日本一の共助県を目指して ③

ＮＰＯと企業との連携・協働に向けた取組
“話・輪・和”
みんなで共助の
『ＷＡづくり』
をしよう！

はじめに

～つながろう！地域のLeader&Power～

埼玉県は日本一の共助県づくりを目指し
て、NPOと企業との連携・協働に向けた様々
な取組を行っています。その中から今回は、
NPOや金融機関等を対象としたセミナーを
紹介します。これから開催されるものもあり
ますので、ぜひご参加ください。
◆セミナー・フォーラム等

2015年11月4日
（水）
、25日
（水）
2016年1月13日
（水）
、
2月23日
（火）
開催予定 ※要事前申し込み

NPOと他 主 体との 協 働 推 進 事 業 の中で、
NPOの企画・運営力の向上やプレゼンテーショ
ン力の向上、活動内容の特色化などの課題解決
に向けた伴走支援型セミナーを行います。
※プログラムの詳細や申込方法はこちら

金融機関向け「 NPO支援講座」

http://www.saitamaken-npo.net/html/
jyosei-seminar/27josei/wadukuri/

埼玉県は昨年、武蔵野銀行をはじめ8つの

～共助仕掛人 地域の課題、
絡みます～

2015年9月14日
（月）
、15日
（火）
、25日
（金）
実施済み

金融機関との間で「共助社会づくりのための
協力に関する協定」を締結し、その一環とし
て“共助に取り組む金融機関の人材育成”を
協力して進めています。
今回は、ソーシャルビジネスへ成長する可
能性のあるNPO事業に対する目利きの向上、
NPO等への融資や支援に役立つ視点や地方
創生・地域課題解決等
に向けて多様な視点を
持つことをテーマに開
催。木村真樹氏（公益
財団法人あいちコミュ

グループワークの様子

ニティ財団代表理事、コミュニティ・ユース・
バンクmomo代表理事）を講師に招き、同
氏が編集に関わった「お金の地産地消白書」
を用いて地域課題解決のために金融機関にで
きることやその背景及び現状について学びま
した。参加した約
90人 の 地 域 金 融

共助社会づくりの担い手フォーラム
●

2015年11月9日
（月） 開催予定
さいたま市市民活動センター
（コムナーレ ９階）
原則、事前申し込み
（当日参加可能）

共助仕掛人が中心となり、地域課題解決に
向けて支援していきます。共助仕掛人とは
NPO等 と 専 門 家 と 活 動 資 金 を つ な ぐ コ ー
ディネーターです。フォーラムを通して共助
の心を持って地域の課題解決に向けて理解を
深めましょう。
＜内容＞
講 演 テーマ ボランティア活動の可能性と限界に
ついて～共助社会づくりを継続するために～
講師 粉川一郎 氏（武蔵大学教授）
分科会 ①共助の担い手を育てる！
②クラウドファンディングについて語ろう！
③空き家・空き店舗を共助の活動拠点に！
④地域の課題解決を目指してソーシャル
ビジネス展開！
【問い合わせ】
埼玉県共助社会づくり課

SAITAMA Smile Womenフェスタ2015
2015年9月12日
（土）
、13日
（日） 実施済み

来場者数約23,000
人。 今 年 度 も 盛 大 に

にNPOへ の 理 解

さいたまスーパーア

を深めていただき
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ました。

電話048-830-2828

◆展示会

機関職員の皆さん

木村氏の説明を聞く参加者の様子

●

共助社会づくり課ブースの様子

リーナで行われまし

た。各団体のワークショップや体験に親子、
友人同士で参加する来場者が目立ちました。
共助社会づくり課のブースでは、選考を経
て出展した3法人が日頃の活動をPRしまし
た。各団体とも名刺交換やチラシ配布等を積
極的に行い、企業との交流が生まれました。
今後、NPOと企業との協働事例が報告され
ることを期待しています。
ワンツーはあと

◆埼玉県の各地域振興センターの取組
地域の共助社会づくりの担い手支援事業

※詳細は各地域振興センターにお問い合わせください。

NPOが地域において共助社会づくりの担
い手として活躍していくために、必要な知識
の習得や問題解決能力の向上を目的に開催し
ます。
開催日
実施内容
（案）
場所
（予定）

川越比企地域振興センター
049-244-1110

やさしいイスヨガ
癒しのヘッドスパ
癒しのエステ

11/20
（金） 講演会

親子サロン
mano＆mano

17:00～19:30 事例発表
情報交換
ウェスタ川越

彩の国ビジネスアリーナ2016

2016年1月27日
（水）
、28日
（木） 開催予定
出展：要事前応募
（選考） 当日来場：申込不要

出展NPO法人を11月13日まで募集してい
ます。昨年度は6団体が共助社会づくり課の
ブースで展示を行いました。出展を通じて、
NPO法人と企業との協働に結びついた事例
もありました（詳しくは、ぶぎんレポート8・
9月号p32 ～ 33）。今
年度も多くの協働事例
が生まれるようにNPO
を支援していきます。
昨年度の様子

※イベントの詳細や応募方法はこちら
http://www.saitamaken-npo.net/html/
jyosei-seminar/27josei/biz2016/

西部地域振興センター
04-2993-1110

北部地域振興センター
048-524-1110

11/27
（金）

敬老の日の手形手紙
セラピー・占い
雑貨販売

川越比企地域振興センター
東松山事務所
0493-24-1110

南西部地域振興センター
048-451-1110

アロマエコバックづくり
育児雑貨販売

ふうせん

地域振興センター
問い合わせ先
（電話）

事例発表
13:30～16:30
意見交換
寄居町中央公
交流会
民館

北部地域振興センター
本庄事務所
0495-24-1110
秩父地域振興センター
0494-24-1110

12/4
（金）

13:30～16:15 ＮＰＯ法人活動
南部地域振興センター
か わぐち 市 民 発表
048-256-1110
パ ートナ ー ス 交流会 等
テーション

12/9
（水）

ＮＰＯ法人活動
13:00～16:15 支援セミナー
春日部 地 方 庁 事例発表
交流会
舎

東部地域振興センター
048-737-1110
利根地域振興センター
048-555-1110

おわりに
様々な人が健康で心豊かに、笑顔で暮らし
ていけたら素晴らしいと思います。今、県民
が力を合わせてつながるときではないでしょ
うか。健康長寿に向けて、より充実した共助
の体制で取り組み、みなさんが生き生きと楽
しく、共生していける社会を実現させていきま
しょう。
（埼玉県県民生活部共助社会づくり課）
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