
講義２ 多様なセクターの“強み”を活かした中間支援組織づくり 

〜中間支援組織・コーディネーターに求められる役割・機能と連携・協働型組織づくり〜 

 

●講師： 川北秀人（IIHOE 人と組織と地球のための国際研究所 代表者） 

 

森林分野との関わりがあまりない企業・学校・NPO 等の多様な主体を、積極的に森づくり活動

への参画を促進するためには、利用者のニーズに合った適切なマッチングを行うとともに、参加

側と受入側双方の可能性を引き出す中間支援組織の機能と、そのコーディネーターの役割が重

要です。さらに、実施組織と協力体制づくりを行う際には、産官学民の多様なセクターの“弱み”を

補い合うとともに“強み”を活かし合うことが、機能的で発展性のある組織づくり・体制づくりに繋

がります。 

そこで、市民・NPOの活動支援から、企業の CSR支援、行政の協働促進、中間支援組織の強化

等に幅広く携わってきた経験から、森林分野における中間支援組織の機能やコーディネーター

の役割、多様な主体の参画した組織・体制づくりの基本的な視点や留意点についてお話ししま

す。 

 

（プロフィール） 

川北秀人（かわきた ひでと） 

IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］代表者。 

昭和 39 年大阪生まれ。昭和 62 年に京都大学卒業後、㈱リクルートに入社。国際採用・広報・

営業支援などを担当し、平成 3 年に退職。その後、国際青年交流 NGO「オペレーション・ローリー・

ジャパン」の代表や国会議員の政策担当秘書などを務め、平成 6 年に人と組織と地球のための

国際研究所（IIHOE）設立。大小さまざまな NPO や社会責任志向の企業のマネジメントを支援する

とともに、環境・社会コミュニケーションの推進を支援している。 

 

【主な役職】 

IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］代表 兼 「NPO マネジメント」編集発行人 

（特）JEN 共同代表理事（平成 16 年～。理事就任は平成 13 年） 

公益・非営利支援センター東京（通称：はむ）共同代表（平成 16 年～） 

（特）せんだい・みやぎ NPO センター 評議員（平成 12 年～） 

日本 NPO 学会 理事（平成 15 年～） 

（財）日本自然保護協会 評議員（平成 14 年～） 

（社）ガールスカウト日本連盟 評議員（平成 14 年～） 

（特）自然体験活動推進協議会（CONE） 監事（平成 17 年～） 

（特）海に学ぶ体験活動協議会（CNAC） 監事（平成 19 年～） 

 

【主な著作】 

『NPO 大国アメリカの市民・企業・行政』、『市民組織運営の基礎』、『組織を育てる 12 のチカラ』 

隔月刊誌「NPO マネジメント」 

監訳：『NPO 理事の 10 の基本的責任』『理事を育てる 9 つのステップ』 

連載：月刊総務「企業の社会参加」 

「環境・社会コミュニケーションの考え方・進め方」（http://www.eco.goo.ne.jp/business/csr/review/） 



阪神・淡路大震災と、神戸市の判断 

 

 私は 1995 年の阪神・淡路大震災の時、東京で司法試験浪人をしていました。昼過ぎに友人か

らの電話で震災のことを知り、何人もの方たちから「お前みたいなヤツが行かないと状況が解決

しない」と電話をいただいたこともあって、地震発生から８日目の 1 月 24 日から、２週間ほど神戸

市にお邪魔しました。 

 神戸市の職員も、自ら被災者として家族を抱えながら、一瞬にして 24 時間体制の勤務です。現

場の復旧と対応をしながら、国に報告するための書類もつくらなければならない。今まで誰もやっ

たことがない、しかもものすごい量の業務ですから、とても対応ができるはずがありません。そこ

で神戸市が偉かったと思うのは、１月 17日正午の時点で、市民に SOSを出したんですね。神戸市

は 1985 年にユニバーシアードを開催していますが、私の記憶では、オリンピックやユニバーシア

ードのような国際大会に、行政が徴用ではなく自主的に登録するボランティアを募ったのは、この

大会が最初だったと思います。その経験があったから、市民の力を借りた方が、効果的に物事が

進むという知識はあったんだと思います。 

 

「役所語」「会社語」「世の中語」の通訳の重要性 

 

 一方で、被災した市民や各地から集まったボランティアは、行政のしくみが理解できておらず、

なにせ未曾有の事態だったこともあり、「行政にはこれはできるはずだ・こんなこともできないの

か」と要望や批判だけをしてしまっていました。でも、それができないから、行政は困っていたんで

す。 

 もうひとつの大きな問題は、企業も協力したいという意欲を持っていたのに、それが行為に結び

ついていなかったことです。地震発生の数日後には、経団連の呼びかけに応じて、各社の社有

ヘリコプターが数十機揃っていました。でも、実際に飛んだのはさらに何日もあとで、それもわず

か数機だけ。なぜかというと、物資が届いても、受け入れ側がそれを流せなかったんです。動脈

が動いても毛細血管が動かないので、栄養が行き渡らない。市役所や社会福祉協議会には、宛

先も内容もわからないものが積み上げられる状態になっていました。 

 「お前みたいなヤツが行かないと状況が解決しない」と言われた理由が、わかりました。私は民

間企業で働いたことがあり、国会議員のスタッフとして行政のしくみが理解できていたし、市民団

体の運営もしていた。現場は、「役所語」「会社語」「世の中語」の３言語がしゃべれないと、どうに

もならない状態だったのです。 

 普通の人はそういう時、自分に全部情報を集めてマッチングしようとするのですが、これをやる

と絶対にパンクしてしまいます。そこで私は、行政や企業や市民団体に片っ端から取材して、そ

れを１枚の紙にまとめて配りまくりました。つまり私がマッチングするのではなくて、個別に連絡を

取ってもらうわけです。半日遅れの情報ではありましたが、それでも貴重な情報になりました。 

 

現場の目線にたった情報収集の重要性 

 

 その当時、数十万人の被災者にとって、明日や３時間後、どう生きていけばいいのかに関する

情報が皆無に近かった。例えば「ローソンのどこの店舗は何時から開きます」とか、「阪神電鉄は

どこまで補修工事ができていて、いつ開通する予定です」とか、「明日の天気は晴れです」といっ

た、被災者の生活復興の目線での情報提供に特化しました。そして、さらに詳しい情報がほしい



と思った人は、直接その相手に連絡できるように電話番号も併記しました。被災者にとっては、

「明日雨が降るならば、水と一緒にシートを買ったほうがいい」といったことが必須の情報だった

のにもかかわらず、新聞もテレビも、マスコミは「どこが倒れた」とか「こんなに大変な生活をして

いる」といった情報しか提供していないという、全くバカな状態だったのです。 

 その年、私は２度目の司法試験に落ちました。その前の２年間はアメリカに留学する試験の準

備をして失敗していたので、４年間も試験を受け続ける生活でしたが、力不足を思い知らされて、

市民団体の運営のお手伝いを仕事にしようと決めました。 

 

IIHOE の仕事 －団体の運営支援＝健康を守る・育てる医療 

 

 阪神・淡路大震災の当時、市民活動の支援というと、地域のボランティアセンターぐらいで、や

っているのもボランティアの紹介だけ。会議の方法や効果的なチラシのつくり方といった、団体運

営の支援を行っている団体は、数えるほどしかありませんでした。私はそれを専門でやっていこう

と思い、95 年から本格的に“IIHOE［人 と組 織 と地 球 のための国 際 研 究 所 ］”として、市民団

体の直接個別支援を始めました（注：団体の創設は 94 年）。 

 99年からは、各種講座での配布資料ややりとりを共有しようと、『NPOマネジメント』という隔月刊

誌を発行しています。定期購読者は 800 人弱と小さなメディアですが、おかげさまで継続率は

85％と、かなり高いです。 

 専従職員は私を入れて４名。「客員研究員」という名のアルバイトも４名。年間の予算規模は

5000万円くらいです。行政や企業から大型の委託は受けていません。100万円を超える委託は、

年に１件あるかどうかです。今日のような場におじゃまして謝金をいただくのが年間で約 2500 万

円、書籍の売上が約 800 万円、企業の社会責任（ＣＳＲ）戦略支援で約 1000 万円、といった収入

構成です。 

  

 “ロジスティクス”の重要性 

 

 私は 1986 年から 87 年にかけて、 “オペレーション・ローリー（Operation Raleigh、現在は

Raleigh Expedition Program）”という、世界中の 18 歳から 24 歳の若者を対象に、10 週間の冒

険体験プログラムに参加して、ニュージーランド南島のフィヨルドランドにいました。現地のプログ

ラム・マネジャーはイギリス陸軍の元将校で、地球を初めて縦周り（イギリス→南欧→アフリカ→

オーストラリア→南極→南米→北米→北極→北欧→イギリス）した人として有名な方でした。彼に

「このプログラムはこんなにお金がかかるのに、団体は何で続いているのか」と聞くと、「それはロ

ジスティクスがちゃんとしているからだ」と言われました。私は、その時に初めてロジスティクスと

いう言葉を聞きました。 

 その後、90 年代初頭にアメリカがイラクに攻撃を仕掛けた『砂漠の嵐』作戦の副司令官で、ロジ

スティクス責任者だったパゴニスという人が書いた『山動く（Moving Mountains）』という本を読ん

だのですが、「近代以降の戦闘において、現場の直接戦闘員は４割に過ぎない。２割は情報・諜

報や参謀を、残る４割はロジスティクスを担っている」と書いてあり、なるほどと思いました。つまり、

武器弾薬を調達・配備したり、テントや食事を用意したり、医師や薬品を配置したりする段取りを

整える人間が、戦闘員と同じだけいる、ということです。 

 震災が起きたとき、ボランティアとして現場で汗をかくのも悪くはありません。でも私は、「それで

神戸の方々は本当に救われるのか」ということを、かなり冷静に考えました。汗をかくことは尊い



ですが、それだけでは、行政や企業や市民の抱えている課題の解決にはつながらないのです。 

 

新しいリーダーより、今いるリーダーを活かすプロデューサー 

 

1994 年、まだ司法試験浪人中だった私は、自分の 30 歳の誕生日を機に、「将来、国際的な環

境系・人権系の団体をつくりたい」と思ってＩＩＨＯＥを設立しましたが、神戸でお手伝いして「自分

が大きな団体をつくるよりも、すでにある団体を少しずつ成長させた方が、絶対に日本は良くな

る」と確信しました。個々の団体には人材が集まっているのに、うまく使えていないだけだと気付

いたからです。 

 それは、森づくり活動でも同じではないでしょうか。日本人は現場が大好きですが、それだけで

は、活動の運営も他の現場も良くなりません。戦闘員だけでは戦争ができないのと同じです。団

体の運営をより良くするとか、地域を巻き込んでいろんな人が活動しやすい基盤をつくるといった

ことができないと、活動そのものが続いていかないのです。 

 いま私は、経済産業省のコミュニティ・ビジネス支援施策の助言をしています。その時に鉄則に

しているのは、「地域には新しいリーダーが必要なのではなく、今いるリーダーを活かせるプロデ

ューサーが必要だ」ということです。 

経済産業省のプロジェクトでは、地域での結びつきを促す動きにしかお金を出さないというしく

みです。そうしないと、地域が生態系としてつながっていかない。みなさんが地域において求めら

れている機能も、そこなのです。地域のさまざまな森づくり活動を生態系として見て、いま種はあ

るのか、芽は出ているのか、どこに陽の光が当たっているのか、水の流れはどうかを考え、最適

な資源配置になっていくよう設計して支援することが求められています。 

 

市民活動は、「１歩先の視野、半歩先のプログラム」 

 

 日本において、自然体験や有機農業、高齢者介護といった分野でのＮＰＯの活動は、世界に先

駆けたモデルです。逆に言えば、外国ではその分野での行政の施策が充実しているので、民間

がやらなくても基盤ができているということなのですが、日本ではこの 50年間、政府が何もやって

こなかったおかげで、民間がすごい力をつけています。そんな世界のモデルとなる力をつけた先

輩たちに、90 年代にインタビューして回りました。「市民活動・市民事業として大切なことは何です

か」という問いへの答えを要約すると、「１歩先の視野、半歩先のプログラム」ということになりま

す。 

 今、現場で起きていることを情報としてつかんで、それを資金提供者に伝えて、お金をもらって

から活動を組み立てていては遅いですよね。災害支援であれば、その間に何人もが亡くなってし

まう。ですから市民団体は、現場でこれからどういう事が起きるのかという 1 歩先の見通しを、事

実に基づいて合理的に説明して、それに共感した支援者から支援を引き出して、半歩先のプログ

ラムを現場に提供しないとダメです。ＮＰＯは、社会に求められている次の段階にチャレンジしな

ければならないけれど、それがあまりにも先走りすぎると社会に受け入れられないのです。 

 

中間支援は「２歩先の視野、１歩先のプログラム」 

 

 では、中間支援者はどうか。求められるのは、「２歩先の視野、１歩先のプログラム」です。たと

えば企業に対して「あなたの会社が 21世紀に生き残るためには、これとこれが必要だと思います



が、これはもうできているので、残るこれについてはこういう団体と組んだらどうですか」と、その

会社の先を考えて提案していく必要があります。 

 例えば虎屋という羊羹屋さんは、WWF の会員です。その理由のひとつは、虎屋という屋号を持っ

ているからこそ、虎が絶滅してしまったら困るからです。もうひとつは、羊羹の原料である小豆と

砂糖を国産でまかなっていると言っているのに、「温暖化したからサハリン産になりました」という

わけにはいかない。ですから虎屋は WWF を支援して、温暖化防止プログラムに参加しています。

つまり彼らは、本業を守るために WWF を支援しているのです。 

これが CSR の神髄です。サントリーが水源を守るのも、本業で水が出なくなると困るからです。

念のため、確認までに申し上げますが、CSR は社会貢献ではありません。「企業の社会における

責任」です。企業が社会で生き続けるための、生死をかけた戦いなのです。 

 今お話ししているのは１歩先のレベルです。群馬・赤城の森を守るために、前橋あたりにある会

社に対して「上流の森を守りましょう」というのは、団体のレベルでの話です。しかし中間支援団

体としては、群馬県庁や林野庁に対して「そういった企業に工業団地ぐるみで参加してもらおう」

「業界団体の責任として参加してもらおう」という枠組みの提案が、２歩先の視野として求められ

るのです。 

 

団塊の世代が後方支援やプロデューサーになる仕掛けづくり 

 

 これからは、放っておいても団体は増えます。特に団塊の世代の方たちが会社を卒業すると、

ものすごく増えるでしょう。ですが、それで市民活動が強くなるわけではありません。団塊の世代

の方たいは、さんざん上司がいる環境で仕事をしてきた人なので、「もう上司はいらない。自分の

思うとおりの活動をやりたい」と、社会のニーズではなく、自分のウォンツのために活動する団体

が増えるだけだと、私は読んでいます。 

そんな人たちを支援しても、現場は良くなりません。そういう人たちが後方支援に回ってくれた

り、連携のプロデューサーになってくれるような仕掛けづくりが必要なのです。どういうテーマでこ

の人たちを結びつけていくか、お互い異なった力を持っているのならば、それを活かすことを促せ

るかが、より大きな資源を引き出すために不可欠なアプローチです。 

 中間支援とは、ニーズに取り組む場があるのに、人やお金の配分が適切ではない状態であっ

たときに、現場ではなく中間のポジションを取ることによって、より多様なＮＰＯがそれぞれの力が

活かせる状況をつくることです。立ち位置として、他の団体のプロデュース、あるいは場のプロデ

ュースを通じて、社会の資源を最適に配置することが狙いです。ロジスティクスが重要、つまり現

場から１歩下がって裏方に徹するということは、そういうことなのです。 

 

中間支援組織とは、医療機関 

 

 中間支援組織とは、医療機関のようなものです。団体にはそれぞれ、最適の規模や最適の活

動があります。30 人の集落で山を守る活動は、自分たちの健康の許す範囲でやっていれば、会

員が増えなくてもいい。健康には「全員がこうでなければならない」という画一的な規格はありま

せん。すべての団体が会議をテキパキしなければならないわけではなく、生協の会議にとって、

お母さんたちの無駄話はすごく重要です。ですから、理詰めで「こうしなさい」と言うだけではなく、

その人たちの元気がこれからも維持向上できるのかを確認しながら、促したり関わったりしていく

のが、私たちの立ち位置です。 



 すると、その団体を検診しなければなりません。「頭が痛い」と訴えてきたら、その背景を知らな

ければならないわけです。二日酔いなのか、大変な病気の初期症状なのか、それによって処方

する薬は全く違いますね。そういうことがわからなければならないのに、一般的に各地のＮＰＯ支

援センターは、すぐに薬を出してしまっている。それではダメなのです。 

 

中間支援組織に求められる７つのチカラ、３つの心掛け 

 

 中間支援組織に求められる力は、 

①相談対応力、 

②調査・情報収集力、 

③編集・発信力、 

④コーディネート・ネットワーキング力、 

⑤人材、物質、資金等の資源提供力、 

⑥スタッフや理事等の内部の人材育成力、 

⑦政策提言力 

の７つです。また、私がこの仕事を始めたときに心掛けたのは、検診をする準備と覚悟、団体別

のカルテづくり、そして、往診することの３つです。 

 みなさんが森づくり団体を支援するのであれば、まずはその活動の現場に行ってみてください。

その時、その団体の問題点や強みがわかるかどうか。私が森づくり系の団体のお手伝いに行くと

きには、必ず、その団体がどういうふうに活動を始めて終えるかを、念入りに見ます。ワーっと集

まって作業を行ってワーっと終わる団体と、ちゃんと朝礼して終わりにふりかえりをする団体とで

は、どちらが人が育つでしょうか。このように、その団体の何を見なければならないのか、こちら

側に準備と覚悟ができていないと、相談にはなかなか答えられません。 

 

団体別のカルテづくり －意思決定、組織図、人材育成 

 

 団体別のカルテとは、団体を人間の身体に例えて見ることです。 

 まずは頭ですが、意思決定の仕組みはどうなっているのか、誰がどのようにものを決めている

のか。リーダーの即断即決か、グループで話し合っているのか、話し合っているのならばその頻

度はどれくらいか、ということです。 

 団体の骨格図にあたるのは、組織図です。この組織はどういう体制・広がり・役割分担で業務を

行っているのかがわかる、レントゲンのようなものです。活動が活発になってくると、機能が分化

したり人間が増えたりしますが、機能不全を起こすと、末端が分からなくなって組織図が書けなく

なります。 

 そして、筋肉である人材をどう育成しているか。朝礼・夕礼はしっかりしているかとか、器具の使

い方等の講習は現場以外でもやっているかとか、そういった人を育てる場をどうつくっているのか

ということです。 

 この３つ、頭と骨格と筋力のつけ方がわかっていれば、その団体の大部分はわかります。これ

が答えられないということは、整理されていないのだから、整理するのを手伝わなければなりませ

ん。そもそもない、というところには、つくるところから関わらなければならない。 

 これらはまだ相談対応力の入口のところで、これでやっと相手のことがわかってくるわけです。

頭が痛いといってきた人に、「また二日酔いか」とか「この人が頭が痛いというのは珍しいな」とい



った背景がわかると、相談の対応がようやくできるようになるんです。 

 

社会的変化に対応できる“相談の予測” 

 

 相談対応は、中間支援にとって最も基本的な機能です。でも、相談されてから答えるようでは遅

い。私たちが心掛けているのは、相談の予測です。地域の団体の決算が３月に終わるなら、４

月・５月にくる相談の多くは、総会資料とか「行政に提出しなければならない書類はどんなもので

すか」というもの。これは年中行事みたいなものですから、ある程度予測できます。しかし、社会

の変化に伴って、準備しておかなければならないものもあります。 

 また、相談対応は、相談に来る方にだけに答えているのではもったいない。だからマニュアルや

ハンドブックをつくるわけですが、その時はＱ＆Ａ形式でつくることをお薦めします。 

Ｑ＆Ａは「わからない人の目線」でつくる、優れたコミュニケーション方法です。みなさんのホー

ムページやハンドブックに、予測した質問をＱ＆Ａ形式で用意しておけば、問い合わせは減りま

す。 

こういうものは、各地の中間支援機関同士で共有するとよいですね。共有するのは、Ｑだけで

構いません。Ａは地域によって違うからです。Ｑは全国的なネットワークで共有して、おそらく４割

程度の共通解をつくっておき、残る６割は各地域で個別解をつくる体制が整っていれば、地域の

活動支援として良い基盤になると思います。 

 

情報収集と調査が発信力を高める 

 

 調査は、続けないと意味がありません。団体の活動状況の把握で言えば、カルテの項目を継続

的に聞き続けるだけでも、十分な情報収集や調査になります。それをもとに「高齢化が進んでい

る」とか「女性会員の割合が増えてきた」と言えるようになれば、マスメディアや市民にわかりやす

い情報を編集・発信する力にもつながりますし、事実に基づいた具体的な提案ができるため、行

政や研究機関とも連動しやすくなります。 

 情報収集という意味から、各団体がつくるチラシは非常に重要な情報です。たとえば、団体ごと

にチラシや新聞記事を整理しておいたり、昨年の分のチラシを集めたボックスをつくっておくと、

地域での森づくり活動に関する情報のやりとりがどれくらいあったかを示すバロメーターにもなり

ます。それを統計としてまとめて発信できれば、マスメディアにとっては「何かあったらあそこに相

談しよう」という期待も生まれるでしょう。 

 調査と発信は、みなさんの価値を伝える重要な機能です。みなさんの団体の機関誌は、年末の

大掃除の時にとっておいてもらえるかでしょうか。日本自然保護協会の機関誌『自然保護』では

数年前から、特集のテーマを、継続的に使う機会の高そうな切り口に絞っています。「使える機関

誌」にしたのです。同様に、１年分集めたらハンドブックの基礎編、２年分で応用編といった方法

もありますね。このように、専門性の高い情報を継続的に発信することで、その分野で活動する

人たちにとって存在感のあるメディアになることが大切です。 

 みなさんが、他の団体を育て、基盤整備を進めることで、地域そのものの育成を実現していた

だけることを、心から願っております。 

 



質疑応答 

 

Ｑ 今活動をしているＮＰＯそれぞれに働きかけていきたいのですが、「我こそは」というリーダー

が多いのが悩みです。そういうところと関わっていくには、どういったことに気をつければよいで

しょうか。 

Ａ この仕事を始める際、最初に４つの団体に関わりましたが、みんな「我こそは」という人たちで

した（笑）。そこで、まずはそれなりの時間をかけて、その団体の固有の問題と、他の団体にも

共通する問題とを区別しました。そして、各団体のお手伝いをある程度した上で、サシで飲み

ながら「おっしゃっていることはわかりました。でも、80 年代はそれで乗り切れたかもしれません

が、21 世紀はそれでは乗り切れません！」といった話を数回しました。そういう人って、他の人

がいる前では否定されるのが嫌いですから、団体の会議でいくら言っても聞きません。なので、

一対一の飲みの機会でそういった話をしておいて、私が出ない会議で自らそれを言ってもらい

ます。そうしていくと、だいぶ変わるかなと思います。 

 

Ｑ ネットワークの集いなどで良く思うのは、基本的にみなさんは、人とネットワークする気は全く

ない、ということです。新しい視点を投げてあげなければならないということはわかったのです

が、どのへんに視点を置けばよいものでしょうか。 

Ａ まずは冷静に見極めますが、「絶対に組んだ方が良い」と思う場合には、現場レベルで交流

するきっかけをつくったりもしますが、「組まないとお金がもらえない仕組み」をつくったこともあ

ります。「大きい案件をしようとしたら組むしかない」と水を向けると、お見合いも成立していきま

す。呉越同舟で共通の戦いをつくるわけですが、同じ船に乗せるのもプロデュース側の責任だ

と思っています。 

   これから３年間の国や自治体のお金の無さは、これまでとはスケールが違います。98 年から

増発した国公債を、2008 年から返済しなければならない上に、2011 年にプライマリーバランス

（税収と歳出を均衡させる）達成という国際公約を守らないと、日本の国債の格付けがさらに下

がります。ですから、官の金をあてにしたプログラムではなく、民の循環をあてにしたプログラ

ムをつくらない限り、ＮＰＯはやっていけません。しかし残念ながら、ＮＰＯの危機感は非常に低

い。2008 年からの３年間は、「ネットワークをする・しない」ではなく、循環をつくらないと持続で

きないことをしっかり理解して、対応できる力を育ててもらわなければならない３年間です。「国

の施策を待つな」と、しっかり伝えましょう。 

 

Ｑ 相談料は取っているのですか？ 

Ａ 年間 5000 万円程度の収入のうち、個々の団体のカウンセリングや相談でいただいているの

は、150 万円あるかどうかです。しかし、私たちのノウハウの源泉であり、研究開発と位置付け

ています。そういう現場のおかげで、こういう場に講師として招いていただいたり、国に助言し

たりといった、より付加価値の高い仕事が採れるわけです。現場との接点があるからこそ、次

の予測ができるのです。



（図）病院に求められる基本的な機能と中間支援組織の機能 

病院に求められる基本的な機能 中間支援組織に求められる機能の例 

緊急救命（ＥＲ） 駆け込み相談への対応 

→急病者などへの救命措置 

→外傷や出血などを抑えつつ、 

治療に耐えられる状態に 

→場合によっては緊急手術も 

 

→窓口での簡単なヒアリング（＝検査）の後、症状に合わ

せて緊急的に手当をする。 

治療 相談会や講座による事業・組織運営力の向上 

→自覚症状を聞いた上で、 

検査・診察し、 

入院・通院による継続的な治療 

→場合によっては外科手術も 

→事業や組織の現状や課題を訊ね、その原因や背景を

確認した上で、自律的な運営力向上を導くよう助言す

る。 

→場合によっては、活動の現場や会議の場に参加し、直

接支援する。 

予後（リハビリテーション） よりよい事業・団体運営を促す社会の基盤づくり 

→治療終了後の機能・体力の回復 →電話やメール、できれば活動の現場を訪ねて継続的に

状況を確認し、次の課題を乗り越えるための問いかけ

や助言をする。 

予防 フォローアップ 

予防研究 

→病気の特徴や原因の研究 

 

予防広報 

→病気の原因や対策を広報 

 

予防行動 

→緊急的措置として隔離など 

→主体性豊かな市民による地域社会づくりに向けて、阻

害要因や不足要素は何か、選考事例の成功要因や要

改善点は何かなどについて調査する。 

→不足要素や成功要因などを研修や講座、機関誌、Ｗｅ

ｂサイトなどを都怖じて発信・共有する。 

→企業にも継続的に参加しやすい機会を提供する。 

→具体的な根拠と現実的な試算に基づいて、行政や議会

に法政・施策の創設・修正を提案する。 

→集会やマスメディアを通じて呼びかける。 

 


