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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（中部・北陸ブロック）」実施状況 

 

 

 

「ファンが生まれる企画力・実践力向上セミナー」 

環境 NPO の活動を“事業”に変える！！  

 

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 4日（火）10:00-18:00 

研修 2日目：2016 年 10月 5日（水）13:00-18:00 

研修 3日目：2016 年 11月 1日（火）10:00-18:00 

研修 4日目：2016 年 11月 29日（火）13:00-18:00 

研修 5日目：2017 年 1月 17日（火）13:00-18:00 

※NGO・NPOでの先行事例の視察：2017年 1月 17日（火） 

 

（２）開催場所 

富山県総合福祉会館サンシップとやま 

住所：富山県富山市安住町 5-21 

 

（３）各回参加人数 

研修 1日目：10名 

研修 2日目：9名 

研修 3日目：7名 

研修 4日目：7名 

研修 5日目：5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 4日（火） 

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：藤井 祐剛 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：藤井 祐剛 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：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

 

2日目：10 月 5日（水） 

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：藤井 祐剛 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：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 
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3日目：11 月 1日（火）10:00-18：00 

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） 

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：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

 

4日目：11 月 29日（火）13:00-18:00 

13:00～18:00 

事業化への第一歩 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 
ゲスト専門家：能登 貴史 氏（NPO 法人市民活動サポートセンターと
やま 代表理事） 

13:00～15:30 

受講者による発表「顧客インタビュー結果」 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

ゲスト専門家：能登 貴史 氏（NPO 法人市民活動サポートセンターと

やま 代表理事） 

15:30～17:00 
ワークショップ「プロトタイプ作成 or 企画練り直し」 

講師：藤井 祐剛 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：藤井 祐剛 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：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 
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5日目：1 月 17日（火） 

13:00～18:00 

成果報告、ネクストステップの決定 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 
ゲスト専門家：能登 貴史 氏（NPO 法人市民活動サポートセンターと
やま 代表理事） 

13:00～16:30 

受講者による発表「成果報告」 

講師：藤井 祐剛 氏（NPOサポートセンター） 

ゲスト専門家：能登 貴史 氏（NPO 法人市民活動サポートセンターと

やま 代表理事） 

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：藤井 祐剛氏（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：藤井 祐剛 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、
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「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。 

・活動にかかわるステークホルダーを整理したり、受益者や支援者のイメージをペルソナづく

りで具体化する中で、今後どういう事業に注力していくべきかの気づきが多くあったようだ。 

 
〈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。 

・プロジェクトの進め方について、グローバルスタンダードな手法を体系的に学ぶこ

とで、すぐに活動に活かせる実践的なスキルを獲得した。 
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〈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）■ 

 

午前は 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。午後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。 

 

・インタビューリサーチ未経験の参加者が多かったが、講座内でインタビュー演習を

したことでコツをつかめたようだ。講座終了後は、自団体が行う場合を想定して、

講師に積極的に質問を投げかけている方が多くみられた。 
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〈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 

 

■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となった。

発表への質疑応答を受けて、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。 

 

・研修参加者は、新規事業として開催する教室の集客、地元高岡市の女性を対象とした

防災イベントの集客などについての企画を発表した。発表後は、講師とゲスト専門

家から、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。 

 

・発表に対して、研修参加者同士でディスカッションする時間を設けた。他団体の取

組みが直面している悩みを聞くことで、自団体も直面するであろう課題や、取組み

企画以外の今後の可能性が発見できたようだ。発表者も、他団体の現場の知見、新

たな視点を得る機会になったようだ。 
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〈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 

 

■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) 女性向け防災イベントの実施方法と集客 

(2) 地域の子ども向け野外プログラムの作成 

(3) 森の子ども園の収益モデルと集客 

 

・全てのカリキュラムを終了し、振り返りの会では、次年度の事業計画に盛り込む方

針や、団体の枠を超えた受講者同士のコラボレーションの相談をするなど、受講者

の多くが今後の意気込みをみせていた。本プログラム期間中には、計画段階までで

成果までたどり着けなかった参加者もいたが、次年度に向けて整理するポイントが

明確になったようで、本プログラム終了後の継続した取組みが期待される。 
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〈研修 5日目〉研修「成果報告」の様子。発表後は受講者同士の意見交換を実施 

 

 

先行事例の視察 

1月 17日（火） 

視察先 NPO法人 PCTOOL（1月 17日 ） 

視察の目的 

シニア向けのパソコン教室を事業化している団体のビジネスモデル、

収益構造、事業実施までの道のりなどを具体的に知ることで、自団体

の事業をどう構築し、また、主催するイベントの集客をどうするかな

どについて、実践的な理解を深める。 

 

  

 

■当日の様子（先行事例視察）■ 

◆NPO法人 PCTOOL（https://www.npo-pctool.org/） 
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シニア向けのパソコン教室の黒字事業化に至る苦難の道のりをうかがう中で、社会的事業を

どのように形にしていくかを学んだ。たとえば、最初に地域で教室を開催するために地元公民

館を巻き込む手法や、１回 1,000 円とシニア層が参加しやすい料金設定の講座のほかに、どう

やって高付加価値の講座を生み出すかなど、経験と実績に基づく門外不出の話をうかがうこと

ができた、 

 

■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
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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。 

 

３．受講者等の声 

・「コアメンバーを増やす」をテーマに研修を受講しました。団体から４名参加できたので、

自治体等に提案するようなチラシの作成、ホームページの改善、イベント参加者への写真

付きの次回イベント案内ハガキ送付によるリピート率向上ができました。また、本研修の

課題作成のため、メンバーで何度もミーティングをできたことも、お互いの思いを共有す

るのにとても有効でした。 

 

・今まで漠然と行っていたマーケティングの各作業を効率的、かつ、効果的に行う方法を

学ぶことができ、さらに実際にやってみることで、ノウハウを習得することができました。

また、組織の課題に関しても、今後の作業の道筋を立てることができました。 

 

・専門的に学べる機会の少ない内容をじっくりと、かつ、実践的に学ぶことができてよか

ったです。また、講師の方々や共に参加した他団体の方々との交流も十分に図れて、横の

つながりづくりができたのもよかったです。 

 

・”思い”だけで活動展開しがちな NPO に、企業と同じような企画力、戦略（数値目標、

成果目標 etc.）が必要であることを再認識することができた。 

 

４．実習 受け入れ先の指導者等の声 

視察では、実際にシニア向けパソコン教室を開催している教室を見てもらいました。教

室の受講生との Q&A セッションを設けたところ、視察参加者から「みなさんは、パソコン

のスキル上達以外にどういうことを求めて参加していますか？」という質問が投げかけら

れ、大いに盛り上がりました。 

視察後の振り返りワークショップでは、ビジネスモデルや収益構造について、具体的な

売上等の数値も包み隠さず話すことで、実践的なディスカッションができました。 

 

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。 
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全 5 回の研修を終えて、全ての受講者が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。本プログラム期間中に検討した事業アイディアを次年度の事

業計画に組み込むといった、プログラム終了後の継続的な取り組み、成果に期待できる。 

  

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「寄

付者獲得」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。 

 

その点では、研修を通じて、事業を推進する上で同じような悩みを持ち、課題の発表とフ

ィードバックをしながら切磋琢磨できた他団体との関係性を構築できたことが大きな意義

がある。最終日には、団体の枠を超えてコラボレーション企画を実施しようというような

話ができたことは、参加者にとって収穫であったと考える。 

 

今後、事業化の次のステップに進むと、イベントの集客、支援者ネットワークの拡大など

のために、本格的な広報啓発が必要なフェーズとなる。本研修２年目の 2017 年度は、WEB

マーケティングや PR手法の習得を目標とするプログラムを実施するので、そちらも合わせ

て受講することで、持続可能な事業の創出をサポートしたい。 

 

 

 

 

 

以上 


