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2012～2013 年のトピックス 

倉敷・岡山／地域のトピックス 

市民活動推進課の人材育成が一段落？ 

倉敷市のまちづくり関連の人材育成事業は市民活動推進課の設置2年目に

あたる 2005 年度より 9 年間続いているが、近年予算が大きく減った。 

これには２つの理由が考えられる。ひとつめは 2011 年度からはじまった「協

働のまちづくり人材養成事業」が一段落した点である。まちづくりサロン開催の

ためのボランティア養成講座にあたり、サロンの開催ができるようになったため

養成講座開催経費が必要なくなったためだ。ふたつめは、テーマ型養成講座

が無くなった点だ。これまで「災害ボランティアコーディネーター養成講座」「シ

ニア世代地域リーダー養成講座」「コミュニティビジネス講座」「市民活動パワー

アップ事業」などをテーマに開催されてきたが、NPO のための講座事業はほぼ

皆無となった。 

このままなくなるのか？人材育成を再開するのか？当会はこれまで同様に組

織育成の重要性を伝え、提案を続けていきたい。 

第 6 次総合計画《まちづくり指標》の活用を 

倉敷市第 6 次総合計画では基本計画によって《めざすまちの姿》とその達成

度を測る《まちづくり指標》を定めている。この実現のため《構想実現計画》が

2011 年度分より発表され、施策を推進するための主な事業の区分、事業名、

概要、予算額が一覧できるようになっている。さらに平成 24 年度の行政評価か

ら《施策評価結果》によって《まちづくり指標》の変化を含め、当該年度の事業

の主な実績、効果に関する顕彰、今後の方向性などがまとめられている。行政

との協働事業をすすめるには、これらの見える化された資料を読み解くチカラ

や事業提案するチカラが必要だ。活用できる NPO が増える事を期待したい。 

日本のトピックス 

NPO の認知は進んだが、参加意向は減少 

2013年6月に内閣府により「NPO法人についての世論調査」が行なわれた。

前回の 2005 年調査と（設問内容が同一ではないが）比較して紹介する。 

NPO の認知については「社会のニーズや課題に対して，「市民自らが自主

的に集まって取り組むことは大切だと思うか」に「そう思う」が 91.6％となり、前回

調査の 79.7％から 10％以上増えている。一方で、参加意向については「ＮＰＯ

法人が行う活動に参加したいと思うか」聞いたところ，「思う」と答えた者の割合

が17.5％，「思わない」と答えた者の割合が71.6％となり、前回48.9％から20％

以上も増えている。 

これらの結果から私たちが考えなければならない点は参加のデザインではな
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いだろうか。「市民活動は大切だと思う人が＋10％＝90％、参加したくない人

は＋20％＝70％」という世論に対し、我々はどうアプローチしていけばいいの

か？という戦略が必要だと考えられる。 

人との新しいつながりを生む「共感→信頼→出番→成果」のサイクル 

活動に参加したいと思う人が重視する点は、「目的や活動内容への共感」

72.5％（前回 63.5％＋９）、「信頼できるスタッフ」44.4％（前回なし）、自分の能

力を発揮できる」37.1％（前回 33.9％＋3.2）、「活動の成果」31.0％（前回

17.3％より＋13.7）の順となっている。 

これらの結果から「NPO だから、非営利だから、ではなく内実を見極めてから

という意向が高くなっている」と考えられるのではないだろうか。 

また、ＮＰＯ法人に対してどのような役割を期待しているか聞いたところ，「人

と人との新しいつながりを作る」が 37.3％（前回 42.2％－4.9）と最も高く，以下，

「市民の自立や自主性を高める」31.3％（28.6％＋2.7），「やりがいや能力を発

揮する機会を提供する」28.0％（前回 25.3％＋2.7）、「個々の事情に応じてき

め細かく対応する」27.4％（前回 23.3％＋4.1）などの順となっている。 

これらから「会社や地域とは違う、第 3 の社会としてのつながりづくりをどう提

供できるか」が大きなポイントと考えられる。 

認定 NPO 法人制度の普及へ向けて 

「100 年に１度」と言われたＮＰＯ法

改正と新寄付税制に続き、認定ＮＰＯ

法人の仮認定制度が施行されて 1 年

以上たった。シーズ・市民活動を支え

る制度をつくる会では《認定とろう！

NET》（右）の開設の他、《認定ＮＰＯ

法人振興会》による会員向けの Q＆A

サービスや相談対応をはじめてい

る。 
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Ⅰ．2012 年度／成果と総括 

新しい中期戦略 1 年目は、スローなスタートアップ  

昨年度末に刷新した中期戦略に合わせた事業を模索した 1 年となった。 

中期戦略では大まかな方向しか決まっておらず、事業として成り立たせるた

めの試行を重ねた。空振りも多かったがクリーンヒットもあり、立て直し初年度と

して小さな成功を納める事ができた。 

 

１．事業の実施に関する事項 

１）NPO の力量形成のために／NPO サポート事業 

 学びの協働隊／倉敷 新規／自主事業 

地域づくりをしっかりと担える団体に必要な力を、それぞれの活動現場の実

践を通して、お互いに学び合いながら身につけるプロジェクト。「地域課題に取

り組む事業の開発や拡大、継続できる体制づくりを志す、事業規模 100～300

万円程度の草の根の団体」を対象に、当会と合わせて 5 団体によりスタートし

た。参加者の現場の困り事や興味関心から内容を組み立て、10 月の準備会か

ら 6 月までに９回開催した。 

【成果】 

会を重ねるにつれて、１､講座や研修会では出来にくい細やかなフォローア

ップができた。２，団体同士のノウハウ交換などの学び合いが生まれた。３，代

表特有の悩みを打ち明け、共感できる関係性が育った。などの成果が生まれ

た。学びの協働隊発祥の地・大分で言われた【３つのねらい】がある程度達成

できたと言える。（３つのねらいとは①学び合う関係づくり、②それぞれの力量

形成、そして―①②をしっかり作った結果―、③地域ネットワークが生まれる。） 

事務局を担当した当会は、開催を通して支援力の蓄積や相談対応力の向

上などが進んだ。 

【課題】 

一方で、１，参加団体が少なく地域への広がりが少ない。２、事業規模が小さ

すぎてステップアップの展開が見えにくい、３､行き当たりばったりのテーマ設定

で研修効果が薄め、などの課題がある。 

 

 出前サポート（ハンズオン支援） 継続／自主事業 

NPO は能力やスキルがあるからはじめるのではなく、やむにやまれず見過ご

せないからはじめてしまうケースの方が多い。そんな現場の事業や運営の混乱

を解決するには、講座や研修会、ツールだけではなく直接現場に出向いてサ

ポートする＝ハンズオン支援が有効だ。今年度からハンズオン支援を事業メニ



くらしきパートナーシップ推進ひろば ２０１2 年度【第 10 期】 事業報告書（2012/7/1～2013/6/30） 

- 5 - 

ューとして整備し、提供をはじめた。２団体へは継続的に支援を続けており、現

場に入り込んで事業・組織の立て直しを進めている。 

【成果】 

サポートに入っている 2 団体ともに草の根

の小さな法人で、設立後 5 年程度、3 年間

の市民企画提案事業終了というタイミング

で大きな転機を迎えていた。サポートを続

けていく中で「あの時、『サポートするよ！』

と声をかけてくれなかったら活動をやめて

いた」という声があった事が大きな成果であ

る。活動休止という草の根の団体の死＝を

避けるには「孤立させない」事が最も重要で

ある事を実感した。 

【課題】 

出前サポートはわずかとはいえ人件費をいただいくので、一定の事業収入が

ある団体しか活用できない。事業収入がない団体へサポートを提供するには、

人件費の調達ができる仕組みづくりが大きな課題である。またサポート力の専

門性の向上も課題となっている。 

 

 情報収集と編集・発信 継続／自主事業（補助） 

相談対応と合わせて市民企画提案事業

のはばたきコースに採択され継続した。 

【成果】 

アルバイト人件費が確保できたので、これま

で進められなかった「NPO お役立ち情報」

の編集をはじめ、５月は《気軽に使える助成

金情報》を作成した。またNPO情報ライブラ

リを拡充するため「NPO の活動情報」として

チラシの収集と整理を開始した。 

わずかな補助金で、これだけの仕事が進

められた事は大きな成果だ。今後は新聞記

事のスクラップ活動の立ち上げと、NPO 情

報ライブラリの整理・拡充を進める。 

【課題】 

補助金でアルバイト人件費や経費が充当されたが、事業を統括する内部人件

費は資金調達できず無償労働となっている。自己資金でいくらか賄ったが、本

来、より高い責任と専門性が求められる領域であるため、この部分の人件費の

確保が課題である。 
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 相談対応  新規／自主事業（補助） 

これまで着手できなかった相談対応を、

情報収集と編集・発信と合わせて市民企画

提案事業へ採択され開始した。 

【成果】 

5 月 2 団体、6 月 1 団体の相談対応となっ

た。出前サポートをしている団体であり、内

部の事情もある程度把握できているため、

突っ込んだ相談対応が可能となった。 

基本的な相談の Q＆A の収集を行い、相

談対応力を蓄積できた。 

【課題】 

補助金でアルバイト人件費や経費が充当されたが、アルバイトでは初歩的な

相談にしか対応できない。一定の経験や専門性を持った相談員の配置が課

題となっている。 

 

 東日本大震災への募金活動への参加とコーディネート 継続／自主事業 

【ふいご彡プロジェクト★支援活動を支える風を送ろう彡彡彡】 

市内各所に募金箱を設置し、せんだい・みやぎＮＰＯセンターへ寄付するプロ

ジェクトは引き続き、大分・倉敷の協働で実施。昨年度は１79，209 円（累計７６

６，７８１円）を寄付する事ができた。社会全体の寄付マインドが冷えており、ほ

とんど入っていない募金箱も出てきている。一方で、集金にうかがったその場

で財布から寄付してくださる募金箱設置協力店の方もいて勇気づけられた。 

【男女共同参画センター登録団体による支援活動】 

市内各所に募金箱を設置し、赤い羽根の災害ボランティア・NPO 活動支援の

ための募金を行うプロジェクトへの参加を継続。2012 年度は 64,529 円（2011

年 4 月から 2 年間で累計 350,332 円）の募

金を行った。募金箱の寄付金額の減少や

協力者の減少に伴い、3 月にて活動終了と

なった。 

【くらやみキャンドルプロジェクト】 

DONATION くらしきから引き継いで有志で

継続した。2012 年度は 12 月のまごころサン

タキャンドル、3 月の３１１キャンドルの 2 種に

より、合計 200 万円を遠野まごころネットのま

ごころサンタ基金に寄付する事ができた。 
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２）協働の実践のために／協働サポート事業 

 「協働の種を探そう」（地域円卓会議の開催） 新規／自主事業 

第１回として「市民活動支援と協働推進」

をテーマに倉敷市、NPO 関係者などで座

談会を開催した。 

【成果】 

６次総の構想実現計画や施策評価などの

資料をまとめる事で、状況の全体像が見え

た。 

【課題】 

資料の読み込みが出来ず自説の開陳に終

わる参加者も多く、協議が深まらなかった。

結果として協働の種を見つける所まで進め

なかった。参加者が議題や協議に集中で

きる場の持ち方や進行の工夫と改善が課題として残った。 

 子ども NPO の協働事業づくり 新規／自主事業 

子ども NPO の協働事業づくりとして、関係各所へヒアリングの上、「地域子育

て支援拠点の質的向上のための調査研究」を企画・立案した。資金調達のた

めの助成申請では２度不採択となり、計画として練り上げる事ができず実施を

断念した。 

【成果】 

子育て支援拠点の近年の動きや現場の声が掴めた。 

【課題】 

フロントライン NPO の意見に流されて事業計画を進めてしまった。協働で事業

計画を立案していくためには、2 歩先の視野と 1 歩先の提案力の不足が課題と

なっている。 

 

３）協働環境を整えるために／協働環境づくり事業 

 協働環境づくりプロジェクト 新規／自主事業 

あるべき協働環境を構想し、実現していくためのプロジェクトとしてスタートし、

３月～５月頃に大まかなルートマップを作成した。取り組みははじまったばかり

で具体的な成果はないが「（仮称）協働推進センター」の構想下案の作成と「仮

称）市民協働のまちづくり白書」の作成を２本の柱として着実に準備が進んで

いる。 
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２．組織運営に関する事項 

（１）＜事務局会議の開催＞ 

事務局会議により、事業の進捗状況の共有と組織運営について協議しつつ

進めた。 

７月：５回、８月：４回、９月：５回、１０月：５回、１１月：４回、１２月：５回、２月：１

回、３月：１回、４月：１回、５月：１回、６月：１回、合計３３回 

 

（２）その他 

 ＜会員について＞ 

会員総数 ２８（個人・団体） 

正会員 個人 １２名 

団体  １団体 

準会員 個人 １2 名 

団体  １団体 

賛助会員      ２ 

（個人・団体とも） 

※第 10 期終了時（２０１３年６月末） 

 ＜情報発信＞ 

１）ブログ http://blog.canpan.info/hiroba/ 

総記事数 294 （+29） 

２）Facebook ページ https://www.facebook.com/kurashiki.hiroba 

2011 年 10 月より開始、 

 ＜役員について＞ 

代表： 佐藤尚宏 

副代表： 中村開三 

監査： 下村幸喜 

オフィス YOU・ON 行政書士 友愛行政法務事務所代表 

 ＜事務局について＞ 

事務局長 佐藤尚宏 

事務局  中村開三、平尾博美、 
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Ⅱ．2012 年度／収支報告 
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2011 年度 活動計算書（案） 

2012 年 7 月 1 日から 2013 年 6 月 30 日 ／ くらしきパートナーシップ推進ひろば 
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 65,000 
    準会員受取会費 10,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 239,000 
  【事業収益】
    事業　収益 373,264 
  【その他収益】
    受取　利息 185 
        経常収益  計 687,449 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 151,600 
      臨時雇賃金 96,000 
        人件費計 247,600 
    （その他経費）
      売上　原価 3,507 
      事業　支出 129 
      印刷製本費(事業) 2,210 
      会　議　費(事業) 5,000 
      消耗品　費(事業) 2,100 
      租税　公課(事業) 2,936 
        その他経費計 15,882 
          事業費  計 263,482 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 226,000 
      臨時雇賃金 54,000 
        人件費計 280,000 
    （その他経費）
      印刷製本費 2,250 
      会　議　費 5,500 
      通信運搬費 38,120 
      消耗品　費 42,833 
      諸　会　費 29,000 
      租税　公課 918 
      支払手数料 1,735 
        その他経費計 120,356 
          管理費  計 400,356 
            経常費用  計 663,838 
              当期経常増減額 23,611 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 23,611 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 23,611 
          前期繰越正味財産額 △ 28,072 
          次期繰越正味財産額 △ 4,461  
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これまでの収入推移 
収入内訳 2006年度 2007年度2008年度(12008年度（22009年度 2010年度 2011年度 2012年度

会費 24,000 48,000 0 77,000 77,000 67,000 102,000 75000
寄付 3,380 32,000 0 24,747 247,457 274,558 179,846 239000

事業（受託事業含む） 497,899 447,462 12,115 1,673,052 767,037 2,206,927 5,333,481 373264
助成金・補助金 30,000 25,000 0 166,000 587,000 36,000 10,000 0

合計 555,279 552,462 12,115 1,940,799 1,678,494 2,584,485 5,625,327 687264  
 

貸借対照表(案) 

2012 年 7 月 1 日から 2013 年 6 月 30 日 

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 818,837 
   現　　　金 7,497   預　り　金（所得税） 3,854 
   普通　預金（中銀） 454,075    流動負債  計 822,691 
   普通　預金（ゆうちょ） 116,910 負債の部合計 822,691 
    現金・預金 計 578,482 
  （棚卸資産）  【正味財産】
   棚卸　資産 91,820   前期繰越正味財産額 △ 28,072 
    棚卸資産  計 91,820   当期正味財産増減額 23,611 
  （その他流動資産）    正味財産　計 △ 4,461 
   未収　収益 147,928 正味財産の部合計 △ 4,461 
    その他流動資産  計 147,928 
     流動資産合計 818,230 

資産の部合計 818,230 負債・正味財産の部合計 818,230 

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

正　味　財　産　の　部

全事業所 2013年 6月30日 現在

 
 
 

財産目録(案) 

[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 7,497 
      普通　預金（中銀） 454,075 
      普通　預金（ゆうちょ） 116,910 
        現金・預金 計 578,482 
    （棚卸資産）
      棚卸　資産 91,820 
        棚卸資産  計 91,820 
    （その他流動資産）
      未収　収益 147,928 
        その他流動資産  計 147,928 
          流動資産合計 818,230 
            資産の部  合計 818,230 

  【流動負債】
    未　払　金 818,837 
    預　り　金（所得税） 3,854 
      流動負債  計 822,691 
        負債の部  合計 822,691 

        正味財産 △ 4,461 

《負債の部》

くらしきパートナーシップ推進ひろば
2013年 6月30日 現在

《資産の部》
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監査報告書 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料のページ  学びの協働隊／倉敷 アーカイブス 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 



 

 

準備会を開催しました。 [2012 年 10 月 01 日（Mon）]

学びの協働隊／倉敷 いよいよはじまります。第

０回として準備会を開催しました。 

１）ねらいについて 

加藤哲夫さんのビデオレターを見てから意見交

換しました。 

３つのチカラ 

１）情報開示・発信（編集力） 

２）戦略計画（予測力） 

３）組織開発（組織力） 

については、各団体の現状と課題などを共有しま

した。 

・事業の戦略計画をつくりきれていないこと、 

・当事者視点より少し広い視野で運営（経営）が

相談できる支援者を巻き込むこと、 

などが共通する課題として見えてきました。 

人・もの・金・情報などの資源別では、人につい

ての意見が多くでました。 

ビデオレター後半の内容「プロジェクトを重ねて、

ネットワークが深まることによって、生まれるも

の・ことがある」については、 

「地域のＮＰＯが共通のテーマでネットワーク

するからこそできる提言があると思うと元気が

出た！」という声も出ました。 

そんな事になったらいいなと思います。 

２）これまで学んだ事、役に立ったこと、 

・「不」（求めず、急がず、休まず、）「遊」（楽し

く） 

・してもらえない事に不満を持つのではなく、し

てもらったことに感謝する 

・してもらった事については出来、不出来を問わ

ず、ありがとう 

・現場を大事にする、充実した気持ちで帰っても

らえるように。 

・組織を育てる１２のチカラ（ＩＩＨＯＥ） 

３）次回のテーマ・内容について 

【共感（と寄付）を生む事業計画づくり】 

内容は、、、こうご期待！ 

 



 

 

第１回／情報開示・発信（編集力）について [2012 年 10 月 23 日（Tue）] 

学びの協働隊／倉敷 2012 第１回が終了しまし

た！ 

今日の資料です。 

学び合いが進むきっかけになればという感じで、

急遽作ったもの。 

●学びの協働隊／倉敷について 

●情報開示・発信（編集力）について 

・わからないこと、知りたいこと、できるように

なりたいこと etc、 

・どんなツール？どう使う？参考例は？ 

【ミッションステートメント】 

【入会案内／団体リーフレット】 

【年次報告書・計画書】 

【ブログや FB／活動情報】 

【通信や機関誌】 

【チラシや参加案内】 

【マスコミ広報とプレスリリース】 

【名刺】 

 

知識伝達の講座ではなく、学び合いが進む場づく

り、そのために必要なのは何か？と進行役は迷い

ます。 

知識・知恵の伝達ではなく、問題意識や課題意識

の共有を、理念や思考ではなく、具体例や事例を、

そんなイメージを持っていたのですが実際には

難しい点もありつつ、、ですね。 

板書はこんな感じです。（これだけだとわかんな

いだろうけど、、、） 

ともあれ、 

加藤哲夫さんと大分の仲間たちがはじめた学び

の協働隊の種が、ようやっと倉敷でも芽吹きまし

た。まだまだ手探りで進めていますが、参加者か

ら良い点、悪い点をフィードバックいただき、こ

の取り組みを大事に育てていきたいと思います。 



 

 

第 2 回／広報物の作成ポイント [2012 年 11 月 13 日（Tue）] 

今日の目標は２つ 

１）団体基本情報をまとめるキモは？ 

２）広報ツールをパワーアップするには？ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【参加者の声】 

「他団体を見て書き方か具体的にわかった」 

「簡単にできるとわかり、安心してできる」 

「適当にではなく、どうするかがわかった」 

「QR CODE が簡単に作れるとは知らなかった！」 

１）団体基本情報をまとめるキモは？ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

開示は信頼を生むために、 

⇒事実や実績を報告しよう 

発信は共感を生むために、 

⇒ミッションやビジョン、未来の夢を伝えよう 

Q：役員や事務局、常勤、非常勤の境目は？ 

 →政府の調査では4日／週以上は常勤扱いにな

っていた 

Q：これまでの助成金、どれくらい書く？近年だ

けでいい？どう書くの 

 →実績を示して信用を得るために書く 

 →列挙するには項目数が多い場合は、総額と件

数で示す 

 

 

２）広報ツールをパワーアップするには？ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●どこの、誰 を書くだけでなく、何をして欲し

いか書く 

●テキストは単語だけではわからない。15～25 文

字程度で、具体的に  

 （五七五七七＝31 文字を上限の目安に） 

●たくさんの内容を示す時はできるだけ３つに

まとめて示す 

 （４つ以上だと直感的に理解しにくい） 

●マークやイラストなどの図、団体のイメージカ

ラーやアクセントカラー 

◆ツール～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ⅰ：情報開示・発信（編集力） どんなツール？

どう使う？参考例は？ 

○QR CODE http://qrcode.jp/ 

◆広報の参考にしたい団体のサイト～～～ 

○マドレボニータ 

http://www.madrebonita.com/wordpress/ 

○日本冒険遊び場づくり協会 

http://www.ipa-japan.org/asobiba/ 

○日本ファンドレイジング協会 

http://jfra.jp/ 

○チャイルドケモハウス 

http://www.kemohouse.jp/ 

○ACE（エース） 

http://acejapan.org/ 



 

 

第 3 回／人を活かす、人が育つ [2012 年 12 月 04 日（Tue）] 

今回のテーマは少し広めで【人】。 

NPO は人の育つ場でもあります。 

１）人にまつわる困り事 

準備会で出た「人にまつわる団体運営の困り事」

を団体の課題に言いかえると・・・・・・・・ 

・一緒に考える人、方法がムツカシイ 

・運営スタッフの自覚がない人がいる 

・「お手伝い」だから、しんどい 

 →「お手伝い」を「スタッフ」に育てる方法は？ 

・要望はくるが、担わない人が多い 

 →利用者を協力者・参加者に誘導するには？ 

・企画ができない（スタッフがいて困る） 

 →内部の人材育成をどう進めるか？ 

・現場で出会わない人とどう出会う？ 

 →異分野のネットワークをひろげる方法は？ 

・人が抜けていく、、、 

 →スタッフの世代交代を強みにするには？ 

２）インタビューゲームと情報交換 

まずはインタビューゲームで、お互いに困り事を

聞き合いました。自団体スタッフへのヒアリング

練習も兼ねています。 

「活動・事業を進める上で、【人】にまつわる困

り事は何ですか？ ５つ挙げて下さい」 

●Ａさん 

・いい人がいない 

・人をうまく使えてない 

・ボランティアで意識のある人、ない人がいる 

（意識を高く持って欲しい） 

（自分の事、自分の子どもの事しか見えない、 

 みんなの事、公益の事は言っても伝わらない） 

・専門職（運営や事務）のアドバイザーが欲しい 

・ボランティア、サポーターが欲しい 

・事業変更に伴い、事業を担える人材が欲しい 

という事で、大きく言うと２点 

⇒《人が欲しい》 

⇒《人が使えるようになりたい》 

 

●Ｂさん 

・若手スタッフの育成（役割を担えるように） 

・古参スタッフの役割変化（運営や人材育成を担

えるように） 

・若手と古参のスタッフの関係づくり、チーム化、

役割分担 

 

次に、その内容からお互いに情報交換をしました。 

・・・ 概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《人が欲しい》というのを、課題に変えていくと、 

「人が参加・参画できる仕組みづくりとその実践

を進める」ということ。 

参加者→サポーター→スタッフ→役員という参

加・参画の度合いをどう 

深めていくのか？という視点で考えるのが大切。 

さらに、 

それぞれのポジションを具体的に描くこと。 

人数や期待される役割、専門性などが具体化され

ている事も大切。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３）ＮＰＯマネジメント 

その後、NPO マネジメントの特集より、以下のタ

イトルを紹介しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第 36号 

 自ら学ぶ人と組織を育てる＜前編＞ 

 「日常の現場で、組織の風土を育てる」 

第 37号 

 自ら学ぶ人と組織を育てる＜後編＞ 

 「研修を活用して、チカラを育てる」 

第 42号 

 会員を増やし続けるために 

 「続けたい」「誘いたい」と感じる活動づくり 

第 46号 

 当事者を運営の参画者に育てるプロセス 

 「子どもや地域を主役にする事業・組織づくり」 

 



第 4 回／人を活かす、人が育つ その２ [2013 年 01 月 28 日（Mon）] 

第 4回のテーマは前回に引き続き「人を活かす、人が育つ」で開催しました。今回のめあてはコレ 

対策・対応の実践や工夫を学び合う 

１）対策・対応の実践や工夫を学び合う 

 

困っている事や問題 課題 

【利用者・参加者】 

・参加・要望はするが、担わない人 

【ボランティア、現場スタッフ】 

・ボランティア、サポーターが欲しい 

・事業を担える人材が欲しい 

・人をうまく使えてない 

・人が抜けていく、、、 

・みんなの事、公益の事が伝わらない 

 

→「利用者」「参加者」を「協力者」「支援者」にするには？ 

 

→ボランティアを勧誘するには？ 

→現場を任せられるスタッフを育てるには？ 

→人をうまく使うには？ 

→スタッフの入れ替わりを団体の強みにするポイントは？ 

→事業・活動の意味や意義を共有するには？ 

【
人
】
に
関
す
る
問
題 

【運営スタッフ、理事】 

・会の運営を一緒に考える人がほしい 

・運営スタッフの自覚がない、お手伝い気分 

・現場でない人とどう出会う？ 

・団体内で相談できる人が欲しい 

・専門職（運営や事務）のアドバイザー 

・理事会をどうつくる？ 

 

→運営スタッフの役割・自覚を促す方法は？ 

→異分野のネットワークをひろげる方法は？ 

→ 

→運営スタッフを見つける・育てるには？ 

→理事を勧誘するには？ 

【
事
業
】 

【企画・計画】 

・企画できないスタッフに困る、事業を一緒に

つくる人がほしい 

・「お手伝い」気分で「手伝ってあげている」 

 

 

・戦略計画をカタチにする方法 

・人をやとわないとまわらない？ 

【実施】 

・間に合わせ・こなしていく状況 

・戦略計画通りに進まない 

 

→事業企画ができるスタッフを育てるには？ 

 

→「自分たちのニーズに合わせた事業」「自分たちでつくる

事業」と感じてもらえるには？ 

→ニーズに基づいた事業計画をつくるには？ 

→中期戦略・事業戦略をつくるには？ 

→？ 

→慌てない、追われない事業実施とは？ 

→実現可能な中期戦略のポイント、計画実現のポイント

は？ 

前回の《団体運営の困り事や問題》を《乗り越え

たい課題・目標》に言いかえる事の大切さを再確

認しました。今回は、課題・目標をクリアするた

めにはどうしたらいいか？=《対応・対策》につ

いて、各団体のこれまでの取り組みを元に情報交

換を進めました。 

現場の活動を続けきた団体なので、具体的な方法

や事例が紹介されました。 

例えば、 

ボランティア保健の事やボラセン登録で半額助

成してもらえる事を共有しました。 

「人をうまく使う」「現場を任せられるスタッフ

を育てる」という所では、 

・「まずは活動に参加してもらい、慣れてもらう。

スタッフ自身のやりたい気持ちや自主性を大切

にしている。相手の事がわかってきた時には役割

をお願いすることも。」 

・「無償ボランティアでは毎回毎回来てもらうの



 

 

はやりがいがないと思うので少しでも払えるよ

うにしたい。」 

・講演会では参加費をいただくが、スタッフは参

加費をもらわない。ボランティアする事で、ただ

で聞けたり、内容を自分たちでつくったりできる。 

などの話がでた所で広い意味での【対価】につい

て考えました。 

無償・有償という報酬面だけで考えると、自己実

現ややりがい、自己教育や成長感などを期待して

いる人は逃げていく事もあります。 

「むつかしいねー」といいつつ、相手の望みやニ

ーズは千差万別。 

そこをどうやって把握するか？が大きな課題で

あるとわかりました。 

２）体制を整えるチカラ／ 

そこで「市民組織運営の基礎／組織を育てる１２

のチカラ １０をみんなで読む事に。 

「うーん、いまいちピンと来ないなぁ」という声

もありつつ、。(*^_^*) 

「やっぱりボランティアの就務規定は必要だね」

という事で 

↓↓↓ 

●相手のニーズや条件を把握するためのヒアリ

ング 

ボランティア登録用紙やヒアリングシートの具

体例を見ながら、会として《把握したいポイント》

はどこか考えました。 

まずは市民セクターよこはまさん作成のボラン

ティア受付表を見本に 

・基本情報としての

氏名、連絡先など 

・どんなことがした

いですか？ 

（興味・関心、意欲や希望） 

・どんなスキルがありますか？ 

（できること、得意なこと） 

・提供できる時間数、曜日や時間帯の希望 

（制約条件） 

ボランティアスタッフの不安を取り除き、安心し

て継続してもらうためにも、ヒアリングは不可欠

です。 

小さな組織だと人と人の関係で成り立つ所もあ

りますが、しくみとして導入するにはヒアリング

をシートや機会としてセットした方が確実です。 

そこを丁寧にやっていないと、新しい事業を増や

そうという時に（私はそんなに出られない）（活

動が増えてこれ以上時間を取られたら困る）とい

う不安が高まった結果、「その事業は必要ないと

思う」「やらない方がいい」など、会の活動にブ

レーキがかかる事もあるという事例を共有しま

した。 

おまけ 

【困ったときのゲンバの知恵袋】というサイトで

はゲンバの実践ノウハウが紹介されています。 

http://www.shimin-sector.jp/knowhow/ 

人材育成の中で「ボランティアのオリエンテーシ

ョンと育成・研修、どうする？」というページも

あります。 

http://www.shimin-sector.jp/knowhow/3rd_1.p

hp?eid=00009&category=1-5 

 

 



 

 

第 5 回／中期戦略と事業計画 2 月 12 日（火）

全員出席は久しぶり！ 

まずは近況の共有からはじめ、1２月、1月のふり

かえりをしました。 

Ｑ：ボランティア就務契約の必要性はあるの？ 

→ボランティアを「しばる」ためでなく、「まも

る」ために契約を交わす 

 

１）簡単！中期戦略づくりのコツ 

ふりかえりで中長期戦略ってどんなもの？どう

立てる？なぜ必要？などの声があり、少し解説し

ました。 

●中期戦略は、ホップ・ステップ・ジャンプの展

開シナリオ 

●作り方① 年度の目標を短いキャッチコピー

にして共有する 

例）「今年こそサロン事業に地域を巻き込む！」

「今年こそ儲かる事業で経営安定！」 

短いから伝わる、覚える、メンバーで共有できる 

●作り方② 年度戦略を3年分並べると簡単な中

期戦略になる。 

→団体運営の方向を共有できる 

→スタッフや支援者の目線が揃う 

●戦略には、事業と組織の２つが必要。 

事業戦略は上の展開シナリオとポンチ絵で立て

る。 

と、ここまで進んだところで 

「ポンチ絵ってなに？」という事で、、、 

２）ポンチ絵を描こう 

論より証拠、いちご一会さんの来年度計画をヒア

リングしながら、その場で簡単なポンチ絵を描い

てみました。 

ポンチ絵についてまとめると、、、 

●意味 

ポンチ絵とは、イラストや図を使って概要をまと

めた企画書などのこと。 

●効用 

・文章と違い、全体像や関係性が直感的にわかり

やすい 

●要素 

誰が？：「登場する関係者」を□や○の記号で表

す。 

何を？：事業や活動を□や○の記号で表す。 

やり取り？：「提供するモノ・コト」などのやり

取りを⇒や－で表す。 

 

ポンチ絵という単語は耳慣れないけど、ポイント

は「事業の計画は図で考える！」というコトです

ね。 



 

 

第 6回／参加者･当事者をスタッフに育てる！＋総会あるある！ 3 月 12 日（火） 

学びの協働隊／倉敷、記念すべき１／２周年の内容は豪華 2本立て！と「参加者・当事者をスタッフに

育てる！」「総会の工夫★あるある！」 

１）近況共有「最近の活動と気づきは？」 

余談ですが、進行役の大事な仕事として「問いを

立てること」があります。 

ちょっとしたコツですが、問いを立てる時の言葉

の選び方ってけっこう重要です。 

「近況を」とか「 近どう？」と訊ねると、その

時思いついた話しとか漫然とした話しになりが

ちです。少し丁寧に「 近の活動と、それによる

気づきについて教えてください。」と訊ねると、

出てくる話の方向が明確になります。 

今日の主な話題は２つ、次につながる話題が１つ 

●マスコミとの協力・連携について／＋と－ 

＋プレスリリースで FM出演と新聞掲載！ 

勉強会参加者数が伸び悩みなので、当会がサポー

トに入った事例を紹介。フライヤーにプレスリリ

ースを添えて記者クラブへ投げ込み。 

＋宣伝ではなく「困っている人へ届けたい」気持

ち。 

「自分の宣伝をすると思うと気が引けて迷いが

あった。今回広報のサポートをしてもらって【困

っている当事者へのサポート】を提供していると

気付いた。【少しでも多くの困っている人に届け

る】という視点で考えられたから迷いが消えた。」 

＋「新聞を見たという参加者がいてありがたかっ

たです」 

報道の成果と感謝を伝えたら、イベント案内に毎

回掲載してもらえるようになった。 

－もイロイロ出ましたが、コミュニケーションの

限界に起因するようです。 

●参加者の心理的ハードルをどう下げる？／文

殊の知恵と図解力 

「あるお母さんが、『子どもに発達障がいがある

ので、集まりに参加しにくい』と言うらしい、ど

うしたらいいのか？」という相談から、あれやこ

れやと考え、問題はどこにあるのか？を探ってい

きました。発達障がいといっても本人の特性もあ

りますし一概には言えませんが、大まかに①受け

入れ体制（託児環境）づくり、②託児スタッフの

質、③母の不安の解消、という３つの糸口が見え

てきました。 

ここでの学びは２つ 

【文殊の知恵／この場で相談するからこそ、集ま

る知恵がある】 

【図解力／事柄の構造を掴むと、話しがグルグル

しにくい】 

●スタッフが自覚的に動き出す 

あるイベントの準備段階で、当事者のひとりがス

タッフに電話をしたそうです。「代表ばかりに負

担をかけていたらダメだ。みんなで助けないと」 

それがきっかけとなって、スタッフが自覚的に準

備を担い、今までになく楽になったとの事でした。

素晴らしいエピソードです。 

ここから、今日の内容が決まりました。 

２）「参加者・当事者をスタッフに育てる！」 

スタッフが自発的に動きはじめた話しから、この

テーマになりました。 

●参加者・当事者の声をもらって、カタチにする 

ビジネスでは参加者はお客さんですが、NPO の事

業では一緒に問題解決に向かうパートナー。いろ

いろな参加・参画のルートを用意したいですね。

例えば参加の感想でコピーを考えてもらう。コピ

ーライターが考えたキレイな言葉より、参加者や

当事者の実感のこもったひと言が共感を生みま

す。もっと大事なのはニーズを集めること。現場

の当事者のニーズを掴むからこそ、次の事業提案

ができるのです。ことさら調査しなくても現場に

あるヒントを拾ってカタチにしていきましょう。 

●受益者の「○○がほしい」「～～したい」とい

う声は巻き込みのチャンス 

会を運営していると当事者・参加者などの受益者

の「あったらいいな」に向き合う事が多いです。

つい「そりゃ、あったらいいけど、誰がするん？

どうするん？」と思ってしまいがちですが、そん

な時こそ巻き込むチャンスだと捉えたいです。 



 

 

→「そうだね、あったらいいね。」「そうだね、で

きたらいいね」と思いを受け止める。 

→「どうしたらできるかな？」「誰ができるか

な？」と問いかけて、相手に返す。 

→「やってみたら？楽しいよ！」「一緒にやって

みよう、サポートするから」 

⇒実際にやってみたら、感謝や成果を伝えて、継

続や改善を促す。 

目の前の相手を「お客さん」ではなく「解決する

力のある当事者」として見る姿勢が大切。 

●「あなたの『やりたい』を実現するために」 

受益者から、支援者・担い手へ移行する階段をデ

ザインする上で大切なポイントです。 

ボランティアスタッフに「労働をタダでやっても

らう」と考えると申し訳なく頼みにくくなります。

この会の活動だからこそ「あなたの『やりたい』」

にチャレンジできる、つまり機会を提供するとい

う視点で考える事が大切。「やらせてもらえるん

ですか？」と言ってもらえる提案をどう考える

か？が、参加者が担い手への階段を上るために必

要ですね。 

 

次回は橙の表を埋めるワークができたらいいなぁ。 

３）「総会の工夫★あるある！」 

少し時間が短くなりましたが、ちょうど準備をは

じめる時期なのでテーマは総会企画。 

「総会だからこそできる運営の工夫」について知

恵を共有しました。 

よくあるパターンは特定テーマのイベントで、講

演会やシンポジウム、ワークショップや勉強会。 

ちょっと悲しいのは事業報告書を読むとか説明

されるパターン。 

ダラダラ話されても眠いだけです。(-_-)zzz 

●「お金を払っても参加したい総会」 

総会といえば１年間のふりかえりで、集大成。 

「東京まで交通費を払っても参加したいと思う

総会」の例では、そこでしか聞けない現場の生の

声や写真で、活動や事業の必要性を改めて共感・

実感することができた。頑張っている人と一緒に

いて熱が移る場だった。などの紹介がありました。 

●やる気と元気の出る総会 

「スタッフの気持ちが元気になる！」「スタッフ

になって良かったと実感する！」をゴールにどん

な工夫ができるか考えてみました。 

言葉でなく体験や感覚など、五感に訴える事で、

やる気や気持ち、元気が湧いてくる。 

【五感に訴えるツール】 

・活動の写真のスライドショウで思い出や感動が

甦る！ 

・歌、踊りで、チームの一体感を持つ！ 

・おいしい料理で餌付けする！ 

などなどのアイデアが出てきました♪ 

 



第７回／参加・参画の階段をデザインする。 4 月 15 日（月） 

第７回学びの協働隊／倉敷、今回のテーマは「参加・参画の階段をデザインする」参加者をお客さん扱

いして力を奪うのではなく、パートナーとしてエンパワメントしていくために、参加・参画の階段をデ

ザインしよう。

●チェックインスピーチ 

まずはチェックインスピーチで、近況報告です。 

「 近の活動で得た学びや気づきを共有する」の

が目標ですが、ついダラダラと話してしまいがち。 

そこで今回は事前に話すポイントを紙に書いて

整理してもらいました。 

１）「ふりかえりでチーム力を上げる」 

これは組織を育てる 12 のチカラから IIHOE 刊 

ｐ３７を元に少し簡略化アレンジしています。 

尋ねる項目は２項目＋２ 

想定通りうまくいったこと 

＋想定以上にうまくいったこと 

想定外にうまくいかなかったこと 

 ＋その改善点 

簡単かつ有効な方法なので、みなさんの団体でも

ぜひお試し下さい。 

【ふりかえりの基本的な進め方】 

①「うまくいった事」を尋ねます。 

目標はメンバー全員が「良かった」と口にする機

会をつくり達成感を感じる事。 

1 人ずつ話す事で、各自がどこに達成感を感じて

いるのか？を確認できます。また「やって良かっ

た」「次もがんばろう」というポジティブなチー

ムの雰囲気が生まれます。反省会だから、、、と悪

い点や失敗点をあげる事からはじめてはいけま

せん。 

②「うまくいった事」のうち「想定以上だったこ

と」を尋ねます。 

「チームとしての当初の目標」を確認してから、

①で出た話の中で「予想以上にうまくいった」「特

に大きな成果だった」点はどこか？を尋ねます。

①で出た話は個人レベルの感想でかまいません

が、その中でチームとして達成した点を絞り込む

事で活動の軸を再確認し、メンバーの目線を揃え

ることができます。 

③想定外に「もう少しだった事」「うまくいかな

かった事」を尋ねます。 

うまくいった事を共有し、前向きな気分や次に向

かうモチベーションが生まれてから、もう少しだ

った事、うまくいかなかった事を尋ねます。 

メンバーが各自の目線で見聞きし、感じた様々な

事を共有していく段階です。「そんな所を見てい

てくれてたんだ」という気持ちで聞きたい所です。 

④「どうしてそうなったのか？（原因・背景）」「次

はどうすれば防げるのか？」 

いよいよふりかえりの 終地点、改善点とその方

法を明確にする事です。うまくいかなかった事の

原因や背景を尋ね、次はどうすれば防げるのか？

を考えます。 

２）「参加・参画の階段をデザインする」 

前回のテーマ「２）「参加者・当事者をスタッフ

に育てる！」」を具体的な仕組みにするためには、

そのプロセスや具体的なメニューをデザインす

る必要があります。 

なかなか良いワークシートが見つけられず、とり

あえずつくってみました。 

市民活動の 大の特徴としてあげられる点のひ

とつが、当事者・支援者などのボランティアが自

主的に取り組むプロセスを活動の中に持ってい

ることです。もし十分な資金があって職員を雇え

るとして、全ての仕事を職員にまかせるでしょう

か？運動の面から市民活動を捉えると、答えは NO

です。当事者や支援者の参加・参画は、活動を通



 

 

して共感してくれる市民が生まれ、増えていく事

につながります。社会が変わっていくための教育

機関という面からも、参加・参画の階段（プロセ

ス）をデザインしていきたいです。 

 

実践しているアイデアや思いついたアイデア 

●【できますカード】と【してほしいリスト】 

当事者をお客さんにせず、一緒に場や活動を作る

ためにあえて手伝いをしてもらう仕掛け。当事者

には「こんな事ができます」というちいさなお手

伝いをカードに書いてもらう。主催者は事前にお

手伝い【してほしいリスト】として、やってもら

えると感謝できる「ちいさなお手伝い」を書き出

しておく。当事者ができる事からお手伝いしても

らい、感謝する事でエンパワメントにつながる。

当事者ができる事以外は、支援者のボランティア

にフォローしてもらいながら場をつくる。 

●【できない状況をつくる】 

参加者が来るまでに完璧に準備するのではなく、

あえて準備を完了しない事も有効な誘いかけ。

『大変なのかな？』『大丈夫かな？』という状況

をつくる事で、参加者が自発的に「手伝いましょ

うか？」と言いだせるからだ。そのひと言が出た

瞬間に、その人も一緒に場をつくるパートナーに

なる。はっきりとお手伝いして欲しい内容をお願

いし、しっかりと感謝を伝える。 

 

第８回 参加・参画の階段をデザインする② 5 月 20 日（月） 

今日は講座企画の個別相談や、フェイスブックの広報活用で講演会のイベントをつくり集客していく方

法などの情報交換などの情報交換からはじまりました。 

 

さて、本題。テーマは前回と同じく【参加・参画

の階段をデザインする】ですが、今回は教材があ

ります。 

【A SEED JAPAN さんのサイトの活動ノウハウ集】 

こちらの①ボランティアコーディネート術（１～

４まで）を参考に、対応した以下の問いを立て、

自団体の事を具体的に考えました。 

【目の前の事業だけでなく、その先のビジョンを

示せているか？】 

【ボランティアスタッフを誘う時に使うフレー

ズを持っているか？】 

【活動の成果をどう見えるカタチにして伝えら

れるか？】 

【ボランティアの主なターゲットと特徴、ステッ

プアップのデザインは？】 

●講座などの企画シート。 

「思い」で動いている NPO のリーダーさんたちに

は、企画書が苦手というタイプも多いようです。

でも思いのまま突き進んで「空回りしてしまう」

「相手に伝わらない」と壁にぶつかってしまった

り大きな失敗をする前に、言葉にまとめてコミュ

ニケーションできるようになってほしい、、、と考

えたのがこのフォームです。 

かたいフォーマットの「主旨」「目的」などの項

目ではなかなか言葉が出てきにくいし、ゴタクば

かりで内容がない企画書を書いてもしょうがな

いと感じていたので、 

・関係者間で「ねらい」をしっかり共有できる 

・実施の準備に役立つ、使える 

の 2点をポイントにまとめています。 

コミュニケーションの道具としてご活用くださ

い。 

●口コミネットワークを貸し借りする 

週末のよりはぐプロジェクトさんのチャリティ

バザー、4 日間かかると思っていたのが 2 日間で

完売しました。フェイスブックのイベントを口コ



 

 

ミ広報でひろげて参加者が増えたの面もあるの

ではないでしょうか。 

https://www.facebook.com/events/15761192775

0782/ 

フェイスブックのイベントページは、参加者の口

コミネットワークを借りて情報を拡散し、必要な

人に情報が届きやすくなる事を実感しました。 

●【A SEED JAPAN さんのサイトの活動ノウハウ集】 

①ボランティアコーディネート術を参考に 

１．単なるイベントのためのボランティアではな

く、思想的にしっかりとした活動母体がある 

⇒【目の前の事業だけでなく、その先のビジョン

を示せているか？】 

・全ての事業は環境問題に配慮できる人材を育て

て社会を変えていくため 

２．単なる真面目な活動団体のボランティアでは

なく、イベントという楽しみがある（ずばり「楽

しく」「カッコイイ」ボランティアである） 

⇒【ボランティアスタッフを誘う時に使うフレー

ズを持っているか？】 

・「ちっちゃい子から「かっこいー」って憧れの

目で見られるよ！」（中学生ボラを誘う時） 

・スタッフしてくれると役得があるよ！ 

・スタッフの経験を通して、上手になるよ。 

（スキルアップできるよ） 

３．成果が見えやすい、絵になる 

⇒【活動の成果をどう見えるカタチにして伝えら

れるか？】 

・物理的に成果が見える活動じゃないので、声や

エピソードで見える化を 

・声を伝えるには通信！でも原稿をつくったり、

結構大変、、、 

・拠点型なら「利用者の声」「感謝の手紙」など

カード式で掲示する手も！ 

４．ボランティアが若い 

⇒【ボランティアの主なターゲットと特徴、ステ

ップアップのデザインは？】 

・「やってみたい」に挑戦できる場を「まかせる」 

（小さな失敗を許せる場でチャレンジするから

成長する） 

・「○○○がほしい」という声をチャンスに変え

て、実現をサポートする 

（企画相談の場をつくる、ハードルがどこにある

のか聞く） 

 

第 9 回 年間予定表で活動を見通す 6 月 17 日（月） 

参加者が少なかったので、ゆっくりと近況報告と情報交換をしました。

●おかやま教育支援活動メニューフェア 

出前事業などの学校支援メニューを提供できる

団体などを登録する「子ども応援人材バンク」と

いうしくみがあり、現在９３の企業・団体・施設・

個人が登録しています。この活用のためのお見合

いの場としてフェアを開催し、参加団体の募集の

声がかかったそうです。他の団体でも活用できそ

うと紹介いただき、登録してみようという事にな

りました。 

 

●年間予定表で活動を見通す 

Ａ３の簡単な年間予定表にいつものスケジュー

ルを書き出してみました。個別のイベントや約束

はカレンダーや手帳で管理するのが基本ですが、

団体の予定としてスタッフで共有するには向き

ません。代表それぞれが個人の予定として団体の

スケジュールを管理すると運営がブラックボッ

クス化するリスクが高まります。せめて大まかな

1 年の流れだけでも年間予定表として共有したい

ものです。 



 

 

第 10 回 資金調達の実例を学ぶ ７月２３日（月） 

◆事例１：洋菓子のチャリティ 
よりはぐプロジェクト 

【2日間で約 35 万円を売り上げたチャリティ】 

◎岡山県洋菓子協会さんが、洋菓子を提供 

＝よりはぐにとって仕入れがタダ！ 

◎よりはぐプロジェクトが、チャリティイベント

開催一式を担当 

＝岡山県洋菓子協会にとって開催コストゼロ！ 

【チャンスと決断】 

きっかけは社協ボラセンからの照会。「岡山県洋

菓子協会主催、天満屋共催のイベントでチャリテ

ィイベントを開催したいとのこと。ワゴン 1個と

洋菓子は用意するから、チャリティイベントの準

備・運営をおまかせできる震災復興・被災者支援

団体を探している」「イベントは 4日間、9時から

8時までの11時間を3人が常駐する体制を取って

欲しい。売上げは全て団体に寄付する。」 

体制が組めるかどうか、主要スタッフに電話連絡

するが賛成も反対もある。相談や連絡調整をして

いたら話しは流れるという状況でも見切り発車

で「やります」と返事をしないと実現しない、、、 

後は代表として決断した。 

【予測のズレ】 

よりはぐプロジェクトは避難者・被災者支援を目

的とする。母子避難者も多く、二重生活は経済的

な負担も大きいため、スタッフにはアルバイトと

して入ってもらう事、そのための託児スタッフも

用意する事を想定していた。実際に声をかけはじ

めるとアルバイトのニーズは少なく、託児も不要

となり、ボランティアスタッフでシフトを組む事

ができた。 

【結果は大成功！2日を残して完売】 

開催してみると 4 日間の予定だったイベントが 2

日間で3500個程を売り切って終わる事になった。

1日1750個を販売した事になり、1時間に160個、

１分に2.7個という驚異的なペースで販売してい

る事がわかる。どのようにしたらこれほど売れた

のか？ 

【人を惹きつけるコツ】 

それぞれ自分の用事で歩いている雑多な流れか

ら、人を惹きつけていくには声かけに工夫が必要

だ。注意したポイントは「笑顔」「声かけ」「ディ

スプレイ」。 

「声かけ」は駅前募金のコツがマニュアルとして

あるので参考にしている。①よく通る声で、②ゆ

っくり、わかりやすく、③具体的な PR を伝える

ようにした。 

例） 

×「洋菓子はいかがですかー？」 

→「岡山県内の焼き菓子がたくさん集まっていま

ーす♪」 

×「桃のスムージーいかがですか－？」 

→「今日のオススメは玉島さんの桃を使ったスム

ージーでーす♪」 

×「特別セールでひとつ 100 円でーす。」 

→「いつも 100 円以上する商品が 100 円でーす♪

4日間かぎりでーす♪」 



 

 

◆事例２：店頭販売のスタートアップ 
（体制づくりと売上げ向上）｜いちご一会 

あれもこれもと忙しいＮＰＯの現場では、ついつ

い目の前の事（タスクレベル）に夢中になってし

まう事もあります。逆に大きなビジョンを語って

しまい、なかなか具体化しにくい事もあります。

大きなビジョンを目標に 3 年程度で実現するに

は？を考えるのが中期戦略だとしたら、中期戦略

の年間目標を日々の業務に落としていくのが年

間予定表や 4半期予定表です。 

今回、かき氷やジュース、スムージーの店頭販売

をはじめたいちご一会さんを例に取り、今後の展

開について整理しました。 

スタッフのシフト、販売ロジの整理など現場レベ

ルのタスク【作業】 

お金がまわらなくなる、スタッフが続かない心配

など、クリアすべきハードル【課題】 

実現したい事や妥協したくない事など、めざす姿

【目標】 

などの話しが出てきたので、年間予定表や 4半期

予定表に書き出してみてどう整理するか考えま

した。書き出していく事で少し先まで見通した進

め方や全体の流れが見えてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

くらしきパートナーシップ推進ひろば 

〒710-0833 
倉敷市西中新田 620-1 倉敷市市民活動センター気付 
office@kurashiki-hiroba.sakura.ne.jp 
ブログ：http://blog.canpan.info/hiroba/ 
facebook：https://www.facebook.com/kurashiki.hiroba 

 



 

 

 
 

市民の挑戦 

ひろば／ hiroba の挑戦 

 

中間支援組織づくり 

× 
市民参加・協働の環境づくり 

↓↓↓ 

豊かな地域社会 


