
WEB用報告原稿 

平成 27 年度「スタッフ向け環境 MGO・NPO レベルアップ実践研修(中部北陸ブロック)」

実施状況 

 

 

ワタシの NPO・NGOをピカピカに磨く研修 2015(応用研修) 

「お金がないから、活動できない」から脱却しよう 

～ファンドレイジング(資金調達)のノウハウを学び、協力者とつながろう!～ 

 

１．目的・ねらい 

目的： 

環境保全に取り組む民間団体(NGO・NPO等)のスタッフを対象とした、広報戦略、資金獲得、

をテーマとした研修を開催し、組織運営における課題を解決へ導くために必要な各員の知

識・技能向上を目的とする。また、研修を通じ、受講者、中間支援組織、専門家、行政、

地域住民などのステークホルダーとのネットワーク構築を図るとともに、NGO・NPO の組織

運営力や活動推進力の向上と、地域における環境分野の課題解決への取り組みの促進を目

指す。 

 

ねらい： 

【1】基礎研修にて自団体の目的やビジョン、強み・弱み等の分析、広報戦略について考え

る機会を得た環境 NGO・NPOが、その「広報」という手段を活かして、新たな「資金獲

得」という応用術を身に着ける。 

【2】NGO・NPOの資金獲得について包括的な知識を得て、受講者が自団体の資金獲得で 

強化したい分野の知見・知識を持ち、環境保全活動に携わる活動をしている実習先の 

関係者有識者等と意見交換の機会を設けることで、実践的なノウハウを得る。 

【3】本地域の環境NGO・NPO全体として資金獲得能力を高めると共に新たなネットワー 

クをつくり関係者の連携強化を図る。 

 

２．実施概要 

（１）開催日時 

【必須研修：名古屋会場】 

第 1回：8月 23 日(日)10:00～17:00 

第 2回：9月 30日(水)18:45～20:45 

フォローアップ講座：11月 29日(日)13:00～17:00 

 

【必須研修：大垣会場】 

第 1回：8月 22 日(土)10:00～17:00 

第 2回：9月 29日(火)18:00～20:00 

フォローアップ講座：11月 28日(土)13:00～17:00 

 

資金獲得(ファンドレイジング) 



【選択研修】 

(1)助成・委託事業申請のコツ 

名古屋会場：8月 27日(火)18:45～20:45 

大垣会場：8月 26日(水)18:00～20:00 

 

(2)寄付・会費を集めよう 

名古屋会場：9月 5日(土)10:00～12:00 

大垣会場：9月 4日(金)18:00～20:00 

 

(3)企業との連携について 

名古屋会場：9月 8日(火)18:45～20:45 

大垣会場：9月 10日(木)18:00～20:00 

 

（２）開催場所 

【名古屋会場】 

ウィルあいち 会議室 

愛知県名古屋市東区上堅杉町 1番地 

 

【大垣会場】 

大垣スイトピアセンター 会議室 5 

岐阜県大垣市室本町 5－51 

 

（３）各回参加人数 

【名古屋会場】 

 第 1回：15人 

 第 2回：11人 

 フォローアップ講座：11人 

 

【大垣会場】 

 第 1回：11人 

 第 2回：11人 

 フォローアップ講座：8人 

 

【選択研修】 

(1)助成・委託事業申請のコツ 名古屋会場 9人 大垣会場 11人 

(2)寄付・会費を集めよう   名古屋会場 11人 大垣会場 12人 

(3)企業との連携について   名古屋会場 9人 大垣会場 12人 

 

 



（４）プログラム・当日の様子 

 

 

本講座第 1回目 名古屋会場：8月 23日（日） 大垣会場：8月 22日(土) 

10：00～17：00 

オリエンテーション/資金調達の基礎を学び、資金調達計画をつくろう！ 

講師：木村真樹氏 (公財)あいちコミュニティ財団 代表理事、コミュニ

ティ・ユース・バンク momo 代表理事 

10:00～11:00 オリエンテーション、スタッフ紹介 

11:00～12:00 講義、ワークショップ 

12:00～13:00 休憩 

13:00～16:20 講義、ワークショップ 

16:20～16:50 振り返り 

16:50～17:00 おわりのあいさつ、事務連絡など 

選択講座：(1) 助成・委託事業申請のコツ 

名古屋会場：8月 27日(火)18:45～20:45    大垣会場：8月 26日(水)18:00～20:00 

選択講座：(2)寄付・会費を集めよう 

名古屋会場：9月 5日(土)10:00～12:00     大垣会場：9月 4日(金)18:00～20:00 

選択講座：(3)企業との連携について 

名古屋会場：9月 8日(火)18:45～20:45     大垣会場：9月 10日(木)18:00～20:00 

 

■当日の様子■ 

 第 1回研修 名古屋会場、大垣会場 

オリエンテーションとして、本研修の説明、自己紹介、参加動機、フォローアップ講座

時にありたい姿を全体で共有した。その後、木村氏が実際に今まで行ってきた資金調達の

事例の紹介や SWOT分析、参加団体のミッション、ビジョン、ポジションの分析などを学ん

だ。また講義だけで完結するのではなく、学んだ内容をより深く理解できるようにワーク

ショップを取り入れて実施した。 

     

 

 

 

今まで行ってきたファンドレイジングの 

実践についての講義   第 1回大垣会場 

本講座 1回目、選択講座 

自団体の分析した内容を参加者同士で共有     

第 1回名古屋会場 



 選択研修 名古屋会場、大垣会場 

選択研修では資金調達に関連したテーマ「1.助成・委託事業の申請のコツ」「2.寄付・会

費を集めよう」「3.企業との連携について」から 2つ以上選び受講していただいた。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

   

 

 

1.助成・委託事業の申請のコツ 

戸成司郎氏 大垣会場 

宮下和佳氏 名古屋会場 

中尾さゆり氏 名古屋会場 和喜田恵介氏 名古屋会場 

2.寄付・会費を集めよう 

宮下和佳氏 大垣会場 

3.企業との連携について 

戸成司郎氏 大垣会場 



申請書類に対しての質問を考える 

 

 

 

9月 12日（土）10:00～17:00 

実習先／滞在先 (公財)あいちコミュニティ財団 

ねらいと課題・

作業の概要 

ねらい：事業指定プログラム「ミエルカ」の選考会に参加し、普段体験する

ことのない審査する側の体験を通して、審査の視点を学ぶ。 

10:00～オリエンテーション（自己紹介・財団の紹介など） 

10:30～事務作業（選考会の準備・書類選考に至るまでのプロセスの共有） 

12:00～休憩 ※別会場へ移動の可能性あり（名古屋市内） 

13:00～事業指定プログラム「ミエルカ」2015 書類選考会 

16:30～選考会振り返り 

 

 ■当日の様子■ 

・第 1 回目研修の際に講師が事例として紹介していた(公財)あいちコミュニティ財団の活

動を実際に体験することができた。今回は書類審査(第 1 次審査)を体験した。書類選考で

は、第 2次審査である公開審査へ向けた質問を考えて共有を行った。 

 

【参加者の感想】 

・ボランティアの募集方法や、引かれるネーミングの巻き込

み方など勉強になった。 

・審査される側は、何度も体験してきたが審査する側ははじ

めての体験だった。今後助成金の申請する際などに参考にな

りそう。 

 

 

 

9月 13日（日）10:00～17:00 

実習先／滞在先 (特活)泉京・垂井  

ねらいと課題・

作業の概要 

ねらい：一般来場者に 

10:00～12:00 オリエンテーション（泉京・垂井の説明） 

11:00～16:00 中山道垂井宿まつりでフェアトレードを広げよう！ 

（垂井町内で開催される中山道垂井宿まつりに、泉京・垂井が運営する「フ

ェアトレード＆地産地消みずのわ」が出店し、商品の販売やフェアトレード

の啓発を行います。実際に接客などをする中で、お店の運営やフェアトレー

ド普及について一緒に考えます。） 

16:00～17:00 一日のふりかえり 

現場体験・実習 



 

展示されている写真を 

一般来場者に紹介 

■当日の様子■ 

・泉京・垂井の活動を紹介し、中山道垂井宿まつりの一般

来場に対してフェアトレードパネル紹介を行い、展示と物

販をうまく結びつけることで販売促進を行った。参加者は、

自団体の話は幾度となくしてきたが、他団体の活動紹介す

ることは経験がない方が多く、新たな経験を積むことがで

きた。 

【参加者の感想】 

・現場研修に参加できて自分達の事業とは異なる分野の活

動内容が聴けて、経験できて、改めて気付いた点や参考に

なる点が多く自法人に活かせると実感した。 

・イベントや講習会を行うことで収入の確保と会員・ボランティア・スタッフを獲得して 

いくこと、様々な団体や応援者とつながることが自団体にも取り入れることができると感 

じた。 

                                       

 

本講座第 2回目：名古屋会場：9月 30日(水) 

18:45～20:45 

作成した資金調達計画を参加者で共有し、改善を図る 

講師：木村真樹氏 ((公財)あいちコミュニティ財団 代表理事) 

概要 

18:45～18:50 あいさつ/ふりかえり/タイムスケジュール 

18:50～19:08 資金調達計画の発表とフィードバック 1団体目 

19:08～19:26 資金調達計画の発表とフィードバック 2団体目 

19:26～19:44 資金調達計画の発表とフィードバック 3団体目 

19:44～20:02 資金調達計画の発表とフィードバック 4団体目 

20:02～20:12 講師より全体へのフィードバック 

20:12～20:25 参加者全員での資金調達計画の共有 

20:25～20:45 ふりかえり 

本講座第 2回目：大垣会場：9月 29日(火) 

18:00～20:00 

作成した資金調達計画を参加者で共有し、改善を図る 

講師：木村真樹氏 ((公財)あいちコミュニティ財団 代表理事) 

概要 

18:00～18:10 あいさつ/ふりかえり/タイムスケジュール 

18:10～18:40 資金調達計画の発表とフィードバック 1団体目 

18:40～19:20 参加者全員での資金調達計画の共有 

19:20～19:30 講師より全体へのフィードバック 

19:30～20:00 ふりかえり 

本講座 2回目 



 第 2回研修 名古屋会場 大垣会場 

有志に自団体の資金調達計画を発表していただき、参加者全員で「良かった点」「アドバ

イス」を行った。また、参加者同士でペアになり資金調達計画を共有しブラッシュアップ

を図った。また、発表しなかった団体に対しては、個別にアドバイスシートを作成し、配

布した。第 2 回研修後から次回フォローアップ講座までの間に作成した資金調達計画を元

に資金調達を実施する予定になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践期間中の課題等 

資金調達計画を再度団体にて共有、ブラッシュアップを実

施。その後、作成した資金調達計画を実施。なお資金調達

計画実施の手段は問わない。(資金調達実施例：会員募集、

書き損じはがきの募集、クラウドファンディング等) 

ヒアリング・アドバイスの手法 メール、メーリングリスト、電話、口頭。 

実施記録 

本講座第 2回終了後以降、各団体に毎に担当者を設けて資

金調達実施の進捗状況、結果についてのヒアリング、アド

バイスを実施。 

資金調達計画を全体に発表 

名古屋会場 

ヒアリング・アドバイス 

「良かった点」「アドバイス」を出し合う 

大垣会場 



 

 

事後報告会/フォローアップ講座：名古屋会場：11月 29日(日) 大垣会場：11月 28日(土) 

13:00～17:00 

成果を共有し、アドバイスを行う 

進行：田口裕晃((特活)名古屋 NGOセンター 事務局スタッフ) 

講師：木村真樹氏 ((公財)あいちコミュニティ財団 代表理事) 

   松浦史典氏((特活)ホープインターナショナル開発機構 ファンドレイザー) 

【名古屋会場アドバイザー】 

・三ツ松由有子氏((特活)地域の未来志援センター 事務局スタッフ) 

・村山佳江((特活)名古屋 NGOセンター事務局長代理) 

【大垣会場アドバイザー】 

・門田一美((特活)名古屋 NGOセンター 事務局次長) 

13:00～13:10 あいさつ/前回のふりかえり/タイムスケジュール 

13:10～13:40 発表の準備 

13:40～15:00 1団体ずつ全体への発表(前半) 

発表の際に「良かった点」「アドバイス」を記入 

15:00～15:10 休憩 

15:10～16:30 1団体ずつ全体への発表(前半) 

発表の際に「良かった点」「アドバイス」を記入 

16:30～16:40 講師より全体へのフィードバック 

16:40～17:00 ふりかえり 

17:00～ 交流会 

 

 フォローアップ講座 名古屋会場 大垣会場 

前回の研修を通して作成した資金調達計画を実施した結果の発表、共有を行った。参加

者、講師、スタッフが参加団体に「良かった点」「アドバイス」を付箋紙に書き出し、参加

団体にフィードバックを行った。終了後には、交流会を行い、研修の中で聞くことのでき

なかった疑問を講師やスタッフに聞けるようにした。 

    

 
発表を聞く参加者 名古屋会場 

事後報告会／フォローアップ講座 

終了後の集合写真 名古屋会場 



     

 

 

３．受講者等の声 

 寄付集めの資料作りに早速使えそう。 

 寄付して下さった人を大切にし、つながりをつくっていくことを具体的にやっていく。 

 企業への資金調達するプレゼン、助成金応募した時のプレゼンに使えそう。 

 

４．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

 受け入れることで、自団体の活動を見直すキッカケにもなった。 

 同じ地域で活動しており、以前から知っていたが、今回をキッカケにつながることが

できた。 

 

５．考察・今後の課題 

 参加者によって、会員を集めたい、書き損じはがきを集めたい等資金調達といっても

実践したいテーマにバラツキが有り、ヒアリング・アドバイス等を臨機応変に行って

いくことが求められた。 

 実践期間が短く、その期間内での資金調達まで到達することができない団体もあった。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

大垣会場集合写真  大垣会場 資金調達計画実施の発表 大垣会場 


