「ちばプロボノチャレンジ2019」が8月より始まります

仕事の経験や知識を活かしたボランティアによる支援「プロボノ」。
今後、急速に進む千葉の高齢化に備えて、高齢者を支える地域団体・ボランティ
ア団体にはもっと力を発揮してもらいたい。社会貢献を考え始めた人と地域の
団体との出会いを応援します！

■プロボノを活用したい「地域の団体」を募集します
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News Letter

我がまちシニア応援プロジェクト事業（千葉県委託事業）

地域力、
福祉力、
市民力 チカラをあつめる、
つなぐ、
高める、
広げる〜市民が主体の地域づくりを！

募集期間：8月1日〜 8月末日まで ヒアリングシートでエントリー
募集対象：千葉県内を拠点とする高齢者の生活支援、介護予防を行う地域福祉団体 ５〜10 組程度
業務改善、ニーズ調査、資金調達、人材募集などに応える支援を無償で受けられ、活動の見直しにも。
（※支援内容によっては、実費等の団体負担があります。詳細はお問い合わせください）

■プロボノ活動の担い手となる「企業人・専門家」
も同時募集
募集期間：8月19日〜 9月末日まで
募集対象：企業など社会人としての経験、知識を地域活動に役立てたい人（退職者含む）30 名程度
支援期間：11月頃〜1月頃、週 3〜4 時間程度を想定
広報、デザイン、IT、マーケティングなどの専門知識・経験、会計・人事・総務などの経験を活かした業務の見直しなど、
様々な立場の方のスキルや経験が必要とされています。ぜひ説明会にお越しください。
（※支援期間中の交通費、実費等は規定の範囲内で支給します。）

プロボノワーカー説明・登録会

9月13日
（金） 18：30〜20：30 船橋市勤労市民センター
9月23日
（月・祝）13：30〜15：30 千葉市会場

市民活動団体マネジメント事業（千葉県委託事業）を実施

受講料 無料

団体運営をサポートします！
日時・会場

（事務力検定試験は除く）

講座名

10/5（土）13：00 〜 17：00
千葉市生涯学習センター

ＮＰＯ事務力集中セミナー

講師

鍋嶋 洋子、風間文子

10/31（木）15：20 〜 19：20
パレット柏

ＮＰＯ基礎、会議運営、所轄庁手続き、会計 （全国ＮＰＯ事務支援カンファレンス認
処理、法務局手続、労務管理について学ぶ
定講師）
※セミナー終了後、希望者のみ事務力検定試
験あり（自主事業、90 分）

11/12（火）15：20 〜 18：00
パレット柏

ばっちり習得
−ＮＰＯの日常会計管理

（税理士）

12 月初旬
船橋市で開催予定

ばっちり習得
−ＮＰＯ法人の労務

（社労士）

2/8（土）13：30 〜 16：30
パレット柏

松原 明さん
ＮＰＯの次のフェイズとは
（認定ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支
−プラットフォーム型地域づくり（仮題） える制度をつくる会副代表理事）

2 月上旬
船橋市で開催予定

総会準備講座
−ＮＰＯ法人の決算、年度末処理

加藤 達郎さん
石井

豊岡

敏則さん

正広さん

（税理士、ＮＰＯ法人ＮＰＯ支援の税
理士ネットワーク理事長）

※10 月下旬〜2 月に、上記講座受講団体の中で希望する団体に、団体個別支援−「出かけてサポート」を実施します。
理事会運営、会計管理、労務管理等、団体の課題に沿って支援します。

▶上記２事業とも問い合わせ、申し込みは NPOクラブ
（企画、運営）
まで

特定非営利活動法人
（認定 NPO 法人）ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
（ＮＰＯクラブ）

≪編集・発行≫

会員・寄付
募集中！

〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂 5-21-12 TEL 043-303-1688 FAX 043-303-1689
M a i l : npo -club@par .o dn.ne.jp U R L: h t t p :/ / n p oc lu b .c om
ブログ :http://blo g.canpan.info/ n p o- c lu b 1
「 F acebo o k N PO クラブ」で検索
「 t w it t e r N P O クラブ」で検 索

・運営会員24 名

賛同会員83 名

発行 1,000 部

市民参加を促し、
市民主体の地域づくりを目指します

会員・県内外市民活動支援センター・自治体等に送付しています。

第 19 回定期総会を開催、今年度の事業計画、
収支予算計画が決定されました。

その役割を担うためには、あらゆる活動の現場でさらなる

2018 年度は設立以来はじめて単年度赤字決算になり、

と」、
「市民が主体となって地域をつくること」
を目指して、地

今年度は常勤役員の人件費を削減しています。この間、
理事会や総会では特に新規事業の開拓、及び事業収益

自己改革を意識的に行なわなければならないと思います。
今年度、個々のＮＰＯの役割である
「市民参加を促すこ
域づくりに貢献できるように活動します。

を安定して得るためにも中間支援組織としての専門性をさ

2019 年度事業の柱

らに磨き、確実なものにしていくという方向性を確認してい

・団体の立ち上げや運営（理事会運営、会計管理、労務

ます。

管理等）
についての相談に対応します。
・四街道市みんなで地域づくりセンターの運営〈コーディネー

2020オリンピック・パラリンピックのボランティア募集に

ター業務〉
を担います。

は、多くの応募者があったことからもわかるように、若い世

・富里市まちづくりコーディネーターを育成します。

代も含めボランティア活動で自己実現をはかる意向は高

・福島県から避難し千葉県で暮らす人たちの支援を継続し

まっています。このような市民が持つ意欲を発揮できる場

ます。

をつくり、その数々の「場」
をコーディネートする仕組みやマ

・多世代交流拠点「おおなみこなみ」
を運営します。

ネジメントが求められていると考えています。
ＮＰＯクラブが

・県内市町村の
「市民参加・協働」
を促す事業を支援します。

ＮＰＯ法ができて20年。
今、
ＮＰＯは大きな曲がり角に来ています。

ＮＰＯの次のフェイズとは？−プラットフォーム型地域づくり―
6/8 開催 松原明さん
（ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会副代表理事）講演会より

社会課題が抜本的に解決できない

今日のＮＰＯの 4 つの課題

分対応することができない！
資源に限界があり、サービスの拡大のためには、生産性・効
率性を追求する必要が高くなる

生産性以外の価値も、切り捨てられる
受益者は、財源獲得のための道具となってしまう。

・世代交代が進まない。
・財源が確保できない。

では、どうすればいいの？

・企業と何が違うかわからない。

●2040 年の日本はどうなるのか？

●ＮＰＯ法人はこれに対応できるのか？

人口は減り、若者は減り、75 歳以上の高齢者が増える。

ＮＰＯ法の意義を再確認する

社会課題は増えるが、政府は財政難でますます対応でき

・自由な参加と協力のための「新しい道具」
がＮＰＯ法

なくなる。

・10 人の会員、情報開示、認定におけるパブリックサポー
トテスト
・市民社会を個人市民社会から結社市民社会に切り替
えた

きなくなる。

今の多くのＮＰＯは自身のパワーの源泉を忘れている！

解決すべき問題は３つ！
1. 参加・協力

考えよう！ … 2040 年の日本はどうなるのか？ ＮＰＯ法人はこれに対応できるのか？

共同体機能は大幅に低下し、共助（相互扶助）は期待で

これから来る新しい時代に十

生産性の悪い受益者は、切り捨てられる

・会員や寄付が増えない。

市場では、雇用や格差や貧困問題は、解決できない。

「非 営 利 企 業 モデル」で は、

「非営利企業モデル」
では、サービスの拡大で課題を解決する

・参加と協力が生み出す市民活動が、生活世界をより良
く変えていく大きな主役である、というビジョンを示した

非 営 利 企 業 モデル

ＮＰＯ2.0 は

をＮＰＯ1.0とするな

・みんなで同じことをするのではなく、それぞれが自分のしたい

ら、新しいモデルは

ことを最大にやることで、全体の効果を最大化する。（本業

「多 者 協 働プラット

・規模の最大化を目指すのではなくとも、成果をあげている。

これが NPO2.0

・必要な活動は、参加者がしてくれる。

参加・協力の組み立て方が違う
ＮＰＯ 2.0 ＝プラットフォーム

ＮＰＯ 1.0 ＝アソシェーション
協力者の捉えかた

他者の問題からスタートして、自分たちの目
自分たちの解決したい問題からスタートして、
的・活動が、その解決にどう貢献できるかを
他者がそれにどう貢献できるかを考える。
考える。

参加・協力のあり方

動員型：自分の目的に参加を募る。

場の提供型：参加者のメリットになる場への
協力を募る。

資金支援の呼びかけ

問題があるから、解決に寄付や助成金、会
費で支援して。

この場に参加すれば、あなたの課題が解決
するから、 協力費、 参加費、 寄付などで、
場の運営費の一部を負担して。

では、この 20 年の参加と協力の

ＮＰＯ法以前の市民活動の基本的モデルは … 会員制モデル

で関わる）

フォーム」

社会を民主的によくしていくために、人々の自由な
「参加と協力」
をデザインし、パワーアップする
「器」

みんなの協力は発揮できた？

略を再構築すべき

3. 課題解決方法

ＮＰＯ法人とは

カタチは？上 手くいったのかな？

社会課題の抜本的解決のためには、
「自由な参加と協力」の戦

2. 財源

この 20 年のＮＰＯの中心的な活動モデルは … 非営利企業モデル

参加と協力で、
「社会」
がしっかりしていれば、

〇「非営利企業モデル」での参加・協力・活動
事務局が活動の中心。支援・被支援関係で参加・活動を構成

2040 年になっても、日本は大丈夫！

ＮＰＯへの参加者が減る一因に

ＮＰＯの役割は、社会構築！

私たちは、これまで「ＮＰＯは、もっと事業力を強化しなくてはいけない」
と話すことが多くありました。しかし、話しながらも、
どこかに違和感がありました。
「事業性だけで言ったら企業の方が上。もともと企業は、暮らしの困りごとを解決できるものを
『商
品』
として販売しているのだから、まるで公益性、社会性がないとは言えない」。
ＮＰＯが事業性ばかり論じていては企業と変わ
りがなくなるのでは？ＮＰＯの意義、社会的な役割はどこにあるの？
「参加と協力」…多くの人、組織がそれぞれの願いを大事にしながら、つながり、地域づくりに取り組んでいくことができたら、
目の前が開けてきませんか。

