
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 

   札幌会場：2014 年 9 月 13 日（土）～2015 年 1 月 17 日（土） 

 [本講座]（座 学）9月 13 日・14 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 

札幌会場：市民活動プラザ星園（北海道札幌市中央区南 8条西 2丁目 5-74） 

（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 

札幌会場：12 名 

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

札幌会場 1 日目：2014 年 9 月 13 日（土） 

13：00～13：30 
オリエンテーション 

講師／コーディネーター：草野 竹史氏（NPO 法人 ezorock） 

13：30～14：45 
アイスブレイク 

講師／コーディネーター：草野 竹史氏（NPO 法人 ezorock） 

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：上道 和恵氏(NPO 法人 ねおす いぶり自然学校) 

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：草野 竹史氏（NPO 法人 ezorock） 

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：草野 竹史氏（NPO 法人 ezorock） 

18：30～19：00 
ふりかえり 

講師／コーディネーター：草野 竹史氏（NPO 法人 ezorock） 

札幌会場 2 日目：2014 年 9 月 14 日（日） 

9：30～9：50 
自己紹介と本日の流れ 

講師／コーディネーター：草野 竹史氏 （NPO 法人 ezorock） 

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■ 

講座に参加した動機や、この研修でなにを得たいか紙に書き、ワールドカフェ形式で 

発表。参加者の置かれた環境や課題を共有した。事例発表 3団体が福祉系団体での事例や地域

の人や若者に特化したボランティアマネジメント事例を紹介し、影響度の高いマネジメント方

法を紹介した。事例をもとに参加者の所属団体が抱える問題を照らし合わせ、グループに分か

れてコメントし合った。いまの若者は複数の団体に所属する傾向があり、分散的活動をし見切

りが早い。読んでわかることはマニュアルなどで共有し、バリュー・ソフト・ヒューマン・ハ

ードのバランスが重要だということを学んだ。 

 

 

＜1 日目：各事例の特徴を分解する＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2 日目：自分の団体を分析する＞ 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月～11 月＜11 月 23 日（日）など＞ 

実習先／滞在先 NPO 法人 ezorock（北海道札幌市） 

ねらいと課題・作業の概要 

自団体への若者の参加を促すために、どのような手法があり、い

か様に実践しているのか、NPO 法人 ezorock のプロジェクトミー

ティングや活動に参加することで解決策を探る。 

 

■当日の様子■ 

・NPO 法人 ezorock には広報担当部署がボラン

ティアベースで設置されている。イベントや

活動の種類によって人材の募集方法・アプロ

ーチ方法を代えることで、確実な人材確保を

目指しており、その手法などは常に担当者で

ブラッシュアップされていく。情報共有は団

体専用の SNS を使用し、進捗確認・情報共有

などもそこで行う。 

＜広報に関するミーティングの様子＞ 

 

 

・大きなイベントが控えるプロジェクト、ふくしまキッズ北海道ボランティアのスタッフ 

ミーティングに参加。 

このプロジェクトは福島県から子供を長期

休みに受け入れる活動で、ボランティアの

ほとんどが大学生。この大学生を募集する

際にチラシやソーシャルメディアによる広

報はもちろん、大学の協力を得て、授業の

冒頭 5 分間をもらい広報する授業広報やお

昼休みに活動紹介などをすることで、たく

さんの参加者を獲得している。 

また、プロジェクトを進めるにあたっての、

情報の共有や進捗の管理方法なども学ぶこ

とができた。 

＜ふくしまキッズ北海道ボランティアのスタッフミーティングの様子＞  

 

 

 

 

現場体験・実習 



11 月 28 日（金）～12 月 1 日（月）の第 1日目 

実習先／滞在先 NPO 法人 森の生活（北海道上川郡下川町） 

ねらいと課題・作業の概要 

将来、森林と関わる団体の設立を考えている今回の参加者は、森

林と関わる多様のプログラムを展開している NPO 法人 森の生

活さんで、人との関わり方、企画の立案や遂行方法を体験し、今

後の自身の展開の参考にしたいと考えている。 

 

 

■当日の様子■ 

・森の生活さんがコーディネートする、下川町内で進められているバイオマスボイラーを利

用したシイタケの菌糸栽培の視察の補助スタッフとして参加。たくさんの参加者の誘導は

もちろん、短時間でより深い学びを得るための進行方法や興味の持たせ方、現場で使用す

る資料の作成方法を学んだ。 

 

＜菌糸栽培工場見学の様子＞ 

 

・森の生活 代表の麻生氏、スタッフの富永氏とともに管理する森を散策しながらの森林の

変化や課題の見つけ方を学ぶ。事務所に戻ってからも、下川町の森林の現状や今後の活動

の方針などをうかがい、活動プランの立て方などを学んだ。 

 

＜下川町の森林の現状のレクチャーを受ける様子＞ 

 

 

 

 

 



 

 

実践期間中の課題等 

・ボランティアベースでプロジェクトを進めている団体の

会議に参加することで、丁寧な情報共有と会議のすすめか

たを学ぶことができ組織に持ち帰ることができていた。 

・同時に社会人の視点から会議で気づいたことに対してア

ドバイスを行いインターン生としてチームに貢献するこ

とができていた。 

ヒアリング・アドバイスの手法 ・直接 

実施記録 

・11 月 23 日 NPO 法人 ezorock 広報部、ふくしまキッズ

北海道ボランティアチームの会議に参加。 

・11 月 23 日 ヒアリング 

 

 

 

 

 

札幌会場 ：2015 年 1 月 17 日（土） 

09：30～09：35 
挨拶 

講師／コーディネーター：草野 竹史氏（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) 

   山中 康裕 氏(北海道大学環境科学院) 

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) 

   山中 康裕 氏(北海道大学環境科学院) 

 

■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

ヒアリング・アドバイス 

フォローアップ講座 



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。 

 

 

＜受講団体からの報告＞ 

 

 

＜受講生同士によるワークショップ形式フィードバック＞ 

 

 

 

４．受講者等の声 

・(当団体は)中間支援団体として、今後、NPO へのインターンシップ事業を予定しており、今後

具体的に活用できそう。どんな若者が参加し、どういった人材となってほしいかを考える。目

的とターゲットを議論できたので今後ターゲットに合わせたプラン、スケジュールを作成する。

また今回の内容を内部の定例会議で共有することでメンバーを巻き込む。そういう流れで実施

したい。 

・SNS での活動報告と、直接的な声かけ、大学との連携を実施した。参加者が増えたが、どの広

報により（理由）、どのくらい集まったのか（人数）が明確でないことや、継続性の低さ、事業

の効率性を考えて人数の目標設定が多すぎたなどの課題があり、それに対して広報計画を立て

ることができた。 

 



５．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

・ボランティアベースでプロジェクトを進める上で、地道であるが、事前のレジュメ提出、会議

中の役割分担、ファシリテーション、事後の議事録共有を中心に情報共有や場づくりを丁寧に

行った。会議前のレクチャーも含めてその意義とノウハウを共有できたと考える。同時にその

やり方に慣れているメンバーに対して外部の視点として、より効率のいい方法を受講者から提

案してもらうこともあった。 

 

 

６．考察・今後の課題 

・ボランティアマネジメントについては、それぞれの組織で事情が大きく違う。広報をテーマに

して実施したが、議論の中で会議や組織の体制など、ほかのテーマへつながることが多かった。

よって、具体的なアクションにしていくために、テーマを最初から広報のみと狭めず、一番最

初に課題や現状を持ち寄って、それに対してテーマ設定をして進めるような、具体的な事例で

進めることを考えるなど、内容をよりよくしていきたいと思った。 


