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今号では、1月28日(土)に開催したシンポジウムの様子をご紹介します。 
 昨年7月30日(土)に、2022年度の第1回シンポジウムを「コロナ共存期におけるNPOのミッション
とは」というタイトルで行いました。その後、政府において新型コロナの扱いを変更しようという方
向が出されるなど、この半年でNPOを取り巻く状況も大きく変わっています。 
 そこで、今回のシンポジウムでは『パンデミックの経験がもたらすNPOの役割としくみ』という
テーマで、今までの状況を振り返り、あわせて新年度に向けて次の手を考えていくステージに入るた
めの議論を行いました。 
  

◆登壇者紹介 

   安藤 雄太 氏（東京ボランティア・市民活動センター アドバイザー)   

   手塚 明美 氏（認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構 理事長) 

   早田  宰   氏（早稲田大学社会科学総合学術院 教授)  

   武藤 良太 氏（公益財団法人 トヨタ財団 プログラムオフィサー     

         国内助成グループ グループリーダー) 

◆ファシリテーター 

   山下  馨   氏（新宿NPOネットワーク協議会 代表理事) 

山下 氏 安藤 氏 手塚 氏 早田 氏 武藤 氏 

 『コロナ禍の状況の振り返り』 
   早田 氏：コロナ禍で、日常生活、政策、社会はじめ様々な環境などが大きく変わり不安定な要素が 
               増大している。NPOは、これまで①国家・政府、②市場・企業、③地域社会・コミュニテ 
               ィ、という3つのセクターの潤滑油として存在してきた。コロナ以降においては、NPOは          
       歯車としてこれまで以上に深く関わることで、ようやく3つのセクターが安定して活動でき 
               きるようになると言える。ここに、これからのNPOの役割があると感じている。 

テーマ❶「コロナの3年間」と私たちの社会 
山下 氏：この３年間で社会はどう変わったのか？またNPOにとって何だったのか？ 
安藤 氏：３つのセクターは、NPOと連携しなければならない社会になってきたと感じている。 
            コロナによって、様々な社会的な課題や矛盾が露わになったとも言える。また、活動が止 
        まってしまうNPOもある中で、新たに立ち上がったNPOもある。こういうアクションに対 
            してどう対応していくのかが問われているのではないか？ 
武藤 氏：コロナ禍で、本当に新しく出てきた課題はほとんど無く、以前から社会に内在していた問 
                題が表面化した のだと感じている。助成金に関しては、これまでは本質的な問題解決とい 
                うよりも短期的な課題重視になっていた。コロナはこの意識をあらためて考え直すきっか 
     けになったと言える。 
   



《 NPO法人 日本エニアグラム学会 》 

主催・問合せ：新宿NPOネットワーク協議会 
【電 話】 03-5206-6527 【Email】hiroba@s-nponet.net 
後援：新宿区 
 

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤ 

“人と人が調和し共生する豊かで創造的な関係で結ばれる社会の実現を目指しています” 

 エニアグラムを学ぶ目的は、自分を理解することであり、他人を理解することです。 
 エニアグラムを理解することで、人間としての成長の仕方が分かり、自分をよりよく活かすことができ、自
己実現を目指せるようになります。エニアグラムを通じて、すべての人が自分らしく自立し、同時に周りと調
和しようとする新しい生き方への支援を行っています。 

♪当センターで行われる「第165回市民とNPOの交流サロン」にご登壇いただきます♪  
開催日時：2023年 4月 13日（木）18時45分～20時45分   ※是非ご参加ください。 

参加方法：オンライン（詳細はhttps://snponet.net） 
語り手   ：NPO法人日本エニアグラム学会 
参加費   ：無料 

    

    テーマ❷ポストコロナ時代における私たちの社会の作り方 
    武藤 氏：「より良い社会」というキーワードがあるが、誰にとって「より良い社会」なのかという視点 
         が必要ではないか？また、目の前にある課題解決に取り組むことで、かえって「より良い社 
       会」から離れていくこともあるのでは？NPOは「より良い社会」とは何かを考えて活動するベ 
                 きだと感じている。 
    安藤 氏：NPOは目の前にある課題解決のため、その根源的な課題解決に取り組んでいるNPOと連携して 
                 いく必要がある。 
    手塚 氏：他の法人格と比べて、NPOの明らかに違う役割とは、アドボカシー（政策提言活動）であり、 
       自分たちで考えて制度化への道を開いていくことができることだと思う。あらためてこの点を 
       考えるべき。 
       テーマ➌課題に取り組んでいく上でのNPOの体制はどうあるべきか？ 
   早田 氏：コロナ禍の中で、約4000にのぼる大小様々な課題に取り組むNPOが設立されている。テーマ 
                ごとなどにNPO同士のプラットフォームを、あらためて構築する必要性を感じている。 
   安藤 氏：課題を解決したNPOは解散し、新たな課題に取り組む際には、新たな法人を作っていく。 
                目の前にある課題の後ろにある課題に取り組んでいるNPOと連携できる人を加え、社会を変 
                えていく仕組みにしてはどうか。 
   手塚 氏：NPO法人だけがNPOではない。非営利でやっているところはみんなNPO。NPOのハードルは 
        高くない。どの形が効果が出るか、一番楽しいか。そのグループの目的さえ明らかになって 
                いればいい。法人となると縛りはあるが、それをハードルと思わない方がいい。ただNPOと 
                NPO法人、他の法人との違いは理解した方がいい。 

   テーマ❹NPOが課題を深く理解して取り組むには？ 
 安藤 氏：助成申請を見ていると新しい課題を捉えていないと感じる。NPOは「問題は何か」を調べ、 
        生の声を持って「政策を変えてくれ」と、行動すべき。 
   武藤 氏：助成金に応募してきた事業を見ていると、課題や地域の実態の把握が不十分なまま自分たち 
                がやりたいことをやっているだけというのがある。以前、事業に取り掛かる前の取り組み 
      を支援した方がいいのではないかと「調べる助成」を始めた。また、NPOには貴重なデータ 
                があるはずだが、それが集計されていない。整理されていれば他の団体も使えるはず。 
   山下 氏：早稲田大学はソーシャルイノベーションセンターを作ったと聞いている。これからのNPOが 
      活動するにあたって足元を固めるには、そういうNPO以外の機関の力を借りた方がよさそう。 

2 

mailto:hiroba@s-nponet.net
mailto:hiroba@s-nponet.net
mailto:hiroba@s-nponet.net


3 

 
※表の色分けは各色、次のようなジャンルを示しています。  

NPO入門 コンプライアンス 資金関連 会計 事業企画 各種スキル 

新宿NPO協働推進センターでは、社会貢献活動をされている方、目指されている方に役立つ内容を取り上げた講
座を開催しています。令和５年度開催の講座は下記の内容を予定しています。是非ご参加ください。 
お申込み等詳細につきましては、当センターまでお問い合わせください。 

※日程・内容・講師等につきまして、変更がある場合があります。ご了承ください。 

 各講座開催日が近くなりましたら、各講座別チラシ等で詳細をご案内します。 

 オンライン受講もありますが、一部オンライン受講を実施しない講座もあります。 

定員

(会場)

4/27 (木) NPO入門講座 20名

5/18 (木) NPO設立手続き講座 20名

5/25 (木) NPO組織運営講座 20名

6/1 (木) NPOのための法務講座 20名

6/22 (木) NPOのための労務管理講座 20名

7/6 (木) 個人情報管理講座 20名

7/20 (木) 20名

7/27 (木) 20名

8/24 (木) ファンドレイジング講座 20名

8/31 (木) クラウドファンディング講座 20名

9/21 (木) 20名

9/28 (木) 20名

10/5 (木) 20名

10/13 (金) ソーシャルビジネス講座 20名

10/19 (木) 20名

10/26 (木) マーケティング講座 20名

11/16 (木) 20名

(予定)11/23 (木) 20名

12/2 (土) 20名

12/7 (木) 助成金獲得講座 20名

(予定)1/18 (木) 20名

(予定)1/25 (木) 20名

(予定)2/24 (土) 20名

18：45～20：45 PR視点のコミュニケーション

講座① ②

天野 渉 氏（株式会社オルトプラス執行役員 広報担当

/TCO 顧問　シニアコンサルタント）

各回

1,000円
18：45～20：45

ファシリテーション講座①➁
長畑 誠 氏（明治大学公共政策大学院

ガバナンス研究科長・ 教授）
2,000円13：00～17：00

開催日 時間 参加費講座（内容） 講　師

18：45～20：45
手塚 明美 氏

（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事長）

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45
瀧口 徹 氏

（BLP-Network 副代表・弁護士）

18：45～20：45

18：45～20：45

瀧口 徹 氏

（BLP-Network 副代表・弁護士）

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

18：45～20：45

手塚 明美 氏

（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事長）

後藤 勝 氏

（特定社会保険労務士・第一種衛生管理者）

三木 由希子 氏

（NPO法人情報公開クリアリングハウス 理事長）
1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

各回

1,000円

ワークショップ講座 ① ② 調整中
各回

1,000円

齋藤 智美 氏

（READYFOR株式会社）

田中 義幸 氏（NPO法人日本公会計支援協会

理事長・公認会計士・税理士）

塚本 いづみ 氏（日本ファンドレイジング協会

大学チャプター事務局長）

小谷 恵子 氏

（明海大学経済学部講師）
1,000円

会計講座 ④

～日常の記入から決算まで～

田中 義幸 氏（NPO法人日本公会計支援協会

理事長・公認会計士・税理士） 1,000円

会計入門講座 ①②

WordPressでホームページを

作ってみよう！（入門編）
13：30～15：30

18：45～20：45
武藤 良太 氏（公益財団法人 トヨタ財団

プログラムオフィサー　国内助成グループ
1,000円

山本 武彦 氏

（NPO法人粋なまちづくり倶楽部 理事）
1,000円

18：45～20：45
岡本 圭子 氏

（日本政策金融公庫）

田中 義幸 氏（NPO法人日本公会計支援協会

理事長・公認会計士・税理士）

1,000円

会計講座 ① ② ③

～日常の記入から決算まで～
各回 1,000円



新宿NPO協働推進センターは、社会貢献活動団体のネットワークづくりの拠点施設です！ 
センターでは、社会貢献活動団体への施設の貸出しの他、相談や情報提供、講座等、さまざまな事業を実施しています。 

情報・お問い合わせ 

TEL：03-5386-1315         FAX：03-5386-1318 
Email：hiroba@s-nponet.net URL：https://snponet.net 
Facebook：https://www.facebook.com/shinjuku.npo.center 

アクセス 
 
   
   

 

                                           
 
 

 
 

 

〈バスでお越しになる場合〉(いずれの停留所からも徒歩で4分) 

・各線 新宿駅 西口より関東バスで｢小滝橋｣下車（乗車時間10分前後） 

  西口地下より標柱番号12･14を上がった乗場から出るバス（すべて） 

・各線 高田馬場駅 早稲田口より都バスで｢小滝橋 (郵便局前)｣下車 

  （乗車時間5分前後） 早稲田口を出て目の前、高架下の乗場 

〈最寄駅から徒歩でお越しになる場合〉 

・東京メトロ東西線 落合駅、西武新宿線 下落合駅より徒歩12分 

・JR山手線･東京メトロ東西線･西武新宿線 高田馬場駅、JR中央線  

 東中野駅･大久保駅、都営大江戸線 東中野駅･中井駅より徒歩15分 

作成＆発行 
 
 
 
 
 

 新宿区立 新宿NPO協働推進センター 
 指定管理者：一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会 
 （〒169-0075 新宿区高田馬場4-36-12） 
 編集：嶺村 富士雄 林 幸靖 吉田 定信  月岡 英人 國府田 明子 
    大槻 幸子 
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             【NPO入門講座】 

       ～『さあ、NPOの活動を始めましょう‼』～ 

【講 師】 手塚 明美 氏 

              （認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構 理事長） 

【日 時】4月27日（木） 18:45～20:45 

【場   所】501会議室（新宿NPO協働推進センター5階） 

【対象者】社会貢献活動に取り組んでいる方、興味のある方、これから始めたい方 

【定   員】会場20名 オンライン40名 

【参加費】1,000円（資料代等）   

【内 容】阪神淡路大震災における大規模な市民ボランティア活動に後押しされてNPO法が成立して 

     から25年を迎えた現在、いまだ社会はコロナ禍の中にいます。多くの方が苦境に立たされ 

     ている中、NPOやボランティア活動への参加を始めている方も多くみられます。本講座で 

     は、社会貢献に関わるNPO全般について学び、未来に向かった参加の仕方について理解を 

     深めていきます。 

     ◆NPOの必要性                ◆ボランティアとNPOの違い  ◆NPOの特徴 

     ◆NPOを支える制度・法律 ◆NPOと行政、企業の違い 等 

 

 ※オンライン受講もあります。詳細はHPにてご確認ください 

★参加ご希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記お問い合わせ先へご連絡ください。 

★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・イベントを延期又は中止する場合

があります。 

 最新情報等につきましては、当センターHPをご参照ください。 

 【URL：https://snponet.net/】 

手塚先生 


