
「魔法のシート」を活かした企画のつくりかた

市民の参加と協働を進める多様なコーディネーション 実践研究集会2021
C-４プログラム開発力の向上

〜活かせる秘訣と魔法のシート〜 〜“つくる”ことができるを目指して〜



前年踏襲の事業ばかりをしていると時代に合わなくなる

ばかりではなくチームは弱体化し疲弊してしまいます。

そもそも社会構造は絶え間なく変化しておりボランティ

アコーディネーターを取り巻く環境は変化し続けています。

そんななか住民の暮らしや市民活動を守り育てるために

は必要な新しい何かを作り出す姿勢がいつも必要です。

「魔法のシート」を活かした企画のつくりかた。

解説していきましょう！



どんな魔法も科学が進めばちゃん
と科学で説明できるもの。

この資料は魔法のシートを使いこ
なし魔法使いになるための使い方
説明書です。

企画書を書く上で大切なポイント
をなぞらえていくこの「魔法の
シート」ですが、ひとつひとつの
ポイントに狙いや理由があるので
科学的に理解して順番に身に着け、
大魔法使いになりましょう。



Q1あなたの企画は

□まったく新しい企画である □今ある企画の改変である

今ある事業もちゃんと

３０％くらいをめどに

変化させていく

日の下に

新しいものなし

解説
Q1はあなたの生み出す企画がまっ
たく新しいものか、はたまたリメ
イクかの確認です。

まったく新しい企画であったとし
ても「日の下に新しいものなし」
という言葉もある通り、探してみ
れば似たような企画はどこかにあ
るものです。ヒントがきっとあり
ます。

また、リメイクだったとしても常
に時代や社会環境は変化していま
す。感覚的ですが３０％くらいは
変化を意識させることが時代に
フィットさせるため必要です。



Q2なぜその企画が必要なのか
必要になった原体験は？

必要になった社会の変化？

文献や統計による根拠や

科学的視点と同じくらい

日々の生活の中で感じている

変化や気づきも時に重要

解説
あなたの企画の実施にあたって仲
間を増やしたり、内外を説得する
ためにはQ2の「なぜその企画が必
要なのか」をはっきり押さえてお
く作業が必要です。

文章上に使用しなかったとしても
口頭での説明時やキャッチコピー
を考えるときにあなた自身の原体
験をもとに必要性を語ることがで
きるとわがごとの企画としての体
裁が整っていきます。
反対に社会がこのように変化して
いるから必要なんですと数字など
のDATAもあわせて説明ができると
より説得力の高い企画となってい
きます。



Q3その企画の目的は？
を目的とする

Q4その企画の目標は？
のため

上司「だから目的と目標がごっちゃなんだって」

私「すみません分かりません」

上「お前が勇者だとして魔王を倒す事が目的になってんだよ」

私「違うんですか？」

上「違うだろ。目的は魔王を倒す事によって得られる

世界平和だろ！」

xeno
@xeno_37G_Player 2018年5月8日

解説
Q3とQ４は目的と目標ですね。初
等教育で『めあて』としてごちゃ
まぜで触れる機会が多いため、こ
の書き分けが意外と日本人は苦手
でごちゃごちゃにしてしまう人が
多いです。
助成金の申請書などでははっきり
と書き分けが必要で一定の練習が
必要ですが、はじめはシートのよ
うに語尾を意識しながら書くと近
しいものが書けるようになってき
ます。

ポイントに例示したのはTwitterに
よく流れている目的と目標の違い
の解説でかなり分かりやすいので
はないでしょうか。



Q5概要（３つの手法を活用し企画を整理）

〇拡大・縮小

〇複合化・分離

〇新技術の導入

解説
Q5は企画を考える際のオーソドッ
クスな3つの手法を例示しています。
3つすべてが必要というわけではな
くこのなかの１つ２つを使用する
と考えやすくなります。



Q5概要（３つの手法を活用し企画を整理）

〇拡大・縮小

解説
家電製品を例に考えると分かりや
すく、拡大・縮小は今あるものを
大きくしたり小さくしたりするこ
とで企画を作る視点です。テレビ
を例にすれば大画面テレビや携帯
テレビがそれにあたり、家が映画
館のようになったりテレビを持ち
出せるようになった生活のイノ
ベーションを拡大縮小は生み出し
ました。よく知る事業を拡大した
り縮小することで生み出せるイノ
ベーションがあるのではないで
しょうか。



Q5概要（３つの手法を活用し企画を整理）

〇複合化・分離

解説
家電製品を例に考えると分かりやすく、
複合化・分離はかつてラジオとカセット
デッキを融合させたことでラジオから音
楽を録音したり、ダブルデッキでダビン
グをしたりというイノベーションを複合
化によって起こしました。
近年ではスマートホンは複合化の最たる
ものでしょう。

分離は今あるものをあえてスリム化し機
能を切り出す手法です。統合リモコンの
ようによく使う機能だけを切り出して分
離させることで新しい便利を生み出して
います。

新技術の導入は言うまでもなく身の回り
の新しい技術を積極的に取り入れ変革を
おこす企画作りです



Q6－２概要文を簡潔にかいてみましょう

解説
さて、このあたりまでシートを埋めるこ
とができたら一度概要分を書いてみま
しょう。
思いが整理されていれば数行の文章にま
とめることができるのではないでしょう
か。七夕の短冊のようにこうなってほし
いという願いもこめてみましょう。



Q7 14文字以内のコピーを

解説
意外と作り忘れるのがキャッチコピーで
す。心に残るコピーをいくつか書いてみ
ましょう。

その際に注意するのがコピーが説明文に
ならないこと、長くなりすぎないように
することです。

一般的に横書きの場合は全角14文字以
内がよいとされています。
これは人間工学の観点から人間の目は左
から右へ一気に視認できるのは全角14
文字までと言わわれているからです。

目にすることの多いYahoo!のニュース
の見出しはこの観点から全角14文字以
内で作られています。



Q8 ハッシュタグ（＃）をできるだけつくりましょう

#ボランティアしたい #総合庁舎 #役所 #公務員 #人助け #社協 #しゃきょう #生い立ち #

戦後の福祉 #民生委員 #困りごと #地域住民 #公共性 #民間団体 #プロ #棟梁 #福原 #地

域福祉専門 #ボラセン #ボランティア元年 #阪神淡路大震災 #1995年 #平成7年 #３つの役割

#自主性 #主体性 #社会性 #連帯性 #無償性 #無給性 #やる気ホルモン #紹介 #ボランティ

アとは #誘われたから #駅 #エレベーター #地下鉄 #ベビーカー #車いす #けが人 #共感

#須磨の浦 #社会 #課題 #高齢者 #孤立 #子ども #孤食 #障がい者 #環境汚染 #クリーン

活動 #海岸 #協力者 #手弁当 #元気 #お金以外 #仕事 #学校 #機能 #登録 #受付 #つな

ぐ #対等 #相談 #依頼 #杖 #買い物 #付き添い #なんとかしてあげたい #モヤモヤ #一緒

#課題解決 #フォロー #支援 #登録者 #ミーティング #ボランティアルーム #講座 #スキル

アップ #サポート #ボランティア共済 #ボランティア保険 #賠償 #加入者 #掛け金 #けが #

通院 #入院 #活動中 #補償金 #助け合い #助成金 #情報 #登録票 #演舞 #福祉施設 #高

齢者施設 #児童施設 #児童館 #障害者施設 #イベント #手伝い #外出支援 #募集 #出演 #

特技 #GOOD!KOBE!! #演奏

解説
近年の企画はインターネットで広報をす
ることも多いのではないでしょうか？

極論、「ネットに載ってなければ無いと
同じ」と言われることもしばしば。
キャッチコピーや簡潔な概要分だけでは
実はインターネットネットでどうやって
見つけてもらうかという部分が足りてい
ません。

情報を探す人の立場に立って「このキー
ワードで探しそうだな」というワードを
インターネット上の掲載文書の下のほう
に＃（ハッシュタグ）をつけて列挙して
おくと見つけてもらえる可能性が向上し
ます。

例示は兵庫区社会福祉協議会のYoutube
動画の概要欄にしのばせてあるハッシュ
タグたちです。

https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%BA%81%E8%88%8E
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%BD%B9%E6%89%80
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1
https://www.youtube.com/hashtag/%E4%BA%BA%E5%8A%A9%E3%81%91
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%A4%BE%E5%8D%94
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%8D%E3%82%87%E3%81%86
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%94%9F%E3%81%84%E7%AB%8B%E3%81%A1
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%88%A6%E5%BE%8C%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%B0%91%E7%94%9F%E5%A7%94%E5%93%A1
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%9B%B0%E3%82%8A%E3%81%94%E3%81%A8
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%80%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%B0%91%E9%96%93%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AD
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%A3%9F%E6%A2%81
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%A6%8F%E5%8E%9F
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%B0%82%E9%96%80
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%82%BB%E3%83%B3
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%85%83%E5%B9%B4
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://www.youtube.com/hashtag/1995%E5%B9%B4
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%B9%B3%E6%88%907%E5%B9%B4
https://www.youtube.com/hashtag/3%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%80%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E4%B8%BB%E4%BD%93%E6%80%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%80%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%80%A3%E5%B8%AF%E6%80%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%84%A1%E5%84%9F%E6%80%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%84%A1%E7%B5%A6%E6%80%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%82%84%E3%82%8B%E6%B0%97%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%B4%B9%E4%BB%8B
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%A8%E3%81%AF
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%AA%98%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%A7%85
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%BB%8A%E3%81%84%E3%81%99
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%81%91%E3%81%8C%E4%BA%BA
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%85%B1%E6%84%9F
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%A0%88%E7%A3%A8%E3%81%AE%E6%B5%A6
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%AA%B2%E9%A1%8C
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%AD%A4%E7%AB%8B
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%AD%A4%E9%A3%9F
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E8%80%85
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%B1%9A%E6%9F%93
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%B4%BB%E5%8B%95
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%B5%B7%E5%B2%B8
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E8%80%85
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%89%8B%E5%BC%81%E5%BD%93
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%85%83%E6%B0%97
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%81%8A%E9%87%91%E4%BB%A5%E5%A4%96
https://www.youtube.com/hashtag/%E4%BB%95%E4%BA%8B
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%A9%9F%E8%83%BD
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%99%BB%E9%8C%B2
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%8F%97%E4%BB%98
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%90
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%AF%BE%E7%AD%89
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%9B%B8%E8%AB%87
https://www.youtube.com/hashtag/%E4%BE%9D%E9%A0%BC
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%9D%96
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9
https://www.youtube.com/hashtag/%E4%BB%98%E3%81%8D%E6%B7%BB%E3%81%84
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A8%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%82%E3%81%92%E3%81%9F%E3%81%84
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%A2%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%A4
https://www.youtube.com/hashtag/%E4%B8%80%E7%B7%92
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AD%E3%83%BC
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%94%AF%E6%8F%B4
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%80%85
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%AC%9B%E5%BA%A7
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%85%B1%E6%B8%88
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E4%BF%9D%E9%99%BA
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%B3%A0%E5%84%9F
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%8A%A0%E5%85%A5%E8%80%85
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%8E%9B%E3%81%91%E9%87%91
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%81%91%E3%81%8C
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%80%9A%E9%99%A2
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%85%A5%E9%99%A2
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%B8%AD
https://www.youtube.com/hashtag/%E8%A3%9C%E5%84%9F%E9%87%91
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%8A%A9%E3%81%91%E5%90%88%E3%81%84
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%83%85%E5%A0%B1
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%A5%A8
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%BC%94%E8%88%9E
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E6%96%BD%E8%A8%AD
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%96%BD%E8%A8%AD
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%85%90%E7%AB%A5%E9%A4%A8
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%96%BD%E8%A8%AD
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%89%8B%E4%BC%9D%E3%81%84
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%A4%96%E5%87%BA%E6%94%AF%E6%8F%B4
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%8B%9F%E9%9B%86
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%87%BA%E6%BC%94
https://www.youtube.com/hashtag/%E7%89%B9%E6%8A%80
https://www.youtube.com/hashtag/good
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%BC%94%E5%A5%8F


Q9 お金はどこからいくらくらい持ってきますか？

委託

補助や助成

資金調達 （クラウドファンディング）

自己資金

解説
その企画を実施するにあたって多
くの場合、お金（予算）が必要に
なります。

お金の出どころも近年は多様です。
それぞれのお金の性格も意識しな
がら、どこからいくらくらい用意
するのかもあらかじめ想定してお
きましょう。


