
WEB 用報告原稿 

平成 27 年度「仙台会場（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

動を推進することを目的とする。 

ねらいとして、NPO・NGO 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、NPO の課題の発見やその対応策を研修します。

具体的には、環境系企業・団体の NPO 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 NPO のマッチングに向けた課題を整理

し、対策を計画化します。 

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する。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の習得を目的とする。 

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る。更には、連携プロジェ

クト活動の創出と裾野拡大を目指す。 

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する。 

 

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

ある。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る。 

東日本大震災から 4 年を経た現在も復興途上の被災地域にＮＰＯの支援が継続的に「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

いる。 

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る。  

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こ

とで精一杯となり、解決すべき課題を放置したまま更なる課題を抱える組織も見受けられ

る。 

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、活動に必要

なプロジェクト管理・人材育成のスキルアップのポイントについての研修を開催する。 

魅力ある NPO・NGO の更なる発展を築くためには、企業や他団体との連携作りが必要であり、

その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 

仙台会場 本講座 

第１日目 5 月 9 日(土） 

第２日目 5 月 23 日(土） 

第３日目 6 月 6 日(土） 

第４日目 6 月 20 日(土） 

第５日目 7 月 4 日(土） 

フォローアップ講座 平成 28 年 7 月 28 日(火)  

 

（２）開催場所 

第１日目 仙台市民会館 

第２日目 NPO 法人シニアサロン井戸端会議 

第３日目 (株)仙台リサイクルセンター 

第４日目 仙台市民会館 

第５日目 仙台市民会館 

フォローアップ講座 仙台市情報・産業プラザ 

 

（３）各回参加人数 

第１日目 予定 10 名 実績 6 名 

第２日目 予定 10 名 実績 6 名 

第３日目 予定 10 名 実績 8 名 

第４日目 予定 10 名 実績 7 名 

第５日目 予定 10 名 実績 6 名 

フォローアップ講座 仙台市民会館 予定 6 名 実績 6 名 

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

1 日目：5月 9日(土） 

10:00～

10:10 

事務連絡、研修の進め方説明、配布資料確認 

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

10:10～

10:35 

開会挨拶 、地球環境基金の紹介 

（一社）環境経営支援機構 代表理事 増子良一（代読） 

地球環境基金の PP 紹介（CD 佐々木勇） 

10:35～

12:00 

セミナー「環境 NPO と地域の関わり」 

講師：東北環境パートナーシップオフィス 統括 井上 郡康氏 

13:00～ 受講団体のプレゼン  

本講座 



15:00 ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

15:00～

16:30 

ケーススタディによる課題解決へのディスカッション 

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

16:30～

17:00 

振り返り、初日アンケート、事務連絡 

ファシリテーター：佐々木勇氏（一社）環境経営支援機構 

 ■当日の様子■ 

今年度スタートである初日の参加者は 6 名となりながらも環境や市民活動、震災復興に

活動している団体メンバーが集まりました。 

新たな活動を予定している団体もあり、良い研修スタートとなりました。 

 

事務局より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し、団体活動

の活性化の為には、仮説「NPO と企業のマッチング」の実現に向けて進めることを、ご理解

頂きました。 

講師の東北環境パートナーシップオフィス 統括 井上 郡康氏のお話は、グローバル

な環境活動や貧苦問題から身近な生物多様性まで、興味深いもので質問も多くでました。 

自己点検シートを確認し、点検シートと資料を使って、それぞれの NPO の活動状況、課

題をお話いただきましたが、最近立ち上げ準備をしているという団体もあり、プレゼンの

間にも質問が飛び交う状況でした。 

 

 

 

 

2 日目 5 月 23 日(土） 

実習先／滞在先 NPO 法人シニアサロン井戸端会議 

ねらいと課題・作業の概要 

NPO 法人シニアサロン井戸端会議の目的や設立経緯を聞き、当法

人が運営する居酒屋「井戸端会議」や、井戸端塾、ダンス教室、

井戸端大学などの活動を理解し、企業との連携方法やその課題を

発見する。ワークショップでは当 NPO 実習を踏まえ「課題の解決

手法と行動をデザインする」を行う。 

 

現場体験・実習 

井上講師のお話は世界から身近へ 



■当日の様子■ 

シニアサロン井戸端会議の専務

理事高橋義信氏から当NPO法人「シ

ニアサロン井戸端会議」の目的や

設立経緯を聞き、2009 年の設立し

た第一期はオーナー制度で立ち上

げたが、震災で立ち行かなくなり、

改めて理事が主体で第2弾として、

現在のＮＰＯを立ち上げた事や、

当法人が運営する居酒屋「井戸端

会議」や、井戸端塾、ダンス教室、

新規事業の「井戸端お助け隊」な

どの活動を紹介頂き、当法人内の

居酒屋や WEB サイトを見学しまし

た。又、会員数が伸び悩み会費を改訂したことに対し、受講生からも多くの質疑があり、「他

団体との連携により活性化が期待できるのでは？」などの意見交換があった。 

ワークショップでは当 NPO 実習を踏まえ自団体の課題や他団体の課題を話し合いまし

た。特に発達障害のある子供さんへ学習支援をしている学習塾からは、コミュニケーシ

ョンの場づくりに苦心している事や、施設の稼働率を向上したい旨、問題が提起されま

した。 

オブザーバで参加したシニアサロン井戸端会議の羽田理事も討議に加わり、会員とその

サービスとの関係性を高める工夫をご紹介頂きました。コーディネータより、企業との連

携方法の一端として、マッチングフォーラム仙台や山形のパンフレットを紹介し、活発な

意見交換が行われました。 

 

 

3 日目 6 月 6 日(土） 

実習先／滞在先 (株)仙台リサイクルセンター 

ねらいと課題・作業の概要 

(株)仙台リサイクルセンター 代表取締役 沼田隆氏 

に「当社とＮＰＯの連携の条件」をテーマに自社のご紹介とその

活動を説明の後、工場内を視察頂く。 

ワークショップでは「産学連携とＮＰＯ活動」をテーマに、自団

体の棚卸を行い、ステークホルダーや特に企業との連携について

確認し、課題シートに記入して頂く。 

 

高橋講師と若い受講生の熱心な討議 



■当日の様子■ 

東北で唯一、室内での回収した古紙の分別

を行うという、特殊な手法を採る(株)仙台リ

サイクルセンターに伺い、作業の様子を興味

深く視察しました。特に、異物の除去など手

作業の部分は負荷の多い部分だと感じた様

子で、講師の方へ様々な質問をしていました。

代表取締役 沼田隆氏からは社内における

節電への取り組みと、それによる実績を自社

のご紹介と活動と共にご説明頂き、熱心な質

疑が行われました。 

ワークショップでは「産学連携とＮＰＯ活

動」をテーマに、ステークホルダー確認シートを使い自団体の棚卸を行い、各受講生のス

テークホルダーの内容や特に企業との連携について確認しました。それぞれの抱える課題

についても熱心な討議がされ、NPO 活性化の為の「他団体や企業との連携」という意識への

高まりが感じられました。 

 

 

4 日目 6 月 20 日(土） 

実習先／滞在先 仙台市民会館 

ねらいと課題・作業の概要 

みやぎ連携復興センター、せんだい•みやぎ NPO センターの活動か

ら、各団体の今後の課題について討議する。 

ワークショップでは議題に挙がった課題とその結論を踏まえた上

で、「点から面へ、マッチングの可能性を探る」をテーマに今後の

活動へのイメージ作りを行う。 

 

■当日の様子■ 

紅邑晶子講師により、「NPO の課題

解決のための体験と交流」をテーマに、

所属されている団体「みやぎ連携復

興センター」「せんだい・みやぎ NPO

センター」の活動と現状についてお

話を頂きました。二つの団体は東日

本大震災の後から 4 年間程組織とし

ては一つで活動されており、2015 年

7 月より分かれて活動される事にな

るそうです。 

講演の中で、受講生それぞれの所
紅邑講師の豊富な経験と巧みな話術に 

のめり込む受講生 

沼田講師の研修に集中する受講生 



属する団体の活動や現状、受講生当人の感じている課題とその対処について各々が説明

をし、それに関して、意見の交換が熱心に行われました。あまりの白熱ぶりに、予定さ

れていた時間を超えてしまい、当初の予定を変更して午後の時間を一部割き、引き続き

意見の交換が行われる程でした。 

終了後は、紅邑講師ご本人も交え、ワークショップにて「点から面へ、マッチングの

可能性を探る」をテーマに次のような討議を行いました。 

紅邑講師の講演にありました「ひとりよがりな活動にならない」に対し、各受講生の

現在関わっている活動内容の報告から、新しく発見した課題とそれに対する対処につい

て熱心な意見の交換が行われ、受講生の意識の高さが窺えました。また、「宮城県の赤

貝を利用した富県」をテーマに、クックパッドにレシピを投稿することによる連携や、

道の駅に水産コーナーを設けることによる販売促進等、様々な意見が提案されました。 

 

 

 

 

5 日目：7月 4日(土） 

実習先／滞在先 仙台市民会館 

ねらいと課題・作業の概要 

これまでの研修のまとめ 

基礎研修終了後アンケート記入 

ファシリテーター： 

佐々木勇 氏 （一社）環境経営支援機構 

 

 ■当日の様子■ 

連携対応策への取り組み計画を作成する、基礎研修の締めとなる大事な最終日です。 

研修通してのテーマである「課題解決のアイディア発表」に沿って、以下の点を起点とし

て講座を展開しました。 

 自団体の課題とは／連携につながる部分の洗い出し 

 他団体との連携の為にはどんな視点が重要か・・・ 

 他団体との連携への対応策を活動計画へ落とし込む 

急用により突然の欠席となってしまった受講生もいらっしゃった為、少人数での開講と

なりました。 

3 日目に記入いただいたステークホ

ルダー確認シートを元に、ワイグルシー

ト（課題シート）を記入していただき、

受講生間で順番に回し、その課題解決へ

の意見を個別に記入し、人数分行いまし

た。その後、各自から仕上がったワイグ

ルシートを発表して頂き、相互に意見を

ワイグルシートを利用して白熱する講座 

本講座 



述べました。 

その後、自身のワイグルシートを元に活動計画を作成して頂きました。 

自団体の課題は明確に理解できたものの、その対応策、および具体的な行動については

参加の皆様、表現にご苦労しておられるようでした。基礎研修後のアンケートでは充実し

た研修との評価を頂きました。 

 

 

 

 

実践期間中の課題等 

活動計画書に基づき、受講者の提示した課題への取り組み

の進捗状況を聞き取り、実践期間中の受講者の状況に合わ

せ支援するフォロー活動を行った。 

ヒアリング・アドバイスの手法 電話及びメールにて受講者のフォローを行った。 

実施記録 
7 月初旬にメールで展開し、７月下旬に電話でフォローア

ップを実施。 

 

 

 

 

                                                 

平成 27 年 7 月 28 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 

ファシリテーター：一般社団法人 環境経営支援機構 主任研究員

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。 

外が非常に暑い中、それにも負けない程に白

熱するディスカッションが繰り広げられま

した。 

これまでの研修で新しく確認のできた課題

事後報告会／フォローアップ講座 

ヒアリング・アドバイス 

課題の指摘、解決してはまた新しく

見つかる課題と、議論は尽きません 



と、それを参考にした活動計画表を作成し、受講生毎に発表を行いました。ある意味での

完成形とも言える活動計画ではありますが、それでもまた新しい課題が浮き彫りとなり、

まだまだこれからの飛躍に繋がっていくような手掛かりをつかむことができたようです。 

完了後、後日始まる応用研修についてコーディネータから説明があり、受講生も更なる改

善の手段を得る機会となり得る可能性に期待感を高めておりました。 

 

４．受講者等の声 

・研修で学んだ事自体より、どちらかといえばそれにより生まれる繋がりこそが、自

団体の今後に活用できるのではないかと思う。 

 

・研修で知り得た情報や、他の団体、企業の取り組んでいる活動が、自らの団体の運

営、発展に生かせるように考えていきたい。 

 

 

５．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

・仙台リサイクルセンター様 

 自企業の取り組んでいる環境への活動を多くの受講生に知ってもらう事ができ、現

場側としても有意義な研修となった。今後このようなNPOなどの現場体験を通じて、

より多くの人に情報を広めていく事で、事業活動に関しても新しい課題や、改善点

が見つかっていく事を期待している。また、実習、講習という形をとる事で、自分

達の事業活動の良い点や改善点を改めて見直す事ができた。  

 

・NPO 法人シニアサロン井戸端会議様 

 自団体の活動に対し、年代の違う人の視点からの意見を集める事ができた。研修受

講生の団体と連携し、週末の空き時間を有効活用し事業を拡大する事になり、期待

している。こういった連携を今後の活動に生かしていきたい。 

 

・NPO 仙台・みやぎＮＰＯセンター様 

 現場研修はできなかったが、中間セクターとしての役割を各参加 NPO 団体へアピー

ルでき、又、その団体が他の団体との連携をする場合のヒントをワークショップの

中で明らかにできたのは成果と感じています。 

 

 

６．考察・今後の課題 

・参加された受講生の方々は、どなたも非常に高いモチベーションを持って研修に取

り組んでいらっしゃいました。やむを得ず途中の回を欠席された方も、次の回では

前回の振り返りを真剣に聞くだけでなく、質問を積極的にされて、情報の収集に熱

心でした。それ故か、課題を提示し、それに対する改善策の検討、別の課題の発見

等、様々な点で進行が充実していたように思います。運営側としても、素晴らしい



経験となりました。 

 一方で、もう少し研修の進行含め、効率よく展開できたのではないか、と感じる部

分もいくつかあった事から、運営としての力不足を感じる事もございました。 

 

以上 


