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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（中国・四国・九州・沖縄ブロッ

ク）」実施状況 

 

 

「NPO の事業成功の秘訣」 

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：9月 21日（水）10:30-18:30 

研修 2日目：9月 22日（木）10:30-16:30 

研修 3日目：10月 26日（水）10:30-18:30 

研修 4日目：11月 21日（月）10:30-16:30 

研修 5日目：2017年 1月 25日（水）10:30-16:30 

※NGO・NPOでの先行事例の視察：1月 10日（火）14:00～17:30 

 

（２）開催場所 

研修 1日目：TOJIN茶屋 2階フリースペース（佐賀市唐人 2-5-12） 

研修 2日目以降：佐賀市市民活動プラザ（佐賀市白山 2-1-12 佐賀商工ビル 7階） 

    ※先行事例の視察：九州バイオマスフォーラム事務所 

（熊本県阿蘇市一の宮町宮地 5816） 

（３）各回参加人数 

研修 1日目：14名 

研修 2日目：15名 

研修 3日目：9名 

研修 4日目：10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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研修 5日目：10名 

 

（４）プログラム 

1日目：9月 21日（水） 

10:30～18:30 

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：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

10:30～10:45 
オリエンテーション 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

10:45～13:00 
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） 

14:00～15:15 
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） 

15:15～16:15 
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） 

16:15～18:00 
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） 

18:00～18:20 
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） 

18:20～18:30 
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：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

2日目：9月 22日（木） 

10:30～16:30 

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：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

10:30～11:10 
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） 

11:10～12:10 
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） 

13:10～14:30 
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） 

14:30～16:00 
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） 

16:00～16:20 
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） 

16:20～16:30 
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：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 
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3日目：10月 26日（水）10:30-18:30 

10:30～18:30 

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） 
ファシリテーター：田邊 健史 氏 

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） 

12:00～12:30 
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） 

13:30～14:30 
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） 

14:30～15:30 
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） 

15:30～17:50 
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：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

4日目：11月 21日（月）10:30-16:30 

10:30～16:30 

事業化への第一歩 

ゲスト専門家： 
橋本 辰夫 氏（NPO法人温暖化防止ネット 理事・事務局長） 
宮原 美智子 氏（NPO法人九州環境サポートセンター理事長） 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

10:30～12:50 

受講生による発表「顧客インタビュー結果」 

ゲスト専門家：橋本 辰夫 氏（NPO法人温暖化防止ネット 理事・事務
局長）、宮原 美智子 氏（NPO法人九州環境サポートセンター理事長） 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

13:50～15:00 
ワークショップ「プロトタイプ作成＆企画練り直し」 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

15:00～16:00 
受講者による発表「研修 5日目までのアクションプラン」 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

16:00～16:30 
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：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

5日目：1月 25日（水） 

10:30～16:30 

成果報告、ネクストステップの決定 

ゲスト専門家： 
橋本 辰夫 氏（NPO法人温暖化防止ネット 理事・事務局長） 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

10:30～15:30 受講者による発表「成果報告」 
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ゲスト専門家：橋本 辰夫 氏（NPO法人温暖化防止ネット 理事・事務
局長） 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

15:30～16:00 
全研修終了の振り返り、受講者同士の交流・意見交換会 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

16:00～16:30 
全研修終了後アンケートの記入・提出 

ファシリテーター：田邊 健史 氏（NPOサポートセンター） 

 

■当日の様子（1 日目）■ 

 

 

〈研修 1日目〉藤井の講義 

 

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）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」。 

・研修中は、慣れない言葉に悩みつつ、自分たちの団体が、今どういう環境にあるのかをメン

バーと話し合って確認しあうことで、目指しているミッションに向けた活動なのか、確認して

いる団体もあった。 

・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。 

・活動にかかわる、支援者、受益者、潜在的なステークホルダーといた関係者の立場で整理

したり、具体的な支援者のイメージをペルソナづくりによって深く考察したりする中で、新た

な発見が多くあったようだ。 
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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中でアドバイスを受ける参加者 

 

■当日の様子（2 日目）■ 

 

 

〈研修 2日目〉伊藤氏の講義 

 

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」）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
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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。 

・プロジェクトの各フェーズで使われるツールの意味や使い方のみならず、実際の活

動においてプロジェクト・マネジメントを行う意義と期待できる成果を、各々の活

動を通して見出しているようであった。参加者からは、活動状況を背景に具体的な

質問が多く出され、取り組みへの意気込みが見られた。 

 

〈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 3日目〉笠原の講義の様子 

 

前半は笠原孝弘氏（NPOサポートセンター）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。後半は牛堂雅文氏（株式会社ジャパン・マーケティング・
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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）

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。 

 

・ペルソナの設定が「本当に団体のファンとなる人材なのか」、という問いについて改

めてペルソナを見直すことになったり、インタビューで何を検証するのかを考え込

むなど、初めての取組みとなる参加者も多く、試行錯誤も多かったが、インタビュ

ー演習や、講師からの個別アドバイスを受ける中で、実践のスタートラインに立て

たようだ。 

 

 

〈研修 3日目〉ペルソナを再度練り直して講師からアドバイスを受ける参加者 
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〈研修 3日目〉牛堂氏の講義の様子 

 

 

■当日の様子（4 日目）■ 

  

研修参加者による、事業企画の発表会を実施した。前回の研修で習得した「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をまとめて

発表。専門家アドバイザー、参加者からのフィードバックとの質疑応答・アドバイス

を受けて、企画内容のプロトタイプの構築、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。 

 

・研修参加者は、既存研修事業の収益化、会員サービスの改善によるニーズを掘り起こ

しなど、企画内容を発表した。発表後は、専門家アドバイザーから、他団体だから

こそ見える気付きやフィードバックを行った。フィードバックだけではなく、豊富

な経験から他事例の紹介などを含めたアドバイスも行った。 

 

・その後、参加者から自団体での取り組みから、またこれまで一緒に研修を受けてい

るからこそ見える気付きなどを付箋に書き出してフィードバックを行った。 

 

・企画の練り直しをしたうえで、次回の研修までの行動計画を書き出した。全体に向

けて宣言することで、未来志向で行動するきっかけになったようだ。 



9 

 

 

〈研修 4日目〉専門家アドバイザーから「顧客インタビュー結果」の発表へのアドバイスの様子 

 

 

〈研修 4日目〉参加者による「次回までの行動計画」発表の様子 

  

■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、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)虹の松原で排出される松葉・落枝を活用した「松竹薪」（仮）の事業化 

(2)会員サービスメニューの充実 

(3)中間支援力アップのためのボランティア・マッチングの仕組み構築 

(4)竹チップと竹炭を使用した牛糞堆肥 

(5)TOJIN茶屋顧客獲得プロジェクト 

(6)産後デイサービスの事業化 

(7)環境出前講座メニュー化 
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・全てのカリキュラムを終了し、振り返りの会では、これまでの活動・顧客との関係

を見直すきっかけにもなった「顧客へのヒアリング」から得られた気付きが多かっ

たようで、今後も継続していきたいと意気込みを聞くことができた。さらに、他団

体の発表、フィードバックを聞きながら、自団体の取り組みの見直しにもつなげて

いけたようだ。アドバイスを団体内で持ち帰り、メンバー一人一人が出来ることを

確認するための意識づけにつなげたいという声もあり、今後に向けて活動するポイ

ントが明確になったようで、本プログラム終了後の取組みが期待される。 

 

〈研修 5日目〉「成果発表」を発表してフィードバックを受ける参加者 

 

先行事例の視察 

1月 10日（火） 

視察先 NPO法人九州バイオマスフォーラム（熊本県阿蘇市） 

視察の目的 
１．地域資源（薪）を活用した事業化のノウハウを学ぶ 

２．ボランティア・コーディネートのノウハウを被災地支援活動から学ぶ 
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■当日の様子（先行事例視察）■ 

熊本県阿蘇市にある「九州バイオマスフォーラム」の現地視察・ヒアリングを行った。事務局長

の中坊真氏から、団体の活動の経緯、団体が地域にある資源をどのように事業化にしたか、

今後の事業化における取組の現状と課題について伺った。元々、別の研究のため、I ターンで

熊本入りした中坊氏がこの企画に関わったキッカケから、団体の事業拡大・縮小時の組織運

営についてもお話しいただき、組織を運営する際の実情も伺うことができた。事業化において、

地域の企業との連携だったり、顧客管理のためにデータベースの仕組みを構築したり、Google

のマップで顧客の可視化を行うなど、受講生のこれからの活動において参考になる話を提供し

ていただいた。話の後は、団体が保有している倉庫、被災地支援の現場も案内していただい

た。 

 

■ヒアリング・アドバイス■ 
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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、企画の立案・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した。 

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した。 

 

 

３．受講者等の声 

・長く NPO の活動をしてマンネリ化していたところもあったが、研修を通じて今後の事業

展開が見え、団体の繋がりも得ることができた。 

・自団体だけでは検討できないことも、他団体と一緒に考えることができ良い機会となっ
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た。 

・すでにあるサービスを深めるにあたり、初めて受けた研修だったので、とても有意義な

ものになりました。仕事をするうえでの孤独感がなくなり、すごく視野が開けて感謝して

います。 

・内容はかなり難しかったが、何とか最後まで参加でき、得るものはとても大きかったと

感じています。NPO もマーケティングを意識して事業を進めることの重要性が分かりまし

た。 

 

・毎講座、新たな発見がある研修でした。他の団体からの意見もすごく勉強になりました。

あとは自分の課題に向き合って、さらに運用していかなければいけないと思いました。 

 

・日頃、理論的に考えたり、じっくり研修を受けたり他団体の活動を知ることが無かった

が、この研修・講座を通して学ぶものが多く大変良い時間になりました。今後、この研修

を活かし、スタッフ間での共有をしていきたいと思います。 

 

４．実習 受け入れ先の指導者等の声 

この研修を通じて、研修内容を実践してもらうことだけではなく、団体のネットワーク

を作ることができればと思っていました。お互いの団体のこともよく理解することができ、

今後の繋がりなどから、お互いが取り組む環境に関する課題解決につながる仕掛けにして

いきたいと思います。 

 

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、継続的に受講した受講生の構想中の事業アイディアについて、支

援者や顧客から反応を得る事ができた。スタートラインが違うので、一概にプログラム化

出来た結果に至らない団体もあったが、現状の過不足について認識が出来て、今後の事業

化に必要なアドバイスは提供できたので、今後の実践に期待したい。 

 

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、「新規事業のアイディア

の具体化」や「既存顧客の見直し」などに繋がった。 
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今回、「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点を

条件としていた。1点目の「複数人参加」について、研修後に団体内に戻って研修受けてい

ないメンバーに伝えることの難しさや、団体内で検討を重ねていくことの重要さが伝わっ

たように感じる。2点目の「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、俗人化しがちなプロジェクトの連携力を高められる仕掛けとして感じてもらえたよう

で、出来る所から実践を始めている、との声を聞くことができた。NPO以外の組織がプロジ

ェクトをどのように進めているのかを知ることで、漠然とした「出来ていない感」を払拭

して、やるべきことを見出したようだ。今回は、環境にも関連する中間支援団体にも実践

してもらったことで、このような団体の強化に繋がる取り組みが、今回の研修受講団体か

ら更に地域に広がることを期待したい。 

 

以上 


