
 

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 ①あなたもできる環境ＮＰＯのクラウドファンディング 

 

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 10月 8日（土） 総合生涯学習センター第 7研修室 

第 2日 10月 15日（土） 総合生涯学習センター第 7研修室 

第 3日 10月 23日（日） 大阪府河南町 NPO法人里山倶楽部にて実地研修 

第 4日 10月 29日（土） 総合生涯学習センター第 7研修室 

第 5日 11月 12日（土） 弁天町 ORC200生涯学習センター特別会議室 

 

 

 

課題解決力Ｕｐ！ 



（３）各回参加人数 

第 1日 10月 8日（土） 参加予定人数１０名 実績８名 

第 2日 10月 15日（土） 参加予定人数１０名 実績９名 

第 3日 10月 23日（日） 参加予定人数１０名 実績９名 

第 4日 10月 29日（土） 参加予定人数１０名 実績９名 

第 5日 11月 12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：１０月８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） 

10:05～10:15 
ご挨拶・地球環境基金ご紹介 

講師：西岡玲子氏（環境再生保全機構） 

10:15 ～10:20 
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） 

10:20 ～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 NPOの戦略計画の策定と実施 

講師：柏木 宏氏（大阪市立大学大学院教授） 

13:00 ～15:00 

事例紹介 海賊力を育てる学校 クラウドファンディグのプロジェ

クト成立まで 

『小さな海賊の、大いなる挑戦』～ 社会とヒトとおカネのいい関係。 

講師：兼頭一司氏（株式会社空と海 代表取締役） 

15:00 ～16:45 
講義と意見交換 クラウドファンディングのしくみと活用方法 

講師：久保智美氏（FAAVO大阪キュレーター） 

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 の戦略計画の策定と実施について、

戦略計画の定義、ポイント、メリット、

実施時期、日常運営課題と戦略計画の

課題の区別、戦略計画のプロセス、実

施プラン例などを系統立ててお話しい

ただきました。 

 

 

 

 

《受講者の声》 

ご挨拶と地球環境基金ご紹介 

 西岡玲子氏 

ご挨拶 今永正文氏 

講義 課題解決力アップのために 

柏木 宏氏 



・改めて団体としての理念を計画性をもって実践することの大切さを感じ取らせていた

だきました。 

・ミッション、ミッションステートメント、目標に向かい段階的にすすめていく戦略的

の考え方、とらえ方が今一私はあいまいだったのですが、よく分ったつもりでお話を

聞くことができました。 

 

 

 

 

 

瀬戸内海の弓削島で海賊の学校を開校す

るというクラウドファンディングに成功

された、兼頭一司氏よりこれまでの活動か

ら生まれたクラウドファンディングの経

緯、成立までの道のり、クラウドファンデ

ィングのメリットデメリットなどについ

てお話しいただきました。 

 

《受講者の声》 

・遠方での実体験版のお話が大変参考になりました。 

・やる前に検討すべきことを聞いてメリットとデメリットをじっくりと考えることが

重要（だとわかった） 

 

 

 

 

 

クラウドファンディングの基礎、成功事例

紹介、課題解決とクラウドファンディング

の関係、成功させるための心構え、流れや

注意すべき点などを具体的にお話しいた

だき、参加者と意見交換を行いました。 

 

 

《受講者の声》 

・具体例が数多く紹介いただけてわかりやすかった。 

・クラウドファンディングの注意点も端的に理解できました。 

 

 

事例紹介 クラウドファンディングのプロジェクト成立まで 

兼頭一司氏 

講義と意見交換 クラウドファンディングのしくみと活用方法 

久保智美氏 



２日目：１０月１５日（土） 

10:00～12:00 

講義とワークショップ 課題解決力アップのための（資金・支援者獲

得のための）課題抽出・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） 

13:00～15:00 

事例紹介 若者や子ども達が集う“森の天空広場”に安全な水を！ク

ラウドファンディングのプロジェクト達成率 200％越えまで 

講師：寺川裕子氏（NPO法人里山倶楽部理事） 

15:00～16:50 

ワークショップ クラウドファンディングや寄付による資金調達に

取り組む事業・テーマを検討しよう 具体化するための計画づくり 

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 

 

 

    

事業立案のステップ、事業資金の基礎、資

金調達に取り組む前にすべきことなどの

講義の後、団体のミッション確認、事業と

財源のポジショニングシート、資金調達の

ための事業設定シートに沿って、団体の課

題抽出とテーマ設定のためのワークを行

いました。 

 

 

《受講者の声》 

・NPO 組織自体の社会的意味や資金の考え方、ミッションは何か？目標は？など明確

に説明できなければお金集めはできないことを改めてメンバーに問いかけて考えよ

うと思った。 

・お金は最後、クラウドファンディングの前にやることがたくさんあるとわかった。 

 

 

 

 

 

講義とワークショップ 課題解決力アップのための（資金・支援者獲得のための）

課題抽出・テーマ設定 戸田幸典氏 

事例紹介 クラウドファンディングのプロジェクト達成率 200％越えまで 

寺川裕子氏 



 

 

 

クラウドファンディングに至る経緯、なぜ他の

手段でなくクラウドファンディングを選んだ

のか、どのような点に力を入れて行ったか、お

返しの工夫、実施してみての感想など具体的に

お話しいただきました。 

 

 

 

 

《受講者の声》 

・体験談はわかりやすかった。ターゲットとなる層によって訴求方法も違い、場合によっ

てはネット経由ではない資金調達も有効なこともわかった。 

・情報発信のありかた、重要性について考えるべきことがたくさんある。 

 

 

 

 

 

資金調達上の課題を整理し、クラウドファンデ

ィングに取り組む事業・テーマを設定すること、

その上で活動に必要な資金調達を具体化する

ための計画を作ることなどについてのワーク

ショップで、各団体のテーマを具体的に検討し

ました。 

 

 

 

《受講者の声》 

・自分たちの夢－ステキな空間を作る－の実現の為には、参加型の計画が最適である、な

どが見えてきたように思えた。 

・資金調達の方法で、（自団体の）やりたいことがクラウドファンディングに適している

かを考える時間が作れた。 

 

 

 

 

ワークショップ 資金調達に取り組む事業・テーマの検討 具体化するための計画

づくり 戸田幸典氏 



３日目：１０月２３日（日） 

10:00～12:00 

実地研修①クラウドファンディングの現場視察と 

里山倶楽部の活動フィールド視察 

講師：寺川裕子氏（NPO法人里山倶楽部理事） 

13:00～16:00 

実地研修②学校林の整備 枝打ち体験 

指導：NPO 法人里山倶楽部 （代表理事西村良一氏、副代表理事西川

阿樹氏） 

16:00～16:50 

意見交換 

里山倶楽部 代表理事西村良一氏、副代表理事西川阿樹氏、理事寺川

裕子氏 

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 

 

 

   

里山倶楽部の拠点は大阪府河南町の

私有山地で標高３５０ｍ 

小屋もかまども炭焼き窯もすべて手

作り 

クラウドファンディングに成功して、

天空の広場まで水道をひき、トイレ

を設置できた。 

付近の山の手入れ、里山の手入れ、

学校林の保全も行っている。 

 

 

《受講者の声》 

・水道をひくということの大変さとメリットがよくわかりました 

・普段当たり前のように水があるありがたさを痛感しました。 

・里山倶楽部さんの地元との交流など大変参考になりました。 

・生き生きとした空気感があり、魅力的な場所で参加でき大変良かったです。 

 

 

実地研修①クラウドファンディングの現場視察と 

里山倶楽部の活動フィールド視察 寺川裕子氏 

実地研修②学校林の整備 枝打ち体験 NPO法人里山倶楽部 



 

 

造成地にある小学校の隣に、斜面があり、

里山倶楽部が手入れと植樹を続けてき

た。広葉樹と針葉樹の混合で地盤が強く

生物多様性に富む学校林を目指してい

る。 

この場所での枝打ち体験。 

「どの枝を残すのか」だけを考え余分な

枝を落とす 

 

 

 

《受講者の声》 

・継続的に維持管理されて、しっかりとした指導をされていることがよくわかりました。 

・子供が入りやすく整備されていた。 

・下刈りや枝打ちをしただけで、森が明るくなることを知り、帰ってから放置していた山

の下刈りを早速しようと思った 

 

 

 

 

 

地元の篤志家がいて、有機栽培農業も営

んでいた。里山倶楽部のオリジナルメン

バーの熱い気持ちを汲んで、所有林を提

供し、林業の指導をしてくれた。そこか

ら始まり、現在の里山倶楽部がある。そ

こにいて、気持ちがよい状態を作ること

が大切。造園の技術も活用し、山全体で

考えて豊かな生態系を維持できる場所に

したい。 

 

《受講者の声》 

・山を維持することの大変さがわかると同時に貢献したい気持ちになった 

・今、自然豊かな故郷にリターンする人が多い。自然+教育+環境保全+防災と多角的に考え

たい。 

・いろいろな活動を長年継続されていることが素晴らしい。 

・林業に関する体験を初めて知りました。刈ると山が明るくなることを実感した 

意見交換  

里山倶楽部 代表理事西村良一氏、副代表理事西川阿樹氏、理事寺川裕子氏 

 



 

４．実習 受け入れ先の指導者等の声 

里山倶楽部  

代表理事 西村良一氏 

長年活動してきて、やっと形になってきたという実感がある。 

いつでも、ここに来てくれる人の役に立つこと、元気になってもらうことを考えて活動

しているが、受講生の皆さんには実際

に見ていただき、体験していただいて、

その気持ちをわかっていただけたと思

う。 

副代表理事 西川阿樹氏 

 皆さん楽しく林業体験もしていただい 

 たようでよかったです。 

 山は生き物で、台風が来ると手入れし

た斜面が崩れたりする。 

それも受け入れてできることをやって

いることを見ていただきました。 

 自分たちが楽しんで活動していることで、訪問者がまた来ようという気持ちになるとい

う循環が生まれています。 

 皆さんの活動でも同じような循環になることを願います。 

 

理事 寺川裕子氏 

 これがクラウドファンディングで引く 

ことができた水道です。 

活動のやりやすさが広がり、衛生状態 

を保つことが容易になりました。 

好きな気持ち、やりたいことをやって 

いること、がここまで続けてこれた源 

になっている。 

 また、地元の篤志家がおられなかった 

ら里山倶楽部はできなかった。 

 地道に活動していることで、地元の理 

解が得られて、より活動が広がることにつながった。 

 地域住民とわかりあい、協力し合うことが持続的な活動には重要なポイントです。 

  



 

４日目：１０月２９日（土） 

10:00～15:00 
ワークショップ クラウドファンディングに挑戦 

講師：川辺友之氏（FAAVO大阪代表） 

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．どんなことにチャレンジするの

か？ 

２．そのプロジェクトの新しい点、面

白い点、共感されるところは？ 

３．どうしてそれを自分がしたいの

か？（理由、ストーリー、きっか

け） 

４．そのプロジェクトに共感し支援し

てくれそうな人はだれか？ 

５．目標金額は？ 

６．リターン（お返し）はいくらでどのようなものか？   

様々な事例とともに、クラウドファンディングのポイントを聴いて、自団体のクラ

ウドファンディングの企画シートを作成 

 

 

 

《受講者の声》 

・各プログラムに対して具体的なアドバイスでわかりやすかった。 

・現実的な話として、自団体でもやってみようと思った。 

・やり方、成功するためのステップがわかりやすかった 

 

 

 

ワークショップ クラウドファンディングに挑戦 川辺友之氏 



 

 

 

 

NGO・NPOにとってのファンドレイジング

（資金調達）の意味・意義・ノウハウの

確認 

ファンドレイジングの対象の整理と、各

対象にどのように伝えるのか 

事業計画をたて、そのなかで必要な場合

にクラウドファンディングを行うこと 

成功のポイントは、ミッションと明確に

リンクさせること、戦略計画における位

置づけを明確にすること、チームとして

実施すること、理事及びクライアントが

参加すること 

企画書作成のステップの整理 

 

 

《受講者の声》 

・理論的に考える必要を改めて感じました 

・活動内容を整理するうえで、参考になります。 

・企画書作成のステップの重要性がわかった 

 

 

５日目：１１月１２日（土） 

10:00～14:00 

ワークショップと成果報告①  

クラウドファンディング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  

クラウドファンディング計画の発表と意見交換 

アドバイザー：久保智美氏（FAAVO大阪キュレーター）        

       辻 郁子氏（エコネット近畿事務局長） 

       戸田幸典氏（株式会社地域計画建築研究所） 

       行政関係者 

15:50～16:40 

セミナーと意見交換  

今なぜ持続可能な社会が求められているのか？ 

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） 

講義と意見交換 ぶれない思いと伝えきる力 柏木 宏氏 



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クラウド

ファンディング計画を発表する 

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、ク

ラウドファンディング計画をブラッシュ

アップする。 

 

 

《受講者の声》 

・実際にクラウドファンディング計画の 

  作成体験をして、実感がわいた。 

・第三者の意見をいただくことで、頭を 

整理する機会を得ることができた。 

・各グループがいろいろと考えているこ

とがわかりましたし、第三者にきいて

もらうことによって新しいことがみえ

てきた。 

 

 

 

 

 

 

ワークショップと成果報告①  

クラウドファンディング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 



 

 

 

 

 

ブラッシュアップした計画を団体ごとに

発表し、クラウドファンディングの専門

家、中間支援組織の事務局長、資金調達

の専門家、行政関係者などのアドバイス

を受ける。 

また受講生間での意見交換を行う 

 

 

 

 

《受講者の声》 

・短時間で考えを整理していく過程を学ぶことができた 

・客観視の重要性に気づいた 

・リターンの考え方（オリジナリティを活かすこと）が参考になる 

 

 

 

 

 

人間は、１．資源になるもの ２．友に

なるもの ３．おいしいもの ４．快楽

を与えるもの ５．美しい色や形 以外

のものを駆除しようとする。 

これは生物多様性の正反対を行くルール

であり、人間は自ら生命持続の要件であ

る生物多様性を壊している。 

持続可能な社会のためには、自然共生型

社会に軸足をおく必要がある 

 

 

《受講者の声》 

・ストレートな話でわかりやすかった 

・自然共生型社会が自分には向いていると思った 

・環境問題が切迫し、すでに手遅れ状態とはショックでした。 

ワークショップと成果報告②  

クラウドファンディング計画の②発表と意見交換  

久保智美氏、辻 郁子氏、戸田幸典氏、行政関係者 

 

 

クラウドファンディング計画のブラッシュアップ 

セミナーと意見交換 なぜ今持続可能性が求められるのか 内藤正明氏 



 

 

 

（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クラウドファン

ディングの企画を作成する。 

ヒアリング・アドバイスの手法 メールにて 

実施記録 

11/7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

踏んでクラウドファンディングの計画書作成を求

める。 

11/8受講者より質問票が届く 

  講師へメール添付でお尋ねするとともに事務局から

わかる範囲でアドバイスを行う 

11/8～11 

各受講者へ進捗状況を尋ねるとともに、相談がある場

合連絡をいただきたい旨メール連絡 

各受講者より、企画内容がメールで届く 

 

 

３．受講者等の声 

・クラウドファンディングの事例紹介を聞いたうえで実地研修に行ってみて感じたこ

と 

森林保全という言葉を知っていても具体的なことを知らなかったが、現場に行って

初めてわかることがたくさんあった。知らない人はどうしてもイメージが湧きにく

いので、その部分をどのように打ち出すかということもクラウドファンディングを

検討するうえで重要であることを実感できた。 

 

・クラウドファンディングについて豊富な事例紹介や実際のクラウドファンディング

の様子を知って、自分も参加・寄付をしてみようと思った。企画の上では、寄付型

のクラウドファンディングで受け皿を作っておいて、プロジェクト単位で購入型の

クラウドファンディングを行うのがよいと思う 

 

ヒアリング・アドバイス 



 

４．実習 受け入れ先の指導者等の声 

・皆さん熱心に事例紹介を聞いていただき、実地研修でも一つ一つの活動をよくご理

解いただけたようでうれしかった。今回の「水道をひく」というプロジェクトは助

成金や補助金の対象になりにくいので、クラウドファンディングという形での資金

調達になったという点も、現場でよくわかっていただけたと思う 

 

 

５．考察・今後の課題 

・参加者は「クラウドファンディング」の言葉を聞いたことがあっても、詳しくは知

らないという方がほとんどであったので、初日の FAAVO 大阪の久保氏の事例紹介で

は質問がほとんどなく、「何がわからないのか、まだわからない」人が多い様子でし

た。 

・しかしながら、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」の重

要性を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クラウドファ

ンディングへの取り組み方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、最終的に団体ごとにクラウドファンディングの企画が

できたことが大きな収穫です。 

・受講生間での意見交換やネットワークづくりの時間が研修後半に集中したので、も

う少し早い機会からコミュニケーションが活発になるようなプログラムを工夫する

と、より収穫が多くなるのではと考えます。 

 

 

以上 


