特定非営利活動法人
設立までの主な経緯
平成 19 年 8 月～ 土木学会「成熟したシビルエンジニア活性
化小委員会」の
中に設立された「NPO 法人調査研究ワーキンググループ」
により、調査・研究、シンポジウムなどの活動を継続的に
実施した。
平成 22 年 11 月 理事会に中間支援組織の設立を提言し、今後
の取り組みに
ついて理解を得た。
平成 24 年 4 月～
建設系 NPO 中間支援組織設立構想が「土木学会 100 周
年記念事業」の一環として認定され、連絡協議会でその事
業の具体化と主要業務の試行・検討を経て、発起人会を設
立した。
平成 26 年 4 月
建設系 NPO 中間支援組織として、任意団体「シビル NPO
連携プラットフォーム（CNCP）」を設立し、実質的な活動 に
入った。
平成 26 年 8 月
上記任意団体が NPO 法人認証を取得、活動を開始した。

事業の内容
(1) NPO 法人の情報・事業活動・組織運営に係る支援
(2) CNCP 情報公開ならびに国内外情報の収集、公開、発信
(3) シビル NPO 活動に関わる政策や制度の調査研究と成果の
広報ならびにそれに基づく政策提言・提案等
(4) 企業や政府・地方公共団体、さらには大学・研究機関など
との交流、関連諸行事および人材育成等
(5) 各地域の NPO 法人活動の連携・ネットワーク化
(6) NPO 法人協働事業化の支援、CNCP 受託事業での関連
NPO 法人との協働、事業資金面での連携
（定款第 5 条：特定非営利活動に係る事業）

会員の種別
種類

種別

法人
個人
法人
賛助会員
個人
正会員

シビル NPO 連携プラットフォーム
Civil NPO Collaboration Platform（CNCP）

内容
NPO 法人を中心とする公益型非営利法人を原則とす
る。 の目的に賛同して入会した個人
CNCP
企業、各種サードセクター等
CNCP を賛助する目的で入会した個人

建設系 NPO の連携を支えます

2016 年 3 月末現在
【正 会 員】 法人会員： 20、 個人会員： 22
【賛助会員】 法人会員： 32、 個人会員： 0

設立時の役員一覧表
役

職

氏

名

所

属

1

代表理事

山本 卓朗

（一社） 未来のまち・交通・鉄道を構想するプ
ラットフォーム代表

2
3

副代表理事
常務理事
常務理事

花村 義久
有岡 正樹
皆川 勝

NPO シビルまちづくりステーション 理事長
NPO 社会基盤ﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会 理事長
東京都市大学 工学部 都市工学科 教授

常務理事
理事
理事
理事
理事

辻田 満
内藤 堅一
駒田 智久
三上 靖彦
西山 英勝

NPO シビルサポートネットワーク 代表理事
(株) コーケン技師長
オフィスパスタイム代表
NPO 茨城の暮らしと景観を考える会 代表理事
NPO 美し国づくり協会 理事

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

髙橋 万里子
三井 元子
野村 吉春
橋本 鋼太郎
藤本 貴也
青山 俊樹
関谷 昇
大田 弘
世古 一穗

監事
監事

木村 達夫
山岡 和彦

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2

会員募集中！

NPO 水・環境ネット東北 専務理事
NPO あらかわ学会 副理事長
NPO 州都広島を実現する会 事務局長
前 土木学会 会長
NPO 全国街道交流会議 代表理事
（公社）日本河川協会 理事
千葉大学法経学部 准教授
(株) 熊谷組 代表取締役会長
NPO 研修･情報センター 代表理事
NPO あそ地下足袋倶楽部
NPO 美し国づくり協会

詳しくは以下 URL をご覧ください。

ミッション
我が国の社会基盤は国家的プロジェクトとして解決を図
るべき多くの重要な課題が残されている一方、地域特有の
課題も山積している。そしてそれぞれの地域社会に密着し
た課題解決にむけて民間非営利セクターの活動が期待され
ている。
このため、この法人は、「新しい公共」や「共助社会づ く
り」などの政策の一翼を担うべく、民間非営利セクター を

活動の方針
【基本理念】、
【行動指針】および【倫理規定】によって中立性・

NPO 法人 シビル NPO 連携プラットフォーム
（Civil NPO Collaboration Platform(CNCP）

客観性を旨として事業を運営する。倫理規定には、そのような 視

代表理事：山本 卓朗

点で、①使命、② 品位、③法 令・規則の順守、④環 境へ の配

お問い合わせ先（事務局長 ：内藤堅一）

慮、⑤公平・公正・誠実な業務、⑥正当な業務報酬、⑦人材の
育成および技術の継承、⑧会員相互交流、⑨守秘義務の 9 項目
が申し合わされている。

TEL：090-3817-8901
E-mail：info@npo-cncp.org

URL:http://npo-cncp.org/

ネットワーク化してその活動の強化をはかり、行政や企 業、
教育・研究機関、そして地域・市民組織とのパートナ ーシ
ップを通じて、より良い地域社会の構築を図ることを 目的
とする。

（定款第 3 条：目的）

また、この法人の設立は、シビル NPO 等の民間非営利
セクターを支援する組織として、土木学会 100 周年記念
事業のひとつに登録されています。

CNCP 組織図

CNCP 会員として期待できること

監事会
理事会 （代表理事、役員理事、理事）
事務局
（総務・会計・渉外部門）

土木学会

運営会議

連携組織
サービス提供部門

（様々な組織との win-win をめざして）

a. 正会員が期待できる CNCP の支援内容

総会（正会員により構成）

地域活動推進部門

シビル NPO と 2 つの顧客

事業化推進部門

会 員 （正・賛助）

個人会員

法人会員

賛助会員

一般/学生

法人（非営利法人）

法人／個人

中間支援組織の設立目的は、NPO の抱えるさまざま
な問題を総括的に取り上げ、全体の発展のための道を切
り拓くことであり、地域連携の推進は最も重要な目的の
一つです。
地域活動推進部門は、それぞれの会員 NPO が、同地
域の他の NPO、全国の NPO、地域の自治体や有識者
と、有効な連携が実現できるよう推進・支援活動をして
まいります。その際、各会員 NPO が組織として、ある
いはそこに参画されている個々人がどのような連携の
在り方を望まれているかをなるべく正確に把握し、
CNCP 本部としての活動に活かしてゆきたいと思いま
す。この活動にご興味の方はぜひご連絡をください。多
くの方々と協力をして CNCP の活動を進めたいと希望
しています。

支援

顧客に与える

資金等

商品・サービス

価値

第２の顧客

社会貢献

① 基本は、社会貢献である。
②
サードセクター活動領域の情報を得ることができる。
③ シニアエンジニアの活動領域を拡大できる。
④ 将来を担う人材への PR につなげることができる。

第１の顧客

NPO

志ある個人・集団

b. CNCP を支援する賛助会員にとっての期待感

サービスの受け手

対価

感謝
顧客に与える

価値

【25 年度連絡協議会総会記念講演藤岡喜美子氏資料を編集】

サービス提供部門

地域活動推進部門
グローカル（Global & Local）がキーワード

会費・寄付
助成・補助金
理事・参加
地域の 資源
企業の資源

① CNCP を通じた多くの「連携」が期待できる。
② 設立の中心となった土木学会との連携に繋がっていく。
③ 政策や制度に対する提言を通して活動範囲が広がる。
④ NPO 法人として事業に参画する機会が増加する。
⑤ NPO 法人自らの活動モチベーションが高まる。

事業化推進部門
ソーシャルビジネス化をめざして

シビル NPO の「連携と協働」を支援する裏方として
土木学会建設系 NPO 連絡協議会での議論では、サー
ビス提供の項目として約 33 項目が俎上に上りました
が、立ち上がり時の工程表では下表の 8 項目に絞られま
した。シビル NPO の中間支援組織としてのキーワード
である「連携と協働」を支援する裏方として助走段階か
ら、例えば次のような具体的な活動に積極的に関与して
います。
・会員のデータベース化とその活用方法の具体化
・ホームページの立ち上げ
・広報誌 CNCP 通信の発行
・NPO 法人や企業への出前講座等
活動支援

担当：皆川 勝（minatororo@gmail.com）
情報交流

・NPO 法人データベース化とその追加・変更、ならびにホーム
ページ等にリンクしての必要情報の公表。
・事業活動･組織運営に係る土木学会関連組織との連携
・ホームページおよびフェースブック等による中間支援組織活動
に関する情報公開。
・土木学会および他の関連学会等を通じて国内外の関連情報を
収集し公開･発信する。

・建設系 NPO 法人活動に関する政府の政策および制度等に
関する調査と結果の発信
広報・提言
・研究委員会を立ち上げ具体的な提案・提言を検討し、その活動 と
成果を PR し世論形成に寄与
教育・行事 ・会員 NPO 法人独自の行事支援等
・シンポジウム/研究発表会等の諸行事の定期開催化

担当：有岡 正樹（arioka1010@gmail.com）

事業化推進部門では前身の建設系 NPO 連絡協議会
における試行事業から得た知見を踏まえて、CNCP を
プラットフォームとして行うことで可能となる事業を 今
後立ち上げて参ります。また、対象とする事業はボ ラ
ンティアではなくソーシャルビジネスとしての事業 性、
革新性のあるものを目指して取り組んで参ります。
具体的な事業を立ち上げるにあたっての CNCP と
しての事業化推進の仕組みとルールを「受託業務取扱
規程」として制定しました。ここで取り扱っている業
務は外部組織からの業務依頼を受けて行う「受託業務」
と CNCP が提案して参加者を公募し業務を実施する
「提案業務」の２つについて規定しています。
CNCP をプラットフォームとして受託業務および
提案業務を行う場合は事業化推進部門担当理事（ 現
在：辻田常務理事）を経て運営会議において審議され
たうえで実施に移されます。何か企画案件がある場合
は事前に事業化推進部門担当理事にまずはご相談くだ
さい。

担当：辻田 満（npo.csn@bridge.ocn.ne.jp）

