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はじめに  

地球環境基金の評価制度は平成１８年度から第三者による評価を実施してい

る。平成２６年度に見直しを行い、事前目標共有、中間コンサルテーション、

書面評価、実地評価と複数年度に亘る活動に対して一連の評価を行うことを通

じて、活動のＰＤＣＡマネジメントサイクルを回していく「寄り添う評価」を

目指している。 

平成２７～２８年度に実施した団体の成長と自立に向けた助成方針検討委員

会では、助成金を長年に亘り受けている団体が一定数見られることに鑑み、振

興事業等において団体の組織の自立、自走支援を行うべきとの提言が出された。 

団体の経営改善を行う方法としては、伴走支援という名称での支援が各所で

行われている。コンサルティングで解決策を提示したり、メンターのように相

談相手をしたり、あるいは会議のファシリテーターとして機能したりと様々な

支援が行われているが、こうした支援の終了後、どこまで団体の自走に結びつ

いているかは明らかになっていない。 

ＮＰＯが自走するとは、自分たちで課題を解決し自分たちで改善する力を持

ち、収入を得て経営していくことであると考えられる。 

そこで、評価情報の活用や地球環境基金が行うべき自走支援の方向性を検討

するため、団体が自己改善力を獲得し、それを強化していくためにはどのよう

なことが考えられるか、実際の団体へ、ロジックモデル作成と実施、改善の一

連の評価プロセスで得られる情報（課題発見、解決策、指標推移など）の活用

支援を通じて、日本国内の環境ＮＧＯ・ＮＰＯの助成活動の自走支援の方法論、

ツール及び情報提供方法について考察することを目的に調査研究を実施した。 
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第１章 調査研究の目的及び検討 

１．調査研究の目的

 本業務の目的は、評価情報の活用や地球環境基金が行うべき自走支援の方向

性を検討するため、団体が自己改善力を獲得し、それを強化していくためには

どのようなことが考えられるか、実際の団体への評価情報の活用支援を通じて、

日本国内の環境ＮＧＯ・ＮＰＯの助成活動の自走支援の方法論、ツール及び情

報提供方法について検討することである。 

２．本業務の実施内容

 本業務の実施内容は以下の５点である。 

（１）検討委員会の設置 

下記の業務の実施に当たって、調査手法の検討や情報提供の内容等の総合的

な検討を行うため、専門家１名以上を含む検討委員会を設置し検討を行う。 

（２）ヒアリング調査の実施 

機構が指定した団体について、ヒアリングをもとに団体の評価情報の活用、

活動運営の状況等について現状を把握し、調査計画を検討する。 

（３）ロジックモデルの作成支援 

機構が指定した団体に対して、プログラム評価に基づく評価情報活用の方法

論について情報提供、団体活動の現状に関する情報共有及びロジックモデルの

作成支援を行う。 

（４）活動実施評価及びロジックモデル改定支援 

機構がした団体に対して、活動の進捗状況についての確認、活動の実施過程

及びロジックモデル活用とプログラム評価の有効性の評価並びに改善検討を支

援する。 

（５）自走支援方法の検討 

（１）～（４）で行った業務を踏まえ、自走支援のプロセスを記述したうえで、

自走支援プログラムのモデルを提示する。その際、プログラム評価における評

価情報の活用の考え方と、同様のモデルを活用する場合の注意点についてまと
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める。 

３．検討委員会の設置

本業務では、独立行政法人環境再生保全機構における地球環境基金の助成団

体に対して、評価情報の活用支援を通じて、日本国内の環境ＮＧＯ・ＮＰＯの

自走支援の方法論、ツール及び情報提供方法について考察することを目的とし

て、評価に関する専門家など４名から成る検討委員会を設置した。 

検討委員会では、平成２９年５月から平成３０年３月までの設置期間に全３

回開催し、機構が指定した団体への支援方法等について検討を行った。 

 検討委員会の委員は以下のとおりである。 

検討委員会 委員

 源 由理子 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授 ※座長

 北大路信郷 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授

／(株)政策情報システム研究所代表取締役研究所長

 片田 保  明治大学プログラム評価研究所研究員

／みずほ情報総研(株)経営・IT コンサルティング部次長

 芹澤佐知子 明治大学プログラム評価研究所研究員

／習志野市こども部児童育成課長

４．検討委員会の開催概要

第１回 平成２９年４月２４日（月） 

 主な議題 

１．支援対象団体「スペースふう」の活動概要 

２．ヒアリング調査内容の検討 

３．支援内容の検討 

第２回 平成２９年１０月２１日（土） 

 主な議題 

 １．「スペースふう」の支援状況振り返り 

２．「スペースふう」活動状況報告 

 ３．今後の支援方法について 
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第３回 平成２９年１２月２７日（水）  

 主な議題 

１．今後の支援方法について 

２．報告書の作成について 

５．支援対象団体

本業務では、支援対象団体は、環境再生保全機構より指定されることとなっ

ており、機構より指定のあった、特定認定非営利活動法人スペースふうに対し

て支援を行うこととなった。 

前年度の検討会において、機構から提案のあった１２団体について検討を行

った。その結果、スペースふうが、地球環境基金の助成を受けたことがあり、

一定の成果を挙げていること、また、中心となる事業内容が、リユース食器の

レンタル事業であり、ソーシャルビジネスとして自立できる要素があること、

首都圏近郊で、頻繁に訪問できることなどを理由として、選定された。 

○選定要件 

・ プログラム評価をするため、常勤スタッフがいること。 

・ 経営ノウハウが伝わるのか不明なため、何年かすると交替するプログラムで

はないこと。 

・ 経営者と呼べる人がいること。 

・ イベントを行うだけというようなプログラム改善の余地が少ない団体では

ないこと。 

・ ビジネスになるような、事業化までの目処がたっていること。 

・ やる気ある中心の人がいること。 

・ 新しいことを受け入れられる団体であること。 

○選定団体 

名 称 認定特定非営利活動法人スペースふう 

住 所 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條 177  

理事長 永井寛子 

設 立 平成 11年 9 月（平成 14年 NPO 法人格取得、平成 27年認定 NPO 法人） 

活動内容 

  リユース食器レンタル事業 

  リユース食器販売事業 

  リユース食器ふうネット事務局 
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  Ｊリーグヴァンフォーレ甲府エコスタジアム事業 

目 標 

・ 環境啓発活動を推進し、リユース食器の普及に努めます。 

・ ごみを出さないイベントをサポートし、ＣＯ２削減に貢献します。 

・ 衛生管理の行き届いたリユース食器を提供し、社会の信頼に応えます。 

・ さまざまな支援活動を通して、地域社会との共生を目指します。 

・ 互いに支え合い、生き生きと働ける職場づくりを目指します。 

沿 革 

ＮＰＯ法人スペースふうは平成１１年９月、山梨県増穂町の女性たち１０人

が集まり、地域活性化と女性の経済的自立を目指し、小さなリサイクルショッ

プ「スペースふう」（平成１４年ＮＰＯ法人の認証取得）を共同出資のもとに

立ち上げられた。 

スペースふうは、環境・福祉・教育・文化を４本の柱に、情報発信と人々の

出会いを大切にしたコミュニティ・ビジネスを実践し、多くの人に親しまれて

きた。また菜の花エコプロジェクトを町と協働することで、循環型社会の実現

にむけた取り組みも行ってきた。そして平成１４年、私たちのメインプロジェ

クトとなったリユース食器（洗って何度でも使える）のレンタル事業への転換

を試行し、平成１５年には本格稼働に踏み切り現在に至っている。 

６．支援方法

本業務においては、団体の自走支援を行うために有益な評価情報の活用方法

として、ロジックモデルの策定過程を通じて得られた団体の課題や改善策を導

き、団体自ら改善を行うことを目指す経営支援を行うこととした。本業務にお

いて用いる手法は、プログラム評価の手法である。 

（１）プログラム評価

 評価には２種類ある。一つは総括的評価である。言わば「レストランの料理

に対して客が行う評価」である。結果の評価は、優良可の格付けや費用対効果

であり、事業仕分けや行政評価は全部、総括的評価と言える。結果の評価であ

るため、この評価を丁寧にやっても、事業自体が良くなるわけではない。

 もう一つの評価は、形成的評価である。こちらは言わば「シェフが逸品料理

を作る過程でする評価」「これまでにない手ごろで秀逸な一品料理を提供したい

シェフが行う評価」である。組織マネージャーが行う日常的なＰＤＣＡサイク
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ルにおける評価は、こちらの評価となる。プログラム評価は、この形成的評価

に当たる。

図 1 ＰＤＣＡサイクルとプログラム評価

 プログラム評価で特に重要なのが作戦（Ｐ）の評価である。ＰＤＣＡだから

といってチェック（Ｃ）まで評価を待っていてはうまくいかない。

例えば、レストランのシェフを例に挙げてみよう。シェフがレシピ（Ｐ）を

考え、実際食材を仕入れにいったら（Ｄ）、レシピの食材が入荷されていないと

いった事態が生じた場合、Ｐに立ち戻りレシピを練り直すことになる。このよ

うに、評価して作戦を練り直し、改善してまた実施するといったことを繰り替

えしすること、これが形成的評価の手法なのである。

（２）ロジックモデル

ＰＤＣＡの作戦（Ｐ）の評価をするには、作戦目的と作戦手段の体系を示し

た作戦書が必要になる。静岡県が取り組んだ例を挙げて説明したい。産業振興

をする部署が「静岡県内の雇用生産人口が増える」という最終アウトカムを掲

げ、中間アウトカムを「新規立地企業が増える」とする作戦を立てた。「雇用生

産人口が増える」ためには、工場誘致のほかにも色々作戦は考えられるが、今

回は県内に新規に立地する企業を増やすという作戦目的を設定したものである。

作戦の見直し

(Action)

作戦策定

(Plan)

作戦に必要な資
源の用意、投入

主要手段の実施

(Do)

作戦効果の把握

(Check)

モニタリング調査の実施

作戦遂行過程でデータ収集・整理

ニーズ評価

セオリー評価
作戦効果評価

プロセス評価
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中間アウトカムを達成するための具体的な活動成果が直接目的（アウトプッ

ト）である。

 ロジックモデルの作成においては、特に中間アウトカムが重要で、記述に問

題があると、論理的な作戦構造ができないことになる。アウトカムは具体的で

あること、望ましい状態、変化であること、短期的で測定可能な成果にこだわ

らないことが重要である。

図 2 ロジックモデルの構造（静岡県企業誘致作戦）

 ロジックモデルを活用すると、成果志向の組織になる、作戦の質が向上する、

持続的に改善改革が創出される、などの効果が得られる。またロジック・モデ

ルを共有することにより、サービスの利用者と協働の作戦マネジメントができ

るようになるといったメリットがある。そして、このロジックモデルの作成は、

作戦策定の過程で楽しめることが、組織として何よりのメリットと言える。

（３）支援内容

当初、ロジックモデルの作成等の支援は、１回の訪問を２時間、１０回程度

を想定していたが、ロジックモデル策定のワークショップの実施にあたっては、

機構から指定のあった対象団体が遠方（山梨）であったため、１回の訪問で効

新規立地企業が増える

最終アウトカム 

（目指したい社会の状態 

：作戦の上位目的）
静岡県内の雇用生産人口が増える

良質な工業団地が安

定的に供給される

大都市圏企業に県内立

地の魅力が伝わる

県内立地企業により

地域環境が向上する

中間アウトカム 

（最終アウトカム実現に貢献する 

中間的成果：作戦目的）

直接目的 

（作戦が意図す

る直接的結果）

工業用地の情報収集

工場適地調査

用地提供地権者支援

企業立地情報の収集

企業用地情報の発信

市町による用地情報発

信の支援

工場立地環境整備の

指導・依頼

緑化表彰等、環境優良

企業の支援

具体的手段 
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率的な支援を行えるよう、機構と相談の結果、２回分まとめて、計４時間程度

実施することとした。 

また、中途でモニタリングを行い、経営情報を手に入れて、どういう結果が

でているかを確認し、ロジックモデルを組み替えるといった流れで支援を行う

こととした。 

これらの過程を通じて、団体内の課題及び解決策を共有する意識の醸成、共

有した課題の改善を促す支援を行うこととした。 

なお、本業務の支援は、あくまで「自走」の支援を目的としているため、我々

支援者が解決方法を提示したり、コンサルティングを行ったりといったことは

せず、原則として、課題の発見の仕方や解決方法の導き出し方について、ロジ

ックモデルの作成を通じて指導することに徹し、団体が自ら課題を発見して、

解決に取り組む力を獲得することを促す支援を行うこととした。


