
 

 

講師・委員等派遣実績一覧 (2016年度） 
 

【講師派遣等一覧】 

日付 講演会、イベントの名称 テーマ 場所 依頼元 担当 

2016/4/21&7

/22 

財団傘下の NGOならびに国内連携団体

への講義 

日本の NPO と発展と構造、基

盤強化プログラムに関して 
東京都 パッカード財団 今田 

2016/5/12 
NPO 法制度制定記録・社会的活用プロ

ジェクト第 3回 
 東京都新宿区 

認定特定非営利活動

法人まちぽっと 
新田 

2016/5/18 自治大学校第 126期講義 NPO と行政 東京都立川市 自治大学校 田尻 

2016/5/21 パル未来花基金報告会  東京都 パルシステム東京 吉田 

2016/5/25 
中間支援組織スタッフのための 

支援力アップ塾 
スタートアップ講座 東京都 

東京ボランティア・

市民活動センター 
坂口 

2016/5/31 月刊 MOKU インタビュー 
「非営利の哲学―経験的知と情

報的知」 
東京都千代田区 MOKU 出版 早瀬 

2016/6/15 東京都立江東商業高等学校授業 NPO とは何か 東京都江東区 
東京都立江東商業高

等学校 
新田 

2016/6/17 東京都若者社会参加応援事業広報セミナー 伝えるコツ 東京都渋谷区 
公益財団法人 

日本生産性本部 
坂口 

2016/6/23 第 7回赤い羽根全国ミーティング in宮城 
全体会「70回目の共同募金に向

けて～各分科会のキーワード」 
宮城県松島町 

社会福祉法人 

中央共同募金会 
田尻 

2016/6/23 立教大学授業 NPO 法の現状 東京都豊島区 立教大学 新田 

2016/7/22 広報力アップ研修会 
情報を効果的に伝えるコツを身

につけよう 
香川県高松市 

香川県社会福祉協議

会 
吉田 

2016/7/23 
熊本地震被災地におけるこれからの復興

への取り組み 

これからも続く復旧、その後の

復興にどう臨むか 
熊本県熊本市 NPO くまもと 吉田 

2016/8/10 共同募金 70年記念フォーラム  東京都千代田区 
社会福祉法人中央共

同募金会 
田尻 

2016/9/10 適格消費者団体連絡協議会 研修会 
消費者団体の資金集めと地域で

の認知度を高める活動について 
東京都千代田区 

適格消費者団体

NPO 法人消費者機

構日本 

椎野 

2016/9/28 第 1回 NPO 法人等交流会 
NPO 法人等の組織運営や事業展

開、資金調達などについて 
埼玉県吉川市 吉川市 吉田 

2016/9/28 自治体職員のための NPO 講座  埼玉県吉川市 吉川市 吉田 

2016/9/29 
フォーラム「NPO 法の持つ可能性と、

現在の課題」 
 東京都新宿区 

特定非営利活動法人

まちぽっと 
新田 

2016/10/11 災害ボランティア情報発信機能強化研修 
災害ボランティアセンターにお

ける情報発信の重要性 
石川県金沢市 

石川県県民ボランテ

ィアセンター 
吉田 

日付 講演会、イベントの名称 テーマ 場所 依頼元 担当 

2016/10/12 
地球環境パートナーシッププラザ 

20周年記念シンポジウム 

GEOCとこれからのパートナー

シップ 
東京都渋谷区 

一般社団法人 環境パ

ートナーシップ会議 
今田 

2016/10/16 
住友商事ユース・チャレンジ・プログラ

ム フォーラム 
ユースの震災支援 東京都 

特定非営利活動法人市

民社会創造ファンド 
三本 

2016/10/19 ボランティアコーディネーター研修 情報発信の方法を学ぶ 長野県松本市 長野県社会福祉協議会 吉田 

2016/10/20 
NPO 制度制定記録社会的活用プロジェ

クト 
 東京都 

特定非営利活動法人

まちぽっと 
新田 

2016/10/21 全国 YMCAスタッフ研修ステップⅡ 地域コミュニティワーカーに学ぶ 東京都千代田区 
公益財団法人日本

YMCA 同盟 
田尻 

2016/10/23 エイジレス社会リーダー養成塾 
地域団体の設立･マネジメントに

ついて 
富山県富山市 富山県 田尻 

2016/10/31 自治体職員のための NPO 講座  埼玉県吉川市 吉川市 吉田 

2016/11/2～

4 
韓国 大邱ボランティア協会 

日本のボランティアの価値と市

民ボランティア参加状態 

日本のボランティアの特性と課

題 

韓国・大邱 他 
公益財団法人 

公益法人協会 
早瀬 

2016/11/5 ボランティア全国フォーラム 2016 

ボランティア・市民活動はどこ

へ歩むのか～これまでの歩みと

次への一歩～ 

東京都渋谷区 
社会福祉法人 

全国社会福祉協議会 
田尻 
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2016/11/11 市民活動団体マネジメント講座 
「補助金・助成金の獲得と活用

について」 
千葉県習志野市 千葉県 坂口 

2016/11/12 NPO 法人情報交換会 
NPO 法人として、社会・地域課

題に取り組む意義 
東京都板橋区 

いたばし総合ボラン

ティアセンター 
新田 

2016/11/14 
ひきこもり等 NPO 支援 NPO ビアリン

グ 
NPO の活動状況調査 東京都立川市 

公益財団法人日本生

産性本部 
坂口 

2016/11/16 第 7回東アジア市民社会フォーラム  JICA 国際会議

場 

公益財団法人 

公益法人協会 
早瀬 

2016/11/19 千代田まちづくりサポート中間報告会  東京都千代田区 
公益財団法人 

まちみらい千代田 
新田 

2016/11/25 第 2回生活相談・貸付事業普及研究会 

日本におけるファイナンシャ

ル・インクルージョンの必要性

と今後の課題ーファイナンシャ

ル・インクルージョン調査報告

書概要ー 

東京都渋谷区 
日本生協連福祉事業

推進部 
今田 

2016/11/26 15周年記念フォーラム NPO の世代交代 宮城県仙台市 杜の伝言板ゆるる 新田 

2016/12/3 エイジレス社会リーダー養成塾 
プラン中間発表会・活動プラン

のブラッシュアップ 
富山県富山市 富山県 田尻 

2016/12/14 ひきこもり等NPO支援NPOヒアリング NPO の活動状況調査 東京都渋谷区 
公益財団法人 

日本生産性本部 
坂口 

2016/12/21 企業と NPO との共同セミナー 協働の意義、可能性について 岐阜県岐阜市 ぎふ NPO センター 新田 

2017/1/10 協働推進講座 NPOと自治体の協働の現状と課題 富山県富山市 富山市 田尻 

2017/1/12 國學院大學法学部オムニバスセミナー NPO 支援センター 東京都渋谷区 國學院大學 新田 

2017/1/17 募金力 UP のためのスキルアップ講座 

1秒で相手の心をつかむ「チラ

シ術」NPO のための伝えるコツ

講座 

福井県福井市 
社会福祉法人 

福井県共同募金会 
田尻 

2017/1/19 平成 28年度市民活動団体向け講座 
「つながろう・つなげよう市民

活動座談会」 
千葉県市川市 市川市 新田 

2017/1/20 マルチステークホルダーダイアログ  愛知県名古屋市 
中部環境パートナー

シップオフィス 
新田 

日付 講演会、イベントの名称 テーマ 場所 依頼元 担当 

2017/1/27 災害ボランティアセンター運営者研修   岐阜県岐阜市 
社会福祉法人 

全国社会福祉協議会 
吉田 

2017/1/28 第 8回地域コミュニティを考える会 元気な地域は町民で創る 東京都瑞穂町 瑞穂町  田尻 

2017/2/1 
平成 28年度 NPO と市町村行政の協働

推進セミナー 
  高知県高知市 

高知県ボランティ

ア・NPO センター 
田尻 

2017/2/2 平成 28年度市民活動団体向け講座 
「つながろう・つなげよう市民

活動座談会」 
千葉県市川市 市川市 新田 

2017/2/5 平成 28年度市民活動学習講座 市民リーダーシップ講座 埼玉県春日部市 春日部市 新田 

2017/2/6 自治大学校第 127期講義 NPO と行政 東京都立川市 自治大学校 田尻 

2017/2/11 
NPO 法制定過程資料活用プロジェクト

第 4回セミナー 

NPO 法とシチズンシップ教育の

可能性 
東京都新宿区 

特定非営利活動法人

まちぽっと 
新田 

2017/2/14 社会教育主事講習 B講習 
行政と多様な主体（マルチステ

ークホルダー）の連携・協働 
東京都台東区 

国立教育政策研究所 

社会教育実践研究セ

ンター 

田尻 

2017/2/23 
平成 28年度 みんなが主役の元気な地

域づくりセミナー 

これからの地域づくり～住民同

士の助け合い活動に求められる

こと～ 

福岡県福岡市 
社会福祉法人福岡県

社会福祉協議会 
田尻 

2017/3/2 サスティナビリティ円卓会議 地域における SDGs の推進 東京都渋谷区 
環境パートナーシッ

プ会議 
新田 

2017/3/3 
平成 28年度第 2回「消費者教育推進 

連携・協働意見交換会」 
  神奈川県横浜市 神奈川県 椎野 

2017/3/3 
平成 28年度第 2回「消費者教育推進 連

携・協働意見交換会」 

魅力的な集客イベントの企画・

広報について 
神奈川県横浜市 

神奈川県県民局くら

し県民部消費生活課 
椎野 

2017/3/3 ガッチリおさえる！NPO 等の運営講座 ファンドレイジングの概要と事例 沖縄県那覇市 
特定非営利活動法人

The 街のヤールー 
吉田 

2017/3/4 ガッチリおさえる！NPO 等の運営講座 認定 NPO 法人の概要と事例 沖縄県那覇市 
特定非営利活動法人

The 街のヤールー 
吉田 

2017/3/15 企業の社会貢献セミナー 
地域における企業の役割と NPO

との連携 
富山県富山市 

社会福祉法人富山県

社会福祉協議会 
田尻 

2017/3/17 「協働がつくるこれからの富士市」  静岡県富士市 静岡県富士市 田尻 

2017/3/18 FRJ 2017 
倫理的に判断が分かれる事例か

ら考えるファンドレイジング 
東京都江東区 

日本ファンドレイジ

ング協会 
今田 

2017/3/24 
災害ボランティアコーディネーター養成

講座 運営者コース 

災害ボランティアセンターの運

営は「広報」抜きには語れない 
東京都新宿区 

東京ボランティア・

市民活動センター 
吉田 



2017/3/25 
災害時における県内 NPO の連携を考え

るフォーラム 

災害時にそれぞれの NPO がで

きることを考える 
青森県青森市 

あおもり NPO セン

ター 
吉田 

2017/3/23 
地域・CO-OP と持続可能な経済・社

会・環境の構築 
地域と SDGs 東京都文京区 

環境・持続社会研究

センター 
新田 

 

【委員派遣一覧】 

委員会名 依頼元 担当 

中央共同募金会 評議員 社会福祉法人中央共同募金会 早瀬 

全国社会福祉協議会 評議員 社会福祉法人全国社会福祉協議会 早瀬 

公益法人協会 理事 公益財団法人公益法人協会 早瀬 

評価制度開発検討委員会 一般社団法人非営利組織評価センター 今田 

中央共同募金会企画・推進委員 社会福祉法人中央共同募金会 田尻 

高知県ボランティア・NPO センター 運営委員 社会福祉法人高知県社会福祉協議会 田尻 

黒部市総合振興計画審議会 委員 黒部市 田尻 

委員会名 依頼元 担当 

市川市市政戦略会議 委員 市川市 新田 

千代田まちづくりサポート審査会 委員 公益財団法人まちみらい千代田 新田 

鳥取県協働提案・連携推進事業補助金審査会 委員 鳥取県 新田 

ボランティア・市民活動に関する調査研究委員会 社会福祉法人全国社会福祉協議会 新田 

スミセイコミュニティスポーツ推進 

助成プログラム選考委員 
公益財団法人住友生命健康財団 新田 

NGO 組織強化大賞 2017企画委員会 国際協力 NGO センター 新田 

市川市市政戦略会議 市川市 新田 

NPO 法制定過程資料活用委員会 特定非営利活動法人まちぽっと 新田 

全国ボランティア・市民活動振興センター 運営委員 社会福祉法人全国社会福祉協議会 坂口 

東京都ひきこもり等支援NPOアドバイザー会議 委員 公益財団法人日本生産性本部 坂口 

真如苑社会貢献アドバイザリー委員 社会福祉法人大阪ボランティア協会 坂口 

アドバイザー相談事業委託団体等の検討会委員 かながわ県民活動サポートセンター 坂口 

東京都ひきこもり等NPO支援NPO選定・評価委員 公益財団法人日本生産性本部 坂口 

西東京市市民協働推進センター 運営委員長 社会福祉法人西東京市社会福祉協議会 坂口 

西東京市社会福祉協議会 理事 社会福祉法人西東京市社会福祉協議会 坂口 

市川市公の施設使用料減額団体検討懇話会 委員 市川市 吉田 

市川市市民活動団体事業補助金審査会 市川市 吉田 

都道府県域における同時多発・広域災害への支援のあり方の検

討委員会 
社会福祉法人全国社会福祉協議会 吉田 

地域ささえあい助成事業 審査委員 日本コープ共済生活協同組合連合会 吉田 

パルシステム東京 震災復興支援基金 委員 生活協同組合パルシステム東京 吉田 

藤沢市市民活動推進委員 藤沢市 土屋 

 

 


