
「平成３１年度次世代ボランティア人材育成事業」企画提案募集要項 
 
 
 

 

１ 事業名                                          

平成３１年度次世代ボランティア人材育成事業 
 
２ 事業の趣旨・目的                                      

個人志向の高まりや価値観の多様化によるコミュニティのつながりの希薄化及び少子 

高齢化の進行により、地域の機能の低下が危惧されています。こうした中、県民の自発的な

社会貢献活動の推進や、共助の精神に基づき互いに支え合う共生社会の実現が一層重要と 

なっており、活動の担い手となる新たな人材を育成することが喫緊の課題となっています。 

また、県が策定した「東京 2020 大会に向けたボランティア推進方針」では、取組方針と

して「多様な人材の確保・活躍の促進」を掲げており、その中で、児童・生徒や大学生等が

ボランティアに参加・体験できる仕組みを検討することとしています。 

そこで、千葉県では、昨年度に引き続き、地域コミュニティを構成する様々な主体が、連

携・協働しながら、地域を担う次世代のボランティア人材を効果的かつ持続的に育成するこ

とを狙いとした「次世代ボランティア人材育成事業」の企画案を募集します。 

 

３ 募集対象事業                                      

若者に対して、千葉県内において、「ボランティア精神」や「おもてなしの心」を醸成   

する事業を実施し、地域コミュニティを構成する様々な主体が連携・協働することで、地域

を担う次世代のボランティア人材を効果的かつ持続的に育成することができるものを対象

とします。 
 
４ 契約条件                                          

(1) 契約形態     委託契約 
(2) 契約期間     契約締結日から令和２年３月９日まで 
(3) 契約金額限度額  １団体１，０００千円（税込） 
(4) 契約予定団体数  １団体程度 
(5) 委託費の支払   原則、事業完了後、精算払。 

委託費の 1/3 以内を限度として概算払が可能。 
 
５ 公募参加資格                                          

次の条件をすべて満たしている市民活動団体等、学校及び企業。複数の団体による共同体

も可とします。 
なおここでいう市民活動団体等とは、特定非営利活動法人、市民活動団体、ボランティア

団体、社会福祉法人、公益法人などのこととします。 
 



(1) 千葉県内に事業所・活動拠点を有していること。 
(2) 任意団体にあっては、団体を構成する会員が10人以上いること。 

(3) 定款または規約等を有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っている

こと。 

(4) 事業の連絡責任者が特定できること。 

(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 
(6) 特定の公職者(候補者を含む)、また政党を推薦、支持、反対することを目的とした 
   団体でないこと。 
(7) 暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 
(8) 本事業の実施にあたり、千葉県との打ち合わせなどに適切に対応できること。 
(9) 地方自治法施行令第 167 条の 4＜一般競争入札の参加者の資格＞の規定に 

該当しないこと。 
(10) 守秘義務を遵守できること。 

 
６ スケジュール（予定）   

                                   

募集要項・応募書類の配布 平成３１年４月１５日（月） ～ 令和元年５月２０日（月） 

説明会 
平成３１年４月２２日(月) 午後３時から午後４時 

平成３１年４月２６日（金） 午後１時から午後２時 

応募書類の受付 平成３１年４月１５日（月） ～ 令和元年５月２０日（月） 

一次審査（書類選考） 
企画提案書等提出期間終了後ただちに実施する。 

審査結果は第二次審査までに通知する。 

二次審査 

（プレゼンテーション） 
令和元年６月初旬 

 

７ 応募の手続き                                          

 

(1) 事業説明会    

日時：①平成３１年４月２２日(月) 午後３時から午後４時 
   ②平成３１年４月２６日(金) 午後１時から午後２時 
場所：千葉県庁本庁舎２階 

県民活動情報オフィス（千葉市中央区市場町 1-1） 
申込期限：①平成３１年４月１９日(金) 午後５時まで (必着) 

②平成３１年４月２５日(木) 午後５時まで (必着) 
申込方法：別紙「事業説明会参加申込書」により FAX 又は E メールで提出 
※ 事前説明会への参加は応募の必須要件ではありません。 

なお、「ボランティア参加促進事業」及び「市民活動団体マネジメント事業」との 

合同説明会となります。 



(2) 企画提案書の提出 
 ア．応募書類の配布 
  応募書類は、千葉県ホームページからダウンロードできます。 
       配布期間  平成３１年４月１５日（月）～令和元年５月２０日（月） 

イ．提出方法 
  持参または郵送 

（FAX、E メールでの応募は受け付けません。） 
ウ．提出書類（応募にあたっては正本１部、副本７部を提出してください。） 
 ・応募書【様式第 1 号】 

・企画提案書【様式第 2 号】 
・所要経費見積書【様式第 3 号】 
・主な事業実績【様式第 4 号】 
・団体に関する概要【様式第 5 号】 
・誓約書【様式第 6 号】 
・定款又は規約等 

エ．提出期限 
令和元年５月２０日(月) 必着  
持参の場合は午後５時まで  

オ．留意事項 
・企画提案は 1 事業者 1 案とします。 
・契約期間中の消費税及び地方消費税の増税に伴う契約金額限度額の変更 

はありません。 
・提出された書類は返却しません。 
・事業実施にあたっては、採用された企画提案書の内容を協議、調整の 
 上、変更することがあります。 
・その他詳細については、県との打ち合わせの上、行うものとします。 
・企画提案に必要な費用は、各提案者の負担とします。 
・提出された書類は千葉県情報公開条例に基づき開示される場合があります。 

カ．提出先 
 千葉県庁 環境生活部 県民生活･文化課 県民活動推進班 

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1    電話：043-223-4133 
 

８ 選定・審査の方法                                    

(1) 審査方法 
応募資格を満たしている事業者から提出された応募書を基に、選考委員会において 

(2)の審査基準に基づく審査を行い、県が委託する次世代ボランティア人材育成事業を 

選定します。審査は、書類審査及びプレゼンテーションを実施します。プレゼンテー  

ションの日時については別途通知します。 



(2) 審査基準 
企画提案の選考基準は次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(3) 結果の通知 

選考結果は、千葉県ホームページで公表するとともに、全応募者に対して 
書面で通知します。なお、選考結果についての異議は受け付けません。 

 

９ その他留意事項 

(1) 委託費の支払については、原則として精算払としますが、1/3 以内を限度として、    

概算払ができる場合があります。 

 (2) 本事業の委託費によって備品等の財産を取得することは認めません。 

(3) 事業の実施にあたっては、県と定期的な打ち合わせ、状況報告等を求めることがあり 

ますので、予めご了承願います。 

 

１０ 担当部局 

千葉県庁 環境生活部 県民生活･文化課 県民活動推進班 
 〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 
 電話：043-223-4133 FAX：043-221-5858 
    E-mail：npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp 

審査 
項目 

審査細目 審査基準 

業務 
遂行 
能力 

①業務執行体制 本業務を執行するための人員や外部ネットワークなど組

織体制、運営基盤は十分か。 
②過去の実績等 提案事業を問題なく遂行できるに足る実績、経験、ノウハ

ウ等を有するか。 
③計画性 スケジュールは適正に計画されているか。 

また見積書に所要経費・算定根拠が明確に示され、実現性

の高いものになっているか。 
企画 
提案 
内容 

④事業内容の理解度 県の意図する事業目的・業務を的確に理解しているか。 
⑤事業の効果 地域の様々な主体が連携・協働しており、地域を担う多く

の次世代ボランティア人材を効果的かつ持続的に育成す

ることができるか。 
また終了後も事業の成果の継続や波及効果が見込めるか。 

⑥独創性 独創的な発想であり、県民の興味を引くことができる提案

内容か。 
⑦広報について 多くの若者を巻き込み、ＳＮＳなどを活用して次世代に 

波及するような効果的な広報活動が計画されているか。 



「平成３１年度次世代ボランティア人材育成事業」業務委託仕様書 

 
本仕様書は、千葉県が「平成３１年度次世代ボランティア人材育成事業」を委

託するに当たり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 
 

１ 業務委託期間 

契約の日から令和２年３月９日まで 
 

２ 委託料の上限 

1 団体につき 1,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 
 

３ 委託業務の内容 

（１）事業の対象者 
地域を担う次世代の若者 

（２）開催場所 
千葉県内 

（３）事業の内容 
受託者は企画提案に基づき、地域コミュニティを構成する様々な主体 が

連携・協働することで、地域を担う次世代のボランティア人材を効果的か

つ持続的に育成する事業を企画し、運営を実施する。 
＜事業の例＞ 
・大学生が小中高生と一緒に考えるおもてなしのアクションプランづくり 

・若いボランティアリーダーの養成と活動へのフォローアップ 

・学生の企画によるオリンピック・パラリンピック関連イベント等での 

運営ボランティア、国際スポーツ大会での応援やおもてなしの取組 

                                 など 

（４）実施にあたっての留意事項 
・地域の様々な主体（受託者のほか１団体以上）が連携・協働する事業内容

であること。 
・イベントや講座の周知、募集にあたり、多くの若者を巻き込み、   Ｓ

ＮＳなどを活用して次世代に波及するような効果的な広報を実施すること。 
・事業終了後も、事業の成果の継続や波及効果の見込める企画である  こ

と。 
・当初計画の中で天候等の諸事情により事業を中止する場合には、契約期間

内に代替事業を実施すること。 
 



（５）報告書等の提出 
事業の実施後、「平成３１年度次世代ボランティア人材育成事業」に係る業

務完了報告書及び業務委託経費精算報告書を作成し、事業が終了してから３

０日以内又は令和２年３月１６日のいずれか早い日までに提出する。 
 

４ 業務委託期間終了後の協力 

受託者は、委託期間終了後においても、委託者による本事業の普及に関して、

積極的に協力するよう努めること（成果報告会への出席やアンケートへの回答

など） 
 

５ その他事項 

（１）仕様変更 
本件受託者はやむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合

には予め県と協議のうえ、承認を得ること。 
（２）記載外事項 

本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 
（３）県への連絡 

受託者は、本業務を実施するにあたり、事故や運営上の課題などが発生し

た場合には、速やかに委託者に連絡すること。 
（４）その他 

採用になった企画案は、必要に応じて一部変更する場合がある。 


