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1．はじめに：NGO事業・組織運営の経
験から

長いあいだ日本はNGOやNPO活動では「後進
国」といわれてきたが、近年になって市民社会の
存在感は随分増した感がある。私は学生であった
1980年代から、黎明期であった日本のNGOにボ
ランティアとして参画を始め、以降四半世紀にわ
たって活動を継続してきた。そのため、このよう
な社会の変化は嬉しいことである。その一方で、

「市民社会は、大きな世の中の期待に応えていけ
るのだろうか」という不安も感じてしまう。
NGOやNPOは当時よりも確実に力をつけてきて

いることは実感できる。しかしながら、政府や企
業と対等に渡り合う欧米の国際NGO等と比較す
ると、大人と子供のような力量の違いを感じてし
まうのだ。

また、国際協力NGOの理事・事務局長として、
長く団体の運営にあたってきた。その経験から
NGOの抱える課題はたくさんあるが、まとめる
とマネジメント能力に改善の余地が大きいと考え
ている。中心メンバーは事業や組織運営のプロで
はなく、通常は一般の市民で構成されている。そ
の一方やるべき仕事は、資金獲得にはじまり、事
業計画や予算の策定、スタッフやボランティアの
労務、お金の管理、支援者への報告・広報等多岐
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に及び、責任も重い。言葉や文化の違う外国での
プロジェクト実施は、高い専門性を必要とする。
これらを欧米に比べNGOの認知度や支援が乏し
い日本で、忙しい日常生活のあいだに多くは「無
償」で、「継続的に」行っていかなければならな
い。このような状況で、マネジメント能力を向上
させていくことは、困難であると痛感してきた。

ではどうしたら、NGOのマネジメント能力を
強めていくことができるのだろうか。またNGO
に求められるマネジメントとはどのような能力が
必要なのだろうか。NGOのマネジメント能力が
向上する場合は、どのようなプロセスを踏むのだ
ろうか。筆者が「参加型評価ファシリテーター」
専門家として、NGOの事業と組織の評価に携わ
った事例から、参加型で評価を行うことが、
NGO/NPOのマネジメント改善に対してどのよう
な効果があるか論じていきたい。

2．日本の市民社会とその現状

（1）市民社会の概念
最初に市民社会に関する言葉の整理をしておき

たい。「市民社会」は大変広い意味と長い歴史を
持つ単語である。現在の日本においては、広義の
市民社会として、民法で規定される社団法人、財
団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人等や、
労働団体、経済団体、協同組合等が存在する。本
稿では私が活動している「狭義」の市民社会、一
般に市民活動団体等とされる、すなわち「継続的、
自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としな
い団体で、特定非営利活動法人（NPO法人）及び
権利能力なき社団（いわゆる任意団体）（長坂
2007）」について論考する。また日本では、民間
の非営利目的の組織の呼び名として、NGOのほ
かにNPO（Non-Profit Organization）という用語が
よく使われる。前者は国際的な活動をする市民組
織、後者は、国内で福祉活動や環境保全活動等を
行う市民組織として理解される傾向がある（伊藤
2008）。これに従い、国際協力を行う市民団体は
NGOと呼び、国内活動中心の団体も加えて言及
する場合はNGO/NPOや非営利組織、市民社会等
と文脈に応じて使い分ける。既存の資料から引用

する場合は、原本の表現に従うこととする。

（2）増えるNGO/NPOと厳しい財政状況
日本は1999年12月にNPO法（特定非営利活動推

進法）を発効した。以降、同法に基づいて法人と
して認証されたNPO法人数は増え続けており、
2010年9月30日で、認証数は40,947となっている

（内閣府 2010）。活動の内訳は、NPO法の分類に
従った複数記入で、保健・医療又は福祉の増進を
図る活動（57.7%）、社会教育の推進を図る活動

（46.3%）、まちづくりの推進を図る活動（41.4%）
を筆頭に、環境保全や国際協力等、市民や国際社
会の豊かなニーズに応えて、多様で自立した活動
を展開している。これに応えるように政府も、

「新しい公共」としてNPOセクターとの連携を強
化するとしている（民主党 2009）。このように法
人数は順調に増え続け、社会からの期待も高まっ
ているが、国際比較の中でみると依然として未成
熟な段階にある。日本の市民社会セクターの規模
を雇用者比率でみると、先進国（17ヵ国）平均は
7.4%、最高はオランダの14.4%だが、日本は4.2%
と、先進国17国中イタリアに次いで2番目に小さ
い（長坂 2007）。「大阪大学のNPO財務データベ
ースを分析したところ、収入規模は0円から37.5
億円で、60%以上が収入規模500万円の小規模団
体であり、債務超過団体が全体の15%、赤字団体
が40%と財務的な継続性を担保できていない状態
であることがわかった」（田中 2010）このように、
数は増えても台所事情は苦しいのが日本の市民社
会の現実である。

（3）課題はマネジメント能力の向上
ではなぜ財政事情が厳しいのであろうか。

NGO/NPOの社会的認知が低く、寄付金や行政・
企業からの支援がまだまだ少ないことは、よく指
摘されるところである。このような外部要因の分
析は重要な課題であるが、本稿ではNGO/NPOの
内部課題を中心に考えたい。非営利セクターの実
情に詳しい雨森（2007）によれば「多くのNPOを
悩ます問題に、次のようなものがある」という。

・明確な事業戦略が打ち出せない
・おおもとの目的・組織の存在理由が不明確、ま
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たは時代遅れである
・専門性が不足する等、事業遂行の能力が十分で

ない
・スタッフ間にあつれきがある
・恒常的に収入が不足している

これを見ると、最後は資金調達の課題であるが、
全ては組織の経営＝マネジメントに関わるもので
あることがわかる。収入の不足は問題の一部にす
ぎない。また3番目は組織全体ではなく、事業

（プロジェクト）の運営能力も、多様なマネジメ
ントの一部として存在することがわかる。そして

「マネジメントという概念はもともと営利企業に
属するものであった。しかし今日では、NPOにも

（中略）マネジメントの視点が必要であるという
認識がひろがっている」と結論している。

日本を代表するNGOの一つであるワールド・
ビジョン1の片山（2004）は「NGOには効率的、
効果的な組織運営が欠かせません。ところが今ま
でのNGOは非常に苦手で、経営的な発想という
ものが非常に弱かった（中略）、プロとして事業
を運営できる人を育てるということはすごく弱か
った」「ビジョン、ミッションあるいは戦略を明
確にすることが日本のNGOは得意ではありませ
んでした」等の問題点を指摘した上で、「組織の
マネジメント力を上げていく」ことの重要性を強
調している。

では、市民社会のマネジメント能力を向上させ
るには、どうすればよいのだろうか。筆者は、後
述するように、利害関係者が事業や組織を振り返
る中で、自己決定能力の強化やエンパワーメント
の発現を期待できる、参加型評価を取り入れるこ
とがポイントだと考えている。

3．参加型評価とNGO/NPO

（1）NGO/NPOプロジェクトや組織の特徴
参加型評価の話に入る前に、NGO/NPOは評価

の対象として、どのような特徴・特質があるのだ
ろうか。坂本（2004）は、NPO評価の種類を、①
事業評価：プロジェクトもしくはプログラムと呼
ばれるNPOの活動を評価するもの、②組織評価：

個別事業を見るのではなく、組織の経営状態を確
認する作業と分類2しているので、この区分けに
従って考えたい。

まず事業（プロジェクト）だが、日本のNGO
の実施するプロジェクトの多くは、ブループリン
ト型ではなく、プロセス型だといわれている。ブ
ループリント（青写真）型プロジェクトとは、計
画（目標設定）と実施が、単線的な動きで繋がっ
ている、すなわち手段と目的の関係が明確で、成
果を数量化しやすい事業をいう。簡単にいうと

「決められたことを、その通りきちんとやる」と
いうことでインフラ・プロジェクト等、経済開発
事業に多い。これに対してプロセス型（プロセ
ス・ラーニング型）事業は、目標設定や計画があ
いまいだが、試行錯誤の中で効果的なアプローチ
を採用する。簡単にいえば「みんなで一緒に学習
しながら、なんとかやりとげる」という感じで、
住民に直接働きかけて意識を変化させる等、社会
開発事業に多い。また成果を数値で測ることが難
しい場合がある（アーユス 2003）。国際協力NGO
をはじめ、福祉や保健、社会教育等国内NPOの事
業も、人間に直接アプローチするという意味では、
多くはこちらに入ると考えられる（表1）3。

次に組織運営についてだが、企業の経営とは何
が違うのだろうか。株式会社に代表される営利企
業は、基本的には利益を追求するためのしくみで
あり、これに対して非営利組織は何らかの社会的
な問題の解決をめざすところから出発する（雨森
2007）。このような社会的な目的を組織的に追求
するという使命（ミッション）の存在が第一の違
いである。これに準じて意志決定やモチベーショ
ンの違い、ステークホルダー（利害関係者）の多
様性、外部の善意による活動基盤の構築、ボラン
ティアの存在、フィードバックの仕組みの違い等
の特色があり、NPOの経営は企業にも増して難し
い。その上で、計画（Plan）、実施（Do）、評価

（Check）、改善（Action）というPDCAサイクル導
入など、評価が成功のカギであるという（坂本
2004）。

（2）参加型評価とは何か
それでは参加型評価について説明したい。評価

対象となるプログラムの受益者等主要な利害関係
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者が評価プロセスに参加することで、評価の質を
高めていく参加型評価は、「評価の過程」自体が
利害関係者へ与える影響を重視したものである。
評価結果の活用度合いを高め、社会改善を促進す
る手段として効果的とされる。

参加型評価では、プロジェクト・スタッフや利
害関係者が評価に参加することによって、彼等の
プロジェクトに対する主体性・当事者意識の促
進、態度や行動の変容、評価能力の向上等キャパ
シティ・ビルディングにより、利害関係者のエン
パワーメントとプロジェクトの改善をはかる。ま
た利害関係者間の効果的フィードバックによっ
て、相互のアカウンタビリティを実現する（三
好・田中2001 アーユス2003 源 2008）、という特
徴がある。また参加型評価は、これらの結果とし
て、利害関係者のマネジメント能力の強化にも貢
献するといわれている。「評価に参加することに
よる評価能力（問題把握能力、問題解決能力）の
向上」「「プロジェクト改善のための知識と情報を
得ることによる組織の運営・管理能力の向上」

「共に評価に参加することによる関連機関との関
係強化」等によってマネジメント能力が向上する

（JICA 2001）というわけである。
その一方参加型評価の短所としては、たとえな

んらかの研修をしたとしても、利害関係者の評価

知識、評価技術にはばらつきがあり、評価の質が
低くなるという批判や、従来型評価と比較すると
客観性や中立性に欠けるという指摘がある。また
評価に参加すべき人々がきちんと参加している
か、排除されていないか、といった参加者の妥当
性や代表性の問題（源2008）がある。

では、参加型評価における評価者の役割は何で
あろうか。参加型評価では、評価者は査定者では
なく、「評価の実施方法の知識や手続きを促進す
るファシリテーターとしての役割が求められる

（三好・田中2001）」という。Estrella and Gaventa
（1998）によれば、良い参加型評価ファシリテー
ターとは「様々な参加者の異なる経験や理解をま
とめる、主に触媒や刺激者」である。このように、
評価プロセスの援助者及び進行役として、ファシ
リテーターの役割が重要視されている。

（3）参加型評価とNGO/NPO評価
まとめると参加型評価の長所は、エンパワーメ

ントやプロジェクトの改善、マネジメント能力の
強化だが、NGO/NPOの評価に適用すると何が期
待できるだろうか。

まず事業評価だが、状況の変化に沿って目標や
活動が柔軟に変化するプロセス型事業を、第三者
が短時間で客観的に理解することは難しい。そん
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（出所）アーユス 2003を参考に筆者作成 

表1 プロジェクトの二つのタイプ
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な外部者の下した判断に、内部の関係者は納得し
ない可能性が高い。当事者が共感しない評価結果
は、利用されないことが多いだろう。これに対し
て事業を運営している人々が、自らの活動を真摯
にふり返り、成果と課題を見つめ直した場合はど
うであろうか。良い点を伸ばし、不十分な点を補
おうと思うのではないだろうか。このように評価
を通じて、関係者の主体性を高め、改善に活かし
ていくことができる。非営利組織に多いプロセス
型の事業には、外部者による評価よりも、利害関
係者による参加型評価が適していると考える。

次の組織評価であるが、NPO経営は企業とは異
なる難しさがあるため、外部専門家による評価が
必要かもしれない。しかし評価結果を誰が活用す
るかを考えると、団体を運営している普通の市民
なのである。NPO活動経験が豊かな田中（2007）
は「（NPO組織評価は）自己評価に多くのNPOが
できるだけ早く取り組み、その後、（外部の）第
三者評価を依頼するとよいと思います。なぜなら、
自己評価の能力がない場合には、他者からの評価
を受けてもそれを消化する能力がないからです」
と述べている。筆者の経験でも日本のNPO関係者
は、評価について経験・知識が不足していたり、

「第三者から一方的に査定される」といった否定
的な見解を持っている場合も多い。これでは、仮
に第三者から評価を受けて適切な結果が出たとし
ても、その内容を受け入れられないおそれがある。
当事者が評価を実践・体験するなかで、組織の経
営を振り返り、長所と短所を自ら認め、改善方法
を考える参加型評価から始める方が、NGO/NPO
には現実的であると考える。

（4）参加型評価の進め方
具体的な参加型評価の進め方について述べた

い。いくつか考え方があるが、私の経験では源
（2008）による「参加型評価の実践（想定される
共通事項）」を参考に進めていくと上手くいく。
表2を参照いただきたいが、大きくは、①評価設
計、②データ収集・分析、③評価結果のまとめと
報告、で構成されている。①の評価設計の中には、
さらにいくつか段階があるので補足したい。

評価というと、一般に②の「データ収集」のイ
メージが強いようだ。評価実施を決定したら、す

ぐに現場に行ってアンケートや面接の調査を行う
と思っているNGO/NPO関係者も多い。しかしな
がら、その前の段階である「評価設計」の成否が、
その後の評価全体の質を大きく左右する。評価設
計をしないで、もしくは不十分のままでデータ収
集をしても、やみくもに不必要な情報を集めたり、
逆に本当に必要なデータが揃わなかったりして、
分析や判断が適切にできなくなるばかりか、時間
と手間の浪費になる。そのようなことがないよう
に、評価設計は念入りに行う必要がある。

最初の、「誰が参加するか決める」は、利害関
係者が多数存在する援助プロジェクトの中で、参
加する関係者を選択するための関係者分析であ
る。参加型評価の弱点に「代表性の問題」がある
が、現実には全ての関係者の参加は不可能である。
これに対処して、必要な関係者が評価に参加でき
るようにする作業である。また利害関係者の内外
に存在する資源（資金や人材等）を確認する作業
でもある。次の、「利害関係者で評価の目的を共
有する」は、複数の関係者の参加で評価をやりと
げるために、共通の評価目的を設定することであ
る4。評価の目的は事業や組織の改善やアカウン
タビリティ、関係者の学び等色々あるが、目的が
変われば評価の対象や評価設問も異なってくる。
「評価対象の内容を共有する」は、対象となる

事業や組織の内容を共有する作業である。プロジ
ェクト開始段階の事業内容を羅列した資料が存在
したとしても、特にプロセス型事業においては、
外部状況やニーズに変化に伴い、目標や活動内容
が当初と評価実施時では違っている可能性があ

市民社会におけるNGO/NPOと評価の役割
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①　評価設計 

1. 誰が参加するのかを決める 

2. 利害関係者で評価の目的を共有する 

3. 評価対象の内容を共有する 

4. 評価設問を検討する 

5. 評価のデザインやデータ収集法を検討する 

②　データ収集・分析 

③　評価結果のまとめと報告 

（出所）源（2008） 

表2 参加型評価の実践（想定される共通事項）
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る。また複数の利害関係者の間で、これらが異な
って認識されている場合もある。そのため改めて
事業の目的と手段の関係について、関係者間で合
意を作っていく作業が必要で、事業の場合はロジ
ック・モデル5を再構築することが効果的である。
その後の、「評価設問を検討する」及び「評価の
デザインやデータ収集法を検討する」では、実際
に評価を通じて知りたいこと（評価設問）及び、
それを知るための調査方法（面接や質問紙調査等）
を参加型で決めていく過程である。なおこの作業
の順番はあくまで目安であって、参加する関係者
の知識や希望等実情に併せて前後する場合があ
る。このように評価設計を行った上で、②データ
収集・分析、③評価結果のまとめと報告と、プロ
セスが進むことになる。

それでは、二つのNGOの参加型評価の事例6で、
評価プロセスがどのように利害関係者を巻き込
み、改善とエンパワーメントに貢献、最終的には
マネジメント改善にも寄与していくのかを見てい
きたい。最初が海外プロジェクトの事業評価、2
番目が国内の組織評価の事例である。

4．実践事例A：事業評価～NGOの海外プ
ロジェクトのマネジメントを改善する

（1）団体紹介と評価に至った経緯
日本の国際協力NGOであるAはカンボジアにお

いて、首都郊外ゴミ捨て場周辺コミュニティに暮
らすスカベンジャーを対象に、様々な支援活動を
1998年から実施している。識字・衛生教育は、子
供が質の低い公教育から落ちこぼれないように補
習授業等を行っている。収入向上は大人を対象に、
危険で不衛生なゴミ拾いに代わる収入源を提供す
るために、軽食の屋台を貸し出す事業である。日
本で集めた寄付金を中心に、地道に活動を続けて
きたのだが、識字・衛生教育においては、プロジ
ェクト開始時にベースライン把握や目標設定を十
分に行うことができなかった。収入向上において
も、おおまかな計画はあったが目標が達成できず、
先行き不透明となっていた。このように成果と課
題を明確にできないままに、活動の見直しを迫ら
れることとなった。そこで2010年に、外部ファシ

リテーター（筆者）による両事業の参加型評価を
実施することとなった。Aは東京の事務所に3名
の日本人常勤スタッフが働いており、首都プノン
ペン近郊のプロジェクト地には日本人駐在員1名
とカンボジア人スタッフ6名が活動している。受
益者の子供と保護者の数は、概ね300名程度と思
われる。

（2）評価実施プロセス
評価の進め方は表2の「参加型評価の実践（想

定される共通事項）」に沿って行った。しかし、
これまでAにおいては、評価を実施した経験がな
かったため、スタッフの中から、「第三者から一
方的に査定される」といった誤解や、「日常業務
の中で評価を実施できるか」といった不安が感じ
られた。そこで、評価プロセスに入る前に、日本
人スタッフには東京事務所において、カンボジア
人スタッフには現地において、ファシリテーター
を講師に、評価一般や参加型評価に関する簡単な
講義（ブリーフィング）を実施した。これにより
評価についての理解をある程度得た上で、評価設
計に進んだ。

①評価設計
評価設計も、ブリーフィングと同様に、国内日

本人スタッフには国内スタッフの会合において行
われた。現地カンボジア人スタッフ対象の会合は
ファシリテーターの到着後に、現地日本人駐在員
の協力のもとでプロジェクト地において実施され
た。評価設計の順番は、「評価目的の共有」から
始めた。日本人スタッフとカンボジア人スタッフ
の目的意識はあまり変わらず、「Aのプロジェク
トをふり返って、成果と課題を学び、これからの
プロジェクトに活かしていく」という改善志向の
目的で合意が成立した。関係者分析では、日本
人・カンボジア人とも、受益者である子供やその
保護者、日本人駐在員・カンボジア人スタッフ、
収入向上事業を実施している住民が重要である点
で認識が一致、カンボジア人スタッフを主体に調
査を行い、受益者から情報を収集することに決ま
った。次の「評価対象の内容を共有する」では、
ロジック・モデル再構築を行った。識字・衛生教
育や収入向上事業の実施によって、受益者の子供
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や住民の能力が向上、現金収入等を得ることがで
きるようになり、最終的には生活が改善するとい
う大まかなロジックを共有することができた。

評価設計は日本人スタッフによる設計と、カン
ボジア人スタッフによる物とは別々に、お互いの
内容を知らされないで行ったため、各々が認識し
ている利害関係者や事業内容の理解に差違がみら
れた。関係者分析においては、日本側の理解では
カンボジア人スタッフや受益者等、現地関係者に
加えて東京事務所のスタッフや資金提供者等、日
本側のアクターが含まれているが、カンボジアス
タッフの認識には日本のアクターは現れない。そ
の一方プロジェクト地近隣で活動している他
NGOなどは詳しく登場して、認識している人的
資源の違いがわかった。また作成されたロジッ
ク・モデルを日本とカンボジア間で比較すると、
プロジェクト目標等で違いがあった。日本側の、

「村の子供たちに教育の機会が与えられる」「住民
が病気の予防ができる」と比べ、カンボジア側は

「仕事が得られ、健康になり、生活が良くなり、
良い人として生きる」という、より究極ゴール

（上位目標）に近いものである。両者の違いが大
きい場合、日本・カンボジア間で調整をする必要
がある。しかし全体的な方向性で差違はない上、
プロジェクト開始時に目標と期間を決定・合意し
ていない。この段階では「日本側とだいたい同じ
だね」と、現場カンボジア人スタッフの認識を尊
重して評価プロセスを進めた。

評価設計の最後である、「評価設問」と「デー
タ収集方法」の検討であるが、活動内容ごとに評
価を通じて何を知りたいか（評価設問）、どうす
ればそれを知ることができるか（データ収集方法）
を参加型で検討した。特にカンボジア人スタッフ
には初めての経験で時間を要したが、最終的には
彼らの問題意識に沿って、「保護者はAの活動内
容を理解しているか」「保護者はAの活動をどう
思って（評価して）いるか」「収入向上によって
生活は楽になったか」等、事業の認知度や有効性
を中心とした、複数の評価設問と後述のデータ収
集方法を導き出すことができた。

②データ収集・分析
データ収集は、主に以下の三つがカンボジア人

スタッフによって実施された。第一に受益者の家
庭訪問による質問紙調査、2番目がカンボジア人
スタッフによるグループ討論、それから収入向上
プロジェクト実施住民への、面接による質問紙調
査の三つである。これまでカンボジア人スタッフ
は、社会調査の経験がないため、限られた時間で
効果的に事実を聞き出せるように、調査の前にフ
ァシリテーターの指導による面接調査について講
義を受け、ロールプレイによる研修も実施した。

家庭訪問調査は、カンボジア人スタッフが3グ
ループに分かれて、受益者（識字・衛生教育を受
講している子供たち）の家庭を訪問、面接による
質問紙調査を実施した。開始当初は、スタッフが
質問内容を回答者に説明する中で、無意識に回答
を誘導してしまう傾向も見られたが、徐々に事実
を聞き出せるようになった。また当初は30程度の
サンプル数を目標にしていたが、やる気がでてき
た結果、二日間で50件（受益者である子供の大半
が所属）からデータを収集することができた。ス
タッフから「自分達で調査を行うことで、受益者
と仲良くなれて良かった」と感想があった。

グループ討論は、カンボジア人スタッフを対象
に参加型ワークショップを行い、ファシリテータ
ーが進行役を務めた。データ収集を通じて彼等の
現状認識を知ると同時に、問題の背景についての
分析を行うことが狙いである。スタッフ一人一人
に、家庭訪問等でわかるプロジェクト地のコミュ
ニティの現状を「トイレがない」「子供が多い」

「借金を抱えている」等自由にカードにたくさん
書いてもらい、それらをKJ法7に基づき類似的な
もの同士をグループ化して「収入」や「衛生状態」
といった名前をつけた。これらを図解上に配置す
る中でコミュニティの全貌が視覚的に俯瞰できる
ようにし、またグループ間の相互関係（因果関係
等）を参加型で検討していった（図1）。その結果、
コミュニティにおいては、「（住民の）知識が足り
ない→安定した職業につけない→収入が少ない→

（教育を受けられないので）知識が足りない」と
いった悪循環、いわゆる「貧困の連鎖」が存在す
ることが確認された。参加スタッフからは、「（貧
困の連鎖等）地域の問題の原因について、自分達
で初めて分析できて学びになった」とコメントが
あった。問題の原因を当事者が自分の頭で理解す
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ることは、解決手段を考え、実行していく上で重
要なことである。

収入向上プロジェクトのデータ収集は、実施メ
ンバーへの面接による質問紙調査を行った。収入
向上活動（屋台での商売）を継続している者4名
と、脱落してゴミ拾いに戻っている者5名、合計9
名を対象に、面接による質問紙調査を行った。フ
ァシリテーターが予備調査として非構造的インタ
ビューを1名に実施した後、評価設計段階でわか
ったカンボジア人スタッフの問題意識を参考にし
て、「屋台・ゴミ拾いの収入」「屋台・ゴミ拾いの
良い点、悪い点」等、事業の妥当性、有効性を聞
く質問項目をまとめ、カンボジア人スタッフが質

問した。
収集されたデータは、すべてクメール（カンボ

ジア）語・日本語に翻訳した。質問紙調査の集計
結果はレジメに印刷され、グループ討論結果は図
面に大きく書かれて、関係者全員にわかりやすく
閲覧できるようにした。カンボジア人スタッフ全
員がこれらの情報を共有して分析・判断の段階に
入った。データを解釈しながら活動ごとに成果と
課題を議論、そこから導き出される今後の方向性
の抽出を試みた。

この間、ファシリテーターはカンボジア人のみ
で議論が進むように、進行役に徹した。彼等が日
常的に関わる事業であり、データも自ら収集した
ため、当事者の意識に立った熱のこもった議論が
展開された。活動をふり返る機会はこれまでにな
かったため、当初はデータによらず主観で判断し
たり、事実と仮定を混同して議論する等の混乱も
見られた。そのような場合、ファシリテーターは
関連するデータを示したり、論点を整理したりし
て、側面から意見交換と合意形成を援助した。

最終的に、カンボジア人スタッフのみで決定さ
れた評価結果が、全ての事業において導き出され
た。識字教育を例にとれば、保護者の96%がAの
教育活動を認知しており、98%がそこで学ぶこと
を「たいへん良い」「良い」と肯定的に認識して
いた（表3、4）。このように活動が受益者から高
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（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

衛生状態（が悪い） 

（不安定な）職業 

知識が足りない 違法行為（ギャン 
ブル等）をする 

収入（が少ない） 

図1 家庭訪問でわかる人々の暮らし（簡易KJ法
によるまとめ）

知っている人 

割合 

教育活動 

48 

96%

石鹸配布 

48 

96%

家庭訪問 

19 

38%

緊急支援 

18 

36%

収入向上 

8 

16%

全体 

50人 

100%

母親ミーティング 

30 

60%

（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

表3 「Aが何の活動をしているか知っていますか」に対する回答

大変良い 

26 

52%

良い 

23 

46%

良くない 

0 

0

無回答 

1 

2%

全体 

50人 

100%

大変良くない 

0 

0

普通 

0 

0

（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

表4 「子どもがAに学びに行くことをどう思いますか」に対する回答
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い評価を得ている事がわかった。また保護者がA
に期待するものとして「授業の延長」「英語学習
導入」が多く提案された。これは教育への関心が
低かったプロジェクト開始時の記憶と比較して、
意欲の向上とみることができる。このような成果
がある一方で、受益者が必ずしも収入向上等、教
育事業以外のAの活動を知らない（16%の認知）、
もしくは関心が低いという課題がわかった。これ
らを考慮して、今後は保護者にAの活動内容を積
極的に伝えて、参加を促すことが必要である、と
いう将来の方向性も見えてきた。収入向上に関し
ても、1名が収入を確保してゴミ拾いから完全に
脱却した成果がある一方、「収入が不安定」「家か
ら売り場が遠い」等の理由で断念してしまうケー
スが多い。改善策を検討するために、受益者のニ
ーズをさらに聞くことが大切だと合意した。

以上はカンボジア人スタッフの関心に沿った評
価設問と、それに対するデータ収集と分析である
が、東京の評価設計で議論されたが、カンボジア
人からは言及されなかった事項があった。例えば

「日本からの援助がなくなっても活動を継続でき
るか」や「プロジェクト地近隣における、他団体
との関係はどうか」である。これらはファシリテ
ーターの提案で、評価設問に追加された。前者は
事業の継続性に関する問いであるが、これまでプ
ロジェクト終了についてAの中で話し合われたこ
とはなかったため、カンボジア人スタッフは漠然
と「日本からの援助はずっと続く」と考えていた。
また人材育成等、自立への準備も特に行われてい
なかった。これに対しては、評価実施中に東京ス
タッフが来訪した際に、初めてカンボジア側と

「永遠に援助することは不可能なので、自立につ
いて考えたい」という提案がなされ、率直な意見
交換を行うことができた。後者の他団体との連携
については、関係者分析で欧州や日本のNGOが
活動していることがわかっていた。スタッフへ聞
き取りの結果、Aとは活動内容や受益者の年齢等
が異なり、連携によってAの不足部分を他団体が
補う等、前向きな役割分担がなされている事実が
わかり、これを続けていこうという結論になった。

③評価結果のまとめと報告
ファシリテーターは帰国後、A東京事務所にお

いて再度会合を持ち、カンボジアで行われた評価
プロセスと結果を、日本人スタッフと共有する作
業を行った。評価プロセスで作成された図解や表
を、順次説明して、調査と評価の結果を報告した。
東京スタッフは、評価設計の段階で日本側とカン
ボジア側で、利害関係者の認識やプロジェクト目
標について理解の違いがあったことに驚いた。し
かしながら収集されたデータを共有し、カンボジ
ア人スタッフがどのように解釈し、評価を下した
のか経過を知るに及んで、結果に共感し、事業の
成果と課題、今後の方向性について同様の認識を
持つに至った。また、これまでAでは事業の重要
な意志決定は、日本人中心で行われてきた。しか
し評価によってカンボジア人の積極的な意見表明
が見られたことから、「彼等のキャパシティ・ビ
ルディングを進め、意志決定にも徐々に参加して
もらいたい」という機運が高まってきた。

（3）評価の感想と団体の学び
評価プロセス終了時に、カンボジア人スタッフ

6名及び日本人スタッフ3名に、今回の参加型評価
の感想をアンケートで訊いた。カンボジア人から
は、評価で学んだ事として「活動の成果、課題と
解決方法がわかった」と多くが回答している。自
由回答で「カンボジアの貧しい人々への援助を続
けて欲しい」という回答も多く、継続性確保への
話し合いが始まり、まだ自立に自信がない現れと
思われる。

日本人側では、自由意見で「活動を客観的に俯
瞰できた」「今まで漠然とプロジェクトを見てい
た事がわかった」等、評価目的の達成や学びも実
感されているが、「現地とのズレがはっきりした」
等、利害関係者の相互理解につながったという認
識が高かった。客観性を厳密に確保するよりも、
当事者の合意形成に重点をおく参加型評価の特性
があらわれた結果となった。現地駐在日本人スタ
ッフからは「現地スタッフのエンパワーメントが
実感できて嬉しかった」とコメントがあった。

評価プロセス全体をふり返ってみる。これまで
カンボジア人スタッフはプロジェクトの仕事をこ
なすことが中心で、運営に主体的に関わる機会が
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なかった。そのため評価開始当初は、「プロジェ
クトを改善するのなら、援助を増やして欲しい」
といった受動的な言動も観察された。しかしなが
ら、プロセスを進めていく中で意識の変化が見ら
れ、データ収集の段階では「家庭訪問を頑張って
もっとデータを集めよう」といった能動的な発言
が増えてきた。設計の段階から評価プロセスに参
加したことが、当事者意識を高め、エンパワーメ
ントに繋がったと考えられる。

また各事業の成果と課題を考える中で、両国の
スタッフの中から「保護者会を頻繁に開催する」

「受益者のニーズをもっと調べる」「スタッフのキ
ャパシティ・ビルディングを促進する」等、プロ
ジェクト改善に繋がる提案がなされた。当事者意
識の覚醒とあわせて、今後プロジェクトが良くな
る可能性が高まったといえる。特に「事業の継続
性」については、これまでAの中で議論されたこ
とはなかった。カンボジア人スタッフは、東京ス
タッフの誠実な説明によって「未来の援助終了」
を自覚し、当初動揺も見られたが、自立への検討
に合意した。現時点では事業の持続可能性は低い
が、それを高めていくために、評価が機会を与え
たといえよう。日本人スタッフから、今後カンボ
ジア人の参加や人材育成を促進していく意思表明
がなされたことも、プロジェクトの有効性や持続
性を改善する上で転機であった。

5．実践事例B：組織評価～国内組織の経
営を改善する

（1）団体紹介と評価に至った経緯
今度は、組織評価を参加型で行った事例を紹介

する。NPO法人Bは前身団体を母体に、1980年代
に設立された日本の国際協力NGOである。会員
数は100～500名、予算規模1,000～5,000万円/年、
職員数1～5名の範囲にある典型的中小NGOであ
る。海外プロジェクトはネパールにおいて参加型
農村開発・森林保全に取り組む。これまでに73万
本の苗木育成、約1,500haの森林再生に成功して
いる。運営主体は、会員から総会で選ばれた11名
で構成される理事会であり、その内訳は大学講師、
会社員、自由業者、定年退職者等、一般の市民で

構成されている。理事でもある事務局長以外は全
員無給のボランティアであり、理事会は決して組
織運営の専門家の集団ではない。

Bは海外プロジェクトでは成果をあげている
が、組織としては財政基盤の脆弱さが指摘されて
いる。例えば、会を支える会員数の減少や、総収
入への助成金への依存率が上昇していることであ
る。NPO経営では会費・寄付、助成金、事業収入
など収入源の多様化が望ましい（坂本 2004 田中
2007）とされており、過剰な助成金への依存は、

「助成金が終了すれば活動ができなくなる」とい
った危険が予想され、安定的な経営を脅かすもの
となっている。このような現状が改善されなけれ
ば、活動継続が困難になる可能性もある。従って、
経営の改善とマネジメント強化が必要であり、そ
のための手段としての組織評価を2009年度に行う
ことになった。Bの理事2名及び会員4名で評価チ
ームを構成し、参加型の組織評価を行った。チー
ムは評価のファシリテーターとしての役割を担
い、筆者もチームに参画した。評価実施のプロセ
スはチームが定期的に会合を持ち、進捗状況を判
断しながら進めていったが、表2の「参加型評価
の実践」に落とし込む形で解説したい。

（2）評価実施プロセス
①評価設計
「誰が参加するのかを決める」は、評価チーム

が評価設計を行い、Bの経営者にあたる理事には、
データ収集の際の情報提供や、収集データの分
析・判断に参加、一般の会員には、必要に応じて
情報提供等の形で参加してもらうこととした。

「評価の目的を共有する」では、評価チームから
提案した評価目的「B会員のエンパワーメントを
通じて、組織マネジメント力を強化し、Bの経営
状況の改善を行うこと」で、理事の同意を得た。
「評価対象の内容を共有する」では、NGO/NPO

の組織運営は複雑かつ多岐にわたっているため、
ロジック・モデルを作って目的と手段をまとめる
ことは難しい。坂本（2004）によれば、NPO経営
の基本は、「ありたい姿（目標）」と「現状」を明
確に理解し、その差（ギャップ）を埋める努力を
繰り返すことであるという。そこで彼の提案する

「組織評価七つの視点」が充たされた状態を「あ

田中　博
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りたい姿」として、データ収集から得られる「現
状」と対比させていくこととした。七つの視点8

とは、①目的・戦略性、②意志決定、③事業の品
質管理、④人材マネジメント、⑤内外の利害関係
者との関係、⑥事務管理体制、⑦資金調達である。

「評価設問を検討する」及び「評価のデザインや
データ収集法を検討する」では、同氏による「学
習する組織のための自己評価チェックリスト9を
参考に質問紙を作成した。調査項目は前述の七分
野があり、各分野に関連する組織の取り組みにつ
いて、回答者の意識を問う内容となっている。

例えば、①の目的・戦略性ならば「自分たちの
存在意義を明確に理解している」「自分達は誰の
ために活動をしているか理解している」等の問い
があり、設問に対し当てはまる選択肢（0:該当し
ない、1:取り組む予定もない、2:まだその通りで
ない、3:ほぼその通り、4:まったくその通り）を
ひとつだけ選ぶセクション1と､また7分野の中か
ら「ミッションを実現するために今後重要になる
と思われるもの上位3つを選ぶ」セクション2、そ
れぞれの自由記述から成っている。

②データ収集・分析
理事11名に質問紙調査を実施し、全員から回答

を得た。次に調査結果を集計して評価チームで検
討を行い、回答者内で評価が低い傾向の分野、異
なる傾向の分野が、経営改善のために重要な課題
であると考えた。図2にセクション2の結果を載せ
る10。検討の結果、七つの分野の中では、Ⅰ：目
的・戦略性、Ⅱ：資金調達、Ⅲ：人材マネジメン
ト、の3項目を深く分析することに決めた。また
分析の際に、その3項目についての理解を深めら

れるように、関連する文献調査と資料調査を行っ
た。使用した主な資料は、Bの会員データベース、
過去数年間の財務諸表、会報、総会議事録である。

質問紙調査及び文献・資料調査の結果がスライ
ドやレジメの資料にまとめられ、これを土台に理
事集会を開催して、評価チームの進行によるデー
タ分析がなされた。理事集会とは、通常の理事会
と異なり、組織評価のために特別に招集された会
議である。理事が直接データの分析・解釈を行う
ことにより意識を高め、議論の結果を今後の事業
計画へ反映させることが狙いである。理事集会に
は11名の理事から8名の出席があった。以下は話
し合われ、合意された内容である。

Ⅰ　目的・戦略性：組織内部でミッション（使
命・目的）を合意することは、NPO/NGO活動に
おいて必須なことである。しかし社会各層から自
発的に集まった理事は、必ずしも厳密にミッショ
ンを合意しているとは限らない。そこでミッショ
ンを確認するために、参加型の簡単なワークショ
ップを行った。各理事が考えるBの活動に関する
キーワードを一言づつ、数枚のカードに書いても
らい、KJ法的にまとめた。その結果、理事の回
答は多岐にわたっているものの、「ネパール」「植
林」等共通の目的意識があり、それが会のミッシ
ョンの考えと重なっており、おおまかな合意がで
きている事が判明した。意見交換する中で、外部
に使命をわかりやすく発信する難しさや、ミッシ
ョン作成後時間が経ち、状況変化に合わせて変更
するべきか議論の必要性が浮かび上がってきた。

Ⅱ　資金調達：資金源の多様化については、過去
数年間のB財務諸表を理事に示して議論をした。
会員数が1999年から2009年の間でマイナス41%減
少したため、総収入の中で会費が占める割合が減
少している一方、助成金収入が2000年53.9%から
2008年69.3%に上昇、助成金への異存率が増加し
ている事実を具体的に理解した（図3）。そのため
会費や寄付等、比較的に安定した収入源のみでは、
人件費や事務所家賃等の固定費を賄えない懸念が
判明した。良い傾向としては、この数年インター
ネットを媒介とした募金収入の増加がある。ここ
から資金源多様化の必要性を共有することができ
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た。またBの会員データベースを引用して、過去
10数年にわたり、どのような時期に会員が増え、
その後どの程度継続しているか、活動をふり返っ
て考察した。その結果、一度入会した会員も継続
してもらう努力をしなければ退会、支援をやめて
しまう傾向があることも判明した。ここから支援
者の継続性を高める努力の重要性がわかった。

Ⅲ　人材マネジメント：ボランティアで活動する
ことについて、参加者各自の経験を共有するワー
クショップを行い、NPO/NGOに参画をするモチ
ベーションを探った。その結果「金銭」目的では
なく、「やりがい」や「感謝」に基づく動機付け
が重要であり、留意すべきことが確かめられた。
さらにボランティアといえども役割分担の明確化
や、人材育成の大切さが確認された。

③評価結果のまとめと報告
理事集会は評価の主体である理事メンバーが、

収集データを自ら分析する場であり、同時に話し
合いを通じてその結果を共有する場でもあった。
理事集会に欠席した理事には、その後通常の理事
会において、議論の結果が報告された。またBの
重要な利害関係者の一つに、支援者である会員が
存在する。評価設計の段階で評価チームの会合で
は、会員のニーズ等を探るため、会員を対象とし
たアンケートや面接調査等も検討された。しかし
ながら時間と人材の限界のなかで、数百名の会員
からデータを収集することは困難と判断して、デ
ータ収集は理事対象のみに行われることとなっ

た。評価チームには会員の有志が数名含まれてい
るため、彼等が会員の代表として意見を述べる機
会はあったが、会員の評価への参加は限定的なも
のとなった。それでも総会や会報（ニュースレタ
ー）の記事を通じて、簡単ではあるが評価結果は
会員全員に報告された。

（3）評価の感想と団体の学び
理事集会の感想を、出席理事からアンケート形

式で集めたところ、「他の理事の意見がわかって
良かった」、「NPO人材は育てる、創るものとわか
った」、「理事学習会の機会を定期的に持つべき」、

「改善点・目標を絞り込み実行する（ことが大
切）」、「固定費は安定した収入で賄いたい」、「ネ
ット募金を進めるべき」等の意見が集まった。理
事集会が理事にとって相互理解と学びの場であっ
たことがわかる。

評価実施後に観察された変化として、理事を対
象とした自主的な学習会が開催されるようになっ
たことが上げられる。理事が役割と責任を理解し
て活動できるように、NPO法や組織の定款、中期
計画等をテーマに、定期的に開催される事になっ
た。また会員に継続してもらう努力も始まった。
会員への支援継続を依頼するための、理事による
電話かけの実施である。また、通常の理事会にお
いて、提案される議題を承認するのみではなく、
理事が積極的に質問をしたり、代案を提案したり
等、質疑応答が活発化している点も観察されている。

6．結論：マネジメント力を進化させる参
加型評価

非営利セクターへの強い期待に応えて行くに
は、当事者であるNGO/NPOが力をつける必要が
あり、ポイントはマネジメント能力であることは
既に述べた。紹介した2事例から考察したい。

（1）マネジメント向上効果はどうやってもたら
されるか

事例Aの事業に対する参加型評価は、団体Aの
マネジメント能力開発に寄与したといえるだろう
か。プロジェクトのマネジメント能力を、「開発

田中　博
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の主体者たることを期待される受益者が、開発に
必要な資源や情報を獲得するために、自らと社会
内に存在する他者（特に行政、市場、地域内緒集
団等）との間に取り結ぶ関係を（現状より自分た
ちにとって有利に）運用する能力」（JICA 2001）
という定義にそって考えてみる。

初めての評価であり、主体的に評価に参加した
アクターはカンボジア人及び日本人スタッフで、
コミュニティ住民等受益者の参加は、データ収集
での情報提供に留まった。しかしスタッフは事業
運営の中核であるため、役割は重大である。これ
までカンボジア人スタッフは誠実に業務を行って
はいたが、運営に参加する機会が少なく、その結
果受動的な立場に留まっていた。評価を機会に、
自分達の活動を振り返り、必要な研修を受けるこ
とで、資源である東京事務所やコミュニティ住民、
近隣団体等との関係や情報を再認識し、より有効
に運用していく意識・能力が向上した。Aの評価
報告書には「関係者、特に現地スタッフと（中略）
問題点や課題、目標の共有を通して、現地のプロ
ジェクト関係者のエンパワーメントが深まった」
とある。また東京の日本人スタッフにとっても

「現地とのズレ」が認識され、目的意識と情報共
有のための関係者ミーティングが定期的に実施さ
れることになり、現在はA自身によって、評価結
果を活かす形で今後の事業の立案が参加型で行わ
れていると聞く。参加型評価によって、Aの日本
人・カンボジア人スタッフのマネジメント能力が
高まったと考える。

組織マネジメントに関しては、「組織の使命と
それに基づく目標設定のために経営資源を最大限
に活用し、最大の成果を上げるための考え方、手
段・方法（坂本 2004）」の定義がある。Bの組織
評価においては、理事メンバーが質問紙調査や理
事集会への参加・議論を通じて、組織の使命と目
標設定を再確認して、お互いの相互理解を強める
とともに、資金や人材等の経営資源をより効果的
に獲得・活用するための方策を議論し、可能なこ
とから実行に移した。

参加型評価のアプローチとして有名なものに、
フェッターマンによるエンパワーメント評価があ
る。その特徴として「評価者は誰もエンパワーメ
ントできない。支援とコーチングによって、人々

が自らをエンパワーメントする。エンパワーメン
ト評価はエンパワーメントと自己決定が可能とな
る環境を創り出す」（Fetterman 2001）、「自発的に
自らの状況を改革しようとする人々に対して、自
己評価（self-evaluation）と反省（reflection）を通
じて自己決定能力（self-determination）を身につ
けるプロセスを提供すること」（源 2003）とある。
これに従うと、ファシリテーターの支援によって、
Bでは理事が団体の経営を「自己評価」し、「振
り返る（reflection）」ことで、エンパワーメント
が発現、「自己決定能力」の強化がもたらされ、
マネジメント能力が向上したといえる。まとめる
と、事業・組織評価ともに当事者が対象を「振り
返る」プロセスの重要性が認められる。

（2）今後の課題
この事項に関する今後の課題に触れたい。最初

に、継続的な評価実施の為のPDCAサイクルの導
入である。マネジメント向上の度合いは、参加型
評価を一度実践しただけでは大きくはない。Aに
おいては評価が実施されたおよそ三ヶ月の間は、
ファシリテーターの進行によって今後の方向性が
示され、関係者の士気も上がった。その後はA自
身でその具体化を進めているが、例えば意志決定
権の日本人からカンボジア人への移譲等、長年行
われてきた慣習を変えるには時間がかかる。時間
が経過して評価の記憶が薄れると共に、元のやり
方に戻ってしまうかもしれない。Bの組織評価は、
月一度の評価チーム会合を基本に約9ヶ月で行わ
れ、その間に提案された改善策は実行された。で
は、評価チーム解散後、評価の教訓がその後の活
動計画に具体的に落とし込まれただろうか。評価
で方向性が示されても、具体的戦略や予算・担当
者等を明確にして実行なければ成果は望めない。
Aにおいては初めての事業評価、Bは事業評価の
経験はあるが最初の組織評価であり、継続的に評
価と改善を繰り返していくPDCAサイクルはまだ
確立していない。限られた期間の評価一度だけで
得られる改善は限られている。マネジメント能力
を確実に強化していくためには、事業と組織運営
において、PDCAサイクルを確立することが求め
られている。また、より多くの利害関係者が評価
へ主体的に参加していく意味でもPDCAサイクル
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導入は大切である。例えば、事業評価において受
益者・住民の参加、組織評価における会員・支援
者の参加である。重要ではあるが、多様性・複雑
性ゆえに、評価の段階（C）からでは参加を確保
するのが難しい。P：企画立案や、D：実施の段
階から、時間をかけて参加を進めることが望まし
い、というのが筆者の考えである。

次に事業評価と組織評価の相互関係である。組
織全体の評価の中に、個別の事業評価が存在する
と考えられるが、事例紹介のように2つを切り離
して考えるとわかりやすい。しかしながら、これ
らは相互に関連しあっている。どんなに素晴らし
いプロジェクトを行っても、支える組織の経営が
不安定ならば、いつ事業が中断するかもわからな
い危惧がある。その一方で、組織運営が安定して
いてもプロジェクトの質が低いのでは、そもそも
活動をしている意味がないし、悪い評判が広まっ
て支援者が減り、組織運営に負の影響を与えるか
もしれない。逆に良い事業を実施すると、事業を
行っている団体への良い評判が広まり、支援者が
増えて組織運営も良くなる、という好循環もある
かもしれない。事業と組織評価をどのように、互
いの改善に活かしていくかは、研究課題であろう。

3番目に、参加型評価におけるファシリテータ
ーの重要性に触れたい。Aでは、筆者がファシリ
テーターとして評価プロセスを進行した。利害関
係者に評価の講義をしたり、関係者間での異なっ
ていた認識を比較・共有したり、議論が建設的に
進むように助言をした。Bの場合も、評価チームと
いうファシリテーターが、データ収集の質問内容
を実情に合わせて調整したり、財務諸表やデータ
ベースを調べ、理事による分析が円滑に行われる
ように側面支援をした。このように参加型評価の
長所を活かし、質の高い評価を行うには、ファシ
リテーターの柔軟かつ適切な対応が肝要である11。
しかし日本の市民社会の中に、経験・能力あるフ
ァシリテーターが少ないという問題がある。

これらの課題に取り組みながら、事業と組織へ
の参加型評価を進めていくことで、マネジメント
能力を高めていくことができる。それが、
NGO/NPOを進化させて、社会からの期待に応え
ていくことを可能にするだろう。
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注記

1 ワールド・ビジョンはアメリカの宣教師が設立した

国際NGOである。しかし支援国では各国で独自の

総会・理事会を持ち、その国のワールド・ビジョン

の運営に関する責任を負っているので、日本の団体

といえる。

2 坂本は、もう一つのNPO評価の種類として、社会問

題の解決に寄与したか、という「社会インパクト評

価」についても紹介している。本稿ではマネジメン

ト改善に関係の深い、事業評価と組織評価に絞って

考察した。

3 全てのプロジェクトがブループリント型、プロセス

型のどちらか一方に分類される訳ではなく、対立す

るものでもない。

4 経験では、評価目的の共有がないと、「お手盛り評

価」や「評価のための評価」に陥ってしまう場合が

多い。

5 評価対象の事業などを目的と手段の因果関係で整理

したもの。プログラム・セオリーとも呼ぶ。

6 2つの事例におけるNGO団体との話し合いの上、実

名ではなくA、Bという匿名で紹介することとした。

7 文化人類学者川喜田二郎が考案した、参加型問題解

決手法。社会調査やマーケティング、品質管理等に

広く使われている。

8 7分野のタイトルは、坂本によるオリジナルでは①

目的・戦略性、②ガバナンス、③計画と品質管理、

④人材マネジメント、⑤ステークホルダーリレーシ

ョンズ、⑥マネジメント体制、⑦資金調達・管理で

ある。註9と同じ理由で、文章表現を変更した。

9 オリジナルは7分野101問あり、NPO経営の専門用語

も多く使われ、また有給職員が多数存在することが

前提になっている等、日本のNGOの現状にあって

いないと考えた。そのため該当性の低い設問を削っ

て71問に減らし、また文章表現も簡単に変えた。
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10 字数の関係で詳細は省略するが、セクション1の結

果では資金調達と人材マネジメントが課題となっ

た。自由記述やセクション2の結果を総合的に評価

チームで検討して、重点課題3つを絞り込んだ。

11 参加型評価におけるファシリテーターの役割と課題

については、拙稿「フィリピンでのNGO教育事業

参加型評価～ファシリテーターの役割とステークホ

ルダーのエンパワーメント」田中博（2010）、『日本

評価研究』第10巻第1号を、ご参照いただければ幸

いである。
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Abstract

With the growth of NGO/NPOs in Japan the public expectation of them has been also increasing. However,
Japanese civil society lacks management capacity. Participatory evaluation is an approach to improve evaluation
quality by involving stakeholders in the evaluation process. This paper examines how the participatory evaluation
process strengthens projects, as well as management capacity. This is accomplished through facilitation work with
some Japanese NGOs. This elucidates the process of management capacity building through reflection on their
activities and administration, which brings empowerment and self-determination.
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