全国ボランタリズム推進団体会議
（通称:⺠ボラ）in 東京
第 39 回 / 企画･運営：民ボラ世話団体山梨＆東京チーム

テーマ︓市⺠の声は社会を変えられるのか︖
ボランタリズムを推し進める上でのいろいろな課題を協議するなかで、ボランティア活
動推進団体や NPO 支援センターのミッション・運営のあり方を考える場として開催しま
す。理事、監事、ボランティア、事務局員など、民間非営利団体の組織運営にかかわるす
べてのみなさまにご注目いただきたいプログラムです。ふるってご参加ください。
日時：2022 年 5 月 28 日（土）13 時 00 分～5 月 29 日（日）13 時 15 分
（受付・接続開始：12 時 30 分～）

会場：東京ボランティア・市民活動センター

および

オンライン（Zoom）

東京都新宿区神楽河岸 1-1（TEL:03-3235-1171）
飯田橋駅すぐ（JR 中央・総武線西口、地下鉄東西線・南北線・有楽町線・大江戸線 B2b 出口）
※新型コロナウイルス感染拡大状況によりオンラインのみの開催に変更となる場合があります。

主催：ボランタリズム推進団体会議
（世話団体）茨城ＮＰＯセンター・コモンズ ／ 大阪ボランティア協会
静岡県ボランティア協会 ／ JUON NETWORK（樹恩ネットワーク）
市民活動センター神戸 ／ 世田谷ボランティア協会
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ ／ 東京ボランティア・市民活動センター
東京メディエーションセンター ／ とちぎボランティアネットワーク
富士福祉事業団 ／ ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし
山梨県ボランティア協会 （五十音順）

参加対象：全国のボランティア・市民活動推進団体の役職員・スタッフ、関心のある方
※ボランティア・市民活動センター、NPO 支援センター、社協、自治体職員、NPO、ボ
ランティアグループ、一般市民など、どなたでもご参加いただけます。

参加費：4,000 円（1 日のみの参加も同じ）
※参加申込者は期間限定で公開可能な全体会とセッションのアーカイブ視聴ができます。
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1 ⽇目︓5 月 28 ⽇（土）
１３：0０～１３：1５
開会・主催者挨拶
１３：1５～１4：４５
オープニング全体会

市⺠ジャーナリズムは社会を変えられるか︖
〜SNS 時代の市⺠による発信を考える〜
ICT（情報通信技術）の広がりによって、ボランティア・市民活動においても、気軽に情報発信
をすることができるようになりました。しかし、フェイクニュースが存在するように、世の中にあ
ふれる情報は玉石混交であり、その信頼性が問われています。そこで、
「市民ジャーナリズム」をテ
ーマに、SNS などでの発信におけるリテラシー、また、アドボカシーやネット社会のもつ危険性な
どについて考えます。
登壇者には、元 NHK アナウンサーの堀潤さんを迎え、ジャーナリストとして発信することの意
義や、社会に訴えていく上での問題意識、留意すべき課題などをお話しいただき、私たちがさまざ
まな情報とどう向き合うべきかについて考えます。

基調発題者
堀
潤 さん（NPO 法人 8bitNews 代表理事／元 NHK アナウンサー）
司
会
鹿住 貴之 さん（認定 NPO 法人 JUON NETWORK 事務局長）
１５：００～１７：００
テーマ別セッション①②

① アドボカシー「黙認から発信、そして⾏動へ」
ローカルなテーマ、全国共通のテーマ、NPO として活動する中で、不公正なさまにであったり、
声をあげられず取り残されていたりという場面にであうことがあります。怒りや憤りを感じ、声を
あげなくては！と思うことは少なくありません。しかし、日々の活動に追われ、やり過ごしてしま
うことが多いのではないでしょうか。発信、そして行動へのモチベーションの維持と展開手法を共
有したいと思います。

事例提供者
石原 達也 さん（NPO 法人岡山 NPO センター 代表理事）
実吉 威 さん（公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 代表理事／
NPO 法人市民活動センター神戸 理事・事務局長）
関口 宏聡 さん（NPO 法人セイエン 代表理事）
横田 能洋 さん（認定 NPO 法人茨城 NPO センター・コモンズ 代表理事）
コーディネーター
鍋嶋 洋子 さん（認定 NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
専務理事・事務局長）
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② ⼦ども・若者が発信する︕
〜想いを社会に届けるためにできることを考える〜
大人によってあらかじめ仕組み化されたり用意されたりする取組みでなく、子どもや若者がやり
たいことに主体的に取組み、社会へ発信するには、どんなことが必要なのでしょうか。この分科会
では子ども・若者と推進団体からの話題提供をもとに、参加者からの意見も交え、子ども・若者自
身が思いを大事にした取り組みをどう育てるのか、社会へ想いを届けるために推進団体が何を大事
にするのか、どんなことができるのかを考えていきます。

話題提供者
伊藤 博隆 さん（関東地方 ESD 活動支援センター）と高校生
入倉 聖 さん（山梨県学生ボランティア推進委員会 代表）
神元幸津江さん（NPO 法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし
副理事長）
【進行】
１７：１５～
特別企画
市民活動に関わる特別企画を計画しています。（開催内容が決まり次第ご案内します。）

２⽇目︓５月２9 ⽇（⽇）
９：１５～１１：１５
テーマ別セッション③④

③ 市⺠調査の倫理と実践 〜いい意味で「あざとい」調査とは〜
市民団体によるアドボカシーでは、主張の根拠となる調査は重要です。コロナ禍で多くの市民団
体が地域課題への影響などを調べ、発信しました。中間支援組織としても調査は重要で、市民団体
の調査支援もできます。一方、仮説への誘導につながる質問、対象を傷つける設問、調査結果とず
れる強引なまとめなど、倫理が疑われる場面もあります。市民調査の倫理と実践を議論し、事例を
通じて、できることを一緒に模索しましょう。

話題提供者
津富 宏

さん（静岡県立大学 国際関係学部 国際関係学科 教授）

事例提供者･コーディネーター
大野 覚 さん（認定 NPO 法人茨城 NPO センター･コモンズ 常務理事･事務局長）
報告者･ファシリテーター
鈴木 佑輔 さん（東京メディエーションセンター 代表理事）
ファシリテーター
高山 和久 さん（東京ボランティア・市民活動センター 副所長）

④ 市⺠活動の価値観とビジョンを問う
〜ごちゃまぜ「市⺠社会」激論⼤会〜
市民活動での倫理観や目指したい社会像が問われる場面が増えています。パワハラや経理不正が
大きく報道され、一挙に活動継続が困難になります。ふるさと納税での寄付拡大は、地方財政の歪
み拡大に加担しているかもしれません。当事者を事業の顧客とみなすと「不幸産業」となりかねま
せん。社会の大きな潮流にあらがい、人権、民主主義、地方自治などを大切にした市民活動をどう
進めるか。実践事例を共有しつつ、語り合います。
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話題提供者
森山 誉恵 さん（認定 NPO 法人 3keys 代表理事）
鈴木 平 さん（NPO 法人 TEDIC 代表理事）
小池 達也 さん（一般社団法人よだか総合研究所 理事）
⾏

司
早瀬 昇

さん（社会福祉法人大阪ボランティア協会 理事長）

１１：３０～１３：００
クロージング全体会

国際的な市⺠のつながりを考える
〜市⺠社会、分断と暴⼒の罠にはまらないために〜
日本でも分断と孤立が問題になっていますが、国際社会に目を向けると人権、民主化などさらに
多くの問題があります。それは、その国だけの問題でしょうか？
また、国際協力 NGO だけが頑張ればいいのでしょうか？「市民のつながりが社会を変える」との
思いで活動している方々のお話を聞き、市民一人ひとりができること、私たちが「分断」すること
なく、市民の自由な発想と活動の力を見つめなおしましょう！

問題提起
小泉 尊聖 さん（ひろがれ！ピース・ミュージアムいたばし 共同代表／
アフリカ日本協議会 国際保健プロジェクト コーディネーター）
話題提供者
宗田 勝也 さん（難民ナウ！ 代表）
コーディネーター
枝見 太朗 さん（富士福祉事業団 理事長）
１３：００〜１３：１５
閉会・主催者挨拶（１３：１５終了）
会場案内
東京ボランティア・市⺠活動センター
東京都新宿区神楽河岸 1-1
TEL.03-3235-1171

https://www.tvac.or.jp/tvac/access.html

飯田橋セントラルプラザ（事務棟）10 階
FAX.03-3235-0050

ＪＲ中央･総武線飯田橋駅西口徒歩１分/地下鉄東西線･南北線･有楽町線･大江戸線飯田橋駅 B2b 出口すぐ

参加申込・問合せ先
①下記ページにある入力フォームからお申し込みください。定員に達した場合締め切ります。

https://www.tvac.or.jp/news/50728
②参加費用は、申込時に表示される決済案内の画面を確認の上、開催前に銀行振込またはクレジット決
済にてお支払いください。
③開催 3 日前までにオンライン（Zoom）の URL や参加上の注意事項をメールでお送りします。

■お問合せ：東京ボランティア･市民活動センター（熊谷・高山）
E-mail：minvol@tvac.or.jp

TEL・FAX は上記会場案内の番号です。
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