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日時：平 成 2 6年 ６ 月 ３ 日 （ 火 ） 

                           午後２時～午後３時46分 
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１．開  会 

 

司会     定刻となりましたので、ただいまから平成26年度第１回千葉県県民活動推進懇談

会を開会します。 

 本日はお忙しいところ御出席を賜り、ありがとうございます。 

 次に、本日の会議資料は次第、出席者名簿、座席表。資料１から７までです。   

また、水色の冊子「年次報告書」、計画の概要版と本体がございます。その他に  

「第３回ちばコラボ大賞」、「県民の日ちば笑顔まつり」、「６月15日千葉県民の日」、

「講演会＆リレートーク」、「choi Kifu」のチラシです。全部そろっておりますで

しょうか。計画については、御不要であれば、お帰りの際にそのままにしておいて

ください。 

 以上です。不足資料している書類等、ございませんでしょうか。よろしいでしょ

うか。資料の３、４、５については事前に御送付申し上げておりますが、本日置い

てあるものと同じでございます。 

 

２．挨  拶 

 

司会     それでは、開会に当たり、環境生活部の中島部長から御挨拶申し上げます。 

中島環境生活部長 改めまして、皆様、こんにちは。千葉県の環境生活部長の中島でございます。

今年度もどうかよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方には本当にお忙しいところ、県民活動推進懇談会に御出席をいただ

きまして、まことにありがとうございます。東日本大震災以降、地域の課題は地域

でといったことで、地域の様々な取り組みが進められているように感じられていま

す。県におきましても、「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」を目指して、県民活動の促進に努めてま

いりました。国におきましても、市民活動団体などの多様な担い手による地域の絆

や、人、組織とのつながりを生かした共助社会づくりに向けて様々な検討が行われ

ていると伺っております。 

 私どもが、委員の皆様に様々に御意見をいただきながら事業を進めてまいりまし

た県民活動推進計画は、平成24年度から26年度までの３カ年計画ということでし

て、本年度がちょうど最終年になりますことから、今年度の事業とあわせて次年度

に向けた計画策定の作業を進めていくこととしたいと考えております。委員の皆様

には、これまで以上に様々な御意見をいただく機会が多くなろうかと思いますけれ

ども、引き続き御協力を賜りますよう、重ねてよろしくお願いいたします。 
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 直接には県民活動推進とは少し話が違うかもしれませんけれども、来週の６月15

日の日曜日は、千葉県民の日でございます。今年はちょうど30周年ということもあ

り、その前日の６月14日土曜日に千葉県文化会館におきまして、「ちば笑顔まつり」

と称する形で、様々な盛りだくさんなイベントを開催します。千葉県民の皆様方が

千葉県民であることをもう１度再認識いただいて、千葉県民でよかったなと思うよ

うな行事にしたいと思っておりますので、もし委員の皆様方、お時間があれば、ぜ

ひお運びいただければありがたいなと思います。少し話がずれましたけれども、御

紹介させていただきました。 

 終わりに、本日の会議、皆様方からは忌憚のない御意見を賜りますよう、そして、

この会議がよりよく推進できますようお願い申し上げまして、甚だ簡単でございま

すが、冒頭の御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

 

３．紹  介 

 

司会     それでは、本日の出席状況ですが、中根委員と流山市、香取市、一宮町の市町村

委員３名の方が欠席となっております。 

 今年度の懇談会について御説明させていただきます。資料１をごらんください。 

 千葉県県民活動推進懇談会設置要綱は、課名の変更に伴いまして第10条を改正 

いたしました。また、委員については２枚目の名簿をごらんください。 

 なお、昨年度末に山内委員から退官に伴う辞任の申し出があり、県として検討し

た結果、過去の議論を熟知している現在の委員の方々に引き続き御意見をいただく

ことで今年度は進めさせていただくことといたしました。また、流山市と香取市に

つきましては、人事異動に伴い２名の方に新しく市町村委員として就任していただ

きました。委員の御紹介につきましては、新しく委員になられた市町村委員の方が

欠席となっておりますので、省略させていただきます。皆様には、今年度もまたよ

ろしくお願いいたします。 

 続いて、本年度の当課の体制については資料２をごらんください。課名が県民交

流・文化課から県民生活・文化課に変更になりました。また、新たに子ども・若者

育成支援室が加わり、県民活動関連の交流企画班、交流事業班、ＮＰＯ法人班の３

班と文化振興班の４班１室体制となっております。当課職員につきましても異動が

ございましたので、課長以下の出席者について御紹介させていただきます。 

小澤県民生活・文化課長 県民生活・文化課長の小澤です。よろしくお願いいたします。 

西織県民生活・文化課副課長 担当副課長の西織でございます。昨年は事業のほうを担当してお

りましたが、今年度から新たにこの懇談会事務、それからボランティア関係、さら

にはＮＰＯ法人関連も所掌させていただくことになりました。よろしくお願いいた



- 3 - 

します。 

事務局    交流事業班長の市原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局    ＮＰＯ法人班長の野山と申します。よろしくお願いいたします。 

事務局    交流企画班の石井と申します。皆様への御連絡を担当させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

事務局    交流企画班の上原と申します。前回の懇談会では海外研修に関してプレゼンをさ

せていただきました。今年度は次期計画の策定等を担当させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

事務局    交流企画班の幸阪と申します。今年度から配属されました。どうかよろしくお願

いいたします。 

司会     私は、本日の司会を務めます県民生活・文化課交流企画班長の地引です。２年目

になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、中島部長につきましては、他の会議の予定が入っておりますので、恐縮で

はございますが、議事の途中で退席させていただくことになります。 

 それでは、ここからは鎌田座長に進行をお願いいたします。 

鎌田座長   今日の主要議題は次期推進計画ということです。県の組織や名称の変更になった

というところから、市町村との関係など多様な連携の関係の中で県の立ち位置も少

しずつ変わってくると思いますが、その辺を反映した次期推進計画ということにな

ろうと思います。ぜひ活発な御意見をお寄せいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 本日、傍聴の方はいらっしゃらないということでしょうか。 

事務局    はい。 

鎌田座長   傍聴なしということです。 

 本会議は公開で行うこととなっております。議事録は、事前に各委員に御確認い

ただいた上で千葉県のホームページに掲載させていただきます。 

 では、議事に入りたいと思います。 

 

４．議  事 

 

（１）平成25年度の県民活動推進施策の実施結果について 

（２）千葉県県民活動推進計画平成26年度実施計画について 

 

鎌田座長   議事の１番と２番ですけれども、前回も同様の議題を掲げていますので、今日は

その２つ、平成25年度の県民活動推進施策の実施結果についてと千葉県県民活動推

進計画平成26年度実施計画についてを一緒に説明をお願いしたいと思います。 
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 それでは、よろしくお願いいたします。 

西織県民生活・文化課副課長 それでは、私、西織のほうから御説明をさせていただきます。少

し時間がかかりますので、失礼いたしますが、着座をさせていただきます。 

 それでは、まず、25年度の実施結果でございます。皆様のお手元の水色の冊子の

「年次報告書」が25年度の事業の実施結果をまとめました報告書でございます。表

紙にボランティアを象徴するハートを持ったチーバくん、それからＮＰＯを象徴す

るキャラクターのＰＯＮちゃんを並べさせていただいております。 

 23ページから41ページにかけてでございますけれども、こちらに平成25年度実施

計画に係る実施結果についてということで、１年間の結果概要を記載してございま

す。 

 さらに、45ページから117ページにかけて、結構長いんですけれども、こちらのほ

うで個別の事業ごとの進行管理票を記載させていただいております。これらにつき

ましては、先ほど鎌田先生からお話がございましたように、３月に開催されました

25年度の第３回の懇談会で、まだこの冊子になる前の状態で資料として皆様にお示

しをいたしまして、それでいろいろと御意見をいただいたところでございます。そ

のときに今後の取り組みの参考になります大変貴重な御意見もいただいたところで

すけれども、実施結果につきましては、誤字、脱字など微修正をいたしましたけれ

ども、それ以外は特に変更を加えず、そのまま記載をさせていただいているところ

でございます。 

 それから、45ページ以降の個別の事業進行管理票ですけれども、前回の懇談会の

後にデータが明らかになったもの等について若干のアップデートをさせていただい

ているところでございます。少し例を挙げさせていただきますと、例えば47ページ、

千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネットの運営なんですけれども、ここの一番下の

欄の「実施予定及び実施結果」ですが、この実施結果のところのアクセス件数、あ

るいは下の情報発信件数について、３月末までの最新の情報に前回からアップデー

トをさせていただきました。 

 このほかの例といたしまして、例えば72ページ、73ページですけれども、こちら

のほうには千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワークによる連携強化という事業の進行管

理票があります。この見開きの右側、73ページの一番上に「幹事会」とありますけ

れども、第３回の幹事会を３月14日に開催し、いろいろお話をさせていただいたと

いうことをアップデートしております。 

 もう１つ例を挙げますと、113ページ、市民活動施策研究会の開催というのがござ

いますけれども、こちらも真ん中辺、実施予定（アウトプット目標）及び実施結果

という中で下のほうの、平成26年３月18日に第２回の研究会を開催したということ

を記載しております。その他もろもろ、各所にアップデートしておりますけれども、
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それほど大きな変更はありません。 

 それから、この冊子について若干説明いたしますと、118ページから120ページは

実施結果と関連して、前回の懇談会で御質問もいただきましたＮＰＯ法人の認証事

務等についてのデータを記載しております。このデータについて、さらに細かい方

は資料編ということで、129ページから133ページにかけて細かいデータもあわせて

記載しているところでございます。 

 また、昨年度はこの冊子に入れなかったデータとして、138ページ以降に内閣府が

行いました平成25年度の特定非営利活動法人に関する実態調査のデータについて、

一部抜粋をして掲載しましたので、参考としてごらんください。 

 25年度の実施結果については以上でございまして、続けて26年度の実施計画につ

いて御説明いたします。資料３をご覧ください。26年度実施計画ということで、こ

ちらにつきましても、前回の懇談会で25年度の実施結果と同様に資料をお示ししま

して、今後の参考になります貴重な御意見をいただいたところでございます。ただ、

そのときに、個々の個別事業について特に修正を求めるといったような御意見はご

ざいませんでしたので、おおむねの御了解をいただいたものとして、誤字、脱字等

の微修正以外はとりたてての変更を加えないで今年度の実施計画とさせていただき

ました。 

 これに関連しまして、さらに次の資料４になりますけれども、実施計画の事業一

覧でございます。こちらにつきましては、26年度の実施計画の事業を、右側に並べ

て、左側の25年度事業と比較できるような形にしてございます。事業の名称が変わ

ったものもありますが、特に新規事業といたしまして、背景の色がちょっと黒っぽ

くなっている「地域の様々な主体との協働ガイドの作成」というものを挙げており

ます。昨年の２回目の懇談会で、市町村が特に県に求めているものとして、情報の

提供、優良事例の紹介といったようなものであるということをお話いたしましたが、

今年度は協働に関する参考になるような事例を取りまとめまして情報発信をしてい

きたいと考えております。これは、ただつくるというだけでなくて、そのつくる過

程で県の職員も、なるべく現場のほうを取材させていただき、そこで得た情報を我々

県職員自身のレベルアップ、ひいては様々なところからの相談機能の向上に生かし

ていければと考えておるところでございます。 

 今のお話と関連いたしまして、皆様のお手元に「ちばコラボ大賞」のパンフレッ

トを置かせていただいています。このコラボ大賞については、前回の懇談会でも寄

付の話の中で、特に寄付したところについては、そこをきちんと表彰する、あるい

は寄付した方のお名前を出すといったことでモチベーションアップに結びつけるこ

とが大事ではないかという貴重な御意見もいただいたところですけれども、これは、

県内の様々な主体が協働して取り組んだ優良な事例を表彰して、さらに情報発信を
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していくといった趣旨のもので、今回取りまとめをしたものでございます。このコ

ラボ大賞につきましては、鎌田先生や県の社協様にも大変お世話になっております

ので、改めてお礼を申し上げます。 

 それと今、新規事業について御説明いたしましたけれども、新規事業以外でも、

全く同じやり方をしているというわけでもございません。例えば１つの例として、

地域コミュニティ活性化支援事業がございます。これも昨年の懇談会の中で、「今年

何件採択されたんですか」という質問に「５件です」とお答えして、５件を採択す

るにあたり５件の応募しかなかったということがございまして、その反省点として、

25年度はちょっとスタートが遅かったので、26年度は少し早く始めて、なるべく応

募をふやしたいと申し上げたところですけれども、今年度４月早々から募集をスタ

ートして、今年はちょうど締め切ったところで９件の応募があったなど、昨年いろ

いろいただいた御意見を生かしながら進めさせていただいているということでござ

います。 

 それから、資料５、次のページです。こちらにつきましては、26年度のＮＰＯ・

ボランティア関連予算の状況ということで、前回の懇談会でもお示しさせていただ

いたものと全く同じ資料でございます。 

 最後に資料６でございます。前回、第３回の懇談会における委員の主な意見とい

うことで、こちらについて取りまとめをさせていただきました。前回は特に「県民

活動を広める意味で何が大切か」といったような、大局的な見地に立った御意見を

多くいただいたように感じております。これらの貴重な御意見につきましては、26

年度の実施計画の遂行と、またこれから説明をさせていただきます次期計画の策定

に当たりましても参考にさせていただければと考えておるところでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

鎌田座長   ありがとうございました。資料６で御意見をまとめていただいたものをつけてい

ただきましたが、実施結果と今年度の計画ですが、いかがでしょうか。御意見、御

質問等、ございましたらお願いいたします。予算のほうは三角印が目立ちますが、

その分、いろいろ中身を工夫していただいて、改善できるところはしながら、また

次の計画で改善したいところはそれに反映していくという方向かと思います。今日

の主要議題である議事の３番目に移ってよろしいでしょうか。 

 

（３）次期千葉県県民活動推進計画の策定について 

  ①次期計画の方向性について 

  ②策定体制について 

 

鎌田座長   それでは、議事の３番目です。次期千葉県県民活動推進計画の策定についてとい
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うことで、議事の１番と２番を分けて御説明いただくこととしたいと思います。 

 まず、１番目の計画策定の方向性というところで御説明をお願いいたします。 

西織県民生活・文化課副課長 それでは、議題(3)の①ということで、次期計画の方向性について

御説明させていただきます。資料７をごらんいただけますでしょうか。現計画の経

緯というところを御説明させていただきたいんですが、それにあわせまして、現在

の「千葉県県民活動推進計画」の概要版がお手元にありますので、これをちょっと

御用意いただけますでしょうか。 

 この概要版をお開きいただきまして、１ページ目の上のほう、「計画策定の趣旨

は？」とありますけれども、ここに少子高齢化の進行、地域コミュニティ機能の低

下が懸念される中、できるだけ多くの県民が課題に積極的にかかわっていくことを

目指して、平成24年度からの３カ年計画として策定をしたものでございます。 

 この計画の特徴といたしまして、23年度以前の計画ということなんですけれど

も、従来の計画が対象にしてきました市民活動団体、ＮＰＯに加えまして、この計

画から新たにボランティアも対象としたということで進めてきておりまして、先ほ

ど部長の御挨拶にもありましたけれども、この２ページの上のほうにあります「本

計画が目指す千葉県の姿」といたしまして、「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」、そういうフレーズ

を挙げさせていただいております。この３年間、今年度、最終年度ですけれども、

この計画に基づきまして具体的な事業を実施してまいりまして、おかげさまである

程度の成果も上がっているのかなと考えてございます。 

 ここで資料７に戻っていただきまして、３ページに成果指標の状況ということで

一覧表をつけさせていただいておりますけれども、そちらをごらんいただけますで

しょうか。 

 まず、一番上の１の県民活動への理解や参加の促進の２番目の指標、ボランティ

ア活動に参加したことのある人の割合、これは23年度が13.8％だったんですけれど

も、25年度には19.5％と向上している。それから、２番目の市民活動団体の基盤強

化等の支援の２つ目の指標といたしまして、寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の

割合、23年度は45.8％だったんですけれども、25年度は53.4％に向上している。さ

らに一番下ですけれども、４の市民活動団体と行政との協働の推進に関します指標

として、市町村行政・県行政と市民活動団体との協働事業の件数、これは22年度が

324件だったんですが、25年度は508件という形で交流をしているという状況になっ

ております。こういうことで、全体としては県民活動、市民活動団体の社会貢献活

動への取り組みは盛んになってきていると言えるのかなとは考えてございます。 

 ただ、ここから資料７の１ページの２番の次期計画策定の趣旨というところに入

りますけれども、そうはいっても、まだまだ絶対値としては不十分な面があるとい
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うことで書かせていただいていますのが、県政に関する世論調査によると、ボラン

ティアとして活動したことのある人の割合は、ふえてはいますけれども、19.5％、

市民活動団体の活動に参加している人の割合は23.8％。増加傾向にあるとはいえ、

県民の社会貢献活動への参加経験が決して多くはない状況となっているので、より

多くの県民の主体的な参加を促す環境づくりが課題であると考えております。 

 特に下に書いてありますが、地域において多様化する課題を解決するためには、

市民活動団体を初めとした様々な団体が単体で活動するということだけではなく

て、連携、協働による取り組みが求められていると思います。この場合、核になる

市民活動団体の役割、それを支える中間支援団体、地域コミュニティと密接にかか

わる市町村の役割はますます重要になっていると認識してございます。そのような

状況の中、県民主導の地域づくりを促進していくために、今年度は27年度から29年

度の３年間を対象にした新たな計画を１年間かけて策定していきたいと考えてご

ざいます。 

 次に、３の次期計画の方向性でございますけれども、御承知のように、平成23年

度、24年度にかけまして、県のほうで２億5,100万円を基金として積み立ていたし

まして、当時、国が進めました新しい公共支援事業交付金を活用して千葉県県民活

動促進事業というものを実施いたしました。この事業につきましては、ボランティ

アなど県民活動の担い手の育成事業、あるいは寄付促進など団体の基盤強化に関す

る事業、連携、協働による地域課題解決モデル事業など、非常に多くの分野にわた

りまして実施したところでございます。その結果といたしまして、人材の育成に役

立った、団体活動が活性化して基盤の強化がなされた、連携、協働の取り組みが各

地で盛んになってきたといった成果も上がってきたというような認識を持ってお

ります。この事業につきましては、現行の計画の施策分野とも連動しながら実施を

してきたものでございますので、次期計画の策定に当たりましては、この成果につ

きましても生かしながらやっていきたいということを意識したいと考えてござい

ます。 

 それから、先ほど次期計画策定の趣旨のところでお話をいたしましたように、次

期計画を策定する背景としての課題につきましては、今の計画を策定したときとそ

れほど大きく変わっているというわけではございませんので、基本的には現計画の

方針を継続していきたいというような考え方を持ってございます。 

 資料７の次のページ、２ページ目です。先ほど申し上げましたけれども、地域の

課題に対しましては、地域のコミュニティが互いに支え合って解決していくことが

重要です。こういう状況の中で、このような課題解決を目指す団体やコミュニティ

をサポートしている市町村、あるいは中間支援組織との連携をより一層深めながら

自立的、持続的な共助の仕組みづくりについて支援をしていきたいと考えていると
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ころでございます。 

 さらに、市町村や中間支援組織さんが地域に密着した様々な事業を展開している

中で、県としては、なるべく同じことをするということではなくて、県としての役

割、特に広域自治体としての県の特性を生かした施策を展開したいということを考

えてございます。そういったことを意識してまいりたいと思います。 

 それから、現計画につきましては、４つの柱に沿いまして施策を展開してまいり

ましたけれども、次期計画におきましては、この４つの柱と、「新 輝け！ちば元

気プラン」と呼ばれていますけれども、県の総合計画に示されている主な取り組み

との整合性も配慮したいということを考えてございます。具体的に、ちょうどこの

ページの真ん中の右側のほうに総合計画の枠組みがちょっと書いてありますが、こ

の総合計画は、年度としては平成25年度から28年度を対象としておりますので、こ

れからつくろうとしている計画のうち、27年度から28年度については計画期間が重

なるという状況でございます。 

 その中で総合計画につきましては、「互いに支え合い、安心して暮らせる地域社

会づくりの推進」という政策分野がございまして、そのもとに、１、互いに支え合

う地域コミュニティの再生、３、地域活動に取り組む県民・市民活動団体の支援と

いう施策目標がございます。それぞれのもとに３つほど事業がぶら下がっていまし

て、それは様々な主体との連携促進、それからボランティア活動への参加促進、団

体への基盤強化支援というようなものを張りつけているという状況でございます。

これと整合性を考えまして、次期の計画におきましては、現行の計画の柱の３番目

と４番目、つまり地域の様々な主体と市民活動団体の連携の促進と、市民活動団体

と行政の協働の推進というのを幅広い意味で連携の促進と捉えまして、これを統合

して３つの柱にしたいと思っております。次期計画の３つの柱は、１つ目が県民活

動への理解や参加の促進、２つ目が市民活動団体の基盤強化等の支援、３つ目の柱

といたしまして、今申しましたように、地域の様々な主体と市民活動団体の連携の

促進ということで、現計画の３と４を統合する形にしていければなというような考

え方でございます。 

 次に４番目、次期計画の成果指標及び各種調査の実施ということでございますけ

れども、まず調査についてちょっと申し上げたいんですけれども、これまでも計画

を策定するに当たりまして、計画づくりの参考とするために各種調査を行ってまい

りました。今回につきましても、やはり基礎資料という形でそろえていきたいと考

えております。ただ、前回は、特にＮＰＯ法人や任意団体に対する調査につきまし

ては、いわゆる民間委託という形で実施してきたんですけれども、今回ちょっと予

算上の問題もございまして、基本的には県がホームページ等を活用しながら、でき

る範囲で直接必要なデータをそろえていくというような形でやっていきたいと考
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えてございます。 

 これにつきまして、同じ資料７の５ページをお開きいただけますでしょうか。こ

ちらに計画策定に伴う各種調査の概要（案）ということで一覧にさせていただいて

おりますけれども、まず①として一般県民向けの調査といたしまして、その１、こ

れは県政に関する世論調査を用いまして、県内在住の20歳以上の男女に対して調査

をするというものです。これは郵送法でやるんですが、この世論調査というのは、

実はこの計画のためだけにやるものではありませんで、毎年やっている県政世論調

査の中で当課のほうから、この調査も調査項目に入れてくださいということで質問

を盛り込んでもらって、それで実施をするというものでございます。ただ、この世

論調査というのは、実は質問分野は県政全般、多岐にわたっておりまして、県民活

動だけで幾つも質問するということができない状況で、現在の状況では３問以内と

いう形で、その辺が限度だということになっておりますので、ここで項目を絞りま

して、まず１つ目としては市民活動団体の認知度、２つ目としては市民活動団体の

活動への参加割合、３つ目としてはボランティア活動の参加割合ということで調査

をしたいと考えております。 

 それから、②といたしまして、同じ一般県民向け（その２）ですけれども、こち

らは、今の県政世論調査だけだと３問しか質問をとれませんので、それを補うもの

といたしましてやってみたいなと思っているのがこの調査でして、具体的には寄

付、ボランティアにターゲットを絞りまして、これに関する意識調査というのをや

ってみたいと考えております。これは対象者は一般県民で、300名ぐらい集まれば

と思っているんですけれども、どういうやり方をするかといいますと、県のホーム

ページ上にいわゆる調査フォームをつくりまして、誰でもアクセスできるようにす

ると。その上で県民の方に様々な広報媒体を用いて、どうぞ調査に御協力ください

ということで、御本人にホームページにアクセスをしていただいて自由に回答して

いただくというようなことで考えているものでございます。この調査項目といたし

ましては、寄付関係とボランティア関係について10問程度を考えておりまして、寄

付につきましては、寄付経験の有無、金額、寄付方法、寄付先の分野等です。それ

から、ボランティアについては、ボランティアへの関心の有無、ボランティア経験

の有無と頻度といったような項目を考えてございます。この２つを一般県民向けと

いうことで調査したいと思っております。 

 さらに③ですけれども、こちらにつきましてはＮＰＯ法人向けということでござ

います。調査名としては県内ＮＰＯ法人実態調査ということで名づけているんです

けれども、これは県内の認証法人―県のほうで認証したもの、千葉市のほうで認

証したもの、合わせて約2,000ほどございますので、それを対象に調査をしたいと

考えておりまして、こちらにつきましても、基本的には先ほど申しましたように、
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ホームページ上に自由に回答できる調査フォームをつくると。これはちば電子申請

フォームという表現であらわしているんですけれども、そういう形でつくっておき

まして、調査票は全法人に郵送すると。ファクスで送り返してもらうか、それとも

ホームページのほうで回答していただくかということで回答していただけないか

と考えております。調査項目といたしましては15問程度で、これはＮＰＯ法人の活

動分野、活動地域を初めとして、活動する上で困っていることとか、いろいろな質

問をしたいと考えております。ちなみにアンダーラインを引っ張ってございますの

が、前回、23年度に調査項目としたもの。それ以外は今回新たに考えたものでござ

います。 

 それから、ページをめくっていただきまして６ページになります。こちらの上の

ほうに④任意団体向けというのがありますけれども、これは法人ではなくて任意団

体に対して調査するもので、任意団体実態調査と書いておりますが、対象になるの

は県内の任意団体、委託でやったんですが、平成23年度の場合は約2,000ほど回答

があったということなんですけれども、今回はＮＰＯ法人と同様に電子フォームま

たはファクス回答ということでデータがとれないかなと思っております。特に任意

団体につきましては、県のほうでは登録はしておりませんので、各市町村が登録団

体。市町村さんのほうに御協力をいただきながら郵送していくことでデータを集め

ていきたいなという考え方でございます。 

 さらに⑤市町村向けにつきましては、県内54市町村のＮＰＯ・ボランティア担当

課に様々な質問をさせていただくということで毎回やっているもので、特にこの中

で新しい計画への要望なども調査項目として入れていければなということを考え

ております。 

 それから、⑥県職員向け、ＮＰＯに関する意識調査ということで、県の職員を対

象にしたアンケートというものも実施をしたいなと考えております。 

 基本的に今申しました６つの調査につきましては、前回もやっておりますので、

それと比較をして、どういう傾向があらわれているかといったようなことを調べて

いければなと考えております。これらの調査ですけれども、計画づくりの参考資料

ということで、もう６月ですけれども、６月から調査を始めまして、なるべく早目

に結果を取りまとめたいというような考え方を持っております。結果のまとめは結

構時間がかかるということも見込まれるんですけれども、可能であれば、この結果

の一部につきましては速報版という形で、次回第２回目の懇談会でお示しできれば

なということを考えております。 

 それから、今申し上げました調査以外でも、国や民間の調査でもいろいろな調査

がございますので、役に立ちそうなものを参考にしながらということも考えてござ

います。 
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 これが調査に関する説明ですけれども、ここで指標に関する説明もあわせてさせ

ていただければと思います。こちらにつきましては、調査の中で密接に関連するの

が指標ということで、少し先走るようですが、御説明をさせていただきたいんです

けれども、先ほど申しましたように、次期計画では３つの柱に沿って成果指標を考

えたいという考え方を持っております。本来指標というのは、施策がある程度形が

できてから、それの成果をはかるために設定するんじゃないかということを今の時

点で決めるのはちょっと時期が違うんじゃないかという御指摘もあるかもしれな

いんですけれども、ただ反面、指標となるべき項目の数字のほうは、これを出すた

めには調査が必要になってしまいます。計画づくりの参考として、調査を今の時期

に行っておく必要がございますので、今の時点で指標について御説明して御意見を

いただきたいということで考えているものでございます。 

 それで、資料の７ページのほうをごらんいただけますでしょうか。こちらに成果

指標の検討（案）というものを記載してございます。申しましたように、３つの柱

ごとに指標を設定していきたいなというのが今の考え方なんですが、まず一番上の

①、県民活動への理解や参加の促進を代表する成果指標として、１つ目の指標とい

たしましては、これは現計画と新計画を並べてございますけれども、現計画では、

市民活動団体の活動を知っている人の割合という調査を行っております。これを、

実は新しい計画では調査のほう、指標項目を変えまして、市民活動団体、ボランテ

ィア活動に関心がある人の割合という形でやったらどうかなということを考えて

ございます。 

 具体的な質問内容といたしましては、上から４番目に質問内容というところがあ

りまして、現計画の質問としては、「あなたは、市民活動団体の活動を知っていま

すか」という質問なんですが、これを、「あなたは、市民活動団体、ボランティア

活動に関心がありますか」という質問にしてみたいと考えております。この理由と

いたしましては、下の備考のところにありますけれども、１つは、「活動を知って

いる」という表現ですと、悪い意味で知っていることもあるかなというネガティブ

的な要素も含むので、「関心がある」というようなポジティブな言葉のほうがいい

のかなということ。それから、もともとこの指標は県民活動への理解や参加の促進

をあらわすものですので、市民活動とボランティアを含めた形で関心がありますか

といったほうが、よりこの成果指標にふさわしいのではないのかなという考え方

で、このような形にしたらどうかということを考えました。これについて御意見を

いただければと思います。 

 それから２番目ですが、下のほうの②「Ⅰ 県民活動への理解や参加の促進」成

果指標（その２）です。こちらは同じ１つ目の柱の２つ目の指標ということなんで

すけれども、現計画では「ボランティア活動に参加したことのある人の割合」とい
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うことで、新しい計画でも基本的には同じ形でと思っております。ただ、ちょっと

違うところが質問内容です。これは下から２番目の質問内容にありますけれども、

今現在やっている質問の仕方としては、「市民活動団体の活動のうち、あなた自身、

これまでボランティアとして活動したことがありますか」という聞き方になってい

るんです。今までボランティア活動に参加したことのある割合という形で指標にし

ていたんですけれども、この「市民活動団体の活動のうち」というのを外しまして、

「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」ということを新計画

の指標の質問にしたらどうかなということで考えてございます。これは理由につき

ましては、やはりボランティアというのは余り限定せず、幅広く活動について尋ね

ていくほうがより実態に即した指標として適切ではないかという考え方です。 

 ８ページに移っていただきまして、③が２つ目の柱、市民活動団体への基盤強化

等の支援の成果指標でございます。こちらは現計画の指標、市民活動団体の活動へ

参加（活動・寄付・支援）している人の割合を新計画においても継続して使ってい

きたいなと考えております。 

 それからあと、④といたしましては、基盤強化の２つ目の指標です。寄付を受け

たことがあるＮＰＯ法人の割合というもの。これにつきましても、同じ質問でいき

たいと思っております。ただ、先ほど申しましたように、実施方法といたしまして

は、委託調査ではなくて、県の電子申請システムによるアンケート調査を使ってや

っていきたいと思っております。 

 次の９ページでございますけれども、上の３つ目の柱、地域に関わる様々な主体

との連携促進の指標のその１でございまして、これは地域の様々な主体と連携して

いる市民活動団体の割合。これも、従来の計画のものをそのまま使っていければと

考えております。 

 さらに⑥、３つ目の柱の２つ目の指標ですけれども、これは市町村行政・県行政

と市民活動団体との協働事業の件数ということで、これまでは４つ目の柱の指標と

して使っていましたが、４つ目と３つ目の柱を統合することに伴って、同様に指標

としていきたいということを考えております。 

 指標について、こんな形で考えているところなんですけれども、１つ、ちょっと

問題があるということをお話をさせていただきたいんですが、７ページにお戻りい

ただけますでしょうか。一番上のところで調査の内容といいますか、成果指標を変

えたいというお話をさせていただきました。古いほうが市民活動団体の活動を知っ

ている人の割合、新しいほうがボランティアも含めて関心がある人の割合というこ

とを申し上げたんですけれども、１つ、ここでちょっと悩ましいというのがありま

して、というのは、これは世論調査で調査をするので、質問項目については、今年

度は今のままでいくしかないかなと。なぜかというと、平成24年度から26年度はこ
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の指標を使うことになっていますので、今年度は今までの質問にするしかない。し

たがって、質問は変えるとすれば来年度から変えていきたいと思っております。 

 そうすると、ちょっと悩ましいところであるんですけれども、２枚前の３ページ

に戻っていただきまして、今の指標につきましては、23年度の数値をベースにして

24年度、25年度、26年度の目標を立てていって、それで成果をはかっていくという

構造にしておりますけれども、今回につきましては、26年度の数字をベースにして、

27、28、29の目標を立てていくということでやっていくことになるわけなんです。

そうすると、今年度は質問項目を変えるわけにいかないものですから、来年度から

新しく調査をするという、ボランティア活動も含めた関心のある方の割合というデ

ータが今年度は入手できないということになってしまうと。そういうところが悩ま

しいということでございます。 

 ただ、これにつきまして、私どものほうで考えておりますのは、これを考えると

指標の変更は永久にできなくなってしまうという形になってしまいますので、私ど

もといたしましては、新しい計画の指標はより指標にふさわしい、本来的にふさわ

しいものに変えるということでいいのではないのかなと。では、基準になるべき26

年度の数値というのはどうしようかということで、それは、やはり今ある計画の知

っている人の割合というものをとりあえずベースにして、これをもとに27年から３

年間の目標数値を設定していくということを考えております。ただ、27年度に調査

項目を変えて、最初の数字が出ていって、それが目標値と余りにもかけ離れている

ということになりましたらば、またその時点でここの段階で御意見をいただきなが

ら目標値を見直していくと、そんな形でやっていけばいいのではないのかなという

ことを考えてございます。ちょっと悩ましいんですけれども、それについて御意見

をいただければと思います。 

 ちなみに今の問題というのは、成果指標の７ページの(1)のものと、あと指標の

②のほうでも質問の仕方を若干変えますので、同じ問題が出るんですけれども、同

じ考え方でやれればいいのかなというのが私どもの考えでございます。 

 いろいろと御説明いたしましたが、最後に策定スケジュールということで、資料

７の11ページをごらんください。こちらに策定業務スケジュールということで一覧

表にしてございます。ここの一番左の列が計画策定内容、真ん中の列が推進懇談会、

右側の列が備考となっておりますけれども、きょう、真ん中の列の第１回懇談会を

開催させていただいておりますけれども、この左側にございますように、これから

計画原案の策定作業に入っていきたいと考えております。あわせまして、６月中に

各種調査を開始していくということを考えております。この計画原案の策定作業に

つきましては、８月ぐらいまで行って、９月の第２回懇談会でこの原案について御

意見をいただきたいなと考えてございます。その後、市町村等に意見照会を行いま
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して、10月ごろから計画案の策定作業を行って、12月ごろの第３回懇談会で、今度

は計画案についてまた御意見をいただければと思っております。さらに、年明けに

パブリックコメントを募って、３月の第４回懇談会で最終案を御検討いただきまし

て年内に計画を策定したいと、こんなような考え方をしております。 

 後ほどまた御説明いたしますけれども、この懇談会の開催に先立ちまして、一番

右側にありますけれども、幹事会もあわせて開催をさせていただきまして、懇談会

にお示しする資料等につきまして御意見や御確認をいただければなということを

考えてございます。 

 このようなスケジュールということで考えておるんですけれども、最後にちょっ

と補足的に申し上げますと、これはあくまでも私どもの考え方ですけれども、次期

の計画につきましては、余りボリュームを多くしないでコンパクトなものとしたい

なと。全てを余りにも網羅的、詳細に記載するというよりも、ポイントをきちんと

簡潔にわかりやすく伝えるということに留意をいたしまして、それによって多くの

県民の方々、団体の方々から理解、共感をいただけるようなものにできればなとい

うことを考えてございます。そんなことを意識して、これから作業にかかっていけ

ればなと考えている次第でございます。 

 済みません、少し長くなりましたが、説明は以上でございます。 

鎌田座長   ありがとうございます。いろんな側面からの御提案、御報告がございました。整

理して、少しずつくくって御意見をいただきたいと思います。 

 いずれも資料７ですけれども、最初の方向性というところで、まず、ざっくりと

全体的な、１ページ目の現計画の経緯であるとか次期計画策定の趣旨、次期計画の

方向性、そして４本の柱を３本の柱にしたいというようなところ。それらに伴う調

査を実施したい。調査は次の段階に分けて、まず大きいⅢ番の柱立てのあたりまで

でいかがでしょうか。現状認識とこれからの方向性というところですが、これまで

のものと大きな変化はないというところですが、御紹介いただきましたように、県

民活動促進事業、大変お金と労力をかけてやった基盤整備であるとかモデル事業、

そういうものを生かしていきたいというようなお話でした。 

牧野副座長  現計画から次期計画の中で柱を３つにというような御提案で、地域の様々な主体

という中に行政も１つとして捉えて、３番と４番のところは１本でというところで

すけれども、そういう捉え方ももちろんできるかとは思いますけれども、この間の

計画の中でも、県行政も含めて市町村等々との協働というところは、やはり計画の

中で「協働、連携」という言葉一つでまとめるのはいかがなものかと思います。４

つの柱は４つのままでいいと思いますけれども、もし地域の様々な主体の中に市町

村行政、県行政も入れるとしたら、「連携」という言葉だけではなしに、次期計画

の中で「連携・協働の促進」という形で、この「協働」という言葉は、千葉県ＮＰ
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Ｏ活動推進計画ができて一番最初のところで「パートナーシップマニュアル」とい

う協働のガイドブックをつくってきて、全国でも、それを参考にしながら、また、

今も市町村の中で新しく協働ということをやろうというときに、県がつくった「パ

ートナーシップマニュアル」を参考にして計画をつくったりしているんです。です

ので、県としては、ぜひ「協働」という言葉、ともに汗をかいて対等な立場で、資

源を持ち寄って課題解決に向けて地域に貢献していくんだというあたりは残して

いただければと思いました。 

 以上です。 

鎌田座長   ありがとうございます。４つ目の柱を残す、または残さないとしても、「協働」と

いうのを含んだ「連携・協働」という形で３本目の柱を位置づけたらどうかという

御提案だと思います。いかがでしょうか。具体的なところで修正方も含めてやって

いただく意味では、確かに連携と言うと、広いつながりがあると。ネットワークが

構築されるという意味に比べて協働と踏み込むと、さらに協働の事業であるとか課

題の解決を一緒にやっていくという踏み込んだニュアンスに聞こえていきますよ

ね。例えば「協働」ということを入れることに関して、事務局サイドで実施してい

く上で不都合な点とか、生じるものなんでしょうか。 

西織県民生活・文化課副課長 特にございません。むしろ私どものほうも、できれば現計画の３

と４は統合してコンパクトにしたいというのはありますけれども、そういった連

携、協働というものをこれから重視していきたいということを考えておりますの

で、新しい３については「連携・協働」という形で、「協働」という言葉は入れさ

せていただければなと思っております。 

鎌田座長   ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、牧野委員御提案のように、３番については「連携・協働」という形で

表記していただきたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

小松委員   前回のこの計画をつくったときのことを思い出しているのですが、その前から比

べて現計画が大きく変わった点は、県民１人１人のボランティアの推進と県民に身

近な活動を取り上げようということで、それらを第１章に掲げ先頭に持ってきたこ

とです。策定時期が東日本大震災の後ということで、議論が活発になりましたが、

そのときと方向性は変わってないと思います。 

 というのは、身近な地域にしてみれば、ここにたくさん書き込まれていますが、

地域コミュニティがこれからの高齢化社会を支えていく大きな柱になるので、そう

なると自治会とか町会活動がより重要性を増してくると思います。それは市町村と

いう行政のだけ問題ではなく、ベースとなるのはやはり県民１人１人のボランティ

ア意識を盛り上げていくことだと思うので、方向性はこれでいいと思っていま。前
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回策定時に、前々回から比較するとＮＰＯや市民公益活動の話が第２章となり、ト

ーンが後退したのではないかという声も聞かれました。しかし、そうではなく、身

近な県民１人１人の活動やコミュニティ活動を前面に出して、それを実際に実現さ

せるためのエンジンやコーディネーター役になるのがＮＰＯ等の役目ということ

で、そういう趣旨で２番目に持ってきた次第です。ＮＰＯ自身が市民公益活動を行

うとともに、県民活動を盛り上げ、発展させていくたてつけだったと記憶している

ので、今も、そこは変わらないと思います。 

 資料に書き込まれている地域コミュニティをどう活性化させていくのかが大き

なポイントであり、そこに県民一人ひとりがどう関わり、市民公益活動団体がどう

盛り上げていくのかが重要なので、その辺をもう少し深掘りしていただけるとよい

と考えます。具体的には、例えば、牧野さんみたいな団体と自治会や町会が協働し

て、そしてどう相乗効果を高め、地域コミュニティを再構築あるいは活性化してい

くのか、そういったところをもっと具体的に詰めていけるとよいと思います。その

辺の旗振りは、基本的には市町村の役目だと思いますが、県として、大きな方向性

を打ち出したり、情報提供したり、あるいは背中を押っぺすという意味では、例え

ば自治会・町会大賞あるいはコミュニティ大賞のようなものを制定して県全体で表

彰したりとか、そんなことまでやっていくといいのかなと思っています。細かいこ

とは次回の計画策定で検討するのでしょうから、方向性としては引き続きこれでよ

いと思いますし、「本計画が目指す千葉県の姿」はまだ道半ばなので、こういった

ものを継続していくべきと考えます。以上です。 

鎌田座長   ありがとうございます。事務局のほう、いかがですか。 

西織県民生活・文化課副課長 特にありません。ありがとうございます。 

鎌田座長   地域コミュニティと密接にかかわる市町村、中間支援、それを受けて具体的な書

き込みができればいいというようなところだと思います。 

 社会福祉協議会の関係から、特にこういう地域コミュニティとかボランティアと

大変密接にかかわっていくと思いますが、いかがでしょうか。 

伊与久委員  今、地域コミュニティの再生というお話がありましたけれども、阪神・淡路のと

きはボランティア元年と言われましたけれども、この間の３・11以降はまさに地域

コミュニティ元年といいますか、地域力の再生ということを言われていると思いま

す。 

 そういう中で地域コミュニティの再生ですけれども、社会福祉協議会は、今、自

治会というお話が出ましたが、もちろん地域は、自治会が小さな単位でコミュニテ

ィをつくっていますけれども、自治会とその地域に住むボランティアさん、ＮＰＯ

さん、保護司さん、民生委員さん、子ども会、老人会、青少年育成相談員さん、そ

ういう全ての地域にかかわる人たち、そして、その地域で業を営んでいる経営者の
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方も自分たちの地域の課題を発見し、解決していこうという支え合いの地域コミュ

ニティをつくるというのが、今さらなんですが、もちろん社協の活動です。そうい

う意味で、この地域コミュニティの再生ということは特に大切で、あえて私から言

わせていただければ、自治会という言葉だけが先行してはいけないんじゃないかな

と思います。 

 以上です。 

鎌田座長   ありがとうございます。白戸委員、いかがでしょう。 

白戸委員   社会福祉協議会という立場だけではなくて、私自身、地元でいろんな活動をやっ

ています。例えば毎週木曜日に防犯パトロールというのを夜７時ごろからやってい

るんですけれども、それがここにきて、だんだん参加者がふえてきているんです。

これはどういうことかなと思っているんですが、いろんな人に話を聞きますと、今

までも意識としてはやりたいなと思っていたと。ただ、なかなか踏み出せないでい

る人がいるんです。さっき小松委員が言われたように、背中を押してやる人がいな

い。やりたいという意識は皆さん大分持ってきていると思うんです。３・11があっ

たり、それから、私のほうでは水害もありましたから。いろんなことを経験して、

もう少し地元の役に立ちたいと思っている人は非常に多くいると思います。ですか

ら、何らかのきっかけをつくってやるということが大事かなと今思っています。 

 この県民活動推進懇、いろんな働きかけも大事なんでしょうが、私は、まず情報

提供とか、成功事例とか、そういうものを余り行政が前面に出るのではなくて、む

しろ側面から情報提供をしたり、成功事例を示してやったりというところが大事な

のかなと。いつも私、申し上げていますけれども、行政が前面に出ますと官製運動

になっちゃいますので、そこはやっぱり気をつけないといけないところじゃないか

なと思います。 

鎌田座長   ありがとうございます。細矢委員、特にここでパートナーの１つに企業とござい

ますが、そこら辺も含めていかがでしょうか。 

細矢委員   地域コミュニティをつくったりしていく中で、言い方は変なんですが、比較的企

業というと非常に聞こえが悪くて、一企業がもうけるために何かやっていくみたい

に捉えられがちなんです。確かに企業側としては、原価が発生したりするものに対

しての対価をいただくということを活動の中でしていかざるを得ない現実を持ち

つつ、そうはいっても、地域の活性化のために何かしたいという思いは実はあるん

ですが、残念ながら、そこら辺は地域の中で動こうとしていくと、無償でやれば、

これはボランティアという形で受けとめられるんですが、そこに対価を発生させて

いかないと現実バランスが図れないというところについて、どうしても個の利益み

たいなものと誤解されがちというところが、まだまだコミュニティ、あるいはボラ

ンティアというものに対して誤解があるような気がしております。それは企業側の
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感覚として、どうしてもそれを感じてしまうと。 

 その一方で、実は先ほど白戸委員がお話しされていたように、企業といえど、個

人個人が地域の中でかかわっているわけですから、その個人個人の感覚の中では地

域のために役に立ちたいと思ったりしている方が非常にふえてきたと思います。単

にお金を稼ぐためとかということではなくて、企業自体が地域のコミュニティ活動

に参加していこうという意識というのも非常に高まってきているのも現実ですか

ら、そういった中で、先ほど白戸委員がお話しされていたように、具体的にどこか

らどう手をつけようかというと、なかなかその発想が浮かばないという点で、小さ

な事例の紹介というのは非常に重要かなと。すごいことは、すごいな、我々にはで

きないなになってしまうので、あっ、こういうことでも何か役に立っているんだな

みたいな身近な事例が、実は我々が活動していく中で非常に重要かつ自発的行動を

促進する意味でポイントになるんじゃないかなと、そんなふうに感じております。 

 そういった意味では、ぜひ具体的な事例紹介というのを細かい中でやっていただ

けると企業側としては取り組みやすい。そして、先ほどちょっと誤解を招きやすい

んだというお話をしましたけれども、そういうものが少しずつ払拭されていけば、

企業自体が地域コミュニティや地域活性化のために動くということが非常にやり

やすくなるなと。また、そういったことをやらないと、残念ながら地域の中で全て

がボランティアで賄えるわけではありませんし、ボランティアがもうちょっと身近

なものになってくるんじゃないかなという気がしております。そんなふうな感想を

持ちました。 

鎌田座長   ありがとうございます。それぞれ大変貴重な御意見をいただいたと思います。町

会という名称だけでなくて、いろんな新しい自治組織の形態も出てきていますの

で、そういうことも大事だよということとか、先ほどのきっかけづくりが大事で、

そのためには行政が主導するというイメージではないものが出てくる。今の細矢委

員のように、小さな事例といいますか、きょう牧野さんが資料を配っておりました

「choi」何とか……。 

牧野副座長  「choi Kifu」。 

鎌田座長   ちょい協働とか、ちょい連携とか、そういうイメージの身近な部分が入ると、あ

と一押しというのができるというような御提案だったと思います。 

 あわせて言えば、やっぱり千葉県は都市に近いところと農村部と非常に多様です

ので、これは都市の人たちができるのねということだけではない、農村部の人たち

が真似しやすいというか、ちょい参考になるというようなものもあってもいいかな

と思います。その辺、いろいろなデータも読み解きながら、調査は事務局がなさる

って、これ、大変ですよね。ただ、大変なんだけれども、我々大学でやっていても

そうですが、調査を自前でやると、調査をしながら大体どういう方向があるのかと
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いうのが、頼んじゃうと、なかなかそういうものがわかりにくい部分があります。

そういうよさはあると思いますが、一緒にデータ結果なども見ながら、この後、少

し話し合っていただく、幹事会と連携してやっていければいいなと思います。 

 さて、方向性のところでは具体的ないいヒントをいただきましたので、次の調査

のところです。各種調査の概要、６種類の調査を進めていくというところ、調査に

関していかがでしょうか。 

小松委員   まず、さきほど疑問とされていた指標が変わってしまうことですが、私の調査・

分析業務経験からは、これに関しては、経年変化の分析にこだわる必要ないと思い

ます。今回、こういう観点で「知っている」から「関心がある」に変えましたとい

うことでよいと思います。それで、例えば、「知っている」と「関心がある」でギ

ャップが出たら、ギャップが出たことを分析結果として返してあげればよいです。

ですから、こういうスタンスで「関心がある」に変えました、ということで全く問

題ないと思います。逆に「知っている」から「関心がある」に変えたときに、新し

い傾向とかが見えればおもしろいと思うし、「関心がある」のほうが指標としては

いいと思います。 

 細かいことをちょっと申し上げますと、これは設問を増やせられないのでしょう

けれども、例えば①のⅠの世論調査の「あなたは、市民活動団体、ボランティア活

動に関心がありますか」については、市民活動団体に関心があるのとボランティア

活動に関心があるのは多分違うと思います。だから、よく考えたほうがいいと思い

ます。市民活動団体に関心があるのとボランティア活動に関心があるのは、やはり

違うと思うのです。例えば②のⅠのほうは、「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」だから、両方を比較する際に、上のほうは市民活動団体へ

の関心も含まれているので、そこは厳密に言うと、少し違うと思います。 

 それから③の指標に関しては、市民活動団体の活動へ参加といったときに、活動

への参加に寄付も含まれていると回答者が理解するかどうかです。理論的に言えば

寄付も活動への参加ということなのでしょうが、しかし、私は活動に参加したこと

がないけれども、寄付だったらしたことがあるという人はたくさんいるのではない

かと思います。ですから、ここも一考ですね。もうちょっと深く考えたほうがいい

かなと思います。厳密には分けたほうがいいだろうと思います。 

 それから、各種調査の中の「県民向けの電子フォームの300人の回答を想定」と

いうものです。これに関して、調査項目に寄付の経験の有無とありますが、回答数

が300ということであると母数の推計は無理だと思います。あくまで今回、回答し

てくれた人の中の比率ということであればよいのですが、それを県民に置きかえて

考えるには無理があると思います。 

 それからもう１つは、バイアスがかかることです。県のホームページのそのサイ
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トにアクセスして、この回答を書く人を想像すると、おそらく寄付やボランティア

の経験者であり、もともと関心の高い人だと思います。だから、そこをどういうふ

うに考えるかというところのロジックをしっかり持っていたほうがよいと思いま

す。一般的な傾向を探るのであれば、やはり広く世論調査で確認しなければ有効で

はないと思います。従って、これをやる意味というのは、寄付やボランティアをや

ったことのある人に、感想や問題点を確認するという趣旨であれば非常によいと思

います。逆に関心がある人から聞くわけですから、有意義な回答が引き出せると思

うので、目的を明確にして位置づければよいと思います。 

 私が、あるアンケートで回答したことは、日々仕事が忙しく、土日もなかなか時

間が取れないようなサラリーマンでも、例えば夜、パソコンを使って何かに協力す

るとか、何らかのボランティアへの参加方法や機会に関する情報を提供してほしい

と、ということです。寄付についても、寄付の妨げとなる要因などを確認するとか、

そういったことであれば有効な回答が得られるのではないかと思います。 

 特に関心がない人でも、とにかく見てもらって回答してほしいということであれ

ば、その人たちにどうやって情報を届けるかを少し考えたほうがよいと思います。

そういった人は、普通に広報しても多分見ないでしょうし、県民の日に間に合えば

県民の日で広報してもよいのですが、たぶん記憶に残らないと思います。なので、

例えば、学校の子どもたちを通じて親御さんたちに、今こういう問題意識をやって

いるので、ぜひ県のホームページを見てアンケートに答えてください、ということ

をお願いしてみることも有効だと思います。とにかく、この300人が1,000人、1,500

人に増加し、より多くの県民が回答するようになれば、母数の推計にも使えますの

で、その辺のところは目的をしっかりさせることと、回答者数をふやす工夫をする

ことが重要だと思います。以上、大きく３点です。 

鎌田座長   ありがとうございます。特に小松委員、ここは御専門のところで、いろいろ具体

的なアドバイスをいただいたので大変有益だと思います。例えば庁内で自前でこう

した調査や分析をするというときに、いろいろな統計的な推計であるとかサンプル

数はどのくらい、どうしたらいいかと、目的に応じて違ってくると思うんですが、

相談する場所というのはあるんですか。ちょっと専門的な相談、例えば、これこれ、

こういうような調査をこういうふうに性格づけたいんだけどみたいなところを、で

は、どのぐらいのサンプル数をどうやって集めたらいいとかというアドバイスをし

てくれるような部署みたいなものは。それぞれの課で勝手に考えろみたいな感じな

んですか。目的によって、いろんな調査の仕方も、サンプルのとり方も、まさに小

松委員おっしゃったように違ってくると思うんですが。 

西織県民生活・文化課副課長 ちょっとお答えになっているかどうかわからないんですけれども、

特に電子フォームに関して、これはバイアスが出てくるよねというのは、我々も最
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初から、そういう懸念はしておりました。もちろん、いろいろなところに働きかけ

をして母数をふやしていくという努力をしないといけないと思いますし、それはこ

れから作戦を立てたいと思います。ただ、バイアスがあるだろうなということをあ

らかじめしっかり認識しておいて、しかも、それと同じ調査をやったら今度どうな

ったとか、そういうことでまたわかってくることもあるのかなということも考えて

ございますので、本当に無作為抽出は違う世界なんだよということを意識しつつや

っていけば、それは１つのデータとして何か活用の方法があるのかなという気持ち

はございます。まず、今のところ考えているのはそういうことなんです。 

鎌田座長   確かに小松委員おっしゃったように、バイアスがかかることを前提として質問項

目を工夫するというのもありかもしれないですよね。割と突っ込んだ話ができるか

もしれませんが、その辺、いろんな側面から検討しなきゃいけないかもしれません。 

 あと、小松委員がおっしゃっていたところのボランティアと市民活動という、必

ずしも同時ではない、同じ次元ではないというような、その辺は牧野さん、いかが

ですか。 

牧野副座長  項目がふやせるようであれば、そういう分け方だと思います。ただ、３問までと

か、最初に限定的なということであれば、団体と活動。だから、そこはちょっと言

葉を変えないといけないかなというのは思いますけれども、関心があるというの

は、自分が動く活動に関心があるのか、こんなすごいことをしているという団体に

関心があるのかという、１つの質問にするには、そこはちょっと工夫が要るのかな

というところは思いましたが、何枚も何枚もちゃんとアンケート方式でというので

あれば、それを読みながらいろんなことがわかってくる、回答しながら知識を得て

いくみたいなことだと一番いいんでしょうけれども、限定した中でということであ

れば、そこら辺をどういうふうに扱うかというのを工夫されたらいいのかなと思い

ます。 

鎌田座長   ボランティアというと、アプローチとして、個人からアプローチするという形態

が割と予想されるけれども、市民活動団体だと、やっぱり団体の意向とか、団体の

趣旨とか、アプローチの仕方は相当違うんですよね。その辺が一緒のケースもある

けれども、ばらばらのケースも結構あるよと。ボランティアは自分のペースで参加

をしたいとか、やめたいと言うけれども、活動団体というのに１回入っちゃうと、

なかなかやめにくいとか、そのリーダーに従わなきゃいけないとか、そういう部分

もあるかもというような意味合いですよね、小松委員。 

小松委員   はい、そうです。 

鎌田座長   そこが可能であればということと、可能でなければ、こういうような現状の聞き

方も仕方がないというのはあるかもしれません。 

 もう１つ重要なところですが、27年からの基準として、26年の違う聞き方をした
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数値が入るということは、むしろ、そこは前向きに捉えて全然気にすることではな

いんじゃないかと。逆にそれを生かした考え方、見方とか、数字の意味というのを

捉えればいいんじゃないかという御指摘だったと思いますが、いかがでしょうか。

そういう方向でよろしいでしょうか。私も、まず、そこら辺は本当に変えようがな

いし、いい意味で、ここなので、こういうような意味合いで聞いたことが前聞いた

意味合いとこういうふうに違うことが考えられるみたいだというのは余計にいろ

いろ解釈の幅が出てきていいことかなと思いますが、そこの部分は余り気にせずに

新しいものを導入するという考え方でよいかなと思います。 

 さて、ほかの調査に関していかがでしょうか。もう少しありましたらお願いしま

す。ここは具体的なところで、幹事会では結果を解釈するところから始まるんです

かね。調査は６月ぐらいから始まっていくんですね。 

西織県民生活・文化課副課長 はい。 

鎌田座長   そういう数値の読み取りなんていうのは、幹事会の委員の方々には御意見を頂戴

できると思います。 

 さて、済みません、司会進行でちょっと混乱をしてしまいましたが、議題の３番

目の②も一部御紹介いただきましたが、策定体制についてというところ、もうちょ

っと補足をいただけますでしょうか。 

西織県民生活・文化課副課長 ②の策定体制でございます。先ほども申しましたように、一覧表

のほうを用意させていただいておりますが、その前に資料７の２ページの一番下を

ごらんいただいてよろしいでしょうか。５の策定体制ということで書かせていただ

いております。こちらの中で、先ほど御説明いたしましたとおり、次期計画の策定

につきましては、懇談会、幹事会で御意見、御助言をいただきながら進めていきた

いということでお示しさせていただいております。 

 幹事会につきましては、資料１のほうにちょっと戻っていただいてごらんいただ

けますでしょうか。第７条に幹事会の規定がございまして、「第２条に掲げる事項

を検討するため、推進懇談会に必要があるときは幹事会を置くことができる」とご

ざいます。第２条というのは所掌事務全般のことですので、必要があるときは幹事

会を置くことができると。その第２項といたしまして、「幹事会の委員は、推進懇

談会の座長が指名する」ということでございます。したがいまして、恐縮でござい

ますけれども、座長の鎌田先生のほうからぜひ委員の御指名をいただければという

ことで考えてございます。よろしくお願いいたします。 

鎌田座長   私のほうから指名ということなんですが、いろいろ御専門とか区分なども配慮し

て事務局から御提案があれば、ぜひ賜りたいと思います。 

西織県民生活・文化課副課長 ありがとうございます。そういたしますと、事務局といたしまし

ては、資料１の２枚目に委員の名簿がございますけれども、まず有識者からは鎌田
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座長、市民活動団体関係者では牧野副座長、社会福祉協議会関係者からは白戸委員、

企業関係者は小松委員、最後に市町村委員からは香取市の齋藤委員にお願いできれ

ばということで考えております。 

鎌田座長   ありがとうございます。ワーキングの委員の方々、先ほどの予定表を見ると、こ

ちらの懇談会とあわせて入れ子になって出てくる感じになりますので、大変忙しい

ところ恐縮ですが、いかがでしょうか。 

 まず、ワーキングで御提案いただいたメンバーですが、それを座長案とさせてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お認めいただけますでしょうか。 

 そうしましたら、ワーキングの委員の方、大変申しわけございませんが、おおむ

ね先ほどのあのような予定になると思いますが、事務局からまたお声がかかるんで

すね。具体的な日程調整はある程度していただけるということだと思います。 

鎌田座長   いかがでしょうか。小松委員、出場回数はふえますが、特に小松委員は非常に御

専門のところもありまして、事務局としては大変頼りになるところだと思います。 

小松委員   精いっぱいやらせていただきます。 

鎌田座長   ありがとうございます。白戸委員、牧野委員もよろしくお願いします。 

 あと、きょう御欠席の中根委員であるとか細矢委員、きょう配られた資料を見て

いただいていろいろ御意見がありましたら、ぜひ事務局に、調査にかかる前に、特

に調査にかかる分を添えていただけると、反映できるものは反映させていただけれ

ばと思います。 

 それでは、幹事会のメンバーとこの日程で進めさせていただくということについ

て御了承いただきました。ありがとうございました。 

 

（４）その他 

 

鎌田座長   その他ですけれども、事務局のほうから何かありますか。 

司会     幹事会と懇談会の日程なんですが、かなり近い日程なので、幹事会と懇談会とあ

わせて日程調整をさせていただくようになります。これだけ予定がありますので、

なるべく早い時期に。幹事会のほうはワーキングですので、幹事さんはもちろん、

ほかのいろんな方にも参加していただいて、またメール等も活用していろいろな御

意見をいただきたいと考えております。 

 きょう、この資料の中で県民の日についてちょっと御紹介させていただきたいと

思います。まず、こちらのチーバくんが飛んでいるものなんですが、これは先ほど

部長からも御挨拶申し上げたんですが、千葉県の県民の日の由来というのは後ろの

ページに書いてございます。この中については、県民の日の地域行事、５つのエリ

アにありますので、そちらが３ページからございます。そして、６ページからは各
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エリアの施設の無料開放とか割引とかイベントの開催等が記載してございます。こ

のパンフレットができた後に追加された行事もございますので、それは随時、県の

ホームページで御案内していますので、ぜひ御利用ください。 

 また、本年は30周年ということで、「県民の日ちば笑顔まつり」というものが開

催されます。６月14日、文化会館です。こちらは裏のほうに会場マップがございま

す。様々な行事がありますので、ぜひ皆様、お時間があれば参加していただければ

と思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

鎌田座長   ありがとうございました。あと、本日配付していただいた資料ですが、先ほど少

し御紹介させていただきました「choi Kifu」と、あとは「講演会＆リレートーク」、

牧野さんですね。ちょっと御紹介いただけますか。 

牧野副座長  ありがとうございます。「講演会＆リレートーク」のほうは、６月７日に「困難を

抱える子どもの今と未来を支えるために」というテーマです。今、モデル事業が県

内でも始まっております生活困窮者自立支援法等々、この後、それぞれの市町村で

次年度以降始まっていきますけれども、子どもたちの生活支援を先立ってやってい

る京都のＮＰＯ法人山科醍醐こどもの広場というところの村井さんの事例をお話

しいただいて、その後、県内でいろいろ学習支援等々をやっている方々からお話を

いただくということで、ぜひおいでいただければと思います。 

 それから、「choi Kifu」のほうは、公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金の財

団で事業指定に取り組む事業を御紹介しておりまして、ここに寄付を集めていくと

いう形で１年間寄付集めをしていきます。ウエブからもカードで寄付ができますの

で、ぜひ５つの事業をごらんになっていただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

鎌田座長   それは「ちょい」と「チョイス」を兼ねたんですね。 

牧野副座長  「チョイス」です。昨年は第１期450万募集というのをやったんですが、265万ぐ

らい集めました。今回も、５つだけなんですけれども、1,000円からでも寄付を受

け付けられますので、ぜひ御支援いただければと思います。 

鎌田座長   ありがとうございます。ほか、委員の方々からいろいろ関連して、議題にあるこ

と以外でも結構ですが、何かございましたらもう少し時間がありますが、よろしい

でしょうか。いかがでしょうか。伊与久委員、何かお伝えしたいこととか。幅広く

いろいろ……。よろしいですか。 

伊与久委員  特にございません。 

鎌田座長   それでは、今年度、また２回、３回、４回と懇談会がございますので、この計画

案の検討だけではなくて、ふだんから考えて思っていらっしゃるお気づきになった

点などをこの場でお寄せいただけると大変ありがたいと思います。 
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 それでは、本日の議題を全て終了いたしまして、事務局にお返しいたします。 

 

５．閉  会 

 

司会     ありがとうございました。なお、計画策定に係るアンケート調査につきましては、

今いただいた御意見等を参考とさせていただいて、一般県民向け、ＮＰＯ法人向け、

任意団体向けのアンケートを６月10日ごろから実施できればなと思いますので、御

協力をよろしくお願いいたします。 

 幹事会につきましては８月ごろを予定しておりますので、幹事をお引き受けいた

だいた方には恐縮ですが、日程調整の上、お集まりいただくことになります。 

 懇談会はその後の９月ごろを予定しております。日程については、また改めて早

目に調整させていただきますので、皆様、いろいろ御迷惑をおかけいたしますが、

よろしくお願いいたします。 

 では、これをもちまして平成26年度第１回千葉県県民活動推進懇談会を終了しま

す。本日はありがとうございました。 

―― 以上 ―― 


