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Ⅰ 作成の目的 

 

 

 

 

Ⅰ 作成の目的                          
 

 

現在、少子高齢化の進行や地域コミュニティの機能低下などが社会全体の課題と 

して懸念されています。県では、県民が自発的に地域の様々な課題の解決を図り、 

地域社会をより豊かにしていこうとする社会貢献活動を「県民活動」と位置付けて、

「千葉県県民活動推進計画」（平成２４～２６年度）を策定し、県民活動を促進する

ための施策を展開してまいりました。 

そして、今後さらに県民の力を結集した地域づくりを促進していくため、平成２７

年度を初年度とする「千葉県県民活動推進計画」（平成２７～２９年度）を新たに 

策定いたしました。 

 

本計画では、計画の進行管理について「本計画を着実に実行するため、毎年度の  
施策の実施状況を各行動計画に沿って整理し、その成果について進行管理を行ってい

きます。」としており、「本計画の進行状況等については、千葉県県民活動推進懇談会

等からの意見を聞き、適正な進行管理に努めるとともに、県民に進捗状況及び評価結

果を公表します。また、その結果を翌年度以降の施策に反映し、社会情勢や状況の変

化に対応して本計画を推進します。」としたところです。 
 

 本「年次報告書」は、３か年計画の初年度である平成２７年度に推進してまいりま

した施策の実施状況とその成果について、県民活動推進懇談会における御意見を踏ま

え、とりまとめた内容を公表するものです。 

 

本書により、県民のみなさまや県民活動に携わる関係者のみなさまと、県民活動推

進計画の実施状況と成果を共有し、今後の取り組みの更なる発展につなげていきたい

と考えています。 

 

是非多くの方々にご覧いただき、御意見や御提言を頂戴できれば幸いです。 

- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -
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Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要

 

 

 

Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要（平成２７年３月策定）        

１１  計計画画策策定定のの基基本本的的なな考考ええ方方  

（１）計画策定の趣旨 

近年、少子高齢化の進行や、地域コミュニティの機能の低下が懸念されている中、

県民が自発的に地域の様々な課題の解決を図り、地域社会をより豊かにしていこう

とする社会貢献活動、すなわち「県民活動１」の重要性が年々高まっています。 

こうした中、千葉県では「千葉県県民活動推進計画」（平成２４～２６年度）を策

定し、幅広い県民活動を推進してきました。 

今後さらに県民主導の地域づくりを促進していくため、「千葉県県民活動推進計画

（平成２７～２９年度）」を策定しました。 

 

（２）本県の特性 

千葉県では、自然環境や地理的条件、歴史的経緯などによって、地域それぞれに

個性が醸成されてきました。各地域の人口構成もさまざまで、都市部から農村部ま

でを包括しており、「日本の縮図」とも言われています。 

これを反映し、県内各地域には、それぞれのテーマ性をもった地域課題が存在し

ています。これらに沿った柔軟な課題解決の場と機会が求められていることから、

県民活動の推進においては、地域ごとの特性に配慮した施策が求められています。 

 

（３）県民活動が求められる背景 

県民活動をめぐっては、次のような社会的背景の変化が起こっています。 

①地域社会における社会課題の増加 

②社会の成熟化と価値観、ニーズの多様化 

③地方分権と地方創生の推進 

④共助の精神にもとづく地域づくり 

⑤2020 東京オリンピック・パラリンピックの開催 

社会課題が多様化、複雑化する中、県民、市民活動団体、企業、大学、行政など、

多様な主体がそれぞれの特性を生かして、柔軟に解決に取り組むことが求められて

います。 

            
１ 県民活動とは ボランティア活動や市民活動団体の活動など、県民が自発的に地域に存在する様々な 

課題の解決を図り、地域社会をより豊かにしていこうとする社会貢献活動を意味します。「県民活動」は

都道府県域を意識した用語であるのに対して、「市民活動」はより一般的な用語です。  
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Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要 

 

   

  

２２  本本計計画画がが目目指指すす千千葉葉県県のの姿姿  

 

 

 

 

 

上記の目指す千葉県の姿の実現にあたっては、前計画のもとで推進してきた施策をさ

らに前進させていくため、次のように３つの柱に整理して行動計画を定めます。 

 

 １  県民活動への理解や参加の促進 

 本県のボランティア活動への参加割合はまだ少ない状況であり、多くの県民があ

たりまえのように県民活動に参加できる社会の実現に向けて、より多くの県民の主

体的な参加を促す環境づくりが重要です。 

活動に関する情報の不足が参加を妨げている要因となっている現状等を踏まえな

がら、様々な形で広報・普及啓発を行うだけでなく、より多くの県民が参加機会を

得られるよう、活動体験の場と機会の提供、適切な情報発信に努めます。 

 

 ２  地域の様々な主体と市民活動団体等の連携・協働の促進 

地域によって直面している課題は様々であり、それらの解決には、市町村行政や

中間支援組織１のもと、地域コミュニティにおける様々な主体による連携・協働によ

る自立的・持続的な取組が進められることが重要となります。 

そこで、行政、中間支援組織、市民活動団体、地縁団体２、社会福祉協議会、学校、

企業など多様な主体が連携・協働して行う地域の課題解決に向けた取組や仕組みづ

くりへの支援や、県行政と市町村行政の間の情報共有などによる協働の推進を図り

ます。 

 

            
１ 中間支援組織とは、地域社会や市民活動の変化、ニーズを把握し、人材、資金、情報などの資源提供 

者と市民活動団体の仲立ちをする組織、団体です。市町村の設置する市民活動支援センターや、社会福

祉協議会の設置するボランティアセンター、さらには市民活動団体（「ＮＰＯを支援するＮＰＯ」と呼ば

れることもあります）なども含まれます。 

２ 地縁団体とは、自治会、町内会など、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体 

を指します。  

～ 誰もがあたりまえのように県民活動に参加し、 

地域のみんなで創る支え合いと活力のある千葉県 ～  
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Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要

 

 

 

 

 ３  市民活動団体等の基盤強化等の支援 

地域の課題解決には、市民活動団体等の活動が、安定的、継続的に行われること

が重要です。そのためには、県内の中間支援組織による支援体制が充実することが

望まれます。 

そこで、市民活動団体等の抱える人材面、資金面の課題に対して適切な支援を行

うことのできる中間支援組織の支援や民が民を支える仕組みの普及を通じて、団体

が持続的に活動できる環境整備に向けた基盤強化等を図ります。 

 

 

 

 

 

共助の場

課題解決の機会

<多様な場と機会>

側面支援

県行政市町村行政

地縁団体

企業

社会福祉協議会

商工会議所等

県民

市民活動団体等

様々な主体の
連携・協働

地
域
の
課
題→

 

解
決

協働・支援

協働・支援

連携

支援

学校

地
域
の
課
題→

 
増
加
、
多
様
化
、
複
雑
化

中間支援組織

コーディ

ネート

＜自立と共助＞

 

 

 

  

【【様様々々なな主主体体にによよるる地地域域課課題題解解決決ののイイメメーージジ】】  
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Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要

 

 

３３  行行動動計計画画  

前項で掲げた３つの柱に沿って施策を展開していくため、重点的な取組について、次

のとおり行動計画を定め、平成２７年度から平成２９年度までの３か年で実施します。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪目指す千葉県の姿≫ ≪

誰
も
が
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
県
民
活
動
に
参
加
し
、

地
域
の
み
ん
な
で
創
る
支
え
合
い
と
活
力
あ
る
千
葉
県

１ 県民活動への理解や
参加の促進

２ 地域の様々な主体と
市民活動団体等の
連携・協働の促進

３ 市民活動団体等の
基盤強化等の支援

活動推進計画の概要 

   

３つの柱に沿って施策を展開していくため、重点的な取組について、次

のとおり行動計画を定め、平成２７年度から平成２９年度までの３か年で実施します。

≪施策の方向性≫ ≪行動計画

県民活動への理解や
参加の促進

（１）県民活動の普及・啓発の
推進

（２）県民活動を体験する機会
の提供

地域の様々な主体と
市民活動団体等の
連携・協働の促進

（１）地域コミュニティに
おける様々な主体の
連携・協働の推進

（２）地域コミュニティの
活性化を支える連携を
担う人材づくり

（３）市民活動団体等と
県行政・市町村行政の
協働の推進

市民活動団体等の
基盤強化等の支援

（１）市民活動団体等の組織
運営力等の向上支援

（２）中間支援組織の
機能強化支援

（３）民が民を支える
仕組みの普及・支援

【【  施施  策策  のの  体体  系系  】】  

３つの柱に沿って施策を展開していくため、重点的な取組について、次

のとおり行動計画を定め、平成２７年度から平成２９年度までの３か年で実施します。 

行動計画≫ 

（１）県民活動の普及・啓発の

（２）県民活動を体験する機会

（１）地域コミュニティに
おける様々な主体の
連携・協働の推進

（２）地域コミュニティの
活性化を支える連携を
担う人材づくり

（３）市民活動団体等と
県行政・市町村行政の
協働の推進

市民活動団体等の組織
運営力等の向上支援

（２）中間支援組織の
機能強化支援

（３）民が民を支える
仕組みの普及・支援
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Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要

 

 

 

 

 １  県県民民活活動動へへのの理理解解やや参参加加のの促促進進  

（１）県民活動の普及啓発の推進 

 県行政の有する各種広報媒体を活用し、東京オリンピック・パラリンピックの

開催等も視野に入れながら、県民活動の意義や役割についての理解促進や、積

極的な県民活動への参加に資するような情報発信を行います。 

 地域住民のボランティアによる防犯パトロール活動の推進など、コミュニティ

における地域貢献活動に関する意識醸成、参加促進を進めていきます。 

（２）県民活動を体験する機会の提供 

 市町村行政、市民活動団体、社会福祉協議会、学校、企業など様々な主体が実

施する、地域活動・ボランティア活動への参加の機会の提供や支援を行います。 

 市民活動支援センター、ボランティアセンターなど県民活動を支援する組織同

士の連携を支援することにより、県民が県民活動に参加しやすい環境の整備に

努めます。 

 

＜行動計画の成果を表す指標＞ 

目標項目 現状 目標 

市民活動団体、ボランティア活動に関心が

ある人の割合 

(５３．６％)※１ 

（平成２６年度） 

７０．０％ 

（平成２９年度） 

ボランティア活動に参加したことのある

人の割合 

１８．３％※２ 

（平成２６年度） 

２５．０％ 

（平成２９年度） 

 

 

 

 

 

          
１ 参考指標として、「市民活動団体の活動を知っている人の割合」を掲載（第４８回県政に関する世論 

調査結果（平成２６年度）より） 

２ 第４８回県政に関する世論調査結果（平成２６年度）より  
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Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要 

 

   

 

 ２  地地域域のの様様々々なな主主体体とと市市民民活活動動団団体体等等のの連連携携・・協協働働のの促促進進  

（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 

 地域コミュニティの活性化に向けた多様な主体による仕組みづくりの取組の普

及・促進を図ります。 
 市民活動団体、行政、学校、企業、地縁団体など多様な主体の連携・協働によ

る地域課題の解決に向けた取組事例を多様な主体間で共有するとともに、広く

県民に周知することで、連携・協働による地域づくりの促進を図ります。 

（２）地域コミュニティの活性化を支える連携を担う人材づくり 

 コミュニティにおけるより良い地域づくりを支える人材を育成するため、各種

の専門分野で活動するボランティアなどに対する支援を行います。 
 地域コミュニティの様々な主体を結び付ける役割を担うことのできるコーディ

ネーターの育成を支援します。 

（３）市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進 

 県職員の市民活動団体等や協働に対する理解の促進と、県行政と市民活動団体

とのパートナーシップの推進を図ります。 
 県行政と市町村行政との情報共有や、市町村職員向け研修の開催など、市町村

行政に対して県民活動に関する幅広い側面支援を行うことで、市民活動団体等

との協働を推進します。 

＜行動計画の成果を表す指標＞ 

目標項目 現状 目標 

地域の様々な主体と連携している市民活

動団体の割合 

６８．２％※１ 

（平成２６年度） 

７５．０％ 

（平成２９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 

４６９件※２ 

（平成２６年度） 

６００件 

（平成２９年度） 

          
１ 千葉県ＮＰＯ法人実態調査結果（平成２６年度）より 

２ 千葉県ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧（平成２６年度）、県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連 

事業一覧（平成２６年度）より（千葉市は独自集計のため、件数に含まれていません。） 
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Ⅱ 千葉県県民活動推進計画の概要

 

 

 

 

 ３  市市民民活活動動団団体体等等のの基基盤盤強強化化等等のの支支援援  

（１）市民活動団体等の組織運営力等の向上支援 

 市民活動団体等の組織運営力、事業開発力、資金調達力等の向上に資する講座

等を実施することで、市民活動団体等の抱える課題の解決や基盤強化を支援し

ます。 

（２）中間支援組織の機能強化支援 

 市民活動団体等の活動を支える公設の市民活動支援センターや民間の市民活動

支援組織への情報提供や研修等の機会を通じて、各地域の中間支援組織の機能

充実を支援します。 

 中間支援組織同士の情報交換・意見交換の機会を提供することで、中間支援組

織間の事例共有、ネットワーク機能の強化を支援します。 

（３）民が民を支える仕組みの普及・支援 

 地域の様々な主体の有する地域資源を市民活動団体等に橋渡しをする仕組みの

普及や、寄付を促進する活動の支援を行います。 
 

 ＜行動計画の成果を表す指標＞ 

目標項目 現状 目標 

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 

２３．４％※１ 

（平成２６年度） 

２７．５％ 

（平成２９年度） 

寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の割

合 

５８．２％※２ 

（平成２６年度） 

６５．０％ 

（平成２９年度） 

 

 

 

 

          
１ 第４８回県政に関する世論調査結果（平成２６年度）より 

２ 千葉県ＮＰＯ法人実態調査結果（平成２６年度）より 
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 Ⅲ 推進体制 

 

 

 
Ⅲ 推進体制                             
 

千葉県県民活動推進懇談会設置要綱に基づき県民活動の推進に当たり、市民活動団体

等、関係する各分野の立場からの意見や助言等を広く求めるため、外部委員で構成され

る「千葉県県民活動推進懇談会」と、県の横断的組織である「千葉県県民活動推進会議」

を設置し、両者の連携・協力のもと、全庁的に計画を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１  千千葉葉県県県県民民活活動動推推進進懇懇談談会会（（平平成成１１５５年年３３月月設設置置））  

(1) 千葉県県民活動推進懇談会      （資料１－１ 推進懇談会委員名簿参照） 

千葉県県民活動推進計画では、県民活動の推進に当たり、各分野の専門的な見地

から幅広く意見や助言・協力等を求めるとともに、県民・市民活動団体と県行政が

協働して事業を進めるため、千葉県県民活動推進懇談会を設置しています。 

 

委員会は、有識者、市民活動団体関係者、企業、市町村の関係者１０名の委員で

構成されています。               〔平成２７年度 ３回開催〕 

千葉県県民活動推進会議 

県民・市民活動団体・企業・市町村等 

千葉県県民活動推進懇談会 
連携・協力 

 
意見交換 

情
報
・意
見
交
換 

県民・市民活動団体と県行政が協働で

施策を推進するための組織 

 

構成：市民活動団体関係者、社会福祉  

協議会、企業関係者、学識経験

者、市町村 

幹事会 

県民活動に関する施策を県行政で円滑

に進めるための組織 

 

会長：環境生活部長 

構成：庁内各部局次長級 

幹事長：環境生活部次長 

構 成：庁内各部主管課長 

・県民活動に対する理解の促進 

・市民活動団体との協働の推進 

幹事会 

パートナーシップ推進員会議 

県
民
生
活
・文
化
課 

平成27年度 千葉県県民活動推進体制 
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Ⅲ 推進体制

 

 

 

(2) 千葉県県民活動推進懇談会幹事会 （資料１－２ 推進懇談会幹事会委員名簿参照） 

千葉県県民活動推進懇談会幹事会は、県民活動の推進について具体的な検討などを

行うために、必要があるときは設置できることになっていますが、平成２７年度につ

いては、設置しませんでした。 

 

 

２２  千千葉葉県県県県民民活活動動推推進進会会議議（（平平成成１１５５年年４４月月設設置置））  

(1) 千葉県県民活動推進会議    （資料１－２ 推進会議委員名簿参照） 

県民活動に関する施策を県行政で円滑に進めることを目的として、千葉県県民活動

推進会議を設置しています。 

環境生活部長を会長、各部の次長等を構成員とし、千葉県県民活動推進委員会と協

力し、市民活動団体及び推進計画に対する理解の促進、全庁的な取組みなどを推進し

ています。                    〔平成２７年度 開催なし〕 

 

(2) 千葉県県民活動推進会議幹事会  （資料１－２ 推進会議委員名簿参照） 

推進会議の円滑な運営を図るため、推進会議の下に幹事会を設置しています。 

環境生活部次長、各部主管課長等を構成員とし、推進会議から付議された事案を調

査検討及び調整します。              〔平成２７年度 開催なし〕 

 

(3) パートナーシップ推進員会議   （資料１－３ 推進員会議構成課参照） 

パートナーシップ型行政を推進するため、推進会議の下にパートナーシップ推進員

会議を平成 18 年 6 月から設置しています。 

市民活動団体・ボランティア関連事業（協働事業）を実施している庁内担当課職員

及び各部主管課政策室担当職員を「パートナーシップ推進員」とし、パートナーシッ

プ推進員会議を通して情報を共有し、各部署が共通の認識を持って連携協力を図りな

がら、庁内が一体となってパートナーシップ型行政を推進していきます。 

〔平成２７年度 ３回開催〕 
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Ⅳ  本 編 

     平成２７年度実施事業の 

概要及び実施結果 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果           

平成２７年度は、計画の初年度として、３つの施策の方向性と８つの行動計画に

沿って、以下のとおり事業を推進することとしました。 

「１ 県民活動への理解や参加の促進」については、本県のボランティア活動へ

の参加割合が少ない状況であることから、多くの県民が参加機会を得られるよう、

活動体験の場と機会を提供するとともに、ボランティアに関する情報の収集、発信

に力を入れます。 

「２ 地域の様々な主体と市民活動団体等の連携・協働の促進」については、具

体的な協働事例について、ちばコラボ大賞や協働ガイドブックなどにより、様々な

主体間での共有、普及を図っていきます。また、市町村行政の協働の取組に対して

情報提供や専門家派遣などの側面支援を行っていきます。 

「３ 市民活動団体等の基盤強化等の支援」については、市民活動団体等の活動

が安定的、継続的に行われるよう、資金調達力、組織運営力の向上等をテーマにし

た講習会を行います。また、中間支援組織間ネットワークの連携充実や、スタッフ

のスキルアップのための研修会などにより、民が民を支える環境整備を図ります。 

各事業の実施結果等は１８ページ以降に示すとおりです。 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 
 

 

 

施策の
方向性

行動計画 No 事　業　名 再掲 担当所属 達成度

1 千葉県ホームページでの情報発信 県民生活・文化課 ◎

2 NPO・ボランティア情報マガジンの配信 県民生活・文化課 ◎

3 県民活動情報オフィスの運営 県民生活・文化課 ○

4 県民活動普及啓発イベントの実施 県民生活・文化課 ◎

5 県民活動ＰＲ月間の実施 県民生活・文化課 ◎

6 出前説明会等の実施 県民生活・文化課 △

7 法人化説明会の実施 県民生活・文化課 ◎

8 若い世代の参加促進を図る広報啓発と防犯ボランティア事業  警察本部生活安全総務課 -

9 自主防犯ボランティア団体の普及及び協働・支援事業  警察本部生活安全総務課 -

10 ボランティア活動への参加促進 県民生活・文化課 ◎

11 ボランティアセンター・市民活動支援センター等研修会及び交流会の開催 県民生活・文化課 ○

12 地域と連携した福祉教育の推進 健康福祉指導課 ○

13 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 ○

14 高校生のためのボランティア体験講座   教育庁さわやかちば県民プラザ ◎

15 ボランティア入門講座   教育庁さわやかちば県民プラザ ◎

16 ボランティアスキルアップ講座   教育庁さわやかちば県民プラザ ◎

17 協働によるコミュニティづくりの普及・促進 県民生活・文化課 ◎

18 ちばコラボ大賞 県民生活・文化課 ○

19 千葉県男女共同参画社会づくり民間団体交流会議ネットワーク会議 男女共同参画センター ◎

20 地域福祉フォーラムの設置・活動の促進 健康福祉指導課 ○

21  コンビニ防犯ボックス設置等事業 生活安全課 ◎

22 環境講座開催事業 環境研究センター ◎

23 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 経済政策課 ◎

24 法人の森事業（法人の森協定） 森林課 ◎

25 里山活動の支援 森林課 ◎

26 若い世代の参加促進を図る広報啓発と防犯ボランティア事業 （再掲）  警察本部生活安全総務課 -

27 自主防犯ボランティア団体の普及及び協働・支援事業 （再掲）  警察本部生活安全総務課 -

28 千葉県警察学生サポーター「ＣｈｉＰＳＳ」活動  警察本部少年課（少年センター） -

29 少年補導員・少年指導員活動  警察本部少年課（少年センター） -

30 災害時外国人サポーター養成講座 国際課 ○

31 通訳ボランティア養成事業 国際課 △

32 災害対策コーディネーターの養成 防災政策課 ◎

33 災害対策コーディネータースキルアップ講座 防災政策課 ◎

34 コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）育成事業 健康福祉指導課 ◎

35 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 △

36 食生活改善推進員研修事業 健康づくり支援課 ◎

37 がん検診推進員育成講習会事業 健康づくり支援課 ◎

38 精神保健福祉ボランティア育成事業 障害福祉課 ◎

39 外国語観光ボランティアガイド養成講座開催事業 観光企画課 ○

40 ちば食育ボランティアの活動支援 安全農業推進課 ○

41 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 教育庁生涯学習課 ◎

42 放課後子供教室推進事業 教育庁生涯学習課 ◎

43 「読み聞かせボランティア入門講座」の開催 教育庁中央図書館 ◎

44 市町村と市民活動団体との連携促進事業 県民生活・文化課 △

45 学校と市民活動団体との連携促進事業 県民生活・文化課 ◎

46 県・市町村推進会議の開催 県民生活・文化課 ◎

47 協働推進研修会の開催 県民生活・文化課 ◎

48 パートナーシップ推進員会議の開催 県民生活・文化課 ◎

（１）市民活動団体等の組
織運営力等の向上支援

49 市民活動マネジメント事業 県民生活・文化課 ○

50 ボランティアセンター・市民活動支援センター等研修会及び交流会の開催 （再掲） 県民生活・文化課 ○

51 市民活動支援組織ネットワークによる中間支援組織の機能向上と連携強化 県民生活・文化課 ◎

（３）民が民を支える仕組み
の普及・支援

52 民が民を支える仕組みの普及・支援 県民生活・文化課 ◎

３
　
市
民
活
動
団
体

　
　
等
の
基
盤
強
化

等
の
支
援

（２）中間支援組織の機能
強化支援

千葉県県民活動推進計画　平成27年度実施事業一覧

1
　
県
民
活
動
へ
の
理
解
や
参
加
の
促
進

（１）県民活動の普及啓発
の推進

（２）県民活動を体験する機
会の提供

２
　
地
域
の
様
々
な
主
体
と
市
民
活
動
団
体
等
の
連
携
・
協
働
の
促
進

（１）地域コミュニティにおけ
る様々な主体の連携・協働
の推進

（３）市民活動団体等と県行
政・市町村行政の協働の推
進

（２）地域コミュニティの活性
化を支える連携を担う人材

づくり
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

■各事業の概要及び実施結果の記載について 
 

次頁以降では千葉県県民活動推進計画に位置付けられた事業を施策の柱ごとに整

理し、施策の柱ごとの「実施状況」、「成果指標」、「今後の課題」や、各事業ごとの「事

業名」、「事業概要」、「実施目標」、「実施結果」、「評価」、「達成度」を記載しています。 

 

 
＜各事業の概要及び実施結果＞ 

１１  県県民民活活動動へへのの理理解解やや参参加加のの促促進進  

 

 

 

 

【事業の実施状況】 

県民のボランティア活動への理解と参加の促進を図るため、市民活動団体のステー

ジ発表や展示ブースなどによる「県民活動普及啓発イベント」を実施したほか、ボラ

ンティア活動について理解を深め、体験もできる「ボランティア参加促進事業」を県

内各地で実施しました。また、多くの県民の主体的な参加を促す環境づくりとして、

「県民活動 PR 月間を活用した市町村等への広報支援」、「メールマガジンの発行」や

「ホームページでの情報発信」など各種普及啓発事業を行いました。全体として年度

当初に予定した内容及び目標については、概ね達成することができました。 

   
 （１）県民活動の普及啓発の推進  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

1 
千葉県ホームページ

での情報発信 
〔県民生活・文化課〕 

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」において、NPO 法

人情報及び県の NPO・ボランティア関連施策

情報、民間団体からの助成情報等を掲載する。 
また、ボランティア関連情報のページに、各種

ボランティアの募集情報や東京オリンピッ

ク・パラリンピック関連情報、災害ボランティ

ア関連情報等を掲載する。 

千葉県 NPO・ボ

ランティア情報

ネット」 
関連ページビュ

ー数 350,000 件 

2 
NPO・ボランティア

情報マガジンの配信 
〔県民生活・文化課〕 

NPO・ボランティア活動関連の各種事業やイベ

ントなどの情報を随時配信する。また、県民活

動に関する様々なトピックスや各種イベント

のレポート記事などを掲載するニュースレタ

ーも月 1 回同時配信する。 

年 24 回 
（月 2 回）配信 

 活動に関する情報の不足が参加を妨げている要因となっている現状等を

踏まえながら、様々な形で広報・普及啓発を行うだけでなく、より多くの

県民が参加機会を得られるよう、活動体験の場と機会の提供、適切な情報

発信に努めます。 

事業の実施状況 

各事業の実施結果を記載

しています。見開き横一列

で一つの事業の説明にな

っています。 

施策の柱ごとの主な事業

の実施結果を記載してい

ます。 

各事業の実施結果 

施策の方向性 

施策の方向性と、その実現

ために必要なことを表し

ています。 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

 

 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民活動団体、ボランティア

活動に関心がある人の割合 ５３．６％※１ 
５９．０％ ６４．５％ ７０．０％ 
４３．６％ 

（－１０．０％）   

ボランティア活動に参加し

たことのある人の割合 １８．３％※２ 
２０．５％ ２２．７％ ２５．０％ 
３７．２％ 

（＋１８．９％）   

※１ 参考指標として、「市民活動団体の活動を知っている人の割合」を掲載（第４８回県政に関する世論調査結果よ

り） 
※２ 第４８回県政に関する世論調査結果より 

 
【今後の課題】 

成果指標については、「市民活動団体、ボランティア活動に関心がある人の割合」

が減少し、一方で「ボランティア活動に参加したことがある人の割合」は増加しまし

た。この 2 つの成果指標については、今年度より指標を測定する際の質問の内容を一

部変更したため、今後の数値の動向を見ながら状況を判断する必要がありますが、地

域包括ケアシステムの構築や東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催などに

向けて、県民活動に対する関心は今後高まってくることが予想されます。そのため、

県民活動に関する情報の収集、発信の強化を進めながら、県民活動への興味関心を実

際の活動につなげていくための環境の整備等を進めていく必要があります。 
 

実施結果 評価 達成度 

【アクセス件数】 

○県ホームページ（「千葉県ＮＰＯ・ボランテ

ィア情報ネット」関連ページ）ページビュー

数：914,457 件  

【情報発信件数】 

○民間団体等からの助成情報 99 件 

○千葉県が募集しているボランティア情報 

23 件 

 目標の関連ページビュー数については、目標を

達成することができました。 

また、アクセス件数の多いものをページ上部に

することで、スマートフォンでも必要なページに

アクセスしやすくなりました。 

 今後も民間団体等の助成情報や各種ボランテ

ィアに関する情報等を随時更新するなど、充実し

た情報発信に努めていきます。 

◎ 

配信数：24 回 

内 容：研修会、講座、イベント情報、助成金

等募集情報など。月末の配信時には「市民活動

支援センター訪問記」などの記事を掲載した

「ちばNPO・ボランティア活動ニュースレター」

を同時配信する。 

メールマガジン会員数：2,341 名 

メールマガジンについては、月に 2回のペース

で配信し、目標を達成しました。 

ニュースレターについては、市民活動支援セン

ターへの取材記事や、日本政策金融公庫の方から

寄稿いただいた資金調達に関する記事を掲載す

る等、読者の興味をひくことのできるような内容

にする工夫を行いました。今後もメールマガジン

やニュースレターの読者を増加させるため、内容

の見直しや広報を進めていきます。 

◎ 

事業の実施結果や成果指標

の推移を踏まえて、今後の方

向性について記載していま

す。 

施策の柱ごとの成果を数

値で表しています。 

成果指標 

今後の課題 

達成度 

・目標を達成＝◎ 

・目標を概ね（70％以上） 

達成＝○ 

・目標を未達成＝△ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

＜各事業の概要及び実施結果＞ 

  

１１  県県民民活活動動へへのの理理解解やや参参加加のの促促進進  
 

 

 

 
 
 

【事業の実施状況】 

県民のボランティア活動への理解と参加の促進を図るため、市民活動団体のステー

ジ発表や展示ブースなどによる「県民活動普及啓発イベント」を実施したほか、ボラ

ンティア活動について理解を深め、体験もできる「ボランティア参加促進事業」を県

内各地で実施しました。また、多くの県民の主体的な参加を促す環境づくりとして、

「県民活動 PR 月間を活用した市町村等への広報支援」、「メールマガジンの発行」や

「ホームページでの情報発信」など各種普及啓発事業を行いました。全体として年度

当初に予定した内容及び目標については、概ね達成することができました。 

   
 （１）県民活動の普及啓発の推進  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

1 
千葉県ホームページ

での情報発信 
〔県民生活・文化課〕 

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」において、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

体からの助成情報等を掲載する。 
また、ボランティア関連情報のページに、各種ボラ

ンティアの募集情報や東京オリンピック・パラリン

ピック関連情報、災害ボランティア関連情報等を掲

載する。 

千葉県 NPO・ボ

ランティア情報

ネット」 
関連ページビュ

ー数 350,000 件 

2 
NPO・ボランティア

情報マガジンの配信 
〔県民生活・文化課〕 

NPO・ボランティア活動関連の各種事業やイベン

トなどの情報を随時配信する。また、県民活動に関

する様々なトピックスや各種イベントのレポート

記事などを掲載するニュースレターも月 1 回同時

配信する。 

年 24 回 
（月 2 回）配信 

 活動に関する情報の不足が参加を妨げている要因となっている現状等を

踏まえながら、様々な形で広報・普及啓発を行うだけでなく、より多くの県

民が参加機会を得られるよう、活動体験の場と機会の提供、適切な情報発信

に努めます。 
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Ⅳ－１（１）県民活動の普及啓発の推進 
 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民活動団体、ボランティア

活動に関心がある人の割合 
５３．６％※１ 

５９．０％ ６４．５％ ７０．０％ 
４３．６％ 

（－１０．０％）   

ボランティア活動に参加した

ことのある人の割合 
１８．３％※２ 

２０．５％ ２２．７％ ２５．０％ 
３７．２％ 

（＋１８．９％）   

 ※１ 参考指標として、「市民活動団体の活動を知っている人の割合」を掲載（第４８回県政に関す
る世論調査結果より） 

※２ 第４８回県政に関する世論調査結果より 
 

【今後の課題】 

成果指標については、「市民活動団体、ボランティア活動に関心がある人の割合」

が減少し、一方で「ボランティア活動に参加したことがある人の割合」は増加しまし

た。この 2 つの成果指標については、今年度より指標を測定する際の質問の内容を一

部変更したため、今後の数値の動向を見ながら状況を判断する必要がありますが、地

域包括ケアシステムの構築や東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催などに

向けて、県民活動に対する関心は今後高まってくることが予想されます。そのため、

県民活動に関する情報の収集、発信の強化を進めながら、県民活動への興味関心を実

際の活動につなげていくための環境の整備等を進めていく必要があります。 
 

  

実施結果 評価 達成度 

【アクセス件数】 

○県ホームページ（「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報

ネット」関連ページ）ページビュー数：914,547 件  

【情報発信件数】 

○民間団体等からの助成情報 99 件 

○千葉県が募集しているボランティア情報 23 件 

 目標の関連ページビュー数については、目標を

達成することができました。 

また、アクセス件数の多いものをページ上部にす

ることで、スマートフォンでも必要なページにアクセ

スしやすくなりました。 

 今後も民間団体等の助成情報や各種ボランティ

アに関する情報等を随時更新するなど、充実した

情報発信に努めていきます。 

◎ 

配信数：24 回 

内 容：研修会、講座、イベント情報、助成金等募集

情報など。月末の配信時には「市民活動支援センタ

ー訪問記」などの記事を掲載した「ちばNPO・ボランテ

ィア活動ニュースレター」を同時配信する。 

メールマガジン会員数：2,341 名 

メールマガジンについては、月に 2 回のペースで

配信し、目標を達成しました。 

ニュースレターについては、市民活動支援センタ

ーへの取材記事や、日本政策金融公庫の方から寄

稿いただいた資金調達に関する記事を掲載する

等、読者の興味をひくことのできるような内容にする

工夫を行いました。今後もメールマガジンやニュー

スレターの読者を増加させるため、内容の見直しや

広報を進めていきます。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

3 

県民活動情報オフィ

スの運営 

〔県民生活・文化課〕 

県庁本庁舎 2階の「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

時の各種相談、NPO・ボランティア関連情報の提

供、ミーティングルーム等の貸出等のサービスを

提供する。 

オフィス利用者数 

1,500 名 

4 

県民活動普及啓発イ

ベントの実施 

〔県民生活・文化課〕 

様々な分野のボランティア活動の紹介やボラン

ティアとの交流ができる県民活動普及啓発イベ

ントを開催する。また、各種行事への出展により

広報啓発を実施する。 

啓発イベント 

1 回 

各種行事への出展 

3 回 

5 

県民活動ＰＲ月間の

実施 

〔県民生活・文化課〕 

ＮＰＯ法施行日である 12 月 1 日前後の 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、活動への参加に繋がるようなイベントを行

う市町村や市民活動団体へ広報支援を行う。 

ちば県民活動ＰＲ

月間賛同行事 20

件 

6 
出前説明会等の実施 

〔県民生活・文化課〕 

ＮＰＯやボランティアの基礎知識、県の施策状況

などについての説明会を県内各地に赴き、実施す

る。 

参加者数 

1,000 人 
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Ⅳ－１（１）県民活動の普及啓発の推進 
 

  

実施結果 評価 達成度 
オフィス利用状況  県民活動情報オフィス利用者数は、昨年度と比較

して増加しており（前年度利用者１，２５４名）、目標

を概ね達成しました。 

 今後も、オフィス機能の見直しや強化について検

討するとともにオフィスの利用促進に向けて、県ホ

ームページや各種研修会等で広報を行っていきま

す。 

○ 

○ＮＰＯ法人等の各種相談  

○情報検索等窓口対応 

○電話問合せ等対応  

○ミーティングスペース利用 

            計 

６６０名 

３９３名 

１２２名 

１８４名 

１，３５９名 

①ちば県民活動フェスティバル 2015 

 企画提案による業務委託で実施 

ちば県民活動フェスティバル 2015「笑顔がステキ 

～”好き”からはじめるボランティア～」 

 受託者「ちば NPO 協議会」 

 日時:12 月 5 日（土）12 時～16 時 

 会場:ららぽーと TOKYO-BAY 北館 1 階中央広場 

 概要：県民活動の魅力を伝えるステージ発表 

県民活動紹介コーナー 

来場者によるメッセージボードの作成 等 

参加者 約 2,300 人 

②その他の広報 

 県及び他団体の開催する行事に出展し、クイズや 

アンケートを実施。 

 県民の日中央行事 6 月 14 日（日）参加者 638 名 

 エコメッセ    9 月 23 日（水）参加者 523 名 

 印旛沼流域環境・体験フェア 10 月 24 日(土) 

参加者 307 名 

①県民活動普及啓発イベントの開催回数について

は、目標を達成しました。当日は約２，３００名という

多くの方の参加があり、ステージ発表や展示ブース

などを通して県内の団体の活動を紹介することが出

来ました。 

 参加した団体からは「活動を知ってもらうために必

要なことを考えるきっかけになった」、「多様な人脈

による様々な知恵を持ち寄ったことが来場者の共感

につながった」「イベントをきっかけに広がったネット

ワークや有意義な経験を今後の活動に活かしたい」

などの意見を頂くことができました。 

②イベントへの出展については、県民の日中央行

事、エコメッセ及び印旛沼流域環境・体験フェアの

3 行事に出展し広報・アンケート等を行い、目標を

達成しました。 

今後も様々な機会を活用して県民活動の広報活

動を進めていきます。 

◎ 

ちば県民活動ＰＲ月間の趣旨に賛同する行事とし

て、様々な市町村や市民活動団体等の民間団体が開

催するイベントに対して、普及啓発グッズの提供や県

HP への掲載などを通した広報支援を実施。 

実施：18 市町 5 団体 

 賛同行事は市町村 18 件、市民活動団体 5 件、計

23 件と目標を達成できました。 

 今後はより多くの参加者に市民活動団体につい

て理解を深めていただくとともに、継続的な市民活

動・ボランティア活動につなげていくための工夫が

必要です。 

◎ 

開催件数 ７件 

延べ参加者数 １３９名 

Ｈ２７年度から生涯大学校での出前講座がな

くなったため、昨年度（２３件、９５４名）よ

りも低い実績での開催となりました。 

今後は市町村や市民活動支援センター等と連

携し、出前説明会の活用を呼び掛けるとともに、

説明内容を充実させていきたいと考えます。 

△ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

7 
法人化説明会の実施 

〔県民生活・文化課〕 

NPO 法人格の取得を検討している方を対象に、NPO

法人制度や設立手続についての説明会を千葉市と

共催で月 1回開催する。また、うち 4回は夜間に開

催する。 

開催回数：12回 

8 

若い世代の参加促進

を図る広報啓発と防

犯ボランティア事業

〔警察本部生活安全

総務課〕 

自主防犯活動に意欲のある若い世代（県内の大学な

どに在籍、または県内に在住、もしくは在勤する

16 歳以上 30 歳未満）により若手防犯ボランティア

グループ「ブルー・スターズ」を結成し、自主防犯

活動への参加・取組による若年層の防犯意識や規範

意識の向上を図るほか、地域における絆の強化を図

る。また、若年層等による自主防犯活動の一層の活

性化のための広報啓発を実施する。 

若い世代の防犯

意識や規範意識

の向上を図る。 

9 

自主防犯ボランティ

ア団体の普及及び協

働・支援事業 

〔警察本部生活安全

総務課〕 

県内で活動する自主防犯ボランティア団体に対し

て、地域の防犯情報を提供するほか、警察官との合

同パトロールを実施する。その他、自主防犯ボラン

ティアの活動の活性化を図るため、県下各署におい

て、自主防犯パトロール隊や町会等を対象に防犯講

話や情報交換会を開催する。さらに、自主防犯ボラ

ンティアへの参加促進等を図るため、広報啓発活動

を行う。 

自主防犯活動団

体に対して、防犯

講話や情報交換

を通じて、支援を

推進する。 
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Ⅳ－１（１）県民活動の普及啓発の推進 
 
 

実施結果 評価 達成度 
平成２８年３月末時点で１２回開催し、参加者は

合計で１７３人となりました。内訳は次のとおり

です。 

月に１度開催しており、目標を達成しまし

た。 

今後も、法人格取得を目指す人々の県民活動

への理解・参加を促進するために、個別の相談

にも随時対応し、法人化説明会等の内容を充実

させていく必要があります。 

◎ 

（内訳） 

第１回( 4 月 9日） 

第２回(5月 14 日） 

第３回(6月 11 日） 

第４回(7月 9日） 

第５回(8月 13 日） 

第６回(9月 10 日) 

第７回(10 月 8日)  

第８回(11 月 12 日)  

第９回(12 月 10 日)  

第１０回(1 月 14 日） 

第１１回(2 月 10 日) 

第１２回(3 月 10 日) 

 

１１人 

１７人 

１７人 

２１人 

１７人 

１４人 

１２人 

５人 

１３人 

１１人 

１９人 

１６人 

 県内外各地で実施された防犯キャンペーンや研

修会に「ブルー・スターズ」の会員が延べ１４回

５９人が参加した。また、平成２７年度中に新規

会員２４人が入会した。 

・密輸防止キャンペーン（成田市） 

・痴漢防止キャンペーン（船橋市） 

・ロックの日（千葉市） 

・次世代ボランティアリーダー研修会（東京都） 

・薬物乱用防止キャンペーン（千葉市） 

・振り込め詐欺広報用名称お披露目式（八千代市） 

・警察ふれあいフェスタ（千葉市） 

・ブルー・スターズ研修会（県警本部） 

・読売防犯デー（習志野市） 

・歳末警戒出動式（千葉市） 

・電話 de詐欺撲滅キャンペーン（千葉市） 

・ヤング防犯ボランティア交流大会（千葉市） 

・よくし隊レディ犯罪防止キャンペーン（千葉市） 

・ブルー・スターズ総会（千葉市） 

 県内外各地で開催された防犯キャンペーン

や研修会に「ブルー・スターズ」の会員が参加

したことにより、若年層の防犯意識や規範意識

の向上が図られた。今後は、新規会員の更なる

増加を目指すとともに、会員による自主的な運

営、県内外の他団体との交流を図ることが課題

である。 

新規会員が

増加し、各

種イベント

において活

躍した。 

 自主防犯ボランティア団体の普及や活動の活性

化等を図るため、次の活動を実施した。 

・警察官との合同パトロール 2,645 件 

・防犯講話 5,166 回 

・広報啓発キャンペーン 842 回 

（いずれも数値は平成 27年中） 

 合同パトロール、防犯講話等の実施により、

自主防犯ボランティア団体の活動の活性化が

図られた。自主防犯ボランティア団体を構成す

る者の高齢化が進んでおり、若い世代の参加促

進を図ることが課題である。 

自主防犯団

体に対し、

防犯講話や

情報提供を

通じて、そ

の活動を支

援を推進し

た。 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
 
（２）県民活動を体験する機会の提供 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

10 

ボランティア活動へ

の参加促進 

〔県民生活・文化課〕 

県全体のボランティア活動の推進を図るため、地域

の人材の掘り起こしとともに、体験等を通した地域

のボランティア活動への参加のきっかけづくりを

行う事業を実施する。 

３事業の実施 

11 

ボランティアセンタ

ー・市民活動支援セ

ンター等研修会及び

交流会の開催 

〔県民生活・文化課〕 

県社会福祉協議会等との連携のもと、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

のスタッフの研修及び情報共有の場として、研修

会・交流会を開催する。 

開催回数：１回  

参加人数 ５０

名 
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Ⅳ－１（２）県民活動を体験する機会の提供 
 
  

 
 

 

実施結果 評価 達成度 

企画提案による業務委託で実施 

応募団体 6 団体、採択団体 3 団体 

 

①鴨川市社会福祉協議会 

「ハッピー・ボランティア 2015」 

防災ボランティアに関する講演及び 

防災体験イベント 

9 月 27 日（日）実施 参加者約 200 名 

 

②特定非営利活動法人 

ディープデモクラシー・センター 

「チーボラ大作戦」  

(1)ボランティアコーディネーションに関する講座 

7 回開催、参加者 114 名 

(2)ボランティア体験 

1 月 30 日（土）～2 月 14 日（日）実施 

参加者 15 名 

 

③特定非営利活動法人生涯学習応援団ちば 

「2020 ちばおもてなし隊ファーストステージ」～2015

おもてなし活動  

その成果と支援のあり方について～ 

 

高校生ボランティアが参加したおもてなし活動の事

例発表及びパネルディスカッション 

12 月 12 日（土）実施、参加者 82 名 

 事業の実施数については、目標を達成しました。

各事業について 

①「ハッピー・ボランティア 2015」では、東日本大震

災の被災地のドキュメンタリー映画の上映、被災され

た方による講演等があり、防災やボランティアについ

ての理解を深めるイベントとなりました。 

②「チーボラ大作戦」では、ボランティアコーディネー

ションに関する講座が行われ、ボランティアの特徴、

人が集まるボランティア組織をどう作るのか、ボランテ

ィアコーディネーターの役割等を学び、参加者にとっ

て気付きの多い、また実践的な講座となりました。そ

の後、Ｗｅｂサービスを使ったボランティア参加希望者

と市民活動団体とのマッチングを経て、ボランティア

体験が行われ、参加者からは、参加したボランティア

活動を今後も継続していきたいとの声もあり、ボランテ

ィアの参加促進に繋がるものとなりました。 

③2020 年のオリンピックイヤーに向け、高校生をはじ

めとした若い世代の方々を対象に講演会を行い、特

に若者にとって、行動することの大切さや、おもてなし

活動への理解を深めるイベントとなりました。 

 今後はより多くの団体に応募してもらえるよう、また

各事業の参加者を増やせるよう、広報について工夫

する必要があります。 

◎ 

日時 平成 27 年 10 月 8 日（木）13 時 15 分～17 時 

場所 千葉市ビジネス支援センター13 階会議室  

参加者 38 名 

内容  

・第１部：基調講演  

テーマ 「中間支援組織には何が求められているのか」 

   講 師  安藤雄太 氏 

 （東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー） 

・第２部：ワークショップ 

    テーマ「市民の活動のステップアップに向けて 

          ～助成金申請とセンターの役割～」 

 参加人数については、目標を概ね達成しました。 

 研修内容については、アンケート回答者２４名のう

ち、基調講演については２３名が、ワークショップにつ

いても２２名が「大変よかった」「よかった」と回答して

おり、好評を得ることができました。 

 基調講演では、中間支援組織の意義と現状、機能

について再確認することができ、ワークショップでは、

ＮＰＯ等への支援の方法について実践的に学ぶこと

ができ、ボランティアセンター、市民活動支援センタ

ー双方のスタッフにとって有意義な研修会となりまし

た。 

 今後はより多くのセンタースタッフに参加してもらえ

るよう内容の検討などを行い、中間支援組織の機能

充実に向けた支援を進めていきます。 

○ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

12 

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 

・小・中・高校を対象に福祉教育推進校を指定 

・福祉教育研究県大会及び福祉教育推進員養成研修

を実施する。 

・新たな推進校の

指定 

・福祉教育研究県

大会の開催 

・福祉教育推進員

養成研修の実施 

13 

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千葉県ボ

ランティア・市民活動センターの運営や研修事業を

補助する。 

・千葉県ボランテ

ィア・市民活動セ

ンターの運営事

業補助 

・研修事業補助

（ ボ ラ ン テ ィ

ア・市民活動コー

ディネーター研

修、リーダー研

修、新たな担い手

育成セミナー） 
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Ⅳ－１（２）県民活動を体験する機会の提供 
 
  

 
 

 

実施結果 評価 達成度 
・平成 27年度指定校 

 小学校 8校、中学校 6校、高等学校 5校 

・福祉教育研究県大会 8/19 開催 参加者 273 名 

・福祉教育推進員養成研修 

 実施日 4/21，7/30，8/5，8/19，8/25 

 修了者 37 名 

例年２０校程度、福祉教育推進指定校を指

定し、地域で一体となった取組を行ってい

る。近年、学校の統廃合による減少等により、

地域の小・中・高等学校が一体となった取組

が難しくなってきており、どのように取り組

んでいくのかが課題である。 

○ 

・平成２７年度ボランティアリーダー研修 

テーマ：地域福祉活動の基本と実際 

講師：作新学院大学女子短期大学部幼児教育科 

教授 坪井 真 氏 

場所：松戸市総合福祉会館、九十九里町中央公民館 

印西市総合福祉センター、館山市コミュニティセン 

ター、介護予防センターいきいきプラザ 他 

7/21 参加者 42 名、8/7 参加者 65 名 

9/8  参加者 34 名、12/4 参加者 35名 

2/2   参加者 26 名 

 

・平成２７年度市町村社会福祉協議会地域福祉・ 

ボランティア担当者研修会 

テーマ：地域福祉政策の再編成と社協が直面する 

課題について 他 

講師：千葉県社会福祉協議会地域推進部長 

川上 浩嗣 氏 他 

場所：千葉県社会福祉センター 

9/17 参加者 30 名 

 

・平成２７年度千葉県学生ボランティアとか超会議  

出会い！交流！実践！ 

～新たな自分を探しに行こう～ 

内容：学生が主体となって活動する団体の活動 

発表・質疑応答・ワークショップ 

場所：千葉大学 

参加者 87名 

ボランティアリーダー研修や大学生等の

若者を対象とした会議等を実施したことに

より、ボランティアリーダーの育成やボラン

ティア活動への参加を推進することができ

た。 

○ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

14 

高校生のためのボラン

ティア体験講座 

〔さわやかちば県民プ

ラザ〕 

ボランティア活動に関心のある千葉県内の高等学

校に在学している者を対象に様々な分野のボラン

ティアについての講義と演習を実施する。 

開催日数６日間 

実習７時間以上 

50 名 

15 

ボランティア入門講座 

〔さわやかちば県民プ

ラザ〕 

ボランティアを始めたいと思っている方や興味の

ある方を対象に、ボランティアの基本や身近にでき

るボランティアについて学ぶ講座を開催する。 

開催回数１回 

参加数３０人 

16 

ボランティアスキルア

ップ講座 

〔さわやかちば県民プ

ラザ〕 

ボランティア活動者及び，ボランティア活動に関心

のある方を対象に，ボランティア活動に不可欠なコ

ミュニケーション力向上とネットワークづくりを

図る講座を開催する。 

開催回数１回 

参加数５０人 
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Ⅳ－１（２）県民活動を体験する機会の提供 
 

 

実施結果 評価 達成度 
6/20 第１回 ボランティアの心構え、保育ボランティア 

講師：ボランティアセンター、保育園 参加者：48 名 

6/27 第２回 環境ボランティア、福祉ボランティア 

講師：花王株式会社、国土交通省関東運輸局千葉 

運輸支局、柏市社会福祉協議会 参加者：45 名 

7/12 第３回 知的障害のある方との交流、 

認知症について 

講師：野田特別支援学校、柏市保健福祉部 参加者：45 名 

7/23 第４回 共生について学ぶ体験実習 

講師：職員、福祉施設 参加者：49 名 

9/19 第５回 災害時のボランティア、国際ボランティア 

講師：自衛隊千葉地方協力本部、JSC 参加者：36 名 

9/27 実践発表 参加者：37 名 

会場：体験実習以外さわやかちば県民プラザ 

参加者：のべ 260 名 

生涯学習およびボランティアに関する理

解については、目標を達成することができま

した。 

参加率 86.6％。 

 今後も高校生にとって更に魅力のある講

義・実習を組み込んでいくとともに、学校行

事との調整を図っていきます。 

◎ 

6/27  

第一部 ボランティアの心構え、 

個人でできるボランティア 

第二部 環境講座「水」 

講師：花王株式会社職員 

会場：さわやかちば県民プラザ 参加者：17 名 

「ボランティアの基本」や「身近にできるボ

ランティアについて学ぶ」については、多く

の参加者から「ボランティアに対する考え方

がわかった」という感想があり、目標を概ね

達成することができました。参加率 56%。 

今後は、「これまでにボランティアの体験

がない方」の参加を増やしていくため広報活

動を展開していきます。 

◎ 

3/6 

テーマ「新しい価値観を創造する」 

会場：さわやかちば県民プラザ 

講師：東京藝術大学美術部特任助教伊達達矢氏 

参加者：２４名 

「主体的に関わること」「お互いに学びあう

こと」などを改めて確認するためにワークシ

ョップも交えて学び、受講者からは「自分の

ため、他人のためにどのような手助けができ

るか、考えさせてもらった。」、「今後何らか

の活動に参加していきたいと考えている。」

などの声があがった。参加率 77％ 

今後は、ボランティア経験者の交流の場を

大切にしていきます。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

２２  地地域域のの様様々々なな主主体体とと市市民民活活動動団団体体等等のの連連携携・・協協働働のの促促進進  

 
 
 
 
 
 

【事業の実施状況】 

 地域の様々な主体と市民活動団体等の連携・協働を促進するため、県内の優良な連

携事例を表彰する「ちばコラボ大賞」を実施したほか、本年度より新たに、県が支援

した協働による取組が過去に行われていない地域を対象に、協働への理解を深めるた

めの機会を提供する「協働によるコミュニティづくりの普及・促進」を実施しました。 
協働によるコミュニティづくりの普及・促進では、講義形式の研修やワークショッ

プに加え、市民活動団体、行政、企業、公益法人等が参加する交流会なども開催し、

自由な意見交換等を通して、様々な主体が出会い、協働についての関心を高めること

のできる機会を提供することができました。また、県・市町村の行政職員や教職員を

対象にした協働推進のための各種研修等も行い、地域の様々な主体の連携の促進に取

り組みました。全体として年度当初に予定した内容及び目標については、概ね達成す

ることができました。 
 
（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

17 

協働によるコミュニ

ティづくりの普及・

促進 
〔県民生活・文化課〕 

県が支援した協働による取組が過去に行われてい

ない地域を対象に、市町村と地縁団体、市民活動団

体、企業等が地域課題の解決について、共通の認識

を深め、協働による取組を検討する契機となるよ

う、有識者による講演や優良な協働事例の発表、意

見交換、ワークショップ等を行う。 

県内 3地域で実施 

 行政、中間支援組織、市民活動団体、地縁団体、社会福祉協議会、学校、

企業など多様な主体が連携・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や、県行政と市町村行政の間の情報共有などによる協働

の推進を図ります。 
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Ⅳ－２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 

２７年度 ２８年度 ２９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 
６８．２％※１ 

７０．５％ ７２．８％ ７５．０％ 
６６．７％ 

(－１．５％)   

市町村行政・県行政と市民活

動団体との協働事業の件数 
４６９件※２ 

５１３件 ５５７件 ６００件 
５０２件 

(＋３３件)   

※１ 千葉県ＮＰＯ法人実態調査結果より 
※２ 千葉県ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧、県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧

より（千葉市は独自集計のため、件数に含まれていません。） 
 

【今後の課題】 

成果指標である「地域の様々な主体と連携している市民活動団体の割合」について

は、昨年度に比べて減少し、「市町村行政・県行政と市民活動団体との協働事業の件

数」については増加したものの、例年に比べて伸び率が減少しており、目標達成には

至りませんでした。 
協働の取組の促進については、協働に関する理解を深め、各主体間に共通の認識を

つくりあげることと、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です。 
また、市民活動団体の主な連携先団体として、企業や学校等が少ない状況にあるこ

となども踏まえ、今後も引き続き、様々な主体の交流の場の提供と優良な協働事例の

情報発信等の支援を行っていく必要があります。 
  

実施結果 評価 達成度 
4 地域（印旛、長生、夷隅、君津）の市町村へヒアリング

を実施し、以下の研修・交流会を実施した。 

①君津地域 

研修会 11 月 5 日（木） 木更津市文京公民館 27 名 

   11 月 12 日（木） 木更津市中央公民館 22 名 

②夷隅地域 

研修会 12 月 11 日（金） 勝浦市役所 28 名 

③長生地域 

研修会 12 月 17 日（木） 茂原市役所 43 名 

④印旛地域 

研修会 1 月 15 日（金）  富里中央公民館 58 名 

⑤長生・夷隅地域 

交流会 1 月 19 日（火）  茂原市役所 52 名 

4 地域で開催でき、目標を達成できました。 

研修については、協働の必要性、多様な活動

のあり方を知る機会となり、アンケートでも

「よかった」以上の評価が、全ての回で回答の

85％以上でした。 

今年度は概念的な話が主だったため、来年度

は実際の活動課題をテーマとした実践的な研

修を開催したいと考えます。 

交流会については、行政、センター、団体、

企業の主体が交流する機会となり、すべての参

加者から「よかった」以上の評価を頂くことが

できました。 

参加者層の拡大と研修日程や時間配分等の

見直しを進めていくことが今後の課題です。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

18 ちばコラボ大賞 
〔県民生活・文化課〕 

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

進を図る。 

応募件数 15 件以

上（平成 26 年度

12 件） 
表彰事例 3 事例 
（平成 26 年度 3
事例） 

19 

千葉県男女共同参画

社会づくり民間団体

交流会議ネットワー

ク会議 
〔男女共同参画セン

ター〕 

本県の男女共同参画社会づくりに向けた機運を高

めるため、県民に男女共同参画への理解を深めてい

ただくとともに、男女共同参画に取り組む民間団体

と県民の交流の場を提供する「センターフェスティ

バル＆ネットワーク会議」を開催する。 
 ・企画運営委員会（ボランティア）の設置 
 ・ワークショップ、ネットワーク会議の開催 

開催回数１回   
・様々な分野にお

ける地域活動を

行っている民間

団体に、男女共同

参画の理解促進

を図り、ネットワ

ークづくりを進

めることを目的

とする。 

20 
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

ラムの設置を促進する。 

新規設置数 
小域 20 箇所 
基本  3 箇所 

21 
 コンビニ防犯ボッ

クス設置等事業 
〔生活安全課〕 

コンビニ防犯ボックスを拠点とし、県、県警、市町

村、地域住民等が一体となった新たな防犯体制を構

築し、女性や子どもをはじめ住民が安心して暮らせ

る地域づくりを目指す。 

新たな防犯体制

を構築し事業拡

大を図る。 
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Ⅳ－２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 
  

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

6 月 3 日（水）～8 月 21 日（金）事例の募集（応募 11 件） 

10 月 27 日（火）外部委員による審査会（表彰事例 3 件） 

12月16日（水）表彰式及び事例発表会（表彰事例3件） 

 会場：ホテルプラザ菜の花 3 階 大会議室（菜の花） 

 参加者：101 名 

 ＜表彰事例＞ 

・生命（いのち）と育ちの森プロジェクト 

【浦安絆の森整備事業】 

・チームよつてら～学びでつながる寺子屋コミュニティ～ 

・きさらづ・ブルーベリー・ツーリズム 

-環境に配慮したブルーベリー栽培による地域活性化- 

 応募件数については目標には至らなかったも

のの、例年並みの 11 件の応募の中、3 事例を大

賞として選考しました。表彰式では、表彰団体

による事例発表会も併せて開催し、101 名の方

に参加して頂くことができました。事例発表会

では、表彰事例の内容をよりわかりやすく伝え

ることができるよう、コーディネーターとのト

ークセッションの時間を設け、表彰事例を深く

掘り下げる企画を実施しました。 
 また、今年度の表彰事例だけでなく、これま

での表彰事例なども掲載した事例紹介パンフレ

ットを作成し、関係機関へ配布したほか、様々

な広報媒体を活用し、表彰事例の周知を図りま

した。 
 今後は募集段階における広報の方法の見直し

等を行いながら応募件数の増加を図り、また各

市町村の協働の実態に即して適宜内容を改善し

ていく必要があります。 

○ 

【フェスティバル＆ネットワーク会議】 

センターフェスティバルと男女共同参画社会づくりネット

ワーク会議を合同で開催した。 

（8 月 2 日 参加者数 460 名） 

木場弘子さんによる講演会やワークショップ（８つの体験

講座）、交流の場であるネットワーク会議を開催した。 

様々な分野における地域活動を行っている民

間団体や大学生を含む１０９名がネットワーク

会議に参加しました。 
「『自分らしさ』を大切に」をテーマに、皆が

自分らしさを大切にいきるにはどうすればよい

か、自分らしく生きられない「事例」「原因」「解

決策」を挙げて意見交換する中で、ネットワー

クづくりを進めることができました。 

◎ 

（平成２８年３月３１日現在） 
小域福祉フォーラム設置数 317 箇所（20 箇所増加） 
基本福祉フォーラム設置数 26 箇所（1 箇所増加） 

小域福祉フォーラムの設置数は目標を達成し

たが、基本福祉フォーラムの設置数は目標に達

さなかった。基本福祉フォーラムの新規設置が

進むよう、関係者に周知を図っていく。 

○ 

11/13 柏市酒井根・中原地区防犯ボックスを設置 

1/22  船橋日大前駅防犯ボックス設置 

防犯ボックスを核に地元市町村、自主防犯団

体、地元警察署、学校など幅広い関係者に防犯

パトロールなどに参加していただき、更なる地

域の防犯力の向上に寄与した。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

22 環境講座開催事業 
〔環境研究センター〕 

環境学習に関する専門的な知識とノウハウを持っ

た NPO 等を公募し、環境講座を実施する。 開催回数 12 回 
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Ⅳ－２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 
  

実施結果 評価 達成度 
8/7 第 1 回環境講座 

内容等：夏休み親子で野生の森のアウトドア体験～森で感じる千葉の自然～【バスツアー】 

講師：岩田和久（かずさの森） 

会場：かずさの森（君津市）  参加者：30 名 

8/19 第 2 回環境講座 

内容等：君の足元の大地の中身（地層や地下水）をのぞいてみよう（体験講座） 

講師：千葉県環境研究センター地質環境研究室研究員 

会場：千葉県環境研究センター稲毛地区(千葉市)  参加者：13 名 

8/28 第 3 回環境講座 

内容等：夏休み親子で館山湾ウォーキング～海辺で感じる千葉の自然～【バスツアー】 

講師：NPO 法人たてやま・海辺の鑑定団 

会場：沖ノ島（館山市）  参加者：20 名  

8/29 第 4 回環境講座 

内容等：千葉県の水環境 

～千葉県の川、沼、海と水質保全の取り組みのこれまでとこれから～（講演） 

講師：千葉県環境研究センター廃棄物・化学物質研究室職員、水質環境研究室職員 

会場：千葉県消費者センター(船橋市)  参加者：24 名 

10/4 第 5 回環境講座 

内容等：こども環境会議ちば（講演・体験講座） 

講師：谷津干潟自然観察センターのスタッフ他 

会場：谷津干潟自然観察センター（習志野市）  参加者：48 名 

10/10～11 第 6 回環境講座 

内容等：とれたてちばをおいしくいただき隊！～親子収穫体験キャンプ～（体験講座） 

講師：齋藤完一（齋藤農園） 

会場：千葉県立水郷小見川少年自然の家（香取市） 参加者：30 名 

10/25 第 7 回環境講座 

内容等：いつでもどこでもバードウォッチング～ロシアからの冬鳥～（講演・体験講座） 

講師：安西英明(日本野鳥の会) 

会場：谷津干潟自然観察センター（習志野市）  参加者：10 名 

11/15 第 8 回環境講座 

内容等：ミツロウキャンドルをつくろう（体験講座） 

講師：高安さやか(トウヨウミツバチ協会) 

会場：浦安市中央公民館（浦安市）  参加者：15 名 

11/27 第 9 回環境講座 

内容等：未来型！植物工場で環境にやさしい野菜の作り方を学ぶ（施設見学） 

講師：塚越覚(千葉大学准教授) 

会場：農林水産省 植物工場 千葉大学拠点（柏市）  参加者：15 名 

12/9 第 10 回環境講座 

内容等：風呂敷でエコ和美人（体験講座） 

講師：山田 悦子(ふろしき専門店 むす美) 

会場：浦安市中央公民館（浦安市）  参加者：7 名 

12/11 第 11 回環境講座 

内容等：化学物質のリスクについて（講演） 

講師：千葉県環境研究センター大気騒音振動研究室職員、廃棄物・化学物質研究室職員 

会場：ホテルプラザ菜の花（千葉市）  参加者：27 名 

1/15 第 12 回環境講座 

内容等：地球に優しいメガソーラーシステムを探る【バスツアー】 

講師：富津ソーラー職員 会場：富津ソーラー（富津市） 参加者：12 名 

1/23 第 13 回環境講座 

内容等：エコなまちづくりに向けて～建築の省エネルギー化の現状と未来～（講演） 

講師：川瀬貴晴(千葉大学教授) 

会場：千葉県教育会館（千葉市）  参加者：10 名 

1/30 第 14 回環境講座 

内容等：地中熱の実力～足元にある再生可能エネルギー～（講演） 

講師：笹田政克氏(地中熱利用促進協会) 

会場：志津市民プラザ（佐倉市）  参加者：14 名 

7/25,8/1,8/22,9/12 ファシリテーター養成講座 

内容等：“環境活動”への第一歩！～ファシリテーションの理論と手法を学ぶ～（講演） 

講師：西あい（開発教育協会） 会場：浦安市中央公民館（浦安市） 参加者：12 名 

環境講座の開催につ

いては、目標を達成する

ことができました。 
今後も、目標達成に努

めてまいります。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
 
 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

23 

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 
〔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、空き店舗活用

事業などに対して助成する。 

地域プロデュー

ス事業助成 1 件 
地域活性化事業

助成  7 件 

24 
法人の森事業（法人

の森協定） 
〔森林課〕 

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」として提供することで、

CSR 活動としての森林整備活動・森林環境教育活

動をサポートする。 

事業ＰＲ（ホーム

ページ他） 
協定締結 2 件 

25 里山活動の支援 
〔森林課〕 

景観維持や県土保全等の里山の持つ多面的機能を

持続的に発揮するため、地域住民や企業、里山活動

団体等の多様な人々の参画による森林整備活動が

促進されるよう支援を行う。 

里山活動団体や

企業が整備・保全

する里山面積を

増やす。 

26 
 
再

掲 

若い世代の参加促進

を図る広報啓発と防

犯ボランティア事業

〔警察本部生活安全

総務課〕 

自主防犯活動に意欲のある若い世代（県内の大学な

どに在籍、または県内に在住、もしくは在勤する

16 歳以上 30 歳未満）により若手防犯ボランティア

グループ「ブルー・スターズ」を結成し、自主防犯

活動への参加・取組による若年層の防犯意識や規範

意識の向上を図るほか、地域における絆の強化を図

る。また、若年層等による自主防犯活動の一層の活

性化のための広報啓発を実施する。 

若い世代の防犯

意識や規範意識

の向上を図る。 
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Ⅳ－２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 

 

  

実施結果 評価 達成度 

地域プロデュース事業助成１件 

地域活性化事業助成１０件を採択し、各事業を実施 

地域プロデュース事業助成、地域活性

化事業助成ともに目標を達成すること

ができました。今後も同事業を通じ、地

域活性化に努めてまいります。 

◎ 

里山活動全般に関する相談件数 184 件 

森林整備活動を安全に行うための研修会等の開催 3 回 

このほか、エコメッセ等に参加し、各種情報発信や普

及活動を行い里山保全活動に対する機運醸成に努めまし

た。 

今後も、多様な主体による森林整備活

動への参画や協働を支援するための総

合窓口を設置し、各種相談等に対応して

いきます。 

◎ 

多様な主体による森林整備活動への参画や協働を支援す

るための総合窓口を設置し、各種相談対応等を行ってい

る。 

里山活動全般に関する相談件数 184件 

森林整備活動を安全に行うための研修

会等の開催 3回 

このほか、エコメッセ等に参加し、各

種情報発信や普及活動を行い里山保全

活動に対する機運醸成に努めました。 

◎ 

 県内外各地で実施された防犯キャンペーンや研修会に

「ブルー・スターズ」の会員が延べ１４回５９人が参加

した。また、平成２７年度中に新規会員２４人が入会し

た。 

・密輸防止キャンペーン（成田市） 

・痴漢防止キャンペーン（船橋市） 

・ロックの日（千葉市） 

・次世代ボランティアリーダー研修会（東京都） 

・薬物乱用防止キャンペーン（千葉市） 

・振り込め詐欺広報用名称お披露目式（八千代市） 

・警察ふれあいフェスタ（千葉市） 

・ブルー・スターズ研修会（県警本部） 

・読売防犯デー（習志野市） 

・歳末警戒出動式（千葉市） 

・電話 de詐欺撲滅キャンペーン（千葉市） 

・ヤング防犯ボランティア交流大会（千葉市） 

・よくし隊レディ犯罪防止キャンペーン（千葉市） 

・ブルー・スターズ総会（千葉市） 

 県内外各地で開催された防犯キャン

ペーンや研修会に「ブルー・スターズ」

の会員が参加したことにより、若年層の

防犯意識や規範意識の向上が図られた。

今後は、新規会員の更なる増加を目指す

とともに、会員による自主的な運営、県

内外の他団体との交流を図ることが課

題である。 

新規会

員が増

加し、

各種イ

ベント

におい

て活躍

した 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

27 
 
再

掲 

自主防犯ボランティ

ア団体の普及及び協

働・支援事業 
〔警察本部生活安全

総務課〕 

県内で活動する自主防犯ボランティア団体に対し

て、地域の防犯情報を提供するほか、警察官との合

同パトロールを実施する。その他、自主防犯ボラン

ティアの活動の活性化を図るため、県下各署におい

て、自主防犯パトロール隊や町会等を対象に防犯講

話や情報交換会を開催する。さらに、自主防犯ボラ

ンティアへの参加促進等を図るため、広報啓発活動

を行う。 

自主防犯活動団

体に対して、防犯

講話や情報交換

を通じて、支援を

推進する。 

28 

千葉県警察学生サポ

ーター「ＣｈｉＰＳ

Ｓ」活動 
〔警察本部少年課〕 

非行少年を生まない社会づくりの推進事業の一環

として、少年の非行問題に関心があり、熱意と行動

力を有する大学生を千葉県警察学生サポーターに

委嘱（募集人員４０人）し、警察や学校、地域と協

働して、学習・スポーツ支援、居場所づくり等の立

ち直り支援、街頭補導など、少年の非行防止や健全

育成活動を行う。 

少年の非行防止

や健全育成活動

を推進する。 

29 
少年補導員・少年指

導員活動 
〔警察本部少年課〕 

少年の非行防止及び健全育成を図るため、少年警察

ボランティアとして委嘱し、地域住民と協働した街

頭補導活動や環境浄化活動等を推進する。 

街頭補導活動や

環境浄化活動等

を推進する。 

（２）地域コミュニティの活性化を支える連携を担う人材づくり 

№ 事業名 事業概要 実施目標 

30 
災害時外国人サポー

ター養成講座 
〔国際課〕 

災害時における外国人支援として、外国語通訳や避

難所での対応の仕方など外国人支援を行うサポー

ター養成講座を開催する。 

開催回数 2 回 
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Ⅳ－２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 
 

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

 自主防犯ボランティア団体の普及や活動の活性化

等を図るため、次の活動を実施した。 

・警察官との合同パトロール 2,645 件 

・防犯講話 5,166 回 

・広報啓発キャンペーン 842 回 

（いずれも数値は平成 27年中） 

 合同パトロール、防犯講話等の実施によ

り、自主防犯ボランティア団体の活動の活性

化が図られた。自主防犯ボランティア団体を

構成する者の高齢化が進んでおり、若い世代

の参加促進を図ることが課題である。 

自主防
犯団体に
対し、防
犯講話
や情報
提供を通
じて、そ
の活動を
支援を推
進した。 

○ 「ChiPSS」委嘱状況 35 人（男性 14 人、女性 21 人） 

 

「ChiPSS」活動状況 

計 132 回、234 人 

・街頭補導活動 64 回、99 人 

・広報啓発活動 14 回、32 人 

・スポーツ・学習支援活動等 13 回、13 人 

・その他（研修等） 37 回、80 人 

 各種活動を通じて、少年の非行防止や健全

育成活動を推進しました。 

 熱意・行動力のある大学生の新規獲得・委嘱

に努めます。 

少年の
非行防
止や健
全育成
活動の
推進に
努めまし
た。 

○ 少年補導員（兼少年指導委員） 532 人 

○ 少年指導委員 

（少年補導員と兼務。単独委嘱は 63 人） 595 人 

 

少年補導員、少年指導委員の活動状況 

延べ 1,799 回 

 ・街頭補導活動  1,010 回 

 ・広報啓発活動（キャンペーン）  213 回 

  ・環境浄化活動  13 回 

  ・その他  563 回   

 各種活動を通じて、街頭補導活動や環境浄

化活動等を推進しました。 

 熱意・行動力のあるボランティアの新規獲得・

委嘱に努めます。 

街頭補
導活動
や環境
浄化活
動等の
推進に
努めまし
た。 

 

実施結果 評価 達成度 
1/23･30  災害時外国人サポーター養成講座 

内容：災害時における外国人支援についての講義や 

「災害多言語支援センター」の設置・運営の訓練 

講師：NPO 法人多文化共生ﾏﾈｰｼﾞｬｰ全国協議会 

高橋伸行 氏 他 

会場：浦安市国際センター（1 回目） 

浦安市日の出公民館（2 回目） 

参加者合計:122 名（50 名／1 回目、72 名／2 回目） 

参加者数や講座内容については、概ね目

標を達成することができました。 

今後は、人材のネットワーク化をどう進める

か、検討していきます。 

○ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

31 
通訳ボランティア養成

事業 
〔国際課〕 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催

を契機として、国際理解・交流の促進、外国人が安

心して生活できる多文化共生社会づくりを推進し、

多言語によるコミュニケーション支援体制を整備

するため、通訳ボランティア養成研修を実施する。 

通訳ボランティ

ア指導者養成研

修 1 講座 
通訳ボランティ

ア養成研修 6
講座 

32 
災害対策コーディネー

ターの養成 
〔防災政策課〕 

地域の防災活動や災害時の支援活動において中心

的な役割を担う「災害対策コーディネーター」など、

地域の防災リーダーを養成する市町村の取組につ

いて、「千葉県地域防災力向上総合支援補助金」の

活用等により支援する。 

 

災害対策コーデ

ィネーターの増

加 

 

33 
災害対策コーディネー

タースキルアップ講座 
〔防災政策課〕 

災害対策コーディネーターが、広域的な連携・協力

関係を築き、より実践的な防災知識を習得するた

め、災害対策コーディネータースキルアップ講座を

開催する。 

開催回数 １回 

34 

コミュニティソーシャ

ルワーカー（ＣＳＷ）

育成事業 
〔健康福祉指導課〕 

地域福祉活動を担う方を対象とする「基礎研修」、

社会福祉等に係る個別支援又は相談支援を担う方

を対象とする「専門研修」、専門研修の修了者を対

象とする「フォローアップ研修」を実施し、地域に

おいて活躍する人材の育成・スキルアップを図る。 

１ 基礎研修 
定員 150 名以上 
２ 専門研修 
定員 30 名以上 
３ フォローア

ップ研修 
定員 20 名以上 
※いずれも延べ人数 
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Ⅳ－２（２）地域コミュニティの活性化を支える連携を担う人材づくり 
 
  

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

（公財）ちば国際コンベンションビューローに委託し、通訳ボ

ランティア養成研修を実施。 

 講座内容：通訳としての心構え・マナー、異文化コミュニケ

ーション、オリンピック理解、来訪者に伝えたい千葉の特性と

魅力等の講義の他、言語（英語・中国語）別ロールプレイ。 

 第 1 回（11/7、11/14、11/21、千葉県国際交流センター） 

受講者 30 名 

 第 2 回（12/8、12/15、12/22、白井市駅前センター） 

受講者 30 名 

 第 3 回（1/19、1/26、2/2、市原市青少年会館） 

受講者 26 名 

      受講者合計：86 名 

オリンピック・パラリンピックの本大会競技が

本県で開催されることになったことを踏まえ、

講座内容、受講者人数を見直したことから、

当初の目標は達成できませんでした。 

今後は、2020 年に向け、講座開催回数を

増やし、多言語によるコミュニケーション支援

体制の整備を進めてまいります。 

△ 

・6/13、14、20  

市原市主催災害対策コーディネーター養成講座 

受講者：36 名、登録者：36 名 

 開催場所：市原市姉崎保健福祉センター 

・7/4、5、11 

木更津市主催災害対策コーディネーター養成講座 

受講者：49 名、登録者：49 名 

開催場所：木更津市民総合福祉会館 

・1/16、17、23 

袖ケ浦市災害対策コーディネーター養成講座 

受講者：26 名、登録者：26 名 

開催場所：袖ケ浦市長浦公民館 

３市において養成講座が開催され、新たに

111 名が災害対策コーディネーターとして登

録・活動を開始し、目標を達成することができ

ました。 

今後は、さらに多くの市町村において養成

講座が開催されるように、「千葉県地域防災

力向上総合支援補助金」の活用等により市町

村を支援してまいります。 

◎ 

1/19 災害対策コーディネータースキルアップ講座  

テーマ：「大規模水害」 

講師：銚子地方気象台次長 

国土交通省関東地方整備局調査官 

千葉県社会福祉協議会職員 

会場：県庁本庁舎  参加者：95 名 

９月に発生した関東・東北豪雨の教訓か

ら、災害対策コーディネーターが大規模水害

について実践的な防災知識を習得する講座

を開催し、目標を達成することができました。 

来年度は、参加者の意見も踏まえながら、

災害対策コーディネーターに身につけてもら

いたい知識をテーマとして、引き続き開催して

まいります。 

◎ 

平成２８年３月３１日現在、基礎研修（５回、計２０２名参加）、

専門研修（計５日間、７７名参加）、フォローアップ研修（１日、

３２人参加）を実施し、地域で活躍するコミュニティソーシャル

ワーカーの育成及び質の向上を図った。 

それぞれの研修で実施目標を達成した。 ◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果

 

  

№ 事業名 

35 

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問題解決に向け、専門性を身

につけ、地域活動の担い手として活躍することがで

きる人材を養成する。

36 
食生活改善推進員研修

事業 
〔健康づくり支援課〕 

各市町村で活動している食生活改善推進員に対し、

活動の意義と技術について教育研修を行い、資質の

向上を図る。

37 
がん検診推進員育成講

習会事業 
〔健康づくり支援課〕 

各市町村の母子保健推進員、健康づくり推進員、保

健推進員及び食生活改善推進員等に対し講習会を

行い、がん検診推進員として育成し、これらの人材

の協力を得て、各地域でがん検診の声かけ運動等を

実施することにより受診率の向上を目指す。

平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 

 

事業概要 

高齢者が地域の様々な問題解決に向け、専門性を身

につけ、地域活動の担い手として活躍することがで

きる人材を養成する。 

各市町村で活動している食生活改善推進員に対し、

活動の意義と技術について教育研修を行い、資質の

向上を図る。 

各市町村の母子保健推進員、健康づくり推進員、保

健推進員及び食生活改善推進員等に対し講習会を

行い、がん検診推進員として育成し、これらの人材

の協力を得て、各地域でがん検診の声かけ運動等を

実施することにより受診率の向上を目指す。 

実施目標 

高齢者が地域の様々な問題解決に向け、専門性を身

につけ、地域活動の担い手として活躍することがで 入学者数の増加 

各市町村で活動している食生活改善推進員に対し、

活動の意義と技術について教育研修を行い、資質の
開催回数 22 回 
参加人数 646 名 

各市町村の母子保健推進員、健康づくり推進員、保

健推進員及び食生活改善推進員等に対し講習会を

行い、がん検診推進員として育成し、これらの人材

の協力を得て、各地域でがん検診の声かけ運動等を

年 6 回の講習会

を開催し、がん検

診推進員の増員

を図る。 
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Ⅳ－２（２）地域コミュニティの活性化を支える連携を担う人材づくり 
 

  

実施結果 評価 達成度 

入学者数 1,101 名（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

昨年度（平成 26 年 4 月 1 日現在）と比較し

て、入学者数が 207 名減少しました。今後

は、学生ニーズ等を踏まえて、カリキュラムの

見直しを図るとともに、効果的な広報等を検

討していきます。 

△ 

各保健所管内食生活改善協議会ごとに研修を行っている。 

27 年 12 月 31 日現在、野田、安房、印旛、夷隅、市川の各保

健所管内食生活改善協議会で計 22 回実施。 

開催回数 22 回、参加人数:744 名 

参加者数や講座回数については、概ね目

標を達成することができた。 
今後は、どのように若年層の参加者を募

っていくか、検討していく。 

◎ 

①安房君津市原ブロック：H27/7/17 開催 受講者：117 人 

「がんの予防に関する知識 ～減塩の必要性と地域での取

組み～」 

②夷隅長生ブロック：H27/10/1 開催 受講者：60 人 

「知ってほしい胃がんの知識～ピロリ菌を調べて、胃がんを

予防しよう～」 

③印旛山武ブロック：H27/10/28 開催 受講者：39 人 

「STOP!COPD～喫煙のリスクと肺がん予防～」 

④香取海匝ブロック：H27/12/15 開催 受講者：47 人 

「大腸がん早期発見・早期治療について」 

⑤東葛北部ブロック：H27/1/20 開催 受講者 28 人 

「胃がんの早期発見と予防」 

⑥東葛南部ブロック：H27/3/10 開催 受講者 12 人 

「胃がんの早期発見・早期治療のために-最新のがん検診

について学ぶ-」 

県内 6 ブロックで講習会を開催し、計

303 人のがん検診推進員を育成した。また

講習会終了後のアンケート調査では、89％
が声かけ運動を行うための参考になった

と回答しており、各地域において、がん検

診の声かけ運動等の促進が期待される。 
今後も引き続き、がん検診推進員の増加

を図っていく。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

38 
精神保健福祉ボラン

ティア育成事業 
〔障害福祉課〕 

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、フォローアッ

プ講座や研修会を開催する。（精神保健福祉センタ

ーにおいて実施） 

・精神保健福祉ボ

ランティアフォロ

ーアップ講座 
講座(3 日)及び研

修会(1 日)の開催 
・心の保健医療通

訳ボランティア講

座 
講座(2 日)の開催 

39 

外国語観光ボランテ

ィアガイド養成講座

開催事業 
〔観光企画課〕 

外国人観光客が訪れる観光地において、外国語によ

る観光ガイドを務めていただけるよう、観光関連知

識や説明スキルなどの実践的な養成講座を開催す

る。 

県内 5 地域 3 言語

（英・中・韓）で

開催 
参加人数 50 名 
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Ⅳ－２（２）地域コミュニティの活性化を支える連携を担う人材づくり 
 
  

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

･精神保健福祉ボランティアフォローアップ講座 

1 回目(12/18)午前「ストレスとその対処について」 

講師：千葉大学教育学部教授 花澤寿 氏 

午後「ピアとリカバリー」 

講師：のうえい舎もくせい舎ゆい施設長 眞嶋栄 氏 

会場：千葉県教育会館  参加者：27 名 

2 回目(1/29) 午前「思春期青年期の精神障害の対応」 

講師：精神保健福祉センター主幹 石川真紀 氏 

午後「よりよい活動に向けて」 

講師：心のボランティアちば代表 黒田知映 氏 

茂原市社会福祉協議会地域福祉課副主査 岩村善史 氏 

会場：千葉県教育会館 参加者：46 名 

・1/13 心の保健医療通訳ボランティア講座 

テーマ「精神科での診察と治療」 

講師：精神保健福祉センター技監 林偉明 氏 

「通訳の実際」 

講師：通訳士 野島明子 氏・胡丁毅 氏 

藤井明恵 氏 

会場：千葉市文化センター 参加者：28 名 

・3/9 精神保健福祉ボランティア研修会 

テーマ「暮らしのなかの人権」 

講師：目白大学人間学部教授 井上牧子 氏 

会場：千葉県教育会館  参加者：20 名 

各講座については、企画段階で関

係者と協議し、参加者が受講しやすい

形式にしました。協議の結果、開催日

数は３日→２日に変更しましたが、内容

については概ね計画通りに実施し、目

標を達成することができました。 

 

今後は、実際に活動している人に対

し、精神医療保健福祉に関する情報提

供をしていくとともに、関係機関と連携

しながらボランティアのニーズ把握等を

行い、講座に反映させていきます。 

◎ 

日程 ： 2/25、2/29、3/2 

会場 ： 県内３箇所(北総、ベイ・東葛飾、南房総・九十九里) 

対象 ： 一定の語学力を有するもの(英・中・韓) 

     県内観光ボランティアガイド団体に所属している方 

参加者 ： ３箇所合計１６１名 

テーマ： ①観光ボランティアガイドの役割と 

       基礎的なスキル習得 

      ②国際化対応セミナー 

      ③意見交換会 

県の指定する３地域で各１回開催

し、当初１回当たりの参加人数は１５～

２０名程度を定員としていたが、希望者

多数のため定員を増やした。３地域合

計で１６１名の参加があり、講座修了者

に対して、修了書を授与した。  

○ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

40 
ちば食育ボランティ

アの活動支援 
〔安全農業推進課〕 

ちば食育ボランティアに対するスキルアップ研修

を行うとともに、ボランティア・企業及び行政等が

協働した取組を促進するための情報交換会を開催

する。 
（ちば食育ボランティア登録者数 4,458 名 
※平成 26 年 10 月末現在） 

・ちば食育ボラン

ティア研修会 
県内2箇所で開催。

参加数 50 名×2
回。 
・ボランティア・

サポート企業等情

報交換会 
H28 年1 月開催予

定  
参加人数200名 

41 

地域とともに歩む学

校づくり推進支援事

業 
〔生涯学習課〕 

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

支援や環境整備、登下校時の見守りなど、学校を支

援する体制づくりを推進する。そのため、コーディ

ネーターや教育活動サポーターを養成する研修会

を開催する。 

地域とともに歩む

学校づくり推進支

援事業の本部の実

施箇所数を H26
年度より増やす。 
※H26 実績：14 市

町 106本部（小学校

116 校、中学校 47
校、特別支援学校1
校） 

42 
放課後子供教室推進

事業 
〔生涯学習課〕 

すべての子供を対象として、放課後や土曜日等に小

学校の余裕教室等を活用し、安全に配慮しながら地

域住民の参画を得て、交流活動等に取り組むなど、

心豊かで健やかな子供の育成を目指す。そのため、

コーディネーターや教育活動サポーターを養成す

る研修会を開催する。 

放課後子供教室

対 象 学 校 数 を

H26 年度より増

やす。 
※H26 実績：27
市町 173 校を対

象に実施 
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Ⅳ－２（２）地域コミュニティの活性化を支える連携を担う人材づくり 
 
  

実施結果 評価 達成度 
9/3 平成 27 年度ちば食育ボランティア研修会 

 事例発表：ちば食育ボランティア 2 名×20 分 

 活動報告：ちば食育サポート企業 3 社 

 情報交換：グループに分かれて情報交換 

 会場：きぼーる 13 階 会議室 

 参加者：68 名 

10/29 平成 27 年度ちば食育ボランティアスキルアップ研修会 

 事例紹介：「すみだの食育」について 

 ミニシンポジウム：「食育への想い」を語る 

 ワークショップ：食育夢コラボ「すみだとチーバの夢コラボ」 

 会場：墨田区役所 12 階 123 会議室 

 参加者：35 名（うち千葉県からの参加者 25 名） 

Ｈ28 1/29  ボランティア・サポート企業等情報交換会 

研修報告：ちば食育ボランティアスキルアップ研修会の報告 

 事例発表：3 事例×20 分 

 パネルディスカッション 

「つながる 広がる 地域に根差した食育活動」 

 会場：千葉市生涯学習センター2 階 ホール 

 参加者：177 名 

・ちば食育ボランティア研修会について

は、概ね目標を達成。 

 今後は、墨田区の研修で得られた手法

等を取り入れ、リーダー的なボランティア

の育成及び県内食育関係者のネットワー

ク構築を推進します。 

 

・ボランティア・サポート企業等情報交換

会については、概ね目標を達成。 

 今後は、多様な関係者が連携して取り

組んでいる優良事例を収集し、情報発信

することで、食育活動の一層の促進を図り

ます。 

○ 

H27：16 市町 129 本部 

（小学校 145 校、中学校 52 校、特別支援学校 1 校）実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（1 期：5 月～6 月に全 5 回（内、本部対象 2 回）実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（2 期：9 月～12 月に全 8 回（内、本部対象 3 ヵ所実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（3 期：1 月に実施） 

 学校支援地域本部は平成２６年度の

１４市町１０６本部から１６市町１２９本部に

増加し実施目標を達成することができた。 

 今後もコーディネーターを対象とした

研修や情報提供の充実を図り、県内の実

施箇所数の増加を目指す。 

◎ 

平成２７年度：２８市町１９４校（１７４教室）実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（１期：５月～６月に全５回（内、放課後対象３回）実施） 

放課後子ども総合プラン指導スタッフ等研修会（８月に実施） 

学校支援コーディネーター研修講座 （２期９月～１２月に全８

回（内、放課後対象５か所）、３期１月に実施） 

放課後子供教室対象学校数は、平成２

６年度の１７３校から１９４校に増加し、実

施目標を達成することができた。 

今後もコーディネーターやスタッフ等を

対象とする研修の充実を図り、県内実施

校数の増加を目指す。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

43 

「読み聞かせボラン

ティア入門講座」の

開催 
〔中央図書館〕 

絵本の読み聞かせについての講演及び参加者によ

る実演と講師のアドバイス等を行い、読書の重要性

や本の選び方や読み聞かせの方法など、実践に役立

つスキルを学ぶ。 

開催回数２回 

（３）市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進 

№ 事業名 事業概要 実施目標 

44 
市町村と市民活動団

体との連携促進事業 
〔県民生活・文化課〕 

各市町村の協働に関する制度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

う。 

派遣回数 12 回 

45 
学校と市民活動団体

との連携促進事業 
〔県民生活・文化課〕 

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

進する。 

開催回数 3 回 
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Ⅳ－２（２）地域コミュニティの活性化を支える連携を担う人材づくり 
 

 
 

実施結果 評価 達成度 
(講座等) 

5/1 第 1 回読み聞かせボランティア入門講座 

講義「絵本の読み聞かせ-選び方と読み方の実践-」 

講師 入交 静氏（にんじん文庫） 

会場 千葉県立中央図書館 講堂 

参加者 ５２名 

1/22 第 2 回読み聞かせボランティア入門講座 

講演｢絵本の読み聞かせ-選び方と読み方の実践-｣ 

講師 小谷 孝子氏（ゆか下文庫主宰） 

東 ひろみ氏（ゆか下文庫） 

会場 長柄町公民館  

参加者 ４５名 

講師の経験に基づいた実演を交えた

具体的な講義であったため，大変わかり

やすかったとの感想が多く聞かれ，参加

者の「満足」「やや満足」の割合も約９

４％と高く，目的を概ね達成することがで

きた。また，地元での開催で参加しやす

かったという意見がみられたので，今後

も県内各地で開催していく必要がある。 

◎ 

 

実施結果 評価 達成度 

派遣：１回 

日時：10 月 2 日（金） 

内容：「富里市協働のまちづくり推進委員会」に千葉市民活

動・市民事業サポートクラブ代表理事の牧野昌子氏をアドバイ

ザーとして派遣。 

 相談内容は「来年３月に開設予定の富里市市民活動支援セ

ンターを開設直後から利用促進するための取組について」 

年間１２回の派遣予定となっていまし

たが、今年度は１回しか派遣申請がな

く、目標を達成できませんでした。今後

は内容の検討や広報の充実などにより

利用促進を図る必要があります。 

△ 

千葉県総合教育センターで実施された下記の研修に（特非）

企業教育研究会の市野敬介氏を講師として派遣。 

テーマは「NPO 活動と学校との連携」 

１ ８月２５日（火）県立学校等新任教務主任研修 参加者 40

名 

２ ９月２５日（金）県立学校企画・運営リーダー育成研修 

３ ９月２５日（金）小中学校企画・運営リーダー育成研修 

※２と３は合同で実施し、参加者は合計で１４３名 

開催回数については、目標を達成し

ました。研修後のアンケート結果では、３

回の研修を通じ、「NPO について理解が

深まった」と回答した人が全体の９４．

８％、「NPO と連携したい（している）」と

回答した人が全体の９１．９％で、講座の

成果があったと考えらます。今後も引き

続き、多くの教職員に対して講座を実施

し、NPO と学校が連携するための環境

づくりを進めていきます。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

46 
県・市町村推進会議

の開催 
〔県民生活・文化課〕 

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等を開催し、

県と市町村との一層の連携と協力を図る。 

市町村市民活動

調査の実施 
担当課長会議：1
回開催 
推進会議：１回開

催（他事業との合

同開催も含む） 

47 
協働推進研修会の開

催 
〔県民生活・文化課〕 

市町村職員を対象とする協働推進研修会を開催す

る。 
開催回数 1 回 
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Ⅳ－２（３）市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進 
 

 

  

実施結果 評価 達成度 
①市町村市民活動実態調査 

 ６月に全市町村を対象に協働の進捗状況を調査した。 

②担当課長会議 

 日時：４月２０日（月） １３時３０分～１６時３０分 

 会場：千葉市ビジネス支援センター会議室 

 参加者：５６名(市町村職員５1 名、県職員５名） 

 内容：（１）千葉県県民活動施策について説明 

     （２）講義「自治体における『社会責任』（SR）への取組 

      ～都道府県・市町村の現状と課題を明らかに～ 

      講師 ＩＩＨＯＥ「人と組織と地球のための 

国際研究所」代表 川北秀人氏 

③推進会議 

 日時：１月２２日（金）１３時３０分～１６時 

 会場：千葉県自治会館９階大会議室 

 参加者：６５名（うち市町村職員１６名） 

 内容：「地方共助社会づくり懇談会 in 千葉」（内閣府と共催） 

 基調講演：『共助社会づくりの推進について 

～新たな「つながり」の構築を目指して～』  

講師：奥野信宏氏（共助社会づくり懇談会座長） 

 パネルディスカッション：テーマ「共感を生み出す地域活動」 

目標としている各事業の開催について

は、目標を達成しました。 

①条例・基本方針を持つ市町は２９、協働提

案制度を持つ市町は１７で、更に協働の促

進を図る必要があります。 

②３７市町村の参加がありましたが、参加市

町村の少ない地域もあったため、「協働によ

るコミュニティづくりの普及・促進」事業を利

用して、地域別に市町村との情報交換等も

行ったところです。 

③今年度は地方共助社会づくり懇談会 in ち

ばを県・市町村推進会議と位置付けました

が、市町村（市民活動支援センターを含む）

職員の参加は極めて少ない状況でした。開

催日程が市町村でも行事の多い時期と重な

っていたなどの要因もあったことから、今後

の開催については、日程に配慮するなど、

市町村の担当職員が参加しやすくなるよう、

企画内容を検討していく必要があります。 

◎ 

第 1 回 ちばコラボ大賞表彰式及びパートナーシップ推進会

議と合同開催 

 日時：１２月１６日（水）１３時３０分～１６時 

 会場：ホテルプラザ菜の花 3 階大会議室 

 参加者：20 名 

第 2 回 地方共助社会づくり懇談会 in ちば及びパートナーシ

ップ推進員会議と合同開催 

 日時：１月２２日（金）１３時３０分～１６時 

 会場：千葉県自治会館 

 参加者：16 名 

 今年度は協働推進研修会を２回開催し、

目標を達成しました。 

 協働推進研修会では、市町村における協

働を推進するため、ちばコラボ大賞表彰事

例の事例発表や、地方共助社会づくり懇談

会におけるパネルディスカッションなどを通し

て具体的な協働事例の紹介を行い、日々の

実践につながるような内容としました。 

 目標は達成しましたが、参加人数という面

においては昨年度に比べて減少したため、

今後は他の類似事業との区分けを明確化し

ながら、市町村における協働推進に資する

ような内容の研修を企画する必要がありま

す。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

48 
パートナーシップ推

進員会議の開催 
〔県民生活・文化課〕 

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

う。 

開催回数 1 回 
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Ⅳ－２（３）市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進 
 

 

 

実施結果 評価 達成度 
第 1 回パートナーシップ推進員会議 

日時：6 月 5 日（金）13 時 15 分～14 時 30 分 

及び 14 時 45 分～16 時 

会場：千葉県庁本庁舎２階県民活動情報オフィス 

参加者：３３名（パートナーシップ推進員２９名 代理４名） 

内容：①県民活動推進計画（平成２７～２９年度）について 

    ②パートナーシップマニュアル（第５版について） 

    ③協働ガイド（ちばコラボナビ）について 

    ④協働事例の発表 県と NPO との協働事業 

    「ノーマライゼーション学校支援事業」について 

    講師：特定非営利活動法人ちば MD エコネット 

理事長 山田晴子氏 

 

第 2 回 ちばコラボ大賞表彰式・事例発表会 

及び協働推進研修会と合同開催 

日時：12 月 16 日（水）１３時３０分～１６時 

会場：ホテルプラザ菜の花 ３階大会議室（菜の花） 

参加者：25 名（パートナーシップ推進員 20 名 その他 5 名） 

内容：①表彰式 

    ②表彰団体による事例発表 

    ③コーディネーターとのトークセッション 

コーディネーター：NPO 法人コミュニティビジネスサポート 

センター代表理事 永沢映 

 

第 3 回 地方共助社会づくり懇談会 in ちば 

及びパートナーシップ推進員会議と合同開催 

日時：１月２２日（金）１３時３０分～１６時 

会場：千葉県自治会館 

参加者：23 名 

内容：①基調講演：『共助社会づくりの推進について 

～新たな「つながり」の構築を目指して～』  

講師：奥野信宏氏（共助社会づくり懇談会座長） 

②パネルディスカッション 

テーマ「共感を生み出す地域活動」 

今年度は推進員会議を 3 回開催し、目

標を達成しました。 

今年度の第 1 回パートナーシップ推進

会議では、パートナーシップマニュアルの

説明や、協働事例の発表を通して、協働

に関する基礎的な知識について理解を促

進し、第 2 回、第 3 回では、具体的な協働

事例の紹介やパネルディスカッション等を

通して、日々の実践に繋がるような内容と

しました。 

 今後は開催内容の見直しなどを行い、

協働について県行政の立場から何ができ

るのかを具体的にイメージできるような内

容にしていきたいと考えます。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

  

３３  市市民民活活動動団団体体等等のの基基盤盤強強化化等等のの支支援援  

 

 

 
【事業の実施状況】 

市民活動団体等の基盤強化等の支援について、市民活動団体の運営能力の向上を支

援するため、組織運営や資金調達など団体の課題解決に関する各種講座、セミナーを

実施しました。実施にあたって多くの地域で実施できるよう各市町村の希望を反映さ

せながら、八千代市、我孫子市、野田市、印西市、大網白里市、南房総市との共催に

より、計６つの会場において講座を開催しました。また、中間支援組織の機能向上と

連携強化を図る支援組織同士のネットワーク会議を実施し、各地の支援センターによ

る事例発表やワークショップ等を通して、スタッフ同士の交流、情報交換の機会を提

供しました。全体として年度当初に予定した内容及び目標については、概ね達成する

ことができました。 
 
（１）市民活動団体等の組織運営力等の向上支援   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

49 
市民活動マネジメン

ト事業 
〔県民生活・文化課〕 

市民活動団体が安定的・継続的に活動していくため

に必要な運営能力の向上を図るため、活動経験の浅

い団体向けの基礎講座と、ある程度活動経験を積ん

だ団体向けの高度化セミナーを開催し、組織運営・

事業開発・資金調達等のマネジメント能力の向上を

促進する。 

基礎講座：2知域

で2テーマを各1

回開催 

高度化セミナ―： 

2 地域で組織運

営・事業開発・資

金調達の 3 テー

マを盛込み各１

回開催 

参加者：各 40 名

程度 

 市民活動団体等の抱える人材面、資金面の課題に対して適切な支援を行う

ことのできる中間支援組織の支援や民が民を支える仕組みの普及を通じて、

団体が持続的に活動できる環境整備に向けた基盤強化等を図ります。 
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Ⅳ－３（１）市民活動団体等の組織運営力等の向上支援 
 

 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 
２７年度 ２８年度 ２９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 
２３．４％※１ 

２４．８％ ２６．２％ ２７．５％ 
３３．０％ 

(＋９．９％)   

寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人

の割合 
５８．２％※２ 

６０．５％ ６２．８％ ６５．０％ 
５５．４％ 

(－２．８％)   

 ※１ 第４８回県政に関する世論調査結果より 
 ※２ 千葉県ＮＰＯ法人実態調査結果より 
 
【今後の課題】 

成果指標である「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」については、数値が大きく増加しており、今後の数値の動向を見ながら状況を判

断する必要がありますが、「寄付を受けたことがある NPO 法人の割合」については、

数値が減少しているため、今後も市民活動団体に対する基盤強化を支援するための事

業を展開していくことが求められます。市民活動団体等の基盤強化においては、市民

活動団体向け講座の実施等の直接的な支援と、中間支援組織の機能向上等の間接的な

支援の両方を充実させるため、それぞれにおいて、事業内容の検討、広報周知方法の

見直し等を進めていく必要があります。特に中間支援組織の強化は「民が民を支える

環境づくり」につながることから、効果的な支援のあり方が課題です。   

実施結果 評価 達成度 
①基礎講座  会場：印旛・東葛・安房・山武の４地域 

 テーマ「自分の団体の課題を把握し、解決策を学ぼう！」 

 講師：認定 NPO 法人茨城 NPO センター・コモンズ 

代表理事 横田能洋氏、事務局長 大野覚氏 

9 月 29 日（火）印西市市民活動支援センター 25 名 

10 月 15 日（木）我孫子南近隣センター 22 名 

10 月 21 日（水）南房総市役所 38 名 

10 月 22 日（木）大網白里市保健文化センター19 名 

②高度化セミナー  会場：印旛・東葛の２地域 

 内容：「マネジメント力 

（組織運営・事業開発・資金調達）の強化について」 

 講師：認定特定非営利活動法人日本 NPO センター 

     事務局次長 坂口和隆氏 

1 月 30 日（土）八千代市総合生涯学習プラザ 

２階多目的ホール 19 名 

2 月 13 日（土）野田市総合福祉会館３階第３会議室 33 名 

参加人数については目標には及ばなかったもの

の、予定された回数を実施しました。 

①基礎講座は地元市町村の希望を反映させながら

共催で実施し、広報や開催に係る業務を効率的に

実施できました。受講者は４回合計で 104 名で定員

充足率は 86.7％に達し、また、アンケートの結果受

講者の７１．１%が 講座は役に立ったと回答してお

り、開催の効果があったと思われます。 

②高度化セミナーも基礎講座と同様に、地元市の希

望を反映した企画で実施しました。参加者の評価

は、100 点満点で採点して、平均 87 点という高評価

で、セミナーを実施した効果はあったと思われます。 

今後はより多くの団体に参加してもらえるよう市町村

と連携して、効果的な講座を開催していく必要があり

ます。 

○ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

 
（２）中間支援組織の機能強化支援 

 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

50 
 
再

掲 

ボランティアセンタ

ー・市民活動支援セ

ンター等研修会及び

交流会の開催 
〔県民生活・文化課〕 

県社会福祉協議会等との連携のもと、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

のスタッフの研修及び情報共有の場として、研修

会・交流会を開催する。 

開催回数：１回  

参加人数 50 名 

51 

市民活動支援組織ネ

ットワークによる中

間支援組織の機能向

上と連携強化 
〔県民生活・文化課〕 

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、会議の開催や研修を通じて、支援組織に必要

とされるノウハウや知識を習得するための研修を

実施する。 

ネットワーク等

の開催回数：4 回 
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Ⅳ－３（２）中間支援組織の機能強化支援 
 

 
 

 
  

 

実施結果 評価 達成度 

実施日時 平成２７年１０月８日（木）１３時１５分～１７時 

場所 千葉市ビジネス支援センター13 階会議室  

参加者 38 名 

内容  

・第１部：基調講演  

 テーマ 「中間支援組織には何が求められているのか」 

  講 師  安藤雄太 氏 

（東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー） 

・第２部：ワークショップ 

テーマ「市民の活動のステップアップに向けて 

            ～助成金申請とセンターの役割～」 

 参加人数については、目標を概ね達成しまし

た。 

 研修内容については、アンケート回答者２４名の

うち、基調講演については２３名が、ワークショップ

についても２２名が「大変よかった」「よかった」と回

答しており、好評を得ることができました。 

 基調講演では、中間支援組織の意義と現状、機

能について再確認することができ、ワークショップ

では、ＮＰＯ等への支援の方法について実践的に

学ぶことができ、ボランティアセンター、市民活動

支援センター双方のスタッフにとって有意義な研

修会となりました。 

 今後はより多くのセンタースタッフに参加

してもらえるよう内容の検討などを行い、中間

支援組織の機能充実に向けた支援を進めてい

きます 

○ 

（１）支援組織ネットワーク 研修会（会議）について 

 日程・会場・参加者 

 第 1 回 7 月 10 日（金） 千葉県自治会館 52 名 

 第 2 回 11 月 13 日（金） 

佐倉市シルバー人材センター 25 名 

 第 3 回 12 月 9 日（水） 

木更津市市民活動支援センター 12 名 

 第 4 回 2 月 8 日（月） 

千葉市ビジネス支援センター 24 名 

（２）支援組織ネットワーク幹事会について 

 第 1 回幹事会 5 月 26 日（火） 

 第 2 回幹事会 8 月 26 日（水） 

 第 3 回幹事会 3 月 3 日（木） 

4 回開催との実施目標については、達成するこ

とが出来ました。 

第 1 回、2 回、3 回とも 90％を超える参加者から

「よかった」以上の回答を頂くなど、充実した会を

実施できました。（第 4 回は別様式のアンケートを

用いました。） 

第 2 回、第 3 回については、新たな試みとして、

各地の市民活動センターを開催地として複数のセ

ンターの事例発表、センター内見学、情報交換を

行い、日頃の交流の少ない各団体が自己との相

違を含め、他者の様子を知る機会となりました。 

第 4 回については、当ネットワークで来年度取

組むべき事柄を考える上での情報収集を図りつ

つ、情報交換を行いました。 

今後は、全体として参加者数がやや低調であっ

たことから、より具体的な課題解決を目指す、実践

的な内容としたいと考えます。 

◎ 
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Ⅳ 平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

（３）民が民を支える仕組みの普及・支援 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

52 
民が民を支える仕組

みの普及・支援 
〔県民生活・文化課〕 

 「民が民を支える仕組み構築モデル事業」（H23
～24）において構築された仕組みについては、県が

実施するイベントや県ホームページ等において周

知・ＰＲするほか、運営主体との情報交換や意見交

換を行うなど、協力することで、仕組みの活用促進

を図る。 

運営主体との情

報交換の場を設

ける 
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Ⅳ－３（３）民が民を支える仕組みの普及・支援 
 

 

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

・県ホームページにおいて関係資料及びイベント情報を

掲載 

・市民団体から依頼を受けたチラシを県民活動情報オ

フィスなどで提供するなど、情報提供の支援を実施 

 運営主体とウェブサイトについて意見交換を実

施しました。加えて県ホームページや県民活動

情報オフィス等での情報提供、研修の機会を活

用した広報などを通して、周知、PR を行い、民

が民を支える仕組みの普及・促進の支援を行い

ました。 

 今後も、周知・PR を継続することで仕組みの活

用促進を図ります。 

◎ 
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Ⅴ ＮＰＯ法人認証事務について

 

 

 

Ⅴ ＮＰＯ法人認証事務等について                

１１  認認証証事事務務  

ＮＰＯ法に係る所轄庁の事務は、法律に基づく全国共通の事務となっており、その  

内容は、設立認証、役員変更届、定款変更、事業報告書等の閲覧、解散届、合併認証、

監督などとなっています。 

 

（１）設立認証 

本年度は、新たに９９件の法人設立を認証しました。（詳細は、資料２参照） 
 
表１ 設立認証等件数の推移 
 設立認証件数 累  計 設立不認証件数 累  計 

平成１１年度    ５３件    ５３件    ０件    ０件 

平成１２年度    ６４件   １１７件    ０件    ０件 

平成１３年度    ９９件   ２１６件    ０件    ０件 

平成１４年度   １７８件   ３９４件    ０件    ０件 

平成１５年度   ２３２件   ６２６件    ０件    ０件 

平成１６年度   ２１２件   ８３８件    ０件    ０件 

平成１７年度   ２０８件  １０４６件    ０件    ０件 

平成１８年度   １７２件  １２１８件    ０件    ０件 

平成１９年度   １４８件  １３６６件    ０件    ０件 

平成２０年度   １３５件  １５０１件    ０件    ０件 

平成２１年度   １３５件  １６３６件    １件    １件 

平成２２年度 １４４件 １７８０件 ０件 １件 

平成２３年度 １５３件 １９３３件 １件 ２件 

平成２４年度 １０８件 ※２０２２件 ０件 ２件 

平成２５年度 １０１件 ２１２３件 ０件 ２件 

平成２６年度 １１０件 ２２３３件 ０件 ２件 

平成２７年度  ９９件 ２３３２件 ０件 ２件 

  ※法改正に伴い１９件減少（千葉市へ移管３０件、内閣府から移管１１件） 
 
（２）役員変更届 

   役員に、新任、辞任、解任、住所変更、改名などの理由により変更があった場合

は、届け出ることとされています。本年度は、５５６件の届出がありました。 
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Ⅴ ＮＰＯ法人認証事務について 

 

 
 

 

（３）定款変更 

定款を変更しようとする法人は、社員総会の議決を経て、ＮＰＯ法第２５条第３項

に規定する下記事項については、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じないと定め

られています。また、法第２５条第３項に規定する事項を除いた定款変更については、

遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならないと定められています。 
  本年度、定款変更認証の認証件数は９８件となっています。また、定款変更届出件

数は８４件となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

（４）事業報告書等 

   ＮＰＯ法人は、毎事業年度終了後３カ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対

照表、活動計算書、年間役員名簿及び１０人以上の社員名簿を所轄庁に提出しなけ

ればなりません。平成２７年度においては、１，５１４件の提出がありました。 
提出された事業報告書等については、所轄庁において、これを公開する義務があり、

千葉県では原則としてホームページで公開しています。 
なお、未提出法人については、督促を実施します。 
 
表２ 督促法人数 
１事業年度分未提出 ２９２法人 
２事業年度分未提出 ７９法人 
３事業年度分未提出 ５５法人 

計 ４２６法人 
   

（５）解散・合併 

  本年度は、総会の決議など認証取消し以外の事由により解散が確認された法人が 

３９件ありました。また、合併はありませんでした。 

 

（６）監督 

   所轄庁による設立認証の取消しは、ＮＰＯ法第４３条の規定に基づき、①改善命

令違反の場合、②事業報告書等を３年以上にわたって未提出の場合、③改善命令に

よる改善が期待できない場合、④ＮＰＯ法第１３条第３項の規定に基づき、設立の

認証を受けた者が設立の認証があった日から６か月を経過しても登記をしない場合

に行うことができます。 
本年度は、２９件の認証取消処分を行いました。 

（参考）法第２５条第３項に規定する事項 

①目的、②名称、③特定非営利活動の種類及び事業、④所轄庁の変更を伴う事務所の所在

地、⑤社員の資格の得喪、⑥役員（定数に係るものを除く。）、⑦会議、⑧その他の事業、

⑨解散（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）、⑩定款の変更に関する事項 
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Ⅴ ＮＰＯ法人認証事務について

 

 

 
表３ 取消事由別法人数（取消処分後の解散日で計上） 

① 改善命令違反等 １法人 
② 事業報告書等を３年以上にわたって未提出 ２８法人 
③ 認証があった日から６か月を経過しても登記をしない ０法人 
その他（法第 12 条不適合により認証無効） ０法人 

計 ２９法人 
 

２２  認認定定事事務務  

認定ＮＰＯ法人制度は、ＮＰＯ法人への寄附を促すことにより、ＮＰＯ法人の活動を

支援するために税制上設けられた措置として、ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも

のについて、これまで、国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により、所轄庁

が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成２４年４月１日から実施されていま

す。 

 

 認  定 仮認定 合  計 旧国税庁認定 

平成２４年度末 ５法人 ４法人 ９法人 ７法人 

平成２５年度末 １１法人 ８法人 １９法人 ８法人 

平成２６年度末 １６法人 ６法人 ２２法人 ５法人 

平成２７年度末 ２３法人 ６法人 ２９法人 ３法人 
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資料１－１ 千葉県県民活動推進懇談会委員名簿

 

 
 

 

資料１－１ 千葉県県民活動推進懇談会委員名簿（平成 27 年度） 

 

 

  

区 分 
氏 名 

（敬称略） 
所 属 団 体 等 備 考 

有識者 

鎌田 元弘 
千葉工業大学 副学長 

工学部建築都市環境学科 教授 
座 長 

渡辺 鉱 株式会社千葉日報社 編集局次長  

市民活動 

団体関係者 

牧野  昌子 
NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

代表理事 
副座長 

奥野 不二子 特定非営利活動法人 ACOBA 顧問理事 
 

社会福祉 

協議会 

関係者 

大野 トシ子 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 副会長 
 

鈴木 孝 社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会 会長 
 

企  業 

関係者 

小松 孝之 
株式会社ちばぎん総合研究所 

受託調査部長 

 

細矢  孝 株式会社 CMS 代表取締役 
 

市町村 

関係者 

松田 道郎 船橋市市民生活部市民協働課長 
 

粕谷 幸夫 富里市市民経済環境部市民活動推進課長 
 

合 計 
 

１０名 
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資料１－２ 千葉県県民活動推進会議委員名簿 

 

 

 

資料１－２ 千葉県県民活動推進会議委員名簿(平成 27 年度) 

  

千葉県県民活動推進会議 千葉県県民活動推進会議幹事会 

【会長】環境生活部長 【幹事長】環境生活部次長 

総務部次長 総務部総務課長 

総合企画部次長 総合企画部政策企画課長 

防災危機管理部次長 防災危機管理部防災政策課長 

健康福祉部次長 健康福祉部健康福祉政策課長 

環境生活部次長 環境生活部環境政策課長 

商工労働部次長 商工労働部経済政策課長 

農林水産部次長 農林水産部農林水産政策課長 

県土整備部次長 県土整備部県土整備政策課長 

水道局管理部長 水道局管理部総務企画課長 

企業庁管理・工業 

用水部次長 

企業庁管理・工業用水部 

企業総務課長 

病院局副局長 病院局経営管理課長 

教育庁企画管理部次長 教育庁企画管理部教育政策課長 

警察本部警務部参事官 警察本部警務部警務課長 
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資料１－３ パートナーシップ推進員会議構成課

 

 
 

 
【各部局主管課】

　総務部 総務課 政策班

　総合企画部 政策企画課 政策室

　防災危機管理部 防災政策課 政策班

　健康福祉部 健康福祉政策課 政策室

　環境生活部 環境政策課 政策室

　商工労働部 経済政策課 国際経済・誘客推進室

　農林水産部 農林水産政策課 政策室

　県土整備部 県土整備政策課 政策室

　　企　業　庁 　管理・工業用水部 企業総務課 経営管理室

　　水　道　局 　管理部 総務企画課 企画広報班

    病  院  局 経営管理課 経営企画戦略室

　　教　育　庁 　企画管理部 教育政策課 教育立県推進室

　　警　察　本　部 　警務部 警務課

【関連事業担当所属】

税務課 法人調査指導班

職員能力開発センター

国際交流協力室

国際政策推進班

男女共同参画課 企画調整班

防災危機管理部 防災政策課 地域防災力向上班

健康福祉指導課 福祉人材班

健康づくり支援課 がん対策班

難病・アレルギー班

感染症予防班

子育て支援班

虐待防止対策室

高齢者福祉課 生きがい活動推進班

障害福祉課 計画推進班

医療整備課 医師・看護師確保推進室

企画調整班

公衆衛生獣医班

自然保護課 自然環境企画室

循環型社会推進課 環境保全活動推進班

生活安全課 消費者安全推進室

環境研究センター 企画情報室

経済政策課 国際経済・誘客推進室

経営支援課 商業振興班

観光企画課 観光事業・団体支援班

雇用労働課 若年者就労支援班

障害者就労支援班

技能振興班

流通販売課 農業ビジネス推進班

安全農業推進課 食の安心推進室

森林課 森林政策室

県土整備政策課 政策室

道路環境課 維持防災推進班

河川環境課 企画班

都市整備局公園緑地課 景観づくり推進班

計画課 おいしい水づくり推進班

浄水課 浄水管理班

経営管理課 経営企画戦略室

生涯学習課 学校・家庭・地域連携室

指導課 生徒指導・いじめ対策室

特別支援教育課 教育支援室

文化財課 学芸振興室

生活安全総務課

少年課

サイバー犯罪対策課

 平成２７年度　パートナーシップ推進員構成所属一覧

健康福祉部

　　警　察　本　部 生活安全部

病　　　　　　　　　院　　　　　　　　　局

　　教　育　庁 教育振興部

農林水産部

技術部　　水　道　局

疾病対策課

児童家庭課

環境生活部

商工労働部

衛生指導課

産業人材課

　　知　事　部　局

　　　　知事部局

　

総務部

国際課

県土整備部

総合企画部
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資料１－４ 千葉県市民活動支援組織ネットワーク参加団体 
 

 
 

 

 

資料１－４ 千葉県市民活動支援組織ネットワーク参加団体 
平成 27 年 10 月 1 日現在 

 

番号 参加団体 幹事 

１ 千葉市民活動支援センター（千葉市市民自治推進課） ○ 

２ 銚子市まちづくりサポートルーム（銚子市地域協働課）  

３ 
ボランティア・ＮＰＯ活動センター、ボランティア・ＮＰＯ活動センター行徳（市

川市ボランティア・ＮＰＯ課） 
 

４ 船橋市市民活動サポートセンター（船橋市市民協働課）  

５ まつど市民活動サポートセンター（松戸市市民自治課）  

６ 野田市市民活動支援センター（野田市市民生活課）  

７ 佐倉市市民公益活動サポートセンター（佐倉市自治人権推進課）  

８ 東金市ボランティア・市民活動センター（東金市企画課）  

９ 習志野市市民協働インフォメーションルーム（習志野市協働まちづくり課）  

１０ 柏市民活動センター（柏市協働推進課）  

１１ 市原市市民活動センター（市原市市民活動支援課） ○ 

１２ 流山市民活動推進センター（流山市コミュニティ課）  

１３ 八千代市市民活動サポートセンター（八千代市コミュニティ推進課）  

１４ あびこ市民活動ステーション（我孫子市市民活動支援課）  

１５ 鎌ケ谷市市民活動推進センター（鎌ケ谷市市民活動推進課）  

１６ 君津市企画政策課  

１７ 浦安市市民活動センター（浦安市協働推進課）  

１８ 四街道市みんなで地域づくりセンター（四街道市シティセールス推進課）  

１９ 印西市市民活動支援センター（印西市市民活動推進課）  

２０ 白井市市民活動推進センター（白井市市民活動支援課）  

２１ 山武市市民交流サロン、さんぶの森市民交流サロン（山武市市民自治支援課）  

２２ 栄町住民活動支援センター（栄町住民活動推進課）  

２３ 茂原市生活課  

２４ 成田市市民協働課  

２５ 袖ケ浦市市民活動支援課  

２６ 八街市企画課  

２７ 富里市市民活動推進課  

２８ 南房総市市民協働課 ○ 

２９ 香取市市民活動推進課  

３０ いすみ市企画政策課  

３１ 大網白里市地域づくり課  

３２ 酒々井町住民協働課  

３３ (特非)ちば市民活動・市民事業サポートクラブ ○ 

３４ (特非)ＮＰＯ支援センターちば ○ 
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資料１－４ 千葉県市民活動支援組織ネットワーク参加団体 

 

 
 

３５ (特非)千葉まちづくりサポートセンター ○ 

３６ (特非)コミュニティ・コーディネーターズ・タンク ○ 

３７ (特非)子ども劇場千葉県センター ○ 

３８ (特非)浦安まちづくりネット  

３９ ＮＰＯ法人ＣＯＳＭＯＳサポートクラブ  

４０ 一般社団法人大網白里まちづくりサポートセンター  

４１ (特非)ＡＣＯＢＡ  

４２ (特非)ＮＰＯ支援の税理士ネットワーク  

４３ (特非)ディープデモクラシー・センター  

４４ 社会福祉法人市原市社会福祉協議会  

４５ 
千葉県ボランティア･市民活動センター 

（社会福祉法人千葉県社会福祉協議会） 
○ 

４６ 千葉県環境生活部県民生活・文化課 ○ 
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資料２ 県内ＮＰＯ法人の認証状況

 

 
 

資料２ 県内ＮＰＯ法人の認証状況 

（１）千葉県の認証数の推移 

  

設立 

申請 

件数 

申請 

取下 

件数 

解散 

件数 
（注 1） 

認証 

取消 

件数 
（注 2） 

転出 

件数 

転入 

件数 
（注 3） 

受理数 

設立 

認証 

件数 

設立 

不認証 

件数 

認証数 

平成 10 年度～ 

平成 17 年度 
1110 21 20 1 12 8 1064 1046 0 1021 

平成 18 年度 165 1 19 4 4 
5 

3 
142 172 0 148 

累計 1275 22 39 5 16 
13 

11 
1206 1218 0 1169 

平成 19 年度 146 3 10 3 2 
1 

3 
129 148 0 136 

累計 1421 25 49 8 18 
14 

14 
1335 1366 0 1305 

平成 20 年度 137 2 24 11 5 4 99 135 0 99 

累計 1558 27 73 19 23 18 1434 1501 0 1404 

平成 21 年度 144 6 18 7 4 
5 

4 
114 135 1 110 

累計 1702 33 91 26 27 
23 

22 
1548 1636 1 1514 

平成 22 年度 145 3 22 35 2 4 87 144 0 89 

累計 1847 36 113 61 29 
27 

26 
1635 1780 1 1603 

平成 23 年度 152 4 21 28 4 4 99 153 1 104 

累計 1999 40 134 89 33 
31 

30 
1734 1933 2 1707 

平成 24 年度 108 2 39 35 8 6 30 108 0 32 

千葉市へ移管 (注 4)   -15 -15 322  -292 -30  -322 

内閣府より移管(注 4)   3 8  121 110 11  121 

累計 2107 42 161 117 363 
158 

157 
1582 2022 2 1538 

平成 25 年度 106 1 44 23 9 6 35 101 0 31 

累計 2213 43 205 140 372 
164 

163 
1617 2123 2 1569 

平成 26 年度 111 5 49 20 8 5 34 110 0 38 

累計 2324 48 254 160 380 
169 

168 
1651 2233 2 1607 

平成 27 年度 101 2 39 33 5 6 28 99 0 28 

累計 2425 50 293 193 385 
175 

174 
1679 2332 2 1635 
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資料２ 県内ＮＰＯ法人の認証状況 

 

 
 

 

ここでいう受理数及び認証数とは、内閣府が各月全国の状況を整理して公表している数

値と同じものです。それぞれの数値は、以下のとおり算定しています。 
 

受理数 ＝   設立認証申請件数（実際に申請があった件数） － 申請取下件数 
－ 解散件数 － 認証取消件数 
－ （所轄庁変更による）転出件数 ＋ （所轄庁変更による）転入申請件数 

 
認証数 ＝   設立認証件数（実際に認証した件数） 

－ 解散件数 － 認証取消件数 
－ （所轄庁変更による）転出件数 ＋ （所轄庁変更による）転入認証件数 

  
（注１）認証取消し以外の事由による解散の件数です。なお、総会の決議により解散した法人について

は、解散日の属する年度中に解散届が提出されない場合があります。 
（注２）認証取消件数については、取消による解散法人数です。（取消通知の送達を持って解散となる 

ため、p63 の取消数とは一致しません。） 
（注３）上段は転入申請件数、下段は転入認証件数です。 
（注４）平成 24 年 4 月 1日に施行された改正ＮＰＯ法により、認証事務等の権限移譲がありました。 

 

 

 

（２）全国と千葉県の認証数の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (注) Ｈ２４以降については、千葉県の認証件数と千葉市の認証件数を合計しています。 
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資料２ 県内ＮＰＯ法人の認証状況

 

 
 

（３）地域別ＮＰＯ法人数の推移 

  H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

千葉地域 283 322 334 357 382 400 436 459 460 463 

千葉市（注） 231 265 276 295 313 328 
358 

(17) 

372 

(17) 

368 

(20) 

369 

(21) 

市原市 52 57 58 62 69 72 78 87 92 94 

葛南地域 281 306 325 347 359 374 420 422 424 420 

市川市 80 85 90 99 101 110 122 118 120 118 

船橋市 124 141 143 149 154 153 174 174 168 172 

習志野市 20 21 25 29 29 33 33 34 37 35 

八千代市 34 36 40 41 42 44 52 59 59 54 

浦安市 23 23 27 29 33 34 39 37 40 41 

東葛飾地域 272 305 334 357 381 408 448 453 459 469 

松戸市 88 101 102 108 117 124 142 147 148 156 

野田市 18 22 29 34 34 34 39 42 43 43 

柏市 87 96 105 113 117 125 133 132 137 144 

流山市 29 32 37 40 44 50 55 54 54 54 

我孫子市 33 36 42 43 45 49 53 52 51 51 

鎌ケ谷市 17 18 19 19 24 26 26 26 26 21 

印旛地域 129 143 152 172 182 196 210 217 227 231 

成田市 22 24 30 30 33 37 39 42 46 50 

佐倉市 27 26 30 37 42 43 42 45 48 48 

四街道市 17 19 16 18 17 19 21 22 22 24 

八街市 11 11 13 15 17 16 19 19 19 19 

印西市 23 27 27 30 30 36 40 40 42 43 

白井市 13 17 17 18 17 16 18 19 19 19 

冨里市 8 10 10 12 12 13 15 14 15 12 

酒々井町 3 3 3 5 6 6 6 6 7 6 

栄町 5 6 6 7 8 10 10 10 9 10 

香取地域 19 18 21 24 25 29 32 37 41 42 

香取市 14 13 16 19 19 23 24 25 28 28 

神崎町 1 1 1 1 2 2 3 6 7 8 

多古町 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 

東庄町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

海匝地域 29 30 33 40 38 39 41 41 43 46 

銚子市 21 21 20 24 23 21 21 20 18 20 

旭市 7 7 9 11 11 13 13 13 17 17 

匝瑳市 1 2 4 5 4 5 7 8 8 9 

長生地域 23 25 30 33 35 40 41 44 48 47 

茂原市 12 15 16 17 18 20 21 21 21 19 

一宮町 3 3 5 7 7 8 8 11 13 12 

睦沢町 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 

長生村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

白子町 3 3 5 5 5 5 3 2 2 2 

長柄町 1 1 1 1 2 3 4 4 4 3 

長南町 2 1 1 1 2 2 3 3 5 5 
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資料２ 県内ＮＰＯ法人の認証状況

 

  H18 H19

山武地域 34 

東金市 12 

山武市 7 

大網白里市 11 

九十九里町 1 

芝山町 2 

横芝光町 1 

夷隅地域 13 

勝浦市 6 

いすみ市 6 

大多喜町 0 

御宿町 1 

安房地域 25 

館山市 16 

鴨川市 5 

南房総市 4 

鋸南町 0 

君津地域 61 

木更津市 31 

君津市 16 

富津市 7 

袖ケ浦市 7 

合  計 1169 1305

 千葉県 1169 1305

 千葉市 - 
（注）（ ）は、千葉県所轄の法人数

  

県内ＮＰＯ法人の認証状況 

 
 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 

42 45 47 49 55 62 

15 16 15 15 12 13 

8 9 11 11 16 20 

14 15 16 18 20 20 

1 1 0 ０ 0 2 

2 2 1 1 1 1 

2 2 4 4 6 6 

15 18 19 19 21 28 

9 8 9 9 10 13 

5 9 9 9 10 12 

0 0 0 0 0 2 

1 1 1 1 1 1 

32 35 38 47 51 59 

18 19 21 27 28 27 

8 9 10 9 9 14 

5 6 6 10 13 15 

1 1 1 1 1 3 

67 77 81 86 94 102 

32 37 37 38 45 47 

18 20 21 23 22 24 

8 9 10 10 12 15 

9 11 13 15 15 16 

1305 1404 1515 1603 1707 1879 

1305 1404 1515 1603 1707 1538 

- - - - - 341 
数（千葉市内に主たる事務所を有し、他市町村にも事務所を有する法人）

 

 

H25 H26 H27 

63 65 70 

12 12 14 

21 21 24 

21 21 19 

2 3 4 

1 2 3 

6 6 6 

30 32 34 

13 14 13 

14 14 17 

2 3 3 

1 1 1 

61 64 66 

28 27 27 

15 16 16 

15 17 18 

3 4 5 

97 92 95 

46 43 41 

21 19 23 

14 14 14 

16 16 17 

1924 1955 1983 

1569 1021 1635 

355 - 348 
（千葉市内に主たる事務所を有し、他市町村にも事務所を有する法人） 
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資料２ 県内ＮＰＯ法人の認証状況

 

 
 

（４）分野別ＮＰＯ法人数の推移（千葉県所轄法人） 

 
 

    年度 

 

分野 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
法人数 

(割合） 
保健、医療又は福祉の増進

を図る活動． 

888 

(63.1%) 

750 

(64.2%) 

832 

(63.8%) 

944 

(62.3%) 

980 

(61.1%) 

1036 

(60.7%) 

920 

(59.8%) 

949 

(60.5%) 

974 

(60.6%) 

1,002 

(61.3%) 

社会教育の推進を図る活動 
656 

(46.6%) 

547 

(46.8%) 

607 

(46.5%) 

701 

(46.3%) 

715 

(44.6%) 

750 

(43.9%) 

679 

(44.1%) 

694 

(44.2%) 

710 

(44.1%) 

730 

(44.6%) 

まちづくりの推進を図る活

動 

624 

(44.3%) 

508 

(43.5%) 

574 

(44.0%) 

674 

(44.5%) 

700 

(43.7%) 

749 

(43.9%) 

688 

(44.7%) 

695 

(44.3%) 

710 

(44.1%) 

720 

(44.0%) 

観光の振興を図る活動(※) － － － － － － 
6 

(0.4%) 

14 

(0.9%) 

24 

(1.5%) 

35 

(2.1%) 

農山漁村又は中山間地域の

振興を図る活動（※） 
－ － － － － － 

3 

(0.2%) 

8 

(0.5%) 

20 

(1.2%) 

31 

(1.9%) 

学術、文化、芸術又はスポ

ーツの振興を図る活動 

469 

(33.3%) 

382 

(32.7%) 

425 

(32.6%) 

513 

(33.9%) 

545 

(34.0%) 

576 

(33.7%) 

524 

(34.1%) 

528 

(33.7%) 

547 

(34.0%) 

554 

(33.9%) 

環境保全を図る活動 
398 

(28.3%) 

326 

(27.9%) 

361 

(27.7%) 

434 

(28.6%) 

452 

(28.2%) 

471 

(27.6%) 

439 

(28.5%) 

441 

(28.1%) 

444 

(27.6%) 

446 

(27.3%) 

災害救援活動 
85 

(6.0%) 

73 

(6.2%) 

77 

(5.9%) 

91 

(6.0%) 

89 

(5.6%) 

99 

(5.8%) 

104 

(6.8%) 

106 

(6.8%) 

111 

(6.9%) 

122 

(7.5%) 

地域安全活動 
158 

(11.2%) 

132 

(11.3%) 

148 

(11.3%) 

173 

(11.4%) 

172 

(10.7%) 

177 

(10.4%) 

162 

(10.5%) 

164 

(10.5%) 

169 

(10.5%) 

181 

(11.1%) 

人権の擁護又は平和の推進

を図る活動 

221 

(15.7%) 

182 

(15.6%) 

201 

(15.4%) 

241 

(15.9%) 

254 

(15.8%) 

269 

(15.8%) 

255 

(16.6%) 

261 

(16.6%) 

263 

(16.7%) 

268 

(16.4%) 

国際協力の活動 
231 

(16.4%) 

199 

(17.0%) 

215 

(16.5%) 

251 

(16.6%) 

265 

(16.5%) 

270 

(15.8%) 

243 

(15.8%) 

241 

(15.4%) 

234 

(14.6%) 

243 

(14.9%) 

男女共同参画社会の形成の

促進を図る活動 

121 

(8.6%) 

106 

(9.1%) 

121 

(9.3%) 

131 

(8.6%) 

135 

(8.4%) 

136 

(8.0%) 

132 

(8.6%) 

129 

(8.2%) 

131 

(8.2%) 

132 

(8.1%) 

子どもの健全育成を図る

活動 

627 

(44.6%) 

514 

(44.0%) 

578 

(44.3%) 

680 

(44.9%) 

704 

(43.9%) 

737 

(43.2%) 

667 

(43.4%) 

699 

(44.6%) 

723 

(45.0%) 

749 

(45.8%) 

情報化社会の発展を図る活

動 

122 

(8.7%) 

100 

(8.6%) 

111 

(8.5%) 

132 

(8.7%) 

137 

(8.5%) 

139 

(8.1%) 

133 

(8.6%) 

128 

(8.2%) 

125 

(7.8%) 

127 

(7.8%) 

科学技術の振興を図る活動 
67 

(4.8%) 

48 

(4.1%) 

60 

(4.6%) 

73 

(4.8%) 

80 

(5.0%) 

80 

(4.7%) 

67 

(4.4%) 

67 

(4.3%) 

67 

(4.2%) 

66 

(4.0%) 

経済活動の活性化を図る活

動 

169 

(12.0%) 

125 

(10.7%) 

152 

(11.6%) 

199 

(13.1%) 

217 

(13.5%) 

227 

(13.3%) 

221 

(14.4%) 

226 

(14.4%) 

231 

(14.4%) 

231 

(14.1%) 

職業能力の開発又は雇用機

会の拡充を支援する活動 

304 

(21.6%) 

214 

(18.3%) 

268 

(20.5%) 

340 

(22.4%) 

365 

(22.8%) 

389 

(22.8%) 

355 

(23.1%) 

366 

(23.3%) 

368 

(22.9%) 

381 

(23.3%) 

消費者の保護を図る活動 
81 

(5.8%) 

63 

(5.4%) 

75 

(5.7%) 

93 

(6.1%) 

98 

(6.1%) 

93 

(5.4%) 

89 

(5.8%) 

91 

(5.8%) 

90 

(5.6%) 

94 

(5.7%) 

前各号に掲げる活動を行う団

体の運営又は活動に関する連

絡、助言又は援助の活動 

589 

(41.9%) 

495 

(42.3%) 

546 

(41.8%) 

640 

(42.2%) 

678 

(42.3%) 

727 

(42.6%) 

670 

(43.6%) 

697 

(44.4%) 

711 

(44.2%) 

726 

(44.4%) 

※法改正により新たに追加された活動の種類 
(注)割合は、それぞれの年度の認証数で法人数を除算した数値です。ひとつの法人が複数の活動の種類

を定款に記載しているため、法人数の総計は認証数と一致せず、割合の総計は１００%とはなりま

せん。 
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資料３－１ 第５０回県政に関する世論調査 

 

 
 

4.8 38.8 46.9 7.6

1.9

無回答

大変関心がある

(%)

まあ関心がある あまり関心がない

まったく関心がない

43.6

全　 体 （1,580）

n

54.5

資料３－１ 第５０回県政に関する世論調査 

調査の概要 

調査対象：千葉県全域の満 20歳以上の男女 3,000 人 

調査方法：郵送法（郵送配付－郵送回収） 
調査期間：平成 27年 8月 12 日～8月 31 日 

回収結果：有効回答数 1,580（回収率 52.7％） 
 
 

市民活動について 

（１）市民活動団体やボランティア活動の関心度 

市民活動団体やボランティア活動の関心度を聞いたところ、「大変関心がある」（4.8％）、「ま

あ関心がある」（38.8％）となっており、２つを合わせた『関心がある』（43.6％）は４割台半ば

となっている。一方、「あまり関心がない」（46.9％）、「まったく関心がない」（7.6％）を合わせ

た『関心がない』（54.5％）は５割台半ばとなっており、『関心がない』割合が『関心がある』を

上回っている。 
 

問９ あなたは、市民活動団体の活動や、ボランティア活動に関心がありますか。（○は１つ） 

 
（注）ここでいう「市民活動団体」とは、市民の自発性に基づき、福祉や子育て支援、まちづ 

くり、環境等様々な分野の地域課題の解決のために、自発的・継続的に社会貢献活動を行

う営利を目的としない団体（行政が認証したＮＰＯ法人やボランティア団体等任意団体）

のことです。 
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資料３－１ 第５０回県政に関する世論調査

 

4.9 6.1 22.1 11.1 54.1

1.8

無回答

定期的に参加している

(%)

参加したことはないが、

今後参加してみたいと思う

参加したことはない

時々参加している

33.0

全　 体 （1,580）

n

参加した

ことがある

23.8 75.4

0.8

無回答参加している 参加したことはない

平成25年度調査（1,556）

n

23.4 75.5

1.1

33.0 65.2

1.8

平成26年度調査（1,605）

平成27年度調査（1,580）

 

（２）市民活動団体の活動への参加経験 

市民活動団体の活動への参加経験を聞いたところ、「定期的に参加している」（4.9％）と「時々

参加している」（6.1％）、「参加したことがある」（22.1％）の３つを合わせた『参加している』

（33.0％）は３割台半ばとなっている。過去の調査結果と比較すると『参加している』割合は大

きく上昇した。 
一方、「参加したことはないが、今後参加してみたいと思う」（11.1％）は１割を超え、「参加

したことはない」（54.1％）は５割台半ばとなっている。 
 

問10 あなたは、市民活動団体の活動に参加したことがありますか。（○は１つ） 

（注）ここでいう「参加」とは、団体の会員やスタッフとしての参加、団体への資金・物品・ 

場所の提供・寄付、ボランティアによる労力・技術等の提供、団体が提供するサービス

の利用・イベントへの参加などを含みます。 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

〔参考〕平成 25 年度・平成 26 年度の同様の項目による調査結果との比較（単位：％） 
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資料３－１ 第５０回県政に関する世論調査 

 

 
 

5.4 5.9 25.8 8.6 52.2

2.0

無回答

定期的に活動している

(%)

活動したことはないが、

今後活動してみたいと思う

活動したことはない

時々活動している

37.2

全　 体 （1,580）

n 活動したことがある

 

（３）ボランティア活動経験 

ボランティアとして活動したことがあるかを聞いたところ、「定期的に活動している」

（5.4％）、「時々活動している」（5.9％）が約５％ずつおり、「活動したことがある」（25.8％）

を合わせた『活動したことがある』（37.2％）は約４割となっている。過去の調査結果と比較す

ると『活動したことがある』は大きく上昇した。一方、「活動したことはない」（52.2％）は５割

を超えている。 

 

問11 あなたは、ボランティアとして活動したことがありますか。（○は１つ） 

（注）ここでいう「ボランティア活動」は、市民活動団体等の活動への参加のみならず、個人 

が行う地域活動全般を含む、幅広いボランティアとしての活動を指します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔参考〕平成 25 年度・平成 26 年度の同様の項目による調査結果との比較（単位：％） 

 

 
19.5 79.9

0.6

無回答活動したことがある 活動したことはない

平成25年度調査（1,556）

n

18.3 80.5

1.2

37.2 60.8

2.0

平成26年度調査（1,605）

平成27年度調査（1,580）
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資料３－２ 千葉県 NPO 法人の寄付及び協働に関する実態調査

 

 
 

資料３－２ 千葉県 NPO 法人の寄付及び協働に関する実態調査 

調査の概要 

  調査対象：千葉県認証 NPO 法人および千葉市認証 NPO 法人 1,927 団体 
  調査方法：郵送、HP 掲載により告知、ホームページ又は FAX により回答 
  調査時期：平成 27 年 11 月～平成 28 年 1 月 
  回収結果：有効回答数 645（回収率 33.4％） 
 
【結果の概要】 
  県内の NPO 法人の現状についての調査結果は次のとおりです。 
 
主な活動地域（記述回答） 

  主な活動地域を尋ねたところ、下図のような結果となりました。東葛飾地域で活動する法人

が最も多く、25.7%となっています。次に多いのが葛南地域で、21.6％となっています。 
 
  

18.3%

21.6%

25.7%

14.3%

3.1%
1.7%

3.0% 3.4% 2.5%

5.6%

2.8%

6.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

千
葉
地
域

葛
南
地
域

東
葛
飾
地
域

印
旛
地
域

香
取
地
域

海
匝
地
域

長
生
地
域

山
武
地
域

夷
隅
地
域

君
津
地
域

安
房
地
域

そ
の
他

主な活動地域 (n=638)
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資料３－２ 千葉県 NPO 法人の寄付及び協働に関する実態調査

 
（１）活動分野（複数回答） 

  団体の活動分野を尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多いのが

療・福祉」の分野で、57.7％となっています

28.8％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）法人格取得時期（単数回答）

  法人格の取得時期を尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多いのが「

年 4 月～平成 19 年 3 月」で、

年 3 月」で、20.4％となっています。

 
  

0%

保健・医療・福祉

教育・研究

まちづくり・まちおこし

芸術・文化・スポーツ

自然・環境保全

災害救援支援

地域安全

人権・平和

国際協力・交流

子ども・青少年育成

雇用促進・雇用支援

その他

平成１９年 ４月～

平成２２年３月,
17.6%

平成２２年 ４月～

平成２５年３月

17.3%

平成２５年 ４月～

現在まで

12.9%

法人の寄付及び協働に関する実態調査 

 

を尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多いのが

％となっています。次に多いのが「子ども・青少年育成」の分野で、

（単数回答） 

を尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多いのが「

」で、23.4％となっています。次に多いのが「平成

％となっています。 

 

19.9%
26.3%

21.3%
14.6%

4.8%
7.6%
7.6%
7.9%

28.8%
9.6%

8.1%

10% 20% 30% 40% 50%

活動分野 （n=643）

平成１０年１２月～

平成１３年３月

8.3%

平成１３年

平成１６年３月

平成１６年

平成１９年３月

23.4%

４月～

４月～

法人格取得時期(n=641)

を尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多いのが「保健・医

「子ども・青少年育成」の分野で、

を尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多いのが「平成 16
平成 13 年 4 月～平成 16

57.7%

60% 70%

平成１０年１２月～

平成１３年３月

平成１３年 ４月～

平成１６年３月,
20.4%

４月～

平成１９年３月,
23.4%
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（３）財政規模（単数回答） 

  直近事業年度における総支出額（財政規模）を尋ねたところ

た。最も多いのが「1,000 万円～

万円～500 万円未満」で、19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）寄付の受領経験（単数回答）

  寄付による資金援助を受けたことがあるか否かを尋ねたところ

した。寄付を受けたことがある法人の割合は、前回調査と比較すると、

りました。 

 
  

0% 10% 20%

H27
(n=644)

H26
(n=682)

受けたことがある

500万円～1,000万円未満

11.9%

1,000万円～

5,000万円未満

25.9%

5,000万円～1億円未満

6.1%

1億円以上, 5.0%

事業年度が1
2.0%

資料３－２ 千葉県 NPO 法人の寄付及び協働に関する実態調査

 

 

直近事業年度における総支出額（財政規模）を尋ねたところ、下図のような結果となりまし

万円～5,000 万円未満」で、25.9％となっています。次に多いのが「

19.4％となっています。 

寄付の受領経験（単数回答） 

寄付による資金援助を受けたことがあるか否かを尋ねたところ、下図のような結果となりま

寄付を受けたことがある法人の割合は、前回調査と比較すると、2.8％

 

55.4%

58.2%

44.6%

41.8%

30% 40% 50% 60% 70% 80%

寄付の受領経験 (n=644)

受けたことがある 受けたことがない

支出はない

3.6% 10万円未満

7.2%

10万円～30万円未満

6.7%

30万円～

4.8%

50万円～

100万円～500万円未満

19.4%
万円未満

1年に満たない

2.0%

財政規模（n=640）

法人の寄付及び協働に関する実態調査

、下図のような結果となりまし

となっています。次に多いのが「100

、下図のような結果となりま

％減少し、55.4％とな

41.8%

80% 90% 100%

受けたことがない

万円未満

万円～50万円未満

4.8%

万円～100万円未満

7.3%

万円未満
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（５）寄付の受領金額（単数回答）

  直近事業年度における寄付の受領金額について尋ねたところ

た。最も多いのが「20 万円～50
5 万円未満」「50 万円～100 万円未満

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）寄付の受領方法（複数回答）

  寄付を受けたことがある場合の

した。最も多いのが「直接手渡し

便局への振込」で、58.0％となっています

 
  

20万円～50万円未満

16.2%

50万円～100万円未満

14.6%

100万円～

500万円未満

12.3%

500万円～

1,000万円未満

2.5%

1,000万円以上

2.2%

街頭募金

事務局・店舗等への募金箱の設置（1は除く）

直接手渡し

金融機関・郵便局への振込

コンビニ決済

クレジットカード決済

携帯電話と一緒の決済

インターネットバンキング

電子マネー

寄付付き商品の販売

その他

法人の寄付及び協働に関する実態調査 

寄付の受領金額（単数回答） 

直近事業年度における寄付の受領金額について尋ねたところ、下図のような結果となりまし

50 万円未満」で、16.2％となっています。次に多いのが

万円未満」で、14.6％となっています。 

回答） 

場合の寄付の受領方法を尋ねたところ、下図のような結果となりま

直接手渡し」で、66.4％となっています。次に多いのが「

となっています 

 

5,000円以下

7.3%
5,000円～1万円未満

3.9%

1万円～5万円未満

14.6%

5万円～10
12.0%

10万円～20万円未満

14.3%

万円未満

万円以上

2.2%

寄付の受領金額 （n=357）

1.7%
7.8%

0.3%
1.1%
0.6%
1.7%

0.3%
2.5%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40%

街頭募金

は除く）

直接手渡し

金融機関・郵便局への振込

コンビニ決済

クレジットカード決済

携帯電話と一緒の決済

インターネットバンキング

電子マネー

寄付付き商品の販売

寄付の受領方法 (n=357)

、下図のような結果となりまし

％となっています。次に多いのが「1 万円～

を尋ねたところ、下図のような結果となりま

％となっています。次に多いのが「金融機関・郵

万円未満

万円未満

14.6%

10万円未満

12.0%

66.4%
58.0%

50% 60% 70%
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（７）寄付者の情報の管理方法（複数回答） 

  寄付を受けたことがある場合の寄付者の情報法管理方法を尋ねたところ、下図のような結果

となりました。最も多いのが「紙（ノートや伝票等）で記録している」「エクセルなどのスプレ

ッドシートにより電子的に記録している」で、49.3％となっています。次に多いのが「管理は

していない」で、12.0％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（８）寄付の募集方法（複数回答） 

  寄付を受けたことがある場合の寄付の募集方法を尋ねたところ、下図のような結果となりま

した。最も多いのが「対面による寄付の依頼」で、53.7％となっています。次に多いのが「そ

の他」で 29.4％、その次が「団体の HP や SNS（Twitter や Face book 等）に掲載」で 27.4％
となっています。 

 
  

12.0%

49.3%

49.3%

5.9%

2.0%

0% 20% 40% 60%

管理はしていない

紙（ノートや伝票等）で記録している

エクセルなどのスプレッドシートにより電子的に記録して

いる

データベース（AccessやSalesforceなど）で管理している

その他

寄付者の情報の管理方法 (n=357)

53.7%
27.4%

13.8%

2.3%
7.9%

12.1%
2.3%
2.8%
2.5%
2.8%

2.0%
29.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

対面による寄付の依頼

団体のHPやSNS（TwitterやFacebook等）に掲載

街頭やイベントでの声かけ

町内の掲示板やチラシ投函など地域住民への呼びかけ

メールやSNSメッセージによる呼びかけメッセージによる呼びかけ

DM（ダイレクトメール）による呼びかけ

メディア（新聞やラジオ・TVなど）への掲載

インターネット広告の掲載

インターネットの寄付受付サイトに登録

クラウドファンディングにてインターネットを介する共感者への…

寄付付き商品、クリック募金など企業と連携した呼び掛け

その他

寄付の募集方法 (n=354)
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（９）寄付者へのフィードバック（複数回答） 

  寄付を受けたことがある場合の寄付者へのフィードバックの方法を尋ねたところ、下図のよ

うな結果となりました。最も多いのが「お礼状の送付」で、53.2％となっています。次に多い

のが「会報やニュースレター等の送付」で、36.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１０）寄付を受けない理由（複数回答） 

  寄付を受けたことがない場合の寄付を受けない理由を尋ねたところ、下図のような結果とな

りました。最も多いのが「寄付に関するノウハウがない」で、40.0％となっています。次に多

いのが「寄付に関する情報がない」で、33.3％となっています。 
 
  

53.2%

36.3%

34.1%

8.5%

20.8%

15.2%

2.8%

15.2%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

お礼状の送付

会報やニュースレター等の送付

活動報告書の送付

個別訪問での活動報告

寄付者名の公表や掲示

イベントへの招待

ノベルティグッズの送付

特に何もしていない

その他

寄付者へのフィードバック (n=355)

22.1%

40.0%

33.3%

30.9%

30.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

資金援助を受け入れる必要がない

寄付に関するノウハウがない

寄付に関する情報がない

寄付を獲得するために活動する余裕がない

特に妨げとなることはない

寄付を受けない理由 (n=285)
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（１１）新しい寄付方法の認知度

  近年導入された寄付の方法の認知度

多いのが「知っているものはない

ディング」で、28.0％となっています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１２）ファンドレイジングの研修の希望

  ファンドレイジングについての研修の希望の有無について

となりました。最も多いのが「内容によっては参加したい」で

いのが「参加するつもりはない」で、

 
 
  

0% 5%

寄付付き商品

ポイント還元による寄付

クリック募金

ツイッター募金

Facebook寄付

「もったいない」寄付

クラウドファンディング

遺贈寄付、相続寄付、香典寄付

知っているものはない

新しい寄付方法の認知度

内容によっては

参加したい

50.4%

ファンドレイジングの研修の希望（
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）新しい寄付方法の認知度（複数回答） 

近年導入された寄付の方法の認知度を尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も

多いのが「知っているものはない」で 39.7％となっています。次に多いのが「クラウドファン

となっています。 

）ファンドレイジングの研修の希望（単数回答） 

ファンドレイジングについての研修の希望の有無について尋ねたところ、下図のような結果

最も多いのが「内容によっては参加したい」で 50.4％となっています。次に多

いのが「参加するつもりはない」で、31.2％なっています。 

 

25.6%

19.3%

26.3%

9.5%

12.0%

11.6%

28.0%

25.6%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

新しい寄付方法の認知度 (n=632)

参加したい

18.4%

参加するつもりはない

ファンドレイジングの研修の希望（n=637）

法人の寄付及び協働に関する実態調査

うな結果となりました。最も

％となっています。次に多いのが「クラウドファン

尋ねたところ、下図のような結果

％となっています。次に多

28.0%

39.7%

30% 35% 40% 45%

参加したい

18.4%

参加するつもりはない

31.2%
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（１３）認定・仮認定制度の認知度

ＮＰＯ法人における認定・仮認定制度に

た。最も多いのが「知っている

る」で 35.2％となっています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１４）認定・仮認定取得の意向

  認定・仮認定制度の活用について尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多い

のが「現時点においては認定・仮認定の申請をしない

のが「関心はあるが、申請の準備は進めていない

 
 
 
  

聞いたことはある

35.2%

この設問で初めて

知った

15.9%

認定・仮認定制度の認知度

現時点においては認定・

仮認定の申請をしない

36.3%

関心がない, 6.2%

よくわからない

11.8%

法人の寄付及び協働に関する実態調査 

）認定・仮認定制度の認知度（単数回答） 

ＮＰＯ法人における認定・仮認定制度について尋ねたところ、下図のような結果となりまし

知っている」で、48.9％となっています。次に多いのが「

となっています。 

）認定・仮認定取得の意向（単数回答） 

について尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多い

現時点においては認定・仮認定の申請をしない」で、36.3％となっています。次に多い

関心はあるが、申請の準備は進めていない」で 31.2％となっています。

 

知っている

認定・仮認定制度の認知度 （n=634）

既に認定・仮認定を

受けている

認定・仮認定を受けた

いと思っており、申請

の準備を進めている

関心はあるが、申請の

準備は進めていない

よくわからない, 
11.8%

その他, 0.8%

認定・仮認定取得の意向（n=634）

ところ、下図のような結果となりまし

％となっています。次に多いのが「聞いたことはあ

について尋ねたところ、下図のような結果となりました。最も多い

％となっています。次に多い

となっています。 

知っている

48.9%

既に認定・仮認定を

受けている

10.6%

認定・仮認定を受けた

いと思っており、申請

の準備を進めている, 
3.2%

関心はあるが、申請の

準備は進めていない, 
31.2%
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（１５）連携・協働の経験（単数回答） 

  他団体との連携・協働経験の有無について尋ねたところ、下図のような結果となりました。

連携・協働したことがある法人の割合は、前回調査時と比べて 1.5％減少し、66.7％となりまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１６）連携・協働の形態（複数回答） 

  連携・協働の経験のある法人に対して、連携・協働の形について尋ねたところ、下図のよう

な結果となりました。最も多いのが「連携して事業（イベント）を実施した」で、62.2％とな

っています。次に多いのが「事業を委託された」で 47.7％となっています。 
 
  

66.7%

68.2%

33.3%

31.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H27
(n=639)

H26
(n=674)

連携・協働の経験 (n=640)

連携・協働したことがある 連携・協働したことがない

47.7%

6.1%

41.1%

62.2%

28.6%

10.8%

17.8%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

事業を委託された

事業を委託した

連携して事業（イベント等）を企画した

連携して事業（イベント等）を実施した

実行委員会等に委員として企画立案に参画した

人材を受け入れた

人材を派遣した

その他

連携・協働の形態 (n=426)
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（１７）連携・協働先の団体の種類（複数回答） 

  連携・協働の経験のある法人に対して、連携・協働先の団体の種類について尋ねたところ、

下図のような結果となりました。最も多いのが「県・市町村行政」で、72.7％となっています。

次に多いのが「ＮＰＯ・ボランティア団体」で 44.2％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１８）連携・協働のきっかけ（複数回答） 

  連携・協働の経験のある法人に対して、連携・協働のきっかけについて尋ねたところ、下図

のような結果となりました。最も多いのが「相手から打診があった」で、52.8％となっていま

す。次に多いのが「団体と個人的なつながりがあった」で 44.8％となっています。 

 
  

72.7%

22.6%

44.2%

16.0%

23.1%

27.5%

15.1%

9.9%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

県・市町村行政

企業

ＮＰＯ・ボランティア団体

地縁組織（町内会等）

社会福祉協議会

学校・教育機関

公益財団法人・公益社団法人

商工会等

その他

連携・協働先の団体の種類 (n=425)

32.9%

44.8%

52.8%

33.4%

15.9%

24.9%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

直接話を持って行った

団体と個人的なつながりがあった

相手から打診があった

行政から紹介等の働きかけがあった

民間団体等から紹介等の働きかけがあった

公募などに応募した

その他

連携・協働のきっかけ (n=422)
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（１９）連携・協働しない理由（複数回答） 

  連携・協働の経験がない法人に対して、連携・協働をしない理由について尋ねたところ、下

図のような結果となりました。最も多いのが「協働の方法がわからないから」で、43.1％とな

っています。次に多いのが「団体本来の活動を行う時間が無くなるから」で 25.1％となってい

ます。 

 
 

19.9%

43.1%

18.5%

25.1%

5.7%

4.3%

21.3%

13.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

協働のメリットを見いだせないから

協働の方法がわからないから

協働に関する業務が煩雑で時間を取られるから

団体本来の活動を行う時間が無くなるから

対等な立場で意見等を言えないから

財政負担を強いられるから

連携・協働したいと思う相手がいないから

その他

連携・協働しない理由 (n=211)
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資料４ 県内市町村の市民活動担当課一覧 

【平成２８年４月１日現在】 

 

市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

千葉市 市民自治推進課 
〒260-8722 

千葉市中央区千葉港 1-1 

043-245-5664(直) 

 jichi.CIC@city.chiba.lg.jp 

銚子市 総務課 
〒288-8601 

銚子市若宮町 1-1 

0479-24-8794(直) 

 kyoudou@city.choshi.lg.jp 

市川市 ボランティア・ＮＰＯ課 

〒272-0021 

市川市八幡 3-4-1 

アクス本八幡 2Ｆ 

047-326-1284(直) 

 volunteernpo@city.ichikawa.chiba.jp 

船橋市 市民協働課 
〒273-8501 

船橋市湊町 2-10-25 

047-436-3201(直) 

 shiminkyodo@city.funabashi.lg.jp 

館山市 社会安全課 
〒294-8601 

館山市北条 1145-1 

0470-22-3142(直) 

 anzenka@city.tateyama.chiba.jp 

木更津市 市民活動支援課 
〒292-8501 

木更津市富士見 1‐2‐1 

0438-23-8610(直) 

 seikatsu@city.kisarazu.lg.jp 

松戸市 市民自治課 
〒271-8588 

松戸市根本 387-5 

047-366-7062(直) 

 mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp 

野田市 市民生活課 
〒278-8550 

野田市鶴奉 7-1 

04-7125-1111（代） 内線 3125 

 shiminsei@mail.city.noda.chiba.jp 

茂原市 生活課 
〒297-8511 

茂原市道表 1 

0475-20-1505(直) 

 seikatu@city.mobara.chiba.jp 

成田市 市民協働課 
〒286-8585 

成田市花崎町 760 

0476-20-1507(直) 

 kyodo@city.narita.chiba.jp 

佐倉市 
自治人権推進課 

市民活動推進班 

〒285-8501 

佐倉市海隣寺町 97 

043-48４-6127(直) 

 jichijinken@city.sakura.lg.jp 

東金市 
企画課 

市民協働係 

〒283-8511 

東金市東岩崎 1-1 

0475-50-1115(直) 

 kikaku@city.togane.lg.jp 

旭市 市民生活課 
〒289-2595 

旭市二 1920 

0479-62-5396(直) 

 shimin-seikatsu@city.asahi.lg.jp 

習志野市 協働政策課 
〒275-8601 

習志野市鷺沼 1-1-1 

047-453-9337(直) 

 kyodo@city.narashino.lg.jp 

柏市 協働推進課 
〒277-8505 

柏市柏 5-10-1 

04-7167-0941(直) 

 kyodosuishin@city.kashiwa.lg.jp 
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資料４ 県内市町村の市民活動担当課一覧

 

 

 

市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

勝浦市 総務課 
〒299-5292 

勝浦市新官 1343-1 

0470-73-6646(直) 

 soumu-s@city-katsuura.jp 

市原市 

市民活動支援課 

ＮＰＯ・ボランティア

支援室 

〒290-8501 

市原市国分寺台中央

1-1-1 

0436-23-9998(直) 

 npoboranteia@city.ichihara.chiba.jp 

流山市 コミュニティ課 
〒270-0192 

流山市平和台 1-1-1 

04-7150-6076(直) 

 komyuniti@city.nagareyama.chiba.jp 

八千代市 コミュニティ推進課 

〒276-8501 

八千代市大和田新田

312-5 

047-483-1151(代) 

 community@city.yachiyo.chiba.jp 

我孫子市 市民活動支援課 
〒270-1192 

我孫子市我孫子 1858 

04-7185-1467(直) 

 abk_shiminkatsudou@city.abiko.chiba.jp 

鴨川市 企画政策課 
〒296-8601 

鴨川市横渚 1450 

04-7093-7828 (直) 

 shiminkoryu@city.kamogawa.lg.jp 

鎌ケ谷市 市民活動推進課 
〒273-0195 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-6-1 

047-445-1274（直）

sikatu@city.kamagaya.chiba.jp 

君津市 企画政策課 
〒299-1192 

君津市久保 2-13-1 

0439-56-1565(直) 

 kikaku@city.kimitsu.lg.jp 

富津市 市民課 
〒293-8506 

富津市下飯野 2443 

0439-80-1252(直) 

 mb013@city.futtsu.chiba.jp 

浦安市 協働推進課 
〒279-8501 

浦安市猫実 1-1-1 

047-351-1111(代) 内線 1533・4 

 kyodosuishin@city.urayasu.lg.jp 

四街道市 
シティセールス 

推進課 

〒284-8555 

四街道市鹿渡無番地 

043-421-6162(直) 

 ysales@city.yotsukaido.chiba.jp 

袖ケ浦市 市民活動支援課 
〒299-0292 

袖ケ浦市坂戸市場 1-1 

0438-62-3102(直)  

 sode03@city.sodegaura.chiba.jp 

八街市 総務課 
〒289-1192 

八街市八街ほ 35-29 

043-443-1113(直) 

 soumu@city.yachimata.lg.jp 

印西市 市民活動推進課 
〒270-1396 

印西市大森 2364-2 

0476-42-5111(代)  

siminkatudou@city.inzai.lg.jp 

白井市 市民活動支援課 
〒270-1492 

白井市復 1123 

047-492-1111(代) 内線 3151 

 shiminkatsudou@city.shiroi.chiba.jp 

富里市 市民活動推進課 
〒286-0292 

富里市七栄 652-1 

0476-93-1117(直) 

 kyodo@city.tomisato.lg.jp 
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資料４ 県内市町村の市民活動担当課一覧 

 

 

 

市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

南房総市 市民課 
〒299-2492 

南房総市富浦町青木 28 

0470-33-1005(直) 

 shimin@city.minamiboso.chiba.jp 

匝瑳市 環境生活課 
〒289-2198 

匝瑳市八日市場ハ 793-2 

0479-73-0088(直) 

 k-shimin@city.sosa.lg.jp 

香取市 市民協働課 
〒287-8501 

香取市佐原ロ 2127 

0478-50-1261(直) 

 shimin10@city.katori.lg.jp 

山武市 市民自治支援課 
〒289-1392 

山武市殿台 296 

0475-80-0151(直) 

 katsudoshien@city.sammu.lg.jp 

いすみ市 水産商工観光課 
〒298-8501 

いすみ市大原 7400-1 

0470-62-1332(直) 

 uji@city.isumi.lg.jp 

大網白里市 地域づくり課 
〒299-3292 

大網白里市大網 115-2 

0475-70-0342(直) 

 chiiki@city.oamishirasato.lg.jp 

酒々井町 住民協働課 

〒285-8510 

印旛郡酒々井町中央台

4-11 

043-496-1171(代) 内線 361 

 kyodo@town.shisui.chiba.jp 

栄町 住民活動推進課 
〒270-1592 

印旛郡栄町安食台 1-2 

0476-33-7705(直) 

 katsudou@town.sakae.chiba.jp 

神崎町 
まちづくり課 

企画係 

〒289-0221 

香取郡神崎町神崎本宿

163 

0478-72-2114(直) 

 kikaku@town.kozaki.chiba.jp 

多古町 企画空港政策課 
〒289-2292 

香取郡多古町多古 584 

0479-76-5409(直) 

 kikaku-seisaku@town.tako.chiba.jp 

東庄町 
総務課 

企画財政係 

〒289-0692 

香取郡東庄町笹川い

4713-131 

0478-86-6084(直) 

 kikaku@town.tohnosho.chiba.jp 

九十九里町 総務課 

〒283-0195 

山武郡九十九里町片貝

4099 

0475-70-3106(直) 

 soumu@town.kujukuri.chiba.jp 

芝山町 
総務課 

企画政策係 

〒289-1692 

山武郡芝山町小池 992 

0479-77-3921(直) 

 seisaku@town.shibayama.lg.jp 

横芝光町 企画財政課 

〒289-1793 

山武郡横芝光町宮川

11902 

0479-84-1218(直) 

kikakuzaisei@town.yokoshibahikari.chiba.jp 

一宮町 まちづくり推進課 
〒299-4396 

長生郡一宮町一宮 2457 

0475-42-2113(直) 

machi@town.ichinomiya.chiba.jp 

睦沢町 
まちづくり課 

政策班 

〒299-4492 

長生郡睦沢町下之郷

1650-1 

0475-44-2501(直) 

 seisaku@town.mutsuzawa.chiba.jp 
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資料４ 県内市町村の市民活動担当課一覧

 

 

市町村名 担当課名  所在地 
電話番号 

メールアドレス 

長生村 企画財政課 
〒299-4394 

長生郡長生村本郷 1-77 

0475-32-4743(直) 

 cho-kikaku@vill.chosei.chiba.jp 

白子町 総務課 
〒299-4292 

長生郡白子町関 5074-2 

0475-33-2110(直) 

 kikaku@town.shirako.lg.jp 

長柄町 企画財政課 
〒297-0298 

長生郡長柄町桜谷 712 

0475-35-2110(直) 

 kikaku@town.nagara.chiba.jp 

長南町 企画政策課 
〒297-0192 

長生郡長南町長南 2110 

0475-46-2113(直) 

 kikaku@town.chonan.chiba.jp 

大多喜町 総務課 
〒298-0292 

夷隅郡大多喜町大多喜 93 

0470-82-2111(直) 

 soumu2@town.otaki.lg.jp 

御宿町 企画財政課 
〒299-5192 

夷隅郡御宿町須賀 1522 

0470-68-2512(直) 

kizai@town.onjuku.lg.jp 

鋸南町 
総務企画課 

企画財政室 

〒299-2192 

安房郡鋸南町下佐久間

3458 

0470-55-4801(直) 

 kikakuzaisei@town.kyonan.chiba.jp 
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資料５ 県内市町村市民活動支援センター一覧 

 

 

資料５ 県内市町村市民活動支援センター一覧 

【平成２８年４月１日現在】 

名称（五十音順） 所在地 
電話番号 

ＦＡＸ番号 
メールアドレス 

ＵＲＬ 

あびこ市民活動 
ステーション 

我孫子市本町 3-1-2 
けやきプラザ 10 階 

04(7165)4370 
04(7165)4370 

abikosks@themis.ocn.ne.jp 
http://abikosks.info 

市川市ボランティア・
NPO 活動センター 

市川市八幡 3-4-1 
アクス本八幡 2 階 

047(326)1284 
047(326)1278 

volunteernpo@city.ichikawa.chiba.jp 
http://ichikawa.genki365.jp/ 

市川市ボランティア・
NPO 活動センター行徳 

市川市末広 1-1-31 
行徳支所 2階 

047(359)1146 
047(359)1146 

市原市 
市民活動センター 

市原市五井中央西 2-22-4 
0436(20)3100 
0436(20)3113 

vc@ichihara-shakyo.or.jp 
http://www.ichihara-shakyo.or.jp/m04_top.
html 

印西市 
市民活動支援センター 

印西市中央南 1-4-1 中央
駅前地域交流館 2号館 

0476(48)4500 
0476(48)4510 

i.shiencenter@minos.ocn.ne.jp 
http://inzai-cac.org/ 

浦安市 
市民活動センター 

浦安市北栄 1-1-16 047(305)1721 
047(305)1722 

shiminkc@jcom.home.ne.jp 
http://u-shimin.genki365.net/ 

柏市民活動センター 柏市柏 1-5-18 
04(7163)1143 
04(7163)1147 

shiminkatsudo-c@city.kashiwa.chiba.jp 
http://kashiwanpo.genki365.net/ 

鎌ケ谷市市民活動 
推進センター 

鎌ケ谷市富岡 1-1-3 
きらり鎌ヶ谷市民会館内 

047(401)0891 
047(401)0892 

sikatu@city.kamagaya.chiba.jp 
http://www.collabo-kamagaya.jp 

木更津市市民活動支援
センター「きさらづみ
らいラボ」 

木更津市中央 1-1-6 
両総通運ビル内 

0438(53)7070 
0438(53)7071 

info@k-mirailabo.com 
http://k-mirailabo.com/ 

栄町住民活動 
支援センター 

印旛郡栄町安食 938-1 
ふれあいプラザさかえ内 

0476(80)1733 
0476(80)1735 

s-sien@pluto.plala.or.jp 
http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?
code=947 

佐倉市市民公益活動 
サポートセンター 

佐倉市鏑木町 198-2 
ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ佐倉内 

043(484)6686 
043(484)6686 

saposen@sakurashakyo.or.jp 
http://saposen.shiteikanri-sakura.jp/ 

山武市市民交流サロン 山武市殿台 296 番地 0475(80)0151 
0475(82)2107 

katsudoshien@city.sammu.lg.jp 
http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/6/sal
on.html 

さんぶの森市民交流 
サロン 

山武市埴谷 1884 番地 1 0475(89)3630 
 

katsudoshien@city.sammu.lg.jp 
http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/6/ara
ragikan-sisetugaiyou.html 

白井市市民活動 
推進センター 

白井市堀込 1-2-2 
047(498)0705 
047(498)0706 

info@shiroi-sk.org 
http://shiroi-sk.org/ 

千葉市民活動支援 
センター 

千葉市中央区中央 2-5-1
千葉中央ツインビル 2 号館 9 階 

043(227)3081 
043(227)3082 

info@chiba-npo.net 
http://chiba-npo.net/ 

銚子市まちづくり 
サポートルーム 

銚子市若宮町 1-1 0479(24)8794 
0479(25)0277 

kyoudou@city.choshi.lg.jp 

東金市ボランティア・
市民活動センター 

東金市田間 3-9-1 
ふれあいセンター２階 

0475(52)5198 
0475(52)8227 

togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp 
http://www.togane-shakyo.jp/volunteercent
er.html 
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資料５ 県内市町村市民活動支援センター一覧

 

 

名称（五十音順） 所在地 
電話番号 

ＦＡＸ番号 
メールアドレス 

ＵＲＬ 

とみさと市民活動 
サポートセンター 

富里市七栄 652-1 0476(93)4123 
0476(93)4123 

tomisapo@bz04.plala.or.jp 

流山市民活動 
推進センター 

流山市中 110 
Ｃ館３階 

04(7150)4355 
04(7150)8878 

info@na-shimin.org 
http://www.na-shimin.org/ 

習志野市市民協働イン
フォメーションルーム 

習志野市津田沼 5-12-12 
サンロード津田沼５階 

047(453)9337 
047(453)9327 

kyodo@city.narashino.lg.jp 
http://www.city.narashino.lg.jp/shisetu/s
hi/info_room.html 

野田市市民活動支援 
センター 

野田市鶴奉 5－1 
野田市総合福祉会館 3 階 

04-7197-1543 
04-7197-1643 

noda.siminkatudo@bz04.plala.or.jp 
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/shi
minkatsudo/index.html 

船橋市市民活動 
サポートセンター 

船橋市本町 1-3-1 
ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 5 階 

047(423)3483 
047(423)3436 

saposen@city.funabashi.lg.jp 
http://www.city.funabashi.chiba.jp/shiset
su/shiminkatsudo/0002/0001/0001/p011268.h
tml 

まつど市民活動 
サポートセンター 

松戸市上矢切 299-1 
047(365)5522 
047(365)5636 

hai_saposen@matsudo-sc.com 
http://www.matsudo-sc.com 

八千代市市民活動 
サポートセンター 

八千代市ゆりのき台 
5-30-6 

047(481)3222 
047(481)3221 

npo.city.yachiyo@jcom.home.ne.jp 
http://yachiyo.genki365.net/ 

四街道市みんなで 
地域づくりセンター 

四街道市大日 396 
文化センター1階 

043(304)7065 
043(422)7051 

info@minnade.org 
http://minnade.org/ 
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【平成27年4月1日現在】

名称 所在地 電話番号 メールアドレス

千葉県ボランティア・市民活動
センター

〒260-8508
千葉市中央区千葉港4-3

043-204-6010 shakyo-vc@chibakenshakyo.com

さわやかちば県民プラザ
千葉県体験活動ボランティア
活動支援センター

〒277-0882
柏市柏の葉4-3-1
さわやかちば県民プラザ内

04-7135-2200 vc_chiba@jcom.home.ne.jp

千葉市ボランティアセンター
〒260-8618
千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザB棟3階

043-209-8850 cvc@chiba-shakyo.com

中央区ボランティアセンター
〒260-8511
千葉市中央区中央4-5-1
Qiball(きぼーる）11階

043-221-2177

花見川区ボランティアセンター
〒262-8510
千葉市花見川区瑞穂1-1
花見川保健福祉センター3階

043-275-6438

稲毛区ボランティアセンター
〒263-8550
千葉市稲毛区穴川4-12-4
稲毛保健福祉センター3階

043-284-6160

若葉区ボランティアセンター
〒264-8550
千葉市若葉区貝塚町2-19-2
若葉保健福祉センター4階

043-233-8181

緑区ボランティアセンター
〒266-8850
千葉市緑区鎌取町226-1
緑保健福祉センター2階

043-292-8185

美浜区ボランティアセンター
〒261-8581
千葉市美浜区真砂5-15-2
美浜保健福祉センター2階

043-278-3252

ちば生涯学習ボランティアセン
ター

〒260-0045
千葉市中央区弁天3-7-7
千葉市生涯学習センター内

043-207-5815 volunteer@chiba-gakushu.jp

市原市市民活動センター
〒290-0081
市原市五井中央西2-22-4 0436-20-3100 vc@ichihara-shakyo.or.jp

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ボランティアセン
ター

〒272-0026
市川市東大和田1-2-10

047-320-4002 vc@fukusi.jp

市川市行徳ボランティア
センター

〒272-0121
市川市末広1-1-31  行徳支所2階

047-356-0007 vc@fukusi.jp

船橋市ボランティアセンター
〒273-0005
船橋市本町2-7-8
船橋市福祉ビル3階

047-431-8808

習志野市ボランティア・
市民活動センター

〒275-0025
習志野市秋津3-4-1

047-451-7899 info@nashakyo.jp

八千代市社会福祉協議会
八千代市ボランティアセンター

〒276-0046
八千代市大和田新田312-5
八千代市福祉センター内

047-483-3021 volunteer@fukushi.yachiyo.chiba.jp

浦安市ボランティアセンター
〒279-0042
浦安市東野1-7-1

047-380-8864 urayasuvc@jcom.home.ne.jp

　資料６　県内ボランティアセンター一覧

資料６　県内ボランティアセンター一覧
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名称 所在地 電話番号 メールアドレス

松戸市社会福祉協議会
地域福祉推進センターボラン
ティアセンター

〒271-0094
松戸市上矢切299-1

047-362-5963 volacen@matsudo-shakyo.com

野田市社会福祉協議会
野田市ボランティアセンター

〒278-0003
野田市鶴奉5-1
野田市総合福祉会館内

04-7124-3939
04-7120-2941

noda-vc@nodasyakyo.or.jp

柏市社会福祉協議会
ボランティアセンター

〒277-0005
柏市柏5-8-12

04-7165-0880 kvc@kashiwa-shakyo.or.jp

流山市ボランティアセンター
〒270-0157
流山市平和台2-1-2
流山市ケアセンター3階

04-7159-4939 volcen@nagareyamashakyo.com

我孫子市社会福祉協議会ボラ
ンティア市民活動相談窓口て・
と・り・あ

〒270-1152
我孫子市寿2-27-41

04-7185-5233 avc@abiko-shakyo.com

鎌ケ谷市社会福祉協議会
鎌ケ谷市ボランティアセンター

〒273-0195
鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1

047-442-2940

成田市社会福祉協議会
ボランティアセンター

〒286-0017
成田市赤坂1-3-1

0476-27-8010 volunteer@naritashakyo.or.jp

成田市子どもセンター協議会
〒286-0036
成田市加良部3-3-1
子ども館1階

0476-27-9611 narikichi@nifty.com

佐倉市ボランティアセンター
〒285-0013
佐倉市海隣寺町87

043-484-6198 vc@sakurashakyo.or.jp

四街道市ボランティアセンター
〒284-0003
四街道市鹿渡無番地

043-421-6300 vc@yotsukaido-shakyo.or.jp

八街市ボランティアセンター
〒289-1192
八街市八街ほ35-29
市総合保健福祉センター3階

043-443-1411

印西市ボランティアセンター
〒270-1325
印西市竹袋614-9

0476-42-0294 inzaishakyo.vc@inzaishakyo.jp

白井市ボランティアセンター
〒270-1492
白井市復1123
白井市保健福祉センター3階

047-492-5716 vc-shiroicity@bz03.plala.or.jp

富里市ボランティアセンター

〒286-0221
富里市七栄653-2
富里市福祉センター内

0476-92-8221 tomi2451@bz01.plala.or.jp

酒々井町社会福祉協議会
〒285-0922
印旛郡酒々井町中央台1-28-8 043-496-6635 info@shisuisyakyo.or.jp

栄町社会福祉協議会
〒270-1515
印旛郡栄町安食台1-2

0476-95-1100 sakae-shakyo@mc.point.ne.jp

銚子市社会福祉協議会
〒288-0047
銚子市若宮町4-8
銚子市保健福祉センター内

0479-24-8189 mail@choshi-shakyo.or.jp

旭市社会福祉協議会
〒289-2712
旭市横根3520
旭市保健福祉センター内

0479-57-5577 asahi-shakyo@cpost.plala.or.jp

匝瑳市ボランティアセンター
〒289-2141
匝瑳市八日市場ハ793-35
市民ふれあいセンター内

0479-73-0759 info@sousashishakyo.jp

- 99 -- 99 -- 99 -- 99 -- 99 -



名称 所在地 電話番号 メールアドレス

香取市ボランティアセンター
〒287-000１
香取市佐原ロ2116-1

0478-54-4410 kashakyo@zb.wakwak.com

香取市生涯学習人材バンク事
業推進協議会

〒287-8501
香取市佐原口2127
香取市役所内

0478-50-1224 gakushu@city.katori.lg.jp

神崎町社会福祉協議会
〒289-0221
香取郡神崎町神崎本宿96

0478-72-4031 Kouzakimati-shakyo@tiara.ocn.ne.jp

多古町社会福祉協議会
〒289-2241
香取郡多古町多古777-1

0479-76-5940 tako-shakyo@titan.ocn.ne.jp

東庄町ボランティアセンター
〒289-0612
香取郡東庄町石出2692-4
東庄町社会福祉協議会事務所内

0478-86-4714 tohnosho-shakyo@song.ocn.ne.jp

東金市ボランティア・市民活動
センター

〒283-0005
東金市田間3-9-1

0475-52-5198 togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

山武市ボランティア・市民活動
センター

〒289-1223
山武市埴谷1868-14

0475-89-2121 sammushakyo.vc-n37@sis-net.jp

大網白里市社会福祉協議会
〒299-3251
大網白里市大網131-2・133合併1

0475-72-1995 mail@oamishakyo.com

九十九里町社会福祉協議会
〒283-0104
山武郡九十九里町片貝2910 0475-70-3163 shakyo-99@tiara.ocn.ne.jp

芝山町社会福祉協議会
〒289-1604
山武郡芝山町飯櫃126-1福祉セン
ター「やすらぎの里」内

0479-78-0850

横芝光町社会福祉協議会
〒289-1727
山武郡横芝光町宮川11902

0479-80-3611 yh-shakyo@soleil.ocn.ne.jp

茂原市ボランティアセンター
〒297-0022
茂原市町保13-20
茂原市総合市民センター内

0475-23-1969 fukushi@mobara-shakyo.or.jp

茂原市子どもセンター
〒297-0023
茂原市千代田町2-8-20
社会教育センター内

0475-20-1665 mobarakodomo@pop06.odn.ne.jp

勝浦市ボランティアセンター
〒299-5226
勝浦市串浜1191-1

0470-73-6101 shakyo.katuura@iris.ocn.ne.jp

いすみ市社会福祉協議会
〒299-4612
いすみ市岬町東中滝720-1
ふれあい会館内

0470-87-8857 info@isumishakyo.jp

一宮町ボランティアセンター
〒299-4301
長生郡一宮町一宮1865

0475-42-3424

睦沢町社会福祉協議会
〒299-4403
長生郡睦沢町上市場921-1

0475-44-2514 m-shakyo.soumu03@bz04.plala.or.jp

長生村ボランティアセンター
〒299-4345
長生郡長生村本郷1-77
長生村総合福祉センター内

0475-32-3391 -

白子町ボランティアセンター
〒299-4218
長生郡白子町関92 0475-33-5746 s-shakyo@bz01.plala.or.jp
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長柄町社会福祉協議会
〒297-0218
長生郡長柄町桜谷712

0475-30-7200 nagarask@atlas.plala.or.jp

長南町社会福祉協議会
〒297-0192
長生郡長南町長南2110

0475-46-3391 info@chonan-shakyo.jp

大多喜町社会福祉協議会
〒298-0214
夷隅郡大多喜町新丁163

0470-82-4969 ootaki.shakyo@jeans.ocn.ne.jp

御宿町ボランティアセンター
〒299-5102
夷隅郡御宿町久保1135-1

0470-68-6725 onsyakyo@themis.ocn.ne.jp

館山市ボランティア連絡協議
会

〒294-0045
館山市北条402
市役所4号館内

0470-23-5068 saitou.s@fukushi-tateyama.or.jp

木更津市ボランティアセンター
〒292-0834
木更津市潮見2-9

0438-25-2089 kishakyo-vc@kisarazushakyo.or.jp

鴨川市ボランティアセンター
〒296-0033
鴨川市八色887-1
ふれあいセンター2階

04-7093-0606 kamogawa-shakyo@bz03.plala.or.jp

君津市ボランティアセンター

〒299-1152
君津市久保3-1-1
君津市保健福祉センター「ふれあ
い館」3階

0439-55-0294 volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp

富津市ボランティアセンター
〒293-0006
富津市下飯野2443
富津市社会福祉協議会内

0439-87-9611 futtsu-shakyou@topaz.ocn.ne.jp

袖ケ浦市ボランティアセンター
〒299-0256
袖ケ浦市飯富1604
袖ケ浦市社会福祉センター内

0438-63-3988

南房総市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター

〒295-0004
南房総市千倉町瀬戸2705-6

0470-44-3577

鋸南町ボランティアセンター
〒299-1902
安房郡鋸南町保田560

0470-50-1174 kyo-shakyo@clock.ocn.ne.jp
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