特定非営利活動法人中部プロボノセンター

令和2年度事業報告書
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

１ 事業実施の概略
特定非営利活動法人中部プロボノセンターは、企業人の持つ知識・技能・経験を適切に提供することにより、
名古屋市を始めとする中部地方の非営利活動団体の事業活動をいっそう向上させることを目的とし次の事業
を実施した。
(1)定款第5条1項プロボノメンバー育成研修事業として、第8期プロボノメンバー育成研修
※研修は、新型コロナウイルス拡大防止策に従い、全てオンラインにて実施
(２) 2項のパッケージプログラム事業としての第7期生NPO支援プログラムは、次年度に延期
(３) 4項の人材及び情報等の交流、連携協力に関する事業として、プロボノバンク
(４) 1・２項に関する事業として、大同メタル工業株式会社委託事業「大同メタルプロボノプログラム」受託
(５) 6項の教育及び啓発に関する事業として、愛知県委託事業「寄附のゼミナール事業」受託

２ 特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項 ＊表内の(新)は新たな活動
(1) 8期プロボノメンバー育成研修事業
具体的な事業内容

事業費
(千円)

実施時期・場所・人数

非営利活動団体の現状及び活動状況の理解を深め
又支援ノウハウの習得を図るために、市民活動家、大
学教授、企業幹部等有識者を講師に招き、プロボノメ
ンバーのレベル向上を図る研修
・進行はプロボノ企画メンバー(研修生OB)
が担当
・研修の1コマをプロボノOBが担当

1,050
◇実施時期と講師は、下表参照
※新型コロナウイルス拡大防止策の
ため全てオンラインにて実施
◇人数：2社7名
住友理工㈱ ：6名
㈱サンゲツ
：1名

《研修月日及び講師一覧》
開催日
第1回 午前
12/19
午後

講義
No.

1

メンバーのバックグラウンド共有、
今なぜプロボノなのか

２ NPOの基本

ー

時間
(分)

講義テーマ

-社会t的役割と現状-

午後

第3回
2/６

午前
午後

第4回 午前
2/27

午後
第5回 午前
3/13
午後

４

90

NPO法人中部プロボノセンター

90

NPO法人ボランタリーネイバーズ

戸成 共同代表理事
三島 副理事長

エシカル・ペネロープ株式会社
プロボノフェス; 講演「エシカル消費とフェアトレードタウン」
210
交流会
原田 さとみ 代表取締役

３ 市民がともに生きる社会
第2回 午前
1/16

講師

90 愛知淑徳大学 ブイ 教授

SDGsの歴史的意義と企業経営に及ぼす
影響、今求められるプロボノ

90

一般社団法人中部SDGs推進センター

５ 社会企業の育成

90

一般社団法人アスバシ

６ 地域福祉とボランティア活動

90

NPO法人地域福祉サポートちた

７ 地域経済の活性化 愛知県の取り組み

90 愛知県 都市基盤整備部 金田 部長

８

Big Society の時代とNPOの役割

毛受 代表理事
市野 代表理事

90 名城大学 昇 教授

-NPOとプロボノのマッチングの可能性-

９ 非営利団体のファンドレイジング

戸成 代表理事

【演習】

90 日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会東海ﾁｬﾌﾟﾀｰ 西村 共同代表

10 広報戦略とは

90

11 プロボノ先輩枠

90 プロボノOB（4期） 和田泰宗氏（㈱デンソー）

12 4期－6期プロボノプロジェクト 紹介

90 4期、5期、6期

13 組織分析

株式会社電通中部支社

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ部 安藤氏

事例3件 ＊紹介後ｸﾞﾙｰﾌﾟｾｯｼｮﾝ

【演習】 180

NPO法人中部プロボノセンター

戸成 共同代表理事

14 問題から課題変換とアクションプラン 【演習】 180

NPO法人中部プロボノセンター

戸成 共同代表理事

15 企業の持続的成長とCSR

NPO法人中部プロボノセンター

岩原 共同代表理事

180

16 6か月のプロボノプロジェクトに向けて

(2)非営利活動団体支援パッケージプログラム事業
新型コロナウイルス感染拡大防止策に伴い、次年度に延期
1

(3) プロボノバンク事業 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため6月開催予定から12月に変更
具体的な事業内容
◇第4回中部プロボノフェス開催
①講演会
講師：原田さとみ氏
（エシカル・ペネロープ株式会社 代表取締役）
演題：エシカル消費とフェアトレードタウン
〜地域に楽しく、世界に優しく、自分に美しく〜
②交流会
プロボノ間の交流を深め、情報交換
1期～8期、愛知県事業のプロボノの希望者
＊zoomのブレークアウトセッションを使用

実施時期・場所・人数

事業費
(千円)

◇開催日時：令和2年12月19日
(土) 13:30～16：00
◇方法：オンライン（zoom）

55

◇参加人数：
①講演会 37名
②交流会 30名
◇評価：アンケート結果より
参加者満足度（5点満点）
・講演会 4.2点
・交流会 3.8点

◇プロボノバンク登録者数（下表参照）

(4) 大同メタルプロボノプログラム事業
具体的な事業内容
◇「第2回大同メタルプロボノプログラム」
地域社会の課題に取組んでいるNPO団体を資
金面での助成と、社員がプロボノとして支援
の企画、運営
①支援先NPO募集→募集説明会：3ヶ所,オンライン
（一宮市、犬山市、小牧市）
②選考はプレゼン審査後選考委員会開催→決定
・応募団体数：7団体
（小牧市3、犬山市2、一宮市１、知立市1）
・決定団体；2団体
・NPO法人オフィス・マハロ（小牧市）
・防災ママかきつばた（知立市）
③キックオフ、プロボノ＆NPO合同研修
・講師：戸成代表理事
・研修内容：プロボノ入門、社会情勢について
問題から課題へ、3C分析・SWOT分析（演習）
④ＮＰＯ団体支援プログラム
プロボノは2チームに分かれ団体を支援
団体の活動場所でミーティング＆ネットを活用
・NPO法人オフィス・マハロ
テーマ：団体の活動継続のための基盤強化
・防災ママかきつばた
テーマ：活動を見える化し、代表の役割を分散
して持続可能な体制づくり
◇中間報告と最終報告会
進捗状況の確認とNPOから助成金活用申請、
最終報告では、中間報告からの変更点を確認
◇アンケートによる満足度調査
ＮＰＯ団体；100％ プロボノ；84％
※第1回プロボノプログラム最終報告会開催
3月の予定がコロナウイルス拡大防止のため8月に延期
開催日；2020年8月19日(木)
場所 ：大同メタル工業㈱犬山事業所
参加 :第1回プロボノメンバー、NPO、社長以下4名
主催者事務局、戸成代表理事

実施時期・場所・人数
◇実施期間：2020年7月～2021年2月
◇場所：事業所のある地域周辺
（名古屋市、尾張地区）
①募集期間：7月15日～7月31日
説明会参加団体数：15団体
募集団体数：2団体
②選考委員会月日：8月19日（木）
場所：オンライン（zoom)
選考委員：4名
（ブイチトルン氏、三島氏、
大同メタル工業㈱、戸成氏）
③キックオフ、プロボノ & NPO 合同研修：
9月27日(日)
・研修場所：大同メタル工業㈱
犬山事業所
・参加人数：12名
社員プロボノ6名、アドバイザー4名
NPO団体
2名
④ＮＰＯ団体支援プログラム
・期間：2020年9月～2021年2月
《参加プロボノ人数》
オフィス・マハロ
：3名
防災ママかきつばた：3名
◇中間報告会
・開催日；2020年11月23日(土)
・場所 ；オンライン(zoom)
参加人数；12名＋事務局2名
（大同メタル工業10名、NPO2名）
◇最終報告会
・開催日：2021年 3月4日（木）
・場所 ：オンライン（Teams）
・参加人数；19名＋事務局2名
（大同メタル工業：社長以下 5名、
プロボノ6名、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ5名
NPO2名）

事業費
(千円)

1,144
※
助成金
は別途
企業
から
NPOへ
各20万
円

2

(4) 愛知県「寄附のゼミナール」委託事業
具体的な事業内容
若者の寄附意識や社会参画・貢献意識の醸成を図る
ことを目的に、県立高校、私立高校、中学校の計4校に
おいて、
ＮＰＯへの寄附を通じた社会貢献方有働を考える「寄附
のゼミナール」を実施する。
①参加するNPOを募集→募集説明会：4か所、
オンライン
（清須市、長久手市、東海市、田原市）

事業費

実施時期・場所・人数

(千円)

◇実施期間：令和2年6月～令和3年2月
◇場所：高校3校、中学1校
・愛知県立東海商業高等学校
・愛知県立成章高等学校
・栄徳高等学校
・清須市立春日中学校
①募集期間：7月4日～8月11日
募集団体数：県内12団体（3団体/校）

1,569

②選考委員会
委員は応募17団体を事前に資料にて基準に
合わせ審査し全員の総意で12団体を決定

②選考委員会：8月28日
選考委員：7名
（榎田氏、山崎氏、協賛団体3団体、
愛知県、戸成氏）
応募団体：16団体
場所：あいち交流プラザ（名古屋市）

③選定されたNPOを対象に、ファンドレイジング、
プレゼンスキルや効果的な資料作成を学ぶ研修開催

③新型コロナウイルス感染拡大防止に努める
◇集合研修日：9月12日（土）
開催場所：オンラインに変更
講師：ア）西村 健氏
（日本ファンドレイジング協会
東海チャプター共同代表）
イ）戸成 司朗代表理事
◇個別研修：9月23日、10月8，30日
11月11日・・・1団体毎に設定
場所；東海市、田原市、名古屋市、清須市
参加団体：各場所3団体 （合計12団体）
講師：戸成司朗氏、
別所大介氏（プロボノスペシャリスト）

◇集合研修：選ばれた12団体
ア） 「NPO活動資金の効果的な獲得について」
イ） 「伝えるから伝わるプレゼンテーション」
◇個別プレゼン研修
事前提出のプレゼン資料を添削し、実習指導

④愛知県が指定する県立高校2校、私立高校1校、
市立中学校1校を訪問し、ワークショップ形式を入れ
た「寄附のゼミナール」を実施
学校名
（生徒数）

参加団体名 （所在地）

パパ子育て応援団おとキッズ （東海市）
東海商業高校
（110名）
大人のひきこもりピアサポートの会みらいテラス（東海市）
2年生：
総合ビジネス科
防災ママかきつばた （知立市）
環境ボランティアサークル亀の子隊 （田原市）
成章高校
（39名）
認定NPO法人アジア車いす交流センター （刈谷市）
3年生：
総合ビジネス科
視覚障害者団体さくらんぼ （田原市）
社福）むそう ぴゅん長久手 （長久手市）
栄徳高校
（22名）
1年生・2年生： 社福）日本介助犬協会 （長久手市）
ボランティア部、
放送部、生徒会 NPO法人フィール・ザ・ワールド （長久手市）

春日中学校
（73名）
2年生

担当者

ゼミナール①

ゼミナール②

ゼミナール③

10/2(金)
10/9(金)
9：55-10：45 9：55-10：45

10/16(金)
9：55-10：45

10/28(水)
10：00-11：50

11/4(水)
10：00-10：50

11/12（木）
11/19（木）
16:00-16:50 16:00-16:50

11/26（木）
16:00-16:50

中嶋 淳
塚本 こず恵
高木 一恵
鈴木 吉春
近藤 みなみ
柳田 知可
安藤 湖琳
福井 誠也
平松 貴美子

親子わくわくプラザ （清須市）

武島 敦子

清須市家庭教育支援チームチームＭＯＭＯ（清須市）

吉田 春美

NPO法人瑞穂学習支援会 （名古屋市）

筒井 孝治

12/16（水）
13:10-15:00

3

具体的な事業内容
⑤団体のアピールポイントと生徒の投票結果
協賛団体：ア）一般財団法人住友理工あったか基金
イ）東海労働金庫
ウ）株式会社サーラコーポレーション
学
校
東
海
商
業
高
等
高
校

成
章
高
等
学
校

栄
徳
高
等
学
校

春
日
中
学
校

団体名

事業費

実施時期・場所・人数

(千円)

◇寄附金活用報告：202１年1月
協賛金：90万円（30万円×3団体）
（高校対象：30万円/1校）

アピールポイント

得
票

パパ子育て応援団おと
キッズ

子育てを思いっきり楽しもう！
子どもたちのママの、パパの、みんなの笑顔をカタチに！

61

防災ママかきつばた

防災していますか？防災必要ですか？ 習慣にすること、
まずはきっかけづくり

３７

大人ひきこもりピアサポー
トの会みらいテラス

ブランクがあっても自分らしく輝ける社会の実現！

視覚障害者団体
さくらんぼ

視覚障害の人たちが安心して暮らせる社会・街をめざし
て！

１２

16

寄附金額
166,364円
100,909円

32,727円

123,077円

認定NPO法人 アジア
車いす交流センター

障がい者とともに」学び、生きる。誰も取り残されない世界
へ！

12

環境ボランティアサークル
亀の子隊

きれいな海を守りたい！
西の浜はゴミ箱じゃない！

11

社会福祉法人
日本介助犬協会

人にも動物にもやさしく、楽しい社会をめざして

11

社会福祉法人 むそう
ぴゅん長久手

発達障害の子供たちがストレスなく楽しく過ごせるように！
より社会で生きやすくなるように！
変化に対応できるよう！活動します

10

NPO法人
フィール・ザ・ワールド

私が起点のミライをつくる！
グローバル社会で通用する人材育成を目指します

1

NPO法人瑞穂学習
支援会

学ぶことを諦めないで！
誰もが当たり前に学べる居場所つくり

50

0

清須市家庭教育支援
チーム チームMOMO

「命」は自分だけのものではない！
あなたが、「命の大切さ」を伝える発信者でいてほしい！

１２

0

地域のみんなが、親子がわくわくできる居場所づくり

１１

0

親子わくわくプラザ

92,308円
84,615円
150,000円

136,364円

13,636円
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３ 会議の開催に関する事項
（１）通常総会
①開催日時及び場所
令和元年6月26日(金)19：00～20：00 オンライン開催に変更 ＊新型コロナ拡大防止策
②議題
ア 令和元年度事業報告
イ 令和元年度決算報告、会計監査報告
ウ 令和2年度計画
エ 令和2年度活動予算
オ その他

（２）理事会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため全てオンラインにて実施
① 第1回
・日時：2020年6月23日(火)
19:00～20:00
・議題：令和２年度の活動計画、予算計画、令和２年度の団体の今後の活動について
②第2回
・開催日時：2021年３月23日（火） 19:00～20:00
・議題：令和2年度の活動報告、会計の途中報告
③第3回
・開催日時：2021年４月22日（土） 19:00～20:00
・議題：令和2年度の活動報告、会計報告確認、令和3年度活動計画・予算等について

４．その他報告事項
（１）プロボノ企画委員会開催
＊日曜 20：00～オンライン
・企画委員：⒑名、事務局
・開催頻度：2～3か月に1回 ＊テーマ内容によって開催を決めた
・議題： ８期生の育成研修及びNPO団体支援活動について
中部プロボノセンターの今後の活動計画について
（２）プロボノについて講座依頼（プロボノとは、事例紹介）
①豊川市社会福祉協議会 「ボランティアリーダー養成講座」
・日程：2020年9月20日（日）
・場所：オンラインにて参加、参加者は会場（豊川市社会福祉協議会会議室）
・対象：登録ボランティアリーダー 10名
・参加：事務局、スペシャリスト（6期）
②刈谷市市民ボランティア活動センター 「車座」
・日程：2021年2月26日（金）
・場所：刈谷市民ボランテイア活動センター会場、参加者は会場＆オンライン
・対象：公募一般市民 20名
・参加：事務局、スペシャリスト（6期）

以上
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