
 

平成 29年度「スタッフ向け環境 NGO・NPO能力強化研修（近畿ブロック）」実施状況 

 

 

「できることをどんどん増やそう」「力をあわせて楽しもう」 

       ２年目 ②地域の人は全てがステークホルダー。ネットワークを拡げよう  

 

１．目的・ねらい 

目的 

環境保全に取り組む民間団体（NGO・NPO等）の課題解決力 Up!を目的とする。 

 

「できることをどんどん増やそう」「力をあわせて楽しもう」を合言葉に、ＷＥＢの活用による資

金調達や広報戦略、あるいは幅広い世代や地域の人々とのネットワーク構築など、課題解決につ

ながる力を身につけます。 

 

ねらい 

１．最新情報を知ると同時に、情報の獲得方法を知り、必要に応じて活用できるようにな 

 る 

２．ＷＥＢの活用による、資金獲得スキーム構築やマーケティング戦略、広報戦略を学び、 

クラウドファンディングによる事業資金獲得やデータベース活用によるマーケティング・広

報戦略につなげる 

３．幅広い世代や地域の人々とのネットワーク構築を学び、地域での活動がスムーズになる。異

なる視点を持ち刺激しあえる仲間や研修終了後においても相談・連携できる仲間を得る。 

  本研修の実施によって、受講者・講師・実地研修先・中間支援組織・行政等の間に新しいネ

ットワークが生まれ、連携して課題解決にあたることができる。 

また、受講者は講座終了後も講師に自団体の課題について講座運営者を通じて相談すること

ができる。 

４．環境問題についてつながりを整理し、身近な問題として具体的な行動をおこす。 

 

２．実施概要 

（１）開催日時および（２）開催場所 

第 1日 8月 26日（土） 美濃利ビル アカデメイア室町教室 

第 2日 9月 9日（土） 美濃利ビル アカデメイア室町教室 

第 3日 9月 16日（土） 滋賀県髙島市にて実地研修 

第 4日 10月 8日（日） 美濃利ビル アカデメイア室町教室 

第 5日 10月 21日（土） 美濃利ビル アカデメイア室町教室 

 

 

 

（３）各回参加人数 

課題解決力Ｕｐ！ 
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第 1日 8月 26日（土）７名 

第 2日 9月 9日（土）７名 

第 3日 9月 16日（土）8名 

第 4日 10月 8日（日）8名 

第 5日 10月 21日（土）6名 

 

（４）プログラム・当日の様子 

第 1日 

■プログラム■ 

1日目：8月 26日（土） 

10:00～10:20 
研修目的の説明・地球環境基金ご紹介 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

10:20～10:40 

研修全体スケジュール及び当日スケジュール紹介、各種案内 

アイスブレイク 自己紹介 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

10:40～12:00 
ワークショップ「満足度をあげる①」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

13:00 ～14:30 

事例紹介 

「咲州まちづくりプロジェクトは住民一人ひとりのネットワークで

創ります」 

講師：小川宗治氏（咲州まちづくりプロジェクトチーム実行委員長

兼イベント部会リーダー） 

14:30 ～15:50 

講義 課題解決力アップのために できることをどんどん増やそう 

力を合わせて楽しもう 

講師：久 隆浩氏（近畿大学総合社会学部教授） 

15:40～16:40 
ワークショップ「満足度をあげる②」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

16:40 ～17:00 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 

 

 

 ■当日の様子■ 

 

 

地球環境基金ご紹介とアイスブレイク 自己紹介（井上明子） 
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・NGO・NPOの

役割は、社会

的な使命を達

成することで

あり、行政と

違って特定の

人（グループや層）を対象にできるが、活動への参加は多くの

人に開かれていなくてはならない。 

・学校法人も、自主性と公共性を兼ね備え、人材育成を行って

おり、上記の点では NPOと共通点がある。 

・学校法人のステークホルダーを考えると、大学在学生、卒業生、保護者、教職員、高校生、企

業とさまざまで、このすべてのステークホルダーから評価され、存在価値を認められることによ

って、学校法人が持続的になる。 

・NPOも同様にステークホルダーの満足度を高めることが、活動の活性化・持続につながる。 

・何をやっている団体なのか「知る」→活動を何のためにやっているのか「理解する」→「共感

する」というステップがあり、共感を得られれば、応援団が増え活動が活性化する。 

・活動を個人の自己実現で終わらせず、社会的な貢献にするために、すべてのステークホルダー

から共感を得られること、つまりその活動がすべてのステークホルダーにとって自己実現につな

がっていることが大切。 

・講義により参加者は、団体活動の分析や、さまざまなステークホルダー役割の理解の重要性を

再確認すると同時に、自団体で（自己満足に終わらない）共感を得られる活動を意識することに

意欲を見せていた。 

 

 

 

・咲州まちづくりプロジェクトの背景として、咲

州は大阪市内にもかかわらずみどり豊かで、安心

して暮らせる魅力的な街だが、地域外の認知度が

低い 

・４０年前にニュータウンとしてつくられたので、

高齢化・人口減少が起こっている 

・住民が楽しみながら咲州の魅力を伝え、まちの

活性化につなげるためにプロジェクトを始動 

・住民が中心となり、行政・学校・企業などが参

ワークショップ「満足度をあげる①」（加藤 悟氏） 

事例紹介 「咲州まちづくりプロジェクトは住民一人ひとりのネットワークで創ります」 

（小川宗治氏） 



4 

 

加して活動している。 

・イベントを開催して、地域住民の交流を深めると同時に、参加する地域外の人々に地域の魅力

を伝える 

・HPなどを活用して、地域の魅力を発信する（地域住民のカメラマン、デザイナーなどが協力） 

・地域内の遊歩道など整備し、まちの魅力を高めるなど 

・活動を継続するためには、自らが「楽しみながら」活動していくことが大切 

・当初２４名で始まった活動が４１名になっている 

・参加者は、地域の若い世代が行政との連携でエネルギッシュに活動している事例を聴いて、こ

こまでの努力に敬意を表すると同時に、自団体の活動での考え方に活かすと意欲を見せていた。 

 

 

 

 

１．活動や思いが伝わらないと嘆くひとへ 

・熱く語るだけでは伝わらない 

・主義主張を叫んでも共感されない 

・無理なく、楽しく、できることを、できる人

が、できるときに、という考え方が必要 

・自らも他団体の活動に参加してみよう 

２．団体の自律性を高めよう 

・人を動かすための方策は、規制（ムチ）・誘導

（アメ）・啓発（共感）だが、まずは共感を得ら

れるよう「楽しい」「おもしろい」が必要 

・「やらされる」ことは、だれもやらない 

・自分で決めた「目的」自分で定めた「目標」に向かって、自律的に努力を重ねることが団体の

活動の活性化、進化、深化につながる 

３．広報・マーケティング 

・広報はラブレター Segmentation,Targeting,Positioningをしっかり行い、伝えたい人を絞り、

できるだけ短い言葉で相手に言いたいことを伝える 

４．話すこと・聴くこと 

・活動する人はみな、環境活動のセールスパーソンであるから、押し売りするのではなく、その

気にさせたい、つまり相手のニーズを聞き取りそこに自分たちのやりたいことを載せて伝える 

・発信は、受け手がカギ。受け手がきいてくれることを伝える。 

５．環境と言わない環境活動 

・環境と聞くと敬遠されることもある、多分野にわたる講座に環境を盛り込むのも一つの手段 

・多くの活動がどこかで環境とつながっているので、環境を前面に出さなくても活動はできる 

・違う関心を持った人々との交流を増やすことが大切 

・来てくれないなら出かけよう。自ら他のグループのイベントに参加したり活動を手伝ったりし

て、give and takeを。 

講義 課題解決力 Up!のために～仲間をどんどん増やそう 力を合わせて楽しもう～ 

（久 隆浩氏） 
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・参加者は「環境と言わない環境」の考え方や、マーケティング思考に共感し、自団体のマーケ

ティングやステークホルダーとの関係の検討の際の参考にすると表明していた 

 

 

・自団体の活動を分析してステークホルターを

リストアップし、彼らの「共感ポイント」を予

想する 

・団体ごとに発表し、第三者としてその「共感

ポイント」の妥当性を検討する 

例）ええことネット 

活動：ケナフを育て、紙漉きやエコクッキング

などの出前講座をおこなう 

 

ステークホルダーの共感ポイント 

①会員…社会貢献の実感  

②寄付者…社会貢献の意識、社会貢献を肩代わりして行ってもらっている 

③イベント参加者…楽しみながら楽しみながら勉強できる  

etc 

・予想したステークホルダーの共感ポイントが、第三者の支持を多く得られる団体、得にくい団

体があったが、得にくい原因は共感ポイントの具体性であったり、妥当性であったりすること

に参加者が気付き、今後のネットワーク構築に大いに参考になるとの意見が多数あった。 

 

 

 

 

 

第 2日 

■プログラム■ 

1日目：9月 9日（土） 

10:00～12:00 
ワークショップ「イベント参加者を増やす①」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

13:00 ～15:00 

事例紹介 

「住民が支える生水の郷の魅力」 

講師：海東英和氏（滋賀県議会議員） 

講師：久 隆浩氏（近畿大学総合社会学部教授） 

15:00～16:40 
ワークショップ「イベント参加者を増やす②」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

16:40 ～17:00 ふりかえりとアンケート記入 

ワークショップ「満足度をあげる②」（加藤 悟氏） 
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ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 ■当日の様子■ 

 

 

  

主催者も参加者も普段の生活を楽しみながらイベント参加できることが大切 

・自団体の設立趣旨を分析 

 どのような社会的課題を扱っているのか 

その解決方法は？ 

活動による受益者はだれか 

主要な事業内容は？ 

活動によって社会にもたらす効果は・ 

任意団体や企業でなく、NPOで活動する理由は？ 

・参加者の活動に対する参加者の満足度は？ 

 何を与えているか？…知識、体感、体験、交流、表彰（評価） 

・主催者の満足度は？ 

 活動によって何を得たか？…知識、体感、体験、交流、表彰（評価） 

＋参加者の満足度をあげられたこと 

・マズローの欲求階層ピラミッドにおいて、NPO は「承認（尊重）の欲求を満たす」部分が活動

のやりがいや満足度につながる。 

・ワーク「焼肉屋の社長として、従業員にやる気を出してもらう方法を考えよう」 

 アイデアがいっぱい出ました。 

ワークショップ「イベント参加者を増やす」（加藤 悟氏） 
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外発的モチベーション（報酬や評価を得る）…その報酬がなくなると消える 

内発的モチベーション（その内容自体に面白さや充実感を感じる）…持続的で良い結果を生みや

すい 

・参加者は、自団体が活動参加者に何を与えることができるのか？また自分たちが何を得ている

のかについて分析を行い、わかりやすい例として焼肉屋の従業員のモチベーションアッモチベ

プのアイデアを検討した。 

・その結果、内発的モチベーションこそ、持続的で良い結果を生みやすいということを理解した。 

・自団体の活動でも、内発的モチベーション向上をめざすことが、参加者を増やすことにつなが

ると今後の活動に意欲を見せていた。 

 

 

 

  

針江生水の郷の経緯 

・針江は静かな集落だったが、海東氏が髙島町長だった 2004年に写真家の今森光彦氏が NHKBSハ

イビジョンスペシャル「里山・命めぐる水辺」で紹介したことにより、一気に注目された。 

・住民で、針江生水の郷委員会を発足し、地域の生活を守りつつ、生水の郷の訪問者や取材に応

じる方法を検討 

・同様に NHK で紹介された隣の集落は外部の訪問者を拒否することにした。その結果、水辺が寂

れ、集落にも元気がない。 

事例紹介 「住民が支える生水の郷の魅力」（海東英和氏） 
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・地域住民のなかにも様々な考え方があり、根気よく話し合いを続けて互いの意見を尊重しつつ、

情報発信をおこなった。 

・「豊かなむらづくり」農林水産大臣賞、「第 3回エコツーリズム大賞」特別賞受賞 

・「平成の名水百選」に選定 

・「第 4回淡海の川づくりフォーラム」グランプリ受賞 など 

・世界湖沼会議（アメリカ オースチン）での活動紹介 

・「第 9回エコツーリズム大賞」大賞受賞  

・2017 年 秋篠宮殿下・妃殿下・悠仁さまご訪問 など 

運営 

・地域住民のみで運営 

・日常生活で使っている川端（かばた）を中心に、集落内をガイドが案内する 

・ガイドツアー参加料 1,000円（1名） 

・ボランティアガイドは地域通貨で 1時間 500円程度の謝金を受け取り、地域内で消費する 

・年間 7,000人の訪問…700万の収入 

・支出先も委員会で決定する 

考えていること 

・地域の特殊性を活かす 

・様々な考え方を受け入れ、見える化し、もやい直し（新しい考え方や方法で再びつながる）を

行う 

・100年先に感謝されるしくみを考える 

・里山の自然は、身近なところで生き物が命をつないでいる。それを人間が手入れして支えてい

る。そのことを針江をとりまく地域全体で考え、発信する。 

・参加者は、10数年前に静かな集落が一気に注目を浴びた際に、住民の有志で発足した委員会が、

根気よくステークホルダーをつないで現在に至った経緯を聴いて、改めてネットワークを維持

することの重要性、困難、それを乗り越えた先にある評価や充実感、活動の広がりを実感した。 

・午前の講義とワークに照らしても、内発的モチベーションが持続的で高い効果を生み続けるこ

とを理解していた 

 

 

 

 

  

 

・つまらない作業を楽しくするには？ 

 その作業の意味を理解し、意義を見出す、あるいはその作業が活動全体にとってなぜ必要なの

かを理解することにより、積極的に取り組む姿勢が生まれる。 

・ワーク「毎週行っている駅前の清掃活動」の参加者を増やすには？ 

・ポイントは、その活動を魅力的にする付加価値 

ワークショップ「イベント参加者を増やす②」（加藤 悟氏） 
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またまたアイデアがいっぱい。 

・ごみの量の見える化、おそろいのユニフォーム、家族デー、拾う量の競争… 

・企業の CSRとして協力を得ることも可能 

・企業が協力すれば、学生の就職活動にもつながるので、企業と学生を結びつけることができる 

・参加者は、工夫とアイデア次第で、清掃活動を企業や他団体、新しいステークホルダーの獲得

につなげることができることに気づいた 

・日常の活動でも、なにかプラスの要素…一体感を持たせる、コミュニケーションを広げる、何

かを加える、などによって参加者を増やし、あたらしいつながりを創ることができることを理

解し、自団体の活動への反映に意欲を見せていた。 
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第 3日 

■プログラム■ 

3日目：9月 16日（土） 

10:00～10:30 
新旭駅集合  

針江 生水の郷へ移動 

10:30～12:30 

生水の郷見学と意見交換 

三宅 進氏 （針江生水の郷委員会会長）及び生水の郷委員会のみ

なさま 

13:30 ～15:00 
のんきいふぁーむ、三五郎さんの船着き場など見学 

海東英和氏（滋賀県議会議員） 

15:00～16:10 
意見交換 

美濃部 武彦氏（針江生水の郷委員会相談役）及び海東英和氏 

16:10 ～16:30 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

16:30 ～17:00 
新旭駅へ移動 

解散 

 

 ■当日の様子■ 

 

 

  

  

・針江生水の郷（しょうずのさと）は、ボランティアガイドのガイドツアー参加に限って訪問者

を受け入れている。 

・比良山系からの湧水（地下水）が豊かな地域で、家の周囲に水路が張り巡らされ、各戸が川端

（かばた）とよぶ小屋に水をひいて、日常に使っている 

・湧水（地下水）は軟水で水道水と飲み比べると味が違うことがわかる。お茶や調理に向くとい 

生水の郷見学と意見交換 

（三宅 進氏 （針江生水の郷委員会会長）及び生水の郷委員会のみなさま） 
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・以前は、川端で洗濯、炊事の全てを行っていた。 

・今は水道があるので、野菜などを洗う、炊事の一部に使う、などだが、水温は 1年中 17℃くら

いなので、夏冷たく、冬は暖かい。 

  

・針江大川 梅花藻（清流に生育し、水の中で白い花を咲かせる）が生息 

・この川も年に何度か、地域総出で清掃する。 

・夏休み中は子どもたちが水流下り（発泡スチロールに乗って川を下る）を楽しんでいる。 

・景観と環境を守るための様々な取り組みについて 

・例えば、藻の刈り取りは、留学生や地域外の学生参加でのイベントとして開催し、刈り取った

藻は周辺の理解のある農家の休耕田を集積にし、たい肥化している。 

・針江生水の郷委員会の組織、運営などについての説明など 

・参加者は、日常生活と外部からの訪問者をバランスよく両立させている地域ぐるみの取り組み

を現地で実感した。 

・景観や環境を守り続けるために、住民総出で清掃や藻の刈り取りをおこなうなどの不断の努力

に改めて思いを致していた。 

・また、景観を守る活動に国内外の協力を得ていること、周辺の農家等にも協力を得ていること

など、ネットワークの広がりに注目していた。 

 

 

 のんきいふぁーむ、三五郎さんの船着き場など見学 （海東英和氏） 
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・のんきいふぁーむは地域で最初に有機栽培を宣言した農家で、近年だんだんと地域内の賛同者

が増えている。 

・生きものを育む田んぼとして、小学生の生き物観察も行っている 

・漁師の三五郎さんは、毎日舟を出して、周辺の水辺の管理（清掃、藻を取り除くなど）を行っ

ていた。 

・三五郎さんが高齢になって舟を出さなくなって以降、年に数回地域総出で清掃をするが、以前

の景観を保つことは難しい。 

・三五郎さんは地域の田んぼの区画整理に最後まで反対していたため、多くの地域住民と対立す

ることになった 

・しかしながら、三五郎さんの反対によって、結果として地域の景観が守られ、生水の郷として

内外に知られるようになった。 

・参加者は針江やのんきいファームの取り組みが、時間をかけて周辺地域に理解を生み、環境保

全につながった現場で、地道なネットワークの重要性を理解した。 

・また、三五郎さんの事例を聞いて、立場の違うステークホルダーであっても、お互いによく聴

き、根気よく話し合うことによって、より良い結果につながることを実感した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 意見交換（美濃部武彦氏（生水の郷委員会相談役）及び海東英和氏） 
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・針江生水の郷が、訪問者を受け入れていることによる効果 

 ①子どもたちが積極的に挨拶をする、道案内をする。 

 ②お年寄りが元気になった。お客さんに慣れてきた。 

 ③町がきれいになった、ごみひとつ落ちていない 

・小さくても一つの集落をまとめるのは大変な苦労がある 

・80％の賛成と 20％の反対。何度も何度も話あいをした。 

・さいごには、年寄連中が「やろう」と励ましてくれた 

・だんだんと活動が広がり、琵琶湖汽船の協力、福島との交流なども始まっている 

・天から授かった水を大切にし、災害時も地域で生き残り、周辺におすそ分けをするつもり 

・参加者から「一番苦労されたことは？」という運営の考え方についての質問や「ガイド料の収

入はどのようなことに使っているのか？」という具体的な質問あり、答えていただいた。 

・参加者はネットワーク構築とその活用には、時間をかけて、よく聞き、よく話し合うことが重

要であること、またそのネットワークが内外に広がっていくことを理解した。 
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第 4日 

■プログラム■ 

4日目：10月 8日（日） 

10:00～12:00 
ワークショップ「活動資金を増やす①」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

13:00 ～15:00 
ワークショップ「活動資金を増やす②」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

15:00～16:50 
講義と意見交換「ぶれない思いと伝えきる力」 

講師：久 隆浩氏（近畿大学総合社会学部教授） 

16:50 ～17:00 
ふりかえりとアンケート記入 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 ■当日の様子■ 

 

 

NPOの活動目的は、社会での課題の解決だが、必ず資金は必

要となる。 

財源の分析 

・会費 広く集められるが金額が小さい 

・寄附金 活動内容の社会性に共感する個人や事業主から

の寄附であるが、団体によって多く集まるところとそうで

ないところがある 

・補助金・助成金 公共サービスの保管活動を担うもの 

・事業収益 サービスを受ける人に支払っていただくもの 

 

NPOの成長マネジメント 

①魔の川 アイデアを事業化するまでの壁 

②死の谷 事業を続けるための資金調達 この谷を乗り越

えられると、運営が続けられる 

③ダーウィンの海 同業他社（NPOのみならず企業も含む）との競合 

 

NPOの「死の谷」を乗り越えるために～谷は飛び越えるもの。普通に歩いていると谷に落ちる～ 

・事業化できるかどうかの視点を常に持つ 

・投資（専従者や有償スタッフの雇用）を行う勇気。 

  

ワークショップ「活動資金を増やす」①（加藤 悟氏） 
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ワークショップ 「毎週行っている駅前の清掃活動を事業化する」 

グループで検討。 

①誰から資金を得るか ②何を対価にするか ③どのようにプレゼンテーションするか 

 

  

 

例えば、①鉄道会社から資金提供を受ける ②清掃時のウェアにスポンサー公告を入れる  

③予算を具体的に示すプレゼンテーションを行う etc 

今回も様々なアイデアが発表された。 

参加者の活発な意見交換から、一つの事業化に対して複数の具体的なアイデアが生まれた。 

 

 

 

 

まずは、午前のワークで発表された活動資金獲

得案の評価から。 

各アイデアに対して、評価をする人が何人いる

か確かめる。 

この過程では、参加者が複数のアイデアを比較

し、評価することで今後の自らの活動資金獲得

計画に必要な要素を確認した。 

 

 

 

 

 

ワークショップ「活動資金を増やす」②（加藤 悟氏） 
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いよいよ、自団体についての資金獲得の企画作成。 

①どのような活動か ②協賛してもらいたい内容 ③御社へのメリット ④金額 

について、団体ごとに検討し企画を作成。 

講師を企業に見立てて、「訪問先の企業でプレゼンテーションを行い、質問等に答える」演習 

企画例 

①「図書館で ECO」という高校生の活動に、材料費の協賛や人員派遣を求める 

→企業としてのコメント 「よい活動であると思うが、活動の内容や、自社にとってのメリット

を具体的に示していただきたい。」 

②事業拡大中で常に採用募集をしている企業に発達障害の人のためのデザイン教室へ資金提供を

もとめ、育成した人材をその企業で雇用していただく 

→企業としてのコメント 「人材を求めていることは確かだが、人材の見極めは企業にとって将

来にわたることなので、育成した人材が自社の求めるスキルを持っているかどうかなど難しい。 

 どのようにマッチングするのかについての提案が必要。 

③大阪で複数の店舗を持つ流通企業に対して、「ケナフで紙漉き」といった活動に、材料費等を協

賛いただき、協賛企業名を記した持ち帰り袋を使う 

→企業としてのコメント 提案するときには、必ずケナフで漉いた紙など見本を示すこと。 

 ケナフを使った商品の提案などもあるとよい。 

・参加者は、複数の団体の提案に対して、「企業の視点からの、質問やアドバイス」を聞き、今後

の活動への反映に意欲を見せていた。 
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１．伝えきる力 とは 

  対象を明確にして、その相手のニーズに応えること。 

２．ぶれない思い とは 

  運営・経営戦略を明確にもつこと 

  NPOであっても運営・経営戦略は重要 

１と２のバランスが大切。 

まずは自分の身近な人に伝え、その人の心を動かすことを考

える。 

自ら動く人の間にネットワークができあがる。 

コミュニケーション能力とは、「自分の思いを伝える以上に

相手の話をよく聞き理解する能力」 

ネットワークを拡げることができる活動の特徴は、自律、協

働、ビジョンの共有オブジェクト指向（対象・目的・目標が

はっきりしていること） 

自団体について、考えてみよう 

①なぜ NPO（この活動）をやっているのか 

②10年後の姿は？ 

③それをだれと実現するのか 

各団体で検討し、発表、意見交換することで、参加者はお互いの理解がより深まると同時に、今

後の活動について具体的に考える時間となった。 

 

第 5日 

■プログラム■ 

4日目：10月 8日（日） 

10:00～10:10 
オープニング 

地球環境基金より 西岡様、五井淵先生ご挨拶 

10:10～12:00 

ワークショップ 

「担い手を育てる、そして今後のネットワーク活用計画①」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

13:00 ～14:00 

ワークショップ 

「担い手を育てる、そして今後のネットワーク活用計画②」 

講師：加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

14:00～15:50 

成果報告と意見交換 

「今後のネットワーク活用計画」 

アドバイザー：施 治安氏(大阪を変える 100人会議特別顧問) 

 加藤 悟氏（京都経済短期大学学長・教授） 

講義と意見交換「ぶれない思いと伝えきる力」（久 隆浩氏） 
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15:00～16:40 

講義 

「地球環境問題最前線～環境 NPOの役割」 

講師：仁連孝昭氏（成安造形大学客員教授） 

16:40 ～17:00 

ふりかえりとアンケート記入 

地球環境基金より 西岡様、五井淵先生コメント 

ファシリテーター：井上明子（イー・ビーイング） 

 

 ■当日の様子■ 

地球環境基金 西岡様 アドバイザー五井渕先生よりご挨拶 

  

 

 

 

・企業では、社長の平均年齢が上がり続け、

世代交代率が下がり続けている。 

・企業が事業継承に失敗する原因は、経営方

針のずれなど 

・ＮＰＯ活動は社会的意義で成り立っている

組織なので、創業者の思いが強く、その思い

の継承が難しい。 

・継承を考えるときには、思いは似ていても

「ちがう」部分を大切にすること。 

・団体の 10年後を考えると、必ずしも拡大の

方向とは限らないし、どんな人に引き継ぐのかをじっくり検討する 

・また、継承者に任せたら、最後まで見守り見届けることも大切。 

・世代間ギャップをお互いに理解すること 

 「焼け跡世代」1935年ー1946 年生まれ 

 「団塊の世代」1947年―1949 年生まれ 

 「しらけ世代」1950年代ー1960 年前半生まれ 

ワークショップ「担い手を育てる、そして今後のネットワーク活用計画」①（加藤 悟氏） 
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 「バブル世代」1965年―1969 年生まれ 

 「氷河期世代」1970年―1982 年生まれ 

 「ゆとり世代」1987年―2004 年生まれ 

 「さとり世代」ゆとり世代以降 

グループディスカッション 

自分たちのＮＰＯ活動を次世代に引き継ぐた

めに 

①社会的意義を明確にする 

②10年後の姿を具体化する 

③10年後の姿を実現するための課題や方法 

 

各団体から出た次世代に継承するためのポイント 

・団体で活動する全員に役割があり、やりがいがあること 

・ＡＩを活用して、団体内だけでなく地域内外の人とのネットワークを築き、人材を豊富にして

いく 

・ＩＣＴを使いこなすことで、情報弱者を作らない環境を作る 

・視点の違いを乗り越えるのが難しい。同じ評価基準を持てるようにする。など 

 

参加者は、世代間ギャップをについて整理するとともに、そのギャップを乗り越えて団体を継承

するためには、自団体の社会的意義を明確にすることや、10年後の姿を思い描くことなどである

ことを整理した。 

そのうえで、自団体の事業継承についての意見交換を行ったところ、団体ごとに様々なポイント

があることがわかり、新鮮な意見だった、認識が広がったなどの声が上がっていた。 

 

 

 

成果報告に向けて、資料の整理と発表資料作成 

ポイント 

①活動内容と課題 

②活動を楽しむ、楽しませる工夫 

③活動を事業化する（資金を集める）工夫 

④10年後継続させる工夫 

団体ごとにシートを作成。 

加藤氏のアドバイスを受けてブラッシュアップ。 

 

 

  

ワークショップ「担い手を育てる、そして今後のネットワーク活用計画」②（加藤 悟氏） 
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①社会活動に意欲の乏しい人が集まって、コミュニケーションできる場を作り、それを継続する

ことによって社会的な弱者を減らしていく 

・映画を題材に気軽に語り合える場を作る 

・初対面でも話ができるように映画などを題材

にする 

・コミュニケーションの場が広がることによっ

て高齢者などの社会的弱者の活動の場を広げ

る 

・企業の後援を得て、社会的信用をつくり、資

金集めをする 

 

 

アドバイス 

・高齢者に青春時代に見た映画を見せてコミュニケーションのきっかけにするのはよい 

・活動の目的や事業計画を明確にすることによって、企業の支援を受けやすくなるはず 

・参加者が主体的にかかわれるきっかけを作ってはどうか。例えば思い出のものを持ち寄るなど 

  

 

②ケナフの紙すきを中心とした活動団体のネットワークを広げ、人材を増やす 

成果報告と意見交換 「今後のネットワーク活用計画」（施 治安氏 加藤 悟氏） 
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・他団体との協働などを通じて若いスタッフに入ってほしいと思っている 

・楽しむ工夫としては、すべてのメンバーに役割があること、活動に創意工夫の余地がたくさん

あることなど 

・事業化のためには、イベント（紙漉き体験など）参加者から参加料をとる、出前講座として謝

金を受け取るなど 

・企業の定年退職者などを巻き込んでいきたい 

 

アドバイス 

・「おしゃれ」なイメージがあると若者が集まる。会場をカフェにするなどもその一つ 

・地域の若者を目を凝らしてさがし、まずはその若者を支援することから始めてはどうか 

・ケナフの紙のみでは魅力に欠ける。その紙を使ってお絵かきコンテスト、絵手紙を書く、など

組み合わせていくと魅力が生まれ、参加者も増えるのでは。 

・高校で考えると、学校でケナフを育て、それを紙すきの材料にする。書道部にその紙を使って

もらう、種を取って翌年また栽培する、あるいはその種を配布する、などあるので、このよう

な形で発展させられるのではないか 

 

③生き物、自然との触れ合いについての実践を継続させるには 

・スーパーサイエンスの拠点校の生物部で、

ウーパールーパーの飼育でも有名になったた

め、活動参加者（生徒）は増えているが、顧

問の教師の過超労働の負担が大きい。 

・顧問の人材及び予算の面で、持続可能な活

動にしたい 

・高校なので、活動の際に参加料などをとる

ことができない。 

・飼育している動物の餌代も負担になる 

・資金調達方法を模索中 

 

アドバイス 
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・大学は高校と連携したいと思っているので、大学と連携して大学の研究費から資金調達をでき

るのではないか 

・同様の教師間（高校の生物の教員など）で情報交換して理解者を増やしていく 

・生徒の自立を促す。たとえば、3年生が 1.2年を指導できるようにしておくなど。 

・学校のＯＢを巻き込んで手伝ってもらうのも、人材、コミュニケーション、資金調達のいずれ

にもプラスになる可能性がある 

 

 

 

④ＩＣＴの活用で幼稚園児にプログラミングを教えるような活動をしたい。 

・活動ミッションはＩＣＴによって人生を充実

させること 

・これまで、ＩＴ関連のセミナーを多く手掛け

ているので、内容の組み立てはできる 

・課題は広報で、どの様なアプローチがあるの

かわからない 

・今後の活動にむけて、広報力をつけたい 

 

アドバイス 

・広報とは、その活動（この場合はセミナー）

の価値をいかに表現するかということなので、そこを伝えることが大切 

・まず企画に尖ったもの、インパクトが必要 例えば、英語のできない人が通訳をできるソフト、

障がい者が派遣先の講師をする、など聞いただけで話題になるようなことを作ろう 

・ＩＴスキルがあれば、対価を得ることができるので、企業ができないこと、例えば「企業では

対象としない人に、少ない対価でサービスを提供する」など考えてみてはどうか 

 

⑤環境ＮＰＯ事務局のスペシャリストを育成したい 

・環境ＮＰＯの事務局（特に中間支援団体）は 

人材活用や資金調達、団体間の交流などさまざ

まな役割がある 

・ノウハウを持った人が、次世代の事務局を担

えるよう人材を育てたい 

・できれば、これまでの様々な助成を受けてい

る団体を追跡調査して、団体運営にかかる課題

を浮き彫りにしてその解決に至るプログラムや

人材を提供したい 

・そのための資金も調達したい 

アドバイス 

・今、ＥＳＧ投資の流れがあるように、ＮＰＯへの投資の機運がある。 
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・ＨＰでクリック募金をするのもいいのではないか 

・協賛を求める先について、大企業は一つのＮＰＯを援助することは難しいので、中小企業で経

営者に直接話をできるところに応援を求めてはどうか 

・助成金獲得を支援するならば、残念賞基金を作るなどして注目を集め、積極的にチャレンジす

る団体に指導を行うとよい 

・活動を見える化、可視化して、成果が出るところに資金援助をしてもらう姿勢が大切 

 

 

アドバイザーまとめ（施 治安氏） 

・全国のＮＰＯの半数は、資金・人材不足 

・「工夫」でミッションを達成しよう 

・活動の社会的価値や社会的な成果を示せることが大切 

・寄付や資金提供は、自分ができないことを託すお金、なので何をもって社会的な成果とするか

を目に見える形で示すこと。 

・報告も、満足を与える報告を心がけ、自団体の活動を深く知ってくれる人を増やしていくこと 

 

参加者は、自団体の今後の計画を立てることによって目指すべき方向性を得るとともに、他団 

体の今後の計画やアドバイスを聞いて、違う視点からアドバイスを行う、協働できる点を発見す

るなど、収穫の多い時間となった。 

 

 

 

・現在を「人新世」と呼んでいる 

・48億年の地球の歴史の中で、地球のあらゆる

場面で人間が支配的な影響力を持つ時代は初め

て 

・社会経済も地球システムも大きく変化してい

る 

・エコロジカルフットプリントを考えると、人

類が必要とする資源を供給するためには、地球

が 1.6個必要 

・地球のバイオキャパシティを超えた状態は短

期間しか続かない 

・ライフスタイルを変え、より多く消費することから脱却しない限り、環境インパクトを減らせ

ない 

・ＳＤＧｓの登場 我々の世界を変革（転換）する 持続可能な開発のための 2030アジェンダ 

・包括、包摂の考え方 

・収束する問題は順序だてた方法で解決できるが、発散する問題（地球環境問題もまさに発散す

る問題）は、知恵、愛、同情、理解および共感という、より高度な力によって解決するしかない。 

講義 「地球環境問題最前線～環境 NPOの役割」（仁連孝昭氏） 
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・私たち環境活動団体は、行政でできない部分であり、市民が作り上げていく部分である「楽し

さ、美しさの体感」、「倫理・文化の涵養」などを担いながら、現在の地球環境問題に取り組んで

いく必要がある。 

参加者からは社会経済の発展が社会経済に与えるインパクトを改めて痛感した、ＳＤＧｓの背景

やＮＰＯの目指す役割が明確になったなどの感想が寄せられた。 

  



25 

 

 ■ヒアリング・アドバイス■ 

 

実践期間中の課題等 

研修日ごとに、次回までの課題を設定し、まとめて来ること

とした。 

第 1日 

自団体の活動の整理 

１．自らの団体の設立趣意書を見直す 

（１）この NPOが扱う「社会的な問題」とは 

（２）その問題を解決する方法とは 

（３）NPO活動による受益対象者は 

（４）主要な事業内容は  

（５）この NPOの事業活動が社会にもたらす効果は 

（６）任意団体や会社ではできない理由は 

２．自らの NPOが行っているイベント 

（１）どのようなイベントを行っていますか 

（２）イベント参加者が楽しめる工夫 

（３）イベント運営者が楽しめる工夫 

（４）イベントに参加しない人が「楽しそうなイベントだ」

と思わせる工夫 

 

第 2日 

（第 3日の実地研修にむけての課題） 

１．平成 29年 2月 9日現在、重要文化的景観として 51件が

選定されています。 

  下記のうち一つ選び番号に〇をつけて、調べてみよう。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/keikan/ 

または「文化庁 文化的景観」で検索 

 最上川の流通・往来及び左沢町場の景観 山形県 

 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観 新潟県 

 金沢の文化的景観 城下町の伝統と文化 石川県 

 東草野の山村景観 滋賀県 

 大溝の水辺景観 滋賀県 

 宇治の文化的景観 京都府 

 京都岡崎の文化的景観 京都府 

 奥飛鳥の文化的景観 奈良県 

 平戸島の文化的景観 長崎県 

 三角浦の文化的景観 熊本県 

（１）文化的景観としてどのような特徴がありますか。 
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（２）文化的景観を保存活用するために、どのようなことが

なされていますか。 

 

第 3日  

（第 4日にむけての課題） 

自らの NPOの活動について調べてみよう 

（１）年間収入の大まかな内訳を示してみよう 

（２）年間支出の大まかな内訳を示してみよう 

（３）（１）であげた収入項目の金額を上げるためにはどのよ

うな工夫がありますか 

（４）（１）であげた収入項目以外に、新規にどのような収入

項目が考えられますか 

 

第 4日  

これまでのワークショップをもとに、下記の項目を検討して

おきましょう。 

１．＜活動趣旨＞自分たちの活動（今後の計画や空想でもよ

い）の趣旨を記述しましょう。 

 （扱う課題→解決方法→対象者→具体的な活動） 

２．＜活動の課題＞自分たちの活動を魅力的にするための課

題を記述しましょう。 

 （誰に、どのように共感してもらうことが必要か？） 

３．＜解決策１＞自分たちの活動を楽しんでできる工夫、楽

しませる工夫を記述しましょう。 

 （どうすれば、誰に楽しんでもらえるか？） 

４．＜解決策２＞自分たちの活動を事業化する工夫を記述し

ましょう。 

 （誰から、何の対価として、資金をどのように獲得するか？） 

５．＜長期的展望＞自分たちの活動の 10年後の理想の姿を描

いてみましょう。 

 （10年後どのような形で活動が継続されていることが望ま

しいか？） 

ヒアリング・アドバイスの手

法 

メール、電話にて 

・各回の研修開催後に参加団体との研修内容の共有および欠

席団体へのフォローを行った。 

・研修時の作成シートは、スキャンデータを全員で共有、手

書きの文字がわかりにくい場合は、別途一覧表を作成して、

参加者全員に送付し、質問等を受け付けた。 
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・次回研修前に課題の進捗状況の確認や質問受付。 

・団体によっては、電話にて個別ヒアリングを実施した。 

実施記録 

第 1回終了後～第 2回まで  

研修内容の共有と次回までの課題等の連絡、質問受付 

欠席団体へは研修内容のまとめを作成し送付 

・参加団体の自己紹介とステークホルダー分析シートの共有 

 

第 2回終了後～第 3回まで 

研修内容の共有と次回までの課題等の連絡、質問受付 

欠席団体へは研修内容のまとめを作成し送付 

・自らの団体の設立趣意書分析シートの共有 

・自らの NPOが行っているイベント分析シートの共有 

 

第 3回終了後～第 4回まで 

研修内容の共有と次回までの課題等の連絡、質問受付 

欠席団体へは研修内容のまとめを作成し送付 

・重要文化的景観についてのリサーチの共有 

 

第 4回終了後～第 5回まで 

研修内容の共有と次回までの課題等の連絡、質問受付 

欠席団体へは研修内容のまとめを作成し送付 

・第 4日に作成した各団体の活動資金を増やすことについて

の検討・手法・手段について、取りまとめたを共有 

 

 

３．受講生等の声 

第１日 

・ＮＰＯと企業等との違いについて改めて考える日になった 

・久先生の講義で、どうして自団体の活動がうまく伝わらないのか、今後どのように広げていく

べきかのヒントをいただいた 

・咲くまちＰＴで、活動を担っているのが「私たち住民」「楽しみながら活動することが大切」と

いう言葉が印象に残った  

第 2日 

・マズローの欲求の分析をはじめ、「参加」することについて多方面のとらえ方を知ることができ

た。 

・研修を経て、自団体の活動について具体的に検討するための手掛かりがつかめたように思う 

・具体的な活動事例を聞きつつ、意見交換が加わるという充実した一日でした 
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・ワークシップで自団体の課題がわかったが、すぐに解決につなげられるかどうかわだわからな

い 

第 3日 

・住民のネットワークによって景観を保存しつつ、公開するという経緯や実際の場がよくわかっ

た 

・実際に見学でいることで理解が深まるし、針江生水の郷委員会立ち上げのメンバーとの意見交

換で様々な困難やどのように乗り越えてこられたかがよくわかった 

・地域に対する誇りが礎になり、リーダーと住民の熱意が組織を確立し指示してきたことが分か

った 

第 4日 

・資金調達のロールプレイで自分の発表について講師や参加者から意見をもらえてよかった 

・プレゼンの設定がとても勉強になりました。 

・久先生の講義では、なぜその活動をしているのか？10年後の姿は？誰と実現するのか？という

明確にしなくてはいけないことが明確になりました。 

・ワークも講義も目からうろこが落ちた感がございました。 

第 5日 

・他団体のプランが新鮮でした。 

・加藤先生のアドバイスがいつも的確で、大きな気づきになりました。アドバイザーの存在おお

きいですね。 

・グループディスカッションを通じて新しい気づきがあった 

・お二人のアドバイザーの助言が今後の活動の参考になった 

・最終講義では国内外の様々なデータも示され、講師の方の見解のさわりをおうかがいできてお

もしろかったです。 

 

４．実地研修受け入れ先の指導者の声 

 針江生水の郷では、2004年にＮＨＫで紹介されたことをきっかけに数名の住民で針江生水の郷

委員会を発足したことが活動の始まりです。 

 おかげさまでこれまで 14年間の間に、数々の表彰や選定、認定を受けるとともに世界中からの

訪問者も受け入れることができました。 

 私たちが考えていることは、地域の特殊性を生かしたい、100 年先に感謝されるしくみを考え

たい、里山は身近なところで生き物が命をつないでいる、それを人間が手入れして支えている、

このことを大切にしたい、ということです。 

 地域の住民も一つにまとまっているわけではありません。 

 様々な立場の人が様々な意見を持っています。 

 問題が起きた時、起きそうなときの解決方法はただ一つ、丁寧に説明をする、説明し続けるこ

とです。 

 根気よく話し合いを進めるうちに、意見の違いを超えて一定の理解が生まれると考えています。 

 どんな活動にも困難や問題がありますが、話し合うこと、理解しようとする姿勢が大切なこと、

あるいは、自分たちの地域に誇りを持つこのとすばらしさをお伝えできればうれしいです。 
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５．考察・今後の課題 

 研修全体として 

今回の研修は活動にまつわるステークホルダーを分析し、ネットワークを広げることによって、

満足度、参加者、活動資金などを増やし、団体の活動継承をスムーズにし、全体として団体運営

力アップにもつなげようという内容でした。 

募集の段階で参加者獲得に苦労しましたが、その理由の一つは、研修に参加することによって

得られる成果がわかりにくかったのではないか、もう一つは、開催日程が参加を検討する団体の

活動時期と重なったからではと考えています。 

実際、参加団体の活動日と重なる等で、欠席が多かったことが残念です。 

 

研修全体を通して順調であった点としては、毎回のテーマに沿ったワークの結果、ユニークな

アイデアがたくさん出たことです。 

これは、参加者の背景がバラエティに富んでいた（例えば地元のイベントや地域活動によく参

加している人、IT に詳しい人など。）ので、一つのテーマに対しでもバラエティに富んだ視点が

示されたからかと考えます。 

 

これまでの研修についてアドバイザーの先生方からご指摘いただいた内容についても、活かす

ように務めました。 

例えば、受講生間での意見交換やネットワークづくりという点では、毎回受講生が一緒に昼食

に出かけて親交を深めていました。また初日にＡ４サイズの紙に書いた参加者の自己紹介を毎回

掲示して、だれでもいつでも見られるようにしました。 

受講生のワークの結果や提出物はスキャンデータで参加者に送り、共有しました。 

また、毎回参加団体のイベント案内などのチラシを置くスペースを設け持ち帰っていただきま

した。 

 

研修内容についても不要な重複がなく、限られた研修時間を最大限に活用できるよう各講師と

十分に事前打ち合わせを行いました。 

 

 研修中のフォローについて 

毎回、メイン講師の加藤氏作成の課題シートを宿題として提示し、次回までに記入して持って

きていただくようにしました。 

欠席者には、研修資料のデータ、研修内容のまとめ、参加者の提出物のスキャンデータなどを

送り、参加できなかった回についても内容がわかり、次回までの課題が準備できるようにしまし

た。 

 研修成果について 

ネットワーク拡大による課題解決力 Upについて 

自団体のミッションに立ち返って課題の分析を行い、ネットワークを活用して満足度アップ、

参加者数を増やす、資金を獲得する、次世代に継承するなど個別のテーマについて、検討する

機会となった点について参加者からよかったとの声が寄せられています。 
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 全ての研修内容を踏まえて最終的に今後の活動の企画を作成したので、各団体の具体的な成

果に期待したいところです。 

 

 今後の課題について 

  ターゲットとする参加者が集まり、互いに刺激しあって研修を進めていくという形が理想で

す。 

  そのために、ヒアリング等により、研修の具体的な内容や開催日程をニーズに沿ったものに

していきたいと考えます。 

  

以上 

 

 


