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第１号議案  

2009 年度事業報告(案) 

（2009年 4月 1日から 2010年 3月 31日まで） 

特定非営利活動法人市民社会研究所 

 

Ⅰ 基本方針に対する総括 

   １ ＳＳＫの原点（定款の目的）に立ち戻った展開を行う。 

      【定款第３条（目的）】 

この法人は、ひろく市民及び市民社会と関係をもつ者に対して、市民自らが主体と

なる市民社会の発展に関する調査研究や、学習・討論・研修の場の提供等の事業を

行い、もって市民社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 

      → 「新聞で学ぶ会」の開始。参加者数が次第に増え、定着してきた。 

２ ＳＳＫのオリジナルソフトを完成させ、次年度以降の展開の準備を行う。 

   → 「共育ディベート」を会員の力で一応完成させ、講習会、大会も行った。 

３ 県・市との連携による人権分野の充実 

   → 特に四日市市からの事業委託が多く、意識調査では回答率 44.3％と、前回調査

より約１０ポイント上回ったほか、内容的にも「使える」結果が得られた。 

４ 活動領域の拡大～国・全国的な財団法人との連携による調査の実施 

   → 全国市町村国際文化研修所との共同事業として、全国のＮＰＯ法人 15,000 団体

を対象に、「自治体とＮＰＯとの関係に関する日英比較調査」を実施し、一応の

成果が得られた。来年度の事業継続に向けて、足がかりができた。 

５ 出版の充実（パブリックコメント研究、人財ポケット紹介など） 

      → 既存の計画については出版することができなかった。東京連絡所から「ＮＰＯ

再構築への道」（勁草書房）の出版の申し出があり、年度内に原稿を作成した。 

６ ＳＳＫの人的資源を生かす体制づくり 

   → 市民研究員が調査研究に全面的に参画することができた。（ワークライフバラン

ス調査）また、人財ポケットがＳＳＫの事業として明確にされたことにより、 

     人材の活用が促進された。 

 

Ⅱ 事業報告 

分類分類分類分類    事業名事業名事業名事業名    内内内内                    容容容容        備備備備        考考考考    

市民

教育 

市民共育道場 

読書会 

第３回 4/4  岩波ブックレット「全国学力テストーその功 

罪を問う」（志水宏吉著）（８名） 

第４回 5/9  講談社「見てわかる日本国憲法」 

（伊藤真解説）（６名） 

ＳＳＫ単独 
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市民共育道場 

「新聞を使って学ぶ

会」 

第１回 6/6（土）テーマ：裁判員制度（５名） 

第２回 7/4（土）テーマ：臓器移植法改正案(８名) 

第３回 8/8（土）テーマ：総選挙と各党マニフェスト(５名) 

第４回 9/12（土）テーマ：社会福祉の財源（８名） 

第５回 10/17(土) テーマ：八ッ場ダムの中止問題（６名） 

第６回 11/15(日）テーマ：鳩山首相の所信表明演説(９名) 

第７回 12/19(土）テーマ：普天間移設問題(１４名) 

第８回 1/30（土）テーマ：外国人の参政権(１４名) 

第９回 2/20(土）テーマ：肖像権と個人情報(７名) 

ＳＳＫ単独 

市民

教育 

地域リーダー研修プ

ログラム開発 

イギリスの大学・ＮＰＯと連携した社会人対象通信教育プロ

グラムの開発（英文資料の翻訳） 
ＳＳＫ単独 

市民 

教育 

亀山市市民活動スキ

ルアップ講座 

講座「ＮＰＯ入門」 

① 8/ 1(土）13:30～15:30 課題発見ワークショップ 

② 8/25(火）19::30～21:30 ミッションと組織に関するワー   

クショップ 

③ 9/14(月）19:30～21:30 資金に関するワークショップ 

④10/ 3（土）13:30～15:30 行政との協働に関するワーク   

ショップ 

⑤10/17(土）13:30～15:30 ＮＰＯ相互の連携に関するワー  

クショップ 

亀山市委託 

市民 

教育 
ＮＰＯ会計講座 

会計ソフト・ソリマチを使い、会社と連携した実習 

 10/27（火）13:30～16:00   

なやプラザ・セ

クター会議共催 

市民 

教育 

共育ディベート開

発・実践 

オリジナルな易しいプログラム開発 

 7/10（金） 個性あるまちづくり支援事業採択 

（5/30 プレゼン） 

 8/18（火）第１回共育ディベート研究会（四日市大学内） 

 8/21（金）第２回共育ディベート研究会（研修旅行） 

 12/12(土） 第３回共育ディベート研究会 

12/21(月） 第４回共育ディベート研究会 

12/26(土） 第５回共育ディベート研究会 

1/７（木） 教材ＤＶＤ用模擬ディベート実践・撮影 

2/ 6（土） 共育ディベート講習会 

3/17（水） 審判員打ち合わせ会 

 3/20(土） 市民ディベート大会 

四日市市補助 

市民 

教育 

ファシリテーター養

成 

ＳＳＫ市民研究員を対象に外部講師による研修 

  7/20（月） 10:00～18:30  
ＳＳＫ単独 



3 

 

人権 人権啓発学習会 

「人権のまちづくりのすすめ（改訂版）」等を使った各地の

人権学習における講師 

 ①6/19(土）19:30～20:30 八郷地区人権研修会 

 ②7/25（木）18:30～20:00 津市職員人権問題研修会 

  ③8/24（月）14:00～16:00 木曽岬町教職員・行政職員研   

修会 

 ④10/10（土）10:00～12:00 木曽岬町教職員・町民研修会 

  ⑤10/26（月）18:30～20:30 松阪市市民研修会 

 ⑥3/5（金）  13:30～15:00 なやプラザ職員研修会 

 ⑦3/7（日） 13:30～15:30 菰野町民研修会 

 ⑧3/14（日） 13:30～15:30 四日市市民研修会 

 ⑨3/19（金） 19:00～21:00 鈴鹿市民研修会 

三重県委託 

人権 
人権大学ステップア

ップ講座 

四日市市主催人権大学（あすてっぷ）修了者対象の地域の人

権リーダー養成講座 

 ①8/23（日）13:30～16:00 人権の基礎・ファシリテーショ   

ンとは 

②9/ 6（日）13:30～16:00 ファシリテーションＳＴＥＰ１ 

③9/20（日）13:30～16:00 ファシリテーションＳＴＥＰ２ 

④10/11（日）9:30～12:00 ファシリテーションＳＴＥＰ３ 

⑤10/11(日）13:30～16:00 ファシリテーション演習 

四日市市委託 

人権 
日本語ボランティア

養成講座 

「実践的日本語ボランティア養成」 

 ① 9/12（土）13:30～16:30 四日市の国際化・先輩ボラン   

ティア体験談 

②10/18（日）10:00～16:30 日本語学習の基本体系 

                目的別教材の選び方     

③１1/14（土）10:00～16:00 日本語の教え方の基本 

④12/12（土）10:00～16:00 聞かれて困る文法 

⑤ 1/23（土）10:00～16:30 先輩ボランティアと模擬授業

の実践 

⑥ 2/14（日）10:00～16:30 模擬授業の実践（２回目）と

まとめ 

文化庁委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本語ボランティアブラッシュアップ講座 

① 2/20  ②2/27 ③3/6 ④3/13 ⑤3/20 
四日市市委託 
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人権 
人権教育・啓発推進

プログラム作成 

人権教育・啓発推進プログラムの作成 

１ 人権の基本 

２ 人権学習推進スキル(ファシリテーション) 

３ 外国人の人権 

     ①概論作成         

②学習教材作成   

     ③学習教材活用例作成   

④講師養成・派遣計画作成   

四日市市委託 

人権 

「障害がある人の人

権入門」ＤＶＤを活

用した研修実施 

 

① 9/5（土）19:00～20:30 県地区別懇談会 

② 9/5（土）19:30～21:00 常磐地区別懇談会 

③ 9/8（水）19:30～21:00 県地区別懇談会 

④ 9/12（土）19:30～21:00 県地区別懇談会 

⑤ 9/25（金）19:00～20:30 常磐地区別懇談会 

⑥ 9/26（土）19:00～20:30 常磐地区別懇談会 

⑦10/11（日）19:20～21:00 常磐地区別懇談会 

⑧10/17（土）19:00～20:30 常磐地区別懇談会 

⑨10/24（土）19:30～21:00 常磐地区別懇談会 

⑩ 11/7（土）19:30～21:00 県地区別懇談会 

⑪12/12（土）19:00～20:30 県地区別懇談会 

四日市市委託 

調査 

四日市市民人権意識

調査 

 

四日市市民 4000 人を対象とする人権意識調査と分析・報告

書作成 

     10/13（火） 調査票発送 

     11 月     調査結果入力作業 

     1 月 15 日   報告書提出 

四日市市委託 

調査 

企業におけるワーク

ライフバランス取組

状況調査 

四日市市内企業300社を対象とするワークライフバランスの

取組状況の調査（①アンケート調査   ②訪問調査） 

 10 月 27 日 第１回男女共同参画アドバイザー研修会 

        （アンケート項目の検討） 

 11 月    調査実施・入力作業 

 12 月 21 日 調査結果分析 

 1 月 8 日  第２回アドバイザー会議 

       （アンケート結果報告・訪問企業検討） 

 1 月 26～28 日 企業訪問（４社） 

 3 月 17 日 第３回アドバイザー会議 

 3 月 23 日  報告書提出 

四日市市委託 

調査 
自治体とＮＰＯとの

関係に 

イギリスの同趣旨調査と連動した全国調査。全国市町村国際

文化研修所（ＪＩＡＭ） 
SSK・JIAM 共同 
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関する日英比較調査 と共同実施。 

    10 月 21～27 日 調査票発送 

    11～12 月    調査結果入力作業 

    3 月      調査結果中間まとめ 

出版 
イギリスの資金政策

等に関する研究成果 

勁草書房から「ＮＰＯ再構築の道ーパートナーシップを支え

る仕組み」として 2010 年 4 月に刊行   
立教大学 

その

他 
ＳＳＫ国内研修 

恒例の夏の研修旅行（8/20～22 河口湖、富士山、山梨県立

美術館ほか）     
ＳＳＫ単独 

その

他 

ＳＳＫ設立５周年記

念事業関係 

 11/27 ＳＳＫの設立総会をなつかしむ夕べ（なやプラザ） 

  ＊2010 年 5 月 22 日に、総会と併せて記念事業を実施 
ＳＳＫ単独 

その

他 

「生きる力」教材Ｄ

ＶＤ作成の協力 

四日市大学学生が制作する中・高校生向け市民教育教材のサ

ポート 

四日市大学 

委託 

その

他 

四日市大学が実施す

る「市民大学」補助 

四日市大学が実施する「四日市市民大学」の運営補助 

    9 月 30 日～11 月 11 日（全 7回） 

四日市大学 

委託 

その

他 

四日市大学公共政策

研究所事業補助 

四日市大学公共政策研究所が実施する、愛知県碧南市の委託

事業の補助 

四日市大学 

委託 

その

他 

フルコスト・リカバ

リー研究会 

JACEVO が主宰するフルコストリカバリー研究会に参加 

  1/28（木） 19:00～21:00 第１回研究会 

  ２月    英文翻訳 

  3/ 5（金） 19:00～21:00 第２回研究会 

  3/18（木） 19:00～21:00 第３回研究会 

  3/29（月） 10:00～16:30 全国セミナーで発表 

ＪＡＣＥＶＯ 

関連 なやプラザ指定管理 

2009～2013 年度の指定管理。 

   ・ヘタうま演劇塾（9/11,18,25） 

   ・ＮＰＯスキルアップ講座 

   ・ＮＰＯ会計講座（10/27) 

・なやプラザ交流会 

３ＮＰＯ共同 

四日市市協定 

関連 

人財ポケットよっか

いち 

事務局 

団塊の世代を中心にした社会貢献型人材バンクの運営。 

各種専門部会の運営。 

  運営委員会(毎月１回) 

  5/23 「自転車まちなか探検隊」実施 

  8/30 環境部会主催「環境シンポジウム」 

  9/1～30 チャリンコ川柳募集 

  10/4 レッツトライ自転車イベント実施 

3/21 社会貢献へのモチベーションを高める講習＋交

流会 

四日市市補助 

 

 

 

 

四日市市委託 
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関連 

四日市ＮＰＯセクタ

ー会議 

事務局 

ＮＰＯの連帯によるＮＰＯセクターの影響力向上 

   ・市民セクターのあり方懇談（5/26） 

   ・総会（6/ 4 19:00～21:00） 

 

四日市市民協働研究会 

【第１回】09/4/14（火）19:00～21:00（２２名）  

【第２回】09/5/20（水）19:00～21:00 （２３名）  

【第３回】09/6/26（金）19:00～21:00 （１７名）                  

【第４回】09/7/30（水）19:00～21:00（２７名）                     

【第５回】09/9/9（水）19:00～21:00（２５名）           

【第６回】09/10/19（水）19:00～21:00（２０名）    

【第７回】09/11/25（水）19:00～21:00（２０名）     

【第８回】09/12/24（木）19:00～21:00（１８名）    

【第９回】10/02/02（火）19:00～21:00（１５名）    

【第 10回】10/03/01（月）19:00～21:00（１６名）   

      

四日市市民大学「暮らしの中の人権入門」 

① 8/ 8（土）14:00～16:00 患者の人権 

         （市立四日市病院ふれあいグループ） 

② 8/29（土）14:00～16:00 介護と人権（すずらん福祉会） 

③ 9/19（土）14:00～16:00 男女と人権 

④10/10（土）14:00～16:00 雇用と人権 

         （四日市男女共同参画研究所） 

⑤10/31（土）14:00～16:00 会議と人権（ＳＳＫ） 

 

「四日市ＮＰＯ百貨店（仮称）」設立検討会 

     12/6 第１回説明会 

     1/11 第２回説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市補助 

 

 

 

 

 

 

 

 


