
新たな事業や、内容や名称に変更があったもの

柱 成果指標 行動計画 平成25年度  事業名 結果 平成26年度  事業名 目標
進捗状況

（10月末現在）
評価

①ＮＰＯ・ボランティア活動ニュースレターの発行 年12回発行 ①ＮＰＯ・ボランティア情報マガジンの配信 年24回配信 15回配信 ○

②千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット（サイト）の運営
ネット総ヒット数　1,054,904件
県ＨＰページビュー数　290,551件
情報配信件数　1,739件

②千葉県ホームページでの情報発信

県ＨＰページビュー数　350,000
件
情報配信件数（助成情報）　200
件

県ＨＰページビュー数　224,594件（9月末）
情報配信件数（助成情報）　102件（10月
末）

○

③県民活動情報オフィスの運営 利用者数　1,681人 ③県民活動情報オフィスの運営 利用者数　1,500人 856人 ○

④県民活動普及啓発イベントの開催
ちば県民活動フェスティバル　参加者10,000人
ちば県民活動ＰＲ月間駅頭配布　15,050枚
ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事　16,460枚

④県民活動普及啓発イベントの開催

ちば県民活動フェスティバル　参
加者2,000人
ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事
20市町村

ちば県民活動フェスティバル　参加者2,135
人（11月8日）

○

⑤出前説明会等の開催 30件　1,948人参加 ⑤出前説明会等の開催 30回開催 19回開催 ○

①ボランティア活動の情報提供リーフレット等の印刷
リーフレット　15,000部作成
ボランティアガイドブック　3,500部増刷
各種イベント（賛同行事を含む）等で配布

①ボランティア活動の情報提供リーフレット等の印刷 ―
リーフレット　10,000部増刷
各種イベント出展時などに配布

―

①ボランティアセンター・市民活動支援センター等研修会
及び交流会の開催

1回開催　70名参加 ①ボランティアコーディネーター研修会及び交流会の開催 1回開催　50人参加 1回　35人 ○

・千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワークによる連携強化（再
掲）

― ・千葉県市民活動支援組織ネットワークによる連携強化（再掲） ― ― ―

①市民活動団体基礎講座の開催 2地域　118名参加 ①市民活動団体基礎講座の開催 4回開催　200名参加
2回開催　59名参加
11月に2回開催予定

○

②市民活動団体マネジメント高度化セミナーの開催 3回　67名参加 ②市民活動団体マネジメント高度化セミナーの開催 2回　80名参加 1月に開催予定 ○

（２）民が民を支える仕組み
の普及・支援

①民が民を支える仕組みの改善・発展に係る支援 関係資料の提供　7回 ①民が民を支える仕組みの改善・発展に係る支援 ― ホームページに関係資料を掲載 ―

（３）改正ＮＰＯ法における新
たな認定ＮＰＯ法人制度等へ
の対応

①認定ＮＰＯ法人制度に関する説明会の開催 2回　17名参加 ①認定ＮＰＯ法人制度に関する説明会の開催等 随時
相談対応　44件
説明会　0回

○

①千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワークによる連携強化 会議　2回　幹事会　3回

②市民活動支援組織スタッフ研修の実施 2回　165名参加

― ―

（５）市民活動団体を支える
人材の育成強化

・ボランティアセンター・市民活動支援センター等研修会及
び交流会の開催（再掲）

― ・ボランティアコーディネーター研修会及び交流会の開催（再掲） ― ― ―

（１）多様な主体の連携・協働
による地域課題の解決

①地域コミュニティ活性化支援事業の実施 対象事業　5件 ①地域コミュニティ活性化支援事業の実施 対象事業　5件 5件 ○

― ― ①地域の様々な主体との協働ガイドの作成 30事例程度紹介 団体訪問の実施中 ○

①企業・市民活動団体によるパートナーシップ事業の実施 アンケート調査を実施 ― ― ― ―

②学校と市民活動団体との連携促進事業の実施 3回　52人参加 ②学校と市民活動団体との連携促進事業の実施 1回開催 1回開催　44名参加 ◎

③ちばコラボ大賞の実施 応募 16件 表彰事例 3事例 ③ちばコラボ大賞の実施
応募 16件以上
表彰事例 3事例以上

応募12件　表彰事例3件（11月4日決定） ○

（３）地域コミュニティの活性
化・よりよい地域づくりに向け
た連携を担う人材づくり

・ボランティアセンター・市民活動支援センター交流会の開
催（再掲）

― ・ボランティアコーディネーター研修会及び交流会の開催（再掲） ― ― ―

（１）県行政とのパートナー
シップ体制の強化

①パートナーシップ推進員会議の開催 2回　111人参加 ①パートナーシップ推進員会議の開催 1回開催 12/18開催予定 ○

①市民活動推進に向けた県・市町村推進会議の開催 1回　55人参加 ①県・市町村推進会議の開催
担当課長会議　1回開催
推進会議　1回開催

担当課長会議　1回開催
推進会議　3月開催予定

○

②市民活動施策研究会の開催 2回　111人参加 ②協働推進研究会の開催 年2回以上開催 12/18開催予定 ○

（３）市町村行政と市民活動
団体との協働に向けた支援

①市町村とＮＰＯとの連携促進事業の実施 意見交換会を3会場で実施 ①市町村と市民活動団体との連携促進事業の実施
2つ以上の市町村に協働専門家
を派遣

各市町村に照会中 ○

（４）全国の自治体との交流・
連携の促進

①ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク等を通じた施策研究
平成25年7月1日の三重県での開催支援、
ネットワーク会員234、研究会会員22

①ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク等を通じた施策研究 開催支援等 開催予定の自治体なし ●

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）

6地域で実施

（３）市民活動支援センター
やボランティアセンターなど

による県民参加の促進

○市民活動団体
の活動の認知割
合

目標　70％
H26　53.6％

○ボランティア活
動への参加割合

目標　20％
H26　18.3％

Ⅰ　県民
活動へ
の理解
や参加
の促進

①千葉県市民活動支援組織ネットワークによる連携強化
②市民活動支援組織スタッフ研修の実施
③アドバイザーの派遣

②ボランティアマッチング体制の整備

達成　◎　達成予定又はほぼ達成　○
達成困難又は達成せず　●

（１）市民活動団体の組織運
営力・事業開発力・資金調達
力等の向上支援

2事業 2事業 ○②ボランティア活動への参加促進

①会議 2回開催、幹事会 3回開
催
②スタッフ研修　2回
③アドバイザー派遣 3回

①会議　2回、幹事会 2回
②スタッフ研修　2回（11、2月予定）
③アドバイザー派遣　0回

○
（４）市民活動団体を支援す
る組織間の連携による機能
強化

（２）協働・支援の推進に向け
た県行政と市町村行政との
連携

Ⅳ　市民
活動団
体と行
政との
協働の
推進

（１）県民活動の普及啓発の
推進

（２）県民活動を体験する機
会の提供

Ⅲ　地域
の様々

な主体と
市民活
動団体
の連携
の促進

行政と市民活動
団体との協働事
業数目標　400
件
H26　469件

地域の様々な主
体と連携してい
る市民活動団体
の割合

目標　75％
H26　68.2％

（２）企業・学校など地域の
様々な主体との連携の促進

Ⅱ　市民
活動団
体の基
盤強化
等の支

援

○市民活動団体
の活動への参加
割合

目標　25％
H26　23.4％

○寄付を受けた
ことがあるNPO
法人の割合

目標　50％
H26　58.2％

資料１


