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日本NPO学会	 第18回年次大会 
（同志社大学今出川キャンパス） 

 

■	 3月5日（土）■ 
◇10:00～11:30◇  
A1【研究・実践報告】社会的起業 モデレーター：柗永佳甫	 討論者：羅一慶  
・カナダ・オンタリオにおける社会的企業の発展：コミュニティベースのNPOの役割に注目して 

報告者：桜井政成 
・韓国の社会的経済と協同組合  報告者：秋葉武・森類臣	 
・日本における社会的企業の経済分析 報告者：立福家徳・小林庸平 
 
A2【研究・実践報告】国際協力 モデレーター：渡辺龍也	 討論者：長谷川雅子  
・実践的研究「アジアの共生社会を紡ぐ日本の国際協力NGO」 報告者：今瀬政司 
・スリランカ－宇都宮	 紅茶を通した市民社会のつながり 報告者：栗原俊輔 
・ベトナムのNPOによる子どもの保護‐枯葉剤・ストリートチルドレン・放射能に関連する活動の自由度に
ついての考察とシミュレーション 報告者：吉井美知子 

 
A3【研究・実践報告】ソーシャル・キャピタル モデレーター：稲葉陽二	 討論者：坂本治也  
・沖縄の基地脱却とNPOの役割 報告者：藤谷忠昭 
・誠実な市民を育むソーシャル・キャピタル－民主主義の社会的条件としての機能 

報告者：稲葉陽二・戸川和成 
・NIMBY施設受け入れと地域開発	 ～沖縄振興、米軍基地、ソーシャルキャピタル～ 報告者：中村研二 
 
A4【研究・実践報告】福祉・医療 モデレーター：永田祐	 討論者：馬欣欣	 

・地域活動支援センター「セサミ」15年のあゆみ－生活支援事業開始から相談支援事業受託まで－ 
    報告者：増山道康 
・公的病院の財務構造と経営効率性の要因分析 報告者：中嶋貴子 
・非営利 vs. 営利介護事業者の経営比較：グループホームの場合 報告者：金谷信子 
 
A5【学生セッション】  モデレーター：森山智彦 
・音楽は、国境を越える    報告者：徳永ひなた・村中章代	 推薦者：澤山利広	 
・グローカル・プロジェクト：留学生を支援するブックレットの作成と検証 

報告者：真本大生	 推薦者：岡田彩	 

・NPOの活動から考えるこれからの共生社会づくり	 報告者：張暁玲・平野賢士郎	 推薦者：井上小太郎 
 
 

◇11:45～13:15◇  
B1【研究・実践報告】政府と市民社会 モデレーター：目加田説子	 討論者：吉井美知子  
・中国における NPO活動への政治的な統制の最新動向          報告者：兪祖成	 
・ベトナム市民社会の役割  報告者：長谷川雅子 
・政府への財政的依存は市民社会のアドボカシーを阻害するのか−平成26年度サードセクター調査からの検証
    報告者：坂本治也 
 
B2【公募パネル】NPOキャパシティ・ビルディング支援の再検討                            
モデレーター：小林立明	 	 	 パネリスト：小林立明・小林香織・田口由紀絵・山田泰久 
 
B3【震災特別フォーラム】東日本大震災後のNPOの持続可能性    
モデレーター：西出優子	 	 	 パネリスト：大久保朝江・高浦康有・佐藤勝典・菊池遼 
 
B4【研究・実践報告】市民のイニシアティブ モデレーター：馬場英朗	 討論者：八木匡 
・地域のソーシャル・キャピタルと生活復興感・復興予想：被災者の居住地移動を踏まえたモデル分析 

報告者：川脇康生 
・中国における個人寄付行動の決定要因 報告者：王雨竹 
・「対話」を通じた福島原発事故への理解－「わかりやすいプロジェクト国会事故調編」の事例 

報告者：田川寛之・石橋哲・北見耀子 
	 

B5【院生対象アカデミック・セミナー】  
モデレーター：岡田彩	 	 	 パネリスト：柗永佳甫・小田切康彦・太田響子・岡田彩	 
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◇13:20～14:20◇	 	 昼食・理事会 
 
 
◇14:30～17:30◇	 
【公開シンポジウム】GATEWAY TO NPO‐キャリアの選択肢として         

朝原宣治：大阪ガス株式会社、北京五輪銅メダリスト	 

本田由紀：東京大学大学院教育学研究科・教授 
高橋泰子：認定 NPO法人緑と水の連絡会議・理事長  
山元圭太：株式会社 PubliCo・代表取締役 COO 
船登惟希：Youth for 3.11創立者兼理事長、株式会社 DELF・取締役、参考書作家 
浦坂純子：同志社大学社会学部・教授、大会運営委員長＝モデレーター 

 
 
◇17:45～18:45◇	 	 総会 
 
 
◇19:00～21:00◇	 	 懇親会・学会賞表彰式 
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■	 3月6日（日）■ 
	 

◇10:00～11:30◇  
C1【研究・実践報告】リーダーシップ モデレーター：山田一隆	 討論者：服部篤子 
・非営利組織のリーダーと事務局との役割分担についての考察 報告者：中尾公一 
・NPOにおける創業者史料およびデジタルアーカイブの活用可能性 
    報告者：佐々木秀之・方芳・高橋結・西出優子 
・NPO創始者とネットワーク−東日本大震災の事例から− 報告者：菊池遼・西出優子 
 
C2【研究・実践報告】企業との連携 モデレーター：金山智子	 討論者：佐藤勝典・金山智子 
・NPOと企業の協働～｢パートナーシップ大賞｣10回の歩みとデータから 報告者：岸田眞代 
・日本の市民社会・企業社会双方を巻き込んだ公民連携のためのイノベーション人材の研究 
    報告者：今村肇・佐藤勝典 
・大都市における社会的企業とまちづくり政策の融合—韓国ソウル市の事例研究− 報告者：羅一慶 
 
C3【運営委員企画パネル】生活困窮者の自立支援におけるNPOの役割  
	 	 モデレーター：森山智彦	 	 	 パネリスト：一色恭行・川口加奈・河田桂子 
 
C4【研究・実践報告】組織のあり方と変革 モデレーター：中村隆行	 討論者：桜井政成 
・NPOにおけるイノベーション阻害要因の克服に関するする研究 報告者：松本潔 
・NPO法人による法人後見の現状と課題－NPO法人「後見ネットかがわ」の実践報告－ 報告者：三野寿美 
・NPO法人の合併による相乗効果の研究 報告者：大川新人 
 
C5【学生セッション】  モデレーター：岡田彩 
・地域を担う「裏方」と「協働」の実践・研究～ゼミ｢とちお祭への裏方参画と調査･情報発信｣～ 
    報告者：澤井芳秀	 推薦者：今瀬政司 
・当事者団体と市民社会－弱さを強さに変える新しい組織経営の実際と展望－ 
    報告者：前田智加	 推薦者：樽見弘紀 
・外部からの移住者が果たす役割－奥永源寺における地域おこしを事例に－ 
    報告者：江口誠子	 推薦者：浦坂純子 
 
 
◇11:45～13:15◇	 
 D1【運営委員会企画パネル】NPOの働く場としての可能性を探る－公開シンポジウムを振り返って  
モデレーター：小野晶子	 	 	 パネリスト：高橋泰子・田中尚樹・豊島亮介・浦坂純子 
 
D2【公募パネル】「NPOと政治」研究の現状と課題：「NPOと政治」スタディグループ発足のために  
モデレーター：岡本仁宏	 	 	 パネリスト：今田克司・樽見弘紀・目加田説子・李妍焱 
 
D3【研究・実践報告】組織マネジメント モデレーター：田中敬文	 討論者：馬場英朗 
・東日本大震災後設立の被災地NPOにおける持続可能性 報告者：菊池遼 
・自走型保護猫カフェ「ネコリパブリック」：ソーシャル・フランチャイジングの可能性 
    報告者：金山智子 
・管理会計に基づくNPOの経営基盤強化―委託事業から自主事業へ― 報告者：秋葉武・山本由加 
 
D4【研究・実践報告】復興支援  モデレーター：西出優子	 討論者：今瀬政司 
・震災復興とCSR―福島県内の中小企業調査から― 報告者：青木孝弘 
・被災当事者による社会起業‐震災特別プロジェクト東北班の調査から 報告者：佐藤勝典 
・東日本大震災後設立のNPOにおける活動実態調査からNPO支援を検証 報告者：大久保朝江 
 
D5【学生セッション】  モデレーター：小田切康彦 
・mixiにおけるソーシャル・キャピタルの構築と消滅について  
    報告者：武田和也	 推薦者：稲葉陽二 
・市民社会における協働のための若者の情報スキルとネットマナー －「学生版市民メディフェス2015」開催
経験から   報告者：西村紗帆・堀切さや香	 推薦者：松浦さと子 
・学生の職業選択と社会貢献意識について 報告者：植田美由紀・忠澤智巳	 推薦者:大会運営委員会 
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◇13:20～14:30◇	 	 昼食・編集委員会 
 
 
◇14:30～16:00◇  
E1【公募パネル】NPOとプロボノ〜NPOを支える新しいアクターの現状と課題、展望〜  
モデレーター：杉岡秀紀	 	 	 パネリスト：鈴木康久・塚本恭之・永見まり子 
 
E2【研究・実践報告】官民関係  モデレーター：三木秀夫	 討論者：冨田雄二 
・日本の民間非営利法人による研究開発活動の実態調査—助成と実施の両方から— 報告者：王戈 
・米国国際保健政策における官民連携関係と民間財団の影響 報告者：野口和美 
・公益法人制度改革における日本経団連の活動 報告者：山野瞳 
・イングランドにおけるチャリティ・コミッションと日本における公益認定等委員会の業務との比較分析：

市民社会と国家との関係の特質把握のために 報告者：岡本仁宏 
 
E3【運営委員会企画パネル】地域を基盤とした社会起業—地域福祉の視点からその方法に迫る—  
モデレーター：永田祐	 	 	 パネリスト：川本健太郎・橋川健祐・村井拓哉 
 
E4【震災特別フォーラム】東日本大震災復興支援活動とNPO－その成果と変化－                        
モデレーター：小野晶子	 	 	 パネリスト：石田祐・浦坂純子・小田切康彦 
 
E5【研究・実践報告】まちづくり  モデレーター：松浦さと子	 討論者：金武創 
・まちづくり協議会とNPOの連携に関する現状と課題 報告者：髙橋結・佐々木秀之・風見正三 
・協働の窓モデルを活用した芸術文化によるまちづくりの研究 報告者：中井征夫 
・地方創生総合戦略への参画総量概念の提起 報告者：河井孝仁 
 
 
◇16:15～17:45◇  
F1【運営委員会企画パネル】協働コーディネーターの意義と役割を再考する  
 モデレーター：新川達郎	 	 	 パネリスト：鈴木康久・松井朋子・村井琢哉・小田切康彦 
 
F2【研究・実践報告】ソーシャル・インパクト・ボンド モデレーター：今田克司	 討論者：粉川一郎 
・インパクト評価の概念的整理とSROIの意義 報告者：小関隆志・馬場英朗 
・ソーシャル・インパクト・ボンドにおけるアウトカム測定とインパクト評価 報告者：馬場英朗 
・ソーシャルインパクト・ボンド（SIB）とNPOのパフォーマンスマネジメントに関する研究 
    報告者：塚本一郎・西村万里子 
 
F3【研究・実践報告】職員とキャリア モデレーター：松浦さと子	 討論者：立福家徳 
・社会関係資本から見る団体規模と介護施設職員の収入との関係‐中国鉄嶺市の事例 報告者：李浩東 
・非営利組織における職員の賃金構造およびその仕事満足度、活動継続意欲に及ぼす影響  
    報告者：馬欣欣・小野晶子 
・キャリアとしてのNPO —若年・壮年層の継続意思に注目して— 報告者：森山智彦 
 
F4【研究・実践報告】地域のリスクマネジメント モデレーター：李妍焱	 討論者：岡本仁宏 
・社会資本的課題に関わるシビルNPO法人中間支援組織活動への挑戦 報告者：有岡正樹・駒田智久 
・市民による放射能測定活動の変遷とその支援について：福島プロジェクト  
    報告者：佐藤真紀・佐藤公昭・小松真理子 
・自主防災組織が地域の減災に与える影響に関する研究～2013年台風18号における大津市の自主防災組織活
動分析から～   報告者：木村尚 

 
F5【研究・実践報告】コミュニティとネットワーク モデレーター：岸田眞代	 討論者：宮永健太郎 
・北海道グリーンファンドの協働性のネットワーク形成機能に関する実践事例研究 報告者：加藤知愛 
・持続可能な「道の駅」経営のための基礎的研究 報告者：三浦知子 
・「ふれあいサロン」のネットワーク化に関する考察 報告者：菅原浩信 
 
 
 


