
 「ちばプロボノチャレンジ2020」 
            実施報告 
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団体・ボランティア希望者募集 主催：千葉県 県民生活・文化課 
           (令和2年度 千葉県ボランティア参加促進事業) 
実施団体：認定NPO法人 ちば市民活動・市民活動サポートクラブ 

       （NPOクラブ） 
※支援希望団体とプロボノワーカーのマッチング後、各プロボノチームのサポートは、    
  NPOクラブの自主事業として実施 



「ちばプロボノチャレンジ2020」 実施状況 

仕事で得た経験やスキルを活かしたボランティア「プロボノ」を、約3カ月のプロジェ
クトとして行う参加者を一般市民から募り、支援希望団体とのマッチングを行った。
ボランティア参加者には、登録説明会やプロボノ活動前のオリエンテーションを開
催し、市民活動参加へのサポートを行った。 

また、支援希望団体も同様に募集し、千葉県内を拠点として公益活動を行う
地域活動団体を対象に、ボランティア受け入れの需要掘り起こしも行った。 

 
【コロナ禍に対応した実施方法】 
・4チームが、Zoom会議やメールのやり取りなどを用い、オンラインのみで支援を
行いました。 
・それ以外のチームも、団体との対面の場面は2回程度までに抑え、オンラインメ
インで行いました。 
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「ちばプロボノチャレンジ2020」 実施状況 
社会人ボランティアが、自身の経験やスキルを活かして、地域で活動する団体の課題解決を、3か
月の期間限定で支援。 

団体の支援希望にそった一定の課題に対し、社会人ボランティアはチームで解決策を探り、それに
対応した成果物を作成しました。 

 

千葉県内の10団体を、28名のプロボノワーカーで支援 

・チームでの延長支援(4月まで)、継続支援が 各1団体 

・8団体がプロジェクト完了 
 

【コロナ禍に対応した実施方法】 

・4チームが、Zoom会議やメールのやり取りなどを用い、オンラインのみで支援を行いました。 

・それ以外のチームも、団体との対面の場面は2回程度までに抑え、オンラインメインで行いました。 
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実施工程 (2020年) 
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実施日程 実施内容 

7/27~9/10 支援希望団体の募集 

9/11~9/25 支援希望団体の追加募集 

8/17~10/9 社会人ボランティアの募集 

10/10~10/17 社会人ボランティアの追加募集 

9/13(日) 対面開催 
  千葉市生涯学習センター 

10/2(金)オンライン開催 
10/10(土)オンライン追加開催 
10/17(土)   〃 
10/13(火)企業向けオンライン 

社会人ボランティア向け説明会の開催 

11/1(日) オンライン開催 社会人ボランティア向けオリエンテーション 

11月～2021年2月頃 プロボノチームによる各団体支援 



10団体のプロボノ支援内容 
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列1 団体名 所在地 活動概要 支援希望内容 

1 
NPO法人 お産子育
て向上委員会 

千葉市
中央区 

子どもを産み育てやすい地域環境
作りをする活動 

出産対象年齢の世代に伝わる団
体紹介リーフレットの作成 

2 
NPO法人 災害ボラ
ンティア団体らしんば
ん 

佐倉市 
国内における災害復興支援作業、
及び支援従事者の支援を目的とし
て活動 

会員増員のための資料作成と募
集のための諸方策の提案 

3 
NPO法人 消費者
市民サポートちば 

千葉市
中央区 

安全で安心な暮らしのために消費
者被害を防止し、一人一人が自立
した消費生活を送れるような社会を
めざす活動 

団体賛助会員の加入促進のため
のパワーポイント資料作成とそれを
使った広報戦略の提案 

4 助産宿 市川市 
女性と赤ちゃん、その家族を尊重し
た出産・産前産後のサポートをする
活動 

団体の設立要件の確認と事業計
画立案の支援 
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列1 団体名 所在地 活動概要 支援希望内容 

5 
NPO法人 世界のと
もだち、 ホームスター
ト・しゅっぽっぽ 

船橋市 
未就学児の子どもをもつ家庭を訪
問し、寄り添うホームスタートなど船
橋での子育て支援活動 

家庭訪問するボランティアを募集す
るリーフレット作成と効果的な SNS 
の発信方法の提案 

6 
NPO法人 ダイバーシ
ティ工房 

市川市 
「制度の狭間で孤立しやすい人た
ち」に対し、0 歳～20 歳までの切
れ目ない支援をする活動 

法人への寄付を募る説明資料の
作成と効果的な発信方法の提案 

7 
NPO法人 ほっとす
ぺーす・つき 

佐倉市 
地域の居場所づくりや地域力の向
上に取り組む活動 

理念、ビジョン、ミッションを整理する
ワークショップの開催 

8 NPO法人 BeCOM 銚子市 
地域に貢献できる人材の育成、地
域に活力をもたらす事業の創造と
実践を目的に活動 

スマホページ対応のできる法人の魅
力を伝えるホームページの作成 

9 
千葉市こどものまち
CBT実行委員会 

千葉市
中央区 

まちづくり・職業体験イベント「こども
のまち」を実施する活動 

イベントなどのオンライン化を考える
にあたっての勉強会の設定支援 

10 ちえの和「ほほえみ」 茂原市 
片付けとお金の相談ができる コミュ
ニティサロンの開催 

団体立ち上げ期の活動の方向性と
運営課題の整理 
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【支援団体属性】 

・子どもや学生の支援事業を行う団体  3団体 

・産前産後の支援を行う団体       3団体 

・地域の居場所運営や交流に関わる事業を行う団体         2団体 

・災害復興支援を行う団体、消費生活に関わる支援を行う団体 各1団体 

 

【支援希望内容の分類】 

 ・広報支援        3団体 

 ・ファンドレイジング支援 3団体 

 ・事業計画策定支援  2団体 

 ・オンライン化の支援   1団体 

 ・ワークショップ開催支援 1団体 
 



各プロボノチームの活動内容と 
成果物概要の紹介 
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プロボノワーカー向け説明会の様子 



千葉市こどものまちCBT実行委員会  
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NPO法人 お産子育て向上委員会 
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所在地 活動概要 支援希望内容

千葉市中央区
子どもを産み育てやすい地域環境作り

をする活動

出産対象年齢の世代に伝わる団体紹介リー

フレットの作成



NPO法人 災害ボランティア団体らしんばん  
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所在地 活動概要 支援希望内容

佐倉市
国内における災害復興支援作業、及

び支援従事者の支援を目的として活動

会員増員のための資料作成と募集のための

諸方策の提案

・団体運営に関するヒアリング 

・会員の属性分析と募集会員のペル   
 ソナ像の設定 
・会員＆支援企業発掘への「ペルソナ」  
 アプローチと支援策の提案 
・会員募集チラシテンプレートの作成 
 （2案） 
 

チームの取り組み 
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成果物 
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成果物 
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成果物 
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成果物 
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成果物 

会員募集チラシのテ
ンプレート（2案） 



NPO法人 消費者市民サポートちば  
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所在地 活動概要 支援希望内容

千葉市中央区

安全で安心な暮らしのために消費者被

害を防止し、一人一人が自立した消費

生活を送れるような社会をめざす活動

団体賛助会員の加入促進のためのパワーポイ

ント資料作成とそれを使った広報戦略の提案



助産宿  
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所在地 活動概要 支援希望内容

市川市
女性と赤ちゃん、その家族を尊重した出

産・産前産後のサポートをする活動

団体の設立要件の確認と事業計画立案の

支援

チームの取り組み 

・団体主催のイベントに参加 

・ワークショップの開催 

・団体の全メンバーに記入してもら 

 うワークシートの作成とまとめ 
 →事業計画案の作成支援 
・NPO法人化のための工程表作成 
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成果物 



20 

成果物 
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成果物 
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担当者ごとに設定 

成果物 



NPO法人  

世界のともだち、 ホームスタート・しゅっぽっぽ  
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所在地 活動概要 支援希望内容

船橋市

未就学児の子どもをもつ家庭を訪問し、

寄り添うホームスタートなど船橋での子

育て支援活動

家庭訪問するボランティアを募集するリーフレッ

ト作成と効果的な SNS の発信方法の提案

チームの取り組み 

・ボランティア募集の三つ折りリーフレット     
案の作成（２案）⇒ テンプレートに加工 

・SNSのツール選びの検討やホーム     
ページ発信内容への提案 

・Twitter勉強会の実施         
（対面で2回） 
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成果物 
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成果物 

Twtterを始めるにあたり、新たな
担当者を加えて、5名体制に。 
団体のTwitterアカウントを勉強会
で作成し、操作に慣れてもらった。 

リーフレット別案 



NPO法人 ダイバーシティ工房  
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所在地 活動概要 支援希望内容

市川市

「制度の狭間で孤立しやすい人たち」に

対し、0 歳～20 歳までの切れ目ない

支援をする活動

法人への寄付を募る説明資料の作成と効果

的な発信方法の提案



NPO法人 ほっとすぺーす・つき  
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所在地 活動概要 支援希望内容

佐倉市
地域の居場所づくりや地域力の向上に

取り組む活動

理念、ビジョン、ミッションを整理するワークショッ

プの開催

チームの取り組み 
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チームの取り組み 
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30 

成果物 
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成果物 



NPO法人 BeCOM  
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所在地 活動概要 支援希望内容

銚子市

地域に貢献できる人材の育成、地域に

活力をもたらす事業の創造と実践を目

的に活動

スマホページ対応のできる法人の魅力を伝える

ホームページの作成



ちえの和「ほほえみ」  
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所在地 活動概要 支援希望内容

茂原市
片付けとお金の相談ができる コミュニティ

サロンの開催

団体立ち上げ期の活動の方向性と運営課題

の整理
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「ちばプロボノプロジェクト2020」 
 完了後アンケートより 



「ちばプロボノチャレンジ2020」 全体報告 

【支援団体のプロボノ完了後アンケート回答から】 
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36 



37 
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39 

時間の余裕がないこと
や団体側の準備が
整っていないためのよう 
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【社会人ボランティアのプロボノ完了後アンケート回答から】 
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プロジェクトでの作業の進め方 
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「今後も機会があれば、プロボノとして活動してみたいと感じられた理由をご記入ください。」 
        （前問で95.6%が、「活動してみたい」「やや活動してみたい」と回答） 

・新たな団体さまやワーカーさんとの出会いや互いの意見の交流が好きなこと 

・別の団体の状況もみてみたい。 

・次回はもっといい支援ができると思うため 

・会社員としての仕事では関わらない方々と関わり合えるので視野が広がる。 

・地域で活動している団体に興味がある。誰かのための活動をしている人達に接
することで学ぶことが多くあるので。 

・様々の立場の方、地域の方に接する機会が得られること。またその中で少しでも
自分のスキル、経験が役に立つ点があると嬉しく思う。 

・オンラインミーティングも含めて有意義な経験ができたから。               etc. 



 

【今年度の特徴】コロナ禍の影響 
 
１．オンラインメインでの支援による影響 
 ■対面活動の制限による難しさ 
   ・オンラインでのコミュニケーションの限界 
      オンラインに慣れるまでの抵抗感やストレス、それぞれのオンラインへの意識の違いによる難しさ                   
       共有感や共感を持ちづらい、寄り添ってもらっているように感じづらい 

   ・リアルな場から感じ取れる空気感や情報が得られない 
      団体の状況を理解するまで時間がかる、理解が限定的、ズレが出やすい 

 ■オンラインでの活動による利便性の獲得 
      ・地理的、時間的な制約から自由に     
        遠方からの参加が可能に、時間の都合も柔軟に 

    ・プロボノワーカーも支援団体もオンラインミーティングに挑戦でき、慣れることができた 

      スタート当初はZoom初体験の参加者や団体も多かった 
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雑談がしづらい・・・ 



【今年度の特徴】コロナ禍での影響 
 

２．活動が停滞しがちなことから発生している支援内容が多 
   かった印象 
   →外部の支援が必要だった 
      ・新しい情報発信方法、活動資金の獲得方法を求めて 

    ・団体の活動や運営について見直す機会や時間を得たので見直したい 

     ・団体の停滞感を何とかしたい 
       団体のアンケート結果より 

       「プロボノの支援を受けてよかった点」として 

         ・成果物を得られたこと、完了したこと 

         ・外部からの視点(認知度、期待される部分)、客観的な視点を得られた 

                   そのおかげで視点に広がりと社会性を得ることができた 

         ・団体の課題や問題点を改めて意識することができた 

         ・真摯にサポートくださる姿勢に私たち自身ががんばらないとと自覚を持てた 

         ・活動の背中を的確に強力に後押ししてくれた             etc. 
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これからプロボノで必要とされる 
支援の形も変化する？ 
←団体も見直しを余儀なくされて 
        いる 

プロボノワーカーの 
外部からの視点や 
団体外の存在に説 
明するという行為が、 
団体の活動の見直
しや活動意欲の仕
切り直しにつながっ
ていると思われる！ 


