
 

 

 

 

第３回千葉県県民活動推進懇談会 

議  事  録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平 成 2 6年 1 1月 2 8日 （ 金 ） 

                           午前10時～午前11時45分 

                        場所：プラザ菜の花 ４階 槙 
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１．開  会 

 

司会     では、定刻となりましたので、ただいまから平成26年度第３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。 

 では、本日の会議資料の確認をさせていただきます。本日配付しております資料

は次第、出席者名簿、座席表。資料１「千葉県県民活動推進計画に係る実施計画の

事業一覧」、資料２「千葉県県民活動推進計画事業進行管理票」、資料３「千葉県県

民活動推進計画（平成27～29年度）〈計画案〉」、資料４「千葉県県民活動推進計画

（平成27～29年度）〈資料編〉」、資料５「計画（案）についての主な御意見と対応

箇所について」、資料６「第２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７「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」。

別に、各事業で作成しましたチラシなど９種類、お手元に置いてございます。 

 以上でございます。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、お手元の水色のファイルですが、26年度の実施計画、懇談会設置要

綱、25年度の年次計画書、現計画と概要をファイルにしてお手元に置いてあります。

参考として御使用ください。なお、会議終了後は事務局でお預かりしますので、机

の上にそのままにしておいていただきたいと思います。 

 

２．挨  拶 

 

司会     それでは、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 皆様、おはようございます。本日もどうかよろしくお願いいたします。 

 本日は御多忙のところ、各委員の皆様方には御出席を賜りまして、まことにあり

がとうございます。日ごろから皆様方には県民活動の推進につきまして、御協力、

御理解をいただいておりますこと、改めて感謝を申し上げたいと思っています。 

 秋もすっかり深まってまいりまして、朝晩も大分冷え込んでまいりました。県内

各地では、市民活動団体の方々や市町村の皆様、あるいは市民活動センターの方々

などによる様々な活動が展開されています。県におきましても、去る10月31日には、

内閣府と共催いたしました「地方共助社会づくり懇談会in千葉」を開催いたしまし

た。その際には牧野副座長や細矢委員にもパネリストとして御協力をいただきまし

た。まことにありがとうございました。また、11月８日には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」を開催いたしました。この際にも鎌田座
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長や牧野副座長、あるいは県の社会福祉協議会の皆様方に様々に御協力いただきま

した。本当にありがとうございました。 

 そして、様々な主体が連携して地域の課題解決を図る取り組みに対する表彰制度

として、「ちばコラボ大賞」を設けています。今年度も表彰する３事例が決定いた

しまして、先週、知事の記者会見におきまして発表させていただいたところです。

その際には委員の皆様方にも何かとお力添えをいただいたところでございまして、

改めて感謝を申し上げます。 

 本日の第３回目の懇談会ですが、次年度から開始を予定しております新しい「県

民活動推進計画」につきまして御審議をお願いいたします。この半年間、懇談会で

の御意見をもとに、さらには幹事会の皆様方の御協力をいただきながら策定作業を

進めてきました。今般、計画案として取りまとめをさせていただきました。本日の

懇談会の中で改めて御審議をいただければと思っています。あわせて、本日は平成

26年度の実施計画につきましても中間報告をさせていただきたいと考えておりま

す。委員の皆様方からは、ぜひ忌憚のない御意見をいただければと思います。なお、

計画案ですけれども、本日の御意見を踏まえて庁内関係課と調整した上で、来年の

１月にはパブリックコメントを実施したいと考えております。 

 今年度も、あと残すところ４カ月となりました。11月23日から12月23日までは、

毎年でございますけれども、「ちば県民活動ＰＲ月間」と位置づけをしております。

そうした中で、来月、12月18日には、先ほど申し上げました「ちばコラボ大賞」の

表彰式を予定しているところです。これからも計画策定作業とあわせて様々な事業

を展開してまいりたいと考えておりますので、委員の皆様方の引き続きの御支援、

御協力を心よりお願い申し上げたいと思います。 

 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

お願いいたします。 

司会     それでは、本日の出欠状況ですが、流山市、一宮町の市町村委員２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   おはようございます。それでは、始めさせていただきます。 

 今、御挨拶を頂戴いたしましたが、本日は26年度の実施計画の中間報告と計画案。

これまでは計画原案ということでしたが、過去２回の懇談会と、それをサンドイッ

チするような形で幹事会、市町村への意見照会、そして庁内会議、いろんなところ

の多様な御意見をうまく整理していただいて、計画原案が計画案に発展してきたと

いうところです。事務局、大変だったと思いますが、今日はパブリックコメント前

のまとめということで終息できればいいかなと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
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 会議の手順ですが、傍聴者はいらっしゃらないということです。 

 あと、本会議は公開で行うことになっておりまして、議事録につきましては、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）千葉県県民活動推進計画の平成26年度実施計画の中間報告について 

 

鎌田座長   では、早速議事に入りたいと思います。 

 最初に議題の１つ目ですが、千葉県県民活動推進計画の平成26年度実施計画の中

間報告について事務局から説明をお願いします。 

事務局    交流企画班長の地引です。私のほうから実施計画について、お手元の資料１「千

葉県県民活動推進計画に係る実施計画の事業一覧（平成25年・26年）」で主な事業に

ついて、チラシのほうもごらんいただきながら御説明させていただきます。 

 まず一番上、「ＮＰＯ・ボランティア情報マガジン」の配信です。こちらについて

は月２回配信しております。10月末の会員数は2,234名で、会員数の増加は微増とな

っており、今後、新規登録者を増加させるためのキャンペーン等を実施する予定と

なっております。そして、このマガジンの２回目の配信では、「ＮＰＯ・ボランティ

ア活動ニュースレター」を配信しており、このチラシの一番上のものが11月の最新

号となっております。このニュースレターは、以前は紙面配布をしておりましたが、

９月からはWEB版に移行しております。そしてニュースレターは、こちらのように「市

民活動支援センター訪問記」などの特集記事やイベントの開催結果を掲載しており

ます。メールマガジンについては、イベントの告知や助成情報などを記載しており

ます。 

 次に、千葉県ホームページでの情報発信です。「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報

ネット」は昨年度リニューアルを行いまして、外部サイトから県のサイトへ移行い

たしました。それに伴い、アクセス数のカウントが違いますので、こちらの表の25

年度と26年度の比較というのはちょっとわかりにくくなっておりますが、県庁内の

ホームページですので、個別ページのアクセス数のカウントが容易になりましたの

で、そのアクセス分析はしております。アクセス数については、法人認証関係のペ

ージが特に多く、そのほかにも県民活動推進計画のページやボランティアセンター

一覧、民間団体からの助成情報なども上位を占めております。また、今年度掲載し

ました市町村市民活動センターや市町村ボランティアセンターの夏休みボランティ

ア体験講座情報は、７月から９月の上旬にページを閉鎖するまでに820件のアクセス
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がありました。 

 次が県民活動普及啓発イベントの開催です。こちらもチラシが御用意してござい

ます。詳細については、後ほどまた御報告いたします。それ以外にも、ほかのイベ

ントへ３カ所ほど出展させていただくとともに、17の市町で賛同行事が実施されて

おります。 

 なお、この評価については、あくまでも数値に関する目標だけですので、これが

絶対評価ということではなくて、例えば２つの目標があるものについて、１つが達

成しそうだということであれば〇というように評価させていただいております。 

 次がボランティア活動への参加促進です。これは今年度からの公募による委託事

業になります。２事業を採択させていただきまして、１事業が福島県へのボランテ

ィア体験バスツアーを行いまして、来月にはそれに対する市内での活動発表会を開

催いたします。もう１件については、2020年のオリンピックに向けて、おもてなし

や千葉県の魅力発信を行うためのボランティア活動に高校生などの若い世代に参加

していただきたいということで、参加を促進するための意見交換会を１月の末に開

催する予定となっております。 

 「市民活動団体基礎講座」です。こちらのほうもチラシがございますが、千葉会

場、君津会場、それぞれ２カ所で開催します。昨年度は葛南地域ということで、船

橋市と千葉地域でそれぞれ２回開催をしております。 

 次に、「市民活動団体マネジメント高度化セミナー」の開催です。こちらのほうも

チラシがございます。これからの開催予定となりますが、平成25年度は組織運営、

事業開発、資金調達の講座を３回開催いたしました。今年度については、３つのテ

ーマを１日で開催して、同じ内容を千葉市と鎌ケ谷市、２回で開催するということ

で参加の機会の拡充を図ったところです。この高度化セミナーで民が民を支える仕

組みの紹介も行う予定です。 

 「千葉県市民活動支援組織ネットワーク」です。こちらのほうは、２回目のネッ

トワーク会議を地方共助社会づくり懇談会in千葉として開催いたしました。これは

内閣府との共催で、こちらについても、結果については後ほど御報告申し上げます。

スタッフ研修は11月25日に１回目を開催して、２月に２回目の開催を予定していま

す。 

 地域コミュニティ活性化支援事業で、こちらもチラシで募集をしております。そ

して９件の応募がありまして、５事業が採択されました。こちらは10月21日、中間

報告会が開催されまして、その中間報告で報告されたものが、今、後ろのほうのパ

ネルに展示してあります。こちらのパネルについては、この間のフェスティバルで

も展示させていただきました。また後でごらんになっていただければと思います。 

 そして、「ちばコラボ大賞」です。チラシはピンクのチラシですが、こちらのほう
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でちばコラボ大賞を募集しました。その次に報道発表資料がありますが、12件の応

募事例から３事例が採択されました。そして、12月18日には表彰式を開催する予定

となっております。チラシの裏に、その表彰事例の３件を御紹介しています。 

 なお、このちばコラボ大賞の表彰のときには、次の黄色のチラシがございますが、

行政と民間団体のための「協働」セミナー。こちらはちばコラボ大賞の表彰式と県・

市町村協働推進研修会の合同開催となっております。また、あわせてパートナーシ

ップ推進会議というようなものの意味を持たせております。協働についての理解を

深める研修会で、表彰式と一緒に協働の研修会を行うということで12月18日を予定

しております。 

 主な事業について、ざっと御説明させていただきました。事業については終わっ

ているものがほとんどございませんので、途中経過ということになります。目標に

ついて、ほぼ達成しているか、達成しているという状況になっております。 

 以上でございます。 

西織県民生活・文化課副課長 副課長の西織でございます。お世話になっております。私のほう

からは、今の説明と若干重複することがありますけれども、今年度の事業全体を通

じまして、幾つか工夫していることについて説明をさせていただきます。 

 まず１点目は、情報発信の仕方の工夫ということです。県におきましては、ホー

ムページやニュースレターにおきまして情報発信をしておりますが、おおむねの情

報というのは、県ではこういうことをこれからやります、あるいは、こういうこと

をやりましたというようなことを発信しているわけですけれども、なるべく地域の

方々にも、身近で役に立つ情報を発信していきたいという気持ちがあります。一例

を挙げますと、ボランティアの参加促進につきましては、県の事業だけではなくて、

例えば夏休みの前は各地のボランティアセンターで様々な体験講座のセミナー、あ

るいは体験講座が開かれているということで、そういった情報をまとめて、各地の

ボランティアセンターではこんなことをやっていますので、皆さん、ぜひよろしけ

れば参加してくださいというような情報も積極的に発信をするようにしておりま

す。 

 それから、ＮＰＯ・ボランティア情報マガジンのほうでニュースレターを発行し

ていますけれども、このニュースレターにおきましても、今年度の新しい試みとい

たしまして、市町村の市民活動センターを私どもの職員が訪問して、その活動内容

を紹介するといったような試みを行っております。皆様のお手元のチラシのセット

になっている資料の一番上にＮＰＯ・ボランティア活動ニュースレターがあると思

いますが、その中で上のほうに特集１「市民活動支援センター訪問記」として、こ

の回におきましては鎌ケ谷市を特集していますけれども、ここのセンターはこんな

ことをやっていて、こんなようなことを進められている、課題はこんなことがある
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と県の職員が実際聞いたお話を、生の目で見て耳で聞いた情報ということで発信し

ております。これが１点目、情報発信です。 

 ２点目は、様々な主体と連携しながら事業を実施していくということを心がけて

います。これは県の事業であっても、県だけでやるのではなくて、いろいろな主体

と連携をしながら進める。一例を挙げますと、例えば11月８日に開催いたしました

「ちば県民活動フェスティバル」ですけども、先ほど部長からも紹介いたしました

ように、委員の皆様のお力添えをいただきながら千葉工大の学生さん、ちばＮＰＯ

協議会様、千葉県社会福祉協議会様との連携によりまして、それぞれ出展ブースを

設置していただきました。そのほかにも、このフェスティバルでは千葉市との連携

によるブース、あるいは企業との連携による活動紹介といったようなこともさせて

いただいております。 

 それから、これも部長から紹介がありましたが、地方共助社会づくり懇談会につ

きまして、10月31日に国の内閣府と連携をして開催しております。そのほか市民活

動基礎講座、あるいはマネジメント高度化セミナーにつきましても、先ほど地引か

ら説明いたしましたけれども、県だけでなく、市町村、今年度は具体的には千葉市、

君津市、鎌ケ谷市と連携をして、会場の手配や広報等につきまして御協力をいただ

きながら実施しているところです。 

 次は３点目ですが、交流の場づくりということで、私どものほうで実施している

多くの講習会や発表会では、質疑応答で終わるだけではなくて、なるべくその後に

交流の時間を設けまして、参加者の人的なネットワークが広がるような工夫をして

います。例を挙げますと、地域コミュニティ活性化支援事業の中間報告会というの

を行いましたが、これは各団体さんのほうでそれぞれの活動内容を発表していただ

いた後、皆さんが車座になって、お互いに情報交換を行う。どこが課題で今どんな

問題を抱えているとか、それをどういうふうに解決しているかなど、活発な意見交

換を行いました。それだけでなくて、例えば支援組織ネットワーク会議ですとか市

民活動マネジメント事業におきましても、講義が終わった後にグループ討論をして

話し合いをして理解を深めていただくとともに、お互いに顔を知り合っていただい

てネットワークを広げていただくことについて、なるべく時間を確保するようにし

ているところです。 

 ４点目です。これは職員の現場主義ということで今年度力を入れております。職

員もいろいろな情報を持っていますし、あるいは入ってくるんですけれども、特に

外から入ってくる情報は、紙の情報だけではなくて、なるべく現場に出かけていっ

て、情報を肌で感じてくるといったような試みを積極的に行っております。今年度、

計画づくりに関しまして、例えば市町村や市民活動センターを訪問いたしまして、

いろいろ御意見を伺ったりしておるんですけれども、それだけでなくて、地域コミ
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ュニティ活性化支援事業に関する採択団体、あるいは「ちばコラボ大賞」の表彰団

体につきまして、実際に現場に出かけていき、現場の状況を確認するということも

やっております。今年度、地域の様々な主体との協働ガイドの作成ということを事

業として実施しています。それに伴いまして、県内各地の様々な事例を取材に行っ

ております。さらに出前説明会では、県内各地で要請があれば協働についての説明、

あるいはＮＰＯ法人化についての説明ということで、県内各地に出かけていってお

話をさせていただいている。 

 こういったことをやっていく中で皆さん共通して、私たちのところをわざわざ見

に来ていただいてうれしいですということをおっしゃっていただいています。そん

な中で、県の担当職員と取材先との間で人的ネットワークが構築されていく、職員

が現場をしっかり理解して、その先につなげるには何をしたらいいかといったよう

なものを考えるいい機会になっている。あるいは、出前講座では人前で話をすると

いうことで、自分たちにとっても非常に勉強になるということがありまして、こう

いったことについては今後も心がけていきたいと思っております。 

 以上、４つの点につきまして、非常に小さな工夫ではありますけども、補足して

説明をさせていただきました。 

 説明は以上でございます。 

鎌田座長   ありがとうございました。概要についてということと、特に取り組みのポイント

を４点整理してお話しいただきましたが、御意見、御質問等ありましたら、よろし

くお願いいたします。いかがでしょうか。 

小松委員   ２点あります。１点は、今、副課長の報告を聞いて感じたことですが、市町村と

の連携がよくとれていると思いました。基本的には側面支援ということで、場と機

会や情報の提供あるいは助成といったことが中心になりますが、そのような中でも、

フェース・ツー・フェースや現場主義を重視しているところが、非常に生きた活動

として質が高まっていると率直に感じました。 

 あともう１点は、先ほどの活動報告の中の「ボランティア活動への参加」のとこ

ろで、確か「オリンピックの機会でおもてなし」の話があったと思いますが、先日、

11月20日に、千葉県観光物産協会主催の千葉県観光功労者表彰式典が茂原であり、

その中のシンポジウムのパネラーで呼ばれて話をしてきました。千葉県はＮＰＯ活

動の盛んな県で、高齢者や障害者を支える人的資源がとても豊富なので、そういっ

た人的資源の活用と組織化など、ソフトレガシーを狙っていく必要があると話しま

した。オリンピック・パラリンピックは短期間の一過性のものなので、せっかく培

ってきた福祉の基盤をさらにオリンピックを機に強固なものにしていくということ

が重要だと思います。こうした組織化された人的資源が、今後の超高齢社会を支え

る基盤になっていくので、是非とも積極的に狙っていったらよいと思います。通常
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のオリンピックに関わるボランティアやサポーターに加え、パラリンピックを意識

した受け入れ体制、特に人的な資源を充実させることが大事で、この点、千葉はと

ても大きなポテンシャルを有していると思います。観光関係の大会だったので、是

非、そういった福祉関係の市民活動を所轄する部署との連携が必要である旨を話し

ました。逆に、ここでは観光部門との連携というのをしっかりやっていかれたらど

うか、ということをお話しししたいと思います。以上です。 

鎌田座長   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  認定ＮＰＯ法人の相談対応がことし44件と書いてありますけれども、私どももよ

うやく千葉市の条例指定のところでお世話になって、県の方にも見えていただい

て、この間、監査というか、１日がかりでいろんな会計書類から何からお世話いた

だいたんですが、認定ＮＰＯ法人になるのは本当に大変なことだというのをこの間

身をもって思ったところですけれども、御相談がこれだけある。１件についても大

変な作業がお互いに発生するというのは承知しているところですが、県内では、今、

認定ＮＰＯ法人、どのぐらいの団体数になっているのか。ことしになって、ふえた

のかどうか。仮認定というのがもうすぐ終わる期限が来ているということですけれ

ども、実態を教えていただければと思います。 

事務局    基本的には国税庁認定の分の切りかえ等もありますが、認定、仮認定、全部含め

て26法人（H26.10末現在）あります。県全体総数の1.6％というのは比率的にはそ

んなに変わらないです。それ以外の法人も暫定措置という形でできたんですが、そ

の仮認定の取得期限、今年度末でできてから５年過ぎちゃっている法人さんは、今

度、仮認定ができなくなってしまうということで、シーズさんとか、そちらのほう

が法改正という形で要望されているという話は聞いています。ですので、仮認定は

場合によると減ってしまうのかもしれないです。多少なりともふえてきてはいる状

況です。 

鎌田座長   それぞれの御参加いただいている事業等でお気づきになった点等ありましたら、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私も幾つかかかわらせていただきまして、特に先ほど副課長さんのほうから取り

組みの姿勢のポイントを４つ御指摘いただきましたけど、いろいろ事業にかかわっ

ていく中で、課として、意識的に取り上げて取り組んでいるというのをちょっと存

じ上げないで、きょうまとめて伺って、ああ、なるほどというところを感じました。

先ほど小松委員がおっしゃったように、市町村との連携も、私たち大学で学生が調

査に行き、いろんなところでお話を伺いますと、県のほうで来てくださって、こう

いうような用意ができてというのをよく伺います。市町村は大変喜んでいるな、助

かっているなという状況は、我々も大学側から見て感じております。 

 あと県民活動フェスティバルなんかも、多様な主体との連携というのは、言うの
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は簡単ですけど、参加した側にいろいろ反応を聞いてみますと大変勉強になってい

まして、取りまとめは大変だけど、参加した側がどういうようなことを感じて、で

は、次のために何を踏み出せばいいかと。先ほどの現場主義じゃないですけど、肌

身で感じて帰ってくるという、そこがいいところなのかなと思いました。 

 あと、前回の地域コミュニティ活性化の後、短時間でしたが、グループに分かれ

て交流の場がすごく活発で、そういう場を通じて、今度、市町村同士とか採択され

た団体同士の交流が始まったり、現場でこういうものが足らないんだけど、どうし

てほしいというようなものが始まったり、団体さんと団体さんの出会いになったか

なと思いました。こういうふうに意識して姿勢を明確にして、数字にならない部分

で成果を上げるという、そこは大変すばらしい取り組みかなと。大変喜ばしいと思

いました。これからもぜひよろしくお願いいたします。 

 さて、議題の１つ目、よろしいでしょうか。 

 

（２）千葉県県民活動推進計画（平成27～29年度）計画案について 

 

鎌田座長   それでは、議事の２つ目です。県民活動推進計画（平成27～29年度）計画案につ

いて御説明をお願いいたします。 

事務局    事務局の上原と申します。私のほうから資料３から資料５までを使いまして、計

画案と資料編につきまして、前回の懇談会から比べますと、計画本体が薄くなった

りだとか、少しボリュームのある資料編にでき上がったりだとか、見た目も大きく

変わっているんですけれども、内容につきまして変更した箇所を、皆様からいただ

いた御意見を中心に説明させていただきたいと思いますので、資料５をごらんいた

だいてもよろしいでしょうか。こちらに沿って順番に説明させていただきたいと思

います。 

 まず、前回の９月３日の第２回懇談会におきまして、介護保険制度につきまして、

中根委員と牧野委員から御意見をいただきました。確かにＮＰＯ、ボランティアの

役割だとか、ＮＰＯと市町村との連携といったことを考えた際には、介護保険制度

の改正というものがある意味象徴的な出来事かなと思いまして、そうしたところを

計画の中で触れたほうがいいという御意見をいただきましたので、現在の計画案の

４ページが県民活動が求められる背景という箇所になるんですけれども、そこのと

ころで介護保険制度につきまして触れた文章を追加しております。具体的には、「介

護保険制度の改正などにより、市町村の実施する生活支援サービスの拡大、多様化

が進む中、障害者・高齢者等の生活支援の担い手としての市民活動団体やボランテ

ィアなどの多様な主体と市町村との連携はますます重要となってきています」、そう

いう文章にしております。 
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 続きまして、企業の社会貢献意識の高まりについて、もともと計画原案では計画

の本体のほうにあったんですけれども、現在は資料編の６ページの場所になってお

ります。済みません、資料５のほうにページ数を記載し忘れてしまったんですけれ

ども、資料編の６ページで企業の社会貢献意識の高まりについて触れた場所があり

まして、そこの箇所につきまして、中根委員のほうから、地域の企業の表現の仕方

につきまして、「地域のまちづくりの主体」という表現をしていたんですけれども、

企業というのは、あくまで重要なステークホルダーの１つであるということで、表

現に違和感を覚えるといった御意見をいただきまして、そこの部分のところを、企

業については「地域のまちづくりにおける様々な主体の１つ」と表現を修正いたし

ました。 

 続いて資料５に戻っていただきまして、１ページ目の最後のところになるんです

が、中根委員のほうから、中間支援組織の立場という点から組織間のネットワーク

が非常に重要であるという御意見をいただきました。県としても、そうした事業を

行っていきたいと考えておりますので、中間支援組織同士の連携という点につきま

して、現在の計画案の24ページが市民活動団体等の基盤強化等の支援となっている

んですけれども、そこの(2)中間支援組織の機能強化支援の２つ目のポチのところ

で、「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」と、今後の県の取り組み

の方向性について記載を加えております。 

 続きまして、資料５の２ページ目に移っていただきたいんですけれども、懇談会

が終わりました後、計画原案を確定しまして、庁内、市町村の方々に対して意見の

照会を行っております。これが９月の下旬から10月の中旬にかけて実施したものな

んですけれども、そこのいただいた御意見について紹介させていただきます。 

 まず１つ目として、県民活動を対象とした計画は今回の計画が２期目のプランで

あり、ステップアップしていることをあらわしたほうがいいという御意見をいただ

きました。これにつきまして、現在は計画案の２ページのところで、この計画の性

格について説明をしている箇所があるんですけれども、２番の「計画の性格」の３

行目以降になるんですが、「前計画を推進する中で浮き彫りになった課題や状況の変

化に対応した県民活動推進のあり方を目指します」という文章を加えることで、前

計画の方針を継承しながらも、状況に合わせて軌道修正を行っていくというところ

をあらわしています。また、内容につきましても、幾らか前計画と変化をあらわし

ているところもありますが、それについてはこれから説明をさせていただきます。 

 資料５に戻りまして、２つ目が見た目として一番大きく変わったところかと思い

ますが、計画の本体部分が、そこの資料５には第３章13ページ以降と書いてあるん

ですけれども、つまり県の取り組みの部分からがあくまで計画の本体であるので、
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それ以前の社会的背景などに関する記述はより簡略化してはどうかという意見をい

ただきました。確かに前回お示しした計画原案のときには、前半の背景的な説明が

非常に多くて重たいなというところもありましたので、現在、計画案をごらんいた

だくとわかるかとは思うんですけれども、県民活動が求められる背景という部分に

ついては最小限の記述にとどめまして、統計データなどを示した情報につきまして

は、資料編のほうにごっそり移しております。具体的には資料編を少し見ていただ

きたいんですけれども、１ページ目から９ページ目までがもともと計画原案にあっ

た内容なんですけれども、こちらを資料編のほうにごっそりと移しており、計画本

体はよりスマートな形に修正をしております。 

 また資料５に戻っていただきまして、３つ目の「地域コミュニティによる地域課

題の解決イメージ図について」というところなんですけれども、こちらについて資

料３、計画案の６ページをごらんいただいてよろしいでしょうか。一番上に「地域

コミュニティによる地域課題の解決イメージ」という図が掲載してあるかと思うん

ですけれども、ここの部分について、県の位置づけだとか市町村との関係をもう少

し考え直したほうがいいのではないかという御意見をいただいておりまして、もと

もと計画原案の状態では、真ん中に共助の場というサークルがありまして、それを

取り囲むようにいろいろな主体が並んでいて、その中、県が上のほうにあって、真

ん中の共助の場に向けまして矢印を引いて、機運醸成、側面支援といった表現をし

ておりました。この図を見ていただくとわかるように、そうしたところを修正して

おりまして、具体的には県行政と市町村行政、どちらも下に置いて対等な立場で連

携し合っていくことを表現しまして、また、県行政からの矢印につきましても、共

助の場に対して側面支援を行い、左側のほうで中間支援組織、市民活動団体等、県

民に対して協働、あるいは支援を行っていくというところをわかりやすく表記する

ように修正をしております。 

 また、中間支援組織の部分からコーディネートという形で、真ん中の共助の場に

向けて矢印を引いておりますけれども、こちらは前回の10月28日の幹事会での御意

見を受けて追加したものとなります。前回の幹事会の場において、中間支援組織の

行う様々な主体を結びつけるコーディネートの役割が非常に重要であるという御意

見をいただきまして、中間支援組織から市民活動団体等、県民に対して支援という

矢印が引いてあるのと同等に、共助の場に向けてもコーディネート機能というもの

を示す矢印を追加しております。 

 また、コーディネートの部分に※２をつけておりますが、下の注釈のところで資

料編73ページを参照させるようにしているんですけれども、こちらが具体的な中間

支援組織によるコーディネーターの事例紹介のページになっております。具体的に

は、四街道市のサポートセンターであります四街道市みんなで地域づくりセンター
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様の事例紹介のページを作成しております。ここの事例紹介のページにつきまして

は、四街道市さんにも多くの部分を記載いただいているんですけれども、中間支援

組織が積極的に地域の様々な主体の協働を促すためにいろいろな事業に取り組んで

いるということが大変よくわかるような事例紹介のページになっているかと思いま

す。 

 それでは、また資料５に戻っていただいてよろしいでしょうか。資料５の２ペー

ジ目の一番下の部分を続けて説明させていただきます。これは計画原案全体に対す

る御意見だったんですけれども、問題点と取り組むべき課題というものが書き分け

られていないという御指摘を受けました。つまり問題点というのは現在生じている

事柄であって、課題というのは、それに対して問題解決のためになすべき事柄であ

るということで、それらの問題点の課題が混在をしていて流れがわかりづらいとい

う御意見をいただきました。 

 これを受けまして計画の内容全体を見直したんですけれども、特に大きく変わっ

た点として、計画案の19ページを開いていただいてよろしいでしょうか。ここのと

ころで(2)取り組むべき課題と書いているんですけれども、問題点と課題をびっちり

分けてわかりやすく表記をしているものなんですけれども、真ん中の図のところで、

現状の問題点を整理したものが左側にあって、それに対して課題が右側にくるとい

う形で整理をしております。それらの取り組むべき課題を踏まえた上で、次のペー

ジの計画推進の柱につながるという流れで整理をし直しております。 

 資料５に戻っていただいて３ページ目になります。行動計画の内容についての御

意見をいただいておりまして、県民活動をめぐっては共助の重要性が非常に増しつ

つあるということで、また、県民活動推進計画が２期目を迎えるということもある

ので、施策の柱を見直すことで、地域の様々な連携を県として重視していることを

示してはどうかという御意見をいただきました。 

 これを受けまして、21ページに行動計画の全体図が載っているんですけれども、

ここの部分で施策の方向性と書かれたところに３つの柱があるかと思うんですけれ

ども、もともと２と３の順番が逆だったんです。つまり２番のところに市民活動団

体等の基盤強化等の支援があって、その下に３番として、地域の様々な主体と市民

活動団体等の連携・協働の促進があったんですけれども、この順番を入れかえるこ

とで、県として、地域の様々な主体の連携を重視しているということを示しており

ます。 

 続いて、前回の懇談会及びその後の市町村照会を終わった後に意見をいただいて

修正したというわけではないんですけれども、その時点で追加をしたものがありま

すので、そこのところの説明も少しさせていただきます。計画案の11ページを開い

ていただいてよろしいでしょうか。11ページから成果指標等の状況になるんですけ
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れども、ここのところで、ことしの10月ごろに各調査の結果が出そろいましたので、

結果を埋めております。１つ目が、市民活動団体の活動を知っている人の割合につ

いては今年度53.6％と、残念ながら前年度に比べて下がっておりまして、また、平

成23年度と比べても減少しており、目標値に大きく届かないというような結果にな

ってしまいました。次のボランティア活動に参加したことのある人の割合も今年度

減少しまして、平成23年度と比べては増加しているんですけれども、こちらも目標

には届かないという結果になっています。 

 次のページをめくっていただきまして、上から市民活動団体の活動へ参加してい

る人の割合が26年度は23.4％と、前年度に比べて減少しております。こちらも23年

度と比べては増加しているんですけれども、目標値には届かないという結果になっ

てしまいました。次の寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の割合については今年度

58.2％と、こちらは大きく前年度を上回りまして、目標値も上回るという結果にな

っています。 

 次の13ページを開いていただきますと、地域の様々な主体と連携している市民活

動団体の割合が今年度68.2％と、こちらも増加をしておりますが、ただ、目標値に

は届いていないというような結果になっています。 

 そして最後の指標、次の14ページになるんですが、市町村行政・県行政と市民活

動団体との協働事業の件数で今年度469件と目標値を上回っております。ただ、※２

で書いておりますけれども、今年度は、千葉市の数字につきましては、独自集計の

ため件数には含まれていないという形にさせていただいております。一番下の注釈

のところで書かせていただいているんです。千葉市を除いた場合の協働件数はどう

なるのかというところで、平成23年度は311件、24年度は387件、そして25年度は449

件になっておりまして、千葉市を除いた形でも件数が年々増加しているという結果

になっております。 

 成果指標が出そろいましたので、これを受けて、この計画における目標値も設定

をしております。それが計画案の22ページからになるんですけれども、具体的な行

動計画とセットにして成果指標の目標値を定めております。基本的には前計画での

目標値と実際の結果などを意識しながら設定したものになるんですけれども、市民

活動団体、ボランティア活動に関心がある人の割合は29年度の目標が70％、そして

ボランティア活動に参加したことのある人の割合は29年度25％を目指すという形に

していまして、次のページに移りまして、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75％、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600件。次の24ページに移りますと、市民活動団体の活動へ参加して

いる人の割合については27.5％、寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の割合につい

ては65％という目標値に設定をしております。 
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 資料が行ったり来たりで申しわけないんですけれども、資料５にまた戻っていた

だいてよろしいでしょうか。前回懇談会後の10月28日の第２回幹事会の御意見なん

ですけれども、基本的には先ほど説明した６ページの地域コミュニティによる地域

課題の解決イメージ図の部分になるので、そこの部分の説明は省略させていただく

んですけれども、１点だけ、牧野委員の御指摘の中の23ページの(2)なんです。計画

案の23ページの(2)を見ていただきますと、地域コミュニティの活性化を支える連携

を担う人材づくりというところで、ここの部分に中間支援組織などのコーディネー

ターを担える主体を育成、支援するといった内容を加えてはどうかという御意見を

いただきまして、２つ目のポチの「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」という文章をつけ加

えております。 

 皆様からいただいた御意見と対応箇所について、主な点は以上になるんですけれ

ども、ほかに修正をしている箇所について少し説明をしたい箇所がございます。計

画案の21ページを開いていただいてよろしいでしょうか。ここの行動計画の中でタ

イトル名を変更している箇所がございます。３番の市民活動団体等の基盤強化等の

支援の(1)番と(2)番になるんですけれども、(1)番のところ、もともとは市民活動団

体等への支援体制の強化だったところ、市民活動団体等の組織運営力等の向上支援

と変えまして、また(2)番が、もともと中核的な中間支援組織の支援と表現していた

ところ、中間支援組織の機能強化支援に修正をしております。こちらは事務局側に

おきまして、個別的な事業を見直した上で検討した結果、よりわかりやすくて、よ

りふさわしいタイトルに書きかえることといたしました。ただ、実際の行動計画の

内容につきましては、それぞれ実施したい事業の方向性などについて大きく変わる

ものではありませんので、これ以降の24ページなどの行動計画の内容の文章につい

ては修正しておりません。 

 計画案については以上になるんですけれども、少し資料編についても紹介をさせ

ていただければと思います。資料編のほうは、資料として使えるものという意識で

つくっておりましたら、こうした、ちょっとボリュームのある資料編になってしま

ったんですけれども、こちらも今回の計画の特徴の１つとなっているのかなと思っ

ております。 

 内容については目次をごらんいただきたいんですが、１つ目に社会貢献活動をめ

ぐる状況ということで、先ほど少し説明しましたけれども、もともと計画本体にあ

った部分の社会的な背景について、人口構造の変化だとか、ＮＰＯ法人の数の推移

だとか、そうしたものを掲載しております。 

 そして、２つ目にこれまでの県行政の取組ということで、特に地域の活性化とい

う面において、千葉県は、古くは平成15年度から名前を変えながら地域の活性化の
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取り組みを支援してきたんですけれども、そうした活動を振り返りながら、どうい

った地域でどういった活動がなされて、それが根づいているのかがわかりやすくな

るように、図と表において記載をさせていただいております。それ以降は、基本的

には各種調査の結果だとか、そうした資料になっております。 

 資料編の大きな特徴として、目次のところで（参考）というものが幾つかあるか

と思うんですけれども、こちらは全て事例の紹介のページになっております。実際

に千葉県内で活動されている団体さんの取り組みについて、イメージとしてわかり

やすい事例を意識して選んで掲載させていただいております。全て各団体の皆様に

確認をしながら作成したものですので、よろしければ、後ほど時間のあるときにで

も確認をしていただければと思うんですけれども、せっかくなので、議事録に残し

ておくという意味を踏まえまして、御協力いただいた団体の方々のお名前だけ紹介

をさせていただきたいと思います。 

 まず、企業による社会貢献活動の取組事例という部分につきましては、株式会社

舞浜倶楽部様、そして株式会社ソーケン製作所様の事例を掲載しております。地域

コミュニティ活性化支援事業の取組事例としては、平群ツーリズム協議会様とちば

のＷＡ！東葛本舗様の事例を掲載しております。ちばコラボ大賞の表彰事例として

は、流山新市街地地区安心・安全まちづくり協議会様、こうざき発酵の里協議会様

の事例を紹介しております。「ちばのＷＡ」を活用した取組事例としては、認定ＮＰ

Ｏ法人外国人の子どものための勉強会様と企業組合あしたね様の事例を掲載してお

ります。そして、市民活動支援センターの取組事例としては、先ほども少し御案内

しましたけれども、四街道市みんなで地域づくりセンター様の事例を掲載させてい

ただいております。 

 計画案と資料編についての説明は以上となるんですけれども、加えて私のほうか

ら、今後のスケジュールについても一緒に説明させていただきたいと思います。お

配りしている資料７をごらんいただければと思うんですけれども、今回の第３回懇

談会が終わりましたら、年が明けた１月にパブリックコメントを実施する予定とし

ております。こちらが１カ月間、県民の皆様から広く意見をいただきながらやって

いくんですけれども、それが終わりましたら、いただいた意見などをまとめて２月

下旬に第３回幹事会を開いて、そちらで幹事会の皆様と一緒に確認をしたいと考え

ております。それが終わりましたら、３月の中旬に第４回懇談会を開催させていた

だきまして、年度内に計画の策定、そして公表まで終わらせる予定でおります。 

 今回の懇談会につきましては、パブリックコメントの前の最後の懇談会という機

会になりますので、ぜひ今回も皆様から様々な角度から御意見をいただければと思

っております。どうぞ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す。これだけ多様な意見をすごく丁寧に対応していただくの
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は大変だったと思いますが、その分、どんどん全体的によくなっていって、特に私

が感じますのは、資料編と本編がうまく連動されていて、参考事例もすごく豊富で、

27から29年度は使える推進計画なんだなという感じがして、それは大変うれしいと

ころです。今、スケジュールの御紹介ありましたように、パブコメ前の最後の懇談

会ですので、特にもう１度全体を通して見ていただいて、お感じになる点、またお

気づきになる点など、御意見を頂戴できればと思います。いかがでしょうか。お願

いいたします。 

白戸委員   本当によくやっていただいたと思います。今さらという感じがするんですが、入

り口のところで１つだけ確認をしておきたいと思います。２ページで「計画の性格」

とありますが、総合計画は平成25年度から28年度になっていますが、この計画は総

合計画の部門別の計画という位置づけをするのかどうか。その辺がちょっとはっき

りしないんですが、こちらの計画は27年度から29年度の３カ年となっておりまし

て、特に計画期間、それから始期、こういうものは余り考えなくてもいいことなん

ですか。 

鎌田座長   年度がずれていることについて。 

白戸委員   年度のずれ、それから期間のずれ。 

西織県民生活・文化課副課長 この件につきましては、今回の計画を作成するときに、片や28年

度終了という中、29年度という３年間でやるのはどうかということも私ども内部で

いろいろ話し合いをいたしました。ただ、基本的には、これまでの計画が３年間と

いう期間でやってきたということと、中期的ということになると２年では少し短い

のかなと。総合計画の中では25年から28年という４年の形でやっていますが、この

４年間の中の方針というのはきちんと踏まえた状態で、こちらの計画については、

これまでと同様に中期ということで３年間という期間でやっても、これはそれほど

矛盾するというわけではないのではないかということを考えております。今回の計

画につきましても、基本的には前回の考え方を踏襲しながら、なおかつ新しく出て

きた課題、あるいは今の状況を踏まえて、また新たにバージョンアップをしていき

たいという気持ちでございますので、28年度までの総合計画と今回の３年の計画に

ついては、矛盾するといいますか、軌を異にするというものではないというような

考え方を持ちまして３年間とさせていただいております。 

白戸委員   私は確認したまででありますから、庁内で異論が出ないように。スタートの時点

でつまずいちゃいますと、せっかくつくった計画がスムーズにスタートできなくな

ってしまいますので、その辺はきちんとしておいていただきたいと思います。それ

だけです。 

鎌田座長   関係して、総合計画といろんな個別計画があると思うんですが、こういうような

若干の期間や目標年次の設定のずれみたいなものは、ほかの個別計画でもあるんで
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すか。 

西織県民生活・文化課副課長 そういう計画もあると聞いております。 

鎌田座長   個別計画の性格によって、その辺は若干認められているというか、そういうこと

もあり得るという認識なんですね。 

西織県民生活・文化課副課長 もし万一、仮に次期総合計画が極端に変わってくることがあれば、

それはそれで考え方も検討していかなくてはいけないと思うんですが、１年間のず

れということで、基本的な流れというのは、このままの形でいけるのではないかと

考えております。 

鎌田座長   ありがとうございます。白戸委員御指摘のように、そこの部分は応援という意味

での御発言だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほか、いかがでしょうか。 

中根委員   事務局のほう、計画案の修正、本当にお疲れさまでした。私も好き勝手なことを

言いながら、いろいろと御対応いただいて本当にありがとうございます。御協議い

ただいて出されたものについては、私、特に反対等もございませんし、これでぜひ

お願いできればと思っております。 

 １点感想と１点質問なんですけれども、感想として、先ほど幹事会のほうから中

間支援組織のコーディネーターを随分強化されたということで、私もそれは非常に

いいことだなと思っています。修正で意見させていただいた今後の介護保険の改正

というところで、今、国のほうで市町村ごとに協議の場をつくって協議体をという

話もありますし、その中で生活支援コーディネーターを今後つくっていこうという

計画が出されています。その中で、そういったことを実際担えるのはやっぱり中間

支援組織じゃないかと思っております。これは力の強いところ、弱いところ、エリ

アの広いところ、狭いところありますけれども、中間支援機能、コーディネーター

機能というのは今後求められることだと思いますので、今回、このように強化して

いただいたことは非常にいいことだなと思っております。 

 質問なんですけれども、計画案の14ページのところで、26年度、千葉市は独自集

計のため件数に含まれていませんという、その理由がよくわからなくて、集計とい

うのはどこの機関がやろうと、集計方法等を変えなければ、基本的にはブレること

ではないんじゃないのかなと個人的には思うんですが、なぜ26年度、千葉市は独自

になったから件数に含まれなくなっちゃったのかという、済みません、基本的なこ

とというか、ここをぱっと見ただけだと違和感がありますので、お教えいただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

事務局    県のほうでは、各市町村様にＮＰＯ・ボランティア関連事業ということで事業を

出していただいていたんですが、千葉市さんについては、それ以外にも地元の地縁
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組織とか自治体の組織も含めた事業を集計して、県に出すものと独自のものと２本

立てに今までされていたということです。今年度は千葉市の内部の事情なんです

が、類似の調査はしないというような方針を伺いまして、うちの独自の数字はいた

だけないということで、こういう結果になっております。 

鎌田座長   難しいところなんですよね。 

中根委員   わかりました。これ以上、何も言いません。 

鎌田座長   そういうのは協力していただけるとありがたいですね。ありがとうございます。 

小松委員   すごくよくまとまっていて、お疲れさまです。発表もすごく自信に満ちていて、

中身がよく伝わってきました。とてもよかったです。 

 まず11ページ、計画のところです。これは修正とか、そういう要請じゃなくて、

例えば知っている人の割合がちょっと減っちゃったという話になっているのです

けど、これは県のアンケート調査結果ですよね。2,000サンプルぐらい……。 

事務局    こちらは世論調査。 

小松委員   確か2,000サンプル程度ですよね。要は2,000サンプルだと、母数、すなわち県民

全体を推計するのですが、誤差というのが生じます。統計的には2,000サンプルの

場合、回答結果が50％の誤差が最も大きくなるところでプラス・マイナス３％程度

の誤差になるはずなので、この評価の数値は誤差の範囲内であり、実際には減って

いるどうかわからないのです。 

 そこで、今後の考え方として、例えば、これは３年計画なので、23年度と計画期

間の３年間の平均的な水準を比較して振り返ったらどうかと思います。例えば、ボ

ランティアしたことがある人の割合というのは、23年度は約14％、これが19％程度

に５％水準が切り上がっている、といったように評価してはどうでしょうか。26年

度と25年度を比較しちゃうと1.2％下がっていますが、多分、これは誤差の範囲内

だと思います。 

 ただ、途中経過は前年度に比べて、少し低下したとか、だから頑張ろうねとか、

そういう記述はいいんですけども、３年間通してみると、前の３年に比べて水準が

５ポイント上がっているというところが重要だと思います。今度は、これを２５に

持っていくのですよね。だから、おおむね５ポイント強、またこの３年間で上げて

いくということで、そういった３年間全体を通した水準という考え方を入れて評価

するということも大事かなと思います。ここは書き直すところじゃなくて、次に評

価するとき、そんな視点でやってみてはということです。ただ、絶対的な水準とし

て、２０％が高いか低いかというのは、別途、議論しなければならないかと思いま

す。それが１点です。修正ということではなく、次回以降の提案です。 

 それからあと、６ページの地域コミュニティのこの図なのですが、いろいろと申

し上げた点を踏まえて、すごくわかりやすくしていただいたと思います。左側が地
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域の課題で、それが増加、多様化、複雑化しているということですが、右側も地域

の課題と、行き着くところが地域の課題ではちょっと変なので、例えば右側は、地

域課題の解決にしていただけると、左側のスタートと整合性がとれるかと思いま

す。ちょっと細かいですが、そうしたほうがいいかなということです。 

 次に、全体的な話なんですけども、これが27年度から29年度の３カ年計画で、そ

の後、また引き続きやると30年度から32年度の計画になると思いますが、３２年が

２０２０年でオリンピックイヤーになります。オリンピックだけがボランティアの

機会じゃないですが、この大きなイベントを機に、みんなでいろんなことをやって

いこうやというような雰囲気を、観光部門と商工部門が連携して盛り上げていくよ

うな計画になるのだと感じています。そのオリンピックの前の前の３カ年の計画と

しての位置づけもあったらいいなと。記述する必要はないです。黙っていると、オ

リンピックは会場は東京ですから、東京にみんな行ってしまうので、一生懸命千葉

県に誘引し、そして、みんなでもてなすことが大事。障害を持った方も含めたパラ

リンピックも含めて。私は、ＳＮＳやブログというものをやっていないのですが、

千葉県は、食と人柄でもてなし、来訪者に「千葉最」高と言ってもらい、それに賛

同する人たちがたくさん現れるような、「いいね」がたくさん表示されるような、

外国人旅行者も国内旅行者も、千葉最高、千葉最高と書き込んでもらえるような、

そんな千葉県にしたいと。そのもととなるのが人的資源であり、そのベースは、何

といっても県民活動だと思うので、そんなことも大きな目標に据えてやっていった

らいいんじゃないかと思っています。 

 千葉県民って、あばら骨が１本ないとか、結局豊かなので、主体的、能動的には

動かないと言われているのですが、でも、応援するのって好きな県民じゃないかな

と思っています。例えば、アクアラインマラソンもそうだし、この前の観光物産大

会でも言ったんですけど、ちばデスティネーションキャンペーンのときに、全国で

大人気のＤ５１機関車が千葉県を走ったのですが、操縦する機関士は、千葉県を走

るのが一番うれしいと言うんですよ。なぜかというと、駅のホームや駅から離れた

線路沿いの道まで、人が並んで応援してくれる県って、ほかは一切ないそうです。

だから、千葉で走るのがうれしいし、誇らしいということを、ＪＲの方から聞いた

ことがあります。それからロッテマリーンズの応援もそうですよね。ごみもちゃん

ときれいにしてとか。千葉県民って、あばらが１本なくてどうのこうのとか、あと、

もてなしがまだまだとかと言われているのですが、実際そうなのかもしれません

が、ちょっと背中をおっぺしたら動く、まじめな県民だと思うのです。だから、み

んなで応援していこうという盛り上げ方を、みんなでやっていけたらなと思いま

す。以上です。 

鎌田座長   ありがとうございます。小松委員の御発言も応援に満ちた御発言で、先ほどの細
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かい数値の部分って、誤差を考えると、水準達成ということで考えればというよう

な。ですから、ここの表現というよりは、これをどなたかに特に県庁内で説明をす

るときに、そういうような観点になればいいというアドバイスに近いかなと思いま

した。 

小松委員   手元でそういう情報をきちんと持っているとよいと思います。次に実績を振り返

るときに、今度、２５％を目標にしますから、やっぱり３年間やってみると、上が

り下がりあるかもしれませんが、そういうふうに見るのではなく、前年度との比較

結果が標準誤差の範囲内であれば、前計画の３年間に比べて水準は上がったと、き

ちんと評価することも大事だと思います。もちろん前に比べて下がった要因は何だ

ろうか、誤差の範囲なのか、何か理由があるのか。全体を振り返るときは、前年度

比較に加え、やはり３か年の水準で見ることが重要だと思います。 

鎌田座長   あと私も気づきませんでしたが、オリンピック前の計画というので、推進計画が

県民活動の応援歌というか、応援計画になるというような位置づけも何かのときに

そのままいただいて、前段で御説明いただくと使える推進計画になるなと思いま

す。応援演説、ありがとうございました。 

牧野副座長  幹事会の中でも、それぞれの立場から意見をたくさん言って、ここまでまとめて

いただいたと。とても見やすくてよかったなと思っております。 

 １つ、共助社会づくり懇談会、先日ありましたけれども、あの中で私もいろいろ

申し上げましたけれども、そんな中でとても共感を呼んだのが、事業者から、細矢

さんの地元で事業をしている者にとって、地域づくりというのは身近だし、役に立

ちたいとみんな思っていると。だけど、寄付をくださいみたいな率直な、そこには

なかなか応えられないんだよというような話、また後でしていただければと思うん

ですが、そういう中で地域づくりのパートナーとして、事業所さん、企業との地域

づくりの課題を共有してシェアしていくということからまずは始めなきゃいけな

いし、そういう出会いの場づくりみたいなことがやはり大事なんだなと思っている

んです。 

 その中で25年度、26年度について、企業との関係のところは、事業としては計画

にはなかったんですけれども、改めて新しい計画の中で、地域に関わる様々な主体

と市民活動団体等の連携・協働の促進というところで、１つ細かいことですけれど

も、例えば細矢さんたちの団体で言えば、商工労働部が所轄だと思うんです。庁内

の中で市民活動団体を所轄する県民生活・文化課と商工労働でぜひ一緒にそういう

場をつくるみたいなことでやったら、もうちょっとスムーズにそこがいくのかな

と。具体的な話になりますけれども、そのようなことを、この間、細矢さんと話し

合いをしたところです。ぜひそんなふうに県が仲立ちをして、民間のところも参加

ができるような形で、実行委員会でも何でもいいんですけれども、そんなことを考
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えたところです。細矢さん、どうぞ。 

細矢委員   牧野さんみたいにうまく説明できませんが、先日、そのシンポジウムの中でお話

しさせていただいたことがきっかけで牧野さんとも若干お話しさせていただいた

んですけども、我々が今活動している中小企業家同友会の窓口というのは商工労働

部。地域連携だとか地域活性化ということで、我々も民間活動団体として、いろん

な提案をさせていただいたり、懇談をさせていただいたりする中で、今回、県民生

活・文化課さんがやられている取り組みとダブってくる部分を感じております。よ

くこういった活動やこういった懇談会の中で話が出る横方向展開をと。今、どうし

ても縦軸で物事がぶつ切りになってしまうということが問題になってきて、これは

どこでも出てくる話なんですけども、そこの横方向展開をというのは我々民間団体

でも同じことを考えておりまして、中小企業家同友会という会が商工会議所だと

か、ほかの経済団体との横方向の展開ができれば、同じような目的のところで得手、

不得手がありますので、そこの部分をうまく使っていけると、今まで我々が見えて

なかった新たな価値創造ができるんじゃないかななんていう話はさせていただく

んですが、これは全く県に置きかえて同じことが考えられるんじゃないかなという

ことなんです。 

 今、県民生活・文化課さんが取り組んでおられる地域コミュニティのコミュニテ

ィづくりだとかということは、実は我々、商工労働部が考えている地域活性化とい

うことと、言葉こそ違っていますけど、やっていることは余り変わらなくて、要は

地域の底上げをしないと、例えば会社をやっている人たちが頑張るというのは、僕

らはもちろんあるんですが、ここでも話が出ている地縁団体との連携を図るだと

か、まちづくりという中でよく話題に出るのが、町起こしとかの中でイベントを企

画するとか、祭りをやるとか。そういったことも含めて企業活動と地域活動をうま

く連携させていくことで、１つは、先ほどちょっとお話がありましたけど、必要な

資源という部分をサポートしやすいのが民間の我々経済団体、あるいは企業であっ

たりしているわけで、その部分を、先ほども牧野さんがお話しされていたように、

いきなりお金くださいと言われると、やっぱり企業は引くんですよね。ただ、そう

いう目的のために我々が一番しやすいのは何かといったら、お金で協力するのが一

番しやすいねとなりやすいのも現実なので、そういった目的のためにそういったか

かわりをしてくださいみたいなことを、これを言われるんじゃなくて、自発的にや

れるようなフィールドがあったらいいよねというお話をこの間させていただきま

した。 

 したがって、ちょっとまとめてお話しすると、我々、こういった会合の中で横方

向展開をしようじゃないかという話がよく出る。これを県の中でも同じように展開

していただくと、もっと視野が広がるんじゃなかろうかと私は感じておりまして、
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この間、そんな話をさせていただいたということです。 

鎌田座長   ありがとうございます。商工労働にも視野が広がるような推進計画になっている

と理解してよろしいでしょうか。ぜひそれを県の中でもいろいろ水平展開していた

だき、県民活動と商工労働がうまくかみ合っていくといいというような御意見と伺

ってよろしいでしょうか。 

細矢委員   はい。 

鎌田座長   ほか、いかがでしょうか。 

伊与久委員  この計画、かかわっている皆様の情熱が全て吹き込まれていると感じております。

本当に御苦労さまです。ありがとうございます。この計画ができて今度実施してい

く、これからが大変なときだと思うんですけども、先ほどの25年、26年の御報告の

ときに、いろいろ頑張ってきた中の施策展開で特に工夫したことという４点の工夫

点のお話がございましたけど、この工夫が情報の発信とか、タイミングのいい提供

とか、多様な団体との連携を密にとか、交流の場づくり、顔の見える関係でネット

ワークを広げていくんだとか、職員の現場主義ということをおっしゃっていました

けど、まさにそのとおりだと思います。そして今回の新しい計画にも、これをとど

まることなく、さらに磨きをかけて、この４点の工夫をしていっていただきたいと

思います。 

 さらに申し上げれば、私、地域福祉の関係者として、市町村、どこでも努力義務

として、地域福祉計画というのをつくりましょう、そして各地域の社会福祉協議会

は地域福祉活動計画をつくりましょうということで、いわゆる顔の見える地域の支

え合い、助け合いの計画づくりが、今、もちろん、どんどん進んでいるんですが、

千葉県内、とても残念なことに全54市町村できてないですよね。その作成率を上げ

るために千葉県社協が今県内を回ってどんどん指導しているんですが、それと皆さ

んがなさっていることはまさに同じだと思いますし、やっぱり地域って、頑張ると

言っていても、全部が同じレベルで進んでいるわけではないので、いつも刺激とか、

それから誘導とか、そういうような、この計画ができたとき、県のほうから絶え間

なくシグナルを送っていただくと、県内全体が同じように活気が出て、この計画が

進んでいくのではないかなと思いました。工夫の４点に加えて、地域への絶え間な

い刺激を与えていただけるようにお願いしたいと思います。 

鎌田座長   貴重な御意見ありがとうございました。 

 それでは齋藤委員、特に市町村の側から見て、どういうふうにというのを。 

齋藤委員   香取市の齋藤と申します。本日の会議、私はこの４月に異動になりまして課長に

なったわけなんですが、あわせまして県の県民生活・文化課より、改めまして前任

の課長に引き継ぎましてということで委員の御依頼をいただきました。まことにあ

りがとうございます。そう言いながら、前２回の会議のほうに参加できなかったこ



- 23 - 

と、大変申しわけなく思っております。改めましておわび申し上げます。 

 それと、今回のすばらしい計画書を見させていただきまして、皆様方のこれまで

の御検討というか、大変な努力をされ、県の方もこのような立派な冊子をつくって

いただきまして、まことにありがとうございます。本当にすばらしい計画書でござ

います。 

 前任の課長もお話しされているかと思うんですが、香取市のほうも、私の課でま

ちづくり条例というのを23年よりつくりまして、同様に市民協働によるまちづくり

ということで、今、住民組織ということで、各小学校区単位の自治会、あるいはＰ

ＴＡ、民生委員さん、そういった各団体の方々に入っていただいた組織づくりとい

うのを応援しているところです。今回のこの計画書、私も見させていただきまして、

今、私たち香取市で行っている事業を、さらにこの計画書をもって後押ししていた

だいたような感じにとったところでございます。特に県民活動が求められる背景の

中で様々なことが出ております。まさにこういった地域の課題について、地域の

方々と一緒に進めていきたいということで市のほうも行っているところでござい

まして、この計画書が温かく感じまして、私たちの進めている事業とあわせまして、

県のほうでバックアップしてくれているんだなと感じているところです。 

 先ほど県の新しい取り組みということで４点ほどお話を受けました。私のほうも

小さい市なんですが、その中でこういった御指導を受けながら進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ちょっとおくれましたので、おわびと、そういったことをお話しさせてもらいた

いと思いました。 

白戸委員   いい計画をつくっていただきまして、これからいよいよ実施ということで、実施

に当たっては、ひとつ大きく構えていただいたらどうかなと。私も長い間、県庁生

活をしましたが、今ほど、この事業が大事な時期はないと思います。地域創生なん

ていうことも言われたりして、これからますますその辺が重要になってくるかと思

いますが、いずれにしましても、高齢化がこれだけ進んできますと、今まで相当税

金を払っていた人たちがどんどんリタイアしていますから、なかなか税収も上がら

ない。そういう時期でありますから、財政面から言いましても、この事業をどんど

ん進めていかないとやっていけないだろうと思います。したがって、国もしかり。

先ほど内閣とのつながりの話もありましたけども、政府広報もどんどんやってもら

う。それから、県でも「県民だより」を通じていろいろＰＲしていますけども、こ

れも率先してやってもらって、これは県民生活・文化課だけの話ではなくて、むし

ろ各部にやってもらう、そういう仕掛けをしたらどうかなと。それから、市町村で

も、どんどんやってもらう。私は前からお話ししていますけども、県の役割という

のは情報提供と側面支援が中心になってくるんだろうと思います。ですから、あら
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ゆる機会を通じて、どんどんリードしていきますと運動自体がおかしくなりますか

ら、情報提供、側面支援、これを徹底的にやっていただく。そのためには、あらゆ

る機会をぜひ利用していただきたいなと。堂々とやってもらいたいと思います。 

鎌田座長   ありがとうございます。齋藤委員からも、市町村から見てもお墨つきをいただき、

白戸委員からも、堂々とこれを推進していこうというメッセージをいただいたと思

います。こうした協働を必要とする推進計画のいいモデルになればいいなと思いま

す。 

 事務局の総力を挙げて取り組んでいただいた成果だと思いますが、座長権限で、

特に先ほど小松委員からも御指摘ありましたが、上原さんが堂々とまとめられて、

一言、何か感想なりを、議事録には書きにくいかもしれませんが、あればお願いし

ます。 

事務局    いつも大変温かいお言葉をいただいてありがとうございます。皆様から激励の言

葉をいただいて、自分にとっては大変大きなモチベーションになっております。 

 きょうのお話を聞いていて少し自分なりの感想を述べたいと思うんですけれど

も、牧野委員のほうから、地域の様々な団体の連携が重要だというお話がありまし

て、全くそのとおりだと思っているんです。様々な団体との連携を県が仲介すると

いう話がありましたけれども、いろいろな形で仲介をしていく役割というのがある

かと思うんですけれども、前回の懇談会において、特に細矢委員がおっしゃってい

たんです。ガイドラインのようなものがあるといいというお話もありまして、プッ

シュ型の情報発信という話もあったかと思うんですけれども、そうした形で、企業

の方々に協働の進め方に関する情報提供をするというのも非常に大事かなと思っ

ております。その中で、今、うちの事業として、協働のガイドブックのようなもの

を作成しているんです。いろいろなＮＰＯだとか企業が連携して取り組んでいる事

例をヒアリングを行って、それをまとめた形でデータをつくっているところなんで

すけれども、そうしたものを広く多くの人々に配布などをして効果的に活用してい

くことが非常に重要なのかなと感じました。 

 計画については、これからパブリックコメントという形で県民の皆さんからいろ

んな御意見をいただくことになるんですけれども、そうした形でさらによりよいも

のをつくっていけたらなと思っておりますので、また幹事会、懇談会の場で、皆様

からいろいろと御意見をいただけたらと思っております。本当にありがとうござい

ます。 

鎌田座長   確定版ではないんですけど、ここまでまとめていただいたことに拍手をしたいと

思いますが、いかがでしょう。 

（拍   手） 

鎌田座長   ありがとうございます。 
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（３）その他 

 

鎌田座長   それでは、最後の議題、その他ですが、事務局からありますか。 

事務局    事務局の石井です。よろしくお願いいたします。先ほども実績報告の中で御紹介

いたしましたが、「ちば県民活動フェスティバル」につきましては、黄色いチラシ

が挟んでおります。11月８日にイオンモール幕張新都心において無事開催すること

ができました。これにつきましては、鎌田委員を初め牧野委員、そして千葉県社会

福祉協議会のほうからも多大なる御協力をいただきまして、本当にありがとうござ

いました。 

 ざっと内容を御紹介させていただきます。当日ステージでは、県民活動に携わっ

ている方々に公演をいただきました。ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉に

よる室内楽カルテット、そしてＢＭＸという小さい自転車を使った、プロのライダ

ーであり、ギネス記録を更新されている池田貴広さんによるパフォーマンス。また、

ふだんボランティアとして活動いただいているダボハゼのペペさんによるクラウ

ンショー。そして、平成25年度のライトブルー少年賞という、ボランティアの活動

をした団体等を広く顕彰している賞を受賞された八千代市立阿蘇中学校吹奏楽部

による演奏と合唱を披露いただきました。ステージの周りでは、ブース展示といた

しまして、先ほども御紹介あったように、千葉県社会福祉協議会からはおもちゃ図

書館として展示いただきました。子どもたちは、そのおもちゃから離れず、ずっと

遊んでいました。ちばＮＰＯ協議会からは、牧野委員の呼びかけにより、４団体の

御協力を得て展示をいただきました。そして、鎌田研究室の学生さんにも御協力い

ただきまして、学生さんの地域での取り組みについて展示いただきました。そのほ

か千葉市民活動支援センター、企業からは千葉ロッテ、イオンさんからの御協力を

得て展示させていただいたところです。 

 そして展示のほかに、今回のメインとして、一般の来場者の方々に御協力を得な

がらツリーモニュメントを作り上げました。一般の方々には、葉っぱ１枚１枚にい

ろいろな地域に対する思いとかアイデアを書いていただきまして、モニュメントに

取りつけました。このモニュメントは、学生さんたちに製作、当日の運営も全てや

っていただきまして、このように立派なツリーが完成したところです。これにつき

まして、来場のいろんな方々の思いが詰まっているもので、実際には高さ２メート

ルほどのものですけれども、県庁の本庁２階の県民活動情報オフィスのほうに展示

させていただいておりますので、よろしければ、そちらをぜひごらんいただければ

と思います。本当に皆さまのご協力により、無事開催できました。いろいろとあり

がとうございました。説明は以上とさせていただきます。 
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鎌田座長   ありがとうございました。学生たちも楽しませていただいたようです。 

事務局    交流事業班長の市原でございます。私のほうから「地方共助社会づくり懇談会in

千葉」の御報告をさせていただきます。皆様のお手元のチラシ４枚目にございます

ので、あわせてごらんいただければと思います。 

 10月31日に千葉駅前の京葉銀行文化プラザで開催いたしました地方共助社会づ

くり懇談会in千葉につきましては、「共助社会づくりを主体的に支えあう関係づく

り」を大きなテーマといたしまして、内閣府との共催で開催いたしました。定員100

名に対しまして、市町村関係者、ＮＰＯ関係者、一般等の皆様を含めまして92名の

御参加をいただき、盛会裏に終了いたしました。当懇談会からも、パネリストとい

たしまして、牧野委員、そして細矢委員にはお忙しい中御参加をいただきまして、

改めて御礼を申し上げます。本シンポジウムでは、副題といたしまして、「地域コ

ミュニティに新たな価値を」と題しまして、共助社会づくりを目指すためには、先

ほど細矢委員からも横のつながりが大事というお話が出ましたけれども、どういう

環境になればコミュニティとかかわりやすくなるのか。そして、それぞれの役割で

すとか発想の転換の必要性などについてパネリストの皆様方からわかりやすく御

意見をいただいたところです。 

 そして、参加者の皆様からのアンケート結果を見ますと、回収率55.4％でしたが、

シンポジウムの内容については、94％の方が「満足」か、「やや満足」と回答いた

だいております。主な意見として、いろいろな立場の最前線で活躍している方の生

の声が聞けて参考になったとか、特に企業の視点について印象に残った、あるいは、

こういうシンポジウムへの若者の参加が少なく、どうしたら若者を取り込めるかと

いう御意見がありました。２時間30分という長い時間でしたけれども、参加者の皆

様は熱心に最後まで御参加をいただきました。また、内閣府の皆様からも、今後の

共助社会づくりにつながるキーワードをたくさん聞くことができたとお褒めの言

葉もいただきました。今回のシンポジウムを通しまして、改めて共助社会のあり方、

それを支える様々な主体との連携、協働について理解を深めることができましたの

で、今後の施策につなげていきたいと思っております。以上で御報告を終わります。 

鎌田座長   牧野委員と細矢委員、大変御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 あと、委員の皆様から情報提供等がありましたらお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

牧野副座長  ちばのＷＡの地域づくり財団なんですけれども、12月12日の夕方、焼肉レストラ

ン新羅で、県内の大学生とかボランティアで学習支援のボランティアの方たちを支

援する基金を集めようということでチャリティーライブをやります。もしよろしけ

れば、ぜひ。 

鎌田座長   ありがとうございました。ほか、委員の皆様、いかがでしょうか。 
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 それでは、本日の議題は終了いたしましたので、事務局にお返ししたいと思いま

す。 

 

４．閉  会 

 

司会     どうもありがとうございました。次回の幹事会につきましては２月末、懇談会は

３月中旬を予定しておりますので、またその際には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３回千葉県県民活動推進懇談会を終了いたしま

す。本日はありがとうございました。 

―― 以上 ―― 


