
■第 2 期支援内容                                               

実施期間:2012 年 10 月 〜 2013 年 3 月 

 

支援対象団体 

第 2 期は、障碍者支援、若者支援、医療福祉の分野で活動する以下の 3 団体を支援しています。 

 

● 特定非営利活動法人 ウィーキャン世田谷   

障害者のための IT 講座を開き、IT スキルを習得することで就労の機会を提供している団体 

 

● 特定非営利活動法人 キズキ   

引きこもりや不登校、中退などを経験した若者に対して、もう一度勉強をする機会として「キズキ共育塾」を運

営する団体 

 

● 特定非営利活動法人 Fine   

「不妊」に関する課題に対して、不妊治療患者のためのサポートや啓発活動などを行なっている団体 

 

 

■プロジェクトメンバーご紹介                                         

特定非営利活動法人 ウィーキャン世田谷  担当チーム 

 

 

  

 

 

 

チームメンバー：  

・マイクロソフトディベロップメント/  

 Windows サービス開発統括部  

 板倉 謙 (リーダー、写真上: 右)  

・マイクロソフトディベロップメント/  

 Office 開発統括部  

 倉竹 悠 (写真上: 左) 

・マイクロソフトディベロップメント/  

 Office 開発統括部  

 三輪 宜子 (写真下: 中)  

・マイクロソフトディベロップメント/  

 Office 開発統括部  

 向野 幸生 (写真下: 右) 

・パートナー戦略統括本部  

 プログラム マーケティング本部  

 高石 雅人 (写真下: 左) 

障碍者を対象に IT 講座を

開き、IT スキルを習得す

ることで在宅就労の機会を

提供している団体です。

「各講座の出欠管理を効率

化したい」と、ご要望がは

っきりしているため、その

方向で進めています。一方

でデータベースを作るに

は、業務フローの可視化が

必要なので、フローの整理

にも着手しています。 

http://www.w-setagaya.org/
https://kizuki.or.jp/
http://j-fine.jp/
http://www.w-setagaya.org/
http://www.servicegrant.or.jp/project/ms-kidsdoor/
http://www.servicegrant.or.jp/project/ms-kidsdoor/
http://www.servicegrant.or.jp/project/ms-kidsdoor/
http://www.servicegrant.or.jp/project/ms-kidsdoor/


特定非営利活動法人 キズキ  担当チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 Fine  担当チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームメンバー：  

・マーケティング & オペレーションズ部門  

 ビジネス プランニング グループ  

 青木 卓 (リーダー、写真左) 

・マーケティング & オペレーションズ部門  

 ビジネス プランニング グループ  

 市川 和子 (写真左から 3 番目) 

・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  

 松山 秀勝 (写真右)  

・エンタープライズ サービス部門  

 コンサルティング サービス統括本部  

 廣瀬 信行 

・特定非営利活動法人キズキ  

 理事長 安田 祐輔氏 (写真左から 2 番目) 

 

 

 

 

引きこもりや不登校、中退などを経験した若者を対象にし

た学習塾を運営している団体です。ヒヤリングで伺った課

題の中から、「運営管理者の年次引継ぎをスムーズにす

る」「業務全体の整理」など優先度の高いものを決め、書

類整理、フローの簡略化に取り組んでいます。 

チームメンバー：  

・エンタープライズ サービス部門  

 事業戦略推進室  

 沖原 健 (リーダー、写真左下)  

・インダストリーパートナー営業統括本部  

 第二ソリューション本部  

 柴崎 鉄郎 (写真右上) 

・インダストリーパートナー営業統括本部  

 公共ソリューション本部  

 松本 一善 (写真中上)  

・グローバル ビジネス サポート  

 アジア タイムゾーン  

 髙橋 郁代 (写真右下) 

・マイクロソフト リサーチ アジア  

 ユニバーシティ リレーションズ  

 公野 昇 (写真左上)  

・WWLP ライセンス室 ビジネス デスク  

 上原 哲哉 

 

 

 

 

 

不妊治療患者のためのサポートや啓発活動などを行なってい

る団体です。多数のスタッフ間での情報共有や整理が課題で

す。今回は、広報業務にフォーカスして、業務フローやデー

タの整理と簡略化に取り組んでいます。将来的に、他の業務

にも横展開が可能な成果を出したいと考えています。 

https://kizuki.or.jp/
http://www.servicegrant.or.jp/project/ms-kidsdoor/
http://www.servicegrant.or.jp/project/ms-kidsdoor/
http://j-fine.jp/


■最終報告会                                             

プロボノプロジェクト報告会 & トーク ライブ 

開催日:2013 年 6 月 15 日（土）13:30 〜 16:30  

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 10 月から 2013 年 3 月の期間実施された、日本マイクロソフトの社員参加型 NPO サポート プログ

ラムの第 2 期が無事終了し、このたび、その成果報告会を開催しましたのでレポートします。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

ナー形式で実施し、プロジェクト チームごとの、NPO 側とマイクロソフト側のメンバーによる事例紹介のほか、

本プロジェクトのアドバイザーを務めた特定非営利法人サービスグラント 小泉 英治朗氏によるワンポイント

レッスン、ゲストコメンテーターとしてお招きした株式会社ソーシャル プランニング 竹井 善昭氏をまじえた

トーク ライブも行いました。 

 

プログラム内容 

■開会の挨拶 

 

 

  

本日ご来場くださいました多くの皆さま、ありがとうございます。このプロジェクトも 

2 年目を成功裏に終了することができました。これもひとえにご協力をいただきまし

た各 NPO 法人の皆さまとサービスグラント様の強力なサポートがあってこそのもの

です。あらためて御礼を申し上げます。  

プロボノプロジェクトでは、普段の業務では関わることができない社員同士の、部署間

の垣根を越えたコラボレーションがさかんに行われています。その中でいかに協働し

ながらプロジェクトをリードして物事を進めていくか、マネジメントやコミュニケー

ションといった、仕事の中でも大変重要なスキルが培われます。それだけではなく、こ

ういったプロジェクトを通じて地域や社会に貢献することで、より高い志をもった人

材がマイクロソフトに関心を寄せ、集まってくださるとも考えています。 

また、企業市民活動推進部と人事部がしっかりタッグを組み、会社主導でプロジェクト

を推進することで、参加する社員が職場の周囲からの理解を得られやすくなり、プロジ

ェクトに参加しやすい環境づくりにもつながっていると思います。 

プロボノ活動を通して、会社のカルチャーも大きく変わっていきます。今後の日本にお

けるマイクロソフトのカルチャーを活性化し続けるような大きなエンジンのひとつと

して、3 年目以降も、この活動を継続していきたいと考えています。 

日本マイクロソフト株式会社  

人事本部長 佐藤 千佳 

 

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 

本日は多数の方々にお越しいただき、ありがとうございます。サービスグラントでは、

普段企業に勤めている方やフリーランスの方など、いろいろなビジネス スキルを持

っている方々と、そういったスキルによるサポートを必要としている NPO とのマ

ッチングをしています。年々、プロボノに対するニーズが高まり、参加したいと考え

ているビジネス パーソンも増えている中、日本マイクロソフトとは、昨年来、「業務

フロー設計サービスグラント」という新たなプロジェクトの開発からご一緒させてい

ただいています。 

多くの企業がプロボノを社会貢献として位置づけ、他部署の関心を集めるまでに至っ

ていない中、人事部がプロボノに注目し、企業市民活動推進部と協働している点が、

マイクロソフトのプロジェクトの大きな特徴といえます。参加者が部署という垣根を

超えて取り組んでいるというお話がありましたが、企業の中でプロジェクトを提供す

る側の部署間の連携という形も生まれてきているのだと感じています。 

http://servicegrant.or.jp/


NPO のための業務フロー設計 ワンポイントレッスン 

 
今回の 3 つのチームのプロジェクトについて、進捗に応じたレクチャーやレビューをさせ

ていただきました。その中で見受けられたポイントを 6 つ、ご紹介したいと思います。  

1) 業務フローを描くといっても、そもそもどこから手をつけていいのかがまず悩みのタネ

になりがちです。業務フローというのは業務における 5W1H ですので、業務フローを描き

始める前に、まずは 5W1H を意識して文章に書きだしてみるのが良いと思います。 

2) いざ描き始めてみると、横に長い巻物や大きなポスターのように情報が膨大になってし

まうことがあります。対象となる業務が誰に対するサービスなのかという、目的やビジネス

スコープを明確にして階層化するなど一つの業務フローは簡潔にしましょう。 

3) 記述する際には、記号を少なくした方がよいです。通常は複数のプロボノワーカーがフ

ロー作成に携わることが多く、人によって記号の解釈がずれる可能性がありますが、使う記

号を少なくすることで、そういった解釈のずれも少なくすることができます。 

4) フローの中に、業務に関連する人をどこまで登場させるか、ということも悩みのひとつ

になりがちです。その場合、サービスを提供する側とされる側に分け、担当する人の名前で

記述するのではなく、何をする人なのかという役割でまとめるようにしましょう。 

5) 処理の記述は、”目的のための手段” でまとめることが大事です。例えば「受注」という

業務フローで、「注文書を発行」、「注文書を FAX」という処理が同じレベルで記述されてい

たとします。この場合、「注文書を発行」は「受注」という目的のための手段になりますが、

「注文書を FAX」は「注文書を発行」ための手段であって「受注」という目的の手段ではあ

りません。このように”手段の手段” まで記述してしまうと、業務フローが肥大化してしま

い、問題点がわからなくなってしまいます。 

6) フローの分岐記述は、なるべく避けた方が良いでしょう。その後の処理において役割が

変わってしまう、処理内容が変わっているような場合を除いて、例外処理となる判断記述は

別文書にまとめると良いでしょう。 

 

以上のポイントを踏まえた結果、各チームとも最終的には NPO の方々が抱えている課題

をしっかりとらえ、それぞれ非常に良い業務フローが完成したと思います。みなさんもご自

身で業務フローを振り返る際の参考にしていただければ幸いです。 

 

特定非営利活動法人サービス

グラント プログラム担当主幹  

小泉 英治朗氏 

【プロジェクト＃1】 特定非営利活動法人キズキ  

 

特定非営利活動法人キズキ  

理事長 安田 祐輔氏、  

日本マイクロソフト株式会社 

青木 卓、 

松山 秀勝（左から） 

・特定非営利活動法人キズキ ご紹介 

キズキは、引きこもりや不登校、中退などを経験した若者に対して、もう一度勉強をする

機会を提供する学習塾「キズキ共育塾」を運営しています。過去に不登校などの経験を持

っている大学生が講師となり、授業だけではなくマンツーマンで取り組んでいくことで、

勉強に向き合う姿勢を培うことも含めた支援活動を行っています。 

・テーマ：業務が複雑化して本業が疎かに 

キズキでは、10 代から 20 代前半までの 40 名ほどの学生を、学習面と精神面をセットに

してマンツーマンでサポートしています。その中で、どのように講師を管理していくかと

いった業務が徐々に複雑化し、そういった内部オペレーションに時間を割くことによって

本業がおろそかになってしまうという状況でした。フローが整備されていないためにミス

が多発したり、大学生が講師をつとめているため卒業時期の 3 月に入れ替わりが起きるの

ですが、引継ぎがうまくいかないことなどが課題でした。 

http://kizuki.or.jp/
http://kizuki.or.jp/


  ・提案内容: 全体整理と引き継ぎ管理による効率化 

プロジェクト開始時のヒアリングで色々と困っている事や改善したい事を

伺いました。生徒が増えた分だけ業務も増える、という業務効率化も大きな

課題としてあるのですが、まずは対象となる業務そのものの整理が必要だろ

うと、今回は業務全体の整理と年次で発生する引継ぎのマニュアル化にフォ

ーカスしたソリューションを提案しました。最終的には成果物として、既存

の業務書類の一覧表と業務記述書、業務フロー図を作成しました。すでに使

われていた Dropbox 内のファイル整理や業務書類の統廃合、業務フローの

改善をご提案しました。 

 

・導入後の感想: 効率化によって自分の時間が短縮（安田氏） 

以前は、業務上のミスがないかどうかなど、多くのことに目を配っていないといけなかったのですが、今回の

プロジェクトを経てそれらが解消されたのはとても大きい成果です。また、業務フローだけではなく、書類整

理が改善されたことも大きいです。以前は新しいケースが発生するたびに書類が増えていたのですが、それ

がなくなり効率化され、自分自身の時間の短縮につながったことも、大変助かりました。 

 

・講評 

「典型的なプロボノの効果を見せていただいたと思います。本来、NPO/NGO は規模を広げていかないとい

けないのですが、そのためには組織の業務整理が必要で、企業の持つスキルが効果的。他の NPO にもこの

好事例を共有していただきたいです」（竹井氏） 

「業務が複雑化すると、支援活動がおろそかになってしまう、というケースが散見されます。実際、本業であ

る支援活動よりも、マネジメントのほうが難しいものです。今回の例では業務フローの見直しによって、効率

化が進んだという結果も出たようですばらしいですね」（牧野） 

「このチームは、膨大な資料をひとつひとつ紐解いて処理するなどの、地味ながらも大変な作業が多かった

にもかかわらず、スケジュール管理が抜群でした。途中経過においても、こちらの期待を裏切らない状況報告

で、安心して見させていただくことができました」（小泉氏） 

 

【プロジェクト＃2】 特定非営利活動法人 Fine    

日本マイクロソフト株式会社  

エンタープライズ サービス部門  

事業戦略推進室 沖原 健、 

特定非営利活動法人 Fine  

鈴木 美佐子氏、中村 文氏、高井 紀

子氏  

(左から) 

・特定非営利活動法人 Fine ご紹介 

Fine は、6 組に 1 組のカップルが悩んでいるとされる不妊に関して、不妊治療患者

のための情報提供やカウンセリングによるサポートや啓発活動、公的機関への働きか

けなどを行っています。イベント活動やセミナー、ワークショップなども全国的に実

施しています。 

 

・テーマ: 効率化による組織力向上を目指して 

Fine では、20 数名のスタッフが 49 のセクションにわかれて活動しているため、ひ

とりが複数の業務を兼任しています。その結果、組織が複雑化し、日々の業務がとて

も非効率的でした。業務整理やフローの作成によって効率化をはかり、組織力を向上

させ、メンバーが楽しく活動できる環境を整えることが課題でした。 

 

・提案内容: 組織の特性を活かして効率化をはかる 

ヒアリングを重ねる中で、業務内容を書き出してみたのですが、企業人からすると非

効率に思えても Fine の特性として活かすべき部分もありました。そこで、Fine なら 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではの文化を残して業務を効率化する方法を模索。最終的には、

OneDrive を使って情報やドキュメントを管理する仕組み提案し、

その仕組みがある前提で業務フローを作成することになりました。

また、それぞれの業務における責任の所在を可視化し、活動履歴を作

成しやすくするため、管理台帳の導入も提案しました。 

 

 ・導入後の感想: ツール導入やフロー作成による効率化以外にも学べた点が（Fine） 

不妊治療に対する世の中の関心が高まる中、広報活動が増えてきていたので、必要な情報や書類が探しやす

くなりましたし、OneDrive による情報共有によって業務は効率的になりました。フロー作成によって業務が

可視化できたこともよかったです。また、資料整理の方法を学べたことも非常に大きく、今後も活用していき

たいと考えています。 

 

・講評 

「外から見て非効率的に見えても、そのやり方がその団体にとっては生産性が高いこともあります。NPO の

持つ文化を大事にして効率的に業務を改善されたというのは素晴らしいと思います」（竹井氏）  

「文化のような目に見えないものこそ、組織の強さの源泉ではないかと思います。Fine さんはそこがとても

強い組織なんじゃないかと思って聞いていました。だからプロボノ ワーカーのほうでもその点に気づいたの

ではないでしょうか。そこに手をつけずに、うまく切り分けて進めたことが成功に結びついたのではないか

と思います」（牧野）  

「Fine さんの慣習にしたがって互いにハンドル ネームで呼び合ってプロジェクトを進めるなど、チーム内

のコミュニケーションが抜群でした。プロジェクトの最後にプロボノワーカー同士がプロジェクトを通して

見えたお互いのよいところを伝え合っていたのが印象的でした。そういう関係を築けたプロジェクトの成果

は大きかったと思います」（小泉氏） 

【プロジェクト＃3】特定非営利活動法人 ウィーキャン世田谷  

 

特定非営利活動法人ウィーキ

ャン世田谷  

鈴木 千惠子氏、 

マイクロソフトディベロップ

メント株式会社  

Windows サービス開発統括部 

板倉 謙  

(左から) 

・特定非営利活動法人ウィーキャン世田谷 ご紹介 

ウィーキャン世田谷は、障碍者を対象に IT 講座を開き、趣味としてだけでは

なく、IT スキルを習得し、在宅就労を実現することによる社会参加の機会を提

供しています。企業に向けた在宅就労受け入れに関する情報提供や、就労継続

のためのサポートなども行っています。 

 

・テーマ: 4 つの事業と 2 つの事務所を管理する上での課題 

ウィーキャン世田谷では、近年、ボランティアとして行ってきた業務と事業体

としての業務が合わさったことで、業務の合理化やそれぞれの位置づけを見直

す時期を迎えていました。具体的には、受講生や講習スタイルが異なる 4 つの

事業（就労移行支援事業所 Do-will、パソコン教室運営委託事業、在宅就労支援 

IT 講習会事業、ウィーキャン PC プラザ事業）を同時に管理するにはどうすれ

ば良いのか、また、同じ団体に属する 2 か所の事務所それぞれの管理や事務所

間での情報共有をどうすれば良いのか、増えてきた利用者の情報をリアルタイ

ムに更新し管理するにはどうすれば良いのか、といったことが課題でした。 



 

 

トークライブ 

「企業の社会貢献はプロボノでなければならない！その理由とは？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・提案内容: 課題解決に適した人材をチームに迎える 

課題を明確にしていくヒアリングの過程で、抱えている課題は、業務フロー

作成によって解決できると思われるものとツールによって解決できると思

われるものと、2 つに大別できると思いました。そこで、チームメンバーを

募る際に、導入ツールである Office 365 に詳しい人材と、業務フロー作成

にあたってヒアリングに長けた人材を集めようと考えました。メンバーが

そろい、最終的には、Office 365 導入による情報の一元管理化と日々の業

務の効率化、業務フロー見直しによるプロセス整理を提案しました。 

・導入後の感想: リアルタイムで見ることができたプロジェクト（鈴木氏） 

プロジェクトに並行して Office 365 を実働させていただいていたので、チームの動きをリアルタイムで見る

ことができました。これまではいろいろなところに点在していた情報が一元化され、どこからでもデータの

更新が確認できるようになるので、データ管理が効率的になることを期待しています。今後も、データの重要

性についての共通認識を深め、相互利用や連携利用を促進していきたいと思います。 

 

・講評 

「いろいろなツールがある中で、今回のウィーキャン世田谷さんの課題解決には Office 365 が使えるので

は、という点を見抜けるというのは、リーダーの慧眼です。プロジェクトの開始時にまずツールの導入を決

め、そのツールに精通している人材を招集した、という考え方はとても素晴らしい。プロボノの本来あるべき

姿を感じました」（竹井氏） 

「企業に限らず、いろいろな場面で基本となる 5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を意識することで、環境

が美化すると同時に問題点が顕在化します。業務フローの見直しも同じで、見直すことで問題点がわかり、品

質の向上や問題の未然防止にもつながります。そういったことを基本として行っていくことがとても重要だ

と、あらためて感じました」（牧野） 

「他の 2 チームとは異なり、具体的なソリューション導入にまで踏み込んだプロジェクトになったことで、

スケジュール管理が難しくなったチームでしたが、最終的には非常にクオリティの高いものを短期間のうち

に作り上げたというのは、大変素晴らしいと思います」（小泉氏） 

 

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 

エンゲージメントという言葉がいろいろな場面で使われるようになってきましたが、その

中でも、価値のエンゲージメント、すなわち Value Engagement（バリュー・エンゲージ

メント）が非常に重要だと思います。社会の価値観と企業の価値観をエンゲージメントす

るのが CSR や CSV であり、社会の価値観と個人あるいは社員の価値観をエンゲージメ

ントするのがプロボノだと考えています。 

さらに仕事とは、社会の役に立つ存在になれるステージであり、社会と企業と個人という

三者の価値観をエンゲージメントしていくことが望ましい。それが Value Engagement 

という考え方であり、CSR とプロボノの最前線なのではないかと考えています。 

企業文化と NPO 文化は違うと言いますが、これからますますグローバル化が進む中で、

プロボノを通じて、自分と対極の文化を持っているような人とチームを組んで、そこから

何かアウトプットを出すみたいなことの訓練の場として、企業人にとってもプロボノは最

適だと思います。 

http://socialplanning.net/
http://socialplanning.net/
http://socialplanning.net/
http://socialplanning.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ここ数年でプロボノが社会的に広がってきましたが、社会的な課題はまだ多く残されてい

ます。プロボノは、新しい市民参加、社会参加の可能性がある取り組みですが、プロボノ

という言葉で表現しなくても、新しい市民の社会参加の仕組みとして定着していくと良い

と思います。  

サービスグラントでは、プロボノワーカーのみなさんに「NPO を応援しましょう」とは

言いません。「NPO の先にいる実際にサポートが必要な人たちに対して、その NPO がき

ちんと機能するためには、NPO 自身がしっかりしなくてはいけない、それを応援するの

がプロボノ」と伝えています。 

プロボノワーカーと NPO が一緒にプロジェクトに臨む際、NPO の方たちも、プロボノ

ワーカーに手伝ってもらうというより、プロボノを機会に一緒に NPO 自身が変わってい

こうとすることが、いろいろなエンゲージメントにつながると思います。 

 

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 

私たち日本マイクロソフトは、主に、復興、経済、教育、国際競争力、そして人々の暮ら

しといった領域の社会的課題解決に対し、IT の力で貢献していきたいと考えています。実

行するには、企業、NPO、政府、個人というマルチ ステークホルダーとの連携が重要にな

ってきます。連携によって共創が始まり、それがやがて社会的に大きなインパクトになっ

ていく。マイクロソフト一社だけでは変化は起こせません。皆さんだけでもなく、みんな

が一緒になって、よりよい明日をつくっていきたいと思っています。 

その中で、NPO の基盤強化は非常に重要なアジェンダです。NPO が活性化すればするほ

ど、世の中に対していろいろな影響やインパクトが出てきますので、それを後押しするプ

ロボノは効果的な活動だと考えています。今後もプロボノを継続していくとともに、共創

と創発を目指して、NPO や他企業のみなさんとさまざまな形で連携していきたいと思っ

ています。 

   


