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「公民館におけるボランティアの研修の充実方策に関する調査」の調

査票について 
 

１ 実施主体 

  「公民館におけるボランティアの研修の充実方策に関する調査研究委員会」 

   事務局：国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

 

２ 調査票の提出について 

 

（１）提出期限 

   平成22年３月１日（月） 

 

（２）提出方法 

   社会教育実践研究センターホームページ下部「お知らせ」よりダウンロードが可能

となっておりますので、ご入力の上、電子メールにてお送りください。 

    社会教育実践研究センターホームページURL 

     http://www.nier.go.jp/jissen/index.htm 

 

３ 調査票について 

 ① 調査票の記入について 

   市区町村における中央公民館またはその機能を有する公民館がお答えください。な

お、該当する公民館がない場合には市区町村を代表する公民館がお答えください。 

  ※なお、調査票につきましては、平成22年１月26日付け21教研実践130号で依頼してい

る、「公民館の職員の研修に関する実態調査」の回答する公民館と揃えるようお願い

いたします。 

 ② 調査票のファイルについて 

   調査票のファイルは計算式を使用しているため、行・列・セル及びシートの追加や

削除はしないでください。また、調査票のシート以外は変更しないようお願いいたし

ます。 

 ③ 市区町村コードについて 

   調査票の市区町村コードは社会教育実践研究センターホームページ下部「お知らせ」

から一覧をご覧いただき、入力してください。 

 

４ 提出先 

  社会教育実践研究センター 企画課普及・調査係 

   e-mail：kominkan@nier.go.jp 



平成22年２月

　この調査は、公民館におけるボランティアの活動および研修に関する実施状況等についての実態を調査し、公民館におけるボ

ランティアの研修の充実方策をはかるための基礎資料とするとともに、文部科学省及び国立教育政策研究所社会教育実践研究セ

ンターが実施する講座等の内容の充実に資することを目的としています。

　ご多用のところとは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

  なお、調査結果は全て統計的に処理いたします。本調査研究の参考資料とする以外に使用することはありません。

＜記入の前にお読みください＞

１　この調査における「ボランティア活動」とは、仕事とは別に「自主的」で「金銭を得ることを目的としない」「公共性のあ

　る」活動のこととします。また、「ボランティア」は「ボランティア活動」をする人とします。

２　この調査における「ボランティアの研修」とは、貴公民館が実施する、貴公民館のボランティアが資質や能力の向上に役立て

　ることのできる研修です。ただし、事業ごとに実施する事業説明や諸注意などは含みません。

３　この調査は、市区町村における中央公民館またはその機能を有する公民館が記入してください。なお、該当する公民館がない

　場合には市区町村を代表する公民館が記入してください。

４　調査基準日は、設問に特に記述等がない限り、平成21年10月１日とします。

５　記入もれがありますと、正確な実態把握に支障が生じるので、もれがないように記入してください。

６　この調査は、平成９年度文部省委嘱事業「学習成果を生かしたボランティア活動を推進するための方策に関する調査研究事業」

　として社会教育施設ボランティア研究会（代表：鈴木眞理）が実施した「社会教育施設におけるボランティア活動の実態調査」

　の調査内容との継続性を保つため、一部、設問を比較可能なよう設定してあります。

＜調査内容についての問い合わせ先＞

　公民館におけるボランティアの研修の充実方策に関する調査　調査研究委員会事務局

〒110-0007　東京都台東区上野公園12-43

　　　　　　　　国立教育政策研究所社会教育実践研究センター内

担当：　荒井　博文（国立教育政策研究所社会教育実践研究センター専門調査員）

　　　　　　電話：03-3823-8684　　ＦＡＸ：03-3823-3008

★　回答者について記入してください。

館長氏名

平成21年度　奉仕活動・体験活動の推進・定着のための研究開発事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公民館におけるボランティアの研修の充実方策に関する調査研究委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　讃岐　幸治（放送大学愛媛学習センター所長・愛媛大学名誉教授）

                                          国立教育政策研究所社会教育実践研究センター長

市区町村コード

都道府県名

市区町村名
または

組織・団体名

公民館の名称

郵便番号・所在地

　〒

ボランティア
公民館用

     服部　英二

公民館におけるボランティアの研修の充実方策に関する調査　調査票

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅ-mailアドレス

資料２
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　問１　貴公民館では、平成20年度にボランティアを受け入れていますか。該当する番号を回答欄に 問１

　　　記入してください。

　　　１　受け入れている　　　→　問２へお進みください

　　　２　受け入れていない　　→　問19、問20へお進みください

　問２　問１で「受け入れている」と回答した公民館に伺います。ボランティアを受け入れているの

　　　はどういう理由からですか。該当する全ての回答欄に○をつけてください。

　①　ボランティア活動を生涯学習の場として地域の人々に提供するため

　②　施設職員とは異なる視点から新しい学習課題を発見できるから

　③　新しい学習課題への対応の方向を提案してもらえるから

　④　施設の運営・事業の実施に新しい工夫をもたらすことができるから

　⑤　施設が、多くの人に親しまれるものになるから

　⑥　施設と地域の結びつきが強まるから

　⑦　施設の活性化につながるから

　⑧　施設の人的体制の不備を補うことができるから

　⑨　あなたの施設のボランティア養成講座修了者に活動の場を提供できるから

　⑩　人々にこれまで様々なところで学んだ成果や能力を生かす場を提供できるから

　⑪　ボランティアを受け入れることが施設の評価を高めるから

　⑫　他の施設も受け入れているし、全国的趨勢であるから

　⑬　利用者や地域の要望があったから

　⑭　所管部局（市区町村等）の施策として

　⑮　その他

　問３　貴公民館で平成20年度に行われたボランティア活動はどのような内容ですか。該当する全て

　　　の回答欄に○をつけてください。

　①　施設の利用者のための保育活動

　②　施設の美化活動

　③　広報活動への協力

　④　各種の集会における会場整理

　⑤　相談活動における相談員

　⑥　各種の視聴覚機器の操作援助

　⑦　国際交流活動への協力

　⑧　事業の企画立案・運営への支援活動

　⑨　障害がある利用者への支援活動

　⑩　施設の教育活動の支援

　⑪　施設の運営方針決定への参画

　⑫　その他

　問４　貴公民館で平成20年度に受け入れているボランティアは、実人数でおよそ何名ですか。該当 問４

　　　する番号を回答欄に記入してください。

　　　１　   1～  10名　　

　　　２　  11～  20名　

　　　３　  21～  30名

　　　４　  31～　40名

　　　５　　41～　50名

　　　６　  51名以上

具体的に：

具体的に：
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　問５　貴公民館にはボランティアの登録制度はありますか。該当する全ての回答欄に○をつけてく

　　　ださい。

　①　個人登録をしている

　②　グループ登録をしている

　③　登録制度は特にない

　④　その他

　問６　貴公民館でのボランティアに対する支援について伺います。

　   (1)　平成20年度、ボランティアに次のような施設・設備・便宜などが提供されていますか。該

　　　　当する全ての回答欄に○をつけてください。

　①　ボランティア専用のスペース・部屋

　②　パソコン・インターネット

　③　電話・ＦＡＸ

　④　コピー・印刷機

　⑤　ロッカー

　⑥　事務用品

　⑦　制服・名札

　⑧　施設利用上の優遇措置

　⑨　その他

　⑩　特にない

　   (2)　平成20年度、ボランティア活動の活性化のために次のような支援を行っていますか。該当

　　　　する全ての回答欄に○をつけてください。

　①　活動に対する表彰

　②　称号付与や昇格制度

　③　広報誌などによる活動の紹介

　④　ボランティアの自主活動への協力

　⑤　その他

　⑥　特にない

　　 (3)　平成20年度、ボランティア保険はどのようになっていますか。該当する番号を回答欄に記 問６-(3)

　　　　入してください。

　　　１　施設が全額負担してかけている

　　　２　ボランティア本人が全額負担してかけている

　　　３　施設と本人の双方が負担してかけている

　　　４　かけていない

　　　５　その他

　問７　貴公民館にはボランティア組織がありますか。 問７

　　　１　ある　→　問８へお進みください。

　　　２　ない　→　問10へお進みください。

具体的に：

具体的に：

具体的に：

具体的に：

－ 82 － 



　問８　問７で「ある」と回答した公民館に伺います。貴公民館にはどのようなボランティア組織が

　　　ありますか。該当する全ての回答欄に○をつけてください。

　①　公民館でつくった全員参加のボランティア組織がある

　②　公民館でつくった任意参加のボランティア組織がある

　③　ボランティアがつくった全員参加の組織がある

　④　ボランティアがつくった任意参加の組織がある

　⑤　その他

　問９　貴公民館では、平成20年度にボランティア組織が自主的に研修を行っていますか。該当する 問９

　　　番号を記入してください。

　　　１　行った

　　　２　行っていない

　　　３　把握していない

　問10　貴公民館では、平成20年度に貴公民館のボランティアに対する研修を行いましたか。該当す 問10

　　　る番号を回答欄に記入してください。ただし、事業ごとに実施する事業説明や諸注意などは含

　　　みません。

　　　１　行った　　　　　→　問11へお進みください

　　　２　行っていない　　→　問16へお進みください　

　問11　問10で「行った」と回答した公民館に伺います。貴館では、ボランティアに対する研修を実

　　　施する時期はいつですか。該当する全ての回答欄に○を付けてください。

　①　ボランティアを受け入れる時に実施している

　②　年間計画で決め、定期的に実施している

　③　ボランティアから希望が出た場合に実施している

　④　その他

　問12　貴館では平成20年度に、研修は何回実施していますか（問９に該当するものは除く）。該当 問12

　　　する番号を回答欄に記入してください。ただし、ボランティアの受け入れ時に実施する研修は

　　　何回実施していても１回として数えます。

　　　１　１回

　　　２　２回

　　　３　３回

　　　４　４回以上

　問13　研修の学習内容はどのようなものでしたか。

　　　　該当する全ての回答欄に○をつけてください。

　①　ボランティア活動についての考え方に関するもの

　②　自館の運営状況・活動状況に関するもの

　③　ボランティア活動を行うために必要な知識に関するもの

  ④　ボランティア活動を行うために必要な技術に関するもの

  ⑤　職員やボランティア同士の情報交換・交流を目指したもの

  ⑥　その他

具体的に：

具体的に：

具体的に：
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　問14　貴公民館が実施するボランティアの研修のうち、特色があると思われる事業がありましたら、

　　　事業名やその内容等について具体的にご記入ください。

　問15　貴公民館が平成20年度に実施したボランティアに対する研修に参加した延べ参加者数はおよ 問15

　　　そ何人ですか。該当する番号を回答欄に記入してください。

　　　１ 　1～10名

　　　２　11～20名

　　　３　21～30名

　　　４　31～40名

　　　５　41～50名

　　　６　51名以上

　問16　問10で「行っていない」と回答した公民館に伺います。平成20年度に貴公民館がボランティ

　　　アに対して研修を行わなかったのはどのような理由によるものですか。該当する全ての回答欄

　　　に○をつけてください。

　①  研修に必要な予算が確保できなかったから

　②  研修の企画・運営に必要な職員等の人数が不足していたから

　③  研修を実施しても、日程等の関係で参加者が見込めなかったから

　⑤　ボランティアからの要望がなかったから

　⑥　ボランティアグループの定例会等に出席し、指導・助言を行っているから

　⑦  その他

　問17　現在、公民館におけるボランティアはどのような内容の研修をする必要があると思います

　　　か。該当する番号を上位２つまでお答えください。

　　　１　ボランティア活動についての考え方に関するもの

　　　２  自館の運営状況・活動状況に関するもの

　　　３　自館でボランティア活動を行うために必要な知識に関するもの

      ４　自館でボランティア活動を行うために必要な技術に関するもの

      ５　職員やボランティア同士の情報交換・交流を目指したもの

      ６　その他

　問18　貴公民館では、貴公民館のボランティアを貴館以外が実施するボランティアの研修に派 問18

　　　遣していますか。該当する番号を回答欄に記入してください。

　　　１　派遣している

　　　２　派遣していない

  ④  自館のボランティアを対象とする研修は、他施設・他機関などが主催
　　するもので十分に感じられたから

問17

具体的に：

具体的に：
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　問19　問１で「受け入れていない」と回答した公民館に伺います。貴公民館でボランティアを

　　　受け入れていないのは、次のうちどのような理由によるものですか。該当する全ての回答欄に

　　　○をつけてください。

　①　自館の運営は、職員が自力で行うべきだから

　②　ボランティアを受け入れても、準備や調整などの対応ができないから

　③　ボランティアを受け入れても、活動の場がないから

　④　ボランティア活動の希望者を把握できないから

　⑤　自館には他に力を入れるべき仕事があるから

　⑥　現在のところ、ボランティアの受け入れまでは手が回らないから

　⑦　ボランティアの受け入れ方法がよくわからないから

　⑧　その他

　問20　問１で「受け入れていない」と回答した公民館に伺います。貴公民館では、今後ボラン 問20

      ティアを受け入れる予定はありますか。該当する番号を回答欄に記入してください。

　　　１　今後１～２年のうちにボランティアを受け入れる方向である

　　　２　ボランティアの受け入れが検討課題になっている

　　　３　ボランティアを受け入れる予定はない

　　　４　その他

　ご協力、どうもありがとうございました。

具体的に：

具体的に：
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