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ＮＰＯ法人 ＩＳＯマネジメント協会
《代 表 者》
《所 在 地》
《連 絡 先》
《ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ》

渡邉 晋久
〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷
２－３－８９
T E L 047-446-7443
F A X 047-442-1177
http://www.mgtsys.net

【活動の目的は？】
ISO（国際標準化機構）及びそれらに準ずる
機関が発行するマネジメントシステムの普及、
認証取得支援及び啓蒙活動を目的としていま
す。
【活動テーマ】
新規に ISO 認証取得に取り組む企業は
勿論、既に認証取得をしている企業に対して、
マネジメントシステムの正しい理解と活用を
伝えたいです。
【活動内容】
① ISO 認証取得支援
単に認証取得をするだけでなく、マネジ
メントシステムを活用し、更に会社を
良くするため、様々な啓蒙活動を通じ、
付加価値の高いマネジメントシステム
を提案しています。
② 内部監査員養成講座
現役審査員やベテランコンサルタント
のノウハウを結集した当講座は、内部
監査における着目点や質問の仕方まで
きめ細かく指導します。有資格者の力量
向上にも利用できます。
③ マネジメントシステム再構築
組織の仕事を規格に合わせた結果、非常
に重い、使い難いシステムになっている
ケースが多いようです。経験豊富なコン
サルタントが、皆様の要望と実務に合わ
せた、生産性向上につながる使いやすい
システムを提案します。

【発行元】
日刊工業新聞社
当NPO法人のＰＲ
広告が掲載されて
います。

【活動に至った経緯は？】
ISO が発行している ISO9001「品質マネジ
メントシステム」については正しく理解され
ていないケースが多いため、企業経営の基本
システムであること、「組織化とシステム化」
を目指し、生産性や利益率向上につながるこ
とを広めたいと思い活動を始めました。
【実績・成果】
平成 21 年 11 月 産業交流展出展
（財）東京都中小企業振興公社より委託事業
・内部監査員養成講座
・「中小企業のための ISO9001 認証取
得マニュアル」の執筆
・第 1 回「品質・環境」規格無料説明･
相談会
【アピールポイントは？】
現役の審査員、ベテランコンサルタントが
マネジメントシステムを企業経営に役立つ
ように判り易く指導しています。
【問題点、課題】
ISO の知名度がまだまだ低く、この点をど
う改善するか苦慮しています。
【工夫している点】
インターネットの活用及び業界紙への記事
掲載を通じて認知度を高めています。
【今後の方向性、展開】
将来的にはより多くの（中小）企業にマネジ
メントシステムを導入していただき、強い組織
作りに役立ちたいと考えています。また、他の
士業の先生方と連携し、企業経営全体の相談
窓口のような存在にしていきたいと思います。

人物紹介・図書紹介
地域で
地域で活動する
活動する人物紹介
する人物紹介

ぶらり鎌ケ谷

この号より、「データで見るＮＰＯ活動」から、「地域・市民活動・ＮＰＯ活動などで活躍する
人物紹介」に変更しました。ご期待ください！

◆◇ 現在活動している内容 ◇◆
ぶらり鎌ケ谷では、鎌ケ谷市を再
発見してもらおうとウォーキング
のコース作りを行っています。この
活動を通してボランティアに関心
を持ってもらい、ボランティア参加
へのきっかけになればと思ってい
ます。また、ＮＰＯ法人「かまがや
地域情報の窓」の会員として活動を
しています。

かみかいち ま り お

代表 上 開 地 真理男 氏
◆◇ 活動経歴 ◇◆
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◆◇ 活動を始めた動機 ◇◆
◇

様々なボランティアグループの
人に話を聞いてみると、
「もっと人
がいればいろいろなことができる
のだけど。会員も高齢化してきて会
の先行きが心配だ」という話をよく
聞きました。ボランティアの底辺を
広げ参加する人を増やす必要があ
ると感じ、そのための活動として
「ぶらり鎌ケ谷」を始めました。

◆◇ これから始める人へのひと言 ◇◆
ボランティア活動は、無理をせず自分のできる範囲のことを行うこと
が大切だと思います。また、自分はどんなことを行いたいのか考えてみ
た方が良いと思います（福祉、防犯、防災、街の美化等々）。そして、
仲間を作ることが大切です。
◆◇ 「夢」実現への課題 ◇◆

シフト勤務をしていたのでウィークデ
イも休みになるため、十数年前からボラ
ンティアセンターに個人ボランティア
◆◇ 今後の「夢」 ◇◆
として登録し、自分でできる
範囲でボランティア活動をし
この町に住む誰もがボランティ
てきました。
アに参加し、住みやすく明るく人に
優しい町になればと思っています。
私の子ども、孫もこの町鎌ケ谷がふ
るさとです。子供たちに良いふるさ
とを残してあげたい。

ボランティアは、女性が活発に活動し
ています。それに引き換え男性は、少な
いと思います。会社勤めをしているため
に時間がないことが一因だと考えます
が、もっと男性が増えればと思っていま
す。また、定年を迎え時間ができた方の
力を結集できたらと考えています。

図書の
図書の紹介

ＮＰＯと企業
協働へのチャレンジ

編 著 者 パートナ
パートナーシップサポートセンター
ーシップサポートセンター
岸田 眞代
高浦 康有
発行者 中島 治久
発 行 所 同文舘出版株式会社

「協働」にはいろいろな段
階・方法があります。ＮＰＯ
と企業の関係も、
「言われたか
ら仕方なく出す寄付」と、そ
のＮＰＯが何をめざし、何を
実現しようとしているのかを
理解したうえで出す「共感に
基づく寄付」とでは、その意
味は全く異なります。企業自
身がそのことをまず理解し、

自らの貴重な資源を最大限に生か
すために何をすべきかを真剣に考
え、その対象としてＮＰＯをきち
んと視野におさめるならば、ＮＰ
Ｏと企業の協働の質は、チャリテ
ィといえども間違いなく向上する
に違いありません。
しかしながら、もはやお金だけが
ＮＰＯと企業をつなぐものではあ
りません。最近、企業の多くが業
務のスリム化に力を入れていると
はいえ、これまでの人材も技術も
情報も蓄積してきた企業が、それ
ら経営資源のまだまだ不足してい
る多くのＮＰＯと向き合うなか
で、企業のもつ潜在的な役割や思
ってもみないＮＰＯの存在意義に
気がつくのではないでしょうか。
またＮＰＯの側も、単に個とし
てのボランティアにとどまらず、

その想いや志を多くの人が認める
かたちにして提示し理解してもら
うことによって、信頼される組織と
して認知されることに気づくはず
です。企業と協働するためには、自
立した組織として、人もお金もマネ
ジメントも一定の水準に達しなけ
ればならないという課題も、きっと
みえてくるでしょう。やがてＮＰＯ
の社会性や先駆性や革新性に企業
が気づくとき、「協働」が必然とし
て生まれるに違いありません。
本書はＮＰＯの基礎知識からはじ
まり、協働事業の多くの事例をもっ
て成功要因を探っています。

お知らせ・Q&A

お 知 ら せ
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＜助成の
助成の対象となる
対象となる活動
となる活動＞
活動＞
①

子 ど もの 体 験 活 動・・・キャンプや自然観察などの自然体験活動科学実験教室などの科学体験活動、高齢
介護体験などの社会奉仕体験活動

②

子 ど もの 読 書 活 動・・・読み聞かせ会、読書会活動など

③

子ども向け教材開発・・・普及活動

＜助成の
助成の対象となる
対象となる団体
となる団体＞
団体＞
平成２２年度実績 法人格を有しないが、青少年のために活動する団体 72％、NPO 法人 20％。

？
Q&
A

※平成２２年度は１２月５日で締切っております。来年度も実施すると伺っておりますが、
詳しくは子どもゆめ基金ホームページでご確認ください。
http://yumekikin.nike.go.jp

ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人が
法人が発行する
発行する領収書
する領収書に
領収書に収入印紙は
収入印紙は必要ですか
必要ですか？
ですか？

Ｑ．ＮＰＯ法人が発行する領収書は、３万円を超えても収入印紙を貼る必要はないと聞きましたが、本当
ですか？

Ａ．印紙税法の１７号①文書に該当する領収書については、ＮＰＯ法人は非課税になるので印紙を貼
る必要はありません。また、介護保険事業の利用者と契約書、定款などについても同様です。
〈「NPO なんでもどこでも相談 100 問 100 答」より〉

鎌ケ谷第 2 団 ボーイスカウト隊 隊長 不動久幸
ボーイスカウト鎌ケ谷第 2 団では毎年 12 月にナイトハイキン
グを行っています。ここで我が団のナイトハイキングの特徴をご
紹介します。小学 5 年生～中学 2 年生で 1 つの班を構成し、班
長を中心に当日渡されるコースを国土地理院発行の地図を読み
ながらゴールを目指します。目印は地図記号や距離、方位のみ。
暗い中、地図からありとあらゆる情報を読み取ってコースを間違
わないように歩きます。しかし･･･小中学生なので、夜の 12 時を
回ると睡魔と疲労が･･･集中力も途切れます。ついつい曲がり角
を曲がりきれずに、道も間違えながら自分の限界を超え、中には
疲れた小学生をおんぶする中学生もいる中、班が一つになりゴー
ルします。ゴールしたスカウトの顔は自信と達成した喜びに満ち
ています。
コ ー ス：「ららぽーと」から
三番瀬海浜公園～行徳～市川～松戸～鎌ケ谷
総距離 35Km
参加人数：15 名
所要時間：8 時間 59 分

発行者・所在地

鎌ケ谷市市民活動推進センター
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URL／e-mail
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／

sikatu@city.kamagaya.chiba.jp

市民公益活動とは･･･営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、自発的かつ継続的に行われる活動

編集後記

ボーイスカウト鎌ケ谷第 2 団のナイトハイキング

皆様 のご協 力 で、就任丸 一年が経 過す る ことが できま した。
有難 いこと に、本当 に多 く の市 民活動 ・
地域 活動を して いる方 々
に接 し、貴重な お話を伺う ことが できま した。新 し い年度 では、
市 民活動な どを して いる方 々と、 これ からボ ラ ンテ ィア活動を
始 めよう と して いる方 々と の交流 の場と して、 「ミ ニ交流 サ ロ
ン」を数多 く開催 した いと思 っております。 「何 か地域 に貢献
した い」と考え て いる方 は数多 いと思 います。 そう いう方 々の
ご 期待 に沿う ようご支援 す る のも、当市 民活動支援 セ ンター の
役割 でもあ ります。
お近く にお越 し の折 には、是非 お立ち寄 りくださ い。
（市 民公益活動相談員 須貝）
市 民公益 活動相談 日 原則毎週月 ・金曜 日

．・☆・．・写真の説明・．
・☆・．

