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新潟 NPO 協会は、設立以来、県域の中間支援組織として、草の根の活動を行う NPO 等の支援を中心

に、地域・社会における様々な変化に対応する形で、多様な市民活動をサポートしてまいりました。 
昨今の地域・社会の変化は目まぐるしく、持続可能な社会を実現するために、行政やNPOだけでなく、

地縁団体、企業等の様々な機関が連携し、多様化するニーズに対応していくことが求められています。 
そのような中で、NPO等を取り巻く環境や、県域の中間支援組織として活動する当協会に求められる役割

も大きく変わりつつあります。 
 
2019 年度の事業方針を策定するにあたって、主に以下の状況の変化を考慮することとしました。 
・市民の抱える課題の多様化・複雑化 
・主要な市町村に中間支援組織が設立されたことによる県域組織の役割の変化 
・行政予算の削減によるNPO等の受託事業収入の低下（＝自主事業拡充の必要性） 
・休眠預金活用法の施行に伴う、成果志向の事業・組織マネジメントへの対応 
・SDGs（持続可能な開発目標）の推進に伴う、公益事業の担い手の多様化 
 
これらの変化に対応しつつ、ビジョン、ミッション達成に向けて事業を展開するためには、私たち自身

が、これからの地域・社会の中で求められるであろう役割を今一度見つめ直すとともに、持続可能な支援活
動を担っていく基盤を整えていく必要があります。 
このような視点から、2019 年度は、①県域の支援組織としての中間支援機能の拡充・見直し、②自主事

業開発による財務バランスの改善、③これらを達成していくための人材育成、を中心に事業方針を策定し
て、行動する 1年にしてまいります。 
 
新潟NPO協会は県域の中間支援組織として、これからも、さまざまな市民活動を応援し、つないでいく

ことを原点に据え、さらなる発展に向けて、みなさまとともに歩んでいきたいと考えています。 
 
�

�

中小のNPO等を支えるための「にいがたNPO事務支援センター」の拡充 

概 
 
要 

事務支援センターをより拡充し、中小の NPO 等の困りごとを有償サポートする。まずは
認知拡大のため、相談サロンの種類・回数を増やし、事務支援に至る入口を複数用意する。
加えて、事務作業の支援だけでなく、団体の事務局体制の構築や経営支援にも応えられる
ように、全国NPO事務支援カンファレンスにも参画して、支援ノウハウを蓄積していく。 

取
組 

にいがたNPO事務支援センターの運営／相談サロンの実施／全国NPO事務支援カンフ
ァレンス世話役として参画 

�

�

 2019（令和元）年度 事業方針 

事業方針1 
 



�

多様な主体との連携・協働を生み出す対話の場をつくる 

概 
 
要 

多様な主体が参加・交流するテーマ型の対話の場をつくり、県内において様々な地域課題
の解決や価値創出、役割・出番づくりに向けたきっかけを生み出す。昨年に続き、「地域円
卓会議」「つなぎカフェ」を展開していくとともに、場づくりに関する事例やノウハウをま
とめた情報発信も行う。 

取
組 地域円卓会議の開催／つなぎカフェの開催／場づくりノウハウの整理・発信 

�

�

�

SDGs（持続可能な開発目標）を活かした多様な主体による協働を促進する 

概 
 
要 

企業・行政・NPO等に対してSDGsのカードゲーム研修（「2030 SDGs」「SDGs de 地
方創生」）提供によって認知・理解を深めていくとともに、SDGs 視点を持った専門家と
して多様なプロジェクトに参画する。具体的な事例創出に関わるとともに、同時にアーカ
イブ（記録）化することも進める。以上、「認知」→「事例創出」→「発信」の 3 つのス
テップで、持続可能な社会づくりに関心を持つ、行動する主体を増やしていく。 

取
組 

「2030 SDGs」「SDGs de 地方創生」ワークショップの開催・講師派遣／SDGsスタデ
ィツアーのコーディネート／各種委員会にてSDGsアドバイザーとして参画ほか 

�

�

�

市民自治を支えるためのローカルシンクタンク機能を準備する 

概 
 
要 

市民のより良い意思決定、行動を支えるために、調査・分析・提言していくためのシンク
タンク機能を作る準備を始める。小さな自主調査・研究を行い、社会に発信していきなが
ら、持続可能なモデルを模索していく。初年度は、行政と NPO 等の橋渡しとなる、政策
形成のパターン・ランゲージ※づくりを手がける。 

取
組 政策形成パターン・ランゲージ作成ワークショップの開催／その他、自主調査の実施 

※成功している事例の中で繰り返し見られる「パターン」を抽出して言語化したもの 
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�

ミッションに沿った生き方・働き方をするための自律型人材の育成 

概 
 
要 

組織と個人のミッション・ビジョンを重ね合わせながら働き、「自分らしく選択できる」を
スタッフ自身も体現していく。そのために、個人の行動目標設定や、業務の見える化・で
きる化チェックリストの運用、研修への参加機会の確保、定期的なふりかえり会等を行い、
自律的に仕事ができる人材育成および組織体制づくりを進めていく。 

取
組 

自己評価制度の運用／業務チェックリストの運用／ふりかえり会の定期開催／各種研修
受講機会の確保 

� �
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★新潟県地域づくり・支援センター事業

新規 事業名 種別 パートナー 概要 担　当

NPO関連資料のファイリングとデー
ターベース化 自主 ―

当会に寄せられるチラシやパンフレットを整理・配架し、事業実施の参考
や相談対応などに活用する。 全職員

○ ローカルシンクタンク設立準備構想 自主 ―

市民社会を支えるための調査・分析・提言機能を持ったシンクタンク設立
のための準備を行う。初年度は、政策形成パターンランゲージを作る。

石本

NPO図書館
自主 ―

NPOに関する書籍・資料の閲覧・貸し出しサービスを実施。
■開設時間：平日9時から18時（年末年始を除く） 全職員

★「にいがたNPO・地域づくり情報
ネット」の管理運営

受託 新潟県県民生活課
／地域政策課

既存コンテンツを活用しサイトの活性化を図る。意見交換会などを利用し
サイトの登録者増加を狙う。コンテンツを活用し運営基盤の強化や団体の
価値向上のためのノウハウを発信する。
■にいがたNPO・地域づくり情報ネット：http://www.nponiigata.jp 全職員

NPO・市民活動お役立ちブログ『こ
んな時、どうする？』の運営 自主 ―

にいがたNPO情報ネットのメルマガでの連載記事をベースに、NPO等の団
体の運営上の困りごとに対するコツを発信していく。
■「こんな時、どうする？」：https://npooyakudati.blogspot.jp/
■目標更新：12本
■目標アクセス数：2,400件/年

全職員

にいがたNPO事務支援センター 自主 ―

中小のNPO等の経理やパンフレット・チラシ作成、ウェブ更新など、滞り
やすい事務作業の支援を通じて組織基盤強化につなげる、「にいがたNPO
事務支援センター」を運営する。今年度は、認知拡大のため、相談サロ
ン・情報発信を充実する。

石本
渡辺
古川

講師派遣事業 自主 ―
NPOに関する講演、ワークショップ、会議出席等の依頼に対し、理事・職
員から専門家を派遣する。
■講師派遣目標：20件

全理事
全職員

★相談事業 受託 新潟県県民生活課

NPOの設立・運営、各種依頼（情報提供・照会・取材など）に対する相談
窓口を開設する。また、中間支援組織が存在しない地域において、市町村
の協力を得て出張相談会を2回程度開催を予定する。
■窓口開設時間：平日9時から18時（年末年始を除く）

全職員

○ 令和元年度地域の合意形成促進事業
（上越市高尾町内会） 受託 新潟県地域政策課

地域住民と地域づくり等の専門家による「合意形成に向けた話し合い」
を実施することで、地域住民が地域づくり等に主体的に取り組む機運を醸
成する。集落等は、現状の把握や課題、将来像等について話し合いの場を
つくり、集落活性化に向けた話し合いを行う。

石本

○ 新潟県地域づくりサポートチーム 受託 新潟県上越地域振
興局

地域振興局職員や市町村職員等による「新潟県地域づくりサポートチー
ム」が中山間地域等に入り対話を重ねながら、地域の実現したいビジョン
の形成実行支援を行うにあたって、サポートチーム・地域の双方を専門家
としてコーディネート・ファシリテートする。

石本

NPO応援ローン 協働 新潟県労働金庫

新潟県労働金庫の融資制度「NPO応援ローン」について、円滑な事業運営
を進めるため「公益性審査委員会」の運営を担う。
【目標値】
■問い合わせ件数：10件
■公益性審査件数：5件

石本
原

2019（令和元）年度　事業計画別表

（1）調査研究・政策提言事業

（2）情報支援事業

（3）事務支援事業

（4）コンサルティング事業

（5）コーディネーション事業



新規 事業名 種別 パートナー 概要 担　当

インターンシップ事業 自主 ―

学生や企業、各自治体からのインターン生・研修生を受け入れ、市民活動
や地域づくりへの理解を深める参加の機会をつくる。
■目標受入人数：6名

全職員

にいがた、いっぽパートナー事業 協働 ㈱新潟日報社

NPO等が自らの力でファンドレイジング（資金調達）していく力を養って
いくため、新潟日報社のクラウドファンディングサイト「にいがた、いっ
ぽ」と提携して、プロジェクトの企画立案のサポートを行う。
■目標：6案件

石本

子どもの安心・自信・自由を守る基
金 自主 ―

子どもの安心・自信・自由の権利を守るために全国で展開されている
「CAP活動」の基盤強化を目的とした基金を設置し、事業・普及啓発・人
材育成・調査研究の助成プログラムを運営する。
■寄付目標額：100万円

高橋理事
石本
原

にいがたNPOカレッジ【マネジメン
ト力・経営力強化コース】 協働 新潟県県民生活課

／新潟県労働金庫

NPOが、より社会から信頼されるようになり、「参加」と「協力」の力を
高めて、課題解決・価値創出できるようになるための基礎的な学びを得る
セミナーを開催する。セミナーは、「マネジメント力強化」と「経営力強
化」の2つのコースを設ける。

石本
原
小林
渡辺

令和元年度新潟県地域づくり実践塾
OJT研修業務 受託 新潟県地域政策課

地域課題解決に向けて、地域住民が主体となった地域づくり活動を促進す
る役割である「地域づくりコーディネーター」をOJT研修により育成す
る。今年度は岩室温泉エリアを実習場所とする予定。 石本

地域における「グッドガバナンス認
証制度」普及促進プログラム 受託 非営利組織評価セ

ンター

非営利組織評価センターが提供する「グッドガバナンス認証制度」につい
て、①普及・宣伝、②説明会の開催、③認証制度申込促進・サポート活
動、④活動状況の情報提供の4つの取り組みを行う。 石本

小林

NPO新人・若手スタートアップセミ
ナー 自主 ―

他団体の職員と交流する機会が少ない。相談相手がいない、情報交換がし
づらい。など、NPOに勤める新人・若手職員固有の課題を解消するため、
NPOに関する基礎的知識の講義やグループワーク等を行うことで、今後活
動していく上で必要な土台を身につけるとともに、職員同士が知り合い、
視野を広げ、学び合う研修を企画する。今年度はニーズ調査期間とする。

小林
原

○ 子育てハッピーセミナー 受託 新潟ろうきん夢咲
Club

新潟ろうきん夢咲clubの会員のうち、子育て世代の女性を対象に、子育て
にまつわる情報提供と情報交換の場を提供する。

椎谷理事
石本

○ 地域の現状の見える化連続講座 受託
新潟県地域政策課
／都岐沙羅パート
ナーズセンター

人口減少、少子高齢化が進行する中、地域が抱える課題は多様化してお
り、それらの課題を地域住民が自分事として考え、住民自治を促進させる
方法の一つである「地域の見える化」を実践する人材を育成する。 石本

SDGsセミナー＆カードゲーム 自主 ―

SDGs（持続可能な開発目標）を県内にて普及啓発し、ローカライズした
取り組みを増やしていくために、カードゲーム「2030 SDGs」と「SDGs
de 地方創生」を軸とした研修・ワークショップを提供する。 石本

小規模多機能自治セミナー
（IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］
設立25年謝恩プログラム【25+】）

自主 ―

地域の持続可能性と住民主体の地域づくりを進めるために、地域の現状の
見える化など小規模多機能自治の基本を学ぶ「入門編」と、地域での実践
や行政側の仕組み・制度のあり方につなげる「進化編」の2部構成のセミ
ナーを開催する。

石本

（6）研修・セミナー事業



新規 事業名 種別 パートナー 概要 担　当

NPOしゃべり場「つなぎカフェ」 自主 ―

団体の困りごとやりたいことを語り合う、また多様な人が集まり語り合う
ことで、善い社会を築くための何かが生まれることを楽しみにすることを
狙いとしたしゃべり場を県内各地で開催する。

新保理事
富澤理事
吉﨑理事
小林

いわむろの福祉の広がりを考える地
域円卓会議 協働 （特活）いわむろ

や

昨年度から継続して、岩室温泉地域において、観光とまちづくりと福祉な
どの領域を横断して、「いろとりどりの多様性が受容されている地域づく
り」を実現させていくための対話の場を開く。 高橋理事

石本

○ 新潟市地球温暖化対策実行計画（地
域推進版）策定ワークショップ 受託 新潟市環境政策課

新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版）の改定に際し、市民意見を
吸い上げ、計画への反映を図る。「家（住まい）」「交通」「スマートシ
ティ」といった市民の暮らしの密接したテーマで連続3回のワークショッ
プを行う。

石本

市民協働による自殺対策ネットワー
キング事業

自主
・
補助

新潟県障害福祉
課、新潟市自殺対
策実務者ネット
ワーク会議ほか

県内NPOのうち、心によりそう「人の支援」を行う団体を冊子で紹介する
とともに、行政や企業、NPO、市民など、多様なセクターがネットワーク
形成する機会をつくる。2019年度は①「小冊子死ぬな！第7版」、②「若
者向けリーフレット3枚の札」、③「支援者交流会」3つの取り組みを予定
する。

高橋理事
堀田理事
石本
富澤

R1塾のコンビニ（親子遊び・親子え
いご・情報発信塾）事業 受託 阿賀野市社会福祉

課

あがの子育て支援センターにこにこを拠点に、子育て世代が参加できる行
事の企画・運営を行い、阿賀野市において、より良い子育て環境づくりに
つながる取り組みを進める。 渡辺

石本

○ にいがたワーク&ライフフォーラム
2019 受託 （一財）新潟ろう

きん福祉財団

新潟ろうきん福祉財団が主催する「経済・労働・福祉・生活に関わる問題
等の動向や情報を得て、県内における活動の活性化をめざすとともに、広
範な人々に役立つ知的情報の提供や、参加者相互の交流によりネットワー
ク構築の展開をはかる」ことを目的とした当該事業において、セッション
及び交流会の運営を行う。

石本
原

○ にいがた未来想像部フィールドワー
ク型ニーズ探索ツアー 受託

（公財）新潟市産
業振興財団（新潟
IPC財団）

地域や社会の課題に触れられるラーニングジャーニーを実施し、対話と内
省を通じて、新規事業の機会発見を支援する。

石本

（一財）新潟ろうきん福祉財団出向 ― （一財）新潟ろう
きん福祉財団

相互の連携及び新潟県の民間非営利活動の基盤強化を目的として、一般財
団法人新潟ろうきん福祉財団に職員を出向させる。 富澤

（8）協働促進事業

（9）その他の事業

（7）対話の場づくり事業


