
○平成１９年度ＮＰＯ関連事業一覧
（単位：千円）

公募の時期 協働の分野

1 企画調整課 湖国まるごとエコ・ミュージアム推進事業 3,056
湖国まるごとエコ・ミュージアムづくりの考え方を定着させるため、情報
発信や交流発表会を開催。企画・運営にあたって、活動を実践または
支援するNPO等関係者との関わりも持ちながら進めていく。

⑦企画立案へ
の参画

× 通年 ○ ③まちづくり

2 子ども・青少年局 しがこども体験学校推進事業 4,232

社会性や自立性を身につけた子どもを育成するため、子ども達の体験
活動（学びの場）をみんなで増やしていくため「地域が学校、住民が先
生」という考え方のもと、次のことを実施する。
①夏休みを中心とした体験プログラムを掲載した案内パンフレットの作
成配布（→全小学１～６年生）、②事業実施者・指導者向けパンフレット
の作成配布、③こども体験学校のＨＰの運営、④指導者等のスキル
アップ研修会の開催

①情報交換・
コーディネート

○ 通年 通年 ○ ⑪子ども育成

3 子ども・青少年局 青年社会参画促進事業 3,000

青年が社会の一員として、自律的に行動できるきっかけづくりを行うた
め、国際交流、地域福祉、環境等、各分野の中間支援団体の協力を得
て、様々な地域活動団体等に青年育成という観点から、体験活動等の
受皿となってもらうとともに、その出会いの場（マッチングフェア）や情報
提供等を行う。

⑥委託 － 通年 ○ ⑪子ども育成

4
東近江地域振興局
地域振興課

西の湖美術館構想推進事業 350
西の湖とその周辺のすばらしい景観や自然環境を保全するため、地域
住民主体で平成１７年度に策定された「西の湖美術館構想」に基づき
展開される事業や取組を地元市町とともに支援する。

補助・助成 － 通年 ○
③まちづくり
⑤環境の保全

5
東近江地域振興局
地域振興課

東近江ＮＰＯ協働発信事業 1,394
地域住民に身近な草の根情報やＮＰＯ等の活動情報を提供し、東近江
の魅力ある地域づくりを進めるため、ＮＰＯとの協働による広報・広聴
活動を展開する。

委託 － 通年 ○ ③まちづくり

6
湖北地域振興局
地域振興課

湖北エコミュージアム創造事業 2,400
地域資源の保存、活用、研究などを行う住民活動団体を組織化し、活
動の活性化や地域づくり推進のための取り組みを行う「湖北エコミュー
ジアム推進協議会」に対して引き続き支援を行う。

⑤補助・助成 × － ○ ⑰ＮＰＯ支援

7 男女共同参画センター
女性のチャレンジ支援事業（女性のチャ
レンジ支援講座）

656

　女性がチャレンジするために必要な情報を提供し、具体的な行動へ
の動機付けを図る場として、連続講座を開催する。講座の企画運営は
ＮＰＯ法人等へ委託を行う。
　①キャリアアップコース、②フォローアップコース

⑥委託 × 通年 ○
⑩男女共同参

画

8 男女共同参画センター 「チャレンジサイトしが」運営業務委託 450

県内各地の女性のチャレンジの気運をさらに高めるため、「チャレンジ
サイトしが」に掲載するための各支援機関の実施事業等の情報収集や
その情報を発信するホームページ「チャレンジサイトしが」の周知業務
を委託する。

⑥委託 ○ ４月中旬 通年 ○
⑩男女共同参

画

9 男女共同参画センター
女性のチャレンジ支援事業（女性人材育
成支援事業）

523

　県内企業やＮＰＯ等においてリーダーとして活躍する女性を発掘する
とともに、それぞれが、組織等の枠組みを越えて、知識や情報を共有
し、意欲と能力を高めあえるよう情報交換等の場づくりと人的ネット
ワークづくりを支援する。

①情報交換・
コーディネート

× 通年 ○
⑩男女共同参

画

10 県民活動課
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例
に係る自主活動団体への補助事業

7,500

地域の安全なまちづくりの実現を目指し、小学校区または概ね小学校
区と同等と認められる地域において安全なまちづくりに資する活動（防
犯活動）に取り組んでいる自主活動団体へ市町が補助を行う場合に、
その補助額の２分の１以内で２５万円を上限に補助する。

⑤補助・助成 × 通年 × －

11 県民文化課 県民文化活動チャレンジ企画補助金 8,000

地域文化に配慮し、通常の文化活動の枠にとらわれず、滋賀県の文化
の活性化と向上に貢献すると思われる独創的で斬新な事業を補助す
ることにより文化団体の企画力の向上と県内の文化活動の活性化を
図る。

⑤補助・助成 ○
平成19年４
月下旬～５
月中旬

通年 －
④学術、文化、
芸術、スポーツ
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12 県民活動課
ボランティア・ＮＰＯファーストステップセミ
ナー

1,580
県民がボランティアやＮＰＯに対して理解を深めるとともに、参加のきっ
かけとなるセミナーを県内３カ所で開催する。（企画案公募後、提案し
たＮＰＯへ委託予定）

⑥委託 ○ ４月～６月 １０月～１２月 ○ ⑰ＮＰＯ支援

13 県民活動課
しがＮＰＯ協働推進プロジェクト（ラウンド
テーブルしがの開催）

457

ＮＰＯと行政が協働して定期的に話し合いの場を設置し、それぞれが対
等の立場で共有する社会的課題の中から一定のテーマに関しての意
見交換や課題抽出を行い、互いの理解を深めると共により良い協働の
推進を図る。

①情報交換・
コーディネート

○ 通年 通年 ○ ⑰ＮＰＯ支援

14 県民活動課
しがＮＰＯ協働推進プロジェクト（協働部
活プロジェクト）

2,410

地域で様々な課題に取り組んでいるＮＰＯと意欲やチャレンジ精神に富
んだ職員が、部局横断的に関係所属と共にプロジェクトチームをつく
り、協働で課題解決に向けての方策の検討やモデル事業等の実施を
行う。

⑦企画立案へ
の参画

× － 通年 ○ ⑰ＮＰＯ支援

15 県民活動課
しがＮＰＯ協働推進プロジェクト（協働推
進ボード）

376
協働事業を実施する段階で生じる様々な課題や問題点について検証
ならびに助言等を行うとともに、協働事業の選定や評価を行い、よりよ
い協働が進むよう協働推進ボードを設置する。

⑦企画立案へ
の参画

× － 通年 ○ ⑰ＮＰＯ支援

16 県民活動課 協働推進セミナー 424
自治体職員や一般の県民がＮＰＯや協働について理解する機会となる
ようなセミナーを開催する。

①情報交換・
コーディネート

× － ４月～６月 － －

17 人権施策推進課
じんけんフェスタしが２００７開催事業
（NPO人権啓発委託事業）

200

県民一人ひとりの人権意識の高揚を図り行動の喚起を促すために開
催しているじんけんフェスタしがにおいて、ＮＰＯ等団体が実施する講
演会やフォーラムなどの企画案を公募・選考し、その企画運営を委託
する。じんけんフェスタしが会場内で同時開催することにより、より効果
的な人権啓発を行う。

⑥委託 ○ ６月 ７月～９月 ○ ⑧人権

18 琵琶湖再生課 流域アジェンダ策定・推進事業 918

・各流域協議会を核とした、環境団体、企業、行政、個人等による河川
流域ごとの水環境保全の取組みの支援
・流域内および流域を越えた琵琶湖を緩やかに取り囲むネットワークの
構築
・琵琶湖の総合保全の推進を目的とする「琵琶湖流域ネットワーク委員
会」の運営支援

⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

19 琵琶湖再生課
流域アジェンダ実践促進事業
（大津・滋賀流域）

604 ・琵琶湖の総合保全を目的に、流域協議会による活動に対しての支援 ⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

20
南部振興局
環境森林整備課

流域アジェンダ実践促進事業
（湖南流域）

604 ・琵琶湖の総合保全を目的に、流域協議会による活動に対しての支援 ⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

21
甲賀県事務所
環境課

流域アジェンダ実践促進事業
（甲賀流域）

604 ・琵琶湖の総合保全を目的に、流域協議会による活動に対しての支援 ⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

22
東近江地域振興局
環境課

流域アジェンダ実践促進事業
（東近江流域）

604 ・琵琶湖の総合保全を目的に、流域協議会による活動に対しての支援 ⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

23
湖東地域振興局
環境課

流域アジェンダ実践促進事業
（湖東流域）

604 ・琵琶湖の総合保全を目的に、流域協議会による活動に対しての支援 ⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

24
湖北地域振興局
環境課

流域アジェンダ実践促進事業
（湖北流域）

604 ・琵琶湖の総合保全を目的に、流域協議会による活動に対しての支援 ⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

25
高島県事務所
環境森林整備課

流域アジェンダ実践促進事業
（湖西流域）

504 ・琵琶湖の総合保全を目的に、流域協議会による活動に対しての支援 ⑤補助・助成 ○ 随時募集 通年 ○ ⑤環境保全

26 環境政策課 地域の地下水利用文化再発見事業 1,000
地下水の大切さに気付く場としてワークショップを開催し、地下水利用
事例集を作成する。

－ － － － －

27 環境政策課
地域の地下水利用カルテ調査手法の開
発事業

1,000
地下水利用の生活文化に関し、過去の調査結果を整理、解析し、新た
な調査手法を開発する。

－ － － － －
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28 環境政策課 湖沼水質保全計画推進事業 1,599

・H18年度策定の赤野井湾流出水対策推進計画の進行管理のため、
フォローアップ会議とシンポジウムを開催する。
・流出水対策推進計画を県内に広めるため、流域ごとの河川水質、汚
濁負荷量の算定および住民による活動状況等の基礎資料を収集・分
析する。

－ － － － －

29 環境政策課
県民協働による「しが新エネルギー戦略
プラン」推進事業

1,258
県民、ＮＰＯ、事業者、識者、行政からなるプロジェクトを設置し、プラン
の具体化および着実な推進を目指す。

企画立案への
参画

× － － ○ ⑤環境保全

30 環境政策課
淡海こどもエコクラブ活動推進事業
（体験プログラムの実施）

1,370
こどもエコクラブの活動の場を提供し、クラブの活性化や活動の活性化
を図るとともに、こどもエコクラブの拡大と活動の活性化を図る。

⑥委託 ○ 4月下旬 通年 ○ ⑤環境保全

31 循環社会推進課 循環型社会推進事業 10,935
県民、事業者、市町、県による「（仮称）循環型社会推進県民会議」を設
置し、ごみ減量化、資源化についての課題検討と解決に取り組む。

⑦企画立案へ
の参画

○ 19年４月以降 通年 ○ ⑤環境保全

32 循環社会推進課 淡海エコフォスター事業 17,255

公共的場所の美化および保全のため、県民、事業者等が当該場所を
愛情と責任を持ってボランティアで美化清掃し、環境美化に対する県民
等の意識の高揚を図るとともに、ごみの散乱を防止するため、県知事
または市町長と合意書を交わし、定期的・継続的に一定の場所で美化
清掃活動を行っていただき、その活動経費に対して支援を行っている。

⑤補助・助成 × － ○ ⑤環境保全

33 下水道課 県立水環境科学館管理運営業務 77,826
（指定管理者による）県立水環境科学館の施設管理ならびに普及啓発
事業の実施

⑥委託 － － － － ⑤環境保全

34 森林政策課 県民参加の里山づくり事業 40,000
ＮＰＯ等が、市町と所有者の間で利用協定が締結された里山において
行う里山保全活動に対し助成する。

⑤補助・助成 × 通年 ○ ⑤環境保全

35 森林政策課 みんなで始めよう森づくり活動公募事業 10,000
ＮＰＯ等が提案する琵琶湖森林づくり条例の基本理念に即した活動に
対し助成する。

⑤補助・助成 ○ H19.4 通年 ○ ⑤環境保全

36 自然環境保全課 ネイチャーサポート活動支援事業 734
自然公園施設の管理の一部を一般県民のボランティアにより実施して
いただき、その活動に支援する。

⑧その他 ○ 通年 通年 ○ ⑤環境保全

37 健康福祉政策課
「あったかほーむ」づくり事業
（人員配置補助）

1,500

　身近な地域で、高齢者、障害者、子ども等、様々な福祉サービスの
ニーズをもった人たちが自然に集い、憩い、ふれあい、「地域家族」とも
いえるような関係を保ちながら暮らしつづけられるよう、その拠点となる
「あったかほーむ」を設置・運営しているＮＰＯ法人等住民主体の取り組
みを支援するため、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置費に対して、市町と協力して補助
をする。

⑤補助・助成 － 通年 ○
①保険、医療、

福祉

38 健康福祉政策課 くらし支え合いNPO支援事業 3,300

　高齢者、障害者、子ども等だれもが自然に集い、憩い、ふれあって
「地域家族」ともいえるような関係を保ちながら多様な福祉サービスで
共に支え合う拠点づくりを行うＮＰＯ法人等住民主体の取り組みを支援
するため、講座・フォーラムの開催や、アドバイザーの派遣事業などを
行う。

⑥委託 × 通年 ○ ⑰ＮＰＯ支援

39 健康福祉政策課 福祉のまちづくりキャンペーン事業 400

  県民総ぐるみでだれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくりを推進す
るという気運の醸成を図るため、県、だれもが住みたくなる福祉滋賀の
まちづくり推進会議、ＮＰＯ団体等が協働してユニバーサルデザインに
ついての街頭啓発を行う。

④共催 － １０月～１２月 ○ ③まちづくり

40
東近江地域振興局
地域健康福祉部
保健福祉課

東近江地域福祉起業支援事業 277

福祉関係サービスの起業を志す者に対して、意識の啓発、事業の立ち
上げに必要な知識、運営方法等の講習を行い、地域において認知症を
含む高齢者支援の受け皿となる施設等で活躍できる人材の育成、地
域での意識の醸成等を行う。

－ － － － －

41 健康推進課 難病相談・支援センター事業 7,431
難病患者等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進お
よび就労支援等を行う。

⑥委託 × 通年 ○
①保険、医療、

福祉
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42 元気長寿福祉課 介護サービス事業者運営資金貸付事業 660

介護保険導入時に、多様なサービスを促進するため、これまでの福祉
ｻｰﾋﾞｽの主体を社会福祉法人から営利法人やＮＰＯ法人にまで参入を
認めているが、経営基盤の脆弱なＮＰＯ法人に、金融機関と協調融資
の形態で低利資金の貸付を行い、ｻｰﾋﾞｽ事業者の拡大を図ってきた。
初期の目的は達したため、平成１６年度で新規事業を廃止するが、貸
付の償還が終了するまで当事業を継続する。

⑤補助・助成 × － ○
①保険、医療、

福祉

43 元気長寿福祉課 定年退職者の元気創造プロジェクト 12,000
定年退職者等の知識や経験を生かす仕組みづくりを進めるため、市町
に対する地域デビュー支援事業や中間支援組織を通じた起業支援を
行う。

⑥委託 －

Ｈ１８年度に
中間支援組
織を公募済
み

通年 ○
①保険、医
療、福祉

44 元気長寿福祉課 高齢者成年後見支援センターの運営 5,200
成年後見制度をはじめ高齢者虐待全般について、市町担当課や地域
包括支援センターおよび介護保険事業所等への技術的助言および人
材養成等の支援を行う。

⑥委託 × 通年 ○
①保険、医療、

福祉

45 子ども・青少年局
児童虐待防止民間活動支援事業費補助
金

280
民間団体が、社会啓発活動や会員研修、施設や一時保護所のボラン
ティア活動など児童虐待防止活動を行う経費に対して補助する。

⑤補助・助成 × 通年 ○ ⑧人権

46 子ども・青少年局 自立支援ホーム事業費補助金 19,725
義務教育終了後、児童福祉施設等を退所するなど、なお社会的な自立
支援が必要な者に対し、民間団体が相談、その他日常生活上の支援
および生活指導等を行う事業に補助する。

⑤補助・助成 × 通年 ○ ⑪子ども育成

47 子ども・青少年局 DV相談員専門研修 400
NPO法人おうみ犯罪被害者支援センターに委託し、DV専門員研修を
行う。

⑥委託 × １０月～１２月 ○
⑩男女共同参

画

48 子ども・青少年局 民間シェルター運営費補助金 1,120
DVの状況に応じた迅速かつ適切な保護を実施するため、民間団体が
シェルターを運営する経費に対して補助する。

⑥委託 × 通年 ○
⑩男女共同参

画

49 子ども・青少年局
２１世紀淡海子ども未来会議設置運営事
業

900
次代の主人公である子どもたちの健全な育成を図るため、体験学習を
通じて自ら考え、行動する力を引き出すことを支援する。

⑥委託 － 通年 ○ ⑪子ども育成

50 子ども・青少年局 子ども遊びサポーター養成事業 400
子どもの主体的な遊びや体験学習の現場において、その活動を支援・
援助するおとなサポーターの養成講座を実施。

⑥委託 － 通年 ○ ⑪子ども育成

51 医務薬務課 救急災害医療研修事業費補助金 1,000
救急および災害医療体制の強化を図るため、災害時に必要な医療研
修事業に対し、助成を行う。

補助・助成 － － ○
①保健医療福
祉

52 商業観光振興課 三方よし理念普及事業費補助金 636
NPO法人三方よし研究所に対して、「三方よし」の「県民への理念普及」
のための事業（ｾﾐﾅｰ開催、講師派遣、ﾊﾟﾈﾙ展示、情報誌発行）に係る
経費の一部を助成する。

⑤補助・助成 × ○ ②社会教育

53 新産業振興課 世界にひとつの宝物づくり 3,700
子どもや障害者が、地元作家や地域ボランティアとの協働により「土」と
いう素材を用いて、ものを作ることの喜びや感動を体感できることによ
り心豊かな人材を育成する新しい滋賀モデル事業を創造する。

⑤補助・助成 － 通年 ○
④学術、文化、
芸術、スポーツ

54 新産業振興課
バイオ関連講演会、セミナー、シンポジウ
ムの開催事業

10,604

滋賀バイオ産業推進機構の実施する講演会やセミナー、シンポジウム
等の開催にあたり、事業の充実を図るため、NPO法人近畿バイオイン
ダストリー振興会議等からの後援を受け、事業のアドバイスを受けると
ともに、広報や参加者の募集について協力を願う。

②後援 － － ○
⑭経済活動の
活性化

55
財団法人滋賀県陶芸
の森

普及啓発事業　小学校の生徒を対象にし
たやきものに関する普及事業　本物と出
合う-総合的学習プログラム事業

704

陶芸の森の存在や陶芸の素晴らしさを伝えるために学校への出張授
業と、学校から陶芸の森に来園して行うプログラムを展開している。ＮＰ
Ｏ「子どもの美術教育をサポートする会」は、学校と美術館の橋渡し役
となり、学校側への情報提供や授業のアシスタント役、制作の補助をす
る。

①情報交換・
コーディネート

－ 通年 ○
④学術、文化、
芸術、スポーツ

56 労政能力開発課 ニート・フリーター対策事業 2,152
・（仮称）滋賀県ニート・フリーター問題連絡協議会の設置、運営
・「社会に羽ばたく若者のためのハンドブック」の作成

－ － － － －

－4－



公募の時期 協働の分野
番号 課室名 事業名等（取り組み事項等） 事　業　内　容

平成1９年度
予算額

協働の
有無

実施の時期
ＮＰＯとの
関わり方

公募の
有無

57
水産課
（全国豊かなうみづくり
大会準備室）

湖づくりキャンペーン事業

6,525
（海づくり大会
実行委員会予

算）

全国豊かな海づくり大会～びわ湖大会～に向けて次の事業を展開し、
「湖づくり活動」への参加を呼びかけていく。
①湖魚の食文化紹介（料理教室）
②稚魚のリレー放流
③（仮称）湖づくりレガッタの開催
④琵琶湖の一斉清掃活動
⑤外来魚駆除釣り大会
⑥ヨシ刈りとヨシ苗植え
上記事業の他に、湖づくりキャンペーンの広報・啓発を実施する。

④共催 ○

湖づくりキャ
ンペーン委
員会への参
加は随時受
付中

通年 ○ ⑤環境保全

58
水産課
（全国豊かなうみづくり
大会準備室）

（仮称）湖づくり活動推進大会の開催 3,375

湖づくり活動費補助金の成果を報告書としてまとめるとともに、ポス
ターセッションによる各団体の活動紹介や活動事例の発表を行い、湖
づくり活動が今後さらに広く取り組まれるよう（仮称）湖づくり活動推進
大会を開催する。

①情報交換・
コーディネート

× ７月～９月 ○ ⑤環境保全

59 農村振興課 グラウンドワークしがの推進 3,000

農村地域の環境改善・保全活動を通じて地域の活性化を目指して、地
域住民、ＮＰＯ、企業、行政が協働して取り組むグラウンドワーク活動を
パイロットとして実施することにより、グラウンドワークの手法の有効性
を検証し普及を図る。

①情報交換・
コーディネート

× 通年 ○ ⑤環境保全

60 農村振興課 みずすまし構想推進事業 2,800
農村地域の水質・生態系及び景観の保全を住民参加のもとに実施す
るため、県内各地に設立されたみずすまし推進協議会と協働し取り組
みを実施する。

①情報交換・
コーディネート

× 通年 ○ ⑤環境保全

61 農村振興課 棚田保全ネットワーク推進事業 6,800

持続的な棚田保全を図るため、広範囲にわたる保全活動参加者と住
民組織のネットワークを構築し、棚田ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや棚田オーナー等の募
集、登録、調整などを行い、都市住民等を交えた地域住民活動を推進
する。

①情報交換・
コーディネート

－ － － ○
③まちづくり
⑤環境の保

全

62 農村振興課 魚のゆりかご水田推進プロジェクト 1,516
魚のゆりかご水田の普及と定着を図るため、魚のゆりかご水田米認証
制度による米のブランド化や魚のゆりかご水田実施地区においてモデ
ル的に都市農村交流活動を実施する。

⑦企画立案へ
の参画

× 通年 × －

63
湖東地域振興局建設
管理部

河川・道路管理におけるゼロエミッション
計画（竹チップ化）実験事業

3,850

湖東地域の河川等の伐採竹木をチップ化し、マルチング材として道路
や河川の公物管理に利用するゼロエミッション計画構築の実験を行う。
また竹木伐採については、市民団体やＮＰＯとの協働により継続して進
めるためのモデルを構築していく。

④共催 － １０月～１２月 ○ ③まちづくり

64 都市計画課
びわこ地球市民の森　森づくりサポー
ター

773 森づくりサポーターによる植栽木の管理
③公の財産の

使用
－ － － ②社会教育

65 住宅課
湖国すまい・まちづくり推進協議会活動
費補助金

1,000
県民や事業者による住まい・まちづくりの気運の醸成や取組の支援を
図るために実施する活動のうち、県の住宅政策の方向性に沿った活動
について、必要な経費の一部を補助する。

⑤補助・助成 × － ○ ③まちづくり

66 住宅課 住宅相談業務委託 1,300 住宅相談業を委託。 ⑥委託 × 通年 × ⑯消費者保護

67 管理課
グリーン購入実践プラン滋賀（ＧＰプラン
滋賀）事業委託

4,000

環境認証の取得率が低い県内の中小企業者等を新たに環境配慮事
業者として位置付け、グリーン入札の対象とする「グリーン購入実践プ
ラン滋賀登録制度」を運営し、環境保全活動に取り組む事業者の裾野
を広げ、環境保全活動を促進する。

⑥委託 －  通年 ○ ⑤環境保全

68 管理課
滋賀グリーン購入ネットワーク参加負担
金

100 滋賀グリーン購入ネットワークへの参加費
①情報交換・
コーディネート

－  通年 ○ ⑤環境保全

69 生涯学習課 生涯学習推進事業 7,569

生涯学習に関する情報提供、交流と情報交換の場づくり、学習相談、
広報・普及啓発などの総合的な支援のための機能を整備するととも
に、県民をはじめ、団体、ＮＰＯ、学校・大学、企業等の各主体と連携・
協働しながら本県の生涯学習社会づくりの推進を図る。

①情報交換・
コーディネート

× 通年 ○ ②社会教育

－5－



公募の時期 協働の分野
番号 課室名 事業名等（取り組み事項等） 事　業　内　容

平成1９年度
予算額

協働の
有無

実施の時期
ＮＰＯとの
関わり方

公募の
有無

70 生涯学習課 学習情報提供システム整備事業 5,732

インターネット上に学習情報を公開するホームページ「におねっと」を開
設し、県内の様々な主体が開催する講座等の情報を提供するするとと
もに、ビデオやＤＶＤなどの視聴覚教材の検索予約や学習相談の受
付・回答などの学習支援機能を整備し、県民が時間や場所に制約され
ずに多様な学習情報を利用できるよう情報提供をしている。

①情報交換・
コーディネート

× 通年 ○
⑫情報化社会
の発展

71 生涯学習課 しが生涯学習アカデミー事業 2,620

県民の主体的な生涯学習を支援し、多様な学習ニーズに対応するた
め、団体、ＮＰＯ、学校・大学、企業および公民館や図書館等の行政機
関が実施する講座等の情報を体系化し、広く情報提供するとともに、地
域における生涯学習の一層の振興と、関係機関の連携・協働の強化を
図る。

①情報交換・
コーディネート

× 通年 ○ ②社会教育

72 生涯学習課 淡海生涯カレッジ開設事業 1,203

環境を主な学習テーマとして、公民館、高校、大学などの生涯学習機
関の連携により、①問題発見→②実験実習→③理論学習という体系
的学習プログラムを県民に提供し、地域における生涯学習の指導者を
育成を図る。

⑦企画立案へ
の参画

× 通年 ○ ⑤環境保全

73 生涯学習課 子育てティーンズサポーター養成講座
136

（国予算）

近い将来、親となる世代である中高校生に対して子育てや家庭教育に
ついて学 ぶ機会を提供し、親になる心構えを育てる。
乳幼児と関わる機会を提供し、子どもを産み育てたいという心情を育て
るとともに、職業選択について考えたり、子育てボランティアとして活動
したりすることを促す。

⑥委託 × その他 ○ ⑪子ども育成

74 安土城郭調査研究所 史跡案内（安土・八幡） 0
旧安土城下町・八幡城下町に残る史跡・文化財について、専門職員が
現地を案内し、説明する。

④共催 × ４月～６月 ○ ③まちづくり

75 安土城郭調査研究所 史跡案内（観音寺城・石寺） 0
史跡観音寺城跡・旧観音寺城下町石寺に残る史跡・文化財について、
専門職員が現地を案内し、説明する。

④共催 × １０月～１２月 ○ ③まちづくり

計 323,058

千円

ＮＰＯ関連事業 ３８所属　７５事業

協働事業 ３３所属　６２事業

＊平成１９年５月１５日現在
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（別紙）
ＮＰＯ関連事業調査の留意点について

調査対象事業について

次のいずれかに当てはまる事業

①ＮＰＯとの関わりを想定している事業

②ＮＰＯに周知したい事業

NPOとは

ＮＰＯの定義は様々ですが、この調査をするにあたり次のように整理します。

○市民活動団体（地域の自治会を越えた範囲の住民組織、市民団体）

○ボランティア団体（福祉、環境、子ども、国際交流など様々な分野で社会貢献を行うボランティア組織）

○ＮＰＯ法人（都道府県もしくは内閣総理大臣に認証された団体）

ＮＰＯとの関わり方

最も当てはまるものを一つ選んでください。

①情報交換・コーディネート

②後援

③公の財産の使用

④共催

⑤補助・助成

⑥委託

⑦企画立案への参画（委員の就任、政策提言）

公募の有無

事業に関わるＮＰＯを公募で選ぶ場合は○を入れてください。

公募の時期

現時点での予定を記入してください。

※５月頃に県内ＮＰＯを対象とした合同公募説明会を予定しています。

協働の有無

具体的には次の全てに当てはまる事業の場合は○を入れてください。
①行政の施策方針に一致している

②対象とする団体にＮＰＯが入っている

③協働を行うＮＰＯは複数の団体から選ぶ
　(協働相手が１つしかないと思われる場合は明らかな理由がある）

④NPOと協働をおこなう理由がはっきりしている
⑤下請けではなく対等なパートナーとして互いの立場を尊重している

⑥ＮＰＯを信頼して仕事を行う

協働の分野

最も当てはまるものを一つ選んでください。

　協働とは、それぞれが単独では対応できない、あるいは単独では効果や効率が低いと考えられる社会的課題に
ついて、それぞれの特性や特長を生かし、役割分担や責任を明確にした上で、共通の目標に向かって連携協力し
て活動を進めることを言います。

⑨　国際協力の活動

⑩　男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑪　子どもの健全育成を図る活動

⑫　情報化社会の発展を図る活動

⑤　環境の保全を図る活動

⑥　災害救援活動

⑦　地域安全活動

⑧　人権の擁護又は平和の推進を図る活動

①　保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②　社会教育の推進を図る活動

③　まちづくりの推進を図る活動

④　学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動



⑬　科学技術の振興を図る活動

⑭　経済活動の活性化を図る活動

⑮　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

⑯　消費者の保護を図る活動

⑰　前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


