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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

平成２７年度実施事業の概要及び実施結果             

平成２７年度は、計画の初年度として、３つの施策の方向性と８つの行動計画に

沿って、以下のとおり事業を推進することとしました。 

「１ 県民活動への理解や参加の促進」については、本県のボランティア活動へ

の参加割合が少ない状況であることから、多くの県民が参加機会を得られるよう、

活動体験の場と機会を提供するとともに、ボランティアに関する情報の収集、発信

に力を入れます。 

「２ 地域の様々な主体と市民活動団体等の連携・協働の促進」については、具

体的な協働事例について、ちばコラボ大賞や協働ガイドブックなどにより、様々な

主体間での共有、普及を図っていきます。また、市町村行政の協働の取組に対して

情報提供や専門家派遣などの側面支援を行っていきます。 

「３ 市民活動団体等の基盤強化等の支援」については、市民活動団体等の活動

が安定的、継続的に行われるよう、資金調達力、組織運営力の向上等をテーマにし

た講習会を行います。また、中間支援組織間ネットワークの連携充実や、スタッフ

のスキルアップのための研修会などにより、民が民を支える環境整備を図ります。 

各事業の実施結果等は５ページ以降に示すとおりです。 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 
 

 

 

施策の
方向性

行動計画 No 事　業　名 再掲 担当所属 達成度

1 千葉県ホームページでの情報発信 県民生活・文化課 ◎

2 NPO・ボランティア情報マガジンの配信 県民生活・文化課 ◎

3 県民活動情報オフィスの運営 県民生活・文化課 ○

4 県民活動普及啓発イベントの実施 県民生活・文化課 ◎

5 県民活動ＰＲ月間の実施 県民生活・文化課 ◎

6 出前説明会等の実施 県民生活・文化課 △

7 法人化説明会の実施 県民生活・文化課 ◎

8 若い世代の参加促進を図る広報啓発と防犯ボランティア事業  警察本部生活安全総務課 -

9 自主防犯ボランティア団体の普及及び協働・支援事業  警察本部生活安全総務課 -

10 ボランティア活動への参加促進 県民生活・文化課 ◎

11 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 県民生活・文化課 ○

12 地域と連携した福祉教育の推進 健康福祉指導課 ○

13 ボランティア活動の振興（ボランティア振興事業） 健康福祉指導課 ○

14 高校生のためのボランティア体験講座   教育庁さわやかちば県民プラザ ◎

15 ボランティア入門講座   教育庁さわやかちば県民プラザ ◎

16 ボランティアスキルアップ講座   教育庁さわやかちば県民プラザ ◎

17 協働によるコミュニティづくりの普及・促進 県民生活・文化課 ◎

18 ちばコラボ大賞 県民生活・文化課 ○

19 千葉県男女共同参画社会づくり民間団体交流会議ネットワーク会議 男女共同参画センター ◎

20 地域福祉フォーラムの設置・活動の促進 健康福祉指導課 ○

21  コンビニ防犯ボックス設置等事業 生活安全課 ◎

22 環境講座開催事業 環境研究センター ◎

23 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 経済政策課 ◎

24 法人の森事業（法人の森協定） 森林課 ◎

25 里山活動の支援 森林課 ◎

26 若い世代の参加促進を図る広報啓発と防犯ボランティア事業 （再掲）  警察本部生活安全総務課 -

27 自主防犯ボランティア団体の普及及び協働・支援事業 （再掲）  警察本部生活安全総務課 -

28 千葉県警察学生サポーター「ＣｈｉＰＳＳ」活動  警察本部少年課（少年センター） -

29 少年補導員・少年指導員活動  警察本部少年課（少年センター） -

30 災害時外国人サポーター養成講座 国際課 ○

31 通訳ボランティア養成事業 国際課 △

32 災害対策コーディネーターの養成 防災政策課 ◎

33 災害対策コーディネータースキルアップ講座 防災政策課 ◎

34 コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）育成事業 健康福祉指導課 ◎

35 千葉県生涯大学校における地域を担う人材の育成 高齢者福祉課 △

36 食生活改善推進員研修事業 健康づくり支援課 ◎

37 がん検診推進員育成講習会事業 健康づくり支援課 ◎

38 精神保健福祉ボランティア育成事業 障害福祉課 ◎

39 外国語観光ボランティアガイド養成講座開催事業 観光企画課 ○

40 ちば食育ボランティアの活動支援 安全農業推進課 ○

41 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 教育庁生涯学習課 ◎

42 放課後子供教室推進事業 教育庁生涯学習課 ◎

43 「読み聞かせボランティア入門講座」の開催 教育庁中央図書館 ◎

44 市町村と市民活動団体との連携促進事業 県民生活・文化課 △

45 学校と市民活動団体との連携促進事業 県民生活・文化課 ◎

46 県・市町村推進会議の開催 県民生活・文化課 ◎

47 協働推進研修会の開催 県民生活・文化課 ◎

48 パートナーシップ推進員会議の開催 県民生活・文化課 ◎

（１）市民活動団体等の組
織運営力等の向上支援

49 市民活動マネジメント事業 県民生活・文化課 ○

50 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） 県民生活・文化課 ○

51 市民活動支援組織ネットワークによる中間支援組織の機能向上と連携強化 県民生活・文化課 ◎

（３）民が民を支える仕組み
の普及・支援

52 民が民を支える仕組みの普及・支援 県民生活・文化課 ◎

３
　
市
民
活
動
団
体

　
　
等
の
基
盤
強
化

等
の
支
援

（２）中間支援組織の機能
強化支援

千葉県県民活動推進計画　平成27年度実施事業一覧
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理
解
や
参
加
の
促
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（１）県民活動の普及啓発
の推進

（２）県民活動を体験する機
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促
進

（１）地域コミュニティにおけ
る様々な主体の連携・協働
の推進

（３）市民活動団体等と県行
政・市町村行政の協働の推
進

（２）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
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

■各事業の概要及び実施結果の記載について 
 

次頁以降では千葉県県民活動推進計画に位置付けられた事業を施策の柱ごとに整

理し、施策の柱ごとの「実施状況」、「成果指標」、「今後の課題」や、各事業ごとの「事

業名」、「事業概要」、「実施目標」、「実施結果」、「評価」、「達成度」を記載しています。 

 

 
＜各事業の概要及び実施結果＞ 

１１  県県民民活活動動へへのの理理解解やや参参加加のの促促進進  

 

 

 

 

【事業の実施状況】 

県民のボランティア活動への理解と参加の促進を図るため、市民活動団体のステー

ジ発表や展示ブースなどによる「県民活動普及啓発イベント」を実施したほか、ボラ

ンティア活動について理解を深め、体験もできる「ボランティア参加促進事業」を県

内各地で実施しました。また、多くの県民の主体的な参加を促す環境づくりとして、

「県民活動 PR 月間を活用した市町村等への広報支援」、「メールマガジンの発行」や

「ホームページでの情報発信」など各種普及啓発事業を行いました。全体として年度

当初に予定した内容及び目標については、概ね達成することができました。 

   
 （１）県民活動の普及啓発の推進  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

1 
千葉県ホームページ

での情報発信 
〔県民生活・文化課〕 

県ホームページの特設サイト「千葉県 NPO・

ボランティア情報ネット」において、NPO 法

人情報及び県の NPO・ボランティア関連施策

情報、民間団体からの助成情報等を掲載する。 
また、ボランティア関連情報のページに、各種

ボランティアの募集情報や東京オリンピッ

ク・パラリンピック関連情報、災害ボランティ

ア関連情報等を掲載する。 

千葉県 NPO・ボ

ランティア情報

ネット」 
関連ページビュ

ー数 350,000 件 

2 
NPO・ボランティア

情報マガジンの配信 
〔県民生活・文化課〕 

NPO・ボランティア活動関連の各種事業やイベ

ントなどの情報を随時配信する。また、県民活

動に関する様々なトピックスや各種イベント

のレポート記事などを掲載するニュースレタ

ーも月 1 回同時配信する。 

年 24 回 
（月 2 回）配信 

 活動に関する情報の不足が参加を妨げている要因となっている現状等を

踏まえながら、様々な形で広報・普及啓発を行うだけでなく、より多くの

県民が参加機会を得られるよう、活動体験の場と機会の提供、適切な情報

発信に努めます。 

事業の実施状況 

各事業の実施結果を記載

しています。見開き横一列

で一つの事業の説明にな

っています。 

施策の柱ごとの主な事業

の実施結果を記載してい

ます。 

各事業の実施結果 

施策の方向性 

施策の方向性と、その実現

ために必要なことを表し

ています。 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

 

 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民活動団体、ボランティア

活動に関心がある人の割合 ５３．６％※１ 
５９．０％ ６４．５％ ７０．０％ 
４３．６％ 

（－１０．０％）   

ボランティア活動に参加し

たことのある人の割合 １８．３％※２ 
２０．５％ ２２．７％ ２５．０％ 
３７．２％ 

（＋１８．９％）   

※１ 参考指標として、「市民活動団体の活動を知っている人の割合」を掲載（第４８回県政に関する世論調査結果よ

り） 
※２ 第４８回県政に関する世論調査結果より 

 
【今後の課題】 

成果指標については、「市民活動団体、ボランティア活動に関心がある人の割合」

が減少し、一方で「ボランティア活動に参加したことがある人の割合」は増加しまし

た。この 2 つの成果指標については、今年度より指標を測定する際の質問の内容を一

部変更したため、今後の数値の動向を見ながら状況を判断する必要がありますが、地

域包括ケアシステムの構築や東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催などに

向けて、県民活動に対する関心は今後高まってくることが予想されます。そのため、

県民活動に関する情報の収集、発信の強化を進めながら、県民活動への興味関心を実

際の活動につなげていくための環境の整備等を進めていく必要があります。 
 

実施結果 評価 達成度 

【アクセス件数】 

○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：914,457 件  

【情報発信件数】 

○民間団体等からの助成情報 99 件 

○千葉県が募集しているボランティア情報 

23 件 

 目標の関連ページビュー数については、目標を

達成することができました。 

また、アクセス件数の多いものをページ上部に

することで、スマートフォンでも必要なページに

アクセスしやすくなりました。 

 今後も民間団体等の助成情報や各種ボランテ

ィアに関する情報等を随時更新するなど、充実し

た情報発信に努めていきます。 

◎ 

配信数：24 回 

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」

を同時配信する。 

メールマガジン会員数：2,341 名 

メールマガジンについては、月に 2回のペース

で配信し、目標を達成しました。 

ニュースレターについては、市民活動支援セン

ターへの取材記事や、日本政策金融公庫の方から

寄稿いただいた資金調達に関する記事を掲載す

る等、読者の興味をひくことのできるような内容

にする工夫を行いました。今後もメールマガジン

やニュースレターの読者を増加させるため、内容

の見直しや広報を進めていきます。 

◎ 

事業の実施結果や成果指標

の推移を踏まえて、今後の方

向性について記載していま

す。 

施策の柱ごとの成果を数

値で表しています。 

成果指標 

今後の課題 

達成度 

・目標を達成＝◎ 

・目標を概ね（70％以上） 

達成＝○ 

・目標を未達成＝△ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

＜各事業の概要及び実施結果＞ 

  

１１  県県民民活活動動へへのの理理解解やや参参加加のの促促進進  
 

 

 

 
 
 

【事業の実施状況】 

県民のボランティア活動への理解と参加の促進を図るため、市民活動団体のステー

ジ発表や展示ブースなどによる「県民活動普及啓発イベント」を実施したほか、ボラ

ンティア活動について理解を深め、体験もできる「ボランティア参加促進事業」を県

内各地で実施しました。また、多くの県民の主体的な参加を促す環境づくりとして、

「県民活動 PR 月間を活用した市町村等への広報支援」、「メールマガジンの発行」や

「ホームページでの情報発信」など各種普及啓発事業を行いました。全体として年度

当初に予定した内容及び目標については、概ね達成することができました。 

   
 （１）県民活動の普及啓発の推進  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

1 
千葉県ホームページ

での情報発信 
〔県民生活・文化課〕 

県ホームページの特設サイト「千葉県 NPO・ボラ

ンティア情報ネット」において、NPO 法人情報及

び県の NPO・ボランティア関連施策情報、民間団

体からの助成情報等を掲載する。 
また、ボランティア関連情報のページに、各種ボラ

ンティアの募集情報や東京オリンピック・パラリン

ピック関連情報、災害ボランティア関連情報等を掲

載する。 

千葉県 NPO・ボ

ランティア情報

ネット」 
関連ページビュ

ー数 350,000 件 

2 
NPO・ボランティア

情報マガジンの配信 
〔県民生活・文化課〕 

NPO・ボランティア活動関連の各種事業やイベン

トなどの情報を随時配信する。また、県民活動に関

する様々なトピックスや各種イベントのレポート

記事などを掲載するニュースレターも月 1 回同時

配信する。 

年 24 回 
（月 2 回）配信 

 活動に関する情報の不足が参加を妨げている要因となっている現状等を

踏まえながら、様々な形で広報・普及啓発を行うだけでなく、より多くの県

民が参加機会を得られるよう、活動体験の場と機会の提供、適切な情報発信

に努めます。 
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１（１）県民活動の普及啓発の推進 
 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民活動団体、ボランティア

活動に関心がある人の割合 
５３．６％※１ 

５９．０％ ６４．５％ ７０．０％ 
４３．６％ 

（－１０．０％）   

ボランティア活動に参加した

ことのある人の割合 
１８．３％※２ 

２０．５％ ２２．７％ ２５．０％ 
３７．２％ 

（＋１８．９％）   

 ※１ 参考指標として、「市民活動団体の活動を知っている人の割合」を掲載（第４８回県政に関す
る世論調査結果より） 

※２ 第４８回県政に関する世論調査結果より 
 

【今後の課題】 

成果指標については、「市民活動団体、ボランティア活動に関心がある人の割合」

が減少し、一方で「ボランティア活動に参加したことがある人の割合」は増加しまし

た。この 2 つの成果指標については、今年度より指標を測定する際の質問の内容を一

部変更したため、今後の数値の動向を見ながら状況を判断する必要がありますが、地

域包括ケアシステムの構築や東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催などに

向けて、県民活動に対する関心は今後高まってくることが予想されます。そのため、

県民活動に関する情報の収集、発信の強化を進めながら、県民活動への興味関心を実

際の活動につなげていくための環境の整備等を進めていく必要があります。 
 

  

実施結果 評価 達成度 

【アクセス件数】 

○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：914,547 件  

【情報発信件数】 

○民間団体等からの助成情報 99 件 

○千葉県が募集しているボランティア情報 23 件 

 目標の関連ページビュー数については、目標を

達成することができました。 

また、アクセス件数の多いものをページ上部にす

ることで、スマートフォンでも必要なページにアクセ

スしやすくなりました。 

 今後も民間団体等の助成情報や各種ボランティ

アに関する情報等を随時更新するなど、充実した

情報発信に努めていきます。 

◎ 

配信数：24 回 

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」を同時配信する。 

メールマガジン会員数：2,341 名 

メールマガジンについては、月に 2 回のペースで

配信し、目標を達成しました。 

ニュースレターについては、市民活動支援センタ

ーへの取材記事や、日本政策金融公庫の方から寄

稿いただいた資金調達に関する記事を掲載する

等、読者の興味をひくことのできるような内容にする

工夫を行いました。今後もメールマガジンやニュー

スレターの読者を増加させるため、内容の見直しや

広報を進めていきます。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

3 

県民活動情報オフィ

スの運営 

〔県民生活・文化課〕 

県庁本庁舎 2階の「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

時の各種相談、NPO・ボランティア関連情報の提

供、ミーティングルーム等の貸出等のサービスを

提供する。 

オフィス利用者数 

1,500 名 

4 

県民活動普及啓発イ

ベントの実施 

〔県民生活・文化課〕 

様々な分野のボランティア活動の紹介やボラン

ティアとの交流ができる県民活動普及啓発イベ

ントを開催する。また、各種行事への出展により

広報啓発を実施する。 

啓発イベント 

1 回 

各種行事への出展 

3 回 

5 

県民活動ＰＲ月間の

実施 

〔県民生活・文化課〕 

ＮＰＯ法施行日である 12 月 1 日前後の 1 カ月

（11/23～12/23）を「ちば県民活動ＰＲ月間」と

し、県民にＮＰＯ・ボランティア活動を知っても

らい、活動への参加に繋がるようなイベントを行

う市町村や市民活動団体へ広報支援を行う。 

ちば県民活動ＰＲ

月間賛同行事 20

件 

6 
出前説明会等の実施 

〔県民生活・文化課〕 

ＮＰＯやボランティアの基礎知識、県の施策状況

などについての説明会を県内各地に赴き、実施す

る。 

参加者数 

1,000 人 
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１（１）県民活動の普及啓発の推進 
 

  

実施結果 評価 達成度 
オフィス利用状況  県民活動情報オフィス利用者数は、昨年度と比較

して増加しており（前年度利用者１，２５４名）、目標

を概ね達成しました。 

 今後も、オフィス機能の見直しや強化について検

討するとともにオフィスの利用促進に向けて、県ホ

ームページや各種研修会等で広報を行っていきま

す。 

○ 

○ＮＰＯ法人等の各種相談  

○情報検索等窓口対応 

○電話問合せ等対応  

○ミーティングスペース利用 

            計 

６６０名 

３９３名 

１２２名 

１８４名 

１，３５９名 

①ちば県民活動フェスティバル 2015 

 企画提案による業務委託で実施 

ちば県民活動フェスティバル 2015「笑顔がステキ 

～”好き”からはじめるボランティア～」 

 受託者「ちば NPO 協議会」 

 日時:12 月 5 日（土）12 時～16 時 

 会場:ららぽーと TOKYO-BAY 北館 1 階中央広場 

 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 

来場者によるメッセージボードの作成 等 

参加者 約 2,300 人 

②その他の広報 

 県及び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。 

 県民の日中央行事 6 月 14 日（日）参加者 638 名 

 エコメッセ    9 月 23 日（水）参加者 523 名 

 印旛沼流域環境・体験フェア 10 月 24 日(土) 

参加者 307 名 

①県民活動普及啓発イベントの開催回数について

は、目標を達成しました。当日は約２，３００名という

多くの方の参加があり、ステージ発表や展示ブース

などを通して県内の団体の活動を紹介することが出

来ました。 

 参加した団体からは「活動を知ってもらうために必

要なことを考えるきっかけになった」、「多様な人脈

による様々な知恵を持ち寄ったことが来場者の共感

につながった」「イベントをきっかけに広がったネット

ワークや有意義な経験を今後の活動に活かしたい」

などの意見を頂くことができました。 

②イベントへの出展については、県民の日中央行

事、エコメッセ及び印旛沼流域環境・体験フェアの

3 行事に出展し広報・アンケート等を行い、目標を

達成しました。 

今後も様々な機会を活用して県民活動の広報活

動を進めていきます。 

◎ 

ちば県民活動ＰＲ月間の趣旨に賛同する行事とし

て、様々な市町村や市民活動団体等の民間団体が開

催するイベントに対して、普及啓発グッズの提供や県

HP への掲載などを通した広報支援を実施。 

実施：18 市町 5 団体 

 賛同行事は市町村 18 件、市民活動団体 5 件、計

23 件と目標を達成できました。 

 今後は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、継続的な市民活

動・ボランティア活動につなげていくための工夫が

必要です。 

◎ 

開催件数 ７件 

延べ参加者数 １３９名 

Ｈ２７年度から生涯大学校での出前講座がな

くなったため、昨年度（２３件、９５４名）よ

りも低い実績での開催となりました。 

今後は市町村や市民活動支援センター等と連

携し、出前説明会の活用を呼び掛けるとともに、

説明内容を充実させていきたいと考えます。 

△ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

7 
法人化説明会の実施 

〔県民生活・文化課〕 

NPO 法人格の取得を検討している方を対象に、NPO

法人制度や設立手続についての説明会を千葉市と

共催で月 1回開催する。また、うち 4回は夜間に開

催する。 

開催回数：12回 

8 

若い世代の参加促進

を図る広報啓発と防

犯ボランティア事業

〔警察本部生活安全

総務課〕 

自主防犯活動に意欲のある若い世代（県内の大学な

どに在籍、または県内に在住、もしくは在勤する

16 歳以上 30 歳未満）により若手防犯ボランティア

グループ「ブルー・スターズ」を結成し、自主防犯

活動への参加・取組による若年層の防犯意識や規範

意識の向上を図るほか、地域における絆の強化を図

る。また、若年層等による自主防犯活動の一層の活

性化のための広報啓発を実施する。 

若い世代の防犯

意識や規範意識

の向上を図る。 

9 

自主防犯ボランティ

ア団体の普及及び協

働・支援事業 

〔警察本部生活安全

総務課〕 

県内で活動する自主防犯ボランティア団体に対し

て、地域の防犯情報を提供するほか、警察官との合

同パトロールを実施する。その他、自主防犯ボラン

ティアの活動の活性化を図るため、県下各署におい

て、自主防犯パトロール隊や町会等を対象に防犯講

話や情報交換会を開催する。さらに、自主防犯ボラ

ンティアへの参加促進等を図るため、広報啓発活動

を行う。 

自主防犯活動団

体に対して、防犯

講話や情報交換

を通じて、支援を

推進する。 
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１（１）県民活動の普及啓発の推進 
 
 

実施結果 評価 達成度 
平成２８年３月末時点で１２回開催し、参加者は

合計で１７３人となりました。内訳は次のとおり

です。 

月に１度開催しており、目標を達成しまし

た。 

今後も、法人格取得を目指す人々の県民活動

への理解・参加を促進するために、個別の相談

にも随時対応し、法人化説明会等の内容を充実

させていく必要があります。 

◎ 

（内訳） 

第１回( 4 月 9日） 

第２回(5月 14 日） 

第３回(6月 11 日） 

第４回(7月 9日） 

第５回(8月 13 日） 

第６回(9月 10 日) 

第７回(10 月 8日)  

第８回(11 月 12 日)  

第９回(12 月 10 日)  

第１０回(1 月 14 日） 

第１１回(2 月 10 日) 

第１２回(3 月 10 日) 

 

１１人 

１７人 

１７人 

２１人 

１７人 

１４人 

１２人 

５人 

１３人 

１１人 

１９人 

１６人 

 県内外各地で実施された防犯キャンペーンや研

修会に「ブルー・スターズ」の会員が延べ１４回

５９人が参加した。また、平成２７年度中に新規

会員２４人が入会した。 

・密輸防止キャンペーン（成田市） 

・痴漢防止キャンペーン（船橋市） 

・ロックの日（千葉市） 

・次世代ボランティアリーダー研修会（東京都） 

・薬物乱用防止キャンペーン（千葉市） 

・振り込め詐欺広報用名称お披露目式（八千代市） 

・警察ふれあいフェスタ（千葉市） 

・ブルー・スターズ研修会（県警本部） 

・読売防犯デー（習志野市） 

・歳末警戒出動式（千葉市） 

・電話 de詐欺撲滅キャンペーン（千葉市） 

・ヤング防犯ボランティア交流大会（千葉市） 

・よくし隊レディ犯罪防止キャンペーン（千葉市） 

・ブルー・スターズ総会（千葉市） 

 県内外各地で開催された防犯キャンペーン

や研修会に「ブルー・スターズ」の会員が参加

したことにより、若年層の防犯意識や規範意識

の向上が図られた。今後は、新規会員の更なる

増加を目指すとともに、会員による自主的な運

営、県内外の他団体との交流を図ることが課題

である。 

新規会員が

増加し、各

種イベント

において活

躍した。 

 自主防犯ボランティア団体の普及や活動の活性

化等を図るため、次の活動を実施した。 

・警察官との合同パトロール 2,645 件 

・防犯講話 5,166 回 

・広報啓発キャンペーン 842 回 

（いずれも数値は平成 27年中） 

 合同パトロール、防犯講話等の実施により、

自主防犯ボランティア団体の活動の活性化が

図られた。自主防犯ボランティア団体を構成す

る者の高齢化が進んでおり、若い世代の参加促

進を図ることが課題である。 

自主防犯団

体に対し、

防犯講話や

情報提供を

通じて、そ

の活動を支

援を推進し

た。 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
 
（２）県民活動を体験する機会の提供 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

10 

ボランティア活動へ

の参加促進 

〔県民生活・文化課〕 

県全体のボランティア活動の推進を図るため、地域

の人材の掘り起こしとともに、体験等を通した地域

のボランティア活動への参加のきっかけづくりを

行う事業を実施する。 

３事業の実施 

11 

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 

〔県民生活・文化課〕 

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・交流会を開催する。 

開催回数：１回  

参加人数 ５０

名 
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１（２）県民活動を体験する機会の提供 
 
  

 
 

 

実施結果 評価 達成度 

企画提案による業務委託で実施 

応募団体 6 団体、採択団体 3 団体 

 

①鴨川市社会福祉協議会 

「ハッピー・ボランティア 2015」 

防災ボランティアに関する講演及び 

防災体験イベント 

9 月 27 日（日）実施 参加者約 200 名 

 

②特定非営利活動法人 

ディープデモクラシー・センター 

「チーボラ大作戦」  

(1)ボランティアコーディネーションに関する講座 

7 回開催、参加者 114 名 

(2)ボランティア体験 

1 月 30 日（土）～2 月 14 日（日）実施 

参加者 15 名 

 

③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ァーストステージ」～2015

おもてなし活動  

その成果と支援のあり方について～ 

 

高校生ボランティアが参加したおもてなし活動の事

例発表及びパネルディスカッション 

12 月 12 日（土）実施、参加者 82 名 

 事業の実施数については、目標を達成しました。

各事業について 

①「ハッピー・ボランティア 2015」では、東日本大震

災の被災地のドキュメンタリー映画の上映、被災され

た方による講演等があり、防災やボランティアについ

ての理解を深めるイベントとなりました。 

②「チーボラ大作戦」では、ボランティアコーディネー

ションに関する講座が行われ、ボランティアの特徴、

人が集まるボランティア組織をどう作るのか、ボランテ

ィアコーディネーターの役割等を学び、参加者にとっ

て気付きの多い、また実践的な講座となりました。そ

の後、Ｗｅｂサービスを使ったボランティア参加希望者

と市民活動団体とのマッチングを経て、ボランティア

体験が行われ、参加者からは、参加したボランティア

活動を今後も継続していきたいとの声もあり、ボランテ

ィアの参加促進に繋がるものとなりました。 

③2020 年のオリンピックイヤーに向け、高校生をはじ

めとした若い世代の方々を対象に講演会を行い、特

に若者にとって、行動することの大切さや、おもてなし

活動への理解を深めるイベントとなりました。 

 今後はより多くの団体に応募してもらえるよう、また

各事業の参加者を増やせるよう、広報について工夫

する必要があります。 

◎ 

日時 平成 27 年 10 月 8 日（木）13 時 15 分～17 時 

場所 千葉市ビジネス支援センター13 階会議室  

参加者 38 名 

内容  

・第１部：基調講演  

テーマ 「中間支援組織には何が求められているのか」 

   講 師  安藤雄太 氏 

 （東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー） 

・第２部：ワークショップ 

    テーマ「市民の活動のステップアップに向けて 

          ～助成金申請とセンターの役割～」 

 参加人数については、目標を概ね達成しました。 

 研修内容については、アンケート回答者２４名のう

ち、基調講演については２３名が、ワークショップにつ

いても２２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。 

 基調講演では、中間支援組織の意義と現状、機能

について再確認することができ、ワークショップでは、

ＮＰＯ等への支援の方法について実践的に学ぶこと

ができ、ボランティアセンター、市民活動支援センタ

ー双方のスタッフにとって有意義な研修会となりまし

た。 

 今後はより多くのセンタースタッフに参加してもらえ

るよう内容の検討などを行い、中間支援組織の機能

充実に向けた支援を進めていきます。 

○ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

12 

地域と連携した福祉

教育の推進 

〔健康福祉指導課〕 

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 

・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

を実施する。 

・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 

13 

ボランティア活動の

振興（ボランティア

振興事業） 

〔健康福祉指導課〕 

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千葉県ボ

ランティア・市民活動センターの運営や研修事業を

補助する。 

・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） 
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１（２）県民活動を体験する機会の提供 
 
  

 
 

 

実施結果 評価 達成度 
・平成 27年度指定校 

 小学校 8校、中学校 6校、高等学校 5校 

・福祉教育研究県大会 8/19 開催 参加者 273 名 

・福祉教育推進員養成研修 

 実施日 4/21，7/30，8/5，8/19，8/25 

 修了者 37 名 

例年２０校程度、福祉教育推進指定校を指

定し、地域で一体となった取組を行ってい

る。近年、学校の統廃合による減少等により、

地域の小・中・高等学校が一体となった取組

が難しくなってきており、どのように取り組

んでいくのかが課題である。 

○ 

・平成２７年度ボランティアリーダー研修 

テーマ：地域福祉活動の基本と実際 

講師：作新学院大学女子短期大学部幼児教育科 

教授 坪井 真 氏 

場所：松戸市総合福祉会館、九十九里町中央公民館 

印西市総合福祉センター、館山市コミュニティセン 

ター、介護予防センターいきいきプラザ 他 

7/21 参加者 42 名、8/7 参加者 65 名 

9/8  参加者 34 名、12/4 参加者 35名 

2/2   参加者 26 名 

 

・平成２７年度市町村社会福祉協議会地域福祉・ 

ボランティア担当者研修会 

テーマ：地域福祉政策の再編成と社協が直面する 

課題について 他 

講師：千葉県社会福祉協議会地域推進部長 

川上 浩嗣 氏 他 

場所：千葉県社会福祉センター 

9/17 参加者 30 名 

 

・平成２７年度千葉県学生ボランティアとか超会議  

出会い！交流！実践！ 

～新たな自分を探しに行こう～ 

内容：学生が主体となって活動する団体の活動 

発表・質疑応答・ワークショップ 

場所：千葉大学 

参加者 87名 

ボランティアリーダー研修や大学生等の

若者を対象とした会議等を実施したことに

より、ボランティアリーダーの育成やボラン

ティア活動への参加を推進することができ

た。 

○ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

14 

高校生のためのボラン

ティア体験講座 

〔さわやかちば県民プ

ラザ〕 

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する。 

開催日数６日間 

実習７時間以上 

50 名 

15 

ボランティア入門講座 

〔さわやかちば県民プ

ラザ〕 

ボランティアを始めたいと思っている方や興味の

ある方を対象に、ボランティアの基本や身近にでき

るボランティアについて学ぶ講座を開催する。 

開催回数１回 

参加数３０人 

16 

ボランティアスキルア

ップ講座 

〔さわやかちば県民プ

ラザ〕 

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向上とネットワークづくりを

図る講座を開催する。 

開催回数１回 

参加数５０人 
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１（２）県民活動を体験する機会の提供 
 

 

実施結果 評価 達成度 
6/20 第１回 ボランティアの心構え、保育ボランティア 

講師：ボランティアセンター、保育園 参加者：48 名 

6/27 第２回 環境ボランティア、福祉ボランティア 

講師：花王株式会社、国土交通省関東運輸局千葉 

運輸支局、柏市社会福祉協議会 参加者：45 名 

7/12 第３回 知的障害のある方との交流、 

認知症について 

講師：野田特別支援学校、柏市保健福祉部 参加者：45 名 

7/23 第４回 共生について学ぶ体験実習 

講師：職員、福祉施設 参加者：49 名 

9/19 第５回 災害時のボランティア、国際ボランティア 

講師：自衛隊千葉地方協力本部、JSC 参加者：36 名 

9/27 実践発表 参加者：37 名 

会場：体験実習以外さわやかちば県民プラザ 

参加者：のべ 260 名 

生涯学習およびボランティアに関する理

解については、目標を達成することができま

した。 

参加率 86.6％。 

 今後も高校生にとって更に魅力のある講

義・実習を組み込んでいくとともに、学校行

事との調整を図っていきます。 

◎ 

6/27  

第一部 ボランティアの心構え、 

個人でできるボランティア 

第二部 環境講座「水」 

講師：花王株式会社職員 

会場：さわやかちば県民プラザ 参加者：17 名 

「ボランティアの基本」や「身近にできるボ

ランティアについて学ぶ」については、多く

の参加者から「ボランティアに対する考え方

がわかった」という感想があり、目標を概ね

達成することができました。参加率 56%。 

今後は、「これまでにボランティアの体験

がない方」の参加を増やしていくため広報活

動を展開していきます。 

◎ 

3/6 

テーマ「新しい価値観を創造する」 

会場：さわやかちば県民プラザ 

講師：東京藝術大学美術部特任助教伊達達矢氏 

参加者：２４名 

「主体的に関わること」「お互いに学びあう

こと」などを改めて確認するためにワークシ

ョップも交えて学び、受講者からは「自分の

ため、他人のためにどのような手助けができ

るか、考えさせてもらった。」、「今後何らか

の活動に参加していきたいと考えている。」

などの声があがった。参加率 77％ 

今後は、ボランティア経験者の交流の場を

大切にしていきます。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

２２  地地域域のの様様々々なな主主体体とと市市民民活活動動団団体体等等のの連連携携・・協協働働のの促促進進  

 
 
 
 
 
 

【事業の実施状況】 

 地域の様々な主体と市民活動団体等の連携・協働を促進するため、県内の優良な連

携事例を表彰する「ちばコラボ大賞」を実施したほか、本年度より新たに、県が支援

した協働による取組が過去に行われていない地域を対象に、協働への理解を深めるた

めの機会を提供する「協働によるコミュニティづくりの普及・促進」を実施しました。 
協働によるコミュニティづくりの普及・促進では、講義形式の研修やワークショッ

プに加え、市民活動団体、行政、企業、公益法人等が参加する交流会なども開催し、

自由な意見交換等を通して、様々な主体が出会い、協働についての関心を高めること

のできる機会を提供することができました。また、県・市町村の行政職員や教職員を

対象にした協働推進のための各種研修等も行い、地域の様々な主体の連携の促進に取

り組みました。全体として年度当初に予定した内容及び目標については、概ね達成す

ることができました。 
 
（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

17 

協働によるコミュニ

ティづくりの普及・

促進 
〔県民生活・文化課〕 

県が支援した協働による取組が過去に行われてい

ない地域を対象に、市町村と地縁団体、市民活動団

体、企業等が地域課題の解決について、共通の認識

を深め、協働による取組を検討する契機となるよ

う、有識者による講演や優良な協働事例の発表、意

見交換、ワークショップ等を行う。 

県内 3地域で実施 

 行政、中間支援組織、市民活動団体、地縁団体、社会福祉協議会、学校、

企業など多様な主体が連携・協働して行う地域の課題解決に向けた取組や仕

組みづくりへの支援や、県行政と市町村行政の間の情報共有などによる協働

の推進を図ります。 
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２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 

２７年度 ２８年度 ２９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 
６８．２％※１ 

７０．５％ ７２．８％ ７５．０％ 
６６．７％ 

(－１．５％)   

市町村行政・県行政と市民活

動団体との協働事業の件数 
４６９件※２ 

５１３件 ５５７件 ６００件 
５０２件 

(＋３３件)   

※１ 千葉県ＮＰＯ法人実態調査結果より 
※２ 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（千葉市は独自集計のため、件数に含まれていません。） 
 

【今後の課題】 

成果指標である「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、昨年度に比べて減少し、「市町村行政・県行政と市民活動団体との協働事業の件

数」については増加したものの、例年に比べて伸び率が減少しており、目標達成には

至りませんでした。 
協働の取組の促進については、協働に関する理解を深め、各主体間に共通の認識を

つくりあげることと、様々な主体が出会うことのできる場を提供することが重要です。 
また、市民活動団体の主な連携先団体として、企業や学校等が少ない状況にあるこ

となども踏まえ、今後も引き続き、様々な主体の交流の場の提供と優良な協働事例の

情報発信等の支援を行っていく必要があります。 
  

実施結果 評価 達成度 
4 地域（印旛、長生、夷隅、君津）の市町村へヒアリング

を実施し、以下の研修・交流会を実施した。 

①君津地域 

研修会 11 月 5 日（木） 木更津市文京公民館 27 名 

   11 月 12 日（木） 木更津市中央公民館 22 名 

②夷隅地域 

研修会 12 月 11 日（金） 勝浦市役所 28 名 

③長生地域 

研修会 12 月 17 日（木） 茂原市役所 43 名 

④印旛地域 

研修会 1 月 15 日（金）  富里中央公民館 58 名 

⑤長生・夷隅地域 

交流会 1 月 19 日（火）  茂原市役所 52 名 

4 地域で開催でき、目標を達成できました。 

研修については、協働の必要性、多様な活動

のあり方を知る機会となり、アンケートでも

「よかった」以上の評価が、全ての回で回答の

85％以上でした。 

今年度は概念的な話が主だったため、来年度

は実際の活動課題をテーマとした実践的な研

修を開催したいと考えます。 

交流会については、行政、センター、団体、

企業の主体が交流する機会となり、すべての参

加者から「よかった」以上の評価を頂くことが

できました。 

参加者層の拡大と研修日程や時間配分等の

見直しを進めていくことが今後の課題です。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

18 ちばコラボ大賞 
〔県民生活・文化課〕 

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

進を図る。 

応募件数 15 件以

上（平成 26 年度

12 件） 
表彰事例 3 事例 
（平成 26 年度 3
事例） 

19 

千葉県男女共同参画

社会づくり民間団体

交流会議ネットワー

ク会議 
〔男女共同参画セン

ター〕 

本県の男女共同参画社会づくりに向けた機運を高

めるため、県民に男女共同参画への理解を深めてい

ただくとともに、男女共同参画に取り組む民間団体

と県民の交流の場を提供する「センターフェスティ

バル＆ネットワーク会議」を開催する。 
 ・企画運営委員会（ボランティア）の設置 
 ・ワークショップ、ネットワーク会議の開催 

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。 

20 
地域福祉フォーラム

の設置・活動の促進 
〔健康福祉指導課〕 

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。 

新規設置数 
小域 20 箇所 
基本  3 箇所 

21 
 コンビニ防犯ボッ

クス設置等事業 
〔生活安全課〕 

コンビニ防犯ボックスを拠点とし、県、県警、市町

村、地域住民等が一体となった新たな防犯体制を構

築し、女性や子どもをはじめ住民が安心して暮らせ

る地域づくりを目指す。 

新たな防犯体制

を構築し事業拡

大を図る。 
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２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 
  

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

6 月 3 日（水）～8 月 21 日（金）事例の募集（応募 11 件） 

10 月 27 日（火）外部委員による審査会（表彰事例 3 件） 

12月16日（水）表彰式及び事例発表会（表彰事例3件） 

 会場：ホテルプラザ菜の花 3 階 大会議室（菜の花） 

 参加者：101 名 

 ＜表彰事例＞ 

・生命（いのち）と育ちの森プロジェクト 

【浦安絆の森整備事業】 

・チームよつてら～学びでつながる寺子屋コミュニティ～ 

・きさらづ・ブルーベリー・ツーリズム 

-環境に配慮したブルーベリー栽培による地域活性化- 

 応募件数については目標には至らなかったも

のの、例年並みの 11 件の応募の中、3 事例を大

賞として選考しました。表彰式では、表彰団体

による事例発表会も併せて開催し、101 名の方

に参加して頂くことができました。事例発表会

では、表彰事例の内容をよりわかりやすく伝え

ることができるよう、コーディネーターとのト

ークセッションの時間を設け、表彰事例を深く

掘り下げる企画を実施しました。 
 また、今年度の表彰事例だけでなく、これま

での表彰事例なども掲載した事例紹介パンフレ

ットを作成し、関係機関へ配布したほか、様々

な広報媒体を活用し、表彰事例の周知を図りま

した。 
 今後は募集段階における広報の方法の見直し

等を行いながら応募件数の増加を図り、また各

市町村の協働の実態に即して適宜内容を改善し

ていく必要があります。 

○ 

【フェスティバル＆ネットワーク会議】 

センターフェスティバルと男女共同参画社会づくりネット

ワーク会議を合同で開催した。 

（8 月 2 日 参加者数 460 名） 

木場弘子さんによる講演会やワークショップ（８つの体験

講座）、交流の場であるネットワーク会議を開催した。 

様々な分野における地域活動を行っている民

間団体や大学生を含む１０９名がネットワーク

会議に参加しました。 
「『自分らしさ』を大切に」をテーマに、皆が

自分らしさを大切にいきるにはどうすればよい

か、自分らしく生きられない「事例」「原因」「解

決策」を挙げて意見交換する中で、ネットワー

クづくりを進めることができました。 

◎ 

（平成２８年３月３１日現在） 
小域福祉フォーラム設置数 317 箇所（20 箇所増加） 
基本福祉フォーラム設置数 26 箇所（1 箇所増加） 

小域福祉フォーラムの設置数は目標を達成し

たが、基本福祉フォーラムの設置数は目標に達

さなかった。基本福祉フォーラムの新規設置が

進むよう、関係者に周知を図っていく。 

○ 

11/13 柏市酒井根・中原地区防犯ボックスを設置 

1/22  船橋日大前駅防犯ボックス設置 

防犯ボックスを核に地元市町村、自主防犯団

体、地元警察署、学校など幅広い関係者に防犯

パトロールなどに参加していただき、更なる地

域の防犯力の向上に寄与した。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

22 環境講座開催事業 
〔環境研究センター〕 

環境学習に関する専門的な知識とノウハウを持っ

た NPO 等を公募し、環境講座を実施する。 開催回数 12 回 
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２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 
  

実施結果 評価 達成度 
8/7 第 1 回環境講座 

内容等：夏休み親子で野生の森のアウトドア体験～森で感じる千葉の自然～【バスツアー】 

講師：岩田和久（かずさの森） 

会場：かずさの森（君津市）  参加者：30 名 

8/19 第 2 回環境講座 

内容等：君の足元の大地の中身（地層や地下水）をのぞいてみよう（体験講座） 

講師：千葉県環境研究センター地質環境研究室研究員 

会場：千葉県環境研究センター稲毛地区(千葉市)  参加者：13 名 

8/28 第 3 回環境講座 

内容等：夏休み親子で館山湾ウォーキング～海辺で感じる千葉の自然～【バスツアー】 

講師：NPO 法人たてやま・海辺の鑑定団 

会場：沖ノ島（館山市）  参加者：20 名  

8/29 第 4 回環境講座 

内容等：千葉県の水環境 

～千葉県の川、沼、海と水質保全の取り組みのこれまでとこれから～（講演） 

講師：千葉県環境研究センター廃棄物・化学物質研究室職員、水質環境研究室職員 

会場：千葉県消費者センター(船橋市)  参加者：24 名 

10/4 第 5 回環境講座 

内容等：こども環境会議ちば（講演・体験講座） 

講師：谷津干潟自然観察センターのスタッフ他 

会場：谷津干潟自然観察センター（習志野市）  参加者：48 名 

10/10～11 第 6 回環境講座 

内容等：とれたてちばをおいしくいただき隊！～親子収穫体験キャンプ～（体験講座） 

講師：齋藤完一（齋藤農園） 

会場：千葉県立水郷小見川少年自然の家（香取市） 参加者：30 名 

10/25 第 7 回環境講座 

内容等：いつでもどこでもバードウォッチング～ロシアからの冬鳥～（講演・体験講座） 

講師：安西英明(日本野鳥の会) 

会場：谷津干潟自然観察センター（習志野市）  参加者：10 名 

11/15 第 8 回環境講座 

内容等：ミツロウキャンドルをつくろう（体験講座） 

講師：高安さやか(トウヨウミツバチ協会) 

会場：浦安市中央公民館（浦安市）  参加者：15 名 

11/27 第 9 回環境講座 

内容等：未来型！植物工場で環境にやさしい野菜の作り方を学ぶ（施設見学） 

講師：塚越覚(千葉大学准教授) 

会場：農林水産省 植物工場 千葉大学拠点（柏市）  参加者：15 名 

12/9 第 10 回環境講座 

内容等：風呂敷でエコ和美人（体験講座） 

講師：山田 悦子(ふろしき専門店 むす美) 

会場：浦安市中央公民館（浦安市）  参加者：7 名 

12/11 第 11 回環境講座 

内容等：化学物質のリスクについて（講演） 

講師：千葉県環境研究センター大気騒音振動研究室職員、廃棄物・化学物質研究室職員 

会場：ホテルプラザ菜の花（千葉市）  参加者：27 名 

1/15 第 12 回環境講座 

内容等：地球に優しいメガソーラーシステムを探る【バスツアー】 

講師：富津ソーラー職員 会場：富津ソーラー（富津市） 参加者：12 名 

1/23 第 13 回環境講座 

内容等：エコなまちづくりに向けて～建築の省エネルギー化の現状と未来～（講演） 

講師：川瀬貴晴(千葉大学教授) 

会場：千葉県教育会館（千葉市）  参加者：10 名 

1/30 第 14 回環境講座 

内容等：地中熱の実力～足元にある再生可能エネルギー～（講演） 

講師：笹田政克氏(地中熱利用促進協会) 

会場：志津市民プラザ（佐倉市）  参加者：14 名 

7/25,8/1,8/22,9/12 ファシリテーター養成講座 

内容等：“環境活動”への第一歩！～ファシリテーションの理論と手法を学ぶ～（講演） 

講師：西あい（開発教育協会） 会場：浦安市中央公民館（浦安市） 参加者：12 名 

環境講座の開催につ

いては、目標を達成する

ことができました。 
今後も、目標達成に努

めてまいります。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
 
 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

23 

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 
〔経済政策課〕 

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、空き店舗活用

事業などに対して助成する。 

地域プロデュー

ス事業助成 1 件 
地域活性化事業

助成  7 件 

24 
法人の森事業（法人

の森協定） 
〔森林課〕 

社会貢献や環境活動を希望する企業や団体に対し、

県有林の一部を「法人の森」として提供することで、

CSR 活動としての森林整備活動・森林環境教育活

動をサポートする。 

事業ＰＲ（ホーム

ページ他） 
協定締結 2 件 

25 里山活動の支援 
〔森林課〕 

景観維持や県土保全等の里山の持つ多面的機能を

持続的に発揮するため、地域住民や企業、里山活動

団体等の多様な人々の参画による森林整備活動が

促進されるよう支援を行う。 

里山活動団体や

企業が整備・保全

する里山面積を

増やす。 

26 
 
再

掲 

若い世代の参加促進

を図る広報啓発と防

犯ボランティア事業

〔警察本部生活安全

総務課〕 

自主防犯活動に意欲のある若い世代（県内の大学な

どに在籍、または県内に在住、もしくは在勤する

16 歳以上 30 歳未満）により若手防犯ボランティア

グループ「ブルー・スターズ」を結成し、自主防犯

活動への参加・取組による若年層の防犯意識や規範

意識の向上を図るほか、地域における絆の強化を図

る。また、若年層等による自主防犯活動の一層の活

性化のための広報啓発を実施する。 

若い世代の防犯

意識や規範意識

の向上を図る。 
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２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 

 

  

実施結果 評価 達成度 

地域プロデュース事業助成１件 

地域活性化事業助成１０件を採択し、各事業を実施 

地域プロデュース事業助成、地域活性

化事業助成ともに目標を達成すること

ができました。今後も同事業を通じ、地

域活性化に努めてまいります。 

◎ 

里山活動全般に関する相談件数 184 件 

森林整備活動を安全に行うための研修会等の開催 3 回 

このほか、エコメッセ等に参加し、各種情報発信や普

及活動を行い里山保全活動に対する機運醸成に努めまし

た。 

今後も、多様な主体による森林整備活

動への参画や協働を支援するための総

合窓口を設置し、各種相談等に対応して

いきます。 

◎ 

多様な主体による森林整備活動への参画や協働を支援す

るための総合窓口を設置し、各種相談対応等を行ってい

る。 

里山活動全般に関する相談件数 184件 

森林整備活動を安全に行うための研修

会等の開催 3回 

このほか、エコメッセ等に参加し、各

種情報発信や普及活動を行い里山保全

活動に対する機運醸成に努めました。 

◎ 

 県内外各地で実施された防犯キャンペーンや研修会に

「ブルー・スターズ」の会員が延べ１４回５９人が参加

した。また、平成２７年度中に新規会員２４人が入会し

た。 

・密輸防止キャンペーン（成田市） 

・痴漢防止キャンペーン（船橋市） 

・ロックの日（千葉市） 

・次世代ボランティアリーダー研修会（東京都） 

・薬物乱用防止キャンペーン（千葉市） 

・振り込め詐欺広報用名称お披露目式（八千代市） 

・警察ふれあいフェスタ（千葉市） 

・ブルー・スターズ研修会（県警本部） 

・読売防犯デー（習志野市） 

・歳末警戒出動式（千葉市） 

・電話 de詐欺撲滅キャンペーン（千葉市） 

・ヤング防犯ボランティア交流大会（千葉市） 

・よくし隊レディ犯罪防止キャンペーン（千葉市） 

・ブルー・スターズ総会（千葉市） 

 県内外各地で開催された防犯キャン

ペーンや研修会に「ブルー・スターズ」

の会員が参加したことにより、若年層の

防犯意識や規範意識の向上が図られた。

今後は、新規会員の更なる増加を目指す

とともに、会員による自主的な運営、県

内外の他団体との交流を図ることが課

題である。 

新規会

員が増

加し、

各種イ

ベント

におい

て活躍

した 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

27 
 
再

掲 

自主防犯ボランティ

ア団体の普及及び協

働・支援事業 
〔警察本部生活安全

総務課〕 

県内で活動する自主防犯ボランティア団体に対し

て、地域の防犯情報を提供するほか、警察官との合

同パトロールを実施する。その他、自主防犯ボラン

ティアの活動の活性化を図るため、県下各署におい

て、自主防犯パトロール隊や町会等を対象に防犯講

話や情報交換会を開催する。さらに、自主防犯ボラ

ンティアへの参加促進等を図るため、広報啓発活動

を行う。 

自主防犯活動団

体に対して、防犯

講話や情報交換

を通じて、支援を

推進する。 

28 

千葉県警察学生サポ

ーター「ＣｈｉＰＳ

Ｓ」活動 
〔警察本部少年課〕 

非行少年を生まない社会づくりの推進事業の一環

として、少年の非行問題に関心があり、熱意と行動

力を有する大学生を千葉県警察学生サポーターに

委嘱（募集人員４０人）し、警察や学校、地域と協

働して、学習・スポーツ支援、居場所づくり等の立

ち直り支援、街頭補導など、少年の非行防止や健全

育成活動を行う。 

少年の非行防止

や健全育成活動

を推進する。 

29 
少年補導員・少年指

導員活動 
〔警察本部少年課〕 

少年の非行防止及び健全育成を図るため、少年警察

ボランティアとして委嘱し、地域住民と協働した街

頭補導活動や環境浄化活動等を推進する。 

街頭補導活動や

環境浄化活動等

を推進する。 

（２）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 

№ 事業名 事業概要 実施目標 

30 
災害時外国人サポー

ター養成講座 
〔国際課〕 

災害時における外国人支援として、外国語通訳や避

難所での対応の仕方など外国人支援を行うサポー

ター養成講座を開催する。 

開催回数 2 回 
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２（１）地域コミュニティにおける様々な主体の連携・協働の推進 
 
 

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

 自主防犯ボランティア団体の普及や活動の活性化

等を図るため、次の活動を実施した。 

・警察官との合同パトロール 2,645 件 

・防犯講話 5,166 回 

・広報啓発キャンペーン 842 回 

（いずれも数値は平成 27年中） 

 合同パトロール、防犯講話等の実施によ

り、自主防犯ボランティア団体の活動の活性

化が図られた。自主防犯ボランティア団体を

構成する者の高齢化が進んでおり、若い世代

の参加促進を図ることが課題である。 

自主防
犯団体に
対し、防
犯講話
や情報
提供を通
じて、そ
の活動を
支援を推
進した。 

○ 「ChiPSS」委嘱状況 35 人（男性 14 人、女性 21 人） 

 

「ChiPSS」活動状況 

計 132 回、234 人 

・街頭補導活動 64 回、99 人 

・広報啓発活動 14 回、32 人 

・スポーツ・学習支援活動等 13 回、13 人 

・その他（研修等） 37 回、80 人 

 各種活動を通じて、少年の非行防止や健全

育成活動を推進しました。 

 熱意・行動力のある大学生の新規獲得・委嘱

に努めます。 

少年の
非行防
止や健
全育成
活動の
推進に
努めまし
た。 

○ 少年補導員（兼少年指導委員） 532 人 

○ 少年指導委員 

（少年補導員と兼務。単独委嘱は 63 人） 595 人 

 

少年補導員、少年指導委員の活動状況 

延べ 1,799 回 

 ・街頭補導活動  1,010 回 

 ・広報啓発活動（キャンペーン）  213 回 

  ・環境浄化活動  13 回 

  ・その他  563 回   

 各種活動を通じて、街頭補導活動や環境浄

化活動等を推進しました。 

 熱意・行動力のあるボランティアの新規獲得・

委嘱に努めます。 

街頭補
導活動
や環境
浄化活
動等の
推進に
努めまし
た。 

 

実施結果 評価 達成度 
1/23･30  災害時外国人サポーター養成講座 

内容：災害時における外国人支援についての講義や 

「災害多言語支援センター」の設置・運営の訓練 

講師：NPO 法人多文化共生ﾏﾈｰｼﾞｬｰ全国協議会 

高橋伸行 氏 他 

会場：浦安市国際センター（1 回目） 

浦安市日の出公民館（2 回目） 

参加者合計:122 名（50 名／1 回目、72 名／2 回目） 

参加者数や講座内容については、概ね目

標を達成することができました。 

今後は、人材のネットワーク化をどう進める

か、検討していきます。 

○ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

31 
通訳ボランティア養成

事業 
〔国際課〕 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催

を契機として、国際理解・交流の促進、外国人が安

心して生活できる多文化共生社会づくりを推進し、

多言語によるコミュニケーション支援体制を整備

するため、通訳ボランティア養成研修を実施する。 

通訳ボランティ

ア指導者養成研

修 1 講座 
通訳ボランティ

ア養成研修 6
講座 

32 
災害対策コーディネー

ターの養成 
〔防災政策課〕 

地域の防災活動や災害時の支援活動において中心

的な役割を担う「災害対策コーディネーター」など、

地域の防災リーダーを養成する市町村の取組につ

いて、「千葉県地域防災力向上総合支援補助金」の

活用等により支援する。 

 

災害対策コーデ

ィネーターの増

加 

 

33 
災害対策コーディネー

タースキルアップ講座 
〔防災政策課〕 

災害対策コーディネーターが、広域的な連携・協力

関係を築き、より実践的な防災知識を習得するた

め、災害対策コーディネータースキルアップ講座を

開催する。 

開催回数 １回 

34 

コミュニティソーシャ

ルワーカー（ＣＳＷ）

育成事業 
〔健康福祉指導課〕 

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。 

１ 基礎研修 
定員 150 名以上 
２ 専門研修 
定員 30 名以上 
３ フォローア

ップ研修 
定員 20 名以上 
※いずれも延べ人数 
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２（２）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 
 
  

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

（公財）ちば国際コンベンションビューローに委託し、通訳ボ

ランティア養成研修を実施。 

 講座内容：通訳としての心構え・マナー、異文化コミュニケ

ーション、オリンピック理解、来訪者に伝えたい千葉の特性と

魅力等の講義の他、言語（英語・中国語）別ロールプレイ。 

 第 1 回（11/7、11/14、11/21、千葉県国際交流センター） 

受講者 30 名 

 第 2 回（12/8、12/15、12/22、白井市駅前センター） 

受講者 30 名 

 第 3 回（1/19、1/26、2/2、市原市青少年会館） 

受講者 26 名 

      受講者合計：86 名 

オリンピック・パラリンピックの本大会競技が

本県で開催されることになったことを踏まえ、

講座内容、受講者人数を見直したことから、

当初の目標は達成できませんでした。 

今後は、2020 年に向け、講座開催回数を

増やし、多言語によるコミュニケーション支援

体制の整備を進めてまいります。 

△ 

・6/13、14、20  

市原市主催災害対策コーディネーター養成講座 

受講者：36 名、登録者：36 名 

 開催場所：市原市姉崎保健福祉センター 

・7/4、5、11 

木更津市主催災害対策コーディネーター養成講座 

受講者：49 名、登録者：49 名 

開催場所：木更津市民総合福祉会館 

・1/16、17、23 

袖ケ浦市災害対策コーディネーター養成講座 

受講者：26 名、登録者：26 名 

開催場所：袖ケ浦市長浦公民館 

３市において養成講座が開催され、新たに

111 名が災害対策コーディネーターとして登

録・活動を開始し、目標を達成することができ

ました。 

今後は、さらに多くの市町村において養成

講座が開催されるように、「千葉県地域防災

力向上総合支援補助金」の活用等により市町

村を支援してまいります。 

◎ 

1/19 災害対策コーディネータースキルアップ講座  

テーマ：「大規模水害」 

講師：銚子地方気象台次長 

国土交通省関東地方整備局調査官 

千葉県社会福祉協議会職員 

会場：県庁本庁舎  参加者：95 名 

９月に発生した関東・東北豪雨の教訓か

ら、災害対策コーディネーターが大規模水害

について実践的な防災知識を習得する講座

を開催し、目標を達成することができました。 

来年度は、参加者の意見も踏まえながら、

災害対策コーディネーターに身につけてもら

いたい知識をテーマとして、引き続き開催して

まいります。 

◎ 

平成２８年３月３１日現在、基礎研修（５回、計２０２名参加）、

専門研修（計５日間、７７名参加）、フォローアップ研修（１日、

３２人参加）を実施し、地域で活躍するコミュニティソーシャル

ワーカーの育成及び質の向上を図った。 

それぞれの研修で実施目標を達成した。 ◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果

 

  

№ 事業名 

35 

千葉県生涯大学校にお

ける地域を担う人材の

育成 
〔高齢者福祉課〕 

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

きる人材を養成する。

36 
食生活改善推進員研修

事業 
〔健康づくり支援課〕 

各市町村で活動している食生活改善推進員に対し、

活動の意義と技術について教育研修を行い、資質の

向上を図る。

37 
がん検診推進員育成講

習会事業 
〔健康づくり支援課〕 

各市町村の母子保健推進員、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。

平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 

 

事業概要 

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

きる人材を養成する。 

各市町村で活動している食生活改善推進員に対し、

活動の意義と技術について教育研修を行い、資質の

向上を図る。 

各市町村の母子保健推進員、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。 

実施目標 

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 入学者数の増加 

各市町村で活動している食生活改善推進員に対し、

活動の意義と技術について教育研修を行い、資質の
開催回数 22 回 
参加人数 646 名 

各市町村の母子保健推進員、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

年 6 回の講習会

を開催し、がん検

診推進員の増員

を図る。 
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２（２）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 
 

  

実施結果 評価 達成度 

入学者数 1,101 名（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

昨年度（平成 26 年 4 月 1 日現在）と比較し

て、入学者数が 207 名減少しました。今後

は、学生ニーズ等を踏まえて、カリキュラムの

見直しを図るとともに、効果的な広報等を検

討していきます。 

△ 

各保健所管内食生活改善協議会ごとに研修を行っている。 

27 年 12 月 31 日現在、野田、安房、印旛、夷隅、市川の各保

健所管内食生活改善協議会で計 22 回実施。 

開催回数 22 回、参加人数:744 名 

参加者数や講座回数については、概ね目

標を達成することができた。 
今後は、どのように若年層の参加者を募

っていくか、検討していく。 

◎ 

①安房君津市原ブロック：H27/7/17 開催 受講者：117 人 

「がんの予防に関する知識 ～減塩の必要性と地域での取

組み～」 

②夷隅長生ブロック：H27/10/1 開催 受講者：60 人 

「知ってほしい胃がんの知識～ピロリ菌を調べて、胃がんを

予防しよう～」 

③印旛山武ブロック：H27/10/28 開催 受講者：39 人 

「STOP!COPD～喫煙のリスクと肺がん予防～」 

④香取海匝ブロック：H27/12/15 開催 受講者：47 人 

「大腸がん早期発見・早期治療について」 

⑤東葛北部ブロック：H27/1/20 開催 受講者 28 人 

「胃がんの早期発見と予防」 

⑥東葛南部ブロック：H27/3/10 開催 受講者 12 人 

「胃がんの早期発見・早期治療のために-最新のがん検診

について学ぶ-」 

県内 6 ブロックで講習会を開催し、計

303 人のがん検診推進員を育成した。また

講習会終了後のアンケート調査では、89％
が声かけ運動を行うための参考になった

と回答しており、各地域において、がん検

診の声かけ運動等の促進が期待される。 
今後も引き続き、がん検診推進員の増加

を図っていく。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

38 
精神保健福祉ボラン

ティア育成事業 
〔障害福祉課〕 

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、フォローアッ

プ講座や研修会を開催する。（精神保健福祉センタ

ーにおいて実施） 

・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 

39 

外国語観光ボランテ

ィアガイド養成講座

開催事業 
〔観光企画課〕 

外国人観光客が訪れる観光地において、外国語によ

る観光ガイドを務めていただけるよう、観光関連知

識や説明スキルなどの実践的な養成講座を開催す

る。 

県内 5 地域 3 言語

（英・中・韓）で

開催 
参加人数 50 名 
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２（２）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 
 
  

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

･精神保健福祉ボランティアフォローアップ講座 

1 回目(12/18)午前「ストレスとその対処について」 

講師：千葉大学教育学部教授 花澤寿 氏 

午後「ピアとリカバリー」 

講師：のうえい舎もくせい舎ゆい施設長 眞嶋栄 氏 

会場：千葉県教育会館  参加者：27 名 

2 回目(1/29) 午前「思春期青年期の精神障害の対応」 

講師：精神保健福祉センター主幹 石川真紀 氏 

午後「よりよい活動に向けて」 

講師：心のボランティアちば代表 黒田知映 氏 

茂原市社会福祉協議会地域福祉課副主査 岩村善史 氏 

会場：千葉県教育会館 参加者：46 名 

・1/13 心の保健医療通訳ボランティア講座 

テーマ「精神科での診察と治療」 

講師：精神保健福祉センター技監 林偉明 氏 

「通訳の実際」 

講師：通訳士 野島明子 氏・胡丁毅 氏 

藤井明恵 氏 

会場：千葉市文化センター 参加者：28 名 

・3/9 精神保健福祉ボランティア研修会 

テーマ「暮らしのなかの人権」 

講師：目白大学人間学部教授 井上牧子 氏 

会場：千葉県教育会館  参加者：20 名 

各講座については、企画段階で関

係者と協議し、参加者が受講しやすい

形式にしました。協議の結果、開催日

数は３日→２日に変更しましたが、内容

については概ね計画通りに実施し、目

標を達成することができました。 

 

今後は、実際に活動している人に対

し、精神医療保健福祉に関する情報提

供をしていくとともに、関係機関と連携

しながらボランティアのニーズ把握等を

行い、講座に反映させていきます。 

◎ 

日程 ： 2/25、2/29、3/2 

会場 ： 県内３箇所(北総、ベイ・東葛飾、南房総・九十九里) 

対象 ： 一定の語学力を有するもの(英・中・韓) 

     県内観光ボランティアガイド団体に所属している方 

参加者 ： ３箇所合計１６１名 

テーマ： ①観光ボランティアガイドの役割と 

       基礎的なスキル習得 

      ②国際化対応セミナー 

      ③意見交換会 

県の指定する３地域で各１回開催

し、当初１回当たりの参加人数は１５～

２０名程度を定員としていたが、希望者

多数のため定員を増やした。３地域合

計で１６１名の参加があり、講座修了者

に対して、修了書を授与した。  

○ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

40 
ちば食育ボランティ

アの活動支援 
〔安全農業推進課〕 

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

する。 
（ちば食育ボランティア登録者数 4,458 名 
※平成 26 年 10 月末現在） 

・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 
H28 年1 月開催予

定  
参加人数200名 

41 

地域とともに歩む学

校づくり推進支援事

業 
〔生涯学習課〕 

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

支援や環境整備、登下校時の見守りなど、学校を支

援する体制づくりを推進する。そのため、コーディ

ネーターや教育活動サポーターを養成する研修会

を開催する。 

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 H26
年度より増やす。 
※H26 実績：14 市

町 106本部（小学校

116 校、中学校 47
校、特別支援学校1
校） 

42 
放課後子供教室推進

事業 
〔生涯学習課〕 

すべての子供を対象として、放課後や土曜日等に小

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す。そのため、

コーディネーターや教育活動サポーターを養成す

る研修会を開催する。 

放課後子供教室

対 象 学 校 数 を

H26 年度より増

やす。 
※H26 実績：27
市町 173 校を対

象に実施 
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２（２）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 
 
  

実施結果 評価 達成度 
9/3 平成 27 年度ちば食育ボランティア研修会 

 事例発表：ちば食育ボランティア 2 名×20 分 

 活動報告：ちば食育サポート企業 3 社 

 情報交換：グループに分かれて情報交換 

 会場：きぼーる 13 階 会議室 

 参加者：68 名 

10/29 平成 27 年度ちば食育ボランティアスキルアップ研修会 

 事例紹介：「すみだの食育」について 

 ミニシンポジウム：「食育への想い」を語る 

 ワークショップ：食育夢コラボ「すみだとチーバの夢コラボ」 

 会場：墨田区役所 12 階 123 会議室 

 参加者：35 名（うち千葉県からの参加者 25 名） 

Ｈ28 1/29  ボランティア・サポート企業等情報交換会 

研修報告：ちば食育ボランティアスキルアップ研修会の報告 

 事例発表：3 事例×20 分 

 パネルディスカッション 

「つながる 広がる 地域に根差した食育活動」 

 会場：千葉市生涯学習センター2 階 ホール 

 参加者：177 名 

・ちば食育ボランティア研修会について

は、概ね目標を達成。 

 今後は、墨田区の研修で得られた手法

等を取り入れ、リーダー的なボランティア

の育成及び県内食育関係者のネットワー

ク構築を推進します。 

 

・ボランティア・サポート企業等情報交換

会については、概ね目標を達成。 

 今後は、多様な関係者が連携して取り

組んでいる優良事例を収集し、情報発信

することで、食育活動の一層の促進を図り

ます。 

○ 

H27：16 市町 129 本部 

（小学校 145 校、中学校 52 校、特別支援学校 1 校）実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（1 期：5 月～6 月に全 5 回（内、本部対象 2 回）実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（2 期：9 月～12 月に全 8 回（内、本部対象 3 ヵ所実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（3 期：1 月に実施） 

 学校支援地域本部は平成２６年度の

１４市町１０６本部から１６市町１２９本部に

増加し実施目標を達成することができた。 

 今後もコーディネーターを対象とした

研修や情報提供の充実を図り、県内の実

施箇所数の増加を目指す。 

◎ 

平成２７年度：２８市町１９４校（１７４教室）実施 

学校支援コーディネーター研修講座 

（１期：５月～６月に全５回（内、放課後対象３回）実施） 

放課後子ども総合プラン指導スタッフ等研修会（８月に実施） 

学校支援コーディネーター研修講座 （２期９月～１２月に全８

回（内、放課後対象５か所）、３期１月に実施） 

放課後子供教室対象学校数は、平成２

６年度の１７３校から１９４校に増加し、実

施目標を達成することができた。 

今後もコーディネーターやスタッフ等を

対象とする研修の充実を図り、県内実施

校数の増加を目指す。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

43 

「読み聞かせボラン

ティア入門講座」の

開催 
〔中央図書館〕 

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、読書の重要性

や本の選び方や読み聞かせの方法など、実践に役立

つスキルを学ぶ。 

開催回数２回 

（３）市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進 

№ 事業名 事業概要 実施目標 

44 
市町村と市民活動団

体との連携促進事業 
〔県民生活・文化課〕 

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

う。 

派遣回数 12 回 

45 
学校と市民活動団体

との連携促進事業 
〔県民生活・文化課〕 

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

進する。 

開催回数 3 回 
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２（２）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 
 

 
 

実施結果 評価 達成度 
(講座等) 

5/1 第 1 回読み聞かせボランティア入門講座 

講義「絵本の読み聞かせ-選び方と読み方の実践-」 

講師 入交 静氏（にんじん文庫） 

会場 千葉県立中央図書館 講堂 

参加者 ５２名 

1/22 第 2 回読み聞かせボランティア入門講座 

講演｢絵本の読み聞かせ-選び方と読み方の実践-｣ 

講師 小谷 孝子氏（ゆか下文庫主宰） 

東 ひろみ氏（ゆか下文庫） 

会場 長柄町公民館  

参加者 ４５名 

講師の経験に基づいた実演を交えた

具体的な講義であったため，大変わかり

やすかったとの感想が多く聞かれ，参加

者の「満足」「やや満足」の割合も約９

４％と高く，目的を概ね達成することがで

きた。また，地元での開催で参加しやす

かったという意見がみられたので，今後

も県内各地で開催していく必要がある。 

◎ 

 

実施結果 評価 達成度 

派遣：１回 

日時：10 月 2 日（金） 

内容：「富里市協働のまちづくり推進委員会」に千葉市民活

動・市民事業サポートクラブ代表理事の牧野昌子氏をアドバイ

ザーとして派遣。 

 相談内容は「来年３月に開設予定の富里市市民活動支援セ

ンターを開設直後から利用促進するための取組について」 

年間１２回の派遣予定となっていまし

たが、今年度は１回しか派遣申請がな

く、目標を達成できませんでした。今後

は内容の検討や広報の充実などにより

利用促進を図る必要があります。 

△ 

千葉県総合教育センターで実施された下記の研修に（特非）

企業教育研究会の市野敬介氏を講師として派遣。 

テーマは「NPO 活動と学校との連携」 

１ ８月２５日（火）県立学校等新任教務主任研修 参加者 40

名 

２ ９月２５日（金）県立学校企画・運営リーダー育成研修 

３ ９月２５日（金）小中学校企画・運営リーダー育成研修 

※２と３は合同で実施し、参加者は合計で１４３名 

開催回数については、目標を達成し

ました。研修後のアンケート結果では、３

回の研修を通じ、「NPO について理解が

深まった」と回答した人が全体の９４．

８％、「NPO と連携したい（している）」と

回答した人が全体の９１．９％で、講座の

成果があったと考えらます。今後も引き

続き、多くの教職員に対して講座を実施

し、NPO と学校が連携するための環境

づくりを進めていきます。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

46 
県・市町村推進会議

の開催 
〔県民生活・文化課〕 

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等を開催し、

県と市町村との一層の連携と協力を図る。 

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） 

47 
協働推進研修会の開

催 
〔県民生活・文化課〕 

市町村職員を対象とする協働推進研修会を開催す

る。 
開催回数 1 回 
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２（３）市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進 
 

 

  

実施結果 評価 達成度 
①市町村市民活動実態調査 

 ６月に全市町村を対象に協働の進捗状況を調査した。 

②担当課長会議 

 日時：４月２０日（月） １３時３０分～１６時３０分 

 会場：千葉市ビジネス支援センター会議室 

 参加者：５６名(市町村職員５1 名、県職員５名） 

 内容：（１）千葉県県民活動施策について説明 

     （２）講義「自治体における『社会責任』（SR）への取組 

      ～都道府県・市町村の現状と課題を明らかに～ 

      講師 ＩＩＨＯＥ「人と組織と地球のための 

国際研究所」代表 川北秀人氏 

③推進会議 

 日時：１月２２日（金）１３時３０分～１６時 

 会場：千葉県自治会館９階大会議室 

 参加者：６５名（うち市町村職員１６名） 

 内容：「地方共助社会づくり懇談会 in 千葉」（内閣府と共催） 

 基調講演：『共助社会づくりの推進について 

～新たな「つながり」の構築を目指して～』  

講師：奥野信宏氏（共助社会づくり懇談会座長） 

 パネルディスカッション：テーマ「共感を生み出す地域活動」 

目標としている各事業の開催について

は、目標を達成しました。 

①条例・基本方針を持つ市町は２９、協働提

案制度を持つ市町は１７で、更に協働の促

進を図る必要があります。 

②３７市町村の参加がありましたが、参加市

町村の少ない地域もあったため、「協働によ

るコミュニティづくりの普及・促進」事業を利

用して、地域別に市町村との情報交換等も

行ったところです。 

③今年度は地方共助社会づくり懇談会 in ち

ばを県・市町村推進会議と位置付けました

が、市町村（市民活動支援センターを含む）

職員の参加は極めて少ない状況でした。開

催日程が市町村でも行事の多い時期と重な

っていたなどの要因もあったことから、今後

の開催については、日程に配慮するなど、

市町村の担当職員が参加しやすくなるよう、

企画内容を検討していく必要があります。 

◎ 

第 1 回 ちばコラボ大賞表彰式及びパートナーシップ推進会

議と合同開催 

 日時：１２月１６日（水）１３時３０分～１６時 

 会場：ホテルプラザ菜の花 3 階大会議室 

 参加者：20 名 

第 2 回 地方共助社会づくり懇談会 in ちば及びパートナーシ

ップ推進員会議と合同開催 

 日時：１月２２日（金）１３時３０分～１６時 

 会場：千葉県自治会館 

 参加者：16 名 

 今年度は協働推進研修会を２回開催し、

目標を達成しました。 

 協働推進研修会では、市町村における協

働を推進するため、ちばコラボ大賞表彰事

例の事例発表や、地方共助社会づくり懇談

会におけるパネルディスカッションなどを通し

て具体的な協働事例の紹介を行い、日々の

実践につながるような内容としました。 

 目標は達成しましたが、参加人数という面

においては昨年度に比べて減少したため、

今後は他の類似事業との区分けを明確化し

ながら、市町村における協働推進に資する

ような内容の研修を企画する必要がありま

す。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

48 
パートナーシップ推

進員会議の開催 
〔県民生活・文化課〕 

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

う。 

開催回数 1 回 
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２（３）市民活動団体等と県行政・市町村行政の協働の推進 
 

 

 

実施結果 評価 達成度 
第 1 回パートナーシップ推進員会議 

日時：6 月 5 日（金）13 時 15 分～14 時 30 分 

及び 14 時 45 分～16 時 

会場：千葉県庁本庁舎２階県民活動情報オフィス 

参加者：３３名（パートナーシップ推進員２９名 代理４名） 

内容：①県民活動推進計画（平成２７～２９年度）について 

    ②パートナーシップマニュアル（第５版について） 

    ③協働ガイド（ちばコラボナビ）について 

    ④協働事例の発表 県と NPO との協働事業 

    「ノーマライゼーション学校支援事業」について 

    講師：特定非営利活動法人ちば MD エコネット 

理事長 山田晴子氏 

 

第 2 回 ちばコラボ大賞表彰式・事例発表会 

及び協働推進研修会と合同開催 

日時：12 月 16 日（水）１３時３０分～１６時 

会場：ホテルプラザ菜の花 ３階大会議室（菜の花） 

参加者：25 名（パートナーシップ推進員 20 名 その他 5 名） 

内容：①表彰式 

    ②表彰団体による事例発表 

    ③コーディネーターとのトークセッション 

コーディネーター：NPO 法人コミュニティビジネスサポート 

センター代表理事 永沢映 

 

第 3 回 地方共助社会づくり懇談会 in ちば 

及びパートナーシップ推進員会議と合同開催 

日時：１月２２日（金）１３時３０分～１６時 

会場：千葉県自治会館 

参加者：23 名 

内容：①基調講演：『共助社会づくりの推進について 

～新たな「つながり」の構築を目指して～』  

講師：奥野信宏氏（共助社会づくり懇談会座長） 

②パネルディスカッション 

テーマ「共感を生み出す地域活動」 

今年度は推進員会議を 3 回開催し、目

標を達成しました。 

今年度の第 1 回パートナーシップ推進

会議では、パートナーシップマニュアルの

説明や、協働事例の発表を通して、協働

に関する基礎的な知識について理解を促

進し、第 2 回、第 3 回では、具体的な協働

事例の紹介やパネルディスカッション等を

通して、日々の実践に繋がるような内容と

しました。 

 今後は開催内容の見直しなどを行い、

協働について県行政の立場から何ができ

るのかを具体的にイメージできるような内

容にしていきたいと考えます。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

  

３３  市市民民活活動動団団体体等等のの基基盤盤強強化化等等のの支支援援  

 

 

 
【事業の実施状況】 

市民活動団体等の基盤強化等の支援について、市民活動団体の運営能力の向上を支

援するため、組織運営や資金調達など団体の課題解決に関する各種講座、セミナーを

実施しました。実施にあたって多くの地域で実施できるよう各市町村の希望を反映さ

せながら、八千代市、我孫子市、野田市、印西市、大網白里市、南房総市との共催に

より、計６つの会場において講座を開催しました。また、中間支援組織の機能向上と

連携強化を図る支援組織同士のネットワーク会議を実施し、各地の支援センターによ

る事例発表やワークショップ等を通して、スタッフ同士の交流、情報交換の機会を提

供しました。全体として年度当初に予定した内容及び目標については、概ね達成する

ことができました。 
 
（１）市民活動団体等の組織運営力等の向上支援   

№ 事業名 事業概要 実施目標 

49 
市民活動マネジメン

ト事業 
〔県民生活・文化課〕 

市民活動団体が安定的・継続的に活動していくため

に必要な運営能力の向上を図るため、活動経験の浅

い団体向けの基礎講座と、ある程度活動経験を積ん

だ団体向けの高度化セミナーを開催し、組織運営・

事業開発・資金調達等のマネジメント能力の向上を

促進する。 

基礎講座：2知域

で2テーマを各1

回開催 

高度化セミナ―： 

2 地域で組織運

営・事業開発・資

金調達の 3 テー

マを盛込み各１

回開催 

参加者：各 40 名

程度 

 市民活動団体等の抱える人材面、資金面の課題に対して適切な支援を行う

ことのできる中間支援組織の支援や民が民を支える仕組みの普及を通じて、

団体が持続的に活動できる環境整備に向けた基盤強化等を図ります。 
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３（１）市民活動団体等の組織運営力等の向上支援 
 

 

【成果指標】 

目標項目 
現  状 

（２６年度） 

上段：目標（２７・２８年度は中間目標） 
下段：結果 
２７年度 ２８年度 ２９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 
２３．４％※１ 

２４．８％ ２６．２％ ２７．５％ 
３３．０％ 

(＋９．９％)   

寄付を受けたことがあるＮＰＯ法人

の割合 
５８．２％※２ 

６０．５％ ６２．８％ ６５．０％ 
５５．４％ 

(－２．８％)   

 ※１ 第４８回県政に関する世論調査結果より 
 ※２ 千葉県ＮＰＯ法人実態調査結果より 
 
【今後の課題】 

成果指標である「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」については、数値が大きく増加しており、今後の数値の動向を見ながら状況を判

断する必要がありますが、「寄付を受けたことがある NPO 法人の割合」については、

数値が減少しているため、今後も市民活動団体に対する基盤強化を支援するための事

業を展開していくことが求められます。市民活動団体等の基盤強化においては、市民

活動団体向け講座の実施等の直接的な支援と、中間支援組織の機能向上等の間接的な

支援の両方を充実させるため、それぞれにおいて、事業内容の検討、広報周知方法の

見直し等を進めていく必要があります。特に中間支援組織の強化は「民が民を支える

環境づくり」につながることから、効果的な支援のあり方が課題です。   

実施結果 評価 達成度 
①基礎講座  会場：印旛・東葛・安房・山武の４地域 

 テーマ「自分の団体の課題を把握し、解決策を学ぼう！」 

 講師：認定 NPO 法人茨城 NPO センター・コモンズ 

代表理事 横田能洋氏、事務局長 大野覚氏 

9 月 29 日（火）印西市市民活動支援センター 25 名 

10 月 15 日（木）我孫子南近隣センター 22 名 

10 月 21 日（水）南房総市役所 38 名 

10 月 22 日（木）大網白里市保健文化センター19 名 

②高度化セミナー  会場：印旛・東葛の２地域 

 内容：「マネジメント力 

（組織運営・事業開発・資金調達）の強化について」 

 講師：認定特定非営利活動法人日本 NPO センター 

     事務局次長 坂口和隆氏 

1 月 30 日（土）八千代市総合生涯学習プラザ 

２階多目的ホール 19 名 

2 月 13 日（土）野田市総合福祉会館３階第３会議室 33 名 

参加人数については目標には及ばなかったもの

の、予定された回数を実施しました。 

①基礎講座は地元市町村の希望を反映させながら

共催で実施し、広報や開催に係る業務を効率的に

実施できました。受講者は４回合計で 104 名で定員

充足率は 86.7％に達し、また、アンケートの結果受

講者の７１．１%が 講座は役に立ったと回答してお

り、開催の効果があったと思われます。 

②高度化セミナーも基礎講座と同様に、地元市の希

望を反映した企画で実施しました。参加者の評価

は、100 点満点で採点して、平均 87 点という高評価

で、セミナーを実施した効果はあったと思われます。 

今後はより多くの団体に参加してもらえるよう市町村

と連携して、効果的な講座を開催していく必要があり

ます。 

○ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

 
（２）中間支援組織の機能強化支援 

 
  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

50 
 
再

掲 

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 
〔県民生活・文化課〕 

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・交流会を開催する。 

開催回数：１回  

参加人数 50 名 

51 

市民活動支援組織ネ

ットワークによる中

間支援組織の機能向

上と連携強化 
〔県民生活・文化課〕 

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、会議の開催や研修を通じて、支援組織に必要

とされるノウハウや知識を習得するための研修を

実施する。 

ネットワーク等

の開催回数：4 回 
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３（２）中間支援組織の機能強化支援 
 

 
 

 
  

 

実施結果 評価 達成度 

実施日時 平成２７年１０月８日（木）１３時１５分～１７時 

場所 千葉市ビジネス支援センター13 階会議室  

参加者 38 名 

内容  

・第１部：基調講演  

 テーマ 「中間支援組織には何が求められているのか」 

  講 師  安藤雄太 氏 

（東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー） 

・第２部：ワークショップ 

テーマ「市民の活動のステップアップに向けて 

            ～助成金申請とセンターの役割～」 

 参加人数については、目標を概ね達成しまし

た。 

 研修内容については、アンケート回答者２４名の

うち、基調講演については２３名が、ワークショップ

についても２２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。 

 基調講演では、中間支援組織の意義と現状、機

能について再確認することができ、ワークショップ

では、ＮＰＯ等への支援の方法について実践的に

学ぶことができ、ボランティアセンター、市民活動

支援センター双方のスタッフにとって有意義な研

修会となりました。 

 今後はより多くのセンタースタッフに参加

してもらえるよう内容の検討などを行い、中間

支援組織の機能充実に向けた支援を進めてい

きます 

○ 

（１）支援組織ネットワーク 研修会（会議）について 

 日程・会場・参加者 

 第 1 回 7 月 10 日（金） 千葉県自治会館 52 名 

 第 2 回 11 月 13 日（金） 

佐倉市シルバー人材センター 25 名 

 第 3 回 12 月 9 日（水） 

木更津市市民活動支援センター 12 名 

 第 4 回 2 月 8 日（月） 

千葉市ビジネス支援センター 24 名 

（２）支援組織ネットワーク幹事会について 

 第 1 回幹事会 5 月 26 日（火） 

 第 2 回幹事会 8 月 26 日（水） 

 第 3 回幹事会 3 月 3 日（木） 

4 回開催との実施目標については、達成するこ

とが出来ました。 

第 1 回、2 回、3 回とも 90％を超える参加者から

「よかった」以上の回答を頂くなど、充実した会を

実施できました。（第 4 回は別様式のアンケートを

用いました。） 

第 2 回、第 3 回については、新たな試みとして、

各地の市民活動センターを開催地として複数のセ

ンターの事例発表、センター内見学、情報交換を

行い、日頃の交流の少ない各団体が自己との相

違を含め、他者の様子を知る機会となりました。 

第 4 回については、当ネットワークで来年度取

組むべき事柄を考える上での情報収集を図りつ

つ、情報交換を行いました。 

今後は、全体として参加者数がやや低調であっ

たことから、より具体的な課題解決を目指す、実践

的な内容としたいと考えます。 

◎ 
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平成２７年度実施事業の概要及び実施結果 
 

 

（３）民が民を支える仕組みの普及・支援 

  

№ 事業名 事業概要 実施目標 

52 
民が民を支える仕組

みの普及・支援 
〔県民生活・文化課〕 

 「民が民を支える仕組み構築モデル事業」（H23
～24）において構築された仕組みについては、県が

実施するイベントや県ホームページ等において周

知・ＰＲするほか、運営主体との情報交換や意見交

換を行うなど、協力することで、仕組みの活用促進

を図る。 

運営主体との情

報交換の場を設

ける 
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３（３）民が民を支える仕組みの普及・支援 
 

 

 
 

 
実施結果 評価 達成度 

・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 

・市民団体から依頼を受けたチラシを県民活動情報オ

フィスなどで提供するなど、情報提供の支援を実施 

 運営主体とウェブサイトについて意見交換を実

施しました。加えて県ホームページや県民活動

情報オフィス等での情報提供、研修の機会を活

用した広報などを通して、周知、PR を行い、民

が民を支える仕組みの普及・促進の支援を行い

ました。 

 今後も、周知・PR を継続することで仕組みの活

用促進を図ります。 

◎ 
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