
WEB 用報告原稿 

平成 26 年度「スタッフ向け 環境ＮＧＯ・ＮＰＯレベルアップ実践研修（北海道ブロック）」

実施状況 

 

 

 

環境ＮＧＯ・ＮＰＯのボランティアマネジメント力を高める 

単発ボランティアから、プロジェクト型ボランティアマネジメントの体制構築へ 

 

１．目的・ねらい 

本研修では、環境ＮＧＯ・ＮＰＯのスタッフが、ボランティア受け入れのための募集

から、動機付け、活動中のフォローアップ、振り返りまでの一連の流れを身につけ、組

織としてボランティアマネジメントフローを構築、向上させることで、大学や学生団体、

企業ＣＳＲ等と連携した「プロジェクト型ボランティア受け入れプログラム」を実施で

きるようになることをねらいとする。 

 

２．実施概要 

基礎研修では、ボランティア受け入れに関する組織の課題抽出と改善計画の立案と実

践、振り返りを行い、リーダーシップや OJT 指導のためのノウハウ等を身につける。応

用研修では、環境ＮＧＯ・ＮＰＯの各プロジェクトへのボランティアの参画を促すため

のプログラム構築力と各ステークホルダーのコーディネーション力、プロジェクト管理

能力の向上を目指し、サービスラーニングの考えに基づくプログラムづくりと、同プロ

グラムを実践するための仕組み作りを学ぶ。 

（１）開催日時 

   東川会場：2014 年 9 月 14 日（日）～2015 年 1 月 18 日（日） 

   [本講座]（座 学）9月 14 日・15 日 

（現場体験・実習）受講者の希望を調整し 9月中旬～11 月末の期間に 3日間実施 

（２）開催場所 

東川会場：道の駅「道草館」（北海道上川郡東川町東町 1丁目 1-15） 

（現場体験・実習先） 

* 受講者の希望等とのマッチングの上決定 

* 受講者は、実習先の指導者(又は同等の能力のある者)のアシスタントスタッフとして 

現場でのボランティア受入に必要なノウハウを学ぶ（６時間×３日間） 

団体名(実習場所) 内容 

和みの森運営協議会(苫小牧和みの森) 「子どもを対象とした自然体験の現場で必要なボランティアコーディネート」

NPO 法人ねおす大雪山自然学校 (大雪山国立公園) 「大雪山国立公園における生物多様性の保全」 

NPO 法人 ezorock (事務所及び石狩) 「ボランティアが主体的に活動する組織の現場」 

認定ＮＰＯ法人霧多布湿原ナショナルトラスト(霧多布湿原センター) 「地域の人たちを巻き込んだ湿原保全活動の現場」 

北海道エコビレッジ推進プロジェクト(余市活動フィールド) 「環境に優しいくらし作りの市民参加モデル」 

 

人材育成及びプロジェクト管理 



（３）各回参加人数 

東川会場：12 名 

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

東川会場 1 日目：2014 年 9 月 14 日（日） 

13：00～13：30 
オリエンテーション 

講師／コーディネーター：荒井 一洋氏（NPO 法人ねおす） 

13：30～14：45 
アイスブレイク 

講師／コーディネーター：荒井 一洋氏（NPO 法人ねおす） 

14：45～15：15 
ボランティアの受入の現場から事例検証① 

講師：小沼 秀樹氏(NPO 法人 ねおす 大雪山自然学校) 

15:15～15：45 
ボランティアの受入の現場から事例検証② 

講師：宮本 尚氏(認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク) 

15：45～16：15 
ボランティアの受入の現場から事例検証③ 

講師：大熊 啓介氏（NPO 法人 ezorock） 

16：00～18：00 
各事例の特徴を分解する 

講師／コーディネーター：荒井 一洋氏（NPO 法人ねおす） 

18：00～18：30 
ボランティアマネジメントの基礎 

講師／コーディネーター：荒井 一洋氏（NPO 法人ねおす） 

18：30～19：00 
ふりかえり 

講師／コーディネーター：荒井 一洋氏（NPO 法人ねおす） 

東川会場 2 日目：2014 年 9 月 15 日（月・祝） 

9：30～9：50 
自己紹介と本日の流れ 

講師／コーディネーター：荒井 一洋氏（NPO 法人ねおす） 

9：50～10：30 
自分の団体を分析する 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

10：30～11：10 
ボランティアマネジメントの基礎知識＋質疑 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

11：10～14：10 
ボランティアマネジメントの問題の洗い出しと絞り込み 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

14：10～16：10 アクションプランを立てる 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

16：10～16：30 ふりかえり 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

本講座 



 ■当日の様子■ 

北海道各地でボランティアを巻き込みながら、実施している事例を参考に、現状と課

題を共有した。活動によって集めたい協力者の対象が違うため、広報や周知のしかたを

工夫しているなど、各団体のマネジメントの特色が紹介された。参加者たちは自分の団

体を分析する・課題抽出と絞りこみを行い、「理想－現実＝問題」という式を用いて、自

分の団体の抱える課題や見えない問題点を洗い出した。それらの課題や問題を影響の大

きさや緊急度を比べ、重要性の高い問題を選び、問題の原因の解明とアクションプラン

を作成し、実習に臨むこととなった。 

 

 

  ＜2 日目：ボランティアマネジメントの基礎知識＋質疑＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2 日目：アクションプランを立てる＞ 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 8 日(水)-9 日（木） 

実習先／滞在先 NPO 法人ねおす 大雪山自然学校 

ねらいと課題・作業の概要 

研修やミーティングでのボランティアコーディネートを学ぶ

ことをねらいとし、「持続可能な地域づくりのための協働取組

情報交換会」の実施に向けた打合せと当日のボランティアに

よる会場設置マネジメントを行った。 

 

■当日の様子■ 

旭川市市民活動交流センターCoCoDe で行われた「持続可能な地域づくりのための協

働取組情報交換会」の事前打合せと当日の会場設置と運営マネジメントを行った。 

事前打合せでは、情報交換会の目的とプログラムの流れの確認を行い、ボランティア

の役割分担を考えた。ボランティアが主体的に関われるよう、会場の問題点などを予め

伝え、各自に対処方法などを考えてもらった。 

当日の運営では、快適な環境を作ることができた。ボランティアが担当する仕事の目

的とやり方をはっきりさせておくことが重要だと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場体験・実習 

ボランティアが主体的に関われるようにするには、事前の準備が大切なことが

分かった。 



10 月 24 日‐27 日 

実習先／滞在先 いぶり自然学校 ／ 苫小牧市 

ねらいと課題・作業の概要 

親子プログラムの運営マネジメントや協働事業者とのコミュ

ニケーションノウハウの向上をねらいに、親子を対象にした

森林環境教育プログラムに参加。当日はボランティアリーダ

ーを担当した。 

 

■当日の様子■ 

「苫東和みの森」で、東京都の親子 10 組 25 名の森林環境教育プログラム受入を行う

活動に対して、ボランティアリーダーとして参加した。 

前日の打ち合わせでは、プログラム進行における注意点を確認し、各ボランティアや

協働事業者の役割を明確化した。その後、プログラム運営に向けた準備を行った。当日

の運営では、ボランティアリーダーは、自身が現場の作業をするだけではなく、他のボ

ランティアのお手本になったり、指示を出すことも求められる為、広い視野を持つこと

を心掛けて活動した。基礎研修で学んだ他団体のやり方を実践してみて、その効果を感

じることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者人数の多いイベント時には、常にほかのボランティアがどういう

動きをしているか、問題はないかを気にかけることも重要だと感じた。 



 

 

実践期間中の課題等 

・ボランティアから保護者への声かけ・関わりの意識に偏

りがあった。ヒアリングの結果、事後のボランティア同士

のふりかえりでフィードバックを行い、積極的に関わりを

持つことでいいプログラムをつくることができることを

確認できた。 

・ヒアリングを実施することで事前にＯＪＴ先の情報や必

要な情報を伝えたり、事後にフィードバックをおこなうこ

とができた。 

ヒアリング・アドバイスの手法 電話 

実施記録 

10/24-27 活動（親子を対象にした森林環境教育プログ

ラムへボランティアリーダーとして参加） 

10/29 終了後ヒアリング 

 

 

 

 

 

東川会場 ：2015 年 1 月 18 日（日） 

09：30～09：35 
挨拶 

講師／コーディネーター：荒井 一洋氏（NPO 法人ねおす） 

09：35～09：50 
オリエンテーション 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

09：50～10：50 
受講団体からの報告 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

10：50～14：50 
受講生同士によるワークショップ形式フィードバック 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

14:50～15：50 

次年度に向けたアクションプラン 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

   小林 峻  氏(東川町教育委員会) 

15：50～16：30 

発表・振り返り 

講師：川中 大輔 氏(シチズンシップ共育企画) 

   小林 峻  氏(東川町教育委員会) 

 

 

 

ヒアリング・アドバイス 

フォローアップ講座 



■当日の様子■ 

基礎研修で立てたボランティアマネジメントについてのアクションプランに対して、ふり

かえり・評価と次のアクションプランの作成を行った。ふりかえり時には自己評価に加え

て「目的と目標の正確さ」「手法の適切性」「考察の深さ」という観点から他者評価を取り

入れた。それを具体的な行動へつなげるために、「目的・目標」「手法」「結果」「考察」「改

善方法」を含んだ計画を作成した。それぞれ質問、助言を記入する「フィードバックシー

ト」を記入し、最後にオープンで質問や意見を言う時間を設けることで、議論が深まった。

それぞれの団体にとって次の行動へつなげるための研修となった。 

 

 

＜オリエンテーション＞ 

 

 

＜次年度に向けたアクションプラン＞ 

 

 

 

 

 

 



４．受講者等の声 

・チームとして動いていく時には、チームだからこそするべきことがたくさんあると学ん

だ。目的や関わる人それぞれにどんな成果があるのかをまず考えることで、それぞれの

人に学びがあるプログラムをつくっていきたい。また日頃のミーティングの中で今回学

んだことを取り入れ、試しながら組織に合う形で活用していきたい。 

・目的・目標を明確にして、活動の大義をつくることが大切であることに気がついた。ま

ず「目標をつくること」を目標にしたい。またボランティアの課題について、他団体の

実情を知ることができたり、講師の方に相談に乗っていただけたことで、今後相談・情

報共有しあえるネットワークが構築できた。直近であるガイド受け入れの際、今回学ん

だふりかえりの手法を活用して PDCA サイクルをまわしたい。 

 

５．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

・事前から、受講生とのメール・電話や他活動への参加によって、信頼関係の構築ができ

た。またボランティアをまとめ、活動を理解しているボランティアリーダーが１人いる

ことで、ボランティアへの情報の伝達や意識の共有がスムーズになり、ほか複数名のボ

ランティアも受け入れることができる。自然体験活動のプログラムにおいて、安全度や

満足度を上げることができると思った。 

 

６．考察・今後の課題 

・本研修では、環境ＮＧＯ・ＮＰＯのスタッフが、ボランティア受け入れのための募集か

ら、動機付け、活動中のフォローアップ、振り返りまでの一連の流れを身につけ、組織

としてボランティアマネジメントフローを構築、向上させることで、大学や学生団体、

企業ＣＳＲ等と連携した「プロジェクト型ボランティア受け入れプログラム」を実施で

きるようになることをねらいとした。結果、参加者は、ボランティアマネジメントフォ

ローを理解することができた。複数人数で参加している団体のいくつかは、組織として

ボランティア受入の計画ができた。また大学との連携がはじまったり、OJT 受入先や団体

同士でプロジェクト型ボランティア受入プログラムを実施することが決まった。 

・来年に向けて設定した目的・目標をより達成していくために、各団体が実際にプロジェ

クトを始めてみる。またその中で PDCA を丁寧に回し、評価と改善を大切にすることをし

ていくことが課題だ。 

 


