
課題・ニーズに応じた個別支援
調査とヒアリングにもとづいて、現役の企業
人等が専門的なサポートを無償で行います。

組織内部活性化・新たな発見
外部の視点を取り入れる事での、組織内
部の活性化や新たな発見につながります。

具体的なツール
組織運営上での課題解決につながる、
具体的なツールや成果物が得られます。

企業人や専門家による

ボランティア活動 ＝ と協働しませんか?

約 2~3カ月をかけて、団体の運営基盤強化に
つながる成果物を提供します。

2020年 10月 16日 （金）～12月上旬頃実施予定
※「ママボノ」もあり。詳しくは説明会にて。

準備期間 1カ月と本番 1日で、団体の現状に
沿った具体的な成果物を完成させます。

2020年10月24日（土）～11月21日 （土）実施予定
※ 1 1 月 2 1 日当日に参加できることが応募条件となります

ここがオススメ！

※ 本事業は「令和 2 年度多様な主体の地域貢献活動による地域包括
ケアの推進事業」として、東京都の委託を受けて実施しています。

「東京ホームタウンプロジェクト」事務局
認定 NPO法人 サービスグラント（担当 : 柴岡・上原）
TEL: 03-6419-4021/050-3368-4218（平日10:00～17：00）
E-mail：tokyo@servicegrant.or.jp

インターネットを
活用して

情報発信したい

業務を効率化
したい

活動資金を
集めたい

企業等と
連携する方法
を知りたい

活動の担い手や
仲間が欲しい

オンラインツールの
活用など、課題解決の

知恵が欲しい！

と考える

地域団体
・ＮＰＯ※

のみなさまへ

\活
動を広げたい! /

※高齢者支援を行う団体、または担い手が
　高齢者の地域福祉の活動団体が対象。

満足度 100%
※「大変よかった」「よかった」とした回答計

ホームタウンプロボノプロボノ1 DAYチャレンジ 短期 中期

支援先団体

支援実績 115 団体
※2015~2019年度延べ数

（37区市）

東京ホームタウンプロジェクトは

団体のお悩みに応じた

を提供します

本プロジェクトへの

応募方法、詳しい支援メニュー
は裏面をご覧ください

第 1期 第 2期

8 14 まで

（金）8 28 まで

（金）

応募
受付中

※その他、各種支援プログラムをご用意しています。



こんな支援メニューがあります！
プロボノチーム（ボランティア）が一緒に取り組みます。
支援は無償です。（ただし実費経費負担が発生する場合があります）

課題とやるべきことが

整理され、翌年にはＮＰＯ
法人化を実現しました！

地域での活動内容が

伝わりやすくなり、新たな

連携が生まれました！

広報や情報発信を効率的に行いたいと考えている団体を対象
に、具体的な成果物を提供します。

情報発信・支援者開拓

東京ホームタウンプロジェクトホームページより、
公募要領をご確認のうえ、応募申込書をダウンロードしてください。

応募申込書に必要事項を記入して、事務局宛にメールにてご応募ください。 

なお、ご応募には、各地の区市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会の
いずれかの推薦が必要になりますので、応募の際は、お近くのいずれかの機関へ
ご相談をお願いします。右記窓口でもお問い合わせを受け付けています。

「東京ホームタウンプロジェクト」ホームページ

8月 6日（木）13:30～15:30三鷹産業プラザ
8月 18日（火）13:30～15:30 ちよだプラットフォームスクウェア
※オンラインでも同時開催を予定。詳細はホームページでご確認下さい

https://hometown.metro.tokyo.jp/

小金井市けやき通り商店会（小金井市）

住宅エリアの小規模な商店会。地域包括支援センターや近隣の福祉事業所
とともに、ゆるやかなネットワーク「みんなの安心・ささえ愛ネット」を結成。

地域と共生する商店会の輪を広げるこ
とを目指し、プロボノチームで商業者
向けパンフレットを作成。 「ささえ愛
ネット」の取組みと熱い思いが伝わる
マンガ入りのチラシが完成しました。

活動を安定的に継続するのに必要な
具体的なアクションを1 日で整理。
その際に団体としての信頼を高める
ためのNPO法人化をプロボノチーム
からも提案しました。

実際の成果物

課題整理の様子

NPO法人 街のお助け隊コンセルジュ（品川区）

品川区の中延で、高齢者のちょっとした困り事を元気な高齢者が解決
する「有償ボランティアシステム」を運営。

 これまでの支援事例紹介

・ウェブサイト（ ジンドゥー・Wix ）
・Facebook・SNS活用
・オンラインツール活用
・クラウドファンディング企画

・印刷物（ パンフレット ） 
・チラシ /ポスター
・営業資料 等

日々忙しすぎて、本来やるべきことに手が回らない。組織
運営上の課題を解決して、そんな状況を解消しませんか。

現在の取り組みへの評価や改善点を把握したい、中長期的な
計画を構築したいなど、今後の活動展開を見直したい団体に。

組織運営・会計経理

・運営マニュアル
・寄付者・寄付金管理
・法務改善 等

・クラウドツール活用
・会計・経理改善

・課題整理ワークショップ
・マーケティング基礎調査
・スペース活用ワークショップ 等

・事業評価
・アンケート活用

事業戦略・評価

2020年度 応募受付締め切り 第 1期    8月 14 日（金）まで

問い合わせ先

公募要領 応募申込書説明会情報

東京ホームタウン 検索

はこちらから

応募方法

1

2

【アドバイザー】

東京都社会福祉協議会
地域福祉部地域福祉担当

 03 -3268 -7186
chiiki_07@tcsw.tvac.or.jp

【事務局】

認定NPO法人サービスグラント
03- 6419- 4021
（050-3368-4218）

tokyo@servicegrant.or.jp

�������������～���������������～�

"
　　　　　　　　　　 

�������������������

��������������������

�����������������������

データで見る小金井市の現在 
い　 ま 

支援や介護を必要とするシニア層がどんどん増え続けていく東京 
いま各エリアでは、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、 
住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。 
これまでにない大きな変化を迎える東京で、いま私たちがすべきことは何でしょうか？　 
高齢者にフレンドリーな街、誰もが安心・安全に暮らせる温かな街づくりの中で育まれる「人と人のつながり」は、 
地域密着型ビジネスの商機へと確実につながっています。　 
この街で100年続く店づくりのために、いまできることを一緒に考えてみませんか？ 　 

団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）になる2025年に向けて、 
東京は急速な高齢化を迎えます 

僕の店のお客さん、 
すこ～しずつ増えてき
てるんです！ 

人の手を借りなくても"
おおむね自力で外出できる人" 

小金井市の商業者のみなさん 
あなたのお店   
あなたの街は 

みんなの安心・ささえ愛ネット 
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!!! 

次のページのマンガへGO!! 
１つでも当てはまるあなたは　 

このリーフレットは、育休中や離職中の女性たちのスキルを
活かしたボランティア 「ママボノ」 が作成しました。"
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どうしたら店に人が 
来てくれるのか？ 

地域との関わりが、ひとつ
の解決方法になるのでは？ 

お店は地域の人々の居場所。 
商店街が果たせる役割は 

大きいと思います！ 

商売は〝３方良し‘’ 
（売り手・買い手・世の中） 

で成立するもの！ 

「どのお店にしようかな?」 
と思ったときに 

来てもらえる関係づくりが大切！ 
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業種の垣根をこえて 
  こんな動きがはじまっています！ 

商業×福祉のコラボから生まれる 
元気あふれる店づくり、街づくり 

　 

ぜひ定例ミーティングにあそびに来てください！ 
みんなでお店と街の元気を考えましょう！ 

小金井市けやき通り商店会では 

を発足しました 

　　 ＼市長も参加
／ 

…あなたの街でも はじめませんか？ 

　みんなの安心・ささえ愛ネット"
　 ＼公式#$%&'(()で発信中／ 

生活者主体の福祉を目指そう！ 
 Local First！  
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　"
　 ＼商店会や地域団体とも連携中／ 

福祉 

お店 

お店 

医療 

お店 

□お店の売り上げがあがらない 
□新しいお客さんが増えない 
□商売仲間がいなくて孤独 
□通りに活気がない 
□街の人との関係が希薄 

Check！ 

Facebook ホームページ

短期
プロジェクト

中期
プロジェクト

第 2期    8月28 日（金）まで

まずは
説明会へ！


