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２００６年度（平成 18 年度）事業報告書 

 

前年度までの歩み－「市民活動★交流ひろば」を軸に 

 
2004～2005 年度は「市民活動★交流ひろば」市民活動団体の活動展示ＰＲと相互交流を切

り口に、中間支援事業の試行を行ってきた。 
2004 年度の自主事業としての試行を経て、2005 年度には市民企画提案事業に採択され実施

した。フレフレ♪フライヤー展を実施した。これは「活動チラシのコンクール展」であり、現

場の活動が忙しい市民活動団体にも参加しやすいための配慮であった。その効果もあり、心配

された参加団体は 43 団体を数え、倉敷市まちづくりフォーラムでの展示を皮切りに、７箇所

で巡回展示を実施、各団体に代わりの団体・活動をＰＲし、延べ来場者数 1800 人を数えた事

は一定の評価を得た。しかし、全体として市民活動団体の存在感を示す事ができた一方で、Ｐ

ＲのためのＰＲであった面は否めず、参加団体の皆さんに何を残せたのか？という点からは反

省が残る。厳しく言えば「行為目標（活動展示をする）のみで実施し、成果目標（展示を通し

て各団体へ人材との出会いや資金を提供する）を持てなかった」といわざるを得ない。 
 
市民企画提案事業では、参加型市民活動講座を開催した。広報広告をテーマにした「つたえ

よう★市民活動」では、吉田理映子（はむ：公益非営利支援センター東京・トレーナー）を招

き、ネットワークとネットワーキングをテーマにした「結んで♪拓く★市民活動」として濱 博
一（株式会社アスリック代表取締役）を招いた。両講座ともに、コーディネーターとして渡部 
達也（NPO 法人ゆめ・まち・ねっと 代表）に依頼し、そのネットワークを提供していただき、

講座事業のコーディネートについて学んだ。 
また、「つたえよう★市民活動」終了後に交流会を実施、14 名が参加した。 
これらの取り組みを通して、事業実施体としての組織体制の脆弱さ、中間支援についての専

門性の不備を痛感した。 
 
次年度の市民企画提案事業への講座事業の応募では、審査通過できなかった。 
市民活動支援を公益事業として「事業受託」のスタンスで応募したが、「事業補助」のスタ

ンスから審査が行われた点で大きな齟齬があったためである。しかし、私たちの事業企画力や

専門性の不足があった事は確かだ。人件費が出ない事業補助制度としての市民企画提案事業に

対して、「協働で行うことで相乗効果を生む」事業を企画できなかった事が課題として残った。 
 
これらの状況を踏まえ、2006 年度は「専門性を身につけるための充電期間」として、リト

リート（一時撤退）の時期とした。 
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自主事業編 

リトリート期として「学び」に重点を置いた活動を行った。「中間支援組織が必要だ」とい

う所から一歩踏み込んで、「中間支援組織をつくるにはどうすればいいのか？」へと深まるた

めに必要な 1 年間だったといえる。以下、事業について個別に概要を記す。 

支援力強化のための研修参加 
2005 年度の倉敷市まちづくり人材養成講座の講師である川北 秀人氏、「つたえよう★市民

活動」で講師に招いた吉田理映子氏などによる支援力強化のための研修が東京にて開催され、

中村、佐藤、小林の 3 名で参加した。 
ＮＰＯ支援センターやボランティアセンターの支援力強化のための３日間 
「～７つのチカラ・無限の一歩～」 
講師 ：加藤 哲夫 氏（（特）せんだい・みやぎ NPO センター 

：川北 秀人氏（IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]） 
：公益・非営利支援センター東京 

主催 ：公益・非営利支援センター東京(愛称：はむ） 
日程 ：2006 年 5 月 14 日（日）～16 日（火）（2 泊 3 日） 

この研修では支援センターについてはもちろんの事、そもそも市民活動とは？という基本的

な事項からたいへん学びの多い研修となった。一方で「そもそも」の基本知識や考え方をはじ

め、必要なチカラが不足している事を再確認する事となった。 
この学びを会員と共有するため報告会をゆうあいセンターで実施した。 

※支援センターの現場のノウハウはゆうあいセンターでも実施されてお

らず、学びを提供する必要を感じたが実施にはいたらなかった。 
その後、ＮＰＯマネジメント（IIHOE 発行）の購読、一夜でわかる！ＮＰＯの作り方－加

藤哲夫著 主婦の友社刊 などにより、基本知識を補完していく事になった。 
 

ロジ研究会 
自らの学びの場をひらく場として、ロジ研究会を開始した。これは、ＮＰＯマネジメントに

連載されている「ロジを究める－ＮＰＯのツールボックス」を素材に勉強会を行い、ＮＰＯの

事務局業務に必要な知識やスキル、考え方について学んだ。特筆したいのは、「単にテキスト

を読む」のではなく、参加型でお互いの知見やノウハウ、意見を交換する事で、より深い学び

や、その後の取り組み状況の相互報告などにより、より高い学習成果を生みだすことができた

点である。 
4 月から 3 月まで 12 ヶ月間で、延べ？？人が参加し、好評のうちに終了した。 
場をはじめ、続けていく中で、一定の成果を得られた事もあったが、新たな参加者を開拓す

る余力がなく、継続のための担い手が生まれなかった事などから 1 年間で終了する事とした。 
 
最終回は総会記念講座として、岡山ＮＰＯセンター事務局長石原達也氏、広島ＮＰＯセンタ

ー榎野礼氏を招き、ＮＰＯセンターの事務局の仕事について学んだ。 



2006 年度_事業報告書 3/5 2009/05/22 

  3/5 

 

市民活動推進課との定期懇談会（まち・プロ） 
市民活動推進について、事業の検討段階からの市民参加をめざした定期懇談会として倉敷ま

ちづくりネットワークとの連携によりはじめ、事務局を担当した。市の担当者の変更、両者の

基礎知識のギャップや立場の違いなどもあり、有意義な場にならず 3 回で終了した。何よりも

協議をガイドしていくチカラが不足していたため、意見交換の域をでなかった事が敗因である。 
 

みのお市民活動支援センター視察と報告会 
こらば★おかやま（中村代表）により、笠岡市市民活動支援センターでの講座事業を実施、

受講生による市民活動支援センターの視察に事務局 2 名も参加、報告会を実施した。箕面市は

市民参加先進地であり、人口 13 万人弱の都市規模でありながら、市域の支援センターを持つ

点で参考になると考えた。小さな支援センターでありながら、まっとうな取り組みが行われて

いると感じられた。それらを支えているのは「支援センターのネットワーク活動」である事も

わかり有意義な視察となった。 

簡易展示パネル貸し出し 
2005 年度のフレフレ♪フライヤー展で作成した簡易型の移動式展示ボードの貸し出しサー

ビスを開始した。事前にパネルに展示物を貼り付けておけば、搬入・展示が短時間で完了でき

るパネルであり、市民団体の行う短期間でのイベントなどに大変便利である。広報・広告を行

っていないにもかかわらず、会員の口コミで 3 件の貸し出しを行った。 

参考図書販売 
IIHOE 刊行の「組織を育てる 12 のチカラ」の卸販売があった事をきっかけに、参考図書の

販売を開始した。販売とは別に市民活動に役立つ図書の調査を進め、せんだい・みやぎの「み

んみん堂」での販売図書の紹介なども行っている。情報提供ツールとして本を切り口に、ＮＰ

Ｏのための図書販売や図書紹介、独自のブックレットの作成と販売などを行うブックセンター

「なるピオ堂（なるほど！ＮＰＯ）」を事業化したい。 
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受託事業編 

少しずつ信用を広げ、金額は小さいながらも事業受託ができるようになりつつある 1 年だっ

た。学習期でもある事から、採算性を優先せずに研究・開発に力点を置いた事業実施を行った。

ワークショップについては、一定の専門性を持って受託できる団体が少ない事、市民参加の機

会が増える事から、今後受託機会が増える事が予測される。一方で市民活動支援のソフト事業

が委託される流れはまだ見えておらず、現場のニーズサーベイや事業開発に取り組み、政策提

言によって市民活動のさらなる推進を進める状況を作っていく必要がある。 
以下、事業について個別に概要を記す。 
 

堀貫線外 1 号線植栽計画作成業務 
玉島地区の掘り抜き線への街路樹植栽に関するワークショップ事業を受託。中村と佐藤によ

り 3 回実施した。経緯説明、意見交換などを経て、街路樹植栽後のイメージを掴むためのワー

クを行い、植栽樹種を協議した。 

倉敷市まちづくり人材養成講座事務業務 
岡山ＮＰＯセンターが倉敷市から受託したまちづくり人材養成講座の実施のため、事務局員

の提供という形で事務業務を小林、片山で担った。 

ボランティア大会における活動展示業務 
倉敷市社会福祉協議会倉敷ボランティアセンターより、登録団体の展示について相談があり、

事業として受託実施した。活動紹介シートを設計し、各団体に記入していただく方式とした。

シートの項目は、全国的に有名な支援センターの団体登録用紙を収集し、項目を比較し参照し

ながら、「NPO の情報開示」という視点から、社会が求めている情報と団体が発信したい情報

のギャップを埋めるべく設計した。倉敷ボランティアセンターの登録団体は 180 程度を数え、

その全てではないにせよ、一覧できる状態になった意義は大きい。倉敷ボランティアセンター

は保健・福祉の団体の拠点施設であり、まちづくりや環境他の分野の市民活動団体の登録はま

だまだ少ないのが現状だ。小さなボランティア団体が登録団体のほとんどを占める事もあり、

情報開示の必要性への理解や動機付けまで含め、今後の継続とさらなる情報開示の支援に取り

組みたい。 

まちづくりフォーラムにおける活動展示業務 
岡山ＮＰＯセンターが倉敷市から受託したまちづくり人材養成講座の一貫としてのフォー

ラムへ活動展示を行った。 
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◆２００６年度（平成 18 年度）事業報告書 －3,275 円＋総会費用？円 

【自主事業】  －24,240 円 

●ロジ研究会 毎月第 3 水曜日 10:00～12:00 ？円 

4 月 ≪何のためのロジか？≫ 
5 月 ≪その忙しさは本当か？≫ 
6 月 ≪資料のファイアリングと情報管理のコツ≫ 
7 月 ≪個人の業務管理≫ 
8 月 「ロジ本の紹介」 
 「成果物を作ってみよう！－フリップ式 Ｑ＆Ａ」 
9 月 ≪成果を生む会議のポイント≫ 

10 月≪成果を生む会議のポイント≫ 
11 月≪研修のデザイン 研修の効果を高めるために≫ 
12 月≪高い成果を早く生む研究会≫ 
1 月 ≪講座や報告会の品質を高める≫ 
2 月 ≪確実な回答を得るために、聞き方を工夫しよう≫ 
3 月 ≪事前アンケートを最大限に活用しよう≫ 
※倉敷市ボランティアセンターより補助金 30,000 円

●市民活動推進課との定期懇談会（まち・プロ）4 月、5 月、6 月、3 回開催  

 担当：佐藤 

●ＮＰＯ支援センターやボランティアセンターの支援力強化のための 3 日間☆報告会（5/31）  

 担当：中村開、佐藤、小林 

●みのお市民活動支援センター視察と報告会（視察 2/9、報告会 3/28 予定） －23,000 円 

 担当：平尾、 －23,000 円 

●簡易型展示パネル貸し出し 7,800 円 

① 堀和平写真展実行委員会（総社市） 3,800 円 

② ほほえみライオンズクラブ（倉敷市） 2,000 円 

③ 岡山環境カウンセラー協会（岡山市） 2,000 円 

●参考図書販売  －9040 円 

  仕入れ 20 冊 －20,380 円 

  販売 9 冊 11,340 円 

 

【運営】    

●総会 （３月予定） 定期 

 事業報告、新事務局体制、事業計画など 

 

【受託事業】  20,965 円 

●堀貫線外 1 号線植栽計画作成業務 9,450 円 

  倉敷市土木部街路課 198,450 円 

 担当：中村開、佐藤 ワークショップ 3 回  －189,000 円 

●倉敷市まちづくり人材養成講座事務業務 7,500 円 

 岡山 NPO センター 150,000 円 

 担当：小林、片山 －142500 円 

●ボランティア大会における活動展示業務 2,500 円 

 倉敷市ボランティアセンター 50,000 円 

 担当：佐藤－団体紹介用紙設計製作、平尾・小林－展示物作成監督、当日展示監督 47,500 円 

●まちづくりフォーラムにおける活動展示業務 1,515 円 

 岡山 NPO センター 30,300 円 

 担当：佐藤・平尾－当日展示監督、佐藤―搬出・管理 28,785 円 


