
Zoomで�⽰される�前の��

をお願いします。Zoomにて

「��ー��者ー⾃�のアカウ

ントー��ー�前の�更」で�

更が可�です。

Zoomについて

可�な�り、カメラはONでお

願いします。�が⾒えている�

が�師として気�がのります�

カメラはONでお願いします

ご⾃�の発���の時はミュー

トでお願いします。事�局側で

ミュートにさせて頂く場�もあ

りますので、ご理�ください。

マイクはミュートで

�前の��をお願いします

�問がある場�はチャット�に

��しておいてください。Q＆

Aコーナーで�えていきます。

�問はチャット�に



団体��基���
➁����

⼀�財団��

くまもと未来��基金

���⾬災BRIDGEKUMAMOTO基金

�3期助成復�未来�援助成採択団体サポート事業

 

�料は�⽇PDFでお�しします。



⽇�IBMにて10年��した�、2010年に��NPO��フロ

ーレンスに��し、�災地�援事業「ふくしまインドアパ

ーク郡��、南相⾺�」の立上げを担当。2015年に��

NPO��⽇�ファンドレイジング協�に��し、��ファ

ンドレイザーの�成と���付を��する事業を担当しま

した。現在は、個�事業主として活動しています。

 ��財団��パブリックリソース財団が��する、NPO

マネジメント�援コンサルタントとして、��団体の��

��と��基���の����があります。また、活動団

体へのロジックモデルや指標づくりの�援、クラウドファ

ンディングの���援などもしています。

��黎 辰郎（いまきゅうれい たつお）

⾃⼰��

NPOの伴⾛⽀援に関する
ホームページ公開中

https://www.tatsuoimakyurei.net/



各地で�援活動を⾏っている団体

が、��も��して活動を⾏って

いけるように、団体ごとの�題を

�決する⼒を�に�けていくこと

⽬的

その１



地域の復��援のリーダーとして、

他の団体との��しながら復��援

活動を⾏っていく

⽬的

その２



��⽇�
団体のミッション・ビジョンの���、ロジックモデル

作成

➀戦略�� 5/30（⽇）14:00- オンライン

��者・協⼒者を�やすための��（ヒト・モノ・カ

ネ）����について

➁���� 6/27（⽇）14:00- オンライン

�々な��ツールを活かしながら、��・協⼒者を�や

していく。

➂�� 7/11（⽇）14:00- オンライン

6/13-14 �⾯
採択4団体個別にロジックモデル作成のワークショップ

7/18-19 オンライン
採択4団体個別に����・��のワークショップ

8/1 �⾯
採択4団体�同の��り・�流

⻩�枠は採択4団体のみが��

�開��



2021 /06 /20 - 21

5団体をご
�問させて
頂きました

チームやまびこ

やっちろ保����協��

リボーン

�良⽊キッズサークル

BRIDGEKUMAMOTO



１．事前アンケート�果の共有

２．得にくい��を得るヒント

 ・���得に向けた活動への優先順�が上げられない

 ・�頼度が⾜りない

 ・簡単には得ることができない��を�している

 ・�金�得��ごとのメリット・デメリットを�える

３．�回の��で�に知りたいこと9個への回�

⽬�

�⽇のトピック



事前アンケート�果

の共有



あなたの団体や活動における�ある��は何ですか�
⼤家さんのご好意で貸していただいてるアパートの1室と活動に必要な資材

地域活性化を⽬的とする団体のため、いろいろなことができる応⽤⼒・企画⼒

メンバー、出店者さんたち、snsでつながっている⼈たち、新市街商店街様、パートナー企業

様、⼤学・⾼校の⽅々、団体⽀援で関わってくださる⽅々、関わりある他の団体様、⾏政と

の関係、マスコミ・ネットメディア

やる気 周囲の期待 ⼈脈

⼈材（スタッフ）・事務所（サロン）・活動に必要な備品・活動資⾦

デザイン・クリエイティブ、寄付者、購⼊者、ボランティア、受賞歴、5年分の活動の決算

代表の⼈脈の広さと信頼度、それに伴う寄付や⽀援、地元密着型の⼟台、再建中の活動拠

点、コミュニティ⼒

運営を担う10名のコアメンバー、拠点（事務所兼居場所）、会員費、事業売上

ヒト→地域作りをされている先輩⽅（熊本⽕の国ネットワーク）、管理栄養⼠、薬剤師、理

学療法⼠、看護師、コミュニティナース

スタッフ、ボランティアリーダー、ワイズメンズクラブ（サポート奉仕団体）、世界に通ず

るネットワーク、16施設の拠点



お金��の��

専⾨知識を持った�

コアメンバー

ボランティア

�援してくれる�

ヒト

�点

事��

�材

�品

モノ

地元の�との��性

�業との��性

��（��等）

他のNPOや��活動団体
�界とのネットワーク

��性

��⼒

�を�める⼒

�⽤⼒

デザイン・クリエイティブ

〇〇⼒



�ある��はどのようにして得たのですか�

様々な課題を抱える⾏政や企業の課題解決⼿段としての学びの場づくりを提案し、対等な関係性を

築いてきた

3⽉まで代表をされていた⽅が整備してくださったものを継続して使わせてもらっています

結成から歴史があるため

過去のイベントや団体サポートでお世話になりました。

7⽉の災害発⽣からの積み重ね

理事⻑の繋がりが⼤きい

⽇々の活動、メンバーの属性

⻑年の時間をかけて、移住後にコツコツと代表が培ってきた。

団体を継続する上で培ったもの

様々な⼈の繋がりや現場に情報収集をした。

会の設⽴説明会開催

ひとことではお伝えしずらいのですが、コツコツです。

事業の運営、パートナーシップ、歴史継承

⼈的資源→共感と信頼

�年の活動を�じて共�してもらうことで得たり、代�やメンバーが�に持っていた等が�い



⾜りないと�じている��は何ですか�

成⻑拡⼤のための更なるマンパワー

現地でサポートできる事務局員と再建中のコミュニティスペースの運営ができる⼈材

常勤で仕事ができる⼈の雇⽤

ライター、デザイナや、ウェブ関係に強い⼈材。企画や発信を⼿伝ってくれる⼈。ルーチンを回していく⼈材。またはそれ

らを頼むためのお⾦。

個⼈サポーターからの寄付⾦（⾏政、企業に依存しない安定した収⼊源として）

安定した収⼊、活動の維持に必要なお⾦です

⾃主事業収⼊

解体後の拠点

寄付者・購⼊者のデータの管理・活⽤

ファン、ブランディング、時間

⼈材、情報を⾒える化していく、⾏政や医療機関との連携構築

＜ヒトが⾜りない＞

＜カネが⾜りない＞

＜モノが⾜りない＞

＜情報が管理できていない＞

＜その他＞

活動を�持・�⼤するために��を担うヒト、��スキルがあるヒトを�保するためのカネが必�と

�えている団体さんが�くありました。それ��にも情��理ができていないや、ファン・ブランデ

ィング・時間・��といったことを挙げている団体さんもありました。



�なぜ⾜りないと�じている��は得にくいのでしょうか�１∕２

⾮営利活動の主活動をする中で優先順位を下げてしまうから

経理的な視点で収⼊・⽀出を把握していくことへの重要度の感じ⽅がメンバーによって異なる

組織内でのコミニケーションの不⾜がある。助成事業について理解不⾜と学習不⾜がある。組織全

体の事業として捉えていない、個々の責任の意識の違いがあると考える

事務局員として雇う（養う）だけの財源がないこと。

法⼈ではないから

必要なものがなぜ必要か、何のための活動に必要かを明確に伝えきれていないから。

⼈⽣を預けて関わってもらえる魅⼒が団体にまだないこと。

団体に愛着を持ってもらうこと、周りを頼りきれていないことが要因だと思っている

専⾨性に優れて、多様性を認めることの出来る、コミュニケーション能⼒の⾼い⽅を求めるため。

＜１．資源獲得に向けた活動への優先順位が上げられない＞

＜２．信頼度が⾜りない＞

＜３．簡単には得ることができない資源を欲している＞



�なぜ⾜りないと�じている��は得にくいのでしょうか�２∕２

以前の活動でつながりのあった⽅々に充分にコミュニケーションできていない。

⾃団体の活動がうまく伝わらず、共感が得られていないのではないか。

受益者と⽀援者が明確な課題解決型の事業ではないため、寄付の必要性が⾒えにくい

設⽴から15年間寄付収⼊がほぼないまま継続できている分、寄付の必要性が⾒えにくい

獲得⽅法が分からない（現在活動中）

ボランティアコミュニティがすでに確⽴されており、関わり⽅も充実している分、新しくサポータ

ーという関わり⽅を考えたときにそことの差別化がしにくい。ボランティアとして関わる以上のわ

くわく感やメリットを感じにくい。

＜４．周囲へのアピール不⾜＞

＜５．事業の特性＞

＜６．やり⽅がわからない＞

 



得にくい��を得るヒント



���得に向けた活動への

優先順�が上げられない



なぜ���得に向けた活動への優先順�が上げられないのか�

⽬の前の

困った⼈を助けたい

助ける

仕組みをつくりたい

社会を変えて

根本原因を解決したい

戦略

適応

連携

問題の構造的理解やボトルネックがわかる
企業∕⾏政と枠を超えた関係性をつかって
解決策を提案・実施ができる
社会的インパクトを考えて⾏動を選択する

具体的に解決する⼒やスキルを持った⼈
受益者に対して誠意を持って包括的に関わ
れる⼈

⼿順の確⽴や管理ができる
会計/経理/⼈事/法務/総務など安定した団
体運営に関わるスキル
寄付者など応援者を集めて、活動を継続す
ることができる

活動のゴール 団体に求められる能⼒ 必要な⼈材

同じ団体で活動していたとしても、⼈によって「活動のゴール」は異なる。また、団体に求められる能⼒に沿った

多様な⼈材が集まっていることから、対話や考えの共有する時間が不⾜すると、統⼀した意思決定は難しい。この

ことから団体の職員やボランティアの理解・共感も重要な資源として得続けるはたらきかけが不可⽋。



�頼度が⾜りない

〜���について〜



���の�理➀

��とは�

��とは�⾃����で�律によって「�」とされている

もの。ここでいう「�」とは�利義�の主体となることが

できる��（�利�⼒）を�められたもの（ウィキペディ

ア）。任�団体は��ではないので、��は⾃��である

代�個�としてされる。

��とは�
任�団体は、�利義�の主体になれない。

例えば、団体の活動に必�な�物・不動�を��する場

�、�義は代�者のものとして��される。代�がその任

�団体から�ってしまったときに���更などしないとい

けない。��の�り決めを、代�個�の��と��なく団

体活動に��し�けるために���は重�。デメリットと

しては、���立・��にともなう事�作業の発⽣がある

が、事��⼒・���⼒がつくことによる��的�頼の向

上も挙げられる。

���するメリット・デメリット
����の��

・�業から中〜�期的な�援を受ける場�

・����事業などを⾏う場�

・�賃の��、⾞の購�、不動�の�得などをする場�

・⾏政などとの中〜�期の受�事業や指��理などを�ぶ場�

・�助金・助成金は場�による

���が有�な場�

【�照�NPO���/�理⼠ 脇��也】
任�団体か���するか（任�団体が���するかどうかの��基�）

https://www.youtube.com/watch?v=6KzDmuGTdp0

https://www.youtube.com/channel/UCpUlfipj3uh63yTirqimGAg


���の�理➁

NPO��にどのような
���があるか

�決�、配当���、��財��配���の３つがあり、

株式��は����に�じた持ち�がある。

�立に�しては、株式��は����に5万円、��4万
円、�����15万円かかる。�同��は����0円、
��4万円、�����6万円がかかる。

株式��・�同��
�利��として構成員への利�の�配を⽬的とする��

⼀��団��の��型は、���率に�じた持ち�はあり

ません。しかし、�散時の�員��で��財��配の決�

をすることは可�。理事2年、�事4年の任期が��され
ている。�立に�しては、����5万円、�����6
万円。株式��・�同��・⼀��団����型は��得

に�する��がされる。

⼀��団��_��型
���率に�じた�配はないが、�散時の�配は可�

剰�金の�配を⾏わないこと、�散時の剰�金を国�等に��す

ることを��に��する。��の�めに��する⾏為「��の個

�団体に��の利�を�えることを�む」をしないこと等のルー

ルがある。ルールに��すると��利型は永久的に�り消され、

�った期間の�徴��の可�性がある。

【�照�NPO���/�理⼠ 脇��也】
⼀��団��・⼀�財団��の�立時の��点（��利型�件について）

https://www.youtube.com/watch?v=SGlCrCwVvyU

株式��、�同��、⼀��団��、NPO��∕���択における3つの�点
https://www.youtube.com/watch?v=EzEUTe1gXek

⼀��団��_��利型
��事業へ��されるが、��や�付金、���事業には

��されない。

https://www.youtube.com/channel/UCpUlfipj3uh63yTirqimGAg


���の�理➂

NPO��について

1998年に�⾏されたNPO��⼀�（⽬的）では、「ボラ
ンティア活動をはじめとする��が⾏う⾃由な��貢�活

動としての����利活動の��な発�を促�し、もって

��の��に��することを⽬的とする」と��されてお

り、��が⾃らの�⾒で⾃立的・⾃発的に��貢�活動に

��していくことを⽬的にした����です。

NPO��の�義
��が⾏う⾃由な��貢�活動を促�する��

2008年の����制度�⾰で⽣まれた簡易な��利�
�。不����の����のために�可された��が��

�団・財団となる。⼀��団・財団は��ではないが��

利な活動（マンションの�理��等）をする団体の��づ

け。NPO��は�められた20種�のいずれかの事業領域
を��で�める必�がある。

⼀��団��とNPO��の�い
NPO��は����、⼀��団��は��利��

�立は、NPO��は���が��するので時間が�か⽉かかる
のに�して、⼀��団は��をすれば�立可�。�⽤はNPO�
�はほとんどかからないのに�して、⼀��団は先に挙げた�⽤

がかかる。�員はNPO��が10��上なのに�して⼀��団は2
��上。�員はNPO��が理事3��上、�事1��上で⼀��
団は理事1��上で�事は�かなくても可。NPO��は事業�告
書等を���に提�・�開する必�があるが⼀��団は不�。

【�照�NPO���/�理⼠ 脇��也】
NPO��（����利活動��）とはどんな��か�
https://www.youtube.com/watch?v=gXF5BaopKcg

NPO��と⼀��団の��⾯の�い

https://www.youtube.com/channel/UCpUlfipj3uh63yTirqimGAg


�頼度が⾜りない

〜必�なものがなぜ必�か、

何のための活動に必�かを�

�に�えきれていない〜



【再掲】他の�に�援してもらうために必�な

「共�」を得る３つの��

問題

を知る

�決策

を知る

�わり�

を知る



【再掲】「�得」してもらうための橋�しが、

ビジョン・ミッション・ロジックモデル

問題が�決された�が「ビジョン」

ビジョンのためにやるべきことが「ミッション」

なぜそう思うかを��したのが「ロジックモデル」

問題

を知る

�決策

を知る

�わり�

を知る



「�付」は仲間になる�わり�のひとつ

�決策を�⾏するために必�なものは何か「ボランティア」「�付」「シェア」「��を持

ってもらうこと」「署�をすること」「地元で活動すること」等、��に�頼する。

現地に�け付けたいができない�がいる。その�が��するための��の⼀つが「�付」。

�われるハードルは�く、�べることが⼤切。「メルマガ�員」も立�な�わり�。

�付者に気�いは必�だが、「お��」にしないことが重�。�付�が⼤きいからといって

団体の�有者ではない。団体の主体性を�持しつつ、仲間として�え�れて、�付を��

し、情�提供をしていく。

問題

を知る

�決策

を知る

�わり�

を知る



簡単には得ることができな

い��を�している



団体に⾜りない��を得るために

NPOは理事やアドバイザーを利⽤
している

マネジメント�⼒を�めたいなら中⼩

�業��⼠や��コンサルタント、専

⾨知識ならその領域の⼤��授や��

者、�付であればファンドレイザーや

���と�がりのある�、��なら

PR����者など。

⾜りない��に��する�に

理事やアドバイザーになっても

らう

⾜りない��を�保するための活動の

��を理事�で�告・相�をする。理

事に��する責任者になってもらう等

で、�期的に�しでもいいから�め

る。

�期的に理事�を開�し、代�

の�思決�のプラスになる��

体にする

団体に⾜りない��は��していくの

で、�期的に理事を�れ替えていくこ

とを前提に�任してもらう。

団体の成�と共に必�な��は

�わってくるので、任期で�れ

替えをする



�金�得��ごとの

メリット・デメリットを

�える



 

�金�得��

��となる４つの財�

�� �付 ⾃主事業助成金



 

��

メリット

��年の��財�

⾃�体の事業として

⾏うため、��年に

わたって��した�

��となる

デメリット

��してしまう

���として��し

てしまい、���の

減�や打ち切りにな

った時に事業��に

⼤きな��がある。

�しい事業のチャレ

ンジが�しくなる

事業で�められたこ

と��の活動使えな

い。

事例��

�����は、��

�理などの��事業

で⾃�体と��性が

あった。それに�え

て、助成期間中に�

��員�員にヒヤリ

ングをしたり、他業

種を�き�んだ��

�をするなどの�地

を固めた活動が��

につながる。

事例

NPO�������
�協・漁協・�林�

�・��業界・金�

��等の35事業者の
コンソ事�局を担当

し、��ネットワー

クの構築と��性�

�と、事業開発をお

こなう。3年間の助成
を受けたあと�の�

�をうける。



 

助成金

メリット

採択されれば⼀��

率がよい

採択されると、まと

まった�金を�得で

きる。ひとつの�金

提供者とのやり�り

になるので�理�⽤

や⼿間が他に�べて

�ない。

デメリット

期間が��される

単年度〜��年度の

�切りになるので、

それ��の�金��

を�える必�あり。

中間�援的な活動は

採択されにくい

�くの助成金は、受

�者に�する��的

な活動に�するもの

が�いのが現状。

�徴

助成金は、��事業

の���を�う��

づけではなく、�在

的な��問題の�査

や、��事業立上げ

�援、災�など��

な状況下への���

�に助成されること

が�いため、そうし

た活動を��・��

し�けることができ

るかが重�となる。

事例

�い⽻���基金

助成������

�・地域��の��

を⽬的とする団体

で、���の有�は

問いません。

パブリックリソース

財団��業や個�の

�々な基金から助成

がされています。

CANPANで�索
https://fields.canpan
.info/grant/



 

�付

メリット

⾃由度が�い

使�指�の場�もあ

るが、助成金のよう

に�⽬まで制�する

ことはなく、�件�

などにも使⽤できる

⾃由度が�い財�。

デメリット

��・ファンドレイ

ジング体制が必�

個�や�業から�付

を募るには、�付�

めのキャンペーンの

��、��、�理と

いったファンドレイ

ジング体制が必�。

これらは団体��に

必�なものである

が、⼿間はある�度

かかる。

事例��

地域のママが�ども

�の���の�ごし

�に疑問を持ち、�

�の�ども向けのイ

ベントや預かりの事

業を開�。そこで�

まった��者と共に

�場�の���の�

付募�を⾏う。

https://readyfor.jp/p
rojects/ishigura-
himitsukichi

事例

築60年の元⽯�を活
⽤した地域�流型の

スペースのためのク

ラウドファンディン

グ291�から�200万
円の�付が�まる。



 

⾃主事業

メリット

⾃由度が�い

�付よりも⾃由度が

�く、�件�や�理

�など助成金や�付

では�当しにくい�

⽬にも使える。

デメリット

���までに時間が

かかる

⾃団体で持つ��的

に価�がある知識や

技�の抽�や、コン

テンツ制作、トライ

アル事業の��等、

���までに時間が

かかる。

事例��

�がい児の保�者向

けの�場�に年間

1000��上来場する
この団体のノウハウ

をとりまとめて、昨

年にトライアル事業

を��。そこから�

良を重ねて�年から

���となった。ボ

ランティア団体なの

で⼤きな���とな

った。

事例

�場�事業をしたい�

向けの研�事業

�がい児の保�者向け

の�場�事業を⾏って

いるNPO��ペアレン
トサポートすてっぷで

は、団体の�場�事業

のノウハウを活かした

研�事業「うさぎラ

ボ」を��。12回で
24,000円の����に
14�が��。



 

【�えてみましょう】

⾃団体の�金��として挑戦できそうな�金�は�
⼀つの�金�に��するのではなく、��の�金�をバランスよく�えていくことが重�です。どの�金�もメリ

ット・デメリットがあり、��を�て得られるものです。�業と�わせて⾏っていく必�があり、どうしても優先

順�があげにくいので、��をたててじっくりと�り�むのがいいです。

例えば、�付を得るための��であれば、いきなりクラウドファンディングに挑戦しても失敗してしまいます。�

�の�付者��や�在�付者の��をした�で、そうした�たちにささる�付キャンペーンの��と、�した情�

チャネル（SNS、お⼿�、�⾯イベント、オンライン配�等）の�択、ファンドレイジング担当者の�保を�み�
わせて�えなければなりません。

助成金

 

��

 

�付

  

⾃主財�

 



 

クラウドファンディングしましょうよ

とお�えする・しないの�⽬

�付してくれそうな�援者の

�が想�できている
WebサイトやSNS、ブログな
どで活動��・価��が共有

されている

団体内の��者の理�・協⼒ 担当者がいる

これまで�付する・しないに�

わらず、お願いしたら�援して

くれそうな�が頭の中に�かぶ

かどうか。�かばなければクラ

ウドファンディングでも�付は

�まりません。

「�当に活動しているの�」

「団体として�在している

の�」�めて知る�はそこを�

�します。ホームページがなか

ったり、更�されていなかった

りごちゃごちゃしていたらそこ

をクリアできません。

ファンドレイジングは1�ではで
きません。周りの�が「�から

お金もらってまで活動したくな

い」「金�めなんかできない」

そうした�がいると�しいの

で、まずは��でいいので�付

をもらえる⼩さな成功体�を�

で積むところか�めた�がいい

です。

スキルや��がある担当者とい

う�味ではありません。�援し

てくれる�の輪を�げたり、�

付者とコミュニケーションする

ことに喜びを�じられる�が必

ず周りにいるはずです。���

ファンドレイザーの���得レ

ベルの知識＋�⾛�援で⼤丈夫

です。



担当者の例
NPO��アスイク

��にある、NPO��アスイクは保��、児�
�、アフタースクール、フリースクール、���

援、こども�堂などの事業を⾏っており、�ども

の��を�括的に�援している団体です。2020年
7⽉から、コロナ�で苦しむ��に�して�糧�援
を�期的に��しており、�回の2020年12⽉1⽇
〜31⽇の1ヶ⽉間のクラウドファンディングで、
2021年4⽉から��する�糧�援のための�金�
�を⽬指しました。120万円を⽬標として��し、
��的に1,385,000円（115%）の�成となりまし
た。担当者の�⾛�援を10⽉〜1⽉まで��。



�回の��で�に知りたい

こと9個への回�



��で�に知りたいこと 1/9

サポーター獲得などの資⾦調達につながる効果的な発信⽅法について知りたいです。

NPO法⼈のサポーター（会員）は、➀正会員、➁賛助会員、➂利⽤会員の3種類で、どれを増やすかを決め

るところからが出発点です。

➀正会員は議決権のあるNPO法⼈における社員となるので、団体と同じ考えを持って社会を変える同志に

なってもらいたいというアドボカシー活動を主にする団体に向いています。正会員は少し⾼めの年会費の

設定をしているところもあります。総会運営が⼤変になるのがデメリットです。

➁賛助会員は寄付により団体運営を⽀えることを⽬的とした会員で議決権はありません。会員に対価性の

あるものを与えてしまうと認定NPOになるためのPST（パブリックサポートテスト）の対象外になるの

で、会報や会員証をおくる程度にする。なので、純粋に寄付で⽀えたい！と思ってもらえるコミュニケー

ション戦略が必要。コミュニケーション戦略は次回予定です。

➂利⽤会員は、会員になることで団体が提供するサービスを得ることができます。なので、利⽤者にとっ

て魅⼒的なサービスを提供することが⼤切です。年間講座の受講料や、⾷料品の定期購⼊などがこれに含

まれます。



⼈材育成。虐待・ネグレクトなどセンシティブなエリアを扱うため、主事業に必要なセキュリテ

ィ・ボーダーラインを確保しながらボランティアや⼿伝ってくれる仲間を増やすには

虐待・ネグレクトなどを扱う団体は、どうしても情報公開が難しくなります。認定NPO法⼈3keysはその

分野でありながら、活動範囲を拡げてきました。それは、Mex（ミークス）といった虐待をうけている⼦

ども達に対する情報発信や情報受信をするメディアをつくり⼦どもたちの現状を認知し、それをもとに、

社会に対して発信したり、専⾨的な⼈も踏まえた議論や問題提起することを継続して⾏ってきました。当

事者を⽀援することは⼤切な活動です。それと同じくらい社会に困っている⼈がいることを知らせ、解決

策を考えていくことも⼤切な活動です。https://3keys.jp/
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まわりの巻き込み⽅

⼈数を意識してコミュニケーションの時間をつかうと、組織のブランディング（団体らしさ）をつくるこ

とができると⾔われています。書籍：「最⾼の社⾵のつくりかた」より。

◆5⼈「親友（コンフィダント）」 ⽉に4時間半

 ・極めて親しい数⼈の友⼈との集団

◆15⼈「狩猟集団（ハンティング・パーティ）」 ⽉に1時間半

 ・特定の共通の⽬的にむかって、緊密に連携する

◆50⼈の「隊（バンド）」 ⽉に30分

 ・⼀つにまとめているのは共通の⽬的と、互いの知識を知る必要性

◆150⼈の「村（ヴィレッジ）」 ⽉に10分

 ・緊密な関係を維持するために⼈が感情や精神として投資できる限界値

 ・名前、⽬標、伝統、しきたりを持ち、独⾃の⾏動既定を備えている。

 ・150⼈以上になる場合は、別組織とする。
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事務局員の獲得⽅法やポイント

【むいている⼈にお願いする】獲得の上で重要なのは、上記のような間接的な関わりに対してやりがいを

持ってくれる性格であるかどうかという本⼈の向き・不向きを⾒てください。団体の既存のメンバーの中

にも、事務の仕事を過去にやったことがあるなど経験がある⽅がいることがあります。

【⼤切にする雰囲気づくり】直接受益者に関わっている⼈が、事務作業をしてくれる⼈を⼤切に扱う雰囲

気づくりが⼤切です。「事務作業なんて俺にはできない」「俺たちの仕事があってこそ雇うことができて

いる」など蔑視した姿勢や発⾔を許さないことや、きちんと現場で起きたことを共有するなど、チームの

⼀員として扱う雰囲気づくりができているかを確認してください。その上で、その雰囲気と合わせて求⼈

をだすといい⼈が応募してくれたり、内部の⼈から担ってくれる⽅が出てくる可能性が⾼まります。

【副業とセットで依頼する】フルタイムでの雇⽤ができないとしても、別の仕事の副業としてやることは

可能です。例として、昼間はAmazon等の電話対応をしながら17時以降と⼟⽇にNPOの活動をしている⼈

がいます。そうした就業とセットで提案することができれば、働いてもらうことができます。

事務局員は事業要員とは異なり、直接受益者に接することは少ないですが、組織運営に必要な事務作業や届け出、

問い合わせ対応をしてくれます。

1.

2.

3.
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たくさんの事業も抱えていてメンバーはとても頑張ってくれている。お⾦の調達だけに⽬を向けず

事業を盛り上げることに専念できれば良いと思う。

「職員がお⾦の調達のことを⼼配せずに活動できることが理想」と語る責任感のある代表さんや事務局⻑さんがい

らっしゃいます。それと同じくらい、職員が団体のお⾦周りのことを全く意識せず⾃分達がやりたいことだけを⾔

って困るとおっしゃる⽅もいます。平常時はそれで成り⽴ちますが、急な委託の打ち切り、⼊札に負ける、なんら

かの理由で拠点が急につかえなくなる、コロナで収益源の事業ができなくなるといった⾮常時にこの意識だと、団

体存続がとても危機的になります。

ある博物館の売店を運営をしているNPOが、コロナの緊急事態宣⾔により営業ができなくなってしまいました。代

表さんはやむを得ず職員に出勤制限とそれに伴う給与減を伝えなければいけませんでした。「雇⽤を守れ」「⽣活

を守れ」「補償をしろ」こうしたやりとりを覚悟していましたが、過去に企業に⼊札に負けて、1年間活動が博物

館でできなかったことがあり、その時に団体の運営にかかるお⾦含めて職員に全てを共有し、どうしたらいいのか

を話し合ったことがあったので、こうした⾮常時でも職員は冷静に対応し、代表さんとともに対応策を考えること

ができました。お⾦のことについて知らずにいることは無意識的に「お客様意識」につながり、それが団体らしさ

がなくなってしまう原因になります。団体のお⾦周りのことは常に共有するようにしてください。
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ボランティアで活動されている団体の運営⽅法（常勤で仕事ができる⼈の雇⽤）

受益者や社会のニーズが⾼まってくると、ボランティアで各⾃持ち出しで回っていた事務局の仕事も、頻度や拘束

時間が⻑くなり、負荷が⾼くなります。また、ボランティアメンバーがシフトを組んで回せたとしても情報が断⽚

的になってしまい、それがもとで不要な作業が増えてしまったり、クレームになったりします。そこで、助成⾦や

補助⾦などを獲得して⼈を雇ったとすると、そこはクリアできますがその⼈を雇い続けるために資⾦調達を続ける

必要があり、それはそれでしんどいことです。なので、対応としては、これまでボランティアで適度に回っていた

ころまで作業量を削減するか、継続的に雇⽤するために団体を成⻑させるかの２つの道しかないと思います。

北陸地⽅の⾃然環境関連のNPOは、昔はボランティア主体で運営されていました。ボランティアは⼤学⽣と⾼齢者

の2極化していました。⾼齢者は平⽇・⽇中と常勤して対応をすることができますが、⾃分の関⼼があることや、

できることしかしないため必要な事務作業や広報作業が溜まってしまうことがよくありました。そこを⼤学⽣のボ

ランティアが巻き取ってくれるのですが、いい⼈がいても卒業と共に去ってしまい、なかなか定常的な事務作業を

担ってくれる存在は現れませんでした。それが数年続き、代表さんは、若者が継続的に働くことができる団体にな

ろう！と決意し、⾏政の雇⽤関係の補助⾦つかって雇⽤をし、そこから⾃主事業の特産品開発に取り組み、数年か

けて黒字の事業にして2⼈を雇⽤できる体制づくりをしました。
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助成⾦に頼らない運営⽅法

その時の社会的な関⼼の⾼さにより助成⾦が取りやすい・取りにくいということがあります。災害の分野は特にそ

うです。それ以外にも、⼦どもの分野はお⾦が集まりやすいが、例えば保護者⽀援には集まらなかったりします。

NPOにおいてそうした社会的関⼼の濃淡があるのは本質的な課題であり、それが平準化されることはありません。

団体の活動をしていると助成⾦が次々にとれる時期がありますが、それは⼀時的なもので変動的です。にもかかわ

らず、その助成⾦が取れることを前提に計画を⽴ててしまうと、不採択が続き、活動ができない・縮⼩しなければ

いけないことが突然おきます。そうならないためには、「常に助成⾦を取れるようにしておくこと」と「助成⾦以

外の財源を得ること」の２つを同時並⾏で⾏う必要があります。

常に助成⾦を取れるようにしておくためには、社会的な関⼼を常にキャッチしたり、受益者の困りごとを定期的に

捉えて「最新・最前線の問題」に対する事業を企画・提案し続けたり、その事業に対する社会的インパクトを説明

することが求められます。合わせて、助成⾦以外の財源である委託・寄付・⾃主事業の⽐率も上げるはたらきかけ

も必要です。これに対応するには、経営企画機能と会計機能、ファンドレイジング機能といった経営チームの強化

が必要となりますが、そこまでして助成⾦に頼らない道を進むのか、現状維持をするのかの意思決定が必要です。
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地域資源について

NPOが扱う問題はますます複雑化しています。例えば、⼦ども⾷堂で貧困の⼦どもにつながって⾃宅に⾏ったら、

その家庭がひとり親で、かつ障がいを抱えているようで、定職につけず⽣活困窮になっている。さらに今パートナ

ーと同居しているが、どうやらパートナーから⼦どもに暴⼒がふるわれているようである。ということがわかった

ら、どこから⼿を付けたらいいでしょうか。

こうした複雑な問題を解きほぐすためには、⾃治体・各種機関・NPO・専⾨職などのつながりがないとなかなかう

まくいきません。受益者がどんな困難を抱えているのかを捉えた上で、それをこの地域で解決するには具体的に誰

とつながったらいいのかを、平時から考えたり、そうした状況を話し合う場を持つことで、地域資源の発⾒につな

がると思います。
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児�����

⽣活保��

�・��

同��

ゲームセンター

⽣活����
の�ども

��

⾃�体

児�相��

�内�

地域の�ども�堂 �業��
サービス

別��

コンビニ
スクール

ソーシャルワーカー

先⽣ 友�

困ったことがあったら

相談してください

資⾦的な⽀援や安全な場

所の提供などの⽀援提供

をする

法の順守、公平性が重ん

じられるため、問題が顕

在化しないと利⽤にいた

らない。

公助の部分

あの⼦は学校に⾏って

なさそうだけど

⼤丈夫・・・？

�

地域

毎⽇同じ服で洗濯でき

ていないけど⼤丈夫か

な・・・

�

最近○○君

居眠りが多かったり、

乱暴になったけど

どうしたんだろう

いつも遅くまで

いるけど家に帰ってい

るのかな？

ショッピングセンター

バス・タクシー

宅配便

保�者

��� ��

同居親との離婚が

成⽴せず

保育できない

�

地 域 の 関 係 者 分 析

異変に気付いた場合、通

報をしたり、安全の確保

をする存在

こども⾷堂など地域のつ

ながりがあるところとな

いところで差がある

共助の部分

親の失業や障がいや病気

など個々の困難な状況へ

の対応

別居、離婚、紛争などあ

る場合、⼦どもの⼈権が

守られないケースが多い

⾃助の部分



ヒトを動かす体制を作るにはどうしたらいいのでしょうか。

役割と労働を構築するポイントはどんな事でしょうか。

※ネットワーク団体の⽅からの質問なので、所属している市⺠活動団体との関係性を想定しています。

市⺠活動団体はそれぞれが地域のリーダーとして動いていますので、「動かす」ことはできず「⾃主的に動いても

らう」ことしかないのかなと思います。なのでネットワークの⽬指していることと、各リーダーの団体が⽬指して

いることのすり合ったところでしか動いてもらえないと思います。

それぞれのリーダーがどんなビジョン・ミッションを持っていて、どんな団体構成員がいて、どんな場づくりをし

ているのかのお話を聞き取ったり訪問したりすることを通じて、いち団体ではできないことに対してネットワーク

としてできることは何かを⼀緒に考えていくと、役割と労働を構築する⾜掛かりになるのではないでしょうか。

ネットワークの活動に対して、各リーダーが「私が同じ⽴場だったら、もっとこうするのにな」「なんでこんな無

駄と思えることを皆にさせようとしているの？」といった疑念を解くコミュニケーションをしたり、「これは⾃分

にはできないことだ」「⾃分が思いもしなかったことをしてくれている」と思ってもらえる視座が⾼い活動を重ね

ていくことがカギになると思います。
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