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０．自己紹介タイム
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まずは、お一人ずつ
自己紹介をお願いします

お名前

ご職業

説明会参加のきっかけ

プロボノで支援してみたいこと/支援されたいこと

説明会で聞きたいこと

1人につき

3分程度で

お願いします



社会貢献の新しいカタチ「プロボノ」
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Pro For 〜のために
Bono Good 善・いいこと
Publico Public 公共的な

プロボノとは・・・
「公共善のために」を意味するラテン語に由来する⾔葉
で、「社会的・公共的な目的のために、仕事で培った経
験やスキルを活かすボランティア活動」を意味します。

アメリカ合衆国で1980年頃から、全⽶法曹協会が、貧困層向けの法律相談などのプロボノ活動を全⽶の弁護⼠等
に呼びかけたことが、「プロボノ」という⾔葉が広がったきっかけと⾔われています。

1．プロボノとは︖



4

プロボノによる支援の位置づけ

支援 支援

当事者・受益者・ニーズを持つ人当事者・受益者・ニーズを持つ人

運営基盤の強化
情報発信／業務改善／資⾦調達／事業戦略 等

⽇常的な活動

NPO・地域団体

支援

プロボノにより支援先団体の運営基盤の強化を通じて
社会課題解決を後押しします



2．プロボノMATSUDOの特徴

支援する側・される側の双方が効果的に連携できるよう、目標を明確
に設定し、期間を定めて「具体的なアクション」に取り組みます。
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個人やチームで進⾏

「個人」または、職場や学
校などの同僚・友人等から
なるチーム・ユニットで参
加します。

具体的なアクション

開始当初に合意した成果
目標の実現に向けた「具
体的なアクション」に取
り組みます。

随時募集が可能

団体のニーズが発生したタ
イミングで、随時募集する
ことが可能です。（1団体
で複数の募集もできます）



新プラットフォーム「ＧＲＡＮＴ」を活用

https://grant.community/matsudo
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支援内容の例

想定される支援内容の⼀例をご紹介します。

団体の皆さまが日ごろ感じている課題やニーズをお寄せください。
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活動内容を多彩に
【主な支援内容】
脳トレやレクリエーションの講師募集 等

現在の地域活動に新しい刺激や楽しみを加えて、
活性化を図るために、新たな講師やゲストの募
集・マッチングに挑戦します。

運営を円滑に
【主な支援内容】
運営マニュアルの作成・事務の効率化 等

運営体制・作業の実施状況を整理し、作業の効率
化や円滑な作業分叕の仕組みづくり、マニュアル
作成などに取り組みます。

活動の方向性を明確に
【主な支援内容】
ボランティア・地域住⺠のニーズ調査 等

近隣住⺠へのアンケート調査や、ニーズ把握のた
めのヒアリング調査など、活動の振り返りと改善
に向けたアドバイスを提供します。

広報活動を効果的に
【主な支援内容】
参加者やボランティア募集チラシの作成 等

活動やイベントへの参加者をより多く集めるため
に、チラシの作成をはじめ、Facebook等のSNS
活⽤、メルマガの⽴ち上げなどを応援します。
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3．プロジェクトの流れ

（３）面談・団体によるマッチング

（１）団体エントリー （２）参加登録と支援エントリー

（６）完了と評価

（５）プロジェクト実施と進⾏管理

（４）プロジェクト計画の合意



[1] 応募可能な団体

松⼾市内に活動拠点を持つ以下の団体であれば、どなたでも応募ができます。

○ 地域活動団体・任意団体・ボランティア団体

○ 特定非営利活動法人（NPO法人）
※ 株式会社、有限会社、合同会社、有限責任事業組合等および宗教法人、政治団体、暴⼒団関係団体等は
応募できません。

[2] 経費について

プロジェクト期間中に⾏われるすべての支援は「無償」で提供されます。

ただし、チラシやポスターの印刷実費など、成果物に関連して発生する実費経費
は、団体側の負叕となります。

[3] プロジェクト終了後について

プロジェクト終了後に、団体と参加者とが継続的な関係を構築されることは推奨
します。

ただし、その際の両者の連携内容や、費⽤・報酬等の考え方については、当事者
同⼠で慎重に協議し、双方の責任のもとに合意を図っていただくようお願いしま
す。プロジェクト期間終了後におけるトラブルについて、松⼾市および松⼾プロ
ジェクト事務局関係各者は⼀切責任を負いかねます。
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（１）団体エントリー
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ここがオススメ︕

団体の活動の成⻑に、「プロボノMATSUDO」の活⽤を、
ぜひご検討ください︕

これまで解決しなかった課題について、短期間で、具体
的なアクションを伴ったサポートが得られます

ビジネス経験や専門性のあるサポートを、無償で受ける
ことができる貴重なチャンスです

プロボノ参加者との対話・交流を通じて、自団体の取り
組みを振り返ったり、今後の活動を展望するきっかけに
つながります
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（２）参加登録と支援エントリー

プロボノワーカーはまず参加登録を⾏い、その後に

参加を希望するプロジェクトを⾒つけエントリーします。
【⼀覧画面】

注: 経費について

プロジェクト期間中に⾏われる活動に対して、
完了者には交通費の実費を３千円を上限に事務
局よりお支払いします。なお、報酬のお支払い
はありません。



参加登録時のお願い

参加登録時に記入いただく「プロフィール」には、できる
だけ具体的なかたちで、記載をお願いします。
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事務局では
以下を確認しています。

✔ 業務内容

✔ 業務における役割

✔ 顧客・分野

✔ 期間

✔ 件数

✔ 成果

マーケティング部において、年2回
の新商品発売にけた関連データ調
査・販売促進を担当。

≪業務内容≫

①メルマガ会員に向けたオンライ
ンでのアンケート実施・分析

［担当分野：アンケート票の作成、
データ分析］

［実施数：年4回（1,000名/回）］

［チーム規模：社内4名、社外4名
（システム構築は社外に外注）］

②グループインタビュー

［担当分野］インタビュアー

［実施数：年6回（10名/回）］

［チーム規模：社内6名］

マーケティング部に所属。

主に新商品開発を目的

とした調査分析、インタ

ビュー実施、販促物の

作成などを担当。

項目別に簡潔に
まとめるとGOOD

定量的な情報を
盛り込むとGOOD
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（３）面談・団体によるマッチング

団体とプロボノワーカーとが面談を⾏います。

プロボノワーカーとのマッチングの成否は面談の内容を
もとに、団体が決定します。

面談の進め方(例)

1｜あいさつ・自己紹介等

2｜プロボノワーカー希望者によるプレゼンテーション

プロボノワーカーから団体に向けて、
「どのような成果物をイメージしているか」
「どのような進め方を考えているか」
「どのような経験・スキルを活かすことができるか」
等について、具体的に提案します。

3｜団体の活動に対する質問や感想

4｜打ち合わせ場所など事務的な確認
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（４）目標・スケジュールの提案・合意

プロボノワーカーは、「ＧＲＡＮＴ」上でプロジェクトの
「目標・スケジュール」を作成し、団体に対して提案し、
プロジェクトの進め方について、団体と合意を図ります。
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（５）プロジェクト実施と進⾏管理

団体とプロボノワーカーが合意した目標・スケジュールに
もとづいて、事務局から、以下のような進捗確認を実施さ
せていただきます。ご協⼒をお願いします。

① キックオフミーティングの日程を事前に把握し、予定
日に実施されたかどうかの確認メールをプロボノワー
カーに送信します

② 各マイルストーンの完了予定日を目安に、進捗状況の
確認メールをプロボノワーカーに送信します

③ プロジェクト計画表が更新された際には、支援先団体
に対して、更新があったことを共有するメールを発信
します

※ プロジェクトを進めるうえで不明点や相談事項がありま
したら、随時事務局までお気軽にお尋ねください。
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（６）完了と評価

プロジェクトは、団体が「完了を了承」することで完了と

なります。

プロジェクト完了後、団体・プロボノワーカーそれぞれに
おきまして、プロジェクトを振り返るアンケートへのご協
⼒をお願いします。

【注意】

プロジェクトへの進捗サポートは、最⻑で、キックオフミ
ーティングの実施から4ヵ月で終了させていただきます。

プロジェクトの実施期間の目安である「2〜３ヵ月間」を
念頭に、無理のない進⾏をお願いします。



４．プロジェクト事例紹介 ①

まつど☆笑いヨガクラブ
 団体概要
松⼾市内で歩いていける距離に笑いヨガクラブができて
楽しく心身の健康増進ができる社会を目指しています。
現在は新松⼾、⾺橋、⼋柱で月６回。5人〜１０人、
Zoomで月１回１０人程度が参加、LINEで毎週１回5人
程度が参加しています。

 支援メニュー
無料のデザインツールを使って、笑いヨガの体験会や
リーダー養成講座のFacebook⽤案内投稿作成を希望。

■ 支援内容
デザインツールに無料のCanvaを選び、団体のスタッフ

と⼀緒に動画を入れた笑いヨガ教室の案内を作成。
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 終了後の感想
これまでのテキストだけの投稿から、短い動画も入れた魅⼒的な笑いヨガ教室の案内に

変えることによって、Facebookを⾒たひとから「いいね︕」を押してもらう回数が増え

参加者も２割程度増加しました。また、Canvaの使い方もレクチャーしていただいたので

今後はイベント毎に自分達で投稿の案内を作成していきます。
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 実施期間︓２０２1年８⽉１⽇〜同９⽉１８⽇

 成果物の概要

これまでの投稿



４．プロジェクト事例紹介 ②

認定NPO法人外国人の子どものための勉強会

 団体概要
松⼾市内3か所（常盤平・松⼾・新松⼾）で5教室を開き
日本語だけでなく算数（数学）社会などの学習の支援、
中学3年生への入試対策などをおこなっています。

 支援メニュー
EXCELを使って教室毎の会計処理とし、併せて生徒の参
加費未払い管理の名簿、スタッフの交通費支払のための
出勤簿、年度ごとの寄付者名簿を整備する事で、会計事
務処理の効率化。

■ 支援内容
クラウド上での計表管理が良いと考えGoogle Spread 
Sheetにて会計事務の効率化をはかりました。
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 終了後の感想
ツールの作成前に、会計の叕当を中心に教室リーダー複数も加わって「業務分叕と

支払の集計先」を定義いただいたお蔭で、会計処理・管理の体制が整い、すっかり

肩の荷が下りました。また終了後も不明な点が生じたら相談にのっていただける

とのことで安心しております。
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 実施期間︓２０２1年８⽉２９⽇〜同１０⽉３１⽇

 成果物の概要（業務分叕と支払いの集計先）



４．プロジェクト事例紹介 ③

子どもの未来を考える会
 団体概要
本年２月から始まった松⼾市のオンライン元気くらぶ助
成に申し込み、３月から試験的にオンラインでの高齢者
サロンのみ実施しています。

 支援メニュー
Zoomホストである事務所のパソコンがしばしばフリー
ズしてしまい、思ったような活動ができていないため、
WIFI機器やオンライン会議ソフトの推奨など、運営上の
アドバイスを依頼。

■ 支援内容
現地を訪問して、パソコンやWIFI環境を調査した結果
アプリの増加によるパソコンの処理能⼒不⾜が判明し
買い替えてもらった結果、課題は解決しました。
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 終了後の感想
実際のパソコン使⽤状況を⾒ていただき、的確にアドバイスいただきました。

WIFIネットワークの速度調査やパソコンのCPU負荷調査などのツールは今後同じような

課題が生じた時にに活⽤してみたいと思います。
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 実施期間︓２０２1年７⽉１５⽇〜同１０⽉３１⽇

 成果物の概要



４．プロジェクト事例紹介 ④

松⼾市はつらつクラブ連合会 若⼿委員会
 団体概要
松⼾市はつらつクラブは、現在186単位クラブが活動し

ており、会員の増強に⼒を入れようと「若⼿委員会」を

⽴ち上げ、75歳以下の会員の増強に⼒を入れています。

■ 支援メニュー
⽼人会の名前をシニアクラブと改称し、会員になるメリ

ットを強く訴えることで、現会員が新会員を誘うきっか

けになるようなパンフレット作成。

■ 支援内容
打合せとヒアリングを重ねて、シニアクラブの魅⼒を

５つ定義し、⼒強いコピーと共に掲載したA4三つ折り

のパンフレットを作成しました。
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 終了後の感想
何度か打ち合わせを重ねて、伝えたいことをストレートに伝えられるパンフレットに

なりました。これを活⽤して会員の増加に取り組みます。
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 実施期間︓２０２1年７⽉15⽇〜同11⽉X⽇

 成果物の概要



５．質問タイム
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https://grant.community/

ご参加お待ちしています

プロボノとして
参加希望のみなさま

https://grant.community/matsudo

「ＧＲＡＮＴ」トップページの⼀番下
にある「参加登録する」ボタンをクリック

地域団体のみなさま

「プロボノMATSUDO」のページにある
「団体新規登録」ボタンをクリック

ココカラ
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プロボノMATSUDOについて
◆企画・運営 認定NPO法人サービスグラント（阿部・北詰）
◆メール info@servicegrant.or.jp
◆電 話 03-6419-4021

松⼾プロジェクト全般についてはこちら
松⼾市福祉⻑寿部 地域包括ケア推進課
千葉県松⼾市根本387番地の5 本館1階
電話番号︓047-366-7343

お問い合わせ


