
WEB 用報告原稿 

平成 26 年度「仙台会場（東北ブロック）」実施状況 

 

 

研修サブタイトル：「小さなトライで大きな価値が生まれる研修会」 

 

 

１．目的・ねらい 

環境 NGO・NPO の活動に障害となっている共通の課題を学び認識した上で、個々の組織が

抱える課題を相互に発見し確認して情報を共有する。座学と実習を通し異なる視点からの

解決法も参考に共に考え、課題解決に必要な知識の習得を目的とする。 

環境 NGO・NPO の組織の基盤強化による活動の価値最大化を図る。更には、連携プロジェ

クト活動の創出と裾野拡大を目指す。 

現在の課題を克服した時期を見据えて、企業・市民・行政などの連携先を発掘してマッ

チング支援を行い 5～7件程度のプロジェクトを創出して事例として広く発信する。 

 

２．実施概要 

地球温暖化、世界人口の激増、エネルギー資源の枯渇化、水資源の危機等が深刻な事態

にある。これらの課題解決に向けて環境 NGO・NPO 等の活動に期待が寄せられている。 

一方、役員・会員の高齢化や活動資金の枯渇のほか、多様な環境課題への高度な専門性

に対応が困難として活動の休止や解散を余儀なくされた組織もある。  

また活動経歴が長い組織では時代の急速な変化に対応しきれず旧来活動を継続実施する

ことで精一杯となり、解決すべき課題を放置したまま更なる課題を抱える組織も見受けら

れる。 

この実践研修会では活動の継続と進化を目指して、活動に必要なプロジェクト管理・人

材育成のスキルアップのポイントを重点テーマとして開催する。 

NPO・NGO の更なる発展を実現する為には、企業や他団体との連携作りが必要であり、そ

のマッチング実現の為には、NPO の課題を発見し、その対応策の具体化研修を行う。「課題

発見力を磨く」、「課題解決力を習得する」、「活動の外部発信力を高める」がキーワード。 

 

（１）開催日時 

仙台会場 本講座 

第１日目 9 月 9 日(火） 

第２日目 9 月 10 日(水） 

第３日目 9 月 13 日(土） 

第４日目 9 月 14 日（日） 

第５日目 9 月 26 日（金） 

フォローアップ講座 平成 27 年 1 月 17 日（土）  

 

 

活動の課題を見つけ・解決法を習得しよう。



（２）開催場所 

第１日目 仙台市民会館 

第２日目 NPO 法人シニアサロン井戸端会議 

第３日目 (株)仙台リサイクルセンター 

第４日目 仙台市民活動サポートセンター 

第５日目 仙台戦災復興記念館 

フォローアップ講座 仙台市民会館 

 

（３）各回参加人数 

第１日目 予定 10 名 実績 6 名 

第２日目 予定 10 名 実績 6 名 

第３日目 予定 10 名 実績 6 名 

第４日目 予定 10 名 実績 6 名 

第５日目 予定 10 名 実績 6 名 

フォローアップ講座 仙台市民会館 実績 6 名  

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

1 日目：9月 9日(火） 

10:00～

10:10 

事務連絡、研修の進め方説明、配布資料確認 

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

10:10～

10:20 

開会挨拶 

（一社）環境経営支援機構 代表理事 増子良一（代読） 

10:20～

12:00 

オリエンテーション、自己紹介 

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

13:00～

15:00 

受講団体のプレゼン  

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

15:00～

16:30 

ケーススタディによる課題解決へのディスカッション 

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

16:30～

17:00 

振り返り、初日アンケート、事務連絡 

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

 ■当日の様子■ 

研修初日は 6 名と参加者は少ないながらも環境や NPO 活動に熱心な団体メンバーが集ま

り、適度な緊迫感のある研修スタートとなりました。 

本講座 



事務局より本研修のテーマである

「活動の課題を見つけ・解決法を習

得しよう。」「小さなトライで大きな

価値が生まれる研修会」の実現に向

けた進め方をすることを、まず説明

しご理解頂きました。 

自己点検シートを確認し、点検シ

ートとパワーポイントを使って、そ

れぞれの NPO の活動状況、課題をお

話いただきましたが、活動実績が 20

年以上と長い団体もあれば、最近立

ち上げたという団体もあり、プレゼ

ンの間にも質問が飛び交う状況であ

り、自団体の課題を再確認できまし

た。 

 

 

 

 

 

2 日目 9 月 10 日(水） 

実習先／滞在先 NPO 法人シニアサロン井戸端会議 

ねらいと課題・作業の概要 

NPO 法人シニアサロン井戸端会議の目的や設立経緯を聞き、当法

人が運営する居酒屋「井戸端会議」や、井戸端塾、ダンス教室、

井戸端大学などの活動を理解し、企業との連携方法やその課題を

発見する。ワークショップでは当 NPO 実習を踏まえ「課題の解決

手法と行動をデザインする」を行う。 

 

■当日の様子■ 

シニアサロン井戸端会議の専務理事

高橋義信氏から「他団体との連携の為に

はどんな視点が重要か」をテーマに NPO

法人シニアサロン井戸端会議の目的や

設立経緯を聞き、当法人が運営する居酒

屋「井戸端会議」や、井戸端塾、ダンス

教室、井戸端大学などの活動を紹介頂き、

当法人内の居酒屋やWEBサイトを見学し

ました。又、会員数が伸び悩んでいると

現場体験・実習 

高橋講師の人をひきつける話し方に夢中です 

自団体のプレゼンに力が入ります 



の課題に対し、受講生からも多くの質疑や意見がでました。 

ワークショップでは当 NPO 実習を踏まえ自団体の課題や他団体の課題を話し合いまし

た。特に市民活動をしている団体参加者からは、せっかく作った団体の事業報告書を活

かしきっていない問題が提起されました。 

コーディネータより、企業との連携方法の一端として、マッチングフォーラム仙台や山

形のパンフレットを元に、企業と NPO との関係の現状を提起し、ホワイトボードを使った

活発な意見交換が行われました。 

 

 

 

 

3 日目 9 月 13 日(土） 

実習先／滞在先 (株)仙台リサイクルセンター 

ねらいと課題・作業の概要 

(株)仙台リサイクルセンター 代表取締役 沼田隆氏 

に「当社とＮＰＯの連携の条件」をテーマに自社のご紹介とその

活動を説明の後、工場内を視察頂く。 

ワークショップでは紅邑講師に「産学連携とＮＰＯ活動」をテー

マに、自団体の棚卸を行い、ステークホルダーや特に企業との連

携について確認し、課題シートに記入して頂く。 

 

■当日の様子■ 

受講生全員が(株)仙台リサイクルセ

ンターは初めてであり、東北で唯一、室

内での回収した紙の分別を興味深く視

察しました。特に、異物の除去など手作

業の部分は負荷の多い部分だと感じた

様子です。代表取締役 沼田隆氏からは

「当社とＮＰＯの連携の条件」をテーマ

に自社のご紹介とその活動を説明頂き、

熱心な質疑が行われました。 

ワークショップでは紅邑講師に「産学連携

とＮＰＯ活動」をテーマに、ステークホルダ

ー確認シートを使い自団体の棚卸を行い、 

ステークホルダーや特に企業との連携について確認しました。課題シートの記入は次回と

なりましたが、NPO 活性化の為の「他団体や企業との連携」という目線は意識が深まってま

いりました。 

 

 

全員が初めての 

仙台リサイクルセンターの説明 



 

4 日目 9 月 14 日（日） 

実習先／滞在先 仙台市民活動サポートセンター 

ねらいと課題・作業の概要 

仙台市民活動サポートセンターの各団体の連携を体験する。 

ワークショップではサポートセンターの連携を踏まえた上で、「点

から面へ、マッチングの可能性を探る」をテーマに連携への対応

策イメージ作りを行う。 

 

■当日の様子■ 

國方講師から市民活動サポートセンター様の連携対応や、イギリスと日本の NPO の

違いを説明され、「ミッションを明確に表す」ことが重要であると話されました。 

その後、センター活動アドバイザーの葛西淳子氏にフロア毎の活動機能の説明を受け

ながら、次のような内容で実習を行いました。 

7 階まである施設の中で、団体の課題の状態別にフロアが組織されて、NPO がどのよ

うに課題克服に取り組んでいるか体験しました。具体的には 1F 受付、3F 相談、5F 協

働オフィス＆交流サロン、7F 契約オフィスとなっており他のフロアの NPO 向けロッカ

ーやレターケース、セミナールームなども活用しながら、地域の団体が対応段階に応じ、

1F から 7F に取組場所を変えることで、どのような課題対応をしているか実習をし、地

域団体チラシを日にち別イベント棚を

整理することなどを体験しました。 

3F で相談をした団体が、他の団体との

連携を模索する為、5F 交流サロンで情報

交換する様子を体験した後、サロンにい

た団体の方に利用印象などをお聞きし

ました。 

講師の國方様からは 1FNPO 関連の図書

の利用状況、全国の NPO 団体の資料のフ

ァイリングと利用状況の質問や、活用の

ヒントを頂きました。その上で研修生から

は「企業からの相談が少ないようだ」との

反応もありました。 

後半のワークショップでは「点から面へ、マッチングの可能性を探る」をテーマに次

のような討議を行いました。 

國方講師 NPO の「ミッションを明確に表す」に対し、受講生からは、「地域を豊かに

するために、地域を活性化する必要があり、その為には環境の改善が必要である」とい

った内容で意見があり、ワークショップを進める中で、環境改善の一貫として、他団体

や企業との連携をする為には、どんな考え方や、取り組み方をしたらよいか、討議が行

われました。 

國方講師の話とセンターの体験は 

相乗効果バッチリですね 



他団体や企業との連携のきっかけ作りに「マッチングフォーラムのようなもの」も効

果があるのではとの議論も行われました。 

 

 

 

 

 

5 日目：9月 26 日（金） 

10:00～10:20 

事務連絡・前回までの振り返り 

講師 せんだい・みやぎ NPO センター 代表理事 紅邑晶子氏 

ファシリテーター 佐々木勇 氏（一社）環境経営支援機構  

10:20～

12:00 

課題解決のアイディア発表 

講師 せんだい・みやぎ NPO センター 代表理事 紅邑晶子氏 

ファシリテーター 佐々木勇 氏（一社）環境経営支援機構 

13:00～

16:30 

アクションプランづくり 

1. 自団体の課題とは・・連携につながる部分の洗い出し 

2. 他団体との連携の為にはどんな視点が重要か・・・ 

3. 他団体との連携への対応策を活動計画へ落とし込む 

ファシリテーター 佐々木勇 氏（一社）環境経営支援機構 

16:30～

17:00 

まとめ、基礎研修終了後アンケート記入 

ファシリテーター 佐々木勇 氏（一社）環境経営支援機構 

 

 ■当日の様子■ 

連携対応策への取り組み計画を作成する大事な最終日です。 

「課題解決のアイディア発表」の為、紅邑講師が次ポイントで進めました。 

・ 自団体の課題とは・・連携につながる部分の洗い出し 

・ 他団体との連携の為にはどんな視点が重要か・・・ 

・ 他団体との連携への対応策を活動計画へ落とし込む 

3 日目のステークホルダー確認シー

トから、課題シートへ記入し、順番に回

し、その課題解決への意見を記入し、人

数分行いました。その後、各自から仕上

がった課題シートを発表して頂き、相互

に意見を述べました。 

後半は課題シートを元に活動計画を作

成して頂き、各自から計画書を発表して

頂き、相互に意見を述べました。 

さあ皆さん、連携の為の 

計画作りですよ 

本講座 



自団体の課題は理解したものの、その対応策と具体的な行動については参加の皆様、表

現にご苦労しておられるようでした。基礎研修後アンケートでは充実した研修との評価を

頂きました。 

 

 

 

  



 

 

 

 

実践期間中の課題等 

活動計画書に基づいて、その課題への取り組みの進捗状況

を聞き取り、実践期間中の受講者の状況に合わせ支援する

アドバイス活動を行った。 

ヒアリング・アドバイスの手法 
電話とメールで受講者のアドバイスを行い、一部の団体へ

は面談で行った。 

実施記録 
11 月初旬よりメールで展開し、その後電話でフォローアッ

プを行った。一部の団体へは面談して行った。 

 

 

 

 

 

平成 27 年 1 月 17 日（土） 

13:30:～17:00 

課題解決に向けた取り組みの実践についてフォローアップ 

ファシリテーター：一般社団法人 環境経営支援機構 主任研究員

佐々木 勇 

:  ～  : 
 

 

:  ～  : 
 

 

:  ～  : 
 

 

:  ～  : 
 

 

 

  

事後報告会／フォローアップ講座 

ヒアリング・アドバイス 



 

 ■当日の様子■ 

基礎研修最終日に作成した課題解決（主に、「自団体と他の団体や企業との連携の為の

活動への取り組み」）に向けた計画の進捗とそのフォローアップを行いましたが、そ

れぞれの団体によって、取り組み状況は様々でした。 

今回の主な対象になった団体は「市民系団体」でしたが、その研修成果の中で、中期

計画について説明をもらい、各項目ごとに進捗を述べて、他の参加者と議論をしま

した。その中で「大手 P 社」ファンドから 3 年の支援を受けて「組織診断」を始め

ており、他団体より支援をもらい内部評価を行った結果、その過程で職員間がギク

シャクする場面があって苦慮したことが課題になり、そのケアについて意見交換が

行われました。 

認定ＮＰＯとしての更新期限が近いので、それに対する対応など、フォローアップと

は思えないほどの充実した講座となった。他の環境系ＮＰＯからは「環境カウンセ

ラー」「環境アドバイザー」等専門性を高めるための活動を通じ、他の団体との連携

を進めている事や、中間組織のＮＰＯからは「若手を育てる為ソーシャルビジネス

の講師をＯＪＴを含め

行い、結果関連団体と

結び付けを深くするこ

とのきっかけをつかみ

つつある話題も報告と

して提供されました。 

課題シート（ワイグルシ

ート）を若干使い、活

動計画シートを見なが

らの発表に対し、成果

に向けて進めるよう、

フォローを互いにし合

う好ましい状況の講座

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画を整理してその進捗状況を 

話し合いましょう 



 

４．受講者等の声 

前述した団体である「市民系団体」の代表者から、その研修成果の中の中期計画につ

いて説明があり、それぞれ次の項目ごとに状況を述べて、他の参加者と意見交換が

あった。 

１） 中期３か年計画 

２） 事務局強化 

３） 人材育成 

４） 新活動拠点の構想（大家さんとの契約更新で移転も構想に入れている為） 

５） 他の企業との連携 

受講者としてこれらの中で、特に中期計画は２月に向けて策定済だったが、その他の

「人材育成のポイント」と「他の企業との連携」について、他の研修者から忌憚のな

い意見や組織診断に対する考え方、行政に対するスタンスなど色々なものが聞けて、

大変参考になりました。今後もこの研修を活用したく思いますとの意見を頂いた。 

 

５．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

受け入れ先である「仙台リサイクルセンター」様は先進的な「室内での紙ゴミリサイ

クル処理」を実現しており、見学も多く開かれた企業を目指している為、ここから

一歩踏み込んだ環境活動を模索していました。その中で今回のＮＰＯ研修で様々の

ＮＰＯ団体と意見交換できたことは、企業としてＮＰＯとどう関わっていけばいい

かのヒントになったといわれました。特にこのようなＮＰＯ団体を招いての見学活

動から自社の活動を進めていきたいと考えているとの事です。 

一方、１日目の実習の「ＮＰＯシニアサロン井戸端会議」様ではＮＰＯ自身の活動の

中で、特に会員拡大に苦慮しており、今回の研修の研修場所になった事で各ＮＰＯ

団体から、その広報活動や集客活動のあり方、そして補助金など精緻な情報交換が

できたことに大きなメリットを見出したとの事です。 

 

６．考察・今後の課題 

仙台会場では少数ながらも多士済々の団体が受講者として参加頂き、何度か話題にし

ているように、市民系ではあるが様々な課題に取り組んでいる団体の代表者をモデ

ルケースに、環境系の団体の事務局長や、ＮＰＯの中間セクターの方が様々に議論

をぶつけ、他のＮＰＯ参加者がビジネスシーンでその議論をまとめるという、企画

段階では想像できなかった研修内容になった事は大変喜ばしい展開でありました。 

しかしながら、研修内容を客観的に反省しますと運営者の力不足を感じざるを得ない

面も多々あります。課題の整理やその対策と「他団体との連携」という研修目標が

スムースに結び付けられない部分もあり、基礎研修全体のカリキュラム編成の修正

が必要であります。逆に良い面は実習現場での各団体の感動であります。このよう

な実習を「低ＣＯ２への環境活動」へさらにコーディネートして結び付けられれば、

より研修の成果が見いだせると考えます。 



今後は今回の研修を反省し告知活動を充実して、研修参加者の拡大を図り実習内容を

更にパワーアップして参りたいと思います。 
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