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平成 28年度「スタッフ向け環境 NGO・NPO能力強化研修（関東・甲越ブロック）」実施状況 

 

 

 

 

「NPO の事業成功の秘訣」まちのファンが生まれる企画力・実践力向上!!  

 

１．目的・ねらい 

環境 NGO・NPO スタッフの「事業展開力」の向上を目的にしたプログラムを実施しました。

事業アイディアを実現する力、事業を回すプロジェクト・マネジメントの力をテーマに新

しいノウハウ、先行事例の知見を体感できるカリキュラムを提供。自主事業や寄付獲得の

仕組み構築をはじめとする「自主財源の拡充」や、「助成金依存」の NPO活動からの脱却を

担う人材、ロールモデルの輩出をねらいます。 

 

２．実施概要 

本研修では、環境 NGO・NPO のスタッフが、新しい「寄付者獲得」や「事業開発」への戦略

構築から実践まで取り組むプログラムです。全 5 回の研修期間中は、事業づくりの基礎か

ら学び、活動を事業に変える手法を習得。寄付獲得の仕組み構築や、自主事業の具体的な

スタートを目指しました。 

 

（１）開催日時 

研修 1日目：2016年 10月 6日（木）10:00-18:00 

研修 2日目：2016 年 10月 7日（金）13:00-18:00 

研修 3日目：2016 年 11月 17日（木）10:00-18:00 

研修 4日目：2016 年 12月 8日（木）13:00-18:00 

研修 5日目：2017 年 1月 16日（月）13:00-18:00 

先行事例の視察：2017 年 1月 13日（金）午前/午後 

 

（２）開催場所 

研修 1日目のみ：波止場会館（神奈川県横浜市中区海岸通 1-1） 

研修 2日目-5日目：神奈川県立かながわ労働プラザ（神奈川県横浜市中区寿町 1-4） 

 

（３）各回参加人数 

研修 1日目：11名 

研修 2日目：11名 

研修 3日目：10名 

研修 4日目：6名 

研修 5日目：7名 

テーマ：自主財源の拡充・事業開発・プロジェクトマネジメント 
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（４）プログラム 

1日目： 10月 6日（木） 

10:00～18:00 

事業開発の基礎（概論） 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター マーケティング・ディレ
クター／NPO法人ブリッジフォースマイル 理事） 
ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

10:00～10:30 
オリエンテーション 

ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

10:30～12:30 
講義「マーケティングの基礎」 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

13:30～14:30 
講義＆ワークショップ「環境分析」 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

14:30～16:00 
講義＆ワークショップ「顧客設定」 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

16:00～17:30 
講義＆ワークショップ「マーケティングミックス」 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

17:30～17:50 
全体発表「ワークショップの成果」 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

17:50～18:00 
研修 1日目のまとめ、次回研修への準備・事務連絡 

ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

 

2日目： 10月 7日（金） 

13:00～18:00 

プロジェクト・マネジメント体感 

講師：伊藤 大輔 氏（一般社団法人日本 PMO協会 代表理事／青山学
院大学大学院 MBAプログラム「プロジェクト・マネジメント」講師） 
ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

13:00～13:30 
講座「プロジェクトの基本的概念」 

講師：伊藤 大輔 氏（一般社団法人日本 PMO協会） 

13:30～14:30 
ワークショップ「ミニプロジェクト体感」 

講師：伊藤 大輔 氏（一般社団法人日本 PMO協会） 

14:30～16:00 
講座＆ワークショップ「未来視点 目標設定」 

講師：伊藤 大輔 氏（一般社団法人日本 PMO協会） 

16:00～17:00 
講座＆ワークショップ「段階的 計画」 

講師：伊藤 大輔 氏（一般社団法人日本 PMO協会） 

17:00～17:50 
講座＆ワークショップ「マヌーバリング 実行・修正」 

講師：伊藤 大輔 氏（一般社団法人日本 PMO協会） 

17:50～18:00 
研修 2日目のまとめ、次回研修までの課題（宿題）連絡 

ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 
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3日目：11 月 17日（木） 

10:00～18:00 

事業化プロセス体感／インタビューリサーチ体験 

講師：牛堂 雅文 氏（株式会社ジャパン・マーケティング・エージェ
ンシー／ 日本マーケティングリサーチ協会 カンファレンス委員会 
委員長） 
講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター 

10:00～12:00 
講座＆ワークショップ「事業化までの 5つのステップ」 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター 

13:00～14:00 
講座＆ワークショップ「成果指標の作り方」 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター 

14:00～15:00 
講座＆ワークショップ「カスタマージャーニーマップのつくり方」 

講師：牛堂 雅文 氏（ジャパン・マーケティング・エージェンシー） 

15:00～16:00 
講座＆ワークショップ「マーケティングリサーチ概論」 

講師：牛堂 雅文 氏（ジャパン・マーケティング・エージェンシー） 

16:00～17:50 
講座＆ワークショップ「インタビュー実践」 

講師：牛堂 雅文 氏（ジャパン・マーケティング・エージェンシー） 

17:50～18:00 
研修 3日目のまとめ、次回研修までの課題（宿題）連絡 

ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

 

4日目：12 月 8日（木） 

13:00～18:00 
事業化への第一歩 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

13:00～15:00 
受講者による発表「顧客インタビュー結果」 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

15:00～17:00 
ワークショップ「プロトタイプ作成 or 企画練り直し」 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

17:00～17:50 
受講者による発表「研修 5日目までのアクションプラン」 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

17:50～18:00 
研修 4日目のまとめ、次回研修までの課題（宿題）連絡 

ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

 

5日目：1 月 16日（月） 

13:00～18:00 

成果報告、ネクストステップの決定 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 
ゲスト専門家：藤枝 香織氏（一般社団法人ソーシャルコーディネー
トかながわ 副理事長） 

13:00～15:00 

受講者による発表「成果報告」 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

ゲスト専門家：藤枝 香織氏（ソーシャルコーディネートかながわ） 
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15:00～16:30 

ネクストステップに向けた「個別相談会」 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

ゲスト専門家：藤枝 香織氏（ソーシャルコーディネートかながわ） 

16:30～17:30 
全研修終了の振り返り、受講者同士の交流・意見交換会 

講師：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

17:30～18:00 
全研修終了後アンケートの記入・提出 

ファシリテーター：笠原 孝弘 氏（NPOサポートセンター） 

 

■当日の様子（1 日目）■ 

 

 

〈研修 1日目〉藤井氏の講義 

 

NPO サポートセンター マーケティング・ディレクター／NPO 法人ブリッジフォースマイル 理事・

藤井氏による、事業開発の基礎（概論）と題した講義とワークショップを実施。 

 

・藤井氏からアイディアの実現に必要な一連のマーケティングプロセスの講義を受け、事業

開発に役立つ 5 つのワークシートに参加者毎に取組んだ。5 つのワークシートの内容は、

「外部環境分析」、「内部環境分析」、「マーケティング課題の特定」、「顧客像（ペルソナ）」、

「マーケティングミックス」。 

・研修の最後に、ワークシートの取り組み内容を参加者全体に向けて発表を実施。次回研修

までに、ワークシートの加筆修正を実施してもらう観点で、講師から質問、助言を行った。 

・一連のマーケティングプロセスについて、初めて学ぶ参加者、あらためて学び直す参加者

など、事前の理解度の状況に違いがあった。レベルの違いはあったものの、各自の具体

的な事業を想定して、講義に臨み、ワークショップは実践的に取り組めたことで、満足度の

高く、気づきの多い研修になったようだ。 
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〈研修 1日目〉ワークシートを活用し、自団体の分析に取組む参加者 

 

■当日の様子（2 日目）■ 

 

一般社団法人日本 PMO協会 代表理事／青山学院大学大学院 MBAプログラム「プロジェ

クト・マネジメント」講師・伊藤氏による、プロジェクト・マネジメント体感と題し

た講義とワークショップを実施。 

 

・伊藤氏から事業成功に欠かせない知識・技術の習得を目指す講義を受け、日常の業

務や、自主事業開発の実践期間での導入をイメージしながら、目標設定力、段取り

力、実行力、コミュニケーション力を、座学と体験型グループワークで理解を深め

た。 

・プロジェクト・マネジメントについて、“何となく知っているつもり”であった参加

者や、“頭の中で想像していることを、どう具体的に作業をすれば計画に落とし込め

るのか”の悩みを抱えていた参加者にとって、体系立てて学べる機会となった。プ

ロジェクト・マネジメントのツール活用シーンや、活用法を学び直せる機会となり、

各自の状況に合わせて取り入れ、実践につながりそうだ。 

 



6 
 

〈研修 2日目〉プロジェクト・マネジメントの体験型ワークに取組む参加者 

 

■当日の様子（3 日目）■ 

 

研修前半は NPOサポートセンター・笠原氏による、事業化プロセス体感と題した講義と

ワークショップを実施。後半は株式会社ジャパン・マーケティング・エージェンシー

／ 日本マーケティングリサーチ協会 カンファレンス委員会委員長・牛堂氏による、

インタビューリサーチ体験と題した講義とワークショップを実施した。 

 

・笠原氏から、商品・サービス開発の 5つのステップの講義を受け、事業化に向けて、

構築すべきアイディアを明らかにする「手法」についてワークショップを交えて体

感した。 

 

・牛堂氏から、社会のニーズ発見、顧客の“課題”を把握するために必要なインタビ

ュー手法の基礎について、講義をおこなった。さらに、参加者ごとにインタビュー

シナリオの作成、インタビュー演習を通じて、研修終了後からそれぞれの活動現場

において、インタビューリサーチを実践できるように準備を進めた。 

 

・前半の研修は研修 1 日目の学びを、実行に結びつける内容であり、参加者にとって

復習や理解を深める機会となり、カリキュラムの理解度がより進んだ。 

 

・後半のインタビューリサーチについては、講座内でインタビュー演習ができたこと

で、さらに経験を積んで試行錯誤を重ねたいと感想があった。研修後すぐに、実践

に取り組むことが期待される。 

 

〈研修 3日目〉実際の顧客を想定して「インタビュー演習」に取組む参加者 
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■当日の様子（4 日目）■ 

  

受講者による、事業企画の発表会を実施した。前回（3 日目）の研修で学習した「顧客

インタビュー」を研修 4 日目までに各現場で実践し、その結果が反映された企画が発

表された。発表には、受講者同士での活発な質疑応答、講師から具体的なアドバイス

が行われた。顧客のインタビュー結果などから、現実のニーズや課題をあらためて把

握し、企画の大きな変更・発展もみられた。 

後半は、NPOのサービス開発の事例紹介を講師から実施。また、受講者は前半の発表の

フィードバックを受けて、企画内容のプロトタイプの構築と、次回研修までの実践ス

ケジュールを検討する、ワークショップを実施した。 

 

・受講者は、イベント・セミナー集客改善、啓発キャンペーンの参加者増、市民を巻き

込んだアップサイクル商品づくり等の企画を発表した。発表後は、講師から企画お

よびプロトタイピングを具体的にするフィードバックを実施した。 

 

・顧客インタビューの結果が、受講者が当初想定していた回答を得ることができなく、

研修 4 日目を迎えるまでは、暗中模索状態の受講者が多かった。今回、研修 4 日目

の発表に対して、講師からのフィードバックの機会、受講者同士の質疑応答を設け

たことで、次の一手が見えてきた受講者が増えたようだ。他団体の現場の知見を聞

き、自分たちに活かせることはないかと考え、切磋琢磨する中で新たな視点を得る

刺激の多い機会になったようだ。 

 

 

〈研修 4日目〉研修前までに実施した「顧客インタビュー結果」を発表する参加者 
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■当日の様子（5 日目）■ 

  

受講者による、「研修の成果報告会」を実施した。前回（4 日目）の研修で講師からフ

ィードバックを受けて企画内容を改善し、研修 5 日目までに各現場で実践してきた。

その結果を成果報告として発表。発表に対して、事業アイディアの見直し、プロトタ

イプの改良案、軌道に乗せる今後の取り組み等について、講師、ゲスト専門家、受講

者を交えたディスカッションが行われた。 

 

・受講者が本プログラム期間中の成果として発表したのは、下記のテーマである。 

(1)新しい顧客層アプローチに向けた「温暖化防止月間イベント」の開催 

(2)生物多様性に関するキャンペーンに賛同する「法人の獲得」施策 

(3)モノづくりデザイナー＆子育て中の女性と作る「アップサイクル工房」事業 

(4)「里山×ファスティング」ツアーの立案 

 

・全てのカリキュラムを終了し、振り返りの会では、受講者の多くが、「仮説検証」、「ト

ライアンドエラー」を今後も継続していくと意気込みをみせた。新規事業、正解を

誰も持っていない取組みに対して、効率の良い整理方法を知ることができ、次年度

も研修で習得した一つ一つのステップを踏んでいくと発表があった。本プログラム

終了後の継続した取組みが期待される。 

 

 

〈研修 5日目〉研修「成果報告」の様子。地元の知見が深い専門家からフィードバックを受ける 
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先行事例の視察 

11月 13日（金） 

視察先 
さがみ湖 森・モノづくり研究所（11月 13日 午前） 

キーパーソン 21（11月 13日 午後） 

視察の目的 

市民を巻き込んだ「商品開発・販売プロセス」、団体のサービスを自

治体や企業と連携し「法人支援者の獲得」を実現している組織の代表、

現場担当者と意見交換を通じて、事例の理解を深める。ファンが生ま

れるサービスや商品開発を実現するプロセス、ノウハウ・知見を獲得

する。 

 

  

〈左〉さがみ湖 森・モノづくり研究所、（右）キーパーソン 21 

 

■当日の様子（先行事例視察）■ 

◆さがみ湖 森・モノづくり研究所（https://morimo.amebaownd.com/） 

地域材を活用した商品開発・販売および環境教育事業に取り組む「さがみ湖 森・モノづくり

研究所」の事例から、商品づくりの要となる「サプライチェーン構築」のプロセスと成果を学んだ。

地域の「人・モノ・金・情報」を発掘して実現した「森の机事業」のつくり方、相模原市の全小学

校に展開を見込むことが出来た、自治体とのコミュニケーション方法の知見を得ることができ

た。 

 

◆キーパーソン 21（http://www.keyperson21.org/） 

企業連携の事業が急増し、経済産業省大臣賞を受賞直後の「キーパーソン 21」から、企業と

の事業開発、法人支援者獲得の事例を学んだ。子どもたちへの教育活動「企業の子ども応援

プロジェクト」を通じて、地域の企業や諸団体と連携し、学校の中、企業の施設等でキャリア教

育支援を行っている。企業への営業方法、複数の形を用意した連携法の提案、企業のCSR以

外にも、人事部、広報部との連携する方法など、具体的なノウハウと知見を得ることができた。 
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■ヒアリング・アドバイス■ 

 

実践期間中の 

課題等 

受講者は、研修期間中、ワークシートで整理・分析、インタビュー実

施などを通じて、企画のスタート・改善・実行を目指した。 

■研修 1日目、2日目終了後の課題 

以下の、各ワークシートの作成と事前提出 

(1)外部環境分析 

(2)内部環境分析 

(3)ペルソナ作成（顧客設定） 

(4)マーケティングミックス 

■研修 3日目終了後の課題 

(5)顧客インタビューを 10名以上実施 

(6)インタビュー結果を反映し「ペルソナ」の再作成 

(7)インタビュー結果を反映し「マーケティングミックス」再作成 

■研修 4日目終了後の課題 

(8)企画のプロトタイプを顧客 10名以上に提案し、フィードバック 

を整理する 

(9)成果報告の発表資料作成 

ヒアリング・ア

ドバイスの手法 

・下記の手法で受講者からの相談、フォローアップに、随時対応した。 

手法：メール、電話、ビデオチャット、SNS のメッセージアプリ 

・各回の研修開催直後および、次回研修の開催前に課題作成のリマイ

ンドを実施。課題取組の進捗状況、悩み等についてもヒアリングを

おこなうなど、フォローアップをおこなった。 

・事前提出期限である研修開催 1週間前までに作成・提出された受講

者のワークシートについては、研修開催前までに助言をおこない、

必要に応じてブラッシュアップを実施いただいた。 

実施記録 

・研修 1 日目終了後から、研修 5 日目開催前までの期間について、

受講者からの相談、フォローアップに随時対応した。 

・各回の研修開催直後および、次回研修の開催前に課題作成のリマイ

ンドを実施。課題取組の進捗状況、悩み等についてもヒアリングを

おこなうなど、フォローアップをおこなった。 

・事前提出期限である研修開催 1週間前までに作成・提出された受講

者のワークシートについては、研修開催前までに助言をおこない、

必要に応じてブラッシュアップを実施いただいた。 
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３．受講者等の声 

・複数人で参加することで、組織全体でのプロジェクト理解、ミッション共有が深まりま

した。また、講座後の課題が設定されていたことで、受講内容に理解が深まりました。研

修期間中から、インタビュー、仮説検証を実施することで、プロジェクトの推進力が強ま

ったと思います。 

 

・研修の最後には、ペルソナを通して、1団体目の連携先を見つけることが出来ました。ま

た研修を通じてチーム内に、業務をどのように改善していくのが良いかを、話し合おうと

する雰囲気が生まれました。 

 

・実施した普及啓発イベントで、ターゲットを絞り、ペルソナを具体的に設定することで、

来場者が満足してくれるイベントになったと思います。今後も事業を行っていく上で、今

回学んだ手法を活かしていきたい。 

 

４．実習 受け入れ先の指導者等の声 

当団体の事業もまだまだ完全ではなく、試行錯誤中ではありますが、これまでの事業づ

くり、商品開発の過程を受講者の皆さんに共有できたのではと思います。社会を良くする

サービスや、新規事業が受講者の皆さんから生まれ、環境 NPO 分野の盛り上がりを祈念し

ております。 

 

５．考察・今後の課題 

本研修では、事業アイディアの実現を目的に、その開発期間として受講者は 4 つのステ

ップに取組んだ。 

(1)マーケティングを中心とした事業づくりの基礎の習得。 

(2)プロジェクト・マネジメントを理解し、日常の事務力の強化。 

(3)事業アイディアを支援者や顧客にインタビューをし、フィードバックを獲得する。 

(4)「自主事業」、「寄付獲得」など事業を試験的にスタートし、小さな成功体験 / 失敗体

験をつくる。 

 

全 5回の研修を終えて、6割の受講者が、事業アイディアを具体的な形にし、最初の顧客層

を獲得することができた。残り 4 割の受講者も、本プログラム期間中に形にならなかった

ものの、支援者や顧客から反応を得る事ができ、次年度の事業の検討材料を得ることがで

きた。 

 

地元に密着した活動をする受講者が多く、研修 3 日目から研修 4 日目の間の「課題：顧客

インタビュー」が、事業アイディアを具体的な形にできたかの成否に大きく関わったと考

える。単純なニーズ調査（御用聞き）のインタビューにとどまらず、インタビュー後もフ

ィードバックを継続的に得ることができるような関係性の強化、巻き込むことができた受
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講者は、事業化の推進力が高まったようだ。インタビュー先をお客さんではなく、地元を

一緒に盛り上げる、商品・サービスを一緒につくるメンバーとしてインタビューすること

が、地元に根差した活動のスタートダッシュに重要だ。 

 

本プログラムは、各回の研修終了後に、研修の学びを実践する課題を課していた。毎回の

課題に取組み、講師や専門家からのフィードバックを得たことで、「新規事業開始」や「啓

発キャンペーン、イベント参加者の獲得」など、受講者が具体的な成果を出すことができ

たと考える。 

 

また、「団体から複数人参加の推奨」と「プロジェクト・マネジメント講義受講」の 2点も、

厳しいスケジュールの中、受講者が毎回の課題に取り組むことができた大きな要因と考え

る。1つ目の複数人参加について、団体内で同じ研修を受講している仲間がいることで、チ

ームとして課題の検討・取組むことで、研修外も推進し続けることができたようだ。2つ目

のプロジェクト・マネジメントについて、通常業務が多忙な中で「新しいプロジェクト」

を立ち上げる難しさと実行するコツ、多忙な中でも段取り力が向上するツールを習得する

ことが大きかったと考える。業務改善につながるプロジェクト・マネジメント講義を、研

修の早い段階で受講したことで、受講者の課題の実践・提出に結びついたと考える。 

 

今後受講者は、試験的にスタートした事業のマーケティング施策の見直し、事業の改善等

を、本プログラムで習得した手法を繰り返し実践できるかが重要となる。専門家や講師か

らの助言も貴重だが、仮説検証を継続的に繰り返し、支援者や顧客との対話から、真摯に

フィードバックを獲得し続ける事が出来るかが重要である。 

 

さらに、次に出てくる障害や悩みとして想定されるのは、事業の規模の拡大（例えば、100

名以上にサービスを届けたいなど）に取り組む際に限界が出てくるだろう。本プログラム

で得た手法は、熱狂的な最初のファンを獲得することはできるが、大規模イベントの集客、

地元全体に向けた啓発キャンペーン、寄付者獲得キャンペーンを本格展開するには、PR 手

法や web マーケティング等の習得が新たに必要になってくると考えられる。2年目の研修で

は、受講者の事業を支援者に届け、地元の応援者を増やすような取組みを通じて、事業化

を実現し、受講者の組織の基盤強化につなげていく予定である。 

 

以上 


