
所管名

3

(3)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

市民局生活文化部文化振興課

基本施策 文化を創造する人材の育成

文化芸術ボランティアの育成

実施主体

　市　　（　指定管理者：　　　）

　県　・　国　・　その他　（（財）千葉市文化振興財団）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

平成20年度
事業内容
（実績）

７月２０日（日）、２１日（月・祝）、２３日（水）、２４日（木）、２６日（土）、２９日
（火）、８月１日（金）、２日（土）、３日（日）
参加者数：21人
登録者数：　0人（平成２１年度に募集）

平成２０年度目標

参加者数　20人

ボランティアの育成

関連施策　　

事　業　名 　舞台セミナー　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　文化ホールの舞台を活用して、照明、舞台技術などの理解と習得のために実施するセミナー。受講者はセミ
ナー終了後、舞台技術ボランティアに登録できる。

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成21年度
事業内容
（計画）

全７回の講座を実施
１月３０日（土）、３１日（日）、２月１１日（木・祝）、１３日（土）、２０日（土）、２
７日（土）、２８日（日）
ボランティア登録者を募集（セミナー参加者等に呼び掛け）

平成２１年度目標

舞台技術ボランティア20人

平成２０年度決算額
総事業費

331
平成２１年度予算額

総事業費
1,303



所管名

3

(3)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

市民局生活文化部文化振興課

関連施策　　　　　　　

事　業　名 　美術館ボランティア　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　公募により採用され、ボランティア研修を受講したスタッフによる事業。美術館の展覧会について講習、自主
的な学習をしたボランティアスタッフが、ギャラリートーク、鑑賞リーダーとして児童生徒の案内、ワークショップ
の企画、実施などの活動を行っている。（無償）

実施主体

　市　　（　指定管理者：　　　）

　県　・　国　・　その他　（　　　　　）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

基本施策 文化を創造する人材の育成

文化芸術ボランティアの育成

ボランティアの育成

平成２０年度決算額
総事業費

234
平成２１年度予算額

総事業費
368

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成20年度
事業内容
（実績）

  　ギャラリートークと鑑賞リーダーの活動を中心に、各種講座等の補助や
自主的な企画によるワークショプを実施。
　　また、ボランティアの研修として他美術館のボランティア活動の視察及
び意見交換会を実施。

　　ギャラリートーク　　　定例　３２回　・　自主　１１２回
　　鑑賞リーダー　　　　　２２校　・　１１４人（児童数）
　　ワークショップ　　　　　６件（８回）

平成２０年度目標

　設定なし

平成21年度
事業内容
（計画）

　ギャラリートークと鑑賞リーダーの活動を中心に、各種講座等の補助や自
主的な企画によるワークショプを行なう予定。

平成２１年度目標

　設定なし



所管名

3

(3)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

基本施策 文化を創造する人材の育成

文化芸術ボランティアの育成

ボランティアの育成

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

市民局生活文化部文化振興課

平成20年度
事業内容
（実績）

・公募（100人程度）　4月　ホームページ、あでるは等
・事前研修会　5月28日　参加48人
ボランティア登録者数：113人
ボランティア従事実績：
公演　138人
千葉市民文化大学　280人
ベイサイドジャズ千葉　76人
計　494人

平成２０年度目標

　　ボランティア登録者数
　　　１００人

平成21年度
事業内容
（計画）

　財団主催事業を中心に、公演のオモテ方として会場案内やチケットのもぎ
り等の受付に従事していただく。おおよそ１５０人を目途に４月から公募を
始め、登録者全員を対象に事前研修会を開催し、公演の仕組み、会場の
熟知、受付の仕事に万全を期す。
　　また、財団主催の舞台セミナー修了者の中から希望を募り、公演のウラ
方（舞台、音響、照明の補助）としてのボランティア導入を検討する。

平成２１年度目標

　　ボランティア登録者数
　　　１５０人

関連施策　　　　

事　業　名 　文化ボランティア登録制度　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　市民による文化ボランティアを登録し、千葉市文化振興財団主催等の事業運営に協力する制度。主に公演
時のオモテ方（受付、座席案内等）に従事していただく。

実施主体

　市　　（　指定管理者：　　　）

　県　・　国　・　その他　（（財）千葉市文化振興財団）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

平成２０年度決算額
総事業費

103
平成２１年度予算額

総事業費
234

平成20年度
事業評価 Ａ

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった



所管名

3

(3)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

ボランティアの育成

関連施策　　　　　　　

事　業　名 施設ボランティア養成研修　　　（　既存　・　新規　）

事業概要

　施設ボランティアとして活動するにあたって必要となる知識・技術を習得するための研修を行う。
（基礎研修）生涯学習、社会教育に関する基礎的知識取得やボランティア活動の意義・役割等の理解を深める
など、今後のボランティア活動の基盤をつくる。
（専門研修）活動するにあたって必要とされる専門的知識、技術を習得するとともに、具体的な活動にむけた実
践的能力を養う。
※基礎講座、専門講座ともに修了した者は、生涯学習センター施設ボランティア（まなびサポーター）の登録対
象者となる。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

基本施策 文化を創造する人材の育成

文化芸術ボランティアの育成

平成21年度
事業内容
（計画）

施設ボランティア養成研修基礎講座（6月18日～7月9日・全6回）
施設ボランティア養成研修専門講座Ⅰ（10月22日～11月19日・全5回）
施設ボランティア養成研修専門講座Ⅱ（10月23日～11月13日・全5回）
※場所は全て生涯学習センター

平成２１年度目標

●全回出席者の増加
　受講生のうち８割が全回出席し
た場合の数値目標
・基礎講座：20人/24人中
・専門講座：10人/12人中
●研修修了後、ボランティア登録
する者の増加
　生涯学習センター施設ボランティ
ア新規登録対象者　12人

平成２０年度決算額
総事業費

1,399
平成２１年度予算額

総事業費
573

実施主体

　市　　（　指定管理者：（財）千葉市教育振興財団　）

　県　・　国　・　その他　（　　　　　）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

平成20年度
事業内容
（実績）

施設ボランティア養成研修基礎講座Ⅰ（6月19日～7月24日・全6回）
施設ボランティア養成研修基礎講座Ⅱ（9月11日～10月16日・全6回）
施設ボランティア養成研修専門講座Ⅰ（10月30日～2月26日・全11回）
施設ボランティア養成研修専門講座Ⅱ（1月20日～2月10日・全4回）
施設ボランティア養成研修専門講座Ⅲ（2月6日～2月28日・全4回）
※場所は全て生涯学習センター

●全回出席者
・基礎講座：44人/68人中(加曽利貝塚博物館,中央図書館の受講生数を含
む）
・専門講座：21人/25人中
●ボランティア登録する者の数25人

平成２０年度目標

●全回出席者の増加
　受講生のうち８割が全回出席し
た場合の数値目標
・基礎講座：54人/68人中
・専門講座：20人/25人中
●研修修了後、ボランティア登録
する者の増加
　生涯学習センター施設ボランティ
ア新規登録対象者　25人

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった



所管名

3

(3)

②

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

市民局市民部市民総務課

関連施策　　　　　　　

事　業　名 　千葉市ボランティアズカフェの運営　　　（　既存　・　新規　）

事業概要

　千葉市ボランティアズカフェは、ボランティア活動について知りたい、活動してみたいという方々が、お茶や
コーヒーを飲みながら、気軽にボランティアに関する資料を見たり、仲間同士で語り合ったりすることができる、
ボランティア情報の発信拠点である。事業内容は以下のとおり。
(1) ボランティア情報の提供
・社会福祉協議会、生涯学習センター、国際交流協会などのボランティア関係機関と連携しながら、各種ボラン
ティア情報を提供 (パンフレット等配布、募集情報の掲示等)。
・インターネットによる情報収集を行うためにパソコンを提供。
・ボランティア関連の書籍・雑誌等を閲覧用として配架。
・ボランティア情報（一覧）をホームページから提供。
(2) ボランティアに関する相談
・ボランティアに関する様々な相談に応じ、各ボランティア関係機関の窓口やボランティア活動の紹介。
(3) 会議室の提供　　来場者が情報交換する打合せスペース
(4) イベント・講座等の開催
・来場者の増加を図るため、受託したＮＰＯの発案により、ボランティアに関するミニガイダンス「ボラカフェサロ
ン」やボランティア活動の実際を写真で紹介する「ボラカフェ写真展」をそれぞれ開催する。

実施主体

　市

　県　・　国　・　その他　（　）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

基本施策 文化を創造する人材の育成

文化芸術ボランティアの育成

ボランティア登録の一元化

平成２０年度決算額
総事業費

3,237
平成２１年度予算額

総事業費
4,072

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成20年度
事業内容
（実績）

(1) ボランティア情報の提供　（施設利用者数 ：1,813人）
(2) ボランティアに関する相談（相談件数　　　 ：  188件）
(3) 会議室の提供　　　　　　（会議室利用件数：    57件）
(4) イベント・講座等の開催（開催回数　　　　 ：     10回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　<内訳>「ﾎﾞﾗｶﾌｪｻﾛﾝ」  　9回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｢ﾎﾞﾗｶﾌｪ写真展｣ 1回

平成２０年度目標

　
　利用者数の増加

（平成19年度実績
　利用者数1,417人
　　※平成19年7月開設）

平成21年度
事業内容
（計画）

(1) ボランティア情報の提供
(2) ボランティアに関する相談
(3) 会議室の提供
(4) イベント・講座等の開催

平成２１年度目標

　利用者数の増加



所管名

3

(3)

②

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

基本施策 文化を創造する人材の育成

文化芸術ボランティアの育成

実施主体

　市　　（　指定管理者：（財）千葉市教育振興財団　）

　県　・　国　・　その他　（　　　　　）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

平成20年度
事業内容
（実績）

・個人登録者　１５７人
・団体登録　　　３８団体　５７７人
・総登録者数　７３４人
・利用件数　　　４０１件
・「ボランティアセンター３周年記念講演会」
　開催日　　12月13日（土）　　会場：生涯学習センター
　内容　　石井苗子講演会「大人の学び～夢のある自分づくり」
　参加者数　　233人
・「ボランティアパーク２００９」
　開催日　　2月16日（月）～2月22日（日）
　登録者による展示･ステージ発表･講座開催等
　参加者数　2097人
・情報紙「ぼらセン通信」発行

平成２０年度目標

　
　登録者数･利用件数の増加

（平成１９年度
　　登録者数５２４人
　　利用件数１７８件）

ボランティア登録の一元化

関連施策　　　　　　　

事　業　名 ちば生涯学習ボランティアセンター　　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　生涯学習センターにおいて、様々な分野の知識や技能をボランティアで役立てたい人の登録･斡旋および登
録者の活動支援を行う。

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成21年度
事業内容
（計画）

・登録受付･コーディネート
・「ぼらセンフォーラム」
（第１部　ボランティアセンター登録者によるシンポジウム）
（第２部　アグネス・チャンさん講演会）
　11月3日（火）　　参加者２９０人
　会場：生涯学習センター
・「ボランティアパーク２０１０」の開催
　2月15日（月）～21日（日）
　会場：生涯学習センター
　登録者による展示･ステージ発表･講座開催等
・情報紙「ぼらセン通信」発行

平成２１年度目標

　登録者数･利用件数の増加

平成２０年度決算額
総事業費

6,342
平成２１年度予算額

総事業費
6,644


