
平成24年度熊本県新しい公共支援事業｢ＮＰＯ等のマネージメント能力向上支援事業｣ 
 

NPO等 
経営組織力ＵＰ！ 
本気の 
サポートプログラム 
新しい組織は確信の一歩を力強く踏み出す 
これまで活動を展開してきた組織は第２ステージヘかけあがる  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対  象：熊本県内のＮＰＯ等* 

主  催：熊本県 
 

実施主体：公益社団法人日本サードセクター経営者協会（JACEVO） 

連        携：NPO法人くらしコンシェルジュ・NPO法人環境ネットワークくまもと・ 

                    一般社団法人ハートリレープロジェクト 

広報協力：九州環境パートナーシップオフィス 

 

＊NPO等とは､特定非営利活動法人､一般社団法人､一般財団法人､ 

公益法人､社会福祉法人､学校法人、地縁組織等(自治会・青年会・消防団など)の民間非営利団体などの
非営利組織  
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日時 会場 

天草 11月11・12日 1日目 
9:30～18:00 
18:00～20:00（補講） 

 
2日目  
9:30～15:00 
16:00～ 
（カウンセリング（希望者）） 

天草宝島国際交流会館 
ポルト 0969-24-1155 

八代 11月13・14日 八代総合体育館 
0965-35-0150 

玉名 11月25・26日 玉名市文化センター 
0968-75-1312 

大津 11月27・28日 大津町まちづくり交流 
センター  096-292-1012 

熊本 11月29・30日 熊本市男女共同参画 
センターはあもにい 
096-345-2550 

参加費 無料 地区 締切 

天草地区・八代地区 
平成24年11月2日（金） 
17：00（書類必着） 

玉名地区・大津地区・ 
熊本地区 

平成24年11月16日（金） 
17：00（書類必着） 

申込締切日 
個別コンサルティング希望の方は、早めにお申し込み下さい 



NPOの経営力UP講座 
 

～基礎から学ぶ!ＮＰＯの経営～ 
 

｜ 

｜ 

 

｜ 

 

｜ 

 

体系的、実践的なプログラムで、これまでに圧倒的に不足していた「非営利組織のコンサルタント」
を育成します。非営利組織の経営を理解し、適切なアドバイスのできる「支援者」の存在が、今後
の熊本県の非営利組織のミッション達成のキーマンです。 ＊県内５地域にて実施。 

時間帯 講 座 熊本市 八代市 玉名市 大津市 天草市 

1
日
目 

9:30～ 
12:00 

第1講座      NPO等の拡がりと期待 

11／29 
（木） 

11／13 
（火） 

11／25 
（日） 

11／27 
（火） 

11／11 
（日） 

12:00～
13:00 

ランチミーティング 

13:00～ 
16:00 

第2講座   フルコスト・リカバリー 
               の活用 

16:00～ 
17:00 

演習 

18:00～ 
20:00 

補講 

2
日
目 

9:30～ 
12:00 

第3講座   NPO等の経営Ⅰ 

11／30 
（金） 

11／14 
（水） 

11／26 
（月） 

11／28 
（水） 

11／12 
（月） 

12:00～ 
13:00 

ランチミーティング 

13:00～ 
15:00 

第4講座    NPO等の経営Ⅱ 
第5講座      NPO等の経営診断・ 
    コンサルティングの流れと心得 

15:00～ 
16:00 

第1回 個別コンサルティング 

3
日
目 

終日 第2回 個別コンサルティング 
平成24年12月10日（月）～13日（木） 

各地区２団体ずつコンサルティングを行います。 

4
日
目 

終日 

第6講座  
全地区合同特別講座 
            成果報告会 
第3回 個別コンサル・ケース会議 

平成25年2月上旬～中旬 

◆各会場とも以下のようなセミナーイメージになります。 

1日目 

終
日 

座学 
ワーク 

2日目 

午前 座学・ワーク 

午後 第1回個別コンサル
ティング 
 
＊コンサルOJT研修 

3日目 

終日 第2回個別コンサル
ティング 
 
＊コンサルOJT研修 

4日目 

午前 第3回個別コンサル
ティング 
 
＊コンサルOJT研修 

 

午後 効果確認発表 
交流会 ＊個別コンサルティング対象の団体以外で希望者は、OJT研修の一環

としてコンサルティングに同席可能です。 



個別コンサルティング 

 

～専門性を持ったコンサルタントが支援します～ 

コンサルタントに加え､各分野からの専門家からアドバイスをもらい､短期、
中期、長期戦略を作成していきます。 

 対象：計１０団体（県内５地域ごとに各２団体） 

 

１．初期ヒヤリング 
２．ミッション･ビジョンの明確な設定 

３．事業とビジョンの連関図作成と分析 

 

４．フルコストの考え方の整理と把握 
５．成長ポンプ図作成と分析 

６．革新のための戦略 

 

講師・コンサルタント プロフィール 
 

塚本 恵 
日本ＩＢＭ株式会社政策渉外部長 

上智大学法学部国際関係法学科､早
稲田大学大学院公共経営研究科卒
業。中堅中小企業のシステムエン
ジニアとして､日本ＩＢＭに入社｡
経済同友会への2年間の出向を経て､
1999年から政策渉外に所属｡ワシン
トンに本部を置くIBMグローバルの

政策渉外チームの一員としても活
躍し、日本ＩＢＭと
IBMCorporation双方の役割を担う。 
 

後 房雄 
名古屋大学大学院法学研究科教授 

1954年富山県生まれ｡専門は､政治学､

行政学､ＮＰＯ論など｡特定非営利活
動法人市民フォーラム21･NPOセン

ター､公益社団法人日本サードセク
ター経営者協会では設立時から代表
理事を務める｡研究者と実践者の両
方の立場から､多くの民間非営利組
織を財政規模を伸ばし､有給職員を
有する組織に成長させている。 
 

藤岡 喜美子 
特定非営利活動法人市民フォーラム２
１･ＮＰＯセンター事務局長 

1954年愛知県生まれ｡2003年から現職
に就き､市民･行政･企業の3つのセク

ターに身をおいた経験から新しい社会
システム構築に向けての提言や活動を
行い､成果を生み出すＮＰＯの経営コ
ンサルティングには定評がある｡内閣
府新しい公共推進会議委員､公益社団
法人日本サードセクター経営者協会執
行理事兼事務局長。 

 

今､ＮＰＯ等の非営利組織は､原点に立ち 
 

“よいことをしている"という段階から脱却し、 

“成果を出す”という段階へとステップアップし、新たなスタートをきるチャンスです！ 

 

そのためには 

組織の｢ミッション･ビジョン｣を明確に設定 

中期的な戦略を持ち､問題解決型の｢経営｣を実践 

 

フロントラインのNPOのみなさま 

社会を変えるNPOになるために、あなたの組織の中期戦略をたてましょう 

まずは自分の組織の経営を考えましょう 

 

中間支援組織やそれらに所属の専門家など支援者のみなさま 

本格的な非営利組織のコンサルティングに必要な知識と能力を身につけてみませんか 

 

セミナー⇒個別相談⇒個別コンサルティングと 

トータル的なサポート体制にてみなさまの経営力UPをお手伝いします 

コンサルティングの主な流れ 



｢ＮＰＯ経営力ＵＰ!本気のサポートプログラム｣のお申込みは､下記にご記入の上､FAX

でお送りいただくか、同様の内容をメールにてお送りください。 
  

 
平成  年  月  日 

「ＮＰＯ経営力ＵＰ!本気のサポートプログラム」申込書 
 

〒862-0924  

熊本市中央区帯山4-27-14 くらしコンシェルジュ内 

公益社団法人日本サードセクター経営者協会 

                       野村 宛 

FAX：096-213-1760 
TEL：096-213-1761 
（営業時間） 
平日8：30〜17：00 
緊急連絡先 
090-3655-8890（野村） 

E-mail： 
 kurashiconcierge 
@gmail.com 

団体名 

各団体２名まで
参加可能です。 

ふりがな 役職 参加者氏名 

団体の種類 
*いずれかに〇

を付けてくださ
い。 

NPO等（特定非営利活動法人  ボランティア団体  公益法人  社会福祉法人   

地縁団体  共同組合  その他）  その他

（                                                                                           ）  

住所 〒 
 
 

連絡先 TEL:           (          )                       FAX:          (            )                         
E-mail: 

個別コンサル
のご希望 

 
 希望する   ・   希望しない 

     
※なお､コンサルティング希望団体は､別途「コンサルティング申請書」をお送りします。申込締切日までにご返送く
ださい。各地区2団体を選定させていただきます。 

プログラムに期
待することなど 

 
 

【受講資格に関する自己申告】 
 
以下すべての項目に該当することを申告いたします。 
 
□ＮＰＯ等(特定非営利活動法人､一般社団法人､一般財団法人､公益法人､社会福祉法人､学校法人､ 
    地縁組織等の民間非営利団体)である。 
□著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施している組織･団体ではない。 
□宗教団体又は政治活動(政策提言活動は除く)を主たる目的とする組織団体ではない。 
□暴力もしくは暴力団員の統制の下にある団体ではない。 
□新しい公共の活動を適確に遂行する意欲や能力を有している。 
□新しい公共がめざす社会の実現のために､市民等が自発的･主体的な参画によって活動を行っている。 
□資金及び活動面において自立のための支援を必要としている。 
□情報開示がなされている｡又は本事業の取組期間中に情報開示がなされる予定である。 
□継続的に活動を行う団体であり､一度限りのボランティア活動等を行うものではない。 
□定款､規約若しくはそれに該当する文書を有し､適正な事業計画書､予算及び決算書が整備されている。 
  又は本事業の取組期間中にこれらが整備される予定である。 
                     
                   上記間違いございません。     署名                      
 

ご提供いただきました個人情報は､当プログラムに関するご連絡の目的に限って利用させていただきます。 
 


