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平成２８年度第１回千葉県県民活動推進懇談会 開催結果概要 

 

１ 日 時  平成２８年７月５日（火） 午前１０時～１２時 

２ 場 所  ホテルプラザ菜の花４階 槇 

３ 出席者  鎌田委員（座長）、牧野委員（副座長）、渡辺委員、大野委員、文入委員、 

小松委員、細矢委員、粕谷委員 

                           ※以上８名 

４ 議事の概要 

【議題１】千葉県県民活動推進計画 平成２７年度実施事業の実施結果について 

事務局説明 

  「資料４」により説明。  

質疑応答 

鎌田座長   ご説明いただきましたが、ご質問ご意見等お願いいたします。 

牧野委員   協働・連携のところで、まだなかなか推進が図られていない地域での協働・連

携のセミナーや交流会に、私も１つ行かせていただいたが、やはり１０数年来取

り組んでいる市町村の事例を、今後新しく取り組んでいこうというところで共有

できるというのは、まさに県の仕事かなと思う。富里の市民活動センターも関わ

らせていただいているが、センターも古い所は１０何年も経っていて、そこでの

経験を新しくできる所で活かしていく。県がそういうつなぎ方をしていくこと

は、とても有意義なことなのではと思う。 

粕谷委員   今、私どもの方で、地方創生の計画にも位置付けられました、県内の県立高校

との連携というところで、イベント等での参加などの連携はあるが、さらに地域

交流を含めて連携できればということで、これから私どもの方からお話をさせて

いただくという考えでいる。その中で、№45の学校と市民活動団体との連携促進

事業の中で、教職員向けの講座の実施結果に県立学校との記載があるが、県立高

校の先生も含まれているのかを確認したい。というのも、私どもの市内にある県

立高校はどこもそうだが、開かれた学校づくりというところでミニ集会を高校の

方で開いていて、私もここ数年参加している。若干先生方の温度として、地域の

方に対しては、生徒の苦情対応での関係性になってしまっていたり、また異動等

があり、地域の地縁団体の状況等あまり御存じないところがあるかと思う。その

辺を踏まえて、市としても連携していく考えではある。 

事務局    この事業では、県立高校の先生も参加しています。補足ですが、９月に開催し

た県立学校企画・運営リーダー研修では、ワークを講師に行っていただき、県立

学校の先生方は何が困っているか、困っていることに対して地域の方やＮＰＯの

方たちに協力をお願いできるものはあるか洗い出しをした中で、やはり先生方は
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草取り、クラブ活動、給食費の徴収などが大変だということがわかりました。草

取りなど地域の方に手伝ってもらえればうれしいと思っていて、お願いしたいこ

とはあるが、どのようにお願いしていいかがわからないというところもあるとい

う状況でした。 

小松委員   19ページに、施策の方向性１の「市民活動団体、ボランティア活動に関心があ

る人の割合」という成果指標があるが、「ボランティア活動」を入れて、「関心

がある」にすることでハードルが下がったが、たぶん市民活動団体だけではわ

かりづらいのでは。 

実施結果では、情報発信についてはホームページやメルマガだが、世論調査は

広く県民一般で、私たちも県民一般に広く活動を知ってもらいたいということで

行っていると思うが、こういったホームページやメルマガについて、関心のある

人だけが見ている状況なのか確認したい。ターゲットをもっと一般に広げていく

ためにはどうしたらいいかということを、少し考えていく必要があるのでは。例

えば、観光イベントやスポーツイベントでも、かなり市民活動団体の方が活躍さ

れているし、もしくはそういった所を通して、一般の参加者や県民がこういった

質問を受けると、知っているとか関心があると言ってくれるかもしれない。広く

知ってもらうために、情報発信のターゲットをより広くするにはどうしたらいい

のか、他部署との分野横断の連携の中で、どう発信したらいいか考えていくとい

いのでは。 

関連して55ページでは、今度は実際に｢市民活動団体の活動へ参加している人

の割合｣が23.4％ということだが、19ページの「市民活動団体、ボランティア活

動に関心がある人の割合」と同じ様に「市民活動団体の活動・ボランティア活動

に参加している人の割合」とすると、ボランティア活動ならあるということで、

もっと参加している人の割合が増えるのでは。市民活動団体とは何かということ

で、我々はよく分かっているが、一般県民はよく分からないとして参加していな

い方にしてしまう可能性もあるのでは。 

鎌田座長    粕谷委員から発言のあった、№45の学校と市民活動団体との連携促進事業。 

最近はチーム学校など、文科省の方では、学校を拠点として市民協働的なまち

づくり拠点の運動という動きがある。コミュニティスクールという言い方をす

るようで、全ての公立学校をコミュニティスクールにするという方針が作られ

ている。そういう所に学校ボランティア、だんだん市民活動との境目が分から

なくなって、逆に言うと裾野が広がってくるような気がするので、そういう活

動を実際している方を、我々が取り上げられるようなところが出てくるとよい。 

細矢委員    55ページの「市民活動団体の活動へ参加している人の割合」について、平成

27年度は33％だが、19ページの「ボランティア活動に参加したことのある人の
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割合」は37．2％となっている。同じ世論調査の中で、55ページの数字が低いの

は何が違うのか。 

        №17の協働によるコミュニティづくりの普及・促進について、先程の報告で

は、４地域で開催し、地域としては目標を達成できたという中で、企業の参加

促進が１つ課題となっているとのこと。企業側として話をすると、我々企業が

地域活性のためにこういうイベントを行うときも同じことが言えるが、実は千

葉市内で行う場合と、館山や銚子などで行う場合では、集客の絶対規模が変わ

る。地域性によって。その時、我々もこれから考えなくてはならないと思って

いる課題だが、分母の部分のターゲットをどこに絞るかが重要。企業で言うな

ら、企業数の少ないところに一生懸命普及活動をしても、元々が少ないので集

まらない。例えば千葉や船橋のような都市部で出せば、企業数も増えるし参加

人数も増えてくる。実施４地域で何名参加したと書いてあるが、それがどの程

度の割合なのか読みづらい。結果はこれでいいが、企画する側としては、分母

いくつに対して何人だったのかを指標として置かないと、これからまだまだ伸

びる地域なのか見極めるのは厳しい。県民活動の推進ということであれば人口、

ある一定の枠組みの年齢層の人口が比率になり、分母になるかもしれないが、

そういうものを比較しながら考えていくと、推進のしようも出てくるのでは。 

事務局     指標についてのご質問ですが、19ページの「ボランティア活動に参加したこ

とのある人の割合」。このボランティアはおそらく、個人的にゴミ拾いをすると

かそういう細かいものも含まれるので高くなっていると思われます。55ページ

の「市民活動団体の活動へ参加している人の割合」というのは、団体の会員に

なって何かするとか寄付をするとかということで、団体との関わり合いという

ところが入っています。実際にはボランティア団体に参加されて活動している

方の中には、「市民活動団体の活動」には参加していないが、「ボランティア活

動」には参加していると回答する方もいるので、「ボランティア活動に参加した

ことのある人の割合」の方が高くなっているのではないかと思われます。 

大野委員    市民活動を支援するために、市民活動をしたい人たちがいた時に支援するた

めの、例えば補助金は各市町村によって違うのか。また、こういうことをした

ら、これに対してはこの位の補助金が出せますよというのがあるのか。 

年次報告書の評価について、どのように達成度を出しているのか。県民活動

という大きな括りの中で、やはり調査する年齢層が違うのでは。インターネッ

トを使うお年寄りもいるが、ある程度の年齢層に限られてしまうのでは。ピー

アールの仕方等、何かお考えがあるのか。 

事務局     達成度についてですが、実施目標に対しての達成度としています。例えば会

議何回開催というと、開催すれば目標達成ではないかと思われるかもしれませ
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んが、会議を開催するにあたっても、私どもは企画から考えています。どのよ

うな事を皆さんにお伝えしたいのか、テーマなどを考えて講師を選んでいます。

参加者数を目標にしているも事業もありますが、参加者数については時期や他

のイベントとのバランス等いろいろな要素もあるので、それだけを目標にする

のも難しく、参加者の増加のみを目標としていない事業もあります。 

支援についてですが、市町村ごとに、団体の支援補助金とか、協働提案制度

を持っているところはあります。それについては、私どもも、市町村からのア

ンケートを集計しているので、どこの市町村がどういうものを持っているのか

は把握しています。ご相談があれば、そういう市町村もありますとご案内はで

きます。 

アンケートの年齢層ですが、県の世論調査は20歳以上なので、学生はほとん

ど入っていないのではないか、学生が入っていたらもう少しボランティアの数

字が上がるのではと思います。私どもの独自調査でも、やはり若い人の数字が

少し入りにくいとは感じます。 

鎌田座長    達成度については、客観指標で回数とか人数とかになりがちだが、スタッフ

や参加された皆さんも達成感については、数字が予定より集まっていなくても

そういう部分についてはあるし、達成度が二重丸であっても、届いたかなとい

う部分もないわけではない。数字に表れないところも。数字が独り歩きするこ

となく進めてもらえれば。 

牧野委員    補助金制度や協働事業の提案制度について、各54市町村の分が一覧表になっ 

ているのか。そういうものがあれば提供いただきたい。というのは、それぞれ 

こちらの方も十何年も前から取り組んでいる市町村と、今後制度を作ろうとし 

ているところと、いろいろ相談を受けている中で整理をしようと、ちばのＷＡ 

地域づくり基金で関谷先生と、今年調査活動をして白書を出そうと思っている 

ところ。 

事務局     毎年度、市町村にアンケート調査を行い、その中で、市民活動の推進を目的 

       とした補助金事業の実施状況や協働提案制度の導入状況について回答いただい 

       ているので、こちらの方は提供できます。それ以外の細かいものであれば、  

ホームページの方で「ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧」を出していますの

で、市町村がどういう事業を持っているのかというのは一覧表でお出しできる

と思います。 

鎌田座長    関連して、例えば今回のコラボ大賞では、以前は県の事業から成長してき 

たというのが結構あったが、最近はこういう市町村単位に力を付けて伸びてき 

て、円卓会議もしっかりやってというようなところがいくつか見られるように 

なってきた。そういう意味では、コラボ大賞の応募者に呼び掛けるというか、 
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ターゲットに届けるためにも、そういうのがあるといろいろ勧めやすい。習志 

野市もそうだが、だいぶ前からやってきて、だんだん応募数も減ってきて、新 

しい展開と発想で持っていかないといけないというところもある。そういう意 

味でもサポートしてあげられたらいい。 

文入委員    民が民を支える状況だが、私が関わっている団体が、ある生協の助成金を受

けて、なかなか達成できなかったパンフレット作り等ができた。また、県全体

のＨＰを見るといろいろな団体が、助成金を使って有効に活用しているという

ことで頼もしいなと思っている。そういうことを、私もインターネットで見て

いるしかないが、インターネットを使っていない方にどうやって伝えるかとい

うのは、かなり難しいかなと思っている。 

また、ボランティア団体と市民活動団体だが、それの区分けについてはなか

なか難しいところがあり、松戸市でも市民冊子が毎年出ていて、団体もたくさ

ん掲載されているが、この団体が何故婦人団体の中に入っているのか、男女共

同参画の団体なのにということもある。市民活動登録団体としているので、登

録した際の不備で位置付けが違ったのかもしれないとか、環境省から表彰を受

けたにもかかわらず、掲載されていないということもあった。それを精査する

のはどこなのか、地元で確認したい。県民活動でもそのようなことがあるので

は。 

事務局     団体の位置づけは難しいと思います。当課も昔はＮＰＯ活動推進課と言って

いました。コラボ大賞もそうですが、ＮＰＯと様々な主体との協働としていた

ので、ＮＰＯありきでしたが、県民活動になってからは、県民活動、ＮＰＯだ

けではなくボランティアも入ったというところで、確かにコラボ大賞の申込を

する時に、この中のどれがＮＰＯなのか私たちも悩むケースが増えてきました。

鎌田先生のおっしゃったように、昔は県の補助金事業から成長してきていたの

でわかりやすい形だったが、今はいろいろな形がある。ＮＰＯが入ってなくて、

ボランティア団体だけが入っている形も出てきて、それも新しい傾向になって

それぞれ変わってきているので、私たちも一緒に変わっていく必要も今後ある

のかなと思いますが、まだ難しいのでは。 

文入委員    ＮＰＯとボランティア。過去、私が属していた団体では、はっきり分けてし

まう人がいた。６～７年前はそういう傾向があった。あっちはＮＰＯだ。我々

は福祉団体でボランティアだ。私としては、全てＮＰＯだと思っている。法人

格を持つか持たないか。それは非常に大きな違いだが、ＮＰＯ団体なのかボラ

ンティア団体なのか、区分けはとても難しい。ＮＰＯ法人であっても、これは

ボランティアの部分が大半という団体もあるし、その辺のところは一律に切る

のはなかなか難しい。どのように区分けしたらいいのか、そういう方法を考え
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ていけたらよい。 

事務局     ＮＰＯあるいは市民活動団体、ボランティア等の区分けがわかりにくいとい

うお話もありましたが、一つには、成果指標の中でも整理しきれていない部分

も若干あるのかなと。少なくとも、一般県民の目から見てわかりやすい指標で

なければいけないと思います。これからの課題として、どういった表現がいい

のかということを含めて検討させていただきます。それから、インターネット

等の活用の問題について、インターネットは若い人中心に利用されており、一

方、ボランティアに参加されている方はご年配の方、高齢者の方が多いという

ことで、後継者の問題ということも大きな課題としてありますので、その掘り

起こしのためにも、前回の懇談会の場でも関連のご指摘がありましたが、イン

ターネットの活用については、例えばフェイスブック等のＳＮＳを活用した情

報発信についても、今後検討を進めたいと考えております。一方で、まだイン

ターネットをお使いになれない、使いにくいという方々、高齢の方々がいらっ

しゃるということなので、その辺の方々への情報発信も含めて考えてまいりた

いと思います。また、この場でもご提案、ご助言を伺ってまいりたいと思いま

す。 

        それから、市町村の協働提案事業や助成事業、あるいは民が民を支えるとい

った、今、企業もＣＳＲや社会貢献に熱心に取り組んでおられる方々が、財源

の支援も含めて増えて来ており、私どもも頂いた情報については、ＨＰで広く

公開して情報発信をしているところですが、そういったものを取りまとめ、す

でにＨＰで掲載しているものですが、皆様にもご参考に提供させていただき、

またご意見等あれば伺ってまいりたいと考えています。 

渡辺委員    今、ＮＩＥという学校の授業で新聞を活用する取り組みや、教育大賞、自立

を促す市民団体、学校や地域団体と一緒になった活動を顕彰することを行って

いるが、大事なのは、今、１８歳選挙権があるが、若い世代をどうやって取り

込んでいくかということで、今活動をしている方が高齢者だから高齢者だけを

対象にやっていくのでは、活動は収縮していく。さきほどアンケートでも、２

０歳以上が対象ということだが、選挙権が１８歳以上になったこともあるので、

より一層若い意見をどうやって取り込んでいくのか、把握していくのかという

ことに取り組んでいく必要があるのでは。 

        今、学校で話を聞くと、都会では新聞を取っている家庭は良くて５割、都内

の主だったところでは３割を下回るという学校がかなり増えてきている。なぜ

かというと、活字離れということもあるし、ネットの普及ということももちろ

んあるが、我々自戒の念を込めて言うと、読んでもらおう、より触れてもらお

うという取り組みが欠けていたのかなと。より積極的に情報発信し、直接関わ
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り合う機会を増やしていかなければならないと思っている。さらにそれを踏ま

えて言うと、ネット、ＨＰで情報提供しているからいいだろうというのではな

くて、それは逆に言うと、県民を遠ざけることになりかねないということも考

えていかなければならない。ネットを見ても、どうしても行間から生まれてく

る、埋める疑問とか、疑問は必ず出てくる。そういう疑問に丁寧に答えていく

対応が必要。 

 

【議題２】千葉県県民活動推進計画 平成２８年度実施事業について 

事務局説明 

  「資料５」により説明。  

質疑応答 

小松委員    ターゲットについて、年齢という切り口では若者、職業という切り口ではサ

ラリーマン、特に男性。分野でいうと観光、スポーツ、農水、移住。こういっ

たところが多分、全部関わってくる。そういった方々にどう情報を届けるか。

指標をわかり易く見直すということなので、ぜひそこは幅広く普及して、成果

も幅広く拾っていけるような、そんなふうに変えていただきたい。 

        それから、分野横断ということで取り組んでいく必要がある。先週末、銚子

で地域クラウド交流会があり、参加した。県の経営支援課の仕事で、私どもは

企業立地課の仕事の関係で参加したが、そこにＮＰＯの方も来ていた。自分た

ちで銚子を良くしたいと提案して、参加者が千円払うが、みんなの投票で半分

の500円が、活動団体や提案者に割り振られる。民間企業の人がこんなことをや

りたいと提案したり、ＮＰＯの関係の人もいた。そこは、経営支援課と銚子市

の担当は商工で、市民活動分野の部署の方々が関わっていなかった。分野横断

というのは行政では難しいが、幅広く広めるためには、分野横断と情報発信を

していかなくてはいけないし、そういった所に出て行って、そういったＮＰＯ

を元気づけたり情報提供をして、これから分野横断的にやっていく必要がある。 

        ６月に県の自治研修センターで、観光の担当者の自治体職員研修の講師をし

たが、同じことを話した。観光だけやっていてもだめで、地方創生、いろんな

部署と連携してやっていかなくてはいけない。そういったところのネットワー

クを、もう一回見直してくださいと話した。７月には、行政課題研究会という

ことで、県内の自治体職員の研修を行うが、今日、私が話したことは是非お願

いしたいということで話をしようと思う。さきほどの各自治体の助成の資料を

頂けたら、参加職員に配付したい。結構な数の自治体が参加するので、もっと

他の部署と連携を取って、こういう市民活動団体、ボランティアをもっと助成

していくような、そういった課で地方創生をやっていくようにと話をしようと
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思う。 

        私たちは千葉市内の経済団体で、オリパラに向けて我々企業は何ができるの

かということで、アンケートを取ったり話し合ったりしている。まず、パラリ

ンピックを支援していこうと。情報を取って参加していこう。私たちにできる

ことをやっていこう。私たちというのは企業ですが、私たち社員です。各企業

は社員と併せて何ができるのか、これから徹底的に詰めていく。そんなことを

今やっているので、企業やサラリーマン。こういったところの情報を頂いて、

私たちも動いていく、そんなことをやっていきたいと思っている。 

        最後に、牧野委員がおっしゃられて地域包括ケアが入った。とてもいいこと

だと思っていて、今、ある自治体から集落活性化計画を依頼されており、これ

は限界集落同士がネットワークを構築し、どういうふうにこれから生き延びて

いくのかということを話し合っている。その中にいろいろな地域資源が出てき

て、正に地域包括ケアを作っていこうということ。その中で、こういう市民活

動団体やＮＰＯの方々に登場していただくしかない。地域は地域でそういうふ

うにやっていくが、そういった団体が、中央だけでなく地域にたくさん育って

いく。そういかないと、集落活性化計画は絵に描いた餅になってしまう。そう

いったことをやっていくのに、この部署のこの県民活動はとても重要だと現場

でも肌で感じている。 

事務局     分野横断については、以前より皆様方から、商工と一緒に何かできるものが

あるのではとご助言ををいただいているところですが、いろいろ検討させてい

ただき、行っていきたいと思います。ターゲットについても、若者については

フェイスブックでＰＲするとか、ボランティア参加促進事業のおもてなし活動

で、高校生のボランティアを扱う事業もありますので、その中で高校生に発信

していくとか、いろいろ考えていきたいと思います。サラリーマンについては

どのように発信していくのか、皆様方にもご協力いただきながらいろいろ考え

ていきたいと思っております。 

大野委員    以前、懇談会に出席し、私は県にこのような課があることを知らなかったの

で、これからは勉強して、お知らせする人がいたらＰＲしていきたいというよ

うな発言をした時に、ＰＲする必要はないと言われた。今回、このような資料

で説明をしていただき、それはやはり違うのでは。来年度の事業を見て、自分

の地域に是非参加してほしい団体があり、その方たちが知らなかったら教えて

差し上げたい。会議や研修に参加する時には、参加費はかからないのか。全て

資料６の事業費で賄っているのか。 

事務局     市民活動なり県民活動が進んでいない時期には、県が直接助成をしてスター

トアップするお手伝いをしていましたが、今はそういったところの普及が進み
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まして、今後はできるだけ住民の方にとって身近な基礎自治体である市町村あ

るいは中間支援的な団体も含めて、そういったところが活動の育成に取り組ん

でいただけるように、県はできるだけ支援、バックアップといったお手伝いが

できたらと考えています。そういう意味では、あまり県が前に出過ぎないよう、

むしろ意識をしないところで自然にそういった活動が普及していくように、正

に計画の目標にあります「誰もがあたり前のように県民活動に参加」するよう

な社会の実現を願っておりますし、それに向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。 

細矢委員    27年度の事業番号と28年度の事業番号が途中からずれはじめている。28年度

の16番のボランティア実践講座が１つ増えているので。事業番号がずれると見

づらくないのか。例えば15のダッシュとかしてもらえれば。前年度の状況を見

ながら今年度の計画を見ていく方が見易いのでは。 

事務局     施策体系の３つの方向性、それに付随する８つの行動計画に関連する事業の

中に落とし込んだ結果、その後ひとつずつづれてしまいました。見易さという

点ではご指摘のとおりで、途中に入れざるを得ないにしても、前年度との対比

ができるよう見易さの工夫ということも、今後考えてまいりたいと思います。 

文入委員    27年度の31ページに、様々な主体が出会うことのできる場を提供することが

重要だとか、事例を発信するような場が重要だということをうたっているが、

この中で、それがどういうところに具体的に実現させる・設定するのかお聞き

したい。 

事務局     出会いの場というのは、やはり私どもも、いろいろな方たちが出会って、そ

の中で結び付いて協働事業に発展していくということは重要だと考えておりま

す。出会いの場として今、行っているのは交流会というものです。様々な団体

に集まってもらい、例えば今年行いました「その後の千葉コラボ大賞」という

のは、コラボ大賞を過去に受賞した団体に来ていただいて、その時はこういう

事業をしていた、その後はどうだったかという話をしていただきました。優良

事例なので、皆さんに聞いていただき、その方たちを中心にワークをして、い

ろいろなお話をして参考にしていただいたり、また新しいところに結びつきを

というように考えています。さきほど担当から説明がありましたように、企業

や学校等もっとたくさんの人に来ていただけるといいのですが、なかなか難し

いので、それを広げていくことによって本当の出会いの場になるのではないか

と考えています。 


