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組織運営方針

市民のつくる小さな公共が豊かな地域づくりを

くらしきパートナーシップ推進ひろば 中期戦略2013
●内容は2012を踏襲し、修正。

基本的な内容や方針については2012を踏襲している。方針にそって取り組みを進めた
ことでわかった点や未整理だった点などを修正した。

●2012の作成経緯① 「支援力＋協働力パワーアップ研修 in 岡山」

中期戦略2012を作成するにあたって「支援力＋協働力パワーアップ研修 in 岡山」へ参
加し活用させていただいた。主催のＩＩＨＯＥ、共催の中国５県中間支援組織連絡会、さら
にプログラムCへの参加にご協力いただいた倉敷市市民活動推進課の皆さんへ深く感
謝を申し上げたい。

参加したのは以下のプログラムである。

★２０日（日） プログラムＢ：「施設運営、中期戦略、協働の基盤づくりを学ぶ」

★２１日（月） プログラムＣ：「協働の基盤づくり中期戦略をつくる」

●2012作成経緯②中期戦略検討会議

その後、2011年度末（2012年5月末より６月）に事務局による中期戦略検討会議を６回
重ね、大まかな方針をまとめる事ができた。会議日程は以下の通りである

第１回：５／２９（火）、第２回：６／５（火）、第３回：６／１２（火）、第４回：６／１３（水）、

第５回：６／１９（火）、第６回６／２６（火）

【組織運営方針】

市民のつくる小さな公共が豊かな地域づくりを進めます。

●「中間支援組織づくり」から、「地域の課題解決を進める協働の実践づくり」へ

くらしきパートナーシップ推進ひろばの母体は2003年度の中心市街地活性化フォーラ
ム実行委員会である。その後のフォーラムフォロー委員会（10回）を経て、2004年11月
25日に設立された。2013年度は活動開始から９年を迎える事になる。発足当時はＮＰ
Ｏの力量形成や協働コーディネーターが必要不可欠であると考え、中間支援組織づく
り＝倉敷ＮＰＯセンターの設立を目標に活動をはじめた。

中間支援組織の専門性は民間で蓄積する事が不可欠であり、形だけ組織を作っても機
能しない。初期の取り組みは専門性蓄積のための試行と位置づけ、テコの原理が効く
政策形成への参加・参画し、協働の指針や第6次総合計画にNPOセクターとしての視
点を反映する事ができた。また、ＮＰＯ支援について先進事例の学習や事業レベルの
試行錯誤を進め、できる事を増やし専門性を蓄積した。一定の準備期間を経て中間支
援組織の設立を具体化しようとした2011年に、３１１を迎えた。私たち自身の力量不足も
重なり、活動は頓挫した。

混乱の2011年度を終えて、2012年度以降の取り組みを立て直すために中期戦略をリト
リートした。その過程で改めて確認したことは「協働の実践による地域課題の解決」が目
標であり、そのための手段としての「ＮＰＯ支援」や「協働環境づくり」であるというあたり
前のことだった。そのために今後は、これまで蓄積した市民活動の支援力に加えて「課
題解決につながる協働の実践現場をコーディネートできる専門性の蓄積」が不可欠で
ある。

そして「市民がつくる小さな公共」が「地域の課題解決を進める」事例をひとつでも増や
していくこと、 「市民がつくる小さな公共」が生まれる土壌を耕していくことを運営方針と
する。
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３つの活動領域と課題

NPOの
力量形成

・・・・・・・・・・・・・・
課題解決力を

向上する

協働の実践
・・・・・・・・・・・・・・

地域課題を
解決する

協働環境
・・・・・・・・・・・・・・

協働環境を
整える

◆団体の力量不足
・ニーズ・役割を知っている？
・解決する事業を生み出せる？
・継続する組織力つけられる？

◆セクターの力不足
・お互いの得意が見えている？
・貸し借りできる関係がある？

◆きっかけが不足？
・モデルを共有し、学んでいる？
・ニーズやパートナーと出会う？

◆推進力が不備？
・ニーズやパートナーに出会い
協働を生むしくみは？
・実践を推進するしくみは？

◆整備が進まない
・指針の次は条例？計画？
・拠点施設の機能は？
・提案制度の新展開は？

◆現状や課題が
把握できていない、、

・協働環境調査だけ？

【担い手づくり】 【実践づくり】 【環境づくり】

３つの活動領域と課題－私たちは何に取り組むのか？

【担い手づくり】 【実践づくり】【環境づくり】という３つの領域に整理した。これらは並列さ
れた３つではなく、２階建て構造となっている。１階にあたるのは【NPOの力量形成】と
【協働環境の整備】である。双方がしっかりと取り組まれていれば、２階にあたる【協働の
実践】がさらに加速する。

【NPOの力量形成】

NPOの力量形成を進め、課題解決力を向上するために、NPOのサポートを進める。

協働の実践を進めるにはニーズと担い手の存在からはじまる。まずは担い手となるNPO
（や企業などの市民）がいないとはじまらない。協働事業の担い手としてふさわしい意欲
と力量をそなえたNPOを増やすこと、セクターとしての課題解決力を向上するために
ネットワークを育てることが不可欠である。

【協働の実践】

地域課題の解決につながる実践現場を増やすため、協働事業を生み育てる。

協働による地域課題の解決が進むには、協働へ取り組む数が増え（生む）質が高まる
（育てる・磨く）必要がある。協働事業を生むためにはニーズやパートナーと出会う機会
など協働が生まれるきっかけづくりが不可欠だ。協働を育てるには、モデル事例の成果
や課題を学んだり、検証・評価から環境づくりへ反映させるなどの協働を推進する取り
組みが不可欠である。

【協働環境】

地域課題への取り組み（協働の実践）を促す環境づくりのために、整備を進める。

砂漠のような厳しい環境で植物が育ちにくいのと同様に、協働の実践がしにくい環境で
は取り組みが育ちにくい。一口に協働といっても幅「後援・補助」「共催」「参画・提言・委
託」と幅広く、各フェーズに必要な環境が必要だ。また進めていくための計画や推進機
関など多様な整備を進める事が不可欠である。
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事業方針

NPOのチカラとネットワークを育て、

連携や協働が生まれる土壌を耕す

現場の具体的な協働を生み育てる

サポートで、協働の成功モデルをつくる

協働環境の現状や課題を確認し、

推進の計画・体制を検討・提言する

NPOの
力量形成

・・・・・・・・・・・・・・
課題解決力を

向上する

協働の実践
・・・・・・・・・・・・・・

地域課題を
解決する

協働環境
・・・・・・・・・・・・・・

協働環境を
整える

事業の中期的な方針－私たちはどう取り組むのか？

【担い手づくり】 【実践づくり】【環境づくり】という３つの領域で行う事業の中期的な方針
を定めた。

【NPOの力量形成】を進める際に「大きなNPOセンターがサポートを提供する」方法と、
「NPOのアライアンスによる相互支援の関係をつくる」方法がある。倉敷・岡山という地域
を考えた時、私たちが担当すべきモデルはどちらかといえば後者である。前者は県域で
岡山NPOセンターが担っているからだ。そこで【NPOのネットワークをつくり、連携や協
働が生まれる土壌を耕す】という方針に基づいて【ＮＰＯの力量形成】を進めていく。

【協働の実践】加藤哲夫さんの『日常生活の見えないニーズを掴み、それに応えられる
団体と出会わせて「市民のもっている力で市民をどう助けるか」というモデルとなる取り組
みを地域で５つくらいつくる』という示唆にこれまで取り組めなかった。 「市民活動支援
ではなく課題解決支援を」という原点を強く意識し、具体的な課題を特定し、協働で取り
組み、解決へ向かうための仕掛けを行うチカラ（課題解決支援力）を深め、協働の実践
を促す。【現場の具体的な協働を生み育てるサポートで、協働の成功モデルをつくる】と
いう方針に基づいて【協働の実践】を進める

【協働環境】まずは協働環境の現状と課題をより深く調査・検証していく所からはじめ、
推進のための計画や体制を検討・立案し、提言をめざしていく。【協働環境の現状や課
題を確認し、推進の計画・体制を検討・提言する】という方針に基づいて【協働環境】を
整えていく。
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事業方針に基づく主な事業①

NPOのチカラとネットワークを育て、

連携や協働が生まれる土壌を耕す

学び合う学び合うNPONPOネットワーキングで力量形成を！ネットワーキングで力量形成を！

⇒⇒学びの協働隊／倉敷学びの協働隊／倉敷
 草の根のNPOが、地域の課題解決に事業で取り組むのに必要な事業継続力を、それ

ぞれの活動現場の実践を共有し、お互いに学び合いながら身につけるプロジェクト。顔
の見えるネットワーク形成：学び合い、資源を貸し借りできる関係づくりを進める。

→→仮称）白書を読む会／子ども仮称）白書を読む会／子どもNPONPO
 子ども・若者白書を読む会開催しニーズや課題の把握と 子ども関係NPOの

ゆるやかなネットワークづくりを進める。

「知らない」「わからない」「できない」をサポート！「知らない」「わからない」「できない」をサポート！
⇒⇒「相談対応・情報提供」と「各種講座」と「ハンズオン支援」「相談対応・情報提供」と「各種講座」と「ハンズオン支援」
活動を進める上での困り事「知らない」「わからない」「できない」に以下の事業で取り組む。

 「相談対応・情報提供」で「知らない」をサポート

 「各種講座」で「わからない」をサポート

 「ハンズオン支援」で「できない」をサポート

NPOの
力量形成

・・・・・・・・・・・・・・
課題解決力を

向上する

自らの学びの場を開く、学びのひろばづくり

私たちの事業・活動の原点は【自らの学びの場を開く、学びのひろばづくり】であり、
「NPOのアライアンスによる相互支援の関係をつくる」モデルである。原点に返って持ち
寄り型、円卓型でNPOが学びあう場をつくる。主要5分野の中でも「子ども」を重点分野
として取り組みを進めていく。

学びの協働隊／倉敷

「地域のNPOが全体としてチカラを付けていくことが大切だ」との考えの元、加藤哲夫さ
んが病に倒れる寸前までかかわっていたのが大分県の学びの協働隊である。そのコン
セプトについては、企画した加藤さん自身によるビデオレターがあるのでぜひご試聴い
ただきたい。
http://www.youtube.com/watch?v=bfS9zz5OWvo&feature=player_embedded
2012年度5団体からはじめ、初期の目標はある程度達成している。参加する団体数を
増やすこと、より踏み込んだ内容にしていく事が課題である。

仮称）白書を読む会

より多くの団体が参加できるネットワーキング活動として企画中。課題やニーズの把握な
どは、重要だが緊急でないために活動にまぎれて後回しになりがちだ。まずは子ども分
野のNPOのために「子ども・若者白書を読む会」からはじめたい。

その他、NPOサポート事業

活動を進めていく上での困りごとは「知らない」「わからない」「できない」の３つの段階が
ある。それぞれの段階に対して必要なサポート事業を行っていく。

「情報提供と相談対応の充実」の部分については、市民企画提案事業のはばたきコー
スによる補助金を活用して進めている。受益者負担を求めにくい部分の活動資金確保
が課題となっている。
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事業方針に基づく主な事業②

現場の具体的な協働を生み育てる
サポートで、取り組みの数と質を向上

モデルになる協働事業の種を見つけ育てる

⇒テーマ円卓会議「協働の種を探そう」
• 具体的な地域課題を解決したい・できる市民やNPO、行政の協働の種を

見つけるための円卓会議を開催する。第6次総合計画の実現計画や施

策評価の勉強会などを行う。

→協働事業の共同実施やコーディネート
• 緊急性が高く、担い手が足りないニーズについては、自ら協働事業の企

画から準備、立ち上げなどを共同や単独で実施し、コーディネートを行う。

協働の実践
・・・・・・・・・・・・・・

地域課題を
解決する

市民活動サポートセンターから協働推進センターへ

今回の検討で、市民活動センターの将来像として、市民活動サポートセンターでとどま
らない機能の重要性を再確認した。それは「団体がやりたい活動の支援」ではなく「課
題を解決するための支援」つまり「協働を生み育てる支援」機能である。具体的には
ニーズ・課題を見つけ提示する機能、連携・協働を生む機会づくり、現場を推し進める
コーディネート等のソフト機能を備える拠点施設であり、「協働推進センター」というイ
メージだ。ＮＰＯ・企業・行政が地域課題解決への協働の取り組みを生み育てていく、協
働のまちづくりを進めていく拠点という位置づけが重要である。

意見を集めるＮＰＯサロンからチカラを集める円卓会議へ

当会ではこれまで「市民活動サポート機能」の取り組みを進めた。例えばＮＰＯサロンは
特定テーマの市民・ＮＰＯが集い、それぞれの情報や意見を交換する事でお互いにエ
ンパワメントしあう場づくりだった。今後はもう一歩踏み込んで、地域の「協働を生み育て
る機能」を重点に、 「協働の種」になるニーズや課題を中心に、より深い参加・参画を促
す場づくりで、解決方法を一緒に考え、取り組みが加速するような戦略会議の場をどう
つくっていけばいいのか？を模索したい。

協働のためを探そう

協働を進めるＰＤＣＡサイクルの第1歩として「Ｐ：関係者が課題を共有し、得意を持ち
寄った解決方法を一緒に考え、対策を立案する」場が必要だ。そこで。「協働の種を探
そう」と題した円卓会議を設けていく。まずは「市民活動支援と協働推進」をテーマに取
り組みを進める。
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事業方針に基づく主な事業③

協働のニーズや現状を確認し、推進の計
画・体制を検討・提言する

協働環境整備の現状と課題を明らかにする

⇒仮称）セカンドシティの協働環境白書づくり
• 協働環境を整えるためのルールや体制づくりについて調査し、協働環境

づくりの現状と今後整備したい課題の確認」からはじめる。協働の指針

にある条例制定やアクションプランなどの方策やルール、協働のあり方

や事業を検証・評価できるしくみだけでなく、手引き（ガイドブック）や提案

型委託制度など他都市のモデル事例を調査し検討を進める。

協働推進の拠点施設の機能を検討する

⇒仮称）協働推進センターの機能について検討する
• 《支援》の文字のない市民活動センターを協働推進の拠点とするために

必要な機能について検討を進め、取りまとめる。

協働環境
・・・・・・・・・・・・・・

協働環境を
整える

協働環境を整えるために何が必要か？

これまで当会は協働の指針づくり、第6次総合計画策定市民委員会、第6次総合計画
策定など、行政計画の策定に参加・参画し、市民・ＮＰＯとしての意見の反映など一定
の成果があった。一方で、行政のつくる場に参加・参画するという意味では後追いであ
り限界を感じる面もあった。

今後、協働環境を整えるにはルールづくりやしくみづくりが不可欠だが、具体的にどの
ようなものがあるのか？倉敷市に必要な物は何か？などの検討を進める必要がある。例
えば理念的な条例や憲章など「かけ声」としてのルールでよいのか？それとも「現場の
実務を進める使えるルール」が必要なのか？などについて、まずは「協働の現状と進め
るための課題の確認」からはじめたい。

協働環境の整備を協働で進めるには？

協働の仕組みやルールについては、行政計画・体制として行政が責任を持って執り行
う範疇であるが、市民・ＮＰＯも当事者・関係者として一緒につくっていく事が重要だ。よ
り良い協働環境づくりは、当事者・関係者が一緒につくるからできる。担当課である市民
活動推進課や各課の担当となる協働推進員などとの意見交換や連携をしながら進めて
いきたい。
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Ⅱ．事業の実施に関する事項 

中期戦略にあわせて●印を重点事業として進めていく。 

１）NPO の力量形成のために｜ネットワーキングと NPO サポート 

NPO の力量形成のためには、ネットワーキングと NPO サポートの２つ

の手法がある。 

ネットワーキング活動では、NPO 自身が取り組みを共にする中で、お

互いのスキルやノウハウの交換が起こったり、地域の人間関係が広がっ

たりする。お互いをわかり合い、貸し借りができる関係を育てていくという

現場で育つチカラとして力量形成が進むという効果を持つ。 

「子ども NPO のアライアンスによる相互支援の関係をつくる」をテーマ

に、学びの協働隊と白書を読む会の２つの事業を進めていく。 

NPO サポートでは、市民活動サポートセンターの基本機能の提供と、

これまで蓄積した活動ノウハウの提供を進める。 

●学びの協働隊／倉敷  2 年目／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。 

大分の企画は加藤哲夫さんからのビデオレターによると、【３つのねら

い】として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。さらに【３段階

の学び】として、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）をつけていくという内容であった。 

倉敷での実施にあたり「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」を対象とし、2012 年度は 5 団体からはじめた。 

今年度は参加する団体数を増やすこと、より踏み込んだ内容にして

いく事が課題である。 

仮称）白書を読む会  新規／自主事業 

学びの協働隊参加団体の共通点は「子ども」である。「子ども」をキー

としたネットワーキング活動として「子ども・若者白書」を読む会を開催し、

ニーズや課題の把握を進める事を通して子ども関係 NPO のゆるやかな

ネットワークづくりを進める。 
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●市民活動サポート事業（月イチサポセン） 継続／自主事業（補助） 

NPO 情報ライブラリを含む情報収集と編集・発信事業を進めるため相

談対応とあわせて、平成 25 年度市民企画提案事業はばたちコースに

提案し採択された。NPO 情報ライブラリは団体情報の他に活動情報とし

てチラシの収集、お役立ち情報の提供を開始した。またモデル事例とな

る団体情報の収集と配架や行政計画・白書などの収集と配架、新聞記

事のスクラップなどを予定している。来年度以降のさらなる機能アップと

協働の深化を模索したい。 

出前サポート事業（ハンズオン支援）  継続／自主事業 

自分たちが提供できるサポートをリスト化、値付けし、出前サポート事

業として昨年度から開始、現在 2 団体への常時支援を行っている。代金

は受益者負担になるため、対価型事業を行っていない団体は利用が難

しいという問題がある。対価型事業を行っていない団体へのサポート料

金をどのように確保するかが当会の課題となっている。提供できるマン

パワーに限界があるため、当面は規模の拡大を目指すのではなく、顔

の見える団体へ丁寧にサポートを提供していきたい。 

各種講座等開催事業  継続（随時）／自主事業 

これまで蓄積した市民活動のノウハウを学ぶ講座や、先人の取り組み

を学ぶ講座などをニーズに合わせて随時提供していく。 

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、くらやみ

キャンドルプロジェクトへの参加を継続する。 

 

２）協働の実践のために／協働サポート事業 

協働事業の立案サポート  新規／自主事業 

「本気ではじめる協働事業づくり」をコンセプトに「雇用を生む協働事

業づくり」をテーマとして講座を開催。講座修了後の参加者へのサポー

トなどに取り組む。 

地域円卓会議の開催  継続／自主事業 

昨年度「協働の種を探そう」をコンセプトに開催した「市民活動支援と

協働推進」については、協働環境づくり事業として別途取り組みを進め

る。 

今年度は主要５分野（保健・福祉、文化・スポーツ、子ども、環境、ま

ちづくり）の中で「子ども」「保健・福祉」について準備を進める。 
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３）協働環境を整えるために／協働環境づくり事業 

●仮称）協働環境を進めるプロジェクト  継続／自主事業 

なかなか進まない協働環境の整備をググッと進めるプロジェクトとして、

以下に取り組む。 

仮称）市民協働のまちづくり白書 

「倉敷市の協働環境整備の現状と課題を明らかにする」をテーマとし

て、セカンドシティ（県庁所在地ではない県内２番目の中核市）を中心に

協働環境の現状を調査し白書にまとめる。 

仮称）協働推進センターの機能についての検討 

市民活動センターを市民活動支援と協働推進の拠点とするために必

要な機能について検討を進め、セクターの意見として取りまとめていく。 

市議会議員対象の協働勉強会の開催 

《支援》の文字のない市民活動センターを協働推進の拠点とするため

に必要な機能について検討を進め、関係者の意見を取りまとめる。 
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Ⅲ．組織の運営に関する事項 

総会 

２０１３年９月 24 日（火） 

事務局会議 

事務局の情報共有や進捗管理のため、月１回程度開催。 

役員 

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 

事務局長 佐藤尚宏 

事務局  中村開三、平尾博美 
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Ⅳ．収支予算書（案） 

科目名 2012年度 本年度予算
【経常収益】

【受取会費】
正会員受取会費 65,000 70,000
準会員受取会費 10,000 30,000
賛助会員受取会費 10,000

受取会費計 75,000 110,000
【受取寄付金】

受取寄付金 239,000 30,000
受取寄付金計 239,000 30,000

【受取助成金等】
受取助成金 318,000

受取助成金等計 318,000
【事業収益】

事業収益 373,264 598,000
事業収益計 598,000

【その他収益】
受取利息 185 150

その他収益計 185 150
経常収益計 687,449 1,056,150

【経常費用】
【事業費】

（人件費）
給料手当(事業) 151,600 334,000
臨時雇賃金 96,000 258,000

人件費計 247,600 592,000
（その他経費）

売上原価 3,507 
事業支出 129 
諸謝金 200,000
印刷製本費(事業) 2,210 13,400
会議費(事業) 5,000 
旅費交通費 25,000
通信運搬費 25,000
消耗品費(事業) 2,100 27,000
賃借料
保険料 12,000
租税公課(事業) 2,936 

その他経費計 15,882 302,400
事業費計 263,482 894,400

【管理費】
（人件費）

給料手当 226,000 60,000
臨時雇賃金 54,000 60,000

人件費計 280,000 120,000
（その他経費）

印刷製本費 2,250 3,000
会議費 5,500 1,750
通信運搬費 38,120 3,000
消耗品費 42,833 5,000
諸会費 29,000 29,000
租税公課 918 
支払手数料 1,735 

その他経費計 120,356 41,750
管理費計 400,356 161,750

経常費用計 663,838 1,056,150
当期経常増減額 23,611
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