
WEB 用報告原稿 

平成 27 年度「応用研修 山形会場（東北ブロック）」実施状況 

 

 

研修サブタイトル：「マッチングに向けた課題解決研修会」 

 

 

１．目的・ねらい 

環境 NGO・NPO および企業の活動について障害となっているそれぞれの課題を認識した上

で、企業と NGO・NPO の強み/弱みを相互に尊重し、活動理念の具体化に向け骨太な連携活

動を推進する事を目的とします。 

NGO・NPO の更なる発展を実現する為には、企業や他団体との連携作りが必要と思われま

す。そのマッチング実現の為、NGO・NPO および企業の課題の発見やその対応策を研修しま

す。具体的には、環境 NGO・NPO と企業や他団体との関係性活動を実習する事で、自団体が

取り組む目標を設定でき、加えて参加者同士によりマッチングに向けた課題を整理し、対

策を計画化しることをねらいとします。 

 環境 NGO・NPO の活動に障害となっている共通の課題を学び認識した上で、個々の組織

が抱える課題を相互に発見し確認して情報を共有します。座学と実習を通し異なる視

点からの解決法も参考に共に考え、課題解決に必要な知識を習得します。 

 環境 NGO・NPO の組織の基盤強化による活動の価値最大化を図ります。更には、連携プ

ロジェクト活動の創出と裾野拡大を目指します。 

 現在の課題を克服した次期を見据えて、企業・市民・行政などの連携先を発掘してマ

ッチング支援を行い 5～7件程度のプロジェクトを創出して事例として広く発信します。 

 

２．実施概要 

地球温暖化、世界人口の激増、エネルギー資源の枯渇化、水資源の危機等が深刻な事態

にあります。これらの課題解決に向けて環境 NGO・NPO 等の活動に期待が寄せられています。

東日本大震災から 4年を経た現在も NGO・NPO は復興途上の被災地域に継続的に「地域の人々

の希望を支える」活動や、地域の人々の主体性を育む支援活動をたゆみなく進めています。 

一方、役員・会員の高齢化や活動資金の枯渇のほか、多様な環境課題への高度な専門性

に対応が困難として活動の休止や解散を余儀なくされた組織もあります。また活動経歴が

長い組織では時代の急速な変化に対応しきれず旧来活動を継続実施する事で精一杯となり、

解決すべき課題を放置したまま更なる課題を抱えるケースも見受けられます。 

本年度の実践研修会では昨年度の活動で反省すべきポイントやさらに充実すべきカリキ

ュラムを整理して「魅力を高める NGO･NPO の実現」をメインテーマに、企業や他団体との

連携作り・マッチング実現にむけて、自己の課題を発見しその解決策についての実習を行

います。 

 

 

 

NPO と企業の接点を探る！ 



（１）開催日時 

山形会場 本講座 

第１日目 8 月 20 日(木） 

第２日目 8 月 28 日(金） 

第３日目 9 月 9 日(水） 

フォローアップ講座 10 月 6 日(火)  

 

（２）開催場所 

第１日目 山形市民活動支援センター 

第２日目 山形市民活動支援センター 

第３日目 山形市民活動支援センター 

フォローアップ講座 山形市民活動支援センター 

 

（３）各回参加人数 

第１日目 予定 20 名 実績 6 名 

第２日目 予定 20 名 実績 6 名 

第３日目 予定 20 名 実績 15 名 

フォローアップ講座 予定 20 名 実績 6 名 

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

第
1
日
目 

月日 会場・時間 講師等 備考 

８月 20 日 

（木） 

 

 

  

山形市民活動支援センター会議室 

（山形市城南町 1-1-1 霞城セントラル 22F TEL 023-647-2260） 

10：00 

 ～ 

12：00 

NPO と企業の連携に向けて 

オリエンテーション・自己紹介等 

講師： 

増子良一 

CＤ： 

佐々木勇   

13：00 

 ～ 

17：00 

受講団体のプレゼン 

（課題・特徴など） 

CD： 

佐々木勇 

 

 ■当日の様子■ 

山形での初の応用研修です。今にも降り出しそうな生憎の天候ではありましたが、その

分気温も抑えられ、基礎研修の時の煮えるような暑さではなかったのは幸いでした。 

残念ながら少人数の参加者とはなりましたが、非常にモチベーションの高い方ばかりの

参加者であった為、いわば少数精鋭とも言えるスタートとなりました。 

本講座 



この応用研修より初参加の方もいらっしゃる為、参加者各々の自己紹介と合わせ、事務

局より基礎研修から通しての本研修のテーマである「NPO と企業の接点を探る！」、サブタ

イトル「マッチングに向けた課題解決研修会」の意義を改めて説明すると共に、団体活動

の活性化の為に「NPO と企業のマッチング」の実現に向けて進める事をご理解頂きました。 

講師には環境経営支援機構の

増子良一氏をお招きし、ご自身の

創業されたイートス株式会社の

環境への取り組み等をご説明い

ただき、ひたすらお客様の為にな

る企業を目指す事によって結果

的にCSRに関して表彰された事か

ら、周りの為になる事がいずれは

自分に返ってくるという事もお

教え頂きました。 

午後には自己点検シートをご

記入いただき、プレゼンを行って

いただきました。記入した点検シ

ートと、プレゼンテーターによってはパワーポイントも使って、それぞれの活動状況、課

題をお話いただきました。NPO からの視点、企業からの視点と、それぞれから様々な意見が

飛び交い、非常にバランスよく、かつ活発な初回研修となりました。 

 

第
2
日
目 

8 月 28 日 

（金） 

 

 

  

山形市民活動支援センター会議室 

（山形市城南町 1-1-1 霞城セントラル 22F  TEL：023-647-2260） 

10：00 

 ～ 

12：00 

課題解決のアイディア発表 ＣＤ：佐々木勇 

13：00 

 ～ 

17：00 

アクションプランづくり 

アクションプランの共有 
ＣＤ：佐々木勇 

 

■当日の様子■  

 参加者の内 1名、NPO の起ち

上げを予定されております方が、

急用により突然の欠席となって

しまった事もあり、参加者の大

半が企業の方という、本研修の

趣旨とは離れる内容となってし

まいました。 

少数精鋭での出陣です 



 一日を通して、ステークホルダー確認シート、並びにワイグルシートを用いて参加者の

関わる活動に関する詳細の書き出しを行い、課題に対する各参加者の意見交換を行いまし

た。 

午前、午後に分けて各参加者に発表を行って頂いたのですが、前述の状況から、さなが

ら企業のセミナーの様な様相となってしまい、NPO に関する話題が少なくなってしまいまし

た。そんな中でも、太陽光発電や LED といった環境に対するアプローチ、英語を活用した

通訳・翻訳事業等、NPO 活動に繋がり得るお話もあり、参加者にとっては何かしら得る物は

あったのではないかと思っております。 

また、予定終了時間を過ぎてしまいましたが、NPO「みやぎ発達障害サポートネット」の

理事を務めておいでの増子氏より、「J クレジットにより CO2 排出権を換金し、NPO の活動

原資にする」という企画のお話を頂き、それをきっかけに NPO と企業をどのように連携さ

せていけば良いのか、時間外にも拘らず参加者皆さんで盛り上がりました。 

 

 

 

 

■当日の様子■ 

台風の影響で悪天候であるにも拘らず、山形、

そして仙台から NPO、企業それぞれにご参加

頂きました。 

 1 日を通して、NPO と企業の参加者それぞ

れ、計 8 団体にプレゼンを行って頂きまし

た。各プレゼンの終了後には質疑応答を行

い、中には所要時間では足りない程に聞き

たい事が多いという状況もありました。実

績、実体験を基にした他業種のプレゼンと

いう事もあり、受講者の方々も集中してプ

レゼンの聴講に臨んでいたようです。また、

受講者の方々には「アライアンスシート」というプレゼンテーターごとのプレゼンの印

象や自身のマッチングの意見等をまとめる用紙を活用頂き、自団体の活動に結び付ける

第
3
日 

目 

9 月 9 日 

（水） 

  

 

 

山形市民活動支援センター会議室 

（山形市城南町 1-1-1 霞城セントラル 23F  ＴＥＬ 023-647-2260） 

10：00 

～ 

16：00 

実習/NPO と環境系企業・団体との発

表・交流・体験 

講師：アミル、発達障

害、北日本木材、その

他 

16：00 

～ 

17：00 

実習/ワークショップ「課題の解決手法

の整理」 
ＣＤ：佐々木勇 

悪天候にも負けず、 

すばらしい盛況ぶりでした 

実習 



ための情報、意見を書き出して頂きました。 

 終了後にはアンケートにご記入頂き、当研修へのご意見、ご感想を頂きました。 

 各受講者の意識の高さもあり、2日目に教訓となった点は多少なりと生かす事ができたの

ではないかと思います。 

 

 

 

 

平成 27 年 

10 月 6 日（火） 

13:30 

～ 

17:00 

課題解決に向けた取り組みの実践に

ついてフォローアップ 
ＣＤ：佐々木勇 

 

 ■当日の様子■ 

これまでの研修で学んできた集大成、まとめ

となるフォローアップ研修を行いました。 

ある意味では前回のプレゼンで終了だった

とも言えるこれまでの研修を振り返り、如何に

自分の物として吸収する事ができたかを、受講

生の間で共有、意見交換を実施しました。 

これまでの研修で形にする事ができた活動

と、更に新しく確認のできた課題について議論

し、今後の成長に向ける意欲の高さが窺える内

容となりました。 

終了後、コーディネーターからまとめ、総評

があり、その後、アンケートにご協力いただき

ました。 

 

３．受講者等の声 

・中間組織としての立場から、NPO や企業に対してどのような提案、企画をしていくべき

かのヒントを頂きました。 

・視点の異なる情報を集め、それらを参考にマッチングを行う事の必要性を学びました。 

・NPO が長く継続できるよう、後継者の育成、活動としての確実性が必要であると知りま

した。 

 

４．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

 他団体や企業とのアライアンスを促進する事を目的としたプレゼンを行いました。参加

者からは「非常に為になる話を聞く事ができた」等、一定の実績となるお言葉を頂いてお

事後報告会／フォローアップ講座 

プレゼンの手応えを感じるご意見を頂

きました 



ります。 

 

５．考察・今後の課題 

受講生が中々集まらず、結果として人数が少ない形での研修となってしまいましたが、

内容は以前にも増して熱心に行われるものでした。一つの課題が提示されれば、それぞれ

の立場から見えてくる様々な改善策が議論され、それにより新たに別の課題が表面化して

くる、それに対して再度議論を展開する、と、充実した内容になったと思っております。

特に集大成として行ったプレゼンにおいては、前年度には行わなかった新しい試みであっ

た事も手伝い、非常に盛況なものとなりました。 

 

以上 


