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はじめに

地域ニーズや課題の多様化・複雑化が進み、自治体の財政状況も逼迫する中、行政の力だけ
では地域を支えていくことが難しい状況となっています。そんな中、新しい公共の担い手とし
て、地域の諸課題を解決するための社会的活動に自発的・主体的に参加する市民活動団体に期
待が高まっています。また、市民や市民活動団体が公共的な思いを持って自発的に動くことで、
地域や社会を支えるのみならず、場合によっては社会を変えていく力ともなります。
多様な主体が連携して地域の課題を解決する力となる地域力の育成・向上に向けて、市民活
動団体の人材育成をはかるため、また市民活動に参加していない市民が、その楽しさや意義に
気づき市民活動で自己実現していくきっかけを得るため、北海道環境生活部くらし安全局道民
生活課の委託により講座を開催しました。
「市民活動を始めてみたけれど、なかなか人が集まらない」、「活動がマンネリ化してワクワ
クしない」、
「スタッフが思うように動いてくれない」。そんな悩みを抱える市民活動団体や、
「こ
のまちでこんなことができればという思いはあるけれど、どうしたら実現できるのか」と感じ
ている一般市民に向けて、「市民活動を元気にするツボ講座」と題して、苫小牧市・小樽市の２
か所で開催しました。
講義や事例発表の他ワークショップを実施し、受講者が主体的に学べ、参加者同士の交流も
はかれる場としました。また、後志、胆振・日高それぞれで、身近な地域で活動を展開してい
る事例を紹介し、自分達の活動の参考となるような内容としました。
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Ⅰ. 市民活動促進講座の基本コンセプト

■ 基本コンセプト
今回の市民活動促進講座は、各地域１回の開催で、時間が４時間程度と短く、またコミュニ
ティづくりや市民活動に関心がありながらもまだ活動に参加していない方もターゲットとして
います。そのことから、会計を学ぶなど専門的な講座よりも、団体と個人、団体同士の出会い
の場となることや、市民活動の社会的な意義や、様々な人と出会い理念を共有し活動すること
の楽しさに気づく内容とました。また、共感の輪を広げ、応援や参加をしてくれる人、仲間を
増やすための柔軟な組織運営について学ぶことに主眼を置きました。
想定した参加者の主なターゲットは、以下のとおりです。
① 市民活動に興味や関心はあるが、参加の一歩が踏み出せていない個人
② 自分がやりたいこと、関心のあることをどうやって社会化していくかを考えたい個人（自分
で市民活動団体を立ち上げたいという意欲のある人）
③ 団体への共感の輪を広げ、応援してくれる人や参加してくれる人を増やしたい団体
④ 他の団体等とのネットワークを広げ、活動のパワーアップや新たな展開をしたい団体

想定したターゲットに有益な講座とするために、講義では、
「普通の主婦」が、多様な人が活
躍できる組織を育て、大きなプロジェクトを実現した事例や、いきいきと継続的な活動が出来
る組織運営のコツなど、市民活動だけでなく、PTA や町内会など色々な場面で参考となる情報
を提供しました。
また、後志、胆振・日高それぞれで、身近な地域で活動を展開している事例を紹介しました。
さらに、自分達で手軽にできるワークショップの手法を学び実践することで、様々な場面で
ワークショップが身近に行えるスキルが身に付くようにしました。

■ 期待される効果
先述した基本コンセプトに基づいた講座を実施したことにより、期待される効果は次のとお
りです。
① 実践型や理論型の講師の講義を通して、組織マネジメントについてのノウハウが得られる。
② 近隣で活動する団体の事例紹介から、身近な地域課題や社会のニーズに対応する取組を知る
きっかけとする。
③ ワークショップのなかで、活発に意見を出し合うことにより、これまでつながりのなかった
2

団体間や、市民活動に興味や関心はあるが一歩が踏み出せていなかった個人と団体の出会い
の場が生まれる。
④ 組織の課題の共有、事業計画や取組を検討するディスカッションなど、様々な場面で団体が
自分達の力で創造的な議論を展開し気づきを得るための、ワークショップのスキルを身につ
けられる。
⑤

講座の受講者には、講座講師への「何でも相談券」を進呈し、実際の活動現場での悩み解
決につなげる。
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Ⅱ.

市民活動促進講座の記録

１.苫小牧開催
胆振・日高管内での講座は、交通の利便性やまちづくり活動団体の数が多いこと（NPO 法
人数は、胆振・日高管内 153 団体のうち、43 団体が苫小牧市に主たる事務所を置き、管内
で最も多い※企画時の数字）から、苫小牧市で開催しました。

１ 講座の概要
日時：平成 28 年 12 月 3 日（土）
開催場所：グランドホテルニュー王子

13:30～17:30
2F 桔梗の間（苫小牧市表町４丁目 3 番１号）

参加人数：18 名
＜テーマ＞
どうしたら多くの人に活動に関心をもってもらい参加してもらえるか
多くの人をまきこむ方法や参加したことをつうじて意識が変わるポイントを学ぶ
<プログラム＞
13:30

■ 開会
■ 主催者あいさつ【北海道 環境生活部 くらし安全局 道民生活課

13:35

■ 本日のプログラム紹介【講師：石塚 雅明】

13:40

■ 講義「組織のマネジメントを学ぶ」【講師：林 月子氏】

阿賀主査】

「育ち合いの育て方と組織運営のコツ」～映像を交えて～（70 分）
会場からの質疑（10 分）
15:00

休憩

15:10

■ 胆振の市民活動の事例紹介【講師：西村 宏基氏】
「地域を楽しくするための多様な人々の集合体～東いぶりココトマふれんず～の取組」
（25 分）
会場からの質疑（５分）

15:40

■ 講義 ワークショップのスキルを学ぶ【石塚】
「自分たちで手軽にできるワークショップのスキルを身につける」

16:10

休憩 （レイアウト変更）

16:20

■ ワークショップの実践【石塚】
「市民活動を元気にするツボとして、今回の講座で気づいたことを出し合おう」

17:10

■ ワークショップの成果の共有【石塚】
「各グループの発表」
4

「出された意見の中で重要だと思うものにシールを貼ってみよう」
「結果を見ながら林さんと全体の振り返り」
17:25

■アンケート記入のお願い・閉会

17:30

終了
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（２）講師一覧
＜林 月子（はやし つきこ）氏＞
プロフィール
岐阜生まれ。横浜の郊外住宅団地美しが丘で３人の子どもを高
校、大学に通わせる「普通の主婦」が、ふとしたきっかけで「たま
プラー座だよ！全員集合！」まちなかパフォーマンスプロジェクト
の代表となり、“育ちあい”をテーマに“大家族のような世代を超
えた地域のつながりづくり”を広める取組を実践している。
プロジェクトでは、駅の広場や商店街、公園などのまちなかで、
歌、ダンス、ボディパーカッションなどで構成されるオリジナルパ
「たまプラー座だよ！全員
フォーマンスを、１歳から 70 歳代まで、年齢も職業も様々な 100
集合！」まちなかパフォーマ
人以上の人々がチャレンジした。その過程で自然に生まれる“育ち
ンスプロジェクト（横浜市）
あい”は、これからのコミュニティネットワーク形成のひとつの可
代表
能性を示している。
＜西村 宏基（にしむら ひろき）氏＞
プロフィール
苫小牧市在住。道の駅ウトナイ湖の駅長として、「休憩」や「情
報発信」機能のみならず、活力ある地域づくりのため、市民の活動
発表や交流などにも積極的に取り組む。北海道観光マスターの資格
も持つ。
2015 年からは、苫小牧市・白老町・安平町・厚真町・むかわ町
の１市４町を様々な方面から楽しくしよう！という目的で結成さ
れた「東いぶりココトマふれんず」の事務局長をつとめる。

東いぶりココトマふれんず



事務局長
道の駅ウトナイ湖（苫小牧
市）

駅長

＜石塚 雅明（いしづか まさあき）氏＞
プロフィール

株式会社石塚計画デザイン
事務所
（札幌市）

代表取締役

札幌生まれ。1983 年柳田石塚建築計画事務所設立。200２年
から現在の社名に変更。
札幌市、横浜市、道内市町村、七戸町などのまちづくりの現場で、
まちづくりワークショップなど様々な手法を用い、地域議論や合意
形成に取り組む。また、住民主体のまちづくり活動へのアドバイス
やサポートを行う。
北海道地域づくりアドバイザー、岩手県まちづくりアドバイザー
総務省地域力創造アドバイザー、札幌市まちセンアドバイザー
さっぽろ市民カレッジ企画委員
2005～2010 年まで公益信託世田谷まちづくりファンド運営
委員長
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（３）講義：「育ちあいの育て方と組織運営のコツ」
「たまプラー座だよ！全員集合！」まちなかパフォーマンスプロジェクト

代表

林

月子氏

講義の概要
林さんからは、まちなかパフォーマンスを通じて、まちと
人、人と人とをつなぐ活動を紹介いただきました。フラッシ
ュモブなどのパフォーマンスづくりの過程を映像にした短編
ドキュメンタリーの視聴を交えながらお話いただきました。
活動のテーマは「育ちあい」。テーマがあるとプロジェクト
を進める過程で出てきた色々な意見や考え方に左右されて方
向性がぶれたときに、立ち戻ることができるからだそうです。
普通はパフォーマンスのクオリティが高いことを目標にして、評価もそこに焦点があたっ
てしまいがちですが、たまプラ一座では皆が力を合わせて何かやる、そのプロセスを一番
大切にし、年齢や立場などがバラバラな人達みんなが同じスタートラインに立ち、練習し、
ワクワクすることを一緒にやっていくことが育ちあいにつながると感じています。
活動資金を確保するために年間を通して色々なイベントも行っていますが、そうした活
動には多くのマンパワーが必要です。林さんは、思いを共感してくれそうな人たちが集ま
る場には積極的に参加し、一方でまちなかでの偶然の出会いも大切にし、余計なプライド
は捨ててナンパをしているそうです。でもこれをしてほしいからできる人を誘うというよ
り、それぞれの人たちの能力や得意分野をどう活かすかを考えています。みんなでグッズ
やチラシを一緒に作ったり、パーティやピクニックなど小さなイベントを楽しみながら作
っていきます。参加者と色々な接点を増やすことで活動のファンを増やしていくのです。
３年間活動し、４回目のまちなかパフォーマンスを迎え、たくさんの人たちが企画から
関わり責任の所在がしっかりした組織を作って分業化もしたそうですが、基本は素の個人
個人としての心のつながり。各々が自分の役割を見つけ、立場を越えて力を合わせていく
こと。それができる隙間をつくることで、自分たちが作り上げたパフォーマンスだと感じ、
「私たちよくこんなのできちゃったね」という感動がまちの財産につながっていくのです。
★市民活動のツボ★
活動がなかなか言葉では伝わらない場合もありますが、たまプラ一座では感動的なドキ
ュメンタリー映像をプロボノの協力で作成しています。これを見て地域の自治会の方々も
活動を理解してくださったそうです。また「育ちあいのそだてかた」というリーフレット
も作成し、たまプラ一座の思いや組織運営の TIPS をまとめています。このように、外部
に発信できるツールを作成していくことが、自分たちの活動を振り返る上でも新しい仲間
を呼び込む上でも大切になってきます。
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（４）胆振の市民活動の事例紹介：「地域を楽しくするための多様な人々の集合体～
東いぶりココトマふれんず～の取組」
東いぶりココトマふれんず

事務局長

西村宏基氏

事例紹介の概要
東胆振を元気にしようと、苫小牧市・白老
町・安平町・厚真町・むかわ町の１市４町で
がんばっている人たちのゆるやかで楽しいネ
ットワークについて西村さんにご紹介いただ
きました。
２ヶ月に１回、東胆振の情報発信拠点「コ
コトマ」で集まるその活動は、お互いの取組
を知り交流を深めるところからスタートしました。
飲食店関係の店主、生産者、市町村職員、報道関係、小売店、教員などあらゆる業界の
方々が集まり、異業種交流になっているだけでなく一歩進んで、地域の中でがんばってい
るアーティストたちの活動の場を広げる、新規開業した移動販売店の販路開拓に協力する、
様々なイベントに仲間たちが出展しイベントを盛り上げる、熊本の地震復興を応援しよう
と熊本の生産物を仲間たちが売ったり使っていくなど、「地域活性化」や「地産地消」「縁
を絆に」の取組を広げています。そして地域外での取組も始まっているそうです。
会合は飲み物や軽食でみんなでワイワイやりますが、会費は 500 円で参加しやすいこ
ともポイント。女性の比率も高いそうです。時々は苫小牧市に来てもらうだけでなく、厚
真町やむかわ町、安平町などに出かけていって新しい現地の人たちともたくさん出会い、
みんなで美味しいものを食べ、交流の幅を広げています。そして自分達の活動をお互いの
facebook やメンバーのマスコミ関係者らを通じて広めていっています。
★市民活動のツボ★
「団体のメンバーや活動の参加者がなかなか集まらない」というのは、市民活動におい
てよくぶつかる壁ですが、西村さんのお話から、会合は参加しやすく楽しさを感じられる
ような工夫をすること、みんなで外部に出かけて行って新しい仲間と出会う機会を設ける
こと、そして一人でできないことを仲間に言ってみることで何かが変わっていき、できた
時間を共有することが達成感や感動につながりさらに活動の楽しさを増していくことなど
を学びました。

8

（５）講義：ワークショップのスキルを学ぶ
株式会社石塚計画デザイン事務所

石塚雅明氏

講義の概要
ワークショップは話し合いのひ
とつの方法ですが、他人の意見に耳
を傾け、互いに何かを気づいたり学
びあったり、創り出したりする場で
す。関わる人の考えを相互に出し合
うという点で、市民活動に関わる方
にはぜひ身につけていただきたい
スキルです。石塚さんからは、ワー
クショップをすすめるポイントを学び、外部のファシリテーターがいなくても自分達だけ
で手軽にできるワークショップの実践を指導していただきました。
ワークショップは単に合意形成だけの手法ではなく、地域や団体の課題解決力を引き出
したり、地域や団体のリソース（人資源）をつなげるという役割もあります。これまで石
塚さんが手がけてきたワークショップを活用したまちづくりの取組についてお話をうかが
い、ワークショップをすすめる３つのポイントを学びました。
① 常に「笑顔とうなづき」を忘れない
② 意見をどんどん書き留める
③ 意見を整理し論点を示す
また、意見を書き出す時の留意点や意見のくくりの言葉のつくり方も学びました。
① 各発言のキーワードを組み合わせて発言をつくる
② 各発言から飛躍した言葉にならないように
③ 内容が異なるものは、無理して一緒にしない
★市民活動のツボ★
活動がマンネリ化したり、団体の方向を
考えたいときなど、団体の内部、あるいは
外部の方も含めてワークショップをして
みることは、自分たちの活動を振り返る上
でも有効です。考えていることをどんどん
文字にして表現しましょう。そしてワーク
ショップの成果を共有しましょう。
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（６）ワークショップの実践と共有
３人で１グループをつくり、「市民活動を元気にするツボとして、今回の講座で気づいたこ
とを出し合おう」というテーマでワークショップを行いました。
それぞれのグループで話されたことを全体で発表して共有し、出された意見の中で重要だ
と思うものにシール投票をしました。（一人３票、うち１枚は一推しシール）その結果を見な
がら講師の林さんと全体の振り返りを行いました。
参加者の皆さんから大切な視点がたくさん出されていましたが、林氏や西村氏のお話にも
あったような、以下のポイントに特にシールが集まっていました。
・自分も楽しんで活動する
・成果・結果を求めず、過程を大事にする
・テーマは大事
・思いを伝え聞くことが仲間づくり（ナンパ）

ワークショップの様子

シール投票

各グループの発表

ワークショップの全体まとめ
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＜ワークショップの記録＞
「市民活動を元気にするツボとして、今回の講座で気づいたことを出し合おう」
各グループの発表内容を全体でまとめたものは次のとおりです。
（赤丸は貼られたシール、赤丸の
中に黄色丸は一推しシール）

得意分野を活かしやりたいことを

無理のない活動で自分にできること

やる

を行う

・得意分野を活かす

・無理のない地道な活動

・やりたいことをやる

・相手のことを考え自分にできる
ことを自然と見つけていく

特技を持っている人を見つける！

・自分ができない特技を持ってい
る人をみつける

OFF 会でのファンを増やす
ナンパ

魅力的なリーダーが必要

・人 を 集 め る た め に は 魅 力 的 な
リーダーが必要

子どもや若い人が多く参加すると

・テーマは大事

活動にテーマ・方針は必要！

・ぶれないためにテーマが必要！

集まって来た人を排除しない

いい

・若い人 ( 子ども ) が多く参加して
いる

・ファンを増やす

テーマは大事

・集まって来た人を排除しない

・地元の子ども達を集める事がす
ごい
想いを伝え聞くことが仲間づくり
学びにプライドや世代は必要ない

ナンパ

・仲 間 づ く り の 上 手 な 人 が 核 に
なっている

・プライドは持たない

・参加集めにナンパをする

・子どもが大人に教える事もある

スポンサー、お金の集金力

・お金はどうしているのか。スポ
ンサーの感想は？

・想いを伝え上手
発想が地元活性化につながっている

・想いを聞き上手
人をひきつける魅力、あふれるナン
パ力

・ナンパがうまい

人柄
勇気

・人をひき付ける魅力
・人柄がいい

・地元活性化の為の発想がすごい
地元・郷土への愛

・地元愛、郷土愛

・勇気がある
ファンを増やして準備に参加者を巻
き込む

・活動のファンを増やす
・すべてを準備するのではなく参
加者を巻き込む
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時間の管理のうまさ

・時間の管理がうまい

アーカイブし発信する
・やったことはアーカイブし発信
する

分担

心から
自発性

その人のために何かをした
いという想い

・参加者のみんなで作りあげて
いく

・その人のために何かをしたい
という想い

みんなで作り上げ、依頼して任
せる

人と人とのつながりを大切にし
て人を巻き込む

・人のつながりを大切にする
・人と人とのつながりが重要

・依頼して任せる

・心からのつながりが大切

・活動の輪（和）となる

・人を巻き込む

感動共有の体験がつながりの

やる気・ワクワクは伝染させる

原動力

人と人とがつながり、絆となり、大
きな力が生まれる

・感動を共有する体験はつながり
の原動力

・やる気を伝染させる
・ワクワクを伝染させていく
( 一緒にワクワク )

・人と人がつながる事で相乗効果
が生まれる
・人が人に伝え大きな力になって
いく。人のつながりになる
・縁が絆へとなる

自分も楽しんで活動する

参加して楽しめる事が結果市民活動
になっている

・自分が楽しく
・楽しんで活動する

つながりづくりから居場所へ

・楽しんで続けて来た結果市民活
動になっている
・参加している人が楽しんでいる

雰囲気は大事
・みんなでやったら楽しいよね
という雰囲気

“楽しい”ことから考えること大事！

・つながりから居場所へ
気楽に
気楽に
固苦しいなくゆるやかにやってみる
何とかなるさ

・細かい事は気にしないで行う
・イベントは楽しんでやる
・目 に 見 え る 話 題 よ り“楽 し い”
でつながる事から
・興味のあることを大切にする

・固苦しくならずにゆるくやって
みる
・ゆるやかな集いにする
・気楽に始める ( 気ままに )
・なんとかなるさ

成果・結果を求めず、過程を大

一連の作業を通じて共通の感動が生

事にする

まれる

・成果を求めない

・企画、準備、製作等の過程から
学ぶ ( 人への想いやり、人との
絆)

・結果を求めない
・成果は結果だけでなくプロ
セスにも ( ふりかえり大事 )
・過程を大事にする

自分から入って歩み寄る

・同じ場所、同じ時間軸を過ごし、
仲間で体感する
・共通の感動を感じる事での心の
通じあい
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・自分から歩み寄る
・自分から飛び込む

２.小樽開催
後志管内での講座は、交通の利便性とまちづくり活動団体の数が多いこと（NPO 法人数は、
後志管内 73 団体のうち、33 団体が小樽市に主たる事務所を置き、管内で最も多い※企画時の
数字）から、小樽市で開催しました。

（１）講座の概要
日時：平成 28 年 12 月 10 日（土）
開催場所：小樽市民センター

13:30～17:30

2F 会議室１・２号（小樽市色内２丁目 13 番 5 号）

参加人数：11 名
＜テーマ＞
どうしたら活動メンバーがミッションを共有していきいきと活動できるか
そのためのリーダーの心構えや具体的なマネジメントのポイントを学ぶ
＜プログラム＞
13:30

■ 開会
■ 主催者あいさつ【北海道 環境生活部 くらし安全局 道民生活課

13:35

■ 本日のプログラム紹介【講師：石塚 雅明氏】

13:40

■ 講義「組織のマネジメントを学ぶ」【講師：呉 哲煥氏】

阿賀主査】

「いきいきと継続的な活動が出来る組織になろう！」（70 分）
会場からの質疑（10 分）
15:00

休憩

15:10

■ 後志の市民活動の事例紹介【講師：坂本 純科氏】
「地域資源を活かした活動と共感の輪の広げ方」（25 分）
会場からの質疑（５分）

15:40

■ 講義

ワークショップのスキルを学ぶ【石塚】

「自分たちで手軽にできるワークショップのスキルを身につける」
16:05

休憩

16:15

■ ワークショップの実践【石塚】
「自分たちの活動を振り返りながら、市民活動を元気にする「ツボ」として何が大切
か話し合ってみよう」

16:55

■ ワークショップの成果の共有【石塚】
「各グループの発表」
「出された意見の中で重要だと思うものにシールを貼ってみよう」
「結果を見ながら呉さんと全体の振り返り」

17:25

■アンケート記入のお願い

17:30

終了
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（２）講師一覧
＜呉 哲煥（ご てつあき）氏＞
プロフィール
1974年生まれ。2005年NPO法人CRファクトリー設立、代表理事就
任。
「すべての人が居場所と仲間を持って心豊かに生きる社会の実現」をビ
ジョンに、NPO・市民活動・サークル運営者向けのサービスを多数提供。
関わるメンバー一人ひとりが「コミットメント（やる気・関わり）」と「愛
着」を高めていくコミュニティづくりに定評がある。
NPO 法人 CR ファクトリー
（東京都）

代表理事

講演・セミナー実績多数。ETIC社会起業塾コーディネーター、NPOサ
ポートセンター専門家派遣なども務める。

＜坂本 純科（さかもと じゅんか）氏＞
プロフィール
余市町在住。札幌市職員を退職後、2006年より約２年ヨーロッ
パに滞在し、様々なエコビレッジを訪問。「持続可能な暮らしと地域
づくり」を目指し、2011年に余市町での活動を始める。
多くのボランティアが集まる拠点で、学生ワークキャンプやエコカ
レッジをはじめ、人材育成や地域活動等にも取り組んでいる。
NPO 法人北海道エコビレッジ推
進プロジェクト（余市町） 理事長

＜石塚 雅明（いしづか まさあき）氏＞

前述（p6）
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（３）講義：「組織のマネジメントを学ぶ」
ＮＰＯ法人ＣＲファクトリー

代表理事

呉 哲煥 氏

講義の概要
「いきいきと継続的な活動が出来る組織になろ
う！」というテーマで、非営利組織の人材の特徴や、
メンバーの報酬を把握すること、新たな仲間の巻き込
み方、愛着・仲間意識を醸成するという４つのポイン
トについて紹介いただきました。
非営利組織の人材の特徴は、強制力が働かないこ
と、優先順位が人によってバラバラだということ、人
材の流動性が高いということ、スタッフの提供できる時間が少ないということであり、こ
れらを前提として考えなくてはなりません。またスタッフが活動を通して得たいものは何
なのか、何に喜びや充実を感じるのかという「動機づけ」を理解することが重要です。お
金以外の、成長やスキルアップ、多様な人との出会い、コミュニティ感、感謝、楽しさな
ど、その人が何を「報酬」として得ているかをしっかりと把握し、それを満たすように設
計していくことが必要というお話がありました。
（※参加者が関わっている団体で、何がメンバーの動機づけになっているか書き出し演習
を行いました。）
また新たな仲間の巻き込み方として、興味を持ってもらうために、愛着を感じてもらう
ために、また主体となってもらうために、それぞれの段階にどのような手を講じていけば
よいか解説いただきました。
団体への「愛着」や「仲間意識」の醸成において最も重要なキーワードは「相互理解」
です。相互理解の施策として、何で関わっているか、何がモチベーションなのか、何が課
題なのかを話し合うワークショップが有効であるとのお話がありました。あるいはレジャ
ー・飲み会・旅行など、メンバー同士が語り合う機会や場を意図的にデザインしていくこ
とが大切であるとのお話がありました。
★市民活動のツボ★
新たな仲間を巻き込むためには、まずは「知ってもらう」
「気に入ってもらう」ことが必
要です。広報・イベントという２つのポイントがあり、新たな接点で新しい人とたくさん
出会い、ウェルカムな雰囲気づくりを心がけます。参加前にも参加後にもまめなコミュニ
ケーションをとり、飲み会や遊びなどに誘い、この団体は居心地がいいなあとリピーター・
ファンになってもらいます。愛着や仲間意識を醸成するのも同様で、一人一人の心が動く
マネジメントをすることが、特に NPO、市民団体では大事になってきます。
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（４）後志の市民活動の事例紹介：「地域資源を活かした活動と共感の輪の広げ方」
ＮＰＯ法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト

理事長

坂本 純科 氏

事例紹介の概要
市役所職員として働いているときに、様々な課題が縦割
で取り組まれていることに疑問を感じた坂本さんは、行政
の枠に納まらないものは市民活動として取り組むようにな
りました。その後ヨーロッパで多くのエコビレッジを訪問
し、できるだけ環境に負荷をかけず、食べ物やエネルギー
や教育や福祉を含め、暮らしに必要なものは自分達で作り、
高齢者も子どもも障がいを持っている人も、みんなが関わ
ってつくりあげているコミュニティに感銘を受けました。東日本震災後、よりその思いを
強くし、余市町で活動を始めました。そんな坂本さんから、道内のみならず世界各国から
ボランティアが集まり、活動への参加や応援、共感の輪を広げているコツについて伺いま
した。
近隣の農家さんたちのアドバイスも受けながら、畑を専業者のいない状態でボランティ
アだけで管理し、修学旅行生や地元の農業高校の生徒達やワークキャンプで来る外国人な
ど様々な方たちが作業に関わったり、加工したり、体験プログラムの場となったりしてい
ます。研究のために来る学生たちもいれば、講座を受けに来る人もいる、外国人ボランテ
ィアや大学生たちも地元の農家さん達と一緒にご飯を食べたり地域のお祭りに出たり、高
齢の農家さんを手伝ったり、地域内の関係も含めて、関わり方の多様性はますます増えて
います。ここに行けば何か面白いことに出会える、と感じて主体的に自分がワクワクする
ことを見つけてきてもらうというのがポイントです。一緒にご飯を食べたり日常的にコミ
ュニケーションできる環境があるのも強みです。世話をした野菜や果物の成長や加工で、
継続して関われる仕組をつくっています。建物を建設した時も多くのボランティアが関わ
り、自分が壁を塗ったり床を貼ったり作業に関わった人たちはまたリピートしてくれるそ
うです。そんな環境が年間で千人を越えるビジター、ボランティアも含めてスタッフも千
人、年間２千人くらいの人が関わる場をつくっています。
★市民活動のツボ★
関わる人には温度差があることを前提で、会員やボランティアそれぞれの目的や関心・
立場による多様な関わり方を認め、参加者にも自分の関わりたい形や可能な範囲で参加す
ることで良いのだと思ってもらうことが重要です。また全てを自分達で行うのは大変なの
で、外国人インターンの受け入れ、環境教育、子どもの応援など、色々な分野で活動する
他の団体や大学生サークルなど、色々な団体の助けを借りたりネットワークを活かしてい
ます。それぞれ得意な所を得意な人たちにやってもらうことが大切です。
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（５）講義：ワークショップのスキルを学ぶ
p9 と同様のプログラムを行いました。

（６）ワークショップの実践と共有
３人で１グループをつくり、「市民活動を元気にするツボとして、今回の講座で気づいたこ
とを出し合おう」というテーマでワークショップを行いました。
それぞれのグループで話されたことを全体で発表して共有し、出された意見の中で重要だ
と思うものにシール投票をしました（一人３票、うち１枚は一推しシール）。呉さんと一緒に
全体を振り返り、呉さんが市民活動を元気にするツボとして以下の点をまとめました。
・マメなコミュニケーション、深いコミュニケーションに経営資源を割く（時間・意識・
人）
・つながり、ネットワークで団体を育てる
・活気のある入口をつくる（看板となるイベント）
・組織づくりは人づくり、人づくりは心づくり

ワークショップの様子

各グループの発表

シール投票

ワークショップの振り返り
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＜ワークショップの記録＞
「市民活動を元気にするツボとして、今回の講座で気づいたことを出し合おう」
各グループの発表内容を全体でまとめたものは次のとおりです。
（赤丸は貼られたシール、赤丸の中
に黄色丸は一推しシール）

緑色の部分は、呉講師が市民活動を元気にするツボとしてまとめたものです。
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Ⅲ.

参加者アンケート

１.アンケート調査表
各会場で、講座終了後に下記のアンケートを参加者に配布・回収しました。
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※小樽でのアンケートは講師名が異なる
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２.アンケート調査結果
アンケート調査の結果は以下の通りです。
調査対象者

苫小牧

参加者 18 名

回答者 12 名

回答率 66.7%

小樽

参加者 11 名

回答者 10 名

回答率 90.9%

１ 参加者の属性
参加者の属性は、苫小牧、小樽とも男性の方が多く、全体では男性が 14 名、女性が７名
であった。年代別では 20 代以下と 80 歳以上の参加は無く、40 歳代が最も多かった。
所属では行政職員が多く、市民活動団体と自営業が同数であった。
<性別＞
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２ 講座のプログラムは参考になったか
苫小牧・小樽とも全ての設問において「あまり参考にならなかった」
「参考にならなかった」
という意見はなく、満足度は高かった。グラフ中では上記２項目の０％表示を省略する。
<林 月子氏講演＞
/7
*8  

2(
3

 

＜ご意見・ご感想＞
・イベントを企画、開催するまでの過程から学ぶ、テーマ
を設ける事の大切さなど、これから私たちの活動にプラ
スになるお話が聞けたと思います。

$# 3

 

・居場所をまちに作る事が大事なことだと感じました。
・自分が楽しい事が大切。
・林さん自身の体験が素直な言葉として表現されていてと
ても説得力がありました。「楽しい」
「ワクワク」からス
タートする住民活動の大切さを感じましたので仕事に生
かせると思います。

<西村 宏基氏事例紹介＞
＜ご意見・ご感想＞
・仲間作り、点から線、そして面になる取り組み。
*8
 
2( 3

 

・ゆるいつながりが大切。
$# 3



・話には聞いていましたが詳しく知りませんでした。こう
したネットワークはとても大事だと思うので今後も繋が
っていってもらいたいです。
・時々参加させていただいています。
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<呉 哲煥氏講演＞


 


＜ご意見・ご感想＞
・組織を運営するにあたって活用すべき“基本”を教わ
る事ができました。
・気づきをたくさん発見できました。

 


<坂本 純科氏事例紹介＞



 





＜ご意見・ご感想＞
・実践的な体験に基づきとても詳しいお話が聞けま
した。


 


<苫小牧／ワークショップの解説と演習＞



 


＜ご意見・ご感想＞



・笑顔、郷土愛のかけ算
・ワークショップ研修になった


 
 

・時間がない中でもツボをおさえた内容で勉強にな
りました。

<小樽／ワークショップの解説と演習＞







 


＜ご意見・ご感想＞
・ワークショップの進め方を再認識することができ
ました。


 


24

<苫小牧／ワークショップ実践＞






＜ご意見・ご感想＞
・グループの意見をまとめていく。言葉を明確にして意味
をはっきりさせる



 



 
 

・やはり石塚さんのファシリテーションはすごいです。

<小樽／ワークショップ実践＞




 





＜ご意見・ご感想＞
・視野が広がりました

 


<苫小牧／全体を通して＞






＜ご意見・ご感想＞
・参加者の一体感が得られて良かった
・有意義であった


 


・ワクワクしました。又楽しく仕事ができそうです。貴重

 
 

な機会にお声かけいただきありがとうございます。

<小樽／全体を通して＞
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３ 今回の講座をどこで知ったか
全体を通して最も多かったのは「facebook ページ」と「友人・知人から」が多かった。
次いでチラシ、事務局からの DM の順であった。
＜複数回答＞
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C8@  



8>







































 



 



059

E:(/)'/#

*/,-!,$&

'/#

%+"

;BD0

+#

61.A1

2

7A

＜チラシの入手先の回答＞
・友人

・市役所

・社協ボランティアセンター掲示板

＜その他の回答＞
・別事業での事務局からの案内
・小樽ジャーナルの HP
・サポートセンターからの

４ 講座の時間数はどれが妥当か
3～４時間未満が最も多く次いで２～３時間未満で、今回の講座（合計で４時間）は長いと
感じている方が多いことがわかった。
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５ 講座の開催日時はどれが妥当か
土曜の日中が良いとする回答が最も多く、次いで平日の夜間であった。
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CH/

C1

６ 講座の構成・形式はどれが妥当か
座学形式とワークショップ形式の複合が良いという意見がほとんどであった。



0.

F8D



 

8B






























,3;7=<(*#$'%&=<G2E
,3!;7=<"5>E
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-
CH/

７ 今後、市民活動促進講座で希望する内容
・市民の小さな活動から大きな取り組みへと発展した活動事例を紹介してもらいたい／行政と
の連携方式、学びから実践への展開を教えてほしい
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８ 本講座についてその他気づいた点
・大変参考になりました。ありがとうございました。（同様の意見 2）
・ファシリテーターの石塚さんの進行によって新しいアイデアを得る事ができました。ありが
とうございました。
・大変勉強になりました。また参加させて頂きたいです。（同様の意見２）

９ アンケートのまとめ
今回行った各プログラムについては、全てについて「あまり参考にならなかった」「参考に
ならなかった」という意見はなく、全体として高い満足度が得られた。
講座の告知については、開催を知った媒体には突出して多いものは無く、多方面からの告
知が今後も必要である。開催地管内の NPO 法人には参加の案内文書とチラシを DM で送っ
たが、そのようにターゲットに直接届く方法のほか、facebook ページやメーリングリストな
どインターネットメディアを通じての周知拡散が必要である。
「講座の構成・形式」について尋ねた設問では、「今回のように座学形式とワークショップ
形式の複合が良い」との回答がほとんどであり、講義を聞いて知識や理解を深めることと、
参加者同士で意見を出し合うことによる気づきや交流の両方のニーズがあることがわかる。
一方、講座の時間数については２時間～４時間未満までを希望する回答が多数を占め、土
曜の日中の開催を望む声が多かった。
座学とワークショップの両方のプログラムを行うには３時間半程度は必要であることから、
土曜の午後、３時間半のプログラムで座学形式とワークショップの両方を盛り込むことが参
加者のニーズの上でも参加のしやすさの上でも適当であると思われる。
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Ⅴ.

まとめ

今回の開催場所は胆振・日高管内では苫小牧市、後志管内では小樽市で、どちらも 12 月に
開催しました。管内でもかなり離れた地域からの申込や、他地域からの申込もありましたが、
小樽市での開催日は暴風雪のため JR が運休、高速道路も通行止めになるなど、申込者 20 名の
うち９名が交通障害のため参加できませんでした。冬季の悪天候による交通障害を考慮し、も
う少し早い時期での開催がリスク軽減につながると思われます。
今回の開催の周知については開催地管内の NPO 法人と設立申請中の NPO 法人（後志

84

団体、胆振・日高 150 団体）には参加の案内文書とチラシを DM で送りました。今後開催す
る際も、ターゲットに直接届く方法は有効だと思われます。それ以外に、インターネットメデ
ィアを通じた周知やマスコミの活用など、多方面からの周知拡散が必要です。特に信頼のおけ
る人からの情報や仲間同士の口コミが拡散力が大きいと考えます。今回も地元の事例紹介の講
師を通じた案内で多くの方が参加してくださいました。今後も開催地のキーパーソンの SNS で
拡散してもらうなど、個別に対応を考えていく必要があります。
プログラムについては、市民活動に関心がありながらもまだ参加していない方もターゲット
とし、内容については高い評価を得ることができました。今後の開催においても、ターゲット
をどこに置くかを明確にしプログラムを検討することが必要です。例えば信頼度を高め資金調
達を活性化することに有効な「認定（仮認定）・条例個別指定制度」の活用を考えるため、これ
から認定 NPO 法人になろうと考えている団体を対象に、認定制度にも対応できる会計力を強化
するセミナーや、認定 NPO 法人審査のポイント解説、既に認定 NPO 法人となっている団体か
らの認定取得の苦労やコツ、取得して感じたメリットなどについてのお話などが考えられます。
事前に市民活動団体にアンケートやヒアリングを実施し、どこにニーズがあるか調査するのも
効果的だと考えます。
その場合も、今回のアンケート結果にあったように、座学形式とワークショップなど、学び
と交流の両方を盛り込むプログラムとすることが、参加者のニーズを満たすと考えられます。
また、複数の開催地とする場合は、それぞれのプログラムに特色を持たせることが、遠方から
の参加者も得て行く可能性があると考えられます。
また今回は参加者へのフォローアップのツールとして、参加者に講師のメールアドレスを記
載した「何でも相談券（１回分）」を配布しました。実施後１件の相談があり、講師が対応しま
した。
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Ⅵ.

参考資料



１. 参加者募集チラシ（苫小牧）
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２. 参加者募集チラシ（小樽）
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