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【資料集】  
 
3 調査研究委員会・専門委員会開催状況  
 
3-1 調査研究委員会の開催  
 研究事業全体の方針、調査の企画・方針および報告書の内容、報告集会の内容  

等について検討を行うため、調査研究委員会ならびに専門委員会を設置する。委員会の中に

三役会議を設置する。  
 今年は新型コロナウイルス感染拡大問題により、関東、中部、九州エリアに委員が多いため、

委員会をオンラインで開催することになった。  
 
🔸🔸調査研究委員会  
1.第1回委員会 7月10日 13:00-15:00 (本部事務所+オンライン会議) 
【出席者】  

(委員長)安立清史、（委員）小川全夫、宮垣元、江口陽介、村居多美子、  
牧野史子、岡田尚平、筒井一彦、島田慎太郎、髙嵜浩平  10 名  

【欠席者】  
 島津  淳、鷲尾公子、笠原  優、須田弘子  
 
【議 題】  
(1)主催者挨拶 村居多美子代表理事  
(2)調査研究委員会の委員紹介  
(3)令和２年度老人保健健康増進等事業国庫補助事業取組みの経緯について  
(4)事業計画についての協議  

① 調査研究事業の進め方について  
② デルファイ法による面接・聞き取り調査の実施  
③ アンケート調査について  
ｱ. 第1次アンケート（対象300団体）  

    NPOとボランティアの参画に関するアンケート調査  
ｲ. 第2次アンケート  

     NPOでボランティア活動している人の実態と意識の調査  
④ 報告集会について  
⑤ 事業報告書の作成について  

   

2 第2回 研究委員会 10月9日10:00-12:00 本部事務所+オンライン会議）  

【出席者】  

 (委員長)安立清史、（委員）小川全夫、宮垣元、村居多美子、牧野史子、岡田尚平、      
筒井一彦、島田慎太郎、髙嵜浩平  9名  

【欠席者】  

 島津  淳、鷲尾公子、笠原  優、須田弘子、江口陽介、  

【議題】  
(1) 調査研究事業の進捗について  

（オンライン・インタビュー調査などの進捗状況）  
 (2) 第 1 次アンケート調査票の最終案の検討  
 (3) 今後の進め方について  

① 4 つの年齢セグメントアンケート調査の設計と実施について  
② 調査方法や調査対象、配布方法、調査時期など  

(4) 報告書の執筆や報告会の予定について  
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3 第3回 研究委員会 1月21日13:30-15:30 （本部事務所+オンライン会議）  

【出席者】  

 (委員長)安立清史、（委員）小川全夫、島津  淳、江口陽介、鷲尾公子、村居多美子、 牧野

史子、岡田尚平、 筒井一彦、島田慎太郎、髙嵜浩平 10名  

【欠席者】  

宮垣 元、笠原  優、須田弘子  

【議題】  
(1) 調査研究事業の進捗について  

（アンケ―調査票の進捗状況）  
 (2) 報告書の目次と構成案について  
 (3) 報告書の内容について  
(4) 報告書の執筆役割分担について  
(5) 報告会の開催について  
  時間・開催場所（東京、福岡）  

(6) 市民協・老健事業の次期テーマについて  

 

3 第4回 研究委員会 2月25日13:30-15:30 （本部事務所+オンライン会議）  

【出席者】  

 (委員長)安立清史、（委員）小川全夫、島津 淳、江口陽介、鷲尾公子、村居多美子、     
岡田尚平、筒井一彦、島田慎太郎、髙嵜浩平  10名 

【欠席者】  

 宮垣元、笠原  優、須田弘子、牧野史子  

【議題】  
(1) 第 2 次アンケート集計結果について  

 (2) 報告書作成について  
   ①報告書の構成～内容  

  ②印刷入稿に向けて  
 (3) 報告集会の開催について  
   ①会場・日時（東京）虎ノ門方形ホール 3/18 （福岡）ＪＲ博多シティ 3/25 

②プログラム  
③役割分担  

(4) 市民協・老健事業の次期テーマについて  
 
 

🔸🔸専門委員会  

1. 第1回専門委員会 7月6日 17:00-19:00 (本部事務所+オンライン会議) 

 【出席者】 (委員長) 安立清史、(委員) 小川全夫、黒木邦弘、益田 仁、高嵜浩平、    

鷲尾公子、牧野史子、筒井一彦、島田慎太郎   9名 

【欠席者】 宮垣 元、岡田尚平、村居多美子  

【議題】  
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(1) 委員の紹介  

(2) 老健事業について  

(3) 老健申請書の解説とキーワードの紹介  

  (4) 今後の進め方（逆算しながらのスケジューリング）  

   (5) 調査研究内容および進め方についての意見交換  

  (6) 今後の進め方について  

 

2 臨時専門委員会 7 月 29 日 13:30～15:30(本部事務所+オンライン会議) 
【出席者】  

(委員長 )安立清史、 (委員 ) 宮垣元、黒木邦弘、益田仁、小川全夫、牧野史子、鷲尾公子、    

村居多美子、髙嵜浩平、 (事務局) 筒井一彦、島田慎太郎 (11 名) 
【欠席】岡田尚平  
【議題】  
 (1) デルファイ法インタビューの内容と方法について  
 (2) 年間スケジュールの確認  

(3) 今後の進め方についての意見交換  

 
3 第 2 回専門委員会 8 月 6 日 13:30～16:00 (本部事務所+オンライン会議) 
【出席者】  

(委員長)安立清史、(委員 ) 宮垣元、黒木邦弘、益田仁、小川全夫、鷲尾公子、村居多美子、

髙嵜浩平、(事務局) 筒井一彦、島田慎太郎 (10 名) 
【欠席】岡田尚平 牧野史子  
【議題】  
 (1) 老健事業の進捗状況の報告  
 (2) 今後の進め方についての意見交換  
(3) 事務局からの連絡など  

  

4 第3回専門委員会 10月1日  10:00～12:00 (本部事務所+オンライン会議) 

【出席者】  

(委員長)安立清史、(委員) 黒木邦弘、益田仁、小川全夫、村居多美子、岡田尚平、筒井一彦、

島田慎太郎、髙嵜浩平   9名  

【欠席】 

  宮垣元、鷲尾公子、牧野史子、 

【議題】 

(1) 調査の進捗報告  

(2)団体アンケート調査の検討  

(3)今後の進め方について  

 

5 第4回専門委員会 11月27日13:30～15:30  (本部事務所+オンライン会議) 
   
【出席者】  
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（委員長）安立清史、 (委員 )益田仁、小川全夫、黒木邦弘、村居多美子、岡田尚平、       

筒井一彦、島田慎太郎、髙嵜浩平  (9 名) 
【欠席】  
  宮垣元、鷲尾公子、牧野史子  
 
【議題】  

(1) 事業の進捗と老健事業の中間報告について  
(2) 15 団体のオンライン・インタビュー調査の終了について  
(3) NPO 法人へのアンケート調査の回収状況について  
(4) NPO でボランティア活動している人の実態と意識の調査  
(5)  今後のスケジュールについて  
 

6 第5回 専門委員会 1月21日13:30-15:30 （本部事務所+オンライン会議）  

【出席者】  

 (委員長)安立清史、（委員）小川全夫、黒木邦弘、益田 仁、鷲尾公子、村居多美子、   

牧野史子、岡田正平、 筒井一彦、島田慎太郎、髙嵜浩平 11名  

【欠席者】  

 宮垣元、  

【議題】  
(1) 調査研究事業の進捗について  

（アンケ―調査票の進捗状況）  
 (2) 報告書の目次と構成案について  
 (3) 報告書の内容について  
(4) 報告書の執筆役割分担について  
(5) 報告会の開催について  
  時間・開催場所（東京、福岡）  

(6) 市民協・老健事業の次期テーマについて  

 

3 第6回 専門委員会 2月25日13:30-15:30 （本部事務所+オンライン会議）  

【出席者】  

 (委員長)安立清史、（委員）小川全夫、黒木邦弘、鷲尾公子、村居多美子、岡田尚平、  

筒井一彦、島田慎太郎、髙嵜浩平  9名  

【欠席者】  

 宮垣元、益田 仁、牧野史子  

【議題】  
(1) 第 2 次アンケート集計結果について  

 (2) 報告書作成について  
   ①報告書の構成～内容  

  ②印刷入稿に向けて  
 (3) 報告集会の開催について  
   ①会場・日時（東京）虎ノ門方形ホール 3/18 （福岡）ＪＲ博多シティ 3/25 

②プログラム  
③役割分担  
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(4) 市民協・老健事業の次期テーマについて  
 

   三役会議  

1 第1回三役会議 6月24日 10:00～12:00 (本部事務所+オンライン会議) 

   出席者: 鷲尾代表、村居代表、安立委員長、筒井一彦、島田愼太郎 

 【議事】 

本年度の老健事業について協議  

  ①本老健事業計画の確認、②調査研究事業の進め方、③委員会のもち方、 ④新型コロナ

ウイルス対等について協議をおこなった。  

調査研究委員会、専門委員会の各委員の先生方に対して、本事業への協力確認をおこなっ

た。    

この間の交付申請書類の作成、訂正・修正箇所の対応 等々について報告  
   第 1 回専門委員会を 7 月 6 日、調査研究委員会を 7 月 10 日に開催することを確認した。 

 
2 第 2 回三役会議 8 月 26 日 10:00～12:00 (本部事務所+オンライン会議) 
   出席者 :安立委員長、鷲尾公子、筒井一彦、島田愼太郎  
  【議事】  

第 1 次アンケート調査票作成について意見交換・協議をおこなった。  
7 月 29 日に主な専門委員数名によりアンケートの内容についての打ち合  
わせを受けて作成した、アンケート原案を検討し次回専門委員会で協議  
することについて確認した。  

 
3 第 3 回三役会議 2 月 11 日 13:00～16:00（福岡市＋オンライン会議）  
   出席者 :安立委員長、鷲尾公子、筒井一彦、島田愼太郎  
  【議事】  

報告書作成に向けて最終的な検討調整をおこなった。  
第 2 次アンケート調査結果を受けて、次期活動内容に向けて討議をおこなった。  
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