
 

 

 

「県民協働の推進に関する研究会」の開催趣旨および検討課題等について 

 

１．開催の趣旨 

 （１）社会情勢の変化 

 

 

                   

  

「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくりに向けて」より抜粋（2015 年６月） 

資料３ 

人口減少社会の到来 

 



 

 
 

 

 

「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくりに向けて」より抜粋（2015 年６月） 

 



 （２）滋賀県行財政改革 

 

 

 

   人件費については、定員削減と給与の独自カット、諸手当の見直しにより抑制。 

   定員削減は、1,000 人以上を削減、また、給与カットにより 200 億円以上を削減。 

 

 
 

 

 

 

滋賀県行政経営改革委員会（平成 27 年３月）資料より抜粋 

人件費の削減 

 

公共施設等の現状および課題 



（３）人口の変化による影響 

暮らしへの影響 

・ 地域コミュニティの希薄化・弱体化により、集落機能の低下や集落の維持が困難 

・ 利用者の減少により、バス路線の廃止や商店の閉店など日常生活に支障 

・ 管理が不十分な空き家の増加により、景観の悪化や災害時に支障 

・ 高齢者が増えることにより医療・介護従事者が不足 

・ 地域の祭りなど伝統行事等の担い手がいなくなり、地域文化の伝承が困難 

・ 子ども・若者世代の減少により、地域の活力が低下 

地域経済に与える影響 

・ 消費が減少し、経済活力が低下 

・ 生産年齢人口（労働人口）が減少することにより、労働力が不足 

地方行政に与える影響 

・ 住民税など税収が減少し、公共施設の維持や生活を支える社会資本の維持が困難 

・ 高齢者の増加により、社会保障費が増大  

その他の影響 

・ 担い手の不足により、耕作放棄地の増加や森林の荒廃が進み、県土の保全や琵琶

湖の水源涵養など多面的機能の維持発揮に支障 

・ 環境に影響を与えている人間活動や開発圧力が減ることにより、琵琶湖への汚濁

負荷等の削減で良好な自然環境の保全 

・ 生活空間に余裕ができ、ゆとりのある住環境や生活が実現 

・ 児童、生徒数の減少により教育環境が変化 

「（仮称）人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略 骨子（案）」より抜粋 

 
人口減少社会においては、 

・ 地域における課題は複雑・多様化しており、行政が一律の公共サービスを提供するだ

けでは、地域課題の解決にはつながらない。 

・ その一方で、ＮＰＯ等の行う社会貢献活動が、真にさまざまな地域課題の解決のつな

がるのか見極める必要があり、ＮＰＯ等と地縁組織の協働・連携が重要となる。 

・ また、ＮＰＯ等と企業が協働・連携することで、地域課題や行政ニーズによりきめ細

かく対応することが可能になるとともに、新たなビジネス展開が期待できる。 
 

 
 
 



（４）多様な主体による協働の効果 

   多様な主体との協働により、主に次のような効果があると考えられる。 

 

① 満足度の高い公共サービスの提供 

  ＮＰＯ、企業、大学等の多様な主体が、それぞれの特性や強みを活かしながら、

複雑化・高度化する地域課題や行政ニーズにきめ細かく対応することで、県民に対

して満足度の高い公共サービスの提供が可能になる。 

② すべての人に居場所と出番がある全員参加型社会の実現 

    若者や女性、高齢者、障害者、外国人など誰もが活躍できる場があり、働き続け

られる環境が整備されることで、全員参加型社会の実現が期待できる。 

    特に、「ＮＰＯ（活動）等への女性の社会参画を進めるための雇用実態調査報告書」

（資料４）にもあるとおり、ＮＰＯは、女性にとって働きやすい環境となっている

と考察されること、退職後の男性の社会参画の場、あるいは生きがいづくりの場と

して貴重な活動機会を提供していることから、ＮＰＯ活動の活性化は、全員参加型

社会の実現に大変有効である。 

③ ＮＰＯ等の活動の活性化と社会的使命の達成 

ＮＰＯ等にとっては、協働事業を通じて組織や財政基盤の強化、事業遂行能力の

向上、活動の活性化につながり、社会的理解や評価が高まる。 

また、政策形成過程への参画機会が拡大することで、ＮＰＯ等の活動の機会や幅

が広がり、団体の社会的使命（ミッション）が達成しやすくなる。 

④ 企業や大学等教育機関の地域への一層の定着促進 

企業にとっては、専門知識や特性を活かすことで、社会的認知度やその評価が高

まり、信用度の向上や人材育成につながる。 

大学等の教育機関にとっては、学際的研究に基づく成果を活かした社会貢献をす

ることで、社会資本としての認知度が高まり、人材育成にもつながる。 

こうした活動を通じて、企業や大学等は地域への一層の定着が図られるとともに、

地域が振興することで経済的効果も期待できる。 

⑤ 行政改革や職員の意識改革 

行政事務の簡素で効率的な執行を確保し、行政課題に適切かつ機動的に対応する

ことで、行政改革に取り組むことができる。 

また、県民と対話し、共感を得ることにより、職員の意識改革を図り、県民目線

で考えることができる職員の育成が可能になる。 

 
 
 
 
  滋賀県基本構想（平成 27 年３月策定）の理念である 

 

   につながっていく。 

 

協働とは、 

ＮＰＯ・企業・行政など立場の異なる者同士が、各々が自立(自律)した対等な関係のも

と、同じ目的・目標のために連携・協力し、公共的なサービスなどにおいて相乗効果を上

げようとする取組 
「滋賀県基本構想」（平成 27年３月策定） 

 

 



（５）本県におけるこれまでの取り組み 

協働型県政を推進する人材の育成 

「協働推進セミナー」（H19～、H18 までは NPO 協働研修） 
平成 24 年度 3 回開催（講演・事例報告 2回、現地研修 1回）参加者 93 人 

平成 25 年度 2 回開催（ブラッシュアップ研修 1回、現地研修１回）参加者 51 人 

平成 26 年度 2 回開催（ブラッシュアップ研修 1回、現地研修１回）参加者 56 人 

「協働推進員養成講座」（県・市町職員を対象） 
平成 24 年度 1 回開催 参加者 26 人 平成 25 年度 1 回開催 参加者 18 人 

平成 26 年度 1 回開催 参加者 23 人 

「職員向け通信（しが協働通信）」の発行      
  平成 24 年度 11 回 平成 25 年度 11 回 平成 26 年度 12 回 

  「協働推進員」の設置 

平成 24 年度 ８人  平成 25 年度 10 人  平成 26 年度 12 人 
 

各種事例集等の作成（主に県職員向け） 

「滋賀の協働事例集」の作成(H21.3) 

「多様な主体との協働を進めるためのマニュアル」（H22.3） 

「協働を始めるための協働ヒント集」の作成(H26.3) 

 

民間との協働に関する提案・相談の募集 

※ 平成 21 年度から応募型（県テーマ）と創造型（自由テーマ）の２種類で実施 

 平成 21年度 提案 28事業（応募型 12 事業・創造型 16 事業） 

採択 11 事業（応募型  7 事業・創造型 4事業） 

平成 22 年度 提案 12 事業（応募型 7事業・創造型 5事業） 

採択 2 事業（応募型 2事業・創造型 0事業） 

 

（平成 23年度・24年度 新しい公共支援事業を実施） 

 

【現行】① 滋賀県と民間との協働に関する提案募集 

       県が協働で行う事業や協働での実施を検討している事業について、民間から意見・アイ

デアの提案を募集するもの 

（実績） 平成 24 年度 ２件、平成 25 年度 １件、平成 26 年度 １件 

② 滋賀県と民間との協働に関する相談窓口 

民間との協働や民間開放を進める提案・相談を民間から受け付けるもの 

（実績） 平成 24 年度 ３件、平成 25 年度 ２件、平成 26 年度 ８件 

③ 滋賀県と民間との協働に関する情報コーナー 

       事業実施にあたり、県が民間の皆さんの参加・協力を求めるもの 

（実績） 平成 24 年度 14 件、平成 25 年度 18 件、平成 26 年度 20 件 

 

滋賀の地域円卓会議の開催 

［趣旨］マルチステークホルダー（多様な主体）が地域における課題を掘り下げ、その克服方法を検

討する場、および各委員の創造的で豊富な経験に基づく意見交換を通じた滋賀県内での新たな

イノベーションの可能性を生む場を提供することを目的に開催 

（実績） 平成 25 年度 ２回、平成 26 年度 ２回 

共助社会づくりフォーラム in 滋賀（平成 27 年２月７日） 

 

 

 



新しい公共支援事業の実施（平成 23 年度・24 年度） 

 

 

 



 



新しい公共支援事業を通じた成果 

 事業をきっかけとして、これまで関わりのなかった団体や市民を新たに巻き込み、活

動が地域に根差し始めたり、NPO と行政等との協働が進み、行政職員の意識改革や NPO と

行政等との相互理解が深まったと指摘した都道府県が多くみられた。また、所掌が行政

内の複数の課にまたがり、行政単独では関与が難しい地域課題に対して、NPO が主体的

にコーディネートを担うことで、利害調整が上手く図られた事例もあり、地域づくりに

おいて NPO が担う役割の大きさを改めて認識する機会にもなったとの指摘もみられた。

その他、若者の就業支援や自然エネルギーの普及など、新たな分野への取組が可能とな

った事例もみられた。 

 本事業では、多様な主体が連携して事業を推進していくマルチステークホルダープロ

セスを重視しているが、多くの事例において、ステークホルダー団体間で、協働で事業

を進めていくことを通じて、その意義や効果に対する認識度が向上し、今後の継続・発

展につなげる基礎づくりができたと考えられる。 

平成 24 年度地域における「新しい公共」の担い手による取組事例に関する調査報告書（内閣府委託調査）より抜粋 

 

新しい公共支援事業により明らかになった課題 

行政の関わり方に関して、協議体に参画する行政の役割が見えにくく、協働の主体と

なり得なかったケースがみられたことから、行政が広報や事業全体の助言などを積極的

に果たすなど、事前に役割を明確にし、能動的に参画していくことが求められる。 

また、マルチステークホルダープロセスでは、円滑な検討や事業推進を可能にするコ

ーディネーターの確保や育成も必要である。 

本事業では、多様な主体による協働の場が設置されたが、その取組の継続・発展を可

能にする環境づくりが今後の課題である。また、本事業では取組の最初ということもあ

り補助率 100％が基本であったが、NPO の自立性・継続性を高めていく観点から、今後は

NPO も一定の費用負担をするなど、NPO の成長を促す考え方も重要になると考える。 

平成 24 年度地域における「新しい公共」の担い手による取組事例に関する調査報告書（内閣府委託調査）より抜粋 

 

ＮＰＯは自発的に物事を始めるので、行政と協働する場合、担当する部署がなかった

りする。そういう意味で、迅速で柔軟な判断と、責任を自分たちで負うという姿勢が重

要だと認識された。また、異なる立場の複数の主体が同じ目標を共有して取り組むには

十分な議論を重ねることが大切だとわかった。 

                      「びわ卓フォーラム 2014」実施報告書より抜粋 

 

  



２．検討課題等（素案） ※ 以下の項目は、あくまでも、現在事務局が考えているもの 

本研究会では、多様な主体との協働の促進およびその定着のための環境整備を整備し、

県民協働による県政を一層推進するために県が取り組む事項について検討する。 

 

検討課題１ 協働にふさわしい事業の検討や既存事業の見直しにおける協働 

協働は、事業を行う手法のひとつであることから、協働そのものを目的として導入す

るものではなく、協働に適した事業に導入することが大切である。 

「協働に関する職員意識調査結果」（資料５）によると、「自分の業務に協働はあまり

関係ない」、「協働に適した事業がない」と考えている県職員が多いため、「協働にふさわ

しい事業」、「既存事業の見直しにより協働を推進していく必要があると思われる事業」

などについて、その基準や協働を進めるにあたっての手順等を検討する。 

 

検討課題２ 事業に最も適した協働相手の選定 

「協働に関する職員意識調査結果」（資料５）によると、協働相手を選定するのが難し

いといった意見があり、協働を推進していくには、どのように協働相手を選定するのか

重要な要素であると考えられるため、協働の相手方を選定するにあたって必要な情報や

手順等を検討する。 

 

検討課題３ 協働推進体制の整備 

「協働に関する職員意識調査結果」（資料５）によると、協働を進めるには、時間や手

間がかかるといった意見があるように、なぜ協働を進める必要があるのか県職員に十分

浸透していないように思われる。そのため、職員の意識改革や協働を推進するための「協

働推進体制」（人事交流を含む。）を検討する。 

  なお、他の都道府県における協働推進体制は、「協働の推進に関する取組等について（都

道府県調査）」（資料６）のとおり。 

 

検討課題４ 多様な主体間の交流、意見交換の場の設定、相互評価の仕組みづくり 

  協働を推進していくためには、ＮＰＯ、企業、行政等が交流し、意見交換のできる場

（プラットフォーム）を設定して「政策形成過程への参画機会」を拡大するとともに、

指標を設定して相互評価の仕組みづくりが重要であると思われる。そのため、多様な主

体間の交流、意見交換の場の設定、相互評価の仕組みづくりについて検討する。 

 

検討課題５ モデル的な協働事業の実践  

  県と多様な主体との協働の定着を図るため、多様な主体から事業の提案を求めて県と

協働で実施する提案公募型事業など、モデル的な協働事業の実践に取り組むことは重要

であるが、これまで県が進めてきた提案公募型事業は、必ずしもうまく機能していると

は言えないことから、その見直し（財源確保の方策等を含む。）について検討する。 

また、協働事業の中には、県よりも市町が取り組む方が効果的であると思われる事業

があることから、県が取り組むほうが効果的な協働事業の内容や複数の市町等がモデル

的な協働事業に取り組む場合における県の役割についても検討する。 

  なお、他の都道府県における「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」終了後の

取り組みについては、「協働の推進に関する取組等について（都道府県調査）」（資料６）、

県内各市町の協働に関する取り組みについては、「県内市町の多様な主体との協働に関す



る取組調査の結果について」（資料７）のとおり。 

 

検討課題６ 多様な主体による協働が持続する環境の整備 

  多様な主体による協働を持続させるためには、必要な財源をどのように確保していく

か重要で、行政からの補助金等に依存しない新たな資金調達手段を取り入れていくこと

が必要と思われる。その手段として、ソーシャルビジネスによるサービスの提供とあわ

せてクラウドファンディング（ふるさと投資など）、ソーシャルインパクトボンドの活用

等についても検討する。 

  また、「ＮＰＯ法人に関する県民意識調査」についてのアンケート結果（資料８）によ

ると、ＮＰＯ法人についての周知度や信頼性は向上しているが、ＮＰＯ活動に参加した

いまたは寄附したいと考える人の割合はそれほど高くなく、ＮＰＯ法人の活動内容が十

分に県民に伝わっていないことがその要因として考えられる。そのため、ＮＰＯ法人に

関する情報提供の充実等を図るため、県としてどのようなことに取り組む必要があるの

かについても検討する。 

  さらに、中小企業信用保険法の一部改正により中小規模のＮＰＯ法人への融資を中小

企業信用保険の付保対象とされたが、ＮＰＯ法人会計基準の未普及等により、予定通り

融資が受けられないＮＰＯ法人が出てくる可能性もあるため、ＮＰＯ法人に対して必要

な経営支援等についても検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県では、本研究会での検討結果を踏まえ、「（仮称）協働推進ガイドライン」を今年度

中に策定する。 


