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第２章 評価情報を活用したロジックモデル策定及び改定支援 

１．ヒアリング調査の実施

スペースふうを支援するに当たり、まず、スペースふうに対し、調査研究の

趣旨、支援内容、ロジックモデルとプログラム評価についての説明を行い、そ

の上で、団体にヒアリングを行った。 

日程  平成２９年５月１４日（月） 

主な議題 

・ 趣旨説明 

・ ロジックモデルとプログラム評価について 

・ 団体事業ヒアリング 

（１）団体活動の状況について

スペースふうは、リユース食器のレンタル事業を中心とした事業を行ってい

る。リユース食器の貸し出し実績は、平成２３年度には２０万個弱であったが、

平成２７年度には７０万個の貸し出しとなっている。しかし一時期は１００万

個を超えていたが、リーマンショックを期に減少に転じていると言う。貸し出

し減少の理由は、他団体でも同様の事業を始めたことや自治体が無料でリユー

ス食器の貸し出し事業を始めたところが出てきたこと等が挙げられるが、詳細

な実態はよくわかっていない。 

（２）活動の課題について

リユース食器の貸し出しに関して、過去からの論点は、貸出金額（１個 26 円）

の負担を誰がするかという費用負担の問題がある。また、全国にリユース食器

を配送する送料も問題となっている。現在、送料は借り主の負担としているた

め、遠方で借りる場合は、送料がとても高くなってしまう。 

スペースふうでは、全国のリユース食器を扱う団体を束ねて、「ふうネット」

を組織しているが、一番食器を保有している団体は、スペースふうである。会

員団体は洗浄施設を持っている団体、普及活動を行う団体（洗浄施設を持って

いない団体）とあり、現在全部で１５団体となっている。 

リユース食器の普及はスペースふうから全国の団体に提供するかたちでスタ
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ートしたが、現在は同じ規格のものを使っている場合と、地域独自のものを使

っている場合とがある。当初はスペースふうが金型を持ち、食器を作成してい

たが、現在では金型業者も廃業してしまい、新たな食器を作ろうとすると、違

う業者を探さなければならない。 

リユース食器は色々な種類があるが、その耐用回数はだいたい５０回くらい

である。リユース食器は、洗浄を繰り返すと黄色く変色してしまうため、検品

をしている。検品の結果、処分したり、貸出先で紛失してなくなったりで、正

確な耐用回数は把握できていない。 

スペースふうのリユース食器の貸し出しは、環境省や経産省で注目され、他

地域から視察や貸し出し依頼を多くもらっているが、地元の山梨県や富士川町

からは多くない状況にある。富士川町では住民が安価で借りられるよう補助制

度の運用を始め、当初は実績が数件しか実績がなかったが、町長の英断で平成

２４年度から予算が１０倍となり貸し出し件数も９０件程度に増えた。 

また、スペースふうでは、リユース食器をより借りやすくするため、町内の

事業者から一口５０００円で協賛金を集め、利用料に充てている。 

このほか、地元山梨のプロサッカーチーム、ヴァンフォーレ甲府の試合でリ

ユースカップを利用してもらっており、大型ビジョンでその成果も公表してい

る。リユースカップ以外には、地球環境基金助成金を利用して調査研究したエ

コイベントガイドラインを山梨県に提言するなどしているが、現在のところ県

での採用には至っていない。 

（３）ロジックモデルの作成支援について

 ヒアリング結果を受けて、リユース食器の普及に関して、特に貸し出しのコ

ストについて課題を抱えていることが分かったため、それについて自分たちで

改善の糸口を見つける作業として、ロジックモデルの作成支援をするワークシ

ョップを行うこととした。ワークショップには、スペースふうのスタッフがな

るべく多く参加できるよう依頼した。 
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２．ロジックモデルの作成支援１

 日程  平成２９年６月９日（金） 

 主な内容 

１．プログラム評価、ロジックモデルについての講義 

２．ロジックモデル作成ワークショップ 

３．まとめ 

（１）ロジックモデル作成ワークショップ

 ロジックモデルの作成ワークショップを実施した。ワークショップで使用し

た資材は、黒色水性ペン（色ペンでは見えづらいため）、大型の横長付箋（ワー

クショップ専用）、模造紙３枚（ホワイトボードでは、付箋が粘着しないため）

である。最初にワークショップのルールとして次の内容を参加者全員で確認し

た。

・ 議論する前に付箋に意見を書く。 

・ １枚の付箋に一つの意見を書く。 

・ 模造紙に張り出した付箋は「私たちの意見」として議論する。 

・ 誰が書いたかは問わない。 

・ 正しい答えはなく、議論をもとにみんなが納得できる答えを生み出すのが

ワークショップである。 

 つづいて、アイスブレークとして、１３名のスペースふうのスタッフが①名

前（ニックネーム）、②今はまっていること、③スペースふうに参加したきっか

けを黄色の付箋に書いて、模造紙に張り出して自己紹介をした。 

（２）最終アウトカムの共有

ファシリテーターが、参加者に対し、スペースふうがめざす「最終アウトカ

ム」であると思うことを各自１～２個、緑色の付箋に書き出すよう指示し、書

き出された付箋を模造紙に張り出した。

ファシリテーターが、模造紙に張り出した緑色の付箋を一つ一つ確認しなが

ら、大きく３つの種類に分類した。①のグループは大きな社会の目標と考えら
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れるもの、②のグループは、大きな目標を達成するための手段に近い目標と考

えられるもの、③のグループは、スペースふう内部の目標と考えられるものの

３種類である。

① 循環型社会、地球温暖化の防止、ＣＯ2 削減、きれいな環境を残していく

… 

② リユース食器の普及、イベントで使い捨て食器がなくなる、使い捨て容器

の削減

③ 働きやすい職場、最低賃金、コンスタントに仕事が集まるようになる…

図 3 ロジックモデル（最終アウトカム、中間アウトカム）

地球温暖化が止まる 

ＣＯ２削減 

きれいな環境を残していくこと

    ↑ 
循環型社会 

責任を持つ 

脱使い捨て社会

    ↑ 
使い捨て容器の削減 

イベント会場で使い捨てをなくす 

リユース食器の普及 

働きやすい職場 

最低賃金、社会保険 

コンスタントな仕事

ファシリテーターが、挙げられたたくさんの付箋の中から同じような意見の

付箋は重ね、さらに、参加者の意見を聞きながら、最終アウトカムと中間アウ

トカムに分類していった。

その結果、①のグループに分類された付箋は、最上位の最終アウトカムに「地

球温暖化が止まる」、「ＣＯ２削減」、「きれいな環境を残していくこと」、次の段

に「循環型社会」、「持続可能」、「責任を持つ」、「脱使い捨て社会」を配置する

こととなった。

つづいて、②のグループは、最終アウトカムを達成するための中間アウトカ

ムとして、「使い捨て容器の削減」、「イベント会場で使い捨てをなくす」、「リユ

ース食器の普及」を配置することとなった。

最後に、③のグループは、①、②で掲げられたリユース食器普及活動を推進

するための両輪として考えなければならない「働きやすい職場」、「最低賃金」、

「社会保険」、「コンスタントな仕事」といったマネジメントの目標に関する付

箋であったため、これらを中間アウトカムと並列して配置することとなった。

最終アウトカム 

中間アウトカム 
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このような過程を経て、「リユース食器を普及することで、使い捨て期食器が

削減され、脱使い捨て社会につながり、最終的に循環型社会の形成、地球温暖

化の防止につながる」という流れのロジックモデルができあがった。

（３）実施事業の業務棚卸

次に参加者各自が、黄色の付箋に「自分のやっている仕事」を書き出し、フ

ァシリテーターが模造紙の上で次のとおり大きく４つの業務に整理した。

① 政策提言、町の実施計画への反映

② 他団体との協働、ふーネット事務局、広がれエコスタジアムプロジェクト

事務局

③ 各イベントでのエコステーションの運営、ヴァンフォーレ甲府でのエコボ

ランティア、イベントでのリユース食器のシフト決め、受注、食器準備、

出荷チェック、返品時の数量チェック、洗浄、検品

④ 労務、会計チェック、コア会議、理事とスタッフの調整、渉外、活動報告

書作成、ＰＣ関係のフォロー

ここで棚卸した業務がそれぞれ「自分のやっている仕事が何を直接的に目指

しているのか」各自が思うことを水色の付箋に書き出し、それをファシリテー

ターが整理した。

① 政策提言等は、「リユースの制度化、社会の仕組みを変えること」を目指し

ている。

② 他団体との協働等は、「信頼関係、共通の問題を解決し、団体の力を強める

こと」を目指している。

③ 各イベントでのエコステーションの運営等は、「イベントのイメージアップ、

イベントでのごみの削減」を目指している。リユース食器の受注から検品

までの一連の作業は、「お客様の希望に沿う、仕事の効率アップ、ミスを防

ぐ、清潔な食器に仕上げる、安心して食器を使っていただける信用」をめ

ざしている。

④ 労務、会計チェック等マネジメントの面は、「収入が得られる、スペースふ

うと言えば、リユース食器と知ってもらえる、情報の共有、仕事の効率化」

などを目指している。
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図 4 ロジックモデル（直接的に目指していること）

地球温暖化が止まる 

ＣＯ２削減 

きれいな環境を残していくこと

   ↑ 
循環型社会 

責任を持つ 

脱使い捨て社会

↑
使い捨て容器の削減 

イベント会場で使い捨てをなくす 

リユース食器の普及 

働きやすい職場 

最低賃金、社会保険 

コンスタントな仕事

（４）事業を実施する上で感じている課題の共有

最後にピンクの付箋で各自が「課題」を書き出し、ファシリテーターの司会

で議論を行った。スタッフの間で、色々な思いや課題を抱えて仕事をしている

ことが、スタッフの中で共有された。

① 各イベントでのエコステーションの運営等は、イベントコーディネーター、

運営の人員不足、マニュアルの未整備、使いたいと思っていない、リユー

ス単価コストが課題として挙がり、リユース食器の受注から検品までの一

連の作業では、リユース食器の在庫状況、不足への対応、使い勝手の悪さ、

重さ、紛失コストなどの課題が挙がった。

最終アウトカム 

中間アウトカム 

リユースの制

度化 

社会の仕組み

を変える 

ブランド化

信頼関係 

共通の問題

を解決する 

団体の力を

強める

イベントの

イメージア

ップ 

イベントで

のゴミの削

減

お客様の希望に沿う

仕事の効率アップ 

ミスを防ぐ 

清潔な食器に仕上げ

る 

安心して食器を使っ

ていただける信用を

得る

収入が得られる 

スペースふうと言えば、

リユース食器と知って

もらえる 

情報の共有 

仕事の効率化

政策提言 

町の実施計画

への反映

他団体との

協働 

ふーネット

事務局 

広がれエコ

スタジアム

プロジェク

ト事務局

各イベント

でのエコス

テーション

の運営 

ヴァンフォ

ーレ甲府で

のエコボラ

ンティア

イベントでのリユー

ス食器のシフト決

め、受注、食器準備、

出荷チェック、返品

時の数量チェック、

洗浄、検品

労務、会計チェック、コ

ア会議、理事とスタッフ

の調整、 

渉外、活動報告書作成、

ＰＣ関係のフォロー

自分のやっている仕事 

自分の仕事が直接的に何を目指しているか 
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図 5 ロジックモデル（課題の共有）

地球温暖化が止まる 

ＣＯ２削減 

きれいな環境を残していくこと

   ↑ 
循環型社会 

責任を持つ 

脱使い捨て社会

↑
使い捨て容器の削減 

イベント会場で使い捨てをなくす 

リユース食器の普及 

働きやすい職場 

最低賃金、社会保険 

コンスタントな仕事

最終アウトカム 

中間アウトカム 

リユースの制

度化 

社会の仕組み

を変える 

ブランド化

信頼関係 

共通の問題

を解決する 

団体の力を

強める

イベントの

イメージア

ップ 

イベントで

のゴミの削

減

お客様の希望に沿う

仕事の効率アップ 

ミスを防ぐ 

清潔な食器に仕上げ

る 

安心して食器を使っ

ていただける信用を

得る

収入が得られる 

スペースふうと言え

ば、リユース食器と知

ってもらえる 

情報の共有 

仕事の効率化

政策提言 

町の実施計画

への反映

他団体との

協働 

ふーネット

事務局 

広がれエコ

スタジアム

プロジェク

ト事務局

各イベント

でのエコス

テーション

の運営 

ヴァンフォ

ーレ甲府で

のエコボラ

ンティア

イベントでのリユー

ス食器のシフト決

め、受注、食器準備、

出荷チェック、返品

時の数量チェック、

洗浄、検品

労務、会計チェック、

コア会議、理事とスタ

ッフの調整、 

渉外、活動報告書作

成、ＰＣ関係のフォロ

ー

イベントコー

ディネーター

の人員不足 

カップ以外の

利用 

体力がもたな

い 

レンタルコストの

壁 

輸送コスト

コストを誰が負担

するか 

運営面の煩雑さ

リユース食器の在庫

状況（足りなくても

購入できない）

お客様のニーズにあ

った食器不足

使い勝手が悪い

紛失時のコスト

暑い、寒い

繁忙閑散期の差が激

しい

人手不足で休みづら

い

各自の分析力不足

リユース食器が浸透

していない

個々の事情を考慮し

た職場体制

一緒に考えて行動す

る力

環境 NPO としての知

識不足

自分の仕事が直接的に何を目指しているか 

自分のやっている仕事 

課題 
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② 労務、会計チェック等マネジメントの面では、各自の分析力の弱さ、繁忙

期（夏）閑散期（冬）の差が激しい、人手不足で休みづらい、リユース食

器が浸透していない、個々の事情を考慮した職場体制、一緒に考えて行動

する力、環境ＮＰＯとしての知識不足などの課題が挙がった。

（５）スタッフの感想

 第１回目のワークショップを終えて、スペースふうのスタッフから次のよう

な感想が寄せられた。 

・ 自分の思っていることを事由に表現できて良かった。次の研修で先生方が

どんな話をしてくれるのか楽しみだ。 

・ 若い人のように発想やアイディが浮かばなくて自分が少し情けなくなった。

でも勉強になった。 

・ いつも課題にぶつかるとそこから先にはなかなか進めないことが多かった

が、今回の研修で課題解決の糸口が見えてくるような気がしてきた。 

・ 日常でモヤモヤすることや揺らいでいる理由が見えてきた。ジグソーパズ

ルのように欠けている部分が全体像を通してわかり、かつ他のメンバーの

気にしていることや違いが分かり面白かった。 

・ この研修でスペースふうの問題点が改善し、スタッフが今以上に働きやす

くなることを願う。スペースふうがこれから何十年も維持できるようにみ

んなで力を合わせていきたい。 

・ 初めてのことで緊張から始まり、理事３人も含めての機会がなかなかない

ので新鮮だった。時間がたつにつれ自分の思っていることが書け、場慣れ

してきてとても楽しい時間だった。どんどん吸い込まれていく自分が愉快

だった。 

・ 課題が山積し頭を抱え、マイナス思考になりかけていたときにこの研修が

あった。 

・ ロジックモデルが完成すれば、これはスペースふうの財産になると思い、

感じました。 

・ 前半、横文字ばかりでほとんどわからなかったが、話を聞くうちになんと

なく分かった気がする。会議はいつも眠くなるが最後まで大丈夫だった。 

・ 研修というと堅苦しいイメージだったが、先生方の明るさに利サックスし

て研修を受けることができ、わかりやすかった。 

・ 最初の先生のお話を聞いて、理解できているか不安だったが、ワークショ
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ップが始まるとその不安も消え、安心し楽しく参加できた。これを機に職

場がより良くなっていけたらと思う。 

・ みんながワイワイ意見を出しているうちに、なんだかロジックモデルの形

になっていくのが不思議な経験だった。 

・ スペースふうの最終アウトカムを全員で考えていくことは楽しい作業でも

あり、苦しい作業でもあった。 

（６）本節のまとめ

 第１回目のワークショップでは、スペースふうが目指すアウトカムと抱える

課題とのギャップを埋めるためのロジックモデルづくりを行った。

 ＮＰＯのコンサルティングは、ベンチャー企業のコンサルティングと似てい

る点がある。「これをやりたい」「あれをやりたい」という意識が強い点である。

ベンチャー企業でもＮＰＯと同様に社会課題を解決したいという問題意識を持

つ企業も多く、ベンチャー企業は、こうした社会課題を新しいニーズとしてビ

ジネスチャンスととらえている。

今回のワークショップで行ったように、大きな目標を掲げ、それを具体的な

中間アウトカムのレベルに落とし、「自分たちに何ができるのか」を考えてみる

作業をしてみると、壮大な目標との間にギャップができていることが判明する。

 また、今回出てきた課題を分析してみると、中小の組織で良く出てくる課題

と同じ課題が出て来たことが分かる。すなわち、「資源が足りない」、「時間がな

い」、「人材のレベルアップできない」という課題である。こうした課題に対し

て、ビジネスの世界では、色々な解決方法がこれまで提案されてきている。

「あれもこれもやる」と言っても、ＮＰＯでは、経営資源が限られるため、

できることは限られる。限られた経営資源の中で、いかにして自分たちが社会

課題に対して最大限貢献できるか、その順番を考えていくことが大事である。

ベンチャー企業では、自分たちでやり切れない場合は、複数の事業体が連携し

て、人やビジネスチャンスを融通しあう事例もある。ＮＰＯでも同様の解決方

法が考えられる。

今回のワークショップにおいて、自分たちの課題を整理するワークになって

から、スタッフの中から普段思っていることがたくさん出てきたことが印象的

である。スペースふうでは、普段、理事とスタッフが一同に介して会議をした

り、意見交換したりする機会は少ないと言う。理事やスタッフから同じ意見が

でていることも分かり、団体内で課題を共有するのに今回のワークショップは

とても良い機会だったのではないか。
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 ワークショップで、これだけの課題が出てくるということは、スタッフが課

題を知っているということの証である。逆に言うと、それだけの課題が出てく

るということは、たくさんの改善のチャンスがあると捉えるべきである。

今回作成したロジックモデルのツリー構造を俯瞰したときに、「脱使い捨て社

会」という明快な最終アウトカムが導き出された。また、図に示すことで、社

会課題の解決につながるということだけでなく、スペースふうがの業績が上昇

することで、待遇の改善にもつながるという理解も促進した。

中間アウトカムとして掲げられた３つのグループは次のように換言できる。

１つ目は、リユースサービス業界全体を大きくしていくこと。リユース食器

のマーケットを大きくしていくことで供給側が安くていいものが提供できると、

リユース食器は普及できる。

２つ目は、スペースふうがリユース食器のマーケットリーダーになること。

ブランドとして知られるというよりは、質が高いサービスを提供するというこ

とである。

３つ目は、スペースふうが、リユース食器普及をサポートする仕組み、働き

かけをしていくということである。

ロジックモデルとして図に示すことで、こうしたきれいな戦略の３本柱がで

きあがった。そして、スペースふうが、今後集中的に取り組むべきことが明確

となった。
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３．ロジックモデルの作成支援２

 日程  平成２９年６月２３日（金） 

 主な内容 

１．ロジックモデルの提示 

２．課題解決策を考えるワークショップ 

３．アクションプランの作成 

（１）ロジックモデルの提示 

前回のワークショップで作成したロジックモデルを我々で整理したものを、

参加者に提示した。 

提示したロジックモデルは、最終アウトカム（上位目的）を「脱使い捨て社

会」、作戦目的（中間アウトカム）を「リユース食器が普及する」「使い捨て容

器が減る」とした。前回出された活動を塊として整理し、直接目的として４つ

に整理した。 

図 6 提示したロジックモデル
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① リユース普及を支える制度・仕組みが整う 

② リユースサービス業界が成長する 

③ スペースふうが最高ブランドと評価されるようになる 

④ スペースふうの業績が向上する/労働環境・条件の良い職場になる 

（２）課題解決策を考えるワークショップ 

参加者が３つのグループに分かれ、提示したロジックモデルを元に課題の解

決策を議論した。この議論の中から、追加で出された課題は次のとおりである。 

① 追加された課題

・ 政策提言ができる人が不足している。戦術が不足している。 

・ イベント主催者側と利用者（売店）側の温度差がある。廃棄された食器が

どう再利用されているかわからない。 

・ 最高クラスのリユース食器を作るとコストがかかる。 

・ 運営委員会で決まったことがスタッフに降りてこないことがある。勤務時

間の融通が利かない。それぞれのセクションで融通が利かない。効率がい

いかわからない。キャッシュインが少ない（ファンドレイジング）。会社と

違い有償ボランティアがどう取り組むのか戦略が必要。 

② 課題の解決策

つづいて、同じく３つのグループに分かれ、出された課題に対する解決策の

アイディアを出し合い、ファシリテーターが、４つの直接目的のもとに整理し

た。 

ア． 「リユース普及を支える制度・仕組みが整う」ための課題解決策 

・ 廃棄物関係の他団体と連携してアピールする。 

・ 企画力、営業力人材確保（すべてにわたる）。 

・ 子供向け啓発（次世代につなげる環境教育プログラム）を行う。 

・ 環境にはお金がかかるという社会的風潮づくりをする。 

イ． 「リユースサービス業界が成長する」ための課題解決策 

・ 広報ＰＲの分析ができる人を確保する。 

・ ごみ処理税金がもっと高いとわかってもらう。 

・ スポンサー、理解企業を増やす。企業、イベントとのつながりを増やす。 

・ 世代交代に向けての人材の土台づくり。普及活動ができる人を増やす。 
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・ 人脈を広げる、情報収集能力をアップする。 

ウ． 「スペースふうが最高ブランドと評価されるようになる」ための課題解

決策 

・ 受益者も負担するしくみ、コスト負担の実証実験をする。 

・ イベント主催者の事情を共有しながら交渉していく力をつける。 

・ エアコンの設置。 

・ 費用対効果の決断力。 

・ 新しい受注システム、タブレットの導入で事務所に行かなくても事務処

理できるようにする。 

図 7 ロジックモデル（課題の解決策）
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エ． 「スペースふうの業績が向上する/労働環境・条件の良い職場になる」

ための課題解決策 

・ もっと一人一人が公の場で発言してアイディアをかたちにする。 

・ セクションが違う担当と交流する。 

・ 情報の違いによる解釈の違いを認める。 

・ 日常の中で気づいたことを伝えることができる勇気を持つ。 

・ 黒字にしてみんなで旅行に行く。 

・ 一人一人が目標を設定し達成したらご褒美をあげる。 

（３）アクションプランの作成 

ここで、優先的に取り組んでみたいものをグループごとに３つまで選んで、

その中から具体的に取り組むアクションを検討した。３グループが取り組んで

みたいと選んだ課題と優先順位、検討された具体的なアクションの内容は次の

とおりである（括弧内グループ番号の隣の数字は、そのグループで選んだ優先

順位を指す）。 

① 世代交代に向けて（グループ１③） 

・ 何をもって世代交代になるのか明確にし、そして 20-30 歳台を確保する。 

・ 理事たちが思っている思いを引き継げる人がいい。若い人でイベントコー

ディネーターとかできる人がいればいい。 

② スポンサー支援獲得に向けて（グループ３②） 

・ プロジェクトチームをつくり、企業イメージアップの仕組み（リユースカ

ップに広告）をつくりアピールする。そして、広告費を企業に負担をして

もらい、利用者の負担が減らす、といったパッケージの提案をつくる。 

③ 営業力人材の確保に向けて（グループ１①、グループ２①） 

・ 興味のある職種を出してもらうと、やりたくない職種が一番弱いことがわ

かる。弱い部分を補うためのアクションを考える。 

・ プロボノやインターンを紹介してもらい、弱いところ（ホームページ改善

など）を支援してもらう。 

④ 受益者負担の仕組みづくりに向けて（グループ３①、グループ２②） 

・ プロジェクトチームをつくり、仕組みを考え、協力イベントを探して、モ

デルづくりをし、検証していく。アンケートをして、イベントに合わせた
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受益者負担のパターンを作成し、提案書をつくる。 

・ 協力イベントを探すのとアンケートをするのは一回でできるかもしれない。

魅力的なお祭りならインセンティブがあるかも。環境イベントではマイ食

器を持ってきているイベントもある。 

⑤ エアコン設置に向けて（グループ３③） 

・ 似た環境を調査し、電気業者にお願いし調査、設置する。 

・ 企業のＣＳＲで物の支援をしてもらえないか。廃校で不要となったエアコ

ンをもらえないか。 

図 8 アクションプラン
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⑥ メンバーの意見交換に向けて（グループ１②） 

・ 事業部内で意見交換会をする。出来高量データを使い、自分たちの仕事の

指標にしてほめたり反省したりする。 

・ 指標も負担なく復活できるしくみができれば今すぐできる提案だと思う。 

⑦ みんなで旅行に向けて（グループ２③） 

・ 実行委員会をつくり、旅行くらいしよう。 

・ 仕事以外のモチベーションを上げる、コミュニケーションを高める遊び心

があっていい。 

最後に、挙げられたアクションプランについて、担当割り振りではないとい

う条件で、一人３つまで、秋までに取り組みたいものへの投票を行った。 

投票結果は、エアコン設置が１位、２位は受益者負担、メンバーの交流会、

旅行の順となった。アクションプランで挙げられたテーマの中では、比較的難

しいテーマである受益者負担についてメンバーの関心が高いことが確認された。

それ以外は取り組みやすい、イメージしやすいものが選ばれた。 

（４）スタッフの感想 

 第２回目のワークショップを終えて、スペースふうのスタッフから次のよう

な感想が寄せられた。 

・ これからも変わらず自分のできることをしていこうと思った。 

・ 優先課題が見えてきたのは良かったと思う。ただその課題をどう解決して

いくのか、そのハードルをどう超えていくのか、ここが頑張りどころなの

かなと思った。 

・ 課題がたくさん出て、その後、誰が更に具体的に進めていくか、考えるこ

とがまだまだあるが、無理のないようにと思う。 

・ スペースふうにとっての課題解決へのテーマが参加者全員で共有できたの

が一番の収穫だと思った。 

・ ふうの課題と自分の課題に向き合っていくエネルギーをみんなで生み出し

ていきたい。 

・ 解決策は見えてきたけど、これから何をしていけばいいのか。まずできる

ところから取り組んで行こうと思った。 

・ ふうの課題が見えてきて、ふうの進化の第一歩だと思った。 
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・ スタートからゴールまで全員で課題解決まで考えるとても大きなチャンス

だ。このビッグチャンスにみんなで向かい進んでいくことでスペースふう

が大きく変化するか。 

・ アイディがから行動につなげて形にしたい。ハードルと思うか追い風と思

うかは自分次第。せっかく気持ちやアイディアが表に出てきたのだから、

チャンスだ。できることからやっていきたい。 

・ ロジックモデルでスペースふうの改善点を直してくれるのかと他人任せに

考えていた。当たり前だが、自分たちの職場だから自分たちで良くしてい

くのかと思った。 

・ 色々な課題が出て勉強になった。足下の課題を改善し、この先の課題に皆

で協力して具体的に進んでいけたら良いと思った。 

（５）本節のまとめ 

スペースふうでは、全体で課題を話し合う機会が少ないことがこれまでのワ

ークショップで判明していた。今回のワークショップでは、スペースふうが何

を目指しているか全体像を参加者が把握することにより、その意思統一をする

こと、また話し合いを通じて課題を全体で共有することにより、優先的に取り

組むべき課題は何か、そして具体的に起こすべきアクションは何かを議論の中

から導き出していくことを目指した。 

ロジックモデルを作成し、作戦が見えるだけでも、全体がわかる、思い出す

効果がある。単に共有しただけでは、より良くしたいという気持ちにはならず、

どの手段をより良くしていったら良いか、組織内で共有していた方が、その後

取り組みやすくなるものである。 

また、優先的に取り組むことを投票で選ぶことで、スタッフがどういうもの

に価値を見出し、重要と考えているのか、各々の気持ちを知り合うことができ

る効果がある。実際に活動に取り組むのはスタッフであり、皆が大切だと思っ

ていることでないと、いざ取り組み始めても、うまくいかないものである。こ

の過程は、作戦共有という組織コミュニケーションの過程と言える。 

 このワークショップを通じて、優先的に取り組むべきことが組織内で共有さ

れた。この経過を経て、データを使いながら、ＰＤＣＡのマネジメントを行う

仕組みを団体として持つベースができあがったと言える。 
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４．活動実施評価及びロジックモデルの改定支援

 日程  平成２９年７月２４日（月） 

 主な内容 

１．進捗状況の報告 

２．アクションプランの分析 

３．モデルプランのワークショップ 

この回では、課題として出た世代交代を促進する意図から、スペースふうか

ら今後中核となるスタッフ４名に東京の明治大学に来てもらい、普段と違った

環境で自由な議論を行ってもらうワークショップを行うこととした。なお、こ

のワークショップには地球環境基金のスタッフも参画してもらった。 

（１）活動実施の自己評価 

まず初めに活動実施状況を確認するため、スペースふうから、前回のワーク

ショップで決めたアクションプランについて今回の研修を前に13名のスタッフ

で進捗状況について自己評価した結果の報告があった。 

 自己評価した内容は、①前回のワークショップの後に、ふうとしてどのよう

な課題に取り組むことにしたのか（まだ決めていないとしたら、どのような議

論が組織内でなされたか）、②課題に取り組む方法などを検討したとしたらその

内容についての２点で、次のとおり報告があった。 

① 現在の状態 

（ア）ふうの状態 

・ 以前よりも若い人たちが楽しくやっている印象。 

・ 身近な課題から進んでいる気がする。 

・ どうやって検討すればいいのか組織内で分かったことでも一歩前進。 

（イ）個人 

・ 自分がどこに興味があって手を挙げたのか覚えていない。 

・ ７月２４日の研修結果をみて考えようと思った。 

・ ７月２４日の研修結果を待つため、特に理事の中では話し合いをしていな

い。 
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・ 知識がないことが多くて難しい。 

・ みんなに頼むことができて、その分自分は自分の役割をできるようになっ

た（外部とのやりとりとか。これも循環型）。 

・ 誰が何をやるのか今この忙しさでは難しいのでは？ 

・ ７月２４日の話を待ってからと理事は言うけど、何？と思った（求められ

ていることは何？）。 

② 成果 

（ア）取りかかった課題 

・ 意見交換について事業部ミーティングをしたことにより、事業部内で課題

が出て改善している（衛生面対応とか）。 

・ 意見交換について現場で指数表を出すことによって毎日の報告が進んでい

る。 

・ 企業との連携について、応援支援してくれる企業との連携⇒企業ではない

けれど、行政と専用シールの専用カップの相談を受けて検討している（し

くみづくりができたらいい）。 

・ エアコン設置について、インターネットで調べた（いい情報がなかった） 

・ プロボノ活用について知り合いに相談した。 

（イ）新しいアイディア 

・ ７月 24 日の研修結果を待たなくても個人的に思ったことをボードに書き

出すようにしていくのはどうか？ 

・ ツイッターの影響は大きいので、適任の人がすればもっと広がるのでは？ 

・ 今、自分にできることはエアコンのことかな、涼しくなる工夫とか、ネッ

トで調べて相談したい。 

・ RUN ミーティング（運営ミーティング）の見直しをしたい。 

・ 気軽に気楽に声を出せるように、このミーティングの後に書き込めるよう

ホワイトボードを作るので声をだしてほしい。 

（ウ）仲間関係 

・ 声をだせる環境が必要。どうすればいい？ 

・ 全員が一つのことに同じ意見でもないはずなので、それはそれで違いがあ

って当然。 

・ 日常会話の中でつなげていけるかも。 

・ きづな、思いやり大事 
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・ ふうを良くしていく全体の像があれば色々できていくのでは。 

・ 研修で意外性と興味の対象がわかって驚いた。 

③ 課題に取り組む前段階 

（ア）課題に対して 

・ イベントに入場料金制にするのは？売店側・イベント側にもふうにも普及

にもつながるので、もっとリユース食器を使ってもらえるのでは。 

・ レンタル普及拡大・外部に対して（内部でのコトは動きやすいんだろうけ

ど）どこかでやらないといけないので、どうすればできるのかをここでは

なく７月２４日以降に話したい。 

・ 理屈ではできない、時にははじけたら。 

・ 話題の内容によって話しやすさもある（しやすいテーマ vs しにくいテーマ

とか） 

・ 理想でもあるけど、やるのは難しい。 

・ バランス大事 

（イ）進め方の模索 

・ 切り口がわからない 

・ 人材づくりをするのに何をすれば見つけられるのか、決めてから進めたほ

うがよいのでは。 

・ 平成２９年６月２３日の研修後、いろいろ出てきてたくさんの興味が今ま

でにもあったけれど、実際期日を決めて誰がどのようにするのかを決めて

やっていくほうがいいのではないか、でないと今後進まない気がする。 

・ すぐに取り掛かるのは難しいかも。課題が出てもこのまま終わってしまう

かも。 

・ 全部しようとしているか、どれかにしぼるか？ 

・ あくまでもふうのメンバーが主導権を握ってアクションを起こしたいとき

にやる（先生方は伴走者であり指導者ではない） 

・ 理事としてできることはやります。 

・ チームを決めて進める？関心のある人が進める？どんな方法がある？ 

・ 期日やメンバーとか決まっていたほうが動きやすい→枠をつくったほうが

やりやすい？ 

・ 決めてやらないと１年たっても進まないのでは。 

・ 興味のあるものから楽しんでやったらどうか。 

・ チームでやることと、個人でもできることがある。 
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上記のように、「取り組んでいること、課題に取り組む前段階でとどまってい

るものもあり、進め方について模索している。進め方さえできていれば、進む

のかなと思っている状況。」との報告があった。 

表 1 アクションプランの進捗状況

 アクションプラン 進捗状況 

１ 人材の確保 特にしていない 

２ 応援してくれる企業との連携 専用シールについて議論した 

３ 適材適所の確認（職種の整理・不足する職種

の把握等） 

事業部ミーティングで意見交換をした 

４ プロボノの活用 外部に相談をした 

５ リユース食器の受益者負担 特にしていない 

６ エアコン設置 個人的に調べた 

７ 意見交換会・情報の共有 事業部ミーティングをして出てきた課題を解

決している 

８ 親睦旅行 特にしていない 

（２）アクションプランの分析 

過去２回のワークショップ及び今回の進捗状況の報告を通じて、スペースふ

うにおいては、役員とスタッフの間で課題として考えていることに違いがある

ことが判明している。また、アクションプランの作成の際も、いざ誰がやるか

という点において進まない面があることも分かっている。 

ただし、共通している点も多い。アクションプランを分析評価してみると、

相互の関連性が強い点が認められた。すなわち２、５は「企業がどれだけ社会

的貢献をしてくれるか、負担をしてもらえるか」という同じ側面であり、「ふう

のやっているリユースという活動に企業側が何をしてくれるか」という問題で

ある。特に５はコストにかなり関連する、誰がどれだけ負担するか、負担すべ

きか、負担してもらえるか、という問題である。 

また、１、３、４は必要な人的資源のことを指しており、３はチームメンバ

ーの話である。１はそれに加え違う新しいメンバーがほしいということ、４は

専門性を持った外部の資源が欲しいということを指していると思われた。 

 つまり、スペースふうの現在の課題に対するアクションとして皆の関心が高
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い重要な事柄は、「リユース食器のコスト負担」と「人的資源の確保」の大きく

２つの問題と言える。 

 前述のアクションプランの進捗状況の報告を見ても、取組が進んでいないも

のとして、１の人材の確保、５の受益者負担が挙がっており、スペースふうの

アクションを前進させるためには、この２つの問題の解決を集中的に支援して

いくことが重要と思われた。 

 このため、ワークショップのテーマは、前回のワークショップでも議論とな

った、費用負担の問題とし、実施する内容は、アクションプランの促進を図る

ため、モデルプランの作成とした。 

（３）モデルプランのワークショップ 

課題である２つの問題、即ち「リユース食器のコスト負担」と「人的資源の

確保」の解決を促進すべくモデルプランを用いたワークショップを行った。 

モデルプランとしては、適切な費用負担がなされるリユース食器を使ったイ

ベントのモデルづくりをテーマとした。モデルを作っていくと、どういう人材

がどれだけ不足しているのか、内部でどうやれば適材適所でできるのかという

ことが判明し、人的資源に関する課題解決のヒントとなる可能性がある。 

スペースふうの事業上の最大の課題はリユース食器のコストである。いくら

環境意識の強い主催者であっても、費用の安い紙コップには勝てない状況であ

る。負担をシェアできるモデルイベントの実施により、みんなが負担を分担す

る意識を持つことにつながっていくものと思われる。また、それがうまくいけ

ば、一つの成功例として、他の地域が関心を持つようになることが期待できる。 

図 9 モデルプランの作成
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これらを踏まえて、このワークショップでは、「多様な人がコストをシェアし

てリユースの活用に貢献していくモデルイベントが実現する」という中間アウ

トカムを掲げることとした。 

 最初にコストを分担して負担することができるやり方についてスペースふう

４名と地球環境基金４名でアイディアを付箋に書き出した。出されたアイディ

アは次のように、ファシリテーターにより分類された。 

○コスト負担のアイディア 

A リユース食器を使う場 

・季節天候に左右されない事業（学内イベントなど） 

・行政のエコイベント 

・企業の工場のお祭り 

・県庁でのイベント、テレビ局のイベント 

・地元飲食店でのテイクアウト導入 

・学園祭 

・国際大会、県大会で応用できるモデル 

・企業主催のイベント、試食会など 

・映画館の CM 

・富士川の道の駅 

・ゴミ処理場、環境学習施設 

・自然の家 

・フードコート 

B 協力企業の協力内容とリターン（見返り） 

・輸送コストの負担（鉄道、宅配便） 

・個人の運送屋と契約（シールを貼って） 

・バスより宅配がよさそう 

・生協、宅配給食で輸送、リユース食器の利用 

・保険を代わりに払ってくれるサポーター 

・全国展開している山梨の企業との連携（配送センターからリユース食器を輸

送） 

・個別にエリア限定で輸送してくれる 

・電気代を負担してくれる企業（ソーラーパネルなど） 

・ビニール袋の負担 

・通信料を負担してくれる 

・洗剤メーカーに一部負担してもらう 
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・まずは県内新聞に無料で取り上げてもらう 

・飛行機、電車などに無料でポスターを貼ってもらう 

C 行政 

・リユース食器レンタルを行政が半分（一部）負担 

D イベント実施 

・インターン、ボランティア 

・祭でリユース食器が利用しやすい手軽さを教えられるコーディネーター 

・イベント企画会社の人たちと一緒にうおいて一緒にイベントを築く 

E 交渉 

・パワポ１０枚以内 

・交渉に行くときに一緒に行ってサポートしてくれるプロ 

・ｓをキーワードに 

・行政のエコイベント、営業がかなり必要 

・他との差別化明確に 

・マナー講座とか開催してくれる講師 

F 普及（プロボノの活用） 

・ふうの CM 動画をわかりやすく紹介してくれる 

・データならクラウドで共有 

・使った人の声（アンケート結果など） 

・利用者に動画配信してもらう 

・公式アプリをつくる 

G 小学生／小学校ターゲット 

・小学４年環境学習スタート 

・夏休みの宿題、自由研究 

H データ 

・データのシステム化をもっと簡単にしてくれる何か 

・ネットから簡単に注文できるといいな 

I ふうの拠点 

・廃校施設 

・学校給食場設備を借りる 

出されたアイディアを元に全員で意見交換をした。意見交換の中で、冬場の

仕事がないということから、季節天候に左右されず、継続的な収入が得られる

事業を得た方がいいという意見が出た。これをきっかけに石和温泉施設におい

て無料で出される水、お湯のコップをリユースカップとするといったものなら

ば、可能でないかというアイディアが出された。 
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図 10 モデルプラン実施に向けたアプローチ先

 このアイディアを活かし、温泉施設で出されるお湯、水をターゲットとした

事業をする場合に考えられるアプローチについて、更に議論を深めた。 

そして、今回モデルイベントとして出された内容について、スペースふうに

持ち帰って、できそうなことから調べて見ることとした。 

（４）本節のまとめ 

 現地に訪問したワークショップを２回実施し、その進捗状況について確認す

るため、中核となるスタッフ数名に東京に来てもらい研修を行った。 

 ２回の訪問ワークショップを経て、役員とスタッフの間にやや認識の違いが

見られ、今回の支援において必要とされる、自走に向けた課題を解決する求心

力が必要と考えられた。このため、課題解決のため中心的な役割を担うであろ

うスタッフに東京に来ていただき、役員に気兼ねなく自由な議論を期待した。

また、地球環境基金のスタッフに議論に参加してもらうことにより、違う視点

からの前向きな意見や助言を聞いてもらい、スタッフの意識向上を図ろうとし

た。 

 スペースふうとしては、これまで役員以外のスタッフを出張に出したことが

ほとんどなく、今回参加した４名のうち３名が初めての出張ということで、団

体として大きな一歩を進めたということのようである。 

 取り上げたテーマについては、スペースふうが最も重要と考えている課題で

あり、かつ取り組めていない２つの課題を取り上げた。すなわちリユース食器

のコスト負担の問題と、人的資源の確保の問題である。 

 議論したモデルプランは、スペースふうの課題である安定的な収入を得るた
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めのアイディアであり、かつ費用負担の問題と人的資源の問題を同時に解決し

ようとするものであった。安定的な収入源は、初回のワークショップでもスタ

ッフから課題として挙げられた労働環境の改善に大きく寄与することが期待さ

れるものである。 

 一方で、今回の研修ではアイディアを形にするには、誰かが動き出さなけれ

ばならないが、誰にどのようにアプローチをしていいか、その伝手がないとい

った課題も出てきた。 

 今回の支援は、あくまで自走支援ということで、解決に向けた答えは、団体

内部から出ること、団体が自らの意思で取り組み始めることを目指したもので

ある。このため、我々支援者側から解決策や具体的な人物の紹介といったこと

は控えることとした。 
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５．フォローアップ

 日程  平成２９年９月１日（金） 

 主な内容 

１．これまでの振り返り 

２．モデルプランに関する意見交換 

（１）これまでの振り返り 

まず初めに、スペースふうのスタッフから各自の振り返りとやっていきたい

ことについて報告があった。

・ 仕事において判断力のアップをしていきたい。

・ イベントコーディネーターとしてのスキルアップをしていきたい。

・ ヴァンフォーレ甲府の試合でのお金のやりとりのミスを減らしたい。

・ 少しずつできることを増やしていきたい。

・ 苦しいことでも学びのチャンスと気持ちを切り替えたい。

・ 全体像の理解を意識してやっていきたい。

・ リユース食器の利用を増やしていきたい。

・ 様々な団体と連携して国を動かす。

・ 判断力をアップしたい。

・ 車を乗りこなせるようになり、貢献したい。

・ データ分析力アップを図り、データを有効活用していきたい。

・ 誰が休んでも大丈夫なように仕事をできるようになりたい。

・ ロジックモデルを、学び団体内のモラルが向上した。

・ 検品をしっかりやって最高のブランドにしたい。

・ 会議の進め方が上手になりたい。

・ Ｅｘｃｅｌを使いこなせるようになることで、他の人に別の仕事をしても

らえるようにしたい。

・ 経理マスターになり、理事との会議もこなしたい。

・ 受注、発送の最新情報を認識し情報共有化したい。

・ できることを楽しみながらやりたい。

・ ふう以外の情報収集に取り組みたい。

（２）モデルプランに関する意見交換 
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 つづいて、東京研修において発案したモデルプラン、「温泉施設におけるお湯、

水を飲むためのリユースカップの使用」について報告し、参加者で意見交換を

行った。

① モデルプランの説明 

第２回のワークショップを経て、ロジックモデルの形ができて、それを実行

するためのアクションプランができた。前回、主要なメンバーに東京に来ても

らいワークショップを行った。モデルイベントをつくるというワークショップ

を行い、コストをシェアすることできるようなイベントを１つだけでもいいか

ら、実現したら、それがモデルになる。

ワークショップで、いろんなアイディアを考えたら、温泉旅館組合に協力し

てもらい、お湯や水を飲むコップをリユースできないかというアイディアが出

た。

次に協力してもらいたい利害関係者のメリットを考えた。行政から見ると、

旅館街は環境にやさしい温泉街だということが宣伝できる。旅館組合は送迎バ

スで食器を運んでもらえれば、ふうのメリットになる。企業はリユースカップ

にシールを貼ることでコストを負担してもらえれば、企業の宣伝にもなる。

この研修プロジェクトのゴールは、来年の今日くらいまでの一つくらいこう

いうリユースカップのコスト負担するイベントを一つくらい実現するというこ

とが最も見えやすいゴールだと思う。スペースふうのみなさんにワンステップ

を踏み出してもらうことができれば、次のマーケットも開けてくると思う。

この１年くらいで、どこかの企業が宣伝シールを貼る費用を寄附してくれる

ようになるとか、あるいはどこかのイベントで費用をシェアするようにできる

ようになるでも良い。

水を飲むときに「リユースカップを使っています」という明快なメッセージ

がある。例えばそこに１０円入れてもらうなど、コストをシェアできる仕組み

ができたらと思う。

モデルプランにおいて、温泉施設で利用するコップにした理由は、季節や天

候に左右されず、食器の紛失を防げるなどのメリットがあるからである。また、

全国から来るような温泉が山梨にはあるので、環境意識の高い旅館に行こうか

と考える人というマーケットがあると思う。また、屋内施設である温泉なら、

屋外イベントと違い紛失も減らせ、コストが削減できる。

② 道の駅での利用アイディア 

スペースふう側から検討している道の駅での利用のアイディアについて報告

があった。



40 

安定収入について理事たちでモデルをつくりたいと話をしているのは、地元

富士川町の町の玄関口にある道の駅での利用である。リユースカップを運ぶに

してもすぐそばなので、毎日でもいけるということで、シールを貼ってもらい

富士川町をアピールできたらいいなという話をしている。一つのモデルとなり、

広がっていけば良いと思う。

道の駅には、町外からお客さんが入ってきており、そこのレストランの社長

にリユースカップの利用について話をした。

その結果、課題がたくさん見えてきた。一つはコストの話である。現在利用

されている紙コップは、高く見積もって、３円５０銭である。片付けるコスト

はリユースカップでも変わらないが、洗浄、検品を行うコストはどう考えても

１０円を切ることはできない。その差は６円５０銭を負担ということになり、

道の駅としては、年間６０万円の負担となる。この年間６０万円払って得られ

るメリットとは何かということになる。

二つ目の課題はコップの大きさである。リユースカップの大きさが２８０Ｃ

Ｃという規格で、道の駅の給水器で利用する場合、それだと大きすぎ、一定量

給水されるため、コップには少ししか水が入らないことになる。反対にお水を

入れられすぎてしまうと、今度は道の駅の負担が増えてしまう。

 また、小さいコップを揃えるとなると、スペースふうで新たに買わなければ

ならない。そのコップが温泉にも、ワインの試飲にも使えるなど、使える市場

がどれくらいあるかの調査もしなければならないということが分かった。例え

ば道の駅に試行期間を設けて３週間無料で使ってもらえれば、データも取れる

ことになる。

③ 道の駅での利用アイディアへのコメント 

我々から、道の駅のアイディアについてコメントした。

富士川町の道の駅ではリユースコップを使っているという理由でこの道の駅

を選び、訪れるお客さんは少ないと思う。道の駅にとって宣伝メリットがなく、

それを理由に道の駅に寄る人はいないだろう。それが商店街や温泉街となると、

どこの温泉でも同じなら、せっかくなら環境の良いところに行こうという差別

化になるところが大きく違う。

 本当に主催者側が自分たちの客のためになる、自分たちのビジネスになると

思わないとやらないと思う。他と差別化したい戦略の一つとしてやるものがあ

れば、他でも使えることになる。

④ ユネスコ・エコパークでの利用アイディア 

意見交換の中で、スタッフから新たなアイディアが提示された。



41 

富士川町の隣の南アルプス市では、南アルプスがユネスコ・エコパーク（生

物圏保存地域）に登録された。登山シーズンは山好きな人がものすごく来る。

南アルプス市には芦安温泉がある。エコパークに付加価値として環境が乗っか

ると温泉街がイメージアップになると思う。

南アルプス市には、さくらんぼ農園があるので、種入用に使ってもらうのも

良い。種を畑に捨てると虫が寄ってくるので、種入用にコップを使っている。

麦茶用のコップでの利用もあり得る。農園の入場料にコップ代を１０円プラス

して、負担してもらうやり方もある。

（３）本節のまとめ 

コスト負担のポイントは、費用負担する側にメリットがあるかどうかだ。イ

ベントならイベント主催者にメリットがあるかどうかである。

イベント主催者の意識が向上したとしても、イベントの客が減っては意味が

なく、客が支持しなければならない。ビジネスなので、何らかのメリットがな

いとそのコストを払わない。このため、いくら意識が大事といっても、ビジネ

スベースでやっていくには、コストが問題となる。コストを負担するのはなぜ

なのかということに応えていくことが重要である。

 例えば、富士登山の協力金は、はじめ税金でとろうとしたが、税収よりも徴

税コストの方がかかりすぎることが分かった。このため、任意の協力金となっ

た。あれほどの集客力のある魅力のある富士山だからこそお金を払う人は多い。

同様によほど集客力があるイベントで、それだけ払ってもかまわないと思える

イベントだったら、可能性はある。

 ヴァンフォーレ甲府の試合で利用するリユースカップも、サッカーファンは

ヴァンフォーレがリユースカップを使っているから試合に行くということでは

ない。ヴァンフォーレのファンだからスタジアムに来ているのである。理由と

しては富士山と同じで、富士山に行くことや試合を見ることが目的であり、そ

こに行くならそれくらい払ってもいいという考えだ。

今回スペースふうが安定収入を得られる収入源をもう一つ増やそうという時

に、できれば違う地域で、違うマーケットで、あまり環境に関心のない人もそ

れならやってもいいと思えるビジネスモデルを作り上げるべきだ。もともと環

境意識の高い人を対象にするのではなく、新しいマーケットを見つけるために

は、環境にあまり関心のない普通の人が参加できる取り組みがいい。

 温泉街のアイディアにこだわる訳ではないが、旅館にとって差別化になると

いうことであれば、説得の材料になり、それくらいの宣伝費は使うということ
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は十分あり得る。企業もリユースカップに貼るシール代を協力するということ

があると思う。また、温泉に行きたがるような人をマーケットにしているよう

な企業だったら、参画できるプログラムである。例えば旅行会社などは、競争

が厳しいので差別化を図るメリットになる。今回提案のあった、エコパークに

「環境」を付加する温泉や農園のアイディアも良く、それなら差別化になる。

これまで出たアイディアを、１年くらいの間にやれることがあれば、次のス

テップとしてやってもらいたいと思う。１年くらいで結果を出す時に、今回の

モデルプランと違うコンセプトを出すということでもいい。

このビジネスの一番の鍵はコストである。この課題を前進しない限りは消耗

戦を続けることになる。コストの問題をブレークスルーできると、理事長が考

えているような国を動かすことできるのではないだろうか。コストの課題が前

進できれば、これならばみんなやってみようと思うはずだ。

Ｐに当たる、ロジックモデルはでき、それをアクションすることもすでに分

かっている。次はＰＤＣＡを回そうという段階だ。ＤＯとして、できるアクシ

ョンしないと、マネジメントサイクルがスタートしない。スタートすればまた

色々な課題が出てくることになる。
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６．自走へ向けての助言と行動計画の共有

 日程  平成 30 年 2 月 27 日（火） 

 主な内容 

１．講義：品質経営の本質とカイゼンの重要性 

２．カイゼン実践報告 

３．伴走支援全体の振り返りと意見交換 

（１）講義：品質経営の本質とカイゼンの重要性

 スペースふうでは、ロジックモデルの作成が行われ、プログラム評価の実施

基盤はできている。今後新たな作戦手段への取り組みが必要となるが、特に重

要なのが、現在の活動の質のカイゼンである。カイゼンにより資源の効率的活

用が可能となり、限られた資源を新たな取組に振り向けることができる。これ

に取り組むには品質経営の考え方を知る必要がある。

 経営の質の良さとは 5 つに定義されている。①仕様・規格への適合、②目的

への適合、③顧客の期待の充足、④品質要件と結果の整合性、⑤顧客・社会か

らの支持である。単に仕様に適合している、顧客のニーズを満たすにとどまら

ず、社会からの支持「スペースふうのファンがいる」というところまで求めら

れている。

 ＴＱＭの基盤となる取組に日常管理のムダとりがある。ムダは 7 つと定義さ

れている。①つくりすぎのムダ、②手持ちのムダ、③運搬のムダ、④加工その

もののムダ、⑤在庫のムダ、⑥動作のムダ、⑦不良をつくるムダである。なぜ

ムダが起こるのか原因を追及することが重要である。

 同様に「5S」も日常管理でカイゼンすべき箇所を可視化するのに不可欠な活

動である。①整理、②整頓、③清掃、④清潔、⑤躾である。5S は基本的なこと

すぎて軽視されがちだが、取り組むと結構効果がある。

 カイゼンには終わりがない、カイゼンすればするほど、もっとカイゼンする

ことが出てくる。日常管理のカイゼンから品質経営に向かっていく。ぜひ今後

ともカイゼンに取り組み続けるべきである。

（２）カイゼン取り組み報告

 実際にスペースふうでは、すでに自主的にカイゼンが始まっていることが報

告され、確認できた。

① 体制の見直し
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 スタッフ 2 名が退職したことを契機に体制を立て直した。事務局長を新たに

設置するとともに、理事が、事業部と管理部のサポートを強化することで、人

手不足を補い、工夫により解決していくこととした。また、事務局長が、理事

長、理事が行っている普及業務に参画し、普及に向けた提案に取り組むことと

した。

 これらは、ロジックモデルにある「スペースふうの業績が向上する」ための

「関係性の改善」や、「普及活動に取り組む体制の強化」が具体的なアクショ

ンとして実行されたものとも言える。

② デイリーシフト表のカイゼン

 ロジックモデルでは「スペースふうの業績が向上する、労働環境・条件の良

い職場になる」ための解決策として「関係性の充実」が挙がっていた。

 以前からホワイトボードを使って今後の予定を書いていたが、あまり使われ

ていなかった。ホワイトボードで全員の分担が一目で分かるように、個人別デ

イリーシフト表としてカイゼンし、情報共有することにした。作業も色分けマ

グネットでわかりやすくした。

③ ヴァンフォーレ専用デスクの設置

 これまでＪリーグ「ヴァンフォーレ甲府」の試合関係の受注については、事

務室一番奥のデスクで処理しており、スタッフ内の情報共有が難しかった。

 これを改善するため、電話、帳票、バインダー、かばん、ホワイトボードを

事務室真ん中のデスクに集約し、ヴァンフォーレの情報が一目でわかるようカ

イゼンした。また、手順ごとの専用バインダーをつくり、ミスを防止するとと

もに、試合に持って行くバインダーは、かばんに入る小さいサイズにした。

（３）伴走支援の振り返りと意見交換

1 年間に亘って行われた「ロジックモデルを活用したマネジメント支援」を受

けて、スペースふうのスタッフからは、自分たちが変わったと実感している旨

の感想が聞かれた。ロジックモデルの策定は方針を作っていくことに留まらず、

コミュニケーションの場でもある。ロジックモデルの策定により行動変容が起

こったことが確認できた。

・私たちみたいなＮＰＯはどこにでもある。志で組織を立ち上げたメンバーと

途中から参画したメンバーとは、もともとの温度差があり、ワークショップ

をした時、意識の違う人たちが話して大丈夫かなと思った。ところがワーク

ショップで、みんなの意識が合っていることに気づいた。
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・東京での選抜チームの研修は、一つの起爆剤となった。これまでは、何でも

横一列だったので、選ばれなかった人たちへの影響が心配だった。ところが、

行った人たちはそれなりに意識を持って帰ってきた。自分たちが勉強してき

たという事実が大きい。2 人のスタッフが辞めた時に、今まで学んできたこと

を行動に移さなければならない局面を迎えた。そして、研修で受けた一つ一

つの刺激が、個人の持ち味を発揮することにつながった。

・支援が始まった時と、今のスペースふうとは全然違うと私は思う。たぶん他

のメンバーも違うと感じていると思う。学んだことで、自分たちの中で変わ

ってきている。

・今日も講義を受けて、これからやったことないことに取り組もうとしている。

これまでだったら、やったことないなら止めようとなっていた。

・今後、取り組み始めて失敗することもあるかもしれない。けれども、それは

自分たちの成長過程として考えたい。やっている中で、もっと良くするため

に考えようと、一人一人がそういう意識を持ち始め、そういう雰囲気が全体

に広がっている。

・これから変わろうとしているこのメンバーが次どういうふうになるかという

のをぜひ見守ってほしい。

（４）本節のまとめとその後の取り組み 

 伴走支援の最後の訪問では、スペースふうの中に明確な変化が起こっている

ことが確認された。ロジックモデルが作成され、アクションプランもできてい

るのに、実際に実行するメンバーがいない、やれる力がない、といった消極的

な声が聞かれた時期もあったが、今回は自分達で取り組むしかない、取り組も

う、という積極的な姿勢がはっきりと見えるようになっている。実際に具体的

なカイゼンの取り組みも行われている。 

 この訪問の直後に、スペースふうの自走の始まりがはっきりとわかる情報を

得ることができた。中期計画の作成がされたことである。 

 平成３０年２月２８日（水）、スペースふうから今後３年間のアクションプラ

ンを示した中期計画案が支援チームに送られ、コメントの依頼があった。 

 これまでのワークショップやフォローアップの際にも、必ず事後にメンバー

達が振り返りのミーティングを行っているが、この中期計画は伴走支援のプロ

グラム全体の集大成と言うことができる。中期計画はロジックモデルの構造を

持ち、極めて論理的な体系化が行われている。記載内容も具体的で、方針とア

クションが明確に示されている。何よりも特筆すべきことは、この中期計画が

支援チームの手助けなしに、全く独自に作成されたことである。この段階で、

スペースふうは既に自走力を持つようになったと判断してよい。 
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 以下は送られて来た中間計画の概要である。

【スペースふう中期計画 】2018 年 2 月 13 日現在 ver.1 

Ⅰ．全体作戦像：『脱・使い捨て社会』を目指す作戦 

♦作戦目的＝『リユース食器が普及する』『使い捨て食器』が減る；社会の仕組

みが変わる、世論が変わる。 

♦直接目的＝なぜ、『脱・使い捨て社会』に向かわないといけないのか、その活

動意義を社会に発信する。 

・伝えたい・変えたい相手は誰か？によってアクションは異なる。講演会、勉

強会、一般に向けて情報発信、寄稿、取材回数を増やす。 

・相手がふうに依頼したいとなるような情報を提供する。インターネット、SNS、

報告書の充実、ちらし、 

［実績］2017 年度講演・発表等９回：ふうネットサミット（5 月）、北九州（7

月）、山梨学院大（秋）、やまなしエコネットワーク 20 周年記念シンポジウム

（甲府市 10 月）、山梨県立大（12 月と 1月）、パルシステム（12 月）、組織基

盤強化フォーラム（1月）、やまなし環境教育ミーティング（キープ協会 3月） 

［目標］2018 年度講演・発表等 10 回 

Ⅱ．個別作戦 

１．『リユース食器負担を支える』作戦 

♦作戦目的＝多様な人がコストを分担するようになる。 

♦直接目的＝コスト分担を実践するモデルイベントを考え、提案。1 月より担当

チーム発足。 

・どのようなターゲットから進めるか掘り下げるところから。交渉の工夫を丁

寧に形にしていく。 

＜現在、計画段階＞ 

・自治体首長挨拶 

・以前リユース食器を使ったことのあるイベント主催者 

・ごみ削減問題に理解のある団体  

・イベント運営会社 

・提示資料検討 

２．『リユース食器業界が成長する』作戦 

♦作戦目的＝リユース食器ふうネットが拡大し、市場が広がる。 

♦直接目的＝ふうネット会員の増加、仲間を増やす、ネットワークによる社会変
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革。 

・ふうネット会員のネットワーク強化。会員との情報共有（メーリングリスト、

電話）。ふうネットサミットの充実。 

・新規会員の獲得。リユース食器に理解を持つ団体の視察受け入れ、フォロー

アップ 

・『ふうネット』ネットワークを社会へ発信 

＜現状＞ 

12 月より『ふうネットサミット』計画中。メーリングリスト等の整備。2 月よ

り稼働予定。 

３．『個人の力×組織の力を高める』作戦 

♦作戦目的＝個人がもつ力が発揮され、関係が深まり、チーム力が高まる。 

♦直接目的＝個人の成長、組織の成長、事業の成長。 

・まずは個人がどうありたいか、言葉にできる場を大切にしながら、それぞれ

の個性を活かし、スペースふうの運営を活かしていく。そのために、工夫を

磨きながらチャレンジしいく。 

・日常的に振り返ることを習慣化するよう声かけをする（言語化する）。 

＜現状＞ 

・人手不足→何がどういう不足か情報整理をし、わかりやすく工夫しながら、

業務計画とシフトの組み立てを行っている。実は工夫によって解決しそうな

兆し。 

・環境 NPO だけど知識不足。→外部研修や勉強会に個人的に参加する機会を増

やしている（海ごみ、マネジメント等） 

・体制のバージョンアップ。1月より事務局長就任。この体制に市川理事がフォ

ローすることで、スタッフが判断、力を出しやすい場に。新しい判断×経験

値の再融合。 

４．『支援者とともに社会を一緒に変えよう』作戦 

♦作戦目的＝支援者・応援者が増える。 

ただ報告書郵送だけでは圧倒的に弱い。「一緒にやっている」感を感じられる

ような企画を打ち出したい。どんな方法があるか、企画まで至っていない。 

<現状＞ 

・発信するスキルが足りない。 2018 年度は発信力を強化する。 

・どんな事業にあとどれくらい必要か金額を明記できるよう算出中。 

・永井理事長の動画を計画中。→文章よりもトークを感じてほしい（ねらい） 
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５．『支援が何に使われるのか』ミエルカ作戦 

♦作戦目的＝活動実績、成果、収入、コスト、スタッフ待遇、が見える化され共

有・理解される 


