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特定非営利活動法人 東備子どもNPOセンター

代表理事　金本明子

「さまざまな日常における困りごとを抱える地域の人たち、そしてその家族の支えになる事業がしたい」「地域にあたたかく・豊

かなつながりを築きたい」という思いが集まって、地域交流・支え合いサービス・多世代子育て支援を柱にスタートした「あな

たの力をまちに！備前支え合い事業」設立より１年半が過ぎました。

月に数件ほどのサポート提供からスタートしましたが、今年度のサポート提供は延べ800件、1000時間を超えました。相談件

数も増え、「頼る場所・人ができた」、「安心して暮らせるようになった」という声が寄せられ、様 な々人たちの心の支えになるこ

とができてきていることを実感しています。また、円卓会議をはじめ、交流会や学びのひろばなどの様々なイベント・企画も、

様 な々方たちの協力で順調におこなうことができる事業になっています。

行政や様々な分野で活動されている団体とのネットワーク作りも、課題解決のための効果的な手段であると考え、今年は重

点的に取り組んできました。

人と人との繋がりが希薄化している現代。子育てから介護まで、地域全体でつながり合い、支え合う社会のしくみ作りが求め

られています。人と人のつながりの中で安心して楽しく暮らせるまち、そしてみんなが毎日を自分らしく生き生きと暮らせるまち

を、自分たちで、みんなでつくることが必要です。

今年度も独立行政法人福祉医療機構（WAM）の助成をいただいたことにより、市内のみならず、県内の子どもから高齢者

までの多様な分野で活動されている様 な々団体とのネットワークで多くの事業を実施することができました。

連携団体をはじめ、本当に多方面より多くのご支援・ご協力をいただきました。本当にありがとうございました。

ここに事業をまとめ、報告させていただきます。

2016年度

備前支え合い事業報告書

1



あなたの力をまちに！　備前支え合い事業 2 0 1 6 報告書

L EAFとは？

子どもがいきいきのびのび育つ環境を　まちに豊かなつながりを
みんなが幸せにくらせるまちを　みんなとつくる

LEAFの母体

特定非営利活動法人 東備子どもNPOセンター

LEAFと特定非営利活動法人
東備子どもNPOセンターの本部事務所「海望亭」
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有償ボランティアによる支え合いの仕組み
■地域の様々な力やスキルと日常生活における「困り事」をつなぐ会員制のシステムです。

❶会員登録
できること、して欲しいことを登録します。

❷利用希望
困ったことができたら、事業本部に連絡します。

❸マッチング
コーディネーターが、登録情報に基づいて協力できる会員を探し、協力を依頼します。

❹活動
利用者・協力者の同意が成立したら、活動がおこなわれます。
初顔合わせにはコーディネーターが必ず同席します。

めざすもの
みんなが自分らしく生き生きと暮らせるまち
子育てに様々な人がかかわり、みんなで子どもの育ちを支えるまち
たて・よこ・ななめに、豊かなつながりのあるまち

■支え合い活動（有償ボランティア）・相談対応
会員同士の支え合いによって柔軟なサービス提供をおこない、日常生
活の様々な問題解決に取り組みます。また、子どもや子育て中・後の
人、高齢者の社会参画を多角的に進めます。

■イベント企画・開催
交流会、学びのひろば、円卓会議、講演会など、世代をこえて集い、楽し
んだり、意見を交わしたりできる場をつくります。

■ネットワーク構築
地域でのサービス提供主体や企業間の情報共有・連携・協働体制をつ
くり、相談対応・情報提供をおこないます。また、地域のニーズを把握
し、サービスにスムーズに結び付けられるようにします。
子育て・介護など、困った時に「助け」を求められる、悩みを相談できる
つながりをつくり、地域のセーフティーネットを総合的に構築します。

取り組み内容

地域交流・生活支援・多世代子育て支援を柱に、さまざまな世代がつながり合い、
輝き合えるまちをつくることを目指す事業です。
子どもからお年寄りまで、地域の多様な力を引き出し、世代をこえたつながりを築いて、
みんなが安心して楽しく、幸せにくらせるまちづくりの輪を広げます。

LEAFチケット
活動の謝礼のやり取りは基本的に事業本部発行のLEAFチケットでおこないます。
●入会金：1,000円（利用のみ2,000円）　●年会費：3,000円　●賛助会員：3,000円
●LEAFチケット　1点＝100円（1綴8000円＝80点）、換金可能

預託
受け取ったLEAFチケットは、将来自分や家族がLEAFサービスを
利用するときの為に貯めておくことができます。

●基本料金 ●外出サポートなど

外出時に要した実費は利用者の負担となります。
加算が発生する場合があります。その際は本部が前もって計算し、お知らせします。

1991年「子どもたちに夢を！たくましく豊かな創造性を！」を活動のコンセプトに東備子ども劇場としてスタートしました。2002年に特定非

営利活動法人格を取得。子どもの文化・芸術に関する活動、子どもの諸活動に関する支援、子育てを応援する活動「ファミリーサポートセン

ター事業」など、県内のあらゆる団体や行政ともネットワークを構築し、活動を続けています。また2010年、地域支援事業として、世代を越

えた地域の集いの場「ゆうゆう舎」の運営を開始。週２回地産地消の食堂をひらき、月２回サロンを開催しています。

事業内容
かんどう
たいけん
ふれあい
ささえあい

舞台芸術鑑賞（演劇･音楽など）企画、ワークショップ

子どもまつり･自然体験（キャンプ）･子どもエコクラブ

ゆうゆう舎（ランチ、健康・料理教室）

ファミリーサポート事業、地域支え合い事業LEAF
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第1部 活動発表
１．NPO法人「備前プレーパークの会」 北口ひろみさん
伸び伸びとした子育て環境、繋がり合える場の提供を目的とした子どもの冒険遊び場作りの設立からの様子

２．古民家型デイサービス「ほほ笑み」 橋本雅之さん
少人数を生かしたきめ細やかな支援や、工夫を凝らした脳トレ・充実した行事などの様子

３．東備子どもNPOセンター 金本明子・岡崎美貴
子どものための舞台芸術鑑賞企画からはじめた多様な事業内容の紹介と、
「支え合い活動」に参加した人たちの声や様子をまとめたスライド上映

４．認定NPO法人・ハーモニーネット未来（子ども劇場笠岡センター）（笠岡市）宇野均恵さん・谷敬子さん
「すべての人に居場所と出番がある」と、子どもから高齢者まで地域の繋がりを目指した多岐にわたる活動の広がりと
支え合い活動を先駆的に実施してきた経緯

第2部 トークセッション
一部の活動発表から、自分たちの地域の様子に目を向け、「あったらいいな。できたらいいな」のアイデアを出し合う

第1回備前円卓会議
2016年9月24日（土）　備前市民センター　参加人数55人

あったらいいな・できたらいいな

第1回円卓会議報告、支え合い事業の実施状況報告
事例紹介・アドバイス　
アドバイザー：阿部典子（NPO法人みんなの集落研究所 首席研究員）

グループ別トークセッション
グループに割り振ったテーマで10年後どんな備前にしたいか、その実現のためにどうしたいか・何が必要か話し合いました

グループの意見

１．新しい働き方
● みんなに役割のあるまちにする。→地域内の役割・交流の場づくりをする
● 移動販売などを充実させ、地産地消を促進するだけでなく、地元農家・高齢者の仕事を充実させる
● 特産品を増やし、地域がもうけられるように
● 大学（一つの学部でも）を誘致し、長いスパンで若者を呼び込み、定着させる

２．豊かな時間・子どもの育ち
● 子どもの感性を磨く文化や伝統の体験の場を増やしたい。「ほんもの」に触れる機会を増やしたい
● 地域のタテのつながり、信頼を深めて、「顔が見える地域」「いろいろな人と関われる地域」を実現する
● 交通が充実し、子供や高齢者も安心していろいろなところに出かけられ、ふれあえるようにしたい
● 今ある施設を活用した、つどい・ふれあいの場づくりをする

３．未来の家族
● 1人1人がオープンハートで、枠組みを越えて集える人・場が家族。地域が一つの家族のようなものに

● 旅行や祭りなどの共通体験の充実

テーマ
１．新しい働き方
みんなが活躍する社会、ワークライフバランス、地域の担い手

２．豊かな時間・子どもの育ち
地域で育てる子ども、文化・芸術、教育・学び

３．未来の家族
家族って？　大きな家族（地域で家族）

第2回備前円卓会議
2017年2月25日（土）　備前市民センター　参加人数45人

どんな未来にしたい？ 10年後の備前

備前円卓会議

子どもから高齢者までもっと楽しく過ごせる備前をつくるため、アイデアを出し合い、
仲間をつくって「あったらいいな、できたらいいな」を実現していこうと、今年度2回実施しました。
16才から70代までの幅広い参加があり、新しい交流・つながりが生まれ、新しく活動を始めた人もいます。

54

参加者の声
● 地域の団体の熱心な活動を知ることができ、心強かった
● 他地域の人と意見交換出来てよかった。「何とかしたい」、「できることをしたい」を共有し合う場であったことがよかった
● 備前が好きになった。備前が変わるような気がした
● 自分の地域の活動に生かしたい。地域の居場所づくりがしたい
● いろんな方と知り合いになれ、よかった。つながりっていいなと思える時間だった
● いろんな意見が聞けてよかった。地域の繋がりが大切だと思った
● 「一人ひとりの居場所と出番、そして支事」が心に残った
● 充実したトークが出来て、本当に備前が変わるような気がした



備前円卓会議実行委員会
実行委員会４回、フォローアップ1回

実行委員会構成：地域おこし協力隊1名、ネットワーク所属団体より4名、当団体より3名

備前円卓会議
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支え合い活動

１回の活動時間が長くなり、内容も多様になっています。 
市外からの協力者加入、県外の家族からの問い合わせも増え、先駆的な事業と認知されつつあります。 
今年度からは相談対応もはじめ、スタッフが子育てから介護まで幅広い相談対応・情報提供をしています。
子育て家庭や学校などからの相談件数も増えていますが、深刻な悩みを抱えている家庭も多く、 
子育て支援センターや子ども課との連携もすすめる必要があります。

●活動件数
●活動時間
●サービス利用・参加者
●主な活動内容
●相談対応

延べ800件　

1,200時間

延べ1,700名

家事サポート（料理・掃除・洗濯）、外出サポート、学習支援、庭の手入れ、草刈り、修理など

延べ800件

98

あなたの力をまちに！　備前支え合い事業 2 0 1 6 報告書



交流会・学びのひろば・講習会

パワーアップ講習会
今年度から、違う世代のサポートをするコツを学んだり、本部スタッフに疑問や不安を相談したりする機会を設けました。
●外出編　2016年8月23日　ゆうゆう舎
外出のときのサポートのコツや注意点、車椅子の操作など
●外出・プライバシー編　2017年3月11日　ゆうゆう舎

交流会
年に数回、多世代が集い、楽しめる交流会を開催しています。
今年度は、ゆうゆう舎での会だけでなく、秋にピクニックを開催し、
子どもからお年寄りまで地域の様 な々人たちと世代をこえて野外で様 な々体験を楽しみました。
●パンケーキパーティー　2016年7月3日　ゆうゆう舎
●みんなで秋のピクニック　2016年11月13日　伊部つながりの森
●おやつの会　2017年3月11日　ゆうゆう舎

学びのひろば
違う世代の人から学べる事ってたくさんある、社会人になっても、年をとってもいろんなことを学んでみたい、という声から、
今年度から学びのひろばをスタートさせました。高齢者から若者へ、若者から高齢者へ、など多世代が学び合う場を設けたり、
市民講師によるプチ講座などをおこなったりしています。持ち込み企画も募集中です。
●感染症編　2016年11月26日　LEAF事務所
内容： 感染症を予防するコツや、罹ってしまったときの対処など、冬を楽しく元気に過ごすコツ 　講師： 看護師

●簡単フィットネス編　2017年1月21日　LEAF事務所
内容： 家でもできる簡単フィットネス　インストラクター： ヨガ・インストラクター

●ボディートーク編　2017年3月18日　LEAF事務所
内容： ボディートーク入門　インストラクター： 保健師
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あなたにとって、LEAFって？

備前市

社会福祉法人 備前市社会福祉協議会

備前商工会議所

備前市自治会連絡協議会

認定特定非営利活動法人 ハーモニーネット未来

特定非営利活動法人 ふれあいサポートちゃてぃず

特定非営利活動法人 備前プレーパークの会

特定非営利活動法人 みんなの集落研究所

特定非営利活動法人 移動ネットおかやま

びぜん女たちの会

●連携団体

あとがき

事業を立ち上げてから1年半、たくさんの出会いと学びの毎日です。

「自分ひとりではできないことができるようになった。」、「助かるし、生活が楽しくなった。」

「協力しているうちに本当に利用者さんの顔が変わってくる。自分の力で笑顔になってくれる。」

「『本当にありがとう』って直接言ってもらえる」そんな会員の皆さん一人ひとりの喜びの声が励みになっています。

本事業を実施するにあたり、たくさんの人たちに協力していただきました。心よりお礼を申し上げます。

これからもっとLEAFを知ってもらい、会員を増やして、支え合いの輪を広げたい。

そのために今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

LEAF事業本部 コーディネーター

岡崎美貴
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