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県内には、ＮＰＯ活動について「みる」こと、「きく」ことはあるけれど、まだ「参

加したことがない」という県民がたくさんいます。 

皆さんの団体でも、ぜひ、体験希望者を受け入れてみませんか？ 

 

このガイドブックは、これから体験者の受け入れをはじめてみようと思っているＮ

ＰＯの方々に、受け入れの手順やポイントを紹介するものです。 

  

このガイドブックを見て、団体の皆さんで話し合い、受け入れのイメージを膨らま

せてみてください。 

そして、よりよい受け入れを行うための参考書として、ご活用ください。 

 

 

 

受け入れをすると、こんないいことがあります！ 
 

●団体のミッションを伝え、広めることができる 

●団体の会員や継続的に活動する人が増加する 

●団体の事業力が向上する 

●団体の事業内容を見直すきっかけとなる 

  

●県民に対して、ＮＰＯ・ボランティア活動への関心や理解を 

深めることができる 

 

  さあ、受け入れをはじめましょう！ 
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受け入れ前にすることは 

                           → ４ページへ 
１．事 前 

 

 

                        受け入れ当日にすることは 

                           → ８ページへ 
２．当 日 

 

 

受け入れ後にすることは 

                           → １１ページへ 
３．事 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

１ 受け入れをする前に 

 

■ 受け入れの目的 

受け入れをする前に、なぜ受け入れをするのか、その目的を団体内で話し合うこと

が大切です。 

そして、受け入れの条件（日程、時間、人数、活動内容など）を明確にしましょう。 

 

■受け入れ担当者の設置 

受け入れ担当者を、決めましょう。 

担当者が決まっていると、市民活動支援センター等との連絡調整や、体験者との意

思疎通をスムーズに行うことができます。 

また、受け入れは、担当者だけでなく、団体のすべてのスタッフで協力して取り組

みましょう。 

 

 

 

Ｑ．受け入れにお金はかかるの？ 

Ａ．受け入れにかかる費用には、印刷代、昼食代、茶菓子代、通信費、紙等消耗品
費、体験終了時に進呈する記念品代等があります。 

体験者には、交通費や昼食代を負担してもらう場合が多く、それ以外の費用は、
基本的に受け入れ団体の負担となります。 

 

Ｑ．ボランティア保険の取扱いは？ 

Ａ．体験者がけがをしたり、けがをさせてしまったり、物を壊してしまうという可能性があ
ります。 

そのような場合に備えて、できるだけボランティア保険に加入しておきましょう。 
なお、活動体験事業を実施する市民活動支援センターや市町村が、一括して体

験者のボランティア保険加入を行っている場合もあります。 

 
ココが知りたい！ Ｑ＆Ａ
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２ 体験プログラムの作成 

 

■体験プログラムの作成 

体験者を募集するにあたって、「体験プログラム」を作成しましょう。 

「体験プログラム」とは、“どんな体験をしてもらうかの企画書”です。 

活動内容、体験者の役割、活動場所、日程、人数、その他の条件などを明らかにす

るものです。 

＜活動内容＞ 

受け入れ団体の声 ①体験プログラムの作成 
 

 

  
●体験者を“猫の手”のように考えない。きちんと事業を理解してもらい、体験者に適

した業務に携わってもらうことが大切。 
●専門的な知識や技術を要する業務や危険を伴う企画は基本的に入れない。その

ような内容をプログラムに入れる場合は、事前に説明会を実施して十分に理解や
技術の習得を図る。 

●事前に、体験者の得意なことや体験してみたいことを聞き、できるだけ希望に合わ
せて役割を決定し、個性を生かして、活動してもらっている。 

＜日程＞ 
○初めての人にとっては、単発や期間限定だと参加しやすいと思う。 
○日曜日のイベント系プログラムと平日用のプログラムを用意し、参加しやすいように

している。 
○学生は、夏休みの体験者が多い。 
○近隣の学校の行事予定をチェックし、体験日が学校の行事と重ならないようにして

いる。 
＜対象・人数＞ 
●小学校低学年の体験者が多かったが、活動内容が難しく、苦労していた。利用者

には事前にお知らせして理解していただいているが、迷惑がかかってはいけないの
で対象年齢を検討する必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

●体験者の人数が多いと、スケジュール管理や準備、当日の対応などに時間や人
手が必要。 

●活動場所のスペースに対して体験者の人数が多すぎたため、場所が狭く、スムー
ズに活動できなかった。 

＜その他の条件＞ 
○お弁当持参というのは、小学生、中学生には敷居が高いので、お弁当付きにした。
○年齢、性別、体力などプログラムに参加条件を記載したら、体験者があまり集まら

なかった。 
○なるべく気軽に参加できるように、体験者の持ち物を少なくしている。 
＜広報＞ 
●学校からの呼びかけが効果的。学校の先生の意識が高いと参加する学生が増え

る。 
●別の講座などを実施するときに、体験者の募集についても広報している。 
●大学の教授が体験してくれたことで、その教授が教授会にはかり、活動体験が授

業の一環になった。 
●教育委員会に団体を信頼していただけるよう、先生とつながることが大切。 
●知人や関係者からの紹介による体験者が多い。日ごろのネットワークが重要。 
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３ 受け入れの準備 

 

■体験者との連絡・調整 

担当者は、持ち物や昼食の取扱いなどについて伝えたり、体験者からの問い合わせ

に答えるなど、体験者との連絡・調整を行います。 

 

また、必要に応じて、団体のパンフレット等の資料や、体験日のスケジュール、留

意事項などを事前に送付します。 

 

 

 

 

＜事前連絡のメリット＞ 
●体験者の中には、ちゃんと申込みができているのか不安な方もいるので、事前

連絡をすることで、不安を取り除くことができる。 
●体験の内容によっては、不安を感じている方もいるので、オリエンテーションや当

日打合せを行うことなどを連絡することで、不安を取り除くことができる。 
●体験日や場所を確認することで、体験日を忘れる、道がわからないというような

ことを防いでいる。 
●事前に団体の資料やＨＰを見てくるよう案内することで、団体のミッションを伝達

している。 
＜事前連絡の方法・内容＞ 
○場所がわからない人には、メールやＦＡＸで、日時や地図、アクセス方法を連絡

している。 

受け入れ団体の声 ②体験者との連絡 

○現地集合の場合は、担当者の携帯電話の番号を伝えておく。 
○電話で、活動内容や時間などを説明している。 
○手間を最低限にするため、あらかじめ連絡用のＦＡＸのひな型を作っておき、そ

れを送信している。また、友達同士での参加の場合は、連名にして１名に送って
いる。 

○団体のリーフレット、スケジュール、ボランティアの心構えなどを郵送している。 
○宿泊を伴う活動の場合は、保護者の意向確認の書面を送付して、記名押印し

て、当日持参してもらっている。 
＜団体で申込みを受ける場合の留意点＞ 
●電話を受けるすべてのスタッフが、申込みの対応方法を心得ているようにするこ

とが大切。 
●申込みがあった場合は、すぐに返事をする。 
●担当者が直接話すのがよいので、電話での申込みには担当者から折り返すと伝

えている。 
●第一印象が一番大切なので、受け入れについてよく知っている人が対応する。 
●留守番電話が多いと、不信感や誤解が生じてクレームになりやすい。 
●活動時間外は、留守番電話のメッセージに担当者の携帯電話の番号を入れて

案内している。 
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■物品の準備 

受け入れ日にスムーズに体験者を迎えられるよう、当日までに、必要な物品を準備

しておきましょう。 

活動に必要な物のほか、体験者に配布する団体の資料や、体験日のスケジュール、

活動時の留意事項、アンケートなどがあります。 

 

また、活動内容によっては、体験者の名札、スタッフ証などもあるとよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

＜活動現場の確認＞ 
●活動場所に体験者の持ち物を置く場所や更衣室があるかを確認する。 
●屋外での活動なので、現地の下見確認に行き、トイレの有無や、大きなけがに結

びつくような、マムシ、スズメバチなどの危険がないかを確認している。 
 
＜その他＞ 
○けがのあった場合の救急用具の準備や、けがの場合の対応をスタッフに伝えてい

る。 
○当日あいている近隣の病院などの状況を調べておく。 
○各業務の担当者や、担当者の役割を決め、各々の連絡先を伝達しておく。 
○参加者のグループ分けを行い、当日の各グループの担当者を決める。 
○団体のスタッフに、体験者の人数や年齢などを伝えておく。 
○体験者のフォローの仕方、声かけの方法などを、当日携わるすべてのスタッフに

伝えておく。 
 

 

受け入れ団体の声 ③当日までの準備  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

当日、バタバタしてしまうと、 

体験者の求めているような受け入れは

できないよね！ 準備は大切だね♪ 
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１ オリエンテーション 

 

■ オリエンテーション 

活動に入る前に、オリエンテーションを行いましょう。 

体験者に、なぜその活動をするのかを伝え、体験者が、団体のミッションや活動の

趣旨をしっかりと理解した上で、活動することが大切です。 

 

また、当日の流れ、活動での注意点、責任者などを伝え、体験中も担当者が体験者

をサポートできるようにしましょう。 

 

 

●オリエンテーションを実施することで、体験者に活動の趣旨を理解した上で体験
してもらえる。 

●体験者が何をするのか、どんな支援をするのかを、体験者にしっかりわかるよう
に示すことが大切。 

●団体のコンセプトと異なる行動をしないために、団体の活動の趣旨を説明してか
ら、体験に入ってもらっている。 

●宿泊を伴うので、保護者に必ず確認を行い、事前に説明会を開いている。 
●体験者の緊張をほぐすために、自己紹介をしている。 
●活動の始めに体験者から利用者に挨拶してもらって、スムーズに活動できるよ

うにしている。 
●団体の理念を伝えると、責任を持って活動してもらえる。 
●掃除の仕方や物の置いてある場所を最初に説明しておくと、スムーズに活動で

きる。 
●活動日の前に、体験者を集めて説明会を行い、スケジュールの読み合わせな

どを行っている。 
●活動日の前に講座を行い、活動に必要な知識をつけてもらっている。 

受け入れ団体の声 ④オリエンテーション  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●体験者が作業をするだけでは体験にはならない。事業の全体像を見せて、その
中のどういう位置づけの活動なのかを理解してもらわないと、継続的な活動に
はつながらない。 

 

 
＜苦情の事例＞ 
○活動の位置づけを伝えなかったことで、体験者から後日、参加してこれが何に

なったの？という苦情が主催者に対してあった。 
○参加費がかかったけれど、何のお金だったのか不明だという苦情があった。 
○保育の施設で、体験者の爪が長く、利用者（子どものお母さん）から指摘があっ

たので、今は、活動前に体験者の爪のチェックをしている。 
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２ 体験中のフォロー 

 

■体験中のフォロー 

体験者がスムーズに活動に参加でき、楽しく活動できるように見守りましょう。 

体験者が困っていることがないか、気付けるように、目配り気配りをしましょう。 

 

  
●体験者がうまく活動できるよう、声のかけ方や目配り等をスタッフ全員に周知し、フォローの体制

を整えておく。 

●グループごとの担当者を決めておき、担当者がフォローする。 

●体験者が安心できるよう、受け入れ担当者が、体験日に必ず行くようにしている。 

●体験者がうまく活動できない場合、コミュニケーションがとれていない場合は、声をかけてアドバイ

スする。 

●引っ込み思案な体験者にはスタッフが配慮して、居やすい雰囲気を作る。 

●声かけをして、体験者に無理のないように活動してもらう。 

受け入れ団体の声 ⑤体験者のフォロー 

 
＜子育て・保育＞ 
●ボール投げやすべり台などでは、安全に配慮するようオリエンテーションや当日の打合せで伝

え、活動中も、その都度アドバイスをする。 
●小さなけがや事故でも、すぐ報告するように伝える。 
●子どもへの声かけの仕方に気をつけるように伝える。特に、体験者が男性の場合は子どもが怖

がって泣いたり、肩車やおぶるなどの行為が誤解を招く場合もあるので注意する。 
●体験者が子どもの場合は、子育て施設の利用者である子どもと一緒に乱雑な言葉づかいをしな

いよう、注意する。 

受け入れ団体の声 ⑥活動分野の留意事項 

●体験前に講座を行い、体験者に、教えるコツなどを学んでもらっている。 
＜青少年支援＞ 
○体験前にガイダンスを行い、青少年との接し方などの留意点を伝えている。 
○ある程度人に対する理解が必要なので、募集の対象は大学生以上としている。 
＜環境・イベント補助＞ 
●川にはプログラム以外では絶対に近づかないように伝えている。 
●野外では、作業に熱中してしまう人もいるので、水分補給し、休憩をとるように伝える。 
●カマ、包丁など刃物を使う作業をする場合は、はじめに使用方法を教えて、各グループに見守り

役をつけている。 
●火を扱う作業では防火性の手袋を用意し、火の扱いに慣れている人が近くにいるようにしてい

る。 
＜その他～体験者が学生の場合～＞ 
○接客に必要な挨拶の仕方も、年齢に応じてはじめにきちんと伝えている。 
○体験者が小学生などの場合は、体験者の自宅を把握し、帰りの時間を気にして、体験終了後

は、自宅に電話してから帰らせるなどの配慮をしている。 
＜その他～体験者が高齢の場合～＞ 
○体力を使う内容の場合は、休憩時間を多くとるなどの配慮をする。 

＜学習支援＞ 

＜障害者支援＞ 
○活動内容がカフェでの接客であっても、体験の趣旨は、障害のあるスタッフのサポートであること

を伝え、できるだけ障害をもった方と接してもらう。 

●身だしなみ（髪型やマニキュアなど）に気をつける。 
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３ ふりかえり 

 

■ふりかえり 

体験終了後は、体験者が感想を述べるふりかえりの時間を作りましょう。 

 

体験者が自分の言葉で感想を述べ、ほかの人が考えていることを知ること、感動や

苦労を皆で共有することは大切です。 

 

体験者の認識が深まり、それが活動への継続的参加にもつながっていきます。 

 

 

 

●体験者一人ひとりに感想を述べてもらっている。 

受け入れ団体の声 ⑦ふりかえり 

●「次も来てね」と声をかけている。あなたが必要というメッセージを送ることが大切。 

●体験の目的や目標を立てて、最後のふりかえりで達成度や感想を聞いている。 

●体験終了後に、アンケートを回答してもらっている。 

●支援センターが準備した参加証などを交付している。 

●ハンカチやシャープペンシルなどの記念品を贈呈している。 

●体験日の後日、体験者の集まる報告会を行っている。 

継続的な活動への誘引をする際、強制するような誘引は行わないように気をつけましょう。 

（ＮＰＯ活動体験事業を実施しているセンターより） 
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１ 活動への反映 

 

■活動への反映 

体験が終了したら、後日、団体内で体験者の感想などを共有し、ふりかえりをしま

しょう。 

 

また、利用者、会員に報告し、必要に応じて、体験者への情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜体験者・利用者への反映＞ 
●体験終了後に、アンケートに氏名や、電話番号、メールアドレス等を記入してもら

い、希望者には、イベントの案内や広報誌を送っている。 
●体験者の感想を冊子にした文集を作成して、体験１か月後に開催する報告会で、

体験者に配布している。 
●体験時の写真や記事を広報誌などに掲載し、利用者に報告している。 
 
＜団体活動への反映＞ 
○体験者から収集した意見を、会員やスタッフ全員で読んでいる。 
○体験者の感想を、会報に掲載したり、会議でほかのスタッフに伝達したりしている。 
○会報やホームページに体験者の感想や写真を掲載し、受け入れの結果を外向きに

発信している。そうすることで、まだ活動していない人に伝え、次の体験者につなげ
ている。 

○体験者の意見を事業に取り入れて、新たな企画を行っている。 

受け入れ団体の声 ⑧活動への反映 
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名称（五十音順） 所在地 
電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

ＵＲＬ 

あびこ市民活動 

ステーション 

我孫子市本町3-1-2 

けやきプラザ10階 

04(7165)4370

04(7165)4371

sks@city.abiko.chiba.jp  

http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/18,

18274,39,296,html 

市川市ボランティア・

NPO 活動センター 

市川市八幡3-4-1 

アクス本八幡２階 

047(326)1284

047(326)1278

市川市ボランティア・
NPO 活動センター行徳 

市川市末広1-1-31 

行徳支所２階 

047(359)1146

047(359)1146

volunteernpo@city.ichikawa.chiba.jp 

http://ichikawa.genki365.net/ 

市原市 

市民活動センター 
市原市五井中央西2-22-4

0436(21)0454

 

vc@ichihara-shakyo.or.jp 

http://genki365.net/gnki01/pub/index.php 

印西市 

市民活動支援センター 
印西市大森2646-12 

0476(49)4500

0476(49)4511

i.shiencenter@minos.ocn.ne.jp 

 

浦安市 

市民活動センター 
浦安市北栄1-1-16 

047(305)1721

047(305)1722

shiminkc@jcom.home.ne.jp 

http://u-shimin.genki365.net/ 

柏市民活動センター 柏市柏1-5-18 
04(7163)1143

04(7163)1147

shiminkatsudo-c@city.kashiwa.chiba.jp 

http://kashiwanpo.genki365.net/ 

鎌ケ谷市市民活動 

推進センター 

鎌ケ谷市富岡2-6-1 

まなびぃプラザ１階 

047(401)0891

047(401)0892

sikatu@city.kamagaya.chiba.jp 

http://www.collabo-kamagaya.jp 

君津市市民活動 

支援センター 
君津市久保2-13-3 

0439(56)1565

0439(56)1628

kyodo@city.kimitsu.lg.jp 

 

栄町住民活動 

支援センター 
印旛郡栄町安食938-1 

0476(80)1733

0476(80)1735

s-sien@pluto.plala.or.jp 

http://business2.plala.or.jp/jyuminss/ 

佐倉市市民公益活動 

サポートセンター 

佐倉市鏑木町198-2 

レインボープラザ佐倉内

043(484)6686

043(484)6686

saposen@sakurashakyo.or.jp 

http://www.genki365.com/sakura/ 

山武市市民交流サロン 
山武市殿台296番地 

成東保健福祉センター内

0475(80)0151

0475(80)1177

katsudoshien@city.sammu.lg.jp 

http://www.city.sammu.lg.jp/ 

白井市市民活動 

推進センター 
白井市堀込1-2-2 

047(498)0705

047(498)0706

npo-461@bz01.plala.or.jp 

 

千葉市民活動センター 

千葉市中央区千葉港2-1

千葉中央コミュニティセ

ンター１階 

043(245)5687

043(245)5688

chibashiminkatsudo@yahoo.co.jp 

http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shiminji

chisuishin/shiminjichisuishin/center_top.html 

銚子市まちづくり 

サポートルーム 
銚子市若宮町1-1 

0479(24)8193

0479(25)0277

kyoudou@city.choshi.lg.jp 

流山市民活動 

推進センター 

流山市中110 

Ｃ館３階 

04(7150)4355

04(7150)8878

info@na-shimin.org 

http://www.na-shimin.org/ 

習志野市市民協働イン

フォメーションルーム 

習志野市津田沼5-12-12 

京成津田沼駅 

ビルサンロード５階 

047(453)9337

047(453)9327

kyodo@city.narashino.chiba.jp 

http://www.city.narashino.chiba.jp/hiroba/tas

ukeai/volunteer/index.html 

船橋市市民活動 

サポートセンター 

船橋市本町1-3-1 

フェイスビル５階 

047(423)3483

047(423)3436

shiminkyodo@city.funabashi.chiba.jp 

http://www.city.funabashi.chiba.jp/shiminkyo

do/shikyo/saposen.htm 

まつど市民活動 

サポートセンター 
松戸市上矢切299-1 

047(365)5522

047(365)5636

hai_saposen@matsudo-sc.com 

http://www.matsudo-sc.com 

八千代市市民活動 

サポートセンター 

八千代市ゆりのき台 

5-30-6 

047(481)3222

047(481)3221

npo.city.yachiyo@jcom.home.ne.jp 

http://members.jcom.home.ne.jp/npo.city.yac

hiyo/ 

四街道市みんなで 

地域づくりセンター 
四街道市大日396 

043(304)7065

043(422)7051

ymcc@bz04.plala.or.jp 

 

 

平成２２年１０月１日現在 

県内市町村市民活動支援センター一覧 
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市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

千葉市 
市民自治推進部 

市民自治推進課 

〒260-8722 

千葉市中央区千葉港 1-1 

043-245-5664(直) 

 shiminjichi.POI@city.chiba.lg.jp 

銚子市 
総務部 

地域協働課 

〒288-8601 

銚子市若宮町 1-1 

0479-24-8193(直) 

 kyoudou@city.choshi.lg.jp 

市川市 
企画部ボランテ

ィア・ＮＰＯ担当 

〒272-0021 

市川市八幡 3-4-1 

 アクス本八幡２Ｆ 

047-326-1284(直) 

 volunteernpo@city.ichikawa.chiba.jp 

船橋市 
企画部 

市民協働課 

〒273-8501 

船橋市湊町 2-10-25 

047-436-3201(直) 

 shiminkyodo@city.funabashi.chiba.jp 

館山市 
市長公室 

社会安全課 

〒294-0047 

館山市北条 1145-1 

0470-22-3142(直) 

 anzenka@city.tateyama.chiba.jp 

市民部 

市民生活課 

0438-23-7491(直) 

 seikatsu@city.kisarazu.lg.jp 

木更津市 

福祉部 

社会福祉課 

〒292-8501 

木更津市潮見 1-1 
0438-23-6715(直) 

 shafuku@city.kisarazu.lg.jp 

松戸市 
市民担当部 

協働推進課 

〒271-8588 

松戸市根本 387-5 

047-366-7062(直) 

 mckyoudou@city.matsudo.chiba.jp 

野田市 
民生経済部 

市民生活課 

〒278-8550 

野田市鶴奉 7-1 

04-7125-1111（代） 内線 3125 

 shiminsei@mail.city.noda.chiba.jp 

茂原市 
市民環境部 

生活課 

〒297-8511 

茂原市道表 1 

0475-20-1505(直) 

 seikatu@city.mobara.chiba.jp 

成田市 
市民生活部 

市民協働課 

〒286-8585 

成田市花崎町 760 

0476-20-1507(直) 

 kyodo@city.narita.chiba.jp 

佐倉市 
市民部 

自治人権推進課 

〒285-8501 

佐倉市海隣寺町 97 

043-48４-6127(直) 

 jichijinken@city.sakura.lg.jp 

東金市 
企画政策部 

企画課 

〒283-8511 

東金市東岩崎 1-1 

0475-50-1196(直) 

 toukei@city.togane.lg.jp 

旭市 企画課 
〒289-2595 

旭市二の 1920 

0479-62-5382(直) 

 chiiki@city.asahi.lg.jp 

習志野市 
企画政策部 

市民協働推進課 

〒275-0016 

習志野市津田沼 5-12-12 

サンロード 5 階 

047-453-9337(直) 

 kyodo@city.narashino.chiba.jp 

 

平成２２年７月１日現在 

県内市町村市民活動担当課一覧 

mailto:shiminsei@mail.city.noda.chiba.jp
mailto:seikatu@city.mobara.chiba.jp
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市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

柏市 
市民生活部 

市民活動推進課 

〒277-8505 

柏市柏 5-10-1 

04-7167-1126(直) 

 shiminkatsudo@city.kashiwa.lg.jp 

勝浦市 総務課 
〒299-5292 

勝浦市新官 1343-1 

0470-73-6646(直) 

 soumu-s@city-katsuura.jp 

市原市 

市民活動支援課 

ＮＰＯ・ボランティ

ア支援室 

〒290-8501 

市原市国分寺台中央

1-1-1 

0436-23-9998(直) 

 npoboranteia@city.ichihara.chiba.jp 

流山市 
市民生活部 

コミュニティ課 

〒270-0192 

流山市平和台 1-1-1 

04-7150-6076(直) 

 komyuniti@city.nagareyama.chiba.jp 

八千代市 
総務企画部 

総合企画課 

〒276-0042 

八千代市ゆりのき台 5-30-6

（市民活動サポートセンター

内） 

047-481-3222(直) 

 nposupport@city.yachiyo.chiba.jp 

我孫子市 
市民生活部 

市民活動支援課 

〒270-1192 

我孫子市我孫子 1858 

04-7185-1467(直) 

 abk_shiminkatsudou@city.abiko.chiba.jp

鴨川市 
市民福祉部 

市民交流課 

〒296-8601 

鴨川市横渚 1450 

04-7093-7822(直) 

 shiminkoryu@city.kamogawa.lg.jp 

鎌ケ谷市 
市民生活部 

市民活動推進課 

〒273-0195 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-6-1 

047-445-1141(代) 

 sikatu@city.kamagaya.chiba.jp 

君津市 
企画政策部 

協働推進課 

〒299-1192 

君津市久保 2-13-1 

0439-56-1565(直) 

 kyodo@city.kimitsu.lg.jp 

富津市 
市民部 

市民課 

〒293-8506 

富津市下飯野 2443 

0439-80-1252(直) 

 mb013@city.futtsu.chiba.jp 

浦安市 
市民経済部 

市民活動推進課 

〒279-8501 

浦安市猫実 1-1-1 

047-351-1111(代) 内線 1664 

 shiminkatsudou@city.urayasu.lg.jp 

四街道市 
政策推進課 

市民活動推進室 

〒284-8555 

四街道市鹿渡無番地 

043-421-6162(直) 

 seisaku@city.yotsukaido.chiba.jp 

袖ケ浦市 
市民健康部 

市民活動支援課 

〒299-0292 

袖ケ浦市坂戸市場 1-1 

0438-62-2111(代) 内線 144 

 sode03@city.sodegaura.chiba.jp 

八街市 
総務部 

総務課 

〒289-1192 

八街市八街ほ 35-29 

043-443-1113(直) 

 soumu@city.yachimata.lg.jp 

印西市 
市民部 

市民活動推進課 

〒270-1396 

印西市大森 2364-2 

0476-42-5111(代) 

 shiminkatudou@ml.city.inzai.chiba.jp 

白井市 
市民経済部 

市民参加推進課 

〒270-1492 

白井市復 1123 

047-492-1111(代) 内線 3151・2 

 shiminsanka@city.shiroi.chiba.jp 

 

mailto:komyuniti@city.nagareyama.chiba.jp
mailto:sikatu@city.kamagaya.chiba.jp
mailto:sode03@city.sodegaura.chiba.jp
mailto:shiminsanka@city.shiroi.chiba.jp
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市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

富里市 
総務部 

企画課 

〒286-0292 

富里市七栄 652-1 

0476-93-1117(直) 

 kikaku@city.tomisato.lg.jp 

南房総市 
企画部 

市民協働課 

〒299-2492 

南房総市富浦町青木 28 

0470-33-1005(直) 

 kyodo@city.minamiboso.chiba.jp 

匝瑳市 環境生活課 
〒289-2198 

匝瑳市八日市場ハ 793-2 

0479-73-0088(直) 

 k-shimin@city.sosa.lg.jp 

香取市 
市民環境部 

市民活動推進課 

〒287-8501 

香取市佐原ロ 2127 

0478-50-1261(直) 

 shimin10@city.katori.lg.jp 

山武市 
総務部 

市民自治支援課 

〒289-1392 

山武市殿台 296 

0475-80-0151(直) 

 katsudoshien@city.sammu.lg.jp 

いすみ市 

総務部 

地域プロモーシ

ョン室 

〒298-8501 

いすみ市大原 7400-1 

0470-62-1332(直) 

 uji@city.isumi.lg.jp 

酒々井町 住民協働課 

〒285-8510 

印旛郡酒々井町中央台

4-11 

043-496-1171(代) 

 kyodo@town.shisui.chiba.jp 

栄町 住民活動推進課 
〒270-1592 

印旛郡栄町安食台 1-2 

0476-95-1111(代) 

 katsudou@town.sakae.chiba.jp 

神崎町 
まちづくり課 

企画係 

〒289-0292 

香取郡神崎町神崎本宿

163 

0478-72-2114(直) 

 kikaku@town.kozaki.chiba.jp 

多古町 総務課 
〒289-2292 

香取郡多古町多古 584 

0479-76-2611(直) 

 s-shomu@town.tako.chiba.jp 

東庄町 
総務課 

企画財政係 

〒289-0692 

香取郡東庄町笹川い

4713-131 

0478-86-6084(直) 

 kikaku@town.tohnosho.chiba.jp 

大網白里町 住民課 

〒299-3292 

山武郡大網白里町大網

115-2 

0475-70-0342(直) 

 jumin@town.oamishirasato.chiba.jp 

九十九里町 総務課 

〒283-0195 

山武郡九十九里町片貝

4099 

0475-70-3106(直) 

 soumu@town.kujukuri.chiba.jp 

芝山町 企画財政課 
〒289-1692 

山武郡芝山町小池 992 

0479-77-3907(直) 

 kikaku@town.shibayama.lg.jp 

横芝光町 企画財政課 

〒289-1793 

山武郡横芝光町宮川

11902 

0479-84-1218(直) 

 kikakuzaisei@town.yokoshibahikari.lg.jp

一宮町 まちづくり推進課 
〒299-4396 

長生郡一宮町一宮 2457 

0475-42-2113(直) 

 

睦沢町 総務課 

〒299-4492 

長生郡睦沢町下之郷

1650-1 

0475-44-2501(直) 

 kikaku@town.mutsuzawa.ｌｇ.jp 

 

mailto:katsudou@town.sakae.chiba.jp
mailto:kikaku@town.kozaki.chiba.jp
mailto:jumin@town.oamishirasato.chiba.jp
mailto:soumu@town.kujukuri.chiba.jp
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市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

長生村 企画財政課 
〒299-4394 

長生郡長生村本郷 1-77 

0475-32-4743(直) 

 cho-kiikaku2@vill.chosei.chiba.jp 

白子町 総務課 
〒299-4292 

長生郡白子町関 5074-2 

0475-33-2110(直) 

 kikaku@town.shirako.chiba.jp 

長柄町 
総務課 

総務企画班 

〒297-0298 

長生郡長柄町桜谷 712 

0475-35-2111(直) 

 kikaku@town.nagara.chiba.jp 

長南町 
総務課 

政策室 

〒297-0192 

長生郡長南町長南 2110 

0475-46-3301(直) 

 seisaku@town.chonan.chiba.jp 

大多喜町 環境生活室 
〒298-0292 

夷隅郡大多喜町大多喜 93

0470-82-2111(代) 

 kankyouseikatu@town.otaki.lg.jp 

御宿町 企画財政課 
〒299-5192 

夷隅郡御宿町須賀 1522 

0470-68-2512(直) 

 

鋸南町 
総務企画課 

企画財政室 

〒299-2192 

安房郡鋸南町下佐久間

3458 

0470-55-4801(直) 

 kikakuzaisei@town.kyonan.chiba.jp 

mailto:kikaku@town.shirako.chiba.jp
mailto:kikaku@town.nagara.chiba.jp
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御協力ありがとうございました 
 

【ＮＰＯ】 

市川ひまわりの会 

ＮＰＯ法人しゃり 

北国分・子育てコミュニティーセンター 風の谷保育園 

特定非営利活動法人生きがいと助けあい SSU 市川 

特定非営利活動法人市川市ボランティア協会 

特定非営利活動法人親そだちネットワーク ビジー・ビー 

特定非営利活動法人外国人の子どものための勉強会 

特定非営利活動法人子ども劇場千葉県センター 

特定非営利活動法人ちば環境情報センター 

特定非営利活動法人ちばＭＤエコネット 

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー 

Peace Makers 

不登校問題を考える東葛の会「ひだまり」 

ぼっけ生きもの倶楽部 

結の会 

 

【ＮＰＯ支援組織等】 

我孫子市市民活動支援課 

市川市ボランティア・NPO 担当 

大網白里町社会福祉協議会 

さわやかちば県民プラザ 事業振興課 

野田市社会福祉協議会 

まつど市民活動サポートセンター 

 

【委員会等】 

千葉県ＮＰＯ活動推進委員会 

千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワーク 
 

（五十音順） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～多多くくのの県県民民のの方方々々ににＮＮＰＰＯＯ活活動動をを体体験験ししてていいたただだくくたためめにに～～  
 

 

ＮＰＯ向け 

ＮＰＯ活動体験 受け入れガイドブック 
～多くの県民の方々にＮＰＯ活動を体験していただくために～ 

平成２３年１月 

編集・発行 千葉県環境生活部県民活動・文化課 

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町 1-1 

TEL  043-223-4147 

FAX  043-221-5858 

E-mail npo-kikaku@mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県ＮＰＯ情報ネット  http://www.chiba-npo.jp/ 

千 葉 県 


	0 表紙（ＮＰＯ）裁ち落とし
	1 目次～流れ（ＮＰＯ）修正
	2 本編（ＮＰＯ）修正
	3 資料（ＮＰＯ）修正
	0 表紙（ＮＰＯ）裁ち落とし

