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個別報告論文 01] 

過疎化地域における民間非営利活動の特性と組織の継続要因

一石川県珠洲市の NPu法人を事例として一

満之(京都大学)

北野慎一(京都大学)

Characteristics 0ぱfthe Activities 0ぱfNo偲n-予rofi長itUr培ganiza誕凶t討iぬons凶s(NPus的)i担n 

Rura1 Areas and the Factors畏elatedto Their Sustainability: 

Case Studies of NPus in Suzu City， Ishi主awaPrefecture 

Mitsuyuki Tomiyoshi (Kyoto University) 

Shinichi Kitano (Kyoto University) 

This study aims to determine trends in nonprofit showed that certain activists concurrently served as 

organizations (NPOs) engaged in rural activities. By board members of multiple NPOs.出oreover，the 

interviewing the members of six NPOs in Suzu citぁ government'semployment-boosting program played 

Ishikawa prefecture， and analyzing their financial an important part in providing financial support to 

data， this paper examines the factors r・elatedto the some NPOs. 

sustainability of these NPOs' activities. The results 

1. 研究背景と課題

過線化・高齢化が著しく進む農山漁村地域におい

て，地域資源の管理のあり方が大きな課題となって

いる.このような状況の中， NPO法人(特定非営利

活動法人)や住民出資裂の株式会社が地域資源管理

主体として注目されている.中塚[l]は，地域資源

管理システムのあり方について，農村住民や都市住

民，農業法人等と協力して，非常利組織 (non齢profit

or伊1Ization:NPO)が泉山や農地，水路等を管理する

ことを提案している. しかしながら， NPO法人は

全体として，都市部に特に集中して分布し，人口の

割合以上に不均等な分布をぶしている(績淵 [2J).

また，農業や農村分野に関わる NPO法人について

も，都市部に多く農村部には少ない(寝台 [3J).

すなわち，農村地域の現場において NPO法人が;地

域資源管'理の笑動部隊として十分に機能していない

可能性が示唆される.

このように農村部ではNPO活動が地域諜題の解

決を担う活動形態として一十分には浸透・認知されて

いない状況にあるが， I日村や集務を単位としたコ

ミュニティ組織として， NPO法人の形態をとるケー
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スも存在する(小田切 [4J). このような NPOは，

住民が中心となって自発的に組織されたものが中心

である.また，農村部における NPOの地域環境管

理活動について，地元側の期待と NPOの活動には

ギャップがあるとの指摘もある(福与・石間[5]).

両者間のミスマッチを解消していくことが， NPO に

よる地域環境管理を発燥させるうえで重要となる.

以上みてきたように， NPOの地理的な不均等分布

や，住民のニーズと NPO活動のギャップに関する

研究等は少なからず蓄積されている. しかし，農山

漁村地域において地域資源管理を補完する主体とし

て期待される NPOが， どのような現状にあり，兵

体的にどのような課題を抱えているかについて，実

態調査を踏まえた十分な検討がなされているとはい

えない.特に， コミュニティレベルで維持・活用さ

れてきたH!.山援海資源の持続的利用や付加側値創出

には，地域住民の協力のもと地域特性に合わせた内

発的かつ能動的な資源管理が不可欠となっている.

これまで，特定非営利活動促進法 (NPO法)が

定める 17項目の活動分野'には，農林水産業に直接的

に関連する項自はなかった 1) しかし 2011年 6月
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のNPO法改正により，新たに f農山漁村又は中山

間地域の振興を図る活動」を含む 3項目が追加され

た 2) この頃自が追加されたことを踏まえ，農業政

策上の NPOの役割を明礁にしたよで，当該分野に

おける活動が促進されることが期待される.

以上を踏まえ，本研究では過疎化が進行する農山

漁村地域において地域づくりに関わる NPO法人(以

下， r地域づくり NPOJ)が，設立・縦続する諮要協

を切らかtこすることを目的とする.具体的には，公

開データ(事業報告書，収支計算審)の収集及び開

き取り調ヨまから得られた情報に姦づき，①農村地域

における NPO活動の特徴を活動範囲及び人材面か

ら捉える.さらに，②組織内外の人的ネットワーク

及び慰務内容に焦点を当て，組織の設立過程や活動

の継続婆闘に関する分析を行うことを諜題とする

2.調査対象と方法

対象地域として，お川県珠洲市を取り上げる.珠

洲市は地理的条件が悲し耕作放棄地が増大すると

いった課題を抱える典型的な過疎化地域である.ま

た，能登半島の最北端に佼置し，近隣の半島振興対

策実施地域の中でも特に条件の厳しい地域である

よって，そこから得られる知見は広く他の過疎化地

域にも援燃が可能だと判断し，調査対象地域とした.

(1)珠洲市の概要

珠洲市の 2008年時点の住民登録人口は 18，058人

であり， 1960年と比較すると半減している.

化喜容は 38.0%，中山間地域部分が多く産業は少なく，

出稼ぎや人口流出が統いている 2005年時点の産

業別就業人口比率は，第 1次産業 20.1%，第 2次産

業 28.2%，第 3次産業 51.7%となっており，石川県

全体の第 1次産業比率が 3.9%であることと比較し

て，第 l次産業の割合が非常に大きいことがわかる.

2∞5年時点の農家数は 1，175戸で，そのうち専業

農家が 21.4%，第 2種兼業農家が 71.7%である.農

業組生産額は 22j憶6，0α0万円で，そのうち米 49.1%，

23%，野菜 11.5%，工芸農作物(葉タバコ)9.2% 

となっている.また，観光客数は山93年には 132万

人であったが， 2008年には 58万人にまで激減してい

る 20品心7年にかけて，観光客数は 1年間で約 20

万人減少しているが， これは2∞7年 3月に起きた能

登半島地震によって有料道路の一部が崩落する等深

刻な被害が発生したことが大きな婆悶と考えられる.

(2)珠洲市内の NPO法人の活動状況

次項で述べる本調査に先立ち，内閣府・石川県の

HPや石川県 t叩O活動支援センターにおいて公表

データの収集を行い，組織;慨婆や財務内容に関する

整理を行った.その結果，珠洲市内の NPO法人に

関しては，既に解散した 2法人を除くと， 9法人が

環在も活動を総統していることが分かった(表 1).

このうち 3法人(①③⑨)は，保険・医療・福祉に

関連する活動を行っており，他の 6法人が体験・交

流や環境保全等の活動を展開していた 後者 6法人

が本研究の対象となる地域づくり NPOである

表 1.1来淵市内の NPO法人の概要

No. 法人名 設立年
活動分野

主な活動
年間収入規燦

ネ本 (万円)料*

① 事手厚ミ 2001 給総務ーへの介護サービス 3，300 

② 能主査ネットワーク 2003 3，17 能後半島f主体の緩光振奥・交流推進 300 

③ ワークショップすず 2004 隊答者の支援 4，100 

③ のとレーノレ・エ721 2005 3，14 廃線、となった鉄道を利用した町おこし 100 

⑤ タリエイト 2005 3，5 E祭携さを化， Jj主目巴化， バイオマス活用 800 

⑥ 能主査すずなり 2008 14，15，17 体験君主綴光の推進，道の露再逮営 3，000 

⑦ 珠洲デヵ曳山保存会 2008 3，4，17 伝統文化のデヵ曳山の復活・保全 1，700 

③ 
能主主半島おらっちゃの1:!!.山

2008 
2，3，4，5， 

里山.~呈海の保全， 童話事室数幸子 1，700 
盟百草 11，14，17 

⑨ 珠洲体力づくりほのぼの会 2008 体力と健康づくりの推進

⑬ ベイエザア珠者H推進協議 2003 3，4，9 まちづくり 500未満

注:* fNPO広場JHPこ記殺された情報.料NPO法にま在められた 17の活動分野(関l注 I参照ふ

ネネネ 2009年度の金額.ただし， fすず交流ピユーロ-Jは 2006年度の金額.

資料:石川県NPO活動支援センターの HP，NPO広場HP，収集した法人資料をもとに作成.
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福祉

解散
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(3)調査対象および分析方法

珠洲市内の地域づくり NPOに対して，聞き取り

による実態調査を行った.調資対象として，②能登

ネットワーク(以下， i能受ネット J)，⑤クリエイト，

⑤能主主すずなり(以下， rすずなり J)，⑦珠洲デカ

曳山保存会(以下， iデカ曳山J)，@能登半島おらっ

ちゃのHl.山製海(以下， rおらっちゃJ) の5法人を

選定したお.加えて， (j]) iすず交流ビューロ-J (以

下jビューロ-J)も調査対象とした. iビューロ -J

は，既に解散しているが，珠洲市における市民活動

の先駆的存夜で，他の NPO法人の設立にも関わっ

ており，設立条件を採るうえで重要なサンフ。ルと考

え調査対象に加えた.

務取り謂交は，前項で述べたプレ調査の結果を踏

まえ， 2010年 10月， 2011年2月， 8月に行った.調

査項目として，ヨ〉設立の背景(主導者，母体)，③ 

事業内容(活動成果)，③行政等からの事業の受入

れ状況，(1)組織の運営体制，⑤財務内容(収入内訳)

の5項目を設定した

3. 地域づくり NPOの組織特性及び外部との関係性

ヌド節では，聴取り調査から明らかとなった地域っ

くり NPOの組織概婆と活動状況について見ていく

まず，会長内訳であるが(表 2)，個人会員に関

の連携した活動が展開される形で設立された.

続いて，主な活動範囲としては， iデカ曳山jが

市内の特定地域の文化財を保存するため，複数の自

治会・集落を範顕とし， iすずなり jが市内を範閣

としていることに対して，他の 3団体は珠洲市を含

めた複数の市町村を活動範関としていた.県レベル

以上の範罰で活動する法人は存在せず，中塚 [6J

による農業分野の NPO法人の 6割以上が県~全国

(・海外)レベルで活動している状況と大きく異な

る特徴を示した.すなわち，全国的な (7クロな)

綴点からは NPO法人はより広域的な活動を展開す

る傾向があることに対して，農村部に拠点をおく

NPO法人は，比較的狭い範囲で地域密着型の活動を

展開する傾向が強いことが示唆される.

3ミな連携先としては， i農家グループJi市町村行

政Ji都道府県行政Ji企業J~挙げた法人がそれぞ

れ3法人以上あり，このうち「市町村行政jをあげ

た法人が4法人と最も多く，地域の行政組織との連

携が農山漁村地域における NPO法人の活動に重要

表 3.調査対象法人の設立経緯・活動範囲・連携先

法人名(絡称) f111::lzl!な|忠
ゼ口から 1 0 1 1 0 1 159.3% 

しては， iすずなりJiデカ曳山」が 90名と多くなっ 設立経緯同存ρ即戸! O 乙医竺
8.5% ている.また， i能設ネット Jは能笠半島全体を活 lその他

動範聞とするため， m外在住の会員数が全体の 9割

以上を占めている.

次いでト，調査対象法人の設立経緯，活動範囲，連

携先について見てみる(表 3).極体設立の経緯と

しては，ゼロから立ち上げた法人が2法人，既存の

活動の展開のゆで設立した法人が 3法人となってい

る.後者のうち， iすずなり Jは観光協会等既存の

組織が合併する形で， rおらっちゃ」は金沢大学と

表 2.調査対象 NPO法人の会員等内訳

会包支え

法人名(絡称)I 叫品

ネット iイト

俗人.iE会員

(うち市外在住)

飼入資効会員

理事

団体正会員

10 

O 4 

おらっ

ちゃ

20 

(2) 

18 

7 

0 

自治会・集落

学|複数自治会・築制 [ [0 
語|市町村 01 
重i複数市町村 101 01 
画i都道府県~会関

隠i今・海外

主

漆務先な

務l道府膝行政 O 

悶・溺際機際

差益協・iff.l協号事 O 

言企業 O 

財団・ 2土留等

小中i潟学校

O 

O 

O 

O 

O 

3.4% 

18.6% 

O 15.5% 

O 5.2% 

17.2% 

19.0% 

12.1% 

o 112.1% 
大学・研究機関 1 0 112.1% 

なし [24.1% 
注:中塚[6Jによる長建築分野のNPO法人への調査結果。0/=60).

(73 ) 
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表4.調査対象 NPO法人と地方公共毘体との関係

法人 (喜善称)
徒主主 クザ エ すず デカ おらっ 会 NPO

ネット

イol 

なり 曳山 ちゃ 法人本

補助・助成 O O 28.7% 

若手議委託 O O 25.7% 

総設の提供 O O 8.5% 

その他 10.3% 

絞殺事を供等 O O O 

主主 *内務lJ荷大g官E替市民活動促進課 (2011)r乎成22年度終

定非営利活動法人の笑慾及び認定特定手ド2き利活動法人jJjlJ

皮の利用状況に関する識変j による~NPO法人の調査

総菜 (N=2，345).

な役割を来たしていると見ることができる一方で，

逮携先として「地縁団体Jr国・悶探機関Jr財顕・

社団等Jr大学・研究機関jを挙げた法人は，いず

れも l法人以下であった 地域で活動を進めるにあ

たっては，様々な地縁団体(自治会・町内会等)と

連携することが重要だと考えられるが，必ずしも

NPO法人と地縁関体が積極的に逮携している状況

にはないことが分かる.

設後に，地方公共団体(珠洲市)との関係は(表

4)， rすずなりJが全ての項釘に該当していた また，

3法人が事業委託を受けていた.地方行政との関係

は法人によって異なっており，それが各法人の活動・

財務状況にも大きく影響していると考えられる.

4. NPO法人の発展的解消とネットワークの形成

本節ではまずJ能登ネット Jrすずなり Jrおらっ

ちゃj との関係性が強い「ビューロ-Jの活動の変

遷について整理する.その上で， 4つの NPO法人

を中心とした組織問の関係性について，主に人材の

共通性という観点から検討する.

(1) NPO法人・すず‘交流ピユーロー

「ピユーローjは，都市との交流人口の拡大を通

じた地域振興を目的として 2004年7刃に設立され

ている.市内の自営業者である怒事長の G氏を中

心として，珠洲の観光を PRする活動を縞広く行っ

ていた.会員数は 20名前後，年間予算規模は約 30

万円で，収入の大半は会費であった.活動初期は，

体験・交流に関する事業が中心的で，農家民宿等と

連携し都市農村交流をコーディネートしていた.

開法人では， G氏がリーダーシップを発撚し，体

験・交流事業を中心に活発な活動が展開されていた.

(74 ) 

毘 1. 務長洲市の NPO法人における人材の共通性

G氏は当時，r能登ネット jの副理泰長も務めており，

珠洲市(ならびに近鱗市町)の市民活動を猿引する

一翼を担っていたと考えられる.その後， G氏が市

長に就任したため，結果的に「ビューローJの活動

は縮小していった.しかし市民活動を熱心に行っ

てきた G氏が市長になることで，その方針が市政

に反映されるようになるという見方もできる.実捺

に， 2008年になると市内で4つの NPO法人が相次

いで法人認証を受けており(表1)，市民活動が活

発化しているといえる.その意味で， rピユーローJ

は， NPO法人が地域活性化に取り組む素地を築き，

発E美的に解消したといえるだろう.

(2)人材の共通性とネットワークの形成

「ピユーロ-J r能登ネット JrおらっちゃJrすず

なり jを中心とした組織間のネットワークと人材の

共通伎を整理すると関 1のようになる.

まず，rピユーローJと「能登ネット jについては，

E氏， G氏等3名が雨NPO法人に共通して所属して

いる.次に， rピユーロ-Jと「おらっちゃjについ

てはB氏等3名が，間 NPO法人の役員・会員となっ

ていた. また， rピユーロ-Jと「すずなりJについ

ても E氏等3名が，共通して役員となっていた.こ

の人材交流関係を見れば， rピユーロ-Jが珠洲市に

おける人材の養成機関の役割を果たしていたといえ

よう.しかし， rおらっちゃj と「すずなり jは異な

るかたちでの発展を見せている. rおらっちゃJには，

金沢大学の教員等 3名が参加し，新しい息吹を加え

つつ地域活性化を模索する姿勢が境問見える.一方

で， rすずなりjは市内の既存の組織(観光協会，物

産協会)を吸収するかたちで形成されている.

「おらっちゃj のD氏は法人の専属職員となって

いる.すなわち，金沢大学との連携の中で発足した

「おらっちゃ」にとって，人材頭・事業面でともに

大学の存在は大きい.しかし大学側は期限付プロ
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ジェクトの中で珠洲市に拠点を設置していたため，

卒業の継続性が不透明であった.それ故，住民およ

び D氏が主体となった運営体制にするための模索

が続けられた結果， rおらっちゃJが設立された経

緯がある.ただ， rおらっちゃjは農林水産業の支

援を大きなミッションとして掲げているが，現在の

役員は C氏以外に学校教員が 4名であり，農林水

産業に従事する役員の割合は低い. rおらっちゃJ

の前身である「珠洲サポート会Jは大学のプロジェ

クト期間内に存在した住民主体の組織であり，農林

水産業者も多く参加していた. しかし，法人化にあ

たって多数の農林水産関係者が退会しており，住民

側のニーズと NPOの方向性の関にギャップが生じ

ていた可能性がある.A山霊海の保全等を推進する

ためには，第 1次産業従事者の協力が不可欠であり，

そのような人材に会員・協力者になってもらうこと

で，保全活動を活性化させることが期待できょう.

活動範聞にも課題がある. rおらっちゃjは，奥

能登 2市 2IsJ (輪島市，珠洲市，能設問J，穴水町)

を活動範関としており，少数の人材で複数の市町村

にまたがる活動な段関していた. よって，人的資源・

労力が拡散し非効率的な運営となっている面があ

る.このような状況を改善する方策として，各地域

における中期的な地域資源管理ピジョンを示した上

で，まずは活動拠点がある珠洲市内のフィールドに

人的資源・労力を重点的に投入し，基盤を構築して

いくといった方法が考えられる.

「すずなり j は，観光協会から移ってきた人材が

その多くを占めている.また，淡に解散した NPO
法人「ベイエリア珠洲推進協議会jの理事長を務め

ていた H氏も， rすずなり Jの役員となり活動して

いた.さらに，rおらっちゃJの理事長の C氏は， rす
ずなりJにも理事として参加している. c氏をパイ

プ役として雨NPO法人は物阪や体験交流活動にお

いて連携を進めている.会員陪での活動連携は徐々

に進みつつある一方，組織レベルでの連携という点

では依然として不十分な点が多い.珠洲市が観光・

体験交流を進める中，雨法人が理事会レベルで一定

のどジョンの共有を関り，明篠な役割意識を持って

協力していくことが，市内全体の観光等の活性化に

つながると考えられる.

5.地域づくり NPOの財務内容と襲用促進議事業の

影響

次に， 5つの地域づくり NPOの財務内容につい

て分析し閣の雇用促進事業のが財務内容にどの程

しているかについて検討する.表 5は 2008-

09年度における各NPO法人の収入規模と財源比率

を示したものである.一般的には，収入規模 1，000

万円以上の NPO法人が大規模な団体とされる.珠

洲市の地域づくり NPOは， r能登ネット Jrクザエ

イトJは比較的小;規模であるが， rすずなり J デカ

曳i上IJrおらっちゃJは大規模な法人だといえる.

まず， r能設ネット jでは，会費i収入が 50%以上

を占め，他の法人と比較しても特徴的な財源比率と

なっている.これは，同法人が会員によるネットワー

ク活動を重視しているためであった.次に ryリエ

イト jでは 2009年度に収入規模が 10倍以上に増加

している. これは，雇用卒業収入によるもので，当

該卒業により複数のスタップが震用されていた.

続いて， rすずなり Jの主な収入源は事業収入で

あり，物飯事業が中心であった.補助・助成による

表 5. 調査対象NPO法人の収入規模と財源内訳 (2008-2009年度)

能主主ネット クリエイト すずなり デヵ曳山 おらっちゃ
財務;琴HI

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

会終 1.9% 3.7% 3.1% 2.8% 3.8% 2.5% 0.7% 

寄付 4.6% 10.5% 9.9% 63.6% 28.6% 0.0% 6.3% 

話; 繍助・効成 0.096 31.7% 0.496 0.0% 

基[ 事業収入 24.3% 17.6% 0.0% 0.0% 

うち緩剤事害実* 0.0% 0.0% 

その他収入I14.0% I 0.1% I 17.7% I 0.0% I 5.2% 
収入規模(万円)I 263 I 315 I ぉ 隊榊剥 2，298

E主:民主生労働省による「ふるさと主義照再生特別基金事業j の受託による収入を指す.

( 75 ) 
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収入も 3割近くを占め重要な収入源となっている.

また， 2008-09年度にかけて 800万円近い収入増加

とっているが，これは藤剤事業の受託が大きく

している. rすずなり Jでは当該事業により 3名の

スタップを震用している状況にあった. rおらっ

ちゃ」でも，当該事業は収入の 24%を占め，組織

運営の中心的な担い手である D氏がこの事業収入

で震われている状況であった. しかしこの雇用事

業は 3年間の事業であるため，当該事業の終了まで

に他の収益から人件費な捻出できるような事業展開

が模索されている.

「すずなりJでは，藤周促進事業で雇用されるス

タップの l人は地域外からの移住者であり，組織に

おいてや心的な役割を果たしていた.ただし部門

間での足立をみが揃っておらず，移住者が行政に期待

と信頼を寄せられていたとしても，組織内部では十

分な理解・協力を得られていない現状が垣間見られ

た.こうした状況は，根付きつつある移住者を転出

させる要因にもなりかねず，長期的にみると地域に

とって損失となる.組織内における改善と共に，行

政による柔軟な支援が求められているといえよう.

設後に， rデカ曳山」では，その他収入が 68%と

なっているが，これは代表者からの借入金が大部分

を占めていた.文化財であるデヵ曳山と保管施設の

維持・管理のために，代表者が苦心している状況が

聴取り謂変からも伺われた.

以上でみたように，数年間の閣の震用事業で組織

運営が成り立っている NPOは全国にも数多く存在し

ていることが予想される. しかし，短期的(・長期的)

に収主主性が低い地域づくり分野の事業を中心に行う

NPOは，数年間の助成期間内に事業を軌道にのせ，

人件費を賎えるほどの収援を上げることは難しいと

思われる.公益性の高い事業主ピ行う NPOが藤周を継

続させ， より長期的に事業を展開できるようするた

めの支援制度が必要になると考えられる，

5.むすび

本研究の結論をまとめると，以下の 4点になる.

①農村部で地域づくり活動を扱う NPO法人は，比較

的狭い範屈で地域密着型の活動を展開する傾向が強

い.⑨人材扇では，その不足により少数の人材が複

数の法人の役員を兼務する状況にある.一方，こう

いった兼務は組織間の連携を強める可能性を期待さ

(76 ) 

せるが，実際にはNPO法人間の連携は十分に図られ

ていない.③調査対象地域においては，複数の NPO

法人の設立に関与する人材 (G氏等)の存窓が明ら

かとなった.地域レベルで面的なNPO活動の広がり

を閲るためには，強力なリーダーシップを持つ人材

の必要性が示唆された.④財務聞では，収入規模を

拡大させる婆罰として，思の庭用促進事業(委託事業)

が重要な役割を果たしていた.しかし委託事業は

数年間のものが多く，同じ事業規模トスタッフ数)

で組織を継続させることが関難な状況にある.

特に，上記告については，短期的に組織の継続性

に大きな影響を与える.収益性が低い地域づくり活

動の分野で長期的に事業を展潤するためには，行政

からの支援・制度の改変が望まれる.具体的には，

中長期的なスタップの人件費に充てることが可能な

補助・委託制度を設けるといった方法が考えられる.

また，②のような農村地域の NPO法人の特徴を踏ま

えれば，少数の人材による役員等の兼務を減らし

若者や市外からの移住者を積機的に登用することが，

組織の活性化や継続に寄与するものと考えられる

以上本研究では，過疎化が進行する農村地域を対

象に， NPO法人の特徴とその継続要因を切らかに

した. しかしながら， これらの結果を一般化するた

めにはさらに事例の積み重ねが必要である.今後は

広範な NPO法人に対する識変を行い，農村地域に

おける NPO法人の特徴を相対的に捉える必要があ

る.今後の課題としたい.

注1) 17項目は以下の返り. 1 保険・医療・福祉， 2. 

社会教育， 3. まちづくり， 4 学術・文化・芸術・

スポーツ 5. 環境保全， 6. 災害救助， 7 地j或安

全， 8. 人縫擁護・平和推進， 9. 務際協力， 10. 

男女共同参踊， 11.子どもの縫全育成， 12. 1資報

化技:会発展， 13‘科学技術振興， 14. 経済活動活

性化， 15‘職業能力開発・雇用機会， 16. 商焚者

保護， 17. NPO支援(漆絡・助言・援助). 

2) 追加された宅質問として， {I釦こは「緩光の援奥を関

る活動Jr都道府県・政令市の条例jで定める活動j

がある.改正NPO法は2012年4月より施行される

のNPO法人 fのとレール・エア 21Jは，担当者との

連絡がつかなかったため，調ヨ査対象から除外した.

4) 厚生労働省が「ふるさと経F苦手写生特別基金卒業j

として 3年間 (2009~ 2011年度)行っている事業.
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