
 

平成 28年度「スタッフ向け 環境 NGO・NPO能力強化研修(北海道・東北ブロック)」 

実施状況 

 

 

 

～徹底的に顧客管理！過去の情報を整理して、効率的な事務局運営を！～ 

【札幌会場】 

 

１．目的・ねらい 

受け取った名刺やイベントの参加者の名簿、会員や寄付者の入金情報など環境 NPO・NGOは、

様々なステークホルダーとのつながりが発生する。しかし、少人数の事務局体制では日常

業務が忙しく、集まってくる情報を整理し、事業の評価につなげるなど効率的な運営まで

の体制を構築する時間的余裕がない。その結果、事務局業務が煩雑となり、本来行う活動

への時間が少なくなるという悪循環が発生しており、特に 20代～40代を中心とする若手人

材の多い団体からは、「情報を整理しデータベースを活用しながら組織運営をしたいが、ど

うしていいかわからない」という状況にある。以上のような背景から、組織の内部にある

関係者の情報を整理し、共有、加工、再利用できる体制を構築するための研修会を開催す

るとともに、専門家及び学生インターンによる導入支援を合わせて実施することで、各団

体の効率的な事務局運営に貢献することが目的。 

 

２．実施概要 

 

 

広報と顧客管理の全体像をつかむオープンセミナーを実施。 

顧客管理の概要、顧客管理事例の紹介・解説、スタッフ・ボランティアとのコミュニケー

ション方法、資金調達の手法など NPO・NGOを運営時に必要な事項の研修となった。 

 

（１）開催日時 

9月 17日（土）14:00～20:00 

（２）開催場所 

市民活動プラザ星園 大・中会議室（札幌市中央区南８条西２丁目５－７４） 

（３）各回参加人数 

17名 

  

情報管理・顧客管理 

9月オープンセミナー 



（４）プログラム・当日の様子 

9月 17日（土） 

14:00 ～14:30 
オープニングセッション・地球環境基金概要説明 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

14:30 ～15:45 

第 1 分科会 「最適なデータベースの選び方」／「ドイツ環境団体デ

ータベースの最前線！」 

講師：小堀悠氏（NPO 法人 NPO サポートセンター）／草野竹史（NPO

法人 ezorock） 

16:00 ～17:15 

第 2 分科会 「セールスフォース活用事例」／「モチベーションを理

解し、人を巻き込む」 

講師：佐野匠氏（株式会社セールスフォース・ドットコム）／田中靖

人氏（合同会社 Dialogger） 

17:30 ～18:45 

第 3 分科会 「NPO のファンドレイジング」／「みんなのお悩み相談

会」 

講師：奥山大介氏（日本ファンドレイジング協会 北海道チャプター）

／草野竹史（NPO法人 ezorock） 

18:50 ～20:00 
本日の振り返り・クローズジングセッション 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

 

 ■当日の様子■ 

●「最適なデータベースの選び方」 

講師：小堀 悠 氏（NPO法人 NPOサポートセンター 事務局長） 

データベースの戦略的な活用、検討のポイントを知り、実践に活かすための手法を学んだ。 

データベースの基礎知識、活用方法、数あるデータベースの中から自団体に合うシステム

を選ぶ際のテクニックを紹介。 

（データベースの概要説明） 

  



●「モチベーションを理解し、人を巻き込む」 

講師：田中 靖人 氏（合同会社 Dialogger 代表社員） 

モチベーションとは何か、人の欲求の理解などの説明を受けた後、モチベーションをマネ

ジメントし、状況を打開するためのワークを実施。コミュニケーションのタイプ別特徴の

解説などもあった。 

（モチベーションの概略説明） 

●「NPO のファンドレイジング」 

講師：奥山 大介 氏（日本ファンドレイジング協会 北海道チャプター 代表） 

非営利セクターで活動するうえで「人・お金・思い」を集めることは欠かせられない事。

これにコミットするのがファンドレイジング。いかに周りの人を上手に巻き込み共感を得

られるか、具体的な事例をもとに様々なアクションプランの解説があった。 

（ファンドレイジングとの関わり方について） 

  



 

 

（１）開催日時 

10月 17日（月）9:30～18:00、18日（火）9:30～16:00 

（２）開催場所 

市民活動プラザ星園 特別会議室（札幌市中央区南８条西２丁目５－７４） 

（３）参加人数 

13名 

（４）プログラム・当日の様子 

10月 17日（月） 

9:30 ～10:00 

オリエンテーション（プログラム紹介、自己紹介など） 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

講義内容解説：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

フォローアップ・実地研修解説：田中靖人（NPO法人 ezorock） 

10:00 ～11:00 

データベース（Salesforce）概要解説 

・Salesforce紹介・基本機能の紹介・寄贈プログラムのご紹介  

・Salesforce導入・活用プログラムのご紹介・活用事例 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

11:00 ～12:00 

カスタマイズ基礎 

・団体に合わせた項目の選定や追加方法・レイアウト変更方法 など 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

13:00 ～14:30 

会員・寄付者管理 

・会員との電話や会費、納入等のやり取りの活動履歴管理方法 ・会

員の期限管理方法 ・領収書発方法 など 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

14:30 ～16:00 

イベント管理 

・参加者のイベントの参加、履歴等の管理方法・WEB サイトからの申

込受付設定方法・全参加者へのリマインド、御礼メール一括配信方法 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

16:00 ～16:20 
導入パッケージの検討 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

16:20 ～17:20 

管理項目の検討（団体ワーク） 

・項目検討シートの入力・既存データの項目洗い出し・追加項目検討 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

17:20 ～17:55 
申請までの手続き・質疑応答 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

17:55 ～18:00 
事務連絡、解散 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

10月集合研修 1・2日目 



10月 18日（火） 

9:30 ～12:05 

前日までの振り返り・感想の共有 

カスタムオブジェクト・レコードタイプ 

・団体独自のデータを管理（テーブルの作り方）・ユーザに応じた画

面の切り替え設定 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

13:00 ～14:15 
管理項目の検討 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

14:15 ～15:45 
データ移行基礎解説・ユーザ項目設定 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

15:45 ～16:00 

次回研修に向けて 

自団体持ち帰り期間中の諸注意、フォロー体制の説明など 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

フォローアップ・実地研修担当：田中靖人（NPO法人 ezorock） 

16:00 
終了・解散 

 

 

■当日の様子■ 

今研修に参加した動機や現状の情報管理の悩みなどを共有した。その後、講師より今回導

入するデータベースの概要や機能、NPOなどの導入事例を紹介いただき、それを踏まえたう

えで、実際にデータベースの体験版を利用してデータを入力し、使用感などを体感した。 

各所属団体によって、必要な項目・表示させる項目が違うため、本当に必要な共有すべき

項目を洗い出し、システムをカスタマイズすることでより効率的な活用ができるよう目指

した。 

 

＜1日目：講師のデータベース概要説明と受講者様子＞ 

  



 

＜2日目：細かい質問もしやすい温かい空気感となった会場で受講したみなさん＞ 

 

■受講者等の声■ 

・導入時の苦労を乗り越えられれば、団体へ落とし込めるのではないかと思います。しば

らくは苦戦しそうなので、フォローアップなど活用させて頂きたいです。 

今後もこのような機会を設けていただけると、他の団体さんにとっても助かると思います。 

 

・初めはパソコン操作に不慣れなところもあり大変でしたが、他の参加者さんと一緒に進

められ、安心しながら参加できました。 

  

 

 

 

（１）開催日時 

1月 14日（土）10:30～18:00、15日（日）9:30～16:00 

（２）開催場所 

市民活動プラザ星園 中会議室（札幌市中央区南８条西２丁目５－７４） 

（３）参加人数 

7名（やむを得ず欠席した方に関しては、テキストを配布の上電話やメールによるフォロー

を実施：7名） 

（４）プログラム・当日の様子 

1月 14日（土） 

10:30 ～10:45 

オリエンテーション（2日間の流れなどを確認） 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

講義内容解説：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

10:45 ～12:00 

データベース（Salesforce）操作解説 

・レポート・ダッシュボード操作、設定方法（前半） 

各団体で使用しやすいように、カスタマイズを行う。 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

1月集合研修 3・4日目 



13:00 ～14:15 

・レポート・ダッシュボード操作、設定方法（後半） 

各団体で使用しやすいように、カスタマイズを行う。 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

14:15 ～15:15 

・差込印刷操作方法 

領収書やお礼状などのテンプレート作成し、一括送信の手順などを学

ぶ 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

15:15 ～16:15 

・進捗状況の発表・共有 

参加者自団体のデータベース導入、カスタマイズの進捗を共有し、講

師や参加者に質問するなどで疑問点を解消する 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

16:15 ～17:55 

・導入・活用ワークショップ 

個別サポートを実施しながら各団体でカスタマイズを続ける。 

適時全体共有し、活用方法などの理解を深める。 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

17:55 ～18:00 
事務連絡、解散 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

1月 15日（日） 

9:30 ～10:00 

・前日までの振り返り・感想の共有 

・管理者基礎 

バックアップ 、ユーザの管理、セキュリティ設定、開発（運用テス

ト）環境設定 などの操作方法を学ぶ。 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

10:00 ～12:00 

・導入・活用ワークショップ（前半） 

この２日間で学んだことをふまえ、より各団体で使用しやすいよう

に、カスタマイズを行う。 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

13:00 ～14:30 

・導入・活用ワークショップ（後半） 

個別サポートを実施しながら各団体でカスタマイズを続ける。 

全体共有し、活用方法などの理解を深める。設定が終了した団体は運

用マニュアルの作成を行う。 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

14:30 ～15:00 

・今後の計画作成 

研修後の活用計画の検討しまとめる 

講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

15:00 ～15:50 
・今後の計画発表 

構築されたセールスフォース環境のプレゼン、今後の計画の発表 



 講師：小堀悠氏（NPO法人 NPOサポートセンター） 

15:50～16:00 

・アンケート記入、事務局連絡（今後のフォロー体制に関してなど） 

ファシリテーター：草野竹史（NPO法人 ezorock） 

フォローアップ担当：田中靖人（NPO法人 ezorock） 

16:00 終了・解散 

 

■当日の様子■ 

今研修までの達成目標として、平成 28 年 10 月度の研修時に学んだことを精査し、データ

ベースの項目を作成し導入の手続きを完了し、さらに、自団体で管理する個人情報等のデ

ータを入力し、実際に運用してみるというものであった。 

 

今回の研修では、実際に運用している自団体のデータベースをより効率的に使用するため

のカスタマイズをメインに研修した。各団体の使用状況を共有し、講師も交えお互いに質

問し合うなどすることでより深い学びを得た。 

また、今までかなりの作業時間を要していた名簿の作成や領収書の印刷・発行など、実際

の団体運営に直結するデータベースの使用方法なども学んだ。 

 

最後に、今研修で立ち上げたデータベースの運用が終わらず、継続した利用を目指すため

に、今後の運用プランを各団体で設定し、宣言し合った。 

 

＜3日目：講師のデータベースカスタマイズ方法の説明と、他団体の使用方法など情報共有

しながら、より使いやすいようにカスタマイズ案を考察する受講者の様子＞ 

  



 

＜4日目：実際にデータベース画面を見ながらの講師の細やかな設定方法の解説と、本研修

終了後の目標を宣言・共有する受講者の様子＞ 

 

■受講者等の声■ 

・具体的な設定をきっちり終わらせ、運用していきたい。 

研修後も団体内でタスク分担し運用を続け、困った時などにはこの研修メンバーの

facebookグループで質問していきたい。 

 

・まず、とにかく利用して団体内での認知度を上げていきたい。 

大きな組織ではないので時間がかかるかもしれないが、今回の研修で学んだことをもとに

カスタマイズなどを続け、定着させたい。 

 

３．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

今回「顧客管理」における事務局業務の効率化を図るべく、データベース導入を進めた

ところ、自団体の課題整理、棚卸、情報の整理などに時間を要し、北海道の環境 NPOでデ

ータベースを導入している団体の先駆事例の視察までには至らなかった。 

その分、受講者のニーズ・進捗具合に合わせ、電話でのフォローアップや専用 SNS（受講者

限定の facebookページ）の活用した。フォローアップした担当者によると、facebookグル

ープを作成し、課題共有・相互支援を行ったことは、情報の「見える化」も図れ、データ

ベースの運用を継続していくために有意義だったとのこと。 

 

４．考察・今後の課題 

・「顧客管理」における事務局業務の効率化にはつながりつつあるが、それを活かした支援

者等の獲得戦略の立案、実施までは至っていない。次年度は参加団体の課題やスキルに合

わせてプログラムを設定していきたい。 

・今年度の受講者のデータべース継続利用を促すべく、次年度も当研修に参加できるプロ

グラムを再構築したい。また、団体内での利用促進を図るべく、今年度参加できなかった

スタッフが次年度参加できるような仕組みを作りたい。 

  

以上 


