
今年度のサポセン事業をご紹介します！

　新型コロナウイルスの影響が続いている中、県内各
地域の中間支援センターやNPO等の現場に寄り添っ
た事業企画、サポートなどを行っています。
　オンラインを活用した相談対応、講座開催のほか、
寄せられる相談が多い「資金調達」や「税務・会計」な
どの学びの場をつく
ります。
　また、経営者など
のリーダー育成や
ネットワーク強化の
ための共育プログラ
ムを本格的にスター
トさせる予定です。
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　昨年度は、受入団体もインターン生も参加しやすい
柔軟なスケジューリングを取り入れ、活動時間にオンラ
イン活動を含めて実施しました。今年度は「現地活動
中心形式」に加え、完全オンラインでの「オンライン活動
中心形式」を組み入れ、新型コロナウイルス感染症対
策を徹底したうえで
インターンシップ事業
「チャレンジインター
ンシップ　Action to 
2030 きみのチカラ
がふくしまを創る」に
取り組みます。

　「NPO、企業、学生等との連携・協力事業」（マッチング事業）はNPOへの事前講座を行ったう
えで、企業とのマッチング会を実施する予定です。今年度の事前講座では、連携相手の理解や
ニーズの把握のための手法やコツを学び、継続的に協働が生み出されることを目指して事業を実
施していきます。
　また「ふるさと・きずな維持・再生支援事業」では一次採択の事業が開始され、現在二次採択
の審査が進められています。今年度も採択団体に対する実施期間中の相談対応や会計処理の
アドバイスなどを通じて、事業が円滑に進められるようなサポートを行ってまいります。

「NPO活動促進事業
」NPO強化による地域

活性化事業

「チャレンジインターンシップ
事業」NPO強化による地域

活性化事業

「ふるさと・きずな維持・
再生支援事業」



Pick up NPO
福島市認定NPO法人

えんじょいらいふ福祉会
多機能型事業所  アートさをり

地域に溶け込む福祉施設を目指して！
　認定NPO法人えんじょいらいふ福祉会は、「さをり織り」
を通して、障がい者の自立生活支援を行う地域福祉の団体
です。2000年6月に小規模作業所を開所し、現在では就労
継続支援Ｂ型と生活介護の多機能型事業所として活動し
ています。
　経営理念は「さをり織りは、キズも模様、ムラも芸術、好き
に好きに織ること。１人１人の個性をぶつけて差異を織れば
良いこと。織りを通して自己実現を図ること」です。
　設立のきっかけは、理事長の飯塚さんが、障がいをもつ
息子さんの将来のために何かできることはないか思い悩ん
でいた時。友人からの誘いでさをり織りの現場を目にしたこ
とだったそうです。「私はどこかで、諦めていたのですよ。ダン
ボールを折ることや色々なことをさせても何もできない息子

http://www.artsaori.net

に…。でもね、さをり織りを目にした息子の目が輝いて、やろ
うとする意欲がその時見えたのですよ。それからです。このア
トリエを開いて少しずつ仲間が増えてきて…。彼らは、一見
何もできないように見えるかもしれない。私たちは感性をこ
そぎおとしながら、普通の人になってきた。でも、こそぎおとす
ことのできない人たちは生まれながらの感性をたっぷり抱え
て生きている天才なのですよ」と語ってくださいました。
　ここでは、障がいをもつ施設の利用者はクリエイターと呼
ばれ、アトリエの中は色であふれ、誰もがただ一心にその作
品と向かい合うひたむきさとあたたかさが感じられます。
　歌や楽器を使って音楽を楽しむ時間もあり、この練習の
成果はイベント等で披露されています。
　2021年4月に建物を新設し、それに伴い重度の障がい
者を受け入れ、生活介護も始めました。高さや大きさの違う
窓が不規則に配置されている特徴のある建物からは、華や
かなさをり織りの布がのぞいています。1階にはクリエイター
の作品を購入できるショップと、こだわりのコーヒーを楽しめ
るカフェが併設されています。
　所長の斎藤さんは「建物ができて、ここは何をしていると
ころだろう？と、近所の方が立ち寄ってくださることが多くな
りました。『障がい者が作ったものだから協力する』ではな
く、作品を気に入って購入していただけることを目指していま
す。そして、地域に溶け込む施設でありたいと感じています」
と語ってくださいました。

音楽祭での
発表の様子

完成したばかりのショップは内装もオシャレ

さをり織りの

クリエイターたち

地域に根ざし、  

福島市市民活動サポートセンターからのコメント
　「アートさをり」は、就労継続支援Ｂ型事業所として長年にわたり活動してきました。今年４月からは生活介護の多機能型事業所として運営を始め、利用者さんや保護者さんにとっても、更に安心して利用できる施設となりました。
　併設するショップでは、クリエイターの感性が光る色鮮やかな小物を販売しています。また、リニューアルに伴い美味しいコーヒーをいただくことができるようになりました。　そうした利用者さんの自立とお客様の満足を叶える「アートさをり」の活動が広く周知され、永く続くことを願っています。
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会津美里町

一人ひとりが希望をもって羽ばたける場所を目指して！

　特定非営利活動法人希来里は、就労継続支援B型及び
生活介護事業を行っている、多機能型の事業所です。
　法人の元となる団体が設立されたのは平成11年。当時
の会津美里町（旧高田町・本郷町・新鶴村）には知的・身
体障がい者の作業所となる授産施設が無く、福島県より設
立の打診があり、『会津高田町心身障がい者手をつなぐ親
の会』が中心となって関係機関や民生委員の協力を得て
設立し、その後平成16年に法人格を取得しました。現在は
就労継続支援B型21名・生活介護5名の合計26名が利用
されています。
　作業所で主に行っているのは、凍餅・あられ・えごま油・
えごまドレッシング等の農産加工品づくりです。会津美里町
商業集積施設美里蔵内にて販売店「福祉の店」を営んで
おり、利用者の金銭感覚の習得、また地域の方 と々の交流
や憩いの場として利用されています。地域の方 と々利用者
とが関われる場を設ける事で、障がい者の理解を深め地
域福祉の原点になればとの思いがあります。また昨年度、
特定非営利活動法人難民を助ける会（AAR Japan）の助
成によりトラクターを購入し、農業にも力を注いでいます。
　『希来里』という名称は、障がい者一人ひとりが希望を
もって作業に当たり、自立に向け羽ばたける場所と願いを
込め【夜空に煌めく星】のようにと命名されました。
　今後の目標は、就労継続支援B型では利用者の工賃向

上を目指すことです。生活介護では、自分の好きな事や創
作活動・運動等をマイペースで行い、さらにできる作業も提
供し生活に張りをもっていただける場所となれるようにして
いきます。また、ボランティア活動にも積極的に参加できる
体制作りも行っていきます。
　「希来里を利用されている方々が安心して過ごせる場を
提供し、楽しく通えて笑い声がこだまするような事業所を目
指したいと思っています。また、障がい者が生まれ育った場
所でその障がいに左右されること無く、人として生活できる
世の中が構築されることを望みます」と、施設長の木村さん
は仰いました。

特定非営利活動法人

希来里
https://www.facebook.com/npo.kirari

みさとねっとからのコメント

　NPOの認証の取得は2004年と町内
では一番歴史があ

り、会津美里町近郊の障がいのある人
たちに対し、就労継

続支援B型と生活介護事業を行っていま
す。現在は廃校に

なった小学校を活用し、加工品づくり、縫
製作業、空き缶の

リサイクルなどそれぞれができる仕事を行
っています。えごま

油やドレッシング、凍餅やあられなどオリ
ジナ

ル商品が人気です。福島県授産事業振
興会

のホームページからも購入可能です。

http://f-jusan.jp/

畑づくりにも
尽力！

企業から
請け負った内職などをすることも

   様々な社会的課題を解決するために元気に活動しているNPO法人をご紹介します

一目一目大切
に編み上げます
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～みんなでつながる・つくる世界～
第1弾

SDGs
エスディージーズ

SDGsは、2015年9月15日、ニューヨークの国
連本部で開催された「持続可能な開発サミッ
ト」において採択されました。
世界が2030年までに達成するべく取り組み
を「持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals）」としてまとめています。
キャッチフレーズは、「No one will be left 
behind（誰一人取り残さない）」。
世界中のあらゆる貧困に終止符を打ち、不平
等と闘い、気候変動に対処しながら、持続可
能な社会を目指しています。その具体的な目
標を17テーマに整理したのが SDGsです。

どうして世界で
注目されているの？

UN Photo/Cia Pak

SDGsは
どうやって生まれたの？

SDGsは、2001年から2015年までに設定されていた
MDGs（ミレニアム開発目標）の後任目標です。
MDGsとSDGsの大きな違いは、どこにあるのでしょう？

SDGsMDGs
1. 貧困と飢餓の撲滅   1. 貧困根絶

2. 初等教育の完全普及   2. 飢餓撲滅

3. ジェンダー平等と女性の地位向上   3. 健康と福祉

4. 乳幼児死亡率の削減   4. 質の高い教育

5. 妊産婦の健康の改善   5. ジェンダー平等

6. HIV/エイズ、結核、感染症蔓延防止   6. 水と衛生

7. 環境の持続可能性   7. クリーンエネルギー

8. パートナーシップ   8. 適切な雇用・経済成長

  9. 産業・技術革新・社会基盤

10. 格差是正

11. 持続可能な都市・コミュニティ

12. 責任ある生産と消費

13. 気候変動への対応

14. 海洋資源の保全

15. 陸域生態系の保全

16. 平和・法の正義・有効な制度

17. パートナーシップ

①議論の背景
MDGsでは、専門家グループが非公開で内容を決めていました。
SDGsは、193の国連加盟国や関係者、さらには市民の声を聞きながら作られた目標です。

②発展途上国も
　先進国も当事者
MDGsでは、主に発展途上
国に向けた議論だっただ
けに、国連加盟国の中でも
賛成しない国もありました。
SDGsは、先進国も当事者
となることがたくさん記され
ています。違いをぜひチェッ
クしてみてください。

僕たちは
何ができるの？

色 と々説明してきましたが、改めて自分たちには何ができるのか
考えると悩んでしまいますね。でも、あまり難しく捉える必要はあり
ません。皆さんが普段何気なく行動している、「使わない電気はこ
まめに消す」「マイバッグを持ち歩く」「少しの距離は車を使わず歩
く」「食べ残しをなくす」なんてことも、実は全てSDGｓの達成につ
ながっています。
全世界が共通して「これは必要だ」としている大きな目標だからこ
そ、企業であっても個人であっても、取組の大小を問わず社会や
環境を考えて行動することが大切です。
どんなことをしたいのか、それはなぜなのか、世界に視野を広げ
て自分と対話し、自分なりの道を考えてみてはいかがでしょうか。
そのうえで、SDGsのどの項目に当てはまるかを探してみましょう！

SDGsって
最近よく見聞きするけど
具体的にどういう
ことなのかな？

①国連加盟国（193か国）が全会一致！
SDGsは全ての加盟国が
賛同したという目標になり
ます。世界中が、国境を越
えて一つの方向性を導き
出すことができました。

②わかりやすい目標・指標！
SDGsは、17の大きな目標と、一つひと
つの目標に紐づく169のターゲット、そし
て数値に落とし込まれた232の指標で
構成されています。

③企業・団体も参加！
SDGsは、具体的なアクションを国だけではなく、具体的に一つ
ひとつの企業・団体にも求めています。SDGsに賛同する事業
に優先的に投資する金融機関・投資家も増えています。

これらを解決していくために！

持続可能な開発目標

2030年までの達成を目指す

17の
目標
169の
ターゲット

232の指標

？
一緒に

SDGsについて
学んでみよう！

Let’ｓ SDGs！  Let’ｓ SDGs！  Let’ｓ SDGs！  Let’ｓ SDGs！  

食料のひっ迫
異常気象で

食料品の価格が高騰の
可能性…

環境問題
気温1.5度上昇！

海面上昇のリスクも…

医療問題
まともな医療を受けられるのは

世界の3割ほど…

極度の貧困
飢餓や栄養不良、教育を受けられ
ないなど、その他あらゆる形の

貧困の増加…

解消されない
ジェンダー不平等
性別による差別や偏見、
心身への被害が…

人手不足
世界的に高齢化が進み、
それを支える若者の働き手が

不足…

2030年の
世界の問題

etc…

次号は、具体的に
活動されている団体を

紹介するぞ！

持続可能な開発目標（SDGs）ー 事実と数字／国際連合広報センター
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31591/

未来社会の姿と今後顕在化するであろう課題に関する考察（世界）／首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/moonshot/dai1/gijisidai.html

2030年の世界：知っておきたい9つのメガトレンド／サステナブル・ブランド ジャパン
https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1193698_1532.html

恐ろしいスピードで「超高齢化」する世界／ＣＮＮ（ケーブルニュースネットワーク）
https://money.cnn.com/2014/08/21/news/economy/aging-countries-moodys/index.html

出典：
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昨年はチャレンジインターンシップ事業が始まってから５年の節目ということで
平成27年度から令和元年度までの修了生にアンケートを実施しました！

今回は、そのアンケートの一部と、今年度インターンシップの開催方法をご紹介します。

活 動 報 告チャレンジインターンシップ

今年度から、活動方法を2つのタイプから選べます！
※今年度の団体・学生募集は終了しております

実際の活動

+

活動の目安は1週間から10日間程度、
時間は20時間または40時間程度です。

（オンライン活動も活動時間に含まれます）

現地活動中心タイプ
ショートインターン

（1回3～4時間程度 2回～4回）
※別途グループワーク、活動振り返り、報告発表等

オンライン活動中心タイプ

オンラインNew!

学生
61.1%

会社員
16.7%

公務員
22.2%

開始から5年を迎えて

・地域活性化を目指
す商店街の雑貨店で

アルバイトを

し、イベントの運営補助
を行っています。

・インターンに参加し
たNPOにずっと関わら

せていただ

いています。コロナ禍と
就職ということもあり

、ここ1年

はなかなか行けており
ませんが、普段の活動

やイベン

ト開催時に顔を出して
います。

・昨年介護施設で1週間の実習があり、そこでNPO法人のボランティア経験を活かすことができました。相手を思いやる気持ち、周りをよく見ること、以前は自分のことで手一杯でしたが、少しは変わることができたように思いました。・インターンシップで子どもと関わる体験を通して、自分自身の子どもとの向き合い方や子どもに対する思いを磨けた。その経験から教員として働く意欲が高まり、実際に大学で学ぶまで発展した。

・福島県の状況を知ることで、今自分が何をすべきな

のかわかるようになります。自分の目標を叶える過程

で、インターンシップをするというのは、大事な経験に

なると思います。
・私は、昨年度NPOインターンシップに参加しました

。

1年半が経った今、私はNPOへ就職しようとしていま

す。NPOインターンシップに参加したことが、今後の

自分の人生を大きく変えようとしています。NPOイン

ターンシップで学べることは、数多くあります。このイ

ンターンシップを通して、皆さんの人生がより豊かに

なりますように！

昨年度修了生の閉校式感想では、「会場で会っただけで仲間という連帯感が生まれた。」という声も聞かれました。
今年度は、インターン生同士の情報交換や交流を目的とした「インターン生情報交換会」を開催する予定です。

インターン修了生アンケート

Q.インターンシップ事業での経験が
　 活かされたエピソード

Q.現在もN
POと関わり

がありますか
？

Q.後輩インター
ン生にメッセージ

Q.現在、何をしていま
すか？

今年度の

インターンシップ

開催方法について
今回掲載したアンケー
トの詳細結果や、今後
のインターンシップの内
容・レポート等は、ホー
ムページにてぜひチェッ
クしてみてください。

https://f-intern.f-saposen.jp/

オンライン
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（1）設立の迅速化
●設立・定款変更時の縦覧期間が、「１ヶ月間」から「２週
間」に短縮されます。（10条2項）
●申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間は、
「２週間」から「１週間」に短縮されます。（10条4項）
　縦覧事項は、インターネットの利用等により公表されま
す。（10条2項）⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証
の決定までの間行われます。（10条3項）

※実際の縦覧期間は、２週間＋認証・不認証の決定までの間

（2）個人情報保護の強化
「役員名簿」・「社員名簿」に記載されている、個人の住所・
居所に関しては、閲覧・謄写対象から除外されます。公表
等の対象から除外されるのは以下の通りです。
●設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧さ
せる、「役員名簿」（10条2項）

●請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧さ
せる、「役員名簿」・「社員名簿」（45条1項5号、52条5項）
●請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる、「役員
名簿」・「社員名簿」（30条）

※提出の方法、記載内容については、各所轄庁にお問い合わせください。

（3）認定・特例認定NPO法人の提出書類の一部削減・追加
●「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出
されているものから内容に変更がない場合には、毎事業
年度の提出が不要になります。（55条1項後段）

　※変更が生じた場合は、提出する必要があります。
●役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、
毎事業年度の提出が必要になります。（法施行規則改正）

その他詳細につきましては、内閣府NPO
ホームページをご確認ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

特定非営利
活動促進法

が改正され
ました！ 令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改

正する法律（令和二年法律第七十二号）」が成立し、同年
12月9日に公布、令和3年6月9日に施行されました。
今回は、それに伴う主な変更点をご紹介します！

　福島の復興支援事業「ひまわり里親プロジェクト」を展開するNPO法人チームふ
くしまと、会津塗による商品の企画、製造を行う株式会社布分による、製品開発・販
売事業。福島の民芸品「赤べこ」や「起き上
がり小法師」に、ひまわりの図柄をあしらった
製品を会津塗で製作されました。
　東日本大震災と原発事故から10年を迎
える2021年3月11日より、中国・天津市の
三越伊勢丹の店舗や「ひまわり里親プロ
ジェクト」のサイトで販売されています。

　障がい者の就労機会の創出を兼ねた、「資源物の分別作業」。会津若松市や喜
多方市を拠点に産業廃棄物処理やリサイクルの事業を展開する荒川産業株式会社
が、会津若松市内で就労継続支援B型事業所を運営するCOLORFULに、分別業務
を委託しました。複雑な作業内容ではないため、就労の経験が少ない事業所利用者
にとって携わりやすい業務であり、就労機会の創出の一つの例となっています。

COLORFUL（NPO法人CHANT）×荒川産業株式会社

NPO法人チームふくしま×株式会社　布分

NPO法人青空保育たけの子×ikkoh’Gs office

さあ、

令和3年度
「NPOと企業等のマッチング事業」

企業との協働に
チャレンジ！

福島県主催

　「映画鑑賞会・出演者講演会」の実現に向けた協働
の事例。2021年2月に福島市内で映画鑑賞会・出演
者講演会「いただきます2」が開催されました。このイベ
ントは、NPO法人青空保育たけの子が中心になって組
織された「『いただきます2』福島上映実行委員会」の
主催で行われましたが、その実現において、ikkoh’Gs 
officeが事務作業や資金調達などの面で協働すること
で、実現に至りました。

　今年度もNPOと企業等との協働
を支援する「NPOと企業等のマッチン
グ事業」を実施します。マッチング事業
を通して、企業と協働するために必要
なアプローチの手法とプレゼンのスキ
ルを学ぶとともに、様々な企業との協
働・連携を探るキッカケにしましょう！
　昨年度、新たに実績のあった3つの
事例についてご紹介します。

 News Letter Vol.1 ❼



運営委託：福島県企画調整部 文化スポーツ局 文化振興課
運営受託：認定特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

〒960-8043　福島県福島市中町 8番 2号 福島県自治会館 7階
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◆県内の認証NPO法人団体／921 団体
◆認定NPO法人団体／21団体　◆特例認定NPO法人団体／1団体　 2021年 5月31日現在

ふくしま地域活動団体サポートセンター

アイスのように溶けそうな私に「シャキッ」と気合を！【内山】
歌声にビブラートをかけられたら…【小野田】
コロナや夏の暑さに負けない体力をつけたいです【齋藤（美）】
去年購入したちょっと良いかき氷器、フル稼働です。【宍戸】
コロナ禍でも自由に飛び回れる、セミが羨ましい。【遠山】
最近ハマっている強炭酸水。今年はこれで夏を乗り切る！！【齋藤（宏）】
今年の夏も大変そうです。無理せず乗り越えたいですね。【金子】
夏の光の眩しさに負けない、輝く未来が欲しいです。【本田】

編 集 後 記

チャレンジして
みよう！助成金情報 NPO関連の助成金情報については

当センターのウェブサイトをご覧ください。
https://f-saposen.jp/category/subsidy/

◇子どもの健全育成
未来のつばさ　プロジェクト支援事業　2021　【支援元／公益財団法人 楽天 未来のつばさ】
●助成対象／本国内における児童養護関連団体で事業計画に従って遂行に足る能力を有する団体であり、また、それを過去の実績等で証明できること。
●申込期間／ 2021年9月1日（水）～ 10月29日（金）※必着
●上限金額／ 1件あたり30万円
●参考URL ／ https://mirainotsubasa.or.jp/institution/outline/

◇男女共同参画社会の形成の促進
男女共同参画社会の推進及び少子化対策の為の顕彰事業【支援元／公益社団法人 程ヶ谷基金】
●助成対象／原則満45歳未満（理事長等が45歳以上の場合も、中心メンバーが満45歳未満であれば可）の研究者、学生、または満45歳以下を中心と
 したグループ、研究団体。その他詳細は下記URLをご確認ください。
●申込期限／ 2021年9月30日（木）※必着
●上限金額／ 1件当たり50万円
●参考URL ／ https://hodogaya-foundation.or.jp/equality/req/

福島県北編

運営：ＮＰＯ法人桑折町共に生きる社会を創る会
軽食堂 わらっく

運営：ＮＰＯ法人天使の唄
Ｃａｆé 桑の実（くわのみ）

とれたての野菜とその日に仕入
れた食材の数々。「軽食堂わ
らっく」では、季節あふれるラ
ンチが日替わりで味わえます。
おすすめは理事長が自ら打つ
香り高い「十割そば」。小鉢、
香の物、味ごはんが付いてな
んと税込600円で味わえるお
得なランチメニューです。他に
も日替わりで、生姜焼き、唐揚
げ、カレーなどが味わえます。
※ハーフサイズメニュー300円

ほっと一
息

ブレイクタ
イム

近くに来た
らぜひ

寄ってみて！

白壁と木目を基調とした落ち着いた店内で癒しのひととき。
Ｃａｆｅ「桑の実」でランチはいかがですか？ビュッフェスタイ
ルのランチで、パスタやご飯ものをはじめ、新鮮野菜のサラ
ダやお惣菜など、旬の素材を使った料理の数々がズラリと
並びます。
前菜やサラダ、スープ、デザート、ソフトドリンクは食べ飲み
放題でとってもリーズナブルで満足すること間違いなしです！

十割そば　税込600円

桑の実ランチ　税込1,350円
※季節によりメニューが異なります

住所／桑折町大字南半田字
　　　日二本木25-11
TEL／（024）597-7902

【営業時間】
[月～金]11：30～13：30

【定休日】毎週土・日曜日、祝日
【駐車場】桑折駅前共通P

【営業時間】
[月～金]９：３0～1７：０0

【定休日】土・日曜日・祝日
【駐車場】 １0台

住所／福島市笹谷字上成出５
TEL／（024）5６３-１3１0

笹谷駅

セブンイレブン

大東銀行笹谷支店

福島第一病院

至飯坂駅

飯
坂
線

飯
坂
街
道

至福島駅

ささや
動物病院

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

桑
折
駅 やきとり

花いづみ

毎日新聞専売所

桑折町中央公民館分室桑折町中央公民館分室

桑折町
役場

読売新聞桑折

セブン
イレブン

だてか
ベジフル

どさん子

至仙台

至福島
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