平成 20 年（第 7 期）事業報告書
特定非営利活動法人 ノウハウ会

Ⅰ

事業期間

平成 20 年 1 月 1 日から平成 20 年 12 月 31 日まで

Ⅱ

事業の成果

今期は、前期にて会の継続的発展を目指し努力し確立してきた環境経営導入支援事業を更
に発展的に展開させ活動基盤の強化を図ること、及び他団体との交流、連携を深めてより
幅広い社会貢献活動の拡充を進める事をテーマにして、当会の活動ミッションであるシニ
アの方々に広く活躍の場を提供し、活力ある高齢者社会の実現を目指し活動してきました。
今年度の活動結果を総括しますと、下記結果が確認され、会員諸氏の努力により年頭の計
画はほぼ達成されたと思います。
１．会員相互交流に関しては、年一回の歴史史跡めぐり「春の散策会」を実施し、さらに
定期的交流会として運営会議、エコステージグループ討議・研究会、あつまろう会な
どを各月ごとに定期的に実施してきました。
２．広報活動に関しては、今年度 3 回のイベントへ参加の機会を通じて会活動事例の報告・
パンフレット配布・ポスター展示などを実施、更にホームページの定期的活動のアッ
プロード、会報 8 号の発行、などなどの積極的な展開を図り、ＮＰＯ法人ノウハウ会
活動の効果あるＰＲ活動に努めてきました。
３．環境保全活動に関しては、企業と従業員の家庭を含めての一体となった環境活動シス
テムを開拓し、その普及を図ってきました。
さらに環境システム導入支援に関しては、ムリ・ムダ・ムラの削減と法順守の徹底を
目途にその支援手法を研鑽し、多くの企業へ環境経営システム・エコステージ［Ⅰ］
の導入支援とその運用支援を実施してきました。
さらにエコステージ［Ⅰ］から［Ⅱ］へのステップアップ支援、エコステージ［Ⅱ］
を展開してのＩＳＯ14001 の認証取得支援などを実現させ、結果を出してきました。
４．他団体との積極的なネットワークの構築に関しては、既連携の 5 団体との緊密な連携
継続を取りながら、昨年度来大阪府下の産業支援型ＮＰＯ法人１０団体と大阪府とが
連携し、協働して活動を展開してきた「産業支援型ＮＰＯ連絡協議会」の活動にも積
極的に参加してきました。この活動も１年を経過し本格的な事業としての道付けが確
立されてきており、協議会への登録シニア人材も 400 名を越え、企業からの支援依頼
も 200 社越える案件があり、マッチング事業、社員教育事業などを事業の柱として多
忙をきわめる状況にあります。当ノウハウ会としても当会の活動理念と一致するこの
活動の中核を担って、活動に参加している情況にあります。
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Ⅲ

事業実施に関する報告

以下それぞれのグループ別に「特定非営利活動に係わる事業」の成果を報告します。
◆ 研鑽グループ（ノウハウ、スキルの活性化、伝承活動）
１．ノウハウ、スキルの活性化、伝承活動
（1）春の散策の旅
「西国街道史跡を訪ねて－ＰＡＲＴⅡ」を４月 10 日実施。14 名の参加を得て、満開の
桜のもと有効な楽しい一時を過ごしました。
（2）各種イベントへの参加
今年度は、大阪府産業支援シニア活動センターとの連携活動もあって、特に 10 月から
11 月にかけて各種のイベントへの参加要請があり、
2 件のイベントへ参加をしました。
さらに大阪市市民活動に「シニアの活動について」の講師として参加しました。
①シニアの方々へのＰＲを対象にした「高年齢者雇用促進フェア」10 月 21 日開催
②企業側へのＰＲを対象にした「スーパー現役活用フォーラム」11 月 21 日開催
③12 月 6 日開催の大阪市市民活動「大阪おこし・やりまひょカレッジ」への講師参加
（3）内部コミュニケーションサロン「あつまろう会」の実施
20 年３月から隔月毎に出席希望者による会合を開催しました。この会合で新事業活動
創出への話合いなどもなされて新規の会活動の道付けに大きな効果をもたらしました。
（4）会のＰＲ事業の展開
会報第８号を発行し、フォームページに関しては維持、管理を都度行なってきました。
（5）事業創出プロジェクト活動支援
人材開拓・事業支援委託企業の開拓などの活動を展開してきました。

◆ 環境保全グループ（ノウハウ、スキルの活用事業）
１．環境問題研究会の実施
環境保全グループのスキルアップを目指して１回／月の研究会を実施しました。
①地球温暖化現象問題－1 と環境家計簿：開催日２月１２日、３月１１日
②地球温暖化現象問題－2 とＣＯ2 削減評価－1：開催日４月８日
③酸性雨問題とＣＯ2 削減評価－2：開催日５月１３日
④オゾン層の破壊問題と省エネ対策－1：開催日６月１０日
⑤森林伐採問題と省エネ対策－2：開催日７月８日
⑥砂漠化現象問題とマテリアルフロー対策－1：開催日：８月５日
⑦野生生物の減少問題とマテリアルフロー対策－2：開催日９月９日
⑧環境ホルモン問題とＣＳＲ－1：開催日１０月１４日
⑨海洋汚染問題とＣＳＲ－2：開催日１１月１１日
⑩今年度の環境研究会議の総括：開催日１２月９日
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２．環境経営システム ＩＳＯ14001、環境経営エコステージシステム導入支援事業
①（株）日中製作所殿 エコステージⅡ 10 月定期評価完了
②（株）三星製作所殿 ＩＳＯ14001 3 月認証取得完了
③（株）ワコーパレット殿 エコステージⅠ 10 月更新評価完了
④（株）トヨシマ殿 エコステージⅠ 3 月定期評価完了
⑤京都カーゴ軽自動車運送協同組合エコステージⅠ更新評価 6 月完了
⑦ケーエス・サノヤス（株）殿エコステージⅠ 支援契約 12 月完了
⑧（株）カナエ殿 環境活動支援事業 12 月完了

◆ 経営・技術支援グループ（ノウハウ、スキルの活用事業）
経営・技術支援ならびに他団体との連携活動しての事業活動
①ＮＰＯ法人兵庫経営塾主催の経営講演会への参加
②ＡＴＡＣ技術コンサルティング集団との連携による人材マッチング事業の展開
③Ｃ・キッズネットワークとのコラボ活動の展開
④ＮＰＯ法人イー・ビーイングとの協働による市民活動への参画
⑤大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会事業展開への参画
⑦新規事業創出活動（雇用促進支援事業、住宅環境・防災評価事業、地域密着型事業
～泉大津市との連携事業）

Ⅳ

会議開催関連事項
１．平成 19 年通常総会
・開催日時・場所：平成 20 年 2 月 15 日 マルマスビル会議室
・議案：
（１）平成 18 年度事業報告および収支決算承認の件
（２）議事録署名人の選任

２．平成 20 年理事決裁事項案件
・契約関連事項に伴う理事決裁案件 4 件（主としてＥメールにての決裁）

３．平成 19 年開催運営会議
・第 1 回運営会議
開催日時・場所：2 月 14 日（木） マルマスビル 4 階会議室
審議事項：
（１）平成 20 年度事業計画と予算計画の件
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報告事項：
（１）エコステージ支援事業実施予定
（２）大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会の活動状況
・第 2 回運営会議
開催日時・場所：4 月 17 日（木） マルマスビル 4 階会議室
審議事項：
（１）
「西国街道ＰＡＲＴⅡ」春の散策会実施について
（２）平成２０年度大阪市公募「ＮＰＯ公募提案型委託事業」応募について
（３）
「きんき環境館パートナーシップ」への登録について
報告事項：
（１） 環境保全活動の総括
（２） エコステージ支援活動の現況
（３） シニア活動センター紹介の企業依頼への対応状況
（４） 200８年 3 月現在での収支状況
・第 3 回運営会議
開催日時・場所：6 月 26 日（木） マルマスビル 4 階会議室
審議事項：
（１）大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会具体的活動状況の報告と、事務局長ならびに
事務局業務の依頼の件
①マッチング事業関連総括
②協議会 19 年度の収支
③教育研修事業関連経緯
④今年度の活動見通しと協力体制の検討
（１）
“志”民ファンド助成への応募について
（２）連携団体Ｃ・キッズネットワークからの協力依頼について
報告事項：
（１） 助成金申請状況と経緯
（２） 2008 年度 5 月現在での収支状況
・第 4 回運営会議
開催日時・場所：8 月 21 日 マルマスビル 4 階会議室
審議事項：
（１）ノウハウ会第 8 号会報の発行について
（２）ノウハウ会泉大津支部の結成と発足について
報告事項：
（１）エコステージ支援事業の推進状況について
（２）大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会活動現況報告
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①マッチング事業企業依頼への対応状況
②ＯＢ人材登録依頼への対応状況
③事務局運営方針と内容の提案について
④平成 21 年度協議会事業対策提案について
（３）助成金申請状況とその後の経緯について
（４）エコステージ支援事業の経過報告
（２）産業支援型ＮＰＯ連絡協議会の活動状況
（３）2008 年度 7 月現在での収支状況
・第 5 回運営会議
開催日時・場所：10 月 17 日（金） マルマスビル 4 階会議室
報告事項：
（１）助成金申請とその後の状況
（２）ノウハウ会泉大津支部開催準備状況と当面の活動状況
（３）産業支援型ＮＰＯ連絡協議会の活動状況
（４）10 月～12 月にかけてのイベント開催予定
（５）エコステージの活動状況
（６）ＥＭＳ支援活動の発展的活動展開状況
（７）年金の改ざん問題について
（８）2008 年 9 月現在での収支状況
・第６回運営会議
開催日時・場所 12 月 15 日（月）マルマスビル 3 階会議室
審議事項：
（１）2009 年度の事業計画について
①環境事業の展開について
②大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会活動への協力について
③新たな事業創出の提案・展開について
（２）連携団体Ｃ・キッズネットワークとの連携強化について
（３）事業活動としての交通費支払いについて
報告事項：
（１）大阪市市民活動「大阪やりまひょカレッジ」講師依頼対応について
（２）産業支援型ＮＰＯ連絡協議会の活動状況
①事務局体制の変更について
②「スーパー現役フォーラム」の開催結果
③事務局の場所の移動について
④人材マッチング、社員教育支援事業の推進状況
⑤来年度の活動展開について
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（３）環境関連事業について
①今年度支援事業の結果
②新規契約案件と来年度の見通し
（４）2008 年 12 月までの収支見通し
（５）泉大津支部「パソコン教室」開校について
以上
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