ｎ
ＰＯ法人ネットワーク・せとっこは、2004 年
10 月に誕生しました。

てきたことで各店舗も心待ちにしているようで
す。毎回１００名の参加者があり、１０組以上の
カップルが生まれています。
また、せとっこかあさん事業では、瀬戸の名物五
目ごはん、瀬戸豚入りなどの「せと焼きまん」、
その他五目ミニ弁当を製造販売し、最近では、9
月恒例の「せともの祭」や「来る福招き猫まつり
in 瀬戸」、地域のお祭りなど各種イベントから声
が掛かり、出店しています。道の駅にも出品して
いますので、瀬戸にお越しの際は「せと焼きまん」
をぜひ召し上がってみてください。

≪活動の現状≫
後藤さん：設立から１３年が過ぎましたが、これ
まで組織の充実を図りながら、事業を展開してき
ました。現在は、瀬戸市市民活動センターの受託
運営の他、地域貢献事業部（高齢者、障がい者の
手作り作品販売、地域の学び場アトリエ運営）、
結婚支援事業部（街コン、結婚支援）、せとっこ
かあさん事業部（瀬戸市の観光振興を図るため
に、せと焼きまん、五目めし弁当を販売。）の４
つの事業部門があります。中でも、結婚支援事業
では街コン「陶都の恋さがし」を開催。中心商店
街周辺を会場とし、今年で６回目を迎え、継続し

≪今後の課題≫
後藤さん：組織の充実を図ることで人材も集ま
り、様々な事業を展開し、微力ながら市民の暮ら
しに役立ち、瀬戸のまちを盛り上げる成果を挙げ
てきました。しかしながら、市民活動センター登
録団体の殆どの課題でもある「次世代への担い手
育成」が「せとっこ」でも今後の課題です。課題
解決に向け、市民活動センターでは、子育てママ
の実行委員会を立ち上げ、登録団体を巻き込み、
「ままのわフェスタ」を開催しました。ママに連
れられたパパも参加し、登録団体のメンバーと
フェスタを通じて交流ができ、市民活動に興味を
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持ってもらうきっかけにもなりました。また、婚
活事業の１つとして、愛知環状鉄道瀬戸市駅の駅
前広場で、婚活者と市民活動団体や地域団体と共

に夏祭り「愛・(どっと)こい」を開催したことで、
「多くの団体の皆さんと知り合えました。」など
婚活者から喜びの感想がありました。

Ｎ Ｐ Ｏ 法人やらまいか人まちサポート（西尾市）
西尾市及び近隣地域において社会貢献活動を行い、また、これからボ
ランティア活動や市民活動を始めようとする市民・公益活動団体に対し
て、その活動支援を行っています。

理事長

牧野明広さん

住み慣れた場所で平穏に暮らし続けられる環境づくりには、様々な市民
活動団体や地縁組織が連携協働することが重要だと考えています。今後
も地域力の向上のためにお手伝いをさせていただければと思っていま
す。
≪ＮＰＯ法人の設立経緯≫
牧野さん：私がボランティア活動を始めたのは、
1995 年の阪神淡路大震災の翌年からです。生ま
れ育った幡豆町で消防団活動の経験がある私は、
「自分一人で家族の命を守れるんだ」と言う根拠
のない自信を持っていましたが、神戸の悲惨な状
況を目の当たりにして、「一人の力だけではなく
周りの人や仲間の力が大事なんだ」と思い、防災
グループを立ち上げました。
しかし、当時は防災への関心は薄く、防災講演
会や防災フォーラムを開催しても、参加者は一般
市民ではなく関係者ばかりでした。どの様にした
ら多くの市民に啓発できるんだろうと模索してい
た時、ふと子供の頃のことを思い出しました。当
時はまだ、冠婚葬祭、お祭り、防災、子育てなど、
地域や隣近所の互助扶助が色濃く残っていた頃
で、「地域や隣近所のおじさん、おばさんたちに
見守られてきたんだ、そんな町に生まれ育ってよ
かったな」と思いました。「あっ、それだ！コミュ
ニティがしっかりと構築されていれば、防災、防
犯、子育てなど様々な地域課題の解決に結びつく
な」と気づきました。
そこで、「まちづくり」「中間支援」の NPO
法人を 2005 年に設立しました。
◆私たちの活動のキーワード
人やまちにやさしい 人づくりまちづくり
その人やそのまちらしい 人づくりまちづくり
人やまちのま正面に立ち 人づくりまちづくり
みんなといっしょに 人づくりまちづくり
かつりょくのある 人づくりまちづくり

≪活動の現状≫
牧野さん：2011 年から西尾市の「にしお市民活
動センター（アクティにしお）」の企画運営業務
を受託し、相談、マッチング、情報収集及び発信
をしています。
特色は、センター内での業務だけではなく、ボ
ランティア・市民活動の現場や町おこしイベント
などに出向いて取材活動を行い、団体や活動内容
などの情報発信を行っていることです。
そして、「人づくり」では、災害ボランティア
コーディネーター養成講座、高齢者生活支援サポ
ーター養成講座などを開催しています。講座修了
者については、行政の関係部署と連携協働できる
ような仕組みづくりなどを現在行っています。
また、「まちづくり」では、高齢者生活支援体
制整備事業のお手伝いをしています。ただ、この
事業は 2017 年から始まった介護保険制度の改正
によるもので、高齢者の生活支援は、今後益々必
要であることは理解できるものの、そもそも行政
サービスとして行うべきものをなぜ地域に押し付
けてくるのか、地縁組織の役員に新たな仕事の負
担を課す仕組みではないか、などの意見や不満が
出てきています。長年の「他者への依存」と日頃
の行政施策による「やらされ感」などが要因だと
思われます。
≪今後の課題≫
牧野さん：まちづくりは、すぐに成果が出るもの
ではないと考えています。じっくりと時間を掛け、
緩やかな合意形成を図り、安心安全なまちづくり
に、地域住民が権利と義務と責任を基に主体的に
関わるための具体的な取組（モデル）を行政・地
域住民が協働し、「見える化」していくことが必
要だと感じています。

市民や地域が輝くように寄り添いながら、一緒
に汗を流すことを大事にしています。
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いずれも
参加費無料！

研修事業のお知らせ

ＮＰＯ管理・運営入門セミナー ／ ＮＰＯ会計入門セミナー
区

分

ＮＰＯ管理・運営入門セミナー

内

事業報告書の作成や総会の開催は
日々の帳簿の付け方に悩んでいませ
どうやるの？
んか？
容
適切な法人運営を学び、団体の信頼
ＮＰＯの会計とは何か、簿記の基本
度をさらにＵＰさせましょう☆
をわかりやすく教えます☆
あいちＮＰＯ交流プラザ

ＮＰＯ会計入門セミナー

あいちＮＰＯ交流プラザ

開 催 場 所 平成 30 年２月 1 日（木）
開 催 日 刈谷市民ボランティア活動センター
平成 30 年２月７日（水）

平成 30 年１月 24 日（水）
刈谷市民ボランティア活動センター
平成 30 年２月 16 日（金）

対 象 者 ＮＰＯ法人の役員・スタッフ（新任の方にお奨め）

各会場 30 名程度

大学生・社会人ボランティア普及啓発事業
区

分

プロボノ 2017 in 愛知活動報告会

コーディネートスキルアップ講座

内

社会人と大学生・大学院生が「プロ
ボノ」のチームを組んで実施したＮＰ
ボランティアマッチングの面白さを
容
Ｏ支援活動の結果を発表します（５ 伝えます。
チーム発表予定）。

開 催 場 所 ウィンクあいち（名古屋駅前）

安城市民交流センター

開 催 日 平成 30 年３月 10 日（土）

平成 30 年１月 12 日（金）

参加者等

社会人、大学生・大学院生、ＮＰＯ職 行政職員、ＮＰＯ支援センター職員、
員など

100 名程度

中間支援ＮＰＯ職員など

20 名程度

【注意事項】

○

日程等の詳細が決まり次第、あいち NPO 交流プラザのＨＰやチラシでお知らせいたします。
ＮＰＯ管理・運営入門セミナー、ＮＰＯ会計入門セミナーのチラシの配布時期は、12 月上旬を

予定しています。
○

上記の内容が変わる場合がありますので、ご了承ください。
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NPO 法人情報 ア・ラ・カルト
貸借対照表の公告について

次のいずれかの方法を選んで、定款で定めてください。

公告方法

掲載期間等

①

官報に掲載する方法

1 度掲載

②

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

1 度掲載

③

電子公告（法人のＨＰ等）

約 5 年間掲載

④

法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所

1 年間掲示

変更後の定款の記載例
（公告の方法）
第〇条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行
う。ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、〇〇に
掲載して行う。
※ 公告をホームページ又は掲示場で行う場合の下線部の記載例
ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、
ホームページ
この法人のホームページに掲載して行う。
ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、
掲示場
この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

定款の変更手続き

定款を総会で議決し、愛知県知事に届け出てください。

提出部数

提出書類
１ 定款変更届出書

1部

２ 定款の変更を議決した総会の議事録のコピー

1部

３ 変更後の定款

２部

ＮＰＯ法人紹介

ＮＰＯ法人 Kids&Mama NPO ねこのて（豊橋市、神野左和子理事長）

東三河を中心に子育て支援活動を行うＮＰＯ法人です。豊橋市が主催した「託児ボランティア養成講座」
の修了生が、平成 6 年から活動し始め、約 10 年間の活動を経て、平成 17 年 4 月にＮＰＯ法人になりまし
た。主な事業は、次のとおりです。
☆託児事業
出張託児：行政及び市民団体から依頼があった場合に実施（主に講座や講演会、コンサート会場などにお
ける託児）
キッズルーム：次の２か所で託児所を運営
キッズルーム豊橋（平成１７年２月開設・OGIYA チャンピオン・豊橋市曙町）
キッズルーム豊川（平成１８年１１月開設・OGIYA DO２階・豊川市本野ケ原）
☆ヒューマン事業
子育てに関わる人たちの人間性を豊かにする、次のような文化事業を実施（託児付き）
ワイヤークラフト講座、思春期講座、健康講座（ヨガなど）、料理教室など。
☆ファミリー・イベント事業
親子で楽しめる、次のようなイベント事業を実施
人形劇、コンサート、自然教室、施設見学など。
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