
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 環境生活部ＮＰＯ活動推進課 課長名 神子 和夫 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

２１世紀は、住民が主役となる世紀です。子育て、環境、福祉、スポーツ、芸術、まちづくり、国際貢献などさま

ざまな分野で、住民活動団体やＮＰＯ※が主体的に活動を展開しています。 

そこで、千葉県では、こうした自発的な市民活動が最も活発に行える社会環境の確立を目指しています。それこそ

が、ＮＰＯ立県千葉の実現にほかなりません。 

 

県では、こうした市民活動やＮＰＯと県との対等な立場での連携、協働の仕組づくりを進めてきました。 

そして、ＮＰＯ立県千葉の実現に向けた第一ステージでは、白紙の状態から、県民参加による「千葉県ＮＰＯ活動

推進指針」の策定や、県とＮＰＯとのより良いパートナーシップを築くためのルールである「千葉県パートナーシッ

プマニュアル」の作成などに取り組みました。今後は１８年度から２０年度までを、ＮＰＯ立県千葉の実現に向けた

第二ステージと位置づけ、第一ステージで育まれた「県民参加・県民主役」のための仕組をさらに発展させるととも

に、市民活動が生み出す成果をより多くの県民が共有できるようにしていきます。 

このことにより、県民一人ひとりが、地域づくりに主体的に参画・実践していく千葉県づくりを進めます。また、

このことが自発的に地域の課題解決に取り組むＮＰＯ法人などをさらに生み出し、千葉県の自治のちからを一層強い

ものにしていきます。そして、千葉県に真の地方自治や分権型社会の実現をもたらします。 

 

※ＮＰＯ：Nonprofit  Organization の略で、「民間非営利組織」と訳されています。県民の自発性に基づき営利を

目的とせずに自立的・継続的に社会サービスを提供する団体のことです。ＮＰＯ法人に限らず、自発性に基づいた

社会的な活動を行う自治会・町内会、婦人会といった組織・団体を含み、法人格の有無を問いません。 

 

２ 施策の概要 

施策名 ＮＰＯ立県千葉の実現 
施策 
コード

４ － ０ ４ ０ ８

アクションプラン 
における位置付け 

４ ＮＰＯ立県千葉の実現 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県ＮＰＯ活動推進計画 

関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

市民活動が、地域において以前よりも活

発となってきたと思う人の割合 

26.9% 

（県政に関する世論

調査） 

（17年度） 

増加を目指します 

（18年度） 

30.4% 

（県政に関する世論

調査） 

（18年度） 

Ａ

ＮＰＯ法人認証数（累計） 

823団体 

（10年度から16年度

の累計） 

1.200団体 

（10年度から18年度

の累計） 

1,600団体 

（10年度から20年度

の累計） 

1,169団体 

（10年度から18年度

の累計） 

Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 



目標の 

達成状況総括 

ＮＰＯ立県千葉の実現に向けて、順調に進んでいます。 

 平成18年度の県政に関する世論調査では「市民活動が、地域において以前よりも活発となっ

てきたと思う人の割合」が前年より3.5％増加し、全体の3割、つまり3人に1人がこのように

思っていることになります。同じ調査では、市民活動の認知度も「身近で活動する団体を知っ

ている」「新聞やテレビでは聞くが身近な団体を知らない」を併せて、85.4％と、多くの県民が

何らかの市民活動団体を知っていることになります。これは前年度と比較しても約6％増加して

おり、認知度が高まっていることがわかります。 

また、ＮＰＯ法人認証数は概ね目標どおりの1,169団体となり、16年度と比較して42％の増

加となっており、順調に増加しています。これは都道府県認証数では全国で5番目に多い法人

数です。このほか内閣府所管法人の中で、主たる事務所又は従たる事務所が県内にある団体数

も約200件あり、法人だけでも約1,400団体となります。このほか任意団体を含めるとこれ以

上の数の団体が県内で活動を展開し、活動が広がっていることになります。 

このように、自発的な市民活動が確実に活発化してきており、最も活発に行える社会環境の

確立に向けて着実に進んでいます。 

しかし、一方で、約3分の2の人が、市民活動が活発になってきているとは認識していない

ことから、引き続き目標に向けて、ＮＰＯの認知度を上げていく必要があります。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

72,995 70,037 
金額

59,592 56,934 

11.6 9.9 
Ⅰ 

（県民・ＮＰＯ主導による地域の課題解決力の強化） 

ＮＰＯの自立を促進し、ＮＰＯ自らがその事業力を強化す

ることや、ＮＰＯが市町村、企業等とのパートナーシップを

構築することを支援します。また、県民がＮＰＯの活動や成

果を実感し、自らがＮＰＯを通して社会的な課題に取り組む

機運を醸成します。 

人員

10.4 9.9 

23,544 12,774 
金額

15,169 5,948 

8.8 7.3 
Ⅱ 

（パートナーシップ型行政の発展） 

行政と社会サービスの担い手であるＮＰＯとの対等で緊張

感のあるパートナーシップを強化し、社会的課題に取り組む

「パートナーシップ型行政」への転換を進めます。 人員
9.1 7.3 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

Ⅰ 

ＮＰＯ法人が他団体と連携してお

り、今後も連携していきたいとす

る割合 

46.7% 

（ＮＰＯ活動実態・意

向調査中間報告） 

（17年度） 

増加を目指します 

（18年度） 

55.9% 

（ＮＰＯと企業・学校

との連携・協働に関す

る調査報告） 

（18年度） 

＊任意団体のＮＰＯも

含む割合です。 

Ａ

Ⅰ 
身近で活動する団体を知っている

人の割合 

19.9% 

（県政に関する世論

調査） 

（17年度） 

増加を目指します 

（18年度） 

22.8% 

（県政に関する世論

調査） 

（18年度） 

Ａ

Ⅱ ＮＰＯと県との協働事業の件数 
6件 

（16年度） 

増加を目指します 

（18年度） 

6件 

（18年度） 
Ｂ

 

 

 

 

 

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 県民・ＮＰＯ主導による地域の課題解決力の強化 

いままでのＮＰＯの活動状況から、ＮＰＯの事業力（人材育成力、広報力、組織力、資金調達力、ネ

ットワーク力及び事業開発力）の不足や、市町村などの関係機関とのパートナーシップの構築が十分に

できてないことが指摘されています。このため、ＮＰＯの事業力強化やさまざまな主体との連携を促進

する必要があります。 

また、ＮＰＯがまだ十分に理解されていない状況があります。このため、自発的な市民活動が最も活

発に行える社会環境の確立にあたっては、県民のＮＰＯに対する理解を欠くことができません。さらに、

県民がＮＰＯの活動や成果を実感し、自らがＮＰＯを通して社会的な課題に取り組む機運を醸成する必

要があります。 

Ⅱ パートナーシップ型行政の発展 

県民のニーズの多様化などから、行政のみによる社会的課題への取組には限界が見られます。一方で、

ＮＰＯによって課題の解決に取り組む県民が増えてきました。こうした状況から、行政はＮＰＯとのパ

ートナーシップのもとに、課題を解決していく体制を整える必要があります。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 県民・ＮＰＯ主導による地域の課題解決力の強化 

ＮＰＯの事業力強化に向けて、ＮＰＯへの助成や融資を行うコミュニティファンド創設の検討、ＮＰ

Ｏの事業力強化支援事業やＮＰＯ運営相談などを実施します。ＮＰＯとさまざまな主体との連携に向け

ては、ＮＰＯと企業などの民間団体との出会いの場を提供するＮＰＯとの民間のパートナーシップ市場

（仮称）、県民主役による地域づくりを行うための仕組を構築する地域活性化プラットフォーム事業（仮

称）などを実施します。 

また、ＮＰＯへの理解の促進に向けて、ＮＰＯ活動情報誌の発行やホームページでの情報提供などの

広報活動を実施するともに、各地域でＮＰＯ知識の普及に努めるＮＰＯ出前講座を開催します。一方で、

ＮＰＯ法人への地域からの信頼の維持・確保に向けて、ＮＰＯ法人のためのＮＰＯ法運用講座を開催し

ます。 

Ⅱ パートナーシップ型行政の発展 

県とＮＰＯとの協働事業の実現化を図るちばパートナーシップ市場を実施します。また、ＮＰＯ活動

の推進に向けて、市町村との連携・協力に努めます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

 ＮＰＯ立県千葉の実現に向けて、その基本方針となる千葉県ＮＰＯ活動推進指針を14年 11月に策

定しました。それ以後、この指針に基づいて15年度から17年度の間に各種事業を実施してきました。

17年度にはいままでの成果や課題を総括して、新たな計画を策定します。 

これらを考慮して、施策展開の柱立ては、昨年度の 4 本（「ＮＰＯに対する理解の促進」、「ＮＰＯ

の自立した活動の強化」、「ＮＰＯとの協働の推進」、「ＮＰＯ活動推進のための基盤整備」）から、課

題に応じた「県民・ＮＰＯに主導による地域の課題解決力の強化」、「パートナーシップ型行政の発展」

の2本に整理します。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

コミュニティファンド検討（通年） 

ＮＰＯ運営相談の実施（６回） 

ＮＰＯと民間等の協働可能性調査の実施 

地域活性化プラットフォーム事業（仮称）の

検討（通年） 

県とＮＰＯとの協働事業提案の募集 

ＮＰＯ出前講座の開催（通年） 

ＮＰＯ活動情報誌の発行（１回） 

ニュースレターの発行（３回） 

メールマガジンの発行（不定期） 

ＮＰＯ法運用講座の開催（２回） 

４月 

～６月

コミュニティファンド検討（通年） 

ＮＰＯ運営相談の実施（２回） 

ＮＰＯと民間等の協働可能性調査の実施 

地域活性化プラットフォーム事業の検討（通年）

県とＮＰＯとの協働事業提案の募集(12団体) 

県・市町村連絡会議の開催 

施策研究会（3テーマ×各1回） 

ＮＰＯ出前講座の開催（13回） 

ＮＰＯ情報ネットの運営（通年） 

ニュースレターの発行（３回） 

ＮＰＯ法運用講座の開催（２回） 

ちばパートナーシップ市場の”わ”（4/15） 

 ＊次の事業の合同開催 

 協働事業成果報告会・公募説明会・個別相談 

 補助事業成果報告会・公募説明会・個別相談 

 ＮＰＯ県民基礎講座 



 関連事業説明会 

年次報告書の作成 

７月 

～９月 

ＮＰＯ運営相談の実施（６回） 

千葉県パートナーシップマニュアル説明会

の開催（３回） 

ＮＰＯ活動情報誌の発行（２回） 

ニュースレターの発行（３回） 

メールマガジンの発行（不定期） 

ＮＰＯ法運用講座の開催（１回） 

７月 

～９月

ＮＰＯ運営相談の実施（５回） 

千葉県パートナーシップマニュアル改訂第２版 

千葉県パートナーシップマニュアル説明会の開

催（２回） 

ＮＰＯ活動情報誌の発行（２回） 

ニュースレターの発行（３回） 

メールマガジンの発行（５回） 

施策研究会（3テーマ×各2回） 

ＮＰＯ法運用講座の開催（１回） 

ＮＰＯ出前講座の開催（９回） 

10月 

～12月 

ＮＰＯ運営相談の実施（６回） 

県とＮＰＯとの協働事業候補の決定 

ＮＰＯと民間等の意見交換会の開催（１回）

千葉県パートナーシップマニュアル説明会

の開催（２回） 

ＮＰＯ活動情報誌の発行（１回） 

ニュースレターの発行（３回） 

メールマガジンの発行（不定期） 

ＮＰＯ法運用講座の開催（１回） 

10月 

～12月

ＮＰＯ事業力向上セミナーの開催（８会場） 

ＮＰＯ運営相談の実施（７回） 

県とＮＰＯとの協働事業候補の決定(４団体) 

ＮＰＯと民間等の意見交換会の開催（１回） 

ＮＰＯと学校との連携に関するアンケート調査

報告書 

千葉県パートナーシップマニュアル説明会の開

催（３回） 

ＮＰＯ活動情報誌の発行（１回） 

ニュースレターの発行（3回） 

メールマガジンの発行（3回） 

地域別意見交換会の開催（4地域） 

ＮＰＯ法運用講座の開催（１回） 

ＮＰＯ出前講座の開催（17回） 

１月 

～３月 

ＮＰＯ事業力向上セミナーの開催（２会場）

ＮＰＯ活動事例集の作成 

ＮＰＯ運営相談の実施（６回） 

ＮＰＯと民間等の意見交換会の開催（１回）

千葉県パートナーシップマニュアル説明会

の開催（１回） 

ＮＰＯ活動情報誌の発行（２回） 

ニュースレターの発行（３回） 

メールマガジンの発行（不定期） 

ＮＰＯ法運用講座の開催（１回） 

１月 

～３月

ＮＰＯ運営相談の実施（８回） 

ＮＰＯと民間等の意見交換会の開催（１回） 

ＮＰＯ活動情報誌の発行（２回） 

ニュースレターの発行（３回） 

メールマガジンの発行（３回） 

県・市町村連絡会議の開催 

ＮＰＯ法運用講座の開催（１回） 

ＮＰＯ出前講座の開催（８回） 

企業とＮＰＯの協働シンポジウム開催（3/14） 

企業とＮＰＯの協働意向調査報告書作成 

ＮＰＯ立県ちばコミュニティファンド研究会報

告書 

ＮＰＯ事業力向上セミナー2006まとめ 

 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 県民・ＮＰＯ主導による地域の課題解決力の強化 

ＮＰＯの事業力強化に向けて、千葉県ＮＰＯ活動推進委員会に、ＮＰＯ立県ちばコミュニティ

ファンド研究会を設置し、市民やＮＰＯが主体となった資金循環の仕組みについて研究し、報告

書をとりまとめられました。その結果、県が当面取り組むべき課題として、①ＮＰＯが地域にお

ける様々な企業や団体と連携・協働するための環境づくりを進めること、②資金のみ支援する従

来型のファンド創設は行わず、人材、モノ、情報等を含めた地域資源の循環システムについて検

討を行うこと、との提言がなされました。 

また、ＮＰＯ事業力向上セミナーを実施し、127名の参加を得ました。講座受講後の参加者アン

ケートでは「この講座はあなたの活動に役立ちましたか」という質問に対して、９９％の方が「と

ても役立った」と回答しており、参加者にとっては事業力向上の目的を十分達成したと考えます。

さらに、ＮＰＯ運営相談を、県内 10箇所で計 22回開催しました。53件の相談があり、税理士や

社会保険労務士などの専門家とＮＰＯスタッフが適切に対応することができたとともに、県税理

士会及び県社会保険労務士会と協力体制を築き、連携することができました。 



 ＮＰＯと企業・大学などの民間団体との連携を進めるため、協働の可能性や事例などについて調

査を実施し、企業からは 727 社、大学等からは 35 校から回答を得て、今後の施策に向けて貴重な

データを得ることができました。また、出会いの場として、企業とＮＰＯの協働シンポジウムを開

催したところ、66名の参加があり、企業やＮＰＯのニーズ等を把握することができました。 

 県民主役による地域づくりを行うための仕組み構築に向けて、地域活性化プラットフォーム事業

の募集とＮＰＯ主体の新たなまちづくり事業を実施しました。ＮＰＯ、市町村、県民、企業、県な

ど様々な主体による会議、活動を通して、ＮＰＯの課題解決力を強化することができました。栄町、

西印旛沼流域では、市民主体の地域課題解決の仕組みが構築され、事業の実施を通して、県民等に

対しＮＰＯ活動への理解を促進することができました。 

 ＮＰＯへの理解促進に向けては、ＮＰＯ活動情報誌の発行(5 回)やホームページ(通年)、メール

マガジン(11回)など様々な媒体を通して情報提供するとともに、県内各地域でＮＰＯ知識の普及の

ため、出前説明会（39 回）、県民ＮＰＯ基礎講座（8 回）、ＮＰＯ法運用講座（5 回）を開催し、延

べ2,894名の参加がありました。法運用講座受講後のアンケートでは、７～８割の方が「非常に参

考になった」「参考になった」との回答を得ており、適正な法人運営に対する理解が深まりました。

Ⅱ パートナーシップ型行政の発展 

地域課題の解決を目的に、県とＮＰＯが協働して取り組む事業を6事業実施し、併せて、前年度

の事業評価、次年度事業の募集を行いました。特に、千葉県ＮＰＯ活動推進委員会に設置したパ

ートナーシップ事業専門委員会（6回開催）において、評価方法の見直しを行い、新しいガイドラ

イン・自己チェックシートの作成、更に新ガイドラインに基づき、常設の千葉県協働事業評価委

員会を設置し、より効果的な協働事業の実施に向けて、環境整備が進みました。 

 県と市町村の連携については、連絡会議（計2回）や4地域での地域別意見交換会の開催により、

施策に関する情報交換や意見交換を進めるとともに、施策研究会（計9回）の開催を通して、ＮＰ

Ｏ関連施策に関する理解を深めることができました。更に、市町村の市民活動センターを中心とす

る県内の支援組織を構成員として千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワークを設置し、ＮＰＯ支援機能を

高める組織づくりを行いました。 

特記事項 

 平成18年 3月に、「千葉県ＮＰＯ活動推進計画」を策定し、「ＮＰＯ立県千葉の実現」に向けて、

平成18年度から第2ステージがスタートしました。推進計画では、上記の2つの目標について、7

つの指針と 18 の行動計画を立てています。これらの行動計画について全て着手し、上記のような

成果を得ています。この中、ＮＰＯとの協働事業についての常設の評価委員会は、全国初の設置で

あり、事業実施に当たり、意見交換会、事業の構築、評価、というシステムができました。今後、

協働事業のより多くの成功事例をどう積み重ねていくか、が課題となります。 

残された 

課題 

Ⅰ 県民・ＮＰＯ主導による地域の課題解決力の強化 

 ＮＰＯの事業力強化に向けて、資金のみ支援する従来型のファンド創設は行わない、との提言を

受けて、人材、モノ、情報等を含めた地域資源の循環システムについて検討を行っていきます。ま

た、セミナー受講率が低いことなどから、ニーズに対応した参加環境、利用しやすい相談環境を整

える必要があります。 

 ＮＰＯと様々な主体との連携に向けては、アンケート結果から企業のＮＰＯに対する理解、市民

のＮＰＯ活動への認知度、理解がまだ十分でない状況でした。ついては、地域においてＮＰＯと企

業等がお互いを理解する機会の充実により相互理解を深め、連携・協働する環境づくりと、市民主

体の地域課題解決の仕組みの構築を県内各地に広げることが必要です。 

Ⅱ パートナーシップ型行政の発展 

 ＮＰＯと県との協働事業提案における、協働分野・協働相手が固定化傾向にあります。また、事

業化までの協議が十分でない場合があります。そのため、パートナーシップ市場制度について、多

様な提案につながるような見直しを行う必要があります。 

 また、ＮＰＯの主な活動地域である市町村と県との連携強化のためには、職員のＮＰＯ理解度の

向上や支援機能の強化施策の検討などが課題となっています。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

ⅠＡ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

ⅡＡ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 県民・ＮＰＯ主導による地域の課題解決力の強化 

 ＮＰＯの事業力強化に向けて、資金だけではなく、人材、モノ、情報等を含めた地域資源の循環

システム、すなわち、県民、企業、ＮＰＯ、行政など地域の様々な主体が、地域の基盤づくりのた

めに連携して支え合う仕組みの可能性について、より実践的な調査研究を行います。更に、セミナ

ーや相談会などへの参加しやすい環境を整えるため、かつ、ＮＰＯのニーズに沿った支援ができる

ようにするため、複数事業を同時開催し、実施効果を高めます。 

 また、ＮＰＯと様々な主体との相互理解、連携・協働する環境づくりに向けて、ＮＰＯの活動内

容や社会貢献度の理解促進のため、新たな広報媒体の検討などにより、効果的・戦略的な情報発信



を実施します。そして、企業とNPOの交流・出会いの場の提供事業、大学とNPOの意見交換会など

により、様々な主体間での情報交換、意見交換の場を積極的に作っていきます。 

 市民主体の課題解決の仕組みの構築に向けて、モデル事業を通して効果的な課題解決手法の検討

や、ネットワーク形成を進めます。 

Ⅱ パートナーシップ型行政の発展 

 協働事業の制度の簡素化、審査の透明化を図り応募しやすくし、企画立案段階からの県とＮＰＯ

との協議を重視した制度に変更し、協働事業の完成度を高めるとともに、多様な提案につながるよ

うにします。 

また、県と市町村の情報交換や共同研究会の充実により、県と市町村のパートナーシップを強め、

全県的な連携・協力体制を進めていきます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

県の各施策や事業について、多くの新しいＮＰＯが実施主体として参加できる仕組みを検討すること。また、県と

連携して事業を実施する市町村を増やす手段を考えること。 

協働事業に関しては、事業の企画から実施までを適切に行える事業力を持ったＮＰＯを増やすことが求められる。

 


