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中期戦略
２０１２－２０１５

くらしきパートナーシップ推進ひろば

中期戦略をつくるにあたって

今回、中期戦略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」

中期戦略検討会議

その後、5月末より６月にかけて、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）
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課題と３つの領域

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？

◆成功事例が不足
・具体的な課題を解決した？
・協働の相乗効果は？
・事例を共有しているか？

◆支援力が不備
・課題に向き合う円卓はある？
・実践をコーディネートできる？

◆体制や計画がない
・協働の指針の次は？
・6次総、C→Aは？

・中期的な方針を共有してる？

◆現状や課題が
把握できていない、、

・

「市民活動支援」から「協働の実践」へ

今回、中期戦略を策定するにあたり、３つの活動領域として整理した。

大きな変更点は【「市民活動支援」から「協働の実践」へ】である。

これまでの中期戦略では「NPOセンター設立」を中期目標に掲げていた。これは協働を
進めていくためにはきめ細かいNPOサポートを行う組織が必要という判断がその理由
であり、せんだい・みやぎＮＰＯセンターをモデルとして様々な学びと実践を行ってきた。
形式的に中間支援組織をつくるのではなく、支援機能づくりに取り組むプロセスを通し
て、地域全体として学び育っていこうとする戦略だった。

３つの領域

今回、中期戦略を検討を重ねていく中で、草の根の小さな組織としてどこに重点を置く
か？何を選び取るか？を強く意識した。加藤哲夫さんが遺してくれた言葉「私たちが取
り組む課題は何か？」「わたしたちがやらなければならない理由は何か？」に向き合う中
で、この３つの活動領域を設定した。

私たちの活動がスタートしたのは協働のまちづくりを進めていくためであり、【協働の実
践】を中心に考えたい。協働の実践を進めるためには、担い手である【NPOの力量形
成】と、【協働環境】を整えることが不可欠である。
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事業の中期的な方針

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

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

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

「協働のまちづくりを進め、より良いまちをつくる」ことを中心に、【担い手】 【現場】【環
境】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】を整えるためには、ルール作りが不可欠だが、理念的な条例ではなく現場
の実務を進めるためのルール、つまりアクションプランやガイドの整備を重視したい。そ
のためにも現状の確認や検証からはじめ、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】という方針に基づいて【協働環境】を整えていく。
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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

共に学び合うコミュニティで力量形成を！共に学び合うコミュニティで力量形成を！
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。

学びの協働隊／倉敷

• 事業継続力をつけるための実践を共有

「困った」も「解決法」も持ち寄る

→学び合う関係、資源を貸し借りできる関係づくり
⇒ひろばを支え・評価するNPOセクターへ

※現場の困ったを解決できる相談対応力をつける→自主講座に

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「ロジ研／事務局ロジの勉強会」や「NPOのひろば（活動
紹介展示）づくり」だった。これは【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、私たちと同じような事業規模で、継続力に課題のあるNPOが学びあ
う場をつくることで【NPOの力量形成】を進め、【課題解決力を向上】し、貸し借りできる
関係づくりが進むことにより【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】ことにつなげたい。また私たちよりも先をいく先輩たちからの学びの機会をつくり、
世代や領域を超えて学びあう関係づくりにひろげていきたい。

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。

大分の学びの協働隊には、代表の佐藤も講師として招かれた。これは私たちの「学び
のひろばづくり」と共通した点があり、加藤さんの「ぜひ引き合わせたい」という考えから
実現した。学びの協働隊については、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
この学びの協働隊のコンセプトを導入し、私たちに必要なカタチで倉敷・岡山の地に導
入する。



6

くらしきパートナーシップ推進ひろば 6

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

協働の種を見つけて育てる戦略会議
NPOと行政が具体的な地域課題を共有し、解決のための道

筋や取り組みについて検討・合意し、実践する

課題を中心に据えたテーマ円卓会議

• →地域課題やニーズを共有し、役割を認識する

→協働での解決策や中期戦略を立案する

⇒モデルになる協働事業を生み出す

• →地域課題やニーズ、現状の把握を進める

⇒協働事業の立ち上げ・実施の支援力を持つ

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地域協働創造センターへ

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」だけではなく「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。具体的には課題を見つけ提示する機能、連携・
協働を生む仕掛け、協働をコーディネートする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》もしくは《地域協働創造センター》かも知れない。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。

ＮＰＯサロンから地域円卓会議へ

当会ではこれまで「市民活動サポート機能」を実現する取り組みを進めてきた。例えばＮ
ＰＯ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であった。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」を重点としたい。そのためには課題を中心に据えて、より深い参
加・参画を促す場づくり、課題解決が加速する場づくりとしての地域円卓会議へと転換
したい。「協働の種」になる地域課題を中心に、解決方法を一緒に考える戦略会議の場
をつくり、協働の取り組みを生み育てていく。事業単位・単年度の協働ではなく、中期戦
略を共有したより高い成果を期待できる協働を生みだしていく仕掛けに取り組む。

協働の実践を進めるには課題の共有から

より深い協働を生むためには「課題を具体的に特定し、関係者に提示する」ことによる、
より深い課題の共有が必要だ。そのためには「ニーズを調べ、課題として特定し、まな板
にのせていく調査力・提案力が不可欠であり、協働推進センターの基本機能として実現
を進めていく。
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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

地域課題の現状を確認し、協働の種を探す
→C：第6次総合計画の指標達成度

⇒A：協働で解決できる課題を検討

協働推進の計画・体制の検討・提言を

協働事業の現状と課題を明らかにする
→市民企画提案事業やその他の協働事業について

→プロセスや成果から課題を確認

協働を進める体制について検討・提言する

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
の成果をあげた。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
り限界を感じる事もあった。

今後、協働環境を整えるにはルールや体制づくりが不可欠だが、どのようなものが必要
なのか？についての準備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「かけ声ルール」にとどまらない「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、進める計画、進む体制を検討していく必要がある。「現場の
実務を進める」とは協働の数や質が向上するという意味であり、そのためのルールとして
は条例だけでなく、アクションプランやガイドブックの整備まで視野に入れた検討が必要
だ。

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意見交換や連携しながら進めていき、
当事者であるＮＰＯの声が届くルールづくり、仕組みづくりに取り組む。
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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

中期戦略2012－

協働を推進するた

めの仕組みや体

制が整う

【整備】

体制づくり

【検討・提言】

推進体制の

検討

【評価・検証】

協働ニーズ

と実施課題

の見える化

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

●取り組みを伝える情報の編集と発信／参加型による通信づくり

モデルになる協働

事業が増え、その

支援機能が具体

化される

【モデル化】

成功した解

決策を共有、

事業化

【立案】

【事業試行】

解決策の立

案や試行。

【研究会】

【出前講座】

課題を見え

る化する

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

事業継続力のあ

るNPOが増え、核

となるネットワーク

ができる

【協働調達】

継続力強化

のための調

達を協働で

【相互支援】

貸し借りでき

る関係づくり

【合同研修】

学び合う

関係づくり

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

中期目標２０１４２０１３２０１２方針

中期戦略は2012から３～5年を目処に

大まかな方向性と展開をイメージしやすいように、３つの領域別に事業の展開としてまと
めた。期間は3年を目処としているが、小さな取り組みの積み重ねしかできないため、場
合によっては5年程度かかるかもしれない。また内容については、抽象的な所も多いた
め、具体的な事業の方針としてみていただきたい。

優先順位と役割分担

表は上から順に優先順位が高くなっている。私たちの立ち位置は市民社会の実現であ
り、そのためにはＮＰＯの支援は外せないため最重要項目としている。次に、公益活動
支援、という意味で協働の実践、地域課題の解決支援をあげている。協働環境の整備
については、主に行政の領域であるため、3番目としている。なお、背景が三角に着色
されているのは、ＮＰＯセクターとしての役割分担の割合イメージである。

情報の編集と発信／通信の創刊

最下段にある情報の編集と発信については、当会の取り組む３つの領域の活動につい
て発信していく通信を創刊をする。


