Q11

を深めるのに役に立った。

このプログラムに参加することで、社会活動の中
心的担い手として活躍していくことに対し、意欲

 *RRGZKHUHDOVRWKHLQIRUPDOSDUWOLNHKRPHVWD\IRUPXWXDO
XQGHUVWDQGLQJ <*

が増しましたか？
Did you increase your willingness to be active
and to take a central role in social activities by
SDUWLFLSDWLQJLQWKLV3URJUDP"



とても

部分的に
少し
増した
増した
増した
増した
Increased Increased 3DUWLDOO\
/LWWOH
very much
increased increased
(3







このプログラムは日本と参加国の友情を深めるこ
とができたと思いますか。
Do you agree this Program deepens friendship


増して
いない
1RW
increased

平均値
Average







Q13

3'













Y













EHWZHHQ-DSDQDQGWKHSDUWLFLSDWLQJFRXQWULHV"

とても思う
6WURQJO\
agree

・ 社会活動に参画する意欲はすでにあったが、プログラ
ムを通じてそれが更に向上したと思う。


思う
Agree


普通
1HXWUDO


思わない
'LVDJUHH


ほとんど
思わない
6WURQJO\
disagree

平均値
Average

(3













3'













Y













 0\ ZLOOLQJQHVV WR EH DFWLYH LQ VRFLDO DFWLYLWLHV LV DOUHDG\

・ とても親密な関係を築けたと思うし、非常に温かい歓

KLJKDQG,WKLQNZLWKWKLVSURJUDPLWLQFUHDVHGHYHQPRUH

迎を受けた。夜にはよりインフォーマルな形でお互い

3'$

のことを知ることができた。ホームステイもこの目標

・ 自分はすでにたくさんの社会活動に参加している。

の達成には非常に有効だった。

 ,DPDOUHDG\LQYROYHGLQPDQ\VRFLDODFWLYLWLHV 3'8.

We established very intensive contact, we were welcomed

・ そもそも強い意欲があった。

YHU\ ZDUPO\ 6RPH HYHQLQJ WKHUH ZDV D FKDQFH WR JHW WR

 ,DOUHDG\KDGKLJKZLOOLQJQHVVWREHJLQZLWK <$

NQRZ HDFK RWKHU LQIRUPDOO\ 7KH KRPHVWD\ ZDV YHU\
HIIHFWLYHWRUHDFKWKLVJRDO (3*

Q12

このプログラムは日本と参加国の相互理解を深め

・ 母国に戻ってから、日本に対する理解促進に向けてぜ
ひ活動したい。

ることができたと思いますか。
Do you agree this Program deepens mutual
understanding

between

Japan

and

 ,DPYHU\KDSS\WREHLQYROYHGDQGWDNHDVWURQJLPSDFWRI
-DSDQHVHXQGHUVWDQGLQJVEDFNKRPH 3'*

the

SDUWLFLSDWLQJFRXQWULHV"

・ 日本青年国際交流機構の会員と日本人ボランティア
と交流できたことがとても良かった。これからも連


とても思う
6WURQJO\
agree


思う
Agree


普通
1HXWUDO


思わない
'LVDJUHH


ほとんど
思わない
6WURQJO\
disagree

平均値
Average

(3













DOXPQLDQG-DSDQHVHYROXQWHHUV,KRSHWRVWD\LQWRXFKZLWK

3'













-DSDQHVHFROOHDJHVKRSHIXOO\KDYHWKHPLQ/RQGRQ

Y













絡を続けて、いつか彼らをロンドンへ招待したい。
Especially the opportunity for social interaction with IYEO



3'8.

・ 日本人の生活や日本の政治、社会政策などについて、
知識がほとんどなかったが、非常に多くのことを学ん
だ。日本参加者も私たちから何かを得てくれていると
嬉しい。
 :H FDPH ZLWK OLWWOH NQRZOHGJH DERXW -DSDQHVH OLIH DQG
politics and social policies but we learned very much. We
KRSH -DSDQHVH SDUWLFLSDQWV GLG EHQHILW IURP RXU H[FKDQJH
(3*<8.
・ 互いの情報を共有することは、社会的変化を先読みす
る上で非常に必須で重要である。例えば、ひきこもり
の問題はヨーロッパでも将来的に問題になる可能性が
ある。
 +HDULQJIURPHDFKRWKHULVYHU\HVVHQWLDODQGLPSRUWDQWWR
UHDGRQVRFLDOGHYHORSPHQW+LNLNRPRULPLJKWDOVREHFRPH
DSUREOHPLQ(XURSHLQWKHFRPLQJ\HDUV <$
・ ホームステイなどのインフォーマルな活動も相互理解
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人的ネットワークをどの程度構築することができ

クの発案。
 ,QLWLDWH DQ DOXPQL QHWZRUN RQ EHKDOI RI WKH (XURSHDQ

ましたか。

SDUWLFLSDQWV (3*

+RZZHOOGLG\RXEXLOGDKXPDQQHWZRUN"



とても
良くできた できた
良くできた
Good
6DWLVIDFWRU\
Very well

・ 自団体訪問に向けた、日本参加者への情報提供。


ある程度
できた
Fair


ほとんど
できな
かった
7RROLWWOH

平均値
Average

 6HQG LQIRUPDWLRQ WR -DSDQHVH SDUWLFLSDQWV FRPLQJ WR YLVLW



・ 他国の参加青年と共に、母国でのプロジェクトの実施。
 :RUNLQJRQLPSOHPHQWLQJDSURMHFWLQP\FRXQWU\WRJHWKHU

(3











3'













Y













P\RUJDQL]DWLRQ (38.<*

ZLWKSDUWLFLSDQWVIURPRWKHUFRXQWULHV 3'$

・ 地方プログラムの参加者名簿や顔写真、全ての参加青

・ 日本人のホームステイ受入など日本青年派遣プログラ

年のEメールアドレスを配布してもらえると今後の連

ムへの協力。訪問施設・団体の提案。プログラムに関
しての広報活動。

絡に役に立つと思う。
It would be helpful to have a list of participants and photos

 7R KHOS ZLWK KRVWLQJ YLVLWV WR WKH 8. KRVWLQJ KRPHVWD\

for local program and complete list with email address.

RI -DSDQHVH SHRSOH 6XJJHVWLQJ RUJDQL]DWLRQV WR YLVLW
3XEOLVKLQJWKHSURJUDPDQGSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWV

(3*
・か国にわたるネットワークを築けたことはとても素



3'<8. 

晴らしい。
 ,WLVJUHDWWRKDYHQHWZRUNRYHUFRXQWULHV (38.

Q16 今後NPOマネジメントフォーラムのネットワーク
-1 を使って実施する共同事業のアイディアをお書き

Q15 このネットワークを継続させるためにどのような
-1 サポートがあれば良いと思いますか。
What kind of support do you think is necessary
in order to establish a sustainable network out
RIWKLV3URJUDP"

ください。
Any future joint activities in which you can
utilize your network from NPO Management
Forum.
・「エラスムス・プラス・プログラム」における日本と

・ ネットワークの調整を責任持って行ってくれる担当者。
 6RPHRQHWRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUFRRUGLQDWLQJWKHQHWZRUN

の協働。自団体の研究活動、学校でのプロジェクトに
おいて、日本参加者の受け入れ。
 , ZLOO SURPRWH FRRSHUDWLRQ ZLWK -DSDQ LQ WKH (UDVPXV

3'8.
・ 既参加青年と今後の参加者、訪問先団体を結び付けら

program. I will explore the possibilities of including

れるインターネット上のプラットフォームの構築。例

-DSDQHVHSDUWLFLSDQWVLQRXUDFWLYLWLHVRXUUHVHDUFKDFWLYLWLHV

えば、)DFHERRNや/LQNHGLQなどを利用した両者マッチ

RURXUVFKRROSURJUDP <$

ングなど。
 7R HVWDEOLVK RQOLQH IRUXP WR FRQQHFW IRUPHU DQG IXWXUH
SDUWLFLSDQW DQG 132 ZH YLVLWHG HJ IDFHRRN /LQNHGLQ

Any future joint activities in which you can

could buddy up participants with future participants.


Q16 今後地方プログラムのネットワークを使って実施
-2 する共同事業のアイディアをお書きください。

3'8.<$

utilize your network from the Local Program.
・ 研究活動や大学との協働。日本の高齢者のための政策

Q15 このネットワークを継続させていくために、あな
-2 たはどのような協力ができますか。

提言組織（ドイツの%$*62やエイジUKなど）の立ち

What kind of contribution will you be able to

Research and university collaboration. Advising to set up

provide in order to establish a sustainable

DGYRFDF\ DJHQF\ DQG RUJDQL]DWLRQ IRU ROG SHRSOH LQ -DSDQ

上げに向けたアドバイス提供。

%$*62*HUPDQ\RU$*(8.  (3*

QHWZRUNRXWRIWKLV3URJUDP"
・ 訪問先団体の職員や学生、ボランティアなどとEメール
やソーシャルネットワークを通して連絡を取り続ける。

・ 日本のようなケアマネジャーシステムの必要性を認知
症対策戦略に盛り込むこと。

 , ZLOO JHW LQ FRQWDFW E\ HPDLO DQG 616 ZLWK VRPH VWDII

I will focus on the dementia strategy that I develop currently

PHPEHUVVWXGHQWVYROXQWHHUV 全参加国／$OOFRXQWULHV

more on the need of a care manager system as you have in
-DSDQ (3*

・ 将来の参加青年に対するアドバイス
Give advice to future German delegates for preparation.
(3*3'8.

・ 自国でのプロジェクト実施に、他国の参加青年と取り
組みたい。

・ ヨーロッパ参加青年をまとめる既参加青年ネットワー
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ZLWKSDUWLFLSDQWVIURPRWKHUFRXQWULHV 3'$
・ 和歌山県の教育委員会が興味を持ったユースパスとい

Q18 本事業のように分野を超えた国際交流事業はあな
-1 たの国にもありますか。もし類似する事業があれば

った類似の制度作りへの協力。

その内容を記載ください。

 7R KHOS VHWWLQJ XS D VLPLODU V\VWHP RI \RXWK SDVV ZKLFK

Do you have any similar international exchange

%RDUGRIHGXFDWLRQIURP:DND\DPDZDVLQWHUHVWHGLQ <$

programs in your country which connect
GLIIHUHQWILHOGV",IVRSOHDVHSUHVHQWWKHRXWOLQH

・ 熊野高校の生徒との交流を続けたい。自団体のドイツ
の青少年と、日本の青少年が英語で手紙を書きなが
ら、互いの学校システムについて教え合うような機会
を与えたい。

of the programs.
・ 欧州内での小規模なプロジェクト エラスムス）や二
国間による専門家レビュープロセスなど。

I hope I will be in contact with the students from the Kumano
6HQLRU +LJK 6FKRRO 0\ *HUPDQ \RXWK FDQ EH LQ FRQWDFW
ZLWK-DSDQHVH\RXWKE\ZULWLQJOHWWHUVLQ(QJOLVKDQGWKH\
can tell each other how they feel about their school system.
<$

 6PDOOHU MRLQW SURMHFWV ZLWKLQ (XURSH (5$086  VRPH
ELODWHUDOH[SHUWSHHUUHYLHZSURFHVV (3*3'8.
・*サミット後に始まった認知症に関するグローバ
ル・ヤングリーダー・ネットワーク。
 7KH JOREDO \RXQJ OHDGHUV LQ GHPHQWLD QHWZRUN ZKLFK ZDV
LPSOHPHQWHGDIWHUWKH*VXPPLWRQGHPHQWLD (3*

Q17

この事業を通して、あなたは日本参加者に何を伝

・ オランダ、中国、スウェーデンなどとの交流プログラム。

えられたと思いますか。

 ([FKDQJHSURJUDPVZLWKGLIIHUHQWFRXQWULHVOLNH1HWKHUODQGV

What do you think you shared with the
-DSDQHVH SHRSOH WKURXJKRXW WKLV 3URJUDP"
(What impact did you make on the Japanese
SHRSOHWKURXJKRXWWKLV3URJUDP"
・ 自国のシステムや自団体の活動、また、政府・行政に

&KLQD6ZHGHQ 3'8.
・ ウクライナ、フランス、ポーランド、イタリアなどと
の青年交流を含むリーダー交流プログラム。
 /HDGHUV H[FKDQJH SURJUDP ZLWK 8NUDLQH )UDQFH 3RODQG
DQG,WDO\WRJHWKHUZLWK\RXWKH[FKDQJHV <$

対する政策提言について。
 +RZV\VWHPVZRUNLQRXUFRXQWULHVRXURZQ132DFWLYLWLHV
and how to do advocacy with the government.


Q18 もし類似するような事業がなければ同種の事業を
-2 主催または協力したいと思いますか。

全参加国／$OOFRXQWULHV

If no, would you like to conduct or cooperate to
FUHDWHWKLVNLQGRISURJUDP"

・ 類似の課題解決に向けた新しいアイディアやモチベー
ション。

・ 協力したいが、資金の面からいかにして継続できるか

 1HZLGHDVDQGPRWLYDWLRQWRWRVROYHPXWXDOFKDOOHQJHV

が課題。



I could help but have not get much idea of how to get this

全参加国／$OOFRXQWULHV

・ 障害を持つ若者のエンパワメントと社会参加に関する

JRLQJLQWHUPVRIIXQGLQJ 3'8.

知識。地方自治体や政府との連携の促進方法や、当事
者中心のサービス策定にとって障害者の経験がいかに

＜東京プログラム／Tokyo Program＞

重要かということ。
 0\NQRZOHGJHRISDUWLFLSDWLRQDQGHPSRZHUPHQWIRU\RXQJ
SHRSOHZLWKGLVDELOLWLHV+RZWRFRQQHFWORFDODQGQDWLRQDO

Q19

るのに役立ちましたか。

JRYHUQPHQW DQG GUHZ OLQNV WR KRZ GLVDEOHG SHRSOHV RZQ

Was the Orientation （9:40-10:20, February 25)

H[SHULHQFHVKRXOGKHOSWRVKDSHXVHUVHUYLFH 3'8.

helpful for your understanding of the entire
3URJUDP"

・ ボランティアを通じたスキルの承認、プロジェクトの
評価とインパクトアセスメントの重要性。




あまり
役立た
とても


役立た
無回答 平均値
なかった
役立った 役だった 適切
なかった
1$
Average
1RW
Very
+HOSIXO 6DWLVIDFWRU\
1RWVR
helpful
helpful
helpful

 9DOLGDWLRQ RI VNLOOV JDLQHG E\ YROXQWHHULQJ ,PSRUWDQFH RI
HYDOXDWLRQDQGLPSDFWDVVHVVPHQWRISURMHFWV <$
・ 自分の考えを発表し自信を持つことの大切さや、ボラ
ンティアのネットワークと非営利団体が専門性を高め
る重要性。
 7KH LPSRUWDQFH RI FRQILGHQFH DQG VSHDNLQJ \RXU PLQG DV
ZHOODVWKHLPSRUWDQFHRIYDOXLQJWKHQHWZRUNRIYROXQWHHUV
DQGSURIHVVLRQDOLVPRI132 <$8.
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3'















Y















・ 早い段階でよりインフォーマルな自己紹介の機会があ
ると良かった。

招へいプログラム Invitation Program

It would have been very helpful to have a short informal

 7KH FRQWHQW ZDV YHU\ LQWHUHVWLQJ DQG PHDQLQJIXO DQG WKLV
EURXJKWDYHU\JRRGLPSDFWRQPH+RZHYHU,GLGQRWKDYH

JHWWLQJWRJHWKHUDQGLQWURGXFWLRQ (3*
・ すでに詳細な情報が手元にあったので少し短くても良

DWLPHWRDVNTXHVWLRQV 3'*8.

かったと思うが、全体としては役立ったと思う。
It could have been shorter since we had already had detailed
LQIRUPDWLRQLQWKHERRNEXWLQJHQHUDOLWZDVDJRRGKHOS

Q22

(3*$<

RI$FKLHYHPHQW 0DUFK "

・ 事業全体を通じて行うディスカッションに焦点を当て






あまり
非常に
良く
無回答
良かった 適切
良くなかった なかった
良かった
1$
Good 6DWLVIDFWRU\
Excellent
'LVDSSRLQWLQJ
Bad

た説明があると良かった。
It could have been more specific as to the discussion we
ZRXOGKDYHDFURVVWKHHQWLUHSURJUDP (38.

Q20

基調講演は日本のNPOの現状を理解するに当たっ
て、効果的でしたか。
Was

コース別発表会と評価会はいかがでしたか。
How was the Course Presentation and Evaluation

the

Keynote

平均値
Average

(3













3'
















Y















・ 全分野の活動内容を聞けて良かったし、内閣府による
Lecture

(11:00-12:00,

講評に感銘を受けた。

February 25) effective for your understanding

Good to hear from all the groups and impressed with the

of the situation / state of the non-profit sector

-DSDQHVHJRYHUQPHQWFRPPHQWV 3'8.

LQ-DSDQ"

とても
効果的
Very
effective


効果的
Effective



あまり効果的 効果的

ではない ではない
適切
6DWLVIDFWRU\
1RWVR
1RW
effective effective

平均値
Average

(3













3'













Y













・ 地方プログラムに向けた心構えをする上でとても役立
った。
 9HU\KHOSIXOWRSUHSDUHIRUWKHORFDOSURJUDP (38.

＜プログラム運営／Program Management＞

・ 数値や統計で理解ができて良かった。
 *RRGWRKHDUILJXUHVDQGVWDWLVWLFV 3'8.
・ 研修を通じて何回かプレゼンテーションを見返したり

Q23

して、とても役に立った。

（3が最高値）
Time management of this Program (Three is the

 ,ORRNHGDWWKHSUHVHQWDWLRQGXULQJWKHWULSDFRXSOHRIWLPHV

highest evaluation)

DQGIRXQGLWUHDOO\KHOSIXO <$

Q21

プログラムの日程はきつかったですか。


きつ
すぎる
7RRWLJKW

政府職員による講義は日本におけるそれぞれの分
野の現状を理解するに当たって、効果的でしたか。
Was the Lecture on the “Current situation of


きつい
7LJKW



ゆったり
適切
Appropriate /RRVH


ゆったり
すぎる
7RRORRVH

平均値
Average

(3













3'













Y













each field in Japan” by government officials
(16:00-17:40, February 25) effective for your
understanding of the situation of each field in

・ タイムマネジメントという観点からは素晴らしかった
が、日程が厳しかった。
 7KHWLPHPDQDJHPHQWZDVYHU\JRRGKRZHYHUWKHSURJUDP

-DSDQ"


あまり効果的 効果的

ではない ではない
適切
6DWLVIDFWRU\
1RWVR
1RW
effective effective


とても
効果的
Very
effective


効果的
Effective

(3









3'







Y







ZDVWLJKW 3'8.
平均値
Average

・ より良いネットワークと頭の切り替えのためにももう少し





施設をより深く理解することができるのではないか。







We needed a little bit more rest to get our minds refreshed







DQG PRUH WLPH WR QHWZRUN 0D\EH ZH FRXOG VHH IHZHU

・ とても興味深く、意義ある内容で感銘を受けた。質問

休憩時間が必要。訪問施設の数を減らすことで、一つの

LQVWLWXWLRQVRZHFRXOGVWD\ORQJHULQRQHRUJDQL]DWLRQWRVHH
WKHLQVWLWXWLRQPRUHLQWHQVLYHO\ (33'8.3'*

をする時間が足りなかった。
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Q24

プログラムの期間はどうでしたか。

LPSURYHVXVWDLQDEOHQHWZRUNLQJWRZRUNRUKHOSRQHGD\LQ

（3が最高値）

DQLQVWLWXWLRQ YROXQWHHULQJ WRJHWDQLQVLJKWDQGIHHOLQJWR

Length of the Program

(Three is the best

see more or especially innovative offers of technical devices.
(3*

evaluation)

・ 初日の語学セッションや分程度の基本的なマナー・


長すぎる
7RRORQJ


長い
/RQJ


適切
Appropriate


短い
6KRUW


短か
すぎる
7RRVKRUW

平均値
Average

(3













3'













Y













作法などについて講義。
 /DQJXDJH FODVVHV RQ WKH ILUVW GD\ DQG  PLQ VHVVLRQ RQ
EDVLFHWLTXHWWH (33'8.
・ 障害者関連コースの参加青年に、当事者が含まれるよ
うに促すこと。

・ 二週間は長いが、本事業を全て行うには必要な期間だ

For the course for persons with disabilities it would be great

と考える。ただし、職場や家族からの許可を得るのは

to have more persons with disabilities among delegates.
3'$

容易ではない。
  ZHHNV LV ORQJ EXW WKLV ZDV QHHGHG WR LQFRUSRUDWH DOO
SURJUDPHOHPHQWV1HYHUWKHOHVVLWLVQRWHDV\WRRUJDQL]H

・ 本事業が日本の非営利セクターにもたらした影響につ
いての評価と分析を行うこと。
 ,W PLJKW EH JRRG WR HYDOXDWH DQG DQDO\]H WKH LPSDFW WKLV

ZHHNDEVHQFHIURPMREVSOXVIDPLO\ (3*

SURJUDPKDGRQWKH132VHFWRULQ-DSDQ <$

Q25

・ 日本と参加国が直面する課題について、議論するだけ

プログラム全体の満足度について

でなく解決に向けて実際に取り組めると良いと思う。

Satisfaction of the entire Program

充分に
満足
&RPSOHWHO\
VDWLV¿HG


とても
満足
Very
VDWLV¿HG


普通
0RGHUDWUHO\
VDWLV¿HG


少し
不満足
6OLJKWO\
VDWLV¿HG

 , WKLQN LW ZRXOG EH JRRG WR ZRUN WRZDUGV DGGUHVVLQJ WKH


満足して
いない
1RWDWDOO
VDWLV¿HG

平均値
Average


(3











3'













Y













・ 地方プログラムは素晴らしかった。132マネジメン
トフォーラムはきつく、トピックも個人的に難しかっ
た（自団体の独立性確保の方針のため）。

LVVXHVWKDW-DSDQRUWKHRWKHUFRXQWULHVIDFHUDWKHUWKDQMXVW
GLVFXVVLQJWKHP <8.

Q27 派遣事業と招へい事業の両方がうまく連携してい
-1 たと思いますか。
Do you think both Sending and Invitation
3URJUDPVDUHZHOOOLQNHG"
・ 派遣事業と招へい事業はよく連携していた。ドイツでの

 7KH ORFDO SURJUDP ZDV H[FHOOHQW WKH 132 0DQDJHPHQW

調整に携わっていたので、本事業を知ることができた。

Forum was a little bit too tight and the topic was difficult for

 %RWKVHQGLQJDQGLQYLWDWLRQSURJUDPVZHUHZHOOOLQNHG,JRW

PH EHFDXVHRIWKHLQGHSHQGHQFHRIP\132  (3*
・ 様々な面において多くを学んだし良いネットワークを

WRNQRZDERXWWKHSURJUDPEHFDXVH,ZDVUHVSRQVLEOHIRUWKH
PDWFKLQJLQ*HUPDQ\ 3'*

築けた。しかし、他の参加者とは異なる分野で働いて
I got a lot out of it on many levels and have made good

Q27 両プログラムの連携に向けた提案があればお書き
-2 下さい。

FRQWDFWV +RZHYHU , ZRUN LQ D GLIIHUHQW VHFWRU IURP RWKHU

Any suggestions to improve the liaison of both

いるため、職業上での効果は限られる。

SDUWLFLSDQWVVRWKHLPSDFWIRUP\ZRUNLVOLPLWHG (38.

Programs.
・ 日本参加者の各国派遣に関して、既参加青年に情報共

Q26 （今後のプログラム改善に当たり）何か意見・提
案があればお書きください。

有することで、貢献できることが増えるのではないか。
 ,QIRUPDWLRQRIIRUPHUSDUWLFLSDQWVRIWKHYLVLWRIWKH-DSDQHVH

Any further comment or suggestions (i.e. to

to the respective countries and more involvement would be

improve the Program in the future)

XVHIXO 3'*

・ 継続的なネットワーク作りのための参加者の職業に関
する詳細、持続可能なネットワーク構築に向けた交流
時間、より深い理解を得るため終日の施設体験（ボラ
ンティア活動）、電子器具などを利用した革新的な事

・ 本事業はほとんど知られていないので、自分のネット
ワークを通じてぜひ広報していきたい。
 7KHSURJUDPLVQRWDOOSXEOLVKHGZHOO,FDQKHOSSURPRWHLW
WRP\QHWZRUNV 3'*

例視察。
 6KRUW VXPPDU\ ZLWK PRUH GHWDLOHG MRE LQIRUPDWLRQ WR
LPSURYH QHWZRUNLQJ PRUH WLPH IRU LQIRUPDO H[FKDQJH WR
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2．NPOマネジメントフォーラム2016参加者アンケート／
Questionnaire for the Participants of NPO Management Forum 2016
調査概要／Outline of the Research

(2) NPOマネジメントフォーラムへの参加で、
どのようなことが

．回収率／&ROOHFWLRQUDWH：

得られましたか。
（複数回答可）

外国参加青年：名中名（）

What did you actually obtain by participating in

日本参加者：名中名（）

WKH 132 0DQDJHPHQW )RUXP" 0XOWLSOH FKRLFHV

)RUHLJQSDUWLFLSDQWVRXWRI 

available)

-DSDQHVHSDUWLFLSDQWVRXWRI 
．省略文字／Abbreviations：
)外国参加青年 ／Foreign participants
- 日本参加者 ／-DSDQHVHSDUWLFLSDQWV
7トピック／7RSLF
7トピック／7RSLF
7トピック／7RSLF
(1) NPOマネジメントフォーラムへの参加に当たって、事前に
期待していたことは何ですか。
（複数回答可）
What did you expect for the NPO Management
)RUXP" 0XOWLSOHFKRLFHVDYDLODEOH
F

-

a. 人材育成についての情報共有
Information sharing on human resource development





b. 行政や中間支援団体との連携、政策形成にかかわる
ことについての情報共有
,QIRUPDWLRQVKDULQJWREHLQYROYHGLQSROLF\PDNLQJ
processes as well as on collaboration with public
DGPLQLVWUDWLRQDQGXPEUHOODRUJDQL]DWLRQV





c. 各国の非営利団体の状況についての情報を得ること
6LWXDWLRQRIQRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQVLQRWKHUFRXQWULHV



d. 各国の高齢者･障害者･青少年分野の状況についての
情報を得ること
6LWXDWLRQRIWKH¿HOGVRIHOGHUO\SHRSOHSHUVRQVZLWK
disabilities and youth in other countries





e. 参加者間のネットワーク作り
1HWZRUNLQJZLWKRWKHUSDUWLFLSDQWV





f. トピックに掲げたテーマの具体的な内容を学ぶこと
6SHFL¿FFRQWHQWRIGLVFXVVLRQWRSLF





g. その他
Others





F

-

a. 人材育成についての情報共有
Information sharing on human resource development





b. 行政や中間支援団体との連携、政策形成にかかわる
ことについての情報共有
,QIRUPDWLRQVKDULQJWREHLQYROYHGLQSROLF\PDNLQJ
processes as well as on collaboration with public
DGPLQLVWUDWLRQDQGXPEUHOODRUJDQL]DWLRQV





c. 各国の非営利団体の状況について
6LWXDWLRQRIQRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQVLQRWKHUFRXQWULHV





d. 各国の高齢者･障害者･青少年分野の状況について
6LWXDWLRQRIWKH¿HOGVRIHOGHUO\SHRSOHSHUVRQVZLWK
disabilities and youth in other countries





e. 参加者間のネットワーク作り
1HWZRUNLQJZLWKRWKHUSDUWLFLSDQWV





f. トピックに掲げたテーマの具体的な内容
6SHFL¿FFRQWHQWRIGLVFXVVLRQWRSLF





g. その他
Others





・他国のプロジェクト、チームワークに関する新しいア
プローチ、日本と英国の興味深いプロジェクト。
 3URMHFWV LQ RWKHU FRXQWULHV PDQ\ QHZ DSSURDFKHV RI
WHDPZRUNDQGLQWHUHVWLQJSURMHFWVLQ-DSDQDQGWKH8.





)7 

・ プロジェクト企画のフレームワーク。
 )UDPHZRUNIRUSURMHFWGHYHORSPHQW )7
・ 異なる介護システムについての知識。
 .QRZOHGJHDERXWGLIIHUHQWFDUHV\VWHPV )7
・ 異なる文化、教育制度やその他一般的な知識。
 'LIIHUHQW FXOWXUHV HGXFDWLRQ V\VWHPV DQG RWKHU JHQHUDO
NQRZOHGJH -7

・ 企業と132それぞれの社会的意義や目的の伝達につ

・ 具体的な広報のアイデア。
 &RQFUHWHLGHDVIRU35 -7

いて。
 /HDUQLQJ DERXW GLIIHUHQW VRFLDO PLVVLRQV DQG PHWKRGV RI

(3) 選んだトピックで期待していたことは得られましたか。

GHOLYHU\EHWHZHHQEXVLQHVVHVDQG132V -7

Did you gain what you expected to in your topic
JURXS"

・ 具体的なアイディアや方法、成功事例の共有。他団体
の具体的事例。






とても得ら
あまり
ある程度
得られな
得られた
平均
れた
得られな
得られた
かった
0XFK 0RUHWKDQ
Average
かった
As
1RW
/HVVWKDQ
more than expected
expected
at all
expected
expected

 6KDULQJ FRQFUHWH LGHDV PHWKRGV DQG WKH EHVW SUDFWLFH
H[DPSOHV/HDUQLQJH[DPSOHVRIRWKHURUJDQL]DWLRQV


)-7
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・ 日本参加者から、もっと話を聞きたかった。それによ
り外国参加青年の学びも増たのではないか。
 1HHGPRUHLQSXWIURP-DSDQHVHSDUWLFLSDQWVVRWKHIRUHLJQ

WRSLFV -7
・ 広報事例の共有とプロセスを論理的に理解できた。
 ,FRXOGOHDUQH[DPSOHVRIFROODERUDWLRQLQ35DQGXQGHUVWDQG
WKHSURFHVVWKHRUHWLFDOO\ -7

SDUWLFLSDQWVJHWPRUHRXWRILW )7
・ とても良い議論ができた。マイナス面について語るこ
となく、「132と企業の協働は良いこと」まとめら

(4) NPOマネジメントフォーラムでの体験は、今後自分の団体
運営に役立つと考えますか。

れてしまったように感じる。
I enjoyed the discussions. I felt that the message was

Would your NPO Management Forum experiences

‘SDUWQHUVKLSVZLWK132VDQGEXVLQHVVHVDUHJRRG ތwithout

be effective to develop your skills to operate your

UHFRJQL]LQJWKHGRZQVLGHV )7

RUJDQL]DWLRQ"

・ 本プログラム参加のための自分自身の企業についての





非常に
あまり役 全く役立

ある程度
平均
役立つ 役立つ
立たない たない
役立つ
Average
Very Effective
1RWVR
1RW
6DWLVIDFWRU\
effective
effective effective

知識が不十分だと感じた。
 ,IHOWP\NQRZOHGJHRIEXVLQHVVHQWHUSULVHVZDVQRWHQRXJK
WRSDUWLFLSDWHLQWKLVSURJUDP -7
・ 就労支 援をすることで、1 3 2・企 業・社会がトリプル
winになった事例を聞き、企業にどうアプローチをすれ

F













-













ば利益ある事業となるのか学んだ。互いの特性や役割
を理 解することで継 続的な人材 育成が可能になる。
I learnt how to develop projects that seem as profitable for
corporation through the example of triple win created by
HPSOR\PHQWVXSSRUWSURJUDP6XVWDLQDEOHKXPDQUHVRXUFH
GHYHORSPHQW LV SRVVLEOH ZKHQ WKH VWDNHKROGHUV XQGHUVWDQG
WKHFKDUDFWHULVWLFVDQGUROHVRIHDFKRWKHU -)
・ 企業側の立場で参加したが、人材育成において共通す
る部分、異なる部分、働く上でのモチベーションとな
る部分の差異を理解した。また、日頃、企業対企業の
中で仕事をしており、私自身も「資本＝金」を中心と

・ 協働の良い事例を知り、協働の新たな方法を学んだ。

した経済活動に目が向いていたことを実感するととも

アドボカシー団体としては、自団体の独立性とネット

に、非営利団体の活動への理解がボランティアや余暇

ワークの保持とのバランスが重要である。

時間等で行うものという偏った理解をしていたことも

I gained insight into good examples of cooperation and

再認識した。また、非営利団体で働く方の中には、貢

OHDUQW VRPH QHZ PHWKRGV RI FRRSHUDWLRQ 1HYHUWKOHVV P\

献意欲が高いが故に「燃え尽き症候群」に陥ってしま

RUJDQL]DWLRQKDVWREHDZDUHRIVHFXULQJLWVQHWZRUNLQJDQG
LQGHSHQGHQFHDVDQDGYRFDF\RUJDQL]DWLRQ )7

うケースがあることに驚いた。
I participated from the position of a corporation. It has

・ アクションプランがあるので、自国で個人及びチーム

become clear the commonality and differences in human

のスキルを向上させるのに「何を」「いつ」するべき

resource development and also the different motivations for

かわかる。

ZRUN EHWZHHQ WKH EXVLHQVVHV DQG QRQSURILW VHFWRUV 7KH

 , WDNH DQ DFWLRQ SODQ DW KRPH DQG KDYH DQ LGHD RI ZKDW

HYHQW PDGH PH UHDOL]H WKDW P\ SHUFHSWLRQ ZDV FHQWUDOO\

I want to do, “when",ZDQWWRGHYHORSP\VNLOOVDQGWKH

focused on “money capital"EHFDXVHP\HYHU\GD\ZRUNLV

VNLOOVRIP\WHDP )7

with other businesses. I was also surprised to learn that many

・ 個人レベルで難しい状況や文化的な違いにいかに対応

132ZRUNHUVWHQGWRJHWEXUQWRXWIURPWKHLUMREGXHWR

するかを学んだが、自団体は組織として非常に確立さ

WKHLUKLJKPRWLYDWLRQIRUWKHLUZRUN -7

れた団体のため、学ぶことは多くはなかった。

・ 日本参加者側が外国参加青年との関わりやディスカッ

I learnt a lot on a personal level about how to deal with

ションになれておらず、どうしても各ディスカッショ

challenging situations and cultural challenges, but after

ンの導入の部分でロスタイムがあり深いところまで話

UHIOHFWLQJ RQ WKH ZD\ P\ RUJDQL]DWLRQ ZRUNV , GLG QRW

ができなかった。

feel I learnt much about processes. Ours are already very

 -DSDQHVH SDUWLFLSDQWV ZHUH QRW XVHG WR GLVFXVVLQJ ZLWK
foreign participants. Every discussion session had lost time
at the beginning therefore we could not go deep on the
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HVWDEOLVKHG )7
・ 新しい視野や各国の具体的な取組等が得られたので、
今後の活動につなげていきたい。

Invitation Program

I gained a lot of new perspectives and concrete examples

 /HDUQLQJ H[DPSOHV DQG FKDOOHQJHV IURP -DSDQ DQG RWKHU

LQ RWKHU FRXQWULHV DQG ZRXOG OLNH WR XVH WKHP DV IXWXUH

FRXQWULHV,FRXOGUHFRJQL]HWKHVDPHSUREOHPVLQP\RZQ

UHIHUHQFHV -7

RUJDQL]DWLRQ DQG DOVR LVVXHV ZH ZLOO KDYH WR WDFNOH LQ WKH

・ 様々な分野で活躍する日本人、そして外国参加青年との

IXWXUH -7

ディスカッションや一つの成果物を作成することは、あま
りできることではないので、とても良い経験となった。

(6)-①ディスカッションの中で、NPOマネジメントフォーラム

 7KHUH LV VHOGRPO\ DQ RSSRUWXQLW\ WR GLVFXVV ZLWK IRUHLJQ

のねらいを、あなた自身がどの程度達成することができ

\RXWKVDQGRWKHU-DSDQHVHSHRSOHZRUNLQJLQYDULRXVILHOGV

ましたか。

and to produce an ouput together. It was a great experience.

How much did you achieve the goal of the

-7

NPO Management Forum, through the topic
GLVFXVVLRQ"

・ ほとんどが132目線からの話だったが、企業がどの132
と連 携するかを決める際に役 立つ視 点が得られた。






充分に
ある程度 あまり 全く達成
達成
平均
無回答
達成
達成 達成でき できな
1$ Average
できた
できた
できた なかった かった
Good
6DWLVIDFWRU\ Fair 7RROLWWOH
Very well

 'LVFXVVLRQV ZHUH ODUJHO\ EDVHG XSRQ WKH SHUVHSFWLYHV RI
132V \HW , FRXOG JDLQ VRPH XVHIXO SHUVSHFWLYHV WR KHOS
FRPSDQLHVGHFLGHZKLFK132VWRSDUWQHUZLWK -7
(5) 全体会
（2月26日）
での各国発表は、
トピック別ディスカッ

F















-















・ 到達目標が不明確だった。説明や言葉の意味が適切に

ションへの参考となりましたか。
Were the contents of country presentations
during the Plenary Session (February 26) useful

翻訳されていなかったのではないか。
 7KH RYHUDOO JRDO ZDV XQFOHDU ,W PD\ EH WKDW H[SODQDWLRQV
DQGZRUGPHDQLQJVGLGQRWWUDQVODWHHIIHFWLYHO\ )7

IRUWRSLFGLVFXVVLRQV"

非常に
参考に
なった
Very useful


参考に
なった
Useful




ある程度 あまり参考に 全く参考に
平均
参考に ならなかった ならなかった
Average
1RWVR 1RWXVHIXO
なった
6DWLVIDFWRU\
useful
at all

F













-













・ どのプレゼンテーションもどれもわかりやすく惹きつ

・ 当初到達目的がはっきりしなかったが、グループでゴ
ールを設定することができた。
 7KHLQLWLDOJRDOZDVDOLWWOHXQFOHDUEXWWKHJURXSFUHDWHGWKH
JRDO )7
・ 施設訪問によりトピックの目的に沿った見識を深める
ことができた。より多くの施設訪問や実例の共有がで
きればより効果的だったと思う。

けられるものだった。各国発表にもっと時間をかけら

Institutional visits were giving a lot of insight for the purpose

れると良い。

of the topic discussion but more visits and real cases would

 7KH SUHVHQWDWLRQV ZHUH YHU\ HQJDJLQJ DQG DFFHVVLEOH DQG
provided good context for the topic discussions. It would be
EHWWHUWRKDYHPRUHWLPHIRUSUHVHQWDWLRQV )$OO7RSLFV
・ 興味深いポイントがいくつかあったが、それについて
ディスカッションで触れなかったのが残念。

KDYHEHHQPRUHYDOXDEOH )7
・132・企業が連携・協働することでお互いの利益（メリット）
を理解することができ、具体的な方法や重要なポイン
トを考え、共有することができた。
I could understand the merits of collaboration for both

 7KHUHDUHVRPHLQWHUHVWLQJLQSXWVEXWZHGLGQRWGLVFXVVLQ

132VDQGFRPSDQLHV$OVR,FRXOGWKLQNDQGVKDUHFRQFUHWH
PHWKRGVDQGLPSRUWDQWSRLQWV -7

GHWDLOZKHQZHZRUNHGLQWKHWRSLFJURXSV )7
・ 具体的な連携の取組がわかりやすく紹介されてたの

・ 自分の考えをうまくまとめきれずにいた。テンポが速

で、ディスカッションへの関心がさらに高まった。ま

くついていくのに大変だったが、自分に足りない課題

た、自社で連携を行うとしたらどのようなことができ

も見つかり、次につながる前進ができた。
 ,FRXOGQRWRUJDQL]HP\WKRXJKWVZHOO,WZDVKDUGIRUPHWR

るか、イメージを膨らませる材料になった。
 7KH SUHVHQWDWLRQ LQWURGXFHG FRQFUHWH H[DPSOHV RI

catch up with the fast passed discussions but I could discover

FROODERUDWLRQDQGHYRNHGP\PRWLYDWLRQIRUWKHGLVFXVVLRQV

WKLQJVWKDW,ODFNZKLFKLVDQLPSRUWDQWVWHSDKHDG -7

7KH\ZHUHDJUHDWLQSXWWRGHYHORSP\LGHDVIRUZKDWNLQGRI

・ ある程度のビジョンは見えたが、今後達成していく上

collaboration is possible for our company if we are starting

での課題もあり、その問題解決について明確性を追求

RQH )7-77

する必要がある。

・ 企業との協働に焦点を当て、諸外国や日本の事例、問

I could develop some vision but there are many hurdles to be

題点などの発表を聞き、共通している問題や、今後自

overcome to achieve this. I need to pursure the way to solve

団体で取り組むべきことを認識した。

FKDOOHQJHV -7
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間で目標を達成するのには役立った。

(6)-②ディスカッションの中で、NPOマネジメントフォーラムの
ねらいを、
トピック・グループ内でどの程度達成することが

Because we are not really used to a strict time schedule. But

できましたか。

LWZDVDOVRKHOSIXOWRDFKLHYHWKHJRDOVLQGD\V )7

How much did your topic group achieve the goal

・ 議論のための時間は十分だったが、（プレゼンテーシ

RIWKH1320DQDJHPHQW)RUXP"

ョンの）準備のための時間は不十分だった。もっと準
備に時間が必要だったと思う。






充分に
ある程度 あまり 全く達成
達成
平均
無回答
達成
達成 達成でき できな
1$ Average
できた
できた
できた なかった かった
Good
6DWLVIDFWRU\ Fair 7RROLWWOH
Very well
F















-















It was enough time for the discussion but it was not that
much time for the preparation of the presentation. We needed
PRUHWLPHWRSUHSDUH )7
・ どちらかというと多すぎた。同様の内容を議論するの
ではなく、グループ内で議論を発展する時間にできた
のではないか。

・ 議論のポイントに立ち返るよりも、ディスカッション
の自然の流れと柔軟性を大切にしたほうが良いのでは

 ,W ZDV UDWKHU WRR PXFK 7LPH FRXOG KDYH EHHQ XVHG WR
GHYHORSWKHZRUNDPRQJWKHJURXSVUDWKHUWKDQUHGLFXVVVLQJ

ないか。

WKHVDPH )7

I believe that the topic discussions should be more open to
IORZUDWKHUWKDQEHLQJEURXJKWEDFNWRVSHFLILFSRLQWV


・ 最後の発表準備の時間が足りなかった。発表用＆提出

)7 

用の資料作成のやり方（時間配分も含む）を、もう少
し改善ができたのかもしれない。

・ グループ内の職域や国籍のバックグラウンドの多様性

 3UHSDUDWLRQ WLPH IRU WKH ODVW SUHVHQWDWLRQ ZDV QRW HQRXJK

が素晴らしかった。

7KHPHWKRGVRISUHSDULQJPDWHULDOIRUWKHSUHVHQWDWLRQFRXOG

 :HKDGDJUHDWGLYHUVLW\LQWKHJURXSLQWHUPVRIZRUNLQJ

EHLPSURYHG -7-7

ILHOGVDQGQDWLRQDOEDFNJURXQGV )7
・ 各国の具体的な事例を元に抽象的にならずに話ができ

・ 日本参加者の中には、国際交流のプログラムに慣れて

た。「事前の課題」レポートも有効だったと思う。

いない人も多く、一日目のトピック顔 合わせ後に外 国

 'LVFXVVLRQV ZLWKLQ WKH JURXS WRXFKHG XSRQ FRQFUHWH

参加青 年と交 流できるようなプログラムがあると、よ

examples of each country therefore we could avoide abstract

りディスカッションが深まったのではないかと感じる。

FRQYHUVDWLRQ3UHSDUDWRU\DVVLJQPQHWVZHUHDOVRKHOSIXO


 7KHUHZHUHDIHZ-DSDQHVHSDUWLFLSDQWVZKRDUHQRWJHWXVHG
WRSDUWLFLSDQWLQJLQLQWHUQDWLRQDOSURJUDPV7UDQVLWLRQWRWKH

-7

・ 時々話が脱線しそうになるときも、ファシリテーター

discussion session could have been a lot smoother if we had

のおかげで、時間内に有意義なディスカッションがで

more interactive activities after the topic orientation on the

きた。

ILUVWGD\ -7

When the discussion was about to deviate from the main
focus sometimes the facilitator steered the group well. As

(8) 議論には十分に参加しましたか。

a result we could have very fruitful discussions wtihin the

Were you able to participate in the discussion

GHVLJQDWHGWLPH -7

HQRXJK"

・ 意見の集約に時間を要したが、各国のバックグラウン





十分に

あまり参加 全く参加
ある程度
平均
参加した 参加した
できな
できな
参加した
Average
3RVLWLYHO\
Very
かった
かった
6DWLVIDFWRU\
positively
Fair
1RWDWDOO

ドの違いを超えて共通項を見つけることができた。
 (YHQ WKRXJK LW WRRN D ORQJ WLPH WR VXPPDUL]H WKH
discussions, we could find commonality beyond our national
EDFNJURXQGV -7
(7) ディスカッションの時間配分は適切でしたか。














-













・ 日本人の議論の仕方はとても丁寧で、一人一人の意見

:DVVXIILFLHQWWLPHDOORFDWHGIRUGLVFXVVLRQ"


非常に
良かった
良かった
Good
Very welll

F




ある程度 あまり良くな
良く
平均
良かった
かった
なかった Average
6DWLVIDFWRU\
Fair
1RWDWDOO

F













-













を尊重していると思った。
 -DSDQHVHGLVFXVVLRQVW\OHLVYHU\UHVSHFWIXODQGJLYHVHYHU\
SDUWLFLSDQWDSSUHFLDWLRQIRUWKHRSLQLRQ )7
・ 日本参加者がもっと活発にディスカッションに参加し
てもらえるとより良かった。
 ,W ZRXOG KDYH EHHQ QLFH LI WKH -DSDQHVH FROOHDJXHV ZRXOG
have been participating more actively in the discussion.

・ タイトなスケジュールには慣れていなかったが、三日
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・ 参加者、モデレーター、通訳者が素晴らしかった。と

ング」やロールプレイ、ディベート、グループ入れ替
えなど。

ても生産的な雰囲気であった。
 &KRLFHRISDUWLFLSDQWVPRGHUDWRUVDQGLQWHUSUHWRUVZDVYHU\

 7KH GLVFXVVLRQV PD\ EH LPSURYHG WKURXJK LQWURGXFLQJ
GLIIHUHQWVW\OHVRUWHFKQLTXHVHJ‘speed dating, ތrole play,

JRRG,WFUHDWHGDYHU\SURGXFWLYHDWPRVSKHUH )7
・ 専門性の高い話への参加が難しかった。ただし、それ

GHEDWHPL[LQJXSWKHJURXSV )77-7

を一般的な枠組みに当てはめたり、協働に関するアイ

・ 英語力を問われなかったが、通訳がいない時間を更に

ディアをブラッシュアップする議論には貢献できた。

充実させるためには、個人の英語力も必要であると感

It was difficult to participate in very professional discussions.

じた。

But I could contribute by applying those ideas to more

 (YHQWKRXJKWKHSURJUDPGLGQRWUHTXLUH(QJOLVKSURILFLHQF\

JHQHUDOIUDPHZRUNDQGUHILQLQJWKHLGHDVRIFROODERUDWLRQ

there were time when interpreters were not available.

-7

For more intense experience a certain level of English

・ 自分の意見をまとめて、簡潔に述べることの難しさを

SURILFLHQF\ZLOOEHLPSRUWDQW -7
・ 分野ごとに分かれると、専門性の度合いに差が出てし

実感した。いい特訓になった。
 ,WULHGKDUGZKLOHIHHOLQJWKHGLIILFXOW\RIVXPPDUL]LQJWKH
RSLQLRQVDQGVWDWLQJWKHPFRQFLVHO\ -7

まい、具体的な議論や事例共有が難しかった。より広
く参加者を受け入れる方針であれば、ディスカッショ

・ 自分の持っている知識量が不足しており、理解するこ

ンで話す内容のコントロールがあると良い。

とで精いっぱいとなり、話を聞くことが主となってし

When we were divided into topic groups it was occasionally

まった。

difficult to share examples and concrete ideas due to the

 , GLG QRW KDYH HQRXJK NQRZOHGJH DQG WKHUHIRUH , ZDV

different levels of the participantsތSURIHVVLRQDONQRZOHGJHV

swamped just to understand the discussions. I ended up

If the program intends to continuously accept a wide range

PRVWO\OLVWHQLQJ -7

of participants, it would be better if content and the level of

・ 自団体の活動を事例として取り上げて話ができた。理

GLVFXVVLRQVDUHPRUHPDQDJHG -7
・ 参加者の所属団体についての情報が事前にあると話し

想の広報のための視点を共有できた。
 ,FRXOGGLVFXVVDERXWWKHDFWLYLWLHVRIP\RUJDQL]DWLRQDVDQ
example in the group. We could share our views on the ideal
SXEOLFUHODWLRQV -7

やすかった。
 ,I ZH KDG LQIRUPDWLRQ DERXW WKH RUJDQL]DWLRQV RI WKH
participants it would have been easier to have more
FRQYHUVDWLRQV -7

(9) ディスカッションについて気付いた点
(10)-1午前の課題別視察は有益でしたか。(外国参加青年のみ）

Any proposals or comment on discussion
・ 分野別のグループに分かれて議論できたのが良かっ

Were the activities beneficial in accomplishing
WKH REMHFWLYHV RI HDFK YLVLW LQ WKH PRUQLQJ" IRU

た。とても有意義で実り多い議論ができた。
 ,OLNHGWKDWZHFKDQJHGWKHJURXSLQWRWKHWRSLFJURXS7KDW

foreign participants)

ZDVYHU\JRRGDQGIUXLWIXO )7






大変有益
ある程度
あまり
有益では
有益
だった
有益
有益では
なかった
だった
Very
だった
なかった
%HQH¿FLDO
1RWDWDOO
6DWLVIDFWRU\
Fair
EHQH¿FLDO

・ 議論がより面白くなってきたところで、時間やファシ
リテーターの指示で中断される場面があった。
It was great to have discussions however when the debate
was getting interesting, we were stopped due to time or
IDFLOLWDWRUV VWDVNV )7
・ プレゼンテーションや総括の時間にもっと時間をとる
ことで、実際のアウトプット（成果物）がより充実し

平均
Average

7













7













7













・ 東京コロニーのサービスや商品について知ることはと

たものになると思う。

ても興味深かった。障害を持った従業員とインターネ

We would need more time for the presentation and summary

ットを通して会話する機会を設けていただいたことに

VRWKDWRXWSXWFRXOGEHPRUHLQWHQVLYH )7

感謝する。

・ モデレーターと通訳のおかげでとても良い議論の進行

 ,W ZDV YHU\ LQWHUHVWLQJ WR JHW WR NQRZ WKH SURGXFWV DQG
VHUYLFHV RI WKH 7RN\R &RORQ\ , DSSUHFLDWHG WKH FKDQFH WR

ができた。
 7KH GLVFXVVLRQV ZHUH YHU\ ZHOO PDQDJHG GXH WR WKH
PRGHUDWRUVDQGLQWHUSUHWRUV )7

WDONWRZRUNHUVZLWKGLVDELOLWLHVYLDLQWHUQHW )7
・ 実際の製造現場を視察できたら良かった。障害を持つ

・ 異なるディスカッション形式や手法を用いることで
もっと良くなると思う。たとえば「スピードデーティ
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they produced the products. It was great that they integrated

・ 学校での実際のトレーニングへの参加、または生徒た

SHRSOHZLWKGLVDELOLWLHVLQWKHGLVFXVVLRQ )7

ちがプロジェクトからどのような恩恵を受けたか直接
話がしたかった。

・ 自分にとって目新しく、特定非営利活動法人サービス
グラントについて知ることができてとても良かった。

I would have loved to join an actual training in school or

It was a new initiative for me and it was really interesting to

WR WDON DW OHDVW ZLWK VRPH VWXGHQWVSXSLOV KRZ RU LI  WKH\

JHWWRNQRZHYHU\WKLQJDERXW6HUYLFH*UDQW,QF )7

EHQHILWHGIURPWKHSURMHFW )7

・ 協力事例を見つけるのは難しいが、視察先はトピック

・ 日本の青少年の現状や将来ビジョンについて、また、

の趣旨に沿う良い事例だった。

どのような支援ができるかなど、多くを学んだ。

It was hard to find good cooperation, but the example was

I learned a lot about the situation of young students and the

JRRGEHVWSUDFWLFHIRUWKHWRSLF )7

IXWXUHYLVLRQVLQ-DSDQDQGKRZ\RXFDQKHOS )7

・ 日本の非営利分野に関する有用な示唆を得ることがで

・ 実際にどう機能しているかが分からなかった。

きたが、自身の興味関心とはやや離れているように感

 1RWVXUHKRZLWUHDOO\ZRUNV )7

じた。

・ 午前中の132との対比が面白かった。

 7KHYLVLWJDYHDXVHIXOLQVLJKWLQWRWKH132VHFWRULQ-DSDQ

 ,QWHUHVWLQJFRQWUDVWWRWKH132LQWKHSUHYLRXVVHVVLRQ


EXWIHOWVRPHZKDWLUUHOHYDQWWRP\LQWHUHVWV )7

)7 

・ 非常に良い事例で、トピック３の議論に役立った。ど
のように若い人たちとコミュニケーションを取ってい

(10)-2午後の課題別視察は有益でしたか。(外国参加青年のみ）

るかの実例であった。

Were the activities beneficial in accomplishing
WKHREMHFWLYHVRIHDFKYLVLWLQWKHDIWHUQRRQ" IRU

 9HU\ JRRG H[DPSOH DQG YHU\ XVHIXO IRU WRSLF $Q DFWXDO
WRSLFKRZWRFRPPXQLFDWHZLWK\RXQJSHRSOH )7

foreign participants)





大変有益
ある程度 あまり
有益では 無回答 平均
有益
だった
有益 有益では
なかった 1$ Average
だった
Very
だった なかった
%HQH¿FLDO
1RWDWDOO
6DWLVIDFWRU\ Fair
EHQH¿FLDO
7















7















7















・ 午前の視察先と同様に、自身の関心とはやや離れてい
たが、非常に魅力のある団体で質疑応答やディスカッ
ションは有意義だった。
 6LPLODU WR WKH TXHVWLRQ DERYH WKH YLVLW IHOW VRPHZKDW
LUUHOHYDQW WR P\ LQWHUHVWV +RZHYHU LW ZDV TXLWH HQJDJLQJ
DQGWKH4 $DQGGLVFXVVLRQVZHUHHQMR\DEOH )7

(11) 課題別視察で何を得ましたか。(外国参加青年のみ、複数回答可)


:KDWGLG\RXJDLQWKURXJKWKH,QVWLWXWLRQDO9LVLWV" 0XOWLSOHFKRLFHVDYDLODEOH  IRUIRUHLJQSDUWLFLSDQWV
7RWDO

7

7

7

a. 行政、中間支援団体との連携、政策決定過程へのかかわりの具体例
([DPSOHVRIFROODERUDWLRQZLWKSXEOLFDGPLQLVWUDWLRQXPEUHOODRUJDQL]DWLRQVDQGRILQYROYHPHQWLQ
SROLF\PDNLQJSURFHVVHV









b. 組織運営向上の取組
$FWLYLWLHVWRLPSURYHRUJDQL]DWLRQDOPDQDJHPHQW









c. 日本の非営利団体の現状
6LWXDWLRQRIQRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQVLQ-DSDQ









d. 日本における高齢者、障害者、青少年分野の状況
6LWXDWLRQRIWKH¿HOGVRIHOGHUO\SHRSOHSHUVRQVZLWKGLVDELOLWLHVDQG\RXWKLQ-DSDQ









e. 訪問先のスタッフとのネットワーク
1HWZRUNZLWKWKHVWDIIRIWKHYLVLWHGLQVWLWXWLRQV









f. その他
Others









・ スタッフと交流する時間がもっと欲しかった。
 0RUHLQWHUDFWLRQZLWKVWDIIZRXOGKDYHEHHQEHWWHU )7
・ 日本国内の132に対する認識と協働について学べた。
 8QGHUVWDQGLQJRISHUFHSWLRQVRQ132VDQGFRUSRUDWLRQLQ
-DSDQ )7
・ 企業と連携する手法。
 :D\VWRFRRSHUDWHZLWKEXVLQHVVHQWHUSULVHV )7
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(12) 課題別視察、訪問の目的は達せられましたか。(外国参加


(14) 課題別視察を通して、
日本のNPOを取り巻く現状と課題

青年のみ）

を学びましたか。
（外国参加青年のみ）

:DVWKHSXUSRVHRIWKHYLVLWVDFKLHYHGZHOO" RQO\

Through the visits, did you learn the current

for foreign participants)

situations




あまり達成 全く達成
ある程度
できな
できな
達成できた
かった
かった
6DWLVIDFWRU\
Fair
7RROLWWOH

and

challenges

of

non-profit

RUJDQL]DWLRQVLQ-DSDQ" IRUIRUHLJQSDUWLFLSDQWV


充分に
達成できた
Very well


達成
できた
Good

7











7













7













7













7













7













平均
Average



充分に
学んだ
学んだ
Good
Very well



・ 特に3Z&あらた監査法人への視察はトピック２の議論
に有用だった。



あまり
ある程度
学べな
学んだ
かった
6DWLVIDFWRU\
Fair


全く学べ
平均
なかった Average
7RROLWWOH

・ 視察先についてだけでなく、日本の政治や公的セクター

 (VSHFLDOO\WKHYLVLWWR3ULFHZDNHUKRXVH&RRSHUVVXSSRUWHG
WKHZRUNRIWRSLFJURXS )7

の認識についても学んだ。
 1RW RQO\ RQ WKH YLVLWHG RUJDQL]DWLRQV EXW DOVR RQ WKH
SHUFHSWLRQRISROLWLFVDQGWKHSXEOLFVHFWRULQWKH-DSDQHVH

・ 午前の視察先は一般的な企業同士の連携事例だと思っ

VRFLHW\ )7

たが、訪問自体は良かった。
 )LUVW H[DPSOH ZDV IRU PH MXVW OLNH D UHJXODU FRRSHUDWLRQ

・ 日本と英国における非営利分野の違いについて学べて

between two enterprises. But the idea of the visits is

とても興味深かった。

H[FHOOHQW )7

I have been fascinated by learning about the differences
EHWZHHQWKH132VHFWRULQWKH8.DQGWKH132VLQ-DSDQ
)7 

(13) 課題別視察は、NPOマネジメントフォーラム期間中のディ
スカッションを深めるのに役立ちましたか。
（外国参加青年のみ）

(15) 日本参加者の募集時期・募集方法について
（日本参加者のみ）

Were the visits effective to deepen the discussion
GXULQJWKH1320DQDJHPHQW)RUXP" IRUIRUHLJQ

Recruitment of the Japanese participants (for

participants)

Japanese participants)






大変役に
あまり役に
ある程度
全く役に
平均
役に
立った
立たなかった
立たなかった Average
立った 役に立った
Very
1RWVR
1RWHI¿FLHQW
(I¿FLHQW 6DWLVIDFWRU\
HI¿FLHQW
HI¿FLHQW
7













7













7













・ 施設訪問の内容についてもっと話せると良かった。

・ 基準があいまいで、集まっている人々のレベル感、
期待度等に大きな差があったと思う。もう少し細分
化した基準と小論文で選別をしてはどうか。


, WKLQN WKHUH ZHUH KXJH GLIIHUHQFHV LQ WKH OHYHOV RI
H[SHFWDWLRQV DQG WKH SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH RI WKH
participants. I would suggest the selection of participants
EDVHGRQPRUHGHWDLOHGVWDQGDUGVDQGHVVD\V -7

・ より多くの方に知ってもらうため、より広く広報し

 6KRXOGKDYHGLVFXVVHGPRUHDERXWRXUYLVLWV )7

てほしい。

・ ディスカッションにつながる事例がいくつかあった。



・ 課題別視察は日本の非営利分野の現状を理解するに足

,ZRXOGOLNHPRUHSHRSOHWRNQRZDERXWWKLVSURJUDP,W
ZRXOGQHHGZLGHU35WRWKHSXEOLF -7

 :HKDGVRPHH[DPSOHVIRURXUWRSLFGLVFXVVLRQ )7

・ 簡単な日常会話レベルの英語力のある方としたほう
がより有意義な研修となるのではないか。

りる事例だった。
Institutional Visits did provide helpful examples of the



7KH SURJUDP ZRXOG EH PRUH IXOILOOLQJ LI SHRSOH ZLWK D
EDVLFFRPPDQGRI(QJOLVKSDUWLFLSDWHG -7

VLWXDWLRQRI132VLQ-DSDQ )7

・ まだまだ企業と非営利団体との連携について、企業が
理解を示しにくい状況にあると思う。そのため、平日に開
催される本フォーラムへの参加を企業が「業務の一環」
として出席するにはハードルがあった。一方で、このよう
な状況だからこそ、企業側からの参加者が増えることを
期待したい。
It is still difficult for many companies to understand the
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YDOXH RI FURVVVHFWRULDO FROODERUDWLRQ ZLWK 132V ZKLFK

 )RU WKH ILUVW WLPH , FRXOG RUJDQL]H P\ WKRXJKWV DERXW WKH
QRQSURILWVHFWRU -7

means their employees are not encouraged to participate
LQWKLV)RUXPKHOGRQWKHZHHNGD\VDVDSDUWRIWKHLUZRUN

・ ディスカッションに必要な前提知識（132と企業の
違い、非営利分野について等）が整理できた。

I hope the number of participants from the corporate side

 , FRXOG RUJDQL]H QHFHVVDU\ NQRZOHGJH IRU GLVFXVVLRQ VXFK

ZLOOLQFUHDVHLQWKHIXWXUH -7

DV GLIIHUHQFHVEHWZHHQ132VDQGEXVLQHVVHQWHUSULVHVDQG
DERXW132VHFWRUHWF  -77

(16) 事前情報（事前課題を含む）
やメーリングリストは準備に

・ 事前資料に加えて、具体的な説明があり、理解が深ま

役立ちましたか。
（日本参加者のみ）
Was

the

prior

information

(including

った。知識の前提条件が揃ったので、外国参加青年と

the

preparatory assignments) and mailing list useful

のディスカッションにもスムーズに参加できた。

IRU\RXUSUHSDUDWLRQ" IRU-DSDQHVHSDUWLFLSDQWV

Adding to the informatin sent prior to the Forum, concrete






非常に
ある程度 あまり良く 良くな
平均
良かった
良かった
良かった なかった
かった Average
Good
6DWLVIDFWRU\
Very well
Fair
1RWDWDOO

examples helped deepen my understanding. I could integrate

-











myself smoothly in the discussion group with foreign
SDUWLFLSDQWVEHFDXVH,KDGDOOWKHQHFHVVDU\SULRUNQRZOHGJH
-7



・ 事前情報があることで参加者の自主的なインプットを

・ 目標を共有できたのが良かった。

促せた。参加者同士の参加目的、考えを早いタイミン
グから知るために事前課題を共有できると良い。

It was good to share the goal and objectives in a group.


-7

 3ULRU LQIRUPDWLRQ HQFRXUDJHG WKH SDUWLFLSDQWV WR DFWLYHO\
gain inputs. It is an idea to share the preparatory assignments

(18) NPOマネジメントフォーラムの全体の運営はいかがでしたか。

amongst the participants to help understand why other

How was the management of the NPO Management

SDUWLFLSDQWVGHFLGHGWRMRLQDQGWRJHWWRNQRZWKHP -7

)RUXPDVDZKROH"

・ 事前資料は、大変参考になった。特に過去の132マ






非常に
ある程度 あまり良く 良くな 無回答 平均
良かった
良かった
良かった なかった かった
1$ Average
Good
6DWLVIDFWRU\ Fair 1RWDWDOO
Very well

ネジメントフォーラムの宣言文も、過去のディスカッ
ションを知る興味深い資料だった。メーリングリスト
は、事務連絡を一斉発信する点では良かったが、事前

F















に参加者同士の交流を促す等の面では機能していなか

-















った。

・ インターネットがないために時として作業が大変だった。

It was very useful to have the prior information. Especially

英語が母語でないので時々意思疎通が不安定だった。

WKH VWDWHPHQWV RI WKH SUHYLRXV 132 0DQDJHPHQW )RUXPV

 6RPHWLPHV ZRUNLQJ ZDV KDUG EHFDXVH ZH KDG QR ZLIL

with interesting information to understand what had been

access. English is not my mother tongue so communication

discussed in the past. As for the mailing list, it was useful

ZDVVRPHWLPHVGLIILFXOW )7

to send administrative announcement but it did not function

・ もう少し健康に気を遣ってほしい。落ち着いたり、運
動するなど自分の時間を取ることも重要。

well as a tool to facilitate the advanced interaction of the
SDUWLFLSDQWV -7

 ,ZRXOGKDYHOLNHGWRVHHVRPHDWWHQWLRQWRRXUZHOOEHLQJ
,WLVLPSRUWDQWWRWDNHWLPHIRU\RXUVHOIWREHFDOPWRKDYH
WLPHWRH[HUFLVH )7

(17) 2月26日
（木）
の日本参加者研修について
（日本参加者のみ）

・ スタッフが非常に親切で助けになってくれた。プログ

Orientation for the Japanese participants on

ラムがもう少し柔軟だと良い。食べ物もとても良かっ

February 27 (for Japanese participants)

た。タイムマネジメントよりも、目標達成により注力






非常に
ある程度 あまり良く 良くな
平均
良かった
良かった
良かった なかった
かった Average
Good
6DWLVIDFWRU\
Very well
Fair
1RWDWDOO
-











て良かった。
EHWZHHQ132VDQGEXVLQHVVHV -7

7KHUHQHHGVWREHOHVVIRFXVRQWLPHDQGPRUHRQJRDOV


)77
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ンの合間の休憩時間がもう少し長いと良い。
 3HUKDSV EUHDNV EHWZHHQ GLVFXVVLRQV VHVVLRQV FRXOG KDYH

・ 非営利分野ついて初めて整理できた。
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JRRGLIWKHSURJUDPPHZDVPRUHIOH[LEOH7KHIRRGLVJUHDW

・ 参加者との自発的な交流のためにも、ディスカッショ

I could reconfirm prior information such as the differences
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するべきだと考える。

been longer for interaction with participants on their own.

招へいプログラム

Invitation Program

 7KURXJKRXWDOOGLVFXVVLRQVIRUPDOO\DQGLQIRUPDOO\,UHDOO\

)7
・ イベントの規模に非常に感心した。配布資料も良かった。
I felt the amount created was impressive and the general
EURFKXUHZDVJRRG )7

appreciated the strong interest and motivation for a further
QHWZRUN )7
・ ボランティア通訳の方々に支えられコミュニケーショ

・ 入念に時間をかけて準備してきたことが伝わる運営だ

ンがとれた。
 7KH SURFHVV ZDV ZHOO VXSSRUWHG E\ WKH YROXQWHHULQJ

った。
 :H FRXOG IHHO WKDW WKH HYHQW ZDV RUJDQL]HG ZLWK D
FRQVLGHUDEOHDPRXQWRIWLPHIRUSUHSDUDWLRQ -7

LQWHUSUHWHUV )7
・ 継続的で専門的なネットワークの構築ができたとは感

・ グループにファシリテーターの方がいたので、短い時
間でディスカッションをまとめることができた。通訳

じない。
 ,GRQRWIHHO,KDYHIRUPHGDQ\ODVWLQJSURIHVVLRQDOQHWZRUNV
)7 

者も素晴らしかった。
 %HFDXVHRIWKHIDFLOLWDWRULQWKHJURXSVZHFRXOGVXPPDUL]H

・ 言語の壁によりゆっくりではあったが、コミュニケー

our discussion in a short time. Interpreters were also

ションを取ろうとする意識は強く感じられた。異なる

DPD]LQJ -7

トピックの人と意見交換をする良い機会もあった。

・ やることが多かった分、時間に追われている感じがした。

 7KHUHLVWKHREYLRXVODQJXDJHEDUULHUZKLFKVORZHGWKLQJV

 ,WIHOWOLNHZHZHUHUXVKHGZLWKWLPHEHFDXVHWKHUHZHUHVR

down. But the willingness to communicate was there. I also

PDQ\WKLQJVWRGR -7

had a great opportunity to exchange ideas on different topics.
)7

(19) NPOマネジメントフォーラムに参加することで、外国参加
青年
（外国参加青年の場合は日本参加者）
とのネットワー
クを構築できるようなコミュニケーションをとることができた

・ 顔写真/トピック/分野が明示されていたので、積極的
に話したい人と話すことができた。
 7KH KDQGERRN PDGH WKH LQIRUPDWLRQ RQ SDUWLFLSDQWV FOHDU
ZLWKSLFWXUHVDQGLQGLFDWHGWRSLFVDQGILHOGV,WKHOSHGWRWDON

と考えますか。
Do you agree that you had communicated well
with the Japanese participants (for Japanese

ZLWKSHRSOH,ZDVLQWHUHVWHGLQ -7
・ ディスカッション時や交流会時、通訳の方がおり大変

to

助かった。テーマに関すること以外にも、外国参加青

establish networks, by participating in the NPO

年の活動や高齢者福祉の現状についても聞くことがで

0DQDJHPHQW)RUXP"

きた。

participants

with

foreign

participants)


十分に
できた
Very
much


できた
Good



あまり
ある程度
できな
できた
かった
6DWLVIDFWRU\
Fair

F













-














全くでき
平均
なかった Average
1RWDWDOO

It was great to have interpreters at discussions and cultural
exchange sessions. I could learn not only the themes of the
GLVFXVVLRQV EXW DOVR WKH ZRUN RI IRUHLJQ SDUWLFLSDQWV DQG
RYHUVHDVVLWXDWLRQVLQUHJDUGVWRWKHHOGHUO\ -7
・ ディスカッション中は外国参加青年と交流をしたが、
今後のネットワーク構築までは至らなかった。
 7KHUH ZDV LQWHUDFWLRQ ZLWK IRUHLJQ SDUWLFLSDQWV GXULQJ
GLVFXVVLRQVEXW,FRXOGQRWEXLOGDQHWZRUNIRUWKHIXWXUH
-7
・ 同分野の外国参加青年とゆっくり話す時間がなかった
ため、団体同士のネットワークを構築するタイミング
はなかった。ただ、友人として)DFHERRNなどでつなが
る関係は築けたのではないかと思う。
 7KHUHZDVQRWPXFKWLPHWRGLVFXVVZLWKIRUHLJQSDUWLFLSDQWV
ZRUNLQJ LQ WKH VDPH ILHOG RI ZRUN WKHUHIRUH WKHUH ZDV QR
FKDQFH WR EXLOG D QHWZRUN EHWZHHQ RUJDQL]DWLRQV <HW DV
D IULHQG , WKLQN ZH FRXOG EXLOG VRPH FRQQHFWLRQV XVLQJ
)DFHERRN IRUH[DPSOH  -7
・ 実際に外国参加青年の施設を訪問する視察予定を組めた。

・ フォーマル、インフォーマルの全ての議論で、更なる
ネットワークに向けた強い興味とモチベーションがあ

 ,FRXOGGLVFXVVDQGSODQDQDFWXDOYLVLWWRWKHRUJDQL]DWLRQRI
WKHIRUHLJQSDUWLFLSDQW -7

って嬉しく思った。
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GHYHORSPHQW&ROODERUDWLRQEHWZHHQFRPSDQLHVDQGVFKRROV

(20) 日本参加者があなたと交流して得たものは何だと思いま

DVQRQSURILWZRUN -7 

すか。
（外国参加青年のみ）
What do you think Japanese participants have

・ 作業に対する日本人の細かく、まじめな取組方と、自

JDLQHG IURP LQWHUDFWLQJ ZLWK \RX DW WKH )RUXP"

団体を通しての日本の132団体の課題など。
 9HU\ GHWDLOHG DQG GHGLFDWHG ZD\ RI ZRUNLQJ E\ -DSDQHVH

(for foreign participants)

SHRSOH&KDOOHQJHVVXUURXQGLQJ132VLQ-DSDQWKURXJKWKH

・ 自国の1 32事情について。外国でどのように異なる概

H[SHULHQFHRIP\RZQRUJDQL]DWLRQ -7

念が活用され 、理解されているか。ネットワーキング。
 /HDUQLQJ DERXW WKH VLWXDWLRQ RI 132V LQ RXU FRXQWU\

・ 日本の非営利団体の現状。

Understanding of how different concepts are used and

 6LWXDWLRQRI-DSDQHVH132V -7

XQGHUVWRRGLQGLIIHUHQWFRXQWULHV1HWZRUNLQJ )7

・ パフォーマンスやランチ交流の時間を活用して、日本
文化についても伝えた。

・ 社会問題の異なる捉え方。社会福祉における各国事情。
 6HHLQJ GLIIHUHQW ZD\V RI KDQGOLQJ VRFLDO LVVXHV /HDUQLQJ

 -DSDQHVH FXOWXUHV WKURXJK WKH SHUIRUPDQFH VHVVLRQV DQG
LQWHUDFWLRQGXULQJOXQFKWLPH -7

DERXWWKHVLWXDWLRQ VRFLDOILHOGV LQRWKHUFRXQWULHV )7
・ 欧州の132背景についての見識。他団体の成功事例。
 *HWWLQJ LQVLJKW LQWR WKH (XURSHDQ EDFNJURXQG RI 132V

(22) 今後のNPOマネジメントフォーラムで取り上げられると考

Understanding and learning about best practices from other

えられるトピック案

132V )7

Suggested discussion topics for the future NPO

・ 異なる取組とアイディアを共有することの価値への理解。

Management Forums

Understanding of different practices and the value of

・ 人口構造の変化に向けた解決策

VSHDNLQJXSWRVKDUHLGHDV )7

 6ROXWLRQVIRUGHPRJUDSKLFDOFKDQJHFKDOOHQJHV )7

・ 問題解決に対する異なるアプローチと新たな視点、そ

・ プロジェクトマネジメント、ボランティアマネジメン
ト、人材マネジメント。ボランティアの企画（採用、

していかにそのプロセスを遂行するか。
 'LIIHUHQW DSSURDFKHV DQG SRLQW RI YLHZ WR VROYH SUREOHPV

研修、調整など）。
 3URMHFW PDQDJHPHQW YROXQWHHU PDQDJHPHQW KXPDQ

DQGKRZWRPDQDJHDSURFHVV )7

UHVRXUFHPDQDJHPHQW3ODQQLQJYROXQWHHUZRUN UHFUXLWPHQW

・ 異文化経験と異なる分野、国での就労経験の新しい知識。

WUDLQLQJFRRUGLQDWLRQHWF  )77

 ,QWHUFXOWXUDO H[SHULHQFH DQG QHZ NQRZOHGJH RI ZRUNLQJ
experiences in different fields and different countries.


・ ソーシャルメディアの活用、非営利分野のデジタル化

)77

による新サービスの開発と業務簡易化、及び専門性の
向上。

・ 日本参加者が提供できるもの（知識や経験）がたくさ
んあることを認識してくれたことを願う。私たちがど

 8VHRIVRFLDOPHGLD'LJLWDOL]DWLRQIURPWKH132VHFWRUWR
FUHDWH QHZ VHUYLFHV DQG WR PDNH VRPH ZRUN HDVLHU DQG WR

のように政府に働きかけているか知り驚いていた。

SURIHVVLRQDOL]HRXUZRUN )77

 , KRSH WKH\ VHH WKH\ KDYH D ORW WR RIIHU 7KH\ ZHUH DOVR
surprised to learn how we use our influence with our

・ 政治的決定にどのように影響を与える。

JRYHUQPHQW )7

 )RFXVLQJPRUHRQLQIOXHQFLQJSROLF\PDNHUV )7

・ 単語に関する理解も欧州でも異なることがある。こう

・132間の国際協力における異文化コミュニケーショ

した事実について気がついたことは私にとっても日本

ン。各国の132関連政策決定について。

参加者にとっても興味深い経験だったと思う。

Intercultural communication in international cooperation of

In Europe we sometimes have other understandings of

132V3ROLF\PDNLQJRI132VLQGLIIHUHQWFRXQWULHV

ZRUGV,WKLQNLWZDVLQWHUHVWLQJWROHDUQWKDWIDFWEXWWKDW



)7 

ZDVDOVRYHU\LQWHUHVWLQJIRUP\VHOI )7

・132の専門性及びビジネススキル向上。132の社会
的地位の向上について。

(21) この事業を通して、外国参加青年に何を伝えられました

VWDQGLQJLQVRFLHW\ )7

か。
（日本参加者のみ）
What do you think the foreign participants gained
IURP LQWHUDFWLQJ ZLWK \RX DW WKH )RUXP"  IRU
・ 日本の学校現場。教育や青少年育成についての情報。
学校という非営利セクターと企業との連携。
 ,QIRUPDWLRQ DERXW -DSDQHVH VFKRROV HGXFDWLRQ DQG \RXWK
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 *URXSZRUNZDVWKHRQO\PHWKRG2WKHUPHWKRGVZRXOGEH

支援。資金システムについて。
Funding for sustainable sources of income. Umbrella
RUJDQL]DWLRQV DQG WKHLU SRZHU DQG VXSSRUW IRU 132V
)XQGLQJV\VWHP )7-7

QLFHWRXVH )7
・ 日本の非営利団体の活動現場をリアルに感じてのディス
カッションができた。連携を真剣に欲している企業担

・ 中間支援団体による支援、市民運動、社会的認知。

当者の参加率を増やせるとより良い場になると思う。

 6XSSRUW IURP XPEUHOOD RUJDQL]DWLRQV DQG LQWHUPHGLDULHV

It helped the discussion get more real feelings because
SDUWLFLSDQWV KDG VHHQ WKH ZRUN VLWH RI -DSDQHVH 132V

&LWL]HQVPRYHPHQW6RFLDOUHFRJQLWLRQ -7

It woud have been a great opportunity if there were more
(23) NPOマネジメントフォーラム全体に関して

participants from companies that are serious about starting

Any comments or advice for the NPO Management

FROODERUDWLRQ -7
・ 分野別（障害者・青少年・高齢者）に議論する場がも

Forum as a whole
・ 文化交流ではより気楽に会話ができ、互いのネットワ

っと欲しかった。

ークを強化しより持続的なものにすることができた。

 ,ZLVKWKHUHZDVPRUHWLPHWRGLVFXVVZLWKLQZRUNLQJILHOGV

I loved the cultural exchange programme because of informal

LH SHUVRQV ZLWK GLVDELOLWLHV \RXWK DQG WKH HOGHUO\  -

FRQYHUVDWLRQWRVWUHQJWKHQQHWZRUNLQJUHODWLRQVKLSVDQGWR
KHOSPDNHWKHPPRUHVXVWDLQDEOH )7

7 
・ 成果発表の準備時間が足りず、プログラム終了後に作

・ 障害を持つ参加者がいて良かったし、良い経験であった。

業をすることになったが、通訳なしのコミュニケーシ

夜の文化交流会は、とても良かったし生産的だった。

ョンは難しかった。日本参加者と外国参加青年で成果

 +DYLQJDSHUVRQZLWKDGLVDELOLW\EHDQLQYROYHGSDUWLFLSDQW

物に求めているクオリティに差が出てしまった。

ZDV D SRVLWLYH DQG ZHOFRPLQJ H[SHULHQFH 7KH FXOWXUDO

We had to prepare the presentation at night after the program

H[FKDQJHHYHQLQJZDVSRVLWLYHDQGSURGXFWLYH )7

ended but communication was difficult without interpreters.

・ 英国でホームステイを受け入れた日本参加者とまた会
えてとても嬉しかった。自分のプロジェクトが日本でも

7KHUHZDVDJDSDPRQJVW-DSDQHVHDQGIRUHLJQSDUWLFLSDQWV
LQWHUPVRIWKHTXDOLW\RIZRUNWKH\ZLVKWRSURGXFH -7

できることを伝えるために、発表ができると良かった。

・ グループやトピックどちらもとても雰囲気が良く、短

 /RYHO\-DSDQHVHSDUWLFLSDQWVDQGYHU\QLFHWRVHHWKHSHRSOH

期間でとても仲良くなれた。この場を作ってくださっ

who came to the UK for homestay again. I would have

たスタッフの皆様に感謝したい。

appreciated being invited to do a presentation on my project

Both the groups and topics had very good atmosphere and

WROHWSHRSOHNQRZWKH\FRXOGVWDUWLWLQ-DSDQ )7

ZH EHFDPH IULHQGV TXLFNO\ , ZRXOGG OLNH WR WKDQN DOO WKH

・ 日本参加者が地方プログラムに参加すると良い。フォーラ

VWDIIIRUFUHDWLQJWKLVRSSRUWXQLW\ -7

ム中に)DFHERRNなどの616を使って進捗をアップデートす
るのは日本の132の35にも良い機会だと思う。
 -DSDQHVHSDUWLFLSDQWVVKRXOGWDNHSDUWLQWKHORFDOSURJUDPPH
DVZHOO8VLQJ616IRUDVSHFLDORFFDVLRQOLNHWKLV)RUXP
KHOSVWRSURYLGHWKH35IRU-DSDQHVHRUJDQL]DWLRQV )7
・ プログラムの運営は良かったし、とても明瞭でよく構
成されていた。日本参加者、通訳とスタッフはみんな
素晴らしかった。
 2UJDQL]DWLRQRIWKHSURJUDPHZDVJRRGFOHDUDQGVWUXFWXUHG
7KH -DSDQHVH SDUWLFLSDQWV LQWHUSUHWHUV DQG VWDII ZHUH
DPD]LQJ )7
・ グループワークだけではなく、他のやり方を交えると
良い。
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3. 外国参加青年による地方プログラムアンケート／
)RUHLJQ3DUWLFLSDQWVҋ(YDOXDWLRQRQ/RFDO3URJUDP
．回収率／&ROOHFWLRQUDWH：

・ 高齢者のための技術的支援と高齢者に優しい環境づく

高齢者関連活動：名中名 

り。電子機器を活用した介護の有用性とリスクについて。

障害者関連活動：名中名 

 7HFKQLFDO VXSSRUW IRU HOGHUO\ SHRSOH DQG DJH IULHQGO\

青少年関連活動：名中名 

HQYLURQPHQWDGDSWLRQ 3RWHQWLDOV DQG ULVNV RI WKH XVH RI

$FWLYLWLHVIRU(OGHUO\3HRSOH&RXUVH (3 ：

WHFKQLFDOGHYLFHV *

RXWRI 

・ 世代間交流や介護施設と学校との共同事業、世代間協

$FWLYLWLHVIRU3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV&RXUVH 3' ：

働の可能性。

RXWRI 

Intergenerational exchange, combined projects with nursing

$FWLYLWLHVIRU<RXWK&RXUVH < ：RXWRI 

KRPHDQGVFKRROV3RWHQWLDORILQWHUJHQHUDWLRQDOZRUN *

．省略文字／Abbreviations：
$

オーストリア／Austria

G：

ドイツ／Germany

・高齢者の孤独、社会からの隔離（地域とどうつながる
か）。財政面での高齢者事情。
 7DFNOLQJORQOLQHVVVHFOXVLRQIURPVRFLHW\ KRZWRFRQQHFW
WRWKHORFDOFRPPXQLW\ )LQDQFLDODVSHFWV 8.

UK： 英国／UK
＜鹿児島県／.DJRVKLPD3UHIHFWXUH＞

Q1

Q3

それぞれの訪問において行われた活動は、目的を
遂行するために有効なものでしたか？

地方プログラムの内容は目的を達成するために

Do you think the activities were beneficial in

効果的でしたか？

DFFRPSOLVKLQJWKHREMHFWLYHVRIWKHYLVLW"

Do you think the content of the Local Program
was helpful enough in achieving the aim of your
FRXUVH"

とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective





(3

Q3 公益財団法人慈愛会及び介護老人保健施設
-1 愛と結の街
Public




あまり効果
ある程度
効果的では
的では
平均値
効果的
なかった
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective






・とても効果的で、地域における認知症患者への支援に
ついて多くを学んだ。とりわけ、ケアマネジャーが介
が興味深かった。

Incorporated

Foundation

to-Yui-no-machi"



護保険制度において中心的な役割を果たしていること

Interest

“Jiaikai"/ Geriatric Health Services Facility “Ai-

(3


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
ある程度
効果的では
的では
平均値
効果的
なかった
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective








・ 異なるユニットの見学はとても感慨深い経験だった。

It was very effective and I learned a lot about the support

異なるサービスが隣接しており、地域活動（散歩ツア

RI SHRSOH ZLWK GHPHQWLD LQ WKH FRPPXQLW\ 7KH PRVW

ー地図や認知症イベントやカフェの開催）を知ること

interesting and important thing for me was that the care

ができて有益だった。

managers belong to the long term care insurance and play a

Visiting different units was a very impressive experience. It

FHQWUDOUROH *

was very helpful to see that all different services are next to

・ 母国に戻って使えるテクニックや知識を得られた。

each other and that the facility even offers activities in the

 ,WJDYHPHQHZLGHDVDQGWHFKQLTXHVWRWDNHEDFNKRPHDQG

FRPPXQLW\ PDSRIZDONLQJWRXUDQGVXFKGHPHQWLDHYHQWV

FKDQJHP\ZD\RIWKLQNLQJRQVRPHLVVXHV 8.

DQGFDIHV  *
・ 実際の活動を目にすることで、母国で取り組みたいア

Q2

今後のテーマとして適切なものがあればお書きく

イディアを膨らませることができた。

ださい。

Very useful to see the activities being done here and to get

For the future program, what would be the

LGHDVWRWDNHKRPH *8.

DSSOLFDEOHWKHPHIRUWKHFRXUVH"

・ 家族がどのような支援を受けているのか、またどのよ

・ アクティブエイジング、ボランティア活動、雇用など。

うに認知症を発見しているのかわからなかった。

 $FWLYHDJLQJYROXQWDU\ZRUNHPSOR\PHQW *

I am not sure how the family gets support and how to detect
GHPHQWLD 8. 
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Q3 公益社団法人 認知症の人と家族の会
-2 鹿児島県支部 やすら木会
Public

Interest

Incorporated

$O]KHLPHU·V $VVRFLDWLRQ

Q4

地方プログラム全体の満足度について
Overall satisfaction of the local program

Association



これ以上



まったく満足
ないくらい とても満足 そこそこ満足 少し満足
平均値
していない
0RGHUDWHO\ 6OLJKWO\
満足
Very
Average
1RWDWDOO
VDWLV¿HG
&RPSOHWHO\ VDWLV¿HG
VDWLV¿HG
VDWLV¿HG
VDWLV¿HG

-DSDQ.DJRVKLPD

prefectural branch, Association for People with
Dementia and Families (Yasuragi-kai)

(3


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
的では
平均値
なかった
効果的
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective








・ とても良い事例で、同様のイニシアティブが参加各国

(3













・ 施設見学と交流を交えたとても良いプログラム内容だ
った。文化や働き方について日本人の話すことを理解
するのにもう少し時間が必要だった。
Very good programme well mixed with institutional visits
DQG H[FKDQJH $ OLWWOH ELW PRUH WLPH LV QHFHVVDU\ WR WDON
WR WKH -DSDQHVH SHRSOH IRU EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ LQ FDVH RI

であることがわかった。
 9HU\JRRGH[DPSOHDQGVDPHLQLWLDWLYHVLQDOOFRXQWULHV *

FXOWXUHZD\RIZRUNLQJ *

・ ドイツアルツハイマー協会と同様の目標であったが、

・ もう少し背景の異なる施設があっても良かった。もっと

日本の方が、広報活動や日常的な交流（買い物、カフ

革新的なアプローチやプロジェクトを学びたかった。

ェ、クイズゲームなど）を積極的に実施していた。
 7KHVDPHDLPVOLNHWKH*HUPDQ$O]KHLPHU$VVRFLDWLRQEXW

 0D\EHWRVHHPRUHLQVWLWXWLRQVZLWKGLIIHUHQWEDFNJURXQGV
7RVHHPRUHLQLQQRYDWLYHDSSRUDFKHVDQGSURMHFWV * 

WKH-DSDQHVH$O]KHLPHU$VVRFLDWLRQLVPRUHDFWLYHLQSXEOLF

・ 日本の地方を見ることができて良かった。実際に高齢

UHODWLRQDFWLYLWLHVDQGWRPHHWSHRSOHLQWKHGDLO\OLIH H[,Q

者の方々と話せた時が最も充実していた。もっと高齢

VKRSSLQJFDIHVRUTXL]VKRZV  * 

者とその家族、介護者と話せると良かった。実行委

・ 現場の専門家から、どのような課題があるのかを聞い

員会と通訳が素晴らしく、地方プログラムの成功の
鍵だった。

たのがとても有意義だった。
Very useful to hear from experts in the field about what
FKDOOHQJHVWKH\DUHIDFLQJ 8.

 ,UHDOO\HQMR\HGWRVHHDGLIIHUHQWSDUWRI-DSDQ7KHEHVWWLPH
was to meet with elderly people. I wish we could have spent
more time with elderly people, service carers and families.

Q3 鹿児島市長寿あんしん相談センター（地域包括支

7KH FRPPLWWHH PHPEHUV DQG WKH LQWHUSUHWHUV KDYH EHHQ

-3 援センター）/鹿児島市認知症等見守りメイト連

DPD]LQJDQGWKHNH\RIWKHVXFFHVVRIWKHORFDOSURJUDPPH
8.

絡会
Integrated

Community

Support

Center/

Dementia “watch over mate" liaison council of

＜大分県／Oita Prefecture＞

Kagoshima city

(3


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
平均値
的では
なかった
効果的
Average
なかった
1RW
だった
1RWVR
effective
6DWLVIDFWRU\
effective






Q1

効果的でしたか？
Do you think the content of the Local Program
was helpful enough in achieving the aim of your



FRXUVH"

・ドイツでも同様の優先項目があり、地域の関係者と協
働や連携に努めている。
We have similar priorities in Germany and we try to cooperate
DQGFROODERUDWHZLWKDOOSDUWLFLSDQWVLQWKHFRPPXQLW\ *
・分毎の短い時間で、事例やケーススタディを含むよ

地方プログラムの内容は目的を達成するために


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective





3'




あまり効果
効果的では
ある程度
的では
平均値
なかった
効果的
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective








・ 専門的なスキル向上に向けた好事例を聞くことができ

うな構成だったとより良かった。
 &RXOG KDYH EHHQ PRUH VWUXFWXUHG ZLWK DFWLYLWLHV VXFK DV

た。同様のサービス利用者から、新しい研修や基準に

VKRUWHUVHVVLRQVZLWKH[DPSOHFDVHVWXGLHVOLPLWHGWRPLQV

よって社会のインクルージョンに対してどのような直

HDFK 8.

接的影響があったか聞いてみたかった。

・ 高齢者の方々から直接話を聞くことができて良かった。

 7KH SURJUDPPH LQFOXGHG VRPH YHU\ JRRG H[DPSOHV RI

 7KLVZDVJRRGDQGLWZDVQLFHWRKHDUIURPWKHWUXHHOGHUO\

WUDLQLQJSURJUDPPHVWRGHYHORSSURIHVVLRQDOVNLOOV,ZRXOG
KDYH OLNHG WR KHDU IURP VDPH VHUYLFH XVHUV WR XQGHUVWDQG

SHRSOH 8.
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how the new training and standards had a direct impact on

Very good practice example. Understanding of how to

WKHLUVRFLDOLQFOXVLRQ 8.

develop services related to different needs of persons with

・ 多くの異なる専門職の方と会うことができた。彼らと

GLVDELOLWLHV *

のディスカッションのほか、大分県庁でのプログラム

・ 研修プログラムが興味深かった。大分県が国家レベル

からも多くを学ぶことができた。サービス利用者から

の研修プログラム実施に向けてその知見を活用してい

直接話を聞ける機会があると良かった。

ることに感心した。

We met with lots of different professionals during our time

I enjoyed learning more about the training programme. It

here. It was particularly useful to have a meeting including

was good to hear that Oita are using their expertise to launch

care givers in the dicussion group and the session with the

DQDWLRQDOWUDLQLQJSURJUDPPH 8.

UHSUHVHQWDWLYH IURP 2LWD 3UHIHFWXUH JRYHUQPHQW ,W ZRXOG

・ 研修プログラムの企画・実施について学べたことが非

have been good to hear more directly from the people using

常に役に立った。また、放課後の活動などについて自

WKHVHUYLFHV 8.

団体の職員とも共有したい。子供たちの様子を実際に

・ とても良いディスカッションができたが、発表のため
の時間をあまり確保できなかった。聞き手にとってあ

視察できると良かった。
 7KLVZDVH[WUHPHO\XVHIXOIRUPHWROHDUQDERXWKRZWUDLQLQJ

まり有益ではなかったと思われる。

LVRUJDQL]HG,ZLOOXVHWKLVDWH[WUDWLPHDIWHUVFKRROFOXE

We had very interesting discussions in our groups but I

bringing for my staff. Would have been nice to see the

IHOW ZH GLG QRW KDYH PXFK WLPH IRU RUJDQL]DWLRQ RI RXU

FKLOGUHQDOLWWOHELW 8.

SUHVHQWDWLRQ6RLWZDVQRWYHU\EHQHILFLDOIRURWKHUV 8.

Q2

今後のテーマとして適切なものがあればお書きく

Q3 社会福祉法人 みずほ厚生センター
-2 障害者支援施設 聖心園

ださい。

Social Welfare Corporation Mizuho Public

For the future program, what would be the

Welfare Center, Welfare Facility for Disabled

DSSOLFDEOHWKHPHIRUWKHFRXUVH"

SEISHINEN

・ 障害者分野に関する課題について政策決定者にいかに
して影響を与えるか。
 ,QIOXHQFLQJSROLWLFDOGHFLVLRQPDNHUVLQWKHILHOGRIGLVDELOLW\
UHODWHGLVVXHV $
・ 障害者の社会参加。インクルーシブなアクセス、イン
クルーシブ教育、キャンペーン活動、ヘルスケアへの

3'


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
平均値
的では
なかった
効果的
Average
なかった
1RW
だった
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective








・ 入居者が自立生活スキルを学ぶのは素晴らしいことだ
が、実際に施設外で入居者が生活する機会は現実でな

アクセス。
 3DUWLFLSDWLRQ ,QFOXVLYH DFFHVV LQFOXVLYH HGXFDWLRQ
FDPSDLJQLQJRUKHDOWKFDUHDFFHVV 8.

いように思えた。
Whilst it is great that residents are learning independent
OLYLQJ VNLOOV WKHUH VHHPHG WR EH QR UHDOLVWLF RSSRUWXQLW\

Q3

それぞれの訪問において行われた活動は、目的を

for the residents to actually live on their own outside of the

遂行するために有効なものでしたか？

FHQWHU 8.

Do you think the activities were beneficial in
DFFRPSOLVKLQJWKHREMHFWLYHVRIWKHYLVLW"

・ 様々な団体からの実務者が議論に参加していたのが良
かった。施設を見学できて良かった。
 ,WZDVJRRGWKDWFDUHJLYHUVIURPDUDQJHRIRUJDQL]DWLRQV

Q3 社会福祉法人 萌葱の郷 大分県発達障害者支援セ
-1 ンターECOAL（イコール）
Oita Prefecture Support

Center for Persons


効果的
だった
Effective





3'




あまり効果
効果的では
ある程度
平均値
的では
なかった
効果的
Average
なかった
1RW
だった
1RWVR
effective
6DWLVIDFWRU\
effective






KDGWKHRSSRUWXQLW\WRORRNDURXQGWKHIDFLOLWLHV 8.
・ 興味深い施設だったが、日中活動トレーニング中だっ
たため、入居者 障害者 と交流することができなかっ

with Developmental Disablities ECOAL

とても
効果的
だった
Very
Effective

were involved in the discussions. I was also pleased that we



た。一方で、職員の方々と議論できたのはよかった。
Another very interesting visit when we got there most of the
UHVLGHQWVZHUHLQ$'/EXW'/ OHDUQLQJWRKDYHDEDWK VR
we did not get to engage with them much. But it was great
KDYLQJDGLVFXVVLRQZLWKVXSSRUWZRUNHUV 8.

・ とても興味深い実践事例だった。障害者の人々の異なる
ニーズに対応したサービス開発について理解が深まった。

324

第５部

参加青年による評価結果

第２章

招へいプログラム Invitation Program

はプログラム全体にも当てはまり、ファシリテーター

Q3 大分県ボランティア・市民活動センター
-3 （大分県社会福祉協議会）

が参加者任せだった。個人的にはファシリテーターに

Oita Volunteer Center/ Citizen Activity Center

 *UHDW WR EXGG\ XS ZLWK VWXGHQWV 7KLV JRHV IRU WKH ZKROH

(Oita Council of Social Welfare)

3'


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
的では
平均値
なかった
効果的
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective




もっと先導してほしかった。





SURJUDPPHIDFLOLWDWRUVVHHPHGTXLWHKDQGVRII,DPXVHG
WRIDFLOOLWDWRUVJXLGLQJPRUH 8.

Q4

Overall satisfaction of the local program

・ スポーツ施設を利用する人々と施設を共有しているこ
とは、インクルーシブ促進に向けた実践として良い。
 6KDUHUHVRXUFHVZLWKSHRSOHZKROLNHWRXVHVSRUWIDFLOLWLHV
ZDVJRRGWRNQRZ LQFOXVLYH  *
・ センターが、災害に対応できるボランティアを募集・

地方プログラム全体の満足度について


これ以上
ないくらい
満足
&RPSOHWHO\
VDWLV¿HG


とても
満足
Very
VDWLV¿HG





3'




まったく
そこそこ
少し満足
満足
満足
6OLJKWO\ していない
0RGHUDWHO\
VDWLV¿HG 1RWDWDOO
VDWLV¿HG
VDWLV¿HG




平均値
Average





研修しようとしており、大変興味深かった。災害時

・ 日本滞在中のハイライトだった。優れた施設、素敵な

に、障害者をどのように支援しているのか、特に、日

方々との出会いなど、素晴らしい経験だった。サービ

常習慣の変化への対応が難しい障害者に対する支援に

ス利用者である障害当事者と直接話ができると更に良

ついてもっと話を聞きたかった。

かった。

It was very interesting to hear about all the efforts the center

 7KLVKDVEHHQWKHKLJKOLJKWRIP\WLPHLQ-DSDQ$QDPD]LQJ

DUHPDNLQJWRUHFUXLWHDQGWUDLQGLVDVWHUUHSRQVHYROXQWHHUV,

experience, visits, great facilities and meeting inspirational

ZRXOGKDYHOLNHGWRKHDUPRUHDERXWKRZWKHFHQWUHVXSSRUWV

SHRSOH,WZRXOGKDYHEHHQQLFHWRJHWDFKDQFHWRWDONWRWKH

disabled people during disasters, particularly for people who

VHUYLFHXVHUVSHRSOHZLWKGLVDELOLWLHVWKHPVHOYHV $

find a change to their routine or access needs difficult to
PDQDJH 8.

・ 外国参加青年が一日、施設で勤務体験ができると、実
際の運営やサービスを利用する障害者の日常について

・ 避難訓練の体験を通して、障害者がその状況でどのよ

より深く学ぶことができると思う。

うに対応しているのかを見ることができ、良かった。

 ,ZRXOGOLNHWKDWHDFKSDUWLFLSDQWRIWKH(XURSHDQFRXQWULHV

 $PD]LQJ WR OHDUQ DERXW GLVDVWHU SUHS DQG VHH SHRSOH ZLWK

ZRUNVRQHIXOOGD\DWRQHRIWKHLQVWLWXWLRQVWROHDUQDERXW
WKHRSHUDWLRQVWUXFWXUHDQGURXWLQHVZLWKWKHXVHUV *

GLVDLEOLWLHVXVLQJWKHVHWWLQJ 8.

・ 非営利団体が地域レベルで障害者支援をどのように実

Q3 大分大学 教育福祉科学部 社会福祉コース
-4 Oita University Faculty of Education and

施しているか見識を深めることができた。研修プログ

Welfare Science, Human Society and Welfare

日本におけるソーシャルワークの認知度を高めるのに
効果的な一歩である。

Science Course Social Welfare

3'


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
平均値
的では
なかった
効果的
Average
なかった
1RW
だった
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective




ラムや成功事例を生み出す努力、正規の資格などは、





 7KLVKDVEHHQDQLQVLJKWIXOORRNDWKRZ132VDUHVXSSRUWLQJ
GLVDEOHG SHRSOH DW D ORFDO OHYHO7UDLQLQJ SURJUDPPHV DQG
HIIRUWVWRFUHDWHJRRGSUDFWLFHDQGRIILFLDOTXDOLILFDWLRQVLV
a positive step towards raising public perceptions of social
ZRUNLQ-DSDQ 8.

・ 障害者に対するネガティブな態度や行為の解決に向け
た学生の考えを聞けて元気をもらった。学生たちが使
う用語や単語から、従来の医学モデルからより個人を
尊重しそれに対応できる社会モデルへ考え方がシフト
していることが感じられた。
I was encouraged to hear from the students about their views
on challenging negative attitudes and behaviour towards
GLVDEOHG SHRSOH 7KH WHUPLQRORJ\ODQJXDJH XVHG E\ WKH
VWXGHQWVVKRZHGDVKLIWLQWKLQNLQJIURPDPHGLFDODSSURDFK
WRZDUGVDPRUHLQGLYLGXDODQGDGDSWDEOHVRFLHW\ 8.
・ 学生たちとペアになって活動したのは良かった。これ
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＜和歌山県／Wakayama Prefecture＞

Q1

Q3

それぞれの訪問において行われた活動は、目的を
遂行するために有効なものでしたか？

地方プログラムの内容は目的を達成するために

Do you think the activities were beneficial in

効果的でしたか？

DFFRPSOLVKLQJWKHREMHFWLYHVRIWKHYLVLW"

Do you think the content of the Local Program
was helpful enough in achieving the aim of your
FRXUVH"

とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective





Y

Q3 特定非営利活動法人ハートツリー・南紀サポート
-1 ステーション
Specified Non-profit Corporation Heart-Tree /




あまり効果
効果的では
ある程度
的では
平均値
なかった
効果的
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective






Nanki Youth Support Station



・ 日本参加者が欧州の事例から多く学んでいたと思う。
 , KDYH WKH IHHOLQJ WKH -DSDQHVH SDUWLFLSDQWV ZHUH DEOH WR
OHDUQDORWIURPWKH(8DSSURDFK $

Y


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
平均値
的では
なかった
効果的
Average
なかった
1RW
だった
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective








・ ひきこもり現象が非常に興味深かった。とても大きな

・ 地方プログラムは有意義で、本国に持って帰るべきア
イディアを得ることができた。もっと青少年と会うこ

問題で議論するには時間が足りなかった。彼らはとて
も素晴らしい事業を行っている。
 9HU\LQWHUHVWLQJWRKHDUDERXWWKH+LNLNRPRULSKHQRPHQRQ

とができれば更に良かった。
I really enjoyed the visits to lcoal programmes and found it

0D\EHPRUHWLPHZRXOGEHJRRGWRGLVFXVVWKLVELJSUREOHP

KHOSIXOWROHDUQDQGWDNHLGHDVEDFNWRP\KRPHFRXQWU\,W

7KH\GRJUHDWZRUNWKHUH $*

would have been better if we could have met more young
SHRSOH 8.

・ 人材についての議論が不十分だった。同じアプローチ
だったが、詳 細を検討 することができなかった。自団
体との違いや、どのように新たなアプローチをユース

Q2

今後のテーマとして適切なものがあればお書きく

ワークに取り入れるか認識することが重要だと思う。

ださい。

We did not discuss enough about human resources. We

For the future program, what would be the

H[DPLQHGWKHVDPHDSSURDFKHVEXWZHGLGQRWORRNLQWRWKH

DSSOLFDEOHWKHPHIRUWKHFRXUVH"

GHWDLOV7KHUHLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGZKDWWKHGLIIHUHQFH

・ 活動の評価（ボランティア活動）。ボランティア活動
の能力向上に対する証明、資格制度。ボランティアに

LVWKDW\RXNQRZZKDWDQGKRZ\RXFDQDGDSWLQ\RXUZRUN
*
・ 日本で行われている青少年活動を知るのにとても良い

対する価値改革。
 (YDOXDWLRQ RI DFWLYLWLHV YROXQWHHULVP  &HUWLILFDWLRQ RI
FRPSHWHQFHGHYHORSPHQWRIYROXQWHHUDFWLYLWLHV&KDQJLQJ

訪問だった。132マネジメントフォーラムの前にこ
の発表があれば良かったと思う。
 7KHVHYLVLWVZHUHUHDOO\KHOSIXODQGJDYHXVWKHRSSRUWXQLW\

SHUFHSWLRQVRIYROXQWHHULQJYDOXH $8.
・132と政府。地方と都市の132による協働。

WR VHH WKH W\SHV RI \RXWK DFWLYLWLHV WDNLQJ SODFH LQ -DSDQ

 132V DQG JRYHUQPHQW &ROODERUDWLRQV EHWZHHQ UXUDO DQG

+HDUWWUHHZDVDUHDOO\LQVSLUDWLRQDOSODFH7KLVSUHVHQWDWLRQ
ZRXOGKDYHEHHQEHWWHUEHIRUHWKH1320DQDJHPHQW)RUXP

XUEDQ132V $
・ ユースワークのデジタル化。青少年に対するプログラ

8.

ムやプロジェクトの効果と改善策。持続可能な方策と
効率的なネットワーキング。
 'HJLWDOL]DWLRQ RI WKH \RXWK ZRUN (IIHFWV RI SURJUDPPHV

Q3 総合型スポーツクラブ くちくまのクラブ
-2 Integrated Sports Club Seaca

DQG SURMHFWV IRU \RXWK  WKHRU\ RI FKDQJH 6XVWDLQDELOLW\
VWUDWHJLHVDQGHIILFLHQWQHWZRUNLQJ *
・ 青少年の自信構築。青年のスキル開発による、132
分野の専門性向上。
 %XLGOLQJFRQILGHQFHLQ\RXQJSHRSOH3URIHVVLRQDOL]LQJWKH
132VHFWRUWKURXJKXSVNLOOLQJ\RXQJSHRSOH 8.

Y


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
的では
平均値
なかった
効果的
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
effective
6DWLVIDFWRU\
effective








・ とても良い施設で、素晴らしいことをされていた。ま
た、スタッフの献身に感銘を受けた。このような施設
と縁のない青少年層を対象とするほうがユースワーク
の社会的インパクトはより得られると思う。また、ス
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ポーツは自尊心向上と暴力的な子供の支援という意味

FUHDWLQJQHZLGHDV 8.
・ 先生たちが正直に、彼らの経験を話してくれたことに

でもとても有用である。
 7KHIDFLOLWLHVWKH\KDYHDUHJUHDWDQGVRLVWKHMREWKH\GR
I was also impressed by the commitment of the persons
ZRUNLQJ WKHUH , MXVW WKLQN WKH VRFLDO LPSDFW LQ WHUPV RI

感動した。
 7KH VFKRRO ZDV YHU\ LPSUHVVLYH 7HDFKHUV JDYH D YHU\
GLIIHUHQWKRQHVWDQGUHZDUGLQJH[SHULHQFH 8.

\RXWKZRUNFRXOGEHLPSURYHGE\WDUJHWLQJJURXSVRI\RXQJ
SHRSOHZKRZRXOGRWKHUZLVHQRWKDYHDFFHVVHGWRWKHVHNLQG
RIIDFLOLWLHV6SRUWVLVDOVRDJUHDWZD\WRLPSURYHRQHVVHOI

Q4

Overall satisfaction of the local program

HVWHHPDQGWRVXSSRUWYLROHQWNLGV $
・ 全体像はよく分かったが、詳細が分からなかった。自分が
持つ興味深い情報を共有したかったが時間がなかった。
It was a very good overview but not in detail. I have a lot of
LQWHUHVWLQJLQIRUPDWLRQEXWLWZDVDOVRQRWHQRXJKWLPH *
・ 非常に画期的で積極的に、広範囲の年齢層や対象層と

地方プログラム全体の満足度について


これ以上
ないくらい
満足
&RPSOHWHO\
VDWLV¿HG


とても
満足
Very
VDWLV¿HG





Y




まったく
そこそこ
少し満足
満足
満足
6OLJKWO\ していない
0RGHUDWHO\
VDWLV¿HG 1RWDWDOO
VDWLV¿HG
VDWLV¿HG






平均値
Average



・ 全てのプログラムを大変楽しんだ。日本社会や日本に

地域で活動しているのが素晴らしかった。

おける青少年の役割についての説明をプログラムの冒

It was great to see a community group that is so innovative

頭で入れてほしい。それにより、最初から社会的背 景

DQGSURDFWLYHZRUNLQJDFURVVVXFKDZLGHUDQJHRIDELOLWLHV

を頭に入れて参加できるだろう。また、非公式な交 流

DQGDJHV 8.

もその 過 程のみならず、成 果 の 達 成に一 役 果すと考
える。最後に、プログラムを通じて出会ったすべての

Q3 和歌山県立熊野高等学校【地域に根ざし地域に貢
-3 献する 高校生リーダーを目指して】

ユースワーカーやボランティアの方々に、もっと自分が行

Wakayama Prefecture Kumano Senior High

業背景は異なるかもしれないが、私たちにとっての課題
も同様で、みんな意義ある仕事をしているのだから！

School

Y

う仕事の素晴らしさを認識してほしい。ヨーロッパの事


とても
効果的
だった
Very
Effective


効果的
だった
Effective








あまり効果
効果的では
ある程度
的では
平均値
なかった
効果的
なかった
Average
だった
1RW
1RWVR
6DWLVIDFWRU\
effective
effective








 ,UHDOO\HQMR\HGWKHSURJUDPPHRYHUDOO0\UHFRPPHQWGDWLRQ
would be to start the programme with a presentation on
-DSDQHVH VRFLHW\ DQG WKH UROH RI \RXWK 7KLV FRXOG KHOS
us to put things in a social context from the beginning.
$OVR IROORZLQJ WKLV UHFRPPHQGDWLRQ QRQ IRUPDO ZRUNLQJ

・ 熊野サポータークラブの生徒たちにとても関心した。

methods would be very helpful to improve not only the

一方、学校外での生徒の活動の場や先生の指導につい

SURFHVV EXW WKH RXWSXW DV ZHOO /DVWO\ , ZRXOG JHQHUDOO\

て改善できるのではないかと思う。こうしたボランティア

UHFRPPHQGDOOWKHJUHDW\RXWKZRUNHUVDQGYROXQWHHUVZH

活動は生徒たちの社会性やリーダーシップの育成につ

PHWWREHPRUHVHOIDZDUHRIDOOWKHIDQWDVWLFZRUNWKH\GR

ながる。オーストリアでも学校とユースワーク間の協

Our context may be different, but our challenges are similar

働が拡大しているので、こうした事例を見ることはと

DQGWKH\GRDIDQWDVWLFMRE $
・ とても良い地方プログラムであり、訪問先も素晴らし

ても有意義だった。
I was truly impressed by the young people of Kumano

かった。ユースワークの類似のプロジェクトやテーマ

6XSSRUWHUFOXE:KDWZRXOGEHQHFHVVDU\WREHLPSURYHGDUH

について議論できて良かった。より高い成果と結果を

spaces for young people outside of the school atmosphere

残すには、異なる組織・社会構造や方法論などを比較

DQG WKH VXSHUYLVLRQ RI WHDFKHUV7KLV NLQG RI YROXQWHHULQJ

して、成功事例の鍵を見つけ出し、それを活用したプ

ZRXOGJLYHWKHPPDQ\PRUHVRFLDOVNLOOVDQGOHDGHUVKLSDV

ロジェクトの提案や企画をする必要があるのではない

well. In Austria the cooperation between schools and youth

かと考える。

ZRUNLVJURZLQJVRWKLVZDVYHU\KHOSIXOIRUPHWRVHHKHUH
$

 ,WKLQNLWZDVDJUHDWORFDOSURJUDPPHDQGWKHRUJDQL]DWLRQ
was perfect. It was really good to get a feeling for similar

・ 生徒に会って、話し、彼らの考えやアイディアを聞く

VSHFLDO SURMHFWV DQG WKHPHV LQ WKH VHFWRU RI \RXWK ZRUN

ことができて良かった。若者自身を巻き込んだ新しい

7R UDLVH WKH RXWSXW DQG RXWFRPH LQ P\ RSLQLRQ ZH QHHG

アイディアの構想がもっとできると良かった。

more time to compare the different structures, projects and

 ,W ZDV JUHDW WR PHHW WKH \RXQJ SHRSOH VSHDN WR WKHP DQG

PHWKRGRORJLHVWRLGHQWLI\WKHNH\VIRUVXFFHVVIXOZRUNDQG

OLVWHQWRWKHLUWKRXJKWVDQGLGHDV,ZRXOGKDYHOLNHGWRKDYH

to develop some more projects or to adap same identify

done more where the young people would be involved in

LWHPV *
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4. 地方セミナー参加者アンケート／ Questionnaire for Local Seminar Participants
調査概要／ Outline of the Research
．回収率／ &ROOHFWLRQUDWH：
高齢者関連活動／ $FWLYLWLHVIRU(OGHUO\3HRSOH&RXUVH (3 ：
外国参加青年：名中名  ／ Foreign participants：RXWRI3DUWLFLSDQWV 
日本参加者：名中名  ／ -DSDQHVHSDUWLFLSDQWV：RXWRI3DUWLFLSDQWV 
障害者関連活動／ $FWLYLWLHVIRU3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV&RXUVH 3' ：
外国参加青年：名中名  ／ Foreign participants：RXWRI3DUWLFLSDQWV 
日本参加者：名中名  ／ -DSDQHVHSDUWLFLSDQWV：RXWRI3DUWLFLSDQWV 
青少年関連活動／ $FWLYLWLHVIRU<RXWK&RXUVH < ：
外国参加青年：名中名  ／ Foreign participants：RXWRI3DUWLFLSDQWV 
日本参加者：名中名  ／ -DSDQHVHSDUWLFLSDQWV：RXWRI3DUWLFLSDQWV 
．省略文字／ Abbreviations：
F： 外国参加青年 ／ )RUHLJQSDUWLFLSDQWV-：日本参加者 ／ -DSDQHVHSDUWLFLSDQWV
A：オーストリア／ Austria

G：ドイツ／ Germany

UK：英国／ United Kingdom

１．セミナーの全体評価
What was your overall impression of the Local Seminar?

大変良かった
Very good


良かった
6DWLVIDFWRU\


普通
Good


あまり
良くなかった
Fair


まったく
良くなかった
Bad

平均
Average

高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD )

外













高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD -

日













障害者（大分県）
3' 2LWD )

外













障害者（大分県）
3' 2LWD -

日













青少年（和歌山県）
< :DND\DPD )

外













青少年（和歌山県）
< :DND\DPD -

日













２．テーマの設定はあなたにとって興味、関心にかなったものでしたか。
Did the theme of Local Seminar suit your interests?

充分に沿っていた
Very well


沿っていた
Good


普通
6DWLVIDFWRU\


あまり
沿っていなかった
Fair


まったく
沿っていなかった
1RWVXLWHG

平均
Average

高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD )

外













高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD -

日













障害者（大分県）
3' 2LWD )

外













障害者（大分県）
3' 2LWD -

日













青少年（和歌山県）
< :DND\DPD )

外













青少年（和歌山県）
< :DND\DPD -

日
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・普段は認知症患者や家族、地域のステークホルダーを

・ どの施設においてもボランティアは重要な役割を果た

支援するプロジェクトに携わっている。他国の事情に

す。ボランティアを確保するための取組や各国の違い

ついて多く学べ、自団体での仕事や事業にいかせるア

を学ぶことができ、非常に良いテーマであった。

イディアをたくさん得ることができた。

Volunteers play an important role at any facilities. It was a

I am in charge of a project that supports people with

very good theme to learn different approaches to gain more

GHPHQWLDWKHLUIDPLOLHVDQGWKHORFDOVWDNHKROGHU,OHDUQWD

YROXQWHHUVDQGWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQFRXQWULHV 3'-

lot from the other countries and collected ideas for my own

・ 母国（英国）の仕事ととても関連性のある内容であった。

ZRUNSURMHFW (3)

 7KLVZDVUHDOO\UHOHYDQWWRP\MRELQWKH8. <)
・ 支援者が交流を楽しんでいたのが、良かった。

・ 介護者の支援（法的な支援を含め）は資源も限られて
いるため、いつも悩んでいる部分を共有できる興味深

It was good that supporters could also enjoy interaction a

い機会だった。

OLWWOH <-

 7KHUH DUH RQO\ OLPLWHG UHVRXUFHV DYDLODEOH WR VXSSRUW WKH
FDUHJLYHUV LQFOXGLQJOHJDOVXSSRUW WKHUHIRUHLWZDVDYHU\
interesting opportunity to share the concern I always had.
(3・ 障害者の人権団体で働いているため、普段は福祉や介
護よりも政策提言活動を中心に行っているため、仕事
との関連性はあまり強くないが、興味深かった。
 ,ZRUNLQDGLVDELOLW\ULJKWVRUJDQL]DWLRQIRFXVHGRQSROLWLFDO
campaigning, rather than care/welfare, so not so relevant for
PHEXWLQWHUHVWLQJQHYHUWKHOHVV 3')

３．セミナーの運営及び進行は本セミナーの目的の達成のために適切なものでしたか。
Was the operation of the Local Seminar appropriate to achieve the goal?

大変適切
Excellent


適切
Good


普通
6DWLVIDFWRU\


あまり適切で
なかった
Fair


まったく
適切でなかった
1RWDSSURSULDWH

無回答
1$

平均
Average

高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD )

外















高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD -

日















障害者（大分県）
3' 2LWD )

外















障害者（大分県）
3' 2LWD -

日















青少年（和歌山県）
< :DND\DPD )

外















青少年（和歌山県）
< :DND\DPD -

日















・ 全体的にはとても良かった。提案をするならば、もっ

ZRUNDOODJJUHJDWHGLQWKHLGHDRIKRZWRFROODERUDWHDFURVV

とプレゼンテーションに時間を充てて（通訳なしで

VHFWRUV DQG VXSSRUW WKH HOGHUO\ 7KHUH ZHUH DOVR RSLQLRQV

a分）、休憩時間も短くし、もっと議論に時間を

from the perspective of supporting elderly with dementia,

費やせると良かった。

ZKLFKLVDXVHIXOLQSXWIRUWKHIXWXUHGLUHFWLRQ (3-

 ,WZDVLQJHQHUDOUHDOO\JRRG-XVWDOLWWOHWKLQJWRVXJJHVW

・テーマからそれることも多く（色々聞きたいこともあ

PRUHWLPHIRUSUHVHQWDWLRQ PLQZLWKRXWWUDQVODWLRQ 

るので）時間を増やす、もしくはテーマを事前に教え

DQGVKRUWHUEUHDNVIRUPRUHWLPHIRUGLVFXVVLRQ (3)

てもらえたら良かった。

・ 多職種で、どのように連携し高齢者へ関わるか、それ

 'LVFXVVLRQVKDYHVRPHWLPHVGLYHUWHGIURPWKHPDLQWKHPH

ぞれの意見が集約され、いろんな方向から意見があっ

DQGDOVRSDUWLFLSDQWVVHHPHGWRKDYHPDQ\TXHVWLRQVLQPLQG

た。「認知症高齢者を支える」という視点から意見が

,WPD\EHDJRRGLGHDWRLQFUHDVHWKHWLPH IRUGLVFXVVLRQV 

出ており、今後の考え方につながると思う。

RUWRLQIRUPWKHWKHPHLQDGYDQFH (3-

 7KHUHZHUHPDQ\RSLQLRQVFRPLQJIURPGLIIHUHQWILHOGVRI
第５部
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くの学びを得られるようよく運営されていた。あえて

共通している点がソーシャルワーカーの給料の低さ等

改善点を言うならば、訪問した施設でサービス利用者

であることに驚いた。

ともっと交流する時間があったらセミナーにいかせた

I have learnt a lot of differences existing in each country

と思う。

through this seminar. It was very surprising that the low

 7KHVHPLQDUZDVYHU\ZHOORUJDQLVHGDQGPDQDJHGWRJHWD
large amount of learning covered in a short period of time.
7KHRQO\VXJJHVWHGLPSURYHPHQWLVLIWKHUHZHUHPRUHWLPH
interacting with service users at the facilities we visited we
ZRXOGXWLOL]HRXUOHDUQLQJVLQWKHVHPLQDU 3')
・ セミナーを通して、各国での違いを学んだ。しかし、

VDODU\ RI WKH VRFLDO ZRUNHUV LV DQ XQLYHUVDO SKHQRPHQRQ
DPRQJVWRWKHUV 3'・ つめこまれた感があるが、とても学ぶことが多かっ
た。海外のこともよく分かった。
 7KHSURJUDPZDVYHU\“SDFNHG" yet there were many things
WROHDUQ,OHDUQHGDORWDERXWWKHVLWXDWLRQDEURDG <-

４．参加メンバーの規模及び構成について
&RPPHQWVRQWKHVL]HDQGFRQVWLWXHQWVRIWKHSDUWLFLSDQWVRIWKH/RFDO6HPLQDU
・ プログラム関係者以外の日本人とも交流できて良かっ

 7KH VL]H RI GLVFXVVLRQ JURXSV ZDV JRRG :H ZHUH DEOH WR

た。参加者が一体誰で、なぜここにいるのかなど、紹

exchange good opinions and explore the issues raised. Well

介があったら良かった。

PRGHUDWHGUHOD[HGDQGFOHDU 3')

 ,W ZDV JRRG WR EH SDUW RI DQ HYHQW ZLWK RWKHU -DSDQHVH

・ 介護職員と管理職がいたのが良かった。グループの大

people from outside the program. It would have been good

きさも丁度良い。ファシリテーターの方から、全員の

to explain who they were and why they came, to understand

参加を促すよう力強い声かけがあっても良かったかも

WKHFRQWH[W (3)

しれない。

・ 自分の分科会には、日本側からは作業療法士しかいな

 *UHDWWRKDYHFDUHZRUNHUVDVZHOODVPDQDJHUV*RRGJURXS

かったので、よりバランスの取れたグループ構成であ

VL]H 3HUKDSV IDFLOLWDWRUV FRXOG KDYH VWURQJO\ HQFRXUDJHG

ると良かった。一方で、ドイツでは多くの作業療法士

everyoneތVLQYROYHPHQW 3')

は子供の分野で働きたがるため、高齢者分野でこれだ

・ 午前中の発表は、もう少しメンバーが多くても良かった。

けの作業療法士が従事しているという事実は興味深か

 7KHPRUQLQJSUHVHQWDWLRQVHVVLRQFRXOGKDYHEHHQELJJHULQ
VL]H 3'-

った。
In my group there have been almost only occupational

・ 参加者はそれぞれ異なる意見や文化背景、問題解決の

WKHUDSLVWV 27  IURP -DSDQ D EHWWHU PL[WXUH ZRXOG KDYH

やり方があったため、一つの解決策に落とし込むこと

been interesting. But it was interesting to see that there are

は難しかった。

ZRUNLQJVRPDQ\27ZLWKHOGHUO\EHFDXVHLQ*HUPDQ\PRVW

It was difficult to find a solution because everyone had his

ZDQWWRZRUNZLWKFKLOGUHQ (3)

RZQ RSLQLRQV FXOWXUDO EDFNJURXQG DQG GLIIHUHQW ZD\V WR

・多職種の専門家と一般参加者と良い構成だった。

ILQG VROXWLRQV 7KHUHIRUH QR RQH VHHPHG WR EH FRPSOHWHO\

 7KHUH ZDV D JRRG PL[WXUH RI SURIHVVLRQDOV IURP GLIIHUHQW

VDWLVILHGDWWKHHQG <) 

VHFWRUVDQGWKHJHQHUDOSXEOLF (3-

・ 様々な機関からの参加があったので、それぞれの立場

・ 分 科 会 の 規 模 は 適 切 だった 。良い意 見 の 交 換 や、

の意見が聞けて良かった。

指 摘された課 題について考 察することができた。と

 7KHUH ZHUH GLIIHUHQW RUJDQL]DWLRQV SDUWLFLSDWLQJ DW WKH

てもリラックスしていて、わかりやすい進行だった。

event. It was good to hear opinions from their respective
VWDQGSRLQWV <-
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５．セミナー参加に当たり、何を期待していましたか。
What was your expectation to the Local Seminar?
・ 海外の福祉制度の仕組みについて知る。海外の人との

・ 高齢者の介護施設での暮らしぶり。在宅の認知症高齢

交流。

者をボランティアがどう支援しているか。
 7R VHH DQG OHDUQ KRZ WKH HOGHUO\ SHRSOH OLYH LQ QXUVLQJ

 7R OHDUQ DERXW WKH V\VWHPV RI VRFLDO ZHOIDUH DEURDG 7R
LQWHUDFWZLWKSHRSOHIURPDEURDG 3'-

homes, how the volunteers support people with dementia at
KRPH (3)

・ 学校と地域の連携についての議論。日本とオーストリ
アにおけるユースワークの違いについてのディスカッ

・ 東京以外の地方の環境についての学びと将来的課題に

ション。

ついて学ぶ。
 7RKDYHDUHDOLQVLJKWLQWRDPRUHUXUDOHQYLURQPHQWRWKHU

 'LVFXVVLRQ RQ FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ VFKRROV DQG WKH ORFDO
FRPPXQLW\ 'LVFXVVLRQV RQ GLIIHUHQFHV LQ \RXWKZRUN

WKDQ7RN\RDQGWROHDUQDERXWWKHFKDOOHQJHVDKHDG (3)

EHWZHHQ-DSDQDQG$XVWULD <)

・ 参加国の認知症施策の現状や取組状況を学び、今後の

・ 非営利団体の状況を、地方の視点から理解すること。

業務・取組へ活用すること。
 7R OHDUQ VLWXDWLRQV RI DQG SROLFLHV UHODWHG WR GHPHQWLD
DEURDGDQGWRXWLOL]HWKHJDLQHGNQRZOHGJHIRUIXWXUHZRUN
DQGSURMHFWV (3-

 7RXQGHUVWDQGWKHVLWXDWLRQRI132VIURPDORFDOSHUVSHFWLYH
<)
・ 自団体が抱える課題を解決する糸口を見つける。
 7RILQGDFOXHWRVROYHLVVXHVP\RUJDQL]DWLRQKDV <-

・ 自団体でどのように効果的にボランティアと協働する

・ 他国がどのような若者支援をしているかを知る。学

か。他国の好事例を学び新しいアイディアを得ること。
 7RJHWQHZLGHDVRQKRZWRHIIHFWLYHO\ZRUNZLWKYROXQWHHUV
LQ P\ RUJDQL]DWLRQ /HDUQ IURP EHVW SUDFWLFHV LQ GLIIHUHQW

校・家庭の子供への関わり方。
 7ROHDUQGLIIHUHQWVXSSRUWIRUWKH\RXWKVLQIRUHLJQFRXQWULHV
+RZ VFKRROV DQG IDPLOLHV LQWHUDFW DQG LQWHUYHQH LQ LVVXHV

FRXQWULHV 3')

VXUURXQGLQJFKLOGUHQ <-

６．セミナーは期待に沿う内容でしたか。
Did the Local Seminar satisfy your expectation?

かなり良かった
)XOO\VDWLV¿HG


期待以上
Good


普通
6DWLVIDFWRU\


期待以下
Fair


良くなかった
1RWVDWLV¿HG

無回答
1$

平均
Average

高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD )

外















高齢者（鹿児島県）
(3 .DJRVKLPD -

日















障害者（大分県）
3' 2LWD )

外















障害者（大分県）
3' 2LWD -

日















青少年（和歌山県）
< :DND\DPD )

外















青少年（和歌山県）
< :DND\DPD -

日















・ とても興味深く、実り多い議論ができた。ケアシステ
ムを誰が主体で組織しているかなど、もっと深く議論
する時間が欲しかった。電子機器（タブレット、ロボ

I learnt so much and was very touched by learning about
LQGLYLGXDOVWRULHVDQGH[SHULHQFHV 3')
・ 各国の取組など参考にしたいことがたくさんあった。

ット）の活用についても知りたかった。

認知症の方々を支援する上での悩みも共通することが

It was very interesting and we had fruitful discussions. I

たくさんあるとわかり、ある意味嬉しかった。

wish we would have had more time for deeper discussion

 7KHUHZHUHPDQ\LGHDVIURPHDFKFRXQWU\WKDW,ZRXOGOLNH

HJ:KRRUJDQL]HGWKHFDUHV\VWHP" ,ZRXOGKDYHORYHG

to use as references. In some ways I was happy to learn that

WROHDUQPRUHDERXWWKHXVHRIWHFKQLFDOGHYLFHV HJWDEOHW

there are also many common concerns supporting people

URERWV  (3)

ZLWKGHPHQWLD (3-

・ 多くを学んだし、個々の話や経験を知れて、とても感

・ 期待以上のことが得られた。非常にリラックスして参加す
ることができた。大分県における取組について非常に多く

動した。
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を学べたし、
日本でのアプローチに非常に感銘を受けた。

間が足りなかった。国によって視点が違うと感じた。

 0\ H[SHFWDWLRQV ZHUH H[FHHGHG ,W ZDV PRUH UHOD[HG ,

 7KHUH ZDV QRW HQRXJK WLPH WR GLVFXVV WKH VRFLDO ZHOIDUH

OHDUQHGVRPXFKDERXWWKHZRUNDQG,DPYHU\LPSUHVVHGE\

systems of each country. I could still feel the different

WKHDSSURDFKHVIURP-DSDQ 3')

SHUVSHFWLYHVGHSHQGLQJRQWKHFRXQWULHV 3'-

・ とても勉強になった。もし来年もこの企画があれば参

・ 外国での若者の居場所作り、就労支援の仕組みなど具
体的に知ることができた。

加したい。
 ,OHDUQWDORWIURPWKLVH[SHULHQFH,ZRXOGOLNHWRSDUWLFLSDWH
LQWKHHYHQWQH[W\HDUWRRLIWKHUHLVRQH 3'・ 分科会では、各国の福祉制度の仕組みについて話す時

I learnt concrete examples of the system to facilitate the
employment of youth and places for youths activities abroad.
<-

７．このセミナーから得たもの、学んだもの、今後いかしていきたいことは何ですか。
What have you learnt from this Seminar and how do you like to make use of this experience?
・ 基本的に各国は類似の課題に直面している。社会福祉

*HUPDQ\ 3'-

制度、とりわけ長期介護について、国ごとに異なる

・ 社会問題について異なる視点から考え経験を深めるの

が、各国で認知症高齢者とその家族、そして介護者の

は常に良いことである。このセミナーで、自分の仕事

ための状況改善に尽くしている。日本のケアマネジャ

について振り返り考えることができた。

ー制度に非常に感銘を受けたので、ドイツでこの制度

It is always good to get more experiences and try to see

の普及に向けて取り組みたい。

VRFLDOLVVXHVIURPDGLIIHUHQWYLHZ7KLVVHPLQDUKHOSHGPH

 %DVLFDOO\ DOO FRXQWULHV DUH IDFLQJ VLPLODU FKDOOHQJHV 7KH

WRUHIOHFWRQP\ZRUN <)

social welfare systems, especially with regard to long-term

・ ボランティアに対する評価をもっと高めるために行政

FDUH DUH TXLWH GLIIHUHQW EXW DOO FRXQUWLHV DUH RQ WKHLU ZD\

との連携、後押しがあると良いと思った。具体的には

to improve the situation for persons with dementia, their

ボランティアを行う学校を年に一回表彰するなどが考

families and professional staff. I was especially impressed

えられる。働きかけていきたい。

ZLWKWKH-DSDQHVHPRGHORIFDUHPDQDJHUVDQG,ZLOOWU\WR

I thought there is a need for collaboration with and support

HVWDEOLVKWKLVLQ*HUPDQ\ (3)

from the prefecture to enhance the recognition of volunteers.

・ 介護される方に合ったケアはもちろんだが、地域との
関わり方は自ら進んで歩み寄り、発信することが必
要。積極的に地域や行政、その他団体との連携をとっ

For examples, commending schools with volunteer activities
RQFHD\HDU,ZRXOGOLNHWRZRUNZLWKWKHP <・ 違う国の文化、感覚の違いがあることにとても驚いた

ていこうと思う。

し、「ひきこもり」という現象がEUにはほとんど当

I learned the importance of not only providing person-

てはまらないことが分かった。日本の若者の自己肯定

centered care but also stepping forward from us and send

感を高めることの重要性、ひきこもりの居場所の役割

our message to interact with the community. I am very

は人間関係や職業体験の体験の経験を積み重ねる場所

encouraged to initiate collaboration with the community,

と再認識。また、日本では、民間団体に介入権がない

PXQLFLSDOLW\DQGRWKHURUJDQL]DWLRQV (3-

ので、不登校、ひきこもりへの早期介入が難しい。変

・ 事 例 共 有がとても有 益だった 。非 常にインスピレー
ションを受けたプロジェクトがあり、母国でもぜひ実施

えていかなければいけない。ボランティアの認定もし
ていきたい。

したい。全体的に、障害者の社会参加において、日本は
とても先進的で組 織的な取組を行っていると思った。
 7KH VKDULQJ RI EHVW SUDFWLFHV ZDV YHU\ KHOSIXO7KHUH ZDV
one project in particular that I found very inspiring and that I
want to try to implement in my country. Generally I found it
YHU\LPSUHVVLYHKRZDGYDQFHGDQGZHOORUJDQL]HG-DSDQLV
in terms of including persons with disabilities in the society.
3')
・ドイツのオープンドアの日のように、地域交流を大切
にしていきたいと思う。
 , ZRXOG OLNH WR YDOXH LQWHUDFWLRQ ZLWKLQ WKH FRPPXQLW\
PRUHOLNH,OHDUQHGIURPWKHH[DPSOHRIRSHQGRRUGD\LQ
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I learnt the culture of different countries and differences

VHQVH RI EHORQJLQJ ,Q -DSDQ SULYDWH RUJDQL]DWLRQV DUH QRW

LQ WKH ZD\ RI WKLQNLQJ , DOVR OHDUQHG WKHUH LV DOPRVW QR

entitled to intervene in the personal issues of their students

SKHQRPHQRVLPLODUWR+LNLNRPRULLQ(XURSHDQFRXQWULHV,

DQGRUFRZRUNHUVSUHYHQWLQJDQHDUO\LQWHUYHQWLRQIRUVRFLDO

UHDFNQRZOHGJHGWKHLPSRUWDQFHRIJURZLQJWKHVHOIHVWHHP

ZLWKGUDZDODQGUHIXVDOWRVFKRROV7KLVKDVWREHFKDQJHG

RIWKH\RXQJSHRSOHLQ-DSDQDQGLWLVWKHLUZRUNSODFHDQG

$OVR , ZRXOG OLNH WR ZRUN WR SURPRWH WKH FHUWLILFDWLRQ IRU

RWKHUKXPDQUHODWLRQVKLSWKDWFDQJLYH+LNLNRPRUL\RXWKWKH

YROXQWHHURUJDQL]DWLRQVDQGSHUVRQQHOV <-

８．次回に向けてのアドバイスやコメント
Comments and suggestions for the future seminars.
 7R SURPRWH SHUVRQV ZLWK GLVDEOLWLHV WR SDUWLFLSDWH LQ WKH

・ 発表のテーマや目的の明確化。
 0DNH SUHVHQWDWLRQތs theme and purpose to be more clear.
(3)<)

VHPLQDU +HDULQJ WKHLU H[SHULHQFHV DQG RSLQLRQV PRUH
discussion become more fruitful on participation and social
PRGHOV 3')

・ 若い世代への情報提供と参加促進。
 7RLQIRUPDQGUDLVHSDUWLFLSDWLRQRIPRUH\RXQJSHRSOHVXFK
DVWKHVWXGHQWVDQG\RXQJVWDII (33'-<)

・ 言葉の定義づけを明確にする。
 0DNHGHILQLWLRQVRIZRUGVFOHDUWRHYHU\RQH <)

・ より多くの介護職の参加。

・ グループでのディスカッションのやり方の工夫。

 0RUH SURIHVVLRQDOV LQFOXGLQJ FDUH JLYHUV WKHPVHOYHV WR

 2WKHUPHWKRGVRIGLVFXVVLRQLQJURXSV <)

SDUWLFLSDWH (3-

・ もう少し時間に余裕があれば良かった。

・ 障害当事者のセミナー参加を促す。彼らの経験や意見
を聞くことで、社会参加や社会モデルについてより議

It would be great if there is more time available for the
VHPLQDU <-

論ができる。
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