
WEB 用報告原稿 

平成 27 年度「山形会場（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

動を推進することを目的とする。 

ねらいとして、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

必要と思われます。そのマッチング実現の為、NPO の課題の発見やその対応策を研修します。

具体的には、環境系企業・団体の NPO 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 NPO のマッチングに向けた課題を整理

し、対策を計画化します。 

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。 

東日本大震災から 4 年を経た現在も復興途上の被災地域にＮＰＯの支援が継続的に「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。 

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、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についての研修を開催する。 

魅力ある NPO・NGO の更なる発展を築くためには、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 

山形会場 本講座 

第１日目 5 月 16 日(土） 

第２日目 5 月 30 日(土） 

第３日目 6 月 13 日(土） 

第４日目 6 月 27 日(土） 

第５日目 7 月 11 日(土） 

フォローアップ講座 平成 28 年 7 月 29 日(水)  

 

（２）開催場所 

第１日目 山形市男女共同参画センター 

第２日目 滝の湯 

第３日目 株)クリーンシステム本社 

第４日目 山形市民活動支援センター 

第５日目 山形市民活動支援センター 

フォローアップ講座 山形市民活動支援センター 

 

（３）各回参加人数 

第１日目 予定 10 名 実績 9 名 

第２日目 予定 10 名 実績 12 名 

第３日目 予定 10 名 実績 8 名 

第４日目 予定 10 名 実績 6 名 

第５日目 予定 10 名 実績 7 名 

フォローアップ講座 予定 10 名 実績 6 名 

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

1 日目：5月 16 日(土） 

10:00～

10:10 

事務連絡、研修の進め方説明、配布資料確認 

コーデイネータ：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

10:10～

10:35 

開会挨拶 、地球環境基金の紹介 

（一社）環境経営支援機構 代表理事 増子良一（代読） 

地球環境基金の PP 紹介（CD 佐々木勇） 

10:35～

12:00 

セミナー「環境 NPO と地域の関わり」 

講師：山形大学人文学部 教授 國方敬司氏 

13:00～ 受講団体のプレゼン  

本講座 



15:00 コーデイネータ：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 

コーデイネータ：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 

コーデイネータ：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

 ■当日の様子■ 

初めての山形市男女共同参画センターはきれいな施設で市民にも盛んに利用されてるよ

うです。研修初日は９名となり会議室は狭いせいもあり、「熱気むんむん」でした。受講者

はもがみの NPO 様や、成果を上げているリサイクル系の NPO や、市民系 NPO、社会人の大学

院生や学生が集まり、多様な方々の参加となり、良い雰囲気のある研修スタートとなりま

した。 

事務局より本研修のテーマである「NPO と企業の接点を探る！」「マッチングに向けた課

題解決研修会」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。 

地球環境基金の紹介や、一社）環境経営支援機構の挨拶の後、 

講師の山形大学人文学部教授 國方敬司氏から「環境 NPO と地域の関わり」と題してセ

ミナーを頂き、國方講師から自分と NPO との接点や、イギリスと日本の NPO の違いを説

明され、イギリスの「oxfam (Oxford Committee for Famine Reliet)」が出発点で６

０００人規模で雇用をしている事や、「財政・人材の多様性・ミッションを明確化」が

重要であると話されました。 

國方講師の話に対し、受講生からは、「ややもすれば NPO が行政の下請けになってい

る場合がある、本来は対等である」、「活性化している NPO の場合、企業や企業オーナ

ーと関係性が高い」といった内

容で意見があり、活発な意見交

換がおこなわれた。 

次に、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。

学生さんには環境に関するとら

え方を発表頂きましたが、任意団

体で音楽フェスタにボランティ

ア活動の中で、地域と企業のマッ

チングや調整に苦心している話

もでて、受講者から興味深い改善

提案が示されました。 

プレゼンや間にも質問が飛び

交い、熱心に研修に取り組んで頂きました。 

 

熱い講師の方と熱心な受講生の方々 



 

 

 

 

2 日目 5 月 30 日（土） 

実習先／滞在先 ほほえみの宿 滝の湯 会議室(天童市)  

  

ねらいと課題・作業の概要 

講師の山口敦史氏（滝の湯専務取締役)に「当社とＮＰＯの連

携の条件」＋「人と環境に優しい宿づくり」をテーマに自社

のご紹介とその活動を説明の後、ホテル内を視察頂く。 

ワークショップでは「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■ 

受講生に加え、実習場所であ

る「滝の湯」様の新入社員が参

加され、会場は研修では初めて

のホテル会議室であり、充実し

た雰囲気で研修が進みました。 

老舗の旅館ながら、過去の経

験から資源循環による取り組み

を行い、旅館の食物残渣や割り

箸を堆肥化し、その堆肥を自家

農園で使用し、作った有機野菜

をお客様に提供している。廃食

用油を使った BDF(バイオディー

ゼル燃料)をボイラーに使用す

るなど、地域での環境活動のリ

ードしている様子がうかがえま

した。又、今回、低炭素杯２０１５ 環境大臣賞 企業活動部門賞 金賞を受賞したこと

も説明を受けました。 

前記の取り組みとホテル内を見学し、実際の作業状態を見て、受講生は感心しておりま

した。 

ワークショップでは「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ました。 

その上各自がステークホルダーを発表し、特に企業との連携について意見交換しました。

次に向けて、NPO 活性化の為の「他団体や企業との連携」という意識が進んできました。 

現場体験・実習 

素晴らしい会場で、講師の長年の取り組みを聞きます



 

 

3 日目 6 月 13 日（土） 

実習先／滞在先 （株)クリーンシステム本社 

ねらいと課題・作業の概

要 

（株)クリーンシステムの代表取締役 鈴木隆氏、伊藤孝典氏

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午前の研修を踏まえた上で、「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■ 

（株)クリーンシステムにご協力頂き、研修を

行いました。会の冒頭では社長の鈴木隆氏に

ご挨拶頂き、企業の競争を促す為には、ある

程度平等な状態を作る必要があるという考え

や、県内の人口減少への懸念から、外国人の

研修、雇用に結びつける考えと、既にタイ人

の雇用が予定されている事をご説明いただき

ました。 

その後、企画部課長の伊藤孝典氏を講師に、

動画 2 本を交えた自社の紹介と取り組みにつ

いてご説明頂きました。業界の中では比較的

後発にあたる企業でありながら、高いリサイクル率を実績として積み上げられている事や、

特に、RPF という産業廃棄物を利用した固形燃料のリサイクル業務、木材を利用したバイオ

マス燃料の処理に関するご説明と、木材バイオマス燃料を利用した発電所が、県内のおよ

そ 10 か所に建設予定になっている事に対する懸念をお話しいただきました。 

また、自社の加盟している「NPO 北日本木材資源リサイクル協会」の活動のご紹介を頂きま

した。一般廃棄物が首都圏が一位である事に比べ、産業廃棄物は畜産業の関連から北海道

が一位である事等をご説明頂きました。 

その後本社工場内をご案内頂きましたが、研修当日は機器のメンテナンス日であった

為工場内は一部稼働しておらず、機器に近づいての詳しいご説明を頂くことができまし

た。特に、作業のコストパフォーマンスの面から木材のチップ化の継続をどうすべきか

考えているもののその利便性から関連企業から継続する事を求められている事や、業界

でも最大クラスの機器を導入されている事に感心致しました。 

後半のワークショップでは「企業と NPO との連携」をテーマに次のような討議を行

ワークショップでの意欲的な 

情報交換の様子 



いました。 

ステークホルダー確認シートを各自から発表してもらい、議論を重ねました。 

参加された各団体から、「増加する空き家の問題と人口減少に対する対処について」や、

「産業廃棄物処理の新規事業の考察」、「電気自動車を利用したレンタカー、カーシェアリ

ング業務」等、テーマを決めたシートの発表や課題の確認とそれらに対する意見交換を始

め、今日前半にご説明頂いた「北日本木材資源リサイクル協会」の三浦広和氏に、協会で

の活動の詳細や実績をご説明頂きました。協会が間に入るまでは意見の相違で企業間のバ

ランスが満足に取れていなかった 2 企業の仲介の結果、現在では好転しているという、テ

ーマに沿った成功事例を身近に確認する事ができ、そのコツをつかもうと皆様意見の交換

に積極的に取り組まれていました。 

 

 

4 日目 6 月 27 日（土） 

実習先／滞在先 山形市民活動支援センター 

ねらいと課題・作業の概要 

講師の主導の下、NPO の抱える課題について意見を交換し、

どのような解決法があるかを模索する。 

ワークショップではワイグルシートを用い、「課題の明確化、

ならびにその対処」について議論を行う。 

 

■当日の様子■ 

生憎の雨模様の中でしたが、山形市民活動支

援センターのセンター長である齋藤和人氏から、

自団体のみならず NPO 団体全体を視野に入れた

問題点がどこであるか、また、それに対しどの

ような対策が考えられるか意見を出し合い、議

論を交わしました。 

一朝一夕には解決の難しい課題が挙げられ、

解決には今後一団体だけではなく、複数の団体、

そして NPO に限らず企業や行政とも連携をとっ

ていく必要があるという、この度の研修を通し

てテーマに挙げている「NPO と企業の連携」に則

した意見も自然と挙がり、議論が白熱しました。 

午後からはワークショップを行い、団体毎に、改めて自団体の活動や抱える課題につい

ての見直しを行い、ワイグルシートを利用して参加者全員が各々課題への対処についての

意見を提案するという、それぞれにとって非常に実りのある実習となりました。 

人口減少によって増加傾向にある空き家を如何にして対処するのかという議題に対し、

実例を交えて、イベントの会場として提供する案が挙げられるなど、多角的な視点からの

意見が様々に挙げられ、今後の活動における有力な参考になりました。 

齋藤講師の視野の広さ、参考になります 



 

 

 

 

 

 

 ■当日の様子■ 

炎天下の中、それでもお集まりいた

だいた受講生の方々の意識の高さに感

銘を受けつつ、研修を行いました。今

回は一日を通してワークショップ形式

の研修形態に統一して進行しました。 

前半は、ファシリテーターの司会の

元、これまでに研修で蓄積していった

情報等を参考にワイグルシートを各自

ご記入頂き、更に受講生間でシートを

回し、記入された課題に対する各受講

生の意見を寄せ合い、情報に深みを持

たせて行きました。 

後半は前半で作成したワイグルシートを用い、連携対応策への取り組み計画を作成す

る大事な研修を行いました。以下のポイントで進行されました。 

 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 

各受講生から仕上がったワイグルシートを発表して頂き、相互に意見を述べました。そ

の後、ワイグルシートを元に活動計画書を作成して頂き、各自発表して頂いた上で、討議

を行いました。 

自団体の課題への理解が深まった事により、その対応策と具体的な行動の表現にはより

大きく悩んでおられたようです。この研修が課題解決への一助となる可能性を高く感じら

れるものでした。 

基礎研修後アンケートでは、特に企業での実習（研修）について高い評価を頂きました。 

5 日目 7 月 11 日（土） 

実習先／滞在先 山形市民活動支援センター 

ねらいと課題・作業の概要 

ファシリテーターの司会の元、全体をワークショップ形式に

て開催し、ワイグルシートを用い、「他団体との連携におけ

る課題の明確化、ならびにその対処」をテーマにアクション

プランを作成し、情報の共有、議論を行う。 

本講座 

真剣な中にも笑顔が混じり、 

ワイワイグルグル意見交換 



 

 

 

 

実践期間中の課題等 

活動計画書に基づき、受講者の提示した課題への取り組み

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

せ支援するフォロー活動を行った。 

ヒアリング・アドバイス

の手法 
電話及びメールにて受講者のフォローを行った。 

実施記録 
7 月初旬にメールで展開し、７月下旬に電話でフォローア

ップを行った。 

 

 

 

 

 

平成 27 年 7 月 29 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 

コーディネーター：一般社団法人 環境経営支援機構 

         事務局長 須藤 典朗 

 

 ■当日の様子■ 

これまでの研修で学んできた集大成、まと

めとなるフォローアップ研修を行いまし

た。 

これまでの研修で新しく確認のできた課

題と、それを参考にした活動計画表を作

成し、受講生毎に発表を行いました。コ

ーディネーターのフォローの元、活発に

進捗し、更に新しい課題が浮き彫りとな

ったり、今後発展していきそうな新しい

活動のアイディアが生まれたりと、各々

事後報告会／フォローアップ講座 

ヒアリング・アドバイス 

色々な課題と色々な解決アイディアに

議論が白熱していきます 



何かしらこれからの飛躍に繋がっていくような手掛かりをつかむことができたよう

です。 

完了後、後日始まる応用研修についてコーディネーターから説明があり、受講生も更

なる改善の手段を得る機会となり得る可能性に期待感を高めておりました。 

 

 

４．受講者等の声 

・課題を見つけ、小さくても少しずつマッチングを始める事が大切なのだと知る事が

できました。 

・マッチングという性質から、情報を多角的に収集する事、何よりたくさんの人の意

見を聞くことが必要だと知りました。 

・課題を一つ一つ着実に進めていく事で、団体を発展させていきたいと思いました。 

 

 

５．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

  ほほえみの宿・「滝の湯」様からは、当研修を新入社員の社員研修と位置付けられ、

多数が参加され、社員の方が部外（研修受講生）の方と意見交換をする事で、自社

のホテルだけではなく、資源循環による取り組みがどのような社会的位置づけを持

っているかを体験できたといわれました。社員と受講生との交流の成果と感じます。 

又、NPO 法人北日本木材資源リサイクル協会様は、建設廃材の木材系とコンクリー

ト系を主にリサイクル処理するNPOとしての活動と、企業としての活動を両立させ、

業界のバランスと組織作りに寄与していますが、現状、所属団体、企業の横の繋が

りが希薄になっている事を懸念していました。それに対し、研修に参加された他の

団体との意見交換により、自団体の位置付けがはっきりしてきたとの声を頂きまし

た。 

 

 

６．考察・今後の課題 

昨年度に比べ、若干人数が少ない形での研修となりましたが、内容は以前にもまし

て熱心に行われるものとなりました。一つの課題が提示されれば、それぞれの立場か

ら見えてくる様々な改善策が提案され、それにより更に新たに別の課題が表面化して

くる、それに対して再度議論を展開する、と、充実した内容になったと思っておりま

す。 

しかしながら、運営者として力不足を感じざるを得ない面も多々あり、「他企業、他

団体との連携」という研修テーマに沿えない内容になるような事もありました。 

今後は今回の研修を反省し、応用研修に向けて実習内容を効率化をして参りたいと思

います。 

 

以上 


