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仕事で得た知識や経験、専門性を活かしたボランティア活動
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「プロボノ」とは

プロボノとは、仕事上のスキルや専門知識を活か
したボランティア活動を意味します。

もともとはアメリカやイギリスの法律関連職の
人々が、無報酬で行う公益事業のことを指してい
ました。欧米では、現在、弁護士業界に限らず、
中小企業診断士やコンサルタント、金融、営業な
ど多岐に渡る職業のビジネスパーソンがプロボノ
活動をおこなっています。

日本では2010年頃から始まり、被災地支援・復興
で活用されたことや、仕事では得がたい経験や自
己実現感、人間的なつながりなど、モノよりコト
を求める時代の空気とも相まって、個人での参加
で浸透してきましたが、企業活動の一環として、
プロボノ活動を社員に推進している企業も増加し
ています。

また、自治体や自治会組織などで活用する事例が
近年増加しており、一般市民の参加を促しながら、
課題解決をはかっていくひとつの方法として、今
後の広がりが期待されています。

Pro For ～のために

Bono Good 善・いいこと

Publico Public 公共的な

語源はラテン語のPro Bono Publico（公共善の
ために）という言葉です

プロボノとボランティア

の違い

無報酬で他者のために働くという
意味では共通しています。しかし、
プロボノは得意分野を活かした支
援のため、支援先にとって生産
性の高い成果が期待でき、また
本人の自己実現感も高くなる傾
向があると考えられます。



「ちばプロボノチャレンジ2019」の主旨

• 千葉県において、2025年、2040年に向けた高齢化の急速な進展に備え、地域
包括ケアシステムの構築に関わる地域福祉団体の基盤強化を、企業人やリタ
イア後のシニアの力を活用することで行い、「地域貢献活動」がより活性化
するような事例として提示します。

• 情報発信や組織運営体制の強化等を行いたいと考える地域福祉団体に対して、
企業活動に豊富な経験と知識をもつ多くの人たちやシニア世代の力を活用し
た「プロボノ」による支援を行うことで、地域の企業も含め、自治体の各関
連機関の関係性構築のきっかけづくりを行います。

• さらに、プロボノ活動の担い手として、高齢者やこれから高齢者となる方に
多く参加を促し、地域活動においての役割と活動のきっかけを提供すること
で、本人の生きがいづくりにもつながる仕組み構築を目指しています。
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写真提供：認定NPO法人サービスグラント



【対象となる団体の種別】

高齢者の介護予防・生活支援を行う千葉県内を活動拠点とする地域福祉団体

【対象となる団体の種別】※個人の方、宗教団体、政治団体等は支援対象となりません。

(1)任意団体（市民活動団体）

(2)地域活動団体（町内会・自治会・老人会等）

(3)ＮＰＯ法人

(4)社会福祉法人

(5)各種公益法人（一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、等）

(6)その他、千葉県が個別に認めた団体

【支援件数】

５~10団体程度
※応募多数の場合は、ご希望に添えない場合があります。
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本プロジェクトにおいては、千葉県内で活動する、高齢者を対象とした介護予防・生活支
援などを行っている団体の基盤強化を支援します。

プロボノによる支援対象団体について
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組織運営上の課題解決につながる、具体的な成果物が得られます

活動を広げたり、強化することに役立つ具体的な成果物の提供を通じて、団体活動の展開を応援します。

外部の視点を取り入れることで、組織の活性化につながります

企業等で活躍する人材との交流を通じて、メンバーの活性化のきっかけをつくります。

他団体の活動を知ったり、自団体の活動を伝えるきっかけになります

今年度は５~10団体を支援。他地域の団体との情報交換、自団体の情報発信ができます。

専門的で質の高いサポートを、無償で受けることができます

団体の課題解決に向けて、普段接する機会が少ない多様な世代、人材との協働が可能になります。

支援団体の皆様にとってのメリット

※ただし、印刷物の印刷経費、ホームページ導入費等の実費経費は、団体側の負担となります。



支援メニューのご案内

チラシ案、HP制作支援

来てほしい人たちへ、イベントや諸活動へ参加を
訴える効果的なチラシ、HP制作を行います。

参加の輪を広げたい！

運営マニュアル（手順書）

作業効率化の提案

メンバーがもつノウハウを「明文化」し、初参加
者でも手伝える体制づくりを応援します。

作業内容の棚卸・整理を行い「見える化」するこ
とで、効率化するための提案を行います。

運営を改善・強化したい！

ニーズ調査

活動やイベント等の利用者・支援者等への調査を
通して、効果的な改善方法等を整理・提案します。

アンケート活用

受益者のニーズや要望、または、団体の活動の意
義や価値について数値化して把握します。

活動の刷新や見直しをしたい！

課題整理

団体の課題を棚卸・整理し、団体の在り方や課題
解決の方向性を一緒に検討します。

会則・規約の整備

会則・規約を整備したり、各種資料の整理を行い、
作業の標準化や簡素化を目指します。

営業資料見直し

資金調達を強化したい！

寄付管理

寄付管理の効率化検討、および、必要な「ツー
ル」の構築を支援します。

企業との連携・協働の実現に向けて、現状の営業
資料の改善や更新を行います。

会計業務改善提案

経費精算書や各種台帳、関係書類の見直しと改善
提案を行います。

※ その他のニーズ・課題については事務局にご相談ください
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支援団体参加の流れ① 支援団体の募集～支援内容決定

8月31日(金) 支援団体 募集締切

9月上～中旬
書類審査・個別ヒアリング
事務局が団体ごとに個別訪問し、活動状況や要望をヒアリング

応募多数の場合は、ご希望に添えない場合があることをご了承くださいプロボノチームとの
顔合わせ

10月下旬
支援内容確定・支援の同意
プロボノワーカー３～5名のチームを事務局が作成、
マッチングし、支援内容を団体と話し合いながら確定します
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支援団体参加の流れ② 支援開始～プロジェクト前半

プロボノチームとの顔合わせ

活動の現場をまずは見てもらいます。
プロボノワーカーの支援先への理解を深め、活動の目的と
目標、今後のスケジュールを確認します。

10月下旬以降 団体ごとに

1

プロボノチームの活動中の対応

活動現場訪問・ヒアリング・個別作業等チームごとに
活動を行い、提案に向けた具体的な作業を行い、事務局がサポートします。
※ヒアリングでは団体のメンバーや関係者、その他、団体の
活動につながりのある方などをヒアリング先としてご紹介
いただく場合など、必要時は団体の方にも、対応していただきます。

10月下旬～1月頃

2
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支援団体参加の流れ③ 後半～成果発表・納品

3

プロボノワーカーより成果物が納品されます。
（2020年1月末まで）

＊支援先とプロボノ参加者双方の合意によって、

活動期間終了後も継続的に団体を支援することも可能です。

成果発表会への参加

プロボノチームにより県民や市町村職員、関連機関などに
向けて、成果と今後の提案について発表を行います。
＊地域包括ケアシステム構築に向け、地域での支え合いに関する講演会
もあわせて行い、理解を深め、情報交換の場となる発表会とします。

２月下旬頃

80

4

振り返りワークショップへの参加

団体メンバーとプロボノチーム全員で成果物の使い方や今後の活動での
活かし方などを考え、これまでについて振り返ります。

２月上旬頃
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団体名 団体概要 プロボノ活動内容 成果物

任意団体
クロダマ
ハウス

高齢者施設を訪問して、高齢
者の方々が若いころに聞いて
いた歌謡曲等をレコードで聴
いてもらい、介護度の進行を
防ぐボランティア活動を行っ
ています。

実施はジャケットを印刷したものとレコード
とプレイヤーがあればだれでも実施可能なの
で、団体の活動を見学し、活動の強みやウエ
ブサイトで訴求すべきポイントを整理し、活
動内容・価値をわかりやすく発信できるホー
ムページの作成を検討・提案しました。

ホームページ作
成

シニアい
きいきサ
ロン

住民同士のふれ合いや楽しい
居場所であるサロン活動の提
供を行っています。また研修
等を通じてサポートする担い
手の育成も行っています。

市内全域の方対象のサロン、住まいのの近く
で参加できる地域密着型実施し、継続及び更
なる地域展開のために、担い手となるサポー
ターの潜在層へのニーズや要望をインタ
ビュー等で掘り起こししたり、他の団体の事
例収集による募集戦略を検討・提案しました。

サポーター募集
のチラシ制作・
ニュースレター
案の参考提示

たすけあ
いサポー
トアイア
イ

家事・子育てサポート（介護
保険以外のサポート）、階段
昇降サポート、車でおでかけ
サポート（福祉有償運送）等
生活支援活動を行っています。

受付、マッチング、実施報告、実績の取りま
とめを別々の管理表で行っているため、依頼
件数の増加に伴い、対応が難しくなっていま
したので、一連の業務内容の可視化と効率化
を提案しました。

作業効率化の提
案

一般社団
法人あん
しん地域
見守り
ネット

自動応答電話「あんしん電
話」をツールとした住民主体
による地域見守りや、町会・
医療介護機関へのあんしん電
話導入サポート、見守りボラ
ンティア育成等を行っていま
す。

あんしん電話を導入している1～2か所程度拠
点をケースとして、蓄積されているデータを
整理し、あんしん電話の利用とその後の医療
機関や地域コミュニティによるフォローの実
態調査を基礎資料としまとめ、今後のあんし
ん電話導入の評価や効果の検証を行う際の参
考資料とすることを検討しました。

事業評価

＜昨年の活用事例＞ 千葉県ホームページより
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＜一昨年の活用事例＞ 千葉県ホームページより

団体名 団体概要 プロボノ活動内容 成果物

社会福祉法
人千葉市社
会福祉協議
会加曾利地
区部会

健康づくり、福祉施設と交流、サロ
ン活動等、多岐にわたる活動を実施
している中で、特に、庭木の剪定や
家具の移動など住民の困り事に応え
る有償ボランティアサービス「助け
あいのかい」の活動に積極的に取り
組んでいます。

若い世代などに有償ボランティ
アの担い手を拡大するために効
果が期待できる施策を検討・提
案しました。

担い手募集の方法を、
チラシやデータベー
スなどのツールをも
とに提案しました。

NPO法人ス
マイルクラ
ブ

日本の高齢者、障がい者が元気に生
活し、イキイキと仕事が出来る「ス
マイルタウン」の実現を目指して各
種スポーツ教室を運営しています。

まだ認知症や転倒予防へ意識を
持っていない層を取り込むため
のプログラムやスポーツ活動に
ついて、ニーズを調査し、具体
的な施策について検討・提案し
ました。

参加者にアンケート
を取り、行政関係者
にインタビューを実
施。その結果を報告
書にまとめました。

浦安介護予
防アカデミ
ア

介護予防に必要と言われる項目を網
羅するウォーキング班、栄養班、口
腔班、体操班、談話・傾聴班、脳ト
レ班の6つの活動、および総務・経
理等の活動を、7つの班で実施して
います。

運営の担い手の高齢化と不足に
より、活動の維持・拡大が難し
くなっていました。そのため、
運営の担い手拡大に向けた具体
的な施策について検討・提案し
ました。

担い手募集のチラシ
およびそのチラシを
作成するに至った過
程を提案資料にまと
めました。

NPO法人た
すけあいは
とぽっぽ

住民同士の助け合いの理念に基づい
て、高齢・障がい・病気等で困って
いる方の生活支援を有償ボランティ
アで行っています。

賛助会員獲得に向け、現在の取
り組みを把握したうえで、改善
につながる提案を行うとともに、
案内資料の作成など具体的な
ツールを作成しました。

賛助会員募集のチラ
シ作成およびそこに
至るまでの調査内容
を報告書にまとめま
した。
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認定NPO法人
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（ＮＰＯクラブ）

応募締切 8月31日（土）応募締切です。

支援団体への応募方法

◆エントリーシートに必要事項をご記入の上、下記Eメール宛に添付いただく
か、下記ファクス宛で、御送信ください。
応募団体エントリーシートは、下記 NPOクラブ ホームページの「ちばプロボ
ノチャレンジ2019」よりダウンロードできます。

TEL： 043-303-1688 FAX： 043-303-1689 
Email： npo-club@par.odn.ne.jp
ホームページ : http://www.npoclub.com

千葉県高齢者福祉課生きがい活動推進班

TEL： 043-223-2328 FAX： 043-227-0050 
Email： kourei8@mz.pref.chiba.lg.jp

【お問い合わせ・お申込み】



• プロボノによる支援、プロジェクトにおける成果物は無償で提供します。

• 応募に当たっては、費用に関する以下2点を十分にご理解の上、ご検討をお願いします。

[1] 交通費補助

• 支援決定後に開催する振り返りワークショップ（2月上旬）ならびに成果報告会（2月下

旬）への参加に際して、団体からの参加者1名につき1,000円以内の範囲で、交通費実費

相当額を精算させていただきます。（自家用車の場合は駐車料金・ガソリン代も精算の

対象となります。なお、1団体につき最大3名様までとさせていただきます。）

[2] 団体側に発生が想定される費用

• 下記に示す費用は支援を受ける団体側の負担となり、千葉県や事務局が負担することは

ありませんので、あらかじめご了承ください。

① チラシ等印刷物支援の場合、印刷・配送等に係る諸費用（印刷費、郵送費等）

② 有償画像素材等の購入に係る費用

③ 振り返りワークショップならびに成果報告会での提案を除いて、プロボノワーカー

との打ち合わせ等の実施・参加に際して発生した、公共施設等の有料施設を利用し

た際の施設使用料、団体関係者の交通費（電車・ガソリン代・駐車料金等）、茶

菓・飲食等の費用

④ その他、本プログラムの実施に関連して支出した雑費（文房具代、消耗品費等）
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費用について


