
 

 

 

次期千葉県県民活動推進計画の策定について（案） 
 

１ 現計画の経緯 

近年、少子高齢化の進展、地域コミュニティの希薄化、県民のニーズの多様化

など、行政だけでは解決できない地域課題が多く発生しています。このような地

域課題を解決するためには、県民や市民活動団体の主体的な活動に加え、地域を

構成する様々な主体が連携し取り組んでいく必要があります。 

 

そのため、本県では、県民自らが行う社会貢献活動の健全な発展をめざし、広

く県民活動を促進するための施策を展開しているところです。具体的には、現計

画（平成 24～26 年度）のもとで、県民の社会貢献活動に関する理解や参加の促

進、市民活動団体の基盤強化、様々な主体の連携の促進などの事業を実施してき

ました。その結果、県民のボランティアへの参加経験や、寄付を受領した特定非

営利活動法人数、行政と市民活動団体の協働事業の件数が年々増加するなど、県

民、市民活動団体の社会貢献活動への取り組みが盛んになってきています。 

 

２ 次期計画策定の趣旨 

県政に関する世論調査（平成 25 年度）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 19.5％、市民活動団体の活動に参加（活動・寄付・支援）

している人の割合は 23.8％と、増加傾向にあるとは言え、まだ県民の社会貢献活

動への参加経験が少ない状況となっており、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となっています。 

 

また、地域における多様化する課題を解決するための取り組みについては、市

民活動団体、地縁団体、行政、企業、学校等、地域内外の様々な主体が連携・協

働することが一層求められています。その中で、取組の主体となる市民活動団体

の役割と地域コミュニティと密接に関わる市町村や中間支援組織の役割は、ます

ます重要となってきています。 

 

そのような状況を踏まえながら、今後さらに県民主導の地域づくりを促進して

いくため、平成 26 年度中に次期千葉県県民活動推進計画（平成 27～29 年度）を

策定し、継続的に施策を展開していきます。 

 

３ 次期計画の方向性 

次期計画の策定においては、平成 23，24 年度に国の「新しい公共支援事業交

付金」を活用して実施した「千葉県県民活動促進事業」の成果も活かしつつ、現

計画の基本的な方針を継続したいと考えます。 
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地域の課題に対しては、県民の生活に密着した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あり、市町村や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を支援していきます。具

体的には、市民活動団体、ボランティア活動への様々な世代の理解と参加を促す

施策、市民活動団体の基盤強化や多様な主体との連携促進を支援する施策を、広

域自治体としての県の特性を活かしながら展開します。 

 

なお、現計画では、４つの柱に沿って施策を展開してきたところですが、次期

計画においては、総合計画「新 輝け！ちば元気プラン」に示されている主な取

組を踏まえ、次の３つの柱に整理して行動計画を定める方向で検討しています。

現計画の柱の１つ「市民活動団体と行政との協働の推進」については、行政も地

域の様々な主体の１つであると捉え、「地域の様々な主体と市民活動団体の連携

の促進」に統合したいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 次期計画の成果指標及び各種調査の実施 

次期計画の成果指標については、上記３つの柱に沿って、広く県民活動を推進

するという計画の趣旨に配意しながら、別添＜成果指標の検討（案）＞のとおり

設定することを検討しています。また、計画策定時に毎回実施していました市民

活動団体の活動実態調査については、協力者の利便性や調査の継続性を考慮し、

電子申請システム等を活用しながら、別添＜計画策定に伴う各種調査の概要（案）

＞のとおり実施することを検討しています。 

 

５ 策定体制 

千葉県県民活動推進懇談会設置要綱第７条により幹事会を設置し、千葉県県民

活動推進懇談会及び千葉県県民活動推進幹事会において、助言等をいただき策定

します。 

 「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」 ＜現計画＞ 

＜次期計画＞ 
Ⅰ 県民活動への理解や参加の促進 

Ⅱ 市民活動団体の基盤強化等の支援 

Ⅲ 地域の様々な主体と市民活動団体の連携の促進 

１．互いに支え合う地域コミュニティの再生 

  ・地域に関わる様々な主体との連携促進 

３．地域活動に取り組む県民・市民活動団体の支援 

  ・県民のボランティア活動への参加促進 

・市民活動団体への基盤強化等の支援 

Ⅰ 県民活動への理解や参加の促進 

Ⅱ 市民活動団体の基盤強化等の支援 

Ⅲ 地域の様々な主体と 

市民活動団体の連携の促進 

Ⅳ 市民活動団体と行政との協働の推進 

＜総合計画               ＞ 



【成果指標の状況】 

１ 県民活動への理解や参加の促進 

目標項目 ２３年度 
目 標（２４・２５年度は中間数値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

市民活動団体の活動を

知っている人の割合 ５７．４％  
６１．６％ ６５．８％ ７０．０％ 
５７．６％ 

（＋０．２％） 
５６．２％ 

（－１．４％） 
 
 

ボランティア活動に参

加したことのある人の

割合 
１３．８％  

１５．９％ １８．０％ ２０．０％ 
１８．５％ 

（＋４．７％） 
１９．５％ 

（＋１．０％） 
 
 

   ※ 両指標とも、県政に関する世論調査結果より 
  

２ 市民活動団体の基盤強化等の支援 

目標項目 ２３年度 目 標（２４・２５年度は中間数値） 
２４年度 ２５年度 ２６年度 

市民活動団体の活動へ

参加（活動・寄付・支援）

している人の割合※１ 
２２．０％  

２３．０％ ２４．０％ ２５．０％ 
２３．９％ 

（＋１．９％） 
２３．８％ 

（－０．１％）  

寄付を受けたことがあ

るＮＰＯ法人の割合※２ ４５．８％  
４７．２％ ４８．６％ ５０．０％ 

（調査未了） ５３．４％ 
（＋７．６％） 

 
 

   ※１ 県政に関する世論調査結果より 
   ※２ 平成２３年度は県民活動実態・意向調査結果より 

平成２５年度以降は県民交流・文化課アンケート結果（ＮＰＯ法人対象に実施）より 
 

３ 地域の様々な主体と市民活動団体の連携の促進 

目標項目 
現  状 

（２３年度） 
目 標（２４・２５年度は中間数値） 
２４年度 ２５年度 ２６年度 

地域の様々な主体と連携して

いる市民活動団体の割合 ６５．４％ 
６８．６％ ７１．８％ ７５．０％ 

（調査未了） ６５．２％ 
（－０．２％） 

 
 

※ 県民交流・文化課アンケート結果（ＮＰＯ法人対象に実施）より 
 
４ 市民活動団体と行政との協働の推進 

目標項目 
現  状 

（２２年度） 
目 標（２４・２５年度は中間数値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

市町村行政・県行政と市民活

動団体との協働事業の件数 ３２４件 
３５０件 ３７５件 ４００件 
４１５件 

（＋９１件） 
５０８件 

（＋９３件） 
 
 

   ※ 千葉県ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧、県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧より 
 



＜計画策定に伴う各種調査の概要（案）＞ 

①一般県民向け（その１） 

調査名 県政に関する世論調査 
対象者 県内在住の満 20 歳以上の男女 3,000 名 （H25 の回答数は 1,556） 
実施方法等 郵送法 （８～９月） 
調査項目 ・市民活動の認知度 

・市民活動団体の活動への参加割合 
・ボランティア活動の参加割合 

計画との関連性 「市民活動団体の認知度」「市民活動団体の活動への参加割合」「ボランティ

ア活動の参加割合」は、現計画の成果指標 

②一般県民向け（その２） 

調査名 寄付・ボランティアに関する意識調査（仮） 
対象者 一般県民（約 300 人程度の回答を想定） 
実施方法等 ちば電子申請フォーム （６～７月） ※ＨＰ、各種メールマガジン（ちば

ＮＰＯ情報マガジン、なのはな情報マガジン等）、チラシ等にリンク掲載 
調査項目 寄付、ボランティアに関する質問、１０問程度 

＜寄付について＞ 寄付経験の有無と金額、寄付方法、寄付先の分野、寄付

をした理由、寄付の妨げとなる要因 
＜ボランティアについて＞ 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、参加した分野、参加した理由、参加の妨げとなる要因 
計画との関連性 
 

・市民活動を応援する行為である「寄付」についての一般の人の考え方など

から新たな方向性を模索する 
・地域活動なども含めた「ボランティア」についての一般の人の考え方など

から新たな方向性を模索する 

③ＮＰＯ法人向け 

調査名 県内ＮＰＯ法人実態調査 
対象者 県認証法人・千葉市認証法人 約 2,000 （H23 の回答数は約 500） 
実施方法等 ちば電子申請フォーム、又はＦＡＸ回答（６月～７月） 

※全法人へ郵送、及びＨＰ掲載 
調査項目 １５問程度 （※下線部分は平成 23 年度調査項目） 

活動分野、活動地域、事務所の状況、役員・職員・会員の人数、役員と職員

の年齢層、有給職員の有無と給与額、年間総支出額、主要な収入源、広報手

段、活動する上で困っていること、受講したい講座内容、寄付を受けたこと



の有無と受領金額と人数、連携・協働経験の有無と種類、連携先団体の種別 
計画との関連性 ・「寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の割合」「地域の様々な主体と連携し

ている市民活動団体の割合」は、現計画の成果指標 
・平成 23 年度調査と比較しながら、市民活動団体の基盤強化、連携促進の参

考資料として調査する 

④任意団体向け 

調査名 県内任意団体実態調査 
対象者 県内任意団体 （H23 の回答数は約 2,000） 
実施方法等 ちば電子申請フォーム、又はＦＡＸ回答（６月～８月） 

※各市町村登録団体等へ郵送、及びＨＰ掲載 
調査項目 １５問程度（法人向けと同一内容） 
計画との関連性 ・平成 23 年度調査と比較しながら、市民活動団体の基盤強化、連携促進の参

考資料として調査する 

⑤市町村向け 

調査名 市民活動実態調査 
対象者 54 市町村 ＮＰＯ・ボランティア担当課 
実施方法等 郵送およびメール（６～７月） 
調査項目 約４０問（平成 23 年度とほぼ同内容） 

市民活動団体との連携経験、連携の課題、県施策、新計画への要望など 
計画との関連性 
 

・平成 23 年度調査と比較しながら、市町村と市民活動団体の連携促進の参考

資料として調査する 
・市町村から新計画に関する意見、県に対する要望を調査（強い要望を持つ

市町村に対しては、ヒアリング調査を実施予定） 

⑥県職員向け 

調査名 ＮＰＯに関する意識調査 
対象者 本庁各課室、各出先機関の職員約 11,000 人 
実施方法等 県庁内ホームページのアンケートシステム（７月） 
調査項目 １０問程度（平成 23 年度とほぼ同内容） 

市民活動団体に関する意識、連携の経験など 
計画との関連性 ・平成 23 年度調査と比較しながら、県と市民活動団体の連携促進の参考資料

として調査する 
 



＜成果指標の検討（案）＞ 

①「Ⅰ 県民活動への理解や参加の促進」成果指標（その１） 

 現計画（Ｈ２４～Ｈ２６） 新計画（Ｈ２７～Ｈ２９）（案） 

指標 市民活動団体の活動を知っている人の

割合 
市民活動団体、ボランティア活動に関心

がある人の割合 

計画の柱 県民活動への理解や参加の促進 県民活動への理解や参加の促進 

実施方法 県政に関する世論調査 県政に関する世論調査 

質問内容 あなたは、市民活動団体の活動を知って

いますか。 
※ ここでいう「市民活動団体」とは、
市民の自発性に基づき、福祉や子育て支

援、まちづくり、環境等様々な分野の地

域課題の解決のために、自立的・継続的

に社会貢献活動を行う営利を目的とし

ない団体（行政が認証したＮＰＯ法人や

ボランティア団体等任意団体）のことで

す。 

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。 
※ ここでいう「市民活動団体」とは、
市民の自発性に基づき、福祉や子育て支

援、まちづくり、環境等様々な分野の地

域課題の解決のために、自立的・継続的

に社会貢献活動を行う営利を目的とし

ない団体（ＮＰＯ法人やボランティア団

体等任意団体）のことです。 

備考 ・「活動を知っている」は、ネガティブな要素も含むため、「関心がある」というポジ

ティブな言葉に置き換えたい 
・市民活動団体、ボランティアを含めた形で質問する 

 

②「Ⅰ 県民活動への理解や参加の促進」成果指標（その２） 

 現計画（Ｈ２４～Ｈ２６） 新計画（Ｈ２７～Ｈ２９）（案） 

指標 ボランティア活動に参加したことのあ

る人の割合 
ボランティア活動に参加したことのあ

る人の割合 

計画の柱 県民活動への理解や参加の促進 県民活動への理解や参加の促進 

実施方法 県政に関する世論調査 県政に関する世論調査 

質問内容 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。 

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。 
 

備考 「市民活動団体の活動」に限定せず、広くボランティア活動について尋ねたい 



③「Ⅱ 市民活動団体への基盤強化等の支援」成果指標（その１） 

 現計画（Ｈ２４～Ｈ２６） 新計画（Ｈ２７～Ｈ２９）（案） 

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 
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 

計画の柱 市民活動団体の基盤強化等の支援 市民活動団体の基盤強化等の支援 

実施方法 県政に関する世論調査 県政に関する世論調査 

質問内容 あなたは、市民活動団体の活動に参加し

たことがありますか。 
※ ここでいう「参加」とは、団体の会
員やスタッフとしての参加、団体への資

金・物品・場所の提供・寄付、ボランテ

ィアによる労力・技術等の提供、団体が

提供するサービスの利用・イベントへの

参加などを含みます。 

あなたは、市民活動団体の活動に参加し

たことがありますか。 
※ ここでいう「参加」とは、団体の会
員やスタッフとしての参加、団体への資

金・物品・場所の提供・寄付、ボランテ

ィアによる労力・技術等の提供、団体が

提供するサービスの利用・イベントへの

参加などを含みます。 
 

④「Ⅱ 市民活動団体への基盤強化等の支援」成果指標（その２） 

 現計画（Ｈ２４～Ｈ２６） 新計画（Ｈ２７～Ｈ２９）（案） 

指標 寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の

割合 
寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人の

割合 

計画の柱 市民活動団体の基盤強化等の支援 市民活動団体の基盤強化等の支援 

実施方法 県民活動実態・意向調査 郵送および「ちば電子申請システム」に

よるアンケート調査 

質問内容 貴団体は、これまで寄付を受けたことが

ありますか。 
貴団体は、これまで寄付を受けたことが

ありますか。 
 

  



⑤「Ⅲ 地域に関わる様々な主体との連携促進」成果指標（その１） 

 現計画（Ｈ２４～Ｈ２６） 新計画（Ｈ２７～Ｈ２９）（案） 

指標 地域の様々な主体と連携している市民

活動団体の割合 
地域の様々な主体と連携している市民

活動団体 

計画の柱 地域の様々な主体と市民活動団体の連

携の促進 
地域の様々な主体と市民活動団体の連

携の促進 

実施方法 県民活動実態・意向調査 郵送および「ちば電子申請システム」に

よるアンケート調査 

質問内容 これまでに、企業、ＮＰＯ・ボランティ

ア団体、県・市町村と連携したことはあ

りますか。 

これまでに、企業、ＮＰＯ・ボランティ

ア団体、県・市町村と連携したことはあ

りますか。 
 

⑥「Ⅲ 地域に関わる様々な主体との連携促進」成果指標（その２） 

 現計画（Ｈ２４～Ｈ２６） 新計画（Ｈ２７～Ｈ２９）（案） 

指標 市町村行政・県行政と市民活動団体との

協働事業の件数 
市町村行政・県行政と市民活動団体との

協働事業の件数 

計画の柱 市民活動団体と行政との協働の推進 地域の様々な主体と市民活動団体の連

携の促進 

実施方法 千葉県ＮＰＯ・ボランティア関連事業調

査、県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関

連事業調査 

千葉県ＮＰＯ・ボランティア関連事業調

査、県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関

連事業調査 

備考 行政も地域の主体の１つと捉えて、「地域の様々な主体と市民活動団体の連携の促進」

の成果指標とする 
 



 

 

 

千葉県県民活動推進計画（平成２７年～２９年度） 

 策定業務スケジュール 

 

年月 計画策定内容 推進懇談会 備考 

26 年 

6 月 

 

 

【計画原案】 

（策定作業） 

第１回懇談会 

・年間スケジュール 

・幹事選出 

・計画策定・アンケート調査案 

【各種調査対象・項目調整】 

 

【各種調査開始】 

7 月    随時、市町村ヒアリング 

8 月   （第１回幹事会） 

9 月  

◆市町村へ意見照会 

第２回懇談会 

・計画原案検討 

【各種調査結果速報】 

◆庁内意見照会 

◆関係団体意見照会 

10 月 
【計画案】 

（策定作業） 
  

11 月   
（第２回幹事会） 

推進会議幹事会（庁内会議） 

推進会議（庁内会議） 

12 月  

 

第３回懇談会 

・26年度中間報告 

・計画案検討 

【各種調査結果】 

 

27 年 

1 月 

◆パブリックコメント   

2 月   （第３回幹事会） 

3 月 
 

計画策定・公表 

第４回懇談会 

・26 年度実施結果、27年度計画 

・計画最終案検討 

 

4～ 

5 月 

 

 
 

計画印刷・配布 

 

 


