
1 



開催趣旨  

 以下のような分野で実践経験を積んでいる方、分科会のテーマで課題意識をもって参加できる方 

①社会福祉・介護、教育、環境、国際交流・協力、まちづくり、災害支援など様々な分野で活動するNPO・NGOで、 

 ボランティアの受入・活動支援を担当するスタッフ 

②高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉等の社会福祉施設や事業所で、ボランティアの受入・活動支援を担当するスタッフ 

③病院、医療関連施設で、ボランティアの受入・活動支援を担当するスタッフ 

④図書館、博物館、動物園、水族館などの社会教育施設や文化ホールなどの文化芸術施設、公立公園などの公共空間で、 

 ボランティアの受入・活動支援を担当するスタッフ 

⑤小・中・高校、専門学校、大学・短大などの教育機関で、生徒・学生のボランティア学習などを推進している担当スタッフ 

 （教職員、学生など） 

⑥企業や労働組合などで、社員・組合員のボランティア活動を支援する担当スタッフ 

⑦国・自治体などで市民や市民活動との「協働」の推進、または職員のボランティア活動推進を担当するスタッフ 

⑧ボランティアセンター、市民活動支援センター、国際交流協会などのボランティア担当スタッフ、ボランティア 

 コーディネーター 

⑨ボランティアコーディネーターまたはボランティアコーディネーションの研究および研修・養成に関わっている方 

福祉保健研修交流センター 
     ウィリング横浜 
（〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 
         ゆめおおおかオフィスタワー内）  
 

京浜急行／市営地下鉄「上大岡」駅 
           より徒歩3分 
 
●京浜急行（快速特急） 
    品川駅－ 上大岡駅 27分 
●横浜市営地下鉄 
    新横浜駅－上大岡駅 28分 
 
※お越しの際は、公共交通機関を 
 ご利用ください。 

会場案内図  
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 全国ボランティアコーディネーター研究集会は、１９９４年に第１回が開催されて以来、一貫してボランティ
アコーディネーションに携わる（あるいはその養成に関わる）実行委員による手作りの研究集会として発展して
まいり、今回で２２回目を迎えます。 
 
 市民生活・ライフスタイルの変化により、市民の自己実現や生活上のニーズも多様化しています。また、昨今
の様々な公的な施策においても市民参加への期待との具体的な取り組みが求められてきています。多様な問題・
課題があるからこそ私たちのコーディネーション力が発揮される場も多彩なものになり、各地で多様な活動が行
われています。このような中、被災地支援に象徴されるように、同じ目的・思いをもった人々や組織がつながり、
新しい協働の形が生まれてきています。様々な場面でつながることで私たちの活動が着実に広がっていく実感が
あります。 
 
 今回もコーディネーションにおける課題を様々な角度から議論するプログラムを実行委員会で企画検討し、準
備してきました。全国から集まる仲間との活動の共有だけではなく「こころ」もつながる機会となり、少しでも
私たちの未来を拓くきっかけになればと願っています。 
 皆様との出会いを実行委員一同、楽しみにしています。 

参加対象  



プログラム1日目 ３月５日（土） 

プログラム2日目 ３月６日（日） 

9：20 受付開始 

9：50 開会 

10：00 オープニング全体会 
「未来を拓くコーディネーション ～多様な人たちを巻き込む新たな市民参加のしかけ～」 

P3 

11：50 オリエンテーション 

12：10 昼食休憩          ★書籍販売 

13：30～17：00 分科会A（3時間30分） 

  A-1 若者が、社会に出ても関わり続けられるポイントは？  ～地域の実践事例から考える～ P4 

  A-2 高齢化するボランティアとの向き合い方 
   ～環境＆福祉分野のボランティアコーディネーションから考える！～ 

P4 

  A-3 スポーツボランティアが地域をつなぐ効果とは？  ～コーディネーションの視点を学ぼう～ P4 

  A-4 万が一の時、ホントに大丈夫？  ～大規模災害時の施設のボランティアコーディネーションを考える～ P5 

  A-5 今こそ、市民のハートに火をつけよう！  ～笑わせてなんぼのボランティアコーディネート～ P5 

  A-6 ボランティアが政治的活動に関わるとき  ～ボランティアコーディネーターの立ち位置は？～ P5 

  A-7 ケース検討を職場、身近な地域に定着させるためのアイディア会議 P6 

  A-8 ボランティアコーディネーターのための調査入門パート１ 
   ～根拠（データ）に基づいて、明日からの実践を変えよう！～ 

P6 

  A-9 
 

ボランティアセンターに求められている役割とは何だろう？？ 
   ～組織分析（SWOT分析）から役割を導き出し事業を体系化する～ 

P6 

  A-10 中間支援組織のボランティアコーディネーション P7 

  A-11 受け入れ施設・団体のボランティアコーディネーション P7 

17：30～19：30 懇親・交流会  （講師・事例発表者の皆さんも参加されます。） P7 

9：00 開場 

9：30～13：00 分科会B （3時間30分） 

  B-1 地域の居場所から学ぶ   ～ひととココロをつなぐコーディネート～ P8 

  B-2 地域の力をコーディネート 小地域支援から考える地域の可能性 
   ～横浜独自の地域ケアプラザによる実践事例を通して～ 

P8 

  B-3 「動員」を考える   ～動員（do-ing）からdoingへ～ P8 

  B-4 組織と地域の課題にチャレンジ！ボランティアの強みを活かすコーディネーション術 
   ～コミュニティ・ユース・バンクmomoとあいちコミュニティ財団の実践に学ぶ～ 

P9 

  B-5 生活困窮者支援の現場からみるボランティアコーディネーターの出番 
   ～ハテナを解消、連携のヒントを見つけるために～ 

P9 

  B-6 「一丸(いちがん)」となって取り組む復興   ～災害ボランティアセンター運営における協働のあり方～ P9 

  B-7 ボランティア未経験者の心をワシヅカミ！頭を柔らかぁくして 試される企画力・イベント実行力 
   ～あなたの活動をより魅力的に！moreドラマチック！～ 

P10 

  B-8 ボランティアコーディネーターのための調査入門パート２ 
   ～根拠（データ）に基づいて、明日からの実践を変えよう！～ 

P10 

  B-9 マーケティング戦略の成功事例から「新しい若者」を知る 
   ～若い世代にもっとアプローチするために～ 

P10 

  B-10 大学生のボランティア 二歩目・三歩目をどうつくる？ 
   ～ボランティア・マネジメントの視点から考える 大学生の活動の継続・発展のためのヒント～ 

P11 

  B-11 子どもを通じて、親世代もボランティア活動参加へ   
   ～異世代を巻き込むコーディネーションのテクニックとは？～ 

P11 

  B-12 企業と地域 ＷｉｎＷｉｎへのコーディネーション P11 

13：00 昼食休憩 

14：00 クロージング全体会 
「ヨコだけじゃない！！タテとナナメにもつなげるコーディネーション  ～ヨコハマから架け橋を～」 

P12 

15：30 全プログラム終了 

15：45～17：45 日本ボランティアコーディネーター協会2016年度通常総会 P12 

3 【オプション企画】前日おもてなし企画 詳細はｐ７へ 



オープニング全体会  

 人口減少化社会を迎えて１０年、日本は数々の社会問題を抱えています。格差の拡大とともに生み出された「貧
困」や「孤立」はいよいよ深刻なものとなっています。特定の組織やセクターのみでは解決できない、多様な団体
や人々が協働して取り組まなければならない問題が山積し、新たな法制度やサービスの創設も進められています。 
 
 こうした閉塞状況を打開し未来を切り拓いていくためには、より多様で広範な市民が社会の問題解決に参加し、
その力を発揮していくことが不可欠になっています。このパネルディスカッションでは、多様な人々を活動に巻き
込み、積極的な参加をしかける３人の実践者を招き、“いま何が起きているのか”を検証するとともに、一人ひとり
の市民が社会を変える主体として、地域課題に取り組む当事者として、参加することの意味を考えます。 
  
   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 【担当】 川﨑 博子（横浜市社会福祉協議会）／吉川 典子（よこはま地域福祉研究センター ） 

未来を拓くコーディネーション 
～多様な人たちを巻き込む新たな市民参加のしかけ～  

３月５日（土）10：00～11：50 
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小河 光治 さん  一般社団法人子どもの貧困対策センター「あすのば」 
                           代表理事 

松井 孝憲 さん  特定非営利活動法人二枚目の名刺 常務理事 

土 屋 環 さん  社会福祉法人若竹大樹会 横浜市東寺尾地域ケアプラザ  
           地域交流コーディネーター 

■コーディネーター   筒井 のり子 さん  認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター 
                               協会（JVCA）代表理事 ／ 龍谷大学 教授 

■パネリスト 

一橋大学法学部卒業、早稲田大学院政治学研究科修了。コンサルティング会
社で人事・組織、CSR分野に従事するのと並行して、2011年2月よりNPO法
人二枚目の名刺に参画、2015年より常務理事に就任。同団体では、多様な背
景を持つ社会人チームがNPOと一緒になって団体の事業推進を実践する「サ
ポートプロジェクト」の運営を手掛け、ソーシャルセクターとビジネスセク
ターの協働を押し広げる。 

1965年、愛知県小牧市生まれ。8歳の誕生日に父が交通事故にあい８年間、
寝たきりの末、他界。交通遺児育英会と日本育英会の奨学金で進学。明治大
学卒業後、あしなが育英会に専従。神戸レインボーハウス館長、奨学課長、
調査担当、子どもの貧困担当などを歴任し、2015年3月に26年間勤務したあ
しなが育英会を退職。同年6月、子どもの貧困対策センター「一般財団法人あ
すのば」を設立し、代表理事に就任。 

平成13年に社会福祉法人若竹大寿会に入職。東寺尾地域ケアプラザのオープ
ニングスタッフになり現在に至る。平均経験年数が約4年といわれる職種だが、
横浜市内133館ある地域ケアプラザの中で一番長い15年目に突入中。ボラン
ティアコーディネーション力1級検定合格。 

大学院在学中から７年間、市民活動団体の事務局（有給）を担う。その中で
「ボランティアコーディネーター」は、これからの市民社会構築に欠かせな
い重要な存在と確信。退職後も現役ボランティアコーディネーターとの学習
会や交流を続け、仲間とともに、2001年に「日本ボランティアコーディネー
ター協会（JVCA）」を設立。龍谷大学には1999年から勤務。地域福祉論や
ボランティア・NPO論、コミュニティソーシャルワーク等を担当。 



A-1 

分科会A 
３月５日（土）13：30～17：00 

5 

A-3 

高齢化するボランティアとの向き合い方 
 ～環境＆福祉分野のボランティアコーディネーションから考える！～ 

 近年の少子高齢社会の中では、高齢者によるボランティア活動が大きな力となり、各分野で成果をあげています。
その一方、よりよい活動をしたい！等大きな目標は同じであるにもかかわらず、ボランティア同士、ボランティア
と管理者等の間で、コミュニケーションがスムーズにいかない・・・という課題もよく耳にします。 
 この分科会では、高齢社会におけるボランティア活動のプラス面、マイナス面を整理しながら、コーディネー
ターとしてどう高齢化するボランティアと向き合っていけばよいのか、ワークショップを通して参加者のみなさん
と共に考えていきたいと思います。 
 

 ■定員／対象  30名／ボランティアの高齢化で悩んでいるボランティアコーディネーター 

 

 ■講師・事例発表者     吉武 美保子 さん（特定非営利活動法人よこはま里山研究所(NORA) 主任研究員） 

 ■事例発表者  林  眞     さん（横浜市栄区男性ボランティアいでたち 代表） 

                

   
【担当】 壹崎 昌和（かながわトラストみどり財団）／鹿住 貴之（JUON(樹恩) NETWORK）／矢島 万理（NPO birth） 

A-2 

スポーツボランティアが地域をつなぐ効果とは？ 
  ～コーディネーションの視点を学ぼう～ 

若者が、社会に出ても関わり続けられるポイントは？ 
  ～地域の実践事例から考える～ 

 近年、各大学にボランティアセンターが設立されるようになり、学生によるボランティア活動も数多く展開され
ています。 
 では、卒業した学生のその後は？関心ある分野に就職できたり、IT技術などのスキルを有していればプロボノ
など活躍の場を見出せますが、それが叶わずに他業種に就職し、学生時代に培った経験を途切れさせてしまう人も
大勢います。そうした人たちが、就職した後も緩くつながり続けられるような仕組みが必要ではないでしょうか？ 
 本分科会は、社会人が積極的に参画している活動事例をヒントに、受け入れる団体・支援するコーディネーター
側に求められることを議論する場にしたいと考えています。 
 

 ■定員／対象  30名／若者に長期間関わってほしいと考える団体・コーディネーター、持続的な活動をしたい団体 

 

 ■講師  奥 ちひろ さん（秋田県南NPOセンター コーディネーター） 

 ■ファシリテーター 高城 芳之 さん（特定非営利活動法人アクションポート横浜 事務局長） 

 
【担当】 内田 健太郎（横浜アクションプランナー） 

 東京オリンピック・パラリンピックが２０２０年に開催されます。 
２０１２年に行われたロンドンオリンピックでは約７万人のボランティアが運営に携わり、成功に導きました。 
スポーツボランティアのメガイベントとしてはオリンピックがイメージされますが、近年では、各地域で開催され
る市民マラソンなどにも多くのボランティアが集まるようになり、ボランティアの活躍が注目されています。 
 スポーツイベントが地域の一つの町おこしとなっている現状も含めながら、ボランティアが与える効果について
考えていきます。 
 

 ■定員／対象  30名／行政・NPO・大学のコーディネーター 

 

 ■講師      松永 敬子 さん（龍谷大学経営学部スポーツサイエンスコース 教授） 

                

   
【担当】 大藤 毅（国立青少年教育振興機構） 
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A-4 万が一の時、ホントに大丈夫？ 
 ～大規模災害時の施設のボランティアコーディネーションを考える～ 

ボランティアが政治的活動に関わるとき 
  ～ボランティアコーディネーターの立ち位置は？～ 

A-6 

 多様な社会課題に取り組むボランティア・市民活動。当然、制度や施策のあり方に言及したり、政治的課題に関
わることもあります。しかし最近、政治的課題に触れにくい雰囲気も。先日、さいたま市議会が「一部の団体が政
治利用している」との理由で、管理基準を見直すまで市民活動サポートセンターの運営を指定管理者から市直営に
変更する条例案を可決。市民の政治的活動の自由が侵されかねないと物議を醸しています。 
 本分科会では、政治とボランティアの関係、社会運動に取り組む団体を応援するボランティアセンターのあり方
などを議論し、ボランティアコーディネーターの立ち位置について考えます。 
 

 ■定員／対象  30名／関心のある方はどなたでも 

 

 ■講師  岡本 仁宏  さん（関西学院大学法学部 教授／ボランタリズム研究所 運営委員長） 

 ■事例発表者          西川  正  さん（認定特定非営利活動法人ハンズオン！埼玉 常務理事） 

                  小林 芽里  さん（認定特定非営利活動法人浜松NPOネットワークセンター 事務局長） 

 

 ■コーディネーター 早瀬  昇  さん（認定特定非営利活動法人日本NPOセンター 代表理事／JVCA理事） 

 
【担当】 筒井 のり子（ JVCA／龍谷大学） 

A-5 今こそ、市民のハートに火をつけよう！ 
  ～笑わせてなんぼのボランティアコーディネート～ 

 今年4月の社会福祉、社会保障等制度改正により、制度サービスではカバーできない地域課題が拡大。 
 様々なくらしの問題を抱える人の生活を支え、見守るためには、既存の団体や組織等に留まらないボランティア、
市民の力が不可欠です。 
 今こそ、これからの時代のニーズを的確にキャッチし、使命感を持って活躍できるボランティアを育成する方法
を身につけませんか。福祉の現場で専門的にレクリエーション援助に関わってきた講師が、「その気にさせる」
「やる気に火をつける」ボランティアコーディネートのノウハウを伝授します。 
 

 ■定員／対象  30名／担い手の開発やボランティア育成のノウハウを学びたい方 

 

 ■講師     尾渡 順子   さん（社会福祉法人興寿会教育実践研修センター、 

                              認知症介護レクリエーション実践研究センター所長代理 社会福祉士） 

 ■コーディネーター 吉川 典子 さん（特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター） 

   
【担当】 塚原 祥子（よこはま地域福祉研究センター） 

 要援護者が生活する施設などでは大規模災害発生時に、近隣の市民や各地から専門職ボランティアの受け入れが
想定されます。現実的な対応を考えた場合にその場に残ったスタッフがコーディネートを出来るのか大きな不安が
あります。 
 施設スタッフはローテーション勤務のなかで、大規模災害が発生した時少ない人数で施設に残された場合どうし
たらいいのか。また、災害発生時に施設はボランティアに来てもらいたいのだが、どう受入れをしていいのか。  
 このワークショップでは皆さんが抱えている課題や、実際の取り組みを持ち寄り、自信を持って対応できる「安
心」を作り上げていきたいと考えます。 
 

 ■定員／対象  30名／高齢、障害施設等でコーディネーションに携わっている方 

 

 ■事例発表者  調整中 
 

 ■ファシリテーター     川瀬 和一 さん（社会福祉法人共生会） 

 

 ■コーディネーター 倉本 泰孝 さん（葉山町社会福祉協議会） 
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ケース検討を職場、身近な地域に定着させるための 
アイディア会議 

A-7 

 ボランティアコーディネーターが力量を磨くためやボランティア相談内容を職場内で共有する、組織としての対
応方針を決める、見直すために有効な「ケース検討」という手法があります。そのケース検討を参加者からの持ち
込み事例で体験し、その上で組織内や身近な地域で定期的に行うためには、何が必要なのかを参加者で協議し、定
期的なケース検討を、できるだけ多くの職場、全国の地域で開催するためのアイディアを出し合う分科会にしたい
と思います。 
※参加者には、持ち込みたい事例があるかどうかを確認し、事前に提出してもらいます。１～２事例程度。様式あり 
 

 ■定員／対象  20名／ケース検討を職場や身近な地域で実施したいと考えているコーディネーター 

                                                                ケース検討会議を体験したいと考えているコーディネーター 
 

 ■講師  山崎 美貴子 さん（東京ボランティア・市民活動センター 所長） 

   
【担当】 唐木 理恵子（JVCA／紬ワークス） 

ボランティアセンターに求められている役割とは何だろう？？ 
  ～組織分析（SWOT分析）から役割を導き出し事業を体系化する～  

A-8 

 毎日忙しく業務に追われるボランティアコーディネーター。これまでの経験値や勘、ついいつものやり方で仕事
を進めてしまう事も多いのではないでしょうか。実践の根拠を示せるようになりたいと思ったことはありません
か？「調査」というとハードルが高く感じるかもしれませんが、「明日からやってみよう！」と思えるような講義
とワークを共有します。 
 一日目は、量的調査（アンケート）、質的調査（インタビュー）の基礎を学び、自分の疑問を問いに変える作業
を行います。 
 
※基本的に２日続けての分科会になっていますが、一日だけの受講も可能です。 
 

 ■定員／対象  20名／調査の基礎を学びたい方 

 

 ■講師     加山  弾 さん（東洋大学社会学部社会福祉学科 准教授） 

  
【担当】 土屋 環（横浜市東寺尾地域ケアプラザ） 

A-9 

ボランティアコーディネーターのための調査入門 パート１  
  ～根拠（データ）に基づいて、明日からの実践を変えよう！～ 

 ボランティアセンターの仕事をしていると漠然と「組織の役割って何だろう」「今のコーディネートは何のため
に必要なんだろう」「どこに向かって進んでいけばいいのだろう？」など悩みを抱えることがあります。日々の仕
事を振り返る中で、こうした「ふと」感じた疑問をもつ人を対象に本分科会を開催します。 
 内容は、ＳＷＯＴ分析にてボランティアセンターの現状把握を行い、そこから役割を導き出し、さらにその役割
を視点に事業の分析をします。この一連の取り組みを学び、それぞれの組織で活かすことを目的とします。 
※事前に簡単なシート（業務目標、悩み等）を提出いただきます。 
 

 ■対象／定員  20名／ボランティアセンターや市民活動センターなど中間支援組織に関わる方 

 

 ■ファシリテーター 平野 友康 さん（横須賀市社会福祉協議会） 
               
【担当】 小林 幸子（神奈川県社会福祉協議会）／鈴木 有美子（神奈川県社会福祉協議会） 
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 中間支援組織のボランティアコーディネーション 
［基礎研修］ 

A-10 

 社会福祉協議会、NPO支援センター、大学ボランティアセンターなど、中間支援の役割を持った組織における
ボランティアコーディネーションの基本的な考え方や、コーディネーターの役割などを学びます。 
 

 ■定員／対象  30名／社会福祉協議会、NPO支援センター、大学ボランティアセンターなどの中間支援組織で 

                      ボランティアコーディネーションに携わる初心者（おおむね1年未満）の方、または今後その 
                      予定がある方 
 

 ■講師  石井 祐理子 さん（京都光華女子大学 准教授） 

 受入れ施設・団体のボランティアコーディネーション 
［基礎研修］ 

 病院、福祉施設、美術館、文化施設や非営利組織・団体などにおけるボランティア受入れの手法（ボランティア
マネジメント）について、基本的な考え方や、コーディネーターの役割などを学びます。 
 

 ■定員／対象  30名／病院、福祉施設、美術館、文化施設や非営利組織・団体などでボランティアコーディ 

                      ネーションに携わる初心者（おおむね1年未満）の方、または今後その予定がある方 
 

 ■講師  後藤  麻理子 さん（認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 事務局長） 

A-11 

 全国から集まったボランティアコーディネーターの情報交換・出会いの場です。大いに語り合い、交流を深めま
しょう。講師・事例報告者の皆さんの多くもご参加されます。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 
 

※このプログラムは別料金です。（参加費4,000円、ビュッフェ形式） 
※お申し込みの際に「参加」の希望をご記入ください。 
 

 ■内容 懇親交流、お土産選手権、その他 
 
 
【担当】 嶋 宏之（横浜市高田地域ケアプラザ）／柳川 友希子（横浜市下和泉地域ケアプラザ）／生田 純也（踊場地域ケアプラザ）／ 
     畑中 祐美子（港北区地域子育て支援拠点どろっぷ）／土屋 環（横浜市東寺尾地域ケアプラザ） 

“お･も･て･な･し” よこはま 

３月５日（土）17：30～19：30 懇親・交流会  

３月４日（金） 

 一足早く横浜入りして、土地の人と出会う機会や、集会の前夜やから懇親できる特別企画。近隣
の地域別にコースを設置しますので、ちょっと覗いて地元の仲間と交流しませんか？ 
 各会場には、JVCA理事・運営委員などのうち、地元にゆかりのあるメンバーが待機する予定です。
（本大会とは別枠のオプション企画です） 
 
■日 時：３月４日（金）午後から夜にかけて順次 
■会 場：横浜市内 
■コース(予定)：「横浜中華街」「活動団体訪問」等 
■参加費：コースごとに実費を設定        ※詳しくは、ウェブ・Facebookで告知します 

前日おもてなし企画  昨年好評につき、こんな企画もありますよ♪ 
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B-2 

地域の居場所から学ぶ 
                        ～ひととココロをつなぐコーディネート～ 

 地縁社会の機能が薄まりつつある中、地域で市民がゆるやかにつながる場が各地で広がりを見せています。コ
ミュニティカフェ、住み開きといった場所や、地域の見守りといった場とカタチはさまざまですが「地域のひとを
つなぎたい」という想いをもとに工夫をこらしています。そこには自らコーディネーターと名乗ったりせずに、は
たらきかけを行う市民もいて、地域のひとをココロからつなぐ多くの経験と知恵を持っています。 
 そこで地域の居場所づくりの取り組みから、地域で活躍するコーディネーターのような役割の方を知り、地域に
根ざしてつなぐヒントをみなさんとともにみつけていきます。 
 

 ■定員／対象  30名／居場所から地域とひとをつなぎたいと考えているコーディネーター 

 

 ■事例発表者  中村 久子 さん（特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブたすけあいぐっぴぃ 理事） 

                  中島 肖子 さん（場所づくり研究所 有限会社プレイス） 

 
【担当】 佐藤 亜弓（東京ボランティア・市民活動センター）／山田 美智子（はぐっと）／ 
     平井 美香（愛隣会 地域交流スペースここからカフェ） 

B-1 

分科会B  
３月６日（日）9：30～13：00 

地域の力をコーディネート 小地域支援の視点から考える地域
の可能性 ～横浜独自の地域ケアプラザによる実践事例を通して～ 

 地域ケアプラザは、福祉保健活動や交流の拠点として中学校区に１館ある横浜独自の施設です。 
そこにいる地域活動交流コーディネーターは、地縁団体、テーマ型のボランティアやNPO、機関などをつなぐ
コーディネートをし、住民目線を持って地域課題に立ち向かっています。 
 その実践から、地域の力や人や活動をつなぐことで効果的に地域を活性化させていく可能性を探りましょう。 
 

 ■定員／対象  30名／社協職員、中間支援組織やまちづくりセンター職員、地域とのつながりを考えている方など 

 

 ■講師      佐塚 玲子 さん（特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター センター長 副理事長） 

 
【担当】 嶋 宏之（高田地域ケアプラザ）／生田 純也（踊場地域ケアプラザ）／栁川 友希子（下和泉地域ケアプラザ）／ 
     畑中 祐美子（港北区地域子育て支援拠点どろっぷ）／川﨑 博子（横浜市社会福祉協議会） 

「動員」を考える  
    ～動員（do-ing）からdoingへ～ 

B-3 

 ボランティアコーディネーターはボランティア活動を展開する際、ボランティアを募り多くの参加を求めます。
しかし時に「動員」を前提に企画が組まれていたり、動員しなければ成立しないボランティア活動があるのも事実
です。一方で動員されているボランティアは「マンネリな活動につきあわされてる」「つまらない」といったこと
から負担を感じていることも多いのではないでしょうか。 
 この分科会は「動員」によるボランティアの「負担感」を整理し、ボランティアコーディネーションを通じてど
のようにして魅力ある活動につなげていけるのか。その条件や手法について参加者同士で考えます。 
 

 ■定員／対象  30名／「動員」について興味関心のあるコーディネーター 

 

 ■コーディネーター 西川 正 さん（認定特定非営利活動法人ハンズオン！埼玉 常務理事） 

 
【担当】 小野 智明（横浜創英大学）／三田 響子（相模原市社会福祉協議会） 



「一丸(いちがん)」となって取り組む復興 
   ～災害ボランティアセンター運営における協働のあり方～ 

B-5 
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組織と地域の課題にチャレンジ！ボランティアの強みを活かす
コーディネーション術  ～コミュニティ・ユース・バンク
momoとあいちコミュニティ財団の実践に学ぶ～ 

 この分科会では、NPOの事業活動全般に「外部者」としてボランティアが参画し、団体メンバーと共に経営戦
略の立案や課題解決に必要な調査などを行っている2つの団体で展開されているボランティアコーディネーション
の事例を徹底的に深堀りします。 
 「若いボランティアはどうやって集めているの？」「NPOとボランティアと事務局（コーディネーター）、ど
んなふうに意思疎通を図っているの？」「“フレンドレイザー”や“モグラー”などのネーミングは誰が考えている
の？」などの率直な疑問を講師にぶつけ、参加者の翌日からの業務に反映させることを目指します。 
  
 ■定員／対象  20名／ボランティアの強みを活かして組織と地域の課題を解決したいコーディネーター 

 

 ■講師     木村 真樹 さん（コミュニティ・ユース・バンクmomo／あいちコミュニティ財団 代表理事） 

 
【担当】 土崎 雄祐（宇都宮大学） 

B-4 

B-6 

 震災に限らず、毎年の様に風水害や雪害のため災害ボランティアセンターが設置・運営されています。 
 災害ボランティアセンターは地元社協が中心となって運営することが現在の主流であり、平時から地域団体やボ
ランティア団体との連携を深める努力がなされていますが、災害規模によってはＮＰＯやＮＧＯ、企業など幅広い
連携と協働が必要となります。 
 効果的な連携と協働のためには、お互いの行動理念や価値基準、得手不得手を理解する必要がありますが、現状
では十分な協議が進んでいるとは言えない状況です。活動事例などを通じて、お互いの機能と課題を整理し、マネ
ジメントやコーディネートのあり方を考える場とします。 
 

 ■定員／対象  30名／社協/NPO/NGO/JC/企業/自治体などで、災害ボランティア運営に関係する方々 

 

 ■講師・コーディネーター 秦  好子 さん（元 横浜市消防局指導課長） 

 

 ■事例発表者  柴田 貴史 さん（鹿沼市社会福祉協議会） 

                  中田 祐恵  さん（共同通信社 記者） 

                  ピースボート災害ボランティアセンター(調整中）        

 
【担当】 小林 孝行（座間市社会福祉協議会） 

生活困窮者支援の現場からみるボランティアコーディネーター 
の出番  ～ハテナを解消、連携のヒントを見つけるために～ 

 2015年4月、全国で生活困窮者自立支援事業が始まりました。 
 「市民の暮らしはどう影響しているの？」「ボランティアコーディネーターとのかかわりはどうなっているの？」 
いくつもハテナ（？）が浮かぶのではないでしょうか。 
 この分科会では、だれもが陥る恐れのあるこの問題の理解を深めながら、4月から事業を担当している方をお招
きし、生活困窮者支援の現場からみたボランティアコーディネーターに対する期待や想いを語っていただきます。
後半ではボランティアコーディネーターからみた生活困窮者支援を語り合い、連携ポイントを探っていきます。 
 

 ■定員／対象  30名／生活困窮者支援に関心のある方（とくにボランティアセンター担当者歓迎） 

 

 ■コーディネーター     阿部 陽一郎 さん（全国社会福祉協議会地域福祉部 担当部長／JVCA理事）                       

 ■講師            新保 美香  さん（明治学院大学 教授） 

 

 ■事例発表者     大戸 優子  さん（いちはら生活相談サポートセンター センター長） 

                    井岡 仁志  さん（高島市社会福祉協議会 事務局長、ボランティア・福祉学習センター長／ 

                                                                                     JVCA理事） 
 
【担当】 疋田 恵子（杉並区社会福祉協議会） 



ボランティアコーディネーターのための調査入門パート2   
  ～根拠（データ）に基づいて、明日からの実践を変えよう！～ 

 毎日忙しく業務に追われるボランティアコーディネーター。これまでの経験値や勘、ついいつものやり方で仕事
を進めてしまう事も多いのではないでしょうか。実践の根拠を示せるようになりたいと思ったことはありません
か？「調査」というとハードルが高く感じるかもしれませんが、「明日からやってみよう！」と思えるような講義
とワークを共有します。 
 二日目は自分の担当地域のコーホート図（年齢別人口統計）の分析と調査票の作成を中心に体験します。 
 
※基本的に２日続けての分科会になっていますが一日だけの受講も可能です。 
 

 ■定員／対象  20名／調査の基礎を学びたい方 

 

 ■講師     加山 弾 さん（東洋大学社会学部社会福祉学科 准教授） 

 
【担当】 土屋 環（横浜市東寺尾地域ケアプラザ） 

B-8 
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マーケティング戦略の成功事例から「新しい若者」を知る 
  ～若い世代にもっとアプローチするために～ 

 講師は広告代理店で長年マーケティングを担当し若者研究を進めるマーケッターです。若者と密に向き合うため
「ADK若者スタジオ」通称「ワカスタ」を立ち上げ、若者たちと一緒に若者を研究しています。今の若者にはど
んな特徴があるのか、彼らにアプローチするにはどうすればいいのか…。研究から見えてきた「新しい若者」の傾
向について分析します。分析をふまえて「ワカスタ」メンバーも参加し、若者を対象に想定した企画を立てるワー
クショップも行います。 
 

 ■定員／対象  30名／若い世代にアプローチしたいコーディネーター 

 

 ■講師  藤本 耕平 さん（株式会社アサツーディ・ケイ プランニング・ディレクター） 

 

 ■事例発表者  若者研究部隊「ワカスタ」メンバー 
   
【担当】 薮田 真理子（荒川区社会福祉協議会 あらかわ地域活動サロンふらっと.フラット） 

B-7 

B-9 

ボランティア未経験者の心をワシヅカミ！頭を柔らかぁくして 
試される企画力・イベント実行力 
    ～あなたの活動をより魅力的に！moreドラマチック！～ 

 近年、インターネットやＳＮＳの普及により、様々な催しへの参加の促進、イベントの周知、仲間作りが変化・
発展してきています。「朝活」「夕活」「○○活」などの言葉も生まれる中で、余暇活動や自己啓発として地域活
動・ボランティアをとらえてもらい、魅力のある企画で、今まで地域活動・ボランティアに関心がなかった方でも
参加したくなる、新しくて楽しい、なおかつしっかり活動目的を理解していただくような取り組み、イベントの可
能性について考えていきます。 
 

 ■定員／対象  30名／中間支援組織・施設・ＮＰＯのボランティアコーディネーター 

 

 ■講師     今村 ひろゆき さん（まちづくり会社ドラマチック 代表社員） 

 
【担当】 伊藤 未央子（千代田区社会福祉協議会） 
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B-10 

B-11 

 中間支援組織や施設、学校などで企画する子ども対象の講座やイベントには、子どもだけでなく父母・保護者も
一緒に参加する姿が見られます。親世代もボランティアや地域活動への参加の機会・きっかけを探しているのでは
ないかと思われます。そのような世代にアプローチして、その後のボランティア・地域活動につなげていくことは
大変有効なのではないでしょうか。施設や地域、学校の活性化にもつながるからです。 
 そこで、子どもと一緒に参加した親世代を、その後のボランティア活動参加へとつなげるコーディネーションに
ついて一緒に考えていきます。ファシリテーターは『親子ではじめるボランティア』（金子書房）の著者です。 
 

 ■定員／対象  30名／中間支援組織や施設職員、学校関係者をはじめとする機関団体において、 

                      ボランティアコーディネートをしている方 
 

 ■ファシリテーター 長沼 豊 さん（学習院大学文学部教育学科 教授／JVCA理事） 

 

 ■事例発表者  環境分野の中間支援組織（調整中） ／障害者施設地域交流事業担当者（調整中）／  
         学校中心に活動している児童親のグループ（調整中） 

  
【担当】 平林 秀敏（川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター） 

子どもを通じて、親世代もボランティア活動参加へ 
   ～異世代を巻き込むコーディネーションのテクニックとは？～ 

大学生のボランティア 二歩目・三歩目をどうつくる？ 
～ボランティア・マネジメントの視点から考える  
            大学生の活動の継続・発展のためのヒント～ 

 “○○入門”“夏のボランティア体験”“○○祭り運営ボランティア”など、活動への入口となる様々なプログラム…。
初めての学生が参加しやすい一方、一度きりで終わってしまいその後に結びつかないことも少なくありません。プ
ログラム内容以外にも、受入態勢や声がけ、雰囲気づくりなど、もう少し身近な部分で工夫できることもあるので
はないでしょうか。 
 この分科会では、「一歩」を踏み出した学生を「二歩目」以降につなげ活動をより深めるために、どのような工
夫ができるのか、ボランティア・マネジメントの基礎と、大学生の特徴を踏まえつつ、様々な立場の皆さんと一緒
に考えたいと思います。 
 

 ■定員／対象  30名／大学ボランティアセンター、地域のボランティアセンター、 

                      大学生を受け入れている（受け入れたい）施設や団体等のコーディネーター など 

 ■ファシリテーター 赤澤 清孝 さん（特定非営利活動法人ユースビジョン 代表） 

 

 ■事例発表者  学生のインターンを受け入れているNPOのスタッフ（調整中） 

   福祉施設のボランティア受け入れ担当のスタッフ（調整中） 

 
【担当】 柳澤 更沙（明治大学和泉ボランティアセンター）／高城 芳之（アクションポート横浜） 

B-12 

 現在、多くの企業が企業理念や経営理念に基づきＣＳＲ活動に取り組んでおり、組織や社員個人での地域活動や
ボランティア活動が広がっています。一方、地域活動やボランティア活動も、これまで中心的に活動してきた担い
手の高齢化に伴う慢性的な人材不足に陥っているという状況があります。 
 異なる２つの実態を近づけ、より有効に活動を展開させていくためには中間支援組織によるマッチング、コー
ディネートは不可欠です。この分科会は、中間支援組織に期待されている機能を明らかにしながら、それぞれの
コーディネーターの役割や視点を考えていきたいと思います。 
 

 ■定員／対象  30名／企業の地域貢献活動を支援する（企業と地域との交流を支援する）コーディネーター                      

 

 ■コーディネーター 加留部 貴行 さん（九州大学大学院 客員准教授／JVCA運営委員） 

 

 ■事例発表者        戸川 孝則  さん（横浜市資源リサイクル事業協同組合 企画室室長） 

               企業との連携や交流を展開している団体職員（調整中） 

 
【担当】 田中 一樹（横浜市社会福祉協議会） 

 企業と地域 ＷｉｎＷｉｎへのコーディネーション 
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クロージング全体会  

ヨコだけじゃない！！タテとナナメにもつなげるコーディネーション 
～ヨコハマから架け橋を～  

３月６日（日）14：00～15：30 

JVCA ２０１６年度通常総会 

 JVCCのプログラム終了後、日本ボランティアコーディネーター協会（JVCA）の通常総会があります。大切な協
議の場になりますので、会員の皆さんはぜひご出席ください。 
 
 会員以外の方も傍聴できます。 
 ※会員になることをお考えの方は、ぜひお越しください。JVCAのことがわかります。 

つながり広場のご案内 

 ボランティアコーディネーションに役立つ情報をご紹介します。みなさまのご来場をお待ちしております♪ 
 ◆ボランティアコーディネーションに関連する図書販売 
 ◆参加者持ち寄りによるパンフレット等情報設置コーナー 
 ◆JVCAコーナー 
  ・理事、運営委員によるプチ相談、JVCAの活動紹介、会員マップ等の展示 
  ・新規会員受付!!! 
  （集会中に入会されると、その場でJVCC参加費の会員割引2,000円分をキャッシュバックします!!） 

JVCC期間中、会場内に“つながり広場”を開設しています！ 
～出会いと発見がいっぱいです～  

３月６日（日）15：45～17：45 

 分科会の内容を踏まえて、参加者全員で「未来を拓くコーディネーション」を考えます。 
（ワークショップ型） 

ヨコハマからみんなで未来に向けて 
元気になる全体会にしましょう！ 

■ファシリテーター 長沼 豊 さん（学習院大学文学部教育学科 教授／JVCA理事） 
 
学習院大学教授。JVCAではコーディネーション力検定試験の基礎を創る。横浜生まれ。 
横浜市社会福祉協議会主催「先生のための福祉教育講座」に10年以上にわたって講師として 
かかわる。朝ドラの大ファンで今年は横浜が舞台だった「まれ」に感激。 
著書『人が集まるボランティア組織をどうつくるのか～ 
     「双方向の学び」を活かしたマネジメント～』（ミネルヴァ書房、単著） 
  『学校ボランティアコーディネーション』（筒井書房、編著）など。 

  
【担当】 土屋 環（横浜市東寺尾地域ケアプラザ）／川﨑 博子（横浜市社会福祉協議会）／吉川 典子（よこはま地域福祉研究センター） 



 市民が主体的に問題解決に取り組む社会を実現するために、一人ひとりの社会参加意識を高め、積極
的に行動することを応援する専門スタッフとして「ボランティアコーディネーター」の存在はきわめて
重要です。しかし、充分に社会的認知を得ていないことから、多様な分野で活動するボランティアコー
ディネーターの専門性の向上と社会的認知を進め、専門職としての確立を図ることを目的に、2001年 
1月に設立（同年8月にNPO法人化）いたしました。 

JVCAとは 
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市民の社会参加を支えるプロをめざして 

＜JVCAがめざすもの＞ 
ボランティアコーディネーターを専門職として確立することをめざしています 

 
＜事業・活動の3つの柱＞ 

ボランティアコーディネーターのネットワークの確立 
ボランティアコーディネーターの専門性の向上 

ボランティアコーディネーターの社会的認知の促進 
 

＜取り組んでいる事業＞ 

 
1 情報の収集と提供活動 
 
①ニュースレターの発行 
②メールマガジンの発信 
③ブックレット・書籍の発行 
④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・facebook 
 の運営 
⑤文献･データの 
 情報収集 

 
2 全国研究集会の開催 
 
ボランティアコーディネー  
ターたちが一堂に会する 
＜全国ボランティアコーディ 
ネーター研究集会（JVCC）＞ 
の開催 
 
 

 
3 検定システムの実施 
 
①ボランティアコーディネー 
 ション力1級・2級・3級検定 
 試験・直前研修の実施 
②JVCA認定ボランティアコー 
 ディネーターシステムの開発 
 

 
4 研修・セミナーの開催 
 
①ボランティアコーディネーター 
 初任者向け研修の開催 
②ボランティアコーディネーター 
 実務者向け基礎・応用研修の 
 開催 
③研修講師の派遣 

 
5 調査・研究活動 
 
①ＪＶＣＡ会員ニーズ・満足度 
 調査の実施 
②グッドプラクティス事例の 
 収集 
③ボランティアコーディネー 
 ションに関する研修実施状況 
 についての調査 

 
6 ネットワークの推進 
 
①会員メーリングリストの運営 
②ＣｏＣｏサロンの開催支援 
③ボランティアコーディネーター 
    基本指針の配布・普及 
④国内外の関係団体との連携、 
 協働 
 

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-13 末よしビル別館30D 
TEL：03-5225-1545 FAX：03-5225-1563 

Eメール：jvca@jvca2001.org 
 

 詳しくは→ http://www.jvca2001.org/  



①申込み方法 
 下記WEBページから申し込むか（早割扱いが可能）、裏面参加申込書に必要事項をご記入のうえ事務局
まで郵送またはFAXでお申込み下さい。 
 

JVCC2016：WEBページ http://www.jvcc2016.com 
（「WEB早割」の申込みは、1月29日（金）正午まで！） 
申込締切日は、2016年2月5日（金）午後５時必着です。 
 
※確認のため、控え（コピー）を保管して下さい。 
※締切日前に定員に達した場合は、その時点で締切とさせていただきますので、早めのお申込みをお勧めします。 
 
★参加申込書に関する個人情報の取り扱いについて 
※裏面参加申込書にご記入いただいた個人情報は、本研究集会の開催に必要な連絡調整、担当実行委員・講師へ
の告知、今後の本研究集会と日本ボランティアコーディネーター協会の事業のご案内のみの目的で使用します。 
・ただし、参加者同士の交流のために、名前、都道府県、所属団体、参加分科会は「参加者名簿」に掲載し、全
参加者、全スタッフに配布します。 
・参加される分科会によっては、本要項に明記されていない場合でも、事前アンケートをお願いしたり、事前に
メーリングリスト等が設置されたりすることがあります。 
 
★参加費の「WEB早割」について 
 2016年1月29日（金）正午までに、上記のWEBページから申込まれた方は、参加費を1,000円割引きます。 
郵送ならびにFAXでのお申込みの場合、割引期間内でも上記割引は適用できませんので、ご注意ください。 
 
②参加費の送金 
 参加申込書を受付けた後、入金の手続きについてのご案内をお送りしますので、参加費等をお振込みください。 
 (ご入金後は原則として返金できませんのでご了承ください。) 
 
※集会中に、JVCAに入会されると、会員参加費との差額をキャッシュバックします！ 
 会場内の「つながり広場」で入会手続きされると、その場で会員参加費との差額2,000円をご返金します。 
 
※宿泊について 
 宿泊の手配は事務局では行いませんので、各自でお願い致します。予約は早めになされることをお勧めします。 
 

 

全国ボランティアコーディネーター研究集会2016(JVCC2016)実行委員会事務局 
認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会(JVCA)内 
 
 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-13 末よしビル別館30D 

 TEL：03-5225-1545（火曜～土曜、10:00～19:00） 

 FAX：03-5225-1563 

 E-mail：jvcc2016@jvca2001.org 

 URL：http://www.jvcc2016.com 

申込方法 

問合せ 
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参加申込書 

ふりがな 

歳代 

□ 女 
□ 男 

□一般  □JVCA正会員  □JVCA準会員 

名前 □ボランティアコーディネーション力1級検定合格 

□ボランティアコーディネーション力2級検定合格 

□ボランティアコーディネーション力3級検定合格 

 
所属団体 

団体法人格等 

役職・担当 

連絡先 
□職場 
□自宅 

〒 

             都道 
             府県 

TEL 携帯電話 

FAX E-Mail 

あなたが、ボランティアコーディネーション
に関わった年数 

        
           年       か月 

あなたの活動形態（ボランティアコーディ
ネーション業務の定義は1ページ） 

□専任でボランティアコーディネーション業務を担当  □以前担当していた □今後担当予定 
□兼任でボランティアコーディネーション業務を担当  □担当したことはない  

 
あなたの所属団体の活動分野 
 最も近いものを1つ選んで下さい 

□社会福祉  □保健・医療  □社会教育  □青少年育成     □学校教育(小中高大)   
□文化・芸術・スポーツ      □環境保全  □国際交流・協力    □男女共同参画 
□まちづくり  □災害支援 
□中間支援 ボランティアセンターなど  □CSR 
□その他（                                                 ） 

JVCCへの参加回数 □初めて  □2回目  □3回目  □4回目以上 

分科会番号 参加の動機（分科会決定時の参考といたしますので、できるだけ詳しくお書き下さい） 

3
月
5
日
（土
） 

分
科
会
Ａ 

第1希望：A- 

第2希望：A- 

第3希望：A- 

3
月
6
日
（日
） 

分
科
会
Ｂ 

第1希望：B- 

第2希望：B- 

第3希望：B- 

懇親会    3月5日（土）   □参加（参加費 4,000円）  □不参加 

★参加希望分科会 

◆参加費 一般13,000円（早割12,000円）、JVCA正会員・準会員11,000円（早割10,000円）、懇親会参加費4,000円 

あなたの参加費は         研究会参加費           懇親会参加費           合計 

(★ご自身でご記入ください)                  円 ＋                円 ＝                     円 

特に配慮が必要な点があればご記入下さい：     ・車いす利用    ・その他（                                ） 

事務局 

記入欄 

受付日 受付連絡日 入力日 通知発送日 5日分科会 6日分科会 懇親会 

■2016年1月29日正午までにWEBで申し込めば「早割」適応。FAX：03-5225-1563（JVCC2016実行委員会事務局） 

★すべての項目に、正確かつハッキリとご記入ください。 

16 ※FAXの場合はコピーしたものをお送りください。本紙は保管ください。 


