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平成２６年度 事 業 報 告 書 

第 12 期 

自 平成２６年４月 １日 

至 平成２７年３月３１日 

 

金沢市鞍月２丁目３番地 鉄工会館３階 

特定非営利活動法人ケーネット知楽市 

 

Ⅰ．会員の状況 

  期初正会員数  ３４名 

  期末正会員数  ３４名 

  期中増減     ０名 

  期末準会員   １１名 

 

Ⅱ．トピックス 

１．善意の贈り物 

発達障害者支援等の活動に３つの善意の贈り物を頂きました。 

 

1.1 善意のフェアプレーゴルファー126 名からの贈り物 

障害者福祉への正しい理解を深める活動の推進を図る事と、スポーツの語源である“楽しむこと”

を認識し、ゴルフの原点である“フェアプレイ”の精神に立脚し、“ルール・マナー・エティケット”

に通暁するプレーヤーを育成することを目的に、平成 26 年 10 月 16 日に北陸３県のプロ・アマゴル

ファー126 名が参加し、寛仁親王記念杯第 16 回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント（富山県）が

開催されました。 

その純益金 100 万円が発達障害者等の福祉活動に活用されることを目的にケーネット知楽市にご

寄贈頂きました。 

贈呈式は 11 月 20 日に社会福祉法人つくしの会ジョブスタジオ・ノームにて、HWGT 実行委員長よ

りケーネット知楽市代表に目録が手渡されました。 

 

1.2 民間企業からの贈り物 

 平成 26 年 2 月に開催された石川県情報システム工業会総会でケーネット知楽市の発達障害者支援

等の活動を紹介する機会を頂きました。 

活動報告では、これまで 10 年余り続けてきたインターネットカフェや IT 交流サロンなどのパソコン

やインターネットを通した支援活動や PWC/PWM の運営等を報告し、民間企業からのご理解とご支

援をお願いしたところ、この活動にご賛同頂きご支援の申し出がありました。 

●パソコン等で広く使われるイメージスキャナー市場で世界的なシエアを誇る、㈱ＰＦＵ様より発

達障害者支援等の福祉活動に活用されることを目的に 30 万円のご寄贈を頂きました。 

●パソコン等の周辺機器市場でトップ３の一角を担う㈱アイ・オー・データ機器様より発達障害者

支援等の福祉活動に活用されることを目的に各種の周辺機器のご寄贈を頂きました。 

発達障害者支援法が施行されて 10 年が経過し、全国都道府県に発達障害者支援センターが設置され、

具体的な取り組みと持続的な発達障害者支援体制の整備が検討されていますが、政府や地方行政の財政

や人材等の課題も多く充分とは言えません。 

また、公共サービスを補完する「新しい公共」が期待されていますが、ＮＰＯ等の民間団体と支援セ

ンターが協働して支援を行なう等の社会システムの整備は充分とは言えないのが現状です。 
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発達障害者支援センター“パース”とケーネット知楽市が連携し協働する仕組みに、民間団体や企業が

活動を資金面でご支援頂くことにより、地域に密着した「新しい公共の担い手」のモデルとして期待さ

れます。 

 

２．NHK 放送大学の特別講義で事例紹介 

ＮＨＫ放送大学 特別講義 「アクティブシニアのＩＣＴ活用生活」でケーネット知楽市が活動事例

として紹介されます。 

９月に取材スタッフの映像収録があり２０１５年４月より４年間放映される予定です。 

講義の内容は、引退した６０代、７０代のシニアにとって必要なものは、新しいものへの好奇心、そ

してそれを可能にするためのＩＣＴリテラシーである。もしＩＣＴがきちんと使えれば、シニアは未知

の世界を学ぶことも、新たな友人を作ることも、新しい生き甲斐を探すことも可能になる。この講義で

は、引退後にＩＣＴを使って、新たな社会的な活動を始めたアクティブシニアたちに焦点をあてる。こ

れまでの経験や人脈を活かしつつ、新たな学びにおいて地域社会の中で新たな居場所と役割を見つけ、

若年層を支援することで、シニアが必要とされる状況を作っていった事例を紹介する。 

今後増えていく団塊の世代に、一つの生き方を示唆するものである。 

 

【担当講師】  同志社大学教授 関根千佳 

       放送大学教授  広瀬洋子 

 

【映像の主な使われ方】 

●テレビ放送  チャンネル：BSデジタル２３１ch〜２３３ch 

●インターネット配信   ：放送大学ホームページより配信。 

●全国５７カ所にある放送大学の学習センターで番組 DVDの閲覧  ：学生のみの閲覧です。 

 

Ⅲ．事業報告 

１．発達障害者支援プロジェクト事業 

 発達障害者支援プロジェクトの活動体系は以下の通りです。 
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1.1 発達障害者のためのパソコン教室 

 

発達障害者のコミュニケーション能力向上と社会参加や自立を支援するパソコン教室を、発達障害

者支援センター パース及び社会福祉法人つくしの会「ジョブスタジオ・ノーム」と協働で、本年度

も開講致しました。 

 

（１）トロルらく楽パソコンクラブの運営 

 パソコンクラブは「発達障害者支援センター パース」の相談者を対象に、就労者の交流とＩＣＴ 

スキルの向上を目的に、以下の通り開催しました。 

開催日：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月 合計２０回  

   受講者：延べ３９名  指導講師：延べ３１名 

   場所 ：発達障害者支援センター パース  

（２）トロルらく楽インターネットカフェの運営 

 パソコンクラブを修了した受講生が、継続的にパソコンに親しみ ICT 利活用の機会と生活習慣の 

改善を目的に開催しました。 

開催日：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月 合計２３回  

受講者：延べ２２３名  指導講師：延べ９０名  

   場所 ：社会福祉法人つくしの会「ジョブスタジオ・ノーム」  

（３）ＩＴ交流サロンの運営 

 発達障害者支援センター パースと協働で、在宅者の交流と社会参加及び発達障害者への就労支援 

を目的に『ＩＴ交流サロン』の運営をしました。 

日頃、引き篭りがちな受講者が一般の人も利用するオープンスペースで活動を行なうことは、生活 

習慣の改善や社会参加への第一歩となっています。また、家族も明るい雰囲気の中で息抜きの時間 

を共有しました。 

開催日：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月 合計４０回  

受講者：延べ１６３名  指導講師：延べ１４７名  

 場所 ：石川県リハビリテーションセンター４階交流室  

（４）パソコン再生作業支援 

ＮＰＯ法人イーパーツ（東京都）と社会福祉法人つくしの会ジョブスタジオ・ノームとの協働によ 

り、中古パソコンの再生作業を行い、将来の就労への可能性を検証する試みとして関係者の注目を 

集めました。 

平成２６年度 ６２４台   累計台数 ２６１０台 

 

1.2．パースウェブネットクラブの運営と活性化  

 

ＳＮＳ(ソーシャルネットワークサービス)を活用した「いしかわ発達障害者支援ネット」（通称：パー

スウェブネットクラブ ＰＷＣ）を運営しました。 

 サイト運用は一般利用者及び発達障害者支援センター パースとケーネット知楽市の協働による

「パースウェブネットクラブ運営協議会」が行い、発達障害者の家族や医療関係者、特別支援教育関

係者、保健行政関係者、一般支援者などがＰＷＣに集い、語らい、人と人との信頼関係を築き、垣根

の無い交流を通した発達障害者及び家族への支援を推進しました。 

 

（１）システム環境の維持  

 プロバイダーへの委託料支払いとシステム監視業務（ｻｲﾄﾊﾟﾄﾛｰﾙ）を実施し、利用者に安 

全・安心なサイト運営を行いました。 

（２）会員数：平成 27 年 3 月末現在の利用者数１５０名  
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1.3．パースウェブマップの運営と活性化  

 ＩＣＴ（インターネット）を活用した地域密着型の「いしかわ発達障害情報マップ」（通称：パースウ

ェブマップ ＰＷＭ）を運営しました。 

「いしかわ発達障害情報マップ」は、石川県内の相談・療育・医療・支援に関する地域密着型の情報

サイトとして、「今、知りたいこと、困っていること、悩んでいること」などの解決に導くための、利

便性の高いポータルサイト（情報の玄関口）として多くの方々にご利用頂いております。 

 サイト URL：http://www.path-webmap.jp/ 

 

２．「金沢 e 広見」ブログシステムの運営（金沢市委託事業） 

平成２４年度に運用を開始した「金沢 e 広見ブログシステム」の普及促進を図るべく、 

e－messe kenazawa 2014（５月）での説明会＆体験会を初め、金沢市公民館主事研修会等多くの機

会を通して普及のための説明会を行ないました。 

また、普及促進策として 10 月より 3 月末まで「ブログの 1 年間無償キャンペーン」を実施しました。 

 

３．電子町会プロジェクト事業 

 平成２６年度は各種イベントなどあらゆる機会を通して本格的な普及活動を実施しました。 

 

3.1 普及活動 

 ○e-messe kanazawa 2014 説明会＆体験会（３日間） 

 ○金沢市湖南公民館が主体になって 10 月よりブログステーション（湖南公民館、湖南連合町会、大

場町町会、箔団地町会、八田町会、才田町会、忠縄町会、湖陽町会、八田西町会）の運用を開始し

ました。 

○金沢市公民館主事研修会にて説明 

○馬場連合町会にて説明 

○松ヶ枝連合町会にて説明 

 

3.2 公民館及び連合町会・町会のホームページ調査の実施 

  金沢市内の公民館、連合町会、町会のホームページ等による情報発信の実態調査を実施しました。 

 調査はインターネットの検索機能を使用しヒットしたサイトを開設ありとしました。 

更新頻度は一定の尺度を規定したものはなく凡例に基づく判断をしました。 

公民館では予算措置や更新体制がある程度設けられ、約半数は地域への情報発信が行なわれている。 

連合町会や単一町会はＩＣＴを利用した情報発信に対する意識が充分ではなく予算措置や要員の確

保がされておらず、普及には程遠い状況で、既設のホームページでもその多くは立ち枯れ非活性化の

状態にあります。 

 

 

 

 

 

 

凡例  ◎：コンスタントに更新 ○：行事毎に更新 △：偶に更新 ×：更新なし 

 

3.3 ホームページ作成支援 

北陸ウエルフェアゴルフトーナメントの公式ホームページの作成を支援しました。 

地域支援センターポレポレのホームページ作成を支援しました。 

 

 

 
総数 開設 開設率 

更新頻度 

◎ ○ △ 無し 

公民館 60 50 83％ 18 11 5 5 

連合町会 62 9 15％ 2 0 1 6 

町会 1361 35 3％ 8 2 13 12 

http://www.path-webmap.jp/
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４．情報通信月間 2014 に参加 

 平成２６年度情報通信月間行事「ICT で広がる地域の絆 part３」として、金沢ｅ広見ブログシステ

ムの紹介、普及促進を目的に以下の行事を実施しました。 

ポータルサイト：金沢ｅ広見ブログシステムの紹介 

先行事例紹介 ：千坂校下町会連合会及び広岡第二町会、 

かほく市内日角地区ブログステーションの紹介を行ないました。 

開催日    ：平成２６年５月１５日（木）～１７日（土） 

場所     ：石川県産業展示館 e-messe kanazawa 2014 ケーネット知楽市ブースにて 

 

５．各種展示会・イベントに出展 

 活動紹介等を目的に各種展示会やイベントに出展しました。 

● ５月：e-messe kanazawa 2014 に出展し活動紹介を行いました（2015 年も出展予定） 

●１１月：はぎの郷まつりに協賛しトロルらく楽インターネットカフェを臨時開催し、多くの方に体

験をして頂きました。 

 

６．新プロジェクトを創る知恵の交歓 

 会員が自由に参加しアイディアを交歓しあう「場」を運営しています。 

●アイディアミーティングの開催（隔週水曜日開催 累計 255 回） 

●知楽市 Web サロンによる情報蓄積・共有・交歓（何時でも何処でも誰でも） 

 

    以上 


