
－1－  第 5回しが協働推進ボード(論点整理とその対応) 

論論点点整整理理ととそそのの対対応応  
 

Ⅰ 直ちに検討すべき事項 
 
■協働事業の定義づけ 
  ○現状 ８７事業が協働事業として実施されているが、協働事業としての明確な

基準がなく、それぞれ捉え方がバラバラであるため、パートナーのＮＰ
Ｏや市民からみて、名前だけの協働になっているなど、混乱する原因と
なっている。 
一方、庁内においては、協働事業と位置づけながらも、下請的にＮＰＯ
を利用するような事業を黙認している状況にある。 

  ○対応・県の協働事業として備えるべき最低事項を具体的に策定し、庁内外に協
働事業としての外形的な区分けを明確にすることにより、適切な理解と
認識に基づいた協働事業の推進を図る。 

      （例：事 前：目標設定・協議方法・評価方法の共有化 
         実施中：協議内容・回数の設定・中間検査 

事 後：自己評価＋α・・・チェックシートが必要？） 
     ・協働事業の検証方法を検討する。 
   ＊参考 しが協働モデル研究会報告(H16)・職員向け協働ガイドブック(H14) 
 
 
 
 
 
 
■協働に馴染む分野とそうでない分野の区分け 
○現状 協働事業として取り組むかどうかは各所属で判断している状況である。 

そもそも協働ができない事業は、公権力の行使にあたるものなど一部で
あると考えられ、それ以外のものは、基本的には創意工夫により協働の
可能性があると考えられる。 

  ○対応・課題を取り巻く環境や条件により、協働への馴染みやすさは現実として
存在すると考えられるので、明確な基準設定は難しいが、現時点で協働
として取り組むことにより特に効果の期待される分野（お奨め）につい
て提言を行う。 

・現在取り組まれている協働事業のうち、他のモデルになりそうな分かり
やすい事業を３パターン程度（数十万程度・数百万円程度・指定管理者）
に分けて提示する。 

   ＊参考 しが協働モデル研究会報告(H16) 
 
 
 
 

 

資料－１ 

第 4回ボードでの意見等 
・特になし 

第 4回ボードでの意見等 
・特になし 



－2－  第 5回しが協働推進ボード(論点整理とその対応) 

■協働委託での契約書・仕様書 
  ○現状 県財務規則（第222条）で契約書に記載すべき事項は規定されているが、

各事項の取り扱いや細かな文言などは各所属で作成しているため、協働
事業と位置づけていても内容は一定ではない。 

  ○対応・県の協働事業として記載すべき事項や文例を示した「ひな形」を策定す
る。（最低レベル・県民活動課が使用する最高レベル） 

・その中で随意契約を行う場合の透明性・公平性の確保、人件費の積算等
についても言及する。（cf．協働マニュアル） 

   ＊参考 宮城県委託契約書 
 
 
 
 
 
■協働事業の提案制度（企業を含む多様な主体間） 
  ○現状 ＮＰＯ等からの提案があれば、各所属で個別に対応していると推測され、

協働ル～ムについては、事前相談はあるものの実際の利用には結びつい
ていない。 

  ○対応・第１パターン 県が実施している事業に関する協働提案制度を創設 
     ・第２パターン 県が実施していない事業に関する協働提案制度を創設 

・提案制度を実施する場合、主に次の点が課題となる。 
≫市町行政をどう位置づけるのか。 
≫対象事業をどのような方法で選定するのか（審査機関含む）。 
≫提案者と実施者の区分けはどうするのか。 
≫コーディネーター役を誰が担うのか。 
≫財源はどうするのか。   

＊参考 しが協働モデル研究会報告(H16)・佐賀県協働化テスト（H18～）等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4 回ボードでの意見等 
・ 特になし 

第 4回ボードでの意見等 
（制度創設の意義） 

・ オープンにだれでも提案できるようにすれば、いい案であれば事業をやれる
が、今までの NPOは逆にいいものを出さないと競争で負けるかもしれない。
たくさんは出ないかもしれないが、新しいところが勉強する効果は大きい。

・ 新規参入ができるとマンネリ化を打破できる。 
・ 協働事業と言っても、協働ではないのがほとんどだ。提案して来ることでは
じめて協働になる。 

・ 提案方式でないと協働事業にしないというのは、組織としての方針だからト
ップの判断次第になる。 

・ NPO も事業を通して勉強していく、経験を積むことも大切で、NPO のＪＶ
で出してもいい。 

・ この制度はＮＰＯの力が試されることになり、ＮＰＯはもっと力を付けない
といけない。 

 

（次ページに続く） 



－3－  第 5回しが協働推進ボード(論点整理とその対応) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （続き） 
（対象事業の出し方） 

・ 講座やフォーラム開催など小さい枠での提案だと、NPO側ではきついな、人
件費がないなということでで終わることが多いので、第２パターンのような
大きな形で展開していくのがいいのではないか。 

・ 今の事業を横断的に整理するとかならいいが、現事業だけでは提案の幅がな
くて、NPOの専門性、アイデアというのが入り込めずに、制度が生きてこな
いのではないか。 

・ 2、3百万円ならいいが、小さい事業では事業費だけで終わってしまい、興味
はあるけどペーパーワークが大変（人件費が出ない）で提案しないというこ
とになってしまう。 

・ 現事業を再構成する提案だけであれば出てきやすい。実作業を伴いお金が入
ってくるというのは結構難しいかもしれない。 

・ 18、19年度の協働事業については、予算の範囲で、基本的にＮＰＯ、住民か
らの提案に基づくものでなければならないという仕組みにして、アイデアを
戦わすということは可能である。 

・ 協働事業の一覧表はジャンルごとに分けた方が分かりやすいし、似たような
事業もあり、行政内部の協働にもつながるのではないか。 

・ 県民活動課として、第 2パターンで県民活動の推進、ＮＰＯとの協働という
ような大枠で、金額も比較的大枠（３千万とか）で提案募集していくことも
必要。 

（市町との関連） 

・ NPOとの協働を考えたとき、市町村はどういう役割を担うのかという視点は
大事。 

・ 市町村との関連を考えたときに、第 1パターンは県事業であるので問題ない
はずであるが、第 2パターンの提案については、市町村との関わり方を整理
して採択指針、基準を明確にしておく必要がある。（専ら市町村所管なら×、
先進モデルなら○とか） 

（審査方法） 

・ 提案を審査する際には、県の持つ先導性、県の強み（人、組織、知識、一定
の蓄積）を活かすという観点で、単に広域、補完機能を超えた県の役割から
も判断すべき。 

・ 選考については、各課で審査機関がある方がいいのではないか。 
 
具体的な対応案 
・資料－２ 



－4－  第 5回しが協働推進ボード(論点整理とその対応) 

■行政職員の意識改革（研修） 
  ○現状 県の財政状況からＮＰＯとの協働を事業費削減とだけで捉えている傾

向が強い。 
ＮＰＯでの現場研修がある「ＮＰＯ協働研修」は H18 で終了した。 

  ○対応 中長期的な視点も持ちながら、協働の意義や取り組み方法等への理解が
広まり、深まるよう実施方法等を工夫しながら継続的に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4 回ボードでの意見等 
（研修の組み立て） 

・ 研修を仕掛けでやっても「言われるから来た」など気持ちがない人では結果
は出ない。他府県ではあるようだが、所属異動とは関係なく自主研究をやり
ながら協働研修も頑張ろうという形でやっていけるような形が大切である。

・ 「協働研修ＡＢＣ」のようなとおり一遍のものより、自主研究活動を支援し
ながら、その中で実際に協働事例を見ながら、「協働とは」をじっくり語り合
えるものがあるといい。 

・ 職員にもプライベートで活動している人はたくさんいるので、そういう人が
実体験に基づいた研修メニューを作ってはどうか。問題点も分かって、メニ
ューを作れる人材も育っているのではないか。 

・ 頭では分かっていても経験がないと、実際のプランや動かし方が想像できな
いので、他の経験を知ることは大変役に立つ。 

・ 県内で活動するメンバーと中心的な役割を果たす職員との意見交換会、情報
交換会をしながら、そこで見えた NPO・行政双方の課題を互いに抽出しあう
機会も大切である。 

・ NPOも行政も、自分たちの分野だけでなく、横断的な視点で全体をみながら、
どう関わっていくのかを考えていくことが重要である。 

・ 政策研修センターの協働研修でも、プログラムを一緒に作るというプロセス
の中で信頼関係も産まれてきていたのに、それが抜けてしまった。 

（現場研修） 

・ 現場に足を運んでＮＰＯが何をしているかを知ることが大事。ＮＰＯが地域
でどのように役割を果たして県民生活に活かされているのかは、現場を見る
ということが一番分かりやすくて、それを踏まえて互いに情報公開しながら、
行政として、NPOとしてどうするのかを考えていくことが重要ではないか。

・ 事業での現場体験が本当の意味での研修になる。 
（庁内推進員） 
・ 庁内の企画員に研修を受講してもらい、部内の新規事業、既存事業に協働の
観点を入れてもらうような推進役を担ってもらってはどうか。 

 
（次ページに続く）



－5－  第 5回しが協働推進ボード(論点整理とその対応) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■職員アンケート  
  ○現状 近年は実施していない。 
  ○対応 アンケート結果をどう活用するのかを明確にして実施する。 

＊参考 京都府職員意識調査(H18) 

第 4回ボードでの意見等 
・ 行政職員への協働アンケート調査をして、その結果を研修に反映することが
重要である。 

 
具体的な対応 
・ H20年度に実施予定 

（続き） 

（ＯＪＴ方式） 
・ 名前だけの協働にならないようにするための研修は、仕事の中で学ぶＯＪＴ
の形がいいのではないか。それには上司が協働についてのＯＪＴトレーニン
グの指導者にならないといけないので、県民活動課の仕事は、協働のＯＪＴ
ができる指導者を育てることになる。組織として協働のＯＪＴ研修を始めた
ら全国の先駆けになる。 

・ 個人研修ではなくて、組織としての協働力の付け方みたいなのが必要。ここ
に上がっている協働事業でも課長、係長、担当で役割は違う。 

 
具体的な対応 
・ H19 年度から開催している県職員対象の「協働推進セミナー」（県民活動課主
催）を H20 年度以降も職員研修部門と連携を取り継続実施し、その中で庁内
の人材活用、現場研修、自主研究活動も検討 

・ ＯＪＴ方式については、職員研修部門と連携しながら方策を検討 
・ 庁内推進組織や推進員制度については H20 年度をめどに検討 



－6－  第 5回しが協働推進ボード(論点整理とその対応) 

（既存事業） 
■ラウンドテーブルしが 
○現状 大津での開催のみであったが、１９年度から湖南（草津）、東近江、湖

北（米原）での開催を行い、参加者が増加している。 
○対応 地域でこの仕組みを根付かせ広めるためには、コーディネーターの人材

育成・発掘が重要であることから、中間支援センターをはじめ地域の関
係者に、世話人など一定の役割を果たしてもらうような運営を行う。 

 
■協働部活プロジェクト 
「まちの保安官制度」（～H19） 
「環境学習の推進」（～H19） 
「フード・ウッドマイレージの低減」（～H18） 
○現状 それぞれのテーマにより、各所属の組織としての関わり度合いは違う

が、公募職員の意欲は高く、最終年度においても取り組みが行われて
いる。 

○対応 現在の取り組みを総括したうえで、H20年度以降に部活の成果や課題
をどう活かしていくのかを明確にし、協働提案制度等の中で検討する。 

 
■協働ル～ム 
○現状 いくつかの事前相談はあるものの、H18年度は正式な利用はなかった。 
○対応 現状の仕組みでは効果が低いため、単独での運営ではなく、上記ラウン

ドテーブルや協働提案制度等の中に組み込んでいくことを検討する。 
 

第 4回ボードでの意見等 
・ 「ラウンドテーブル」は、今後も地域に出て行って多様な開催を目指すべき。
・ 「協働部活プロジェクト」はフォローアップを基本に今までの成果をどう活
かすのか、これまでの３つをどうつなぐかを考えるべき。 

・ 「協働ル～ム」は提案制度と関連付けて、どう活用していくかということで
整理してはどうか。 

 
具体的な対応 
・ 「ラウンドテーブル」は、ＮＰＯと行政の対話の場として、地域開催におい
てさらに多様な参加・参画が得られるよう、テーマ設定方法、コーディネー
ター設置等を工夫しながら開催していく。 

・ 「協働部活プロジェクト」は予定どおり今年度で終了するが、別途、参画者
の関心や意欲を活かしながら、横断的な視点で協働を進めるため、協働提案
制度の中に公募方式を導入する。 

・ 「協働ル～ム」は、協働提案制度の中で、提案ＮＰＯと行政が事業構築や評
価等の協議を行うための場を「協働ル～ム」として位置づける。 



－7－  第 5回しが協働推進ボード(論点整理とその対応) 

Ⅱ 中長期的に検討すべき事項 
 
■ＮＰＯへの安定的な資金支援 
  ○現状 淡海ネットワークセンター「おうみＮＰＯ活動基金」で助成しているが、

自立化に結びつきにくいため、H19 年度より「おうみ市民事業創造事業」
を開始。 

  ○対応 ＮＰＯの運営資金をだれがどう支援していくのがふさわしいのか、新た
なファンド創設の可能性も探りながら、県民的な議論が必要である。 

 
■行政職員の意識改革（研修） 
  ○現状 ＮＰＯとの協働を事業費削減とだけで捉えている傾向が強い。 

ＮＰＯでの現場研修がある「ＮＰＯ協働研修」は H18 で終了した。 
  ○対応 「なぜＮＰＯと協働するのか」「地域を支える人材育成の視点を持つ」

ということを、これからの公共政策を考える中で、専門性の生かし方や
人件費の積算方法、地域との関わり等について、研修資料となるような
ガイドラインを検討する。 

      ＮＰＯへの派遣研修については、人事当局との調整が必要である。 
            また、社会貢献活動の現場にふれる機会を増やすため、ボランティア休

暇の活用についても検討する。  
   ＊参考 京都府人事交流制度(H19～) 
 
■地域を担う人材を生み育てる育成（特に若手・シニア） 
  ○現状 事業目的が別にあり、人材育成の視点も入れた事業は少ない。 
  ○対応 地域での人材育成が図る視点を取り入れるような仕組みを、上記協働提

案制度やラウンドテーブルの中で検討する。 
また、現在実施されている取り組みを把握（調査）したうえで、中長期
的に県と市町との役割分担をふまえ、地域での人材育成の方策を検討す
る。 

   ＊参考 元気長寿福祉課「定年退職者の元気創造プロジェクト」・ 
淡海ネットワークセンター「おうみ未来塾」・滋賀県立大学「近江環人」等 

 
■公共事業や市町補助事業での協働方針 
  ○現状 環境配慮や障害者雇用等の視点はあるが、協働の視点はない。 
  ○対応 協働の指標・視点を入札条件や補助要綱に入れるためのガイドライン

（仕様書や評価等）について、財政査定とどうリンクできるのかも併せ
て検討する。その際、全庁的な調整が必要。     


