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成長できるチームをつくる
５つの活動

たかがチラシ、 されどチラシチーム力は上げるものじゃなく上がるもの

✓ スタッフの意識を高め、仕事の質を高め
　 たいリーダーの方
✓ 事業や組織づくりを推進するポジションにいる方
✓ チームのコミュニケーションスキルを高めたい方



　このノートは、糸満市の飛躍を目指して日々、活動をしている方に向けた現場で

活かせる実践の手引き書です。目まぐるしく変化する世の中で活動をする市民活動

団体、非営利組織、行政機関の方にとっては「いったい、どうやればいいのか分か

らない…」という日々の活動のノウハウや知識をテーマごとに分けて掲載していま

す。内容は当センタースタッフが講師として 2021 年度に行った市民活動講座「ま

ち寺子屋」で使用した資料をもとに構成しており「あっ」と驚く発見が詰まってい

ます。ぜひご覧いただき、みなさんの活動にご活用いただければ幸いです。
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成長できるチームをつくる

5つの活動

2021年11月28日 講師：北村正貴

チーム力は上がるものじゃなく上げるもの

連絡事項

1. 本日お伝えすることが「正解」ではありません

2. 資料のコピー・シェアは自由に行っていただいて構いません
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1-2.私の考え

1-3.講座の主旨

成長できるチームをつくる5つの活動

2.ワーク①

チームの健康チェックリスト

3.チームを知る

3-1.チームとグループの違い

3-2.良いチームと改善が必要なチーム

3-3.活動と組織のジレンマ①

3-4.活動と組織のジレンマ②

3-5.活動と組織のジレンマ③

3-6.問題提起

3-7.チーム共通の悩み

5.成長できるチームをつくる5つの活動

5-1.成長できるチームをつくる5つ

5-2.①サービスもコミュニティも意識

5-3.②舞台と役割、出番をコーディネート

5-4.③活動環境に愛着を沸かせる

5-5.④報酬に着目する

5-6.⑤自動運営できる仕組み

5-7.メンバーに必要な視点

6.理想的なチームのあり方

6-1.ハート原則

6-2.心理的安全性

6-3.個人に及ぼすメリット

6-4.チームに及ぼすメリット

6-5.心理的安全性を上げる方法

6-6.これまでよりこれから 9.まとめ

9-1.お伝えしてきたこと

9-2.さいごに

7.チーム力を上げる会議の10の方法

7-1.10の方法一覧

7-2～7-11 各方法の詳細

8.ワーク②

ファシリテーション度チェックリスト

4.チームビルディングを知る

4-1.チームビルディングとは

4-2.組織／市民活動におけるあるある

4-3..チームが機能しなくなる流れ

4-4.機能しないチームの行く末

4-5.孤独が起こる理由

4-6.なぜチームでやるのか

4-7.成長のステップ

1.はじめに
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1-2.私の考え

成長できるチームをつくる上で

一番大事だと思うこと

1-2.私の考え

楽しめるチームは強い
つらいことや嫌なこと、苦しい
ことを乗り越えて手にするもの
こそが本当の幸せ
興南高校野球部 我喜屋優監督
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1-2.私の考え

2つの楽しみ方

自己満足 他者と共鳴

一
番
楽
し
い

1-2.私の考え

他者と共鳴するために必要なこと

他者目線
（≒市場目線≒現場目線≒メタ認知≒チーム力）

※メタ認知とは…自分のあり方を認知すること
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1-3.講座の主旨

ゴール

チームづくりの悩みを減らす

ターゲット

組織・団体・チームのリーダーポジションの方

身につけてほしいこと

チームづくりの大事な考え方

メンバーとの日常的な接し方

応用範囲

別チームと協働で事業を進める場面

多様な人とイベント開催する場面

人の心を動かすためのコミュニケーション場面

２．ワーク① 所属チームを振り返ろう

「チームの健康チェックリスト」
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３．チームを知る

3-1.チームとグループの違い

チーム

● 取り組むプロセスに柔軟性がある

● 不確実な環境に変化、適応できる

● 形式的なリーダーはいるが、各自が

自立した活動をする

● パフォーマンス向上と個人の成長が

目的

● メンバーを動機づけることができる

グループ

● ビジネス環境を背景に構成

● 計画、役割分担、予算管理、規則遵

守がある

● 職位の高い人がリーダーになり指揮

命令

● メンバーは担当が割り振られ、達成

度合いで評価される

● 効率的に結果を出すことが目的
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3-2.良いチームと改善が必要なチーム

良いチーム

● HRT（ハート）の原則がある

● 情報格差をつくらない

● プライベートも大事にする

● メンバーの成長を全員が考える

● 遠慮しない

改善が必要なチーム

● メンバーを甘やかしてしまう

● 仲良しごっこになってしまう

● 役割を明確にしすぎる

● HRT不足

● 特別扱いのメンバーがいる

3-3.活動と組織のジレンマ／よくある構造①

悪循環

事業・理念ばかりを追及する代表やリーダー

スタッフが手段化

スタッフが疲弊 意欲の低下

事業推進力の低下
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3-4.活動と組織のジレンマ／よくある構造②

悪循環

人に寄り添いすぎる代表やリーダー

スタッフ間の関係性を重視

仲良しサークル化

集まることが目的に

3-5.活動と組織のジレンマ／よくある構造③

悪循環

思い付きだけで行動してしまう代表やリーダー

スタッフが振り回される

スタッフ間のコミュニケーションが希薄

チームが分断される
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3-6.問題提起

1. 目的・事業成果のために人が手段
になりすぎていないか？

1. 人に寄り添いすぎて、活動の成果
やスピードを後回しにしていない
か？

3-7.チーム共通の悩み

✔温度差

スタッフが持つ「多様性」をどうするか…

これが大きな課題

● 理念や共感の差

● 責任感の差

● 主体性の差

● モチベーションの差

● バックボーンの差
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４．チームビルディングを知る

4-1.チームビルディングとは

1. 目標を達成できるチーム作りをするために

2. メンバーのスキルや能力を最大限に発揮できるように

3. チームにある「温度差」を埋め

4. チームにある「多様性」の理解を促し

5. チーム力を育てていく取り組み
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4-2.組織／市民活動におけるあるある

ミーティングに集まらない
ドタキャンする

ミーティングに参加する
姿勢や発言が消極的

受け身の雰囲気がまん延する
ことで体制が整わない

あってないような仕事の期限、
最悪やってこない

連絡を返してくれない
返事がない、遅い

イベント行事への集まりが悪
い

これらを対処しないことで
機能しないチームを全員がつくっている

4-3.チームが機能しなくなる流れ

あなたのチームは適切に機能していますか？

コミットメント（約束）の欠如

結果に焦点がない

責任の欠如

対立への恐れ

信頼の欠如
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4-4.機能しないチームの行く末

機能しない状態が続くと
リーダーもメンバーもいつの間にか

チームに孤独を感じている人が
チームにいませんか？

✔孤独
● みんなが付いてきてくれない

● わたしばっかり頑張ってる

4-5.孤独が起こる理由

これらが起こる理由を理解し
主体性や愛着を高める「チームビルディング」が必要

メンバーが主体的じゃない メンバーの愛着がない

メンバーのコミットが低い メンバー間の関係性が希薄

メンバー間の目線・温度がず
れている
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4-6.なぜチームでやるのか？

1. 個人でできることには限界があるから

2. 個人には得意と不得意があるから

3. 得意なことに集中できるから

4. 個人とチームの生産性を最大化できるから

4-7.成長のステップ

タックマンモデル

散会期 事業終了でチーム関係が集結する状態

統一期
衝突を乗り越え、メンバー同士の価値観が共有された状態。リーダーはチ
ームの目的をあらためて共有し、チーム全体でひとつの目的に向かうよう
コントロールする

機能期
チームが目的とメンバーの価値観を共有し、それぞれが自立的に動く時期。
リーダーはメンバーに権限を移譲していき、成果を高めていく。

混乱期
価値観の衝突によって生じる課題を解決する。衝突を恐れずメンバーの本
音を引き出すことを重視する。この時期の衝突を避けると、のちに問題が
出てくる

形成期 メンバーの相互理解を促進させる
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５．成長できるチームをつくる5つの活動

5-1.成長できるチームをつくる5つ

1. サービスもコミュニティも意識する

2. 舞台と役割、出番をコーディネートし合う

3. 活動する環境に愛着を湧かせる

4. お金以外の報酬に着目する

5. 自動的に運営される仕組みをつくる
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5-2.①サービスもコミュニティも意識

「主体」と「客体」が
交代や融合していくのがコミュニティ

✔ 一方的なギブとテイクではなく
お互いでギブとテイクを意識する

✔ メンバーとメンバー、メンバーとお客、お客
とお客の関係性を育める仕組みをつくる

5-3.②舞台と役割、出番をコーディネート

✔ 多くの人が活躍できる舞台（＝環境）をつくる

✔ リーダーはコーディネーター（世話人・調整役）

✔ メンバーはお客さんではなく、一緒につくるキャ
ストとしてチームづくりをする
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5-4.③活動環境に愛着を沸かせる

✔ 人は大切な時間を費やすほど愛着が湧く

✔ 喜怒哀楽も愛着や成果の材料、要因になる

✔ メンバーと一緒に時間を使い、ともに苦労する

5-5.④報酬に着目する

✔ ボランタリー人材は金銭的報酬を得ないことが多
いため「お金以外の報酬」が重要になる

✔ 関わりたい関わってよかったと思えるような「お
金以外の報酬があふれるチーム」を目指す

「成長」「出会い」
「居場所」「仲間」「やりがい」

31

32



5-6.⑤自動運営できる仕組み

✔ 熱い熱量でいられるのはイベント3回くらいまで

✔ メンバーに対して、毎回ていねいに
時間をかけるには限界がある

✔ 誰かがパワーを欠けなくても動いていける仕組
みをつくる

「年間／月間計画」「様式テンプレート」
「活動マニュアル」「各種フォーマット」など

5-7.メンバーに必要な視点

オーナーシップ

リーダーシップ

モチベーション

心理的安全性

エンゲージメント

ファシリテーション

個人が与えられた職務やミ
ッションに対して主体性を
持ち、取り組む姿勢や考え
方

組織内の業務意欲を意味す
る。仕事への意欲を持つ、
引き出す、与えるための動
機付けが必要。

チームとメンバー、チーム
と顧客のつながりを強固に
する絆のこと。活動に対す
るメンバーの思い入れや愛
着心など。

チームとメンバーの将来の
あるべき姿を明確に描く。
メンバーにもイメージさせ、
将来像を実現させるために
チーム全体を導く力。

職場でだれに対しても安心
して発言できる「雰囲気」
「暗黙の了解」のこと。あ
ることで学びが増え、成果
につながる。

メンバーの発言を促しなが
ら、多様な意見を理解・整
理。重要なポイントを引き
出しつつ、議論を広げ、収
束につなげる合意形成をサ
ポートする

コミュニケーション

共通認識を持ち続けること
で「誤解」や「不足」を減
らし、相互理解を促進させ
ていく
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６．理想的なチームのあり方

（再掲）良いチームと改善が必要なチーム

良いチーム

● HRT（ハート）の原則がある

● 情報格差をつくらない

● プライベートも大事にする

● メンバーの成長を全員が考える

● 遠慮しない

改善が必要なチーム

● メンバーを甘やかしてしまう

● 仲良しごっこになってしまう

● 役割を明確にしすぎる

● HRT不足

● 特別扱いのメンバーがいる
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6-1.ハート原則

Humility（謙虚）

Respect（尊敬）

Trust（信頼）

世界の中心は自分ではないし、絶対に正しいわけでもない。つねに
自分を改善していこう。

一緒に働くひとを心から思いやろう。そして相手の能力や功績を高
く評価しよう。

自分以外の人は有能であり、正しいことをすると信じよう。そうす
れば、仕事を任せることができる。

6-2.心理的安全性

①相互信頼

②構造と明確さ

不安や恐れを感じることなく
発言や質問ができる環境や関係性

一緒に働くひとを心から思いやろう。そして相手の能力や働きぶりを認め
よう。メンバーに何かあったら補完し合おう。

チーム目標の明確さ、メンバー役割の明確さ、実行計画の明確さ。これら
が明確になればなるほど、仕事や活動に安心して取り組める。

③仕事の意味

メンバーが「自分が請け負う仕事には個人的な意味がある」と仕事の大小
関係なく存在意義を持てることで、仕事への向き合い方が変わる。

④インパクト

メンバーが「している仕事が社会に変化をもたらす重要なものである」と
核心を持てることで、仕事への取り組み方が変わる。
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6-2.心理的安全性

心理的安全性がもたらす効果

1. 報連相の機会が増える

2. アイデアの質が高まる

3. 主体性が向上する

4. 離職率を低下させる

5. 前ページ①～④の土台をつくる

6-3.個人に及ぼすメリット

素直に話すことが取り入れられる

考えがクリアになる

意義ある対立が後押しされる

決まりの悪い思いをすることになる可能性を持つ態度や行動について、他の
人がどう反応するかという懸念が軽減される。

不安が原因で脳が活性化されると、探求したり、計画したり、分析したりす
る神経の処理能力が弱まってしまう。

自己表現や生産的な話し合いが可能になり、対立を深く考え処理できるよう
になる。

失敗が緩和される

失敗しても次に向けた行動を取るようになり、失敗を失敗と思わなくなる。
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6-4.チームに及ぼすメリット

イノベーションが促される

率直に話す不安が取り除かれると、既存の活動の改善や新しい取り組みに
向けたアイデア出しやその可能性を提案できるようになる。

目標を追及するなかで障がいが取り除かれる

保身ではなくやる気を刺激される目標の達成に集中できるようになる。

責任が向上する

自由な雰囲気を後押ししたり、高い基準を追及したり、挑戦しがいのある
目標を達成したりするのに欠かせない「支援する雰囲気」を生み出す。

6-5.心理的安全性を上げる方法①

①仕事を実行の機会ではなく学習の機会と捉える

②自分が間違うことを認める

③好奇心を形にし、積極的に質問をする

職場は学校ではないため、学ぶ場所ではありません。学んだことを活動に活
かし、成果に結び付ける必要があります。そのため、リーダー層だけでなく
メンバーも現状を良くしていこうという前向きな姿勢が学習も活動も改善に
つながります。

発言が否定されない雰囲気ができると、自分の考えを伝えやすくなります。
それと同時に、お互いを認め合い、尊重し合える価値観の共有が根付くため、
「自分の意見を伝えてみる」といったチャレンジ精神が育まれます。

チームを率いているのはリーダーだけではありません。すべてのメンバーで
率いていくものです。メンバー全員が安心しながら集中して活動に取り組め
るため、積極的に質問をし合える関係性が新しい物事や困難なことに立ち向
かいやすくします。
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6-5.心理的安全性を上げる方法②

④チームとして意見を交換する機会を設ける

⑤個人的に自発的な発言や質問ができる環境をつくる

⑥メンバーにチームの貴重な一員であると認識してもらう

上司や部下、先輩と後輩の1対1の関係による意見交換ではなく「チームでル
ールを決める」「それぞれの成果について議論する」「チームで改善する」
ことで、意見を出すことへの耐性がつきます。

自発的に意見を交換し合えるような関係性を築くために、①傾聴する、②支
援する、③励ます、④尊敬する、⑤信頼する、⑥受容する、⑦意見の違いを
交換することで心理的安全性が守られます。

心理的安全性の阻害要因には、自分がチームにとって重要な存在ではないと
思い込むことで、分からないことを聞こうとせず、改善点を分かってても指
摘しないケースがあります。そうならないために⑤の7つを取り入れて「自分
には分からないことを明らかにする責任がある」という前提を育みます。

6-6.これまでよりこれから

✔ 仕事は多様な人が集って活動をする「チーム」

✔ いろんな価値観や考え方の人がいることを理解する

✔ 安心して考えを自由に発言したり、行動に移せる

パフォーマンスの向上やストレス緩和など、スキル

やメンタルヘルスの面で利点が育まれていきます。

「生産性」「離職率」「新規事業」「健康的な運営」など
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７．チーム力を上げる会議の10の方法

7-1.10の方法まとめ

1. 会議の種類に共通認識を持つ

2. ふさわしい人だけを呼ぶ

3. 終了条件を明確にする

4. 情報格差をなくす

5. 役割、関わりを明らかにする

6. 役割を交代する

7. チェックイン、チェックアウトをしてみる

8. 参加型の会議体裁にする

9. 会議の振り返りをする

10.会議のための会議をする

チームでコミュニケーションが取れる会議の場を
見直すことでチーム力を上げることができます。
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7-2.会議の種類に共通認識を持つ

会議の種類は主に4つ

会議ゴールの方向性と種類を参加者が理解した状態でスタ

ートすることで、会議の効率を変えることができます。

1. 意思決定をする会議（ゴールは決めること）

2. アイデア出しをする会議（ゴールは生み出すこと）

3. 情報共有する会議（ゴールは伝わること）

4. チームビルディングの会議（ゴールはつながりを深めること）

7-3.ふさわしい人だけを呼ぶ

会議の成果は「質の高い話し合いができたか」

「とりあえず呼んでいる」会議をしていませんか？

会議は多くの人に時間を割いてもらう行為。聞いていない人がいる、意見を言わない

場になっているくらいなら、参加してもらわない方が効率的に仕事が進みます。

大切なのは参加者一人ひとりが「会議にどんな貢献をしてい

る？」「私がいることでどんな影響を与えている？」を考え

ること。
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7-4.終了条件を明確にする

「その会議は何のために行うの？」を考える

あなたが最近参加した会議の終了条件は何でしょうか？

「なにがどうなったらこの会議が終了、つまり目標達成したと言えるかを明確にす

る」ほど、効率的に進めることができます。

たとえば

✔ 来月の事業に参画してもらうキーマンを3人挙げる

✔ 来年度の予算と達成目標を全員が理解している

✔ 違う部署の人同士が共通の目標を持つことができている など

会議を企画する段階で「これができたら会議は終了という基

準」を設けることで会議の必要性が明らかになります。

7-5.情報格差をなくす

意見を出さないのではなく「出せる状況」を作

ってますか？

会議を主催する人は「最低限知っておいてほしい事前情報」をあらかじめ共有してお

くこと。情報不足を事前に無くしておくことでかみ合わない議論が行われることも防

げます。

普段から顔を合わせていると「伝えたつもり」「知っていると思う」という気持ちが

出てしまうため、事前の共有をしっかり行いましょう。

参加者全員に情報の差が生まれてしまうと、話す人が限られ

てしまう会議になりがちです。
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7-6.役割、関わりを明らかにする

会議は「つながりを生んだり」「アイデアを生む」楽しい場所

参加者にどんな点を意識して会議に参加してほしいかを具体的に伝えることで、関わ

り度を上げることができます。

会議の冒頭で「今日は参加者のみなさんは1人1アイデアを出すことを意識して、発

表者は現状を分かりやすく伝える事を意識して参加してください。」と伝えてから会

議をスタートするイメージです。

主催や進行する人にすべてお任せするのではなく、参加者が

「どうやって参加するのが良いか？」を考えて参加すること

で質の高い会議でできます。

7-7.役割を交代する

進行役だけが頑張っているように見える会議をしてませんか？

進行役の未経験者は「参加者が会議にどう貢献したら進行しやすいか」考えにくいも

のです。会議にある役割をチームで回してみてはいかがでしょうか。

「全体を把握しているのは私です！」と思っている人こそ任せてみるといいです。こ

の経験は、見えなかったものが見えるようになる、つまりチーム全体の力を高めるこ

とにつながります。

会議は全員が小さなリーダーシップを発揮できる絶好の機会。

なかには「会議は呼ばれたら参加するもの」と思っている人

もいます。そういう人こそ積極的に役割をあて、これまでと

違う経験をさせてみることをおすすめします。
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7-8.チェックイン、チェックアウトをしてみる

会議の最初と最後に全員が一言話す時間

＜チェックイン＞

「名前とこの会議に参加する今のお気持ちを教えてください」

「今日はどんなことを話せれば良いと思いますか？」

＜チェックアウト＞

「会議の感想を一言ずつお願いします」

「次の会議に取り入れたら良いと思うことを1つ教えてください」

この時間を設けることで立場関係なく平等に話す機会を持てます。習慣化

できれば発言しやすくなり、お互いの状態を知ることもできるなど利点が

あります。会議しやすい関係づくりが会議運営には大切です。

7-9.参加型の会議体裁にする

話し合いのグループサイズを変えて話す

たとえば8名でアイデアを出す会議をする場合

✔ まずは一人でアイデアを出してもらう

✔ ペア×4になって話してもらう

✔ 全体に共有してもらう

意見を出してもらうときは、隣の席の人と意見交換をする時

間を設けたり、発表する時間を設けることでより生産性の高

い会議運営ができます。
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7-10.会議の振り返りをする

会議は振り返ることで事後を加速させる

やり方はチェックアウト（55ページ）の問いかけを「会議運営に活か

せる意見を聞く質問」にすること。

参加者から出た会議運営に関する意見は、ぜひ取り入れてい

ってください。そうすることでみんなで会議をより良いもの

に育むことができ、参加者も会議に対するイメージが変わっ

ていきます。

たとえば

✔ 次回の会議でも続けたいことは何ですか？

✔ 取り入れたらいいと思うことはありますか？

✔ 今の会議をやり直すならなにを変えますか？

7-11.会議のための会議をする

年度末や事業の終わりなどの節目に取り入れる

会議は、チームのコミュニケーションのクセ、関係性、いわゆるチーム

の文化が現れます。すなわち「どんな会議をするか」＝「どんなコミュ

ニケーションを取りたいか」に通じます。

現状とは違う習慣をチームに取り入れて、実践を積み重ねら

れるコミュニケーションを継続することでチームや組織に変

化を生むことができます。
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８．ワーク② あなたの会議を振り返ろう

「会議の適正性チェックリスト」

９.まとめ
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9-1.お伝えしてきたこと

● チームとグループは背景が違う

● パフォーマンスの向上と個人の成長がカギ

● 情報格差を作らない

● 公私混同させる

● 結果を追求しすぎるとチーム力は低下する

● 人に寄り添いすぎるとメンバーは自立しない

● 思い付きの行動はチームを分断させるだけ

● スタッフの多様性を理解すると温度差がなくなる

● チームが機能するしないは全員の責任

● チームビルディングは主体性や愛着を高められる

● 補完し合うことでチームが成長していく

● どんなチームでも混乱や衝突は付き物

● スタッフが輝ける役割や出番ある？

● お金以外の報酬もチームに必要

● 取り組みの自動運営が活性化を生む

● ギブもテイクも意識する

● 人は大切な時間を費やすほど愛着が湧く

● 喜怒哀楽も愛着や成果の材料、要因になる

● メンバーに必要な7つの視点は全員で持つ

● 意義ある対立は何度やってもOK

● 積極性が自立性を育む

● 「とりあえず会議」をやめる

● 会議を見直す会議をする

● 楽しめるチームは強い

9-2.さいごに

楽しめるチームは強い

つらいことや嫌なこと、苦しい
ことを乗り越えて手にするもの
こそが本当の幸せ
興南高校野球部 我喜屋優監督

お互いに褒め合う仲のいいチームのことを「あれって気持ち悪いよね」と聞

くことがあります。この「人を無意識に卑下する先入観（バイアス）」は、

社会や地域に生きづらさを感じさせる原因とも言われています。一人ひとり

が楽しむ姿勢を持ち、他者と共鳴することで未来は明るくなるのではないで

しょうか。
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ありがとうございました

あなたしかできないチーム作りを

ぜひ取り入れてみてください
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講座参加者の声

まち活のヒントは市民活動に役立てるヒント集です。

当センターや市役所市民生活環境課で配布しています。

市民活動に役立てるリーフレット

「まち活のヒント」

001 イベントの作り方

002 市民活動のあり方 with コロナ

003 自治会のあり方 with コロナ

004 目標達成できるチームの作り方

005 会議のやり方 10 のコツ（前編）

006 会議のやり方 10 のコツ（後編）

007 補助金制度の活かし方

008 情報発信ツールの種類と特徴

009 活動写真の撮り方

010 Zoom の使いかた

その他の刊行物

・チームを運営するうえで、コミュニケーションや会議のやり方など学ぶ

　必要があると感じて申し込みました。今まで受け身で代表任せだったと

　ころを反省してメンバー一人ひとりが有意義な時間と安心できる居場所

　になるよう環境づくりに専念しようと思いました

・分かりやすくまとまっていて、すぐに活かせそうな内容ばかりで勉強に

　なりました！ありがとうございました！
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まち活のノート バックナンバー

001 広告デザイン理論を活かした読まれるチラシの作り方

002 広報担当者向けスマホ写真の撮り方

003 ファンづくりにつなげる SNS の活かし方

004 イベントを集客（告知・宣伝）から成功につなげる方法

005 成長できるチームをつくる 5つの活動

006 参加体験型ワークショップのつくりかた
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