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＜基本的な考え方＞ 

平成２６年度は、３か年計画である「千葉県県民活動推進計画」（以下、   

「計画」という。）の最終年度として、４つの施策の方向性と１５の行動計画

に沿った様々な事業を着実に推進していきます。  

 

 

「Ⅰ 県民活動への理解や参加の促進」については、引き続き各種広報手段

を用いて広報に努めていくとともに、「ちば県民活動フェスティバル」などの

実施を通じて県民や関係団体への周知を図っていきます。また、市町村や県・

市町村社会福祉協議会等との更なる連携を図りながら、県民のボランティアに

よる参加促進に努めていきます。 

 

「Ⅱ 市民活動団体の基盤強化等の支援」については、市民活動基礎講座や

市民活動団体マネジメント高度化セミナー等の実施を通じて、対象団体の状況

やニーズに対応して市民活動団体の基盤強化等の支援に努めていきます。また、

「民が民を支える」市民ファンドの活動に対して、広報等により側面的に支援

をしていきます。 

 

「Ⅲ 地域の様々な主体と市民活動団体の連携の促進」については、「地域

コミュニティ活性化支援事業」や協働ガイドの作成などを通じて、地域コミュ

ニティにおける連携の仕組みづくりを支援していくとともに、企業や学校など

と市民活動団体の連携を促進していきます。 

 

「Ⅳ 市民活動団体と行政との協働の推進」については、パートナーシップ

推進員会議により県庁内の協働の推進を図るとともに、県・市町村推進会議や

協働推進研修会などにおいて、できる限り具体的な協働事例を通して、協働に

関する認識の共有を図ります。更に市町村と市民活動団体の具体的な連携の促

進に取り組みます。 

 

なお、平成２６年度も昨年度に引き続き、国の「新しい公共支援事業」によ

り資金の提供を受けて平成２３年度、２４年度に実施した県民活動促進事業に

よる成果を出来る限り活用していくとの観点から、事業を通じて作成した冊子、

ウェブサイト、報告書などの成果物を、県、市町村、市民活動団体が利用しや

すいように、県ホームページに一覧で掲載するとともに、具体的な活用方法な

どを取りまとめた活用計画に基づき、様々な場面で活用していきます。 
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また、本年度は、「県民活動推進計画」の最終年度となることから、現計画

の集大成を図るべく、様々な施策を推進していく必要があります。また来年度

は、次期計画の策定作業を同時に行うこととなることから、これまで以上に施

策、事業の内容や実施方法などを吟味しながら遂行し、併せて次期計画に向け

た評価を随時行っていく必要があります。 

特に成果指標については、目標の達成状況の整理はもちろん重要ですが、結

果のみにとらわれることなく、計画の中での当該成果指標の意味合いと位置付

け、目標数値の意義、施策・事業との関連性（因果関係）などを考慮しながら、

進行管理に努めていく必要があります。 

 

東日本大震災を契機として地域コミュニティにおける人と人の絆の重要性が再

認識されたところですが、この認識は震災から３年を経て風化することなく継続

しているように思われます。県としても本計画を推進する中で、地域コミュニテ

ィの重要性を改めて確認したところです。 

 

高齢化が急激に進行する中で、ＮＰＯ・ボランティアによる地域コミュニテ

ィにおける支え合いの仕組みを再構築していくためには、それぞれの市町村が

戦略的に取り組んでいくことが不可欠です。こうしたことから、これまで以上

に市町村との連携を深め、県民活動の意義や必要性に関する認識を共有し、そ

れぞれの市町村の実情に応じた取組を支援しながら、施策を推進していきます。 

 

平成２６年度に実施する具体的な事業の趣旨及び概要は、 次ページ以降に示

すとおりです。なお、本実施計画では、本計画を所掌する県民生活・文化課の

事業を中心とし、併せて施策の方向性及び行動計画の趣旨に関連性が高いと思

われる庁内各課の事業を掲載しており、必要に応じて事業相互間の連携を図り

ながら施策を推進するものとします。  

 

事業の実施結果及び計画に掲げる成果指標の結果などについては、施策を推

進する中で適宜整理し、県民活動推進懇談会に報告します。最終的な成果は、

来年度のできる限り早い時期にとりまとめて公表することとします。 
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＜各事業の概要＞ 

 

１ 県民活動への理解や参加の促進 

 
 
【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２３年度） 

目 標（２４・２５年度は中間数値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

市民活動団体の活動を知って

いる人の割合 ５７．４％ ※ ６１．６％ ６５．８％ ７０％ 

ボランティア活動に参加した

ことのある人の割合 １３．８％ ※ １５．９％ １８％ ２０％ 

 ※ 両指標とも、第４２回県政に関する世論調査結果（平成２３年度）より 
 
（１）県民活動の普及啓発の推進 

①ＮＰＯ・ボランティア情報マガジンの配信 

 幅広い情報提供により県民活動を促進するため、主に県民生活・文化課

が実施する行事等のお知らせの他、ＮＰＯやボランティアの活動の参考に

なる情報をとりまとめ、メールマガジンを配信します。 
②千葉県ホームページでの情報発信 

 インターネットを介したタイムリーな情報提供により県民活動を促進

するため、県ホームページの特設サイト「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情

報ネット」に、ＮＰＯ法人情報及び県のＮＰＯ・ボランティア関連施策情

報、民間団体等からの助成情報等を掲載します。 
③千葉県県民活動情報オフィスの運営 

 ＮＰＯやボランティアの活動を支援するため、県庁本庁舎２階の「千葉

県県民活動情報オフィス」において、ＮＰＯ法人の縦覧及び閲覧、ＮＰＯ

法人の設立等の各種相談、ＮＰＯ・ボランティア情報ネット等のインター

ネットによる情報検索、ミーティングルームの貸出し等のサービスを提供

します。 

 多くの県民があたりまえのように県民活動に参加することで地域に関わ

っていく社会の実現に向けて、県民の県民活動に対する理解を深め、活動へ

の参加を促進するため、活動体験の場と機会を提供するとともに、様々な形

で広報・普及啓発を行います。 
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④県民活動普及啓発イベントの開催 

 ＮＰＯ・ボランティア活動に対する県民の理解と参加を促進するため、

ＮＰＯ法施行日である１２月１日の前後１カ月（11/23～12/23）を「ちば

県民活動ＰＲ月間」とし、県民にＮＰＯ・ボランティア活動を知ってもら

い、活動への参加につながるようなイベントを実施します。 
⑤出前説明会等の開催 

 ＮＰＯやボランティア活動に対する理解や参加を促進するため、県民や

県内の市町村、企業、団体などが主催する概ね参加者１０名以上の研修会

等に対して、県職員が県内各地へ赴き、ＮＰＯの基礎知識、活動状況、法

制度などについて説明会を開催します。 
 また、小中学生等を対象とした説明会も実施し、若い世代にＮＰＯ・  

ボランティア活動を知ってもらい、活動への参加を促します。 
 
（２）県民活動を体験する機会の提供 

①ボランティア活動の情報提供リーフレット等の印刷 

 県民のボランティア活動への理解を深め、活動への参加を促進するため、

ボランティアの基礎や活動事例等を記載したリーフレット等を作製し、幅

広い県民による活用を図ります。 
②ボランティア活動への参加促進 

県民の地域のボランティア活動への参加を促進するため、ボランティア

体験講座等を実施し、地域の人材の掘り起こしを行います。 
③地域と連携した福祉教育の推進〔健康福祉指導課〕 

 県民の福祉に対する理解と関心を深め、福祉活動への自発的な参加意欲

を醸成するため、県下の小・中・高校・地域団体を福祉教育推進校・推進

団体に指定し、学校と地域が連携した福祉教育活動を支援します。 
④高校生のためのボランティア体験講座の開催〔さわやかちば県民プラザ〕  

将来にわたりボランティア参加を促進するため、様々な分野の講義、実

習、施設の見学等を通して、ボランティアの意義を学習し、夏季休業中に

各自希望するボランティア活動を体験します。 

⑤ボランティアのスキルアップ講座の開催〔さわやかちば県民プラザ〕 

ボランティア活動を一層促進するため、ボランティアとして活動してい

る方やボランティアに関心のある方を対象に、活動に不可欠なコミュニケ

ーション力の向上を図るための講座を実施します。 

⑥法人の森事業の実施〔森林課〕 

企業等による社会貢献活動を促進するため、社会貢献や環境活動を希望

する企業や団体に対し県有林の一部を「法人の森」として提供し、森林整
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備活動や森林環境教育活動をサポートします。 

 
（３）市民活動支援センターやボランティアセンターなどによる県民参加の 

促進 

①ボランティアコーディネーター研修会及び交流会の開催 

 県民のＮＰＯ・ボランティア活動への参加をサポートするため、県社会

福祉協議会等との連携のもと、ボランティア活動の環境整備を進めるため

の研修会を開催するとともに、市町村ボランティアセンターと市町村の市

民活動支援センターの連携と情報交換の場として交流会を開催します。 
②千葉県市民活動支援組織ネットワークによる連携強化【再掲】 

 市民活動支援組織の機能向上及び連携強化のため、県内の主要な市民活

動支援組織の関係者を構成員とする千葉県市民活動支援組織ネットワー

クを運営します。 
 
・ボランティア活動の振興（ボランティア振興事業） 

 〔健康福祉指導課〕 

ボランティア等の民間福祉活動の育成発展を図るため、各種ボランティ

ア研修事業等を行う県ボランティア・市民活動センター等の活動を支援し

ます。
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２ 市民活動団体の基盤強化等の支援 

 
 
【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２３年度） 

目 標（２４・２５年度は中間数値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

市民活動団体の活動へ参加

（活動・寄付・支援）して

いる人の割合 
２２．０％ ※１ ２３％ ２４％ ２５％ 

寄付を受けたことがある 

ＮＰＯ法人の割合 ４５．８％ ※２ ４７．２％ ４８．６％ ５０％ 

 ※１ 第４２回県政に関する世論調査結果（平成２３年度）より 
 ※２ 県民活動実態・意向調査結果（平成２３年度）より 
 
（１）市民活動団体の組織運営力・事業開発力・資金調達力等の向上支援 

①市民活動基礎講座の開催 

 活動開始後日の浅い市民活動団体に対して、現状を理解する講座や継続

して活動するための会計処理や情報開示等の基礎的講座を実施します。 
②市民活動団体マネジメント高度化セミナーの開催 

 市民活動団体の運営能力の高度化を促進するため、市民活動支援セン 

ターや中間支援団体等と連携・協力して組織運営・事業開発・資金調達等

の各分野でのマネジメント能力の高度化を促進します。 
 

（２）民が民を支える仕組みの普及・支援 

①民が民を支える仕組みの改善・発展に係る支援 

 平成２４年度の「民が民を支える仕組み構築モデル事業」において構築

された仕組みについては、平成２６年度も引き続き県が実施するイベント

等において仕組みを周知・ＰＲするほか、運営主体が実施するセミナー等

について県ホームページ等により広報することで、仕組みの活用促進を図

ります。 
 また、既にある民が民を支える仕組みやこれから新たに仕組みを構築す

る場合には、モデル事業の実施によって蓄積したノウハウ等の情報提供や、

関連する県事業と連携を図る等、その普及・発展を支援します。 
 

 市民活動団体が、安定的、継続的に活動を実施していけるよう、団体の  

組織・事業・資金調達力等の基盤の強化に向けた支援を行います。 
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（３）改正ＮＰＯ法における新たな認定ＮＰＯ法人制度等への対応 

①認定ＮＰＯ法人制度に関する説明会の開催等 

 ＮＰＯ法人に対して改めて認定制度の周知を図るとともに、認定ＮＰＯ

法人を目指しているＮＰＯ法人に対して、認定ＮＰＯ法人制度の概要、認

定取得のための基準、認定取得後の義務等について説明会を開催します。 
 
（４）市民活動団体を支援する組織間の連携による機能強化 

①千葉県市民活動支援組織ネットワークによる連携強化 

 市民活動支援組織の機能向上及び連携強化のため、県内の主要な市民活

動支援組織の関係者を構成員とする千葉県市民活動支援組織ネットワー

クを運営します。 

②市民活動支援組織スタッフ研修の実施 

市民活動支援組織のスタッフを対象に、市民活動支援組織の機能強化の

ために必要とされるノウハウや知識を習得するための研修を実施します。 

③アドバイザーの派遣 

  支援センターを設置予定の市町村やセンターの機能充実を目指すセン

ターなどへアドバイザーを派遣し、個別支援をします。 
 
（５）市民活動団体を支える人材の育成強化 

①ボランティアコーディネーター研修会及び交流会の開催【再掲】 

 ボランティアとその活動の場とをつなぐボランティアコーディネーター

の育成やスキルアップのための講座・研修を実施するとともに、コーディ

ネーターと様々な主体との連携を促進するための交流会を開催します。 
 

 

・特定非営利活動法人に関する法人県民税の減免〔税務課〕 

収益事業を行っていないＮＰＯ法人に対し、申請等により法人県民税を

減免します。 
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３ 地域の様々な主体と市民活動団体の連携の促進 

 
 
【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２３年度） 

目 標（２４・２５年度は中間数値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

地域の様々な主体と連携して

いる市民活動団体の割合 ６５．４％ ※ ６８．６％ ７１．８％ ７５％ 

 ※ 地域の様々な主体と連携・協力しているＮＰＯの割合に係るアンケート調査結果（ＮＰＯ
法人を対象に平成２３年実施）より 

 
（１）多様な主体の連携・協働による地域課題の解決 

①地域コミュニティ活性化支援事業の実施 

 希薄化した地域コミュニティの再生や、新たな地域コミュニティの仕組

みづくりの取組に対して支援を行い、併せて、その取組を広く県民に発信

することにより、地域コミュニティの活性化を図ります。 
②千葉県男女共同参画社会づくりネットワーク会議の開催〔男女共同参画課〕 

 地域における男女共同参画の推進に主体的に取り組む民間団体間の 

ネットワークづくりを推進するため、ＮＰＯを含む関係団体の交流や学習

の場としてネットワーク会議を開催します。 
③地域福祉フォーラムの設置・活動の促進〔健康福祉指導課〕 

 地域住民が、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、ＮＰＯ等地域福祉

の担い手、更には福祉以外の各分野の人たちと協働して、地域における福

祉等のあり方・取組みを考えていく組織である地域福祉フォーラムの設置

を促進します。 
④ちば中小企業元気づくり基金事業（地域プロデュース支援事業）の実施 

 〔経済政策課〕 

 中小企業者をはじめ、地域住民、ＮＰＯや商工団体等が連携して取り組

む、地域ブランドのシーズ発掘、商品化の道を探るなどの企画業務、地域

資源を活用した企画の実践やイベント実施などに対して助成します。 
 

 

 県民の視点に立ったより良い地域を作っていくため、市民活動団体、地縁

団体、社会福祉協議会、学校・大学、企業、行政など地域の様々な主体が   

連携・協働して行う、地域の課題解決に向けた取組や仕組みづくりへの支援

を行います。 
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（２）企業・学校など地域の様々な主体との連携の促進 

①地域の様々な主体との協働ガイドの作成 

 協働事業の具体的な取り組みについて「協働事例集」を作成し、様々な

主体への啓発を行うとともに、協働の幅広い実践に繋げていきます。 
②学校と市民活動団体との連携促進事業の実施 

 地域の民間教育力を活用した地域協働の活性化を図るため、教職員向け

の講座を実施することにより、ＮＰＯと学校が連携するための環境づくり

を促進します。 
③ちばコラボ大賞の実施 

地縁団体、社会福祉協議会、学校・大学、企業、行政機関等と市民活動

団体とが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域社会の課題解決に

取り組んでいる事例の中から、他のモデルとなるような優れた事例に取り

組んでいる団体を表彰し、広く県民に周知することにより、連携による地

域づくりの促進を図ります。 
 

（３）地域コミュニティの活性化・よりよい地域づくりに向けた連携を担う人

材づくり 

①ボランティアコーディネーター研修会及び交流会の開催【再掲】 

 ボランティアとその活動の場とをつなぐボランティアコーディネーター

の育成やスキルアップのための講座・研修を実施するとともに、コーディ

ネーターと様々な主体との連携を促進するための交流会を開催します。 
②コミュニティソーシャルワーカー育成事業の実施〔健康福祉指導課〕 

 地域で活躍する人材の育成とスキルアップを図るため、生活支援や権利

擁護等の個々の支援と、地域生活を見守り支える関係機関のネットワーク

づくり等の地域支援を総合的にコーディネートする人材の育成・資質の向

上を図る専門研修や、社会福祉協議会の地区役員、民生・児童委員、地域

福祉フォーラム参加者、ＮＰＯ職員等住民活動を実践する地域のリーダー

を育成する基礎研修等を実施します。 
③千葉県生涯大学校における地域を担う人材の育成〔高齢者福祉課〕 

 高齢者が地域の様々な課題解決に向け、専門性と実践力を身につけ、地

域活動の担い手として活躍することができる人材を養成します。 
④食生活改善推進員研修委託事業の実施〔健康づくり支援課〕 

 各市町村で食生活改善のための実践活動を実施している食生活改善推

進員に対し、活動を展開するための正しい知識と技術の教育研修を行うこ

とにより、地域における健康づくり活動の推進を支援します。 
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⑤がん検診推進員育成講習会事業の実施〔健康づくり支援課〕 

 地域の健康推進を図るため、各市町村の母子保健推進員、保健推進員、

食生活改善推進員等に対し、がんに関する講習会を行い、各地域で受診率

向上のための声かけ運動を実践してもらい受診率の向上を図ります。 
⑥精神保健福祉ボランティア育成事業の実施〔精神保健福祉センター〕 

 現在活動中の精神保健福祉ボランティア及び心の保健医療通訳ボラン

ティアを対象に、継続に必要な知識や資質の向上を図ることを目的にフォ

ローアップ講座や研修会を開催します。 
⑦観光人材育成支援事業の実施〔観光企画課〕 

観光による地域の活性化を図るため、観光ボランティアガイド等を対象

に、接遇能力の向上や、新しい観光分野における企画力の向上等を目的と

した観光人材育成講座を開催します。 
⑧食育ボランティアの活動支援〔安全農業推進課〕 

 「食」に関する正しい知識の習得や農林水産業に対する理解を通じて、

自ら「食」について考え、健全な食生活を身につける「食育」を学校や地

域に普及していくため、ちば食育ボランティアを公募、登録することによ

り、ボランティア活動を支援します。 
⑨地域とともに歩む学校づくり推進支援事業の実施〔生涯学習課〕 

 小・中学校と地域が連携して、地域コミュニティを構築し、地域の子供

たちを地域で育てていくため、学習支援等のボランティア発掘や育成を担

うコーディネーターを養成する研修会を開催します。 
⑩放課後子供教室推進事業の実施〔生涯学習課〕 

 すべての子供を対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活

用し、交流活動等に取り組むなど、心豊かで健やかな子供を育成するため、

コーディネーターや教育活動サポーターなどを務める地域のボランティ

アに対し、資質向上や情報交換等を目的とした研修会を開催します。 
⑪子どもの本の読み聞かせ講座の開催〔中央図書館〕 

 図書館と読書関係団体等との連携・協力を深めるため、情報収集や広報

活動に努めるとともに、ボランティア活動を希望する人などを対象とした

読み聞かせの講座や研修会を開催します。 
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４ 市民活動団体と行政との協働の推進 

 
 
【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２２年度） 

目 標（２４・２５年度は中間数値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

市町村行政・県行政と市民活

動団体との協働事業の件数 ３２４件 ※ ３５０件 ３７５件 ４００件 

 ※ 千葉県ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧（平成２３年度）、県内市町村ＮＰＯ・ボラン
ティア関連事業一覧（平成２３年度）より 

 
（１）県行政とのパートナーシップ体制の強化 

パートナーシップ推進員会議の開催 

 県庁内における市民活動団体及び市民活動推進施策に対する理解を促

進し、協働の体制を強化するため、パートナーシップ推進員を県行政の関

係課に設置し、推進員会議を通じて理解促進や情報共有を行います。 

 

（２）協働・支援の推進に向けた県行政と市町村行政との連携 

①県・市町村推進会議の開催 

 効果的なＮＰＯ・ボランティア施策形成に向けて、県と市町村とが  

ＮＰＯ・ボランティア施策に関する情報交換・意見交換等を行う推進会議

を開催し、県と市町村との一層の連携と協力を図ります。 

②協働推進研修会の開催 

 県と市町村が共に協働について理解を深め、協働の推進や協働の仕組み

づくりの参考となるような研修会を開催します。特に協働提案が進んでい

ない市町村に対し、体制づくりに参考となる研修会を開催します。 

 

（３）市町村行政と市民活動団体との協働に向けた支援 

市町村と市民活動団体との連携促進事業の実施 

 市町村とＮＰＯとの協働を促進するため、各市町村の協働に関する制度

 市民活動団体と行政とのパートナーシップ体制の更なる強化を通して、行

政と市民活動団体が地域の行政課題を共有し、その解決に向けた効果的な施

策づくりを進めます。 
 また、住民に最も身近な市町村行政と市民活動団体との協働が普及・浸透

するよう、県行政と市町村行政の間で情報交換を行うなどの連携を図りま

す。 
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の状況に応じた相談体制の整備を図り、必要に応じ専門家の派遣等を行い

ます。 

 

（４）全国の自治体との交流・連携の促進 

ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク等を通じた施策研究 

ＮＰＯ活動推進自治体ネットワークや、ネットワークの加盟団体が開催

するＮＰＯ活動推進自治体フォーラムに参加し、全国の自治体が直面して

いる課題や、先進的施策に関するビジョンや成果等について情報共有や議

論、研究等を行い、その成果を県の施策に反映します。 

 


