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第１号議案  

2010 年度事業報告(案) 

（2010 年 4 月 1 日から 2011 年 3 月 31 日まで） 

特定非営利活動法人市民社会研究所 

Ⅰ 総括 

（１） 全体総括 

① 顕著な成果 

ア）雇用の場となるＮＰＯへの「前進」 

緊急雇用事業を２件受託したことから、新規に５名のスタッフを雇用した。このことか

ら既存スタッフ３名（うち１名は非常勤）と合わせて８名体制となり、事業規模が飛躍

的に拡大した。これに伴い、事務所も隣接する１部屋を追加賃借し、３部屋に拡大した。 

雇用の場となるＮＰＯへの一歩を進めることができた。 

イ）若者自立支援事業への事業拡大がもたらすＳＳＫの枠組みの拡大 

ＳＳＫが当初からミッションとしている人権を基礎に置く人づくりの観点から、行政の

支援が特に弱い若者自立支援分野の取り組みに着手した。２つの緊急雇用事業はいずれ

もこれに関連するものであり、新規雇用による人的増強が組織としての強化につながっ

たこと、既に取り組んでいたコミュニティビジネス支援に「就労困難な若者の就労支援」

という筋が通ったこと、事業遂行の過程でＮＰＯ，行政等による北勢地域若者自立支援

ネットワークが構築できたこと等、若者自立支援へ足を踏み出したことがＳＳＫの事業

体としての枠組みを拡大する効果をもたらした。 

  ウ）「ＮＰＯのセクターとしての発展」「ＮＰＯの連携」を基礎に置く事業展開 

     若者自立支援事業はＮＰＯ法人大地の会の協力が不可欠であった。また北勢地域若者支  

援ネットワーク、四日市ＮＰＯ百貨店等、ＮＰＯの連携の場をつくることに努めた。 

エ）研究所としての専門性の定着と調査のノウハウの蓄積 

昨年度取り組んだ各種調査をベースに、北勢地域の小中学生人権意識調査、全国の中間

支援団体調査等に取り組むことができたが、いずれの調査も「専門家としての分析・力

量」が期待されての委託であった。四日市市人権センターからの人権教育・啓発プログ

ラム作成委託も同様であり、市民社会研究所の専門性への評価が定着したといえる。ま

た、2009 年度から毎年規模の大きな調査を受託しており、アンケート調査のノウハウが

かなり蓄積された。 

② 課題 

ア）自主財源を確保する途への取組みが不十分だった。 

イ）今後調査部門がＳＳＫの重要な柱となると考えられるが、報告書を書けるスタッフが 

限定されていることへの対処が必要である。また調査結果をプロフェッショナルな仕様で 

分析・表現するスキルも不足している。 

ウ）ＳＳＫの原点である市民教育の分野で事業展開することが極めて少なかった。次年度は   

本格的な展開が必要である。 

  エ）ＮＰＯの２大機能のうち、公共サービス提供機能のあり方の追求に追われ、政策提 

言機能のあり方についての研究と実践が不十分だった。 

  オ）なやプラザの市民活動のセンターとしての戦略的位置付けがあいまいなままだった。 

     カ）会員組織が不明確なままだった。市民研究員の活動の場を明確にする必要がある。 
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（２）2010 年度基本方針に対する総括 

１ コミュニティビジネスの開発支援とスタッフの能力開発  

①� 四日市ＮＰＯ百貨店  

       ② 貨物鉄道と産業発展史学習列車  

       ③ 人財ポケット等によるコミュニティビジネス支援   など 

        → 三重県委託事業「コミュニティビジネス支援人材緊急雇用事業」で３名の青年を     

雇用し、それぞれの任務を担当させ成果をあげることができた。 

①� 四日市ＮＰＯ百貨店（近藤）：８／８オープン、３／２７大感謝祭 

②� 貨物鉄道博物館（牧野）：ＮＰＯ法人化、パンフ・ＤＶＤ作成、イベント実施 

③� 人財ポケットよっかいち等（藤川）：広報誌作成、若者サポートＨＰ作成等 

   ２ 四日市大学と連携した若者サポート事業の展開 

      → 三重県委託事業「北勢地域若者自立支援体制確立事業」で２名雇用し、北勢 

地域の若年無業者実態調査、若者自立支援講座（２０回） 

北勢地域若者自立支援ネットワーク形成 

四日市市補助事業 ３／１２「心のサミット」実施 

厚生労働省「地域若者サポートステーション」申請 → 採択（2011 年度実施） 

３ 既存のＳＳＫのオリジナルソフトを活かした、地域リーダー、市民に対する体系的な

市民教育システムと教材の研究着手  

      → 「市民力検定」構想案は策定したが、2011 年度からの四日市大学での授業と連動 

させることとし、2010 年度は特段の取り組みをしていない。 

４ 県・市との連携による人権分野の充実 

     → 市民大学「多文化共生の扉をひらく～日韓併合１００周年を記念して」 

       県・市からの各種委託事業 

５ 活動領域の拡大 

①  全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）との連携 

→全国の中間支援団体 480 団体に対する「自治体とＮＰＯとの関係に関する日   

英比較調査」を実施 

②  全国のＮＰＯ中間支援組織とのネットワーク形成 

 →①と連動して全国１７の中間支援団体の訪問調査等を実施 

③ 全国規模の財源探求 

→ 文化庁「生活者としての外国人のための日本語事業」 

厚生労働省「地域若者サポートステーション事業」の申請 

６ 出版の実現（パブリックコメント研究） 

     → 東京連絡所の専門研究員と共に「ＮＰＯ再構築への道」を出版し好評を博した。 

「パブリックコメント研究」を再開。５回の研究会を開催して原稿完成に近づいた。 

７ 人的資源を生かした事業の遂行 

     → 市民研究員による「パブリックコメント研究」の遂行 

       人財ポケットと連携した事業の遂行（貨物鉄道博物館事業、日本語事業等）など 
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Ⅱ 事業実施内容                               新規 

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        進捗状況    備備備備        考考考考    

市民 

教育 

市民共育道場 

（１）新聞を使って 

学ぶ会 

テーマを決め、関連する新聞記事を使って学習する。毎月１回程度 

   第１回 4/24（土） テーマ：地域主権 

   第２回 5/29（土） テーマ：国民投票法施行と憲法改正 

   第３回 6/25（土） テーマ：議員報酬と議員のあり方 

   第４回 7/31（土） テーマ：老人ホーム等の不足と個室化 

   第５回 8/28（土） テーマ：組織における法令遵守 

   第６回 10/2(土） テーマ：河川改修と自然災害 

   第７回 11/20(土） テーマ：尖閣問題映像流出 

   第８回 12/18(土） テーマ：病気治療と抗生物質 

   第９回 1/30(日） テーマ：善意の寄付 

   第 10 回 2/26(土） テーマ：ＧＤＰ日本３位転落 

ＳＳＫ単独 

市民 

教育 

市民共育道場 

（２）各種学習会・ 

講演会 

不定期に、市民のための学習会・講演会等を開催する。 

   コミュニティビジネス学習会（10/3） 

          講師：立教大学 藤井敦史教授 

ＳＳＫ単独 

市民 

教育 

地域リーダー研修 

地域リーダー養成のための学習機会を求めに応じて実施する。 

   四日市市地域づくりマイスター養成講座・講師（2/24、3/18） 

四日市市事業 

協力 

人権 

トライ・人権のまちづくり

ネットワーク事業  

各県民センターと連携した人権のまちづくり普及活動 

   県内各地 18 か所で実施 

三重県委託 

人権 

地域における参加型 

学習支援事業 

地域からの要請に応じた参加型学習支援 

   県内各地 10 か所で実施  

三重県委託 

人権 四日市市民大学 

「多文化共生の扉をひらく～韓国併合 100 周年を記念して」 

    第１回 一から学ぶ外国人の人権と多文化共生（8/7） 

    第２回 多文化共生と学ぶ～在住外国人との話し合い（8/21） 

    第３回 記念講演「韓国併合 100 周年」（9/4） 

    第４回 日韓の歌謡曲の歴史（9/18） 

    第５回 四日市大学の留学生との懇談会（10/2） 

四日市市補助 

人権 

北勢地域広域人権教

育・児童生徒人権意識

調査  

北勢地域の小中学生（約 9000 人）の人権意識調査の実施と分析 

   8/11 委託契約締結 

   9/ 3  人権意識調査設問検討会 

   10/1  四日市市小学生分調査票印刷・配布 

   10/25 アンケート結果入力作業開始（～11/15） 

   12/17 アンケート単純集計報告・分析方法協議 

   1/12  北勢地域の市町教育委員会担当者会議で結果概要を発表 

   ３月  報告書作成・提出 

北勢地域広域 

人権教育調査 

研究協議会 

（四日市市等 

 教育委員会） 

人権 

人権教育・啓発推進プ

ログラム「男女共同参

画」作成業務  

四日市市人権センターがすすめる人権教育・啓発推進プログラム「男女

共同参画」について、以下の内容で作成する。 

①概論解説 ②学習教材及び講師養成・派遣計画 ③学習教材活用例作成 

   11/16 入札      3/31  ①②③作成・提出 

四日市市委託 
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人権 

人権教育・啓発推進プ

ログラム冊子作成業務 

「人権の基本（中・上

級者用）」「外国人の人

権（初級者用）」  

①� 人権教育・啓発推進プログラム「人権の基本」について、中・上級者 

用冊子の制作 

②人権教育・啓発推進プログラム「外国人の人権」について、初級者用 

冊子の制作 

   12/26 ①②作成・提出 

四日市市委託 

人権 

よっかいち人権大学 

ステップアップ講座 

四日市市主催人権大学修了者対象の地域のリーダー養成講座 

   テーマ「人権のまちづくり」全４回（1/8、1/22、1/29、2/12） 

四日市市委託 

日本 

語 

外国人青少年のための 

日本語教室  

日本の教育制度の外側にいる青少年や、学校で十分な日本指導が受け

られないため、学習が困難となっている外国人青少年が、日本語の学

習意欲を高め、学校の授業についていけるよう、日本語能力を獲得さ

せる。 

   企画委員会 ５回（5/15、7/10、9/4、11/27、1/29） 

   開催日程（全 20 回） 

（7/20,24,27,31 ,8/7,10,17,21,24,28,31, 12/11,18,28 1/5,8,15,22,29） 

文化庁委託 

日本 

語 

はじめての日本語ボラ

ンティア講座 

退職者・退職予定者を中心に、初めて日本語ボランティアに参加する人

のための日本語ボランティア養成講座 

   企画委員会 ３回（7/10、9/2、11/20） 

   実施全６回（9/11, 9/25, 10/9, 10/23, 11/6, 11/20) 

文化庁委託 

日本 

語 

日本語ボランティアブ

ラッシュアップ講座 

日本語ボランティアの裾野を広げるとともにスキルアップを図る。 

   全４回（2/5、 2/19、2/26、 3/5） 

四日市市委託 

人財 

ポケ 

ット 

１ 運営委員会開催 

２ 地域ニーズマッチ 

ング事業 

 

 

３ 地域デビュー講座 

 

 

４ 広報 

 

 

 

 

 

５ 環境部会 

 

６ 国際部会 

 

 

７ 企業部会 

 

運営委員９名 毎月１回開催 

地域の様々なニーズを掘り起こし、社会貢献意欲の高い会員とのマッチ

ングを行う。 

   ２カ月に１回のニーズ収集・会員への発送 

   ＣＴＹ取材（4/29）・放映（5/13） 

社会貢献意欲の高い人の掘り起こし、相互交流の場の提供 

   人財ポケット交流会（11/14） 

    はもりあ週間ワークショップ（3/4） 

広報活動 

   人財ポケットニュース発行： 6 月, 8 月, 10 月,12 月,1 月,3 月 

   紹介用ＤＶＤ作成（ＣＴＹに依頼）～現在最終修正中 

   リーディング産業展に出展（11/5・6） 

   みえボランティアフェスティバルに出展（12/12） 

   四日市市ボランティアフェスティバルに出展（3/12・13） 

環境に関する活動 

   市長とのサイクリング参加（9/17） 

日本語ボランティアを中心とする活動 

   笹川アフタースクール運営委員・ボランティア協力 

   ＳＳＫが行う日本語事業の企画委員・事業実施協力 

四日市市内の企業の社会貢献活動の支援を行う。 

   企業の社会貢献活動に関する意識と実態調査準備 

四日市市補助 
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８ 若者支援部会 

９ 古本再生館 

10 四日市案内人部会 

11 コミュニティビジ   

ネス支援部会 

12 ＩＴ部会  

 

   リーディング産業展に出展（11/5・6） 

若者の支援に関する活動を行う。 

なやプラザに設置した再生館（古本図書館）の維持 

四日市案内人協会が部会として参加・活動 

コミュニティビジネスの支援に関する諸活動 

   コミュニティビジネス（まちづくり）提案への意見提出（9/18） 

ＩＴに関する各種支援を行う活動 

   ＩＴ部会立ち上げ（2/9） 

社会 

的企 

業 

コミュニティビジネス

支援人材緊急雇用事業

 

コミュニティビジネスの立ち上げ支援を行うことができる人材の育成 

＊緊急雇用事業（３名雇用・育成） 

 接遇研修、ＩＴ研修、ＮＰＯ研修、プレゼンテーション研修 

   コーチング研修  社会的企業研修など 

三重県委託 

社会 

的企 

業 

貨物鉄道博物館コンサ

ルティング事業  

三岐鉄道や貨物鉄道博物館等と連携した地域づくりビジネスの開発 

   4 月 22 日 コンサルテーション契約締結 

   関係者打ち合わせ会８回（５～３月） 

   8 月 1 日  現地検討会 

   9 月 5 日 人財ポケットによる見学会 

   貨物鉄道博物館ボランティア養成講座（1/9, 1/23、2/6、2/20） 

   3 月 6 日 イベント「貨物鉄道博物館を遊ぼう」 

三岐鉄道会長 

委託 

若者 

支援 

若者自立支援体制確立

事業  

１ 北勢地域の若年無業者の状況把握調査  

   北勢地域若者自立支援ネットワーク会議設置 

   自立に悩む当事者／家族、同世代の一般の人々、企業、自立支援  

機関を対象にアンケート調査実施（8 月～3 月） 

２ 自立に向けてのトレーニング講座 

   若年無業者対象（13 回 四日市・桑名） 

 家族対象（7 回 四日市・桑名） 

三重県委託 

若者 

支援 

若者就労支援事業 

 

若者就労支援のための講座実施 

   四日市若者自立支援ネットワーク結成 

   「心のサミット」実施（3/12） 

四日市市補助 

男女 

共同 

参画 

働くママのためのみら

い計画＆セルフマネジ

メント講座  

四日市市の委託事業として企画提案 

   企画プレゼンテーション（6/19） 委託決定通知（6/25） 

   全３回講座（10/ 2、10/29、11/26）  

四日市市委託 

調査 

研究 

自治体とＮＰＯとの協

働に中間支援団体調査 

昨年度の全国調査結果を活かし、焦点化した二次アンケート調査及び数

か所のＮＰＯ等訪問調査を実施することで、今後の市町村職員研修の教

材につながる成果をあげる。   

   ＪＩＡＭへ「自治体のＮＰＯ振興策に関する日英比較調査（2009 

年度）」の結果報告・今年度調査の打ち合わせ（4/26） 

   「自治体とＮＰＯとの協働に関する中間支援団体調査」発送（7/27） 

   全国中間支援団体ヒアリング調査（9/11～12/12） 

   ＪＩＡＭで調査報告書案の発表と検討会（3/3） 

   調査報告書提出（3/25） 

SSK・JIAM 共

同 
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調査 

研究 

フルコストリカバリー

の研究 

ＮＰＯと行政の契約の積算に関する研究とコスト意識の普及 

   ＮＰＯと行政との契約に関する学習会講師（新潟県上越市 9/11） 

ＳＳＫ単独 

調査 

研究 

イギリスのサードセク

ターの研究 

イギリスの中間支援組織、社会的企業、行政との関係等についての調査

研究 

   東京連絡所長より文部省科学研究費採用通知（4/5） 

   11/21～27 イギリス政府・自治体・ＮＰＯ訪問調査 

文科省助成 

調 査

研究 

パブリックコメント 

研究 

これまでの調査をまとめて出版 

   プロジェクトチーム研究会５回(9/10, 9/14, 11/16, 12/17 , 1/28) 

ＳＳＫ単独 

そ の

他 

パブリックコメント提

出 

各種パブリックコメントの意見提出 

   四日市市新総合計画第二次素案への意見提出（11/8） 

   総務省「地方自治法の抜本見直し」への意見提出（11/29） 

    四日市市議会基本条例案への意見提出（2/23） 

ＳＳＫ単独 

そ の

他 

ＳＳＫ設立５周年記念

事業  

ＳＳＫ設立５周年を記念し、総会と併せて記念事業を行う。（５月 22 日） 

   5 月 22 日 13:30～16:00 実施 

   ①パワーポイント「ＳＳＫ設立前史と設立後５年間の歩み」  

   ②歌 「マイウェイ（金 憲裕）」「明日があるさ」  

ＳＳＫ単独 

そ の

他 

ＳＳＫ国内研修 

恒例の夏の研修旅行 

   8 月 29～31 日 韓国「日韓併合 100 周年と社会的企業の旅」 

ＳＳＫ単独 

そ の

他 

四日市大学への協力 

①四日市大学が実施する「四日市市民大学」の運営補助 

   「四日市を五感で楽しもう」（全６回  10/2, 9, 23, 30  11/6, 13） 

②四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補助 

   議事録作成等（4 月～12 月）   

四日市大学 

委託 

そ の

他 

なやプラザ指定管理 

①市民の立場に立った施設管理 

   サービス評価委員会  

   なやプラザ経営会議 

②職員研修・交流会 

③ＮＰＯのための講座 

   ＮＰＯ入門講座（10/10）  会計ソフト体験講座（2/19） 

④生涯学習講座 

   ＡＥＤ講習会（7/9）、お笑い演劇塾（全 回）、 

初心者パソコン講習会（全 10 回） 

⑤地域・市民との交流事業 

   四日市大学学生との草取り交流会（9/23） 

   港地区＆なやプラザ交流会（11/7） 

   港地区との防災協定締結（2/10） 

 

四日市市協定 

（委託） 

＊３NPO 共同 

そ の

他 

四日市ＮＰＯセクター

会議 

①� 四日市市民協働研究会（ＮＰＯ、議員、行政の共同研究会） 

 全８回開催（4/21、 6/10，7/16， 9/9，10/21，12/13，1/20、3/3） 

② 四日市ＮＰＯ百貨店設立  

   個性あるまちづくり事業採択，オープニング（8/8）、大感謝祭（3/27） 

③その他  四日市市の総合計画にＮＰＯの意見を反映させる会（4/13） 

 

セクター会議 

単独 

（百貨店は四日

市市補助） 
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