
 

 

 

 

第２回千葉県県民活動推進懇談会 

議  事  録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平 成 2 6年 9月 3日 （ 水 ） 

午後１時55分～午後３時55分 

場所：プラザ菜の花 ４階 槇 

  



- 1 - 

  

１．開  会 

 

司会     ただいまから平成26年度第２回千葉県県民活動推進懇談会を開会いたします。 

 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。 

 まず、本日の会議資料の確認をさせていただきます。次第、出席者名簿、座席表、

資料１「『千葉県県民活動推進計画（平成27～29年度）』〈計画原案〉の概要」と項

目一覧、資料２「千葉県県民活動推進計画（平成27～29年度）〈計画原案〉」、資料

３「第１回千葉県県民活動推進懇談会に係る幹事会における主な論点」、資料４「千

葉県県民活動推進計画（平成27～29年度）資料編（アンケート結果）」、資料５「第

１回千葉県県民活動推進懇談会における委員の主な意見」、資料６「千葉県県民活

動推進計画（平成27～29年度）策定業務スケジュール」です。次に、クリアファイ

ルに入れている一式がございます。このクリアファイルとシールは今年度作成した

ものです。中にチラシが３種類ございます。地方共助社会づくり懇談会in千葉と２

種類の市民活動基礎講座のチラシとなります。これらの概要については、後ほど御

説明させていただきます。それと、牧野委員から御提供いただきましたチラシが３

種類ございます。 

 御確認の上、不足している資料がございましたらお申し出ください。 

 そのほかに、26年度実施計画、懇談会設置要領、25年度の年次計画書、現計画と

概要をファイルにしております。なお、こちらは会議終了後、事務局でお預かりし

ますので、そのままにしておいていただければと思います。 

 

２．挨  拶 

 

司会     開会に当たり、環境生活部長の中島から御挨拶申し上げます。 

中島環境生活部長 委員の皆様方にはお忙しいところ、お集まりいただき、誠にありがとうござ

います。開会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

 ことしの夏は大変雨の多い夏でありました。近畿地方を中心として、各地で河川

の氾濫や冠水の被害など、多く見られました。特に直近では、広島市の土石流の事

故で多くの方々がお亡くなりになり、また、たくさんの方が被災をされました。亡

くなられた方々には心から御冥福をお祈りいたしますとともに、被災者の方々には

心よりお見舞いを申し上げます。一日も早い復興を心より願っております。 

 その広島の一連の報道の中で目についたこととして、東日本大震災のときもそう

でしたが、広島にたくさんのボランティアの方々が駆けつけていただいたこと。本

当に受付も十分対応できないほどたくさんの方が駆けつけていただいたと。まさに
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日本人の底力を見たような気がします。こうして市民活動団体やボランティアの

方々の重要性というものがますます高まってきているのではないかと思いますし、

皆さんの意識の中にも大分浸透してきたのではないかと感じております。 

 本日は６月に引き続き第２回目の懇談会を開催させていただきました。前回の懇

談会とその後に開催された幹事会において皆様方から様々な御意見を頂戴しなが

ら、本日議題とさせております新しい県民活動推進計画の計画原案を取りまとめさ

せていただきました。本日、皆様方から御忌憚のない御意見を賜れればと思ってお

ります。どうかよろしくお願いいたします。本日、いただいた御意見を踏まえ、こ

れから計画の案作成に移ってまいりたいと思っています。庁内関係課との調整のの

ち、第３回目の懇談会で計画案について改めてお示しをしたいと考えております。 

 それから、私どもの事業の御紹介ということで若干お話をさせていただきたいと

思っています。少し先の話になりますけども、11月23日から12月23日までを、「ち

ば県民活動ＰＲ月間」と位置づけております。これに先立ちまして、11月８日に、

イオンモール幕張新都心で「ちば県民活動フェスティバル2014」を開催いたします。

このフェスティバルでは、県民活動を実践している皆様によるステージパフォーマ

ンスや市民活動団体、あるいは社会福祉協議会、大学のブースなどを設置いたしま

して、それぞれの活動紹介などを予定しております。皆様方にもぜひ御来場いただ

ければと思っています。 

 これから年度の後半を迎えますけれども、計画策定とあわせて様々な事業を展開

してまいりますので、委員の皆様方には引き続き御支援、御協力を賜りますよう改

めてお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますが、御挨拶とします。本日はあ

りがとうございました。 

司会     では、本日の出席状況ですが、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。 

 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   本日の傍聴の方はなしというところでよろしいでしょうか。 

 また、会議は公開で行うこととして、議事録につきましては、事前に各委員に御

確認をいただいた上で千葉県ホームページに掲載するということになっています。

よろしくお願いいたします。 

 

３．議  事 

 

（１）次期千葉県県民活動推進計画原案について 

 

鎌田座長   では、早速議事に入りたいと思います。 
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 議題の１ですが、次期千葉県県民活動推進計画原案について事務局から御説明を

お願いいたします。 

西織県民生活・文化課副課長 副課長の西織です。皆様には、日ごろから大変お世話になってお

りますことを改めてお礼を申し上げます。 

 前回の懇談会でいろいろ御意見をいただき、それを踏まえて今回計画原案を草稿

させてきましたが、本日の懇談会に先立ちまして、先週の８月27日に幹事会のメン

バーの皆さんにも大変御協力をいただいております。本当にありがとうございます。

これから御説明する原案につきましては、まだ完成品ということではございません

が、計画に必要と思われる主な事項は、我々としては盛り込んだかなという感覚で

ございます。いろいろ御意見をいただきながら、さらに必要に応じて加筆修正をし

ていきたいと考えております。 

 それでは、まず資料１をごらんください。こちらには、今回の計画の原案のエッ

センス、特に下のほうの灰色の枠の中では、「県民活動の現状と課題」というものが

一番左にあり、それがどのように「次期計画推進の柱」につながって、どのように

右側の「行動計画」につながっていくのかということを体系的に示してあります。

それから、資料１の裏側に計画原案の項目一覧というものが入っていますが、こち

らは今回の計画の大項目９項目の内容という形で構成を概観したものでございま

す。大項目だけを見ていただきますと、まず１番目に「計画の概要」、２番目が「社

会的背景と課題」、３番目が「本県の県民活動をめぐる状況」、そして４番目が「施

策の方向性」という構成になっております。それぞれ中項目を設けている全体構成

があるということをまずお示しした上で計画原案の説明に入っていきたいと思いま

す。 

 資料２をごらんください。 

 まず、１ページ、第１章の「計画の概要」です。１の「計画策定の趣旨」という

ことで、１ページから２ページにかけまして、計画策定の背景についてのエッセン

スを表現してあります。ざっとかいつまんで申し上げますと、社会構造がどんどん

変化して社会の課題も多様化をしていること。それから、大震災後、共助の重要性

が再認識をされ、それから町、コミュニティについては非常に重視されている状況

であること。 

 そういったようなことのいろいろな課題をここで概観しておりまして、それを踏

まえて２ページの３段落目です。上記のような状況を考慮しながら、目指す千葉県

の姿の実現のために取り組むべき方向性を明らかにして本推進計画を策定すること

とすると、趣旨説明をしてあります。 

 その後、２番目の「計画の性格」ですけれども、千葉県総合計画を踏まえて、現

行の県民活動推進計画の基本的な考え方も継承しながら、県行政として取り組むべ



- 4 - 

き方向性等を定めるということを記載しております。 

 それから、３番目の「計画の期間」。平成23年度からの３年間ということで考えて

おります。 

 次に、３ページをごらんください。第２章の「社会的背景と課題」ということで、

こちらにつきましては、計画づくりのもとになる事項を示していますので、少しペ

ージを割いて若干詳しく書かせていただいております。 

 まず１番目、「社会構造の変化」ですけれども、「人口構造の変化」というのを(1)

に入れてございます。この内容につきましては、今の人口の動き、予想以上に人口

減少が速いペースで進んでいるということ、それから、少子化、高齢化が進んでい

るといったようなことをグラフに示しながら記載しております。 

 そして４ページに移りまして、(2)の「地域社会における社会課題の増加」ですけ

れども、ここでは特に人と人とのつながりの希薄化、コミュニティの希薄化、そう

いったことによって多くの社会問題が発生しているということ。それから、地域社

会の福祉ということで生活困窮者の増加ですとか子どもへの虐待、子育て環境の悪

化といったような問題も出ていることを示しております。 

 それから、(3)「社会の成熟化と価値観、ニーズの多様化」では、社会や経済の成

熟化に伴って様々な課題が多様化、複雑化しているということを記載しております。 

 そして、(4)の「地方分権の推進と市町村の自主性・自立性の向上」ですけれども、

こちらにおきましては、特に地域コミュニティは今の社会課題の解決において非常

に大事であると。その中で、市町村を中心に多様な主体がこれまで以上に連携、協

働することによって持続的に発展させていくことが期待されているけれども、県に

おいても、そういった市町村の取り組みを支援していく役割が求められているとい

ったようなことを記載してございます。 

 次に、５ページです。こちらからは２の「共助の精神にもとづく地域社会づくり」

という項目を設けております。まず(1)「地域コミュニティによる課題解決」ですけ

れども、こちらには、地域コミュニティにおける課題解決のためには多様な主体の

連携、協働による共助の場の創出が重要であると。このような場と機会に対して支

援を行うための仕組みも必要になってくるといったようなことを、図も含めまして

記載をしております。 

 次の６ページですけれども、こちらには(2)「共助社会づくりの推進」ということ

で真ん中あたりから記載しております。この内容は、平成25年度から内閣府におい

て共助社会づくり懇談会というものが開催されておりまして、地域の絆を生かした

共助社会の課題分析、支援策の検討を行っているということを記載しております。

特に共助社会づくりの担い手であるＮＰＯ法人等やソーシャルビジネスに関して、

課題とその対応策について議論をされているということでございます。 
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 ８ページをごらんください。３番目の「社会貢献をめぐる状況」ということで、

(1)「全国のボランティアの状況」を記載しております。平成23年度の国の調査によ

りますと、全国のボランティア活動の行動者は、５年前の平成18年度に比べまして

23万人増加をして、特に20歳から59歳までの幅広い年齢層で増加をしているという

状況をグラフを含めて記載しているというものでございます。 

 10ページをごらんください。 (2)「全国の市民活動団体の状況」ですけれども、

全国におきましても、県におきましても、この10年間でＮＰＯ法人の認証数は約３

倍に増加している。市民活動団体の増加に並行いたしまして、それらの活動を支援

する中間支援組織の存在も重要になっているというようなことを記載しておりま

す。 

 次に、11ページをごらんください。 (3)「寄付の潮流」ですけれども、民から民

への資金の流れといたしまして、寄付は重要な役割を果たしていること。それから、

データの中に、個人寄付額の推移のグラフがありますが、特に東日本大震災のあり

ました平成23年度にはかなり増加をしているというようなことを記載しておりま

す。さらに、下の表ですけれども、新しい寄付の手法として、寄付つき商品を初め

とした様々な寄付の方法が今生まれてきている、普及し始めているというようなこ

とが書かれております。 

 それから、12ページです。(4)「企業の社会貢献意識の高まり」。これにつきまし

ては、これまでの懇談会でも何回かいろいろと話題になった事項ですけれども、近

年の動きといたしまして、ＣＳＲだけではなくて、地域課題の解決をビジネスチャ

ンスとして捉える企業も出てきている。地域に密着した中小企業なども、地域の課

題解決の多様な協働主体としての役割も担い始めていると。それから、プロボノの

ほうも注目を集めているといったような事項を記載しております。 

 次に、13ページです。ここからは第３章になりまして、「本県の県民活動をめぐる

状況」。これも千葉県の話ですので、背景としてページを割いて詳しく記載をしてい

るところでございます。 

 １番の「本県の特性」。千葉県におきましては、都市部も農漁村部もある。いわば、

いろいろな地域を包括した日本の縮図とも言える多様性を有しているということ。

それに対する地域ごとの課題があって、地域ごとの特性に配慮した施策が求められ

ているといったようなことを記載しております。 

 ページの下のほう、「これまでの県行政の取組」ですけれども、(1)「前計画にお

ける取組の概要」。この前計画というのは現行の計画の意味ですが、現行の計画の４

つの柱に沿った取り組みの例をここで紹介しております。 

 14ページから写真も含めて紹介を行います。写真につきましては、これから適当

なものを選んでいきたいと考えております。例えば県民フェスティバルとか、マネ
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ジメント高度化セミナーなどの写真を織りまぜながら視覚的にもわかりやすいもの

を目指していきたいというようなことを考えております。 

 それから、15ページですけれども、(2)といたしまして、下のほうで「県民活動促

進事業」。こちらにつきましては、平成23年から24年に国の新しい公共支援事業交付

金を活用して実施した事業について、一覧表にして記載をしております。16ページ

にございますけれども、これだけ数多くの事業を短期間に集中して実施したという

時期もなかなかないのではないかと思っております。 

 次に17ページ、「現状と課題」、これは千葉県の現状と課題という意味ですけれど

も、まず(1)「取組の成果指標の状況と課題」。17ページから19ページにかけまして、

現行の計画の４つの柱ごとの成果指標の状況を記載しております。空欄のところは

まだ結果が出ていないものですので、説明書きも未記載になっておりますけれども、

これは結果が出てから記載するということを考えております。 

 前回の懇談会以降、新たに結果が出たものとして、まず18ページの一番上ですけ

れども、柱としては、「市民活動団体の基盤強化等の支援」の指標の１つとしまして、

「寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の割合」という指標です。こちらにつきまし

ては、平成26年度の結果としては58.2％。前年、25年度が53.4％で、これからさら

に上昇しておりまして、目標値の50.0％に対しても上回っているという状況です。 

 この寄付について、これは前々回のときに懇談会の中でいろいろお話が出た事項

だと記憶しておりますが、このようにふえた要因は何なんだろうねというようなお

話があったと思うんです。正直言って、私どもも、これがあったから、こういうふ

うにふえたというようなところは今のところ持っていないんですけれども、やはり

考えられますのは、団体さん御自身が努力して情報発信を積極的にやるといった動

きがあること。それから、中間支援組織の方が寄付の仕組みづくりに非常に積極的

に取り組まれたということ。これは前々回のときに、牧野副座長の方でカンパイチ

ャリティキャンペーンをおやりになったというお話もちょっと紹介をさせていただ

きましたけれども、そういったような仕組みづくりの御努力。それから、寄付につ

いての様々な手法がだんだんと出てきたということ。さらには、県におきましても、

先ほどお話をいたしました県の県民活動促進事業一覧表、16ページにありますけれ

ども、この中でも、下から３番目のところに寄付募集促進事業ということで、「民が

民を支える仕組み構築モデル事業」、「寄付促進体制整備事業」をやっていますので、

そういうような取り組みが総合的に少しずつ効果を出しているのかなと、そんなよ

うなことを考えてございます。 

 18ページに戻りまして、もう１つの指標ですけれども、３つ目の柱の地域の様々

な主体と市民活動団体の連携の促進の指標の中で、そのページの「地域の様々な主

体と連携している市民活動団体の割合」につきましては、平成26年度の数値が68.2％
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という結果が出ております。これは残念ながら、目標値の75.0％には届いておりま

せんけれども、25年度の65.2％に比べて増加をしているというような状況です。 

 ただ、１つ課題といたしまして、連携の相手方なんですけれども、次の19ページ

のグラフにも出ていますが、協働、連携の相手としては、県や市町村行政との連携、

あるいはＮＰＯ・ボランティア団体との連携というものがやはり多いという中で、

もう少しほかの企業ですとか、地縁組織ですとか、社協さんですとか、様々な団体

との連携が進んでいくといいのかなと、そんなようなことを感じておりまして、そ

のことも18ページの中で若干記載をさせていただいているところです。 

 次に、20ページ。(2)の「各種調査から把握された課題」ということですけれども、

ここでお手元の資料４をごらんください。こちらは資料編でアンケート結果という

ことで、２つのアンケートの結果をここに記載させていただいております。 

 まず、１ページからが「寄付・ボランティアに関する意識調査」。これは一般県民

の方を対象に、いわゆる世論調査のように郵送ではなくて、ホームページ、メルマ

ガ等で告知をしてホームページ上で回答していただくというやり方をとっておりま

す。 

 それともう１つ、11ページからは「千葉県ＮＰＯ法人実態調査」。こちらにつきま

しては、県内のＮＰＯ法人1,909団体を対象に郵送で調査を行いました。ちなみに有

効回答数が693ですので、36％ほどの回収率となっております。こちらは、有効回答

数の絶対数も多いですし、もともとの法人の数も1,900ちょっとということで限られ

ておりますので、データとしての信頼性はそれなりにあるのではないかなと。した

がって、前回の調査との比較というのも有効ではないかなと考えております。 

 一方、「寄付・ボランティアに関する意識調査」につきましては、あくまでも関心

のある方にお答えといいますか、自主的にお答えをいただくものですので、基本的

には関心がある方が中心に回答されたのかなと思っておりまして、これは前回の懇

談会でも御意見をいただいておりますけれども、中身については、いわばバイアス

というものがあろうかと思っております。つまり関心がある方がこういうふうに思

っているんだというような性格のものかなと思いますけれども、ただ、全体として

の傾向を把握するのに役立つデータはあるのではないかなと考えております。そう

いった観点から課題を把握するのに役立つ調査結果を幾つかピックアップして記載

しているというものでございます。 

 20ページの(2)「各種調査から把握された課題」、一番最初の○で「県民活動への

参加を妨げている要因」ですけれども、これは要因として多いのは十分な情報がな

い、活動に参加する時間がないといったようなものが特に多いと。しかも、それは

特に今まで参加したことがないとおっしゃっている方ほど、その傾向が顕著である

ということが見てとれます。 
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 それから、下のほうで、こちらは21ページにかけましてグラフも載っております

けれども、これは「寄付を妨げている要因」といたしましては、団体に関する十分

な情報がない、それから自分の寄付が役に立っているのかどうかわからない。これ

もやはり寄付をしたことがない人ほど、その傾向が顕著であるというものです。こ

の２つの調査は、先ほどのバイアスがかかっているほうの調査をもとにやっている

というところがあるんですけれども、それでも、今までやったことがある人、ない

人ではこういう差があるんだということについては１つの傾向として把握できるの

かなと考えております。 

 それから、21ページの「ＮＰＯ法人の活動の課題」につきましては、活動の課題

として、グラフの真ん中辺に「活動資金が不足している」というのがあります。た

だ、これは前回調査と比較をしておりまして、一番下のグラフで、上の棒は平成23

年度調査、下の棒は26年度を表しています。真ん中の「活動資金が不足している」

というのは一番大きい課題ではあるんですけれども、前回調査よりも割合としては

減少していると。その反面、一番上の人的資源の問題として「役員や職員が不足し

ている」ですとか、２番目の「参加してくれるボランティアが不足している」、３番

目の「特定の個人に責任や作業が集中する」、４番目の「リーダーや後継者が育たな

い」、５番目の「団体内全体が高齢化している」、これらは、軒並み前回の調査より

も今回の調査のほうが率が上がっているということで、ここ数年で特に人材不足の

問題が顕著になってきていることが読み取れるものと考えております。 

 それから、22ページです。「企業の連携・協働への意識」ということで、この調査

は昨年調査したものを記載させていただいていますが、特に大きな傾向としまして、

企業に協働意向がない理由としては、「具体的にどのように協働していくかわからな

い」、「協働のノウハウがない」といったような回答が多いという傾向がありまして、

特に協働の進め方に関して、企業さんの中で知識や仕組みが不十分であるといった

ような実態があるのかなということを感じております。それから、「市町村から見た

県へ期待する役割」。これも昨年調査した結果を記載していますけれども、特に市町

村サイドのほうから見ると、「県の有する情報の提供」。これは団体に関する情報で

すとか、県やほかの市町村の情報、それから職員対象の研修会を開いてほしいとい

ったような項目でかなり高い数値を示しているということで、市町村サイドとして

は、県に対して業務の参考になるような協働、連携関係の情報を求める要請が強い

のかなということを感じております。 

 次に、23ページ、「第４章 施策の方向性」です。１の「基本的な考え方」、(1)

「本県の目指す姿」です。こちらにつきましては、枠で囲まれてありますように、

「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」、現行の計画と同じ表現にしております。この表現につきましては、
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前回の懇談会におきましても、「いい言葉だし、県民活動の推進についてはまだ道半

ばなので、継続してもいいと思いますよ」という御意見もいただいているというこ

ともございまして、このままの形といたしました。 

 この後の説明文につきましては、現行計画では、こういう説明は入れていなかっ

たのですが、今回は入れさせていただきました。この内容につきましては、先日の

幹事会のときに、「今の現行計画の方向性を踏襲する意図をあらわしながら、現行計

画と異なる点も表現して書いてみるといいのではないか」といった御助言もいただ

きまして作成をいたしました。 

 ここにざっと文が並んでおりますけれども、第１段落におきましては、現行計画

で目指した千葉県の姿を継承していきますということが書いてあります。第２段落

では、「一方」というところ以降、目指す千葉県の姿への実現はまだ道半ばなので、

課題も少しずつ変化しているといったようなことを記載しております。第３段落、

そうした状況の中ということで、県民の理解促進から参加促進に軸足を移す。ある

いは、県民活動を支援する体制の充実に力を入れる。特に中間支援組織の充実を図

る。それから、これまでの県の取り組みを通して、地域に根づいた仕組みなどを積

極的に活用しながら、地域コミュニティにおける様々な主体間の連携の取り組みを

支援していくといったことを記載しております。 

 次に、24ページにお進みください。(2)「計画推進の柱」です。今まで、第２章や

第３章で県民活動の現状と課題がどんなものであるかということをざっとお話しし

てまいりましたが、それが県民活動の推進における県行政の役割ということでどの

ように３本の柱につながっていくかということを体系的に示した図をこの真ん中に

掲載しておるというものです。図の中で県行政の役割、つまり右側のほうで３つの

柱が並んでいますけれども、この３つの柱につきましては、現行計画の基本的な方

針を継続いたしまして、基本的には柱の「Ⅰ.県民活動への理解と参加の促進」、そ

れから「Ⅱ.市民活動団体等の基盤強化等の支援」は、名称は変えておりません。柱

の「Ⅲ.地域に関わる様々な主体と市民活動団体等の連携・協働の促進」につきまし

ては、前の懇談会でお話ししましたように、現行計画の４つ目の柱の市民活動団体

と行政との協働の推進、これも取り入れて１つの柱に整理するというやり方でまと

めて第３の柱としております。 

 25ページへお進みください。２番の「行動計画」です。これは今申しました施策

の方向性の３本の柱がどのような行動計画につながっていくかについてお示しして

いるものです。一番右の行動計画は８つを挙げており、現行の計画の15の行動計画

に比べて数が減っているという状況があります。これは実は２つの狙いがありまし

て、１つは、網羅的に行動計画を挙げるよりも、なるべくわかりやすくコンパクト

に表現をしたいと。２つ目としては、特に県が重要と考える項目を行動計画として
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めり張りをつけて表現したいと。そういったような狙いで８つにまとめたものです。 

 それから、26ページです。ここから具体的な３つの柱についての説明に入ってい

きます。まず１つ目の柱、「県民活動への理解や参加の促進」。このページの真ん中

辺に(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」とい

う２つの行動計画を挙げております。ここは特に県民活動の意義や役割についての

理解の促進、それから、積極的な県民活動への参加に資するような情報発信が特に

大事なのかなということを考えております。今でも県内各地域には、市町村、市民

活動センター、社会福祉協議会、あるいは、民間のいろいろな団体が一生懸命実施

している活動があると。その中で特に体系的におやりになられているような市民活

動センターの情報や、市町村社協のボランティア体験講座などの、いわゆるボラン

ティア関係の活動の機会提供に関する情報については情報発信をしっかりしていく

ことが大事だということで、我々も今年から県のホームページに積極的にリンクを

張るようにしております。県のホームページから、どんどんそういう、ここに行け

ば、こういうボランティアの機会があるということがわかるようにしているところ

です。 

 それから、(1)の２番目のポツですけれども、ここでは主に千葉県の県警が取り組

んでいます地域の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

活動の意識醸成、参加促進についても、載せるべきだというような意見もございま

して、ここに記載をしているものでございます。 

 次に、27ページです。２の「市民活動団体等の基盤強化等の支援」という柱です

けれども、(1)が「市民活動団体等への支援体制の強化」、(2)が「中核的な中間支援

組織の支援」、(3)が「民が民を支える仕組みの普及・支援」という形で３つの行動

計画を載せております。特に２つ目の「中核的な中間支援組織の支援」については、

せっかく県内の各地で市民活動団体を支える中間支援組織が活動されていますの

で、そういった民の力をなるべく生かして、必要なところを支援しながら個別の各

団体の基盤強化を図っていきたいと、いう考えがございまして新たに行動計画の中

に加えたところです。前々からお話ししておりますけれども、中間支援組織の役割、

あるいは地域コミュニティの役割が重要だということを踏まえて、こういったよう

なものを記載しているというものです。 

 それから、このページの指標ですけれども、下の指標の上側、「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」を指標にするということについ

て、前回の懇談会で、参加の中に寄付というのも含まれているけれども、寄付は性

格が違うので、別に聞いたほうがいいのではないかという御意見もいただいており

ます。ただ、県政の世論調査で質問をこれ以上ふやすことは事実上無理だというこ

とがございまして、さきの幹事会のほうでも御議論いただきましたが、「本来的には
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参加と寄付は分けたほうがいいけれども、難しいということであれば、寄付を含め

たこのままの形でもいいのではないか」というような御意見をいただきましたので、

現行の計画で使われています質問内容を継続したいというように考えております。 

 最後の28ページです。こちらでは、３番の「地域に関わる様々な主体と市民活動

団体等の連携・協働の促進」、(1)としては「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)としては「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)としては「市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進」

と、３つの行動計画を挙げております。特に(1)の「様々な主体の連携・協働の推進」

につきましては、新しい公共の交付金を利用いたしました地域課題解決モデル事業、

それに引き続きまして県独自で実施しております地域コミュニティ活性化支援事

業、あるいはコラボ大賞といったような協働、連携の多様な取り組みの事例もござ

いますので、こういった事例なども広く情報発信をしながら、県内にさらに協働、

連携の輪が広がるといったようなことを目指していきたいということを考えてござ

います。 

 以上が今回の計画原案の説明でございます。このような形で取りまとめをさせて

いただきましたが、先日の幹事会で、これを踏まえて、さらにもう少し考えておい

たほうがいいのではないかといったような幾つかの御意見もいただいております。

これにつきまして、私の後に引き続きまして、この計画づくりの担当者で実際のラ

イターであります上原のほうから説明をさせていただきます。 

事務局    上原と申します。よろしくお願いいたします。それでは、資料３をごらんいただ

ければと思います。私から、今説明がありましたように、８月27日に開催されまし

た幹事会で議論されました主な論点と、それを受けた今後の方向性、さらに、より

議論を深めていただきたいことについて説明をさせていただきます。 

 先日の幹事会に出席された委員の皆様につきましては、大変活発な御議論をいた

だきまして、ありがとうございました。そこで大きく議論されましたトピックを整

理して、主な論点を３つ取り上げたのがこちらのペーパーとなっております。 

 まず論点１、千葉県の特徴を「千葉県らしさ」としてもっと計画に反映すべきで

はないかという点について様々な議論をいただきました。特に千葉県の特徴として

挙げられたものとしては、次の２つが大事な点とされていたかと思います。 

 １つ目が多様性という点。千葉県は都市部から農村部までを包括しており、多様

な地域特性、地域課題が存在しております。また、急速な都市化の中で環境保全な

ど環境系のＮＰＯが多く活躍するなど、地域の特性に応じた県民活動も行われてお

ります。こうした千葉県の特徴も踏まえながら、それぞれの課題解決に対して柔軟

に支援できる仕組みを県として提示する必要があるのではないかという御意見を頂

戴いたしました。 
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 また、もう１点、これまでの千葉県の取り組みこそが千葉県らしさであるという

御意見もいただきまして、これまでの推進施策の中で多くの地域コミュニティの多

様な主体間のネットワークづくりを支援してきたこと。これが千葉県の資産であり、

積極的に活用していくことが必要であるという御意見も頂戴しております。 

 それに対しまして、今後の方向性として事務局の考えを下に示させていただいて

いるんですけれども、計画本文の中では、「第３章 本県の県民活動をめぐる状況」

や「第４章 施策の方向性」において、千葉県らしさが伝わるような千葉県の特徴

や取り組み及びそれらの施策の柱との関連性などの記述を加えたいと考えておりま

す。特に千葉県のこれまでの地域の様々な主体間の連携の取り組み支援という点に

ついては、古くは平成15年度から名前を変えながら地域活性化プラットフォーム事

業ということで、千葉県特有の多様な地域構成の中で地域課題の検討、連携の仕組

みなどについて貴重な経験を蓄積してきたという経緯があります。また、今も地域

コミュニティ活性化支援事業として、地域の連携と協働による地域課題の解決を支

援しております。こうした事業を通して、地域に様々な連携、協働の仕組みが根づ

き、そして発展してきたというのは、まさに千葉県の資産であると考えております

し、こうした取り組みの事例の経緯について計画の資料編などで紹介していければ

と考えております。 

 続いて論点の２になります。地域コミュニティということに関しまして、もちろ

ん地域コミュニティが重要であることについては論をまたないということですけれ

ども、県として、地域コミュニティのかかわり方、あるいは支援の方法を示すべき

ではないかといった議論もいただきました。それに対する事務局の考えとしまして

は、地域コミュニティにおいては、地縁団体の存在は重要であると認識しておりま

すが、それらの活動に対しては、基本的には基礎自治体が支援の役割を担うという

ことになります。ただし、地縁団体などが市民活動団体や企業、学校など、多様な

主体と相互に連携し合って取り組む公益的、継続的な課題解決の活動に対しては、

県として支援をしていきたいと考えております。そうした広域自治体である県なら

ではの地域コミュニティへのかかわり方、支援の方法について、わかりやすく計画

本文の中で記載をしていきたいと考えております。これらにつきまして、計画本文

の中で一部反映させていただいているところがありますので、論点１と論点２をま

とめて紹介させていただきたいと思います。 

 まず、資料２の計画原案の13ページをごらんいただければと思います。「第３章 

本県の県民活動をめぐる状況」の１番の本県の特性というところの４段落目になる

んですけれども、千葉県には多様な地域特性があり、それぞれのテーマ性を持った

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
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められていますといった記述を加えております。 

 続きまして23ページを開いていただければと思うんですけれども、「第４章 施策

の方向性」というところで、１番、基本的な考え方の(1)本県の目指す姿のところの

一番最後の段落になるんですけれども、千葉県の方向性と特徴を踏まえた書きぶり

にさせていただいておりまして、千葉県には都市部から農村部まで多様な地域特性、

地域課題が存在しており、それぞれの課題解決には、地域における様々な主体の自

発的な活動の役割が非常に重要となります。これまで県の取り組みを通して地域に

根づいた仕組みなどを積極的に活用しながら、地域コミュニティにおける様々な主

体間の連携の取り組みを支援していきますといった表現にしております。 

 また、少し戻っていただいて５ページを開いていただければと思います。こちら

は論点１とも論点２ともかかわってくる部分になるんですけれども、下の地域コミ

ュニティによる地域課題の解決イメージというところをごらんいただければと思い

ます。こちらの図につきましては、真ん中のサークルのところに共助の場、課題解

決の機会というものがありまして、それらに対して多様な主体がかかわっていくと

いうイメージを示しております。そして、その中のサークルにおいて、課題解決の

あり方を多様な場と機会という、千葉県の特徴を踏まえた表現を加筆させていただ

いております。また、そちらに対応する文章として、その１つ前の段落におきまし

て、「多様化、複雑化する地域課題については、多様な課題解決の場と機会に対して、

柔軟に支援を行うことのできる仕組みが必要となります。県としては、多様な主体

を巻き込むための支援や、取組の継続に対する支援を実施しながら、これまでの県

の取組を通して各地域に根付いた様々な主体間の連携の取組に対して、継続的に支

援を行っていくことが重要となります」といった表現にさせていただいております。 

 それでは、また資料３に戻っていただきまして、最後の論点３につきまして説明

をさせていただきます。ここ数年、ビジネスの手法を用いた社会貢献の動きが広ま

りを見せているところでありますけれども、そうしたソーシャルビジネスなどの企

業、あるいは起業に関しまして、先進的な方向性を示すことができれば本計画の特

色となるのではないかといった御意見も頂戴しております。 

 これに対しましては、計画原案の本文中では12ページに当たるんですけれども、

そこの中で、地域課題の解決をビジネスチャンスとして捉えて社会貢献活動に取り

組む企業や、課題解決を目的として起業を行うソーシャルビジネスなどの動きにつ

いて、市民活動団体など多様な主体との連携という視点を加えながら文章を加筆し

ております。また、企業による社会貢献活動に関しまして、県の取り組みとして紹

介できる事業がないか、現在、庁内でも調整をしているところでございます。県内

の優良事例などがありましたら、資料編などにおいて取り組みを紹介するといった

ことも検討していきたいと考えております。 
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 具体的には12ページのところの「ＣＳＲは」と書かれました四角の３段落になる

んですけれども、まず１段落目で、「従来のＣＳＲの枠組みに捉われず、地域課題の

解決をビジネスチャンスとして捉えながら、本業において社会貢献活動に取り組む

企業が増え始めています。そうした活動においては、市民活動団体をはじめとした

多様な主体との連携の動きが進められることが期待されます」といった文章を加え

まして、２段落目については、「地域に根差す経済団体については、地域のまちづく

りの主体としての期待が高まっており、地域に密着した中小企業などが、地域の課

題解決の多様な協働主体としての役割も担い始めています。さらに近年、県民の間

では、地域課題の解決をビジネスとして捉えて起業する動きも広まりつつあります。

また、本業を持ちながら地域課題の解決に参画するプロボノなどの働き方も注目を

集め始めています」といった表現にさせていただいております。 

 このように、前回の幹事会において御議論いただきましたことを踏まえまして計

画に一部反映させていただいているところもございます。ただ、もちろん不十分な

点も多くあるかと思いますので、あくまで事務局側の案というふうに捉えていただ

いて、本日は議論をさらに深めていただければと思います。 

 私からの説明は以上となります。 

鎌田座長   ありがとうございます。説明が長くなりましたが、御理解いただけましたでしょ

うか。頭から計画の概要から追ってということもありますが、前回の幹事会のつな

がりというようなこともありまして、幹事会で出ていた資料３、今、上原さんに御

説明いただいたところなんですけれども、こういう千葉県らしさというようなこと

とか、県として支援できる地域コミュニティというようなことであるとか、企業の

役割を少し細かくというか、県の特徴も踏まえてというようなところが幹事会での

主な論点だったと思うんです。前回の幹事会、きょうの懇談会のメンバーの中では

牧野委員と小松委員が出席されていますが、何か補足等ありますでしょうか。牧野

委員、事務局の対応方法も含めてですが、資料３に関しましていかがでしょうか。 

牧野副座長  先週のときより大分足したり引いたりということがされていて理解しやすくな

ったかなとは思います。あとソーシャルビジネス、コミュニティビジネスのところ、

企業の社会貢献のあたりは、また細矢さんからも御意見いただければなと思います。 

 以上です。 

鎌田座長   ありがとうございます。小松委員、いかがでしょうか。 

小松委員   議論していく中で、県民誰もがみんなボランティアに参加していくとか、市民活

動に参加していくというのは道半ばだなというのはそのとおりで、それを引き継い

でいこうと。ただ、普通に引き継ぐだけだったら、前計画とどう変わっているのか、

変わっていないのか、そこが大事だということで補足文を入れたということなんで

すけども、その議論をしていく中で、やっぱり千葉県らしさというのはあるんじゃ



- 15 - 

ないかと。ＮＰＯの数も多いですし、いろんな施策も県はやってきているというこ

とで、そこをきちっと入れ込もうよといった議論になりました。 

 私も柏ですとか、いろんなところで協働の選考会の委員とかをやっていて今ふと

思ったんですが、例えば子育て支援とか見守りのＮＰＯがそういうものに対する取

り組みを振り返ると、柏みたいな人口密度が高いところで取り組んでいる取り組み

と、あと南房総、これは牧野さんのところのちばのＷＡで採択されたものがありま

したよね。ああいったところがやる広い地域をどうしてもやっていかなきゃいけな

いところと、やっぱりおのずと取り組みの仕方が変わっているなとか、見守りもそ

うです。ですから、そういった同じ子育て支援、見守り、あと障害を持った方の社

会参加というのでもフィールドが違いますから、それぞれ特徴がある。そんなのを

比較して紹介してあげたら多様性というのはまた出てきていいのかなとか、そんな

ことを今思いましたので、補足したいと思います。 

 それから、論点２のコミュニティにつきましては、やっぱり私たち地元で隣同士、

顔合わせてやっていくというのは町会だとか自治会なんですね。でも、それはここ

に書いてあるとおり、本来は基礎自治体の役割だと。それがこの計画から見えてな

いと何か飛んじゃっているような気がして、そこがすごく議論になりました。そん

な中で、今、県のほうにも苦労していただいて、こういう形で落ちついています。

５ページの図の中でも、本当はもっといろんなやり方があるんでしょうが、地縁団

体としかなかったんですが、地縁団体って何だというときに、下にちゃんと自治会、

町会、老人会などがこれなんですよということで、それもきちんとかかわっていく

んですよと、そんなようなこと。それから、本当はこういう図がたくさんあって、

いろんな連携の仕方がある。それをみんな図示すればいいんでしょうけども、限り

がないので、言葉で多様な場と機会という形で補足させていただいているという、

そんな形で難しい中で苦労の結果がちゃんと示されているかなと受けとめました。 

 それとあともう１つ、参加と、それから寄付という参加は違うんじゃないかと、

私が言い出しっぺだったんですけども、やっぱり県の立場もあって、アンケートで

もう１問ふやせられないといったことで、ただ、牧野委員からも話があったんです

が、活動上の課題ということで、何ページでしたっけ、グラフがあったんですよね、

過去と今までを比較したやつ。 

中根委員   21ページ。 

小松委員   ここを見ると一目瞭然ですが、上から６項目のすべてで、26年度調査の方が、比

率が高くなっています。要は、すべてが人材不足に関わることであり、これから本

格的に高齢化が進んでいくと、より一層大きな問題になります。一方、依然として

活動資金が不足しており、その比率も、若干低下したとはいえ、これからも引き続

き重要な問題であることがわかります。寄付の問題は、本来は分けて考えるべきこ
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とですが、追加設問が困難であるとの県の事情に配慮し、内訳については事例分析

を通して考察し、分析していこうということになりました。ですから、前向きな対

応ということで捉えてほしいと思います。以上が補足です。 

鎌田座長   ありがとうございます。幹事会に参加していたここの３人はつい最近のことなの

で比較的記憶にあると思いますが、これだけ膨大な量ですと、思い出すまでなかな

かお時間がかかるかと思います。今、小松委員に補足していただきましたように、

私としても幹事会に出ていましたが、これからの推進計画ということ自体もそうで

すが、まとまる冊子自体が、できるだけ資料編も含めて使えるようなものがいいな

というようなところで幾つか意見を申し上げさせていただきました。大変上手に論

点１、２、３と整理してくださっていますが、当然、論点１、２、３というのもあ

るし、今の小松委員の話の中に、地域コミュニティという中のくくりであっても、

例えば都市と農村というのは大分様子が違ってきますし、企業のかかわり方でも、

その辺違ってきますよね。クロスオーバーさせた論点というのもあるのかなと。い

ろいろごちゃごちゃ書いていくと大変なところはあるんですが、できるだけこうい

うようなところを既に反映させていただいてお示ししていただいております。今後

も資料編を含めてつくり込んでいただけるということなので、大いに期待をしてい

るところです。 

 さて、済みません、幹事会のほうの引き続きの議論というのを御紹介するのが長

くなってしまいましたが、きょうは本番の懇談会ですので、この場の議論が中心に

なると思います。話がいろいろなところに飛んでわかりにくいかもしれませんが、

御意見、どこからでも結構です。御指摘いただければと思います。 

中根委員   まず、前回欠席となってしまいましたので、かなり初期に近い状態で見させても

らっています。非常にポイントは捉えられているなというのが全体的な印象です。 

 その中で幾つか気になったところについて御意見というか、ちょっと質問的なと

ころも含めてさせていただきたいと思うんですが、まず前段として、計画を次の３

カ年に出すというところで、次の３年というのは非常に大きな意味のある３年でし

て、私のほうで特にかかわっているのは、介護関係のところなんかは非常に大きい。

特に介護保険法の法改正があり、それに伴って、今度は自治体が主体となって地域

支援事業や、今で言う生活支援サービスというものが出てきます。私も例えば全国

関係のボランティア団体、さわやか福祉財団とか市民協といろいろお話しさせてい

ただく機会があるんですけれども、今、ボランティア活動をやっている方の１つの

活動の活路にあれを使おうと考えている団体は結構多いんですね。やっぱり一定の

ボランティア活動に対しても、公的保険事業者では賄えないと。市民の助け合い、

互助が必要になってくるということを国が大きく認め、それだけではなくて、自治

体のほうで地域支援事業の保険財源、一般財源も使って、ボランティア団体の活動
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を支援する補助型をいろいろつくってきているんです。そういった情勢が次の３年

にはあると。ただ、激変にすぐ対応できるというわけではありませんので、介護保

険の今の部分の改正も３カ年にわたって移行していくというのを国がガイドライン

として示している計画ですので、ちょっと細かいことは入れ込めないというのは１

つわかっています。 

 また、自治体によってやることが違ってくるのもわかってきていますが、背景と

か、資料のところで、そういったボランティア活動も自治体との連携は具体的じゃ

ないですか。地域支援事業で、例えば配食サービスはそのボランティア団体さんが

行けますよと。外出支援サービスであったら、市としては、ここに補助を出してい

ます、そういうところを使ってくださいとか、非常に見える形になってくると思い

ますので、そういった情報提供的なものもこういった中に含まれていると、これを

見た人で、ボランティア活動、県民活動といっても、自治体ではそういう取り組み

があるのか。では、自治体にちょっと聞いてみて、うちの市が何やっているのかな

とか、そういうような誘引にもなっていくといいのかなということで、そういった

ことが加えられるようであれば御一考いただけるといいのかなと思いました。 

 ２点目で、背景のところの３ページにありますように、人口の減少が非常に速い

ペースだという前提と、先ほど小松委員が指摘された21ページにある活動上の課題

で、人材の課題が大きいと。これは総体の人口は減ってきているでしょうけれども、

千葉県としては、高齢化の問題は絶対抜けられない話だと。それにプラスして、し

かも、担っていくＮＰＯ関係の役員とかリーダー後継者がいないと。いわゆるプレ

ーヤー不足ということだと思うんですけれども、ここは結構大きい話だと思ってい

ます。 

 ただ、まとめるとき、３本の矢というところで入れています。そこの２番目のと

ころの市民活動団体等の基盤強化等の支援ということで位置づけられまして、その

中に３項目入れていると思うんです。市民活動団体支援体制の強化というところが

あると思うんですけれども、やっぱり人の育成に県がどういったことで力を発揮で

きるのかというところ。人をコーディネートする、いわゆる中間支援組織ですね。

僕から見ると、まさに人口の低下と人材不足と人材育成も課題だとなると、ここに

実質的な役割というのが結構期待が出るのかなと思いますので、もう少し具体的な

ものを出していくときに力を入れていただければなと感じました。 

   あと12ページのところで、これは個人的な意見として、先ほどコミュニティビジ

ネスのほうの関係で文章を加筆しましたということで、ちょうど真ん中の「また、

地域に根差す経済団体については、地域のまちづくりの主体としての期待が高まっ

ており」というところですけど、前段の議論を踏まえてないので見当違いのことを

言っていたら申しわけないのですが、地域に根差す経済団体がまちづくりの主体と
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いうのが私にはちょっと違和感があるんです。というのは、私、まちづくりの主体

というのはやっぱり県民であり、市民だと思うんです。その生活者が主体であって、

経済団体と、例えばほかの地域、ＮＰＯ、中小企業等ですけども、これは地域のま

ちづくりの重要なステークホルダーだと思うんです。主体となると、円で言うと、

ど真ん中にぼんとあるようなイメージなんですけど、そこをまちづくりを支えてい

くための重要な構成員、ステークホルダーだというところの書き方のほうが実態と

県民活動推進というところでは表現としていいのかなと思いますので、ちょっと御

一考いただければと思いました。とりあえずここで。ありがとうございます。 

鎌田座長   ありがとうございます。大変重要な御指摘ですが、わかりやすいところで言うと、

最後の表記のところですが、まちづくり主体のところ、皆さん、いかがでしょうか。

あくまでも市民であり、地域の企業等、重要なステークホルダーではあるが、そこ

ら辺の表記にしたいという御意見、よろしいでしょうか。 

 あと、先におっしゃっていた生活支援サービスの件、もしこういうような先進例

があるよとか、こういうものがあるよというのがありましたら、中根委員中心に事

務局に情報をお寄せいただけるとありがたいなと思います。 

 ２番目のプレーヤーを県としてどうやって育成するかというところですが、もう

少しだけ具体的に、どんなような方向で記述されると望ましいというのがありまし

たら。 

中根委員   ページで言うと27ページだと思うんです。ここの上段のところで、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だと。県内

の中間支援組織による支援体制の整備も期待がされると。 

 そこで人材面ということで、(1)、(2)というところがあるんですけれども、書き

方としては、もちろん、もっともだというところが書いてあるのですが、今まで人

材のいろんな講座をやってきたとは思うんですけれども、こういうところに含まれ

るんだったら、もっと具体的に人材育成講座等の展開などを県内で広げていくとか

というところが入っていったり、あと中間支援のところですけど、これは３の地域

に関わる様々な主体と市民との連携にもかかわるのかもしれませんが、中間支援組

織をやっていて、中間支援組織の一番力になるのはネットワークなんですよね。支

えていくところでいろんな団体と情報交換が持てる、そういったところで、単体で

できないことがいろんな連携、協働でできるというところがありますので、この文

章が、支援において、県内の中核的な役割を果たすことのできる中間支援組織に対

してどんな支援を行いますかという、その１つを深めたところ。これは別に経済的

な支援というイメージではないと思うんです。そこの中身をもうちょっと触れるぐ

らい、少し深くしたほうがいいのかなと思ったところです。ただ、この後にアクシ

ョンプランみたいなものをつくって、そこでかなり具体化するよというようなつく
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りでしたら、表現はここは比較的広く書いておいて、後でまた具体化があるという

のでしたら話は別ですけれども、ここだけ読んだ限りでは、言っていることはそう

なんだけど、では、具体的に何するんだろうというところにちょっと一抹不安があ

りますので、研修会とか機会を通じてというところはありますが、人材を育成する

講座をもっとやっていくとか、課題がそう出ているので、そこまで踏み込んでもい

いのかなと思ったところです。 

鎌田座長   ありがとうございました。具体的にもう一つ踏み込んでほしいという御意見だと

思います。ほかにいかがでしょうか。 

伊与久委員  この計画ですけども、大変長い時間かけて詳しく説明していただいたので本当に

全体がよく把握できましたが、多様な地域特性を持つ千葉県に対する県民活動を推

進し、発展させていくためにはという、この計画でこれからアクションプランとい

うことですけれども、例えばこの計画がまさに多様な地域特性を持つ千葉県の隅々

まで浸透してこれからつくられていく、その検証とか進捗状況というのが、地域性

が異なる広い地域であるがゆえに、どのようにされていくのかなという点と、現行

計画においても、どのように検証がなされたのかということを一つ教えていただき

たいこと。 

 それから、社会福祉協議会の場合、今、法に基づいて、県社協の計画に伴って市

町村社協が自分たちの地域の地域力を高める地域コミュニティを築いていくため

の地域福祉活動計画というのをつくっています。そして、地区ごとに地区社会福祉

協議会の計画、さらに小さな地域ごとの計画をつくっていますが、この計画づくり

が県内で、千葉県社協の調査だと、50だったところが今60、70にだんだん向かって

いるところですが、全体がまだできていません。ですから、そういう中で目指すべ

き目的はこの県民活動推進計画と、もちろん地域福祉の福祉力を高める地域コミュ

ニティづくりということですから、まさに地域の人たちの地域力、底力を高めてい

こうという自立した地域づくりということで言っていますので、目指すところは同

じだと思うんですけども、そういうものに対して、地域性があるがゆえに、きめ細

かい計画、下方に位置する計画というのが必要ないのかどうかというところがちょ

っと疑問になりました。 

 それから、先ほどのお話にも出ましたけれども、人、場所、お金ということで、

やはりボランティア活動、地域コミュニティづくりが必要だということで、きょう

いただいた市民活動基礎講座というところにもそれがテーマになっているようで

すが、先ほどの21ページでしたか。表には、これが全てではないと思います。アン

ケート調査の結果では、人は不足している。資金とか活動の場というものについて

は少し改善されているんじゃないかと。アンケートの一部の結果だとは思うんです

けれども、この辺についても、やっぱり地域の実情というのは実態としてどうなの
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かなということを思いました。これから行われる講座のテーマがまさに今一番求め

られることではないかなと思っております。 

 それで今、地域福祉活動計画の現状ですけども、広い千葉県内ですから、市町村

によって、特性、対応、まさにそれぞれ違いますので一概には言えませんけども、

その計画の中に地区社協があって、そこにさらに今、社協の御意見がありましたが、

いわゆる予防福祉、予防介護、予防保健ということを目指した地域の力をつけてい

くためのサロン活動とか、ボランティアさんが地区社協に登録して地区社協の構成

員になっていくとか、そういう形づくりが今どんどん進められているんですけど

も、そういう小さな地域の単位ごとにこの計画が浸透すればいいなと思っています

ので、そういう浸透させるための動きというのはどうなのかなと、何回も同じこと

を申し上げますが、その辺をちょっと教えていただきたいと思いました。 

 以上です。 

鎌田座長   ありがとうございます。４点ほどございました。まず１つ目ですが、全体の検証

作業であるとか進捗状況管理ということについてはいかがでしょうか。 

事務局    皆さんは今、水色のファイルをお持ちだと思うんですが、まず３年の計画を立て

まして、それについて毎年度、実施計画を立てております。一番上に平成26年度の

実施計画という形で、そちらに細かい事業等を掲載してございます。そして１年が

終わりますと、次に水色の年次報告書というもので、１つ１つの事業に関して、こ

ういう結果が出ました、課題も持っていますということで整理をさせていただい

て、それで検証していくということで、ホームページ等にも掲載させていただいて

おります。また、本年度は３年度の総まとめということで、３年間を振り返った検

証のほうも加えさせていただく予定です。 

鎌田座長   その点、よろしいでしょうか。２つ目と３つ目、少し一緒にお答えいただけると

いいと思いますが、こういうようなものを上位計画だとすると、下位計画というか、

伊与久委員おっしゃっていたように、小さな地域の単位に浸透させるような方向、

そのための下位計画というものも必要ではないか。要するに小さな地域の単位をど

うやって県として浸透させるか。その辺はいかがでしょうか。 

事務局    県は、うちの計画以外にも地域福祉支援計画という、健康福祉部でつくっている

計画もございます。その中には、県民活動の事業も一緒に入っております。うちの

計画は法的な縛りがないので、市町村に対しても、県に準じた計画を策定してくだ

さいということができにくいものですので、県としては、こういうふうにやってい

きますので、皆さん一緒にやっていきましょうみたいな形になっています。体系的

なものはないのですが、地域福祉支援計画とも連携しながらやっていきたいと考え

ております。 

西織県民生活・文化課副課長 若干補足をいたしますと、やはり今回やっていますのは県の計画



- 21 - 

づくりということで、実際、地域の実情を一番よく御存じなのは地域の方、それを

総括する市町村のほうだと考えるんですけども、その中で我々としてできることと

いうのは情報ですね。いろんな情報が県に入ってくる。その情報について積極的に

発信をしていって、それが地域に広がることによって、逆にいろんな取り組みが広

がっていくと。やっぱりここの県の役割も大事なところなのかなと思っていますの

で、その辺を少し力を入れたいなという気持ちはございます。 

鎌田座長   伊与久委員、いかがでしょうか。 

伊与久委員  わかりました。今、地域の現状は地域福祉活動計画をつくる、あるいは、もっと

小さな単位の支部社協の活動計画、住民活動計画的なものを地域の人みずからの手

でつくっているのが現状なんですね。ですから、そういう場に、県のこの計画を結

びつけるというか、そういう機会を積極的に持つというのはとても大切かなと今思

いました。 

鎌田座長   必ずしも法制度に担保されてなくても、そういうところと連携しやすいような記

述があれば、よりよいかなというような御指摘だと思います。ありがとうございま

す。 

 ほかにいかがでしょうか。 

牧野副座長  現在は県の県民活動推進計画となっていますが、地域、市町村の実態に合ったよ

うな形で市民参加、協働の活動計画とか持っているところが多分半分ぐらいの市町

村であるかと思いますし、市の社協さんも推進する側で委員会、懇談会という形で

メンバーになっているところも、私がかかわっている中でも幾つかは入っておられ

るかと思います。それぞれ市民参加推進という中では、地域福祉の部門とほかの20

分野も含む市民活動というところが一緒に地域づくりに参画していくという形が

地域ごとにでき上がっていけばいいのかなとは思いました。県は市町村の担当課の

情報交換会というか、情報提供の機会というのを以前は年に１回か２回か持たれて

いたようですが、そういうところは現在もあるんですか。 

西織県民生活・文化課副課長 現在におきましても、市町村会議というのを毎年開催しておりま

す。それからあと、協働研究会というようなことで、協働のあり方について市町村

と県が合同で勉強する会を設けたりということもございます。さらに加えまして、

特にこの計画づくりに当たりまして、我々の地域の実情をより把握しなくてはいけ

ないということで、今、職員は市町村のほうを回って、地域の実情をつぶさにヒア

リングさせていただいているというところでございます。そういったことも踏まえ

て今後の加筆修正等も行っていきたいと考えております。 

鎌田座長   ありがとうございます。牧野委員、よろしいでしょうか。 

牧野副座長  あと１点、先ほど介護保険の改正で、今回、大きな改正だと思います。中根委員

がおっしゃった地域支援事業というところ、要支援１、２のところは、地域、市町
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村でもサービスが違うという、そこをボランティアとか市民活動団体で担うような

形になるのか。これまでどおり企業がやっていた場合にはなかなか担えない。単価

が安くなるだとか、いろんなことが起きてくるかと思うんですが、そんなようなこ

とが大きな背景として、この県民活動に期待される部分が出てくるので、そのこと

ずばりを背景のあたりに何か書いたほうがいいのかなと改めて思ったところです。 

 あと、困窮者の自立支援法なんかも新しく始まっていきますし、あの中でボラン

ティアが担う部分も幾つか出てくるかと思います。準備のためにも必要かと思うの

で、そこら辺、法律が大きく変わるようなところは載せていったほうがいいのかな

ということ。 

 あと１点、幹事会で気がつかなかったところですが、10ページに全国の市民活動

団体、ＮＰＯの法人数、全国と県とで認証数が書いてあるんですが、この間、新し

い公共支援事業でも取り組んできた認定ＮＰＯ法人のこともここで何か触れたほ

うがよかったなと思って、あの３年間で認定のＮＰＯ法人数もふえてきています

し、県としても、そこは認証していくという役割がありますので、そのこともどこ

かで触れたほうがよかったかなと改めて思ったところです。今後の御対応でお願い

したいと思います。 

鎌田座長   ありがとうございます。牧野委員が前段で御指摘なさったことは先ほどの伊与久

委員の御指摘にも通じるところがあると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 あとは認定ＮＰＯも、新しい公共の県の基盤強化でも取り組んでいるところです

ので、どこか資料でも結構ですので、もし入れられるところがありましたら御検討

ください。 

 ほか、いかがでしょうか。 

中根委員   今の認定ＮＰＯのことと、27ページの下の先ほどの寄付の話のところについて聞

きたいことあるので済みません。 

鎌田座長   指標のところでしょうか。 

中根委員   指標のところです。経緯はわかりました。実は私も違和感がありますねというこ

とを言いたかったので、先ほど言ったように、２番で市民活動団体の基盤強化とい

うところがベースになっている項目になっていますよね。「民が民を支える仕組み」

といっても、活動、寄付が一緒にごっちゃになっているのは確かによくないなとい

うのは第一印象です。 

 21ページの活動上の課題というのは、これが克服されたかどうかというのが市民

活動の支援強化だとか、(1)とか(2)の解決なのかなというところもあるんですが、

ただ、包括的に広い意味で寄付を入れて聞くというのは仕方がないのかなという感

じは受けますので、本当は21ページの課題がこれからどんどん解決されていくとい
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うのがこの指標ではいいのじゃないのかなと、それは意見として申し添えたいと思

います。決定を別に否定するということではありませんので。 

 先ほどの認定ＮＰＯなんですけど、済みません、ここ最近の動きが不勉強で申し

わけないんですが、もし御存じであったら教えていただきたいんですけれども、法

人税改革のところで、認定ＮＰＯ法人の寄付控除に関してが結構受けられなくなる

んじゃないかというのがこの間あったと思うんです。そのことって、どうなったか

というのを御存じであれば。それって、今後、認定ＮＰＯをとりたいか、とりたく

ないか。特にテストがありましたよね。ソーシャルテストも期間は終わっています

し、本当に今後ふえていくのか、ちょっと疑問かなというところがありますので、

もしその情報があればお聞きしたいと思います。 

鎌田座長   前段の指標については御意見というところで、類似の御意見も先ほど小松委員か

ら補足ありましたように、小松委員も納得してということではなくて、いたし方が

ない、指標１つだということなものですから仕方がなくという経緯だったんです

が、中根委員からも、改めてそういうような御指摘をいただいたということだと思

います。 

 ２つ目の法人税改革の件、認定ＮＰＯの件、事務局で把握しているか。また、牧

野委員、特にこの分野はお詳しいかと思いますが、いかがでしょうか。 

 まず牧野委員、もし情報があれば。 

牧野副座長  詳しくはないんですが、認定ＮＰＯ法人になると、寄付した側が税額控除を受け

られるというのは変わらなくて、みなし寄付。例えば法人の中で収益事業をやって

いる場合に、こちらにお金を移動するようなところは認めないと。ただ、実態とし

ては、認定ＮＰＯ法人といえども、そうそう別の事業をやって何かもうかっている

わけではない。このもうかったものをこっちの事業に入れたときの寄付をみなし寄

付としますというところが今問題になっていて、あのころ全国のＮＰＯ法人で日本

ＮＰＯセンターが中心になって署名をやったんですが、あの後、国会でも、別のこ

とで忙しくなって全然触れられてない状況なので、まだ変わってはいないと思いま

す。 

鎌田座長   事務局から、この件、補足、特によろしいでしょうか。 

事務局    ＮＰＯ法人班の班長をしております野山と申します。事務局といたしましては、

牧野委員のほうからもお話しいただきましたように、今年度につきまして３年の見

直しということで、そもそもＮＰＯ法の改正の年なんですけれども、内閣府のほう

からは、それについては今後の推移を見守るしかないという形で、具体的な回答は

いただいておりません。牧野委員がおっしゃられたように、ＮＰＯセンターですと

か、シーズさんとか、そういうところが署名を出しましてやったというところまで

は知っているんですが、その後について税制調査会のほうからの答申は出ているん
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ですけども、それに向けて法改正するとか、そういう具体的な回答は来ていないの

で、県としても国の動向待ちという状況です。 

鎌田座長   ありがとうございます。 

 それでは、ほか、いかがでしょうか。白戸委員、何かお気づきな点とか御意見等

ございましたらお願いします。 

白戸委員   きょう原案をお聞きして、これで十分じゃないかなと私は思います。といいます

のは、もともと私の持論としましては、県民活動に対して余り行政が口を挟むべき

ではないと。行政がやるべき範囲というのは情報提供、機会の提供、そういった側

面支援であるべきではないかと思います。したがって、県として示す計画としては、

こういうところでいいんじゃないだろうかと。私自身、自治会活動も地元でやって

おりまして、自治会活動をする立場から言いましても、余りこうやってくれ、あれ

をやってくれという注文がつきますと、逆に動きにくくなってしまう、参加する側

がだんだん足を遠のけてしまうということもありますから、情報提供を中心にやっ

ていただくのが一番じゃないかなと私は思います。 

鎌田座長   ありがとうございました。御意見ということでよろしいでしょうか。 

白戸委員   はい。 

鎌田座長   ありがとうございます。 

 それでは、細矢委員、少し企業的な立場とかを含めていかがでしょうか。 

細矢委員   まず、皆さんのようにボランティアだとか、そういったことに関して余り知識が

ないことを前提にちょっとお話ししたいんですが、今の説明をずっと聞きながら、

民間企業は例えばこういったものに参加していったり、あるいは社会の中で、企業

というイメージで言うのかどうかわかりませんが、地域の活動の中にボランティア

として企業が入り込もうとするときのことを想像しながらずっと説明を聞いてい

たんです。こうしたほうがいいんじゃないかと言えたらいいんですけど、そこまで

イメージできないんですが、この文章の内容を聞いていて、企業だったら、どうい

う目的のためにこういうものに参加するんだろうなというのが、どうもイメージが

うまくつかめないなというのが実は僕の本音としての感想なんです。企業の、例え

ばこういったボランティアだったり、地域活動だったりに参加する目的というの

は、１つはＣＳＲということはあるんでしょうけども、あと比較的企業イメージを

上げるためのＰＲに使いたいというのは圧倒的大多数なんです。しかも、地元密着

型の中小企業の場合、特に商圏が小さいというか、ある程度地元の人たちに自分の

企業というものをイメージしてもらいたいという、そういった意図があるものです

から、ＰＲ活動の一環として、少々のお金と時間を使ってでも、そういったことを

やる価値があるという、そこに価値観を見出して参加される方が多いんじゃないか

なと想像していたんです。 
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 そんな中で、先ほど白戸委員もお話しされていましたけど、実は人材不足だとか

というのが問題になっているじゃないですか。これは別にこういう活動だけじゃな

くて、企業活動の中でも同じことがあったり、私が今やっている同友会活動でも、

１人の人間に幾つもの役が回ってきたりみたいな、これは多分、今の世の中の現象

だと思うんです。ある程度概論的に言うと、少子化はともかく、高齢化が進んで、

ずっとやっている方、なれている方なので、その人に仕事が行く、新しい仕事もな

れているあの人なら大丈夫と行くみたいなことで、結果、１人がいろんな役務を担

わなきゃいけないみたいなことになっているのは今の世の中の動きかなと。 

 これは、別にこういった活動だけじゃなくて世の中全体の動きかなと思ってい

て、自治会の活動なんかを見ても実は同じことが言えるなと思っているんですけど

も、そういった中できめ細やかなニーズがあるというのは、我々、仕事をしている

側からしても同じことがあって、そのニーズを細かに対応していって仕事にしたい

と企業は思うんですけど、ボランティアも含めて、こういう活動の場合、余りにも

きめ細やかにやろうとすればするほど動けなくなるという気がしているんです。で

すから、基本の、例えばこれだけはやらないでねとか、目的がありますからね。こ

ういうことのためにやってねみたいな基本、共通理念だけはもちろん必要ですけ

ど、細かい部分についてはある程度裁量権を持つというか、その中で活動している

方たちに判断していただくような自発的なスタイルで発想してもらえるガイドラ

インみたいなものがあっていいのかなと実は思っているんです。比較的世の中は、

今まで日本の社会ってガイドラインというか、マニュアル的に物事を決めてきたん

ですけど、実はその人たちの自主性をフルに発揮してもらうためには、自分がもち

ろんその行動に対して自己責任を担いながらという前提ですが、その人の判断の中

で自発的に動くという活動をしていかないとおもしろみが出ないというのが１つ

あるんです。それから、おもしろみが出ないものだから人を集めづらい、やらざる

を得なくてやっているみたいな、そういう悪い状況の中でずっとスパイラルしてい

るような気がしている。 

 そういう意味では、では、どうしたらいいと僕は提案できなくて本当に苦しいん

ですが、もっと自発的に動ける。つまりアウトラインだけ、こういうことだけはや

らないようにしようねみたいなことを決めておきながら、ある程度自由性を持たせ

るということでやっていくと、企業もいろんな目的のために参加するはずなので、

それが自分の自社ＰＲであろうが何であろうがいいんですが、世の中にそれでかか

わることによって、まんざら、人のためになるのも悪くないね、お金と時間使って

もという発想は非常につくりやすいのかなとは思っています。そのことによって、

人材不足というのが自分の得意な分野で動けるようになってくると、比較的、言い

方は変ですけど、例えが悪いんですけど、趣味でやっているときって面倒くさいと
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思わないですから、それがやらされている感がどうしても出てしまうと重たいなと

なりがちなので、では、どうしろと言えないんですが、そういうふうに考えていく

と、もう少し我々企業側が参画しやすい環境づくりになるのかななんていうことを

ちょっと感じました。済みません、うまく説明できていないですけど。 

鎌田座長   ありがとうございます。大変重要なところで、多分、推進計画自体も最終的に自

主的であり、自発的にというようなところは目指しているんだと思うんです。その

ために、それを一歩でも近づけられるような広域自治体としての役割は何かという

ところを踏み込んでいくんですけど、踏み込めば踏み込もうとするほど確かに細か

くというのがあって、細かく出てくると、では、逆に目的がそこだけに限定される

ように見えちゃうという、そこにジレンマはあるんですよね。書き方と踏み込み方

が難しいところですが、白戸委員おっしゃるように、そこの辺はバランスがとれて

いるというような御指摘と、細矢委員、具体的に今度企業のほうで見ると、多様な

目的がいま一つ見えにくいということをおっしゃって、その辺、大分重要なところ

だと思うので、逆に企業としては、こういうような書きっぷりがあると少し多様な

展開もしやすいなというのがあれば、今後でも結構ですので、ぜひ事務局に御意見、

ヒントをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 今の点、事務局としてはどうでしょうか。大変難しいところですよね。お答えし

にくい部分だと思いますが。 

西織県民生活・文化課副課長 非常に難しい課題だと思うんですけれども、おっしゃるとおり、

企業の方も参画をしたいと。それがむしろ我々の役に立つ、つまり企業にとっての

イメージアップに役立つというようなことで、できれば何かしたいという気持ち

は、今までの調査を見ても、私も感じ取っているところです。ただ、それをどうい

うふうに具現化するかというところについて、やはり１つは、今回は計画ですので、

余り細かいところまで書き込むというのは難しいと思うんですけれども、企業が活

動に入っていくためには、こんなことも大事じゃないかみたいなものを少し加筆す

るということはあるのかもしれないなと。それはまだ頭の中でぱっと思っただけで

すので、そういうようなことをちょっと意識していければなという気持ちはござい

ます。 

 あとは、この計画だけじゃなくて、それに基づいて実際の事業については実施計

画という形で対応していきますので、そういったものですとか、あるいは県の情報

発信ですとか、そういう中でできることも幾つかあるのかもしれないなという気持

ちは持っております。まだお答えになってない状態なんですけども、感想としては、

こんなことを思いました。 

鎌田座長   ありがとうございます。小松委員、今の細矢委員の企業の視点も含めて何かござ

いましたら、どうぞ。 
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小松委員   同感で、(4)の企業のところが少し弱いと思います。弱いというのは内容が薄いと

いう意味ではなく、見えてこないということです。企業も二通りあり、すなわち、

大企業と地元中小企業とでは対応や思いに違いがあります。大企業は、地域貢献に

価値を見出せば、それなりに予算もつけて取り組みますが、ただ、銀行など企業に

よっては公平性の問題で、特定の団体を支援するのではなく、分野やテーマを決め

て大きな枠組みで取り組むケースが多いと思います。例えば里山や湖沼の保全など

のテーマを決めて、そこに社員やＮＰＯほか関係団体等が参加できるいような場と

機会を創出し、資金面や社員参加の労力面での協力をしていくといった方法です。

そのほか、音楽活動の支援など、文化・芸術面も重要なテーマとなっています。一

方、地域においては、千葉県は99.8％が中小企業で、その多くが地域に根付いて経

営を行っており、地域貢献への関心も大きいため、取組方向としては、鎌田委員が

さきほどおっしゃられた、支援制度を超えた、本当にビジネスも含めた社会課題の

解決を目指していくという方向性もあるのではないかと思います。 

 ただ、それは細矢委員がおっしゃられたように、他社の取組事例などの情報提供

が重要だと思います。それから、先に申し上げましたとおり、中小企業の経営者の

方々は、何か地域の活性化や発展に貢献したいと考えていると思います。ですから、

その思いが実際の行動につながるような、より具体的で突っ込んだ情報提供が必要

ではないかと思います。地域の活性化と発展に貢献したいという思いに対して、も

っと突っ込んだ「プッシュ型」の情報提供があると本当によいと思うので、その辺

が見えてくるとよいと思います。そんなところです。 

 

鎌田座長   ありがとうございます。御意見、一通りお伺いしましたが、直接的なライターで

ある上原さんから、逆にここは聞いておきたいというようなリクエストがあれば、

ぜひお受けしたいと思います。特に幹事会のときもお話をしたんですが、大変頑張

って取り組んでいただいているんですね。そういう意味で、１つの成果物をみんな

で支援してつくり上げていきたいと。今、プッシュ型の情報ということも含めてで

すが、ぜひ上原さんからあれば、どんなことでも。 

事務局    大変お褒めいただいてありがとうございます。特に私から聞きたいことはないん

ですけれども、本日いろんな議論をいただきまして、大分修正すべき箇所がイメー

ジできたかなと思っております。ただ、中根委員のほうからありましたマンパワー

の不足に対する県としての事業をどうするのかというところについては、実際の事

業の内容については私の一存で決められないこともありますし、予算の問題なども

ありますので、これから詰めていかなければならないかなと感じています。 

 最後の企業の話も大変難しいと感じたところとして、プッシュ型の情報提供とい

うことは、できれば、もちろん望ましいと思いますが、そうしたことができるよう
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に、私どもとしても企業とのネットワークというものをつくっていかなくてはなら

ないのかなとは感じております。ただ、実際の計画の中でどう反映させていくのか

ということになりますと、小松委員がおっしゃったように、事例や取り組みの紹介

といったことが一番適切なのかなと今は感じているところです。 

 以上です。 

小松委員   2020年の東京オリンピックを睨んで、日本商工会議所から国内の各商工会議所も

積極的に観光に取り組もうという方針が出ているようです。これを受け、千葉県も

商工会議所連合会と県内各会議所が観光への取組を模索し始めています。それとも

う１つは農商工連携を含め、各種連携をしっかりやっていこうということです。こ

れらは、地域活性化への取組であり、商工会議所や商工会と県や各自治体が連携す

ることが大事なので、是非とも積極的な情報提供等の働きかけてほしいと思います。

私も、今後、こうした動きに関わっていくので、何か進捗があったら御報告します。 

鎌田座長   今もプッシュ型の情報ということの１つですよね。ありがとうございます。 

牧野副座長  細矢委員からおっしゃっていただいたように、企業が県民活動と連携をというと

ころはなかなか難しいと思うので、やっぱり事例があるとわかりやすいかなと思っ

て、１つ、私がかかわっている、浦安市の協働事業の選考委員になっているんです

けれども、今、実施して２年目が株式会社舞浜倶楽部という、高齢者の施設を浦安

市に２カ所だけつくっている会社が認知症ケアのセミナーを住民の方たちにやる、

それから市内の事業所さんも、高齢者の支援をやっている事業所の方々と、あと役

所の方々。三位一体何とかというのがあって、そこを手を挙げてくださって、なか

なかペイはできないんだけれども、地元として高齢者施設を担っている者として、

認知症ケアのところを一番得意分野にする施設なものですから、そこのノウハウを

きちんと移転したいということで協働事業に手を挙げてやっておられます。とても

いい事業なので、ヒアリングに行かれるといいかなと。そんなにお金がかかってな

く、ノウハウを地域に提供していただいているという事業です。参考になれば。 

鎌田座長   ありがとうございます。ほかに包括的な御意見、御指摘等、何でも結構ですが、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この場だけではなくて、今の様々な情報、きょうの最後のくくり、あ

えて使わせていただきますと、プッシュ型の情報がありましたら、事務局、特に上

原さんのほうにお寄せいただけるとありがたいです。また、上原さんのほうも事務

局全体、組織で対応ということなんですが、困ったことがありましたら各委員、強

いところにお尋ねされてもいいんじゃないかなと思います。 

事務局    ありがとうございます。 

鎌田座長   よろしくお願いいたします。 
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（２）その他 

 

鎌田座長   それでは、その他の議題ですが、まず、事務局からいかがでしょうか。 

事務局    交流事業班長をしております市原と申します。 

 それでは、「地方共助社会づくり懇談会in千葉」について御案内をさせていただき

ます。県では、県内の市民活動支援組織のメンバーの皆様に構成員となっていただ

き、連携しながら市民活動支援団体等への支援機能を高める方策について検討を行

う千葉県市民活動支援組織ネットワークの運営をしております。そこで、この研修

の一環といたしまして、本年10月31日金曜日、午後１時半から、千葉駅前にありま

す京葉銀行文化プラザ６階、欅の間におきまして、「共助社会づくりを主体的に支え

あう関係づくり」をテーマとしたシンポジウムを開催いたします。 

 この事業の開催につきましては、内閣府から、活力ある共助社会を目指す上で地

方特有の課題ですとか解決策について公開で、国の共助懇談会委員と、それから地

元の有識者の方々との間で議論する機会を持ちたいというお声がけをいただきまし

たことから、千葉県として手を挙げさせていただいたところです。パネリストにつ

きましては、国の共助懇談会委員２名のほかに、地元有識者としてネットワークの

幹事の皆様から御意見をいただき検討を進めたところ、学識経験者として、千葉大

学の関谷先生に、他には県内のＮＰＯ関係団体と、それから企業サイドからの代表

ということで、当懇談会の委員でもあります牧野委員、そして細矢委員にお願いし

てはどうかということで、過日、それぞれ皆様に御了解をいただいたところです。

懇談会の委員の皆様におかれましては、お時間がもしとれましたらば、県のほうへ

ぜひお声をかけてくださるようにお願いいたします。 

 続きまして、もう１つのブルーと黄色のチラシですけれども、こちらは市民活動

基礎講座の開催についての御案内でございます。市民活動団体等を対象に、資金面

ですとか、あるいは運営面での基盤強化に関するセミナーを実施いたします。こち

らは千葉市と、それから君津市との共催ということで全４回開催をいたします。講

師につきましては、先ほどの共助懇談会委員の横田様にお願いしています。皆様に

は、市民活動団体の皆様等にこういう講座もありますということでお声がけしてい

ただけるとありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

鎌田座長   それでは牧野委員、パンフレットを出していただいていますので、あわせて御紹

介ください。 

牧野副座長  先ほどの寄付促進のところですが、カンパイチャリティ第２弾ということで、県

内で裏面にある６つの事業について寄付を集めるものです。今回は団体の方々が店

舗開拓をしていただいたので52店舗にもなっています。表面に記載がある52店舗
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で、機会があれば最寄りのところのチャリティメニューを頼んでいただいて、チャ

リンとよろしくお願いします。 

 それから、縁ｊｏｙというのがあるかと思いますが、これは被災元である東北か

ら千葉県に避難してきている方々に対して毎月お送りいただいている情報誌です。 

 もう１つのほうがＮＰＯクラブのニュースレターです。ぜひお読みいただければ

と思います。機会をいただきましてありがとうございます。 

鎌田座長   ありがとうございます。ぜひそれぞれ、時間が許す限りいろいろ参加をしていた

だき、高め合っていただければと思います。私も地元でカンパイチャリティに近い

形のところで飲むのですが、ただ飲むのと違いまして、すがすがしい目的が加わる

ので、いつも大変いいと思っております。 

 さて、ほかにその他、各委員からいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、以上をもちまして事務局にお返ししたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

４．閉  会 

 

司会     ありがとうございました。次回の幹事会につきましては10月末を予定しておりま

すので、幹事の方には恐縮ですが、日程調整の上、お集まりいただくことになりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 また、懇談会の次回の開催は11月を予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 これをもちまして平成26年度第２回千葉県県民活動推進懇談会を終了します。本

日はどうもありがとうございました。 

―― 以上 ―― 


