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１． 平成 24 年度の活動基本方針 

NPO 法人シニアネット光は、平成 16 年 6 月に NPO 法人として登記し、ICT（Information and 

Communication Technology：情報通信技術）を活用して地域社会の発展に寄与することを目指し、まち

の助っ人隊として、活動しています。 

ICT はインターネットの普及により、いつでも、どこでも、だれでも情報を受け取り、発信できる道具として

活用されています。NPO 法人シニアネット光は、ICT を市民に利活用していただくことへの支援、及び

ICTを活用してまちの活性化に貢献することを目的に活動しています。 

２． 平成 24 年度の取り組み事業 

平成 24年 4月に NPO法が改正され、3分野追加となり、20分野となりました。NPO法人シニアネット

光では改正点を織り込んで、定款の変更を行いました。今回、観光振興及び農漁村振興分野を活動分

野として追加しました。 

また、事業項目を下記に変更しました。 

(1) 情報化の進展に関する事業 

(2) まちの活性化に関連する事業 

(3) 市民活動活性化に関する事業 

(4) 非営利団体の育成及び支援に関する事業 

(5) その他、目的達成のために必要な事業 

今年度の事業報告は、変更後の事業項目に基づいて作成しました。 

また、会計報告書を今回の NPO法で改正された活動計算書に基づいて作成しました。 

(1) 情報化の進展に関する事業 

NPO 法人シニアネット光は、市民及び市民団体の方々に、ICT を道具として、仲間づくりや活動

の活性化に使っていただくため、ICT 講座や相談、及び活用していただくための場所と参加の機会

を提供しております。 

① 交流ひろばの市民開放 

NPO法人シニアネット光が開設している交流ひろばを、

市民及び市民団体の方に公開し、市民の ICT 利活用の

場を提供しております。平成 24年度で計 700人日の参加

がありました。パソコン、プリンタ、プロジェクタ等の機材を

整備し、インターネットが活用できる接続環境を整備して

おります。 

初心者の方に気楽に来ていただけるように、「はじめて

でも安心！いくら聞いても安心！」をモットーに、和やかな

雰囲気で、シニア情報生活アドバイザーの資格を持った

会員が対応しております。 

平成 24 年度から携帯端末（iPad）を整備し、指先で簡

単に操作できる ICT の活用を市民に体験していただく場

を提供しております。今や 60歳代のネット利用者は 65%に

なっています。しかし、活用には不安、不満、不便を感じ

られる方が多いようです。交流ひろばは、ICT の活用に安
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心して相談できる交流の場として、市民に利用されております。 

② 市民向け ICT利活用支援事業 

市民の方を対象に、市民団体及び市民で構成した光市情報学習推進協議会のメンバーとして、

光市文化・生涯学習課と協働して、ICT活用講座及びパソコン相談窓口を実施しました。 

この活動は、平成 17 年度から実施し、協議会メンバーが事業の企画から広報まで自主的に取り

組んでいます。 

パソコン講座を年間 21講座、パソコン窓口相談を第 1・3水曜日に光市地域づくり支援センター

で実施しました。受講者と対応者を含めて 250 人日以上の参加があり、市民同士の交流の場とし

て、教え教えられる輪が広がっています。また、市民の協働事業への理解も広がっています。 

③ シニア情報生活アドバイザー養成と資格更新 

シニアの初心者に ICT を活用していただくためには、

安心して相談に対応できるサポーターが必要です。 

NPO 法人シニアネット光は、シニアネットやまぐちの構

成メンバーとして、シニア情報生活アドバイザー養成講座

を開催し、平成 24年度に、新たに 3名の資格者を養成す

ることができました。現在、県内で 58 名の資格者を養成し

ました。 

シニア情報生活アドバイザーは主として 50 歳以上のシ

ニアの初心者を対象に ICT を生活や仲間づくりに便利に

活用していただくために、財団法人ニューメディア開発協

会が資格を認定するもので、NPO 法人シニアネット光は

資格養成講座の実施団体として認定されています。 

また、シニア情報生活アドバイザーのレベルアップを図

るため、3 年毎に資格の更新が行われ、その更新講座を

開催しております。平成 24 年度も県内資格者を対象に更新講座を実施しました。 

今後ますますシニア情報生活アドバイザーの活動は期待されており、資格者養成に努めたいと思

います。また、更新講座を通して県内資格者の交流を活性化したいと思います。 

(2) まちの活性化に関連する事業 

NPO法人シニアネット光では、ICTを活用してまちの活性化に取り組んでおります。 

まちの活性化には行政、市民団体、企業等多様な団体との連携が重要であり、NPO法人シニアネッ

ト光では連携・協働へ積極的に取り組んでおります。 

① iPad の活用普及事業 

平成 24 年度社会福祉振興助成事業として、独立行政

法人福祉医療機構から助成事業の認可を得て県内の団

体と連携し、携帯端末の活用による生きがいサポーター

養成事業に取り組みました。今回認可された「ICT 活用に

よる生きがいサポーター養成事業」は、高齢者にも簡単に

操作できる携帯型の情報機器である、アップル社製の

iPad を活用して、人と地域のつながりをサポートする指導者を養成する事業です。 
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少子高齢化の進展、家族意識の変化等に伴い、核家族化や高齢世帯の増加等が進み、地域

や社会とのつながりが希薄化しています。地域で助け合い、支え合うという仕組みが失われつつ

ある社会を、人と地域の絆をつくり直し、支え合いと活気に満ちた地域社会の再生を目指した活

動をサポートするために、ICTを活用したいと思います。 

県内の４団体が連携して、光市、周南市、防府市、宇部

市で、iPad を活用した高齢者生きがいサポーターの養成講

座を開催し、47 名のサポーターを養成しました。 

講座の開催と併せて受講者を対象に、アンケートや意見

交換会でサポーターづくりへのニーズ調査を行いました。 

本事業への取り組みの詳細については、実施報告書を

平成 25年 3 月末で作成し、会のホームページで公開したいと思います。 

② ICTを活用したまちづくり支援活動 

データベースを活用して子どもの読書支援を行っている、やまびこ文庫の 7000 冊の蔵書管理

の合理化に取り組んでいます。平成 24 年度の活動としてパソコンの更新を行いました。 

また、障害を持った子供たちのレスパイトサービスを行っている、NPO 法人虹のかけ橋の利用

請求処理の合理化に取り組みました。今後もデータベースを活用した業務の合理化に取り組んで

いきたいと思います。 

③ 子ども向け ICT利活用 

コミュニティスクールの取り組みで、地域と学校の連携が進められています。NPO 法人シニアネ

ット光では、周防小学校の児童を対象に、放課後子ども教室を開催しました。年賀状づくりをテー

マに、参加した子どもたちが、年賀状づくりの目的を理解し、それぞれの思いを表現してくれまし

た。また、インターネットの活用における注意事項などについても指導を行いました。 

今後も ICTの正しい使い方について、支援していきたいと思います。 

④ 福祉団体向け ICT活用 

携帯端末の普及で、高齢者にも使いやすい道具として、交流や仲間づくりに活用がはじまりま

した。NPO 法人シニアネット光では、福祉団体向けに ICT を活用していただきたいと思い、パソコ

ンの寄贈支援や各種相談に対応しております。 

ポスターの作成、実施報告書の支援、プレゼンテーション支援等を行っております。 

光市健康増進課からの要望で、脳力アップセミナーの補講講座として、iPad 体験講座を開催しま

した。今後も市民向けに生きがい講座として iPad 体験講座を開催したいと思います。 

(3) 市民活動活性化に関する事業 

NPO 法人シニアネット光は、市民活動の活性化のための支援を、ICT の活用の視点で支援して

います。市民活動団体にとって、情報発信は市民、行政、企業、団体等の方々への理解と協力を得

るために重要になってきております。安価でタイミング良い情

報発信のために、ICT を有効に活用していただけるように支援

していきたいと思います。 

① ICT活用啓発講座 

市民活動を活性化していただくため、市民団体向けの

ICT 啓発講座を開催しています。平成 24 年度事業として、

携帯端末の活用事例紹介として、株式会社いろどりの事例
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を紹介していただく講演会を開催しました。 

また、情報発信に利用してもらうため、市民団体を対象にした iPad 活用セミナーをひかり市民活

動協議会と連携して実施しました。 

② 市民活動活性化企画講座 

NPO法人シニアネット光では、平成 20年度から市民活動活性化に向けて、企画講座の開催に

取り組んでおります。平成 24年度においては、団体の情報発信活性化のためのチラシづくりの講

座を開催しました。 

今後も市民団体活性化のための講座を開催したいと思います。 

③ 動画の活用 

動画が情報発信に活用されてきています。NPO 法

人シニアネット光では、団体活動のビデオ撮影や

Ustream を活用した情報発信に取り組んでいます。

「NPO 法人たね蒔く人たち」のミュージカルや、新し

い公共事業のアドバイザー派遣事業のセミナーの様

子等をビデオ撮影し、DVD を作成しました。 

今後も動画を活用した市民団体活動の情報発信を支援していきたいと思います。 

④ ICT活用による市民活動活性化支援事業 

NPO法人シニアネット光では、平成 22年から 3年間公益法人きらめき財団のジャンプアップ助

成金事業として、ICT活用による市民活動活性化支援事業に取り組んできました。 

平成 24 年度は最終年度として、市民活動ポータルサイトの内容充実、ブログ活用講座の開催、

動画活用による情報発信等に取り組みました。インターネットの普及及び携帯端末の普及などで、

安価にタイミングよく ICT を活用できるようになってきました。今後も ICT 活用による、市民活動活

性化の支援活動に取り組みたいと思います。 

⑤ 新しい公共企画講座 

平成 23年度と平成 24年度の 2年間の事業として、新しい公共事業が企画されました。光市で

は、中核的人材育成としてコーディネーター養成講座が企画されました。NPO 法人シニアネット

光は、ひかり市民活動支援ネットのメンバーとして企画に参加しました。 

市民が当事者として地域づくりに取り組むには、多様な団体の連携・協働が重要であり、そのた

めのコーディネーターの養成事業に今後も取り組んでいきたいと思います。 

(4) その他、目的達成のために必要な事業 

NPO 法人シニアネット光では、会の活動を広く情報提供するため、ホームページを活用してタイミ

ング良い情報発信に努めております。また、紙媒体での情報発信のため、会誌を年 4 回発行してお

ります。会のメンバーのレベルアップを図るため、毎週 1 回交流・勉強会を開催し、ICT 利活用のレ

ベルアップや地域の課題の調査活動にも取り組んでいます。

 


