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協働プラットフォームを活用しよう！行ってみよう！
協働推進課からのお知らせ
ＮＰＯ訪問記
区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
専門相談員にきく ＮＰＯマネジメント
新着助成金情報
Ｈ２１年７月〜９月センター主催の講座・イベント

発行・編集 足立区ＮＰＯ活動支援センター
〒123-0851 足立区梅田7-13-1
ＴＥＬ：3840-2331 ＦＡＸ：3840-2333
Ｅmail： npo-sc@adachi.ne.jp
ＵＲＬ：http://www.city.adachi.tokyo.jp
開館：火曜日から土曜日
午前９時〜午後８時（月末は５時まで）
（祝日・年末年始は休館）
担当所管 足立区 協働推進課
電話 03-3880-5020

区役所２Ｆの協働プラットフォームを活用しよう！ 行ってみよう！
区役所中央館２階「協働プラットフォーム」に皆さんの活動をＰＲできる場所があります。

担当スタッフの声①
月に２〜４回は、私たちがチ
ラシの整備に行きます。でき
るだけ多くの人に足を止めて
いただけるよう、看板を大き
くして目立つようにしたり、
工夫しています！

本庁２階エスカレータ上がってすぐの
スペースで目立ちます！

うれしいエピソードその①
ポスターが、区民の目にと
まり『（団体が実施してい
る）相談会に参加したいで
す』との申し出が。区民と
団体がつながりました。

担当スタッフの声②
定期的に様子をみていますが、
チラシの減りが早いです。そ
れだけ、多くの人が手にとっ
て持って帰って下さっている
事がうれしいです。

うれしいエピソードその②
ポスターを見た区民から、
『団体のパンフレットが欲
しいです』と言われました。
新たな会員さんの獲得につ
ながりそうです。

協働プラットフォームには、下記を設置することができます。
■団体を紹介するパンフレット ■会員・スタッフ・ボランティア募集のチラシ
■団体主催のイベントや講座などのチラシ
また、昨年度に開催をしたセンター主催のイベント『ポスターセッション』で団体さんが作成
したポスターを週代わりで掲載をしています。※ＰＲ協力は団体紹介シート提出団体のみです。
大好評のポスターセッションを今年も開催。まだ作成していない団体さんは、ぜひご参加ください。
⇒詳細は４面イベント情報へ
★区民のみなさまへ★ センターや協働プラットフォームには情報がいろいろとあります。
ぜひ一度お立ち寄り下さい。みなさまのお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

足立区で、協働パートナー基金を活用した、助成制度がスタート！

平成２１年度 ＮＰＯパワーアップ助成募集がはじまります。
平成２１年度 足立区ＮＰＯ活動パワーアップ支援事
平成２１年度 足立区ＮＰＯ活動パワーアップ支援事
業助成団体を募集いたします。今年度も８月１日から
業助成団体を募集いたします。今年度も８月１日から
募集要領を配布しますので、NPO・ボランティア団
募集要領を配布しますので、NPO・ボランティア団
体の皆さんは、いまから事業計画等を練りぜひ、チャ
体の皆さんは、いまから事業計画等を練りぜひ、チャ
レンジしてください。昨年度助成団体は・・・足立さ
レンジしてください。昨年度助成団体は・・・足立さ
くら会（任） ／サザンさわやか倶楽部(任) ／特定非
くら会（任） ／サザンさわやか倶楽部(任) ／特定非
営利活動法人千住文化普及会／特定非営利活動法人ア
営利活動法人千住文化普及会／特定非営利活動法人ア
イ・サポートの４団体でした。NPO活動支援センター
イ・サポートの４団体でした。NPO活動支援センター
の助成講座や事前相談を利用して、事業が採択される
の助成講座や事前相談を利用して、事業が採択される
よう、しっかりした事業申請書を作成しましょう。
よう、しっかりした事業申請書を作成しましょう。

●○まだまだ、大丈夫！協働パートナー基金団体登
録受付中●○
協働パートナー基金を活用した、新たな助成制度
です。NPOパワーアップ助成制度と違い、従来行っ
てきた定例的事業も公益性が高ければ助成対象に
なります。まずは、団体登録しないと、なにも始
まりません。詳しくは、足立区ＨＰへアクセスし
てみてください。
HP http://www.city.adachi.tokyo.jp/
区民参加→ＮＰＯとクリックしてください。

「ＮＰＯ活動パワーアップ支援事業」募集
対象事業 ＮＰＯ団体の自立経営基盤強化のため、
新規に実施する事業
対象団体 区内のＮＰＯ法人・任意団体
助成金額 助成対象経費の３分の２以内で、
原則上限20万円
申請書配布 ８月１日(土)からNPO活動支援センター・
区協働推進課で配布
事前相談期間 ８月１８日(火) 〜 ９月９日（水）
申請書受付期間 ９月１日(火)〜９月１０日(木)
※募集案内・申請書類は、協働推進課とＮＰＯ活動支援
センターの窓口で配布する他、区のホームページに掲載

＜説明会開催します＞ ※詳細は、お問合せください。
日時

８月２０日（木）
①午後３時〜５時 ②午後６時３０分〜８時
場所 ＮＰＯ活動支援センター
申込 当日直接会場へ
申・問先せ 協働推進課 電話(3880)5020
HP http://www.city.adachi.tokyo.jp/

必見！上記の助成金申請に活用いただける虎の巻講座（全２回）開催。ぜひご参加ください。
⇒詳細は４面イベント情報へ

Ｖｏｌ．８ ＮＰＯ法人千住文化普及協会
このコーナーはＮＰＯ活動支援センターのスタッフが、ＮＰＯ団体の皆様のところにお邪魔し、活動につい
てインタビューしたものをまとめた【ＮＰＯ訪問記】です。今回は団体さんのイベントに参加してきました！
お話を聞かせてくれた方：ＮＰＯ法人千住文化普及会

理事長 檪原文夫 さん

聞き手：センタースタッフ 荒井・佐藤

今回は、海外や区内外からご参加されている方と共に芭蕉 「おもな事業内容について教えてください。」
の旅立ちを辿る体験ツアーに同行させていただきました！ ●檪原さん：足立区には、文禄時代に架橋された千住大
橋をはじめ史跡・名勝が多く現存していますが、区の宝で
私たちが合流したのは午後３時、
ある伝統文化の伝承者が減少していることに課題を感じ、
まだ蒸し暑い中でのスタートです。
千住文化普及啓発や文化解説員の養成、千住視察学習
旧日光街道沿いの各名所を歩き、
などを行っています。
檪原さんが、説明をし始めると、
「活動の中で大変だったことを教えてください。」
皆真剣にメモを取ります。
●檪原さん：事務作業が、大変な時期がありました。事務が
汗がたくさん流れてきたところ
で、千住文化普及会の事務所も 得意な人にやっていただくなど、できるだけその人の得意
兼ねている矢立茶屋で一服。皆 な部分を活かせるようにしています。
で七夕の短冊にこれからの旅の 「今後のやってみたいことなどありますか。」
安全を祈ります。日本の季節な ●檪原さん：たくさんあります！千住地域を含め視野を広く
らではの、文化にも触れながら とらえ、いろいろと構想しています。また、千住のまちを案内
するイベントなどを定期的に行うことや人材を育てることにも
進みます。
力を入れていきたいです。
「今日の感想を教えてください。」
●ツアー参加者：今回がはじめての参加です。区外在住ですが、
今まで通勤で通っていた街について知ってみたいと思い、また、 『団体さんのココがすごい！』
・スタッフそれぞれの個性や得意を活かしたガイド
歴史に興味があったので、参加してみようと思いました。これま
・参加するたびに新たな発見を生み出す多様なツアー
でとは、全然ちがう街の顔を見ることができ、楽しかったです。
・ホームページを活用した情報発信
などの企画の幅広さや参加募集の情報発信だけでなく
ＮＰＯ法人千住文化普及会
TEL 03-3881-3232
活動後の報告（参加したいと思わせる！活動している
FAX 03-3868-3233 メール senju-1@key.ocn.ne.jp
場所がわかる！）がリピーターや区内外からの参加に
つながり新たな顧客の獲得になっています。（佐藤）
公式サイト http://senju.mizubasyou.com/

会議室の予約が増えています。利用したい日にちが決まったら、早めにセンターに連絡を！

団体イベント情報 センター登録団体の情報発信スペースです。掲載希望の方はご連絡下さい
■７月２４日■ 歓喜の演 「狂言練成会」

■夏のボランティア■ 旅行・ハイキングなど

【内容】狂言の上演とワークショップ
【日時】平成２１年７月２４日（金）
第１回午後2時〜午後３時３０分
第２回午後７時〜午後８時３０分
【会場】西新井文化ホール
【参加費】無料
【主催】足立区演劇連盟 歓喜の演実行委員会
（財）足立区生涯学習振興公社
【問合せ】文化事業課（03-3850-7931）

【内容】ハンデキャップ（自閉症・知的障がい）をもつ子ども
たちと外出や宿泊旅行、活動へのボランティア
【日時】平成２１年７月〜9月（詳細はお問合わせ下さい）
【会場】栃木県日光市・東松山森林公園ほか
【主催】ＮＰＯ法人でてこいサークル
【問合せ】新井・直井（03−3880−7093）

■毎週日曜■ パソコン講習
【日時】毎週日曜日 １時〜４時４５分
【会場】綾瀬「プルミエ」他
【参加費】入会ご希望の方はお問合わせ下さい
【主催】ＩＴ支援センター http://www.npo-it.net
【問合せ】塚本（03-3880-0643）

■８月１日■ チャリティコンサート
【内容】音楽でめぐるモンゴルの旅
【日時】平成２１年８月１日（土） 午後2時〜
【会場】越谷サンシティホール
【参加費】２，５００円
【主催】内モンゴルの子どもたちに学校をつくる会
【問合せ】みつはし（03−3886-1177）

掲載希望の情報募集中！
あなたの団体にも、発信したい情報はありません
か？イベントや講座などの情報、ボランティアやス
タッフの募集情報など、センターまでご連絡下さい！
TEL：03-3840-2331 FAX：03-3840-2333
Mail：npo-sc@adachi.ne.jp

教えて先生！NPOマネジメント
Ｑ．質問：現在高齢者の介護事業を行っているＮＰＯ法人の理事を務めています。人との接
触の多い業務ですので、万が一の事故が不安に思っていますが、実際お客様に損害を与え
てしまった場合、理事はどの程度の責任を追わなければならないのでしょうか？

Ａ．回答：足立区ＮＰＯ専門相談員

中小企業診断士

睦好

正治先生

NPOの理事は、『善良な管理者の注意義務』をもって、その職務を遂行する義務を負います。さらに、質問に
あるような介護事業を行なう場合、介護の専門事業者としての『高度な注意義務』を負うものと考えられます。
理事がこれらの注意義務を怠りなく果たしていれば、理事個人が連帯債務を負うことは考えにくいです。
業務を遂行する上で発生する可能性のある事故について、①事故予防対策、②事故が発生した場合の措置、と
いったリスクマネジメントが適切に行われているかどうかが、理事としての注意義務と考えられます。そもそも、
介護事業の場合、老人そのものがリスクを抱えており、注意深く預からなければなりません。リスクマネジメン
トを行うことが、利用者の立場に立った質の高い安全なサービスの提供へとつながり、結果として利用者の支持
と組織の発展が得られます。
組織の成長段階とリスクマネジメント
第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

（大）

第５段階

５．新たな危機
４．形式主義の危機

組織の規模

リスクマネジメントは「一律にマニュアルを
作成すれば大丈夫」というものではありません。
個々の状況に応じた対応が求められます。
例えば、組織の成長に応じてリスクマネジメント
のポイントも変化します。
設立当初は、職員の危機管理意識も高く、指
揮命令系統なしで運営できますが、組織の成長
とともにリーダーシップが必要となります。
指揮命令が機能しはじめると、職員の自主性が
損なわれがちですが、権限委譲により自主的な
危機管理意識を高めます。

５．協調による成長

３．コントロールの危機

４．シナジーによる成長
２．自主性の危機
３．権限委譲による成長

１．リーダーシップの危機

２．指揮による成長
１．創造性による成長
（小）
未熟期

組織の年齢

成熟期

（出所）Greiner, Larry E, “Evolutiono and revolution as organizational growth”,
Harvard Business Review, 50, July-August 1972, pp.37-46 より作成

専門相談は、団体運営の強い味方です！お気軽にご相談ください。 ※完全予約制

新着助成金情報
◆ NPOサポートファンド

◆大和証券福祉財団

《対象》 NPOの組織基盤強化に資する事業
民間の非営利団体で、日本国内に主たる事務所
がある団体など

《対象》 ボランティア活動を目的とした団
体・グループ。在宅老人、障がい児・者、
児童問題等に対するボランティア活動

《金額》 上限１５０万円

《金額》 上限額30万円

《募集期間》
平成２１年７月３１日（金）消印有効

《募集期間》
平成21年8月1日〜9月15日消印有効

《問合せ》
NPO法人 市民社会創造ファンド
Panasonic NPOサポート ファンド 協働事務局
千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル267-B
TEL03-3510-1221 FAX03-3510-1222
E-mail: kodomo@civilfund.org
http://panasonic.co.jp/cca/pnsf/

《問合せ》
財団法人大和証券福祉財団事務局
東京都中央区京橋1-2-1大和八重洲ビル
TEL 03-5555-4640 FAX03-5202-2014
http://www.daiwagrp.jp/branding/citize
n/support/dsf/outline.html

★２００９年版 「NPO・市民活
動のための助成金応募ガイド」
もセンターにて閲覧できます！

★センターにて助成金につい
ての相談 も受付けております。

助成金の詳細については、各募集先にお問合せください。助成金情報は、メールマガジンでも定期的に発信いたします。
〜メルマガ購読者募集中！〜
★メルマガ申込みは⇒⇒ E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

センターイベントカレンダー・法人情報
2009年7月
日 月 火 水 木 金 土
15 16 17 ○
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2009年8月
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○
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【１】あだちＮカレ
ＮＰＯパワーアップ助成金虎の巻講座
●日時 ７月３０日、８月６日（全２回）
各木曜午後６時〜８時
●対象 区内ＮＰＯ団体
●内容 区の「ＮＰＯパワーアップ助成金」
獲得のコツを学ぶ連続講座
※８月２０日に添削会を開催（任意参加）
●講師 協働推進課職員、センタースタッフ
●定員 １５名

【２】イベント
活動紹介ポスター作成＆交流会
●日時 ８月２６日（水）午後５時〜８時
●内容 団体の活動内容を紹介する
ポスターを作成し、参加者同士で
活動に対する理解を深める。
●対象 区内ＮＰＯ団体
●定員 １５名（グループ参加可）
※作成したポスターは、協働プラットフォー
ムに展示します。

※申込は、センターまでご連絡ください。
【３】あだちＮカレ・入門講演会
お父さんだからできる地域での働き方〜パパの力
が人を笑顔に！まちを元気に！〜
●日時 ８月２９日（土）午後２時〜５時
（交流会５時〜１時間程度）
●内容 子どもたちのために、活動する事例を学
び仕事も子育ても楽しむ生き方を学ぶ
（ママの参加も大歓迎）
●対象 区内在住・在勤・在学の方
●会場 シアター1010（北千住マルイ10階）
●定員 ６０人
【４】あだちＮカレ・ステップアップ講座運営編
ＮＰＯ団体のための組織マネージメント
●日時 ９月１日・８日・１５日（全３回）
各火曜日の午後６時〜８時
●対象 区内ＮＰＯ団体
●講師 センタースタッフ（社会保険労務士）他
●定員 １５名（グループ参加可）
●内容 ①組織の健康診断・組織の特徴と労務
管理上の問題点を確認 ②活き活き組織づくり・
スタッフの役割分担を整理して組織図作り
③人の採用とルール・雇用のルールと手続き、
活用できる助成制度
※原則３回の連続講座ですが、選択受講を
ご希望の方はセンターにご相談下さい。

◆講座は参加費無料。会場は、入門講演会をのぞきいずれもNPO活動支援センターとなります。
◆赤字は休館日、 は施設点検のため１７時で閉館。 ○ 印は上記講座開催日。
◆センターアクセス→
●営業時間：
火曜日〜土曜日
９：００〜２０：００
●休館日：日・月・祝
年末年始
施設点検日等
●早閉日は上記参照

ＮＰＯ法人情報

（平成２１年５月末現在）
●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人１４５団体
●区内に事務所を持つＮＰＯ法人
１５８団体
（都認証 １２９ 内閣府認証 ２９ ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数
６，２５６団体
●全国のＮＰＯ法人認証数
３７，５６２団体

編集後記
夏祭りに花火大会・・・夏はイベントが盛りだくさんですね。
センターでも、7月に区内で活躍する団体の方と区民の出会
い博覧会を実施！夏の暑さにも負けない団体の皆さんのイ
キイキ輝く姿に乞うご期待！！（さ）

