
 

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

 

 

「できることをどんどん増やそう」「力をあわせて楽しもう」 

       １年目 ②スマホからはじめよう！ＷＥＢ活用術 

 

１．目的・ねらい 

目的 

環境保全に取り組む民間団体（NGO・NPO等）の課題解決力 Up!を目的とする。 

 

「できることをどんどん増やそう」「力をあわせて楽しもう」を合言葉に、ＷＥＢの活用に

よる資金調達や広報戦略、あるいは幅広い世代や地域の人々とのネットワーク構築など、

課題解決につながる力を身につけます。 

 

ねらい 

１．最新情報を知ると同時に、情報の獲得方法を知り、必要に応じて活用できるようにな 

 る 

２．ＷＥＢの活用による、資金獲得スキーム構築やマーケティング戦略、広報戦略を学び、 

クラウドファンディングによる事業資金獲得やデータベース活用によるマーケティン

グ・広報戦略につなげる 

３．幅広い世代や地域の人々とのネットワーク構築を学び、地域での活動がスムーズにな

る。異なる視点を持ち刺激しあえる仲間や研修終了後においても相談・連携できる仲

間を得る。 

  本研修の実施によって、受講者・講師・実地研修先・中間支援組織・行政等の間に新

しいネットワークが生まれ、連携して課題解決にあたることができる。 

また、受講者は講座終了後も講師に自団体の課題について講座運営者を通じて相談す

ることができる。 

４．環境問題についてつながりを整理し、身近な問題として具体的な行動をおこす。 

 

２．実施概要 

（１）開催日時および（２）開催場所 

第 1日 11月 19日（土） 京エコロジーセンター第 2会議室 

第 2日 11月 20日（日） 京エコロジーセンター第 2会議室 

第 3日 11月 23日（祝） 大阪南港咲洲地区にて実地研修 

第 4日 12月 3日（土）  京エコロジーセンター第 2会議室 

第 5日 12月 17日（土） 京エコロジーセンター第 2会議室 

 

 

 

課題解決力Ｕｐ！ 



（３）各回参加人数 

第 1日 11月 19日（土） 参加予定人数１０名 実績８名 

第 2日 11月 20日（日） 参加予定人数１０名 実績８名 

第 3日 11月 23日（祝） 参加予定人数１０名 実績９名 

第 4日 12月 3日（土） 参加予定人数１０名 実績１０名 

第 5日 12月 17日（土） 参加予定人数１０名 実績９名 

（４）プログラム・当日の様子 

 

1日目：１１月１９日（土） 

10:00～10:05 
研修目的の説明 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

10:05～10:10 
ご挨拶 

講師：今永正文氏（地球環境基金研修・講座アドバイザー） 

10:15 ～10:20 
地球環境基金ご紹介 

井上明子（イー・ビーイング） 

10:20 ～10:45 

研修全体スケジュール及び当日スケジュール紹介、各種案内 

アイスブレイク マンダラアートによる自己紹介 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

10:45～12:00 

講義 課題解決力アップのために できることをどんどん増やそう 

力を合わせて楽しもう 

講師：水谷 綾氏（TSURUMIこどもホスピスエリアマネージャー） 

13:00 ～14:30 
京エコロジーセンターガイドツアー 

講師：澤田雄喜氏（京エコロジーセンター事業課） 

14:30 ～16:45 

講義と意見交換 ナンコウスタイル咲くまちプロジェクトによる地

域の魅力発信 

講師：戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

16:45 ～17:00 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ■当日の様子■ 

および 

３．受講者等の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・NPO は、ミッション・ビジョンを

持ち計画性のある活動をすることが

大切 

・広報の最終目的は伝えたい相手に

行動してもらうこと 

・どうしたら言葉が届くのか 

・必要なのは強い思いを持ちながら

も「相手の立場で考える力」 

地球環境基金ご紹介 

ご挨拶 今永正文氏 

講義 課題解決力アップのために 

水谷 綾氏 



 

《受講者の声》 

・基本（ミッション・ビジョン）の大切さがよくわかった。 

・広報に興味があるので楽しく聞くことができましたミ 

 

 

 

 

 

建物として、太陽光発電、雨水利用、

地熱利用、高断熱外壁をはじめ、省エ

ネルギー・省資源型の設備を導入し、

さらに、自然素材を生かした材料やリ

サイクル建材も活用している。 

展示では、地球規模での環境問題から、

京都ならではのエコロジーの知恵ま

で、体験型で学べることなど。 

 

 

《受講者の声》 

・建物自体の工夫が興味深かった。 

・展示方法（見せ方）にもいろいろと工夫があった 

 

 

 

 

 

咲くまちプロジェクトとは、大阪南港

ポートタウンの地域活性化のための

活動で①イベント部会 ②魅力発信 

部会 ③ウェルネス部会の活動があ

る。 

魅力発信部会では、地域外の若いカッ

プルや子育て層に「南港ポートタウン

に住みたい」と思ってもらえるように、

地域の魅力を WEB を活用して発信し

ている。 

 

《受講者の声》 

講義と意見交換  

ナンコウスタイル咲くまちプロジェクトによる地域の魅力発信 戸田幸典氏 

京エコロジーセンターガイドツアー 

澤田雄喜氏 



・住民の住民による住民のための街づくりだなと思った。 

・「片道 1時間～」の動画は魅力がある。WEB活用のなかでも動画があるとわかりやす

い。 

 

 

 

２日目：１１月２０日（日） 

10:00～10:05 
ご挨拶 

講師：西岡玲子氏（環境再生保全機構） 

10:05～12:00 

講義とワークショップ 課題解決力アップのための（スマホから始

めよう WEB活用術）課題抽出 

講師：戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

13:00～15:00 
事例紹介 スマホで魅力を発信しよう（ＷＥＢ活用） 

講師：原 太雅氏（TAGAIWORKS代表） 

15:00～16:50 

ワークショップ 課題解決力アップのための（スマホから始めよう

WEB活用術）テーマ設定 

講師：戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

16:50～17:00 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 ■当日の様子■ 

および 

３．受講者等の声 

 

 

   

WEB活用の前にすべき準備（ステーク

ホルダー・ターゲット・広報ツール

の棚卸）について学び・考える 

具体的な WEB 活用による広報手段の

課題の設定、WEBを活用する事業の設

定 

 

 

 

《受講者の声》 

・広報を行う上で、漠然と行うのではなく対象をしっかりと絞って明確化することが

重要であることがわかった。 

講義とワークショップ 課題解決力アップのための（広報・WEB活用のための）課題

抽出 戸田幸典氏 



・紙に書いてみると整理できてよい 

 

 

 

伝えるための手段には、文章・画像・動

画・音声などがあるが、WEBではその文字

や画像・動画を簡単に扱うことができ、

WEBSITEは問題解決の道具になる。 

スマホひとつで、調べる・通信する・貯

める・作・楽しむなどいろいろなことが

できる 

情報発信をする前に、誰に、どんな情報

を、どのような手段で伝えるのかを検討

することが大切。 

 

《受講者の声》 

・データをたくさん見せてもらえたので分かりやすく、また、納得できました。YouTubeの

利用のされっぷりに驚きました。 

・基本的なことがわかったことと、どう使うか少しイメージがわいた。 

 

 

 

 

 

現在のステークホルダーそれぞれとの

コミュニケーション上の課題の整理 

受講生間でシェア・お互いに引き出す

時間 

あるべきコミュニケーションの状況か

ら、WEB 活用が有効だと考える事業や

ターゲットを設定する 

 

 

《受講者の声》 

・活動の整理、見直しになった。 

・具体例なテーマ設定ができたことにより、より踏み込んだ分析をすることができた 

 

 

 

事例紹介 スマホから始めよう WEB活用術 原 太雅氏 

ワークショップ 課題解決力アップのための（広報・WEB活用のための）テーマ設定 戸

田幸典氏 



 

３日目：１１月 ２３日（祝） 

10:00～12:00 

実地研修①大阪府大阪市のナンコウスタイル～咲くまちプロジェク

トの現場にて 

 ナンコウスタイルの理解と現場視察 

講師：戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

   原 太雅氏（TAGAIWORKS代表） 

   藤原 学氏（住之江区役所咲くまち PT担当者） 

13:00～16:00 

実地研修②フォトピクニックによる情報収集・発信の体験 

指導：戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

   原 太雅氏（TAGAIWORKS代表） 

16:00～16:50 

意見交換 

戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所）原 太雅氏（TAGAIWORKS

代表）藤原 学氏（住之江区役所咲くまち PT担当者） 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

16:50～17:00 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 ■当日の様子■ 

および 

３．受講者等の声 

 

 

   

住之江区役所のプロジェクト担当者、藤原氏より、咲くまちプロジェクトこと、南港ウ

ェルネスタウン構想についての説明、原 太雅氏によるインスタグラム活用の説明、

ポートタウンの視察 

 

 

実地研修①ナンコウスタイルの理解と現場視察  

戸田幸典氏 原 太雅氏 藤原 学氏 

 



 

《受講者の声》 

・南港にははじめて来たので、町の雰囲気を知るのにはちょうど良かったです。 

・実際に見ることによってより知ることが出来たと思います。 

 

 

 

 

 

・一般参加の地域住民も一緒にフォトピク

ニックを体験する 

・フォトピクニックとは、南港ポートタウ

ンの魅力を、写真を使って発信していこう

とするイベント 

・「素敵」を見つけたら撮影してどんどん

インスタグラムに投稿する 

・♯南港フォトピクニック、♯ナンスタグラ

ムをつけること 

・まず、写真撮影のレクチャーを受けて、

5～6人のグループに分かれてポートタウン内を歩き、撮影する 

・戻ったらみんなで投稿写真の品評会を楽しむ 

 

 

《

受 講 者

の声》 

・インス

タにあ

げる目

的があ

ったの

で、注意

しながら町を歩くのがおもしろいです。テーマを変えて探すのも広がりができていいで

すね。 

・インスタグラムの使い方がよくわかった。 

・1日目、2日目の座学の内容が現場でよくわかりよかったです。 

 

 

実地研修② フォトピクニックによる情報収集・発信の体験 

戸田幸典氏 原 太雅氏 



４．実習 受け入れ先の指導者等の声 

ナンコウスタイル制作者 原 太雅氏  

南港ポートタウンは「買い物に 1 時間かかる街」 それは、歩いて 2 分のスーパーに行

こうと外に出ると、次々知り合いに出会って、おしゃべりがはずんでしまうから。 

ノーカーゾーンで、子供たちも安心です。 

この魅力を地域外の人に伝えるためにナンコウスタイルの HP を作っていますが、その

内容を充実させる一環としても 

フォトピクニックは多くの人からの多く

の画像が集まる手段です。 

この WEB 活用を実感していただけたの

ではないでしょうか 

咲くまちプロジェクト推進者 戸田幸典氏 

 地域を元気にするには、原さんのように、 

 住民が自ら動くことが大切。 

 このフォトピクニックのように、みんなで

ワイワイ楽しみながら地域の魅力を再発

見し、情報発信するのが、長続きのコツなので、受講者のみなさんは自団体の活動や、

その地域に合った方法や手段を考えてください。 

 

住之江区役所 咲くまちプロジェクト担当者 藤原 学氏 

まちをデザインし、まちを創っていく主役は

住民であることから、地域住民を主体とし た

組織を中心に、めざすまちの実現に向け取り

組んでいます。 

また、情報発信ツールはターゲットを明確に

しています。 

ナンコウスタイルは「地域外の若者や、子供

のいる世代に、南港に住みたい気持ちになっ

てもらうこと」を目指しているので、常に外

から見たときに魅力を感じてもらうことを意

識している。 

このくらいの絞り込みは必要だと思うので、WEB活用の参考にしてください。 

 

 

  



 

４日目：１２月３日（土） 

10:00～15:00 
ワークショップ WEB活用に挑戦 

講師：原 太雅氏（TAGAIWORKS代表） 

15:00～16:40 
講義と意見交換 ぶれない思いと伝えきる力 

講師：柏木 宏氏（大阪市立大学教授） 

16:40～17:00 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 

 ■当日の様子■ 

および 

３．受講者等の声 

 

 

１．コンセプトメイキング 

①お客様、競合他社、自社について

分析 

②ターゲットの設定 

基本属性、価値観、ターゲット、ニ

ーズ、購買行動パターンなど 

２．1ページに絞って作成 

①画像（ロゴ、ヘッダーイメージ、

バナー、イメージ画像） 

②テキスト（キャッチコピー、タイ

トル、説明文、詳細） 

③テキストに上記が揃っていること 

④画像がテキストを的確に補足すること 

３．品評会   

作成した HPを紹介し、意見交換。講師からアドバイスを受ける。 

 

 

 

 

 

《受講者の声》 

・広報におけるターゲットの設定の仕方がよくわかりました 

・簡単に HP が作成できる WEB サービスをご紹介いただき、実用的なワークができま

ワークショップ WEB活用に挑戦 原 太雅氏 



した。 

・紹介していただいた WEB サービスは、操作が簡単でかつデザインがキレイに出来上

がっているので、楽しく制作できた 

 

 

 

NGO・NPOの戦略的広報とは？ 

１．NPOの定義と NPO経営の特徴 

NPO の非営利性などの経営上の特徴

を理解したうえで、広報について考え

ることが必要。 

２．NPOの広報とその目的・ツールの大枠 

NPOにとって、広報の目的は、事業や 

運営に必要な資源の獲得、関係性の形 

成と維持、拡大、活動の基盤づくりの 

3つに大別できる。 

３．広報の目的に応じた手段とコンテン

ト：WEBにおけるポイントを含めて 

広報の手段としてウェブは重要性が高いが、すべてウェブで対応できるわけではない。

口コミやチラシ、メディアなど、伝統的な手段と組み合わせることが必要 

 

《受講者の声》 

・対象に合わせた広報を心がけることの大切さと、受け手の必要に応じた発信方法が重

要であることが印象的だった 

  ・「伝える対象を基軸にして」考えることが大事だと思った 

 

５日目：１２月１７日（土） 

10:00～14:00 

ワークショップと成果報告①  

WEB活用計画のブラッシュアップ 

講師：戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

14:00～15:50 

ワークショップと成果報告②  

WEB活用計画の発表と意見交換 

アドバイザー：柏木 宏氏（大阪市立大学教授） 

戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

藤原 学氏（大阪市住之江区役所）        

       辻 郁子氏（エコネット近畿事務局長） 

       杉本真美氏（京エコロジーセンター広報担当） 

15:50～16:40 セミナーと意見交換  

講義と意見交換 ぶれない思いと伝えきる力 柏木 宏氏 



今、地球環境はどうなっているのか？ 

私たちはどのように考えるべきか？ 

講師：内藤正明氏（滋賀県琵琶湖環境科学研究センターセンター長） 

16:40～17:00 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 

 ■当日の様子■ 

および 

３．受講者等の声 

 

 

 

１．団体または個人で作成した WEB活用計

画を発表する 

２．他の受講生は、発表を聴いての意見や

アドバイスを「フィードバックレター」に

記し、発表者に渡す 

３．集まった「フィードバックレター」の

内容などを「課題整理シート」にまとめる。 

４．「課題整理シート」を参考にして、WEB

活用計画をブラッシュアップする。 

 

 

《受講者の声》 

・周りのアドバイスで色々気づきができ、

よかった。 

・実際に作ったものを出し合って、意見交

換することで、多くの気づきを得ることが

できてよかった 

・今回作成した WEB ページと元の HP との

連携を今後の考えていこうと思う 

 

 

 

 

 

 

ワークショップと成果報告①  

WEB活用計画のブラッシュアップ 戸田幸典氏 

 

クラウドファンディング計画のブラッシュアップ 

ワークショップと成果報告②  

WEB活用計画の②発表と意見交換  

柏木 宏氏、戸田幸典氏、藤原 学氏、辻 郁子氏、杉本真美氏 

 

 

クラウドファンディング計画のブラッシュアップ 



 

 

ブラッシュアップした計画を団体ごとに

発表し、NPO経営の専門家、行政関係者、

中間支援組織の事務局長、環境活動広報

の専門家などのアドバイスを受ける。 

また受講生間での意見交換を行う 

 

 

 

 

 

《受講者の声》 

・皆さんしっかりと考えておられて、参考にさせていただくことが多くありました 

・アドバイスが大変良かった 

・自分の視点では気づかないことをいろいろ指摘してもらえてよかったです 

 

 

 

 

 

環境分野における持続可能な社会とは、社

会経済活動による環境（気候変動や資源枯

渇など）への悪影響が一定の限度を超えな

いように抑えながら、現世代の豊かさや将

来世代の生存が維持されること。 

そのために必要なことは、各主体が、将来

像を共有して、今の行動を考えることや、

定量的な将来像の設定。 

人と人のつながり、人と自然のつながり、

CO2 の半減、地域経済の活性化を考え、社

会全体の幸福度を高めることを考えよう。 

 

 

 

 

《受講者の声》 

・難しい内容をかみ砕いて話してもらったのでわかりやすかったです。 

・先生の率直な思いを本音できくことができて楽しかった 

セミナーと意見交換      今、地球環境はどうなっているのか？ 

私たちはどのように考えるべきか？  内藤正明氏 



・事例紹介された東近江などの地球環境問題の取り組みが大変参考になりました。 

 

 

 

 

（所属先での実践期間中のフォロー内容について記載ください） 

実践期間中の課題等 
各団体あるいは個人で課題解決のための WEB活用の企画と

して、HPを作成する。 

ヒアリング・アドバイスの手法 メール、電話にて 

実施記録 

12/6,7,8 受講者より電話にて WEB 作成について技術的な

質問があり、アドバイスを行った 

12/9受講者全員へのメール送付 

①計画作成において講師の方に質問あるいはアドバ

イスを求める内容のおたずね 

②企画書のフォームを添付して、企画書のステップを

踏んで WEB活用としての HP作成を求める。 

12/13受講者よりメールにて質問 

  ・動画の挿入方法 

  ・YouTubeとの連動 

  講師へメール添付でお尋ねし、回答を受講者に返した 

12/14,15 最終日に参加できない受講生に、企画書と作成

した HP のデータ提出を求め、受け取った。 

12/16 実地で教えてほしいという受講者の要望で、事務所

にて HP作成を支援  

 

 

３．受講者等の声 

・5日間楽しかった。難しいことも多かったが、資料などを後々読み返していきたい 

  ・5日目の成果物について他の方からコメントをもらうのは緊張しましたが、よい経験

になりました。これを機によりよい WEBページが作れるといいなと思います。 

  ・実践と理論で頭がいっぱい。5日間非常にハードだったが、楽しかったです。 

 

 

４．実習 受け入れ先の指導者等の声 

・3 日目の実習で地域の魅力発信ツールとしてのナンコウスタイルの HP とその内容を

ヒアリング・アドバイス 



充実させる手段としてのフォトピクニックを紹介しました。4 日目の HP 作成の指導

を行いましたが、実習の体験やポイントを活かした企画になっていたようでよかっ

たです。 

・実習を含め、WEB 計画の指導を行いました。 

まずは現場で、みんなでワイワイ楽しみながら活動し、それを情報発信するのが、

長続きのコツなので、受講者のみなさんは自団体の活動や、その地域に合った方法

や手段を考えてください。 

  ・情報発信ツールはターゲットを明確にすることが重要です。最終日の発表では、魅

力的で興味が湧くような画像を盛り込んだ HPが多くてよかったです。今後もターゲ

ットが見た時に魅力を感じてもらうことを意識して、WEB活用してください。 

 

５．考察・今後の課題 

・今回も、講師の方が「自団体の活動を整理して課題を具体化すること」が、広報を

含むすべての活動の基本になることの重要性について繰り返し説明してくださった

こと、豊富な事例紹介や具体的な HP作成の指導があったこと、などにより回を重ね

るごとに、各団体のテーマが明確になり、最終的に団体ごと、あるいは個人ごとに

HP作成ができたことが大きな収穫です。 

・アドバイザーの今永先生からもご指摘いただきましたが、受講生間での意見交換や

ネットワークづくりの時間を研修前半に多く行うプログラムにすると、早い機会か

らコミュニケーションが活発になり、より収穫が多くなるのではと考えます。 

 

 

 


