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少子高齢化、高度情報化、グローバリゼーションの進展などにより、市民ニーズが多

様化し、行政だけでは解決できない複雑･高度化した課題が多く生じ、また地域コミュ

ニティの力も弱くなっています。 

このような中で、市民が必要とする新しい社会サービスを生み出し、人と人の間に

様々な新しい社会関係を築き、地域や社会をより良くするための道具としてのＮＰＯに

よる活動が活発になっています。 

 

県内各地でも、福祉、環境、まちづくり、文化・スポーツなど様々な分野で、多様な

ＮＰＯ活動が活発に展開されています。 

 

また、ＮＰＯ活動は、県民の社会参加のきっかけとなり、自己実現の場ともなってい

ます。 

 

しかしながら一方で、県民の市民活動団体の活動への参加経験は、「定期的に参加し

ている」（3.7％）、「時々参加している」（4.1％）、「参加したことがある」（12.1％）

を合わせて 19.9％（平成 22 年度）とまだ決して高い水準にあるとは言えません。 

 

ＮＰＯが力を十分に発揮して活動するためには、県民がその活動の意義や役割を理解

し、参加へとつなげる取組が重要です。 

そのためには、県民が身近な地域で、その希望に応じた多彩なＮＰＯ活動を手軽に体

験できるような環境を整備していく必要があります。 

 

そこで、県内の市民活動支援センターやボランティアセンター、市町村等が、活動体

験希望者を受け入れる際のガイドブックを作成することとしました。 

このガイドブックでは、ＮＰＯ活動体験事業を実施する際のポイントを紹介するとと

もに、県内の形態の異なるＮＰＯ活動体験事業の事例を掲載しています。 

 

また、ガイドブックの作成にあたっては、市民活動支援センター、ボランティアセン

ター等の方々にとって使いやすく、わかりやすいガイドブックとなるよう、県内の各市

民活動支援センターや有識者の方々に意見をいただきました。 

 

今後、ぜひこのガイドブックを参考に、県内の多くの市民活動支援センター等で、Ｎ

ＰＯ活動体験事業が行われ、より多くの県民がＮＰＯ活動に参加されることを期待して

います。 

は じ め に 
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 県民の希望に応じた、様々なＮＰＯ活動を体験できる機会を提供する事業です。 

 県内の市民活動支援センター、ボランティアセンター、市町村等でＮＰＯ活動体験

事業が実施され、多くの方が参加しています。 
 
「 ＮＰＯ活動体験 
 

～みる・きくから 
やってみるへ～ 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ活動体験事業をすると、こんないいことがあります！ 

 

●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 

●県民がＮＰＯ・ボランティア活動に参加するきっかけづくりと

なる 

●県民に地域・社会貢献の意識が根付く 

●ＮＰＯ活動が活発になり、地域が活性化する 
 

さあ、ＮＰＯ活動体験事業をはじめましょう！
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１ スタッフの協力  

 

担当者だけで、すべての業務を行うのではなく、担当者以外のスタッフも含め、

組織全体で協力して、取り組みましょう。 

  

 

２ 地域の様々な主体との連携  

 

  多くの人に活動体験事業に参加してもらうためには、公民館や学校、商店街、地

域の施設など、様々な場所で広報することが大切です。 

地域の様々な主体と連携して、多くの方に情報が届くようにしましょう。 

 

 

３ 事業の目的や流れの説明  

 

  体験者が活動にスムーズに参加するためには、受け入れをする団体が、活動体験

事業の目的や流れをきちんと理解していなければなりません。 

また、体験者にも、活動体験事業の目的や流れ、団体の活動の意味などをきちん

と説明し、理解した上で参加してもらうようにしましょう。 

 

 

４ 感想や意見の活用  

 

  体験終了後には、体験者や受け入れをした団体から意見を収集し、事業の見直し

をしましょう。 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ＮＰＯ活動体験事業の事例 
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紹介事例一覧 

 
 

 事業名 実施機関 事業の特徴 掲載ページ

① Let’s 体験!! 

まつど市民活動 

サポートセンタ

ー 

（ 指定管理者：

ＮＰＯ法人コミ

ュニティ・コーデ

ィネーターズ・タ

ンク） 

・夏の期間限定 

・体験申込み先はサポートセンター 

・体験プログラム作成ワークショッ

プや受け入れ団体向けの説明会な

どで、受け入れ団体をサポート 

・体験者には、体験前の「オリエン

テーション＆マッチングの会」、体

験後の「ふりかえりの会」を実施 

６ページ 

② 
夏休み体験 

ボランティア 

市川市 

ボランティア・ 

ＮＰＯ担当 

・夏の期間限定 

・体験申込み先は団体 

・体験者は一年度で1000人以上 

・参加者には、参加証と、ポイント

をためると市の施設に入場できる

エコボカードのポイントを進呈 

８ページ 

③ 

ようこそ地域活動～ 

インターンシップ・ 

プログラム 

我孫子市 

市民活動支援課 

・通年 

・体験申込先は市 

・１８歳以上を対象とした体験事業 

・体験者向けの説明会を年４回開催 

10 ページ
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①Ｌｅｔ’ｓ体験!!（まつど市民活動サポートセンター）  

 

 
 

 

体験者の申込みの受付から、体験前のオリエンテーション、体験後のふりかえりま

でをセンターが実施。 

受け入れ団体に対しても、体験プログラム作成のためのワークショップや説明会を

開催し、サポートを行っている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

事業の実施期間：７月第２土曜日～８月31日（夏休みの期間） 

体験者：中学生以上、20代まで（基本的には幅広く受け入れるよう各団体に依頼） 

居住地要件はなし（松戸市在住、在勤でなくても参加可能）  

参加実績：受け入れ団体 41団体／参加者 397名（平成22年度） 

担当者：メイン担当１名、サブ担当１名 

予算：約35万円（人件費を除く） 

予算の使途：プログラム印刷費、郵送費（団体への参加呼びかけ、ふりかえり文集）、 

交通費（団体の活動現場確認、学校回りのレンタカー代等） 

 

 

 

若者のアイデンティティの確立と市民活動

の次世代リーダーの育成、団体のボランティア

マネジメント力の強化、地域の多様なセクター

の連携と、多世代間の交流による地域力の再生

を目的としている。 

 

 

 

１ 受け入れ団体の募集  

３月末までに年間スケジュールを確定し、

４月に、郵送、メール、ＦＡＸ等で募集の依

頼文を団体に送付し、体験者を受け入れる団

体を募集する。 

  

２ 体験プログラム一覧表の作成  
＜ワークショップの開催＞ 

センター作成の「受け入れプログラム記入

シート」を使って、受け入れ団体が体験プロ

グラムを作成。（13ページ①参照） 

新規の受け入れ団体に対しては、「受け入

れプログラム作成ワークショップ」を実施し

て、作成をフォローしている。 
目 的 

各受け入れ団体が作成したプログラムを

とりまとめ、公開用のプログラム一覧表を作

成する。（14ページ②－１参照） 

 

３ 体験者の募集  

体験プログラム一覧表を公開し、体験者を

募集する。 

募集開始前に、市内の校長会で挨拶、依頼

をした上で、プログラムの冊子、ちらし、ポ

スター等を、市内のすべての中学校、高等学

校を回って配布する。 

内 容 

また、ホームページ、ＳＮＳ、地域情報誌

への掲載、商店街への依頼等も実施。平成22

年度は、バス会社の協力で、バス内の広告で

も広報した。  

 

４ センターが体験者の申込み受付  

申し込みから、オリエンテーション、マッ

チング、体験を経て、ふりかえりの会まで合

わせてひとつの教育プログラムなので、体験

者の申し込みはセンターが受け付ける。（17

ページ③－１参照） 
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ランティア活動のイメージづくりをし、主体

的な体験活動を行うための下地をつくる。 

申込み時は、体験者の参加動機や興味を聞

き出しながらボランティアへの関心を高め

ると同時に、すべてのプログラムを30分程度

で説明し、体験活動の間口をひろげる。また、

申込み時に体験者全員に、ボランティア保険

に加入してもらっている。 

マッチングの会では、受け入れ団体の説明

を複数聞き、体験先と日程を決定する。体験

者と体験先の団体の連絡先等を記入したマ

ッチングシートを、センター、体験者、受け

入れ団体がそれぞれ一部ずつ持つ。  

５ 受け入れ団体向け説明会の開催   

７ 活動体験  
受け入れ団体参加必須の説明会を開催。２

時間程度で、センターから事業の流れや受け

入れに関する注意事項の説明、各団体の自己

紹介、活動分野別のグループに分かれてマッ

チングの会でのプレゼンテーションの順番

決定などを行う。（19ページ④参照） 

参加者は、マッチングの会で申し込みをし

た団体で、それぞれ活動を体験する。 

  

８ 体験者ふりかえりの会の開催  
＜ふりかえり文集の作成＞ 

センターから、「活動を始める前にオリエ

ンテーションを行って、活動の目的と役割を

話すこと」や「活動終了後にふりかえりを行

うこと」が望ましいと伝えている。 

体験終了後、３時間程度で、体験者のふり

かえりの会を実施。体験者には、松戸市長の

名前の入った参加証を進呈。 

また、ふりかえりシートに記入してもらい、

それをまとめてふりかえり文集を作成し、体

験者に郵送している。 

 

６ オリエンテーション＆ 

マッチングの会の開催  
 

９ 受け入れ団体ふりかえりの会 体験者の活動へのやる気をひきだし、受け

入れ団体のプレゼンテーションを直接聞い

て、体験先を決定できるように、オリエンテ

ーション＆マッチングの会を開催。 

の開催  

活動体験終了後、受け入れ団体にアンケー

トを実施し、アンケートの集計結果等を資料

として、受け入れ団体ふりかえりの会を実施

する。 

オリエンテーションでは、表現ワークショ

ップ形式で、コミュニケーションの練習、ボ 

 

●体験者の主体性を引き出すプログラム 

 体験者の「自発性」を尊重し、プログラムのそれぞれの場面で、体験者が主体的に考え、

動くように仕掛けを施している。例えば、申し込みは必ず体験者本人に来所してもらうこ

と、体験先の決定、日程の調整は、体験者が直接団体と交渉をしなくてはいけないことな

ど。 

 

担当者より 実施のポイント 

●オリエンテーションとふりかえりの会のねらい 

オリエンテーションのねらいは、体験者が自己表現の練習をすること、ボランティアと

は何かを考えることを通し、活動現場で主体的に行動するための準備をしておくことであ

る。また、ふりかえりの会のねらいは、体験者それぞれが、体験で感じたこと、気づいた

ことをふりかえり、体験を内面化することである。 
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②夏休み体験ボランティア（市川市ボランティア・ＮＰＯ担当） 

 

 

市川市では、広報と修了証等の発行、受け入れ団体へのサポートを行い、体験者の

申込みの受付は、受け入れ団体が行っている。 

体験者は一年度に1000人以上と非常に多く、多彩なプログラムを用意している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

事業の実施期間：7月21日～８月31日 

体験者：小学生以上、上限なし（各団体が対象年齢を設定） 

居住地要件はなし（市川市在住、在勤でなくても参加可能） 

参加実績：受け入れプログラム 80プログラム（行政27、ＮＰＯ53）／参加者 1,744名 

（平成22年度） 

担当者：メイン担当１名、サブ担当６名 

予算：約40万円（人件費を除く） 

予算の使途：プログラム一覧表・情報誌の印刷費、郵送費など 

 

 

ＮＰＯ・ボランティア活動への理解と参加促

進、若者の現場体験による意識改革、団塊世代

等に地域に目を向けてもらうことなどを目的

としている。 

 

 

 

１ 受け入れ団体の募集  

５月中旬に、依頼文を団体にメールやＦＡ

Ｘ等で送り、体験者を受け入れる団体の募集

を行う。 

 

２ 体験プログラム一覧表の作成  

受け入れ団体が作成した体験プログラム

をとりまとめ、プログラム一覧表を作成する。

（15ページ②－２参照） 

市の職員が、受け入れ団体に、体験者に渡

してもらう参加証等を手渡す際に、受け入れ

の注意事項等を伝えている。 

新規の受け入れ団体には、「受け入れには、

担当者が必要」ということや、「体験希望者

から電話等を受けた際に団体の受け入れ内

容と考え方等を確認し、事業の目的等を説明

する」など、個別にレクチャーしている。 
目 的 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●夜間や屋外での活動内容の場合は、

あまり危険な行為をさせないこと  
●小中学生は年齢にあった活動内容と

し、年齢相応に扱うこと  
●危険を伴う内容の体験については、

必ずボランティア保険に加入するこ

と           

など 

受け入れ団体への注意事項は？

内 容 

 
 
３ 体験者の募集  

６月下旬からプログラム一覧表を公開し、

体験者の募集を開始する。 

ホームページでプログラムを公開するほ

か、冊子1500部を小学校、中学校、高等学校、

大学へ配布し、市の施設等いろいろな場所で

掲示を行っている。 
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６ 受け入れ団体からの報告  ４ 受け入れ団体が 

参加者の申込み受付  体験終了後に、受け入れ団体から体験者数

などを市に報告してもらう。 体験者は、体験したい団体に直接連絡をし、
受け入れ団体には、できるだけ体験者から

感想をもらい、体験者数等の報告時に併せて

報告するようにお願いしている。 

申込みをする。 

体験者が未成年者の場合の保護者の承諾

の確認の有無や、交通費・昼食等の取扱い等

については、受け入れ団体ごとに決め、受け

入れ団体から体験者に伝達している。 

体験者数については、後日、ホームページ

で公表している。 

 

７ 恒常的なＮＰＯ活動への取組み   

５ 活動体験  
活動体験から恒常的なボランティア・ＮＰ

Ｏ活動への参加を促すシステムとして、ボラ

ンティア情報誌を発行している。（夏、秋、

冬、通年号の４冊子） 

夏休みの期間中、体験者は、申込みをした

団体で活動を体験する。 

体験終了後に、受け入れ団体から、市川市

長名の参加証とエコボポイント（100ポイン

トたまると市の公共施設等で使用できるポ

イント）20ポイントを進呈し、ボランティア

登録への協力の依頼文書を配布している。 

ホームページやボランティア情報誌に団

体のボランティア・会員募集等の情報を掲載

したり、ボランティア登録した方に情報提供

をして、継続的な活動への誘引を行っている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんに地域への関心を持ってもらい、市民活動への理解と

参加を広げながら、市民活動への支援を図ります。 

市の指定するボランティア活動やエコロジー活動、市民講座

などに参加するとポイントがもらえて、施設利用料や１％支援

制度に使うことができます。 

エコボポイントって？ 

エコボポイントが

もらえるよ！ 

 

●体験者と受け入れ団体が直接連絡 

以前は、市で体験者の申込みを受け付けていたが、体験者の増加等のため、現在は、体

験者が体験したい団体へ直接申し込むという形をとっている。 

 

●ボランティア登録制度の仕組み 

担当者より 実施のポイント 

活動体験から恒常的な活動へつなげるシステムとして、ボランティア登録を行っている。

あらかじめ、受け入れ団体にボランティア登録用の用紙を渡しておき、体験後に受け入

れ団体から体験者へ、ボランティア登録の案内をしてもらう。記入後の登録用紙は、受け

入れ団体が取りまとめ、市が受け取りデータ化している。 

登録者には、体験後も様々な分野のボランティア募集情報等を提供して、継続的な活動

への誘引を行っている。 
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③ようこそ地域活動～インターンシップ・プログラム（我孫子市市民活動支援課）

 

 

我孫子市が、広報、体験者向け説明会の開催、体験者の申込み受付を実施してい

る。 

通年の事業であるため、希望する人が、希望するときに体験することができ、継続

的な活動へとつなげている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実施期間：通年 

体験者：18歳以上、上限なし（シニア世代が中心） 

居住地要件なし（我孫子市在住、在勤でなくても参加可能） 

参加実績：受け入れ団体 60団体／参加者 22名(平成21年度） 

担当者：メイン担当１名、サブ担当２名 

予算：約１万円（人件費を除く） 

予算の使途：主に消耗品費（情報誌作成用の紙代等） 

 

 

市の広報やホームページ、ちらし等で説明

会開催の広報をする。 
目 的 

説明会は約１時間で、市の職員がプログラ

ムの概要や体験方法を説明し、最後にマッチ

ングを行っている。また、本プログラムを過

去に体験した人から体験談を話していただ

く。各回定員10名程度で実施し、参加者同士

でもコミュニケーションをとれるように工

夫している。 

シニア世代の方を中心に、地域で行われてい

る活動に参加するきっかけをつくる。これまで

の経験を地域活動に活かしてもらい、地域の活

性化につなげる。 

 

 

 
内 容 

なお、説明会の参加者には、注意事項とし

て、交通費や食費等の実費は体験者の負担と

なることを伝えている。 

１ 受け入れ団体の募集  

約１か月間、市の広報で体験者を受け入れ

る団体を募集する。受け入れ団体には、体験

者の入会を前提としない体験プログラムで

あることを伝えている。 

 

４ 市が体験者の申込み受付  

体験者は、市に申込みし、市が体験者の希

望する受け入れ団体に対して、受け入れ

の可否を確認する。（18ページ③－２ 

 

２ 体験プログラム一覧表の作成  
参照） 

  受け入れ団体の活動内容、活動日などを掲

載した公開用の情報誌を作成する。 
団体の意向確認後、市から体験者に受け入

れ団体の連絡先を伝える。その後は、直接、

体験者と団体が連絡を取り合い、活動の詳細

を聞いたり、事前の打合せを行う。 

（16ページ②－３参照） 

 

３ 体験者の募集   
＜体験者向け説明会の開催＞ 

体験を希望する方向けの説明会を、年４回

程度開催している。 
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５ 活動体験  ６ 体験者からの意見収集  

体験者は、申込みをした団体で活動を体

験する。何回でも体験できる。 

活動終了後、市から体験者にアンケート

を送り、提出してもらう。また、適宜、受

け入れ団体にもヒアリングを行う。  

  

  

 
●地域での人の輪は広がり、職歴でなく、地域の活動で自己紹介できるようになりました。

 

●最初は自分に出来るのか不安がありましたが、実際に体験してみると、団体や活動の雰

囲気がわかり、自分に合ったところも見つかります。 

 

●諸先輩方の示唆に富んだアドバイスや一緒に仕事をさせてもらっていることに感謝しな

がら、のめりこんでいきそうです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●活動に参加するきっかけづくり 

担当者より 実施のポイント 

体験者の多くが、体験した団体等で活動を始めており、地域で行われている活動に参加

するきっかけづくりとなっている。 

 

●子どもや若者には「ＪＯＹボラ」 

小中学生や高校生、大学生が気軽に活動を体験できるように、市民活動団体や施設の受

け入れ情報を掲載した情報紙「ＪＯＹボラ」を年２回発行している。 

参加者の声 
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２ 参考資料 
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Let’s 体験!!（まつど市民活動サポートセンター） 

 

① 受け入れプログラム記入シート 

Let's 体験!!2010 受け入れプログラム記入シート 
★印の項目はそのままプログラムに掲載します。中学生が読んでもわかるようにご記入ください。 

（枠を広げていただいて構いませんが、表が 1 ページ以内に収まるようにしてください）。 

①団体・施設名★ 
 

②代表者名 
 

③担当者名  

④連絡先 TEL： 

FAX： 

e-mail： 

⑤受け入れ可能な

活動内容★ 

（活動の目的や作業の内容などを具体的に記入してください） 

⑥学生の役割★ （上記活動の中で学生が担う役割を具体的に記入してください） 

⑦活動場所★ 

（複数可） 
 

⑧活動日★ 

（複数可） 
 

⑨受け入れ可能な

人数★ 
 

⑩活動を PR するキ

ャッチコピー★ 

（20字前後） 

 

⑪このプログラムについて団体独自のオリエンテーションを実施しますか★ 

実施する  ・  実施しない 

⑫その他★ 

（参加条件など） 
 

 

5 月 6日（木）までに、e-mail か FAX でサポートセンターまでご返信ください。 

まつど市民活動サポートセンター 担当：阿部・福井 
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  Let’s 体験!!（まつど市民活動サポートセンター） 

 
※体験プログラム一覧表の一部を掲載しています。 

②ー１ 体験プログラム一覧表 
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  夏休み体験ボランティア（市川市ボランティア・ＮＰＯ担当）   

 
※体験プログラム一覧表の一部を掲載しています。 

1 陽だまりサロン・塩焼サロン・ひだまり健康教室・わいわいサロンでのボランティア 

団体名 ＮＰＯ法人 生きがいと助けあいＳＳＵ市川 

日時 毎週月・水・金・土ただしお盆休み等もあり確認必要 

場所 ・月･金･土：ＳＳＵ市川事務所（塩焼 2-11-14）  ・水曜：塩焼中央公園研修室（塩焼 5-6） 

  ＊月曜･土曜 12：30～16：30   *水曜 9：30～14：30  ＊金曜 13：00～16：00 

対象  小 4 以上 中 高 大 専 一般 

人数 各日 2～3 人 

内容 会場設営、終了時清掃、お茶等の準備、参加者の話し相手。夏祭り等のイベントのボランティア他 

その他 来られる前に HP などをご覧頂けると助かります http://homepage2.nifty.com/bup/ssu.htm 

申込受付日 随時受け付け 9:00～17:00 

申込先 電話 047-359-9888 FAX 047-359-9887 ﾒｰﾙ：tasukeai@ssu-ichikawa.jp  戸倉・佐藤まで 

  

2 特別養護老人ホーム市川あさひ荘の喫茶室でボランティア 

団体名 喫茶室青空ボランティア 

日時 7 月 17 日(土)、8 月 21 日(土) 13:20～16:30 

場所 あさひ荘の食堂(大町 537) 

対象  中 高 大 専 一般 

人数 各日 5～6 人 

内容 開店までの準備(食器洗い、テーブルセッティング）、ウェイトレス、食べる時の簡単な補助、お話相手 

申込受付日 7 月 1 日(木)～8 月 20 日(金) 19:00～22:00 

申込先 FAX 047-337-0833 結城まで 

  

3 唱歌ボランティア体験 

団体名 NPO 法人 歌のボランティア・いちかわシャンテ 

日時 8 月 10 日(火)12:30～、 8 月 13 日(金)12:00～、8 月 18 日(水)13:00～、8 月 25 日（水）13：00、8 月 27 日（金）9：00～

  各日 1 時間程打合せ・練習後、施設に移動し、30～40 分共に歌ったら現地解散。 

場所 8 月 10 日(火)菅野公民館集合⇒施設、 8 月 13 日(金)鬼高公民館集合⇒施設、 

  8 月 18 日（水）信篤公民館集合⇒施設、8 月 25 日（水）行徳公民館集合⇒施設 

  8 月 27 日（金）鬼高公民館集合⇒施設  ＊市内高齢者施設・デイサービス 

対象  高 大 専 一般 

人数 各日 5 人 

内容 高齢者施設を訪問し、季節にふさわしい唱歌・童謡をともに歌う。 

申込受付日 7 月 21 日（水）～7 月 31 日（土） 

申込先 電話 047-336-4107 ﾒｰﾙ：myhr_awazo@yahoo.co.jp 小沢まで 

  

4 「げんき会」7 月例会ボランティア 

団体名 「げんき会」 (市川失語症友の会) 

日時 7 月 27 日(火) 12:00～16:30  

場所 市川市保健センター4F (南八幡 4-18-8) 

対象  小 4 以上 中 高 大 専 一般 

人数  6 人 

内容 ゲームの手伝い、後片付け、お茶出し、机・椅子の整理を手伝っていただきます。 

  患者と一緒に楽しく交流して下さい。 

その他 障害者の団体です。やさしく接して下さればどなたでも結構です。(手、足、言語が不自由です) 

  動きやすい服装・靴で参加してください。 

申込受付日 ～7 月 26 日(月） 9:00～22:00 

申込先 電話・FAX 047-357-0523 田中まで 

②ー２ 体験プログラム一覧表 
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  ようこそ地域活動～インターンシップ・プログラム（我孫子市市民活動支援課） 

 
※体験プログラム一覧表の一部を掲載しています。 

 

 

②ー３ 体験プログラム一覧表 
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  Let’s 体験!!（まつど市民活動サポートセンター） 

 

③ー１ 体験者申込書

 

 

受付
うけつけ

ＮＯ  受付日
う け つ け び

        ／ 

    

ふりがな 

氏名 

男
おとこ

 

女
おんな

 
生年
せいねん

月日
が っ ぴ

   年
ねん

  月
がつ

  日
にち

（  才
さい

） 

住所 
〒 TEL： 

FAX： 

緊 急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

 
名前
な ま え

 あなたとの関係
かんけい

は？ TEL： 

FAX： 

携帯
けいたい

電話
でんわ

  e-mail
 

学
がっ

校名
こうめい

  （    学年
がくねん

） （専攻
せんこう

        ）

自慢
じ ま ん

したいことは？ 
自己
じ こ

紹 介
しょうかい

 

してください。 ボランティア活動
かつどう

経験
けいけん

は？ 

ボランティア保険
ほ け ん

 今年度
こ ん ね ん ど

は、     加入済
かにゅうずみ

        未加入
み か に ゅ う

    （いずれかに○）

ボランティア参加証
さんかしょう

 出
だ

してほしい        いらない       どちらでもいい 

なぜ参加
さ ん か

しようと 

思
おも

ったの？ 
 

参加
さ ん か

してみたい団体
だんたい

は？ 

プログラムを見
み

て その団体
だんたい

に聞
き

いてみたいことは？ 

Let’s体験
たいけん

を 

何
なに

で知
し

りましたか？ 
 

   担当 Co  

 

※ここで得
え

られた個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は Let’s体験
たいけん

!!事業
じぎょう

に関連
かんれん

する目的
もくてき

でのみ使用
し よ う

します。 

 

      

 
午前 

オリエンテーション

午後 

マッチングの会 

  

【7/10 の出欠】
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  ようこそ地域活動～インターンシップ・プログラム（我孫子市市民活動支援課） 

 

③ー２ 体験者申込書 

ご住所

電話

ＦＡＸ

メール

1 体験希望

団体ＮＯ． 団体名：

団体ＮＯ． 団体名：

団体ＮＯ． 団体名：

団体ＮＯ． 団体名：

団体ＮＯ． 団体名：

2 調整経過（担当記入） ※こちらの欄の記入は必要ありません。

※ＦＡＸでお申込みの際は、この用紙をご利用ください。送付日：　　月　　日

「ようこそ地域活動～インターンシップ・プログラム」　体験申込書

第１希望

お名前
ふ り が な

連
絡
先

〒

団体への情報提供は（可・不可）

団体への情報提供は（可・不可）

団体への情報提供は（可・不可）

第２希望

第３希望

第４希望

第５希望

（「団体ＮＯ．」か「団体名」を希望順にご記入ください）
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  Let’s 体験!!（まつど市民活動サポートセンター） 

 

２．受け入れに関する注意事項 

＜受け入れの準備＞ 

① 受け入れ日程と各受け入れ日の担当者をセンターに報告してください。７月５日（月）ま

で。（サポートセンターで活動カレンダーを作成します） 

② 活動が野外でおこなわれる場合は、当日担当者の方と連絡が取れるよう、携帯電話の番号

を、あらかじめ参加者とセンターに伝えてください。 

③ 参加者には、欠席・遅刻の場合の連絡先について伝えてください。 

④ 参加者には、活動時に貴重品・大金等を持ってこないよう、持ってくる場合は各自の責任

で管理するように伝えてください。 

⑤ 夜間の活動、宿泊をともなう活動については参加者の保護者に必ず確認をとり、保護者の

緊急連絡先を控えてください。また、その情報をセンターにご報告下さい。 

⑥ キャンプなど宿泊を伴う活動はレクリエーション保険や行事保険への加入をお願いします。 

⑦ 必要に応じて、団体独自に研修やオリエンテーションを行ってください。 

＜受け入れ当日＞ 

① 活動前に、活動の目的・作業の内容・注意事項を参加者に伝えてください。 

② 活動前に参加者の体調を確認してください。 

③ 事故等がおきた場合はセンターまで必ず報告してください。 

＜体験活動終了後＞ 

① 参加者にはセンターから松戸市長名の参加証を発行します。団体が独自に発行できる場合

は、参加者に参加証の発行をお願いします。 

② 体験終了後、参加者が活動の継続を希望した場合は、団体と参加者で直接連絡をとりあっ

て対応してください。また、その結果をセンターに報告してください。 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

① 参加者の個人情報は原則としてお教えすることはできません。 

② 団体内で参加者の連絡簿が必要な場合は、参加者に確認のうえ、作成してください。また、

各団体で責任をもって保管し、目的以外に使用しないで下さい。 

 

 

 

 

④ 受け入れに関する注意事項 

まつど市民活動サポートセンター連絡先 

TEL：047-365-5522（月～土 9:00～21:00、日 9:00～17:00、 

休館日 7/21、8/4、8/18いずれも水曜日、8/23月曜日は 16時で閉館） 

※センターの開館時間外は、太田黒の携帯 080-5386-9910へお電話ください。 
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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 
 

⑤ 県内市町村市民活動支援センター一覧

平成２２年１０月１日現在 
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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 

 

⑥ 県内市町村市民活動担当課一覧 

平成２２年７月１日現在 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～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支援組織向け 

ＮＰＯ活動体験 実施ガイドブック 
～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 
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