
WEB 用報告原稿 

平成 27 年度「応用研修 仙台会場（東北ブロック）」実施状況 

 

 

研修サブタイトル：「マッチングに向けた課題解決研修会」 

 

 

１．目的・ねらい 

環境 NGO・NPO および企業の活動について障害となっているそれぞれの課題を認識した上

で、企業と NGO・NPO の強み/弱みを相互に尊重し、活動理念の具体化に向け骨太な連携活

動を推進する事を目的とします。 

NGO・NPO 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と思われま

す。そのマッチング実現の為、NGO・NPO および企業の課題の発見やその対応策を研修しま

す。具体的には、環境 NGO・NPO と企業や他団体との関係性活動を実習する事で、自団体が

取り組む目標を設定でき、加えて参加者同士によりマッチングに向けた課題を整理し、対

策を計画化しることをねらいとします。 

 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します。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を習得します。 

 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ります。更には、連携プ

ロジェクト活動の創出と裾野拡大を目指します。 

 現在の課題を克服した次期を見据えて、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します。 

 

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

にあります。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ます。

東日本大震災から 4年を経た現在も NGO・NPO は復興途上の被災地域に継続的に「地域の人々

の希望を支える」活動や、地域の人々の主体性を育む支援活動をたゆみなく進めています。 

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ります。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事で精一杯となり、

解決すべき課題を放置したまま更なる課題を抱えるケースも見受けられます。 

本年度の実践研修会では昨年度の活動で反省すべきポイントやさらに充実すべきカリキ

ュラムを整理して「魅力を高める NGO･NPO の実現」をメインテーマに、企業や他団体との

連携作り・マッチング実現にむけて、自己の課題を発見しその解決策についての実習を行

います。 

 

 

 

NPO と企業の接点を探る！ 



 

（１）開催日時 

仙台会場 本講座 

第１日目 8 月 19 日(水) 

第２日目 8 月 25 日(火) 

第３日目 9 月 18 日(金) 

フォローアップ講座 10 月 7 日(水) 

 

（２）開催場所 

第１日目 エル・ソーラ仙台 

第２日目 エル・ソーラ仙台 

第３日目 仙台市情報・産業プラザ 6F セミナールーム 

フォローアップ講座 仙台市情報・産業プラザ 6F セミナールーム 

 

（３）各回参加人数 

第１日目 予定 20 名 実績 8 名 

第２日目 予定 20 名 実績 6 名 

第３日目 予定 20 名 実績 17 名 

フォローアップ講座 予定 20 名 実績 7 名 

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

第
1
日
目 

月日 会場・時間 講師等 備考 

 

8 月 19 日 

（水） 

 

 

  

エル・ソーラ仙台研修室(仙台市青葉区中央 1 丁目 3-1 TEL022-268-8041) 

10：00 

 ～ 

12：00 

NPO と企業の連携に向けて 

オリエンテーション・自己紹介等 

講師：増子良一 

CＤ：佐々木勇 

  
13：00 

 ～ 

17：00 

受講団体のプレゼン 

（課題・特徴など） 
ＣＤ：佐々木勇 

 ■当日の様子■ 

初の試みとなる応用研修です。初日の参加者は

8名となり、環境や市民活動、震災復興に活動し

ている団体メンバーが集まりました。また、この

応用研修から研修について知り、初めて参加され

る方もおりました。 

初参加の方もいらっしゃる為、参加者各々の自

本講座 

良いスタートダッシュとなりました



己紹介と合わせ、事務局より基礎研修から通しての本研修のテーマである「NPO と企業の接

点を探る！」、サブタイトル「マッチングに向けた課題解決研修会」の意義を改めて説明す

ると共に、団体活動の活性化の為に「NPO と企業のマッチング」の実現に向けて進めること

をご理解頂きました。 

講師には環境経営支援機構の増子良一氏をお招きし、ご自身の創業されたイートス株式

会社の環境への取り組み等をご説明いただき、ひたすらお客様の為になる企業を目指すこ

とによって結果的に CSR に関して表彰されたことから、周りの為になる事がいずれは自分

に返ってくるということもお教え頂きました。取り扱う商材に関して参加者から質問され

ることもあり、活気のある中でのプレゼンとなりました。 

その後、自己点検シートをご記入いただき、それぞれの NPO の活動状況、課題をお話い

ただきました。最近 NPO の立ち上げ準備をしているという参加者もおり、非常にモチベー

ションも高く、次回に向けても大変良い立ち上がりの初回研修となりました。 

 

第
2
日
目 

8 月 25 日 

（火） 

 

  

エル・ソーラ仙台研修室(仙台市青葉区中央 1 丁目 3-1 TEL022-268-8041) 

10：00 

 ～ 

12：00 

課題解決のアイディア発表 ＣＤ：佐々木勇 

  
13：00 

 ～ 

17：00 

アクションプランづくり 

アクションプランの共有 
ＣＤ：佐々木勇 

 

■当日の様子■ 

予定された方が突然来られなく

なってしまうトラブルにも見舞わ

れましたが、3日目に予定されてい

るプレゼンに向け、各団体とも意

見交換や課題の発見、改善に対す

る意欲的な姿勢が見受けられまし

た。 

午前の部では前回の振り返りと、

ステークホルダーシートへの各参

加者の活動の記入と発表、そして

それに対して議論を行いました。 

午後にはワイグルシートを利用

し、ワークショップにて更なる活

動の詳細な見直しを行いました。 

近く NPO を起ち上げる予定をされている方からは、活動に向ける情熱的な発表を頂き、

構想段階にある活動を企画している参加者へは、不足している点の補足提案等を交換する

盛んに飛び交う受講生の豊かなアイディア 



等、それぞれに非常に刺激になる研修となったようです。 

終了後は、コーディネーターより、3日目に行われる研修の内容とそちらでのプレゼンへ

の参加を提案され、受講生も興味深く当日の予定を確認していました。 

 

 

 

第
3
日
目 

9 月 18 日

（金） 

 

 

  

 仙台市情報・産業プラザ 6F/セミナールーム２Ａ 

(仙台市青葉区中央 1 丁目 3 番 1 TEL 022-724-1200） 

9：00 

 ～   

15：00 

実習/NPO と環境系企業・団体との発

表・交流・体験 

講師：仙台リサイクルセンター、みや

ぎ発達障害サポートネット 他 

15：00 

 ～ 

16：00 

実習/ワークショップ「課題の解決手法

の整理」 
ＣＤ：佐々木勇 

 

■当日の様子■ 

ある意味で、基礎・応用通しての集大成となる応用研修 3 日目は、非常に多くの団体、

企業にご参加頂くことができました。その業種も多岐にわたり、更に NPO、企業とのバラン

スも良かったように見受けられました。研修の目的である「環境と企業のアライアンス」

に相応しい状況を設ける事ができたと感じております。 

 

各プレゼンテーターには、自団体の活動について、またそれに対する実績、意気込み等

をお話し頂きました。 

NPO の起ち上げを進めていらっしゃる「NPO  LIFESET（仮）」様からは、自身も障害を抱

えていらっしゃる代表の方から、そのようなハンデなど微塵も感じさせない様子で、これ

までのご自身の経緯と活動に対する意気込み、心構えをお話し頂き、受講生全員が食い入

るようにお話を聞いていました。 

休憩時間も惜しんで熱心に意見交換 

実習 



終了後には、アライアンスシートに各プレゼンに対して各々感じた事、参考にしたい事

をご記入いただき、同時にアンケートのご協力を頂きました。 

まだもう少し人数が集まっても良いかと思いましたが、モチベーションも非常に高く、

一件一件に対する時間の割り当てを比較的多く設ける事ができ、じっくりと事に当たる事

ができたように感じております。 

 

 

 

                                                 

平成 27 年 

10 月 7 日（水） 

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 
ＣＤ：佐々木勇 

 

 ■当日の様子■ 

これまでの研修のまとめとなるフォローア

ップ研修を行いました。 

プレゼンを終え、「これで研修は終了した」

という雰囲気が若干漂っていた開始前の空気

を吹き払うような、非常に意欲的な内容となり

ました。 

プレゼンを通じて新しく発見する事の出来

た繋がりや、プレゼンの補足となる情報を新し

く教えて頂き、フォロー研修の枠を超える内容

となっていたように感じます。 

終了後、コーディネーターからまとめ、総評があり、その後アンケートにご協力いただ

きました。 

 

３．受講者等の声 

・毎回自身の抱える課題に対し真剣に議論し、的確な意見を頂けるので非常に助かりま

した。 

・何から手を付けていけば良いのかも分からなかったが、研修を通じて少しずつ把握し

ていく事ができました。 

 

４．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

他団体や企業とのアライアンスを促進する事を目的としたプレゼンを行いました。参加

者からは「非常に為になる話を聞く事ができた」等、一定の実績となるお言葉を頂いてお

事後報告会／フォローアップ講座 

プレゼン時の雰囲気がよみがえるよ

うな白熱した内容でした 



ります。 

 

 

５．考察・今後の課題 

プレゼンという明確な目標があった為か、自身の団体の活動や組織に対する認識の掘り

下げに対する集中力は素晴らしいものでした。他者の意見を積極的に聞き、自身の意見も

また、周りの受講生へ話すという、好循環ができていたように思います。 

プレゼン当日もその調子で成功する事ができ、一定の成功はできたと考えております。 

一方で、集中するあまりに研修本来のテーマである NPO と企業のマッチングに関しては

足踏みしてしまった感があり、研修の進行含め、もっと工夫した展開をすべきであったと

も感じています。 

 

以上 


