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地球環境基金は、環境保全活動に取り組むNGO・NPOの発展を
支援するため、さまざまな事業を行っています。
平成26年度から始まった「若手プロジェクトリーダーの育成支援」も
その一つ。審査で選ばれた若手スタッフに対して、3年間の研修と
活動推進費の支援を行い、NPO活動を持続的に推進するために
必要な戦略を構築し、実践できる人材を育てていきます。
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“聞く耳”をもって話し合える
関係づくりを

チームの中でも日々 衝突は起き
ます。それをまとめるには“聞く
耳”を持つこと。自分の意志も大
事ですが、人の意見を聞いて
同じ方向を向いて話ができるよ
う努めてきました。そして、オフ
には仲間と羽目を外してバカを
やる。日ごろから互いに話し合
える関係をつくり、自分一人で
問題を抱え込まないこともリー
ダーとして大切だと思います。

未来の環境保全活動を担う人材を育てる

伊藤孝司　
今川捷子　
岩見芙沙　
浦田俊一　
大槻　博　
大庭一夫　
岡野香代子　
岡野義幸　
岡本　昇　
奥井美由紀　
小田龍太郎　
川﨑久美子　
儀間芙沙子　
草薙智紀　
組谷雅一　
櫻井啓之　
佐藤元基　
篠崎則子　
嶋元　誠　
菅野享子　
杉本光史　
スズキミエコ　
鈴木康夫　
千田昌子　
曽根秀一　
タイラマキコ　
宅間保隆　
武内洋司　
武田麻里　
田坂英樹　
田中健三　
田中俊多　
千葉　昇　
塚越鞠子　
手嶋大記　
中塚清士　
中野明子　
長野圭子　
中野安則　
中村　亨　
新津真紀子　
西久保裕彦　
沼野伸生
野田好和　
波田野統之　
原田広巳　
福田昌代　
福留　梓　
堀切澄江　
本田　聡　
本間紀夫　
圓井　悟　
道添直也　
湊　亮策　
安井悦子　
横川拓郎　
吉田裕史　
吉田　実　
吉田　寧

個人

リネットジャパン
グループ株式会社
お客様　
渡部智寛

株式会社アクセル　
イーパートナーズ株式会社　
有限会社インターリンク　
株式会社内田洋行　九州支店
株式会社エースランドリー　
株式会社学研教育出版　藤巻　寛太　
株式会社カワサキ電通　
有限会社倉田商店　代表取締役　倉田保治
車屋　ボルテックス　
株式会社クレディセゾン
五島冷熱株式会社　
株式会社ジェイアール西日本　デイリーサービスネット
株式会社ジェフグルメカード　
株式会社ジャパン・エモーション　
株式会社ジャパンクリエイト　
有限会社第一環境　
株式会社橘フィナンシャルグループ　
中央電力株式会社　
東光電機工業株式会社　
株式会社トーカイ　
日本リライアンス株式会社　
能勢電鉄株式会社
ファミリーマート　八王子甲州街道店　
ファミリーマート　美濃上条店
ブックオフコーポレーション株式会社　
三井住友カード株式会社　東京法人営業部
三菱ＵＦＪニコス株式会社　
有限会社モンパリ　
リネットジャパングループ株式会社

企業

阿賀野市 京ケ瀬支所 　市民生活課
鯵ケ沢町役場　町民生活課
安平町役場　住民生活課
綾川町役場　綾上支所　
綾瀬市役所　環境政策課
石巻市役所　生活環境部　環境課　
田舎館村役場　厚生課
射水市役所　大島庁舎　環境課
射水市役所　小杉庁舎　町民生活課
岩倉市役所　環境保全課　
岩沼市役所　市民経済部　生活環境課
岩見沢市役所　環境部　環境保全課　

国・地方公共団体

（五十音順・敬称略）

＊このリストは、地球環境基金への振込通知書等に記載された名
称・氏名に基づき作成しておりますので、個人および企業・団体等
の区別につきまして必ずしも正確ではない場合があります。また、
紙面の都合により、ご寄付・ご支援くださったすべての方々のお名
前を掲載できない場合もございますので、ご了承ください。

若手プロジェクトリーダーの
育成支援プログラム

3年間の支援で実践力を磨く

　この20年で環境NPOの数は
飛躍的に増えましたが、長年そ
の活動を担ってきたスタッフが
高齢化しており、環境保全活動
を持続・発展していくためにも若
手リーダーの育成が急務となっ
ています。そこでこのほどスタ
ートしたのが「若手プロジェクト
リーダーの育成支援」です。活
動戦略の立案から広報戦略、資
金調達、協働、合意形成まで、3
年間9回の研修で技能を高め、
現場での実践力を磨いていきま
す。さらに活動に専念してもらう
ため、年間上限300万円の活動
推進費（賃金）も支給します。
　初年度となる平成26年は「計
画立案に関する体系的な理解、
リーダーシップの獲得」をテーマ
に、成果を生み出す戦略とプログ
ラムづくりを学びます。2回目と

なる10月は「自らのリーダー像
の発見とプロジェクトを遂行する
リーダーシップ」がテーマ。1泊2
日の研修に16名の若手プロジェ
クトリーダーが参加しました。

講師との対話で気づきを得る

　1日目の研修は、ファシリテー
ターに明治大学専門職大学院ガ
バナンス研究科教授の長畑誠氏
を迎えてスタート。午前中は4人
1組でグループを作り「リーダー
シップが必要とされるのはいつ？
誰に対して？　何のために？　そ
の時の課題は？」とリーダー像に
対する疑問や課題を整理しまし
た。午後は、NPO、スポーツ、政
治、企業と各分野で活躍する4
人の講師の方からのレクチャー
と、各グループ30分ずつの講師
との個別セッションです。異なる

視点からのリアリティ溢れるアド
バイスに、参加者は多くの気づき
を得たようです。
　最後に「この支援プログラム
の成果は皆さんのこれからの活
躍にかかっている（岩附氏）」、
「リーダーシップのスタイルは
一つではない（廣中氏）」「人と
つながるには自分の弱さをさら
けだすこと（岩永氏）」といった
言葉をいただいて長い1日が終
了。翌日のグループ・コンサルテ
ィングで、この日の気づきをしっ
かりと自分のものにしました。

■株式会社 川崎フロンターレ サッカー事業部プロモーション部
　2005年～2009年 2012年 川崎フロンターレ 元チームキャプテン
伊藤宏樹さん

■（特非）nature center risen
宮川皓子さん
20年後には300人の若手リーダーの
ネットワークが築かれるという理事
長のお話がありました。第一期生と
してスタートに立った同期たちと共
に頑張っていきたいです。

VOICE

PDCAサイクル
マネジメント

プロジェクト
リーダーの役割

NPO事業・活動
プログラムの立て方

ファンドレイズ 合意形成、利害調整

企業との協働事業

パートナーシップ

マーケティング

地域を巻き込む力

研修・講座

■（特非）環境ネットやまがた
山田幸司さん
地元のリーダーの育成が大きな課
題。若者の柔軟性を活かしつつ、組
織を築いてきた第一世代とも意見
を交わして実践できる場づくりに、研
修を役立てたいと考えています。

VOICE

講師から
ひとこと

トップに立ち人をまとめてきた具体的な経
験談には課題解決のヒントが満載

「物事を動かすためにリーダーは何をすべ
き？」。課題を各自がリストアップ

その場で出た気づきや思いは言葉にして
貼り出し、共有していく

今回の研修での一人ひとりの気づきをリス
トアップ。今後に生かしてほしいと長畑氏

1日目
講師陣 （集合写真前列左から2番目より順に）
●国際協力NGO ACE代表 岩附由香氏
●（株）ドッツ代表取締役 廣中龍蔵氏
●東京都多摩市議会議員 岩永ひさか氏
●（株）川崎フロンターレ 伊藤宏樹氏

ファシリテーター
●長畑 誠氏

支援プログラム・3年間の全体設計

振興事業
（研修・講座）

3年目2年目1年目
研修・講座 研修・講座

活動推進費（賃金）

評価目標共有 中間評価 活動報告会

助成活動の推進

助成事業

アクツセツコ　
アサオミユキ　
アベスミイ　
アライヨリコ　
イシイタカヨ　
イシイヤスオ　
イシカワヒロシ　
イシザカシュンイチ　
イシヤマシュウコ　
イシヤマヒロコ　
イノウエヨシジロウ　
ウキヤノリコ　
ウダガワタケアキ　
宇田川眞明　
エグチカズユキ　
エンドウイクコ　
オイカワミキオ　
オオタニススム　
カモシタシゲヨシ　
カワグチヒロコ　
カワシマサチコ　
キタムラコウキ　
キトウタツオ　
コクブカズミ　
コジマトモコ　
コヤマシズコ　　
コンドウヨシアキ　
サイトウアキコ　
坂場みち子　
サカモトカツヒロ　
ササキトシロウ　
サトウカズユキ　
サトウトミコ　
シノザキノリコ　
シマムラカヨコ　
シンカワマサトシ　
スズキチヨ　
スズキヒデオ　
スズキマルミ　
セキネシノブ　
ダイドウジシズコ　
タカシマヨシジ　
タカハシキヨコ
タカハシマサノスケ　
タナカカズエ　
タナカクミコ　
タノウエフミコ　
チバユウジ　
東郷晴代　
ナガオヨシコ　

ナガクラヨシノリ　
ナゴヤスズコ　
根本すみ　
ネモトマサミチ　
ネモトミスズ　
ハヤシジュンコ　
ハラヤマチイコ　
ハルハラヤスヒコ　
ヒラバヤシミエコ　
フジタヒロユキ　
ホンジョウキンイチ　
松尾光高　
マツザワセツコ　
マツマルコウセイ　
ミカハラチエコ　

ヤナギノリオ　
ヤノカズコ　
ヤマガタジュンジ　
ヤマガタトモコ
ヤマベサチコ　
ヤマモトシゲコ　
ユアサセイイチ　
ヨウメイアキコ　
ヨウメイケンジ　
ヨウメイサキ　
ヨシハラヒデノリ　
ヨネダエミ　
ワカバヤシカズエ　
ワタナベコウキチ

東京ベイ信用金庫
夢定期eco

雲南市役所　木次総合センター　総合調整課
大洲市役所　河辺支所　
大津市役所　環境部　環境政策課
大牟田市役所　
貝塚市役所　環境生活部　環境政策課
笠間市役所　岩間支所　地域課　
加須市役所　騎西総合支所　環境経済課　
上富田町役場　住民生活課
上富良野町役場　生活環境課
川南町役場　環境対策課
神埼市役所　市民福祉部　生活環境推進室
北秋田市役所　森吉庁舎　森吉総合窓口センター　
北見市役所　端野総合支所　市民環境課　
小平市ごみ減量推進実行委員会　　
滋賀県湖北環境事務所　
色麻町役場　町民税務課
志木市役所　市民生活部　環境推進課
四條畷市役所　都市整備部　生活環境課
白鷹町役場　総務 政策課
新上五島町役場　有川支所　
大仙市役所　神岡総合支所　市民課
高砂市役所　生活環境部　環境政策課
武雄市役所　まちづくり部　環境課
玉川村役場　住民課
津市役所　環境部 環境政策課
東温市役所　市民福祉部　市民環境課　　
長崎市役所 市民局環境部 環境政策課　
中札内村役場　総務課
那須塩原市役所　生活環境部　環境管理課　
西原村役場　住民課
浜中町役場　町民課
富士市役所　
豊後大野市役所　大野支所　総務市民課
別府市役所　生活環境部　環境課
益子町役場　住民課　環境衛生係
三種町役場　山本総合支所　
みなかみ町役場　生活環境課
南足柄市役所　環境課
八頭町役場　船岡支所　住民課

その他

エコロジーマーケット実行委員会　
河田菓子舗　
一般社団法人環境パートナーシップ会議（ＥＰＣ）　
「湿地の恵み展」ラムサール条約湿地の観光と物産実行委員会
一般社団法人全国燃料協会　
タガーズ　
流山工業団地協同組合　
日本原子力開発機構　人形峠環境技術センター　
一般社団法人日本生花通信配達協会　
日本大学高等学校・中学校　
平成26年度永年勤続表彰者　
社会福祉法人ゆあみ会　
雪ん娘　
リサイクル汽車ポッポ




