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第Ⅱ章 地球環境基金助成活動の情報整理及び分析

 本業務では、地球環境基金により助成を受けた環境保全団体の情報整理及び分析を行った。

1. 過去に地球環境基金の助成活動を受けた団体の活動内容や分野、規模等と目標・指
標との関係、またその目標達成度の抽出・分析

2. 助成終了後における団体の発展の経過に対する地球環境基金のインセンティブ効果
の分析

3. 日本国内の助成団体の評価方法、環境 NGO・NPOの活動成果の可視化の参考とな
るツールの検討

を行うことを目的として、整理・分析の対象とした団体数及び実施手法、またその結果につ

いて、以下にまとめる。

 なお、情報整理・分析を進めるに先立ち、本文内で使用する語句の定義を以下に定める。

1. 助成活動の情報整理及び分析対象の選定

 助成を受けた団体の整理・分析を行うにあたり、まず、過去に地球環境基金の助成により

行われた環境保全活動について、蓄積された情報（表 2）を基に団体を選定した。

【地球環境基金における語句の定義】 

アウトプット： 助成を受けた活動の実施目標

アウトカム： 助成を受けた期間に達成した状況・成果の目標

指標：  アウトプットおよびアウトカムの達成度を客観的に評価す

   るための観点。 

【書類の概要】 

要望書： 活動団体が地球環境基金の助成金に応募をする際に作成する書類

交付申請書：助成金の交付決定後、交付申請のために作成する書類。記入項目は

要望書とほぼ同一であるが、内容及び交付金額については地球環境

基金と相談の上、最終的に決定されるため、要望書から修正されて

いる場合がある。

実績報告： 助成を受けたプロジェクト終了後、活動報告集のために記載された

原稿。

活動報告集：実績報告の内容を原稿としてまとめられた冊子。公表用。
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表 2 情報整理対象書類とその数

 表 2の通り、助成を受けた団体は 1993（平成 5）～2013（平成 25）年度において 4,000
団体を超えることから、本業務の目的である、「助成活動により得られた成果の体系的な整

理・分析」をより効果的・効率的に達成するため、事後評価を開始した 2006（平成 18年）
度以降の助成先である 1,427 団体のうち、さらに申請時の活動計画・目標との比較が可能
となる、要望書及び交付申請書の現存する 2009（平成 21）年度以降の団体を、実際の情報
整理対象の団体とした。よって、情報整理・分析の対象団体は 878 団体となった。なお、
本助成活動では、複数年継続して助成を受けている団体もあるため、上記の団体数はのべ団

体数である。

 また、調査の段階と目的に応じ、最終的にはさらに対象団体を絞って実施したが、その詳

細については、次項の「2. 助成活動の情報整理及び分析の手法」においてまとめる。
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表 3 選定した情報整理対象団体数

2. 助成活動の情報整理及び分析の概要

 助成を受けた環境保全活動の成果の整理と達成の分析にあたっては、整理・分析に必要な

情報の有無、また分析に妥当な団体数を勘案し、3段階に分け、それぞれ対象団体数を絞り
込んで実施した。その段階は次の通りである。

 次に、各フェーズの対象団体数と調査手順についてまとめる。

【第 1フェーズ】活動目標・結果の抽出・整理
 第 1 フェーズでは、申請時の要望書及び交付申請書、また活動終了時の実績報告書を基
に、以下の情報を抽出・整理した。

【第 1フェーズ】 ①助成団体の整理・分類

②申請時の活動目標及び成果の抽出・整理

③活動の結果・効果の抽出・整理

【第 2フェーズ】 ④助成事業の事後評価結果の整理

⑤フォローアップ調査対象団体の抽出

⑥助成終了後の経過に関する情報収集（WEB調査）

【第 3フェーズ】 ⑦アウトプット・アウトカム、指標の抽出と分析
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表 4 調査手順（第 1フェーズ）

手順 調査項目
対象

団体数
調査手法

①助成団体の

整理・分類

活動分野

自然保護・保全・復元

森林保全・緑化

砂漠化防止

環境保全型農業

地球温暖化防止

循環型社会形成

大気・水・土壌環境保全

総合環境教育

その他の環境保全活動（国際会議、政策

提言、調査研究を含む）

活動区分

国内の民間団体が行う開発途上地域の環

境保全のための活動（イ案件※）

海外の民間団体が行う開発途上地域の環

境保全のための活動（ロ案件※）

国内の民間団体が行う国内の環境保全の

ための活動（ハ案件※）

活動形態

実践

知識の提供・普及啓発

調査研究

国際会議

助成金額（規模）

878団体
(表 3参照) 

申 請時 の

要望書

交 付申 請

書

②活動目標及

び成果指標の

抽出・整理

活動計画

助成を受けた活動の先に最終的に目指す

もの（上位目標）

助成期間に達成したい状況・成果の目標

（アウトカム）

活動の実施目標（アウトプット）

878団体
申 請時 の

要望書
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③ 活 動 の 結

果・効果の

抽出・整理

助成を受けた活動の結果

助成を受けた活動の効果
878団体

実績報告

活 動報 告

集

※イ案件：国内の民間団体が行う開発途上地域の環境保全のための活動

 ロ案件：海外の民間団体が行う開発途上地域の環境保全のための活動

 ハ案件：国内の民間団体が行う国内の環境保全のための活動

【第 2フェーズ】事後評価・WEB調査の整理
 第 2フェーズでは、第 1フェーズの対象であった 878団体のうち、地球環境基金評価専
門委員会による事後評価を受けた 28団体について、事後評価表を基に評価結果を整理した。
また、助成活動終了後の活動状況及び波及効果、組織の発展等について、地球環境基金がア

ンケート調査を行ったフォローアップ調査の対象 155 団体を抽出した。事後評価の対象団
体及びフォローアップ調査の対象団体を選定したのは、どちらも地球環境基金による助成を

3年間継続して受けた団体が主な対象となっており1、

長期的なプロジェクト計画においては、目標設定及びアウトプット・アウトカムがより

明確に表れやすい

プロジェクトの継続性のみならず、活動団体自体の持続性が高く、自立的な活動を行っ

ている可能性が高い

との理由からである。

WEB調査においては、過去、地球環境基金の助成を受けた団体が助成終了後、どのよう
な経過をたどったかについて情報を収集し、助成によるインセンティブ効果を分析すること

を目指して、下記の調査を実施した。また、本調査の目的である活動の成果の可視化の検討

の際に参考とするため、活動・成果の広報・PR方法、発信状況についても追加で調査を行
った。

1 平成 26年度に実施した、入門助成に対するフォローアップ調査については、一部単年度
の助成である。
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表 5 調査手順（第 2フェーズ）
調査項目 対象団体数 調査手法

④事後評価結

果の整理

計画の妥当性

目標設定の具体性

実施方法

実施のプロセス

目標の達成度

プロジェクトの成果

プロジェクトの直接効果

プロジェクトの波及効果

評価結果

28団体
内訳：

H21年度 5件
H22年度 5件
H23年度 5件
H24年度 5件
H25年度 8件

事後評価表

⑤フォローア

ップ調査団体

の抽出

※フォローアップ調査結果につ

いては全団体の回答をまとめた

アンケート結果であったため、

調査項目を設定せず、対象団体

のみを抽出した。

155団体
H23年度 43件
H24年度 32件
H25年度 37件
H26年度 43件
※H21 年度以降に助成を受

けた団体を対象とする。

フォローア

ップ調査結

果

⑥助成終了後

の経過に関す

る情 報収集

（WEB調査）

団体の財産状況（収支決算書、

貸借対照表など）

助成を受けた活動の発展状況

地域及び他組織との連携状況

活動地域・活動国

掲載情報の種類

最終更新年月

＜追加調査項目＞

活動・成果の広報・PR手法、
発信状況

163団体
※事後評価対象団体（28 団
体）及びフォローアップ調査

対象団体（155団体）の合計
のうち、重複分を引いた団体

数

各団体の

WEBサイト

【第 3フェーズ】アウトプット・アウトカム、指標の抽出と分析
 第 3 フェーズでは、活動の内容や分野、規模等に対して立てられている目標や指標、ま
た目標に対し達成した成果を分析するため、第 2 フェーズで整理した 163 団体の目標、実
施結果、成果と効果等の内容より、それぞれの団体が設定されたと考えられるアウトプット

とアウトカム、またその指標を抽出した。

 その後、活動分野ごとに分類し、
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各団体のアウトプット・アウトカム・指標の分析

「申請時の活動分野の設定－活動目標－終了時の実施結果（アウトプット）－プロジェ

クトの成果（アウトカム）－設定指標」の関係性の分析

WEB調査を基に、助成活動のインセンティブ効果、助成団体のプロジェクトの発展状
況及び発信状況の分析

を行った。

 また、最後に、各活動分野別・活動形態別の指標のみを抽出し、後述する「第Ⅳ章 成果

の普及の検討」の際の基礎情報とした。なお、活動形態「国際会議」については、1団体の
みであったため、分析対象より除外した。地球環境基金の助成活動の各活動分野および活動

形態を、改めて下記に示す。

表 6 助成活動の活動分野及び活動形態

活動分野 活動形態

自然保護・保全・復元

森林保全・緑化

砂漠化防止

環境保全型農業

地球温暖化防止

循環型社会形成

大気・水・土壌環境保全

総合環境教育

その他の環境保全活動（国際会議、

政策提言、調査研究を含む）

実践

知識の提供・普及啓発

調査研究

国際会議
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3. 助成活動の情報整理・分析結果

（1）情報整理の結果 

 「2．助成活動の情報整理及び分析」の項で記載した手順に則り、情報をエクセルシートに整理した。その一部について、以下に掲載
する。

【第 1フェーズ】活動目標・結果の抽出・整理結果（年度ごと）（一部）
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【第 2フェーズ】事後評価・WEB調査の整理結果（年度ごと）及び【第 3フェーズ】アウトプット・アウトカム、指標の抽出結果(一部) 
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情報整理・分析を実施した団体数（活動形態・活動分野別）

（2）分析結果 

 以上の助成団体の情報整理及びWEB調査を基に、
各団体のアウトプット・アウトカム・指標の分析

「申請時の活動分野の設定－活動目標－終了時の実施結果（アウトプット）－プロ

ジェクトの成果（アウトカム）－設定指標」の関係性の分析

WEB調査を基に、助成活動のインセンティブ効果及び助成団体のプロジェクトの
発展状況及び発信状況の分析

を行った。調査内容の設定時には、上の分析により、

活動分野・活動形態ごとに目標及び指標の明確な分類が可能である

明確な目標設定が、優れた成果及び効果につながる

との可能性を想定したが、実際の分析においては、活動分野・形態による目標及び成果の区

分ができず、明確な分類化及び相関関係の確認は難しかった。しかしながら、全体的な傾向

として、以下のような点が明らかになった。なお、今回の調査は、申請書類や実績報告等、

書類による情報のみを対象としたため、これら書類に記載されていないアウトカムや指標等

については、把握が難しかった点に留意する必要がある。

① 各団体のアウトプット・アウトカム・指標の設定に関する傾向 

アウトプットは比較的明確に記載されており、定量化が意識されている。

アウトカムについてはアウトプットと同様の内容や今後の目標、または期待値を混在し

て記載している例が見受けらる。

平成 25年度までの要望書・交付申請書には、指標の記載が求められなかった背景もあ
るが、活動目標に対する指標が明記されていない、もしくは不足している。

活動形態「知識の提供・普及啓発」については、ほとんどすべてのプロジェクトのアウ



20 

トプットに含まれている。

活動分野「総合環境教育」及び活動形態「知識の提供・普及啓発」のアウトカムを測る

指標の設定は、定性的な指標に偏りがちである。

② 「申請時の活動分野の設定－活動目標－終了時の実施結果（アウトプット）－プロジェ

クトの成果（アウトカム）－設定指標」の関係性の傾向 

申請時に選択した活動分野及び活動形態と、活動目標・実施内容との整合性、また、選

択した分野・形態に沿った、内容の重点化が図れていないケースが多い。

そのため、活動分野及び活動形態ごとのアウトプット及びアウトカムの相違が不明瞭で

あり、プロジェクトの内容が複数の分野及び形態にまたがっている。

アウトプット―アウトカム間の相関関係がわかりにくい。

活動形態「調査研究」については、調査研究に対する指標の設定はなされておらず、「実

践」「知識の提供・普及啓発」と組み合わせた活動目標及び指標の設定がされている例

が多い。

③ WEB 調査を基にした、助成活動のインセンティブ効果及び助成団体のプロジェクトの発

展状況及び発信状況の傾向 

助成期間終了後、当該プロジェクトの発展・進捗状況を掲載している団体はほとんどな

く、プロジェクトのページ、もしくはWEBサイト自体が休眠時間に入っていることが
多い。

WEB上において助成活動のインセンティブ効果は確認できなかったが、ほとんどの助
成団体は、助成時になんらかのWEBページを作成しており、広報の一助となっている。
助成を受けたプロジェクトの成果や効果について、年次報告書においては記載されてい

るが、WEBサイト上に併せて記載している例は少ない。
WEB上で見た限りでは、活動団体の規模によって、助成を受けたプロジェクトの位置
づけが異なる。中小規模の団体であれば、助成を受けたプロジェクトが活動団体自体の

活動目標すべて占めている例が多く、比較的大規模の団体であれば、助成を受けたプロ

ジェクトは、団体全体の活動目標を達成するための複数あるプロジェクトの一つである

例が多い。

WEBサイト上で、団体の機能強化（たとえばキャパシティ・ビルディングやアカウン
タビリティ認証の取得など）について記載したものはほとんど見受けられない。

facebookや twitterを活用し、情報発信をしている活動団体は多いが、短時間で多種多
様な情報が積み重なっていくため、助成を受けた活動団体及びプロジェクトの情報のみ

を抽出するのは困難である。
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（3）各活動分野別・活動形態別の指標一覧 

 第 3フェーズで抽出した各活動分野別・活動形態別の指標は次の通りである。

ア．自然保護・保全・復元

イ．森林保全・緑化

ウ．砂漠化防止

エ．環境保全型農業

オ．地球温暖化防止

カ．循環型社会形成

キ．大気・水・土壌環境保全

ク．総合環境教育
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【ア．自然保護・保全・復元】 

実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

調査データの収集（巣の数）

ふ化率

盗卵率

提言の施策への反映

連続講座の受講者数

収集した生息調査、モニタリング、文献調査のデ

ータ

エコツアーの実施

協力体制の構築

ポスター、パンフレットの配布

保全活動への合意

地域における密猟対策、捜査等の実による

成果

シンポジウムの参加者数

ポスター、チラシ、パンフレット等の作成

と配布

リハビリ専門NPOの立ち上げ

調査データ（崩壊地、シカ食害）

シンポジウムの参加人数

ボランティア参加者の登録人数

利用動態調査アンケート

活動地域での実地研修の充実

参加者と受入れ団体のネットワーク確立

授業、提示解説、貸出の回数、人数

ワークショップの参加者数

被害対策の実践における成果

洋上調査、聞き取り調査、夜間操業調査のデータ

観察会のマニュアル作成

養生エリアの海浜植物自生率の回復（30％まで） シンポジウムの回数

成果物の作成・配布
田んぼの生き物調査、生態調査の調査データ

繁殖場所の造成数

遡上繁殖させる魚類数

外来種駆除を実施する箇所数

最終報告の完成

シンポジウムの参加人数

調査の実施河川数

講習会の参加者数

収集データ

保全手法の具体的調査手法・整備手法の確立

マニュアル作成・配布、部数

イベントへの来場者数

企業・NGOの連携実態アンケート調査の回
収数

意見交換会への参加者

意見交換会やパネルディスカッション等に

おける課題や促進策の共有

連携促進ハンドブック作成

学生向け環境教育の受講者数

学生ボランティアチームの発足

シンポジウムへの参加者数

駆除頭数

カメ会議の参加者数

調査データ

調査回数

シンポジウムの開催（参加者数）

成果の普及（部数）

各国専門家の会合への参加

ガイドライン（評価手法）の開発

カキひびの設置個所数と面積

カキの生育状況

インストラクターの確保数

プログラムの作成

ネットワーク組織の設立

調査研究成果（技術選、英語版、インベントリ）

の冊子化

ワークショップの開催地域数

駆除本数

植栽本数

生物調査の実施地域数

シンポジウムの参加者数

連携・交流する団体数

報告書作成、HP掲載

調査確認した動物種数

250世帯への野生鳥獣と被害の現状に関するアン
ケートの収集率・フォーラムへの開催地域数と参

加人数

実践的な社叢修復の機会（派遣など）

講演会等の開催地域数と参加者数

市民の関心喚起

社叢管理が可能な人材数

底生生物の密度調査回数

調査研究・フィールドワークへの参加人数

専門的技術の取得者数

調査データ

絶滅危惧植物種のうち保有植物種数

詳細情報がデータベース化された植物種数

調査結果とその利用

技術研修会の参加人数

生息環境・繁殖状況の調査データ

観察会・出前授業・ワークショップ・シンポジウムの

開催回数と参加人数

耕作放棄地の保全活動の実施回数

普及啓発用報告書の完成

沖合調査の実施回数。試験による科学的データ

（種類、数、繁殖有無など）の獲得

デコイの効果

調査技能の習得者数

図鑑への反響や情報

環境教育の恒例化

モデル事業継続地での生息環境の改善

在来魚の移植放流数

飼育管理技術の確立

シンポジウム、情報交換会の参加人数

調査地域の数

ハザードマップを作製した地域数

研修資料の妥当性評価

調査結果による生物種数

ホテルシェフによる経済的評価

シンポジウムの参加人数

オオヒシクイ調査のデータ

調査回数

生き物調査の回数、参加人数

自然観察会の実施回数、参加人数

調査収集したデータ

移植作業の定着状況

聞き取り調査件数

モニタリング・水質調査の回数、調査結果の質

維持管理活動の実施回数・参加者数

整備した観察路の長さ

自然観察会の開催回数、対象

環境授業への活用
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実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

現況調査及びモニタリング調査への参加人数

ガイド研修会の開催回数と参加人数

体験ツアーの参加回数と人数

報告会等への参加人数

【イ．森林保全・緑化】 

実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

活動への回数・参加者数

実績報告書の配布数

技術講習会、体験イベント、体験講座等の

回数・参加人数

活動の無事故無災害

調査データ

森林修復活動の面積

植栽樹種に対する住民の評価

森林の変化

教材等への反響

林分変化の科学的データ

緑化試験後の活着・生育状況

セミナーへの参加人数

違法取引の量

再植林の面積

講演会の開催回数

冊子・写真パネルの完成

フェアウッド購買に対する反応

【ウ．砂漠化防止】 ※対象団体なし 

【エ．環境保全型農業】 

実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

栽培本数

ゴムの試験的育成
ガイドブック作成数

基礎情報の収集、収集方法の確立による管理シス

テムの構築

栽培面積の拡大

研究体制の構築

講習会・ワークショップの開催

技術習得

植林本数と面積

アニメーター（環境保全型農業の技術的指導ができる

ボランティア）の養成人数

アニメーターの活躍

技術の定着

活動の認知度向上

アグロフォレストリー技術を導入した農家数

導入した技術による生産増収

バイオトイレ設置世帯数

踏査した谷戸田数

資料の配布部数

里山体験活動への参加者数
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【オ．地球温暖化防止】 

実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

環境教育参加者の能力向上と実践活動への展開

マングローブ植林が与える地域への経済的恩恵

ワークショップ・冊子等による成果の周知と知

識の向上

提言、実践の目に見える効果

フォーラムへの参加者数と開催による参加者へ

の効果

論文集の継続的刊行

討論会のテーマと成果

ワークショップ、研修の実施回数、参加者人数

プロジェクトへの参加人数と CO2削減量

有効なデータの見える化

登録サポートの人数

イベント登録数

ニュースレター購読者数

普及啓発・意見交換（意見交換会、シンポジウム

の開催回数）

講座開催の地域数と受講者数

講座の内容（見える化できる新たな伝え方や内容）

現地調査の対象となる国数と事業数

温暖化防止に関するセミナーにおける理解度

エコアクションの対象となるトイレ個室数

トイレに掲示した「トイレの詩」の枚数

トイレットペーパーの削減率

活動に対するアンケート評価

木材調達の実態に関するアンケート回答数

フォーラム・セミナーの参加人数

メディア掲載回数

メールマガジン購読者数、イベント参加者数

地域シンポジウム・学習会の開催回数

エコ大学ランキング調査で回答をした大学数

環境情報調査対象企業数

インタビュー企業数

活動賛同者の数

説明会の参加者数と情報発信の受信者数

研修の開催回数・受講者数

教育教材への評価

【カ．循環型社会形成】 

実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

通園園児の状況（数など）

システム導入の地域数

成果・効果の聞き取り

無料配布に対する反応 フォーラムへの参加者数

削減した生ごみ生量

市民の意識形成

他地域への展開

キャンペーンへの参加人数

勉強会・出前授業の実施による地域住民の理解度の向

上

都市での成果発表による住民の向上心と自信の向上

フォーラムへの参加種別

充実した討議内容

参加者人数

古着回収輸送経費の増加率

古着回収量

イベント出展回数

古着リサイクル活動実施主体に対する訪問調査

課題・情報共有の有無

情報発信（フォーラム開催、システムへの

情報掲載）

施設利用者

売上額

市民の積極性

植林本数と活着

住民主導の堆肥・飼料の作製・利用結果

循環型農法への移行農民の割合

研修への参加人数

啓蒙活動対象人数

コンポストセンターの設置検討数

技術の移転による新開発の有無

ワークショップの回数・参加者数

パンフレットの配布数

フォーラムの参加者数
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【キ．大気・水・土壌環境保全】 

実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

セミナーの参加人数

工場で実際に導入された設備

学習会及び見学会の参加人数

参加者のアンケート結果

水質汚染の除去

技術移転の実現

地域セミナーの実施

ブックレットの作成・配布数

調査によるメカニズムの解析

装置の性能

現地関係者の理解度、協力の意向

【ク．総合環境教育】 

実践 知識の提供・普及啓発 調査研究 

活動、イベント等への参加人数

実践的な環境活動への参加者の増大

環境アート本の配布による理解促進と活動参加促進

環境教育プログラム数

ガイド配布数

プログラムに対する反響

WEBサイトへのアクセス状況

ミーティングへの参加者数

普及啓発資料の発行回数、部数

自然体験活動の回数と環境学習指導者向け講座回数

配布部数と配布先

参加人数

リピーター率

行動変容のアンケート結果

外国語版のマニュアル作成

ゲームの作成セット数・配布数・その体験者数

親子観察会の参加人数

講座の開催回数

マニュアルの実用度

青年が主体となった新たな環境活動企画の

数

環境リーダーの育成人数

国際的な啓発イベント等に参加する青年数

フォーラムの開催回数

植林面積

活着率

有機稲作及び食品加工の面積と生産量

環境教育の受講者数

参加者数

浄化活動の実施回数と参加人数

体験学習の開催回数

上記の 2つに参加した人数

「湿地の学校」認定校数
アンケートで「次回もまた参加したい」と

答えた人数、肯定的な回答

協働先

人材育成講座の開催回数、参加者数

勉強会・講演会の実施回数、参加者数

サマーキャンプへの参加人数

子供たちの行動変容

指導用冊子の作成

ワークショップ、体験等への参加者数

地域への認知度
セミナーへの参加者数

セミナーの実施回数

ツアーのマニュアル化
アートイベント参加者のアンケート結果

研修、体験活動を行う保育園数と対象園児数

製作した絵本の冊数と実施した研修回数

サミットに向けた委員会の開催回数とチラシの作成

報告冊子の作成と配布校数
地域住民の関心

講座、シンポジウム開催回数

勉強会・研修会の回数

セッション開催回数

ユネスコスクール校の認定及び申請数

シンポジウムへの参加者数

収集する活動事例数

環境力大賞への応募数

マニュアルの作成部数・養成講座受講者数と登録者数

研修受講者数・ガイド実施回数（活動人数、参加人数）

展示会への来場者数・入門ガイドツアーへの参加者数

セミナーでの育成人数

ワークショップへの参加人数、参加者層

ワークショップテーマへの要望のレベル

住民間の交流の度合い

情報発信への反応

設置した環境教育センター数（村、校数）

普及啓発対象とした住民数・再生可能エネ

ルギー設備の設置

指導者養成講座に参加した園の数

説明会の実施地域数

事例集の配布部数

編集会議の開催回数

冊子の完成度合

学びの度合い

つながる場の創出

ミュージカル・シンポジウムの実施地域数

公演参加者のアンケート結果

河川環境調査、水質調査、水生生物調査の

実施回数

シンポジウム、セミナー、連続講座等によ

る普及啓発

講座・学習会の回数と参加人数

ミーティングの対象人数


