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伝えるコツ・伝わるヒントがここにある!

［特集］

ボランティアとNPOの距離を縮めるテクニック
～NPO的インナーコミュニケーション術～



まつだ・のりこ
金融系の会社に勤めながら LIVING IN PEACE の理事とし
て活動。児童養護施設の子ども達の養育環境改善、進学支
援の活動を行っている。

写真撮影：玉川萌木

「スーツを着ながらでも社会は変えられる」
をスローガンに、専従職員を置かない完全
パートタイム NPO として社会人が集まって
活動しているのが LIVING IN PEACE (LIP)。
教育プロジェクト担当理事の松田典子さんが
参加したのはちょっとした縁から。

社会人 2 年目。仕事にも慣れ、何か新しい
ことでも始めようかと悩んでいたときに、友
人から紹介されたのが同僚で LIP 代表の慎泰
俊。仕事で会話することがあっても、まさか
NPO の代表をやっているとは知らなかった。
いきおいで彼に自分の考えをぶつけてみると
大盛り上がり。その場で勉強会をスタートさ
せる。そこで知った教育のチャンスを掴めな
い児童養護施設の子ども達の現状を改善でき
ないかと動き始め、昨年「チャンスメーカー」
という寄付プログラムを立ち上げた。現在は
モデルケース作りに駆け回っている。

平日本業を持っているだけに、NPO との
バランスをとるのは難しいのでは？　「実は
そうならないように LIP としても、個人とし
ても対策を立てています」。

社会人を中心とした LIP は、本業を大事に
するように決めており、普段から誰か 1 人に
負担がかからないように気をつけている。そ
のため、「何日まで動けない」と連絡を入れ
ておけば、しっかりと周りのメンバーがサ
ポートしてくれる。また、松田さん自身は自
分の体力・精神力を保つために、何もしない
時間を意図して作っている。「この時間に自
分が本当にやりたいことは何だったか振り
返ったり、ゆっくりと休んだりしています」。

とはいえ最近は LIP の活動が楽しくてバラ
ンスは崩れ気味。暇があれば LIP の活動をお
こなっている。「このあと施設の子どもたち
と会うんです」。そう言って颯爽と去ってい
く彼女の後ろ姿は本当に楽しそうに見えた。

LIVING IN PEACE
松田 典子  さん
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WORD EXPLORER

Whatʼs npo-co?

―コミュニケーション  ギョーカイ用語探訪―

印刷ギョーカイ用語　第9回
原稿を「落とす」　ー 原稿が間に合わないとき、どうするか？ ー

広報作業の中で、ふと疑問に思うコトバがある。そんな「？」をnpo-co編集部員がコラムで解決します。
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Whatʼs necessary for npo-co

         - LIVING IN PEACE 松田 典子 さん
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特集：ボランティアとNPOの距離を縮めるテクニック

　　　～NPO的インナーコミュニケーション術～

npo-column

　　　草の根NPOのコミュニケーション

　　　江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記

　　　a-conʼs Book Review

イイネ！コミュニケーション事例

怪盗コミュニケーション、参上！

編集後記・次号予告

Pickup Photo

「作者取材のため、休載とさせて

いただきます。」週刊マンガ誌でよ

く目にするこの言葉。実際に作者が

次の展開を考えるために取材をして

いることもあるが、原稿を「落とし」

てしまったケースも多いという。

原稿を「落とす」というのはギョー

カイ用語で、締切に原稿が間に合わ

なかったことを指す。商業印刷の場

合、原稿〆切は本当のデッドライン

よりもかなり前に設定されていて、

急なアクシデントにも対応できるよ

うになっている。だがそれでも間に

合わず、印刷予定日ギリギリまで原

稿があがらないことも。そんなとき、

どうするか？

商業印刷においては、普段から原

稿が落ちたときに備え、差し替え用

の原稿が用意されている。ページ数

の少ないギャグ漫画が不定期で掲載

されている場合、それは「差し替え

用原稿」だと思ってまず間違いない。

NPO でも定期刊行物の発行が遅れ

てしまうのは、よくあること。「3

月号が 5 月に出た」なんて話も耳に

する。その団体にとって無理のない

発行周期、スケジュールで発行して

いくことが望ましいが、それでも原

稿は揃わないもの。発行日がズルズ

ルと後ろ倒しになってしまわないよ

う、代替原稿を用意して差し替える

タイミングを決めておこう。自戒の

念をこめて……。

npo-co は、NPO 法人 a-con が発行する、

NPO向けのコミュニケーションの参考書です。

NPO の活動を世の中に発信し、賛同を得て

もらうために、NPO の広報活動は非常に大き

な役割を占めています。

きちんと「伝わる」とはどのようなことか、

そのためにはどんな仕組みが必要か。分から

ないことだらけの中で、ちょっとしたヒントが

あなたの背中を強く押してくれるのではないか

と信じ、NPO 目線でコミュニケーションのハ

ウツーを紹介するテキストを発行しています。

Whatʼs a-con?

正式名称は、

特定非営利活動法人 
NPOコミュニケーション支援機構
“action unit for communicative NPO”　

……略してa-con（えーこん）。

「NPO の活動を、どう世の中に伝えていった

らいいか」ということを、その NPO の方たち

と一緒に同じくらい真剣に考えて、「コミュニ

ケーション」という切り口でお手伝いするユ

ニットです。
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ボランティアとの良い関係、築けていますか？

"お金" ではなく "想い" で集まったボランティアたちと一緒にプロジェクトを進めるには「どうやって彼らとの絆を

深めて、プロジェクトをスムーズに進めていくか？」という『インナーコミュニケーション』の視点がとても大切にな

ります。

今回の特集では、ボランティアを中心としたプロジェクトを数多く行ってきた、本誌の発行元でもある『a-con』で培っ

たノウハウや事例を中心に、最新の Web ツールの活用した NPO における「インナーコミュニケーション術」を解説し

ていきます！

a-con で NPO のコミュニケーショ

ンサポートの活動をしていると、

NPO の担当者から「ボランティアを

うまく集めたい！」「集まってくれ

たボランティアが、なかなか定着し

てくれない！」といった相談を受け

ることがよくあります。 

限られたリソースで、大きなミッ

ションの達成を目指している NPO

にとって、団体の理念や活動に共感

をしてくれたボランティアの力を借

りることは、活動を支える強力なエ

ンジンとなります。 

ボランティア１人１人のスキルを

活かし、持っている能力を最大限に

発揮してもらうためには、彼らを適

切にマネジメントするための『イン

ナーコミュニケーション』の視点が

必要不可欠です。しかし、営利団体

である企業ですら、社内のコミュニ

ケーションには大変に気をつかうも

のです。"想い" や "やりがい" とい

う、目に見えない報酬で集まったボ

ランティアの力を借りて活動を進め

なくてはならない NPO には、もっ

と大変な課題がたくさんあります。

そこで本特集では、ボランティア

の力を 120% 発揮してもらうため

のノウハウである『インナーコミュ

ニケーション術』について、a-con

の活動を通じて経験した事例を交え

ながらご紹介していきます。

ボランティア NPOと の

を縮めるテクニック距離
～NPO的インナーコミュニケーション術～

ボランティアで何度か手伝ってくれたあの人、

最近連絡がない……

NPO のメンバーがなかなか

増えない、定着しない。

　NPO にはさまざまな「インナー」が存在します。正会員や事務局職員はもちろん、
ボランティア、賛助会員、寄付者、協力団体など。NPO のタイプや抱える課題によっ
て、NPO を取り巻くさまざまな立場の人が「インナー」になるのです。「インナー
コミュニケーション」を考える時はまず、誰が「インナー」なのか？を整理すると
ころから始めましょう。

インナーとは？
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ボランティアとのインナーコミュニケーションとは?

ボランティア
無関心

ボランティア
興味あり
未活動

イベント参加・
ボランティア
（単発参加）

Attention
（知る）

Engagement
（メンバーになる）

Sympathy
（共感する）

Contact
（参加してみる）

Share
（周りに広める）

ボランティア
（継続参加）

中核ボランティア
（運営に関与）

会費・
寄付

＋ 会費・
寄付

会費・
寄付＋

会費・
寄付

最終的に目指すゴール

ASCESチェックポイント ボランティア活動"開始"までの気持ちの変化ときっかけ

STEP

広報/アウターコミュニケーション
の領域

ここが、
インナーコミュニケーション！

参加者発の
自発的な発言

ボランティアのモチベーションを
理解しよう！

　まず、インナーコミュニケーションがカバーする領域について、「npo-co 2・3 月号」で特集した、ボランティアとの

コミュニケーションフレームワークである『ASCES チェックポイント』から考えていきます。

a-con では、NPO 法人二枚目の名
刺と共同で、「社会人のボランティ
ア意識」に関する調査を実施しまし
た。

ボランティアは活動を通じて得た
いこと、達成したいことを持ってい
ます。ボランティアと良好 な関係を
築くためには、彼らの気持ちを理解
し、活動のモチベーションが続くよ
うに配慮することが重要です。

調査結果は a-con の Web サイト
からご覧いただけますので、ぜひ
チェックしてください！

「社会人ボランティア意識」調査結果
調査結果の詳細を、グラフ入りで紹介し
ている。http://www.a-conweb.net/
よりダウンロードできる。

STEP1)
まず、実際にボランティアとして
参加してもらう。

STEP2)
各ボランティアに役割を与え、
それをこなしてもらう。

STEP3)
ボランティア活動を通じて、
参加メンバーとの関係を深める。

STEP4)
活動の成果をボランティアに伝え、
達成感を共有する。

■ASCESチェックポイントを
　理解しよう！

「ASCES チェックポイント」は、

人がボランティア活動を始めるにあ

たって、どのように気持ちが変化す

るのかを 5 つの「きっかけ」で整理

したものです。

5 ステップのうち、Attention（知

る）と Sympathy（共感する）はい

わゆる『広報』の領域で、団体の活

動や理念を知ってもらい、興味や共

感を持っていただくための情報発信

やボランティアの募集を行うフェー

ズです。

今回、『インナーコミュニケーショ

ン術』として扱うのは Contact（参

加してみる）・Engagement（メン

バーになる）の 2 ステップです。団

体に共感してくれた人に、ボラン

ティアとして活動に『参加』してい

ただき、その後、数ヶ月から数年と

いった 中長期のスパンで、継続的に

活動を行う『コアメンバー』になっ

ていただくためのフェーズです。

■インナーコミュニケーションの
4つのステップ

　さらにインナーコミュニケーショ

ンを細かく見ていくと、下のような

ステップに分けられます。 

　

このようなステップを１つずつ体

験してもらうことで、ボランティア

と "ボランティア活動を通じた達成

感" を共有することができます。そ

のことが、のちの活動やプロジェク

トへ継続的に参加してもらうため

の、新たなモチベーションを生み出

すことにつながるのです。
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スポット型

オフィスワーク型

プロジェクト型

「ボランティア活動」と一口に言っても、その活動内容はさまざまです。そして、その内容によって、ボランティアの

参加や継続のしやすさ、やりがいを感じるポイントなども異なります。

一般的に、NPO におけるボランティア活動は大きく『スポット型』『オフィスワーク型』『プロジェクト型』の３つの

タイプに分類できます。 

下表で、それぞれの活動の特徴と、インナーコミュニケーション上、留意すべきポイントをご紹介していきます。あ

なたの団体に関わるボランティアのタイプを明確にした上で、適切なコミュニケーションを行うことが、NPO がボラン

ティアとの良好な関係を築くことにつながります。

　「ゴミ拾い」や「イベント運営の手伝い」など、ボランティ

アが決められた日時に単発で参加するタイプが『スポット

型』のボランティアです。

『スポット型』は参加回数が１回～数回、日時もピンポ

イントで決まっていることが多いため、ボランティアに慣

れていない「興味層」が参加しやすいことが特徴です。一方、

単発の活動のため、１度参加してくれた人が継続的なボラ

ンティアメンバーとして定着しにくい傾向があります。

■インナーコミュニケーション上のポイント

ボランティア活動を始める動機の１つに「新しい人と

のつながり・交流」があります。

スポット型では、ボランティア同士の間で活発なコミュ

ニケーションが生まれるよう、配慮することが大切です。

また、活動外の期間でも、Twitter や Facebook など

を活用し、ボランティアとつながることで、ボランティ

アが 2 度、3 度繰り返して参加しやすい空気感をつくる

のも効果的でしょう。 

「Web サイトのリニューアル」「イベントの開催」など、

ゴールは決まっているけど、そこにたどりつくまでの道

のりが決まっていないボランティア活動の形式が『プロ

ジェクト型』の特徴です。社会人のボランティアに本業

のスキルを発揮してもらうことで、自団体だけでは達成

が難しい大きな成果を生み出すことも可能ですが、その

ためにはボランティア１人１人の力を活かすためのマネ

ジメントが必要となります。

■インナーコミュニケーション上のポイント

活動時間の限られているボランティアと「プロジェク

ト」を進めるために、さまざまなポイントに留意するこ

とが必要です。重要なのは、プロジェクトの進行管理を

行う「プロジェクトマネージャー」が、ボランティア１

人１人にどのような活動をしてもらうか？という役割分

担をすることです。次ページ以降で、このプロジェクト

型のボランティアを進めるためのノウハウについて紹介

していきます。 

事務作業や Web サイトの更新作業などのルーチンワー

クをサポートしてもらうのが『オフィスワーク型』ボラ

ンティアです。ボランティアの作業範囲が明確なため、

彼らに作業の負荷がかかり過ぎないことが特徴です。た

だしオフィスワーク型の活動は、ある程度の期間、１人

のボランティアに作業を継続して行ってもらうケースが

多いので、まず一度参加してもらうためのハードルが高

くなる傾向があります。

■インナーコミュニケーション上のポイント

「お試し参加」や友達同士での「グループ参加」をでき

るようにすることで、ボランティア参加のハードルをな

るべく下げましょう。また、オフィスワーク型は、作業

がルーチンワーク化して、ボランティア本人のモチベー

ションが下がってしまうことがあります。そのため、団

体の活動理念をうまく伝えることで、お願いしている作

業がどのような成果につながっているのか？をしっかり

理解・納得していただくことが大切です。

ボランティアとNPOの「３つ」の関わり方
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Twitter・Facebook などのソーシャルメディアは、友
達とのコミュニケーションや情報発信に利用されています
が、NPO スタッフなら「ゆるいつながり」作りに活用し
てみましょう！ソーシャルメディアは『 Weak Tie（弱い
つながり）』と言われる、"そこまで関係が深くない知人"
や "疎遠になってしまった知人" との関係を深めるために
有効だと言われています。
「団体の活動に興味を持ってもらったけど、その後、本

人となかなか交流する機会がない！」といったことはあり
ませんか？ そんな時、その人とソーシャルメディア上で
友達になって "ゆるく" つながってみましょう。日々のつ
ぶやきを通じて、彼らに団体の活動やあなた自身のパーソ
ナリティに "親近感" を持ってもらえれば、これまでは 1
度限りで関係が途絶えてしまった人たちとも、継続した関
係が築けるかもしれません。

a-con では、年に２回、カジュアルに参加できるイベント

を開催しています。

普段とは異なる場所で、メンバー同士が親密な交流を持て

ますし、本業の都合で疎遠になってしまったボランティアが、

再び団体にかかわるきっかけづくりとしても役立ちます。

ボランティアと共にプロジェクトを進める際には、NPOス
タッフがボランティアの "やりがい" と "活動のしやすさ"に配
慮することが大切です。プロジェクトマネジメントを行う際
には、常に『大変すぎず、簡単すぎない』作業分担を心がけ
ましょう。

いくら優秀な人でも、ボランティアとして活動できる作業
量には限界がありますし、逆にルーチンワークや簡単な作業

だけお願いしても、ボランティアが "やりがい" を感じにくく
なる場合もあります。

多くのボランティアはその活動を通じて「やりがい」と
「人とのつながり」を得たいと考えています。活動の理念や
プロジェクトの進捗を出来る限り "見える化" して「チームで
達成する喜び」を１人１人が感じられるよう、マネジメント
を行いましょう。 

プロジェクトを運営する　～ボランティアの力を最大限に活かすための方法～

ソーシャルメディアで、
ボランティアと仲良くなろう！ 「仲良く楽しむ！」

それも、インナーコミュニケーション

a-conキャンプの様子。毎年8月に実施している。
ほかに、12月にはクリスマスパーティも実施。

気軽に参加できるため、新しいボランティアメンバーが
団体の雰囲気を知るきっかけにもなっている。

ボランティアをマネジメントするために心がけること

■「プロジェクトマネジメント」
のすすめ

　仕事や学校で培ったスキルや専門

知識を活かし、NPO だけでは実現

が難しい活動を実現するためには、

『プロジェクト型』のボランティア

活動が有効です。　

　ただ、ボランティアとプロジェク

トを進めるためには、彼らをマネジ

メントする立場である NPO スタッ

フ側にも、ボランティア本人の "や

りがい" や "活動のしやすさ" などに

十分に配慮することが大切になりま

す。ボランティアのスキルに依存し

て、作業をまかせきりにしてしまっ

ても負荷が集中し、彼らの "活動の

しやすさ" を妨げてしまうことにな

りますし、逆にルーチンワークや簡

単な作業のみを依頼しても、ボラン

ティアが "やりがい" を感じにくく

なってしまいます。ここのバランス

をいかに取るのかが重要です。

■ボランティアとプロジェクトを
行うとき、ありがちな失敗

・１人のボランティアに作業が集中

してしまう。

・ボランティア自身があるプロジェ

クト内で何を行えばいいのか？わ

からなくなる。

・NPOの掲げるミッションや活動の

成果が理解／実感できず、モチ

ベーションが下がってしまう。

積極的に「友達」になって、ボランティアとの関係を保つべし
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プロジェクトとは、「何らかの課題解決のための戦略を立案し、目標達成のためのプランをチームで実行していくこと」
です。チームで活動をする以上、適切なマネジメントを行わないと、メンバーの力を十分に活かせないばかりか、活動
自体が停滞してしまうことにもつながります。

ここでは、失敗しないチーム運営のために必要な『プロジェクトマネジメント』のいろはをご紹介していきます。

■その 1)

「何を」を洗い出す

　プロジェクトマネジメントは、プ

ロジェクトのゴールまでに行うべき

作業を洗い出すところから始まりま

す。「漏れなく・ダブりなく」を意

味する MECE（ミーシー＝Mutually 

Exclusive and Collectively Ex-

hausting の略）という言葉があり

ますが、作業項目を MECE に洗い出

すことそれ自体に専門的なスキルが

求められます。

例えば、イベントを開催するため

には、「どんな備品を用意するの

か？」「登壇者の発表資料はいつま

でに提供してもらうか？」「イベン

ト当日に出たゴミは、どう処理する

のか」などの細かい項目を抜けなく

洗い出す必要があります。しかし、

そもそもイベントを一度も運営した

ことがない人にとっては、MECE を

完璧に行うことは難しいでしょう。

とはいえ、プロジェクトチーム内

にいつも経験者がいるとは限りませ

ん。また、その分野の専門家がいた

としても、作業項目の洗い出しは結

構手間がかかるものなので、専門家

に一任してしまうと負担が偏ってし

まいます。

そこでひとつのテクニックとし

て、専門家にピンポイントでサポー

トしてもらうことをおすすめしま

す。チームメンバーがリストアップ

した作業項目をチェックだけしても

らう、MECE に考えるための枠組み

を教えてもらうといった具合です。

■その 2)

「誰が」行うか？作業を割り振る

　作業項目を洗い出し、ゴールまで

の道のりを『見える化』したのち、

その項目１つ１つを『誰が』行うの

かを決定します。

プロジェクトを進める際にありが

ちなのが、「この作業、誰がやるん

だっけ？」といったチーム内での

キャッチボールがうまくできず、期

日が迫ってきた時に慌てて作業をす

る、という失敗。

　「作業のボールを誰が持っている

か？」を事前にしっかりと確認し、

１つの作業が終了したら、次は誰が

何を行うのか、的確にキャッチボー

ルをしていくことが、プロジェクト

進行を円滑にし、成果物のクオリ

ティ向上にもつながります。 

■その 3)

「いつまでに」を管理する

『なにを』『誰が』作業するか？を

整理し、分担したあとは、それを『い

つまでに』行うのか？スケジュール

管理をしましょう。特に本業の傍ら

で作業を行うボランティアでは、や

むを得ない事情で、どうしても期日

までに割り振られた作業を行えな

い、というケースが頻発します。

　そんな時に備え、１つ１つの作業

項 目 に 対 し て、余 裕 を 見 て ス ケ

ジュールを組むことが大切ですが、

もし期日内に作業が完了できないこ

とが分かったら、本人から「間に合

いません！」と SOS を上げてもら

うことも必要です。

場合によっては、「誰が」の割り

振りを考え直し、期日を再設定しま

しょう。このタスクの再設定をいか

に素早く、頻繁に行うかが、プロジェ

クト成否のカギを握っているといっ

ても過言ではありません。

　また、作業につまずいたら、それ

を抱え込まずに他のみんなでフォ

ローをする、そんな雰囲気づくりを

するのも、「プロジェクトマネジメ

ント」の秘訣のひとつです。 

プロジェクトマネジメントの "いろは"

最近、「Co-Working（コ・ワーキング）」という言葉をよ
く目にしませんか？これは「コラボレーション・ワーキン
グ」の略で、打ち合わせなど必要なとき以外にも、なるべく
みんなで集まって作業をしよう！という考え方です。

「１人ではついつい滞ってしまう作業も、みんなが１つの
場に集り、コミュニケーションを取りながら進めると、効率

よくスムーズにこなせる。」そんな経験、あなたにもありま
せんか? 本業が忙しいボランティアメンバーを集めて一緒に作
業をするのが難しいこともありますが、拘束力の緩い
Co-Workingの機会を用意してあげることで、プロジェクトが
円滑に進むことがあります。チームメンバーの『一体感』を
つくるためにも有効ですので、ぜひプロジェクトに取り入れ
てみてください！

Co-Workingを取り入れよう！
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Webサービスを活用したプロジェクトマネジメント
無料で使える"コラボレーションツール"、サイボウズLiveでプロジェクトを加速しよう！

これまで、ボランティアチームをマネジメントするための

ポイントをいくつかご紹介してきましたが、プロジェクトを

成功に導くためには、メンバー同士の「コミュニケーション

密度」が鍵になります。チームメンバーが頻繁にコミュニケー

ションを取り、お互いの認識を合わせ、進捗をチェックして

いくことで、チームでの活動は加速していくのです。

一方で、本業を持つボランティアメンバーと頻繁に打合せ

の場を持つことは不可能に近いのも事実です。

そこで様々なボランティアプロジェクトを実践してきた

a-con では、Web サービスを活用してプロジェクトを効率よく、円滑に進められるように取り組んでいます。

これまで多様なツールを試してきましたが、最近では「サイボウズ Live」という無料のコラボレーションツールを活

用してプロジェクトを運営しています。そこで、a-con で実際にどのようにプロジェクトを進めているか？というポイ

ントを「サイボウズ Live」の活用方法と併せてご紹介していきます。

※npo-co4・5 月号は、インナーコミュニケーションでの「サイボウズ Live」の活用方法をご紹介するために、サイボウズ株式会社より取材費・印刷代の協賛をいただいて作成しています。

■メンバー同士の自己紹介

ボランティアが参加するプロジェ

クトでは、メンバー同士が実際に会

う機会がないまま進んでいくことも

しばしば。チーム活動ではお互いの

顔が見えることが大切ですし、何よ

りもボランティアが求める「人との

交流やつながり」を促す仕組みが必

要です。サイボウズ Live はメンバー

以外閲覧できないクローズドシステ

ムなので、安心してボランティアに

自己紹介をしてもらえます。

■議事録やドキュメントの共有

いくら Web ツールがあっても、

プロジェクトを進めるためには、膝

をつめて打合せをすることも必要で

す。しかし、打合せにメンバー全員

が出席できるとは限りません。そん

な場合に、議事録や決定事項などを

効率よく確実に共有することが大切

になります。

メールでも議事録の共有はできま

すが、サイボウズ Live をつかうと、

議事録や決定事項に対して、同じ

ページ内ですぐにコメントが返せる

ので、欠席者も意見をしやすくなり、

より立体的なディスカッションを行

うことができます。また、ドキュメ

ントがアーカイブされるので、過去

の資料が閲覧しやすいのも、サイボ

ウズ Live を利用するメリットです。

■ToDo のリストアップや作業分担

プロジェクトマネジメントでは、

全体の作業項目を洗い出し、それを

共有し、遅れや作業漏れがないよう

にチェックすることが重要です。

a-con でプロジェクトマネジメン

トを行う際には、洗い出した作業項

目を、サイボウズ Live の「ToDo リ

スト」機能を使って管理します。メ

ンバーが「今、自分が行わなければ

いけない作業はなにか？」を確認す

ることができますし、何よりも全体

の ToDo を一元管理することで、全

体の進捗を「見える化」できるのが

ポイントです。それによって「誰の

作業が滞っているか？」を第三者で

もチェックできるようになります。

また、作業が集中してしまっている

メンバーや逆に手が空いてしまって

いるメンバーに作業の再分配を行う

こともできます。

a-conがサイボウズLiveを活用して行っていること

プロジェクトを進めるにあたり、進捗状況の確認やチェッ
ク、作業が滞ってしまっているメンバーのフォローアップを
する "プロジェクトマネージャー" の役割はとても大切です。

ただ、サイボウズLiveのようなオンラインツールを導入し
て情報共有やディスカッションを行うことは、あまりイン

ターネットに慣れていない人にとっては、ハードルが高いの
も事実です。a-conでは、サイボウズLiveの導入後に「使い方
がわからない！」「情報共有についていけない！」といった
メンバーをフォローするために、『サイボウズLive大臣』と
いうメンバーを各プロジェクトに配置（任命!?）して、情報
の整理やメンバーのサポートなどに力を入れています。

サイボウズLive大臣!?

無料コラボレーションツール「サイボウズ Live」  http://cybozulive.com/
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活用事例紹介：LIVING IN PEACE「書店プロモーション・プロジェクト」

a-conでは、2011年～2012年の冬にNPO法人LIVING IN PEACE （以下、LIP）と書店向けの販促プロジェクトを行いました。

LIP は『貧困の削減』をミッションに、国内外に向けた活動を行っている NPO。

本プロジェクトでは代表の慎泰俊氏が売上の印税収入を児童養護施設に寄付する著書『働きながら、社会を変える。―ビジ

ネスパーソン「子どもの貧困」に挑む』の発売にあたり、都内の書店に書籍の入荷や重点販売をお願いする販促営業プログラ

ムを実施。数多くの書店の協力をいただくことに成功しました。

各 ToDo の頭に【担当者名】を付けることで、
「誰が担当なのか」を一目でわかるようにする "小ワザ" も。

①戦略／実施プランの作成
　書店へのプロモーションをスタートするにあたり、まず「どういっ
たことが実現可能なのか？」をその分野に詳しい人にヒアリング。
効果的な作戦をコアメンバーを中心に打合せを行い、その結果を議
事録としてサイボウズ Live でシェアしました。

②マニュアルやツールの作成
　ボランティアの多くは、書店営業に関わったことがない、いわば
素人集団。そこで営業のシュミレーション動画を撮影し、棚に平積
みしてもらうための POP や名刺などの必要ツールの作成を行い、書
店に配る書籍の注文票とともにサイボウズ Live で共有しました。

③タスク分担と進捗のチェック
　実施プランや必要な販促ツールを作成した後、「誰が、いつ、どの
書店に営業を行うか？」という作業分担を行いました。進捗リスト
をサイボウズ Live で共有し、メンバーの事情により営業が遅れてい
るエリアを他のメンバーでフォローできるよう運営しました。

④成果の共有
　それぞれの書店営業の成果を共有しました。成功報告が上がるご
とに、メンバー同士のモチベーションが高まるのが感じられました。

コアメンバーを育てる　～ボランティアメンバーとの絆を深めるために～

これまで NPO とボランティアの

インナーコミュニケーションについ

て、様々な視点からご紹介していき

ました。多くの NPO は、ボランティ

アとの良い関係をつくり「末永く継

続的に活動をサポートしてもらいた

い」と考えていることでしょう。

しかし、ボランティアにコアメン

バーとして定着してもらうための

「模範解答」は、残念ながら存在し

ません。なぜなら活動を継続できる

かどうかは、本業の忙しさや彼らの

ライフステージの変化（例えば、学

生時代に活躍したメンバーが就職を

機に活動から遠のいてしまうなど）

といった不特定因子に影響されるか

らです。

ただ、「ボランティアが少しでも

続けて参加しやすいような仕組みを

用意する」ことは可能です。

a-con は、立ち上げてから 4 年ほ

どの団体ですが、最近では様々な理

由で活動から遠のいてしまったメン

バーが、数ヶ月～数年後にまた活動

に復帰する、というケースが出てき

ました。活動に参加しやすい雰囲気

づくりを常に心がけている成果だと

思いますが、a-con の活動に意義を

感じて仲間が戻って来てくれるのは、

私たち a-con の活動を認めてもらえ

たようでとても嬉しいものです。

『ボランティアとの良好な関係を

築く』そのために１番必要なのは、

「NPO が周りの人々に価値を感じて

もらえるような活動ができている

か？」ということにつきるのかもし

れません。

作成した店頭 POP の画像を
アップすると、ほかのメン
バーから即座に「いいね！」
の 嵐 で モ チ ベ ー シ ョ ン も
アップ！

writer：石田 優 
Web ディレクター。a-con では Web サイ
トやソーシャルメディアの活用などで NPO
をサポート。Twitter で日々哀愁漂うつぶ
やきをお届け中。 
https://twitter.com/#!/u_ishida
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利用者の声をご紹介！

http://cybozulive.com/

プロジェクトマネジメントに最適！
今回の特集でご紹介した「サイボウズ Live」というコラボレー

ションツール。a-con では様々な Web サービスをこれまで試し

てきましたが、現在はこのサービスが操作性や機能面において、 

最もプロジェクト管理に利用しやすいため多くのプロジェクトに

導入しています。

『サイボウズ Live マガジン』という Web サイトでは、NPO で

の導入を含めた多様な活用事例が紹介されています。導入は無料で行えますので、ボランティアとのインナーコミュニケーショ

ンでお悩みの方は、ぜひ導入を検討してみてください！

「メーリングリストだけでコミュニケーションしていた時より
も、アクティブなメンバー間で会話量が増えました。」

「面白いのは、グループを活用していく上で、事務局は最初の
セットアップをしただけでほとんど運営に関わっておらず、
グループをどのように使っていくかは、ボランティアの皆さ
んが自発的に進めている、というところですね。」

※ http://magazine.cybozulive.com/2011/05/hopestay.html　より引用
被災者向けに短期間のホームステイプログラムを提供する『HOPESTAY』

http://hopestay.net/

社会起業を目指す人々が集う『社会起業大学』
http://socialvalue.jp/

地域の環境を診断・治療する「環境再生医」を育成。
『認定 NPO 法人自然環境復元協会』 http://www.narec.or.jp/

「事業計画によっては、昼夜問わずに活発な書き込みがあり、1、2カ月で
200以上のコメントも集まったものもありました。掲示板でのやりとりを
通じて、プレゼンテーションスキルやデザイン、財務などの勉強会が自主
開催されることもありました。」

「サイボウズLiveで作った4期生のグループには、受講者同士がやりとりした
情報と目には見えないつながりが残っています。」

「サイボウズLiveを使い始めてから、やりとりする情報の量が一気に増えまし
た。議論を積み重ねて内容を深めていけますし、その内容を文字で残せる点
がいいですね。」

「協会は全国3000人の環境分野の専門家と動いております。理事会を開催し
ても全国からメンバー全員が集まることはできず、メーリングリスト(ML)
で議事録を送ってもすべてに目を通してはもらえないのが現状です。こう
いった課題を解決するためにサイボウズLiveを導入したのです。」

■被災者一時家庭滞在プログラム『HOPESTAY』

※ http://magazine.cybozulive.com/2012/02/socialvalue.html　より引用

※ http://magazine.cybozulive.com/2011/08/narec.html　より引用

■社会起業家を育成するビジネススクール 『社会起業大学』

■「環境のお医者さん」を育てる『Narec』

より詳しい事例や活用方法は『サイボウズ Live マガジン』で！ http://magazine.cybozulive.com/
※npo-co4・5 月号は、インナーコミュニケーションでの「サイボウズ Live」の活用方法をご紹介するために、サイボウズ株式会社より取材費・印刷代の協賛をいただいて作成しています。

利用者の声①

利用者の声②

利用者の声③
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2 回目の秋田の冬。東北の人は「辛

抱強い」といいますが、住んでいる

とほんとうにそう感じます。雪に閉

ざされる秋田の冬は、東京とはずい

ぶん違います。 まず朝起きたら雪寄

せから始まります。雪から出てきた

車で会社へ出発。雪道はすべるため、

通常の 3 倍近く時間をかけて向かい

ます。会社についたらまた雪寄せで、

仕事を始める時にはすでにへとへと

なこともしばしば。夜は遅くなると

寒さが増し道も凍って危険なので早

めに帰ります。青空の日は数日で、

どんより灰色の曇り空が続きます。

野球など外で行うスポーツもできま

せん。家の中でひたすら寒さと雪に、

ただただ耐えます。

そんな秋田の冬は無理と思うかも

しれませんが、秋田の人に聞くと「四

季がはっきりしていていい」と言い

ます。というのも、この雪深い冬の

おかげで 1 年にリズムができるから

なのです。外に出かけられないとい

うことは、裏返すと家でゆっくり自

分と向き合う時間が取れるというこ

と。冬は「殖ゆ」という意味もある

そうですが、冬の間に内省し、ゆっ

くり休んで力を蓄え、家族や地域と

の関係を深めることができます。

そして、春にはたくさんの生命が

一気に動き出します。この１年のリ

ズムはとても心地よく、秋田に来て

よかったと思う理由の一つです。

東京浅草出身。損保ジャパンCSOラーニング生（東
京在学時）、茨城県の湖の再生を目指すNPO職員（約
2年）を経て、八郎湖のある秋田へ移住。主に八郎湖
流域の子供たちの環境教育の普及・充実に日々奮闘
中。夢は日本の伝統工芸を継ぐ職人になること！

writer：あづあづ

草の根活動をしている NPO が陥りやすい “広報活動の罠” を紹介し、なるべく手間もお金もかけずに改善できる実践的な方法を教えます。

前回はチラシのタイトルの付け方

についてお伝えしましたが、素敵な

タイトルがつけられたでしょうか？

タイトルが決まったら早速チラシ作

りに入りましょう！……と言いたい

ところですが、ちょっと待ってくだ

さい。チラシを作る前に、絶対に考

えていただきたいことがあります。

それは「チラシの配布方法」です。

なぜなら、チラシの配布方法によっ

てチラシのデザインを変えた方が良

いからです。

例えば、どこかの行政施設のラッ

クに設置するのか、知り合いに手渡

しで配るのか、どこかの掲示板に貼

り出すのか、３つ折りにしてダイレ

クトメールで送付するのかによっ

て、チラシの作り方が大きく変わっ

てきます。ワードやパワーポイント

を使って手の込んだチラシを作る前

に、まずはココから考えていきま

しょう。

■チラシラックに設置する場合

チラシラックに設置したいのであ

れば、用紙のサイズは「A4」、タイ

トルは「チラシの最上段に横書き」

で決まりです。他の選択肢はほとん

どないと考えてください。

まず用紙が A4 の理由ですが、施

設にあるチラシラックは大抵が A4

サイズのボックスになっているから

です。「紙がもったいない」という

理由で B5 のチラシを作る方がたま

にいらっしゃいますが、ラックから

取り出しづらいため、ほとんど誰の

手にも取られないことが多いです。

ということで、必ず A4 サイズで作

りましょう。

タイトルが「チラシの最上段に横

書き」の理由ですが、これも用紙が

A4 の理由と同じで、チラシラック

の作りに合わせないとタイトルが読

めないからです。大抵のチラシラッ

クは、各チラシを入れるボックスの

上から 1/4 程度のスペースが空いて

いて、そこからタイトルだけが見え

るように作られています。目立たせ

たいと思ってタイトルを縦書きにす

る方がいらっしゃいますが、ラック

に設置するとタイトルが読めないの

で何のチラシかが分かりま

せん。このコラムの第 2 回

で解説したように、人がチ

ラシを手に取るかどうかは、

タイトルを見てコンマ 1 秒

程度の時間で判断されてし

まいます。ですから、そも

そもタイトルに何が書いて

あるのか読めなければ、そ

こに何もなかったかのよう

に素通りされてしまいます。

ただし、最近は透明のチラシラッ

クを設置している施設も増えている

ので、そういうラックにチラシを設

置するのであれば、比較的自由にレ

イアウトできますし、縦書きのタイ

トルもありです（その場合も紙のサ

イズは A４の方が良いでしょう）。

■3つ折りにして
　ダイレクトメールで送付する場合

3 つ折りにしてダイレクトメール

で送付する場合の基本のレイアウト

は、3 つ折りにした上部 1/3 のスペー

ス、つまり開封した時にまず最初に

見るスペースにタイトルを配置する

ことです。開封してチラシのタイト

ルを見た瞬間に、折りたたんだチラ

シを開いて中身を見るか、中身を見

ずにそのままゴミ箱行きになるかが

決まります。ですから、上部 1/3 の

スペースには余計な情報を入れず、

ウリがはっきり伝わるタイトルを大

きく載せましょう。余計な情報を削

ぎ落とした方が読み手に伝わりやす

くなります。とにかく 3 つ折りの紙

を開いてもらわなければ話は始まり

ませんので、開かせるように工夫し

ましょう。

今回は例としてチラシラックに設

置する場合とダイレクトメールで郵

送する例をお伝えしましたが、ぜひ

配布の方法を意識してチラシを作成

してみてください。

第5回　チラシを作り始める前に考えておくべきこと

都内の某 NPO センター新人職員。NPO の困りごと
に対する相談対応、講座の講師や、各種イベントの
企画・運営を行っている。プライベートでは a-con
の運営委員として、「人と人、人と NPO のつながり
を作る」ことをテーマに活動中。

writer：クロ

writer：いっしー

4 月から新年度。事業計画に頭を抱えている NPO の方に紹介したいのがこの 1 冊。

本書では、ビジネスモデル・キャンバスという、ビジネスモデル（事業）を視覚化するためのツールを紹介している。

このツールは、ビジネスモデルを構成する要素を複数名でポストイットを使って穴埋めしていくという、とてもシンプ

ルで使いやすいものだ。

本書ではビジネスモデルを「どのように価値を創造し、顧客に届けるかを論理的

に記述したもの」と定義している。顧客セグメントの設定に始まり、その顧客にも

たらす価値、どのように入手できるのか、このようなことを綿密に整理していくこ

とができる。

この機会に「みんなで」ビジネスモデルを考えてみませんか？

ビジネスモデル・ジェネレーション　ビジネスモデル設計書
ビジョナリー、イノベーターと挑戦者のためのハンドブック
アレックス・オスターワルダー (著), イヴ・ピニュール (著), 小山 龍介 (翻訳) / 翔泳社 / 1,980 円 / 288p

ビジネスモデルを穴埋めしていく。

平日は表参道にある環境 NPO の中間支援組織で働きながら、休日は a-con で NPO の中間支援をするという、NPO 漬けの生活をおくる 20 代
草食系のめがね男子。関西弁を喋らない純正大阪人だが、つっこみだけは「なんでやねん！」。ある施設のチラシラック。

見えているのは、チラシの上部1/4のみ。
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「こまめに電気を切って省エネを」

分かっていても、ついついつけっぱ

なしにしてしまいがちです。しかし

このスイッチならば……。

スイッチカバーに貼り付れられて

いるのは、モクモクと煙が出ている

火力発電所の写真。写真の下には「部

屋を出る時は電気を消して」とメッ

セージが添えられています。

こちらのユニークなスイッチカ

バーを制作したのは、世界最大規模

の自然環境保護団体として知られる

NGO、 WWF（世界自然保護基金）。

温暖化対策活動の一環として、海外

のホテルの客室に設置されました。

この事例では、人々が生活をする

うえで必ず触れる電気のスイッチを

活用することで、効果的にメッセー

ジを届けることに成功しています。

そしてもう一つ、コミュニケー

ションの技巧が潜んでいます。

「自分には関係のないことだから」

人間、自身が当事者でないことには

なかなか行動を起こせません。特に、

実際に問題の起こっているところが

自分のいる場所から離れていれば、

当事者意識も抱きにくいものです。

　「あなたが押しているのは火力発

電所のスイッチなのです。」電気の

スイッチに火力発電所の写真を被せ

るというシンプルなアイディアで、

我々が暮らしている場所と、「地球

温暖化の現場」である火力発電所と

いう物理的な距離のある場所を一瞬

にしてつなげています。他人ゴト

だった環境破壊という問題を、優れ

たコミュニケーションで、見事に自

分ゴト化させているのです。

上の写真で子どもたちが引いてい

るもの、何だと思いますか？ アジア

やアフリカの多くの人々の生活を変

えている道具なのですが……。

これは、「Qドラム」という水を運

ぶための道具です。写真のように転

がして移動するため、あまり力のな

い人でも１回で 50 リットルもの水

を運ぶことができます。

なぜこの道具が、人々の生活を変

えているのでしょう。アジアやアフ

リカに住む多くの女性たちは、生活

用水を手に入れるために多くの時間

を費やしています。井戸水を汲むた

めに、10 リットルほどの容器を抱

え、長い距離を毎日 4 往復。しかし Q

ドラムがあれば、1日の水汲みが 1往

復で済むようになります。そして

余った時間をほかの作業や勉強に充

てることができるのです。

ほかにも、途上国の人々の生活を

変える製品はたくさんあります。た

とえば、下の写真のソーラーライト。

電気が使えない地域でも、夜の勉強

がはかどりまよね。

実は、このような先進国の技術を

使った製品を途上国の人々に届けよ

うとしている国際 NPO があります。

その名前はコペルニク。製品を作る

企業と途上国の人々をつなげる NPO

です。製品の費用の多くは寄付金で

賄うため、現地の人々の負担はほと

んどありません。

コペルニクは米国が本部ですが、

共同創設者のひとりが日本人という

こともあり、国内での注目度も高

まっています。

今はまだ、コペルニクが扱ってい

日本製の製品は多くありません。し

かし、日本の高い「ものづくり」力を

活かした製品が途上国の人々の生活

を変える日も近いことでしょう。

イイネ！コミュニケーション事例とは
このコーナーでは日常の中で見つけた、思わずイイネ！と言ってしまうNGO/NPOのコミュニケーション事例を紹介します。

まだ「他人ゴト」でいいの? 自分ゴト化が社会を変える　―― WWF
火力発電所のスイッチカバーで、節電意識を啓発火力発電所のスイッチカバーで、節電意識を啓発火力発電所のスイッチカバーで、節電意識を啓発火力発電所のスイッチカバーで、節電意識を啓発

香川県東かがわ市出身。立教大学法学部在学。NPO
の活動をもっと広めることで社会をよりよくしたい
という志のもとa-conに参加。大学では自転車サー
クルに所属し日本全国をロードバイクで駆け廻る。

writer：もっちゃん

東京都国分寺市出身。東京大学経済学研究科在学。
日本の技術力を活かして世界をどうよりよくするか、
が現在の関心。大学では、テニスサークル、ベンチャー
企業での事業運営、イベントの企画や NPO の運営
などに携わる。

writer：かっきー

世界を救うものづくり　―― Kopernik（コペルニク）
アジアやアフリカの人々の生活を変えるテクノロジーアジアやアフリカの人々の生活を変えるテクノロジーアジアやアフリカの人々の生活を変えるテクノロジーアジアやアフリカの人々の生活を変えるテクノロジー
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今回からはじまりましたこのコー

ナー。日ごろ目にすることが多い企

業や商品のコミュニケーションから、

NPO のコミュニケーションでも活か

せるコツを盗んじゃいましょう。

記念すべき第１回は、ANA（全日

本空輸株式会社）の Facebook ペー

ジ。2012 年 4 月の時点で 60 万人

以上から「いいね！」といわれ、日

本の企業 Facebook ページランキン

グでは堂々の 2 位にランクインして

います。

■コツは "やりとり力"

ANA のページを覗いてみると、パ

イロット紹介や季節の写真、地方の

名産品など、一見ばらばらなことが

紹介されているようにみえますが、

一貫しているのは、読者がコメント

しやすいように軽い質問形式にして

いること。

たとえば右下の写真は、ロサンゼ

ルスの街を上空から撮影したもので

すが、「どこだと思いますか？」と問

いかけるものになっていて、ちょっと

アメリカに詳しい人なら、思わず「わ

かった！」とコメントしたり、「いや

いや、ここはね」とコメントしたくなっ

てしまうような絶妙な頃合いで、実

際 220 人の人がこの記事をネタにや

りとりしています。

せっかくの Facebook、イベント

の告知だけではなく、人が集まって

おしゃべりできる場になるといいで

すね。

a-con 代表。広告会社にてコミュニケーションプラ
ンナーを務める。趣味はウクレレと相撲。 

writer：加雅屋 拓

NPO コミュニケーションの最前線！
ソーシャルメディア活用術を学ぼう （仮）

本号では、インナーコミュニケーションをテーマに
ソーシャルメディアの活用法を紹介しましたが、
次号では、ソーシャルメディアを用いた情報発信について特集します。

"ソーシャル" というコトバがもてはやされる中、基本に立ち返り、
社会貢献活動における "ソーシャルメディア" の役割と可能性を
一緒に考えていきましょう。

NEXT! npo-co 6・7月号特集
編  集  後  記

今年の春は、肌寒い日が続いております

が、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

おかげさまで、npo-co も無事に 2012 年

度を迎えることができました。

本号より npo-co は、2012 年度ボラン

ティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援

ファンド」より１年間助成をいただけるこ

とになりました。今年は全国の皆様により

皆様にお役に立てる情報を発信できるよう、

編集体制の強化に取り組んでまいります。

なお、npo-co は本号より正式に隔月発行

とさせていただきます。次回、6・7 月号で

またお目にかかれますように。

a-con の活動やその他色々な情報を発信しています。WEB
には、npo-co のバックナンバーもデータ掲載されています。

■WEB サイト http://www.a-conweb.net/
■twitter @npo_co / @a_conweb 
■FaceBook a-con
■問い合わせ info@a-conweb.net

a-con にアクセス

怪盗 コミュニケーション、参上! 企業から盗もう、NPOコミュニケーションの "コツ"

ANA Facebookページの "やりとり力"1

※画像は、ANA Japanの Facebookページ（http://www.facebook.com/ana.japan）より引用。
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ヘミングウェイも使っていた
いつでも持ち運べる手帳

　< writer : TARO >

学生でも社会人でも毎日の予定をキチンと抑えておく

と気分が楽になるもの。特にクリエイティブな仕事なら

なおさら。急な変更が入ったときにさっとスケジュール

を確認できる手帳は心強い味方となる。

npo-co デザイナーの八木彩香さんの傍らにいつもあ

るのはその条件を満たした手帳。『老人と海』を生んだヘ

ミングウェイも愛用したモレスキンに月間の予定を組み

込んだモデルだ。表紙の手触りの良さもさることながら、

書くたびに手になじむ紙は予定を書くのを楽しい物に変

えてくれる。ポケットサイズながら大きめにとられた枠

は書き直すのも苦にならない。通常のノートも充実して

いるのでちょっとした時間に発想を広げるのにもってこ

いだ。この自由度が八木さんの美しいデザインにつながっ

ている。

モレスキン
ゴッホやピカソが愛した伝説的ノート。一度は絶版したもの
の、97 年に復活し世界中で再び愛されている。八木さんが
使っているのはポケットサイズのマンスリーダイアリー。
1,806 円。




