■ 5 月 13 日（土）■
◇10:00～11:30◇
A1 N303【パネル】 協働ガバナンスにおける中間支援組織の役割：環境省「地域活性化に向けた協働取組
の加速化事業」を事例として
パネリスト：島岡未来子 佐藤真久 江口健介 高橋朝美
A2

S303【研究・実践報告】学生セッション

モデレーター： 浦坂純子
小幡泰之
推薦者：日本 NPO 学会 19 回年次大会運営委員
・ソーシャルマーケティングを用いた臓器提供意思表示率の向上
浅田拓人 横田貴仁
推薦者：岡田彩
・大阪府茨木市における、地域住民主体の取り組みに注目した福祉計画への提言～テキストマイニングを用
いた分析をもとに～
滝村亮祐 祐出川恵弥 中井裕紀 加藤慶
推薦者：桜井政成
・ふり返りに着目した NPO の教育力

A3

S403【研究報告・実践報告】ボランティアとソーシャル・キャピタル
モデレーター：永井美佳 討論者：西出優子
・福島県川内村仮設住宅での清掃ボランティアを通じたヒアリングに関する実践報告
坂上英和 佐々木秀之
・潜在的ボランティアを活動に導く条件設定と環境づくり
齊藤ゆか
・ローカル・ガバナンス，代議制民主主義に与えるソーシャル・キャピタル仮説の検証‐東京を中心に
戸川和成
A4

S404【研究・実践報告】非営利組織の多様性

モデレーター：増山道康 討論者：岡本仁宏
・福祉系 NPO（法人後見を中心的事業とする）による権利擁護支援事業－個別的課題の検討－
三野寿美
・協働から中間支援組織へ役割移行する NPO の機能とその効果の検証
永田浩一
・公益法人制度改革後の一般法人・公益法人の構成―東日本大震災被災 3 県を事例として―
菅野拓
・ Civil Society and NGOs in Africa and Asia: Parallel Trajectories?
David M. Potter

◇11:45～13:15◇
B1 N303 【パネル】公益法人認定・監督制度の現状と諸問題：施行 10 周年に向けて民間での検討と提案に
向けて
モデレーター：岡本仁宏 パネリスト：太田達男 山岡義典 山野目章夫

B2 S303【運営委員企画パネル】東日本大震災の復興過程に見る災害時の合意形成の困難性と平時の合意形
成システムづくりの可能性
モデレーター：佐々木秀之 パネリスト：坂上英和 高橋結 中尾公一 西出優子
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B3

S403【研究・実践報告】学生セッション

アジアにおける実践事例

モデレーター：太田響子
・手洗いの知識と習慣の定着に対するダンス・歌の効果～インド・ビハール州 Gyan Niketan School の実験デ
ータを用いた検証
太田稜眞 矢吹徳浩
推薦者：高安健一
・仙台市と台南市の友好都市交流の発展の経緯～NPO による交流促進の可能性と実践～
柏瀬あすか
推薦者：西出優子
B4

S404【研究・実践報告】非営利組織の国際比較

モデレーター：桜井政成 討論者：藤井敦史
・ NPO 経営の日韓比較調査：事例調査による経営方針の主観的変容とその要因
中嶋貴子 岡田彩 Bokgyo Jonathan Jeong
・政府・ NPO パートナーシップはいかにして実現できるか ――韓国のフードバンクを事例として――
小関隆志
・福祉国家スウェーデンにおける労働統合型社会的企業
藤岡純一

◇13:15~14:15◇
学会理事会

S307

◇14:30～17：30◇
公開シンポジウム 芸術館（学芸の森ホール）
変わりゆく「家族」:格差・孤立・貧困を超えて
モデレーター：田中敬文

パネリスト：水島宏明

◇17:45～20:00◇
懇親会・学会賞表彰式

第一むさしのホール
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周燕飛

基調講演：山田昌弘
米山けい子 遠藤智子

■ 5 月 14 日（日）■
◇9:30～11:00◇
C1

N303【パネル】NPO のアドボカシー戦略：「NPO と政治」スタディグループパネル、その１
モデレーター：李妍焱 パネリスト：今田克司 坂本治也 佐藤大吾

C2

S303【パネル】非営利セクターの資金調達活動に関する調査：資金調達活動の変容と課題
モデレーター：中嶋貴子 パネリスト：岡田彩 佐々木周作 吉岡貴之

C3

S403【研究報告】資金調達

モデレーター：服部篤子
・社会的企業の資金調達分析 －日本の事例研究－
・米国における Pay for Success Bond の発展と NPO セクターに与える影響
・英国介護政策ダイレクトペイメントにおける非営利組織の役割
C4

討論者：佐藤勝典
小関隆志
小林立明
岩満賢次

S404【研究報告】環境問題への取組み

モデレーター：石田祐 討論者：小田切康彦
・環境 NPO における委託事業による資金調達の課題
藤田優子
・ NPO と株式会社ハイブリッド型経営形態をもつ事業体の特徴—再生可能エネルギー事業における地域コー
ポレーションモデル—
-加藤知愛
・生物多様性関連政策に向けた環境 NGO ・ NPO と行政機関のセクター横断的連携をめぐる比較分析
藤田研二郎
C5

S410【院生対象アカデミック・セミナー】「どうする？アカデミックキャリアの形成」
モデレーター：太田響子 パネリスト：立福家徳 熊仁美

王戈

◇11:15～12:45◇
D1 N303【パネル】
NPO と「政治的中立性」問題：
「NPO と政治」スタディグループパネル、その２
モデレーター：岡本仁宏 パネリスト：林大介
D2

平修久

横大道聡

S303【研究報告】NPO への理論的アプローチ

モデレーター：柗永佳甫 討論者：立福家徳
・ NPO を巻きこんだ研究開発のあり方に関する検討：文献調査とインタビュー調査を通して
王戈 長島洋介 松尾由美
・事業型 NPO とボランティア型 NPO のマーケティング比較分析
伊藤博
・非営利組織（NPO）ガバナンスの一要件：インテグリティとその機能
岡部光明
・社会システムにおける非営利部門（NPO）の位置づけと存在意義：理論分析
岡部光明
D3

S403【研究・実践報告】企業と社会

モデレーター：稲葉陽二 討論者：島岡未来子
・企業のソーシャルインパクト行動の研究―熊本大震災における仮設テント支援事例を通じて―
亀井省吾
・ソーシャルビジネスにおける同型化と事業の展開：一般社団法人ラバルカグループの事例分析
高橋勅徳 木村隆之
・ CSV を取り入れた「企業と社会の関係」の再考～「本業を通した CRM」概念の提示
世良耕一
D4

S404【研究報告】地域活性化

モデレーター：関口宏聡 討論者：仁平典宏
・助成金は NPO 法人の財務基盤強化に資するか？―やまがた社会貢献基金における実証分析―
青木孝弘
・山形県遊佐町における食文化継承に至る地域活動に関する研究
三浦知子
・「ふれあいサロン」による地域コミュニティの活性化
菅原浩信
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◇12:45～13:50◇
S410

学会総会

◇14:00～15:30◇
E1

E2
―

N303【パネル】２つの非営利法人制度のより良いあり方を考える
パネリスト：中島智人 鈴木勝治 新田英理子

大久保朝江

永井美佳

S303【運営委員企画パネル】社会的インパクト評価の普及に向けて―実践を通じての課題と今後の展望
モデレーター：立福家徳

パネリスト：赤井久宣

高木麻美

太田智子

E3

S403【研究報告】地域ガバナンスにおける NPO ・ NGO
モデレーター：渡辺龍也 討論者：長谷川雅子
・コミュニティ財団と NGO との連携関係－神戸及び大阪の多文化共生プログラムの事例から
野口和美
・ NPO 型エリアマネジメント組織の可能性と課題：NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメントの事例
森裕亮 新川達郎
・ NPO が「新しい地域ガバナンス」の担い手となる条件は何か～文化施設の指定管理者の考察から～
藤本隆
E4 S404【研究報告】NPO の財務
モデレーター：樽見弘紀 討論者：佐藤大吾
・ＮＰＯ法人の合併による財務改善効果の研究～合併前後の収益改善度の比較分析～
大川新人
・ NPO 法人会計基準による会計報告と寄付に関する実証分析
五百竹宏明
・ソーシャル・メディアを通じた「対話的」情報発信と寄付戦略
岡田彩 石田祐

◇15:45～17:15◇
F1

N303【パネル】中間支援組織調査を通して見た日本の労働統合型社会的企業の展開と課題
パネリスト：藤井敦史 原田晃樹 久保ゆりえ 菰田レエ也

F2

S303【研究報告】市民活動と政治

モデレーター：李妍焱 討論者：目加田説子
・全国の市民活動促進条例にみる政治活動規制
稲田千紘
・ NPO 法人の政治性をめぐるパラドックスと東日本大震災支援「災害ボランティア・ NPO 活動サポート募
金」助成対象団体調査を通して
仁平典宏
・国際比較の視点から見た公益 NPO の政治活動規制：あるべきルールを求めて
岡本仁宏
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F3

S403【研究報告】社会起業と社会企業

モデレーター：雨森孝悦 討論者：小野晶子
・サブサハラ・アフリカにおける営利型社会起業の商業化とミッション・ドリフト－ ケニアの営利型ソーシ
ャル・ベンチャーの事例分析から
一栁智子
・社会起業家の養成に向けた取り組み‐香川ビジネス＆パブリックコンペから
佐藤勝典
・社会企業家の健康、幸福度、満足度：ミッションとワーク・ライフバランス
松島みどり
・ソーシャル・イノベーションにおける政治的起業家の役割
羅一慶
F4

S404【研究報告】インパクト評価
モデレーター：新川達郎

討論者：小林立明
・社会的インパクト評価の全体像の可視化
大沢望
・活動初期段階の市民活動団体が社会的インパクト評価を策定する意義についての考察
今永典秀
・「エクセレント NPO」評価にみるインパクト評価・市民性評価の課題と可能性 田中弥生 水野陽介
・インパクト評価の標準化・体系化・簡易化をめぐる課題

◇17:30～18:30◇
学会誌編集委員会

S405

◇17:30～18:30◇
大会運営委員会

S305
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塚本一郎

西村万里子
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