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（平成２６年度）
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提供
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ランティアセンターなどによる県
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Ⅰ　県民活動
への理解や
参加の促進

資料２
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市民活動支援組織スタッフ研修の実施 Ⅱ－（４）－②
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20
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力・事業開発力・資金調達力等
の向上支援

（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

Ⅱ　市民活動
団体の基盤
強化等の支
援

（１）多様な主体の連携・協働に
よる地域課題の解決

（２）企業・学校など地域の様々
な主体との連携の促進
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千葉県県民活動推進計画に係る実施計画事業一覧
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県・市町村推進会議の開催 Ⅳ－（２）－① 50

（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

（２）協働・支援の推進に向けた

Ⅲ　地域の
様々な主体と
市民活動団
体の連携の
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県・市町村推進会議の開催 Ⅳ－（２）－① 50

協働推進研修会の開催 Ⅳ－（２）－② 52
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との協働に向けた支援

市町村と市民活動団体との連携促進事業の実施 Ⅳ－（３）－① 53
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ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク等を通じた施策研究 Ⅳ－（４）－① 54
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県行政と市町村行政との連携
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団体と行政と
の協働の推
進
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千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 NPO・ボランティア情報マガジンの配信 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室・班名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

幅広い情報提供により県民活動を促進するため、主に県民生

活・文化課が実施する行事等のお知らせの他、NPO やボランテ

ィアの活動の参考になる情報をとりまとめ、メールマガジンを

配信します。 

事業の目的 県からのお知らせとして講座やイベント、役に立つ情報の他、

所轄庁としての情報を配信します。 

事業の概要 ＮＰＯ・ボランティア活動の参考となる情報や記事を随時配信

します。 

年度当初の  

実施目標  年２４回（月２回）配信 

実施予定及び

実施結果 

配信数：１５回（平成２６年１０月末日現在） 
内 容：研修会、講座、イベント情報、助成金等募集情報など。

月末の配信時には「市民活動支援センター訪問記」などの記事

を掲載した「ちば NPO・ボランティア活動ニュースレター」を

同時配信します。 
会員数：２，２３４名 
なお、今後「メールマガジン新規登録キャンペーン」を行い、

アンケートの実施や会員の増加を図ります。 

事業目的の 
達成状況※ 

ニュースレターを紙面配布から web 版に移行したことにより、

NPO・ボランティア情報マガジンからのリンクが可能となりま

した。また、会員は年度当初から若干増加しました。 

今後の課題※ 
マガジンの会員数を増加させるとともに、県ホームページ上の

ニュースレターの閲覧数が少ないため、内容や周知方法等を見

直す必要があります。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 千葉県ホームページでの情報発信 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室（班）名 

環境生活部 県民生活・文化課  交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

 インターネットを介したタイムリーな情報提供により県民活

動を促進するため、県ホームページの特設サイト「千葉県ＮＰ

Ｏ・ボランティア情報ネット」に、ＮＰＯ法人情報及び県のＮ

ＰＯ・ボランティア関連施策情報、民間団体等からの助成情報

等を掲載します。  

事業の目的 
 県ホームページ内「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」

により市民活動団体の運営環境向上に役立つ助成情報等を提供

することで、ＮＰＯ・ボランティア活動の強化を支援します。 

事業の概要 
 「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」において、助成

情報、関係機関連絡先、県の施策情報等を随時掲載・更新し、

タイムリーな情報提供を行います。 

年度当初の 
実施目標 

県ホームページ（「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」関

連ページ）ページビュー数       ３５０，０００件 
情報発信件数（助成情報）                   ２００件 

実施予定及び 
実施結果 

【アクセス件数】（平成２６年９月時点） 
○県ホームページ（「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」

関連ページ）ページビュー数：２２４，５９４件 

【情報発信件数】（平成２６年１０月時点） 
○民間団体等からの助成情報     １０２件 

事業目的の 
達成状況※ 民間団体等の助成情報など、随時、情報を更新しています。 

今後の課題※ 県民活動の促進に資することのできるよう更に充実した情報 

発信に努める必要があります。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（１）－③ 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 県民活動情報オフィスの運営 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
環境生活部 県民生活・文化課 交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

ＮＰＯやボランティアの活動を支援するため、県庁本庁舎２

階の「千葉県県民活動情報オフィス」において、ＮＰＯ法人の

縦覧及び閲覧、ＮＰＯ法人の設立等の各種相談、ＮＰＯ・ボラ

ンティア情報ネット等のインターネットによる情報検索、ミー

ティングルームの貸出し等のサービスを提供します。 

事業の目的 
ＮＰＯ法人の縦覧・閲覧書類の公開や、市民活動・ボランテ

ィアに関する情報について収集し、県民に向けて発信します。 

事業の概要 

県民活動情報オフィスは市民活動・ボランティアに関する情

報の収集・発信を目的として設置しており、主にＮＰＯ法人か

らの各種相談やＮＰＯ法人の縦覧・閲覧書類への対応、インタ

ーネットによる情報収集や検索支援、ミーティングスペースの

貸出し等を行っています。 
年度当初の 
実施目標 オフィス利用者数 １，５００名 

実施予定及び

実施結果 

オフィス利用状況(平成２６年１０月末現在) 
○ＮＰＯ法人等の各種相談：   １７４名 
○情報検索等窓口対応：     ３２６名 
○電話問合せ等対応：       ９４名 
○ミーティングスペース利用：  ２６２名 
   計              ８５６名 

事業目的の 
達成状況※ 

県民活動情報オフィス利用者数は昨年度と比較して、減少傾

向（前年同月利用者１，１２４名）となっています。 

しかし、法人認証関係以外の相談やスペースの貸出などが、

身近な市町村市民活動支援センターや市町村社協のボランティ

アセンターで利用可能な状態になってきたための減少とも考え

られます。 

今後の課題※ 
新たに加わった、ボランティアに関する情報の収集・発信や

庁内の関連事業の情報や助成金の情報収集を強化することが 

今後の課題となります。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（１）－④ 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 県民活動普及啓発イベントの開催 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

 室・班名 
環境生活部 県民生活・文化課 交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

 ＮＰＯ・ボランティア活動に対する県民の理解と参加を促進

するため、ＮＰＯ法施行日である１２月１日の前後１カ月

（11/23～12/23）を「ちば県民活動ＰＲ月間」とし、県民にＮ

ＰＯ・ボランティア活動を知ってもらい、活動への参加につな

がるようなイベントを実施します。 

事業の目的 
市民活動・ボランティア活動への市民の理解を深め、より多

くの県民の活動への参加や支援を促進し、活動の裾野が広がる 

ことを目指します。 

事業の概要 

市民団体と県等が連携して、楽しみながら市民活動に親しめ

る企画を盛り込んだ「ちば県民活動フェスティバル」や、ちば

県民活動ＰＲ月間の前後で開催される県内市町村の市民活動関

連イベントを「ちば県民活動ＰＲ間賛同行事」として位置づけ、

広報します。 

年度当初の 
実施目標 

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

実施予定及び

実施結果 

①ちば県民活動フェスティバル２０１４ 
日時：１１月８日（土）１２時～１６時 
会場：イオンモール 幕張新都心 
概要：県民活動の魅力を伝えるステージ発表、県民活動 
紹介コーナー、来場者によるモニュメントの作成 等 
参加者：２，１３５名 

② ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事 

ちば県民活動ＰＲ月間の趣旨に賛同する行事として、様々

な市町村で市民活動に関係した様々なイベントが開催されます。 

実施予定：１７市町            

③その他の広報 
  他団体の開催する行事に出展し、クイズやアンケートを 
 実施しました 
  エコメッセ ９月２３日（火） 参加者 ３０４名 
  印旛沼流域環境・体験フェア １０月２６日(日) 
                 参加者 ２４１名 
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Ⅰ－（１）－④ 

  東葉家族車両基地まつり １１月２日(日)   
                 参加者 ３５６名   

事業目的の 
達成状況※ 

 ちば県民活動フェスティバル２０１４の参加者数は、目標値

に達しました。 

 また、市民活動団体等との協働による県民活動紹介コーナー

の設置、大学生が企画・製作・運営し、来場者とともに完成さ

せたツリ―モニュメントなど、来場者が楽しみながら市民活動

に親しめるイベントとなりました。 

 他団体の開催する行事で行った「ボランティア活動経験の有

無」についてのアンケートでは、３カ所ともに「活動経験あり」

が過半数をしめており、ボランティア活動への県民の意識が向

上しているものと思われます。 

今後の課題※ 
 

より多くの参加者に市民活動団体について理解を深めてい

ただくとともに、実際の市民活動・ボランティア活動につなげ

ていく工夫が必要です。 

※部分については、県民交流・文化課の事業のみ記載 
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千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 出前説明会等の開催 

実施年度 平成２６年度 

担当部課・ 
室・班名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

ＮＰＯやボランティア活動に対する理解や参加を促進する

ため、県民や県内の市町村、企業、団体などが主催する概ね

参加者１０名以上の研修会等に対して、県職員が県内各地へ

赴き、ＮＰＯの基礎知識、活動状況、法制度などについて説

明会を開催します。 

事業の目的 

県民や県内の市町村、企業、団体などが主催する研修会等

に対して県職員が赴き、ＮＰＯに関する基礎知識、活動状況、

法制度などについて説明することにより、県民活動を普及・

啓発することを目的としています。 

事業の概要 
県民や県内の市町村、企業、団体などが主催する概ね参加

者１０名以上の研修会等に対して、県職員が県内各地へ赴き、

ＮＰＯの基礎知識、活動状況、法制度などの説明を行います。 
年度当初の  

実施目標 開催回数：３０回 

実施予定及び 

実施結果 

平成２６年１０月末時点で１９件開催し、参加者は合計で７

１４人となりました。内訳は下記のとおりです。 
（内訳） 
ＮＰＯ法人設立関係   →  ６件 

 ＮＰＯの基礎知識など  → １３件 

事業目的の 
達成状況※ 

月に約２．７件の頻度で開催しており、昨年度（２．５件／

月）よりも高い頻度で開催しています。 

今後の課題※ 
多くの人々の県民活動への理解・参加を促進するために、  

今後も出前説明会等の機会や内容を充実させていくことが 

必要です。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（２）－① 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 ボランティア活動の情報提供リーフレット等の印刷 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室・班名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

県民のボランティア活動への理解を深め、活動への参加を促進

するため、ボランティアの基礎や活動事例等を記載したリーフ

レット等を作製し、幅広い県民による活用を図ります。 

事業の目的 
ＮＰＯやボランティア活動について、県民の理解を深めるとと

もに、県民活動への参加を促します。 

事業の概要 
ＮＰＯやボランティア活動について分かりやすく記載した、リ

ーフレット等を活用することにより、広く県民に周知を行い、

県民の理解を深めるとともに、県民活動への参加を促します。 
年度当初の 

実施目標 ボランティアに関する広報資料などを作成します。 

実施予定及び

実施結果 

リーフレット「できることからはじめてみよう！ボランティア

活動」を１０月下旬に１０，０００部増刷。 
ちば県民活動フェスティバル２０１４や、各種イベント出展時

などに配布。 

事業目的の 
達成状況※ 

広報用リーフレットの挟み込みが可能なクリアファイルやビニ

ール袋を作成し、ボランティア活動のリーフレットをともに配

布することで効果的な配布をする予定です。 
主な配布個所  
・ちば県民活動フェスティバル２０１４  ２，５００枚 
・各種イベント出展時          １，０００枚 
・ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事     ８，０００枚 
・ボランティア参加促進事業         ５００枚 
・その他イベント、研修等          ５００枚 

今後の課題※ 多様な媒体やあらゆる機会を活用して、広く県民に周知し、  

ボランティア等への理解と参加を呼び掛けることが必要です。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載   
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Ⅰ－（２）－② 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 ボランティア活動への参加促進 

実施年度 平成２６年度 

担当部課・ 
室・班名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

県民の地域のボランティア活動への参加を促進するため、ボラ

ンティア体験講座等を実施し、地域人材の掘り起こしを行いま

す。 

事業の目的 地域活動・ボランティア活動への理解と参加促進を促し、県全

体の県民活動の推進を図ります。 

事業の概要 
平成２６年度はボランティア参加促進事業として、県民のボラ

ンティア活動への理解と参加促進を狙いとした事業を企画提案

により募集し、実施します。 
年度当初の 
実施目標 ２事業 

実施予定及び

実施結果 
 

応募団体：４団体 
採択団体：２団体 
 
①特定非営利活動法人Ｐｏｗｅｒ ｏｆ ＪＡＰＡＮ 
「はじめの一歩」事業 
 
１０月１８日 福島県へのボランティア体験バスツアー 
参加者３０名 
１２月１３日 敬愛大学にて活動発表会開催予定 
 
②特定非営利活動法人生涯学習応援団ちば 
２０２０ ちばおもてなし隊フェスタ－千葉のクール発信－ 
 
１月３１日 フェスタ開催予定 

事業目的の 
達成状況※ 

福島県へのボランティアバスツアーの参加者アンケートでは

２５名の方から「よかった」と回答がありました。 
また、「今後、他にもボランティア活動に参加したい。」と  

いう回答もありました。 

今後の課題※  より広い地域で開催ができるようにするなどの工夫をする 

必要があります。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（２）－③ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 地域と連携した福祉教育の推進 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
健康福祉部 健康福祉指導課福祉人材班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２６０６ 

実施計画の 
記載内容 

 県民の福祉に対する理解と関心を深め、福祉活動への自発的

な参加意欲を醸成するため、県下の小・中・高校・地域団体を

福祉教育推進校・推進団体に指定し、学校と地域が連携した福

祉教育活動を支援します。 

事業の目的 

 小・中・高校を対象に福祉教育推進校を指定し、他のモデル

となる福祉教育実践活動を促進し、広く普及を図ることにより、

本県の福祉教育を推進し、もって、次代を担う児童、生徒が福

祉教育をとおして豊かな経験を積み、思いやりの心を育て、助

けあいと連携の意識を培うことを目的としています。 

事業の概要 
・小・中・高校を対象に福祉教育推進校を指定 

・福祉教育研究県大会及び福祉教育推進員養成研修の実施 

年度当初の 
実施目標 

・新たな推進校の指定 
・福祉教育研究県大会の開催 
・福祉教育推進員養成研修の実施 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

・平成２６年度指定校 
  小学校 10 校、中学校 6 校、高等学校 6 校 
・福祉教育研究県大会 8/19 開催 参加者 240 名 
・福祉教育推進員養成研修 
   実施日 4/22，7/29，8/8，8/19，8/26 
   修了者 36 名 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（２）－④ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 高校生のためのボランティア体験講座 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
教育庁 さわやかちば県民プラザ 
ＴＥＬ：04-7140-8611 

実施計画の 
記載内容 

将来にわたりボランティア参加を促進するため，様々な分野の
講義，実習，施設の見学等を通して，ボランティアの意義を学
習し，夏季休業中に各自希望するボランティア活動を体験しま
す。 

事業の目的 
高校生がボランティア活動を体験することにより，生涯学習と
ボランティアに関する理解を深め，知・徳・体のバランスのと
れた人材を育成します。 

事業の概要 
ボランティア活動に関心のある千葉県内の高等学校に在学して
いる者を対象に様々な分野のボランティアについての講義と演
習を実施します。 

年度当初の 
実施目標 開催日数６日間，実習７時間以上，５０名 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

第１回 ６月２１日（土）さわやかちば県民プラザ（参加者 ４５名） 
内容 （１）オリエンテーション・ボランティアの心構え 

（２）保育ボランティア 
（３）ボランティア活動計画 

第２回 ６月２８日（土）さわやかちば県民プラザ（参加者 ４８名） 
内容 （１）環境ボランティア 

（２）プラザの活動紹介 
（３）福祉ボランティア実習 
（４）ボランティア活動計画 

第３回 ７月１３日（日）さわやかちば県民プラザ（参加者 ４７名） 
内容 （１）知的障害のある方との接し方 

（２）知的障害のある方との交流 
（３）認知症サポーター講座 
（４）ボランティア活動計画 

第４回 ７月２３日（水）さわやかちば県民プラザ，ひかり隣保館 
（参加者 ４０名） 

内容 （１）社会福祉法人養護老人ホームひかり隣保館体験 
（２）共生社会について 
（３）ボランティア活動計画 

第５回 ９月２０日（土）さわやかちば県民プラザ（参加者 ４２名） 
内容 （１）災害ボランティアを学ぶ 

（２）ボランティアセンターの機能 
（３）実践発表打合せ 

第６回 ９月２８日（日） さわやかちば県民プラザ（参加者 ４２名） 
内容 （１）実践発表（夏季休業中に実践したボランティア活動の発表） 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については，県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（２）－⑤ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 ボランティアスキルアップ講座 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
教育庁 さわやかちば県民プラザ 
ＴＥＬ：04-7140-8611 

実施計画の 
記載内容 

ボランティア活動を一層促進するため，ボランティアとして活

動している方やボランティアに関心のある方を対象に，活動に

不可欠なコミュニケーション力の向上を図るための講座を実施

します。 

事業の目的 
継続的で充実したボランティア活動を続ける上で，不可欠なコ

ミュニケーション力の向上等を図ります。 

事業の概要 
ボランティア活動者及び，ボランティア活動に関心のある方を

対象に，ボランティア活動に不可欠なコミュニケーション力等

を学びます。 

年度当初の 
実施目標 開催回数１回 参加数５０人 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

平成２７年３月１日（日）さわやかちば県民プラザ 
「自発的な活動を支える人になろう」（仮題） 
講師 deepdemocracy.center 代表理事，Ｔ＆Ｔ研究所研究員 

加納 基成 氏 
内容 体験活動ボランティア活動に必要な確かな知識や気づく

力，感じる力，検証し考える力，行動力等を講義だけで

なく，ミニワークショップも交えて学びます。 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（２）－⑥ 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 法人の森事業の実施 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

農林水産部 森林課 県有林班、治山・保安林班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２９４７ 

実施計画の 
記載内容 

企業等による社会貢献活動を促進するため、社会貢献や環境活

動を希望する企業や団体に対し県営林の一部を「法人の森」と

して提供し、ＣＳＲ活動としての森林整備活動や森林環境教育

活動をサポートします。 

事業の目的 

県営林において、企業・団体等の法人が行う社会貢献活動とし

ての森林整備を積極的に受け入れ、県有林の整備を促進すると

ともに、参加企業等の森林整備への理解を深め、地域の森林整

備への参加を促進します。 

事業の概要 
県営林において、企業、ＮＰＯ法人、地域住民団体、学校等（以

下「法人」という。）が、県との協定に基づき、社会貢献活動と

して森林の保全・整備・森林環境教育を実施します。 
年度当初の 
実施目標 

事業ＰＲ（ホームページ他） 
協定締結 ２件 

実施予定（アウ

トプット目標）

及び実施結果 
 
 

*実施状況に応じて

結果ベースに書き換

えていく 

 
①法人の募集 
随時     ホームページで事業 PR 

H26. 9.23   エコメッセ出展、事業ＰＲ実施 

 
②実施状況 
２６年度は、当事業に新たに取組む２法人と、０．２５ｈａの

協定を締結しました。これにより、２６年１０月末現在におい

て２３法人が県内２７カ所４６．５５ｈａにおいて、下刈り、

枝打ち、間伐などの森林整備活動や森林環境教育活動を実施し

ています。 

事業目的の 
達成状況※ 

 
－ 

今後の課題※  
－ 

※部分については、県民交流・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－（３）－① 
 

 
 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 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 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流企画班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１４７ 

実施計画の 
記載内容 

ボランティアとその活動の場とをつなぐボランティアコーデ

ィネーターの育成やスキルアップのための講座・研修を実施す

るとともに、コーディネーターと様々な主体との連携を促進す

るための交流会を実施します。 

事業の目的 

ボランティアのコーディネートなどの役割を担う、市町村ボ

ランティアセンターと市町村の市民活動支援センターがそれぞ

れに連携し、ボランティア活動が円滑にできる体制を整えるこ

とで、県民の県民活動への参加を促進します。 

事業の概要 
 県社会福祉協議会等との連携のもと、市町村ボランティアセ

ンターと市町村の市民活動支援センターのスタッフの研修及び

情報共有の場として、研修会・交流会を開催します。 

年度当初の 
実施目標 開催回数：１回  参加予定人員 ５０名 

実施予定及び 
実施結果 

実施日時 平成２６年９月２９日（月）午前１０時～午後４時 
場 所 千葉市ビジネス支援センター 参加者３５名 
（第１部） 
講演テーマ 「対話の在り方について」 
講師 山田由紀子 氏（特定非営利活動法人被害者加害者対

話の会運営センター代表） 
（第２部） 
 ワークショップ（相談事例を用いたケーススタディ） 

事業目的の 
達成状況※ 

参加者については目標の人数に届きませんでした。 
しかし、内容については、アンケート回答者２５名のうち、

２４名が「大変よかった」「よかった」と回答しており、好評を

得ることができました。また、「ボランティアセンター、市民活

動センターは一体化してやることでメリットが多い」という感

想もあり、組織は異なるが同じ目的を有する参加者が一堂に会

して交流を図ることの意義を再確認できる機会となりました。 
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Ⅰ－（３）－① 
 

 
 

今後の課題※ 

研修会の内容については、アンケート結果によると、「企業・

ボランティアセンター・行政等との連携」が多く、様々な主体

間の連携を担う支援機能の強化に資するような研修会を実施す

ることが望ましいと考えます。 
 また、より多くの人々が参加できるよう工夫をこらしながら、

ボランティアセンター・市民活動支援センターのコーディネー

ターとしての機能の充実を支援していくことが必要となりま

す。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅰ－その他 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 ボランティア活動の振興（ボランティア振興事業） 
実施年度 平 成 ２ ６ 年 度  
担当部課・ 

室名 
健康福祉部 健康福祉指導課福祉人材班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２６０６ 

実施計画の 
記載内容 

 ボランティア等の民間福祉活動の育成発展を図るため、各種

ボランティア研修事業等を行う県ボランティア・市民活動セン

ター等の活動を支援します。 

事業の目的 
 ボランティアや市民活動のリーダーまた、コーディネーター

等としての基本的な知識や技術の習得向上を図り、また、ネッ

トワークを広げる活動を拡充することを目的としています。 

事業の概要 
千葉県ボランティア・市民活動センター運営事業への補助及び 
千葉県ボランティア・市民活動センターが実施する各種研修事

業への補助 

年度当初の 
実施目標 

○千葉県ボランティア・市民活動センターの運営事業補助 
○研修事業補助（ボランティア・市民活動コーディネーター研

修、リーダー研修、新たな担い手育成セミナー） 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

○千葉県ボランティア・市民活動センターの運営事業への補助 
 資材・機材の貸出、各種民間団体助成、ボランティア保険

の普及、情報誌の発行、情報コーナーの設置等への補助 
○研修事業への補助 
・ボランティアコーディネーター研修会 
 （基礎編 26 年７月開催） 

・ボランティアコーディネーター研修会 

 （精神編 26 年 10 月開催） 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載  
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Ⅱ－（１）－① 
 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 市民活動基礎講座の開催 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

活動開始後日の浅い市民活動団体に対して、現状を理解する講

座や継続して活動するための会計処理や情報開示等の基礎的

講座を実施します。 

事業の目的 

特定非営利活動法人等（以下「市民活動団体等」という。）が

自立的に継続して活動できるよう、人材・資金獲得のノウハウ

や、基本的な会計処理の知識を習得するための講座を実施し、

市民活動団体等の活動基盤の強化を図ります。 

事業の概要 

団体運営の基礎知識を習得するための講座を開催します。 
【内容】 
＜講座１＞支援者を増やし、人・場所・資金を獲得する方法（講
義及びグループワーク） 
＜講座２＞ＮＰＯ法人会計の基礎（講義と演習） 

年度当初の  

実施目標 

（１）開催回数及び参加者数 
講座１及び講座２とも各２回、 計４回（各回５０名） 
延べ２００名 

（２）開催地域 
   君津地域及び千葉地域 

実施予定 
及び 

実施結果 
（アウトプット） 

 

【君津地域】君津市生涯学習交流センター 
H26/10/8 ＜講座１＞開催、参加者 26 名 

H26/11/13 ＜講座２＞開催予定 
【千葉地域】千葉市中央コミュニティセンター 

H26/10/16 ＜講座１＞開催、参加者 33 名 

H26/11/17 ＜講座２＞開催予定 

事業目的の 
達成状況※ 

講座１を君津地域及び千葉地域で講座を実施し、２地域合計で

５９名と、定員に対して６割程度の参加でしたが、講座終了後

のアンケート調査（回収率７６％）では、「大変役にたった」

「役にたった」と回答した割合が８２％（２回平均）であり、

参加者の満足度が高いことから、効果的な講座を実施できたも

のと考えられます。 

今後の課題※ 
 

基礎知識習得のための講座は団体の運営基盤の強化に効果的

であり、事業を実施する必要性はあるが、定員充足率を挙げる

ため、さらに講座内容、実施の広報等を検討する必要がある。 
※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅱ－（１）－② 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 市民活動団体マネジメント高度化セミナーの開催 

実施年度 平成２６年度 

担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

市民活動団体の運営能力の高度化を促進するため、市民活動支

援センターや中間支援団体等と連携・協力して組織運営・事業

開発・資金調達の各分野でのマネジメント能力の高度化を促進

します。 

事業の目的 
活動経験を積んだ団体に対して、組織運営・事業開発・資金

調達の各分野でのマネジメント能力の向上を促進し、安定的、

継続的な活動の継続を図ります。 

事業の概要 活動経験を積んだ団体（法人設立５年以上）を対象に、３分

野（組織運営・事業開発・資金調達）のセミナーを開催します。 

年度当初の 
実施目標 

開催回数：２地域で各１回 
内容：組織運営・事業開発・資金調達の３つのテーマの盛込む 

参加者：各地域４０名 

実施予定及び

実施結果 
 
 

 

○開催予定 
 会場及び開催日 

会 場 開催日 

鎌ケ谷市中央公民館３階 学習室 平成 27年 1 月 21 日(水) 

千葉県庁南庁舎本館９階 第３会議室 平成 27年 1 月 29 日(木)  

開催時間：いずれも 10:00～16:00 
定 員：いずれも 40 名 
研修内容：組織運営・事業開発・資金調達のテーマで、それ

ぞれ講義・ワーク・全体共有の後、講師から全体

的なコメントと質疑応答を行います。 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※ 
  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅱ－（２）－① 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 民が民を支える仕組みの改善・発展に係る支援 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

平成２３～２４年度の「民が民を支える仕組み構築モデル事

業」において構築された仕組みについては、県が実施するイベ

ント等において仕組みを周知・ＰＲするほか、運営主体が実施

するセミナー等について県ホームページ等により広報すること

で、仕組みの活用促進を図ります。 
また、既にある民が民を支える仕組みやこれから新たに仕組

みを構築する場合には、モデル事業の実施によって蓄積した 

ノウハウ等の情報提供や、関連する県事業と連携を図る等、  

その普及・発展を支援します。 

事業の目的 
既にある民が民を支える仕組みや、新たに仕組みを構築する

場合にこれまで蓄積したノウハウ等の情報提供や、関連する県

事業と連携を図る等、その普及・発展を支援します。 

事業の概要 

県が実施するイベント等において仕組みを周知・ＰＲする 

ことや、運営主体が実施するセミナー等について県ホームペー

ジ等で広報することにより仕組みの普及・活用への支援を行い

ます。 

実施予定及び

実施結果 

①県主催の講座等において仕組みの紹介を行う。 
②県ホームページにおいて関係資料及びイベント情報を掲載。 

 

事業目的の 
達成状況※ 

県ホームページに関係資料を掲載しているほか、運営主体が実

施するチャリティイベント情報を掲載するなど、情報提供を行

っています。 

今後の課題※ 

 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅱ－（３）－① 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 認定ＮＰＯ法人制度に関する説明会の開催等 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
環境生活部県民生活・文化課 ＮＰＯ法人班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３７ 

実施計画の 
記載内容 

 認定ＮＰＯ法人を目指しているＮＰＯ法人に対して、認定Ｎ

ＰＯ法人制度の概要、認定取得のための基準、認定取得後の義

務等について説明会を開催します。 

事業の目的 

特定非営利活動法人に対して、認定特定非営利活動法人制度

の概要、認定取得のための基準、認定取得後の義務等について

説明を行うことで、制度の周知を図り、認定取得を目指す法人

の増加を目指します。 

事業の概要 
 特定非営利活動法人に対して、認定特定非営利活動法人制度

の概要、認定取得のための基準、認定取得後の義務等について

説明会を開催します。 

年度当初の 
実施目標 

 認定取得を目指す法人からの相談に随時応じるとともに、必

要に応じて説明会を開催します。 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

（平成２６年１０月末日現在） 
相談対応件数 ４４件（認定相談２９件、仮認定相談１５件） 
説明会開催回数 ０回 

事業目的の 
達成状況※ 

認定取得を目指す法人からの相談に４４件対応しました。 
説明会は参加希望者が少ないため開催していませんが、参加

希望者には別途、個別相談を案内しています。 

今後の課題※ 今後も、認定取得を目指す法人からの相談に随時応じるとと

もに、必要に応じて説明会を開催していきます。 
※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅱ－（４） 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 
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 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

① 市民活動支援組織の機能向上及び連携強化のため、県内の主要な

市民活動支援組織の関係者を構成員とする千葉県市民活動支援

組織ネットワークを運営します。 
② 市民活動支援組織のスタッフを対象に、市民活動支援組織の機能

強化のために必要とされるノウハウや知識を習得するための研

修を実施します。 
③ 支援センターを設置予定の市町村やセンターの機能充実を目指

すセンターなどへアドバイザーを派遣し、個別支援をします。 

事業の目的 
県内の市民活動支援組織（市町村の市民活動支援センター、民間

の市民活動支援団体及びボランティアセンター等）の機能向上と連

携強化を図ります。 

事業の概要 

市民活動支援組織の機能向上及び連携強化のため、会議や市民活

動支援組織のスタッフを対象とした研修会を開催します。 

ネットワークの運営に当たっては、市民活動への支援機能を具体

的に検討するための幹事会を開催します。 

また、個別支援として、アドバイザーを派遣します。 

年度当初の 
実施目標 

① ネットワーク会議の開催回数 ２回 
幹事会の開催回数  ３回 

② スタッフ研修    ２回（参加者各４０名） 
③ アドバイザー派遣  ３回 

実施予定及び

実施結果 
 
 
 

  

① 会議 
○第１回 
日時：８月２８日（木）１０：００～１２：００ 
会場：千葉県教育会館 ２０３会議室 
内容：①各種調査結果について 

②事例発表 
富里市における市民活動支援センター開設準備状況に

ついて 
③意見交換（協働提案制度等について） 

参加者数：５８名 
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Ⅱ－（４） 

○第２回 
日時：１０月３１日（金）１３：３０～１６：００ 
会場：京葉銀行文化プラザ６階 欅 
内容：地方共助社会づくり懇談会 in 千葉（内閣府と共催） 
参加者：９２名 

・幹事会 
○第１回 
日時：７月１日（火）１０：００～１２：００ 
会場：千葉県庁本庁舎２階 県民活動情報オフィス 
内容：平成２６年度の運営方針、スケジュール、会議の 

企画概要、スタッフ研修等についての検討 
  参加者数：１７名 
 ○第２回 

日時：１０月３日（金）１３：３０～１５：３０ 
会場：千葉県庁本庁舎２階 県民活動情報オフィス 
内容：第１回会議の検証、第２回会議の企画概要、スタッフ研修

等についての検討 
  参加者数：１４名 
 ○第３回 
 ２～３月に開催予定 

② スタッフ研修 
○１回目 
日時：１１月２５日（火）１３：３０～１５：３０ 
会場：千葉市ビジネス支援センター 会議室１・２ 
内容：協働政策をめぐる現状と課題 

○２回目 
２月開催予定 

③ アドバイザー派遣（予定なし） 

事業目的の 
達成状況※ 

 ２回の幹事会を通して、ネットワークの運営方針や会議の企画概

要等を検討し、その結果を踏まえて、第１回・第２回の会議を開催

しました。 
また、スタッフ研修の内容へのご意見をいただき、１回目の研修

の開催案内も終わり、２回目の研修についても企画が固まっていま

す。 

今後の課題※ 

より効果的な運営とするため、オブザーバーや幹事会のあり方な

どを見直し、支援組織同士のネットワークを強化していく必要があ

ります。 
また、アドバイザーの派遣については、現時点で要請がなく、市

町村や団体への働きかけが必要です。 
※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅱ－その他 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 特定非営利活動法人の関する法人県民税の減免 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
総務部税務課法人調査指導班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２３５９ 

実施計画の 
記載内容 

収益事業を行っていないＮＰＯ法人に対し、法人県民税を減免

する。 

事業の目的 
千葉県県税条例第２３条の規定による減免 

事業の概要 
ＮＰＯ法人（収益事業を行うものを除く。）から県税事務所長に

提出された減免申請書を審査の上、県民税（均等割）を減免す

る。 

年度当初の 
実施目標 

収益事業を行っていないＮＰＯ法人から減免申請があった場合

は、申請の内容を精査し適正に処理する。 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

減免申請書の提出締切日が毎年４月３０日のため、今年度は 
ほぼ適正に処理済みである。 
 なお、減免申請については、原則毎年度申請を行うものであ 
るが、ＮＰＯ法人について平成２６年４月から取扱いをあらた 
め、ＮＰＯ法人の現状に変更がない場合は減免の申請がなくて 
も減免措置（みなし減免）を行うこととした。 
 
 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（１）－① 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 地域コミュニティ活性化支援事業の実施 

実施年度 平成２５年度～平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

希薄化した地域コミュニティの再生や、新たな地域コミュニ

ティの仕組みづくりの取組に対して支援を行い、併せて、その

取組を広く県民に発信することにより、地域コミュニティの活

性化を図ります。 

事業の目的 

地域課題の解決には、多様な主体が対等な立場で議論し、合

意形成を行いながら、それぞれの特性を生かして取り組んでい

くことが不可欠なことから、そのような取組に対して支援等を

行うことにより、地域コミュニティの活性化を図ります。 

事業の概要 

１ 実施主体 
市町村と地縁団体を必ず含む多様な主体により実施する。 

２ 補助対象事業の内容 
円卓会議を設置・開催し、地域課題の現状及びニーズ調査

を行うなど、円卓会議において課題の明確化・共有化を図る

とともに、円卓会議構成員をはじめとした、地域課題に関係

する多様な主体との連携・協働により、地域コミュニティの

活性化に向けて取り組む協働事業 
３ 実施期間  
交付決定日から平成２７年１月３１日まで 

４ 補助率／補助金額 
 ２分の１／１００万円以内 

年度当初の 

実施目標 補助対象事業 ５件 

実施予定及び 
実施結果 

※実施状況に応じて

結果ベースに書き換

えていく 

４月下旬～５月３１日 事業の募集（９件） 
６月３日～６月２３日 選考評価委員による選考（５件） 

７月１１日 交付決定、事業開始 
９月  ～１１月   現地確認 
１０月２１日     中間報告会 
３月上旬～中旬    成果報告会（予定） 
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事業目的の 
達成状況※ 

平成２６年度は９事業の提案があり、外部の有識者による審

査の結果、５事業を採択し、実施しています。 
また、現地確認及び中間報告会の開催により、各事業の進捗

状況及び今後の進め方などを確認した結果、各団体による協働

の取組が、緩やかではありますが、地域に根付きつつあると思

われます。 
＜事業名＞ 
○地域・都市連携による平群地区コミュニティの活性化～地域

運営型グリーン・ツーリズムの推進～ 
○旭・いいおか復興観光まちづくりプロジェクト 
○「ちばの WA!東葛本舗」が推進する「地域の活き活きライフ

サポート」モデル構築事業 
○地域コミュニティ再生事業～安心・安全の取組による地域コ

ミュニティの融和・活性化～ 
○銚子発！地域ミライづくり多世代交流事業 

今後の課題※ 
 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 千葉県男女共同参画社会づくりネットワーク会議の開催 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
男女共同参画課  企画調整班 
ＴＥＬ：２３７２ 

実施計画の 
記載内容 

地域における男女共同参画の推進に主体的に取り組む民間団体

間のネットワークづくりを推進するため、ＮＰＯを含む関係団

体の交流や学習の場としてネットワーク会議を開催します。 

事業の目的 
県内の男女共同参画の推進に主体的に取り組む民間団体の交流

の場を設け、ネットワークづくりを進める。 

事業の概要 

男女共同参画の推進に主体的に取り組む団体からの推薦者と一

般公募からなる企画運営委員会を設置し、企画運営委員会と県

との協働により千葉県男女共同参画社会づくりネットワーク会

議を開催する。 

年度当初の 
実施目標 

開催回数１回   
・様々な分野における地域活動を行っている民間団体に、男女

共同参画の理解促進を図り、ネットワークづくりを進めること

を目的とする。 
・「千葉県男女共同参画センターフェスティバル」と合同で開

催することにより、県民と民間団体等との交流を促進する。 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

平成２６年８月３日（日）「千葉県男女共同参画センターフェス

ティバル 2014＆ネットワーク会議」開催 
参加者数：８６名 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（１）－③ 

 
 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 地域福祉フォーラムの設置・活動の促進 

実施年度 平 成 ２ ６ 年 度  
担当部課・ 
室（班）名 

健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２６１５ 

実施計画の 
記載内容 

 地域住民が、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、ＮＰＯ

等地域福祉の担い手、更には福祉以外の各分野の人たちと協働

して、地域における福祉等のあり方・取組みを考えていく組織

である地域福祉フォーラムの設置を促進する。 

事業の目的 

 地域で安心して暮らせるコミュニティの再生や地域における

新たな支え合いを確立するため、今まで地域福祉を担ってきた

民生委員・児童委員や社会福祉協議会、ボランティア団体だけ

でなく、防災、教育、就労等様々な分野の担い手が参画・協働

する組織の設置を図る。 

事業の概要 
 小域・基本圏域における地域福祉フォーラムの設置促進を図

るため、シンポジウムや研修会を実施するとともに、その活動

の促進のため、事業費の一部を補助する。 
年度当初の 
実施目標 小域・基本圏域における地域福祉フォーラムの設置促進 

実施予定及び 
実施結果 

（アウトプット） 
 

１ 研修及び会議等 
（１）地域福祉フォーラムブロック別研修会 

未定（日付け 会場 名参加） 
（２）他研修等への出張説明 

未定（ＣＳＷ育成基礎研修 回） 
未定（市町村社協研修   回） 
未定（各種地域会議    回） 

（３）地域福祉ちば県民会議 
未定（会場：千葉市 名参加） 

（４）千葉県地域福祉フォーラムシンポジウム 
未定（会場：千葉市 名参加） 

（５）千葉県地域福祉フォーラム幹事会 
未定（会場：千葉市 名参加） 

２ 広報・啓発 
  県社広報誌への掲載 未定（ 回） 
  県社協ホームページへの掲載 
３ 調査研究 
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  未定 
４ 事業費助成（新規） 

基本圏域フォーラム 未定（ 箇所 千円） 
小域圏域フォーラム 未定（ 箇所 千円） 

         合計 未定（ 箇所 千円） 
※平成２５年度末フォーラム数 
  基本 ２４箇所 
  小域２８０箇所 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民交流・文化課の事業のみ記載 
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千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年９月末日 現在 

事業名 ちば中小企業元気づくり基金事業（地域プロデュース支援事

業）の実施 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
商工労働部 経済政策課 政策室 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２７０３ 

実施計画の 
記載内容 

中小企業者をはじめ、地域住民、ＮＰＯや商工団体等が連携し

て取り組む、地域ブランドのシーズ発掘、商品化の道を探るな

どの企画業務、地域資源を活用した企画の実践やイベント実施

などに対して助成します。 

事業の目的 

ちばの地域資源を活用した製品開発やビジネスモデル構築等

の支援を行い、中小企業の経営資源の強化に資するとともに、

中小企業が存在する基盤である地域と連携した地域づくり・ま

ちづくりを支援する。中小企業の経営資源の活用による地域活

性化や活性化した地域が新たな需要を生み出し、企業経営によ

い影響を与えるといった好循環を生み出していく。 

事業の概要 

①地域プロデュース事業助成：地域ブランドのシーズ発掘、商

品化の道を探るなど地域をプロデュースする企画業務への助

成 
②地域活性化事業助成：地域資源を活用した企画の実践やイベ

ント実施等の地域活性化事業への助成 
年度当初の 
実施目標 

地域プロデュース事業助成  1 件 
地域活性化事業助成     11 件 

実施予定及び実

施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

○実施結果 
【公募の実施】 
一次募集：4/1～4/30 
二次募集：6/16～7/4（地域活性化事業助成のみ） 

【助成先の決定】 
6/11 審査会開催 
地域プロデュース事業助成   1 件 
地域活性化事業助成       5 件 

8/5 審査会開催 
地域活性化事業助成       3 件 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 

-28-



Ⅲ－（２）－① 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 地域の様々な主体との協働ガイドの作成 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

協働事業の具体的な取り組みについて「協働事例集」を作成

し、様々な主体への啓発を行うとともに、協働の幅広い実践に

繋げていきます。 

事業の目的 

協働のきっかけや、事業を進める上での課題などを記載した

ガイドブック（協働事例集）を作成し、協働を始める際の参考

としていただき、地域における協働の促進を図ります。 

 また、市民活動団体等の PR になるような内容も盛り込み、団

体自らが積極的に活動を PR することへの意識を高め、協働先を

探す多様な主体への団体情報提供の役割を担うものとします。 

事業の概要 

これまで、県が実施してきた事業を中心に、地域における様々

な主体による協働事例を取りまとめ、協働のきっかけや、事業

を進める上での課題など、協働を始める際の参考となるような

ガイドブック（協働事例集）を作成します。 

年度当初の 
実施目標 

○A4 版 8 ページ程度（A3 両面印刷で二つ折）の概要版作成 
○事例の詳細は HP で紹介 
○事例数：３０事例程度 

実施予定及び

実施結果 

現在、掲載候補団体を抽出し、随時団体訪問を実施していま

す。 
記載内容等については、2 回の編集会議を開催し、担当者間

の認識を共有するとともに、レイアウトなどを検討しています。 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※ 

 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 学校と市民活動団体との連携促進事業の実施 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３―４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

地域の民間教育力を活用した地域協働の活性化を図るため、

教職員向けの講座を実施することにより、ＮＰＯと学校が連携

するための環境づくりを促進します。 

事業の目的 
教職員及びＮＰＯが相互理解を深め、新しい情報を得られる

ような講座を実施することにより、ＮＰＯと学校が連携・協力

できるような環境づくりを促進します。 

事業の概要 
教職員がＮＰＯへの理解を深め、ＮＰＯに関する新しい情報

を得られるよう、千葉県総合教育センターが実施する教職員研

修においてＮＰＯ講座を実施します。 

年度当初の実

施目標 
 開催回数  １回 
 

実施予定及び

実施結果 

教職員研修におけるＮＰＯ講座の実施 
２６年８月２５日（月）  参加者４４名 
対象：県立学校等新任教務主任研修受講者 
会場：県総合教育センター 

事業目的の 
達成状況※ 

学校関係者を対象にＮＰＯ講座を開催したことで、協働の必

要性、ＮＰＯについての理解が深まりました（参加者アンケー

トで９割以上が「深まった」と回答）。また、学校現場における

ＮＰＯとの連携・協力状況についての実態を把握することがで

きました。 

 

今後の課題※ 

教育委員会と連携を図ることにより、公立の小・中学校の教

員等を対象とした研修でも、講座を実施出来るよう検討します。 

また、学校の教員を対象に開催した講座受講の成果が、具体

的な連携・協力につながるような仕組みを工夫する必要があり

ます。 
※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 ちばコラボ大賞の実施 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

地縁団体、社会福祉協議会、学校・大学、企業、行政機関等と

市民活動団体とが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域

社会の課題解決に取り組んでいる事例の中から、他のモデルとな

るような優れた事例に取り組んでいる団体を表彰し、広く県民に

周知することにより、連携による地域づくりの促進を図ります。 

事業の目的 

地縁団体、社会福祉協議会、学校・大学、企業、行政機関等と

ＮＰＯとが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域社会の

課題解決に取り組むことで、福祉や環境、子育て、まちづくり等

さまざまな分野で成果をあげています。 

本事業は、そのような連携事例の中から、他のモデルとなる優

れた事例に取り組んでいる団体を表彰し、連携の重要性や効果を

広く県民に周知することにより、連携による地域づくりを促進す

ることを目的とします。 

事業の概要 

１ 対象となる事例 

地縁団体、社会福祉協議会、学校・大学、企業、行政等とＮ

ＰＯとの２団体以上（行政を含む場合は３団体以上）の連携事

例で、現在継続中又は終了後１年以内の、県内で取り組まれて

いる事例 

２ 審査の方法 

県事務局による第１次審査及び外部の有識者を中心とする

審査会による第２次審査により表彰事例を決定します。 

３ 表彰事例数 ３事例以内 

年度当初の実

施目標 

年度当初の実施目標 
 応募件数 １６件以上（平成２５年度 １６件） 
 表彰事例 ３事例（平成２５年度 ３事例） 
 

実施予定及び

実施結果 

 
６～８月   事例募集（応募件数 １２件） 
１０月   第１次審査（事務局審査） 
       第１次審査通過事例 １２件 
       第２次審査（外部有識者による審査） 
１１月４日  審査会（３事例以内を表彰事例として決定予定） 
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１２月１８日 表彰式（予定） 
１月～３月  表彰事例等の広報 

事業目的の 
達成状況※ 

本事業は平成２２年度に開始しましたが、平成２６年度は１２

事例の応募がありました。 
（平成２２年度は１３事例、２３年度は中止、２４年度は６事例、

２５年度は１６事例） 

今後の課題※ 

応募事例数を維持していくため、事例募集の広報を積極的に行

う必要があります。具体的には、チラシやホームページ等を使っ

た広報のほか、日ごろから県内の事例収集に努め、団体等に直接

声かけをしていくことも必要です。 
※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－② 

 
 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）育成事業の実施 

実施年度 平 成 ２ ６ 年 度  

担当部課・ 
室名 

健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２６１５ 

実施計画の 
記載内容 

地域において活躍する者の育成とスキルアップを図るため、

生活支援や権利擁護の活動等を総合的にコーディネートする人

材の育成・資質の向上を図る専門研修や 社会福祉協議会の地区

役員、民生・児童委員、地域福祉フォーラム参加者、ＮＰＯ職

員等住民活動を実践する地域のリーダーを育成する基礎研修な

どを実施する。 

事業の目的 
 地域福祉の更なる推進のために、一人ひとりを支える活動で

ある個別支援（ソーシャルワーク）と地域全体で取り組む活動

である地域支援（コミュニティワーク）を総合的にコーディネ

ートする人材を育成する。 

事業の概要 

 地域福祉活動を担う方を対象とする「基礎研修」、社会福祉等

に係る個別支援又は相談支援を担う方を対象とする「専門研

修」、専門研修の修了者を対象とする「フォローアップ研修」を

実施し、地域において活躍する人材の育成・スキルアップを図

る。 

年度当初の 
実施目標 

１ 基礎研修 
定員１５０名以上 ※複数回の開催の場合は合計 

２ 専門研修 
定員３０名以上  ※複数回の開催の場合は合計 

３ フォローアップ研修 
定員２０名以上  ※複数回の開催の場合は合計 

実施予定及び 
実施結果 

 
※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

１ 基礎研修 

7/9   会場：栄町   定員 50 名 

8/4   会場：長南町  定員 50 名 

10/22 会場：いすみ市 定員 50 名 

11/17 会場：君津市  定員 50 名 

11/26 会場：流山市  定員 50 名 

2/5   会場：八千代市 定員 50 名 

２ 専門研修  
8/6,9/27,9/28,12/6,12/7 会場：千葉市 定員 60 名 

３ フォローアップ研修 
2 月 会場：千葉市 定員 50 名 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－③ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 千葉県生涯大学校における地域を担う人材の育成 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
高齢者福祉課 在宅福祉推進室 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２２３７ 

実施計画の 
記載内容 

高齢者が地域の様々な課題解決に向け、専門性と実践力を身

につけ、地域活動の担い手として活躍することができる人材を

養成します。 

事業の目的 

 ５５歳以上の方々が、新しい知識を身につけ、広く仲間づく

りを図ることによって、学習の成果を地域活動に役立てるなど、

社会参加による生きがいの高揚に資すること及び高齢者が福祉

施設、学校等におけるボランティア活動、自治会等の地域活動

の担い手になることを促進することを目的とする。 

事業の概要 
高齢者が地域の様々な問題解決に向け、専門性を身につけ、

地域活動の担い手として活躍することができる人材を養成しま

す。 

年度当初の 
実施目標 入学者数の増加 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

生涯大学校 
 定 員 数 １，７００人 
 入学者数 １，３０８人 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－④ 
 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 食生活改善推進員研修委託事業の実施 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
健康福祉部 健康づくり支援課 食と歯・口腔健康班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２６６７ 

実施計画の 
記載内容 

 各市町村で食生活改善のための実践活動を実施している食生

活改善推進員に対し、活動を展開するための正しい知識と技術

の教育研修を行うことにより、地域における健康づくり活動の

推進を支援する。 

事業の目的 

 食生活改善推進員に対し、推進員活動の意義及び千葉県の現

状と課題を踏まえた推進員活動を展開するための正しい知識又

は技術の教育研修によって食生活改善推進員の資質の向上を図

る。これによって、地域における健康づくり活動と公衆衛生行

政を効果的に推進することを目的とする。 

事業の概要 

 目的を達成するために必要な科目を実施する。（各保健所管内

食生活改善協議会ごとに研修を行う） 
 【実施期間】 
 平成２６年５月１２日から平成２７年２月２８日まで 

年度当初の 
実施目標 開催回数：１９回  参加人数：８４１名 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

 
実施予定：別紙２（未実施のみ記載） 
実施結果：別紙３（実施終了分のみ記載） 
 
＊実施予定日を過ぎていても報告書が提出されていない 
 協議会については、実施予定に記載。 
 実施報告書は事業実施後１か月以内に提出となっている 
 ため、まだ提出されていないか、実施日が変更になっている 
 可能性あり。 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※ 
 

 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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別紙１ 
食 生 活 改 善 推 進 員 研 修 委 託 事 業 実 施 計 画 書 

保健所管内協議会名 期日 会場名 参加人数 研修内容 講師名 
市川保健所管内 
食生活改善協議会 

未定 未定 未定 未定 未定 

松戸保健所管内 
食生活改善協議会 

平成 27 年

1 月 
松戸市常盤平保健福

祉センター 
30 名 ＊講演 

「地域における食育推進活動を学ぶ」 
未定 

野田市食生活改善 
推進員 

平成 27 年

1 月 9 日 
野田市保健センター 59 名 ＊講話・調理実習 

「メタボリックシンドロームと食生活」 
野田市保健センター 
 技師 伊東みゆき 

山武保健所管内 
食生活改善協議会 

平成 26 年

10 月 29 日 
山武市松尾ＩＴ保健 
福祉センター 

30 名 
 

＊講話・調理実習 
「適塩と地産地消について」 

フォレストキッチン 
 代表 林けい子 

長生保健所管内 
食生活改善協議会 

平成 26 年

6 月 4 日 
長生合同庁舎 
大会議室 

70 名 ＊講演 
「知っていますか？『笑顔のチカラ』」 

笑顔研究家・感性価値プロデューサー 

早稲田大学人間総合研究センター 

 招聘研究員 菅原徹 
平成 26 年

12 月 11 日 
長生村保健センター 35 名 ＊調理実習 

「体にやさしいバランスメニュー」 
＊講話 
「健康ちば 21（第 2 次）について」 
＊健康体操実技 
ヘルスメイトイメージソング 
「よろこびを忘れずに」 

長生村保健衛生推進協議会会員 
 
長生健康福祉センター 
 技師 芳野真美子 
 
茂原市健康生活推進員会会員 
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夷隅郡市食生活改善

連絡協議会 
平成 26 年

11 月 19 日 
いすみ市岬公民館 70 名 ＊ 調理実習「郷土料理について」 

 
＊ 講演「糖尿病予防について」 

 

夷隅郡市食生活改善連絡協議会会

員 
いすみ医療センター 
 副院長 伴俊明 

安房保健所管内 
食生活改善協議会 

平成 26 年

9 月 10 日 
南房総市三芳保健 
福祉センター 

40 名 ＊調理実習・講話 
「健康食生活 
～うす味習慣の定着をめざして～」 

医療法人三友会 三枝病院 

 栄養科長 小川孝 

君津保健所管内 
食生活改善協議会 

平成 26 年

5 月 16 日 
千葉県君津健康福祉

センター（君津保健

所） 

45 名 
  

＊講演 
「ロコモティブシンドロームについて」 

総合広域リハケアセンター 
 センター長 竹内正人 

平成 26 年

12 月 
50 名 
 

＊講演 未定 

市原市食生活改善協

議会 
平成 26 年

12 月 1 日 
市原市保健センター 24 名 未定 未定 

千葉市食生活改善 
協議会 

平成 27 年

1 月 27 日 
千葉市総合保健医療

センター 
150 名 ＊全体研修会「ラジオ体操」 未定 

計 12 回  603 名   
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別紙２ 
食 生 活 改 善 推 進 員 研 修 委 託 事 業 実 績 報 告 書 

保健所管内協議会名 期日 会場名 
参加 
人数 

研修内容及び日程 
講師名 

（所属、職名、氏名） 
習志野保健所管内食生

活改善協議会 
平成 26 年 
9 月 29 日 

鎌ケ谷市総合福祉保

健センター 
61 名 「ロコモティブシンドロームについて」講義と実技 

 

千葉大学大学院医学研究院 
整形外科 岸田俊二  

印旛保健所管内食生活

改善協議会 
平成 26 年 
5 月 16 日 

印旛合同庁舎 33 名 
 

講演  野菜の魅力、おいしい食べ方 
 

野菜ソムリエ 平野郷子 
 

平成 26 年 
9 月 11 日 

白井市保健福祉セン

ター 
30 名 調理実習 「白井市おすすめレシピ」 

講話・実技 「ロコモティブシンドロームを予防す

るための運動」 

白井市食生活改善推進員 
健康運動指導士 浅沼美那子 

香取保健所管内食生活

改善協議会 
平成 26 年 
10 月 7 日 

香取市佐原保健セン

ター 
24 名 ＊ 調理実習「野菜をたくさん食べよう！ 

～旬の野菜を利用して～」 
＊ 講話・運動実技「健康づくりのための身体活動

～＋10 で健康寿命を伸ばしましょう～」 

・各市町食生活改善協議会代表者 
 
・城西国際大学 経営情報学部 
健康スポーツ・生活マネジメ

ントコース  
准教授 石原啓次 

海匝保健所管内食生活

改善協議会 
平成 26 年 
7 月 18 日 

銚子市保健福祉セン

ターすこやかな学び

の城 調理実習室 

36 名 (1)調理実習（10:00～13:00） 
「高齢者にも食べやすい栄養に配慮した和食の 
献立」 

(2)講演 (13:10～14:20) 
 「高齢者が食べやすい食事の工夫」 
①料理をする際に配慮したいこと 
②高齢者の食事法 
③高齢者が食べやすい食品・食べにくい食品 等 

千葉県栄養士会千葉支部  
参与 伊藤 芙美子 
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船橋市食生活改善推進

協議会 
平成 26 年 
10 月 1 日 

船橋市中央保健セン

ター 
27 名 

 
＊調理実習 
生活習慣病予防のための調理実習（弁当作り） 

＊ウォーキング 
＊栄養と講話「生活習慣病予防のための食事につい

て」 

船橋市中央保健センター 
栄養士 馬場 香 

船橋市西部保健セン

ター 
28 名 

 
＊調理実習 
生活習慣病予防のための調理実習（弁当作り） 

＊ウォーキング 
＊ 講話「生活習慣病予防と運動」 

健康運動指導士 多胡恵美 

計 7 回  239 名   
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Ⅲ－（３）－⑤ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 がん検診推進員育成講習会事業の実施 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
健康福祉部 健康づくり支援課 がん対策班 
TEL：043-223-2686 

実施計画の 
記載内容 

 地域の健康推進を図るため、各市町村の母子保健推進員、保

健推進員、食生活改善推進員等に対し、がんに関する講習会を

行い、各地域で受診率向上のための声かけ運動を実践してもら

い受診率の向上を図ります。 

事業の目的 

県内のがん検診受診率を向上させるためには、未受診者に対

する啓発や受診勧奨を行い、効果的ながん検診の推進を図るこ

とが必要である。 

そこで、各市町村の健康づくり推進員、保健推進員及び食生

活改善推進員等に対し講習会を行い、がん検診推進員として育

成し、これらの人材の協力を得て、各地域でがん検診の声かけ

運動等を実施することにより受診率の向上を目指す。 

事業の概要 

県内を 6ブロックに分け、各ブロック担当健康福祉センター

において企画・調整等を行い、下記内容について実施する。 

(1)がんの予防に関する知識の習得 

(2)がんの早期発見の重要性やがん検診の必要性についての普

及啓発 

(3)各地域でのがん検診の声かけ運動等の推奨 

(4)がん検診の日程、受診方法等 

年度当初の 
実施目標 6 ブロック全てで実施し、がん検診推進員の増加を図ります。 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

【夷隅長生ブロック】11/5 開催予定 
・もっと知ってほしい大腸がんの正しい知識－予防と検診－ 
 
※他 5 ブロックについても、今後実施予定 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－⑥ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 精神保健福祉ボランティア育成事業の実施 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
健康福祉部  精神保健福祉センター 相談指導課 
ＴＥＬ：０４３－２６３－３８９１ 

実施計画の 
記載内容 

現在活動中の精神保健福祉ボランティア及び心の保健医療通訳

ボランティアを対象に、継続に必要な知識や資質の向上を図る

ことを目的にフォローアップ講座や研修会を開催します。 

事業の目的 
現在活動中の精神保健福祉ボランティア及び心の保健医療通訳

ボランティアを対象に、継続に必要な知識や資質の向上を図り

ます。 

事業の概要 

現在活動中の精神保健福祉ボランティアを対象に、精神保健福

祉フォローアップ講座を実施します。また、心の保健医療通訳

ボランティアに対しては、心の保健医療通訳ボランティア講座

を実施します。 

年度当初の 
実施目標 

＜精神保健福祉ボランティアフォローアップ講座＞ 
講座(3 日)及び研修会(1 日)の開催 
 

＜心の保健医療通訳ボランティア講座＞ 
講座(2 日)の開催 

 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

＜精神保健福祉ボランティアフォローアップ講座＞ 
講座：10 月 29 日 参加者 32 名 
   11 月 21 日、12 月 5 日 実施予定 
研修会：平成 27 年 3 月 11 日 実施予定 
 

＜心の保健医療通訳ボランティア講座＞ 
講座：12 月 2 日 実施予定 

 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－⑦ 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 観光人材育成支援事業の実施 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
商工労働部 観光企画課 観光事業・団体支援班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－２４１６ 

実施計画の 
記載内容 

観光による地域の活性化を図るため、観光ボランティアガイド

等を対象に、接遇能力の向上や、新しい観光分野における企画

力の向上等を目的とした観光人材育成講座を開催します。 

事業の目的 

観光産業従事者の、おもてなし接遇能力、新しい観光分野にお

ける企画力、地域の魅力を発信する広報力や、異業種との連携・

交渉能力等の幅広い能力の向上を図ることで、地域における観

光振興の担い手となる人材を育成する。 

事業の概要 

本県観光をめぐる環境変化をふまえ、地域が主体となり、各地

域の特色を活かしつつ、外国人を含む多様な観光客のニーズに

対応した観光振興施策を推進するため、地域において他業種と

の連携等のコーディネートを行う観光人材の育成支援講座を開

催する。 

年度当初の 
実施目標 魅力的な観光地づくりの担い手となる人材の育成 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

○観光人材育成支援講座 
【全体会】 
１２月中旬開催予定（２回） 
【分科会】 
１月下旬～２月下旬開催予定（３回） 
【先進地事例視察】 
１月開催予定 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※ 
 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－⑧ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 食育ボランティアの活動支援 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
安全農業推進課 食の安心推進室 
ＴＥＬ：０４３－２２３－３０９２ 

実施計画の 
記載内容 

「食」に関する正しい知識の習得や農林水産業に対する理解を

通じて、自ら「食」について考え、健全な食生活を身につける

「食育」を学校や地域に普及していくため、ちば食育ボランテ

ィアを公募、登録することにより、ボランティア活動を支援し

ます。 

事業の目的 
地域に密着した食育活動を行うちば食育ボランティアの活動を

支援することにより、地域や家庭における食育を推進し、県民

の健全な食生活の実践を促進します。 

事業の概要 
ちば食育ボランティアに対するスキルアップ研修を行うととも

に、ボランティア・企業及び行政等が協働した取組を促進する

ための情報交換会を開催します。 

年度当初の 
実施目標 

・ちば食育ボランティア研修会 
  県内２箇所で開催。参加数 ５０名×２回。 
・ボランティア・サポート企業等情報交換会 

平成２７年１月開催予定 参加数 ２００名 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

・ちば食育ボランティア研修会 
千葉会場：平成２６年９月４日（木） 

千葉市生涯学習センター 
参加者 ６８名 

山武会場：平成２６年９月１２日（金） 
成東文化会館のぎくプラザ 
参加者 ５１名 

内容：(1)千葉県における食育の推進について 
    (2)ボランティア活動に当たって 
    (3)事例発表（２事例：先輩ボランティアの活動等） 
    (4)情報交換（グループに分かれて情報交換） 
    (5)各グループから意見発表 
・ボランティア・サポート企業等情報交換会 
  平成２７年１月１６日（金）千葉市生涯学習センター 
  内容：(1)食育推進ボランティア表彰受賞者の活動発表 
     (2)事例発表（県内の取組事例３事例） 
     (3)パネルディスカッション 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－⑨ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業の実施 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
教育庁 教育振興部 生涯学習課 学校・家庭・地域連携室 
ＴＥＬ：043-223-4167 

実施計画の 
記載内容 

小・中学校と地域が連携して、地域コミュニティを構築し、地

域の子供たちを地域で育てていくため、学習支援等のボランテ

ィア発掘や育成を担うコーディネーターを養成する研修会を開

催します。 

事業の目的 

子供たちの健全育成のためには、地域の子供は地域みんなで育

てるという発想で、学校・家庭・地域が連携を図り、教育を核

とした新しい地域コミュニティの構築を図るため、「地域ととも

に歩む学校づくり」を推進します。 

事業の概要 
コーディネーターの発掘・資質向上のために、「学校支援コーデ

ィネーター研修講座」を県内 5か所を会場に、年間 3期※に分け

て実施します。 

※１期：理論研修、２期：実際の活動の参観、３期：事例研修 

年度当初の 
実施目標 

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業の本部の実施箇所数

を平成２５年度より増やす。 
※H25 実績：13 市町 95 本部（小学校 106 校、中学校 42 校、

特別支援学校 1 校） 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

・H26 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業実施状況 
 14 市町、110 本部で実施予定 
 
・H26 学校支援コーディネーター研修講座※ 
１期  ５／２３      南房総地区 

参加者：26 名 
５／１４      東葛飾地区 
参加者：52 名 
６／１０      北総地区 
参加者：41 名 
５／２０      東上総地区 
参加者：15 名 
６／１１      葛南地区 
参加者：36 名 

２期  ８／９   睦沢町公民館 
参加者：8 名 
９／１２  酒々井町立大室台小学校 
参加者：36 名 
１０／７  松戸市立相模台小学校 
参加者：9 名 
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Ⅲ－（３）－⑨ 

 
１０／１５ 市川市立稲荷木小学校 
参加者：26 名 
１０／２５ 鴨川市立田原小学校 
参加者： 
１１／５  流山市立北部中学校 
参加者：23 名 
１１／６  成田市立豊住小学校 
参加者：39 名 
１１／２２ 浦安市集合事務所 
参加者： 

 
３期   １／１５ 千葉県総合教育センター 

参加者： 
※「放課後子供教室推進事業」と兼ねて開催 
 
・平成２６年度は、放課後子供教室及び学校支援地域本部に関

する広報紙を発行し、事業推進を図る予定である。 
 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－⑩ 

 
千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 放課後子供教室推進事業の実施 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
教育庁 教育振興部 生涯学習課 学校・家庭・地域連携室 
ＴＥＬ：043-223-4167 

実施計画の 
記載内容 

すべての子供を対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教

室等を活用し、交流活動等に取り組むなど、心豊かで健やかな

子供を育成するため、コーディネーターや教育活動サポーター

などを務める地域のボランティアに対し、資質向上や情報交換

等を目的とした研修会を開催します。 

事業の目的 

すべての子供を対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教

室等を活用し、安全に配慮しながら地域住民の参画を得て、交

流活動等に取り組むなど、心豊かで健やかな子供の育成を目指

します。 

事業の概要 

「放課後子どもプラン」にかかわる教育活動推進員・教育活動サ

ポーター等の資質向上を図るために「放課後子どもプラン指導

者等スタッフ研修会」を実施します。また、講演や分科会で情

報交換を行います。 
さらに、コーディネーターの発掘・資質向上を目的とし、県内

5 か所を会場にして、年間 3 期※に分け、研修会を実施します

（「学校支援コーディネーター研修講座」）。 

※1 期：理論研修、2 期：実際の活動の参観、3 期：事例研修 

年度当初の 
実施目標 

放課後子供教室実施箇所数を平成２５年度より増やす。 
※H25 実績：25 市町 152 教室で実施 

実施予定及び

実施結果 
 

※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

・H26 放課後子供教室推進事業実施状況 
27 市町、148 教室で実施予定 

 
・H26 放課後子どもプラン指導者等スタッフ研修会 
９／２ 千葉県総合教育センター 
参加者 112 名 
 
・H26 学校支援コーディネーター研修講座※ 
１期  ５／２３      南房総地区 

参加者：26 名 
５／１４      東葛飾地区 
参加者：52 名 
６／１０      北総地区 
参加者：41 名 
５／２０      東上総地区 
参加者：15 名 
６／１１      葛南地区 
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Ⅲ－（３）－⑩ 

 
参加者：36 名 

２期  ８／９   睦沢町公民館 
参加者：8 名 
９／１２  酒々井町立大室台小学校 
参加者：36 名 
１０／７  松戸市立相模台小学校 
参加者：9 名 
１０／１５ 市川市立稲荷木小学校 
参加者：26 名 
１０／２５ 鴨川市立田原小学校 
参加者：10 名 
１１／５  流山市立北部中学校 
参加者：23 名 
１１／６  成田市立豊住小学校 
参加者：39 名 
１１／２２ 浦安市集合事務所 
参加者： 

 
３期   １／１５ 千葉県総合教育センター 

参加者： 
※「地域とともに歩む学校づくり推進支援事業」と兼ねて開催 
 
・平成２６年度は、放課後子供教室及び学校支援地域本部に関

する広報紙を発行し、事業推進を図る予定である。 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※  

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅲ－（３）－⑪ 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 子どもの本の読み聞かせ講座の開催 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

教育庁 中央図書館 読書推進課 児童資料室 
ＴＥＬ：043-222-0116 

実施計画の 
記載内容 

図書館と読書関係団体等との連携・協力を深めるための情報

収集や広報活動に努めるとともに、ボランティア活動を希望す

る人などを対象とした講座や研修会を開催します。 

事業の目的 

これから本の読み聞かせを始めようとするボランティアが、

子どもへの読み聞かせや読書の重要性について、より一層理解

を深めるとともに、本の選び方や読み聞かせの方法など、実践

に役立つスキルを学びます。 

事業の概要 
絵本の読み聞かせについての講演及び参加者による実演と講

師のアドバイス等を行います。 

年度当初の 
実施目標 

 
開催回数１回  参加数 ５０人 
 

実施予定及び

実施結果 
※実施状況に応じ

て結果ベースに書

き換えていく 

 
（予定） 
期日：平成２７年１月２２日（木）～２３日（金） 
場所：神崎ふれあいプラザ 
内容（１）講義「子どもの読書の意義と読み聞かせの実際」 
  （２）実習 グループ演習及び発表・評価 

 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※ 
 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅳ－（１）－① 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 パートナーシップ推進員会議の開催 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

県庁内における市民活動団体及び市民活動推進施策に対する

理解を促進し、協働の体制を強化するため、パートナーシップ

推進員を県行政の関係課に設置し、推進員会議を通じて理解促

進や情報共有を行います。 

事業の目的 
庁内における、市民活動団体及び千葉県県民活動推進計画に

対する理解を促進し、全庁的な協働への取組を推進するため、

パートナーシップ推進員会議を開催します。 

事業の概要 
市民活動団体関連施策を実施する関係課等にパートナーシッ

プ推進員を設置し、パートナーシップ推進員会議を開催します。

事業内容によっては、協働推進研修会などと合同で開催します。 
年度当初の実

施目標 
開催回数１回 
 

実施予定及び

実施結果 

第１回 

１２月１８日（木）開催予定 
  

事業目的の 
達成状況※ 

パートナーシップ推進員会議を、協働推進研修会、ちばコラ

ボ大賞表彰式と合同開催することにより、市民活動団体と協働

する行政職員の姿勢を考える機会を提供するよう企画していま

す。 

 

今後の課題※ 
 

 県と市民活動団体との協働を推進するため、パートナーシッ

プ推進員を対象とする本事業では、市民活動団体や協働につい

ての理解を深めることと併せて、具体的な県と市民活動団体と

の協働事例について共通認識を持ち、情報交換する機会を提供

することが必要です。 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅳ－（２）－①   

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 県・市町村推進会議の開催 
実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 

室名 
環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

効果的なＮＰＯ・ボランティア施策形成に向けて、県と市町

村とがＮＰＯ・ボランティア施策に関する情報交換・意見交換

等を行う推進会議を開催し、県と市町村との一層の連携と協力

を図ります。 

事業の目的 

市民活動を推進していくためには、住民に最も近い市町村に

おける取組が特に重要です。 
そこで、県と市町村とが一層の連携と協力により市民活動を

推進していくため、市民活動推進に向けた県・市町村推進会議

を開催します。 

事業の概要 

 例年は担当者を対象とした推進会議を開催していましたが、

今年度は、市民活動の推進を市町村の施策の取組として位置付

けていただくための意識づけとして、担当課長を対象とした会

議も開催します。 

 また、市町村の協働実態等を把握するため、市民活動実態調

査を実施するとともに、結果を取りまとめて市町村へ情報提供

するほか、他の事業への参加を促すなど、あらゆる機会を活用

して、市町村における市民活動の推進につなげます。 

年度当初の 
実施目標 

 市町村市民活動調査の実施 
 担当課長会議：１回開催 
 推進会議：１回開催（他事業との合同開催も含む） 

実施予定及び

実施結果 
 
 

○実施結果 
≪担当課長会議≫ 
日時：４月２２日（火）午後１：３０～４：００ 
会場：千葉市ビジネス支援センター １・２・３会議室 
    ３８市町村  ４９名 参加 
内容： 
１ 講演 
  「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト」 
    講師  山田 崇 氏  長野県塩尻市職員 
２ 「地域コミュニティ活性化支援事業及びちばコラボ大賞

被表彰事例」の事例紹介 
（１）地域コミュニティ活性化支援事業 

「地域・都市連携による平群地区コミュニティの活性化」 
         特定非営利活動法人 千葉自然学校 
（２）ちばコラボ大賞 

「発酵の里こうざき」 
神崎町、発酵の里協議会 
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３ 県の市町村関連事業について  
（１）特定非営利活動法人認証等事務  
（２）県民活動広報事業  
（３）ボランティア活動支援体制整備事業 
（４）千葉県地域コミュニティ活性化支援事業 
（５）市民活動団体マネジメント事業 
（６）地域の様々な主体の連携促進事業 
（７）市町村・市民活動支援組織との連携 
（８）市町村及び県の協働推進事業 

≪市町村市民活動実態調査≫ 
  ６月に調査を実施し、８月に取りまとめ結果を市町村に提

供するとともに、市民活動支援組織ネットワーク会議で配布し

ました。 
 
○開催予定 
  ３月に開催を予定している「地域コミュニティ活性化支援

事業成果報告会」において、補助金交付団体の地域に根付い

た協働事業の事例をテーマとした意見交換会を推進会議と位

置づけ開催します。 
 
※その他、支援組織ネットワーク会議として開催した「地方共

助社会づくり懇談会」への参加をネットワーク構成員以外の

市町村にも案内し、広く参加を募りました。 
 

事業目的の 
達成状況※ 

担当課長を対象に、当課の市町村関連事業の説明を行うこと

により、県の様々な事業への協力や出前説明会の活用など、有

効な連携を図ることができ、「コラボ大賞」受賞事例や全国的に

評価の高い地域密着の活動例などの発表を通して、地域におけ

る様々な主体が連携して課題を解決する仕組みや意義について

認識を共有することができました。 

今後の課題※ 

市町村の市民活動推進に係る考えかたや温度差があり、協働

に前向きな地域とそうでない地域が明確に分かれてきている。 
市民活動の推進は、必ずしもＮＰＯに特化したものではなく、

共助社会づくりの観点から今後ますます重要となってくること

を、いかに伝えていくかが焦点と考えます。 
※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅳ－（２）－② 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 協働推進研修会の開催 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

県と市町村が共に協働についての理解を深め、協働の推進や

協働の仕組みづくりの参考となるような研修会を開催します。

特に協働提案が進んでいない市町村に対し、体制づくりに参考

となる研修会を開催します。 

事業の目的 

市民活動団体と行政とのパートナーシップ体制の更なる強

化を通して、行政と市民活動団体が地域の行政課題を共有し、

その解決に向けた効果的な施策づくりを進めます。 

また、住民に最も身近な市町村行政と市民活動団体との協働

が普及・浸透するよう、県行政と市町村行政の間で情報交換を

行うなどの連携を図ります。 

事業の概要 
 
市町村職員を対象とする協働推進研修会を開催します。 

年度当初の 

実施目標 

 
協働推進研修会を年度内に２回以上開催します。 
 

実施予定 
及び 

実施結果 

「行政と民間団体のための『協働』セミナー」の開催 
・２６年１２月１８日（木） ホテルプラザ菜の花 

・定員１２０名  
・内容 講演 山崎亮氏（コミュニティデザイナー） 

事例発表 「ちばコラボ大賞」受賞３団体 
・「ちばコラボ大賞」表彰式及びパートナーシップ推進員会議

と合同で開催予定です。 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※ 

 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅳ－（３）－① 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 市町村と市民活動団体との連携促進事業の実施 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

市町村とＮＰＯとの協働を促進するため、各市町村の協働に

関する制度の状況に応じた相談体制の整備を図り、必要に応じ

専門家の派遣等を行います。 

事業の目的 

協働体制を整備するため、市民活動団体と連携した取組を企

画している市町村からの相談に対応します。必要に応じて協働

専門家を派遣して、協働体制の整備を促進します。 

事業の概要 

協働提案制度などを具体的に検討している市町村から要望が

あった場合に、協働専門家を派遣します。 
 

年度当初の 

実施目標 
年度内に協働専門家を２つ以上の市町村に派遣します。 
 

実施予定 
及び 

実施結果 
 

各市町村に照会中です。 

随時相談を受け付けています。 

事業目的の 
達成状況※ 

 

今後の課題※ 

 

※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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Ⅳ－（４）－① 

千葉県県民活動推進計画事業進行管理票 

      平成２６年１０月末日 現在 

事業名 ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク等を通じた施策研究 

実施年度 平成２６年度 
担当部課・ 
室名 

環境生活部 県民生活・文化課 交流事業班 
ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３３ 

実施計画の 
記載内容 

ＮＰＯ活動推進自治体ネットワークや、ネットワークの加盟団

体が開催するＮＰＯ活動推進自治体フォーラムに参加し、全国の

自治体が直面している課題や、先進的施策に関するビジョンや成

果等について情報共有や議論、研究等を行い、その成果を県の施

策に反映します。 

事業の目的 

様々な主体による役割分担や協働のあり方や、ＮＰＯ施策の具

体的実践に基づくビジョンや戦略及びその成果などについて共

有、議論することにより、それぞれの自治体における施策や地域

づくりに反映させるとともに、ＮＰＯとともに考え、ともに築く

環境整備を推進することを目的とします。 

事業の概要 

【幹事会の運営】 

ネットワークの運営について協議・決定するため、幹事会を

設置、運営します。 

【研究会の開催】 

ネットワークでは、自治体が課題としているテーマについ

て、会員自治体が自主的に研究会を設置することができます。 

【ＮＰＯ活動推進自治体フォーラムの開催支援】 

全国の自治体が、市民活動の促進や協働のあり方等について

議論し、交流を図ることを目的に開催しており、千葉県は、第

1回大会から事務局として開催の支援をしています。 
年度当初の実

施目標 
電子メールによる情報交換や研究会の開催、ＮＰＯ活動推進自治

体フォーラムの開催支援等を行う。 

実施予定及び

実施結果 

研究会のテーマの募集及びフォーラムの開催予定を全会員自治

体へ確認するも、開催予定の自治体はありませんでした。 
また、今後のネットワークの方針について、全会員自治体を対象

としたアンケートを実施しました。 
事業目的の 
達成状況※ 

 ネットワークを通じて、県内外の各自治体とのアンケート等に

よる情報交換を行っています。 

今後の課題※ ネットワークの今後のあり方について、幹事会により検討しま

す。 
※部分については、県民生活・文化課の事業のみ記載 
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