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「なごやNPO応援事業」のご案内

　　　　中小企業診断士によるNPO支援のご紹介特　　集

センターニュース

　名古屋市では、平成１４年度から始まった講座の修了生が各

区で災害ボランティア団体を立ち上げ、現在も活動を続けてい

ます。ボランティアコーディネーターは災害ボランティアセンター

の運営に協力するという協定も結んでおり、名古屋市の災害対

策活動になくてはならない存在です。

　また、平時は防災訓練への協力や防災のための講演会、地

域における防災関係のアドバイス、発災時に備えたボランティア

センターの設営訓練の実施など地域における防災のスペシャリ

ストとして活躍しています！

　コロナ禍の現在、残念ながら発災時に全国からのボランティア

の受け入れが難しくなっています。しかし、いつ起こるかわからない

のが災害。コロナ禍で発災してしまった時には地域の力で災害対

応をしなければなりません。そこで、災害ボランティアコーディネー

ター養成講座を受講して、災害に関するたくさんの知識を身に付

け、名古屋の防災・減災活動を一緒にやってみませんか！？

今年も“災害ボランティアコーディネーター養成講座”を実施します！

●実際に活動している人の話を聞け
て良かった。

●参考になる研修内容ばかりでし
た。明日からできること、地域でで
きることを振り返り、一歩ずつ取り
組んでいきたいと思います。

●被災された方からお話を聞けて心
に残りました。皆さんの経験や思い
を心にとめて、コーディネーターとして
活躍できればと思いました。

昨年度受講者の声（アンケートより） ●日　　時：9月26日（日）、②10月3日（日）、③10月10日（日）（全3日間）

●定　　員：50名(応募者多数の場合は抽選になります)　 ●参加費：無料

●対　　象：名古屋市内在住、在勤または在学の中学生以上の方で

 3日間を通して受講可能な方

●会　　場： ① 、③名古屋市総合社会福祉会館　7階　大会議室

 ② オンラインまたは市民活動推進センター

●応募方法：往復はがき又は電子メールに、

 ①住所 ②氏名 ③電話番号 ④市外在住の方は学校名または

勤務先 ⑤年齢 ⑥メールアドレス ⑦2日目の受講場所（オンライ

ン又は市民活動推進センター　※講義内容は同じです。）を記

入し、お申し込みください（9月15日）（水）必着）

災害ボランティアコーディネーターとは？
平時は防災・減災のための様々な啓発活動などを、災害

時には社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセン

ターの活動に協力して、駆けつけてくださったボランティアと

被災者の困りごとを結びつける活動をする方々のことです。

養成講座の様子

養成講座でのグループワーク
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  ●なごやＮＰＯ応援フェスタを開催します！

　名古屋市では、本年度よりこれまでのファーストキフ事業をグレードアップさせた「なごやＮＰＯ応援事業」を実施しており、

そのメインイベントとなる「なごやＮＰＯ応援フェスタ」がいよいよ開催されます！

 昨年オープンしたばかりの新スポット「ヒサヤオオドオリパーク」にて、名古屋の一大イベント「名古屋まつり」との同日開催と

し、より多くの方にご参加いただける賑やかなイベントになる予定です。

★日時：令和３年１０月１７日（日）１０：００～１６：００

　　　 （雨天の場合は中止・変更になる場合あり）

★場所：ヒサヤオオドオリパーク テレビトーヒロバ（中区）

　当日はこちらの広場に、様々な催し物のあるステージや出展団体のブー

ス、大人から子どもまで遊べるレクリエーション広場などが並びます。楽しみ

ながらＮＰＯを応援しようと思っていただけるイベントになるよう準備していま

すので、皆さま是非お立ち寄りください！

  ●なごやＮＰＯ応援寄附金とは

なごやＮＰＯ応援事業の各種イベント会場、市民活動推進センター（特設期間のみ）などで投票箱にご投

票いただくか、市民活動推進センターホームページや公式Facebookでのオンライン投票も可能ですの

で、是非とも皆さまご参加ください！

【投票方法】 

●質問 ： 今回の支援体制は？

★回答：普段は企業に勤めながら、診断士として活動をしている「企業内診断士」が５名でチームを組み、当法人がコー

ディネートに入って進めました。

●質問：何を行ったか、支援内容を教えてください。

★回答：「組織基盤の強化」をテーマに、運営体制の見直しなどに取り組みました。具体的には、標準的な企業診断と

同様に、【①NPOに関する勉強会、支援先法人の調査や理事長、副理事長へのヒアリング、アンケート調

査】→【②アンケート結果の分析、仮説の設定】→【③役員・職員へのヒアリング調査、課題の分析】→【④提

案内容の検討、報告】を行いました。アンケート・ヒアリング調査を行いながら、課題の分析や提案内容を検討

し、「組織体制の改善提案」や「法人内での情報共有の改善」、「事務の棚卸しや役割分担を明確にして負担

を平準化」などの項目についての提案をしました。

●質問：今後の予定を教えてください（令和3年6月に取材）

★回答：令和3年の夏以降に、この提案に実際に取り組むために伴走支援をしていきます。

  ●なごやＮＰＯ応援チャリティイベント

  ●なごやＮＰＯフォト＆エッセイコンテスト

　「わたしが活動する理由」をテーマにした写真＆エッセイ（1000文字程度）のコンテストを実施します！

それぞれの「わたし」が活動する理由は、読んだ方により具体的に活動をイメージしていただけて、理解や共感に繋がるものの

はず。そんな様々な「わたしが活動する理由」に市民の方々が投票し、その得票により「なごやNPO応援寄附金」を原資とした

賞金を配分します。

　ＮＰＯの取り組みを知っていただく事業などを通じ、ＮＰＯの活動資金として活用させていただきます。ちいさな笑顔を一つで

も多く、そして、みんなでよりよい未来をつくるために、様々な社会課題解決に取り組むＮＰＯを一緒に応援しませんか？

名古屋市の「ふるさと寄附金（納税）」のモデルメニューの１つとなっており、ふるさと納税の申し込みサイトからクレジットカード

での寄附ができるほか、所得税・個人住民税から控除を受けることができます。
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主 催 事 業 の ご 案 内    

「なごやＮＰＯ応援事業」のご案内

リレーマラソン

★日時：令和３年11月27日（土）9:30 ～

★場所：庄内緑地公園

（西区山田町大字上小田井字敷地3527）

★内 容：スポーツや

ランニング愛好家向

けに、リレーマラソン

を開催します。

ファミリー・クラウンサーカス

★日時：令和３年12月26日（日）13:30 ～

★場所：名古屋市中小企業振興会館７Ｆメインホー

ル（千種区吹上２丁目６－３）

★内容：家族向けに、クラ

ウン（道 化 師）によるコメ

ディーショーを開催します。

なごやＮＰＯ応援事業についてはこちら
http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/
ouen2021/index.html

なごやＮＰＯ応援寄附金についてはこちら
http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/
news/201810_npokifu.html



　経営コンサルタントの国家資格である「中小企業診断士（以下、診断士）」。その資格を維持するためには、5年間で一定以

上の実務従事を行うことが必要です。令和元年に実務従事の対象にNPO法人が加わりました。そこで、診断士の力をNPO

支援に活かす仕組み作りの模索を、中間支援団体や有志の診断士の皆さんと当センターも協力しながら行ってきました。

　本稿では、令和3年1月から福祉系NPO法人に診断士のチームが行った支援事例をもとに「診断士って何をしてくれる

の？」について、団体支援のコーディネーションをしたNPO法人ボランタリーネイバーズに取材しました。

  ●なごやＮＰＯ応援寄附金とは

なごやＮＰＯ応援事業の各種イベント会場、市民活動推進センター（特設期間のみ）などで投票箱にご投

票いただくか、市民活動推進センターホームページや公式Facebookでのオンライン投票も可能ですの

で、是非とも皆さまご参加ください！

【投票方法】 

●質問 ： 今回の支援体制は？

★回答：普段は企業に勤めながら、診断士として活動をしている「企業内診断士」が５名でチームを組み、当法人がコー

ディネートに入って進めました。

●質問：何を行ったか、支援内容を教えてください。

★回答：「組織基盤の強化」をテーマに、運営体制の見直しなどに取り組みました。具体的には、標準的な企業診断と

同様に、【①NPOに関する勉強会、支援先法人の調査や理事長、副理事長へのヒアリング、アンケート調

査】→【②アンケート結果の分析、仮説の設定】→【③役員・職員へのヒアリング調査、課題の分析】→【④提

案内容の検討、報告】を行いました。アンケート・ヒアリング調査を行いながら、課題の分析や提案内容を検討

し、「組織体制の改善提案」や「法人内での情報共有の改善」、「事務の棚卸しや役割分担を明確にして負担

を平準化」などの項目についての提案をしました。

●質問：今後の予定を教えてください（令和3年6月に取材）

★回答：令和3年の夏以降に、この提案に実際に取り組むために伴走支援をしていきます。

  ●なごやＮＰＯ応援チャリティイベント

  ●なごやＮＰＯフォト＆エッセイコンテスト

　「わたしが活動する理由」をテーマにした写真＆エッセイ（1000文字程度）のコンテストを実施します！

それぞれの「わたし」が活動する理由は、読んだ方により具体的に活動をイメージしていただけて、理解や共感に繋がるものの

はず。そんな様々な「わたしが活動する理由」に市民の方々が投票し、その得票により「なごやNPO応援寄附金」を原資とした

賞金を配分します。

なごや市民活動通信 2

特 集

中小企業診断士によるＮＰＯ支援のご紹介　

6 月 末 現 在 の 所 管 法 人 数

認証法人数 ： 863法人　  認定法人数 ： 26法人　  特例認定法人数 ： 1法人

5・6月の設立認証NPO法人  

名　称 所在区 主な活動分野

Grow & Leap

Smileすまいる

西区

名東区

子どもの健全育成

保健・医療・福祉

●支援を受けた法人の理事長からいただいた感想

　「想像していたよりも、詳細な課題分析や提案をしてもらった。自分たちでは

考え付かなかった組織体制の見直しなど、新しい視点を得ることができた。」

●NPO法人ボランタリーネイバーズの担当者から、診断士と共に団体支援

を行った感想

　「企業での改善事例を踏まえながら、支援先の事情に寄り添った丁寧な

提案をしてくれたのが印象的でした。」

　今回の支援について報告会を開催します。紙面ではお伝えしきれなかったお話も聞けますので、ご興味のある方はぜひご

参加ください。

　中小企業診断士によるNPO支援事例報告会

　◆日時：令和3年１０月３０日（土）10:00～＠Zoom

　◆内容：中小企業診断士がNPOを支援する効果

◆参加方法：右記の申込フォームから

　　　　　  お申し込みください。
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13:30～16:30

１１/１１［木］ 

ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：山中

ボランティア活動が活発になる季節がやってきました。市民活動推進センターの来客数は、一時期

ぐっと減ってしまいましたが、コロナの影響から少しずつ回復しつつあるように感じます。わたした

ち市民活動推進センターは、講座の開催をはじめ、窓口でのイベントの紹介や相談など、ボラン

ティアに興味がある方をこれからも全力で応援します！

講座受講のお申込みは、窓口・電話・FAX・電子メールにて

受付けます。電子メール・FAXでお申込みの際は、講座名・

氏名・電話番号・所属団体・参加動機をご記入ください。

名古屋市内で活動しているまたは活動する意思のある個人・

団体を対象とします。詳しくは、当センターのホームページ

「なごや★ぼらんぽナビ」をご覧ください。

イラスト協力：加藤舞美

名古屋市市民活動推進センター主催講座・イベントのご案内　　　

【問合せ・申込先】

名古屋市市民活動推進センター

電話： 052-228-8039   FAX： 052-228-8073  

電子メール： npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

URL： http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/

■NPOアドバイザーによる個別相談のご案内　［参加費：無料、要電話予約］　　　　　　　

日　程内　容 担当アドバイザー

■NPOアドバイザーによるNPOのための専門講座のご案内　［参加費：1,000円、要予約］　

9/  9［木］13:30～15:30

　

9/  9［木］13:30～15:30

　

織田 元樹（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局代表）

日　程内　容 担当アドバイザー

伝えたい相手に届けるＮＰＯ広報

■NPOアドバイザーによるＮＰＯのための個別相談（オンライン）のご案内 ［参加費 ： 無料、要電話予約］

※今後の状況により開催中止もしくは内容が一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

◆ゲストトーク編 ＜13:30 ～ 14:50＞

「そもそもNPO とはなに？」「非営利とはどういうこと？」など

基礎的な講義とNPOの運営や活動への思いなどを学べ

る講座です。NPOに興味・関心のある方、実際の活動

の話を聞きたいという方はぜひ！

◆法人設立編 ＜15:00 ～ 16:30＞

「NPO法人って何？」「どうやってNPO法人を設立する

の？」など、NPO法人の設立前に準備するものや書類

作成のポイントを学べる講座です。自分たちでNPO法人

を設立しようと考えている方はぜひ！

■定員： 各30名　　　　　　　　　　■参加費： 各500円（※それぞれに申込と参加費が必要です）　

■講師： 市民活動推進センター職員　　■ゲスト：後藤順久氏（ NPO法人イカオ・アコ　理事長）

ＮＰＯ講座「ＮＰＯをつくろう」 ゲストトーク編 & 法人設立編 ☆同日開催
（9月11日（土） 受付開始）　※ゲストトーク編又は法人設立編のみの参加も可能です。

黒田 朱里（公認会計士・税理士）

織田 元樹（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局代表）

会計・税務

設立・運営

9/17［金］10:00 ～，11:30 ～，14:00 ～，15:30 ～

9/9［木］，30［木］16:00 ～

対面での相談とは別に、オンラインでのアドバイザー相談を実施します。

相談日時については、申込後アドバイザーと調整のうえ決定します。※相談時間は１回１時間以内、計８回（先着順）

※10月以降の日程は随時更新いたします。詳細は当センターホームページをご確認ください。

※10月以降の日程は随時更新いたします。詳細は当センターホームページをご確認ください。
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