
■第 ３ 期支援内容                                               

実施期間:2013 年 10 月 〜 2013 年 11 月 

 

支援対象団体 

今期は、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、医療分野への支援、被災地支援などの分野で活動する以下の 5 団体を支援しています 

 

● IDN (NPO 自立化 (相互) 支援ネットワーク)   

IDN に属しているシニア情報生活アドバイザーが ICT スキルを活かして活動する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 

● 認定特定非営利活動法人 日本アレルギー友の会   

経験と知識を活かして患者の現状や様々な情報を発信することで、「患者」と「医療」と「社会」をしっかりとつ

なぐことをミッションにした、喘息やアトピー性皮膚炎で悩む方々を支える患者の会 

● 特定非営利活動法人いわて連携復興センター   

東日本大震災の被災地域、コミュニティが、自らの意思によって、復興し、被災前のようなつながり、にぎわい、

ふれあいを取り戻すお手伝いをする団体 

● 特定非営利活動法人 JAM ネットワーク   

子どもとその親および高齢者に対して、言葉を使ったコミュニケーション スキルのアップに関する事業を行う

団体 

● SPAN (特定非営利活動法人 視覚障害者パソコンアシストネットワーク)   

視覚障害者のパソコン利用が快適・積極的に進むよう、視覚障碍者を対象としたパソコンサポートを行い、点在

する組織や情報を繋ぎ合わせることをめざす団体 

 

■プロジェクト紹介                                         

第 3 期目となる今回は、新しい試みとして「プロボノ READINESS ワークショップ」と題した短期プログラム

を実施しました。15 名の社員が 5 つのチームに分かれ、ワークショップ開催前の約 2 週間でそれぞれ担当す

る NPO についてフィールド リサーチを行ったあと、2013 年 10 月 26 日 (土)、「プロボノ READINESS ワ

ークショップ」を開催。日本マイクロソフト本社にプロボノ社員と NPO 担当者が一同に会し、チーム毎にヒア

リングや討議を行い、NPO の課題に関する考察と解決に向けた提案までを 1 日で行いました。ワークショップ

終了後に約 3 週間以内に最終提案書を NPO へ提出するという、全体で約 5 週間のプログラムでした。2014 

年 1 月 22 日 (水) には最終報告会を実施し、各チームの取り組みを発表しました。  

1. IDN (NPO 自立化 (相互) 支援ネットワーク)  

 

 

 

・プロジェクト内容 (NPO から寄せられた課題) 

マイクロソフトのプロボノプロジェクトに参加するのは今回で 

2 度目となる IDN からは、IDN が実施するシニア情報生活アド

バイザー講座の受講者数の増加の方法とリピーター確保の方法

に関する相談が寄せられました。 

 

・提案 

プロボノ チームは受講者が増えない原因として、「ニーズのある

人が情報を見つけられない」「情報を見つけても申し込みまでの

アクションにつながらない」「講座内容がニーズをとらえていな 
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3. 特定非営利活動法人いわて連携復興センター  

 

 

 

をとらえていない」など、いくつかの仮説を立て、これらの仮説

を検証するため、ユーザー分析を実施することを IDN に提案し

ました。  

長期的なプランとして、セミナー受講者からのアンケート結果

をもとに、受講者を "中心" に考え、ウェブ改善、講座内容の改

善などを行い、仕組みを整えていくことを提案しました。短期的

には、ウェブ上で講座の様子を動画配信することや、他の PC 教

室への講師派遣などのアイディアを提供しました。  

第一歩として、IDN は Office 365 を導入し、プロボノ社員たち

がこれをサポートしました。これから実際に Office 365 のアン

ケート機能と、 第 1 期のプロボノプロジェクトで導入した 

Dynamics CRM のユーザー データベースを合わせて、受講者

へのアンケートを実施し、活動の改善を検討していくとのこと

です。 

 

・IDN (NPO 自立化支援ネットワーク)様からのメッセージ 

今回のご提案戴いた内容の中より、IDN 独自で出来、効果を期

待できることとして、導入した Office365 でシニア情報生活ア

ドバイザー三百数十名のコミュニティを作り、 SharePoint 

Online を活用した、アドバイザーの実態を知るためのアンケー

ト調査を実施しました。IDN として調査結果を生かすのと同時

に、2014 年 3 月 12 日に開催された『シニアネットフォーラ

ム 21 in 東京 2014』 のワーク ショツプで報告しました。 

 

 

SMS&P 甲斐 義章  

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 松井 朗  

IDN (NPO 自立化支援ネットワーク)  

杉田 靖氏  

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  

SMS&P 宮崎 翔太  

(左から) 

 

 

・NPO から寄せられた課題 

いわて連携復興センターは 2011 年の設立以降、目の前にある

たくさんの問題への対応で手いっぱいで、NPO 内での情報共

有や活動の整理になかなか手が回らない状況。今後の中長期的

な団体の展望を持つには、財源や会員の確保などたくさんの課

題があるが、まずどこから始めればよいかを客観的視点からア

ドバイスしてほしい。 

 

・提案 

切実なお話をうけて、プロボノチームでは、まず NPO 内での

コミュニケーションをもっと行う必要があるのではないかと考

えました。 財源確保の方向性について検討し、個人の活動の見

える化、 

を活性化させるポイントと考えました。そのためには、支援や

連携、コミュニケーションを充実させていくことが必要です。 

日本マイクロソフト株式会社  

EPG 小笠原 清人 

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 塩崎 由

希子 

http://www.ifc.jp/


  

える化、それに対する意見交換 (評価) の場をもうけ、内外で

共有する情報整理を行ったうえで、いわて連携復興センターが

提供するサービスのメニュー化を実現することを提案しまし

た。そうすることで、NPO のバリューが明確になり、サービス

を提供するために必要なプロセス、ツール、リソースが見えて

くるとお伝えし、こういった課題を解決する上でデータベース 

(CRM) の有効性もご説明しました。  

提案を受け、いわて連携復興センターでは目の前の活動だけで

はなく、組織と活動を長期的に持続させるための議論をしてい

かなければならないことを再認識し、団体内のコミュニケーシ

ョンのために時間を確保することの必要性を実感いただきまし

た。今後はデータベースの導入も検討していかれるとのことで

す。 

 

 

・特定非営利活動法人いわて連携復興センターさまからいただ

いたメッセージ 

今回のプロボノ ワークショップを通じて、自団体だけでは解決

策が見えにくい部分を客観的に捉え、課題となっていることの

本質により近づくことができたと感じております。本当にあり

がとうございました。 

 

 

特定非営利活動法人いわて連携復興セン

ター  

中野 圭氏  

日本マイクロソフト株式会社  

コンシューマー & パートナー グループ  

深谷 一幸  

(左から) 

 

 

4. 特定非営利活動法人 JAM ネットワーク  

 

・NPO から寄せられた課題 

JAM ネットワークは、子どものコミュニケーション能力育成

を目的に実施している「ことばキャンプ」を中心に活動してい

ますが、団体の長期的な成長を考える上で、イベント開催のバ

ランス、スタッフ増員、収益源の確保といった課題について相

談したい。 

 

・提案 

プロボノチームはワークショップ開催前に JAM ネットワー

クのオフィスで、事前ヒヤリングを行いました。ワークショッ

プでディスカッションを行った結果、「安定した収入を得られ

るかどうか」という観点から活動を整理することが、スタッフ

数、イベントの開催といった他の課題解決の糸口になると考

え、「ことばキャンプ」を中心とした今の活動がどのように収

益に 

特定非営利活動法人 JAM ネットワーク  

代表 高取 しづか氏 

日本マイクロソフト株式会社  

EPG 鈴木 慎也  

日本マイクロソフト株式会社 
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エンタープライズ サービス部門 村山 雅美  

日本マイクロソフト株式会社  

パブリック セクター統括本部 下村 武史  

(左から)  

 

 

益に貢献し、意味を持つかを把握することから始めました。まず、

現在行っているプログラムを「ターゲット (今回は親と子供)」

を横軸、「有償か無償か」を縦軸に図式化した上で、まだことば

キャンプの対象になっていない潜在顧客を加えて、有償フィール

ドにある新規ターゲット層へのプログラム開発、無償フィールド

のイベントを有償フィールドへ引き上げる工夫について話し合

いました。  

JAM ネットワークからは「ターゲットを絞ること。今後の活動

の指標となる大事な視点でした。ターゲットを絞った上で、どの

ように具体化していくか、訴求方法等を検討していきます」と感

想をいただきました。 

 

・特定非営利活動法人 JAM ネットワークさまからいただいた

メッセージ 

チームの方たちから、私たちの活動を理解した上で支援をしたい

という気持ちが伝わってきてエネルギーをいただきました。プロ

ボノを受けたことで、より使命感を強く感じました。 

 

5. 特定非営利活動法人 視覚障害者パソコンアシストネットワーク (SPAN)  

 

・NPO から寄せられた課題 

SPAN の活動目的の中で大きな位置を占める「就業」について、

視覚障碍者が業務アプリケーション (Microsoft Office など) 

を使って通常の業務を遂行が可能なことを、もっと広く知らせ

ていきたい。また団体内外の連携が十分でないといった、団体

の運営基盤強化についても相談したい。 

 

・提案 

プロボノチームは READINESS ワークショップ当日のヒヤリ

ングの中で、SPAN では視覚障碍者に対し、一般的な PC 操作

だけでなく、業務アプリケーション操作習得のためのトレーニ

ングを提供するなどの職場復帰を支援するノウハウを持って

いるにも関わらず、世間的な認知を上げることができずに、中

途視覚障碍者の職場復帰がなかなか実現できていない現状を

把握。お会いすれば SPAN という団体の強みと、活動にかけ

る熱い思いを十分に感じることができた一方で、団体のホーム

ページからだけでは、その情熱や情報がうまく伝わってこなか

ったため、まずは広く多くの方に活動を伝えられるホームペー

ジ作りを提案しました。他にも、運営基盤の強化について 

日本マイクロソフト株式会社  

コンシューマー & パートナー グループ  

西出 尚浩  

日本マイクロソフト株式会社  

EPG 三部 佳彦 

特定非営利活動法人  

視覚障害者パソコンアシストネットワーク  

北神 あきら氏 

特定非営利活動法人  

視覚障害者パソコンアシストネットワーク 

長友 康一郎氏 

http://span.jp/
http://span.jp/


  

■最終報告会（総評）                                        

 

日本マイクロソフト株式会社  

CSS 大坊 晋  

(左から) 

 

 

「効率的なネットワークの拡大」を提案しました。関係者同士

のコミュニケーションを促進することで、属人的な対応を減ら

し、中長期的には PC 教育におけるノウハウを関連団体に提

供することで、活動そのものの拡大が図れるのではないかと考

えています。これにあわせた IT ツールの活用イメージもお伝

えしました。  

SPAN ではその後すでに、サービスグラントさんの ウェブサ

イト・サービスグラントへの申し込みを検討しており、財務面

やスタッフの確保など、まだまだ課題はあるものの、活動内容

の改善点が明確になったことで満足しているという感想をい

ただくことができました。 

 

・特定非営利活動法人 視覚障害者パソコンアシストネットワ

ークさまからいただいたメッセージ 

私たちにとって大変有益なプロジェクトで、これが最終的に 

Web サイトのリニューアルを決断するきっかけとなりまし

た。また、プロジェクト終了後も、マイクロソフトのプロボノ

の皆さんが SPAN のセミナーに参加するなど連携を深められ

たことも意義深いと思っています。 

 

日本マイクロソフト株式会社  

執行役 人事本部長 佐藤 千佳 

 

 

本活動も、回を重ねるごとに経験者も増え、社内においても定着した活動に

なってきました。  

人事的にも社員のリーダーシップといった人材育成にもつながっていると思

います。今回、皆さんの報告を聞き、全体を通じて感じたのは、どのプロジ

ェクトにおいても、プロボノワーカーが外部からの視点で NPO 団体に関わ

ってみることで、内部の方々とは違う提案や解決策が生まれるということで

した。マイクロソフトではダイバーシティを推進していますが、このように、

違う視点や違う考え方を持ち寄り協働することで、より良い結果が生まれる

ことを、このプロジェクトで実証できたような気がしました。これからも皆

さんと一緒に発展、継続していきたいと考えています。 

 

日本マイクロソフトでは、従来からソフトウェア寄贈をはじめ NPO 支援に

力をいれておりますが、マイクロソフトでは、従来からソフトウェア寄贈を

はじめ NPO 支援に力をいれておりますが、このプロボノプロジェクトも今

回で 3 回目となりました。ワークショップをメインとした短期プログラム

でしたが、ご参加いただいた NPO の皆様には全体的にご満足いただけたよ

うで安心しました。IT を活用した改善提案が多くありましたが、適切に活用

いただくことで、継続的に IT のメリットを享受していただけることと思い

ます。 

またプロボノワーカーとして参加した弊社の社員にとっても、NPO 団体の

皆さんとの活動を通して、普段の仕事ではできない役割を担うことによって、

社会的座力も養われたのではないかと思います。 

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 



 

 

 

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 

 

 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 

マイクロソフトとはこれまで 2 期、プロジェクトをご一緒していますが、

今期の企画を考えるにあたって、NPO の方々にプロボノに対するニーズ

を伺ったところ、今回のような短期プログラムに興味があるという声をい

ただきました。その理由は、プロボノワーカーとのお見合いのような場を

経験したいということでした。今回の READINESS ワークショップをご

縁にこれから継続支援が始まればなお良いことだと思います。プロボノワ

ーカーにとっても、自分のスキルが NPO にどう役立つのだろうという疑

問を持っている方が多いと思いますが、今回の経験の中で、なるほど、こ

ういうことなら力になれそうだ、といった気づきになったとすれば、今回

のプログラムの成功は言えると思います。 

 

どのチームも短い時間でよくまとめられていました。日頃の業務で鍛え上

げられているマイクロソフトの社員の皆さんだからこそだと感心していま

す。  

今回、初めて READINESS ワークショップという短期間のプログラムに

挑戦しました。今回ご参加者いただいた皆様には御礼もうしあげます。大

変だったこともあるかと思いますが、皆さんのご意見を反映して、より良

いプログラムに成長させていくことができると思います。これからもよろ

しくお願いします。 


