
参考：Q＆A作成の流れ 

 

年 開催概要 主な内容 

平成 28 年 2 月 3 日 
平成 28 年度千葉県市民活動支援組織 
ネットワーク会議 
(以下、ネットワーク会議)：第 2 回 

Q＆A 作成に向けたアイデア
出し 

29 年 7 月 4 日 平成 29 年度ネットワーク会議：第 1 回 作業部会への参加者募集 

29 年 8 月 31 日 
平成 29 年度千葉県市民活動支援組織 
ネットワーク“作業部会” 
(以下、“作業部会”)：第 1 回 

チーム分け＆アイデア出し 

29 年 10 月 13 日 
10 月 20 日 

平成 29 年度“作業部会”：第 2 回 Q＆A 原案作成の材料づくり 

 各自で Q＆A 原案の作成  

29 年 11 月 30 日 平成 29 年度ネットワーク会議：第 2 回 Q＆A 原案への意見出し 

30 年 1 月 30 日 平成 29 年度“作業部会” 
：第 3 回(ファイナル) 

Q＆A 案づくり 

30 年 5 月 31 日 
6 月 5 日 
6 月 11 日 

平成 30 年度“作業部会” 
：第 1 回(延長戦) 

Q＆A 最終案づくり 

 

＊別途、「千葉県市民活動支援組織ネットワーク幹事会」を開催し、 
当ネットワークの運営方針や当 Q＆A 作成についての検討を行いました。 

 （平成 28 年度に 4 回、平成 29 年度に 3 回） 
 
 



H29 市民活動支援組織ネットワーク「作業部会」 

千葉県 県民生活・文化課 

作業部会全体について共有したい事柄 

[イメージ] 

○最終的な到達点の見本をお示ししたいところですが、「考え方」も踏まえ、 

様式に拘らず、テーマごと、設問ごとに、柔軟な対応を考えています。 

この企画は、新しく取り組んでみよう！というものです。 

次年度以降もバージョンアップの試みをつづけ、今年度はチャレンジの年度と考えて

います。 

○目的について確認すると、Q&A づくりの作成も重要ですが、作業部会をとおした、 

作成の過程での学びを重視しています。 

○作業部会のプロセスは以下のとおりです。 

 ＊各回の作業部会は、本日（第１回）と同じく、作業部会の参加者が皆で集まって 

実施し、具体的なワーク等は、「チーム」（以下、扱うテーマごとに分かれたグループという 

意味で使います）ごとに行い、作成していきます。 

・第１回 作業部会（８月３１日） 

「Q と A の洗い出し」とアウトライン作成に向けた「意見出し」を行う、 

ワークショップを実施。手法：模造紙等でワーク 

・第１回～第２回 作業部会の間で、事務局が、内容を皆様に必要に応じて確認しつつ、

付箋の記述や発表内容を基に、テキスト化する（パソコンで文字起こし） 

・第２回 作業部会（２チーム：１０月１３日、３チーム：１０月２０日） 

テキスト化したものを印刷し、それをベースに、疑問点の補足や補充事項等を追加。 

⇒第２回 市民活動支援組織ネットワーク会議（全体での会）までに、素案 

（フレームへの入れたもの）の作成を目指す。 

  ☆この間に、第２回 市民活動支援組織ネットワーク会議を開催予定（１１月中旬？） 

   目的：作業部会に参加していない人の意見を聞く 

⇒素案をもとにした意見出しのワークショップを実施。 

 ・第３回 作業部会（１月？） 

  第２回ネットワーク会議の結果を受けて、内容を精査しおおまかにまとめる。 

 ⇒最終調整 

⇒ネットワーク全体で共有。 

 

作業部会での資料 



[考え方] 

○目指す中間支援組織像：「質問者の自発性を活かし、ポテンシャルを発揮させることが 

できる」、「信頼される対応ができる」 

⇒来訪者のリピーター化や増加など 

 ⇒そこに向けた Q＆A づくりにあたっての方針 

・質問を「機械的に捌く」のではなく、 

①質問者に与えられる「可能性を増やす」 

（回答者の手数を増やす…提供できる情報の質と量を高める） 

②背景（課題意識）（持っている資源）を深掘りするスタンス 

          ・千葉県の中間支援組織の底上げ 

           ⇒「○○さんがいないので、答えられません…」の解決 

○年度末の到達点：Q＆A の作成…いくつかの過去に作成されたもの（以前の県事業、 

日本 NPO センター、名古屋で作成されたもの など）をイメージ 

として参考とし、当課作成の様式（案）を「たたき台」に作成。 

⇒Q＆A の骨子 

１：Q と A のスキット 

２：発言の背景（質問者の課題意識、回答の着眼点、必要な知識やその所在） 

３：別の対応の可能性（別の観点からの対応案、ヒアリングの上での注意点） 

＊以下、テーマや設問によっては、追記が良い（かもしれない）もの 

[そのほか、あると良い（かもしれない）要素] 

   ・懸念されること（関連する質問） 

   ・＋αの知識 （制度趣旨を再確認、類似制度との比較） 

[参考資料 : 名古屋での Q＆A の７つの要素] 

１：相談内容     …狙い：事例の概要の共有 

   ２：ヒアリング結果  …狙い：背景課題の深堀の重要性を示す 

   ３：支援結果     …狙い：読み手にひとつの到達点を示しておく 

   ４：段階ごとのプロセス＆ポイント 

…狙い：事例のトレース 

   ５：着眼点フロー   …狙い：論点の体系化 

   ６：コラム      …狙い：他事例への水平展開をできるように。 

   ７：インフォメーション…狙い：知識の整理 



1

作業部会の様子①

2

作業部会の様子②



H29 市民活動支援組織ネットワーク「作業部会」 
千葉県 県民生活・文化課 

第１回作業部会の進め方 

≪１ 取り組むこと≫ 

 ○チーム分けをする：５つのチーム （以下、テーマとチームリーダー） 

  ・運営＆法人化：千葉市 C 原田様 （＋県 NPO 法人班の助言） 

  ・広報：NPO クラブ NPO クラブ 勝又様＆四街道 C 中川様 

  ・ファンドレイジング：NPO クラブ 鍋島様 

  ・入門：千葉県 VC 佐野様 

  ・協働：子ども劇場千葉県 C 大森様、茂原市 風戸様 

 ○扱う Qと Aを洗い出す 

  ⇒「骨子となる事項」と「あると良い事項」を全体コーディネーターから示し、 

（別紙：全体について共有したい事柄 など）段階ごとのワーク進行を図る。 

＊全体コーディネーター：ddc 加納様＆県 石井 

 ○次回までに考えておく、疑問点の確認をする ⇒ワーク中にその時間（枠）を取る。 

 ○次回日程の調整をする（１０月上旬？） ⇒本日の最後に。 

≪２ 本日の日程≫ 

 ○冒頭            ：１０分（あいさつ等） 

 ○作業部会の進め方＆チーム分け：１０分 

  ○アイスブレイク       ： ５分（本日の意気込み＆最近の良かったこと） 

 ○ワーク（１）個人で「Q」を考えよう 

（青付箋）＊H28 WS 成果と重複可    ： ８分 

  ワーク（２）チーム内で共有＆整理しよう      ：２２分  

＊扱う Qを１０個前後に絞り番号を付ける 

  ワーク（３）個人で「A」を考えよう 

（赤付箋）＊H28 WS 成果と重複可   ：１０分 

  ワーク（４）チーム内で共有＆整理しよう    ：計９５分 

    ＊（４）は各チームの進行に任せ、石井は以下の時間の経過を「目安」に伝える。 

        ①A の共有・整理（合体など）         ：４０分 

②質問の背景を考えてみよう（黄付箋） ：１５分 

       ③②を受けての Aの加筆  （赤付箋） ：１０分 

③知識面の補充が必要なポイントは？ 

（１５㎜×７５㎜付箋に、あやふやな法令名や、答えのある HP 

…例：「県の HP の○○みたいなタイトルのページ」などを書く）：１０分 

       ④次回までにやるべきことは？     ：１５分 

       ＊予備時間（適宜の休憩）         ：５分 

       ＊時間の余裕がもしあれば、気になる論点の掘り下げ 

  ○チームごとの発表で共有            ：１５分 

  ○次回の日程調整                ： ５分 

  合計１８０分 

作業部会での資料 



1

第1回作業部会の成果の例（広報チーム）



2

第1回作業部会の成果の例（ファンドレイジングチーム）



H29 市民活動支援組織ネットワーク「作業部会」 
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第２回作業部会の進め方 

≪１ 取り組むこと≫ 

 ○第１回作業部会の振り返り 

 ○コアとなる考え方を共有しよう：「なぜこのテーマで Qが出てくるのか」 

☞狙い：（「なぜその質問がくるのか？」を意識の片隅に置きつつ、A として提示できる手数を増やす 

      ⇒質問者の可能性をより引き出せる中間支援組織を目指そう） 

 ○Q＆A 作成を進めよう 

  ⇒第１回成果をもとに作業を進める 

   ＊A３紙に「なんとなくのフレーム」をつくり、配置する。 

[ツール] 

・前回の付箋の記述を印字したカード（文字の色…Q：青、A：赤、背景：緑） 

    ・付箋（足りないものの補充） 

 ○次回日程（第３回作業部会）の調整をする（１月後半） ⇒本日の最後に。 

≪２ 本日の日程≫ 

 ○冒頭              ：５分 

 ○第２回作業部会の趣旨と進め方、第２回ネットワーク会議企画概要の説明 ：１５分 

  ○ワークⅠ 第１回作業部会の振り返りと、コアとなる考え方の共有 ： ５５分 

（１）第１回作業部会を振り返る 

①個人で模造紙を見て振り返る ： ３分 

②本日の意気込み ： ５分 

     （２）「なぜこのテーマで Qが出てくるのか。 

～“なんちゃっての”トヨタ式で考える～」： ３５分 

        ☞トヨタ式？ 「なぜその質問をしたの？」というのを何回か繰り返すと、根幹が見えて 

くるという手法により、質問の出てくる理由を共有します 

     （３）思ったことの共有： １０分 

 ○ワークⅡ Q＆A 作成を進めよう ９５分 

      [進め方] 

        ・Q ひとつにつき A3 紙を１枚使う 

  ・名刺大のカードを基に、Q＆Aの形に配置 

        補充事項を付箋に書く（Q が青、A が赤、背景：黄、その他コメント：15 ㎜×75 ㎜） 

      [Q＆A の骨子] 

・Q と A のスキット 

・発言の背景 （質問者の課題意識、回答の着眼点、必要な知識やその所在） 

・別の対応の可能性 （別の観点からの対応案、ヒアリングの上での注意点） 

＊テーマや設問によっては、追記が良い（かもしれない）もの：裏面 

○第３回作業部会の日程調整 ５分 

 ○閉幕 ５分→ 流れ解散 ＊時間のある方は、ほかのチームでの議論をインタビュー 

 合計１８０分 

作業部会での資料 



 

[参考：Q＆Aにあると良い（かもしれない）要素] 

 ・懸念されること（関連する質問） 

  ・＋αの知識 （制度趣旨を再確認、類似制度との比較） 

[名古屋での Q＆Aの７つの要素] 

１：相談内容     …狙い：事例の概要の共有 

    ２：ヒアリング結果  …狙い：背景課題の深堀の重要性を示す 

    ３：支援結果     …狙い：読み手にひとつの到達点を示しておく 

    ４：段階ごとのプロセス＆ポイント …狙い：事例のトレース 

    ５：着眼点フロー   …狙い：論点の体系化 

    ６：コラム      …狙い：他事例への水平展開をできるように 

    ７：インフォメーション…狙い：知識の整理 





H29 市民活動支援組織ネットワーク「作業部会」 
千葉県 県民生活・文化課 

第３回作業部会の進め方 

≪１ 取り組むこと≫ 

 ○Q＆A をつくる！：第 2回ネットワーク会議のふりかえり 

⇒第 2回ネットワーク会議の議論を基に作業を進める 

     ＊Q＆A の素案を基に、付箋等で補充や修正 

[ツール] 

・第 2回ネットワーク会議の付箋文字起こしカード 

     ・付箋 （補足説明など） 

 ○作業部会で学んだことをふりかえろう！ 

☞狙い：作業部会で学んだことの共有＆ライブ感覚を少しでも保存 

[ツール] 

・ふりかえりシート 

≪２ 本日の日程≫ 

 ○冒頭  ：５分 

 ○第３回作業部会の趣旨と進め方、今後のイメージ「案」 ：１０分 

  ○ワークⅠ 第 2回ネットワーク会議の議論を参考に Q＆Aを作成しよう ：１１５分 

（１）本日の意気込み：5 分 

     （２）Q＆Aをつくる！：100 分 

[進め方] 

        ・拡大コピーした Q＆A素案を使う 

       ・第 2回ネットワーク会議での議論を文字起こししたカードを配置 

         ＊議論のプロセスを踏まえて、補足説明や観点の補充をする 

         適宜の書き込みや付箋で補充 

（３）適宜の休憩：10 分 

○ワークⅡ 作業部会をふりかえろう：４５分 

（１）個人でふりかえり：5 分 

     （２）チームで共有：25 分 

（３）ふりかえりシートに記入：10 分 

（４）チームで共有：5 分 

 ○閉幕 ５分→ 流れ解散  

 合計１８０分 

 

作業部会での資料 



1

第3回作業部会の成果の例（協働チーム）



2

第3回作業部会の成果の例（広報チーム）


