
令和元年度 長野県長寿社会開発センター佐久支部支部活動事業 

 

 

～ 新たなつながりを生み出す力、ボランティアコーディネーション力 ～ 

佐久地域において、住民が主体となった地域活動を具体化して豊かで楽しい地域づくりを進めていくう

えでの大きな課題の一つに地域住民と寄り

添いながらヒトやモノそしてコトを結びな

おす役割を演じるコーディネーターの不足

が挙げられます。 

今後の佐久地域に住民主体の様々な活動

を拡大展開していくうえでも、地域で活動

を進めていきたい考える方や地域でコーデ

ィネーターとして活躍したいと考えている

方が検定を受け資格を取ることの意味は大

きいと考えます。 

今回は、特に地域住民を対象に幅広く周

知し受験者を募り佐久地域の未来を見据え

て開催します。 

我こそはと思われる方は、ボランティアコーディネーション力３級検定を受験され住民に寄り添いなが

ら一緒に豊かで楽しい地域づくりを一緒にすすめていきましょう！ 

□ 日  時 令和元年 11 月 23 日（土）９：30～17：30 

         （受付９：00） ９：30～16：00（直前研修） 16：30～17：30（検定試験） 

□ 会  場 長野県佐久合同庁舎５階講堂（佐久市跡部 65-１） 

□ 定  員 30 名（定員になり次第締め切ります） 

□ 主  催 公益財団法人 長野県長寿社会開発センター佐久支部 

        認定特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会（JVCA） 

        佐久市社会福祉協議会 佐久市市民活動サポートセンター 

□ 後  援 長野県佐久保健福祉事務所 長野県社会福祉協議会  

佐久地域市町村社会福祉協議会 

□ 受 講 料 9,876 円 

（ 直前研修受講料 3500円・検定試験料 4000円 テキスト代 2,376円 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐久地域コーディネーター研修会にて 

受験の申込み 

１ 申込方法 受験申込書に必要事項を記入し、（公財）長野県長寿社会開発センター佐久

支部まで郵送してください。 

       ※FAX・電子メールによる申込は受付できませんので御注意ください。 

２ 申 込 先  （公財）長野県長寿社会開発センター佐久支部 

        〒385-8533 佐久市跡部 65-１ 佐久保健福祉事務所 福祉課内 

３ 申込期限 令和元年 10 月 21日（月）必着 



□ 受験資格 下記（１）（２）両方に該当する県内に在住又は勤務する方（年齢不問） 

（１）下記①～③のいずれかに該当している。 

①これまでにボランティア活動の経験がある 

②これまでに地域社会、組織（施設・組織・NPOなど）においてボランテ 

ィアコーディネーションに関わった経験がある 

③ボランティアコーディネーションに関わる予定がある 

（２）３級検定直前研修を修了している。 

□ 出題程度と合格基準等 

  １ 検定時間 60分 

  ２ 出題形式 択一式筆記試験（４択） 合計 50問 

  ３ 出題程度 テキストから 90％以上出題 

  ４ 合格基準 70点以上（100点満点） 

□ 直前研修について 

  研修講師 筒井 のり子氏 

  【プロフィール】 

   龍谷大学 社会学部 現代福祉学科 教授 

認定 NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会 理事・運営委員 

関西学院大学大学院社会学研究科 博士課程前期課程修了。大学院生 

の頃から７年間、地域福祉を推進する市民活動団体の事務局長として 

運営に携わるとともにコミュニティワーカー、ボランティアコーディ 

ネーターとして働く。 

      その後、いくつかの大学等勤務を経て、1999年より龍谷大学勤務。地 

域福祉論、ボランティア・NPO論、コミュニティソーシャルワークなど 

を担当。 

      日本ボランティアコーディネーター協会設立の準備段階から参画しボランティアコーディネーション力検 

定や研修等の開発に携わっている 2004 年〜2007年度、及び 2012〜2015 年度代表理事。 

     大阪府高槻市、滋賀県大津市、長浜市等の地域福祉計画や社会福祉協議会の地域福祉活動計画の策定委員長 

などを務める。 

     著書に『ボランティアコーディネーター 〜その理論と実際』（単著、大阪ボランティア協会 1990年）、 

『ボランティアコーディネーション力 〜市民の社会参加を支えるチカラ』（共著、中央法規出版 2017年）、 

『現代社会における“福祉”の存在意義を問う〜政策と現場をつなぐ取り組み〜』（編著、ミネルヴァ書房、 

2018年）など。 

□ お問合せ 

   〒385-8533 佐久市跡部 65-1 長野県佐久保健福祉事務所 福祉課内 

   公益財団法人 長野県長寿社会開発センター佐久支部 

   TEL 0267-63-3141  FAX 0267-63-3110 

      

   ※受験申込書や開催要項等は長野県長寿社会開発センター佐久支部ホームページ 

    （http://www.nicesenior.or.jp/center/m_saku.html）からダウンロードできます。 

http://www.nicesenior.or.jp/center/m_saku.html


令和元年度 ボランティアコーディネーション力 3級検定 開催要項 
 

１ 目  的 

    佐久地域において、住民が主体となった地域活動を具体化して豊かで楽しい地域づくりを 

進めていくうえでの大きな課題の一つに地域住民と寄り添いながらヒトやモノそしてコトを 

結びなおす役割を演じるコーディネーターの不足が挙げられます。 

 今後の佐久地域に住民主体の様々な活動を拡大展開していくうえでも、地域で活動を進め 

ていきたい考える方や地域でコーディネーターとして活躍したいと考えている方が検定を受 

け資格を取ることの意味は大きいと考えます。 

今回は、特に地域住民を対象に幅広く周知し受験者を募り佐久地域の未来を見据えて開催 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 主  催 公益財団法人 長野県長寿社会開発センター佐久支部 

       認定特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会（JVCA） 

              佐久市社会福祉協議会 佐久市市民活動サポートセンター 

 

３ 後  援 長野県社会福祉協議会 佐久地域市町村社会福祉協議会 

       長野県佐久保健福祉事務所 

 

４ 日  時 【検定試験】令和元年 11月 23日（土） 16：30 ～ 17：30 

       【直前研修】   同 日       ９：30 ～ 16：00 

 

５ 会  場 長野県佐久合同庁舎 ５階講堂 （佐久市跡部 65-1） 

※直前研修及び検定試験ともに上記会場になります。 

 

６ 定  員 30名（定員になり次第締め切ります） 

 

 

７ 受験資格 下記（１）（２）両方に該当する県内に在住又は勤務する方（年齢不問） 

（１）下記①～③のいずれかに該当している。 

①これまでにボランティア活動の経験がある 

②これまでに地域社会、組織（施設・組織・ＮＰＯなど）においてボランティア 

コーディネーションに関わった経験がある 

③ボランティアコーディネーションに関わる予定がある 

 

（２）３級検定直前研修を修了している。 

同日に実施する直前研修を受講することが検定試験受験の要件となります。 

ただし、過去に実施された同直前研修をすでに受講された場合は希望により免除され 

ます。※修了確認を行うため、受講日と開催地を申込書に記載してください。 

 

【 ボランティアコーディネーション力検定とは？ 】 

認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会(JVCA)が実施する検定です。１・２・

３級があります。今回の３級は、ボランティアならびにボランティアコーディネーションに関する基礎的な

知識を問う内容になっています。 

JVCA では、ボランティアコーディネーション力を「ボランティア活動を理解し意義を認め、その活動の

プロセスで多様な人や組織が対等な関係でつながり、新たな力を生み出せるように調整することで、一

人ひとりが市民社会づくりに参加することを可能にする力」としています。 

ボランティアコーディネーション力を身につけた人があちこちに増えれば、多様な人が参加しやすいよ

う仕掛けやちょっとした工夫、また相手のニーズに沿った対応が広がり、結果として、市民活動への参加

者が増えていくことが期待できます。ボランティアコーディネーション力検定は、単なる個人の知識チェッ

クのためのものではなく、新たな社会を創り出していくためのものです。 



８ 受 験 料 9,876円 

（直前研修受講料 3,500円・検定試験料 4,000円・テキスト代 2,376円） 

※直前研修免除の場合は、検定試験料（4,000円）のみとなります。 

※テキストをお持ちの方は、テキスト代は不要です。 

※申込後、本会より請求書を送付します。指定日までにお振込みください。 

 

９ 公式テキスト ※検定申込と併せて注文を受け付けます。 

「ボランティアコーディネーション力～市民の社会参加を支えるチカラ～」（第２版） 

早瀬 昇・筒井 のり子 著（中央法規出版） 価格：2,376円（税込） 

※申込後の返品は一切受け付けられませんので、御了承ください。 

※直前研修では、第２版（2017年 4月改訂）を使用します。 

初版をお持ちの方は内容に多少の違いがあることを御了承ください。 

 

10 出題程度と合格基準等 

（１）検定時間  60分 

（２）出題形式  択一式筆記試験（４択） 合計 50問 

（３）出題程度  ・新公式テキストから 90％以上を出題・基本的な事項 

（４）合格基準  70点以上（100点満点） 

 

11 直前研修について 

（１）研修講師 筒井 のり子氏 

認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会理事 

（２）研修カリキュラム（５時間） 

①今、なぜ、ボランティアコーディネーション力なのか（新公式テキスト序章） 

②ボランティアの理解（新公式テキスト第１章） 

③ボランティアコーディネーションの理解（公式テキスト第２章） 

 

12 申込方法 別添受験申込書に必要事項を記入し、（公財）長野県長寿社会開発センター佐久支

部まで郵送してください。 

※ＦＡＸ・電子メールによる申込は受け付けませんので、御注意ください。 

 

13 申込締切 令和元年 10月 21日（月）必着 ※定員に達した場合は締切ることがあります。 

 

14 そ の 他 

（１）本検定試験をお申込みされた方は、開催要項及び別紙注意事項の記載内容について同意して

いるものとみなしますので、御了承ください。 

（２）自然災害や犯罪予告等により参加者の安全を確保できないと判断し、本検定を延期する 

場合は、前日までに（公財）長野県長寿社会開発センター佐久支部ホームページ

（http://www.nicesenior.or.jp/center/m_saku.html）に掲載及び受験者に御連絡しますので 

御確認ください。 

なお、延期した場合は、後日検定日を御案内する予定ですので御承知おきください。 

（３）この検定以外の目的で個人情報を利用することはありません。受験票や試験結果の発送等の

検定試験に係る受験者との連絡、受験者の受験履歴の管理、合格者名簿の管理の目的にのみ使

用します。また、承諾なしに第三者に提供・開示することもございません。 

 

15 問合せ・申込先 

（公財）長野県長寿社会開発センター佐久支部（長野県佐久保健福祉事務所 福祉課内） 

〒385-8533 佐久市跡部 65-１ 

TEL：0267-63-3141 ／FAX：0267-63-3110 ／ 電子メール：nicesenior-saku@themis.ocn.ne.jp 

 

http://www.nicesenior.or.jp/center/m_saku.html


性別

検定のみ受験
(直前研修免除)

令和元年度　ボランティアコーディネーション力３級検定　申込書
申込期限　10月21日（月）

直前研修・検定試験両方受験
受験形態について

（※）

FAX E-mail

男　　・　　女

フリガナ

申込者氏名

ご
本
人
様

住所

 ボランティア
 活動経験

 ボランティア
 コーディネーション
 に関わった経験

 今後関わる予定の
ボランティア

コーディネーション
 分野・内容

経験年数：　　　　　　　　年　　　　　　　　　ヶ月

活動分野・内容：

経験年数：　　　　　　　　年　　　　　　　　　ヶ月

業務・活動の分野・内容：

ボランティアやボランティアコーディネーションに関する経験や予定について、該当する欄に具体的な内容をご記入ください。

※「検定のみ受験」の方は、過去に修了された３級検定直前研修を下記にご記入ください。

　　受講時期：　　年　　　月　　開催地（都道府県名）：

購入する　　　・　　購入しない

※検定試験問題は、新公式テキストから90％以上出題されます。

 公式テキスト購入
 の有無（※）

電話番号（固定）

生年月

〒

携帯電話

（西暦）　　　　　　年　　　　　月

勤務先

（注）お身体の不自由な方で、受験の際に教室や受験方法に配慮が必要な場合は「備考欄」にその旨をご記入ください。

備考（注）

〒

送付先住所

電話番号

お
勤
め
先

住所

E-mail

受験票や合否結果等の送付先
(○で囲んでください)

勤務先住所
それ以外

(下欄へご記入ください)

送付先名・部署名

自宅住所



検定試験受験までの流れ

○申込み

○入金

○受験票の発送

○直前研修受講

○検定試験

○合否判定結果通知

　【申込期限　令和元年10月21日（月）必着】
　※ただし先着順で定員に達した場合は、その時点で締め切ります。
　提出先　公益財団法人　長野県長寿社会開発センター佐久支部

　申込受付後、約１週間程度でテキスト及び入金手続についての御案内を郵送にてお送り
　しますので指定の銀行口座に受験料をお振込みください。

検定試験委員会において合否を判定し、１ゕ月以内に受験者に文書で通知します。
合格者には「ボランティアコーディネーション力３級検定合格証」を発行します。

　　　　　　　　　日時　令和元年11月23日(土)　16：30～ 17：30
　　　　　　　　　場所　長野県佐久合同庁舎 ５階講堂

　【振込締切日】
　受講申込書の到着確認後に送付する「請求書」に記載する振込期限を御確認ください。

　入金確認後、順次「受験票」、「当日のご案内」を発送します。

日時　令和元年11月23日(土)
　　　9：30～16：00
場所　長野県佐久合同庁舎 ５階講堂

 直前研修受講免除
　過去に日本ボランティアコーディネーター協会で
 実施された同直前研修をすでに受講された場合には、
 希望により免除されます。



検定試験受験にあたっての注意事項 
 

 １ 申込み上の注意点について 

（１）お身体の不自由な方で、受験の際に教室や受験方法に配慮が必要な場合は本会まで事前に 

御連絡ください。 

（２）以下の場合は受験することができません。 

    ・申込期日を過ぎて申込書が本会に到着した場合 

    ・申込書が受付期間内に到着しても、書類または手続きに不備があった場合 

    ・申込みに際し、所定の方法で申込みをされていない場合 

  ２ キャンセル・延期について 

    受講料を期限内にお支払いいただけない場合は、申込みを取り消させていただきますので、

予めご了承ください。何らかの事情がある場合は、期限内に本会までご連絡ください。 

    主催者側に非がある場合を除いて、受験料振込後の申込みの取り消し、次回以降の検定試 

験への繰り越しに伴う、検定試験料・直前研修受講料ともに払い戻しは行いませんので御了 

承ください。 

自然災害や犯罪予告等により参加者の安全を確保できないと判断し、本検定を延期する

場合は、前日までに（公財）長野県長寿社会開発センター佐久支部ホームページ

（http://www.nicesenior.or.jp/center/m_saku.html）に掲載及び受験者に御連絡します

ので御確認ください。 

なお、延期した場合は、後日検定日をご案内する予定ですので御承知おきください。 

  ３ 受験票について 

申込み締切日から１週間以上経過しても受験票が届かない場合や記載事項に誤りがあっ 

   た場合は、必ず本会へお問合せください。 

  ４ 持ち物について 

   受験票・筆記用具・テキスト 

  ５ 受験上の注意点について 

（１）次に該当する行為をした受験者は、その場で退場・失格とし、採点はいたしません。 

また、不正行為等が合格認定後に判明した場合は、その合格を取り消しとし、以後の受験 

をお断りする場合があります。 

・本人以外が受験する。 

・ほかの受験者に迷惑をかける。 

・試験監督の指示に従わない。 

・携帯電話やＰＨＳなどを使用する（時計として使用することもできません）。 

・録音機器、カメラ、辞書、テキストなどを使用する。 

・その他不正行為 

（２）問題用紙・答案用紙の持ち出し、途中退出後の再入場も不正行為とみなしますので御注意 

ください。 

（３）受験者の答案は公表いたしません。また、問題に関する質問には一切お答えできません。 

  ６ 合否結果発表について 

    合否結果は郵送します。試験後１ヶ月以上経過しても検定結果が届かない場合は、日本ボ

ランティアコーディネーター協会（TEL：03-5225-1545）へお問合せください。 

合否・採点・試験問題の内容に関するお問合せには一切お答えできません。 

  ７ 個人情報の取り扱いについて 

この検定以外の目的で個人情報を利用することはありません。受験票や試験結果の発送等 

の検定試験に関わる受験者との連絡、受験者の受験履歴の管理、合格者名簿の管理の目的に 

のみ使用いたします。また、承諾なしに第三者に提供・開示することもありません。 

 

令和元年度度ボランティアコーディネーション力３級検定 

http://www.nicesenior.or.jp/center/m_saku.html

