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Ⅰ．調査概要



調査概要

調査名 2018（平成30）年度事業評価の活用状況に関する調査

実施期間 2018（平成30）年10月10日(水)～2018（平成30）年11月10日(土)

調査対象
藤沢市市民活動推進センターに登録する団体493団体（うち藤沢市内に主たる事務
所を置く特定非営利活動法人は100法人、2018年9月29日現在）および、藤沢市に主
たる事務所を置く特定非営利活動法人106法人（2018年8月1日現在）

調査実施主体
藤沢市市民活動推進センター
（指定管理：特定非営利活動法人 藤沢市民活動推進機構）

調査内容 活動実態調査、市民活動支援施策に関する調査

調査方法
上記の調査対象団体に、調査票を郵送（推進センター館内情報誌2018年10月号に
同封）した。返送方法は、返信用封筒に封入して郵送、インターネット上のフォームに
回答する、来館時の直接提出のいずれか。

回収率
・回収数：121件/599件

（全登録団体数493団体および登録団体以外のNPO法人106法人）
・回収率：20.2％ 4

調査の背景

NPOの信用力向上を目的に、近年、「社会的インパクト評価」や「エクセレントNPO」など、様々な評価手法

が活用されています。また、内閣府が実施した、『NPO（民間非営利組織）に関する世論調査』（2013（平成

25）年6月）では、「１．ＮＰＯ法人に関する周知度と期待」の「（4） NPO法人に対する信頼」の設問に対し、「信

頼できない」との回答が23.4%となっていました。また、「２．ＮＰＯ法人の活動への参加意識 （１）活動参加意

向」における、「イ 活動に参加したいと思わない理由」では、「信頼できる法人、団体がないから」が10.7%と上

位6位となっています。加えて、「４．ＮＰＯ法人に対する寄附意識 （１）寄附意向」では、「イ 15 寄附をしたい

と思わない理由」の4位の21.4%が「信頼できる法人、団体がないから」と回答しています。

そこで今回、日頃、NPOの信頼性を担保することができ得る「評価」の中でも、「事業評価」に焦点を当て、

今後、その事業評価をさらに有効活用できるための施策を探るため、「2018年度事業評価の活用状況に関

する調査」を実施することとします。

調査の目的

登録団体および、藤沢市に主たる事務所を置くNPO法人の事業評価に関する活用状況の実態を踏まえ、

今後の市民活動推進計画および施策の取り組みに向けた参考資料とする。

実施概要



事業評価の実施
経験の有無

問１-１．事業評価を実施の経験

問2-1．事業評価を実施した、または、事業評価を受けた経験がある場合、それは外部もしくは
内部のどちらが行う評価でしたか？
問2-2. どのような目的で、評価を実施しようと思いましたか？
問2-3．評価を実施した結果、どのように（どのような場面で）役に立ちましたか？
問2-4．評価を実施してよかったこと、また、担当者のモチベーションを高めることができたこと
は、どのようなことでしょうか？
問2-5．一方で、評価を実施した、または、受けた際に、どのようなところに不満を感じましたか？

事業評価の実施
内容

◆実施した事業評価について、以下の各問いにお答えください。
問3-1．どこが評価を行いましたか？
問3-2．事業評価を行った期間の長さを教えてください。また、その間に何回程度、評価者とやり
取りしましたか？
問3-3．評価の方法について（①方法②評価手法③評価内容）
問3-4．評価を受けたときの1回あたりの評価費用はいくらでしたか？

評価のお薦めポイ
ント

◆評価を実施した事業をイメージしながら、ご記入ください。
問4．これから評価の実施を考えている団体、もしくは、実施経験のない団体に向けて、評価を
実施する際のお薦めポイント

事業評価の経験
がない理由

【「いいえ」と回答した方（事業評価の経験がない場合）】
問5．事業評価を実施したことがない理由

今後の評価につ
いて

◆貴団体の目玉事業、もしくは、これから発展させたいと考えている事業について、以下の各問
いにお答えください。
問6-1．今後、事業評価を実施する、または受けるとしたら、どのような方法で行うことを希望しま
すか
問6-2．もし事業評価を行う場合、どのような機関・団体等に依頼したいですか？
問6-3．評価に費やす時間（期間）について、どのくらいが適当か
問6-4．評価を実施する際の1回あたりの価格帯はいくら
問6-5．評価に期待すること
問6-6．評価を実施した後に、どのようなサポートを希望しますか？

その他 問6-7. 評価に対するイメージや、ご意見・ご提案等を自由にご記入ください。

調査項目

5

集計に用いたデータ

本調査の集計にあたって、調査締切時点において既に藤沢市市民活動推進センターが保有していた「市民活動

団体登録票」のデータを基に以下の情報と併せて分析を行った。〔2018 （平成30）年9月29日時点での情報〕

●データの取得方法：団体登録の際に各団体が記入。また、年度ごとに情報を更新する。

●利用項目：法人格／主な活動地域／会員数／活動分野／HP有無

※法人格の有無は、法人の種類に関わらず、法人として換算した。

法人格種類：特定非営利活動法人（以下、NPO法人）、社団法人、社会福祉法人、財団法人、一般社団法人

調査概要
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Ⅱ．結果の概要及び考察



今回の調査における特徴的な傾向

１．経験の有無により、事業評価に対する認識や期待度が異なる

２．未経験である理由から、事業評価の捉え方に幅がある

３．非営利組織への事業評価に求めること

7

１. 経験の有無により、事業評価に対する認識や期待度が異なる

事業評価に対する認識が、経験の有無により期待度が変わる。今回、事業評価の実施経験があり、さらに

活用している団体は、全体の２割程度に留まっていることが分かった。評価経験のある団体は、次のステップ

に向けて改善を図る「きっかけ」 として活用している、もしくは期待していることが分かった。一方、事業評価の

経験がないと回答した団体の傾向として、事業評価は、ある程度、団体の規模（予算やメンバー数等）が大き

く、きちんと運営がなされている団体が受けるもの、と認識しているとのこと。NPO・市民活動団体の信頼性を

向上させるためのツールと捉えているか、により、事業評価の実施の有無が変わってくるようだ。

２. 未経験である理由から、事業評価の捉え方に幅がある

評価の経験がない団体に対して問５の中でその理由を伺ったところ、 「評価を実施する機会が無かったた

め」 が全体の38%と最も多い回答だった。内訳をみると、NPO法人の中では、前述の内容を選ぶ法人が多く、

任意団体では、 「実施するメリットや理由が分からなかったため」との回答が最も多く、法人格の有無で評価

に対する捉え方が異なることが分かった。また、「その他」の回答の中には、「『事業評価』の意義や存在を知

らなかった。」というものも複数見受けられた他、一方、「内部監査で担保している」という回答もあり、評価の

捉え方も多様であることが分かった。

３. 非営利組織への事業評価に求めること

NPO・市民活動団体の事業の評価は、「従来のような一般的な価値のはかり方や費用対効果では評価され

にくいこと」こそが、価値があるとのコメントがあった。また、「『求められているもの』と『必要なもの』が違うことが

多々あるので、特に子どもの暮らしに関わることに関しては慎重に評価してほしい」とのご意見もあり、その事

業や業界に精通している方が評価することを求める意見が見受けられた。やはり、内情を知った上で「正確に

評価」してもらいたい、との思いがあるようだ。

結果の概要
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考察

＊評価をポジティブに捉えることで、組織の方向性も見据えられる！

「評価をどのように捉えるか？」 によって、今後の自組織の立ち位置や組織の課題の本質が見える化され

るという。それらが見える化されることにより、現状を把握でき、先を見据えられるのではないか。例えば３年後

にこの課題を解消するためにバックキャスト（逆算）して、では、今はまず、この専門家に協力を得ながら人の

基盤を強化しよう、などと課題に対応することができやすくなる。主観と客観を上手く使い分けて取り組むこと

で事業運営をより効率的に、より迅速に対処できるようになることが期待される。

法人格がある団体については、事業評価の「意義」や「活用方法」をお伝えすることで、今後、取り組む機会

が、さらに可能性が高まるのではないだろうか。

＊市民活動の本来の意味を再確認し、真の公益性を！

時と場合によっては、行政による事業評価が必要な場面もあるかもしれないが、市民活動の本来の意味で

ある、「官から独立し、『市民が行う自由な社会貢献活動』※であり、また、第三者である市民によって、公益性

を担保する」という趣旨から反れてしまっていないか、再度確認する必要があるようだ。一部の団体の認識か

ら、行政のお抱え団体となってしまうこと、また行政への依存、行政の下請け構造化が進んでしまわないか、

が懸念される。

いずれにせよ、評価結果を真摯に受け止め、組織としてのミッション、ビジョンに照らし合わせて、今後、ど

のように伸びしろを増やせるか、をまずは確認することが必要と思われる。また、そのうえで、上手に評価結果

を活用していくことで、組織としての信頼を得ることができ、さらには、事業や組織運営の強化につながってい

くことが期待される。

※特定非営利活動促進法の「第一章 総則 （目的）第一条」より抜粋。 電子政府の総合窓口（e-Gov）

＜http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC1000000007＞
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Ⅲ．データ集



a．はい

18%

b．いいえ

82%

無回答

0%

問1.

問１．事業評価の経験の有無

調査結果の集計をもとに、各設問についてグラフまたは記述を一覧としてまとめた。
本データ集では、事業評価を経験している、又は経験していないNPO・市民活動団体のそれ
ぞれに対して、異なる質問項目で調査を実施した結果を示している。

加えて、共通の質問項目として、問１.および、問6-1から問6-7.までは、各NPO・市民活動
「団体の目玉事業、もしくは、これから発展させたいと考えている事業について」、今後、どの
ような事業評価を希望するのか、もしくは、どのようなご意見やご提案等があるのかを伺った。

特に、「事業評価に対する期待すること」および、「評価のイメージ」について確認することが
できた。

10

n=121

「 2018（平成30）年度 事業評価の活用状況に関する調査」結果

事業評価の経験について、「はい」と回答した
団体が18％、「いいえ」が82％であった。
今回の調査対象の団体は、事業評価の経験
がない団体が６割強、多いことが分かった。

a.はい b.いいえ 合計 備考

NPO法人
（認定NPO法人）

14
（うち2法人）

37 51 認定NPO法人含む

公益社団法人 0 3 3

任意団体 8 59 67

計 22 99 121

問１．事業評価の経験の有無 （組織形態別の団体数）

事業評価の経験について、組織形態別で見ると、やはり、NPO法人の３割近くが、「はい」と回答し
ている。事業評価の経験があるNPO法人の内訳を見てみると、それぞれの設立年数は、1998年から
2013年と幅がある。また、主な活動分野※は、「保健・医療・福祉６法人、まちづくり２法人、環境の保
全１法人、子どもの健全育成１法人、情報化社会１法人、学術・文化・芸術・スポーツ１法人、消費者
の保護１法人、連絡・助言・援助１法人」、となっている。また、任意団体では、1978年から2017年とこ
ちらも設立年数に幅がある。また、主な活動分野は、学術・文化・芸術・スポーツ4団体、人権・平和3
団体、子どもの健全育成1団体となっている。
上記のことから設立年数および活動分野に関わらず、事業評価を実施していることが分かった。

※内閣府NPO法人ポータルサイトより活動分野の略称を抜粋
＜https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/index＞

n=121



a. 事業のふり返

りを団体内で実

施した時

50%

d. 行政との協働事業

を行った時

23%

b. 助成金や補助金

等を獲得した時

4%

c. 企業の協賛をお願

いした時

5%

e. その他

18%
無回答

0%

問2-3.

a. 完了した事

業のふり返り

のため

73%

c. 行政から実施を

勧められたため

9%

b. 助成金や補助金等

の獲得のため

4%

d. その他

14%

無回答

0%

問2-2.

• ここからは、「問1.事業評価の経験の有無」で、「はい」と回答した団体を対象に各質問を
行った。
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問2-1．評価者の種別

問2-2．評価の活用目的

n=22

n=22

n=22

【事業評価の経験がある団体が対象】

事業評価の経験について、「はい」と回答した
団体のうち、「団体の役員やスタッフ等が行う
内部評価」が37％と最も多く、次いで、「両方
（「外部に依頼した評価」および、「団体の役員や
スタッフ等が行う内部評価」のことを示す）」の27％
となっている。
やはり、NPO法人がいることで、毎年度終了後に行う、
監査を含めている団体がいることが推測される。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・ご利用者よりの評価
・神奈川県
・イベントでのアンケート
・会計検査院

事業評価の活用目的については、「完了した事業の
ふり返りのため」が７割弱を占めていた。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・実施しては、とアドヴァイスを頂いた為
・社会貢献度
・指定管理施設、第三者評価及び行政評価

事業評価がどのような場面で役に立ったのか、を
尋ねた質問では、「事業の振り返りを団体内で実施
した時」との回答が半数の50％を占めていた。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・認定NPO法人に認定された時
・現在、評価中でまとめたものはまだ出来ていません
・次回のイベント企画時

b. 団体の役員やス

タッフ等が行う内部

評価

37%

c. 両方

27%

a. 外部に依

頼した評価

18%

d. その他

18%

無回答

0%

問2-1.

問2-3．評価が役立った場面



問2-4． 評価を実施してよかったこと、また、担当者のモチベーションを高めることができたこと
(原文まま)

12

法人として当然のコンプライアンス確保

団体内で、なあなあになってしまっていた所を見直していくきっかけになった。

評価に基づき、毎活動を見直し強化することが出来た。

日々行なっている事業の内容や成果を客観的に捉えることが出来た。また、それを事業所内で共有し、
更なる成長につなぐことが出来た。

県のHPに掲載され、新聞に取り上げられたことから、タウン誌の取材が来ました。

社会貢献度に関する会員の相互理解と認識

事後アンケートを実施したところ、会員の満足度の高さが数値化できた。また、改善への具体的な提案、
運営に対する要望を知ることができた。

開催側では気付かない参加者の生の声が聞け、次回の企画に参考になるアイディアなどが読み取れるこ
と。

多くの市民の賛同を得ることが出来た。（当時の市長）市議会議員、市議会事務局も賛否は別としても協
力してくれた

音楽劇の舞台公演（自主公演）をしたあとのアンケート（観客から）を読むことで、次の舞台へ進むときの参
考になる。又、学校等への出前公演後に寄せられる感想（保護者、子どもたち）も同様。

新しい意見などを事業に反映できるようになってきた。又、事業にかけるお金の使い道がシビアになって
きた。

振り返る良い機会となった。

公演のアンケートを集計し、人気のある曲を把握する等、次回の活動へつなげる材料となっている。

不明

n=119

問2-5．評価で不満に感じたこと

事業評価がどのような場面で役に立ったのか、を
尋ねた質問では、「事業の振り返りを団体内で実施
した時」との回答が半数の50％を占めており、
最も多い回答だった。

・元々は、行政の計画であった。それに対して、市民
提案で実施した事でしたが、3年間が過ぎた後、
継続に必要な予算が全く付かなかった。
・政治的意見が違っていたから
・アンケート結果はよいが回収率が低い

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・現在評価中
・社会からの認知内容が充分ではない
・多くの書類の準備が必要となり、団体本来の活動と
併行して行うのは、なかなか大変だった。
・内部の評価だと甘くなるところがあるので、その点を
気をつけたい。

a. 特に不満はない

59%

c. 期待していた結果が

出なかったこと

14%

b. 評価に係る費用が

高いこと

4%

d. その他

18%

無回答

5%

問2-5.

n=22



c. 行政

15%

a. 助成財団

8%

d．評価の専門機

関

8%

b. 企業

0%

e. その他

65%

無回答

4%

問3-1.

13

2

3

1

2

3

4

6

0 2 4 6 8

無回答

g. その他

c.1週間

b.3日間

e. 6か月間

a. 1日

f. １年間

問3-2.①

n=22

問3-1．評価の実施者

問3-2．①評価の実施期間

どこが事業評価を行ったのか、については、「行政」
が15％、次いで、8％で「助成財団」および「評価の
専門機関」の順番となっている。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・自己評価、当会自体
・内部監査
・NPO法人社員総会における評価を受けている
・ご利用者よりの評価
・茅ヶ崎市市民活動推進委員会
・県民会議
・会員
・参加者／イベント参加者
・参加者からのアンケート調査
・市議会
・観客、学校などの児童、保護者、一般
・内部役員の評価
・会計検査院

n=22

問3-2．②評価の実施頻度

事業評価の実施期間は、「1年間」が6件で全体の
23.7％、次いで、「1日」を選択した団体が4件、
18.2%、3番目が「6か月間」で3件13.6%となっている。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・3か月（2件）
・イベント開催が3日間だったので毎日アンケートを
とった。
・相談会開催時
・6か月間／月に1回

6

1

1

1

1

1

1

2

2

0 1 2 3 4 5 6 7

無回答

その他

不明

5回

4回

3回

2回

6回

1回

問3-2.②

n=22

事業評価の実施頻度は、「１回」および「６回」の２件、
あとの選択肢は各１件となっている。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・3か月（2件）
・イベント開催が3日間だったので毎日アンケートを
とった。
・相談会開催時
・6か月間／月に1回
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問3-3．②評価手法

問3-3．①評価の方法

事業評価の方法に関する問いでは、36%と最も
多かった回答が「アンケート」で、全体の３６%が選んで
いる。また、２番目が、「面接（個別インタビュー）」の
１６%、次いで、「調査員による現場視察」および、
「グループインタビュー」の１２%となっていた。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・事業報告、決算報告、監査報告等
・団体が出し、それに基づき行政と話し合った。
・QTR毎の全体会議で
・署名運動（条例制定のための直接請求運動）
・シートへの記入

評価手法を聞いた質問に対しては、数値的評価
である、「定量的」な評価と、数値では表せない
内容を「定性的」評価の「両方」併用を選択する方が
多く、５５%であった。
次いで、27％の「定性的」」、4％の「定量的」が選ばれ
ている。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・ヒアリング

b. アンケート

36%

a. 面接（個別イン

タビュー）

16%

c. 調査員による現場視察

12%

d. グループインタ

ビュー

12%

e. その他

20%

無回答

4%

問3-3.①

c.両方併用

55%

b. 定性的

27%

a. 定量的

4%

d. その他

5%

無回答

9%

問3-3.②

n=22

n=22
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h. 自己負担なし

36%

g. 30万円以上

8%

d. 3万～5万円未満

8%

b. 5,000～1万円未満

8%

a. 5,000円未満

8%

f. 10万～30万円未満

4%

c. 1万～3万円未満

4%

i. 補助あり

4%

e. 5万～10万円未満

0% j. その他

8%

無回答

12%

問3-4.

問3-4．評価の１回あたりの費用

a. 評価対象の事業 b. 評価の内容・項目等

・全事業、管理
・現在評価中
・木造帆船の動態保存とそれを使用した諸活動
・訪問介護事業、自費サービス事業
・茅ヶ崎市の「みどりの基本計画」と「茅ヶ崎海岸グランドプ
ラン」に基づく海浜植生の保全と再生事業
・神奈川県バリアフリー街づくり賞
・市民農園事業、福祉農園事業
・例会
・条例制定への賛否
・原爆展、学習会
・舞台での自主公演、学校体育館等での出前公演
・相談会
・TOTO助成事業
・スキー行事全般
・神奈川県
・神童太鼓チャリティ舞演会
・施設運営
・総務省ICTふるさと元気事業

・経理書類、規程類
・現在評価中
・組織の発展、活動の広がり、財政の改善
・①協働プロセスについて②事業内容について
・音楽活動による知的障がい者の就労支援
・社会貢献度と採算性
・満足度、感想、運営への要望
・座談会、手等子屋、講演会
・今回相談に来てよかった。役に立ったか
・助成金の適性な使用について。
・行事の内容、予算・決算の内容
・費用、予算とのバランス、事業の効果
・公演のアンケートを集計し、人気のある曲を把握す
る等、次回の活動へつなげる材料となっている。

・施設運営が適正か（目的、維持管理、サービスの
質、連携、収支）
・適正な支出と適正な事業運営が行われたか

問3-3.③評価内容(原文まま)

１回あたりの評価にかかる費用を伺ったところ、
「自己負担なし」が全体の36％、「30万円以上」、
「３万～５万円未満」、「5,000～1万円未満」、
「5,000円未満」が各8％となっている。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・各アンケート印刷代（100枚）程度
・1000円位、アンケート用紙代・印刷代・紙代
・不明

n=22
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問4．これから評価の実施を考えている団体、もしくは、実施経験のない団体に向けた評価の
お薦めポイント主なもの3点 (原文まま)

①

・事業収支
・どんな事でも比べる事で気付くもの。団体の位置を確認できる。
・目的達成のための組織の伸びをどう確保するか
・自事業所の事業内容を自己満足で終わらせることのない様、外部からの視点で冷静に評価を受けるこ
とが大切。また、その評価を真摯に受け止め、今後の運営に取り入れることが必要。
・特にない
・他とは違った、その団体の何か秀でているものがあること。
・地域貢献度
・事業への満足度を数値化する。
・分かりません
・アンケートの場合の質問の仕方を工夫し、自由な評価、感想が得られるようにする。
・開催スケジュールの早期立案
・財務処理について専門家を入れた方が円滑になる。
・活動が発展するためと考え、積極的に受けてみる。
・客観的な視点を持つ
・職員の意識向上
・第三者者のアピールがしやすくなる

②

・管理費収支
・行っている事（行ってきた事）を振り返り、評価により改めて前に進める
・できるだけ広範なボランティア活動の展開
・団体への思い、熱意をアピールすること。
・地域課題の解消
・要望は文章で表現してもらう
・分かりません
・自分たちの信念ももちながら、他の視点もとり入れていく柔軟さ
・参加メンバーの負担割合、バランスの調整を行う。
・事業内容面と経費面と分けて評価してもらう。
・良かったこと、改善できることを良く探す。
・外部からどう見られているか、俯瞰してみることができる
・事業の組み立て方や運営に関するスキルが高まる

③

・規程類の整備状況
・評価という形でまとめられることで、外部の方へ活動を伝えるツールとなる
・組織人員（会員）のモチベーションの保持
・事業性（採算）
・回収率を上げる方法を考える
・分かりません
・参加者募集に行政の協力をもらうようにする（会場・協賛）。
・評価された意見を次に役立てられないかと思い、1つでも取り入れる。
・複数の職員で評価を行う。
・（次のステップとして）組織そのものの評価を考えるきっかけになる
・公正さが担保できる



a. 評価を実施する機会

が無かったため

40%

c. 実施するメリットや理

由が分からなかったため

35%

b. 誰にお願いしたら

いいかわからないた

め

3%

d. その他

20%

無回答

2%

問5.
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n=99

n=99

問5．事業評価の未経験の理由

• ここからは、「問1.事業評価の経験の有無」で、「いいえ」と回答した団体を対象に質問を
行った。

【事業評価の経験がない団体が対象】

a. 評価を実施す
る機会が無かっ
たため

b. 誰にお願いし
たらいいかわから
ないため

c. 実施するメリットや
理由が分からなかっ
たため

d. 
その他 無回答 計

NPO法人 18 3 13 3 0 37

公益社団法人 2 0 1 0 0 3

任意団体 19 0 21 17 2 59

39 3 35 20 2 99

NPO法人では、 「評価を実施する機会が無かったため」との回答が16件となっていた。一方、任意団体に関し
ては、 「実施するメリットや理由が分からなかったため」との回答が最も多く、法人格の有無で評価に対する捉
え方が異なることが分かった。

また、「その他」の回答については以下の通りである。(原文まま)

・非営利組織評価センター（JCNE）に申し込もうとしたが、対応するタイミングが合わなかった。
・内部的に会計・事業監査を実施する。
・内部監査で担保している
・必要がないため（６件）
・団体登録したばかりのため
・活動地域が特定されているため
・総合報告（春）
・NPO法人ではなく、任意団体のため
・NPOでないのでよく分かりません。
・障がい者の親団体で必要がない
・考古学の調査研究等が主体のため実施しなかった。
・事業評価制度自体を知りませんでした。
・評価制度自体無知であった
・「事業評価」の意義や存在を知らなかった。

問5．事業評価の未経験の理由（組織形態別の件数）

事業評価の経験がない理由については、38％が
「評価を実施する機会が無かったため」と回答。
次いで、「実施するメリットや理由が分からなかっ
たため」の36％となっている。

なお、「その他」の回答については、下記をご参
照ください。



b. アンケート

35%

a. 面接（個別インタ

ビュー）

16%

c. 調査員による

現場視察

14%

d. グループイン

タビュー

6%

e. その他

20%

無回答

9%

問6-1.

どこに事業評価を行って欲しいか、の設問では、
1位が「評価の専門機関」、2位が「助成財団」、
3位に「行政」という順位であった。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・市民団体。例えば、NPO法人で認知症に
携わっている団体。
・グループリビング運営協議会
・自然環境復元協会
・NPO地域精神保健福祉機構（コンボ）
・宿場町の活性化を手がけた実績のある専門家
・内部監査
・自ら行う
・負担にならない程度に内部スタッフで実施。
・参加者、観客、一般市民
・当俳句会は本部（長野県松本市）の支部
・特に考えていない、不要、該当項目なし
・他の団体への依頼を望まない
・我々の活動において実施する意味や目的が
わかってませんので、答えられません。
・活動内容から見て、a～dに該当するものはない
ように思う。よって、以下の問いに答えることは
できないので、省かせて下さいますよう。
・まだ、登録したばかりで、イメージが沸かず
わからない。
・藤沢市市民活動推進センター

18

a.助成財団 b.企業 ｃ. 行政
d 評価の
専門機関

e. その他 N.A.

1位 17 5 24 26 20

72位 25 10 13 9 1

3位 12 16 17 6 3

n=121

問6-1．希望する事業評価の方法

問6-2．希望する事業評価者

• ここからは、「問1.事業評価の経験の有無」で、「いいえ」と回答した団体を対象に質問を
行った。

【全団体共通の質問項目】

希望する評価の方法は、「アンケート」が全体の
35％を占めている。次いで、「面接」の15％、
「調査員による現場視察」の14％となっている。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・私どもの事業評価をメリットがよくわからないため
・俳句の会なので該当項目なし
・希望しない／受ける予定はありません（５件）
・理事会で打合せる
・事業評価というものが、どのようなものかよく
わからないので、なんともいえない。
・会員（社員）による討論
・当会内部で行う
・現状では、現行のままで適正に行われている。
・会費もとっていないので外部の評価は不要と
思われる。
・宿場町の活性化の専門家からの調査、
インタビュー
・我々の活動において実施する意味や目的が
わかってませんので、答えられません。
・必要なのかよく分かりません。

n=121
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21

3

3

6

7

9

51

0 10 20 30 40 50 60

無回答

g. その他

e. 6か月間

c.1週間

f. １年間

b.3日間

d.１か月間

a. 1日

問6-3.

19

n=121

問6-3．希望する事業評価の期間

問6-4．希望する事業評価の１回あたりの価格帯

事業評価の期間についての希望は、全体の4割の
「1日」との回答が最も多い。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・イベントごとの評価も欲しいが、大まかな活度
についての評価も知りたいと思う。（世論を知る
意味で）
・各回結果毎
・半日
・書面で
・アンケート方式で簡易に
・アンケート回収
・期間は「ｄ」、実質的に必要な時間は1日～3日
以内
・イベント時に
・評価不要
・わからない、よくわからない、特に無し
・内容によって判断したい
・該当項目がわからない
・どのような内容かよくわからないので、どのくらい
の期間が適切かわからない

事業評価を実施する際に1回あたり、いくらの
価格帯が良いか、に関しては、「5,000円未満」が
46件で最も多く、全体の4割弱であった。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・事業のインタビューでの応答から判断したい
・0円、無料（ ５件）
・1,000円（2件）
・1,000円代
・見当が付かず、わかりません
・意味不明、？、わからない、（3件）
・なし

29

22

0

0

2

3

8

9

48

0 10 20 30 40 50 60

無回答

h. その他

f. 10万～30万円未満

g. 30万円以上

e. 5万～10万円未満

d.  3万～5万円未満

b.  5,000～1万円未満

c. 1万～3万円未満

a. 5,000円未満

問6-4.

n=121
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問6-5．評価に期待すること (原文まま)

◆評価経験あり（問1で「a.はい」と回答）

【事業の価値向上・改善】
・評価していただいた点を生かして、次の行事や事業に取り組みたいので、いろいろな視点からの意見を
期待しています。
・次回の改善
・次回、同じイベントを計画する時の参考に
・事業への満足度や改善提案・要望を知り、次の運営に役立てる。
・率直な意見、様々な視点、賛否両論の場合、そこから自分たちでより良く充実させてゆく力

【信頼性の向上・健全性】
・客観的な裏付けが欲しい
・第三者視点でのお墨付きと振り返りを踏まえたより良い事業づくりにつなげられること
・演奏に対する客目線での意見・感想を聞きたい。
・自分たちの活動が自己満足になっていないかを確認できる機会になると良い。
・団体のことを多くの方々に周知されたい。
・法人として当たり前のこと

【方針・方向性】
・目標達成上の課題の明確化

【アドバイスを得られること】
・客観的なまとめと、その分析からのアドバイス

◆評価経験なし（問1で「b.いいえ」と回答）

【事業の価値向上・改善】
・事業の価値を高めること
・最終的にその活動が活発になる事
・外部評価によって、自分たちの良い特徴、改善すべきポイントが分かり、今後の活動に活かせる点が期
待できる。
・資料の作成に伴い、事業の見直しと改善に資すること及び、評価実施後の改善とアドバイスの事業反映
への期待
・活動の効率化
・よりよい評価を受けるために、会員が団体活動の改善につなげるきっかけとなること
・事業内容について、社会に認知して頂くこと。及び今後の改善点がクローズアップされること
・事業の見直し改善点の提案
・活動場所の確保
・俳句向上に関する情報・指導
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◆評価経験なし（問1で「b.いいえ」と回答） （つづき）

【信頼性の向上・健全性】
・評価によってNPOの信頼性が高まり、寄付が受けやすくなる
・当法人の健全さ
・自分たちが信頼できる団体と評価されること
・活動が市民にどう受け入れられているか。
・高齢者、認知症、障害者等、社会的弱者への配慮の程度
・評価が実務上有効な手段（実用性のある）となることを期待したい。
・社会的な評価の向上に寄与する効果
・事業の適性について、客観的な視点で見て欲しい
・活動の有効性
・イベントなどの事業予算が適当か否か、事業内容に発展性・文化的な公益性が有るか否か
・当団体が評価されるに値するかを知りたい。
・当該事業（ユニバーサルカヌー体験会）のソフト/ハードの県内外への普及
・同業もしくは類似業種の団体との比較評価も知りたい
・事業団体としては、補助犬及び聴覚障害者対象となるので、どのような立ち位置なのかを理解できれば
と考えています。
・クラブ活動に対する一般市民の感心度
・事業の内容について（社会啓発）

【方針・方向性】
・具体的な行動指針につながるような評価
・今後の指針

【会員・スタッフに関すること】
・会員の士気が上がる事
・会員が増える事
・会をPRし、会員を増やしたい
・会員を増やすための助言や提案
・会員の活動への積極的参加

【アドバイスを得られること】
・改善すべきポイントを明示して頂けたら
・経営に対するアドバイス、経済的支援
・財政的なアドバイス
・目標達成アドバイス
・宿場町の活性化の成功例は少ないので、実績のある専門家からのアドバイス(中味のある）

【必要性の有無】
・第3者評価を受ける必要を感じない
・行政との共催事業が中心のため、行政関係機関以外の評価は妥当ではないので、この設問には当ては
まらない。
・行政の生涯学習部の共催事業が多く、その行政による評価ならば理由も分かりますが、他者からの評価
となると全くありません。

【その他】
・行政に認められた法人であると言う事を一般の方々に周知してほしい
・わからない、特になし（ほか10件）

問6-5．評価に期待すること（つづき）(原文まま)
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無回答

d. その他

a. 伴走支援

b. マネジメント支援

c. サポートを希望しない

問6-6.
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n=121

問6-6．評価後に希望するサポート方法

事業評価後にどのような方法のサポートを希望
するのかについての設問では、「サポートを希望
しない」が全体の38％を占めていた。
サポートを希望する団体は、全体の28.1％で、
うち、「マネジメント支援」が61.8％の21団体、
「伴走支援」が38.2％で13団体が希望していた。

また、「その他」の回答については以下の通りである。
・財政とマネジメント
・財政的支援、資金援助 3件
・結果が出た時点でのアドバイス（不定期）
・社会的弱者の社会参画の場所を創る
・内容変更（場所やスタイル）
・支援は欲しいが予算がない。
・わからない
・特になし

評価を行った後に、評価を行ったプロセスで得たスタッフの想いの共有や、結果を受けてさらに伸ばすこと、改
善することなど、どのように活かしていくのかなど、その後、どのようなサポートがあると良いか、その方法につい
て希望を伺った。事業評価の経験のあり・なしおよび、組織形態別にニーズを把握するために上の表にまとめ
た。

「伴走支援」については、あまり馴染みのない支援方法と思われるため、調査票に「注釈・用語解説」をつけ
た。

問6-6.評価後に希望するサポート方法（組織形態別の件数）

事業評価
の経験

組織形態
a. 伴走
支援

b. マネジメ
ント支援

c. サポートを
希望しない

d. 
その他

無回答 計

あり

NPO法人 ２ (14.3%) ４ (28.6%) ５ (35.7%) ２ (14.3%) １ (7.1%) 14

公益社団
法人

０ ０ ０ ０ ０ 0

任意団体 １ (1.7%) ８ (13.6%) 22 (37.3%) ９ (15.3%) 19(32.2%) 59

計(A) ３ 12 27 11 20 73

なし

NPO法人 ７(18.9%) ８ (21.6%) 15 (40.5%) ４ (10.8%) ３ (8.1%) 37

公益社団
法人

１ １ ０ ０ １ ３

任意団体 ２ ０ ４ ０ ２ ８

計(B) 10 9 19 4 6 48

合計
（A+B)

13 21 46 15 26 121

n=121
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問6-7. 評価に対するイメージや、ご意見・ご提案等（自由記入）(原文まま)

◆評価経験あり（問1で「a.はい」と回答）

【事業の価値向上・改善】
・実行委員会で反省して、次回につないでいきたいと思います。

【信頼性の向上・健全性】
・特定非営利活動法人なら当然行っていなければならないと思う。そのような団体の監事は何をしている
のか？
・どんな団体であれ、それなりの活動を行ってきているのなら、評価を受ける事で、活動のクオリティが高ま
ることが期待出来る！
・客観的視点は必要。自分たちの目的意識（何をやりたいか）と信念を持ちつつ、ひとりよがりにならない
柔軟さが必要と思います。
・どのようなものでも、活動していれば評価は必ず必要と思います。違った角度から見ればよい意見も出て
くるので、活動にはプラスになると思います。又、金銭的にルーズにならずに済むので良いと思います。

【会員・スタッフに関すること】
・当会では運営委員も会員であり、評価は会の運営の向上に役立つものと考えている。運営委員は随時、
会員からの互選で交代するので、会員全員で会の運営を考えたいという狙いがある。より回収率を挙げた
いと努力しているが、評価の精度を上げてるとともに、会員の参加意識も高まることを期待するためである。

【アドバイスを得られること】
・どの団体も経理処理が大変と聞いている。財務の相談に乗っていただける方の紹介等あるといいかと思
います。

【必要性の有無】
・自立なので、特に外部に依頼（依存）する積りはない。

【評価の在り方】
・評価をする人によって、まったく違った評価になりうる可能性があり、少人数の偏った判断で評価されて
しまうことに疑問を感じる部分もある。「求められているもの」と「必要なもの」が違うことが多々あるので、（特
に子どもの暮らしに関わることに関しては）慎重に評価してほしいと望みます。
・事業を良く知った上で、評価ポイントを設定することで評価もしやすくなると思う。
・なかなか自発的に実施しようと考えることがないのが現状です。NPOや市民活動の事業は従来のような
一般的な価値のはかり方や費用対効果では、なかなか評価されにくいようなことを大切に進めていくこと
に意義があるというものもあると思います。

【その他】
・”法人”に”非営利活動”という名称がつく事が、かえって胡散臭く思われる”きっかけ”になってはしない
か。
・私たちは、”法人格”を持っておりません。事業というものも、自主公演のみです。あまり参考にならないか
もしれませんが、よろしくお願いいたします。
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◆評価経験なし（問1で「b.いいえ」と回答）

【信頼性の向上・健全性】
・NPO法人が信頼できないと実際に言っている人たちに対して、直接的にアプローチして、そのイメージの
具体的な根拠をひとつひとつ潰していく活動に力を入れてほしい。
・事業評価をしていただくほど大がかりな活動をしておりませんので、積極的な回答ができず申し訳ありませ
ん。
・初めて聞いたので、イメージが浮かびません。
・作成する資料の多さと、特定の人間に資料作成が集中することに伴う、本来業務への手薄感への恐さがあ
る。自分たちの支援を第三者の目に触れさせる緊張感です。

【アドバイスに関すること】
・フォローアップが伴った評価
・障がい福祉の当事者の団体のため、いろいろ助言していただいても、出来ないことが多いように思います。
役員は、ボランティアで、できる範囲で活動しています。

【必要性の有無】
・特にありません。事業評価を依頼することも無いと思います（当団体内において総会、理事会等を開催し、
自らで実施するため）
・余り必要としないイメージです。（メリットがよく分かりません）
・NPO法人に対する有償支援とは異なると思いますが、その類のダイレクトメールが時々届く。当NPO法人
は、現在のところ、第三者評価を受ける必要を感じない。
・問6-5にも表記しましたが、協会は、各流派の属する先生方が市民の文化興隆に寄与するための団体で
あり、その活動に対して第三者（業界のことを知らない）に評価をいただくことは考えていませんし、その必要
もありません。行政が母体として評価するのなら理解できますが…。その評価で信頼を得るべき団体ではな
いものも多いはずです。
・評価の必要性は感じておりません。
・市民の活動は多様であり、「評価」により普及に資する場合もあれば、そうでないものもあるように思います。
活動のヒントを得たり、賛同者を増やしたい、または社会的責任を意識して活動したいという点は共有します
が、市民の自由意志を基本条件に活動していますので、現状「評価」の必要を感じてはいません。

問6-7. 評価に対するイメージや、ご意見・ご提案等（自由記入）（つづき）(原文まま)
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◆評価経験なし（問1で「b.いいえ」と回答）（つづき）

【評価の在り方等】
・実のところ、よくわからない。評価を実施していただくために支払うお金もないのが実情です。
・事業評価については何となく知っているが、はたして適正な評価がされるのかどうか不安がある。
・評価：一部のまとまりの自己満足という感が否めない。結果的に世間に認知されない評価は作らない方が
良い。
・第三者的な評価を受けるに越したことはありませんが、インターネットを通じた情報発信の度合いで、信頼
性はある程度、担保できるように考えています。
・自分たちの活動内容と「事業評価」との関連がよくイメージできない。
・事業評価という事を考えた事がなかったので、これからの考え方の参考になりました。
・「評価」が、私どもの会に必要であるか、メリットがあるのかが、まだ良く分かりません。私共は、NPOではあり
ませんし、NPOになる（する）予定もありません。貴センターのお考えとは、ずれた回答になっているのではな
いかと思います。申し訳ございません。
・評価結果がどのような形で社会に公示されるのか誤解を招かないか、など多少不安も感じます。
・登録内容に準じた活動を、20年来継続し、社協への寄付も毎回、続け（累計額230万円）、感謝状もいただ
いています。我々には、満足の出来る活動内容と思っておりますが、「事業評価」の概念が該当する活動な
のかどうか、ピンと来ていないのが実情です。
・当団体は、各分野11の団体の集合体のため、各団体毎への行政の評価以外の第三者の評価は困難だと
考えます。

【その他】
・特になし（9件）
・何を申し上げてよいのかわからない
・俳句会ですので、本アンケートは対象外ではないでしょうか。
・俳句会なので、アンケートの該当項目がほとんどないと思います。
・弱った団体故、余り参考にならないと思います。すみません。
・ユニバーサルカヌー体験会は次年度から、（公社）からNPOに移管されます。そのため、本調査について
は中途半端な回答となりましたこと、ご理解下さい。
・会報、市報に掲載して一般に周知して欲しい。又、事業内容も紹介して欲しい。
・当方はNPOではなく、市民団体ですが、送付頂いたので、ご返答させていただきました。必要なければス
ルーしてください。
・20年ほど前にこの会を設立してから主催活動を行ってきたが、近年同じ趣旨の市民団体も多く存在してい
るので、協働して活動している。従って特に新しいイメージはない。
・よくわからなくて申し訳ありません。これから勉強します。
・登録をしたばかりで、まずは身近な地域を対象に地道に活動を始めていきたいと考えています。徐々に登
録されている他団体さんの活動も参考にさせていただきながら発展させていきたいと思います。今後共、ご
指導よろしくお願いいたします。
・毎年1回展覧会を実施、その為の打ち合わせ場所として、市民活動推進センターに登録している。

問6-7. 評価に対するイメージや、ご意見・ご提案等（自由記入）（つづき）(原文まま)
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Ⅳ．参考資料
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調査票
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