
あなたの⼤切なものは何ですか？
私たちが⼤切だと考えているものは
〈共有〉〈共育〉〈共同〉です。
人々が共に 分かちあい 学びあい
支えあう そんな地域社会を

私たちの手で築くことにつながるからです。
〈共有〉〈共育〉〈共同〉という

関係性を生みだすものは
<共感>というコミュニケ-ション

ではないでしょうか。
コミュニケ-ションの語源である

Communis(コムニス)には「共通なものとす
る」という意味があります。

Commu(コミュ)という呼び名には
＜共に＞との想いを込めました。

IDCJ 第1回NGO事業評価 勉強会

コミュニティコミュニケーション・サポートセンターの評価に関する経験

“地域と未来をつくる”評価活動地域と未来をつくる”評価活動地域と未来をつくる”評価活動地域と未来をつくる”評価活動

Support Center for Community Communications

Commu

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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Commu Commu Commu Commu ととととは？は？は？は？

コミュニティ開発・地域づくりを担うコミュニティ開発・地域づくりを担うコミュニティ開発・地域づくりを担うコミュニティ開発・地域づくりを担う

人財の育成を支援する人財の育成を支援する人財の育成を支援する人財の育成を支援するNGONGONGONGO

国際協力と日本の地域づくりを統合した双方向の協力活動

Commuは、地域の人々とともに、

地域社会における問題を個別ではなく領域横断的に捉え、

解決に向けて主体的に考え行動する人づくりと、

人が育つ環境づくりに、国内外で取り組んでいます。

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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Commu Commu Commu Commu の概要の概要の概要の概要

Commuのビジョンのビジョンのビジョンのビジョン

• 人々の尊厳と権利が守られ、すべての人が持つ豊かな可能性が開花する社会

Commuの目標の目標の目標の目標

• 自分たちが住む地域の未来は、自分たちで決めることのできる地域社会をつ

くる

Commuの役割の役割の役割の役割

• コミュニティ開発に参画できる社会的能力育成の機会提供と環境づくり

組織体制組織体制組織体制組織体制

• 2009年設立、専従職員1名、予算規模800万円程度、会員無（制度有）

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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Commu Commu Commu Commu の活動の活動の活動の活動

コミュニティ開発・地域づくりを担う人財の育成支援コミュニティ開発・地域づくりを担う人財の育成支援コミュニティ開発・地域づくりを担う人財の育成支援コミュニティ開発・地域づくりを担う人財の育成支援

• 行政評価に関する研修

• コミュニティ・ファシリテーションに関する研修

• 参加型地域開発に関するコンサルテーション

地域社会づくりに参画する力量形成のための開発教育地域社会づくりに参画する力量形成のための開発教育地域社会づくりに参画する力量形成のための開発教育地域社会づくりに参画する力量形成のための開発教育

• 小学校、中学校、大学での開発教育

政策形成への市民参画等に関する政策の評価提言政策形成への市民参画等に関する政策の評価提言政策形成への市民参画等に関する政策の評価提言政策形成への市民参画等に関する政策の評価提言

• 行政評価外部評価委員

• 自治体の各種計画策定委員、施設評定委員

国際協力－参加型地域社会開発の支援国際協力－参加型地域社会開発の支援国際協力－参加型地域社会開発の支援国際協力－参加型地域社会開発の支援

• カンボジア・エンパワーメントプログラム

• 行政官対象の研修（JICA委託：カンボジア、インドネシア、アセアン課題別）

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）

開発教育・開発教育ファシリテーター研修
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コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）

問題解決力を培うワークショップ

“あたたかい学校とは？”（カンボジア）
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コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）

問題解決力を培うワークショップ

“大切なものは何ですか？”（カンボジア）
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コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）

問題解決力を培うワークショップ

“どんなコミュニティにしたい？”（カンボジア）
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コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）

コミュニティ開発に関する研修

日本の地域で、開発経験を交流させる
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CommuCommuCommuCommuの評価活動の評価活動の評価活動の評価活動

10

Commu

①評価に関

する活動

評価の研修

政策評価と提言

②コミュの

活動の評価

働きかけの対象

からの評価

内部評価



なぜ「評価」なのか？

評価評価評価評価活動活動活動活動のののの原点原点原点原点

評価ありきではなく、活動目的から出発した

↓↓↓↓

そこで暮らす人々が、地域の未来の姿を描く

地域の人々が困っていることを、

どのような形で解決されるべきなのかを話し合うこと

「地域の人々は、どんな暮らしを望んでいるのだろうか？」

↓

そこで暮らす人々が、地域の未来を決める11



地域に暮らす私たち住民が

地域社会を視る眼を養い

地域のことを私たち住民で決める

↓↓↓↓

「どうしたらいいのだろうか？」

↓↓↓↓

「計画」と「評価」に取り組んでみよう！

地域の未来の姿は「総合計画（開発計画）」

望む姿が実現しているのかを測るのは「政策評価・行政評価」 12

なぜ「評価」なのか？

評価評価評価評価活動活動活動活動のののの原点原点原点原点



「計画」と「評価」に取り組んで…

そして明らかになったこととは…

↓

① 開発する側・される側、してあげる方・して

もらう方という関係がある。

② 住民が望む暮らしが描けていない。

③ 住民にとって大切なものが合意できていない。。。。13

なぜ「評価」なのか？

評価評価評価評価活動活動活動活動のののの原点原点原点原点



「では、どうしたらいいのだろうか？」

↓↓↓↓

①開発する側・される側という関係が生み出す

⇒⇒⇒⇒依存状態、力の発揮を阻まれている状態依存状態、力の発揮を阻まれている状態依存状態、力の発揮を阻まれている状態依存状態、力の発揮を阻まれている状態

を変化させる。を変化させる。を変化させる。を変化させる。

②住民が望む暮らしを実現するためには

⇒⇒⇒⇒住民の声（望む地域の姿住民の声（望む地域の姿住民の声（望む地域の姿住民の声（望む地域の姿））））を「あるべきを「あるべきを「あるべきを「あるべき

状態状態状態状態((((成果指標）」とする。成果指標）」とする。成果指標）」とする。成果指標）」とする。

③住民にとって大切なものを

⇒⇒⇒⇒住民参加型の調査で把握する。住民参加型の調査で把握する。住民参加型の調査で把握する。住民参加型の調査で把握する。

14

なぜ「評価」なのか？

評価評価評価評価活動活動活動活動のののの原点原点原点原点



SUPPORT CENTER FOR COMMUNITY COMMUNICATIONS

T56コミュニティ住民の開発ニーズ調査

カンボジアでのワークショップ
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つながりつながりつながりつながり（関係）（関係）（関係）（関係）をををを

紡ぎ直す紡ぎ直す紡ぎ直す紡ぎ直す手段と手段と手段と手段として「評価」にして「評価」にして「評価」にして「評価」に着目する着目する着目する着目する

切れているつながりや見えにくくなっているつながりが

評価を通して可視化されることで

本来のつながっている状態に紡ぎ直すことができる。

開発する側される側・サービスをしてあげる方してもらう方との関係から

共に役割を果たす協働関係へ共に役割を果たす協働関係へ共に役割を果たす協働関係へ共に役割を果たす協働関係へ

住民が望む暮らしを実現するために、セクター別や縦割りから

目的別体系目的別体系目的別体系目的別体系・目的別の・目的別の・目的別の・目的別の機構改革機構改革機構改革機構改革・目的別・目的別・目的別・目的別予算措置へ予算措置へ予算措置へ予算措置へ

住民にとって大切なものとは？

まちのめざす姿という共通のビジョンの合意へまちのめざす姿という共通のビジョンの合意へまちのめざす姿という共通のビジョンの合意へまちのめざす姿という共通のビジョンの合意へ16



「評価の過程（評価プロセス）」に着目してみる

と地域づくりにとって重要な要素が生みだされて

いることに気づきました。

① 関係性の構築・再構築による社会関係資本の蓄積

② 価値の明確化・合意

③ 地域社会の力量形成・蓄積

17

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）

評価の過程に着目する

「評価のプロセスで生みだされるものとは？」「評価のプロセスで生みだされるものとは？」「評価のプロセスで生みだされるものとは？」「評価のプロセスで生みだされるものとは？」



コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）

18

① 行政評価外部評価委員

② 行政評価研修（行政職員、外部評価委員）

③ 各種計画策定、施設等評定委員

Commuの問題意識の問題意識の問題意識の問題意識

誰が、地域のものごとを決めているのか？誰が、地域のものごとを決めているのか？誰が、地域のものごとを決めているのか？誰が、地域のものごとを決めているのか？

• 本来は人々の暮らしが豊かになるという目的の手段であるはずの課題が

いつの間にか目的にすり替わり、そこで暮らす多様な背景を持つ1人ひと

りの人への眼差しが置き去りにされているのではないか？

Commuが評価に関する活動に取り組む目的が評価に関する活動に取り組む目的が評価に関する活動に取り組む目的が評価に関する活動に取り組む目的

ものごとを決める仕組み・過程（構造）の変革ものごとを決める仕組み・過程（構造）の変革ものごとを決める仕組み・過程（構造）の変革ものごとを決める仕組み・過程（構造）の変革

Commuの評価に関する活動



コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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Commuが評価活動が評価活動が評価活動が評価活動のののの経験経験経験経験を通じて導き出した教訓を通じて導き出した教訓を通じて導き出した教訓を通じて導き出した教訓

○評価の本質を理解せず、社会的な要請やドナーへの対応として評価を導

入しても、いずれ形骸化する。

○NGO・国内外の開発協力関係組織・市民が、評価の目的や意義を共有・

理解していなければ、手段である評価はいかようにも使われてしまう。

↓

◎関係者が一緒に評価する。

◎その前段として、一緒に評価指標をつくる。

関係者が、一緒に評価に取組む過程において、関係者が、一緒に評価に取組む過程において、関係者が、一緒に評価に取組む過程において、関係者が、一緒に評価に取組む過程において、

評価の意味を理解でき、評価の意味を理解でき、評価の意味を理解でき、評価の意味を理解でき、

評価の力量を蓄積することができる。評価の力量を蓄積することができる。評価の力量を蓄積することができる。評価の力量を蓄積することができる。

Commuの評価に関する活動



コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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Commuが評価活動に取組んできたが評価活動に取組んできたが評価活動に取組んできたが評価活動に取組んできた4年間で起きてきた変化年間で起きてきた変化年間で起きてきた変化年間で起きてきた変化

○「質」への着目

「行政がどれだけやっているか」から「生活がどれだけ変わったか」へ

○「評価結果の活用」への着目

「PDCAサイクル」から「“A”から始まるAPDCサイクル」へ

↓

◎事業評価から施策評価、活動指標から成果指標を重視

するようになった。

◎その結果、総合計画の施策体系の再構築の必要性を認

識するようになった。

生活が良くなったのかを測ろうとすると、自ず生活が良くなったのかを測ろうとすると、自ず生活が良くなったのかを測ろうとすると、自ず生活が良くなったのかを測ろうとすると、自ず

と「市民の声」が起点になり、「地域開発の主と「市民の声」が起点になり、「地域開発の主と「市民の声」が起点になり、「地域開発の主と「市民の声」が起点になり、「地域開発の主

体は市民である」ことが明確になる。体は市民である」ことが明確になる。体は市民である」ことが明確になる。体は市民である」ことが明確になる。

Commuの評価に関する活動



Commuの経験から言えること

現在取組んでいること

①①①① 開発計画策定・評価の一連の活動を開発計画策定・評価の一連の活動を開発計画策定・評価の一連の活動を開発計画策定・評価の一連の活動を担う担う担う担う。

・課題：評価を扱うことのできる人財を育てる。

②②②② 関係者関係者関係者関係者の力量蓄積につながる「評価をデザの力量蓄積につながる「評価をデザの力量蓄積につながる「評価をデザの力量蓄積につながる「評価をデザ

イン」する。イン」する。イン」する。イン」する。

・課題：PLAと評価手法を統合した新たな評価手法を開発する。

③③③③ 関係者が関係者が関係者が関係者が一緒に一緒に一緒に一緒に「事前評価」に取組む。「事前評価」に取組む。「事前評価」に取組む。「事前評価」に取組む。

・課題：住民の「価値」を成果指標に置き換える。

・課題：活動自体に「事前評価」を位置づける。

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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Commuの経験から言えること

現在取組んでいること

① 開発計画策定・評価の一連の活動を担う。

② 関係者の力量蓄積につながる「評価をデザイン」する。

③ 関係者が一緒に「事前評価」に取組む。

↓

Commuの方針

国境を越えて経験を共有し、各々の地域にあった開発を模索する。

◎自らの足元の地域で取組む。自らの足元の地域で取組む。自らの足元の地域で取組む。自らの足元の地域で取組む。（国内での開発教育）（国内での開発教育）（国内での開発教育）（国内での開発教育）

◎自ら自ら自ら自らのののの足元足元足元足元の地域で、経験を共有する。の地域で、経験を共有する。の地域で、経験を共有する。の地域で、経験を共有する。（国内外の経験共有）（国内外の経験共有）（国内外の経験共有）（国内外の経験共有）

◎経験を共有した人々が必要とすれば、必要としている経験を共有した人々が必要とすれば、必要としている経験を共有した人々が必要とすれば、必要としている経験を共有した人々が必要とすれば、必要としている

地域で取組む。地域で取組む。地域で取組む。地域で取組む。（プロジェクト実施）（プロジェクト実施）（プロジェクト実施）（プロジェクト実施）

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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何のため何のため何のため何のため

に？に？に？に？

誰が？誰が？誰が？誰が？ 何を？何を？何を？何を？ いつ？いつ？いつ？いつ？ どのように？どのように？どのように？どのように？ 活かすため活かすため活かすため活かすため

の工夫の工夫の工夫の工夫

活動の改善活動の改善活動の改善活動の改善

のためのためのためのため

①内部

②参加者

③ドナー

①妥当性

②有効性

③持続可

能性（主

体）

④効率性

・事前評価

・事中評価

・事後評価

・文献調査

・関係者調査

・対象の観察

・簡易な様

式（KPT）

・関係者間

の共有（文

字と写真の

報告書）

・発言の記

載、何がど

う機能した

のかとその

根拠の明示

（仮説）

・計画、企

画は報告書

を読むこと

から始める

活動の優先活動の優先活動の優先活動の優先

順位を判断順位を判断順位を判断順位を判断

するためするためするためするため

①内部 ①有効性

②持続可

能性（主

体）

・事前評価

・事後評価

・文献調査

・関係者調査

・対象の観察

ドナーに対

する報告義

務を果たす

ため

①内部

②参加者

ドナーの

評価観点

に基づく

・事後評価 ・文献調査

・関係者調査

・対象の観察

Commuの活動の評価の活動の評価の活動の評価の活動の評価



Commuの本邦研修事業の特徴

1．多角的な視点からの研修ニーズの把握

カンボジアJICA事務所、ODAプロジェクト、青年海外協力隊員、教員養成校

中学生の保護者とのワークショップに

JOCVも参加

教員養成校での授業を見学し、課題を

抽出する

SUPPORT CENTER FOR COMMUNITY COMMUNICATIONS



Commuの本邦研修事業の特徴

2．本邦研修中の成果の把握

事前事後（研修目標の達成度合いの自己評価、模擬授業）

SUPPORT CENTER FOR COMMUNITY COMMUNICATIONS



Commuの本邦研修事業の特徴

3．本邦研修後のフォローアップ事業

研修員所属先でのフォローアップ・ワークショップ

SUPPORT CENTER FOR COMMUNITY COMMUNICATIONS



Commuの本邦研修事業の特徴

4．研修後、多角的な視点からの研修成果の把握

研修員所属先の上司、同僚、指導学生、JOCV

研修で学んだことを

どのように活かしているかを

研修員にインタビュー

研修員が指導する学生に

研修員（先生）の研修後の変化を

インタビュー

SUPPORT CENTER FOR COMMUNITY COMMUNICATIONS



Commuの本邦研修事業の特徴

5．JICAのプロジェクト、Commuの事業との連携

JICAプロジェクトへのフィードバック、別の側面からの理解

JICA理数科教育改善計画

プロジェクトのナショナル

トレーナーとの意見交換

SUPPORT CENTER FOR COMMUNITY COMMUNICATIONS



カンボジアで活躍する研修員

日本で研修を受けた教員養成校の指導

教員は、学んだ成果を活かして、次の

世代の教員を養成しています。

SUPPORT CENTER FOR COMMUNITY COMMUNICATIONS
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Commuの活動評価の視点の活動評価の視点の活動評価の視点の活動評価の視点

�活動を「広げよう」としなくとも、必要とされ

る活動であれば「広がって」いく。

�したがって、活動を評価する視点として、「リ

ピートがある」「口コミで広がる」という地域

の人々が「質に価値を見出している（と考えら

れる）状態」が生まれているかということを重

視している。（Commuの内部評価ではなく、

働きかけの対象からの評価を重視している）



NGONGONGONGOの活動・事業をの活動・事業をの活動・事業をの活動・事業を

評価の観点から考察してみると評価の観点から考察してみると評価の観点から考察してみると評価の観点から考察してみると

• 「目的（ビジョン）」はあるが「目標」が不明瞭である。「目的（ビジョン）」はあるが「目標」が不明瞭である。「目的（ビジョン）」はあるが「目標」が不明瞭である。「目的（ビジョン）」はあるが「目標」が不明瞭である。

どのような状態からどのような状態になることに取り組もうとしている

のか、「めざす変化」が具体的にされていないケースがある。

• 「めざす変化」を実現するための働きかけ（活動・事業）が「めざす変化」を実現するための働きかけ（活動・事業）が「めざす変化」を実現するための働きかけ（活動・事業）が「めざす変化」を実現するための働きかけ（活動・事業）が

論理的に組み立てられていない論理的に組み立てられていない論理的に組み立てられていない論理的に組み立てられていない。

「変化の道筋の仮説（ロジックモデル）」がたてられていないため、事

中評価をしても改善（仮説の検証）に結びつかないケースがある。

• そもそも「何のために」評価するのか、評価の目的設定が外そもそも「何のために」評価するのか、評価の目的設定が外そもそも「何のために」評価するのか、評価の目的設定が外そもそも「何のために」評価するのか、評価の目的設定が外

発的であり、評価の結果を活かす仕組みが整っていない。発的であり、評価の結果を活かす仕組みが整っていない。発的であり、評価の結果を活かす仕組みが整っていない。発的であり、評価の結果を活かす仕組みが整っていない。

「評価」がNGO活動にとってもたらすものを実感していなかったり意識

化していないと思われるケースがある。

コミュニティコミュニケーション・サポートセンター(Commu）
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� NGOの大きな役割は、「価値の再発見」「価

値の創出」だと認識している。

� しかしながら、「価値」を可視化することは難

しい。

� 評価における「成果指標」は、「価値」を可視「成果指標」は、「価値」を可視「成果指標」は、「価値」を可視「成果指標」は、「価値」を可視

化できるもの化できるもの化できるもの化できるものだと考えている。

� また同時に、「評価」できるとは「社会を視る「評価」できるとは「社会を視る「評価」できるとは「社会を視る「評価」できるとは「社会を視る

眼」が養われている眼」が養われている眼」が養われている眼」が養われているということに通じる。

� したがって、NGOは、「価値というコンテン「価値というコンテン「価値というコンテン「価値というコンテン

ツ」と「社会を視る眼を養うというプロセス」ツ」と「社会を視る眼を養うというプロセス」ツ」と「社会を視る眼を養うというプロセス」ツ」と「社会を視る眼を養うというプロセス」

の両面を意識した評価方法を開発することが求の両面を意識した評価方法を開発することが求の両面を意識した評価方法を開発することが求の両面を意識した評価方法を開発することが求

められているめられているめられているめられているのではないだろうか。

経験からの私見経験からの私見経験からの私見経験からの私見
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�結論

NGONGONGONGOの評価は、正確性や精度を追求するのの評価は、正確性や精度を追求するのの評価は、正確性や精度を追求するのの評価は、正確性や精度を追求するの

ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、評価が地域の人々にもたらすも評価が地域の人々にもたらすも評価が地域の人々にもたらすも評価が地域の人々にもたらすも

ののののに着目した地域に根差したに着目した地域に根差したに着目した地域に根差したに着目した地域に根差したNGONGONGONGO（各々の（各々の（各々の（各々の

組織の方針に照らして）としての評価手法組織の方針に照らして）としての評価手法組織の方針に照らして）としての評価手法組織の方針に照らして）としての評価手法

を開発することを開発することを開発することを開発すること、が求められている。、が求められている。、が求められている。、が求められている。

経験からの私見経験からの私見経験からの私見経験からの私見


