参考資料３
市町村が行う協働事業への都道府県の支援について(都道府県調査）
平成27年7月27日現在
市町村が行う協働事業に対し支援を行っているか

NO.

1

都道府 ①行っている
県名 ②行っていな
い

北海道

①

行っている場合、ど
のような支援をして
いるか

具体的な支援内容について記載してください

①補助金等の交付
②協働コーディネー ①補助金の場合、補助率や採
②協働コーディネーター等の派 ③意見交換会等の開催の状況
ター等の派遣
択条件など
④その他の場合、内容をできる
遣の状況など
など（設置要綱等を一部ご恵与
③意見交換会等の （補助金交付要綱を一部ご恵与
だけ詳しく記載してください
（要綱等を一部ご恵与ください）
ください）
開催
ください）
④その他

①、②、④

【地域づくり総合交付金（地域づ
くり推進事業）】
地域の創意と主体性に基づく地
域の特性や優位性を生かした
取組の促進を図るため、市町村
やＮＰＯ等の各種団体が地域課
題の解決や地域活性化を目的
として取り組む事業を支援す
る。

【北海道地域づくりアドバイザー
制度】
地域づくりの専門的な知識や豊
かな経験を有する者を「北海道
地域づくりアドバイザー」として
随時登録し、地域づくり団体等
市町村から紹介の申請があった
場合は、アドバイザーと調整を
行い、紹介することにより、地域
づくり団体等の取組を支援す
る。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/s
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/s
s/ckk/sogokouhukin.htm
s/ckk/chicho/chiikiryoku/advis
er-top.htm

2

青森県

②

3

岩手県

②

【サポート実践研修会】
各地域において、様々な立場の
方が協力して地域課題を解決する
ため、地域で中心的役割を果たす
自治体職員等を対象にファシリ
テーション研修を実施。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/
ckk/grp/06/H26kensyukai_leaflet.
pdf
【まちづくり推進条例セミナー】
協働によるまちづくりの推進にあ
たり、住民自治やまちづくり、市民
参加の推進に関する条例制定へ
の意識醸成を図るため、これから
条例策定にとりかかろうとする自
治体職員や地域住民の皆様など
を対象に、条例の策定効果や手法
などについて学ぶセミナーを開
催。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/
ckk/semina/H26joureiseminar_leaflet.pdf

市町村振興総合補助金メ
ニュー

4

宮城県

①

①

No.2 魅力ある地域づくり事業
住民参加による個性重視の地
域づくり活動を前提とし，かつ，
地域資源を活用した地域活性
化を図るための事業
補助率：ハード事業 1/3，ソフ
ト事業1/2
No.8 市町村地域福祉おこし
事業
地域福祉を推進するための，住
民主体，住民参加又は地域の
様々な主体の協働による事業
補助率：1/2

5

秋田県

①

6

山形県

②

7

福島県

②

8

茨城県

①

③、④

④

○県・市町村合同研修
「住民との協働によるまちづく
り」
○地域協働連携推進事業
○県民協働ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援事業
県内８地域振興局を単位とし
市町村を含めた３つ以上の協
て、多様な主体が集う懇談会を
議体が実施する協働実践の取
開催
組に対し支援する（直接市町村
への補助ではないが、１構成員
となる）

「茨城県協働推進マニュアル」を
作成，配布しています。

9

栃木県

①

10 群馬県

②

11 埼玉県

①

①、②、④

補助率1/2、上限額100千円、
H27予算額200千円

事業に対する支援ではないが、
協働への職員の理解促進のた
め、県内の協働取り組み事例の
情報提供を行っている。→ 「協
働のひろば」：県民文化課編
集、Ａ４両面行政職員向け協働
普及啓発紙。年4回発行、ＰＤＦ
データで配信

「とちぎ協働アドバイザー」(活動
実践者）の派遣。

（１）毎年度、県庁及び市町村に
ＮＰＯとの協働状況について調
査を行い、ホームページに掲
載。

④

（２）市町村において県政出前
講座を行う際に、協働事例を紹
介。

12 千葉県

①

13 東京都

未回答

14 神奈川県

②

15 新潟県

②

16 富山県

②

17 石川県

②

18 福井県

②

19 山梨県

②

20 長野県

②

21 岐阜県

②

22 静岡県

未回答

23 愛知県

②

24 三重県

②

25 滋賀県

②

26 京都府

②

27 大阪府

②

28 兵庫県

未回答

②、③、④

市民活動との協働を進めるうえ
での課題など、市民活動に関す
る相談に対し、必要に応じて専
門家を派遣する。

一部地域において、地域におけ
る協働推進の課題等に関して
市町村職員と意見交換を実施。
また、市町村職員、市民活動団
体等を対象に、協働に関する研
修会を実施予定。

県が行った協働に関する事業
の成果報告会等を「協働推進研
修会」としても位置付け、県内市
町村の市民活動担当課職員に
出席してもらい、協働推進の参
考としてもらう。

29 奈良県

①

30 和歌山県

②

31 鳥取県

①

32 島根県

①

33 岡山県

②

34 広島県

②

35 山口県

②

36 徳島県

②

37 香川県

②

38 愛媛県

①

39 高知県

①

市町村が核となって自治会、Ｎ
ＰＯ、学校、事業者といった地域
に関わる主体とともに、地域課
題を解決するための話し合いの
場として「地域プラットフォーム」
を設置するときに、運営の助言
等を行うアドバイザーを派遣（26
年度より旅費・謝金を予算措置
しているが、実績なし）

②、④

①、③、④

「みんなですすめる鳥取力！支
援事業補助金」
http://www.pref.tottori.lg.jp/12
7928.htm
※市町村への補助ではなく、
ネットワーク組織への補助であ
るが、関係市町村の意見書を
応募要件とし、実質的に市町村
の協働を推進・支援するもの

行政課題・地域課題に対して、
ＮＰＯ等と市町村が適切な役割
分担のもと､共通の目的をもって
協働して実施することで相乗効
果を見込める事業に対して助
成。（ただし、事業実施主体・補
助先はＮＰＯ等団体であり、市
町村ではない）

「地域づくりに関する市町村と県
との意見交換会」
地域づくり関係施策に関して、
県と各市町村とが情報共有及
び意見交換し、予算要求や事
業実施等に活かすもの。県東・
中・西部の３箇所で年１回開
催。
※設置要綱はなし。

協働事業への直接支援ではな
いが、協働環境を醸成するため
に、ＮＰＯ、市町村職員、県職員
を対象とした研修を毎年実施し
ている。

④

②

「とっとり県民活動活性化セン
ター事業」
http://tottori-katsu.net/
公益財団法人とっとり県民活動
活性化センターの業務として、
市町村の協働に関する相談対
応や協働推進のための研修等
の支援を行う。

市町が開催する住民集会に対
し、アドバイザーを派遣する（市
町連携推進事業の一環）
http://nv.pref.ehime.jp/kyoudou
/tiiki.htm

市町村とＮＰＯとの情報交換会
26年度実績
・Ｈ27.2.3 黒潮町
・Ｈ27.2.12 室戸市
（設置要綱なし。年1回以上開
催。（推進計画：年1回）

③

・ふくおか地域貢献活動サポート
事業…NPOと多様な主体が協働し
て取り組む活動への補助。直接的
に市町村を支援するものではない
が、例年協働のパートナーとなる
事業が一定数ある。

40 福岡県

①

②、④

協働コーディネートのノウハウ
やスキルの獲得・向上に資する
実践的支援を行うため、最大5
市町センターに各3回を限度とし
て協働コーディネートアドバイ
ザーを派遣している。

・福岡県内公設NPO・ボランティア
センター連絡会…県内のセンター
間での情報共有及び相互研磨を
通して、地域の協働推進を目指
す。
・行政職員研修…県、市町村、セ
ンター職員を対象に年1回研修を
行う。協働に関する理解を深める
講義を行い、各分野の取り組み事
例を共有することで、協働の推進
を図る。
・担当課長会議…県内市町村の
NPO・ボランティ担当課長との意見
交換を通じて、ネットワークを広
げ、県内全域において協働を積極
的に推進する体制づくりに取り組
む。

・県が行う提案型協働創出事業
への市町の参加と協議等への
立会
41 佐賀県

①

42 長崎県

①

43 熊本県

②

44 大分県

①

45 宮崎県

②

46 鹿児島県

①

47 沖縄県

②

計

都道府県数
①：17
②：27
未回答：３

③、④

県・市町・中間支援組織による
意見交換会を開催し、協働の
メーリングリストを設置。（H27年
度～、設置要綱等は特に定め
ていません。）

③

県・市町ＮＰＯ・協働担当者研究
会の設置（要綱等はなし）
・県と市町、市町間の連携を図
り、全県的に施策を推進するた
め、情報共有、意見交換、課題
解決に向けて共に研究すること
を目的とする。（H25年度～）

③

年に一度、県と市町村が情報
交換等を行う市町村ＮＰＯ担当
課長・担当者及び協働推進員
会議を開催（要綱はないため、
次第を参考までに添付）

○共生・協働型地域コミュニティ
づくりアドバイザー派遣事業
共生・協働のコミュニティづくり
を進める市町村に対して，取組
の更なる促進を図るためのアド
バイザーの派遣
【派遣実績】
平成25年度 7市1町
平成26年度 7市

②

都道府県数
①：４
②：７
③：７
④：11

・県が補助金を交付している（公
財）佐賀未来創造基金から提案
型協働創出事業の採択案件に
対して助成金を支給（採択案件
の提案者が申請し、H26年度は
6団体に対し、総額100万円を助
成）

北海道、宮城県、
栃木県、鳥取県

北海道、栃木県、千葉県、
奈良県、愛媛県、福岡県、
鹿児島県

秋田県、千葉県、鳥取県、
高知県、佐賀県、長崎県、
大分県

北海道、秋田県、茨城県、
栃木県、埼玉県、千葉県、
奈良県、鳥取県、島根県、
福岡県、佐賀県

