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ボランティアセンターあり方検討 報告書 
平成２８年３月２５日    

舞鶴市ボランティアセンター 

 

１．現状把握                                                             

（１）ボランティアとそれを取り巻く環境 

①登録ボランティアグループ数とグループ人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規のボランティアが少なく、また既存のボランティアグループが縮小してきている

傾向にある。 

 

②ボランティアセンター登録者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・舞鶴市の人口が減少し、高齢化が進む中、登録ボランティアも同一の傾向にある。 
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③社会状況 

・家族や地域のつながりが希薄化し、支えあいなどの機能が低下している。 

・少子高齢化が進み、舞鶴市は出生率 8．6％、高齢化率 2７．５．％となっている。

［府内：出生率７．８、高齢化率２５．８％］（いずれも平成２５年） 

・舞鶴市内のNPO法人は３２団体となっている。（平成２６年３月） 

・平成２７年度の「介護保険制度」改正において、多様な主体による助け合い活動や

生活支援サービスの拡充を、市町村が実施する「総合事業」に位置づけることが盛り

込まれ、ボランティアに対する期待がある。 

・平成２７年から施行された「生活困窮者自立支援法」において、就労支援や金銭的

支援にとどまらず、中間的就労や子どもも含めた居場所づくりなどによるボランティ

アに対する期待がある。 

・「障害者総合支援法」、「子ども・子育て関連３法」においても、ボランティアを通じ

た社会参加や、生活支援などが求められている。 

 

（２）アンケート調査 

ⅰ）市民対象 

【調査対象１００名／回答率：９１％／実施時期：平成２７年５月～６月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・何らかのボランティアをしたことがある人は６０％を超え多い。 

・ボランティアをはじめたきっかけは、「社会の役に立ちたい」「自分の学び・成長」

に続いて「人に勧められた」という外発的な要因の人が多かった。 

・ボランティアを行う情報源として、社協やボランティアセンターの情報発信ツール

の活用はわずかであった。 

・ボランティアをしたいができない理由として、６０％が活動する方法が分からな

い、きっかけがないという回答であった。 

・ボランティアセンターの認知度は４０％と低かった。 

・ボランティアセンターの役割で必要なこととして、「情報提供」が群を抜いて多かっ

た。 

 

ⅱ）福祉施設（児童・障がい・高齢）対象 

【調査対象：市内福祉施設６２施設／回答率：80．6％／実施時期：平成２７年５月

～６月】 
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・回答のあった施設の８割以上がボランティアの受け入れを行っており、その８割以

上がほぼ月に１回以上の頻度であった。 

・受け入れの理由として、職員ではできない活動ができるとの回答が一番多かった。 

・受け入れてよかったこととして、施設利用者や職員にとってよい刺激になったとい

う回答が上位であった。 

・ボランティアの受け入れの際に留意していることとして、「活動内容、役割受け入れ

条件を明確にする」「活動者の意向を理解する」「ボランティアとの交流の機会を持

つ」といった項目が上位であった。 

・一方、「ボランティアに対する研修などフォローアップ」「ボランティアにかかる経

費を負担している」との回答はほぼゼロに近かった。 

・ボランティアを受け入れて困ったこととしては特に挙げられていなかったが、ボラ

ンティアの調整など事務作業、ボランティアの育成指導などにかかる時間的な負担が

挙がっていた。 

・ボランティアを受け入れていない理由として、どのようにボランティアを募集して

いいか分からないという意見があった。 

 

（３）ヒアリング調査 

【対象：舞鶴市子育て支援基幹センター・障害者支援施設・地域包括支援センター／実施時

期平成２７年１１月】 

・ボランティアセンターの動きが見えにくい。 

・介護保険法改正などにより、ボランティアへの期待が高まっている。 

・ボランティアの受け入れによって、対象者の生活の質が向上することが期待されて

いる。 

・対象者がボランティアを通して、活動者の学びや社会とのつながりなどの効果への

期待がある。 

（４）登録グループ意見交換 

【対象：登録ボランティア５０人／実施時期平成２７年８月】 

・活動者の高齢化、後継者不足、会員数が減少している。 

→活動を広げることが困難である、ボランティア活動先への移動が困難である。 

・活動資金が不足、助成金の対象にならないものが多い。 

・ボランティアの趣旨が理解されていないことがある。 

 

２．ボランティアセンター課題分析                                                             

（１）人づくり 

登録しているボランティアの固定化、人数の減少、高齢化／きっかけがないためボラン

ティアにつながっていない／マナーに欠けるボランティアがいる 

（２）情報の受発信 

ニーズとボランティアが上手くつながれていない／ボランティアセンターの認知度が低

く、機能が発揮されていない／ボランティア受け入れの理解が進んでいない 
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３．ボランティアセンターの理念・今後の目標                                               

（１）理念 

「支えあい 共に輝く ボランティア」 

人は「人や社会とのつながりがあること」、「社会に必要とされていること（役割や出番が

あること）」で、日々の生活や人生に充実感を持つことができます。誰もが満足する地域や社

会（地域満足度１００％）を生み出すためには、多種多様なボランティア・市民活動を創造

し参加する市民の力が必要です。 

舞鶴市ボランティアセンターは、ボランティア活動を通じて、一人ひとりが持てる力を

活かして輝き、その活動が社会貢献につながることを支援するとともに、個々の力をより有

効に発揮できるよう人や団体をつないだり、仕組みをつくることを目指しています。 

 

（２）今後の目標 

目標１ ボランティアの輪を広げる【人と活動の場を増やす】 

方法  内容 

ニーズを把握する → ・当事者団体へのヒアリングを行う。（懇談会を行う） 

 ・市域で、「ボランティア・市民活動」というテーマで関

係者が意見を出し合う場をつくる。 

→ ・地区単位で、「地域をよくする」というテーマでボラン

ティアやNPOや当事者団体、地域の団体など様々な組

織の話し合う場をつくる。 

活動のバリエーションを増

やす 

→ ・若者、高齢者などそれぞれの関心に応じた新しい活動を

掘り起こす。 

→ ・制度だけでは満たされないニーズに対応した活動を創

造する。 

効果的な情報発信を行う → ・他の情報媒体にボランティアコーナーが持てるように

働きかけを行う。 

→ ・報道機関とつながりを強化する。 

→ ・SNS
（ ※ １ ）

などの活用を検討する。 

ボランティアのきっかけを

つくる 

 

 

→ ・ボランティア講座を行う。 

→ ・ボランティアに関する出前講座を行う。（退職前の人、

小学生・中学生・高校生など） 

→ ・企業の社会貢献を支援する。 

目標２  ボランティア力を高める【育てる・引き出す】 

方法  内容 

人材を育成する → ・活動を掘り起こしていくようなリーダーを養成する。 

→ ・ボランティア活動者自身が活動の魅力を次世代に発信

していく。 
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ボランティアグループを支

援する 

→ ・ボランティアグループのリーダーの養成（コーディネー

ション力を高める研修など）、会合などを行う。 

→ ・ボランティアに必要な技術や知識を学ぶ場を提供する。 

目標３ ボランティアと地域や企業などをつなぐ【つなぐ】 

方法  内容 

つながりを広げる → ・ボランティアに限らず、公益的な活動をしている多様な

団体・機関とつながり、情報共有をしていく。 

協議の場をつくる → ・（再掲）市域で、「ボランティア・市民活動」というテー

マで関係者が意見を出し合う場をつくる。 

→ ・（再掲）地区単位で、「地域をよくする」というテーマで

ボランティアや NPO や当事者団体、地域の団体など

様々な組織の話し合う場をつくる。 

多様な団体・機関が連携、協

働する 

 

→ ・ボランティアだけでは実現が困難なことを、多様な団

体・機関とそれぞれの特性を活かしながら、協働できる

よう支援する。 

目標４ ボラティアセンターの組織基盤を強化する 

方法  内容 

財政基盤を確保する → ・寄付などの仕組みを検討する。 

→ ・バザーの見直しなど自主財源確保の方法を検討する。 

情報発信を行う 

 

→ ・「ボランティアだより」の内容、配付先を検討する。 

→ ・（再掲）他の情報媒体にボランティアコーナーが持てる

ように働きかけを行う。 

→ ・（再掲）報道機関とつながりを強化する。 

→ ・（再掲）SNSなどの活用を検討する。 

ボランティアセンターの機

能を強化する 

 

→ ・コーディネーションの力を高め、NPOなどの市民活動

の支援への知識を深めるなどボランティアコーディネ

ーターの専門性を強化する。 

→ ・福祉ボランティアに限らず、広く市民活動を支援、連携

していくことを検討する。 

→ ・ボランティア活動の拠点整備を検討する。 

（※１）SNSとは、人とひととのつながりを促進、サポートするインターネット上のサービス。ネット

上に自分のプロフィールを載せ、共通の趣味などを持つ他の会員たちとメッセージをやりとり

しながらつながりを広げることができる。 
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４．参考                                           

（１）「ボランティアセンターあり方検討分科会」の目的 

平成２７年１０月に開設４０周年を迎えた「舞鶴市ボランティアセンター」が、これまで

の積み重ねを踏まえつつ、さらなる発展と社会貢献を視野に今後のあり方を検討する。 

（２）メンバー 

役職 氏名（敬称略） 所属 

分科会長 橋本偉生 ボランティアセンター運営副委員長 

委員 大瀧和子 ボランティアセンター運営委員 

委員 本田安志 ボランティアセンター運営委員 

委員 脇坂一雄 ボランティアセンター運営委員 

アドバイザー 石井祐理子 京都光華女子大学健康科学部医療福祉学科准教授 

大阪ボランティア協会でボランティアコーディネーターとして活躍

され、現在は吹田市ボランティアセンター運営委員。 

 

（３）「ボランティアセンターあり方検討分科会」の経過 

回 次 時 期 検討内容 

第  １回 27年 1月 19日 「あり方検討」の進め方について 

第  ２回 27年 ３月 16日 現状把握の方法について 

第  ３回 27年 ４月 20日 アンケート・ヒアリング実施時期 

第  ４回 27年 5月 18日 上記内容検討 

第  ５回 27年 7月 1日 登録ボランティア交流会内容検討 

第  ６回 27年 9月 2日 交流会、アンケート分析結果 

第  ７回 27年 9月 11日 
石井祐理子アドバイザーと意見交換 

（運営委員にメンバー拡大） 

第  ８回 27年 10月 28日 当事者団体ヒアリング調査の件 

第  ９回 27年 11月 24日 上記実施報告 

第 10回 27年 12月 2日 現状把握、課題、方向性について 

第 11回 28年 1月 15日 目標を具体化する為の方策 

第 12回 28年 1月 29日 理念、目標、手段・方法検討 

第 1３回 28年 2月 5日 上記詳細 

第 1４回 28年 2月 15日 上記まとめ案 

第１５回 ２８年 ２月１６日 まとめ（案）検討（運営委員にメンバー拡大） 

第１６回 ２８年 ３月 ８日 「あり方検討結果」報告、提案 

 


