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『坂の上の雲』まちづくり市民塾（第三期･後期） 

実践編「まちづくりとは」 

第４回講座議事録 

「市民活動とは」   

                           

❒日時：平成１８年８月９日（水）19:00～21:00             

❒場所：松山市総合福祉センター 小会議室（５階）      

❒参加者：１５名 

【内訳】 

✦塾生 ７名（森亮一・武田裕美・立田卓也・高市章・山田壮一郎・小宮政雄・宮川功一） 

✦スタッフ ７名（前田眞・甲斐朋香・稲田里香・白方雅博・森本しげみ・郡司島宏美・

長尾弘子） 

✦松山市 １名（坂の上の雲まちづくりチーム石田丈史）  

❒配布資料 

❶市民活動団体の種類➋松山市内 NPO 法人分布図➌NPO ゼミナール「中間支援組織」

って何だ➍「ボランティアコーディネーターの８つの役割」➎ほんとに知ってる？ボラ

ンティア・市民活動のいま、むかし➏NPO ゼミナール「自治会と NPO の関係」            

✦評価表 

 

❒内容 

Ⅰ.挨拶（19:00～19:05）   前田 眞 

  

Ⅱ.講座（19:05～20:50）  

テーマ「市民活動とは」  講師：萩森 一路氏 

志縁型組織・NPO について 

■自己紹介 
・昨年まで愛媛県 NPO 支援センターに勤務。NPO や任意の団体など市民活動団体の相

談業務や県民に対して NPO の意識啓発などに携わる 
・今年 4 月から愛媛県社会福祉協議会のボランティアセンターで NPO の相談業務を継続

して行う。又、松山市の社会福祉協議会と一緒に地域ネットワーク構築の事業展開を

考案したり、松山市の社会福祉協議会向けの研修を企画している 
・災害ボランティア活動の支援やコーディネートにも携る 
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１．市民活動という言葉から連想するものは何ですか？ 

各自ポストイットに記入する（いくつでもいい） 
 

・行動         ・行政      ・まちづくり（２）  
・団体（グループ）   ・協力      ・生きがい     
・人          ・協働      ・助け合い     
・マンパワー      ・環境      ・地域（２）  
・夢        ・福祉      
・ボランティア（５）  ・自発的 

          
＜説明＞ 
・お金ではなく使命感でするもの    ・地域活動とは個人的な利益にならなくても 
・人の想いの結集したもの        互いが協力し合うこと 
・やさしさ  

                   
■市民活動における一般的な“市民”の定義 
・自分の利益の為だけではなく、他者（社会）の利益を考えて行動をとることができる者 
・自由と責任を考えている人 
・大衆（烏合の衆）ではない 
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NPO 法人 

(内閣府) 

２．皆さんのよく知っている市民活動の団体名を書いてください 

 
志              地      

アジアフィルムネットワーク   伊予山の辺のみちを歩こう会（３） 
子育てネットワークえひめ    ターナー島を守る会（２） 
アクティブボランティア２１   青春亭おとぎ座 
アトリエ素心居         平成船手組 
まちづくり支援えひめ      宮前の文化遺跡を守る会 
えひめグローバルネットワーク  みつばハウスは語る 
えひめイヌ・ネコの会 
カコア 
トータルサポート２１ 
愛媛県レクリエーション協会 

子供図書館   松山市ボランティア連絡協議会 52 団体 
水をきれいにする会    

自主防災会 
 

（※□は NPO 法人・下線は任意団体） 
NPO 法人・・・全国 26,000～27,000 団体 
愛媛県では準備中を含めると 250 団体近くになる。そのうち約 6 割は松山市にある。 
★コーディネーターとしては、どういう法人があってどんな活動をしているのかを把握し

ておくことが大切である。任意団体については全体を把握している所はないので、各自

の情報量・ネットワークがある人ほど充実したコーディネートができる。 
 
３．市民活動団体の歴史と種類 

■歴史的変遷 
[60 年代]    [70 年代]    [80 年代] 
福祉系   運動系  提案・協働系 
 

■官庁別の種類 
 
    

      

       

 
 

生涯学習ボランティ

ア団体（文部科学省） ボランティア団体 
（厚生労働省） 

地域づくり団体 
（総務省） 

環境団体 
（環境省） 

市民活動団体 
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■NPO について 

【NPO とは】 

・民間非営利組織 
・利益を組織内で分配せず、団体の目的とする事業のために使う＝非配当組織 
 

【イメージ】 

 
NPO ≠ 市民活動団体  
NPO ≠ ボランティア    密接な関係はある 
NPO ≠ NPO 法人 
 

【ボランティアとの比較】 
 

ボランティア         NPO 
  ►個人      ►組織 
  ►原則無報酬   ►報酬可（役員総数の１/3 までは可） 
          ★組織として活動する以上、地域や社会からの 

団体の目的達成に対する評価が重要である 
 
【成功する団体】 

NPO 活動➠ 皆が注目➠ 今まで興味のない人が係わる➠ 市民活動の人材が増える 

➠ 市民のネットワークが広がる  
 

【組織化の一般的なプロセス】 
 
         個人            法人 

        PASSION    ➠➠➠    MISSION 

情熱           社会的使命 
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【NPO ができた背景】 
・「官」が公共サービスを独占（民間セクターは主務官庁の許可のもと存在しているので

本当の意味での民間ではない） 
     ≪きっかけ≫ 阪神淡路大震災 

        行政機能が麻痺・市民が力を発揮し復興する・その力を皆が認めた  
・「民」が公共を担うことが大切  

 ≪その為には≫ 
市民活動団体が社会的認知度を上げることが重要 

・法人格が必要（それまでは社団・財団・社会福祉法人等のように高額な設立資金が必

要だった。そのため、ボランティア団体などがもっと容易に法人格が取

得できる状況を作る） 
・平成 10 年 NPO 法成立（議員立法） 

     ・情報公開の義務・・県民活動推進課で閲覧できる（県又は内閣府が認証の為） 
     ・行政の指導・監督はなく、市民レベルでチェックする 
     ・税制優遇が今後の課題 

 
☆新しい公共の創造が必要 

☆ 市民社会の構築 
 
 
休憩（10 分） 
 
 

市民活動   多・・・行政が動きやすい 
          
                   
課題の平均レベル 
 
                           少 

 
★市民活動は行政との繋がりを考える必要性もある 

      ↓ 
小さな様々な課題や、住民が気付いていない課題にスポットを当てて取り組む事で、その

課題が注目を受け住民の意識が高くなる場合がある。その時には行政と協働して課題解決

に向けた活動を一緒にしていくことが大切である。 
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【企業との違い】 
■評価の基準 
企業＝いくら黒字・配当があるか 
NPO＝目的達成しているか否か 

↓報告・成果 
・支援・参加が強まることで活動が充実したものになる 
・支援者（行政・情報提供者・出資者など様々な立場の人達）を第２の顧客と捉    

えて大事にすることが重要である 
★コーディネートする上で各々の団体の具体的な活動内容を知っておくことが    

必要である（資料：松山市内 NPO 法人分布図） 

 
【組織活動成功の条件】 
①明確な目的を持つこと 
②目的達成のために目標を立てる 
③事業の種類を考える（事業の妨げにならない程度で会員間の交流などの福利厚生的な

活動や目的とは異なる収益的な活動もしてよい） 
④具体的な事業計画・予算書づくり 
⑤活発な理事会・・・組織内で合意形成して事業展開している（中長期的戦略の立案） 
          緊急性・重要性の高いものから優先順位を付けられる 
 

【非営利組織としての基本的な運営資源】 
 ●ひと ●もの ●お金 ●情報 ●組織や事業の目的 ●ネットワーク 
  
【資料：NPO ゼミナール「中間支援組織」って何だ】        
・直接活動するのではなく、それらを支援する団体          
・支援者・委託元と市民活動団体の仲介機関＝活動を充実させるためにコーディネート

する役割を担う                          （結ぶ） 
愛媛県 NPO 支援センター・松山市 NPO サポートセンターなど 

 
【資料：ボランティアコーディネーターの８つの役割】 
 ➀受け止める ➁求める ➂結ぶ ➃高める ➄創る ➅まとめる ➆知らせる 

➇集める  
★市民活動のことだけではなく地域や福祉のことなど多方面に知ることが必要である 

 
【資料：ボランティア・市民活動のいま・むかし】 
問題の回答について必要な方は事務局までお申し付け下さい。 

★組織をきちんと把

握することが重要！ 
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■コーディネートするために必要なこと 
・いろいろな情報を知っておくこと 

1 人で情報を集めるのは無理なのでネットワークを作っておくことも重要である 
NPO 支援センター 

 
 
意識啓発業務   相談業務  情報収集提供業務   ネットワークに関する業務 
・このような組織があるので、それらの組織と関係を深めてコーディネートに役立てる

こともできる 
≪情報提供機関≫ 
□NPO 法人に関する情報 
・県民活動推進課 
・愛媛県社会福祉協議会 
□任意の団体も含めたボランティア団体の情報 
・松山市ボランティアセンター 
・社会福祉協議会 
※その他、愛媛大学やカタリナ大学内にも人材や団体を探す機関がある 
 

【資料：NPO ゼミナール自治会と NPO の関係】 
・次回第 5 回市民塾の講座「協働とは」の事前情報として配布 
 

■まとめ（20:50～21:00）     前田 眞           
・『坂の上の雲』記念館完成後・・・坂の上の雲のまちづくり機能として中間支援・コーデ

ィネートを受け持つ所ができた場合、人や団体を結びつけるためには上記の機関などで

いろいろな情報を知る必要がある。 
終了 


