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当法人は中間支援センターとして、これまで多くの福祉ＮＰＯ法人の設立認証、運営を

支援してきた。また自治会活動支援や中小企業への支援・協力をおこない、非営利セク

ターの連携拡大、営利セクターとの共同事業など幅広い活動を実践してきた。脆弱な財務

基盤で活動を開始するＮＰＯ法人が多く、補助金、助成金の上手な活用や、収入源確保を

事業多角化などにより、経営安定化支援を続けてきた。それにより各ＮＰＯ法人と強い信

頼関係を築き、ネットワークの中心となり活動をこれまで続けてきた。

最近は収益性を確保した活動への展開支援の一環として、農福連携六次化事業に多くの

法人と共に取組んでいる。生産活動では就労者増加など成果が目に見える形で現われてき

ており、福祉サービス収入は増加してきている。しかし加工品製造では売り上げが伸びず、

加工品の販売営業ノウハウが乏しく、販売してもほとんど利益のないケースも多くみられ

る。このような状況から、各法人個別に行っている販売窓口一元化や商品開発共同化で販

路確保、品質向上を図り、個別法人の負担低減を図りながら活動を推進しようとする動き

も出てきていた。

各法人の役員も高齢化し、次世代への引継ぎが必要になっているが、後継者育成が思う

ように進んでおらず、職員の確保とあいまって活動の持続性が危ぶまれてきていた。

このような現状の以下の課題が浮かび上がった。

①将来の役員人材育成及び福祉サービス職員確保への対応

②業務改革（デジタル化・協業化・共同化）による人員体制の見直し

③個別法人単独での活動推進・拡大の限界

本事業により、コロナ禍において、一段と深刻化する上記地域課題に対応し、小規模ＮＰ

Ｏ法人であっても地域貢献の取組みを円滑に推進できる環境整備を図るため、複数のＮＰ

Ｏ法人がネットワーク化を図り、参加法人の持つ強みを活かした地域貢献のための協働モ

デル事業と福祉事務業務共同化モデル事業を実施できた。

参加ＮＰＯ法人による話し合いの結果、新たな連携法人を立ち上げることもでき、今後、

様々な課題に安定的に対応できる協働・協創型組織運営モデルを構築することができた。

本事業で取り組んだ内容や結果が、小規模ＮＰＯ法人事業継続の参考になれば幸いです。

2022年3月31日

特定非営利活動法人

北見ＮＰＯサポートセンター

理事長 谷 井 貞 夫
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（１）背景

北海道オホーツク地域の福祉ＮＰＯでは人口減少、高齢化が進む状況化で以下のよう

な課題が生じていた。

１．将来の役員人材育成及び福祉サービス職員確保への対応

法人単独では人材育成能力が不足し、時間的余裕もなく、外部招聘もネットワークが

狭く思うような人材の確保は困難な状態にある。

２．業務改革（デジタル化・協業化・共同化）による人員体制の見直し

業務改革を進めるには、専門家の助言や支援が重要で、経営コンサルタント、情報コン

サルタント、農業六次化コンサルタント等との広い分野の専門家ネットワークが必要。

３．個別法人単独での活動推進・拡大の限界

職員体制の脆弱性から単独で地域貢献型事業実施が困難な状況になっている。またＮＰ

Ｏ法人の連携は、日常的には行われてはおらず、法人活動情報も共有化されていない。

（２）目的

コロナ禍において、一段と深刻化する地域課題に対応し、小規模福祉ＮＰＯ法人であっても

地域貢献の取組みを円滑に推進できる環境整備を図るため実施した。

（３）実施体制

・事業統括管理責任者：谷井貞夫（北見ＮＰＯサポートセンター理事）

・経理管理責任者：村瀬信一（北見ＮＰＯサポートセンター理事）

・事務局員：1名

・事業新規スタッフ（新規雇用）：6名

・連携団体：ＮＰＯ法人（9団体）、ボランティア団体（1団体）、道立留辺蘂高校、

北海道開発局

（４）スケジュール

事業概要

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

法人形態検討研
修会・事例視察

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

協働・協創
モデル事業

事務処理集約・
共同化事業

事業広報・
報告書作成 ☆報告書

☆視察
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（５）事業内容

１．法人連携形態検討研修会及び法人連携先進事例視察

①目的：小規模法人のネットワーク化を具体化するための組織運営形態・手法検討

②内容：法人形態、税務、マーケティング、ＳＤＧｓ等の法人役職員研修で法人課題や

法人連携形態について意見交換、議論を実施し、法人形態を決定

法人連携モデルとなる先進事例視察を実施

③参加法人数：ＮＰＯ8法人

④実施回数：法人連携形態検討研修会 8回（参加延べ人数：67名）

その他研修会5回（参加延べ人数：26名）

⑤視察場所：岡山市（3団体）、大阪府豊中市（1団体）

２．参加法人ネットワーク化による協働・協創モデル（農福連携六次化）事業

①目的：参加法人が農福連携事業に協働で取組み、付加価値の増大により工賃向上を目

指す

②内容：栽培技術、商品開発、販路確保・拡大に協働で取組み、共通ブランド形成を図

った。ＮＰＯ法人でキッチンカーを共同運用し、新たな販売スタイルを確立す

るために新たな商品開発もおこなった。高校生も参加し、活動の幅が広がり、

多彩なメニュー開発をすることができた。

③参加法人、団体数：ＮＰＯ法人5法人、道立留辺蘂高校

④雇用者：3名

３．事務処理集約・共同化事業

①目的：福祉事務作業の集約、共同化により、各法人の負担を軽減し、デジタル化を

推進する

②内容：事務作業共同化のための人材育成とITシステム設計と試験運用

ＩＴを活用できる人材育成をおこない、事務機能を強化できる体制づくりを

実施。

③参加法人数：3法人

④雇用者：3名

４．事業広報・報告書作成

①目的：地域住民、行政機関等への事業進捗状況、事業の必要性の広報

②内容：ＨＰ／ＳＮＳ作成、動画作成、事業報告書作成

事業活動状況をタイムリーに伝える手段の整備

③成果物：制作動画5本、ＨＰ,ＳＮＳ制作、報告書30部
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（６）法人連携形態検討会経緯

検討会の初期段階から、各法人の抱える課題について、緊急性の高いものが多いことが

分かった。特に理事の高齢化による経営者難から事業継続に不安を持つ法人は後継者確保

に対する支援協力の声が大きかった。また農福連携事業に取り組んでいる法人からは、単

独での生産、加工、販売では先行き厳しいとの見通しがあり、この面でも連携できるので

あれば急ぐべきとの結論になった。福祉現場の処遇改善で事務作業時間削減が求められる

中、国保連の入力に関する作業効率化を求める意見も障がい者支援を実施している法人か

ら多く出された。

当初は緩やかなネットワーク構築から始めていくのがよいのではと想定していたが、事

業協業化、事務共同化を強力に推進していくためには連携法人の形を明確した方がよいと

いう意見にまとまった。

連携法人形態の議論に入り、税務やマーケティングに関する研修も実施しながら、営利、

非営利法人のメリット、デメリットについて議論し、実施する事業、活動に対し責任を

もって実施していくには、会員主体の非営利法人よりも、出資をともなう営利法人がよく、

事業性を高める制約も少ないのではという結論に至った。

この形態での連携法人設立について、各法人の理事会、総会等での説明、了解を得て、参

加法人出資金25万円で資本金200万円の8法人が出資する株式会社設立が決定した。

（７）事業成果

〇参加団体にとっての成果

１．ネットワーク化実現による情報共有の場の形成

検討会や研修会で定期的に集まることにより、各法人の活動状況の情報共有が進み、

連携や、事業協力するケース（イベント開催場所提供や告知協力）が増えた。

２．農福連携事業協業化による事業拡大

商品開発、販路拡大に共同で取り組むことにより人員の質、量両面が充実し、単独

ではできなかった、やりにくかったことが可能になり、各法人の事業拡大、売り上

げ向上に寄与することができた。

３．事務作業の省力化、効率化

事務共同化システムの導入により、国保連入力業務の負担低減が可能になり、従業

員の残業時間削減につなげる見通しを立てることができた。

〇地域・社会にとっての成果

１．地域資源を有効に活用し、地域活性化に寄与する法人が身近に存在する。

農福連携事業協業化のひとつとして、キッチンカーを共有し、運営することになっ

た。これに、地元高校が参加し、一緒に商品開発、販売することで、障がい者雇用

推進やＳＤＧｓへの理解を深める場を提供することになった。

２．地域課題を解決しながら、多様な人々の雇用の場を創出。
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〈目的〉

小規模福祉ＮＰＯ法人においては、地域貢献の取組みへの意欲があっても、人員・人材

不足、ノウハウ不足、資金不足等により、単独での取組み実施が困難な団体が多くある。

また事業継続ための人員確保、事業承継に悩む法人も多い。コロナ禍において、一段と深

刻化する地域課題に対応し、小規模福祉ＮＰＯ法人であっても地域貢献の取組みを円滑に

推進し、活動を維持していける組織形態検討のため実施した。

〈内容〉

①各法人の抱える諸問題について発表整理、グループ化

②法人連携によるメリットの大きい課題解決策を決定

③法人連携形態を営利，非営利法人それぞれのメリット、デメリットを議論

④各法人の理事会等での議論報告

⑤連携事業実施のための税務、マーケティング、キッチンカー事業、住民自治活動等の

知識習得研修

⑥連携法人形態の決定及び設立準備

〈参加メンバー〉

①ＮＰＯ法人夢の樹オホーツク（網走市：障がい者支援）

②ＮＰＯ法人マイスペース美幌（美幌町：障がい者支援）

③ＮＰＯ法人津別町手をつなぐ育成会（津別町：障がい者支援）

④ＮＰＯ法人耳をすませば（北見市：子育て支援）

⑤ＮＰＯ法人ワークフェア（北見市：就労困難若者支援）

⑥ＮＰＯ法人みんとけあ（北見市：高齢者支援）

⑦ＮＰＯ法人福祉サポートきらきら本舗（訓子府町：障がい者支援）

⑧ＮＰＯ法人遠軽町手をつなぐ育成会かたつむりの会（遠軽町：障がい者・高齢者支援）

以上のメンバーで検討をおこなった。

法人連携形態検討研修会及び

法人連携・先進事例視察

1.法人連携形態検討研修会
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活動スケジュール

●全体研修会

〇日時：2021年7月14日、8月25日、9月22日、11月24日、2022年1月15日、

1月26日、2月9日、3月9日

〇内容

第1回「各法人の課題と現状考えている解決策」

「法人間連携に期待すること」

第2回「連携法人形態について」

「税務研修会内容共有」

第3回「新法人事業内容（定款）」

「各法人理事会検討内容報告」

第4回「定款案について」

「キッチンカー事業について」

「出資金準備について」

第5回「法人設立手続き報告」

「先進事例視察報告」

第6回「法人資金計画・事業計画」

第7回「育成人材の新年度活用計画」

第8回「新年度当初事業計画」

「ＷＡＭ助成金事業評価」

3月 9日 マイスペース美幌 ９名 全体研修会

3月27日 北見市芸術文化ホール 川北　秀人 ７名 小規模多機能自治研修会

1月26日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ９名 全体研修会

2月 9日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ９名 全体研修会

11月24日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ９名 全体研修会

1月15日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ４名 全体研修会

10月19日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 黒野　秀樹 ６名 マーケティング研修会

10月23日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 西村　美佐子 ６名 キッチンカー研修会

9月22日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ９名 全体研修会

10月18日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ３名 SDGs研修

8月 4日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 瀧谷　和隆 ４名 税務研修会

8月25日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ９名 全体研修会

日時 場所 講師 参加者 内容

7月14日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ９名 全体研修会
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〇検討会議論経緯

検討会の初期段階から、各法人の抱える課題について、緊急性の高いものが多いことが

分かった。特に理事の高齢化による経営者難から事業継続に不安を持つ法人は後継者確保

に対する支援協力の声が大きかった。また農福連携事業に取り組んでいる法人からは、単

独での生産、加工、販売では先行き厳しいとの見通しがあり、この面でも連携できるので

あれば急ぐべきとの結論になった。福祉現場の処遇改善で事務作業時間削減が求められる

中、国保連の入力に関する作業効率化を求める意見も障がい者支援を実施している法人か

ら多く出された。このような議論の中で、当初は緩やかなネットワーク構築から始めてい

くのがよいのではと想定していたが、事業協業化、事務共同化を強力に推進していくため

には連携法人の形を明確した方がよいという意見にまとまった。

連携法人形態の議論に入り、税務やマーケティングに関する研修も実施しながら、営利、

非営利法人のメリット、デメリットについて議論し、実施する事業、活動に対し責任を

もって実施していくには、会員主体の非営利法人よりも、出資をともなう営利法人がよく、

事業性を高める制約も少ないのではという結論に至った。

この形態での連携法人設立について、各法人の理事会、総会等での説明、了解を得て、

参加法人出資金25万円で資本金200万円の8法人が出資した株式会社設立が決定した。
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〇講師：瀧谷和隆

（税理士：特定非営利活動法人

ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク）

〇日時：2021年8月4日

〇参加：4法人

〇内容

①ＮＰＯ法人連携全般的課題について

②各種営利法人・非営利法人の特徴と運営上の

問題。定款、決算、会計事務、議決権、余剰

金処理の問題

③福祉サービスに関する法人課税問題について

障害者福祉サービスの税務上の取り扱いの現状

〇成果

ＮＰＯ法人の運営については長年の経験があるが、営利法人については未経験者が多いため

初歩的な話から初めて、運営上の注意点を聞き、理解を深めた。

●税務研修会

●SDGs研修会

●マーケティング研修会

〇講師：黒野秀樹（中小企業診断士）

〇日時：2021年10月19日

〇参加：5法人

〇内容

①市場調査・分析の重要性

②５Ｗ２Ｈの把握

③コミュニティビジネスはお役立ちビジネス

〇成果

各法人の商品販売担当者がマーケティングの基礎知識を習得した。店舗運営について専門家

の話を聞く機会はほとんどなかったため、担当者レベルでの目線合わせになった。今後の連携

した商品開発・販売にあたってのプランの立て方や途中でのチェックポイントなども教わり、

大いに参考になった。

〇講師：溝渕清彦（公益財団法人北海道環境財団）

〇日時：2021年10月18日

〇参加：3法人

〇内容

①ＳＤＧｓの基礎知識

②ＳＤＧｓの全体像と理念

③バイオチャー事業とＳＤＧｓとの関連

〇成果

美幌町のＮＰＯ法人で実施しているバイオチャー事業の意義をＳＤＧｓの視点から説明を受

けた。これからの地域にとってＳＤＧｓ活用の重要性を認識し、今後の活動の中で、周りを巻

き込みながら事業を進め、ＳＤＧｓの実践により、地域活性化に寄与していくことを確認した。
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〇講師：西村美佐子

（特定非営利活動法人ワークフェア

イベント担当）

〇日時：2021年10月23日

〇参加：4法人

〇内容

①道東地区キッチンカーイベントの現状と

収支状況

②キッチンカー人気メニュー

③キッチンカーイベント主催者の動向

④売れてるキッチンカーの特徴

〇成果

連携法人の農福連携事業として、コロナ禍でも稼働できるようキッチンカー事業に取り組

む方向となり、キッチンカーイベントを主催している講師から、現状と今後の見通しを聞い

た。全体としては飽和状態だが、未出店メニューがまだまだあり、チャンスは十分にあると

のことだった。稼働率が低く苦しんでいる事業者が多い中で、福祉に強みを持つ運営ができ

るため、特に平日の動きとメニュー開発に力点を置くようアドバイスを受けた。

〇講師：川北秀人（人と組織と地球のための国際研究所代表）

〇日時：2022年3月27日

〇参加：5法人

〇内容

①北海道オホーツク地域の介護予防行政の現状と展望

②住民主体での運営による総合事業Ｂ型の重要性

③オホーツク管内人口推移と高齢者人口増大にともなう課題

④高齢社会に対応した住民活動、自治会活動への転換

〇成果

今後、高齢者がさらに高齢化する地域社会において、介護の担い手不足が深刻化していく

中で、介護予防の重要性を強く認識できる説明であった。それに対応した住民活動、自治会

活動の必要性も理解され、参加法人がそれぞれの地域において、今後の活動計画を作成して

いくうえで参考になった。まだまだ高齢化進行にともなう問題を住民が広く意識していると

は言い難い状況のため、継続的にこのような機会を広く設けていくことが重要であると改め

て感じた。

●キッチンカー研修会

●小規模多機能自治セミナー
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〈事業成果〉

この検討研修会での成果は、もちろん短期間で連携法人設立までに至ったことであるが、

これまで北見ＮＰＯサポートセンターが長年各法人を支援し、法人間連携のハブ機能を担って

きたことで、各法人間の信頼関係が構築されており、話し合いの初期から危機感の共有もしっ

かりとなされ、前向きな話し合いができたことだと考えている。農福連携支援事業や事務共同

化についての連携もすぐに担当者単位で開始された。ＮＰＯ法人が共同出資するという法人形

態は、一般的にみると設立が非常に難しい形態であると思う。設立理念が異なるＮＰＯ法人を

束ねるさらに上位の経営理念づくりには、法人間で強い信頼感がなければならない。普遍性に

は乏しい方法であるが、今後の人口減少、高齢者社会において地域を維持していくためには、

なんらかのこのような法人（プラットホーム）の存在が必要不可欠となっていくと考えている。

運営上の問題も見えてきており、組織運営のレベルアップを図りながら、連携した意味を分か

りやすく伝えられるような活動を目指さなければならない。現在キッチンカー事業を始めとし

て、ＳＤＧｓ関連事業、高校との地学協働事業、事務共同化などを、新年度に向け着々と準備

が進めている。

（設立法人概要図）
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〇内容

（１）岡山NPOサポートセンター

①説明者：事業部長 高平 亮氏

総務部長 加藤彰子氏

地域連携センター 柴田健志氏

参画推進センター 西村こころ氏

②ヒアリング項目

・岡山市市民協働推進事業

・ＳＤＧｓ未来都市推進事業・ＥＳＤプロジェクト

・ＮＰＯ有料相談業務、事務代行サービス

・地域福祉・ボランティア

・災害支援ネットワークおかやま活動概要

（２）みんなの集落研究所

①説明者：首席研究員 阿部典子氏

研究員 小野賢也氏

②ヒアリング項目

・設立時よりの活動経緯

・コンサル活動体制

・集落支援→個人生活支援→人材育成支援の流れとそれぞれの関係性

・地域運営組織支援と新総合事業システム化の関係

・地域おこし協力隊との連携と高校地域コーディネーター

〇訪問先選択理由

当初は厚生労働省が推進する社会福祉連携推進法人制度の紹介事例先を想定していたが、 現

在の取り組み状況が、小規模ＮＰＯ法人が連携して、事業の協働、共同事務等を実施する際の

参考となる事例がほとんどなかった。全国の中間支援ＮＰＯの活動を調べる中で、岡山県内で、

岡山ＮＰＯサポートセンターが中核となり、ローカルシンクタンクやエリアマネージメントを

別法人で立ち上げ、行政だけではなく、地域住民や教育機関、企業と協働で事業に取り組み、

またＮＰＯ法人の事務支援も行っていることから、先進事例視察先として選択した。

大阪府豊中商工会議所はＳＤＧｓへの取り組みに熱心であり、企業の社会貢献とまちづくり

について大いに参考となると判断し、選択した。

〇訪問者 谷井貞夫

〇視察先とスケジュール

11月30日 特定非営利活動法人岡山ＮＰＯサポートセンター（岡山市）

特定非営利活動法人みんなの集落研究所（岡山市）

一般社団法人北長瀬エリアマネージメント（岡山市）

12月 1日 豊中商工会議所（大阪府豊中市）

2.法人連携・先進事例視察
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（３）北長瀬エリアマネージメント

①説明者：専務理事 新宅 宝氏

②ヒアリング項目

・岡山式「コミュニティフリッジ」

（地域のみんなの冷蔵庫）

・北長瀬エリア再開発参加経緯

・ハッシュタグ岡山（新しい公民館）の機能

（４）豊中商工会議所

①説明者：事務局長 吉田哲平氏

②ヒアリング項目

・コロナ禍での事業動向

・ＳＤＧｓ普及啓発への取り組み内容

・会員企業のコミュニティビジネスへの取り組み

・オホーツク地域との連携可能性

（企業、商店街等）

〈視察を終えて〉

岡山ＮＰＯサポートセンターを中心とする取り組みは全国で知られている活動が多く、実際の

活動状況、実施体制等を詳細に聞くことができた。地域が主体の課題解決サイクルが形成され、

それを作業分担し、かつ連携しながらスパイラルアップしている。その過程で、職員のレベル

アップ、巻き込む住民の意識向上が図られており、「地域が主体」という言葉が具現化されてい

る。まだまだ課題が多いとのことだったが、課題が明確化されず、なおかつ共有化されていない

地域が多いことを思うと、その基盤が確立している優位性は大きいと感じた。みんなの集落研究

所の約10年間の歩みを聞いたとき、地域に土台を張り、住民を巻き込む計画を作成し、自治体間

の連携も図りつつ、事業をつくり、育てていくところまで実現できている

大阪の豊中商工会議所は当法人の業務を支援していただいている大阪在住の中小企業診断士さ

んの活動地盤で、ＳＤＧｓ、コミュニティビジネスに積極的に取り組んでおられる。

オホーツク地域とは伊丹空港、女満別空港の利用推進でつながりがあり、ＮＰＯ法人の連携で生

み出される事業にも関心を持っていただいた。具体的に大阪の事業者や商工団体との連携につい

てご紹介いただけるお話も出て、今後も情報交換をしつつ、事業化を進めていけるよう接点を深

めていきたい。

今回の視察はコロナ禍でもあり、短期間、短時間での視察でしたが、これからのＮＰＯ法人の

連携による事業展開、人材育成の参考となるお話を聞くことができた貴重な機会となりました。
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参加法人ネットワーク化による

協働・協創モデル（農福連携六次化）事業

活動スケジュール

〈背景〉

収益性を確保した活動への展開支援の一環として、農福連携六次化事業に多くの法人と

共に取組んできた。就労者増加により、福祉サービス収入は増加してきている。しかし加

工品製造では売り上げが伸びず、加工品の販売営業ノウハウが乏しく、販売してもほとん

ど利益のないケースも多くみられる。販売窓口一元化や商品開発共同化で販路確保、品質

向上を図り、個別法人の負担低減を図りながら活動を推進しようとする動きも出てきてい

た。またキッチンカー導入で新たな販売スタイルを構築することなり、高校生とも協働で

取り組む展開となった。

3月28日 網走市内 キッチンカー販売

3月19日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 佐藤　千鶴子 4名 試作

3月26日 美幌町内 キッチンカー販売

3月 9日 道立留辺蘂高校 １1名 キッチンカー体験

3月15日 訓子府町内 キッチンカー販売

2月19日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 4名 試作、商品撮影

3月 5日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 4名 試作

1月19日 道立留辺蘂高校 堀江　美由規 １４名 試食・評価

1月29日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 佐藤　千鶴子 4名 試作

12月15日 道立留辺蘂高校 堀江　美由規 １４名 試食・評価

1月15日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 4名 留辺蘂高メニュー試作

11月17日 道立留辺蘂高校 堀江　美由規 １４名 商品開発、メニュー決め

12月11日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 6名 試食会

10月16日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 堀江　美由規 4名 地元産品使った商品開発

11月13日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 佐藤　千鶴子 3名 キッチンカーメニュー考案

10月 9日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 鈴木　佳代子 3名 地元産品使った商品開発

10月13日 道立留辺蘂高校 堀江　美由規 １４名 商品開発、メニュー決め

9月25日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 鈴木　佳代子 4名 地元産品使った商品開発

9月29日 道立留辺蘂高校 堀江　美由規 １４名 白あんづくり

8月21日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 鈴木　佳代子 6名 地元産品使った商品開発

9月 4日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 鈴木・堀江 4名 地元産品使った商品開発

7月31日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 鈴木　佳代子 4名 地元産品使った商品開発

8月 7日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 佐藤　千鶴子 4名 地元産品使った商品開発

7月 3日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ
白鳥　幸

堀江　美由規
４名 白あんづくり

7月17日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 鈴木　佳代子 4名 地元産品使った商品開発

日時 場所 講師 参加者 内容

5月 8日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 堀江　美由規 3名 商品開発の方向性
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●白あんの試作

1.地元の特産品を使った商品開発

地元の特産品である「白いんげん豆」を使った商

品開発に取り組む。

豆カレー、豆コロッケなど候補のうち、

「白あん」を使った商品開発に取り組むことに決定

しました。

NPO法人津別町手をつなぐ育成会の白鳥さんより、白いんげん豆から白あんを作る

工程を教わりました。

〈目的〉

農福連携事業にＮＰＯや高校が協働で取組み、付加価値の増大により収益向上を目指す。

〈内容〉

栽培技術、商品開発、販路確保・拡大に協働で取組み、共通ブランド形成を図る。

●商品開発の方向性
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●白あんを使った商品開発

白あんに合うパン生地の考案

フルーツとの組み合わせなど。
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白いんげんみそを作り、

焼きおにぎり、みそ汁を

試作。

あんバタートースト

（白あん・黒あん）の試作。

管理栄養士等による指導も行いました。
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●キッチンカー商品の試作

ルーロー飯

白みそ焼きおにぎり、豚汁

白あんぜんざい（おしるこ） 白あんホットク

キッチンカーで販売するための商品開発。この地域での需要、調理工程、コストなどを考

慮しながら、さまざまなメニューを試作しました。

生春巻き
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●試食会

NPO法人福祉サポートきらきら本舗と協働で、

しそを使った商品開発も行いました。

各法人がキッチンカー出店を行いました。

●キッチンカー出店

網走市内 美幌町内

訓子府町内
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2.高校生とのキッチンカー商品開発

●白あん作り

●白あんメニュー決め、試食

販売したい商品の材料や作り方を検索。

さまざまなアイディアや、メニュー候補を出しました。

留辺蘂高校の生徒と、留辺蘂町の特産である「白いんげん豆」を使った商品開発を行いまし

た。高校生キッチンカーの出店に向けて、意見を出し合い、コンセプトやメニュー決めを行い

ました。
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生徒たちからあがったメニューを試作し、

味や見た目、調理工程の難易度やキッチンカー

設備も考えながら評価しました。

キッチンカーを実際に見学。

販売ユニフォームなども決めました。

●キッチンカー体験

〈試食メニュー〉

・白あんクレープ

・フルーツ大福

・シュークリーム

・さつまいもタルト

・いちご白あん

カスタードタルト

・白あん鯛焼き

・アジアンぜんざい

・パウンドケーキ
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〈事業成果〉

これまで各法人が個別に取り組んできた農福連携事業を協業化することで、商品開発体制

が大幅に充実した。グループで活動することで分業して作業が進められ、効率が大きく向上

した。各法人の持つ強みが合わさることで、よりよい商品企画が生まれ、品質向上につな

がってきている。

これまで担当者レベルでの交流機会は少なかったが、定期的に集まることで、情報交換が

進み、各担当者の意欲も向上し、創造的な活動になってきている。

道立留辺蘂高校とのキッチンカー商品開発・販売事業は高校の廃止問題に地元ＮＰＯとし

て協力できることはないか学校との話し合いの中から生まれてきた事業で、双方にメリット

のある事業となってきている。高校は地元の障がい者就労拡大に寄与し、ＮＰＯにとっては

農福連携事業のＰＲになっている。

学校ではＳＤＧｓに関連した事業としても取り組んでおり、新法人のＳＤＧｓ事業として

も位置付けている。北海道環境事務所の支援も受けながら、参加スタッフ、高校生がＳＤＧ

ｓについて学んでいる。

今後は小規模高校存続のひとつの形として、地域と学校の協働事業モデルとして活動を進

めていきたいと考えている。

新年度はプロモーション活動にも取り組み、ふるさと納税品としての取り扱いや、Eコマー

スによる商品販売にもチャレンジしていく予定です。
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地元への貢献ができないかと考え、事業に参加し、地元の障がい者支援ＮＰＯ法人が実施

予定のキッチンカーでの提供を目的とした地域の人に愛される商品作りをおこないました。

作るなら地元のものを使いたい！添加物のない安心なもの！おいしいもの！と、つい採算を

度外視した思いでしたが、その考えは参加した仲間のみんなも同じだったのが嬉しかったで

す。

平日はメインの仕事をしており、土曜日を中心に忙しい合間の作業でしたが、お客様が提供

するメニューを喜んでくれることを願って、作り方や味、盛り付け、何度も何度も確認しま

した。本当に妥協せず頑張ったと思います。

結果キッチンカーの試験販売では、念願の完売ができ、ゼロからのスタートだっただけに、

大きな達成感を得られました。

「美味しかったよ、また待ってるよ」と喜びの声が聞けたことに加え、活動を通じ同じよう

な考えを持つ仲間と絆を深められたことが私には大きな財産となりました。

今後は、地域の方々を結びつけられるようキッチンカーで子供食堂のような活動もできたら

と感じています。

障がい者支援ＮＰＯ法人への活動支援として、高校生と各法人の生産物を利用した商品開

発をおこないました。

高校生の日常で出会う大人は学校や塾の先生や家族が主になる中で、地域住民である私たち

と接することでこんな大人もいるんだ、こんな考え方をする人もいるんだと視野を広げても

らえればいいなという思いでした。

通常の授業とは違い段取りが整っているわけでも、ただ内容を聞いていればいいという時間

でもなく、自分たちで考え動いて実践していくという時間を共有する中で、生徒たちが自主

的に授業をつくっていく場面を目の当たりにし、ささいなきっかけさえあればどんなことに

でも柔軟に真剣に楽しく取り組む姿勢が眩しく映りました。

高校生たちの自主性は素晴らしく、 自分たちで企画し作り上げる商品を協力して販売を目

指す体験は、将来的に大きな自信となることを実感しました。

今後はこのような貴重な体験を、近隣の高校生や中学生にも味わってもらいたいと切に願い

ます。

今回、高校生との商品開発に携わるといった貴重な機会を与えてくださり心より感謝してお

ります。

今回の事業は、考えること、動くことで気持ちを充実させ、時間の使い方、満足感は高い

ものとなりました。

家族から「お母さん、そんな事も出来るんだね」と尊敬されることもあり、子供にも私にも

プラスになっていると思いました。

暗い話が目立つ昨今ですが、希望、チャレンジの話は取り組んでいて楽しく、ここから会話

もコミュニケーションも生まれ貴重な時間となりました。

今回の事業で改めて自分にも地域貢献できる手段があることを知りました。地域貢献と聞く

と大きなものしか浮かびませんでしたが、思いやりと繋がろうとする気持ちを持って地域に

関わっていくことが最初の一歩になるのかもしれないと感じました。

また、「時間」について意識する気持ちが強くなっていることに気が付きました。これから

は活動の幅を広げて「時間」を有効に使っていきたいと思いました。

参加者の感想
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事務処理集約・共同化事業

〈背景〉

現在、福祉系従業員には福祉における現場サービス以外に事務処理作業という負荷がか

かっている。特に事務作業の内、国民健康保険団体連合会（以下国保連）向け請求は、介

護・障碍者・高齢者など福祉の制度を理解する必要があり、一朝一夕では身につき難い。

人材育成に時間がかかり、該当する知識と実務経験をもった人材が不足している。国保連

向けの請求は、入力時期が短期間に集中し、また国保連から証明書を発行されたPCからし

かアクセスできないため、そのPCを他の作業で使用していると請求ができなくなる問題が

ある。（待ち時間が発生し時間ロスになる）。

以上のような利用で、処遇改善で従業員の時間外削減が強く求められる中、それを難し

くしている大きな要因となっている。

今回、その解決方法として、安価に利用できる進化した仮想化技術の利用方法検討をＩ

Ｔシステム専門家とすることとした。

〈目的〉

福祉事務作業、特に国保連請求入力業務の省力化と効率化を図るため、複数事業所の入

力作業一元化システムを新たに構築し、そのシステムに習熟した人材を育成し、事業所全

体の労働時間削減、人員体制の最適化を目指す。

国保連の事務処理一元化イメージ
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活動スケジュール

3月14日 オンライン 高橋　香 ４名 まとめ研修

3月23日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ２名 経理事務研修

2月21日 オンライン 高橋　香 ４名 WEBサイト修正

3月 9日 マイスペース美幌 ４名 入力作業

2月10日 オンライン 山田 瑞希 ４名 WEBサイトとSNSの運用

2月18日 オンライン 山田 瑞希 ４名 WEBサイトとSNSの運用

1月26日 オンライン 山田 瑞希 ４名 組織運用研修

2月 3日 オンライン 高橋　香 ４名 組織運用研修

1月18日 オンライン 高橋　香 ４名 WEBサイト制作

1月20日 マイスペース美幌 七森　啓太 ３名 ソフトの試験運用

1月11日 オンライン 高橋　香 2名 WEBサイト制作

1月13日 オンライン 山田 瑞希 ４名 組織運用研修

12月17日 オンライン 山田 瑞希 ４名 組織運用研修

12月23日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ４名 福祉事務共同化

12月14日 オンライン 高橋　香 ４名 WEBサイト制作

12月14日 マイスペース美幌 山本　純子 ３名 福祉事務研修

12月13日 オンライン 高橋　香 ４名 WEBサイト制作

12月13日 北見市等 山本　純子 現場視察

11月30日 オンライン 高橋　香 2名 WEBサイト制作

12月 8日 オンライン 高橋　香 ４名 WEBサイト制作

11月22日 オンライン 高橋　香 ４名 WEBサイト運用ポリシー

11月29日 オンライン 高橋　香 ４名 WEBサイト制作

11月 4日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ３名 福祉事務共同化研修

11月17日 オンライン 高橋　香 ４名 WEB広報の役割

10月28日 オンライン 高橋　香 ４名 パソコンスキル研修

11月 1日 オンライン 高橋　香 ２名 パソコンスキル研修

10月22日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ５名 福祉事務共同化研修

10月27日 オンライン 山田 瑞希 ４名 組織運用研修

10月 7日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 高橋　香 ５名 パソコンスキル研修

10月13日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ３名 経理事務研修

9月 8日 マイスペース美幌 七森　啓太 ６名 事務システム研修

9月30日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ ４名 福祉事務共同化研修

日時 場所 講師 参加者 内容
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1.事務共同化システム設計

〈目的〉

福祉事務作業、特に国保連請求入力業務の効率化を図るため、複数事業所の作業一元化シ

ステムを構築し、労働時間、人員体制の見直しを図る。

①システム要件

1台のPCで国保連向けに請求するPC複数台分としての役割をこなすには、仮想化が最

適である。仮想化とは、①1台のハードウェアコンピュータに基本ソフト（OS）を1つ導

入し、そのOS上で仮想化ソフトウェアをインストールする。②仮想化ソフトウェア上で仮

想的なPCを複数台作成する。③この複数台の仮想的なPCにそれぞれOSをインストールす

る。④③で作られた仮想的なPCはそれぞれ別のPCとして認識されるため、1台のハード

ウェアPC上に複数台のPCが存在することとなる。

これらの仮想的なPCは同時に何台も動かすことが可能となる。同時にPCを動かせても

ハードウェアとしての画面とキーボード・マウス（以後まとめて入出力という）は一つな

ので意味が無いと思える。

しかし、事務処理担当が仕事をするPCから仮想的なPCにネットワーク経由で接続して、

ログインすることで仮想PCを事務処理担当のPCから操作することができる。

以下に概念図を示すので、その概念図を確認してイメージを掴んで頂きたい。

〇業務受託者：七森啓太（中小企業診断士）

経歴：1999年～ Linuxサーバーでインターネットコミュニティサービスを始める。

100万PV/日のシステム群の設計・構築・運用を担当する。

2003年～2012年 システム会社に転職し、大手SIerや金融機関、サービス事業

者などのシステム構築に携わる。

2017年～ 診断士として独立後、大手レンタル業の業務系システムの導入支援を

手掛ける。現在も継続中。

●システム要件提案書
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1台のPCに仮想化ソフト
ウェアを導入する

この中で複数の仮想コ
ンピューターとOS
（Windows）を動かす

Ｂ事業所用

A事業所用

Ｃ事業所用

・
・
・

事務担当者の各PCから仮
想コンピューターへネット
ワーク経由でログインして、
請求作業をする

作業が終了すれば、別の事
業者へ同様にログインして
作業・・・を繰り返す。

国保連

各事業者からとして申請できる

この仕組みでは、事務担当者が普段使用しているコンピューターから仮想コンピュー

ターへとリモートログインすることによって、次のように役割分担できる。

事務担当者のコンピューターは、入力と処理結果の出力だけを行う。

仮想コンピューターは入力されたデータの処理と国保連へアクセスして、データの送信を

行う。

よって、事務担当者は自分が普段利用しているコンピューターで国保連へのアクセスと請

求処理をできるというメリットを生み出せる。

仮想コンピューターは１台のハードウェア上で同時に何台も動かすことができる（後述す

るハードウェア要件では同時稼働6台程度は可能であるが、コンピューターの性能や通信状

況などにより3～4台程度に留めておく方が良い）。

仮に仮想コンピューターを3台同時に動かして、3人の事務担当者がいれば、3事業所分の

国保連請求が同時にできる。3事業処分の処理が終われば、それらの仮想コンピューターを

停止させ、別の事業所の仮想コンピューターを起動させる（仮想コンピューターの終了と

起動は早い）。そして同じ事務担当がそれぞれの事業所分の請求をこなす。

これを繰り返す運用を行うことで、目的にある「国保連請求入力業務の効率化」を図るこ

とができる。

1台のハードウェア（と事務担当者が普段使うコンピューターと）で複数事業所分の国保連

請求を一元化することも可能となる。

以上のような仕組とその仕組を使った運用をすることにより、業務要件を満たすことが可

能と考える。

（システムと作業のイメージ図）
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② 仮想化を導入するハードウェア要件

同時に3台～４台の仮想コンピューターを稼働させることを想定する。OSをWindows10

とした時、以下のハードウェア要件であれば業務要件を満たすことができる。

※1 SSDが好ましいが予算が取れない場合、SSHD（SSDとHDDのハイブリッド型）

でもよい。

※2 拠点事務所のルーター又はスイッチングハブも同様にGigabitイーサネット対応

が望ましい。ルーターは遠隔からログインする段階で検討してもよい。

※上記仕様を満たすＰＣを導入予定

ソフト試験運用

CPU Intel第8世代以降のi7以上

メモリ容量 64GB以上

ハードディスク容量 2TB以上※1

ネットワークインターフェース Gigabitイーサネット※2

OS Windows10（上記ならWindows11にも対応）

CPU 1コア～2コア

（導入するCPUにより決定する）

メモリ容量 12GB～16GB

ハードディスク容量 100GB

ネットワークインターフェース ブリッジ接続

仮想コンピューターは同時に３台～４台を動かすことを想定している。下記のようにハー

ドウェアの資源を割り当てる。
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試験入力の様子

この仕組は1事務所内にいる事務担当者が入力することを想定しているが、通信経路を暗

号化したVPN（バーチャルプライベートネットワーク）の仕組と合わせることで、事務担

当者の自宅のPCからアクセスして、同様に国保連への請求をこなすことも可能になる。

この場合、VPNの構築のための資金（多少の機材が必要）や通信が出来ない場合の運用対

象方法など、課題となることがあるが、実現が不可能なものでもない。

まずはこの運用をしっかりと軌道に乗せることが大切だと考える。

③発展的な仕組みへ
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2.事務作業共同化のための人材育成

●福祉事務研修

〈背景〉

福祉現場の従業員は、利用者への福祉サービスの提供と請求事務書類作成及び各法人の

情報発信業務（会報作成等）を行っている。慢性的な福祉人材不足解消のため、処遇改善

の指導が行われ、限られた時間の中で、業務をこなしていかねばならない。このような状

況のため、まず現場のサービス提供が最優先され、事務作業は後回しにされがちになって

いる。請求事務作業は入力期間が決められており、短期間での書類作成作業と確認が行わ

れている法人が多く、ミスも発生しやすい状況にある。事務作業をいかに効率的に実施で

きるかが重要な課題となっている。このため今回、前記の入力一元化システム開発と同時

に入力業務を中心とした事務処理にたけた人材育成を行い、事務共同化を進めることとし

た。

〈目的〉

福祉現場の処遇改善推進のため、事務作業部門の効率を目指し、人材育成を行う。

〇講師：山本 純子

（福祉NPO支援ネット北海道）
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・Officeの基本操作

Word、Excel、PowerPoint

・Googleの基本操作

ドキュメント、スプレドシート、スライド

・ZOOM会議の基本

●経理事務研修

●福祉事務共同化研修

●パソコンスキル研修

・研修スケジュール説明

・在宅勤務時間管理説明

・オンライン研修体制説明

・各種提出福祉事務書類説明

・会計ソフト説明

・決算書類、税務書類説明

・社会保険関係書類説明
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組織で事務作業を行うために必要な知識を習得しました。

WEB広報の役割とは何か、各法人の方向性を定め、実際にSNSの運用方法を学びました。

〈成果〉

組織として共同で事務作業を行っていくうえでの手段、マナーや注意点などを学びました。

情報発信の方法として、会報、ホームページやSNS（facebook、ツイッター、インスタグラ

ム）などさまざまなものがあるが、各法人にとってどの方法が適切なのかを考えました。各SNS

の仕組みや役割をきちんと理解すること、また、誰に何を伝えたいのか、目的を明確にすること

で、運用の方向性を定め、力を入れるべきものを選別し事務作業の効率化を図ることができまし

た。

1.組織運用

・連絡手段の種類と使い分け

（メール、ビジネスチャット、SNS）

・情報共有の方法と効率化

・アカウント設定

2.WEB広報の役割

・役割と目的を明確に

・WEBサイト、SNSそれぞれの特徴と活用法

・組織に合った広報とは

3.WEBサイト、SNS運用ポリシー

・現在のWEBサイト、SNS状況

・基本情報シートの作成

・運用コンセプト、メインターゲット

4.facebook、インスタグラム各種設定

5..組織として運用するために

・メールアドレスの使い分け

・複数人でのサイト管理の注意点

権限の設定（管理者、編集者、閲覧者）

・ソーシャルメディアポリシーの作成

・運用チェックリスト

・広報年間計画

●組織運用研修
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ワードプレスを使用し、実際にホームページ作成を行いました。

1.土台準備

・レンタルサーバーの契約

・独自ドメインの取得

・ワードプレスをインストール

2.構成＆構成決め

・サイトマップの作成…ページ割り、パーマリンク設定

・画面割り、ワードプレステーマ決め

3.文章＆画像の作りこみ

・原稿作成

・投稿

・画像アップロード

4.プラグイン活用、SEO対策＆アクセス解析

・プラグインの設定

・Googleアナリティクス設定

・Googleサーチコンソール設定

・SNSとの連携、外部サービス活用

Facebook埋め込み、動画埋め込み、お問い合わせフォーム、ECサイト

5.最終チェック

・誤作動…リンク先誤り、リンク漏れ

・入力ミス、入力漏れ

・各ブラウザでの表示の確認

・Google、Yahoo!などの検索エンジンにスクロールされているか

・旧サイトとの連結

〈成果〉

外注すると高価なホームページ制作。

各自がサーバー契約からはじめ、ワードプレスを使ってホームページを作成し、運用することが

できるようになりました。

●WEBサイト制作
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〈事業成果〉

今回、仮想化技術を用いたシステム設計を行い、障がい者支援ＮＰＯ法人で国保連入力業を試

験的に仮想パソコン上で実施して大きな問題もなく、実用化への目途をつけることができた。今

後も2～3ケ月試験運用をし、トラブルの発生の有無を確認し、本格的な運用につなげていきた

いと考えている。

福祉現場は慢性的な人材不足状態であり、その従業員確保はどの法人にとっても重要で、緊急

の課題となっている。利用者への直接的なサービス提供業務を優先的に行われなければならず、

限られた時間の中で事務作業も並行して行うことは従業員にとって大きな負担となっており、短

時間で処理することでミスも発生しやすい状況にある。

保険請求事務でのミスは事業者にとって、入金時期の遅れや事業所の信用にかかわる重要な問

題であり、防がなければならない。入力業務の一元化が可能になれば、入力専門員による遠隔地

の法人の入力業務も可能になり、効率的な作業ができる。また慌ただしい作業でミスを見落とす

リスクも低減する。仮想コンピューターによる入力作業を見た、各法人責任者も利用価値が高い

と判断しており、入力データの流れをどのようにするかを検討し、個人情報管理を厳密に行いな

がら、利用法人を増やしていく予定である。

今回、各法人の弱みであった、情報発信についてもＨＰ、ＳＮＳ等の制作・管理スキルや会報

づくり等の研修に時間を割くことができ、これまで以上のレベルでの情報発信が可能になった。

令和4年度は、法人連携によってＥコマースにも取り組んでいく予定であり、今回育成した人材

のさらなるスキル向上を図っていく。

事務集約化・共同化をきっかけに法人経営全般の情報共有を進め、経営者の高齢化、なり手不

足に対応できる代替え機能も持てるようなNPO連携システムづくりを進めていきたいと考えて

いる。
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今回の研修には、私の日常には無かった 「HP作成」や「福祉制度」、「地域の価値の創

出」など、新鮮な知見と緊張感・達成感がありました。

なかでも「福祉事務研修」は、オンラインでの利点を多く感じました。講義内容が録画で復

習できたので、家事の合間時間を有効活用し、聞き慣れない単語の再確認や実務作業の理解

を深めることに役立ちました。それに加え、素晴らしい講師陣と他研修生との出会いがあり、

私のようなIT初心者にとってもわかりやすい指導と、問題解決の具体的な気づきの情報共有

ができました。

また、地域の問題など社会の動きにも目が向くようになりました。毎日の晩御飯のことばか

り気にしていた私の世界が広がったと実感し、様々な可能性にも気づきのあった研修でした。

今回、事務訓練生として参加しようと決めたのは、「HP制作」や「動画編集」などこれ

から需要が大きくなるデジタル活用分野においての知識や技術が身に着けられそうだと思っ

たからでした。

HP制作や動画編集、福祉事務の講師の方々は、みなさん親切で大変わかりやすかったです。

また、リモートでの仕事は子どもがいても働きやすく、勤務時間も3～４時間ほどだったの

で、子育てや家事も無理なくこなすことができました。

研修を受け、HP制作や動画編集のソフトを使い実践していく中で、技術面・精神面それぞ

れに学びがありました。技術面では、HP制作や動画編集だけでなく、SNSの効果的な使用

方法、福祉事務などについて身に着けることができました。今後も継続的に知識や技術に磨

きをかけていきたいです。精神面では仕事をすることへのハードルが下がり、「私でもちゃ

んと働けるぞ！」という気持ちになりました。これからは講師をしてくださった方々のよう

に活躍していけたらと思っています。

子どもの入園後はどこかで働きたい、働くなら何かしらの形で地域貢献が出来る場所で、

と思っていたので、とても有難いタイミングでのお声かけで事務訓練生へ参加させたいただ

きました。

過去に福祉の現場で働いていた事はありましたがその時に見えていた事は全体の一面で、現

場がより良い活動をしていくには、色々な事柄で支えられている事を知りました。

福祉も社会の一部であるので、本人の周り(家族や関連団体)へ理解も大切だが、SNSやター

ネットを利用して社会へ自らを発信していく事が大切だと思います。福祉制度やIT利用につ

いて学び、実際にHPの開設・運営もできるようになりました。

精神的には、小さな子どもがいる中での在宅ワークは難しい事も多くありましたが、社会の

一部として働ける喜びも大きく、訓練生として活動出来たこととても有難く思っています。

在宅勤務でしたが、昼寝をしなくなった2歳児と夜21時就寝の7歳児との生活で時間に隙間

をつくる事は思ったよりも難しかったです。

北見まで距離があるため、リモート研修はとても助かりました。

参加者の感想
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12月 10日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 浜谷　修三 ３名 動画撮影編集研修

12月　6日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 浜谷　修三 ３名 動画撮影編集研修

 6月　5日 夕陽ヶ丘オレンジスタジオ 浜谷　修三 ３名
動画撮影編集研修、
撮影時期打ち合わせ

日時 場所 講師 参加者 内容

元NHKのカメラマンで、現在は撮影＆編集、

WEB動画・DVD制作を手掛けている

「hamapro」の浜谷修三さんに来ていただき、

動画撮影の基本や、動画編集について学びました。

1.動画撮影・編集研修

〈現状〉

参加している多くの法人が情報発信活動では、満足できる状況ではない。HP管理,SNS

活用面では日常業務に追われ、開設している法人も更新頻度が低く、管理ができず廃止し

てしまった法人もある。外部事業に委託しているところも団体の活動を取りまとめるのに

時間がかかり、有効に活用されていない。情報発信により法人の活動を紹介し、顧客を増

やすことの重要性は理解していても、ほとんど機能していない。

〈目的〉

①HP、SNSで使用する動画用の撮影・編集スキル習得による広報活動の内製化

各法人の活動状況の動画情報発信体制づくりのため、動画撮影・編集スキルを習得する

人材を育成し、各法人の発信用コンテンツ制作集約化により、スピーディーかつタイム

リーな情報発信を実現する。

②広報活動の連携で、より多くの人への情報拡散をはかり、法人活動の告知を図る。

単独での情報発信では発信力が弱いため、より広範囲の人に伝えるため、連携法人の中

で、各法人の情報を一元化し、各法人のＨＰ等と組み合わせて影響力を高める。

事業広報

活動スケジュール

●基本研修
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さまざまなシーンに合わせた撮影方法や、必要な撮影機材について学びました。

また、実際に体操教室の様子を一緒に撮影したり、インタビューを行いました。

●各法人の動画撮影およびインタビュー
（12月7日、8日、9日）

37



●動画編集

・NPO法人遠軽町手をつなぐ育成会かたつむりの会

「高齢者体操教室」

URL：https://youtu.be/baTyWjTI-V0

・株式会社夢ケア

「とらふぐ養殖」

URL：https://youtu.be/SLwFyutHFHs

・NPO法人福祉サポートきらきら本舗

「しそジュース」

URL：https://youtu.be/MCM2S7NRics

編集ソフトを使って動画編集作業を学びました。

各法人の紹介動画を制作しました。

・NPO法人マイスペース美幌

「美富薪炭の炭づくり」

URL：https://youtu.be/2_XWYcD3KAc

・NPO法人マイスペース美幌

「美富ベーカリー」

URL：https://youtu.be/QC5NO2cOuik

購入ソフト：EDIUS

制作動画
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2.HP/SNS作成

事業内容や進捗状況をホームページやSNSで発信しました。

●北見NPOサポートセンターホームページ
https://kitami-npo-support-center.com/

●北見NPOサポートセンターfacebook
https://www.facebook.com/kitaminposupportcenter
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ＮＰＯと行政等との協働推進は従来言われてきたが、ＮＰＯ間の連携、協働事業はこれ

まであまり進んできていなかった。本事業により、ＮＰＯ法人がネットワーク化をはかり、

新たな連携法人を設立し、協働事業及び事務作業の共同化に取り組む態勢ができた。8団

体規模でＮＰＯが連携、協働事業に取り組む事例は全国的にも少なく、北海道では初めて

のケースとなった。全道のＮＰＯ中間支援センター研修会でも、今後のＮＰＯの事業継続、

事業承継の新たな形として紹介した。今後ますます多様化する地域福祉ニーズに対応する

ためサービスの需要に合った組織が必要なことから、ＮＰＯ法人の経営基盤を強化し、連

携協働化により事業推進環境整備を図っていく上でのモデルになることができた。

今回の事業成果としては以下の点があげられる。

〇参加団体にとっての成果

１．ネットワーク化実現による情報共有の場の形成

検討会や研修会で定期的に集まることにより、各法人の活動状況の情報共有が進み、

連携や、事業協力するケース（イベント開催場所提供や告知協力）が増え、各法人に

とってのメリットとなっている。

２．農福連携事業協業化による事業拡大

商品開発、販路拡大に共同で取り組むことにより人員の質、量両面が充実し、単独で

はできなかった、やりにくかったことが可能になり、各法人の事業拡大、売り上げ向上

に寄与することができた。新たなステークホルダーも巻き込みながら、事業拡大の道筋

を得ることができた。

３．事務作業の効率化

事務共同化システムの導入により、国保連入力業務の負担低減が可能になり、従業員

の残業時間削減につなげることができた。今後は作業習熟度を高めることにより、デー

タから各法人の運営上の問題点の早期把握が期待でき、収益の改善につながる可能性が

高い。

〇地域・社会にとっての成果

１．地域資源を有効に活用し、地域活性化に寄与する法人が身近に存在する。

農福連携事業協業化のひとつとして、キッチンカーを共有し、運営することになった。

これに、地元高校が参加し、一緒に商品開発、販売することで、障がい者雇用推進やＳ

ＤＧｓへの理解を深める場を提供することになった。この動きに他校も関心を持ってお

り、今後の学校と地域との協働のひとつのスタイルとなることが期待できる。

２．地域課題を解決しながら、多様な人々の雇用の場を創出

多様な人々が、生きがいを感じながら、生計を維持する働き方が広がり、地域課題の

解決や多様な就労につながる地域共生社会を目指しており、そのような動きが地域で広

がること期待できる。

事業成果
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今後の展望

行政と住民、企業、

教育機関との協働による

SDGｓの実践で、

持続可能な地域づくりを

実現

食への貢献

環境への貢献

福祉への貢献

多様な人々が生きがいを感じながら

生計を維持する働き方が広がり、

地域課題の解決や多様な就労につながる

地域共生社会の実現

これまでの話し合いの中で、新法人の目指す姿として「多様な人々が、生きがいを感じ

ながら、生計を維持する働き方が広がり、地域課題の解決や多様な就労につながる地域共

生社会実現に寄与する」を考えている。

今後も、人口減少、高齢化に伴い、従来の共同体機能脆弱化は進み、福祉活動分野でも

ニーズが複雑化、多様化していくことが予想される。本事業により、福祉ＮＰＯのネット

ワーク化、農福連携事業の協働化、福祉事務作業の共同化の道筋が得られ、新法人も設立

された。今後は新法人が様々な行政、企業、団体、教育機関と協働で地域課題に対応でき

るよう、さらに人材育成・確保の共同実施や事務共同化を進め、また事業構想、企画、計

画をつながりの深い専門家チームと一緒に作り上げ、各法人が連携して地域課題を解決で

きる持続的システムを構築していく。

今後の事業展開を考えたとき、課題として2点考えている。

1点目は人材確保があげられる。本事業で運営に関わる人材育成を進め、基本的な事

務・ＩＴスキルを習得した、一定の人員は確保することができた。しかし、事業や作業の

共同化を進めると、現状の仕事レベル以上のスキルや知識が必要となり、またリーダー

シップやフォロアーシップの習得も重要になってくる。職場を学びの場として考え、その

環境を整備することで潜在力を顕在化させていく必要があり、さらなる人材の確保、能力

向上を図っていかねばならない。

2点目は地域外とのネットワークの充実があげられる。今後地元の人口減少が一層進む

ことから、地域内の経済に依存するだけではなく、地域外からの収益を確保していく必要

がある。各法人の持つネットワークを融合、発展させることで、新法人の経営理念に共感

するあらたなメンバーを加えたネットワーク形成が不可欠である。そのためにはＳＮＳ等

を活用した情報発信の量、質の充実、また各法人生産品の品質向上等が重要であり、その

対応を図っていかねばならない。

以上の課題を解決し、新たなメンバーも加え、活動範囲を広げつつ、地域にしっかりと

根ざし評価される存在を目指していく所存です。

多様な人々が生きがいを感じながら、生計を維持する働き方が広がる「新しい地域共生社

会」実現の先駆けとなるよう努力してまいります。
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住所： 北海道北見市北４条西３丁目３タニイビル

TEL： ０１５７-２２-２０５５

特定非営利活動法人

北見NPOサポートセンター


