
■第 1 期支援内容                                               

実施期間:2012 年 1 月 〜 2012 年 6 月 

 

支援対象団体 

本プロジェクトでは、日本マイクロソフトの企業市民活動で取り組むテーマのうち、障碍 (しょうがい) 者支援、

アクティブ シニア層支援、女性の自立支援、中間支援団体の支援という 4 分野で活動する以下の 4 団体を支

援しています。 

 

● NPO クラブ (ちば市民活動・市民事業サポート クラブ) 

千葉県内で市民活動を行う NPO などの団体を、行政と地域の間に立ってサポートする中間支援団体 (NPO を

サポートする NPO)  

 

● 社会福祉法人 東京コロニー   

シニア層が ICT スキルを活かした機会を提供すると共に、ICT 初心者の方に対してはパソコン教室を開催し、

ICT の裾野を広げるべく活動している団体 

 

● IDN（NPO 自立化 (相互) 支援ネットワーク)   

シニア層が ICT スキルを活かした機会を提供すると共に、ICT 初心者の方に対してはパソコン教室を開催し、

ICT の裾野を広げるべく活動している団体 

 

● 公益財団法人 ジョイセフ   

途上国の女性の命と健康を守るために活動している国際協力団体 

 

 

■中間交流会                                              

2012 年 3 月、本プロジェクトに参加する社員を対象に中間交流会を行いました。  

1 月のキックオフ以来、初めて参加社員が一同に会して情報共有、情報交換を行いました。 

 

●プロジェクトに込める私たちの想い 

 

 

 

 

 

 

 

NPO にイノベーションを起こすことは社会的にも重要な課

題のひとつです。今でなければできない、マイクロソフトで

なければできない活動をすることで、必ず社会の役に立つと

信じています。イノベーションを起こしていきましょう。 

日本マイクロソフト株式会社  

業務執行役員 社長室長 兼 シチズンシップリード 牧野 益巳 

 

 

 

 

http://www.tocolo.or.jp/index.html
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●協力団体ご紹介 

特定非営利活動法人 サービスグラント  

プロフェッショナル スキルを持った社会人による NPO サポート「プロボノ活動」の運営実績を多く持つ NPO 

です。 今回は日本マイクロソフトの NPO 業務フロー設計サポート プロジェクトのアドバイザーとして参画い

ただいています。  

参考: 「業務フロー設計サービスグラント」の共同企画・開発  

 

 

 

 

 

 

 

 

●プロジェクトメンバーご紹介 

NPO クラブ (ちば市民活動・市民事業サポート クラブ) 担当チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  吉原 裕美氏 

 

 

 

 

 

 

  小泉 英治朗氏 

 

 

 

 

 

マイクロソフトのようなビジネスの最先端にいる方々と一緒に活動できる

ことはとても刺激的だと思っています。マイクロソフトの力で NPO の活

力の底上げになるよう、頑張っていただきたいと思います。 

それぞれの課題が明確になってきた頃かと思いますので、それらが、今後

は成果として徐々に見えてくるのではないかと思います。これまで同様に

今後もいろいろと試行錯誤をしながら進めていくことになると思います

が、6 月には成果を見せていただけると期待しています。 

中間支援団体という特性から

業務が多岐にわたっていて煩

雑化する傾向も見られるた

め、業務プロセスにおける問

題点の解決をメインに取り組

んでいます。県や地域をより

よくしていこうというビジョ

ンを持っている方々ばかりな

ので、その思いを感じながら

サポートしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

チームメンバー：  

・WWLP ライセンス室 ビジネス 

デスク  

 上原 哲哉 (リーダー)  

・ライセンス コンプライアンス推

進本部  

 相田 雄二 (写真右) 

・インサイド・セールス本部  

 南 陽子  

・エンタープライズ マーケティン

グ本部  

 佐々木 茜 

・インサイド・セールス本部  

 徳山 秋子 (写真左)  

・Windows コマーシャル グループ  

 西野 道子 

http://www.servicegrant.or.jp/
http://servicegrant.or.jp/corporate/microsoft.php


社会福祉法人 東京コロニー 担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDN (NPO 自立化 (相互) 支援ネットワーク) 担当チーム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームメンバー (左から)：  

・インサイド・セールス本部  

 水嶋 玲以仁 (リーダー)  

・ビジネス エクセレンス本部  

 大泉 由樹 

・東京コロニー  

 堀込 真理子氏  

・業務管理部  

 山崎 佳奈子 

・コマーシャル マーケティング  

 コミュニケーション グループ  

 谷水 陽子 

・ビジネス プロダクティビティ  

 ソリューション  

 廣瀨 信行 

 

 

 

 

 

 

 

業務の可視化と業務内容および

事例の WEB での告知を改善す

ることで、障碍者の就業紹介を

倍増することを目指していま

す。 

NPO の担当の方は ICT および 

IT の普及が障碍者の就業を増

やすことにつながるという信念

を持っていますので、その思い

が広く伝わるようにサポートし

ていきます。 

IDN 様の理念「創始者たちの

志を継承し、運営には新機軸

を」を大事にしながら、 主に

会員管理の効率化・汎用化を

改善課題として 取り組んでい

ます。 

理事長自らタブレット端末を

持参して プレゼンテーション

されるなど、 ICT に対する知

識・理解度が非常に高く、ま

た、Pro Bono 活動を介して改

善していこうと 意欲的に関わ

って頂いているので、プロジ

ェクトは常にたいへん熱気に

あふれ、テンポよく進んでい

ます。我々チームメンバー

は、 我々の大先輩であるシニ

ア層の方々が、団体の活動を

促進していくための一助にな

ればという思いでサポートさ

せて頂いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームメンバー (上段左から)：  

・コミュニケーションズ  

 インダストリー統括本部  

 鈴木 慎也  

・インタラクティブ・  

 エンターテイメント・ビジネス  

 ゲーム コンテンツ推進部  

 宇野 敦 (リーダー) 

・クラウド & ソリューション  

 ビジネス統括本部  

 松原 晋啓 

・インタラクティブ・  

 エンターテイメント・ビジネス  

 ゲーム コンテンツ推進部  

 関口 恵里子 

・プロダクト ローンチ サービス  

 藤原 麻衣子 

・コンサルティング サービス統括本部  

 田島 佳奈 

http://www.tocolo.or.jp/index.html
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公益財団法人 ジョイセフ 担当チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームメンバー：  

・パートナー ソリューション  

 営業統括本部  

 片山 智咲子 (リーダー)  

 (以下写真左から)  

・カスタマー & パートナー サポート  

 サービス  

 中村 佳央 

・クラウド & ソリューション  

 ビジネス統括本部  

 岩下 香織  

・フィールド レディネス グループ  

 杉戸 美記世 

・エンタープライズ マーケティング本部  

 齊藤 三恵子 

・業務管理部  

 花村 紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体には長期就労者が多い

ために、経験則に基づく業

務プロセスになる傾向にあ

るため、さらなる効率化を

目指して頑張っています。  

活動のひとつである、途上

国にランドセルを寄付する

業務フローの改善をメイン

に取り組んでおり、この業

務改善が、ジョイセフ様が

行っている他のプロジェク

トに波及していくと良いと

思います。 

 

http://www.joicfp.or.jp/jp/


■最終報告会                                             

NPO のための業務フロー改善セミナー  

〜 生産性の高い NPO 運営のための実践的ヒントをご紹介!  

      日本マイクロソフトの企業プロボノの事例から 〜 

開催日:2012 年 7 月 8 日 (日) 13:00 〜 17:00  

場所:日本マイクロソフト株式会社 品川本社  

主催:特定非営利活動法人サービスグラント 、日本マイクロソフト株式会社 

 

2012 年 1 月から、日本マイクロソフトでは、社会課題の解決をミッションとした NPO を社員がマイクロソフ

トで培った経験やノウハウを生かして支援する、社員参加型プロジェクトを立ち上げました。6 月までの 6 か

月間、22 名の社員が 4 つのチームを結成し、余暇時間を活用して、4 つの NPO 団体 の課題解決をサポート

してきました。その活動内容と成果を総括し、プロボノの意義を共有するために、2012 年 7 月 8 日、報告セ

ミナーが開催されました。報告会は、プロボノに関心をお持ちの NPO 法人や企業、ビジネス パーソンなどに

も参考としていただけるよう、公開型のセミナー形式で実施。4 つのプロジェクト チームごとに、NPO 側 と

マイクロソフト側のメンバーからのプレゼンテーションが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストコメンテーター：  

株式会社 ソーシャル プランニング  

代表取締役 竹井 善昭氏  

 

当日は、CSR コンサルティングや NPO 活動にも精通している竹井氏から、それぞれの成果に対してコメント

を頂戴し、今後の活動やプロボノ自体の方向性について示唆に富むアドバイスを頂戴しました。  

 

■開会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

本日は多くの方々にお集まりいただきありがとうございます。まずは共催のサービス

グラント様のお力添えに感謝いたします。そして多くの方々の強いご支援があったか

らこそ実現できたプロジェクトでした。この場を借りまして、あらためて御礼を申し上

げます。 

今回のプロジェクトを通じて大きな成果をあげることができたと考えております。プ

ロボノ活動の本来の意義に加え、社員が外に向かって自分の力を発揮することで、今ま

でなかった形で社員のリーダーシップの育成につながったこと。そして、社内の業務で

は接点がなかった他部門間で社員同士の横のつながりが生まれたことなど、マイクロ

ソフトとしては予想していなかった副次効果もあり、たいへん収穫の多いプロジェク

トとなりました。人事部としては、このような社会的な貢献活動を人材育成にどう活用

していくことができるかについて、継続的にまた発展的に考えていくことを次のステ

ップととらえています。 

日本マイクロソフト株式会社  

人事本部長 佐藤 千佳 

 

 

日本マイクロソフト株式会社  

業務執行役員 社長室長 兼  

シチズンシップリード 牧野 益巳 

 

 会場の様子 

http://servicegrant.or.jp/
http://socialplanning.net/


 

 
サービスグラントは今まで「NPO にもっとも不足していて、NPO に対する効果が大き

いもの」ということで、Web サイトやパンフレットの制作を中心に活動してきました。

このため、プロボノワーカーが支援に参加したくても技術がない場合はなかなか参加で

きず、間口が狭く見られていると感じていました。 

また、サービスグラント自体も Web やパンフレットづくりの NPO ではなく、課題を

抱えた NPO とビジネス パーソンのスキルをマッチングさせ、NPO 支援を行う中間支

援的役割が本来のミッションです。それをより実現したいと、新しい切り口のプロボノ活

動、「NPO のための業務フロー設計プロボノ」を企画し、今回日本マイクロソフトと協働

で立ち上げることができました。今日は 4 団体へのプロボノ支援について、その成果と

方法を共有させていただきます。 

NPO の方々には、人に相談しづらい難しい課題と向き合うときには内部リソースだけで

はなく、外部の力をうまく活用してみることが有効だ、というヒントを得ていただけたら

と思います。 

 

 

特定非営利活動法人サービス

グラント  

代表理事 嵯峨 生馬氏 

【プロジェクト＃1】 公益財団法人 ジョイセフ  

 

 

 

公益財団法人ジョイセフ  

支援事業グループ課長 宮原 

契子氏 (左)  

日本マイクロソフト株式会社  

パートナー ソリューション営

業統括本部  

片山 智咲子 (右) 

"現状を描き出すことで、問題点が見えてくる。理想を描き出すことで、業務フロー改善が

見えてくる。" (プロボノチーム)  

"属人化した仕事の積み重ねが情報の混乱を引き起こし、問題の所在さえ見えなくしてい

た。今回「見える化」していただいたことで、ようやく改善への一歩が踏み出せます。" (ジ

ョイセフ) 

 

・公益財団法人 ジョイセフ  ご紹介 

ジョイセフは、途上国の妊産婦と女性の命と 健康を守るために活動している 日本生ま

れの国際協力 NGO。1968 年設立。日本でも歴史と実績のある NGO のひとつです。国連、

国際機関、現地 NGO や地域住民と連携し、アジアやアフリカで、保健分野の人材養成、

物資支援、プロジェクトを通して生活向上等の支援を行っています。2011 年 3 月の東日

本大震災以降は、被災地の妊産婦・女性支援も実施しています。 

 

・テーマ：情報を「活かせない」「処理できない」現状を、変える意識が大切 

日本の NGO の先駆け的存在として 40 年以上活動を続けてきたジョイセフには、たくさ

んのプロジェクトを通じた活動実績や情報が蓄積されています。ところが、プロジェクト

によって集約される情報のフォーマットがバラバラで、情報を有効活用することがなかな

か難しい管理状況でした。 

また、情報量が多い上に、業務の流れや情報共有手段も整理されていなかったため、処理

が追いつかず溜まることもしばしば。そして何よりも、そして何よりも、そんな状況を「仕

方ない」とするしかなく、スタッフが目先の業務に追われてしまう状況が課題でした。今

回プロボノ プロジェクトに参加したことで、スタッフの意識が「現状を見直し、変えてい

こう」という方向に徐々に変化したことは、当初の期待を上回る大きな成果でした。 

http://www.joicfp.or.jp/jp/
http://www.joicfp.or.jp/jp/
http://www.joicfp.or.jp/jp/
http://www.joicfp.or.jp/jp/


  ・提案内容: 「課題」と「理想」を、明確に描き出した業務フロー図 

まずチームは「情報の棚卸」を提案。具体的には、約 1 か月をかけてジョイ

セフの各セクションにインタビューをおこない、「現状 (当時) の業務フロ

ー」を作成。こうすることで、業務フロー中の煩雑なポイントや非効率なや

り方が明確になりました。これをもとに、目指すべき「理想の業務フロー図」

を作成し、改善策として提案。必要な情報を必要な時に確実に把握できる仕

組みにより、業務に正確性や利便性を生みだし、仕事の機動性向上までを狙

いました。 

 

 

・今後の展望: 情報の「蓄積」と「活用」を継続していくのが目標 

今後に向けて、さらに、価値ある情報の宝庫であるお客様からの問い合わせについて、正しく管理し、マーケティン

グへ活かす仕組み作りを提案。ジョイセフだからこそ得られる、さまざまな情報をもとにしたしっかりとしたデータ

ベースの構築や、お問い合わせをきちんと体系的に管理できる仕組みづくりを提案しました。これにはマイクロソフ

トのコールセンターのノウハウを生かし、どのようにお問合せを管理し、活用していけばいいのかを、例を交えて説

明。そして情報を蓄積するだけでなく、いかに次の事業へつなげていくか、さらにこれを継続させていく上での参考

になればと思い、1 年後を見据えたプランをつくったところで、予定の支援実施期間を終えました。 

 

・講評 

「プロボノ プロジェクトをきっかけにジョイセフの内部が、変化に対して積極的になってきていることがすばらし

い。内部の力だけではなく、プロボノのような外部の力を積極的に活用する一つの成果だ。マイクロソフトという外

部の力がうまく活かされた例でしょう」 (竹井氏) 

「現在の段階は、変化が受け入れられ始めた段階だと思います。きっとこれから本当に組織の活性化や、業務の機動

力が出てくるはずです。次の段階では、さらに IT が有効になるはず、IT の活用へも目を向けていただくことを願

っています」 (牧野) 

 

現状 (当時) の業務フロー図 

 

目指すべき業務フロー図 

【プロジェクト＃2】 社会福祉法人 東京コロニー    

 

日本マイクロソフト株式会社  

インサイド・セールス本部  

水嶋 玲以仁 (左) 

社会福祉法人東京コロニー 

職能 開 発 室  所 長  堀 込 真 理 子 氏 

(右) 

"就労を希望する側と雇用する側の視点を大切にした、わかりやすい Web サイトが業

務を効率化。" (プロボノ チーム)  

"職場内に意識改革も芽生え、明確な数値目標の設定もできるようになりました。"  

(東京コロニー) 

 

・ 社会福祉法人 東京コロニー  ご紹介 

社会福祉法人東京コロニーは、障碍 (しょうがい) のある人の「完全参加と平等」を実

現するため、就労施設の運営や、各種障碍サービス事業等を行っており、地域で働き・

暮らすことの権利保障のために必要な運動にも積極的に取り組んでいます。利用者へ

のサービスの充実・向上をめざし、一般就労に向けた取組みや種々のプログラムの試

みを行っています。中でも先駆的な取組みとしては、インターネットを利用した IT 技

術者在宅養成講座、在宅での就労支援事業なども行っており高い評価を受けています。 

 

http://www.tocolo.or.jp/
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・テーマ: 手一杯だから、拡大できない。ならば、道具に頼れないか 

今回のプロジェクトで対象としたのは、通勤や通所が難しい重度の障碍をもつ方々の「求人・求職のマッチン

グと職業紹介」の業務。就業紹介数は一定の成果を上げてはいるものの、限られた人員で、これ以上紹介数を

増やすことのできない状況でした。そこで東京コロニーご担当者は、どうしても人がやらなければならない

部分に注力し、道具に任せられることは任せることで、業務の効率化と就業紹介の拡大ができないかと考え

ていました。 

 

 

 

 

成果物イメージ 

・今後の展望: 意識が変わり、明確な目標の達成へ向け積極的に 

当初は、「大事なのは数ではない」という意味で、数値だけの目標を設定することや事業をアピールする考え

方に消極的だった東京コロニーのスタッフも、指標を掲げることが「求職者のニーズに質的もつながる」とい

うことにプロジェクトを通じて気づき、自分たちの意識を改革しようという気持ちに変わりました。年間の

就業紹介数を 20 人に増やすというゴール設定だけでなく、KPI (Key Performance Indicators／重要業績評

価指標) をきちんと設定し、その過程での数値目標を決めました。今後はその数値ゴールに向けて、Web サ

イト改善後の効果を測り、さらなる改良につなげていきたいと考えています。 

 

・講評 

「NPO は社会のためによいことをしているから明確な数値ゴールがなくてもいいと考えがちですが、実は、

NPO にも 明確な目標設定が必要だと考えます。東京コロニーの運営に、KPI という概念を持ち込めたのは、

企業が関わったことによる利点でしょう。大きな前進につながると期待しています」 (竹井氏) 

 

「たいへん意義のある活動をされていますので、ぜひ社会から求められている皆さまの活動の役割を心に留

めて、数値化されたゴールを目指して今回の提案を実現、継続してほしいと思います。何か良い変化が見えて

くるはずです。ゴール達成が、今後も関係者の励みとなり、良い循環となっていくことを願っています」 (牧

野) 

 

【プロジェクト＃3】IDN（NPO 自立化支援ネットワーク)  

・提案内容：よくある質問は、Web サイトで確認してもらう 

マイクロソフトのプロジェクト チームは、2 回のヒアリングを経て障碍者在宅

就労に関わる環境の理解と障碍者就業に関わる行政の理解を深めたうえで、年

間の在宅で雇用される人数を 10 人から 20 人へと倍増させるために、ご担当

者の業務負荷を減らすこと、問い合わせ件数の増加および対応の質の向上を目

的に掲げました。ご担当者の業務負担を減らすための提案として、まずひとつ

目は問い合わせ対応の改善を提案しました。電話でよく寄せられる質問を減ら

すため、Web サイトにメッセージや事業内容をわかりやすく掲載することを提

案。現状の Web サイトでは欠けていた「求人を出す側の視点」を取り入れ、

「問い合わせから在宅就労までの流れ」や「事例紹介」を企業側にもわかりや

すい掲載をおすすめしました。また、Web 上の情報を整理し、就労希望者や求

人企業側にも事前準備すべきものを理解してもらうことで、本当に初歩的なこ

とからではなく、ある一定の理解を前提としたところから話し合いを始められ

るように工夫しました。 

http://www.npo-idn.com/
http://www.npo-idn.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"記録や記憶が、風化してしまう前に。これまでの団体運営にたくさんの方から援助い

ただいた記録をしっかりと残したい。そのためには、誰にでも使いやすく見やすい、

登録・管理ツールが必要でした。" (IDN) 

 

・ IDN (NPO 自立化支援ネットワーク) ご紹介 

自立化支援ネットワーク (IDN ＝ Inter-Depending Network) は、身近な活動を、自

分のできることからはじめました。人は一人で生きて行くことは不可能であり、誰し

も互いに助け合い知恵を出し合う仲間を持つ必要があります。自分の足で立ち、自分

の手で人生を具体的に画き、自分の能力を開発しながら新しい人生を築き上げるため

の場を提供し仲間作りを支援します。具体的には、初心者向けパソコン講座、シニア

情報生活アドバイザーの養成とフォロー、キャリア推進プロジェクトや、講演会、ア

ウトドア活動などを行っています。 

 

・テーマ：多くの関係者に関するデータの効率的な管理方法は? 

まずは IDN が中心となり、現状業務の把握と課題抽出のために、団体内で行われてい

る業務を整理しました。それを基に、マイクロソフト社員のプロジェクト チームと話

し合いを重ね、IDN が今行っている活動の中で課題に感じていることをまとめた「ス

コープ設定書」を作成。どのように新しい会員を増やすか、パソコン講習に多くの人

に受講してもらうための広報はどうするか、フォーマットの違う個人情報をどう統一

管理するかといったいくつかの課題の中から、特に団体内で関心の高かった個人情報

の管理に焦点を合わせ、活動を推進しました。IDN では、会員、シニア向けのパソコ

ン講座で講師となるシニア情報生活アドバイザー、講座受講生、関係者、といったタ

イプの異なるメンバー情報を、効率的にうまく管理していくことを、今回のプロジェ

クトのテーマに設定しました。 

 

・提案内容: メンバー情報管理に最適なシステム導入を決定 

IDN がメンバー管理の効率化が必要とした理由は、過去に遡って、IDN を援助してく

ださった方々のことを記録するためでもありました。団体設立当初、経済的な援助を

たくさんの関係者からいただいた経緯があります。これを今のうちにしっかりと記録

に残さなければいけないと考えたからです。そのためには、効率的に登録や管理がで

きなければなりません。そこで、利便性が高く、比較的身近で簡易なツールの活用を

中心に検証。IDN とマイクロソフト社員のプロジェクト チームで議論を重ね、Excel 

や Access でのデータベース管理を検討しましたが、運用の継続性とサポート体制を

考慮した結果、顧客管理システム「Dynamics CRM」が会員データベースとしてより

有効であるとの判断から、新しいシステムを導入することになりました。(NPO の方々

には、Dynamics CRM を NPO 向け支援価格にてご提供いたしております。 

（詳しくは こちらをご覧ください。) 

 

・今後の展望: 期待通りの効率性。管理システムを活用した今後に期待 

Dynamics CRM であれば、登録されたメンバー一人ひとりの情報や履歴などを一覧で

見ることができ、きめ細かい個別対応も可能になりますし、容易に利用できます。数

百名にのぼるメンバーの登録が完了しました。今後は、この管理システムのさらなる

活用を検討していきたいと考えています。 

 

IDN（NPO 自立化支援ネットワーク)  

理事長 生部 圭助氏 

 

日本マイクロソフト株式会社  

インタラクティブ・エンターテイメン

ト・  

ビジネス ゲーム コンテンツ推進部  

宇野 敦 

 

日本マイクロソフト株式会社  

コンサルティング サービス統括本部  

田島 佳奈 (左)  

プロダクト ローンチ サービス  

藤原 麻衣子 (右) 

 

日本マイクロソフト株式会社  

インタラクティブ・エンターテイメン

ト・ビジネス ゲーム コンテンツ推進

部 

関口 恵里子 (左)  

コミュニケーションズ  

インダストリー統括本部  

鈴木 慎也 (右) 

http://www.npo-idn.com/
http://www.npo-idn.com/
https://www.microsoft.com/ja-jp/citizenship/challenge/npo/dynamics_application.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Dynamics CRM」  

会員データベース イメージ 

・講評 

「多くの NPO が抱える最近の課題でもある、会員管理やファンド レイジ

ング。この課題について、マイクロソフトの強みが活かされた良いコラボレ

ーションだったのではないでしょうか。IDN 生部さんのような企業で活躍さ

れたご経験のある方が、現役のビジネス パーソンとプロボノを通じて出会

い、ビジネス パーソンへもいい刺激を与えられるということは大変意義が

あることだと思います。そういう意味で、プロボノにとどまらず、もっと 

NPO と企業間の人材交流があってもいいですね。NPO スタッフが企業へイ

ンターンしたらいいのではないかと感じさせてくれる事例でもありました」

(竹井氏) 

「シニアが楽しく暮らせるために、シニアにパソコンのあるライフスタイル

の楽しさを伝え、人と人との交流を促進するという IDN の活動自体が ICT 

の活用モデルのひとつですね。そこへマイクロソフトが加わらせていただい

たことで、ICT を NPO の事業にさらに活用していただくよい事例になった

と思います」(牧野) 

 

【プロジェクト＃４】NPO クラブ (ちば市民活動・市民事業サポート クラブ) 

 

日本マイクロソフト株式会社  

WWLP ライセンス室 ビジネス デスク  

上原 哲哉   

 

NPO クラブ (左から)  

代表理事 牧野 昌子氏  

事務局長 鍋嶋 洋子氏  

志村 はるみ氏 

 

"NPO の多岐にわたる支援活動で得た、貴重な経験やノウハウを共有し、サービ

ス向上に役立てたい。 

参加者、会員リストの共通化、各事業の概要テンプレートを共通化したことで、

情報活用が期待されます。" (NPO クラブ) 

 

・NPO クラブ (ちば市民活動・市民事業サポート クラブ) ご紹介 

千葉県で活動する地域づくり団体を支援する中間支援団体 (NPO をサポートす

る NPO) です。一つ一つの団体が自立的な活動を持続発展し、地域の課題を解決

していくためには大きな力が必要です。団体の活動や事業を広げるため、力をつ

けるために、学びあい・ネットワークを広げるための「場」、「機能」が NPO ク

ラブです。「NPO」を広義に捉えて、地域で公益的な活動をしているさまざまな

団体を支援し、市民力を高め、成熟した市民社会の実現を目指して事業をすすめ

ています。 

 

・テーマ: 「NPO を支援する NPO」という特殊性が、業務分野を多様で複雑に。 

NPO クラブでは千葉県内のいろいろな事業を受託しスタッフが各々の事業を担

当しているため、スタッフ間や理事とでその進捗や課題の共有がなかなかできな

い状況でした。また、各事業で得た成果や情報を事業間で相互に活用し、相乗効

果を生み出したいと考えてはいましたが、実際には、ある団体への支援で得たノ

ウハウが別の支援で役立てられることはなく、機会を最大限にいかせずにいまし

た。そこで、企業が持っているだろう効率的で合理的なマネージメントに期待し

てプロボノに参加することとなりました。 



 

 

 

 

 

 

プロジェクトに参加して（マイクロソフト メンバーの声） 

 

 

・提案内容: 情報の共有・活用は書式の統一から。わかりやすいスタイルで。 

マイクロソフトのプロジェクト チームからは、今回、2 つの提案がありました。

ひとつは、さまざまなフォーマットで点在している会員リストを共通化するこ

と。もうひとつは、各支援活動の情報共有を促すテンプレートの作成です。テン

プレートについては、プロジェクト概要と状況の把握をするために、情報を 1 枚

にまとめた点が好評です。これまで企画提案書は行政とやり取りすることが多い

ため、内容は説明的で、パッと見て情報を把握しづらいことが難点でした。わか

りやすいフォーマットにまとめたことで、各々の事業の状況をスタッフ間で共有

できるようになりました。また、会員リストの共通化については、項目を統一し

て雛形を作成。さらに、現在リストの一元管理に向け、Dynamics CRM を使っ

た試用が始まっています。 

・今後の展望: カルテ化で、共有しやすくなった情報。真の相互活用、相乗効果の発現を。 

Dynamics CRM の導入で活動ごとにバラバラだったレポートの書式が統一され、団体ごとの支援実績をいわ

ば「カルテ化」することができるようになりました。まだ使い始めですが、情報管理や情報共有が容易になる

ことが期待されます。どんなステークホルダーがどの活動に参加し、賛同しているかを一元的に見ることが

でき、今後の団体の活動基盤として活用していくことが可能になります。今後は集めた情報を積極的に活用

して、団体ニーズに沿った効果的な支援を可能にしたいと思います。さらに今後は、その成果を NPO クラ

ブ内の各スタッフにまで落とし込み、真の課題解決までつなげたいと考えています。 

 

・講評 

「管理シートを作成するときに注意したいのは、プロジェクトの思想が反映されているかどうか、というこ

と。1 枚に収めた分かりやすさはもちろんだが、団体のニーズや考え方に合わせてカスタマイズしたテンプ

レートであることが使いやすさにつながったと思います」(竹井氏) 

 

「今回のテンプレート導入は、業務に IT を活用するという意味では、とても効果的な手段でした。業務の効

率化や職員間の情報連携のために、大きなシステムを入れるということではなく、ちょっとした工夫でパワ

ーポイントを使った業務テンプレートをつくってみる。これは重要なことです。IT を業務に活用したいい事

例になったのではないでしょうか」(牧野) 

「同じマイクロソフトの社員でメンバーを組めたことで、進行がとてもスムー

ズだっただけでなく、専門のスキルと経験を活かした化学反応的な作用で、成

果物を出すことができました」(ジョイセフ担当)  

「外部の方々との協働では、わかりやすい伝え方が必要。これは、業務におい

て一般のお客様とのコミュニケーションに活かしていけそうです」(ジョイセフ

担当) 

 

「プロボノプロジェクトに参加し、マイクロソフトで培った経験やノウハウを 

NPO の課題解決という社外の活動にも活かせたことが自信につながった、とい

う人も多かったのではないかと思います」(東京コロニー担当) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからプロボノを始めたい

方々へのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

「始めは自分が NPO に対して何ができるのかが具体的に見えずに不安でした

が、プロジェクトを進めていくうちにそれらが少しずつ見えてきて、以前とは

違う視点や広い視野を持てるようになったと思います」(東京コロニー担当) 

 

「課題に対して目に見える形で成果を定義するマイクロソフトの文化が、部門

を超えて参加した社員たちに、共通の価値観として共有されていました。チー

ム全員が同じ方向を向いて NPO の課題解決を検討できたことが成果につなが

ったと思います」(IDN 担当) 

 

「同じマイクロソフト社員でも、事業部が違うと仕事のやり方やノウハウが異

なります。他部門の仲間とチームを組む中で目にした他部門の社員の仕事ぶり

や成果物は刺激があり、お互いによい影響を与えあうことができたと思います」

(IDN 担当) 

 

「いろいろなスキルを持つ人たちとチームが組めたこと。業務改善を検討する

中で、IT に落とし込むことを想定しながら進められたことがマイクロソフトの

強みだと感じました。会社のバックアップも大きかった」(NPO クラブ担当)  

「会社の中にいると、自分たちの最終製品がどう役立っているか見えにくい。

NPO というエンドユーザーの近くにいる方々と協働できたことで、ユーザーの

顔を思い浮かべながら仕事ができるようになりました」(NPO クラブ担当) 

このほか、聴講者からの質問に対する回答もおこなわれ、例えば「マイクロソフトとしてプロボノにおける強み

は?」という質問には、NPO 側の課題を「しっかり聞く」「理解を深める」という姿勢が生み出す「課題解決能力」

があること。そして、「今回のプロボノに対するマイクロソフト社内の反応は?」という質問には、「参加社員が非

常に有意義だったというコメントが寄せられていることが大きい」と回答するなど、プロジェクト個々の成果だ

けでなく、実施企業側のメリットにも言及。あらゆる面から意義ある活動だったことが報告されました。 

「今回は KPI といった指標を持つことを普段意識していない NPO との協業

でした。そんな一般企業では常識とされることを、必ずしも重要視していない

方々とのコミュニケーションから得られたことがありました」 

「時間的制約のある中で、何かを成し遂げなければならない、このプロボノ活動。

普段の業務からのすばやい切り替えや、初対面のメンバーへの信頼が求められる

など大変でしたが、得た経験はとても貴重なものになりました」 

「ボランティア活動の多様性をすごく学ばせてもらいました。活動がマイクロソ

フトの営利になってしまわないか悩みました。しかし、今回はコンサル的な活動

であり、チームが持っていたナレッジを活かしたベストな提案がマイクロソフト

の製品だったという結論なので必ずしも営利活動になってしまったと気にする

必要はないのかなと思いました。これもボランティアの活動の一つの形だと思い

ます」 

「はじめは自分のスキルが役に立つか不安でしたが、思いがけず役立つ場面があ

りました。また、自分の仕事や成長にもよい影響を与えてもらうことができまし

た」 



総括 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の普段の活動からも、ボランティアではなく、プロボノというものへの関

心を高めているビジネス パーソンが増えていると実感しています。今後、

社会セクターとビジネス セクターが統合されていくと考えられる中で、そ

れに先駆けて社会に大きなインパクトを与えていけるのがプロボノではな

いでしょうか。今日はそれを感じさせてもらいました。(竹井氏) 

 

 

今回のプロボノのマイクロソフトとしての意義は、日常業務を超えて、いろ

いろな経験を得られたことに尽きます。社会との接点から、学びや気づきを

たくさん得ることができたと思います。社会人として、人間としての広がり

が見えてきたこと。そして、NPO 側からは、マイクロソフト社員のスキル

を活用してもらえたということで、企業と NPO の壁を乗り越え、可能性が

見出せた活動だったのではないでしょうか。このような機会をいただき、ご

協力いただいた皆様にあらためて感謝を申し上げたいと思います。(牧野) 


