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【2020年度大会開催に際して～会長挨拶～】 

 

 コロナ禍からの好転を期待した 2020 年春。対面での大会開催の可能性を残すため

に、6月の大会を 11月に延期いたしました。しかしながら、その後、毎日のように全国

で数百名、特に関東圏に集中して発症者が確認されることから、駒澤大学のキャンパ

スを会場とした開催は断念することになりました。そしてその代わりとしてオンラインで

の開催を行うことに決まりました。会場は大学ではなくなりましたが、実行委員会委員

長の李先生をはじめ、委員会のみなさまには、引き続き多くの労力をかけてご準備い

ただき、オンラインでの大会開催を実現するに至っています。ここに、会員を代表して、

心より感謝申し上げます。 

 さて、オンラインだからこそのよいことも。移動時間が省けるので、二日間にわたる

大会の全日程に参加できなくても、参加できるセッションだけ参加することが可能にな

ります。そのようにして数多くのみなさまに参加いただけましたら、普段の開催方法で

は出会わなかった会員のみなさんとの新たな出会いもきっとあります。今大会では、

懇親会にかわるオンラインを生かしたコミュニケーションの場の設置も検討いただい

ています。 

 新たな出会いは、新たな研究のきっかけにもなります。日本の非営利セクターひい

ては市民社会に関する研究は、実態や実践と照らしてみれば、まだまだ推進する余

地が残されています。日本 NPO 学会が目的とするところは、実務・実態あっての研究

でもあります。実務者と研究者が出会い、議論し、分析を深め、知見を得て、実社会

に還元していく。そんな出会いが生まれる大会になればと期待しています。 

 大会で発表されるみなさんにはお願いがあります。『ノンプロフィット・レビュー』は 20

年にわたって発刊され続けている、この分野の研究が集積する貴重な学術誌です。

数多くの研究が発信されればされるほど、学術、そして実践で活用される有用なもの

となります。大会での発表用にご準備された玉稿を討論者や会員みなさんとの議論

の後、是非、投稿についてもご検討ください。 

 最後になりましたが、コロナ禍の下でも引き続き会員として日本 NPO 学会にコミット

いただいておりますことにつきまして感謝を申し上げます。是非、大会にご参加いた

だけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

日本 NPO学会会長 

石田 祐 
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大会特設 HP と各種手続きのご案内 

 
◆大会特設 HP（大会関連情報は特設 HPをご確認ください） 

 https://janpora.org/meeting/ 

◆大会特設 HPでの書籍案内、資料掲載希望について 

・大会特設 HPで書籍の宣伝、団体資料リンクの案内を希望する方は、11月 10日までに大会事

務局（taikai2020@janpora.org）まで以下の項目を添えてご連絡ください。事務局で確認の上掲

載致します。 

1)団体(機関)名、申込者氏名、連絡先（電話番号とメールアドレス） 

2)掲載を希望する書籍・資料のタイプ、具体名とそのリンク（ファイルの場合は共有リンク）  

・大会特設ページは来年度大会の情報に切り替える時点まで公開される予定です。 

◆大会参加のお申し込みについて 

・10月 8日～31日は早割価格。11月 1日～18日は通常価格。 

・申し込みの〆切は 11月 18日（火曜）24時まで。 

・11月 19日～11月 20日の間に、参加方法のご案内をメールで送付致します。 

   早割料金（10月 8日～31日） 通常料金（11月１日～18日） 

一般会員 3000円 4000円 

学生会員 1000円 2000円 

非会員 5000円 6000円 

※学会への新規入会者は参加費無料。非会員でもセッションの登壇者なら参加費無料。 

※シンポジウムは一般公開。それ以外にも他学会との共同開催セッションを中心に、他学会の会員

も参加しやすくするために、7つの一般公開セッションを設けています。これをきっかけに広く日本

NPO学会を知ってもらう機会とするためにも、皆様から是非周りの方にお知らせください。 

◆両日のワークショップ参加者募集について 

・大会参加申し込みの際に合わせてお申し込みください。 

◆21日夜の交流会のトピック募集について 

・11月 18日（24時）までに大会事務局（taikai2020@janpora.org）までメールでご連絡ください。交

流会のトピックを申し込んだ方には、その交流会のホストを務めていただくことを想定していま

す（実行委員や事務局も可能な限り共同ホストとしてサポートいたします）。 

◆当日のオンライン参加とサポート体制について 

・当日は、参加方法の案内にしたがって各セッションの Zoom リンクからご参加ください。 

1)発言する時以外は必ずマイクをミュートにしてください。 

2)進行については当日のモデレーターの指示に従ってください。 

3)入退室は自由です。 

4)Zoomの使い方や参加に際しての注意事項などは、登壇者・参加者別にマニュアルを配付す

る予定です。当日は各セッションに学生スタッフが必要に応じてサポートいたします。 

◆大会「落書きボード」について 

・大会では 2つの落書きボード「社会を変える市民活動。私の一押し！」と「実践と研究の出会い」

を設置します。保存し大会後も共有可能なので、是非情報交換にご活用ください。 

https://janpora.org/meeting/
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【セッション配置一覧】 

   

 

※次頁以降はまず全体の俯瞰図を掲載し、その後各部会の詳細を掲載します。 

セッション1 セッション2 セッション3 セッション4 セッション5 セッション6 セッション7

1日目の振り返り 17：30～18：20

学会賞表彰式 18：20～18：50

交流会

（オンライン飲み会）
19：00～20：30

シンポジウム

登壇者と

もっと語ろう

トピック募集 トピック募集 トピック募集 トピック募集 トピック募集 トピック募集

※交流会は自由トピックで自由に交流する機会です。最大7つの部屋で同時進行可能。飲み物や食べ物を持参し語り合いましょう！

※そのうちの6つについて、皆様からトピックを募集します。大会参加申し込みに際に合わせてお申し込みください(先着順）。

※WS＝ワークショップは事前申し込みが必要です。大会参加申込時に合わせてお申し込みください。

セッション1 セッション2 セッション3 セッション4 セッション5 セッション6 セッション7

朝の坐禅 8：30～9：20

2日目の振り返り＆

閉会式
17：10～18：20

G

13：20～15：00

落書きボード

(1)

落書きボード

（2）

各セッションの面白い話をシェアしよう&閉会の挨拶

E

F

15：15～16：55 G1 G2 G3 G4 G5

F1 F2 F3

D

15：15～17：15

落書きボード

(1)

落書きボード

（2）

公開シンポジウム

学会賞受賞者表彰

9：30～11：10 D1 D2 D3 D4 D5

オンライン椅子坐禅講座

11月22日（日）

公開シンポジウム

13：20～15：00 C5（WS)

F4 F5（WS)

11：25～13：05 E1 E2 E3 E4

各セッションの面白い話をシェアしよう

C2 C3 C4

B

C

B5

11月21日（土）

9：30～11：10 A1 A2 A3 A4 A5

11：25～13：05 B1 B2 B3 B4

A
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学会企画パネル：学会としてまたは他学会と連携して企画したパネルです。 

実行委員会企画：大会実行委員会による企画です。パネル、ワークショップ、対話、映像＋トークの 4種類の形式があります。      

一般公募パネル：会員から公募し審査を経て設置したパネルです。 

研究・実践報告：会員から報告の申し込みを受けて、審査を経て組み合わせた部会です。 

学生セッション：学生会員から報告の申し込みを受けて、審査を経て組み合わせた部会です。 

日本NPO学会第22回大会　オンライン開催俯瞰図

日時 セッション１ セッション２ セッション３ セッション４ セッション５ セッション6 セッション7

9：30-11：10

A

A1(一般公開）

学会企画パネル：

ＮＰＯセクターにとっての宗

教・宗教団体の意義：「鬼

門」封じの試み

岡本仁宏／稲場圭信／白

波瀬達也

A2

一般公募パネル：

低所得のシングルマザーと若

者のファイナンシャル・ヘルスの

実態～ポストコロナを見据え

た支援のあり方を考える

椎野修平／小関隆志／赤

石千衣子／新宅圭峰／今

田克司／土屋一歩

A3

研究・実践報告：

経営とガバナンス

大庭竜太／大川新人／石田

祐

モデレーター：原田晃樹

コメンテーター：太田達男

A4

実行委員会企画パネル：

NPOセクターとデータ－利活用

の前に議論すべき、収集と蓄積

の課題

粉川一郎／庄司昌彦／原潔

／三木浩平

A5

一般公募パネル：

地域企業への兼業・副業とその

仕組みについて考える -NPO

法人G-netふるさと兼業の事

例より-

今永典秀／掛川遙香／大谷

真奈美／川合俊也／塚本恭

之

11：10-11：25

11：25-13：05

B

B1

研究・実践報告：

社会的機能と宗教

仁平典宏／浅井伸行

モデレーター：岡本仁宏

コメンテーター：坂本治也

B2

研究・実践報告：

NPOと教育

西出優子／田辺大／雪田

恵子ほか

モデレーター：田中敬文

コメンテーター：藤井敦史

B3

一般公募パネル：

NPOコンサルティングの生成と

展開

秋葉武／田口由紀絵／笠原

孝弘

B4

研究・実践報告：

若者

新宅圭峰／粉川一郎／栗原

俊輔

モデレーター：桜井政成

コメンテーター：岡村こず恵

B5

研究・実践報告：

地域活性化

世古一穂／中嶋貴子／加藤

知愛

モデレーター：水谷衣里

コメンテーター：松本典子

13：05-13：20

13：20-15：00

C

C2

実行委員会企画ワークショッ

プ：

食に関するワークショップ

世古一穂

※要事前申し込み

C3（一般公開）

実行委員会企画パネル：

市民と投資家、企業の協働の

可能性と課題－CRFのESGエ

ンゲージメント・プロジェクト

黒田かをり／水口剛／飯沼佐

代子／松原稔

C4

学生セッション：

社会起業家とNPOの役割

藤本直樹（推薦者：桜井政

成）／楊雨双（推薦者：坂

本治也）

コメンテーター：今永　典秀

C5

学生セッション：

地域振興

鳥本真生（推薦者：今永典

秀）／杉本 亮（推薦者：桜

井政成）

コメンテーター：三浦一浩

15：00-15：15

15：15-17：15

17：15-17：30

17：30-18：00

18：20-18：50

18：50-19：00

19：00-20：30

オンライン交流会

シンポジウム登壇者と

もっと語ろう
トピック募集！ トピック募集！ トピック募集！ トピック募集！ トピック募集！ トピック募集！

8：20-9：20

9：20-9：30

9：30-11：10

D

D1（一般公開）

学会企画パネル：

ソーシャル・イノベーションと

NPO

佐野淳也／岡本仁宏／青

尾謙／新川達郎／服部篤

子

D2

研究・実践報告：

市民参加と社会運動

寺下和宏／桜井政成／富

永京子

モデレーター：坂本治也

コメンテーター：山岡義典

D3

研究・実践報告：

就労とNPO・WISE

内田香奈／菰田レエ也／佐

藤勝典

モデレーター：藤井敦史

コメンテーター：米澤旦

D4

一般公募パネル：

東日本大震災から10年を迎え

る2021年3月に向けて

菊池遼／菅野拓／中尾公一

D5

研究・実践報告：

寄付とファンドレイジング

瀬上倫弘／石田祐／瓜生原

葉子

モデレーター：小関隆志

コメンテーター：今田克司

11：10-11：25

11：25-13：05

E

E1

実行委員会企画対話：

日韓の社会的経済ネットワー

クとCOVID-19への対応－政

府との関係性

桜井政成／イム・サンファン

E2

一般公募パネル：

NPOの政治参加は如何に展

開して行くべきか－次世代ア

クティビストと考える

稲田千紘／鬼沢秀昌／木

村聡

E3（一般公開）

実行委員会企画パネル：

非営利セクター内の協働の現

状と課題：コロナ禍における実

践を含めた考察

柏木宏／若月利之／酒井

健

E4

研究・実践報告：

災害と復興

菅野拓／石田祐／中川政治

モデレーター：大久保朝江

コメンテーター：早瀬昇

13：05-13：20

13：20-15：00

F

F1（一般公開）

実行委員会企画パネル：

アフターコロナ、地域の時代を

どう創る？:タイと日本のローカ

ルベンチャー（起業）の試み

古沢広祐／尾崎嘉洋／木

村 静

F2

実行委員会企画対話：

東アジア地球市民村×東アジ

ア市民社会フォーラム

李妍焱／朱恵文／大友映

男／美濃部真光／村上徹

也／楠田健太

F3

実行委員会企画パネル：

コロナ禍におけるアジア各国の

市民社会の役割の展望：

Doing Good Index2020の

調査をもとに

今田　克司／Ruth Shapiro

／Mehvesh Mumtaz

Ahmed／土屋一歩／鈴木

勉

F4（一般公開）

実行委員会企画映像＋トー

ク：

トランジション活動15年の歴

史、その意義と役割を考察する

梶間陽一

F5

実行委員会企画ワークショップ

寄付体験ワークショップ「寄付の

教室」

大石俊輔

※要事前申し込み

15：00-15：15

15：15-16：55

G

G1（一般公開）

学会企画パネル：

市民が自由につくれる協同組

合を構想する

三浦一浩／青竹豊／栗本

昭／古村伸宏

G2

実行委員会企画パネル：

2010年代日本の市民社会

の地勢図－社会運動の視点

から

小杉亮子／辰巳智行／菰

田レエ也／中根多惠

G3

一般公募パネル：

改めて、市民社会創造を青臭

く語る－ポストコロナ時代の市

民社会とは

椎野修平／山岡義典／松原

明／中島智人／米田佐知子

G4

学会企画パネル：

大規模災害時における日本

NPO 学会の役割

秋葉武／菅野拓／永井美佳

／三木秀夫

G5

実行委員会企画パネル：

インパクト投資の潮流とその拡

大に向けた展望

水谷衣里／黄春梅／加藤有

也／山中礼二

16：55-17：10

17：10-18：20

朝の坐禅　（オンライン椅子坐禅講座／指導：駒澤大学元学長　石井清純）

大会２日目の振り返り（広石拓司）＆　閉会のご挨拶（会長）※一気にすべてのセッションの面白ポイントを知る「お得タイム」！

11月　22日

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

落書きボード（1）

「私の一押し！」

社会の仕組みやシステム

の変革につながる可能

性を秘めるそれぞれの

「一押しの市民活動

（人物、グループ、ネット

ワーク、プロジェクト）を

書いて、みんなで共有し

ていこう！

休憩

休憩

落書きボード（2）

「実践と研究の出会い」

実践者から：こんな研

究をしてほしい！私たち

のことを研究してほしい、

など、研究者に研究して

ほしいこと、ものを書き込

もう。

研究者から：こんな研

究がしたいので、面白い

事例や対象を薦めてほ

しい、自分の今までの研

究から得た興味深い知

見の要点の披露など。

休憩

学会賞表彰式

落書きボード（1）

「私の一押し！」

社会の仕組みやシステム

の変革につながる可能

性を秘めるそれぞれの

「一押しの市民活動

（人物、グループ、ネット

ワーク、プロジェクト）を

書いて、みんなで共有し

ていこう！

落書きボード（2）

「実践と研究の出会い」

実践者から：こんな研

究をしてほしい！私たち

のことを研究してほしい、

など、研究者に研究して

ほしいこと、ものを書き込

もう。

研究者から：こんな研

究がしたいので、面白い

事例や対象を薦めてほ

しい、自分の今までの研

究から得た興味深い知

見の要点の披露など。

休憩

休憩

11月 21日

（一般公開）

公開シンポジウム：連帯の進化とNPOの新地平－理論と実践の対話

仁平典宏／津富宏／中村果南子／岡本佳美／李妍焱

大会１日目の振り返り（ファシリテーター：広石拓司）※一気にすべてのセッションの面白ポイントを知る「お得タイム」！
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【プログラム一覧】 

11月 21日（土） 

 

◆9：30～11：10 Aセッション 
 

A1 【学会企画パネル】「宗教と社会貢献」研究会との連携企画 

◎…モデレーター                                                                             

NPOセクターにとっての宗教・宗教団体の意義：「鬼門」封じの試み 

岡本 仁宏◎ 

稲場 圭信 

白波瀬 達也 

 

A2 【一般公募パネル】                                      

◎…モデレーター                                                                             

 

低所得のシングルマザーと若者のファイナンシャル・ヘルスの実態 

～ポストコロナを見据えた支援の在り方を考える～ 

 

椎名修平◎ 

小関隆志 

赤石千衣子 

新宅圭峰 

今田克司 

土屋一歩 

 

A3 【研究報告・実践報告】 経営とガバナンス                                         

                                 モデレーター：原田 晃樹   コメンテーター：太田 達男 

高齢者分野の社会福祉法人の合併における資産効率改善の研究 大川 新人 

公益法人の制定過程から読み解く評議員・評議員会 大庭 竜太 

ボランティアマネジメントモデル開発のための実証分析 

～子ども支援分野の特徴を考慮して～ 

鈴木 平 

石田 祐 

 

A4 【実行委員会企画パネル】                                       

◎…モデレーター                                                                             

NPOセクターとデータ：利活用の前に議論すべき、収集と蓄積の課題 

粉川 一郎◎ 

庄司 昌彦 

原 潔 

三木 浩平 

 

A5 【一般公募パネル】 

◎…モデレーター                                                                             

地域企業への兼業・副業の意義を考える 

～NPO法人 G-netふるさと兼業事例を中心に～ 

今永 典秀◎ 

掛川 遥香 

大谷 真奈美 

川合 俊也 

塚本 恭之 
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◆11：25～13：05 B セッション 

 

B1 【研究報告・実践報告】社会的機能と宗教                                         

                                 モデレーター：岡本 仁宏   コメンテーター：坂本 治也  

気候変動問題に対する「信仰を基盤とした組織」の取り組み                              浅井 伸行 

首都圏の市民社会組織における「ビジネスライク化」の諸相 

～2006年・2019年の首都圏市民団体調査データの比較から～ 
仁平 典宏 

 

B2 【研究報告・実践報告】NPO と教育                                         

                                 モデレーター：田中 敬文   コメンテーター：藤井 敦史 

多様な性の受容と啓発における教育と NPOの役割 西出 優子 

社会人大学院生や独立研究者がもし研究活動に伸び悩んだらどうしたら打

開できるのか 
田辺 大 

「よいインターン」とは何か 

～大学生と NPOの双方が育つモデルの予備的検討～ 

雪田 恵子 

荒井 尚緒 

西口 優毅 

荒木 勇輝 

 

B3 【一般公募パネル】 

                                                  ◎…モデレーター                                                                             

NPO コンサルティングの生成と展開 

秋葉 武◎ 

田口 由紀絵 

笠原 孝弘 

 

B4 【研究報告・実践報告】若者                                         

                                モデレーター：桜井 政成   コメンテーター：岡村 こず恵  

地域資源としての学生の可能性とインバウンド対応 

～宇都宮おもてなし隊の活動から見えてきたもの～ 
栗原 俊輔 

若年無業者の就労支援における社会的インパクト・マネジメント                              新宅 圭峰 

引きこもりの若者に対するアウトリーチ事業の新たな評価基準の作成およ

び SIB事業における課題 
粉川 一郎 

 

B5  【研究報告・実践報告】地域活性化                                         

                                 モデレーター：水谷 衣里   コメンテーター：松本 典子  

ハイブリッド型組織－地域コーポレーションーによるアドボカシーと地域経

済システムの創造 
加藤 知愛 

地域活動の持続と発展に貢献するネットワーキング 

～創業期における政策介入後の追跡調査から～ 
中嶋 貴子 

広がる食卓 

～コミュニティ・レストランの 20年にわたる実践～ 
世古 一穂 
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◆13：20～15：00 Cセッション  
 
C2 【実行委員会企画ワークショップ】（参加者先着 15名限定／要事前申し込み）                  

食に関するワークショップ 世古 一穂 

 
C3 【実行委員会企画パネル】 

◎…モデレーター 

市民と投資家、企業の協働の可能性と課題 
～CRFの ESGエンゲージメント・プロジェクト～ 

黒田 かをり◎ 

水口 剛 

飯沼 佐代子 

松原 稔 

 
C4 【研究報告・実践報告】学生セッション：社会起業家と NPOの役割                    
                                                コメンテーター：今永 典秀  

観光社会起業家の観光ガバナンスにおける役割 藤本 直樹 

中国#MeToo運動における NPOの活動と役割 楊 雨双 

 
C5  【研究報告・実践報告】学生セッション：地域振興                    
                                                コメンテーター：三浦 一浩 

大学生と社会人混成団体による地域スポーツ振興活動の提言 

鳥本 真生 

内藤 里奈 

長曾我部俊哉 

若者団体と学生の連携による特産品を地域に浸透させる方法の探索 
杉本 亮 

高橋 芽依 

 
◆15：15～17：15 【公開シンポジウム】（一般公開） 
 
テーマ： 連帯の進化と NPOの新地平－理論と実践の対話 

  登壇者： 仁平 典宏（東京大学大学院教育学研究科比較教育社会学講座准教授） 

津富 宏（静岡県立大学国際関係学部国際関係学科教授） 

岡本 佳美（株式会社アム 代表取締役） 

中村 果南子（一般社団法人ちゃぶ台返し女子アクションスタッフ） 

モデレーター： 李 妍焱（駒澤大学文学部社会学科教授）     

  
◆17：30～18：20 【1 日目の振り返り】 
 
ファシリテーター：広石 拓司（株式会社エンパブリック代表取締役） 

 
◆18：20～18：50 【学会賞表彰式】 
 
◆19：00～20：30 【オンライン交流会】 
 

最大 7つ同時進行可能。6つまでトピックを募集いたします。 

参加申し込みの際に合わせて申し込んでください。 
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11月 22日（日） 

 
◆8：30～9：20  朝の坐禅 （オンライン椅子坐禅講座／駒澤大学元学長 石井 清純）   

 

◆9：30～11：10 D セッション 
 

D1  【学会企画パネル】日本ソーシャル・イノベーション学会との連携企画 

                                                ◎…モデレーター                                                                             

ソーシャル・イノベーションと NPO 

佐野 淳也◎ 

岡本 仁宏 

青尾 謙 

新川 達郎 

服部 篤子 

 

D2 【研究報告・実践報告】市民参加と社会運動                 

                              モデレーター：坂本 治也   コメンテーター：山岡 義典 

団体戦略からみる NPO・市民活動参加の規定要因 

～河川保全運動の質的比較分析を通じて～ 
寺下 和宏 

青少年の社会貢献意識・政治参加意識へ影響する要因の国際比較   
桜井 政成 

加野 佑弥 

抗議をいやがる理由 

～社会運動への肯定感・忌避感を規定する要因の研究～ 

富永 京子 

金澤 悠介 

 

D３  【研究報告・実践報告】就労と NPO・WISE                                       

                               モデレーター：藤井 敦史   コメンテーター：米澤旦 

副（福）業の可能性を拓く 

～マルチステークホルダーによる新たな社会システムの構築～ 
内田 香奈 

特別支援教育と WISEの視点で支援学校から就労支援施設への当事者の移

行状況 
佐藤 勝典 

起業過程の事例分析から見る労働統合型社会的企業 菰田 レエ也 

 

D4 【一般公募パネル】                                                                                                    

◎…モデレーター                                                                             

東日本大震災から 10年を迎える 2021年 3月に向けて市民社会・サードセク

ターの現在を考える 

菊池 遼◎ 

菅野 拓 

中尾 公一 

 

D5  【研究報告・実践報告】寄付とファンドレイジング                       

                             モデレーター：小関 隆志   コメンテーター：今田 克司 

ファンドレイジング・パラドックスとその解決のための共感メカニズムと地域性と

の関係性についての考察  

～横浜市における事例研究を中心として～ 

瀬上 倫弘 

「あなたの寄付を人件費に使ってもいいですか」に寄付者はどう反応するのか

～実験手法による分析～ 

石田 祐 

岡田 彩 

共感を惹起するクラウドファンディングサイトについての検討 瓜生原 葉子 
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◆11：25～13：05 Eセッション 
 
E1 【実行委員会企画パネル】国際交流企画 

◎…モデレーター                                                                             

日韓の社会的経済ネットワークと COVID-19への対応 
～政府との関係性～ 

桜井 政成◎ 
イム・サンファン 

 
E2 【一般公募パネル】                                                                                                    

◎…モデレーター                                                                             

NPOの政治参加はいかに展開していくべきか 
～次世代アクティビストと考える～ 

稲田 千紘◎ 
鬼澤 秀昌 
木村 聡 

 
E3  【実行委員会企画パネル】                                                                                                    

◎…モデレーター                                                                             

非営利セクター内の協働の現状と課題 
～コロナ禍における実践を含めた考察～ 

柏木 宏◎ 
若月 利之 
酒井 健 

 
E4  【研究報告・実践報告】災害と復興                    

                                モデレーター：大久保 朝江   コメンテーター：早瀬 昇 

災害救助法（1947年）の制定過程にみるボランティア・サードセクタ
ーの取り扱い 

菅野 拓 

災害復興に従事する「ヒーロー」たちは幸せか 
～活動環境に着目して～ 

矢部 寛明 
石田 祐 

東日本大震災以降の災害対応における中間支援組織の役割 中川 政治 

 
◆13：20～15：00 Fセッション 
 
F1 【実行委員会企画パネル】                                                                                                    

◎…モデレーター                                                                             

アフターコロナ、地域の時代をどう創る？ 
～タイと日本のローカルベンチャー（起業）の試み～ 

古沢 広祐◎ 
尾崎 嘉洋 
木村 静 

 
F2  【実行委員会企画対話】 
  ◎…モデレーター                                                                             

東アジア地球市民村×東アジア市民社会フォーラム 

李 妍焱◎ 
朱 惠文  
美濃部 真光  
大友 映男 
村上 徹也 
楠田 健太 

 
F3  【実行委員会企画パネル】 
  ◎…モデレーター                                                                             

コロナ禍におけるアジア各国の市民社会の役割の展望 
～Doing Good Index2020の調査をもとに～ 

今田 克司◎ 
Ruth Shapiro 
Mehvesh Mumtaz Ahmed
土屋 一歩 
鈴木 勉 
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F4  【実行委員会企画映像＋トーク】 

トランジション活動 15年の歴史、その意義と役割を考察する 梶間 陽一 

 
F5  【実行委員会企画ワークショップ】（参加者先着 30名限定／要事前申し込み） 

寄付体験ワークショップ「寄付の教室」 大石 大輔 

 
◆15：15～16：55 Gセッション 
 
G1  【学会企画パネル】日本協同組合学会との連携企画 

◎…モデレーター                                                                             

市民が自由につくれる協同組合を構想する 

三浦 一浩◎ 
青竹 豊 
栗本 昭 
古村 伸宏 

 
G2  【実行委員会企画パネル】社会運動研究者ネットワークとの連携企画                                      
  ◎…モデレーター                                                                             

2010年代日本の市民社会の地勢図 
～社会運動の視点から～ 

小杉 亮子◎ 
菰田 レエ也 
辰巳 智行 
中根 多惠 

 
G3 【一般公募パネル】                                                                                                    

◎…モデレーター                                                                             

改めて、市民社会創造を青臭く語る 
～ポストコロナ時代の市民社会とは～ 

椎野 修平◎ 
山岡 義典 
松原 明 
中島 智人 
米田 佐知子 

 
G4  【学会企画パネル】 

◎…モデレーター                                                                             

大規模災害時における日本 NPO学会の役割 

三木 秀夫◎ 
秋葉 武 
菅野 拓 
永井 美佳 

 
G5  【実行委員会企画パネル】 

                                                  ◎…モデレーター 

インパクト投資の潮流とその拡大に向けた展望 

水谷 衣里◎ 
黄 春梅 
加藤 有也 
山中 礼二 

 
◆17：10～18：20 2日目の振り返り＆閉会式 
 
ファシリテーター：広石 拓司（株式会社エンパブリック代表取締役） 
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【第 22回年次大会実行委員会】 

 

委員長 李 妍焱  駒澤大学文学部教授 

委員 井上 英之  慶應義塾大学大学院特別招聘准教授 

委員 今田 克司  CSOネットワーク代表理事 

委員 大石 俊輔  日本ファンドレイジング協会プログラムディレクター 

委員 梶間 陽一  トランジション・ジャパン副代表理事 

委員 粉川 一郎  武蔵大学社会学部教授 

委員 田中 敬文  東京学芸大学教育学部准教授 

委員 利根 英夫  公益財団法人トヨタ財団プログラムオフィサー 

委員 原田 晃樹  立教大学コミュニティ福祉学部教授 

委員 広石 拓司  株式会社エンパブリック代表取締役 

委員 藤井 敦史  立教大学コミュニティ福祉学部教授 

委員 古沢 広祐  國學院大學研究開発推進機構・客員教授 

NPO法人「環境・持続社会」研究センター代表理事 

委員 松田 妙子  NPO法人せたがや子育てネット代表理事 

委員 三浦 一浩  一般財団法人地域生活研究所研究員 

委員 水谷 衣里  株式会社風とつばさ代表取締役 

 

事務局 松本 典子  駒澤大学経済学部教授 

 


