
講義資料

「市民活動支援センターと相談事業」

市民のまちづくりへの参加を支援する力を高めよう！ スタッフ研修「相談力UP」第1回

青木研輔（東大手の会・代表世話人、元なごやボランティア・NPOセンター副所長）

日時：2017年5月16日（月）9 :30～12 :30

会場：みよし市市民活動サポートセンター



自己紹介

○中間支援NPOや市民活動支援センターを中心としたキャリアを通じ、市民活動支援に継続的に取り組んでき

ました。NPO向け研修や交流イベントの企画実施などをおこない、東海3県を中心に全国のNPO関係者とネット

ワークを構築。委託事業や指定管理事業のマネジメントの経験から行政との協働への理解を深めてきました。

○本日の研修と特に関連する経歴としては、愛知や三重の様々な運営形態の市民活動支援センター（なごや

ボランティア・NPOセンター等）複数で勤務し、相談業務等を担当した経験があります。

○こうした経験を活かし、NPOに参画する人々と共に互いに成長しながら、多様な人々が尊重し生きることので

きる地域社会づくりに貢献したいと考え活動しています。

＜お問い合わせ＞ ※研修・交流企画等の企画運営のご依頼について、お気軽にお問い合わせください

住所 名古屋市中村区本陣通5丁目6番地1 地域資源長屋なかむら１階 東大手の会

E-mail higashiote@gmail.com 電話 090-6618-0369（青木） FAX 052-414-4684

Blog http://blog.canpan.info/higashiote/ Facebook ページ https://www.facebook.com/higashiote
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市民活動支援センターとは何か（定義）

○市民活動支援センターとは、市民活動の支援をおこなう施設市民活動の支援をおこなう施設市民活動の支援をおこなう施設市民活動の支援をおこなう施設のこと。一般的に以下のような支援をおこなっているこ

とが多い。

・情報の収集及び提供（各種情報の収集、整理、HPの維持更新、図書の貸し出し、団体情報登録、見学対応）

・相談（窓口、電話による市民活動の相談情報提供、運営の相談情報提供）

・講座等の実施、講師の派遣、ネットワークの促進

・広報（市民活動啓発情報誌の発行など）

・施設の提供（会議室の受付、許可、料金の収納、ロッカー、付属設備の貸し出し、管理）

・調査統計資料作成（センター利用統計、市民活動に関する統計）

・施設の維持管理及び修繕

・その他必要な管理運営業
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市民活動支援センターとは何か（現況）

○名称は様々でセンター名にNPOやボランティアが入る場合も多く、市民活動が入らない場合

もあるが、総称して市民活動支援センターと呼ぶ。

例）あいちNPO交流プラザ、岡崎市北部地域交流センター

○日本で多くの市民活動支援センターが設立されたのは21世紀になってから。早い地域では

90年代にできたものもある。

○愛知県の場合、県と54市町村のうち37市町村（市町村によっては複数のセンターを置いてい

る例もある）が公設の市民活動支援センターを設置している。他県と比べて設置数は多い。愛愛愛愛

知県は、市民活動支援に携わる人が多い知県は、市民活動支援に携わる人が多い知県は、市民活動支援に携わる人が多い知県は、市民活動支援に携わる人が多いと考えられる。

※各地で民間の立場で市民活動支援に取り組む中間支援団体（NPOを支援するNPO）も多く

活動している。愛知県の市民活動の特徴のひとつ。
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各市民活動支援センターの特徴

○市民活動支援センターの運営形態には、以下の3つがある。

【民設民営】民間が設立し民間が運営しているセンター ※地域資源長屋なかむら

【公設公営】行政が設置し行政職員が運営しているセンター

【公設民営】行政が設置しNPO等の民間団体が運営しているセンター

○各センターが提供する支援メニューは一律ではない支援メニューは一律ではない支援メニューは一律ではない支援メニューは一律ではない。

・市民活動相談に対応できる職員を置いているか（貸室提供だけのセンターも存在）

・協働の窓口機能を持っているか（行政職員がスタッフとして配置されているか）

・ボランティア等のマッチングをおこなっているか

・コミュニティ団体への対応をおこなっているか
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市民活動支援センター職員の役割（私見）

○施設の管理をするだけでなく、市民活動支援をおこなう役割を担う人市民活動支援をおこなう役割を担う人市民活動支援をおこなう役割を担う人市民活動支援をおこなう役割を担う人。

○市民活動支援には、すでに市民活動に関わっている人に対する支援やまだ関わっていない

人に対する支援、市民活動団体の活動の発展につながる支援などさまざまな要素がある。

○役割について自ら考える役割について自ら考える役割について自ら考える役割について自ら考えることが必要

○市民活動支援センターが、多様な人が集える場として機能するためのサポーターとしての役

割。主役はあくまで市民。

○市民の社会・市民活動への参加を促すコーディネーターとしての役割。

○相談業務は中核となる仕事相談業務は中核となる仕事相談業務は中核となる仕事相談業務は中核となる仕事。

※公共施設である場合、設置目的や大まかな事業の内容は条例に定められている。また、必

ず実施しないといけない事業は、仕様書（契約書）に記載がある。要確認。
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相談事業の意義

「相談」「相談」「相談」「相談」は

利用者（市民活動をする団体）の

疑問や困りごとの解決を支援疑問や困りごとの解決を支援疑問や困りごとの解決を支援疑問や困りごとの解決を支援する

相

談

は

利用者との

出会い出会い出会い出会いの機会

利用者の

ニーズニーズニーズニーズを把握

する機会

地域の

市民活動団体の

状況を知る状況を知る状況を知る状況を知る機会

※市民活動相談スタートガイド（愛知県）P3の図表を基に作成
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相談の種類（ボランティア）

■ボランティア相談■ボランティア相談■ボランティア相談■ボランティア相談 分類分類分類分類 事例事例事例事例

ボランティア希望

ボランティア受け入れ

何かしたい

※何かやりたいという人が

最も多い相談

定年後の時間を活かして

技能を活かして

ともかく何かしたい

医療・福祉 たすけあい活動

環境保全 河川の清掃

国際交流・援助 マングローブの植樹、日本語学校

文化・芸術・スポーツ マラソンのボランティア

こども プレーパーク、託児ボラ受け入れ

男女共同参画 お父さんのための子育て教室

まちづくり 自治会をNPOにし、ボランティア受け入れ、お祭りのボランティア

企業参加 従業員のボランティア参加

研修 ボランティアコーディネート

寄贈・寄付 衣料・物品

防災・防犯 被災地救援、義捐物資、青パト

その他 アンモナイト
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相談の種類（NPO、情報提供）

■■■■NPO相談相談相談相談 分類分類分類分類 事例事例事例事例

設立 NPOの立ち上げ

運営 事務局業務（会計、労務）、広報（チラシ、営業資料、企画書）

法人化 NPO法人設立、一般社団・財団設立

働く NPOで働きたい

その他 助成金・補助金、委託、寄付を募りたい、ボランティア受け入れ

■情報提供■情報提供■情報提供■情報提供 分類分類分類分類 事例事例事例事例

団体登録 団体登録方法

施設利用・場所案内 センターの利用方法、センターの場所

講座案内 各種講座情報の紹介

団体情報 団体情報の紹介

その他 センターの近所で食事ができる場所
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ボランティア相談の傾向と対応のヒント

【相談の傾向】

○何かボランティアをやってみたいという相談が最も多い何かボランティアをやってみたいという相談が最も多い何かボランティアをやってみたいという相談が最も多い何かボランティアをやってみたいという相談が最も多い。はっきりとやりたいボランティアの

内容が決まっている相談者は珍しい。

○相談を通じてコミュニケーションを取ることでだんだんと整理がついて答えがみつかる。

○ボランティアを集めたい団体には、募集の具体的なイメージがない場合も多い。

【対応のヒント】

○動機を聞く動機を聞く動機を聞く動機を聞く（きっかけは何かありますか？ どうしてボランティアをやりたいと思ったのです

か？）

○ボランティアをやりたいという人、集めたい団体の気持ち、実情によりそう。
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NPO相談の傾向と対応のヒント

【相談の傾向】

○地域によって差があるが、NPOの数は増加し続けており、多様な活動をおこなう団体の相談

に対応する必要が出てきている。

○運営に関する相談は、内容の専門化が進んでいる（事業開発、助成金申請、会計労務、ファ

ンドレイジング、協働など）

○NPO法人化の必要がないと判断できるが、ともかく法人化したい団体ともかく法人化したい団体ともかく法人化したい団体ともかく法人化したい団体が一定ある

【対応のヒント】

○自分自身や組織の専門性を高めることはもちろんだが、外部の専門家や専門機関との連携外部の専門家や専門機関との連携外部の専門家や専門機関との連携外部の専門家や専門機関との連携

を深めることも大事

○NPO法人設立については、目標ではなく活動に必要であれば目指すもの
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相談にあたって気をつけたいこと

【ボランティア】

○ボランティア先には事前に必ず連絡を入れてもらうようにお願いする。

○相談者だけでなく、受け入れ先との信頼関係を損なわない対応信頼関係を損なわない対応信頼関係を損なわない対応信頼関係を損なわない対応を心がける。

【NPO】

○専門性を要求される相談については知ったかぶりをしない。わからないと言う勇気を持つ。

○NPO活動、市民活動といえるのだろうか。判断に迷う活動判断に迷う活動判断に迷う活動判断に迷う活動が存在する（政治、宗教、営利）。それぞれの活動がNPO活動、市民活動に

あたるのかしっかり考えることが大事。

【その他】

○行政の情報を活用する。さまざまな相談（福祉、国際、こども、女性、生涯学習など）に対応している窓口を把握しておく。

○コンシエルジュではない。代わりにやらない代わりにやらない代わりにやらない代わりにやらない。相談者の判断、行動をサポートする。

○専門性が高いなどの理由で一度の相談では解決しないこともある。「調べて後でご連絡します」
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相談事例から考えるワークショップ

○別紙に記載の相談記録を見て、どこが問題なのか考えてください。

○意見交換【12分】

○発表【3分】
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相談記録方法の基本

○事実と感想は分けて書く。

○箇条書きでポイントごとにまとめる。

○5W3Hを意識する（いつ、どこで、誰が、誰に対して、何を、どのように、どのくらいの長さで、

いくら）

○何のために活動したいのかは必ず記録する。

○本当に相談したいことは何かを聞きとりしっかり記録する（主訴は何か主訴は何か主訴は何か主訴は何か）。
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相談記録の意義

【相談記録の意義】

○相談内容を記録としてまとめるプロセスを通じて、相談員の力量が高まる。相談員の力量が高まる。相談員の力量が高まる。相談員の力量が高まる。

○記録を基に他のスタッフとその相談について話すこと（事例検討）を通じて、センター全体のセンター全体のセンター全体のセンター全体の

相談対応力が向上相談対応力が向上相談対応力が向上相談対応力が向上する。

○記録をつけることで、センター業務の実績を把握することができ、相談件数を数値化し、センセンセンセン

ターの存在意義を外部に示すターの存在意義を外部に示すターの存在意義を外部に示すターの存在意義を外部に示すことができる。

○記録を分析することで、地域の課題が見え、今後のセンター事業に活かせるセンター事業に活かせるセンター事業に活かせるセンター事業に活かせる。
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記録を相談対応に活用し、相談技術を習得する

○相談記録は、データベース化すると、いつでも過去の事例を引き出して参考にすることがで

きようになる。

○データベースには、相談対応にあたった担当者以外のスタッフがアドバイスを記入できるよう

にするとよい。ノウハウの共有ノウハウの共有ノウハウの共有ノウハウの共有にもつながる。

○対応することが難しい相談については、ミーティングなどの形で情報を共有する機会情報を共有する機会情報を共有する機会情報を共有する機会を持ち

チームで共同で対応するチームで共同で対応するチームで共同で対応するチームで共同で対応する。

○事例をあげて、相談業務について検討する会（ケーススタディ）を持つ。
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センター事業への反映（事例）

【ボランティア受け入れマネジメント研修】

（ニーズ）ボランティアを受け入れているNPOが、十分にボランティアと良好な関係を築けておら

ず。ボランティアを活かした団体運営を実現できていない。

（現 状）ボランティアを活かした団体運営をおこないたいという思いはあるが、受け入れ担当

者が十分な支援を受けられず悩みを1人で抱えている。

（企 画）ワークショップを導入し1日がかりでボランティアを受け入れる前に組織内で整備する

必要があることや「困った」問題事例などを検討する研修をおこなった。対象は、ボランティア受

け入れているＮＰＯ等の受け入れ担当者。初年度は外部講師を依頼し、ボランティア受け入れ

マネジメントの方法論を学び、翌年からはスタッフが自ら講師を務めた。
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センター事業への反映（事例）

【ぼらんぽCafe】

（ニーズ）市民活動に先駆的に取り組んできた第一世代の経験や思いを聞き、自分たちの活動

の参考としたいというニーズを若い世代が持っていることが相談を通じてわかった。

（現 状）メールで県内のNPO若手スタッフ数十人にアンケートをおこない現状や誰の話を聞き

たいかを聞いたところ、自団体以外の代表クラスのベテランに対して、なかなか個人的には接

触を持てない状況がみえてきた。

（企 画）伝承者に聞くシリーズという形でこの地域のＮＧＯ界の第一人者の話を聞き交流する

機会を設けた。
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センター事業への反映（事例）

【NPO運営入門講座】

（ニーズ） NPO相談に対応していると法人化の一歩手前の団体が運営上の悩みを相談に来て

いることが多いことがわかった。

（現 状）過去のNPO相談についてデータベースで分析をおこなったところ、やはり継続して活

動していく上での運営上の悩みを相談しているケースが多いことが確認できた。

（企 画）それまでNPO法人設立講座の一部としておこなっていたNPO運営の初歩について学

ぶ内容を講座として独立させ企画した。質疑応答などを通じて運営の悩みについて意見交換し

たり、 NPO法人を選んで活動する理由などについて突っ込んで学ぶ講座となった。
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センター事業への反映（事例）

【 NPO /NGO就職展】

（ニーズ）新卒の大学生や30代から40代の転職を考える世代、定年後の生き方を考えている

世代など多様な層からNPOへの就職を希望する声があることが相談を通じてわかった。

（現 状）関係NPOへのヒアリング等を通じて現状把握をおこなったところ、 NPOの求人情報は、

名古屋地区では集約されて提供されておらず。口コミやインターネット等で限定的に提供され

ているだけなのがわかった。

（企 画）東海3県のNPOに声をかけ、10数団体が一同に会して求職展示をおこなう就職展を企

画した。同時にNPOで働くことを考えるセミナーも企画した。
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1 ポスター掲示スペースの創出

2 パンフレット・スタンドの工夫により配架量を2倍に

3 レイアウト変更による配架スペースの効率化

4 配架期間の設定による最新情報の提供

5 団体資料を見やすくファイリング化

6 掲示スペースを倍増しボランティア情報を充実

7 情報整理ボランティアの導入

8 相談記録のデータベース化

9 情報保護のためのラン回線のセキュリティの確立

10 貸室・附属設備貸出のデータベースシステムによる業務の改善

11 貸室予約状況をホームページに掲載

12 メールマガジンの配信システムの導入

13 貸し出しノートパソコンの新設

14 DVDプレイヤーの貸し出し

15 ポスターや垂れ幕も印刷できる大判カラープリンターの導入

16 A3まで印刷できるモノクロレザープリンターの提供

17 市民利用の最新パソコンの提供

18 両面コピー機サービスの導入

19 1日単位で利用できるロッカーの提供

20 利用者利用のホワイトボードを倍増

21 会議で使えるポット湯のみの貸し出しサービス

22 親子で利用できるおもちゃの貸し出しサービス

23 ベビーベット貸し出しサービス

24 NPOが提供する物品の展示サービス

新たな有償サービス新たな有償サービス新たな有償サービス新たな有償サービス

25 印刷機利用者への各種コピー用紙の販売

26 ペットボトルの水販売。講師用として

27 NPOが発行する書籍の代理販売サービス

28 インターン制度の導入

29 個人情報保護のための情報管理の改善

30 企業の寄贈品をNPOへマッチング

その他その他その他その他

情報提供の改善情報提供の改善情報提供の改善情報提供の改善

IT化の改善IT化の改善IT化の改善IT化の改善

施設備品提供の改善施設備品提供の改善施設備品提供の改善施設備品提供の改善

無償サービスの追加無償サービスの追加無償サービスの追加無償サービスの追加

センター事業への

反映（事例）

21



センターの利用者とのコミュニケーションのコツ

【相談事業（私なりの対応ルール・手法）】

○最初の30秒の印象が重要。はきはきと明るい感じで話す。挨拶は元気よく。センターに入っ

たタイミングでなるべく声をかける。

○断りを入れて許しを得た上で、メモを取る。真剣に聞いている証になる（ただし取らない方が

いい場合もある）

○適度に相槌を打つ。必要に応じて話を聞き返す。話をきちんと聞いている。もっと聞きたいと

いう意思を相談者に示す。

○回答は、相談者が持っている回答は、相談者が持っている回答は、相談者が持っている回答は、相談者が持っている。それを引き出す、整理するお手伝いをする。自分が、演説を

しない。相談者の演説はしっかり聞く。ただし、まったく市民活動に関係のない話や個人攻撃は

途中で止める。
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センターの利用者とのコミュニケーションのコツ

【相談事業（私なりの対応ルール・手法）】

○相談者の話を整理する際には、ポイントを紙に書いて見せながら一緒に整理すると効果的。

演説を抑制する効果もある。

○相談が終わって、相談者が帰る際には、必ず相談に来ていただいことへの感謝と再度の相

談を待っていることを伝える。余裕があれば、出口まで見送る。

○相談者の氏名、活動内容などはなるべく覚えおき、次回会った時に話題に出せるようにする。

○説明する力も重要だが、質問する力はもっと重要説明する力も重要だが、質問する力はもっと重要説明する力も重要だが、質問する力はもっと重要説明する力も重要だが、質問する力はもっと重要。質問＝問い合わせに解答するだけで終

わっていないかを自問する。どうしてその質問ニーズをもったのか聞くことで相談が深まる。

例）なぜ、ボランティアをしようと思ったんですか？

○質問で相手の意思を掘り下げる。効果的な質問が大事。
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センターの利用者とのコミュニケーションのコツ

【相談事業（私なりの対応ルール・手法）】

○共に考える共に考える共に考える共に考えるという姿勢が大事。回答を教えてくれる先生にならない。

○一定の自己開示をすることが信頼関係を深める上では有効にはたらく。信頼を得て親密に

なるが、友人にはならない。適度な距離を保ち、一線を引く。

○相談内容は、職場に置いてくる相談内容は、職場に置いてくる相談内容は、職場に置いてくる相談内容は、職場に置いてくる。家では考えない、話さない。守秘義務と精神衛生のため。

明日もよい相談対応をするために必要。

○市民活動の現場に対する敬意市民活動の現場に対する敬意市民活動の現場に対する敬意市民活動の現場に対する敬意が大事。あくまでも主役は市民。
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センターの利用者とのコミュニケーションのコツ

【私が見聞した先人の技法】 ※真似はしないこと

○相談者の隣に座る。

○トイレで声をかける。

○ホワイトボードを使ってまとめる（相談者が複数の場合特に有効）。

○沈黙を恐れずに相談者が話すまで待つ。

【まとめ】

○相談には決まった型、こうすれば必ず正解という対応はない。

○実践を積み重ね、経験を深める中で自分の型をつくる自分の型をつくる自分の型をつくる自分の型をつくることが大事。
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相談に役立つリソースをつくる

○相談対応や事業づくりに関係しそうな人や組織の名簿を整理しておく（学識経験者、マスコミ、

分野別の市民活動団体のリストなど）

○名刺を整理する（時系列で保管、メモを書き入れる）。相談者は、次の相談に対応する際に

活かせることが多い。

○アンケートをニーズ把握に活用する。

○公式の統計や報告書を活用する。全体的な社会状況を把握したうえで相談対応にあたれる

ようにする。

例）内閣府NPOホームページ内の統計調査等、あいちNPO交流プラザ内その他の関連資料
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まとめ～支援センター勤務の経験から～

○研修機会は、ほとんどなかった。自分で学ぶ機会を作った。

○相談業務は、最大の学びの場相談業務は、最大の学びの場相談業務は、最大の学びの場相談業務は、最大の学びの場でありニーズ把握の機会ニーズ把握の機会ニーズ把握の機会ニーズ把握の機会だった。逃げずに相談に向き合おう。

○市民活動相談は逃げる理由をつくるのが難しい（例えば法的根拠を上げてこれは対応できませんということができない）

○相談者の中には、ボランティアやNPOに全能感を持っている人もいる。

○基本的には、善意の人が訪れることが多い。ボランタリーな活動に取り組みたいという人だから良い人が多い。他の相

談窓口ではこうはいかないところも多いだろう。

○外部にも学習機会はある（行政主催の研修は無料も多い）。市民活動関係者やNPOを対象とした研修は現在は多数実

施されている。

○知らないことは、相談者に聞くぐらいの方がよい。知ったかぶりは避ける知ったかぶりは避ける知ったかぶりは避ける知ったかぶりは避ける。

○他の自治体の類似の取り組みを見学し、取り入れる。

○同業者と情報交換ができる関係、ネットワークをつくる。
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