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第６回 県民協働の推進に関する研究会 議事次第 
 
■日    時：平成 28年３月 28 日（月） 13:30～14:30 

■場    所：大津合同庁舎７－Ａ会議室 

■議 事 等 

     １ 開会 

     ２ 滋賀県協働推進ガイドラインについて  

     ３ 平成 28年度滋賀県協働推進施策について 
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深尾座長： 

 定刻になりましたので、ただいまから、第６回県民協働の推進に関する研究会を開催致

したいと思います。お忙しい中、このプランを考えていたときは非常に密度が濃かったの

で、顔を合わせる機会も非常に多かったのですが。少し空いて、今日は年度末の総括とい

うかたちでの位置付けになろうかと思います。皆さん方のお時間、１時間頂戴しておりま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 
 それでは、早速ではありますが、事務局からご説明をよろしくお願いをしたいと思いま

す。では、お願い致します。 
 
事務局(有田)： 
 最初に滋賀県協働推進ガイドラインについて、ご説明申し上げます。 
 最初に本ガイドラインの策定の経緯でございます。本ガイドラインの策定に先立ちまし

て、平成 27 年７月から 10 月にかけて、本研究会、県民協働の推進に関する研究会におけ

る議論を、５回にわたりいただきましたのち、10 月 15 日に県民協働の推進に関する研究会

報告書を、知事にご提出いただきましたところであります。 
 その後、11 月 22 日に「共助社会づくりフォーラム in 滋賀」を開催、そのあと、12 月か

ら１月にかけて、関係者、各種団体、30 団体や、有識者の方 26 名の意見交換や意見照会を

行い、協働推進ガイドラインの原案づくりに向けた調整を行ってまいりました。 
 また県議会に対しましても、政策・土木交通常任委員会に対しまして、11 月２日ガイド

ライン策定について報告、12 月 15 日にガイドライン原案についての報告、また３月８日に

パブリックコメントを実施した経緯など、ガイドラインの案について報告しております。 
 いま、申し上げましたが県民政策コメント、いわゆるパブリックコメントを平成 27 年 12
月 16 日から翌 28 年１月 15 日までの１か月間行いまして、４名７団体、11 者から 31 件の

意見や情報をいただいたところです。 
 これらを踏まえまして、別添資料１のとおり、滋賀県協働推進ガイドラインを作成して

おりまして、知事に決裁をいただいた上で、策定を予定しております。 
 続いて内容についてご説明、差し上げます。資料のうちＡ３資料で、滋賀県協働推進ガ

イドラインについて（概要版）という資料がございますので、そちらの方をお開きくださ

い。 
 まずこのガイドラインの構成でございますが、第１章から第４章までの４章構成になっ

ております。また、これに参考資料と致しまして、ＮＰＯ法人の現状と課題が最後、末尾

についております。 
 第１章では策定の背景、および策定の考え方と致しまして、本ガイドラインの策定に至

る経緯や、ガイドラインの位置付けについて述べているところでございます。 
 続きまして、第２章では、協働の現状と課題を述べております。この中では滋賀県にお

ける主な課題と致しまして、多様な主体が参加し、協働を組み立てる場が常設されていな
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いこと。また協働に関する情報が十分に提供されていないこと。民間提案を事業化するた

めの具体的な仕組みがないこと。協働提案や相談を受け付けるワンストップサービスの仕

組みがないこと。といった課題について整理しているところでございます。 
 続く、第３章では、協働の意義と致しまして、協働は手段であって、目的ではないとし

た上で、公共サービスの幅広い分野で協働が可能であることや、協働による高い相乗効果

や、新しい価値や、手法の創出といったメリットについて述べているところです。 
 続きまして、協働の原則や、協働の効果についても同じ章で述べております。 
 また、そのあと、各主体の役割と致しまして、県の役割、県民に期待される役割、関係

団体、すなわちＮＰＯや公益法人、地域組織、企業、大学、中間支援組織に期待される役

割や、市町との連携について述べております。 
 それに続きます、第４章が本ガイドラインの肝となる部分でございまして、県の基本方

針や、今後の県の取り組みについて述べているところでございます。 
 資料と致しましては、資料１のガイドライン本文中の 14 ページに沿ってご説明、差し上

げます。 
 まず、県の基本姿勢でございますが、人口減少社会の到来に伴い、複雑・多様化する地

域課題にきめ細かく対応し、地域の創生を進めるために、自助の精神に立ちつつも、多様

な主体がともに助け合い、支え合う、共助の精神で活動することが重要であるというふう

に述べますとともに、この共助社会をつくり上げるために、さまざまな主体が、それぞれ

の特性を生かし、共通の目標に向かって取り組む。多様な主体による協働が重要であると

位置付けております。 
 そのあと、２項目のところで、県の具体的な取り組みとして幾つか述べさせていただい

ておりますが、これらは全て本研究会の報告書に盛り込まれているものでございまして、

皆さまからの意見をもとに作成させていただいているものです。 
 まず、（１）協働プラットフォームの設置になりますが、これは県民をはじめとする多様

な主体の参加のもとで、テーマに応じた対話や協議を行う、協働プラットフォームを新た

に設置し、政策形成段階からの協働を行うということでございます。 
 続きまして、（２）協働事業総点検につきましては、県の行う協働事業について、協働の

視点に立った点検作業を実施し、協働の手法を用いることにより、より効果的、効率的な

事業とならないか検討していくものです。併せて、新規事業においては、協働の手法の導

入についても検討していくものです。 
 続きまして、（３）情報の共有化および情報交換のシステムづくりと致しまして、平成 28
年度以降取り組んでまいるものでございますが、これはポータルサイト「協働ネットしが」

の再構築をはじめ、行政を含む多様な主体が持つ情報を一元的に集約し、情報共有できる

仕組みを構築、その後、協働の主体と、その新たな出会いや、協働事業が生まれるような

マッチングに取り組んでいくものでございます。 
 （４）民間提案の事業化を図るモデル的な協働の実践につきましては、民間からの提案
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応募型事業などにより、県と協働する事業プランの提案を民間から募集し、その事業化に

ついて検討していくものです。 
 （５）協働の発展を図る評価とフィードバックにつきましては、協働事業について評価

チェックシートを活用致しまして、さまざまな視点から評価を行い、その結果を広く県民

の皆さんに対し公表していくとともに、客観的な評価を受けられるような仕組みを検討す

るものです。 
 （６）多様な主体間の協働促進・定着は以上述べました取り組み等を通じまして、多様

な主体間の相互理解の促進や、協働に向けた環境づくりの充実に取り組むものであり、併

せて、包括的連携協定の充実等についても、取り組んでいくことを述べているところです。 
 滋賀県協働推進ガイドラインの主なポイントは以上でございます。 
 
事務局(中村)： 
 それでは、続きまして資料２をよろしくお願い致します。 
 対話と共感、協働で築く県民主体の県政を実現しますと上に書かれた資料でございます。

県では平成 28 年度、基本構想の基本理念であります、「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋

賀」の実現に向けて、基本構想に掲げる七つの重点政策を着実に推進するため、事業の展

開を図る一つの視点としまして、市町はもとより、県民やＮＰＯ、企業、金融機関など、

関係団体との幅広い主体との対話や共感、協働を重視して、安心安全な地域づくり、豊か

さを実感できる社会の構築を目指しております。 
 先ほどの説明にもありましたように、協働推進ガイドライン 14 ページからは、県民の理

解を深め、県政のさまざまな分野で、より効果的な協働を進めていくため、今後取り組ん

でいく事業を記載しておりますが、その中の一つ目に多様な主体の参加を図る政策協議の

場として、協働プラットフォームを設置致します。 
 協働プラットフォームは、多様な主体による政策形成段階からの協働を図るため、多様

な主体が共通の目標に向かって目的を共有し、連携、協力して、活動を進めるための場で

あるプラットフォームを定期的に開催致します。 
 また、多様な主体と県とが対等な関係のもと、共通の目的・目標のために、連携・協力

することによって、相乗効果を上げることが期待できる協働事業については、多様な主体

からの提案を募集し、採択された事業を協働事業として実施することにより、県が抱える

課題の解決と、協働型県政への転換を目指すこととしております。 
 以上が協働プラットフォームの構築です。 
 
事務局(伊藤)： 
 では、続きまして私の方から資料２にあります、しがのＮＰＯ・協働情報発信「プラッ

トフォーム」事業、うち、「協働ネットしが」の再構築事業につきまして、ご説明をさせて

いただきます。 
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 皆さまに取りまとめていただきました、県民協働の推進に関する研究会報告書の中で、

これからの協働を推進するに当たっての検討課題ということで、活用しやすい情報の発信

や、情報交換のシステムづくりというのをご指摘いただいております。 
 この中では多様な主体との協働を行う場合に、相手のことをよく知らない、アプローチ

の仕方が分からないといった、協働相手の情報がないことなどによる情報不足が協働の推

進を妨げていると考えている。 
 しかし、現状におけるポータルサイト「協働ネットしが」では、行政情報やＮＰＯ法人

から提出された定款、事業報告書、財務諸表等を提供するのみで、団体情報の詳細な検索

ができず、協働の実績や今後の活動予定など、多様な主体が協働するために参考となる情

報発信がされていないということを指摘いただいております。 
 これを受けまして、ただいま説明させていただきました、協働推進ガイドラインにおき

ましては、15 ページでございますけれども、15 ページの下段、（３）情報の共有化および

情報交換システムづくりというのを、県の基本姿勢と取り組みの一つとして記載をしてお

ります。 
 15 ページの下を読ませていただきますと、細かな理解がございますけれども、行政や多

様な主体が個々に持っている有益な情報を一元的に集約して、情報共有できる場を再構築

する方針を検討し、さらに先進的な取り組みや、最新情報の収集と発信を積極的に行いま

す。 
 また、この各主体の活動内容や、人材情報、ボランティア等の募集情報なども共有し、

これら共有された情報をもとにした新たな出会いや協働が生まれるような、マッチング機

能の充実にも取り組みますと、記載をしております。 
 これを受けまして、28 年度、お手元の資料にあります、「協働ネットしが」の再構築事業

に取り組んでまいります。１番の事業目的は先ほど申し上げたとおりで、２の事業概要を

説明しますと、県ホームページ、外部のウェブサイトに新しいホームページを開設し、県

内ＮＰＯ法人を中心とした活動団体のデータベースを構築するとともに、①ＮＰＯ法人や

企業等の外部団体のホームページ直接書き込み ②団体等による写真等を利用したより分

かりやすい情報発信 ③ＮＰＯ法人や企業等の活動とリンクさせた、協働の取り組みの情

報発信を可能とし、ＮＰＯや企業等の活動情報をタイムリーに発信すると事業でございま

す。 
 目指すべき姿でございますけれども、この下にありますように、「協働ネットしが」を中

心とした、活用しやすい情報発信・情報交換システムでございまして、中心に「協働ネッ

トしが」がございます。周りに県民と企業等、ＮＰＯがございますけれども、「協働ネット

しが」を中心に情報を交換していくシステムを構築致しまして、県民の事業等やＮＰＯへ

の参加を促すとともに、行政と企業等とＮＰＯ等の協働を推進していくというシステムを

構築していく予定としております。 
 裏面に移りまして、裏面の下側、新しい「協働ネットしが」のトップページのイメージ
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でございまして、いままでは県からの県政の情報発信とか、情報提供であるとか、一方通

行のものでございましたが、一番左の①ＮＰＯ法人の直接書き込みが可能となっておりま

すけれども、ＮＰＯ法人が個々にログインをしていただきまして、自らの準備されている

ホームページに、活動の情報だけを書き加えていただくというものとなります。 
 あと、協働に関する情報の一元化ということで、県からも積極的に協働の情報を発信し

てまいりたいと考えております。イメージ的にはこういうふうなものでございますけれど

も、スケジュールと致しましては、４月以降に委託業者先の選定をしてまいりまして、最

終的に来年の１月には新しいホームページを出していきたいと考えております。 
 「協働ネットしが」に関する説明は以上でございます。 
 続きまして、ＮＰＯバンクに関わる説明をさせていただきたいと思います。資料につき

ましては一番右上にキャッフィーが載っております資料でございます。  
 ＮＰＯバンクによる地域の人材・資金活用調査研究事業でございます。 
 事業の趣旨でございますが、多様化、複雑化する地域の社会課題を解決する主体として、

ＮＰＯ等が大きな役割を果たしているが、ＮＰＯ等は資金調達を含めた経営面で弱みを持

つことが多い。そこで地域住民が自発的に設立し、地域住民の資金に基づいて、社会的に

求められているニーズに対して融資を行う、非営利の金融機関であるＮＰＯバンクの設立

を検討するものでございます。 
 事業効果と致しましては、本事業の実施により、公共性の高い事業を担うＮＰＯ等に対

し、民間の資金を活用した支援を充実させることができ、人口減少社会の到来に伴い、多

様化・複雑化する地域課題の解決に資することができるとしております。 
 下の方に構築のイメージでございます。最終的に 29 年度にこのＮＰＯバンクの設立を目

指しまして、調査研究を行っていく予定となっております。現在全国にＮＰＯバンクが 14、
15 ございますけれども、それらの先進的な事例を調査しまして、検討をしていきたいと考

えております。 
 最終的にはＮＰＯバンクを中心に左の方に出資者、県民、ＮＰＯ、企業等が、ＮＰＯバ

ンクに出資していただきまして、このＮＰＯバンクが融資先であるＮＰＯ等に融資します。 
 あと、ＮＰＯバンクの運営事務局がございますけれども、ここがＮＰＯバンクの管理を

行います。このようなシステムを構築するための調査研究を、県内の金融機関であります

とか、中間支援団体等と一緒に検討してまいりたいというふうな事業でございます。 
 説明については以上でございます。 
 
深尾座長： 
 はい、ありがとうございました。県民協働の推進に関する研究会の報告書を踏まえて作

成されましたガイドラインの説明と、あと、ガイドラインにある中で、平成 28 年度に取り

組みを進めていく施策に関してのご説明をいただいた形だというふうに思います。 
 本日研究会としては最後という設定であるようですので、いまいただいたガイドライン
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全般のご意見や、あと、来年度の事業の中身に関して、ご自由にご意見を賜れればと思い

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。ご質問でも結構ですので、今回はそうい

う意味では時間も限られていますので、フリーにいただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 
 
阿部委員： 
 ガイドラインを作っていただいてありがとうございます。頑張ってやっていただきたい

なと思います。 
 幾つか具体化されつつありますが、いわゆる県で取り組むものは、項目がたくさん出て

いるので、中期的、５年ぐらい見据えて、どんな計画を立てるのかというのは、４月以降

ですけども、ぜひ立てて、計画的に取り組んでほしいなと思います。 
 前も言ったと思いますけれども、つまみ食いされるのが一番嫌なので、せっかくガイド

ラインが出ているわけですから、これがうまくやれるように、取り組んでいただければと

思います。 
 
深尾座長： 
 そういう意味では、行程表を５か年ぐらいのものをきちんとマイルストーンをつくって

もらった方がいいだろうというのは、この前の議論でも阿部さんがまさしくいま、おっし

ゃった、つまみ食いというか、いいとこ取りだけして、都合の悪いところはなかったこと

にするみたいな話にならないように、少し全体を通して工程の管理と、それを検証したり

とか、必ずしもここに書いていることが 100％正しいということではない時代が来るかもし

れませんので、そういう意味では、そういったものを検証したり、少しつくり換えたりし

ていくという議論をきちんとしないといけないという面でいくと、５か年ぐらいの行程表

をつくった方がいいねということのご提案だと思いますので、これはぜひ、お願いをした

いと思います。ほかいかがでしょうか。 
 このＮＰＯバンクの話というのは、若干唐突感がある気はするのですけども、これは何

かどういう。ＮＰＯバンクだけを捉えて少し、クローズアップされているというのには、

何か理由があるのかどうかと。 
 と言うのは、例えば、いま融資の世界だけでいくと、かなりＮＰＯも金融機関からお金

を借りやすくなってきている。信用保証協会の保証の問題とかも、ＮＰＯ法人も受けられ

るようになったりとかというようなことと、金融機関さんがかなり、いろいろな商品を出

していただけるようになったというところでいくと、何かＮＰＯバンクみたいなものの役

割みたいなものが、かなり先鋭化されていくというか、よりとがったものに対して融資を

していくという文脈では、かなり役割があろうかと思うんですけれども。 
 そういうふうな、ある意味で背景の中で、いま滋賀県でこういうＮＰＯバンクみたいな

ものを、あえて調査研究をやられるというところの中の背景とかがあれば教えていただき
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たいなと思います。 
 
事務局（寺本）： 
 今回、協働プラットフォーム、「協働ネットしが」、ＮＰＯバンクについて資料を付けさ

せていただきました。これは来年度、私どもが要求して、一部、ゼロ予算事業みたいな形

で、予算が付いていない事業も含めて、要するに来年度、私どもが事業として取り組もう

ということで、議会にも説明をさせていただいて、取り組むとしている事業でございます。 
 今回ＮＰＯバンクというふうに付けましたのは、ＮＰＯバンク等もありますが、やはり、

例えば、私どもがモデルとしているのは愛知県のｍｏｍｏさんとか、愛知県なり埼玉県で

やられている、金融機関と連携して、ＮＰＯ等の支援をやられているという活動を参考に

しておりますし、一つは背景としてはちょっとまだ法律の方が国会にも上がっていません

が、休眠預金の活用とか、そういった新たな視点もありますので、いま現在、県内にはコ

ミュニティー財団と言いますか、そういう助成金の部分はあるんですけども、そういった

融資の部分とかいうのが、あまりないので、そういった先進的に取り組まれている事例と

かを踏まえながら、今回その取り組みを研究しようということで、今回説明させていただ

いたというものでございます。 
 
阿部委員： 
 もうちょっとベースのところでやってよという話があってもいいかと。いきなりそこま

でやるのかなと。予算の説明のときに見て何やということと、１回聞いたらというのがあ

って。 
 
深尾座長： 
 もうちょっと裾野を広げた設定に。何か実際の予算として加えているのかもしれないで

すけども。少し実際にやられるときは、これだと引き取った人はたぶんＮＰＯバンクの研

究をやっていたんですね。そういったのは山ほどあるし、実際にいろいろなところが整理

しているし、そういう意味では、あらためてやる必要はないと思います。だから、いまお

っしゃったような文脈でもう少し幅広のそういう資金循環みたいなところで、少し設定さ

れた方が。 
 かつ、ＮＰＯバンク、結論的に言うと、何かちょっといま過渡期と言うか、いっぱいで

きたのだけども。なかなかしんどいねというところが、ある程度出ているので、そういう

意味では少し、この時期にあえてこういうことをやるということの、少し裾野感を広げて

おいた方が、何かいまみたいな議論になってしまうので。結局何のためにやったのという

話になるし。 
 たぶん、いまからのご時世でいくと、ＮＰＯバンクをつくろうという気運にはならない

と思うんです。金融機関と連携した場合の話であったりとか、いまおっしゃった休眠預金
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みたいなものを前提に、どういうふうなデザインにするかみたいなところが、たぶん重要

になってくるとすると、旧来のこういうＮＰＯバンクというものではない可能性があるの

で。 
 そういう意味では、少しそこら辺が振れ幅として許容できるような設定感を少しされと

いた方が結局、何もならなかったという話になってしまうと無駄ですので、そこはぜひお

願いしたいと思います。 
 ほかにどうでしょうか。これはガイドラインの方も含めて、ぜひ忌憚ないご意見をいた

だけばと思います。はい、どうぞ。 
 
阿部委員： 
 情報発信ですが、かつて「協働ネットしが」で、自治体単位のデータベースを持ってい

て、そのサーバーを、経費が大変だということで、県の方で引き取って、それがなくなっ

てきた。いま、法人検索も確かにできなくて、内閣府まで移って、内閣府のデータベース

が今後どうなるかという話もちらっと聞いたりしていることからすると、分からなくもな

いが、ＮＰＯサイドの入力の手間というのが結構あって、いわゆるサイトを持っていると

ころとか、もう一つ、いろいろなうちもウェブのほかの仕組みを使おうと思うと、ＣＡＮ

ＰＡＮの仕組みとかを使わざるを得なくなったので、あそこに事細かくそれが出ているん

ですね。京都は「きょうえん」、あれもたぶん。 
 
深尾座長： 
 それはＣＡＮＰＡＮ。 
 
阿部委員： 
 ＣＡＮＰＡＮのあえて仕組みでやっていると、結局別サイトで見られるみたいな団体が、

またここで入れるという手間が。ただ二重になって、「協働ネットしが」に登録するメリッ

トは何だという話になると思いますね。 
 例えば、ＣＡＮＰＡＮだと、うちは登録していることによって、オンライン決済ができ

る。あそこのＣＡＮＰＡＮを使ったオンライン決済ができるので、あそこからオンライン

で寄付をしてもらえるということと連動させるために、あそこに登録しているので。 
 島根だったか、どこかは、県がやっている助成金をＣＡＮＰＡＮに登録すればＯＫにす

るというようなことをやっていたと思うので。何か県全部やってしまう必要はなくて、何

か他のサイトとうまく連動させるとかがいいかなと思う。 
 前も入れていたとき、いいと思ったのは、前の「協働ネットしが」のときは任意団体も

登録できたんです。でも、何もメリットを感じない団体は全然登録してこないから、結果

的に登録数が増えない。登録数が増えないとデータベースとしてほとんど活用できないと

いう面があって。そこのところ、もう少しやっていただくときには、考えてもらわないと、
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巨大な構想をしていただいても効果が上がらないということになりかねないなと。 
 
事務局(寺本)： 
 基本的にはこの「協働ネットしが」でやるところのメリットというのは、例えば、内閣

府のポータルサイトでは、ＮＰＯ法人しか情報がないですし、滋賀県の法人名が分からな

いと法人に行き着かない。 
 例えば、法人名が分からなくても、こういう活動をしている、あるいはこういう地域で

どういう活動をしているのかということは、程度分かるようにしていく。 
 ただ、改修に際しては、４月には各ＮＰＯの方にアンケートを行って、その意向も踏ま

えた上でと思っていますし、対象は、ＮＰＯ法人だけではなくて、任意団体、公益法人等

も含めて、幅広いかたちで取り組んでいきたいと考えます。 
 いずれにしても、これから、ちょっと皆さんのご意見をお伺いしながら、できるだけ事

務負担が生じないようにやっていきたいと思います。 
 
阿部委員： 
 それは県が直接データを入れるわけですか。 
 
事務局（寺本）： 
 そうですね。県のホームページではなく、外部に出しますけれども、基本的には、県が

管理することになります。それをどのようにするかは、これからの議論になると思います。 
 
深尾座長： 
 何かこういうデータベースのかたちというのは、こうあれば理想だなという姿と、そこ

に実現するための何か現実が乖離してしまうことが多くて、なかなかこういうデータベー

スでうまくやっているとか、何かマッチングとかも含めて、なかなかうまくやっている自

治体とか、仕組みがないもので、ぜひそこを超えていくような。 
 先ほど、阿部さんがおっしゃいましたけれども、最初に入れて、アンケートを採って、

情報を取って、入れてあげたり、入れてもらったりして、それが１年たつと更新されなく

なって、すぐに死んだ情報になって、誰にとっても使い道がないとか。 
 ＩＤとパスワードを渡して、自分で更新してくださいと言ったところで、それがどこに

行ってみたいな話になって、そこからどこだっただろうなと思った瞬間に、やらないとい

けないなとは思うんですけど、どこだったかなと思った瞬間に、もうやらないという構造

になってしまう。そこら辺でなかなか生きたものにならないとすると、少し、そういう課

題をどうやったら、これでいけるのかというところから、たぶん再構築していくという文

脈が大事になってこようかと思いますし。 
 先ほど、おっしゃったように任意団体とか、もっと言えば、支援団体とか、たぶん、そ
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ういうところが公開性とか、寄付をもらうというようなところでは、ニーズがあるのは確

かです。そこら辺のところは、少しどうやったらというところは、ぜひシステムを考えて

いかれる中で、ご検討いただければと思いますし。 
 そういう知見ができたら、ほかの悩んでいる自治体もたくさんありますので、たくさん

お金を掛けてつくったけど使われていないと言って悩んで、僕のところに相談に来られた

自治体も何度かありますけれども。ぜひ、そういうところに早く出してよというぐらいの

気持ちでやっていただければと思います。 
 
阿部委員： 
 いまでうちの現状から言うと、かつて内閣府、行政が言ってきたのは、ホームページを

持っていても更新されないところが多いわけです。結果的にそういうホームページを持っ

ていることが、かえって信用度を落とすわけです。情報を見たいけど、だいたい今見るの

はホームページを見にきていただいたときに、何か最近、これだったら活動していないな

みたいに見られたりとか。 
 われわれもよく見にいくのですが、実施状況、活動状況を見ていると、この団体の財務

情報というのは、ほとんどないのが多い。決算とかいうのを見ていると、ほとんど載って

いないから、ここの団体はどの規模かというのが分からない。内閣府の方に戻ってみると、

滋賀県内のところはだいたい見られますが。だけど、東京都だと、ほとんど今情報が載っ

ていないというのもあるので。結果的に、何か信用度が全然クエスチョンの付いたままで

とかの方にも支障が出る。 
 自分のところで更新できないような団体が、いまの話の自分で登録してくださいと言わ

れても何もできないので、その辺をどうしていくかというのが非常に難しいなという気が

します。 
 
深尾座長： 
 アメリカなんかはガイドスターみたいなところが、それ専門のボランティアがいて、そ

ういうことを大事だと思う人たちがＮＰＯから情報を預かって、どんどんアップしていく

みたいなところでガイドスターなんかが成り立っていますけれども、なかなか日本は、そ

こまでそこの情報の価値みたいなところに重きがなくて、何かそういう仕組みになるかも

しれませんね。何かそういうものになりながら上がっていくというか、集まってくる構造

というのは。特に、さっきもおっしゃったように、メリットみたいなことと同時に、少し

そういうサポートみたいなものがあると、ＮＰＯだけが連動しても、なかなか余裕がなか

ったりとか、ＮＰＯのそういう社会的なメリットを享受できないゾーンのＮＰＯ、だけど

知ってもらったら、社会にとって大事な、ある意味では、まだ時代的に反社会的だと、若

干思われてしまう。 
 それでいろいろな課題と闘っておられるような団体なんかは、なかなかそういうふうな
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ところでありづらい可能性もあるので、そういう意味では、何かそういう情報を社会に届

けるための仕組みとしては、少し、いろいろな工夫が必要なのかもしれないね。 
 はい、ありがとうございます。ほかに何でも結構です。いかがでしょうか。 
 システムをつくる側と、使う側のギャップもあって、僕らも京都で「きょうえん」とい

うのをつくって、そこに登録したら、京都府の補助金とかは、基本的に財務諸表とかは付

けなくていいよという仕組みにしたのです。要は簡素化すると。そこに上げておけば、あ

と、もう全部フリーパスみたいになったのです。団体からしたら、何のインセンティブに

もなっていないということです。 
 申請条件を見ると分かるのですね。登録していても、みんな付けるし、なので、結構設

計する側と、現場の団体側のギャップみたいなものはあって。そういうところを丁寧にぜ

ひ聞いていただければと思います。 
 はい、ほかはいかがでしょうか。 
 
阿部委員： 
 協働プラットフォームですけども、定期的に開催、開催のイメージ、どんな感じになる

のか教えていただけますか。 
 
事務局（寺本）： 
 はい。協働プラットフォームは今日の配付資料にございますとおり、基本、県、あるい

は民間の方から提案していただいて、それに基づいて、いろいろな方に参加していただい

て対話を行う。その中にコーディネーターという方も入っていただく必要があると思って

いまして、そういう方も入っていただいた上で、テーマによって、参加される方は変わる

と思いますが、そういうかたちで開始します。 
 いま、イメージとしましては、４月ぐらいにコーディネーターの方を選任して、できれ

ば４月か、５月ぐらいにテーマも募集して、早ければ５月ぐらいから、月１回程度開催を

したいと考えております。 
 そこで具体的なイメージとしましては、協働プラットフォームで、いわゆる協働に関す

る、もともと協働についての課題の共有が非常に重要かなと思っていますので、そこで共

有化されて、その中でこの今日の予算のこちらの資料をご覧いただければと思うのですけ

れども。 
 一応いまのイメージでは、７月ごろをめどに協働提案制度を開始したいと思っています

ので、その５月か、６月ぐらいで、協働プラットフォームで議論した中で、こういうもの

について県が提案募集しようというものについては、その協働プラットフォームの議論を

踏まえて募集のテーマを決めるというようなイメージで考えております。 
 協働プラットフォームとしては、定期的にやるわけですけれども、そうやって協働提案

制度までいかしていくということになると、来年度 29 年度事業に取り組む分については、
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だいたい７月までに取り組んだものについて、提案制度にいかしていくというようなイメ

ージで考えています。 
 
深尾座長： 
 はい、ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 
 
川村委員： 
 ありがとうございます。私も参加させていただいて、本当に勉強になったというか、ち

ょっと世界が広くなったかなと思っていますし、魔法の何かがあるわけではないので、急

にぱっとできるというようなことではなくて、本当に手間暇が掛かることを、わざわざし

にいくというのが、お互いの参画するものにとって一番大事なことなのだなというのを、

改めて思いましたので。 
 やはり、時間をかけて一つ一つやっていくしかないのかな。そのうちに協働という言葉

が本当になくなっていくと言いますか、それが当たり前になっていくのが理想なのだろう

なという、感じとして受けました。 
 
深尾座長： 
 はい、ありがとうございます。そういう意味では、協働と言わなくてよくなる時代をど

うつくっていくかとか、そういうある意味で、特別視しなくても、それが当たり前になっ

ていくような仕組みとか、意識みたいなものが必要なのかもしれませんね。そうなってい

く時代をどうやってつくっていくかということかもしれませんね。はい、ありがとうござ

いました。ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 
 
浅野委員： 
 協働プラットフォームの、さっきスケジュールみたいなものを教えていただいたのです

が、そうしますと、28 年度は５月、６月ぐらいに協働プラットフォームを開催できたとし

て、そこでテーマを選定して、７月ぐらいに募集を掛けて、29 年度に採択される事業を選

定するという流れ。 
 
事務局（寺本）： 
 そうですね。ちょっと 28 年度は取り組み初年度ということで、期間も短いのですけれど

も、できるだけこういった民間提案の事業化を図る仕組みというのは、早期に取り組んで

いきたいと考えていますので、28 年度は一応そういうスケジュールと考えております。 
 どれぐらいのテーマになるかにもよりますが、いま予定では７月ぐらいに募集を開始し

て、10 月ぐらいには事業の選定まで考えております。その間に１次審査、２次審査を行っ

てというかたちになるかと思います。 
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深尾座長： 
 じゃあ、よろしいですか。 
 
浅野委員： 
 何かすごい、その次の年は 10 回ぐらいの蓄積がある上でなっていますとなって、納得で

きるのですけれども、何が 28 年度はすごく忙しいなと思います。 
 
深尾座長： 
 はい。ほか、いかがでしょうか。はい。 
 
坂下委員： 
 高島市にいて協働というのは、なかなか難しいなと思って。協働提案事業も高島の市の

方で先日、成果発表会があったところですけれど。なかなかお互いに、実際にやることに

よって信頼感が生まれたりとか、お互いに期待感が出てくるというのを、２年目になって、

何となくそういうのが出てきたのかなという感じを受けた、計画事業のことだったりする

のですが。 
 このガイドラインはもちろん、県庁の中で使っておられるものかなと思うんですけれど

も。市などの方との連携も、連携というか、市町の方にしてみれば、どういうふうに受け

取られるのか分からないですけれど。こういったものもぜひ情報提供であったりとか、研

修であったりとか、そういうのも呼び掛けていただきたいなと思う部分があったりします。 
 それから、先ほどの「協働ネットしが」の登録なんかについても、その県内一括の見え

るかたちというのも大事ですけども、各市町の連携というのもできないものだろうか。そ

こが登録のモチベーションにつながるような連携ができたらいいのにという気がしました。 
 よく協働交流センターの方に、市の担当課と言うよりも、違う課からだったら、団体の

とか、情報というのを見せてくれないかみたいなお話をいただくことがあります。 
 そういうＮＰＯ法人以外の、いろいろな団体の協働提案事業に提案したり、いろいろな

ところで、市と連携とかもありますので、そういった団体も登録できて、そして、各市町

も活用できるようなかたちでの登録があると、何かそこを活用して、団体側にもメリット

が付くような、そんな工夫もいるのかなという気がしました。 
 
深尾座長： 
 はい。この議論をしてきたときもそうでしたけれども、やはり、基礎自治体である市町

村と県の役割みたいな議論も県議会の中でしてきましたが。こうやってまとまったものが

でき、市町村の委員会としてまねたりとか、少し取り込んだりとかいうような環境をどう

いうふうにつくるかということも、ある意味で県の役割として非常に重要なものでしょう
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し。 
 こういうある意味でガイドラインみたいなものを、市町村の皆さん方で積極的にシェア

してもらって、何か職員研修とかも協働でやれたりするようなフレームワークができたり

すると、そういう意味ではインパクトが広がっていったりとか、現場でのずれみたいなも

のも、もう少しダイナミックに見えてくるかもしれませんね。はい、ありがとうございま

した。はい、どうぞ。 
 
秦委員 
 坂下さんのことと重なるのですけど。それが市町の連携、13 ページに書いてありますし、

16 ページで包括協定を書いていただいています。 
 いま、協働提案で、その場でやっていっていることと、その取り組みをどう見るかとい

うところとの、二つの流れがありまして。協働提案で高島なんかがやらせていただいてい

ると、その場で取り組んでいくという場面と、それが実際にどういう効果とか、どうなっ

ていくのかという辺りまで、ちょっと見ていった方が、それをうまく伝えられた方が分か

りやすくできるというのがあります。だから、非常に情報発信とか、広報というのが大事

になってくるなと思います。 
 そういう意味で、いまこの協働プラットフォームに関して、「協働ネットしが」、ここに

期待するところが非常に大きいと思います。いろいろな場面で分かりやすく情報発信をし

ていって、やはり、最初のうちは機運を醸成していってもらって、市町の事業であるとか、

企業との包括協定であるとか、それがかなり分かりやすいような事例も採り上げていただ

いて、盛り上げていただきたいと思います。 
 
深尾座長： 
 はい、ありがとうございます。非常に大事なご指摘でしたね。 
何となく一巡周ってしまいましたので、ぜひ一言お願いします。 
 
植西委員： 
 私は最初から参加させていただいて、正直、いつも難しい議論で、なかなか私自身の中

でこなれないと言いますか、飲み込めないのですが、この協働プラットフォームは、これ

は県が主体で、運営されることになるのでしょうか。 
 
事務局（寺本）： 
 運営主体というか、事務局としては、県民活動・協働推進室が担当することになります

が、そのテーマは県が出すテーマ、民間の方から出していただくテーマがありますので。

主体という面では、別に県というだけでなく、民間と県がそれぞれが対等な立場で対話・

協議していただくというイメージで考えております。 
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植西委員： 
 運営主体が明確でないと維持されないと思うのです。書いてあることは、望ましいこと

が書いてあって、きれいなことが書いてあるのですが、実際それを誰が回していくのとい

う話になると思うので。 
 もう一つ、今、公共施設整備で、ＰＰＰプラットフォームということがよく言われてい

まして、そのプラットフォームと、このプラットフォームが、ある意味類似していると感

じています。行政でやることと、民間がやることを、多様な主体でというところは、よく

似ていると思います。 
 ただ、ＰＰＰプラットフォームの場合、一貫しているのは、公共施設整備を民間の力で

やりましょうという、その１本通ったものがあって、行き着くところは、財政の縮減につ

ながりますというので非常に分かりやすいです。。 
 今回のこの協働プラットフォームの場合は、１本貫いているものは、いったい何だろう

かというのが、自身の中でどう理解したらいいのか、頭を悩ましています。 
 つまり、例えば、行政の仕事の何かが減って、それが民間のＮＰＯ等が受け持って、よ

りよい結果が生まれるみたいな、何かそういう貫いたものがあるという理解なんでしょう

か。 
 要するに何で評価されることになるのでしょうかというのが、自身の中で整理がつかな

いのですが。 
 
事務局（寺本）： 
 こういった対話の場、今回私どもは協働プラットフォームと言いますけれども、そうい

ったものはほかにも幾つかあるというふうにも思っております。 
 今回設置する協働プラットフォームというのは、別にテーマはさまざまなテーマで議論

していただくということですが、一番私どもで重点を置いているのが、そのあとに続く民

間提案制度に生かしていきたい。 
 いままでは、県では「ラウンドテーブルしが」とか、いろいろな対話の場というのはあ

ったんですけれども、なかなかそれを事業化するような仕組みになっていなかったと。 
 やはり、いま人口減少なり、いろいろな中で、なかなか行政だけで取り組めない。ある

いはいろいろな課題も複雑化してくる中で、そういう中で多くの県民の方の協力を得なが

ら、また進めていかなければいけないと、まず、それが認識としてあります。 
 その中で行政がいま取り組んでいるものもありますし、民間で取り組まれている公共的

な事業、公共サービスは、それはやはり単独でできないので、協働で取り組んでいく必要

があるとと言ったときに、やはり、それを事業化できるような仕組み、今回の場合は県が

入ってとなりますけれども、県が入っての事業化できる仕組みというのは必要ではないか

というのが、まず考え方として持っています。 
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 その中で、いままで滋賀県協働提案制度なり、公共支援事業というような取り組みをや

ってきましたけれども、そこに幾つか課題がある中で、やはり認識としてあったのが、な

かなか県が取り組みたいことと、民間が取り組みたいところの間でも、やはり、ミスマッ

チが生じていた。 
 要するに、県が上げたテーマに対して、なかなか魅力がなかったのか、あまり募集もな

いし、民間が提案していただいたものも、なかなか事業化できなかったということがあっ

たというふうに認識していますので、その中でやはり、協働については、この研究会でも

いただきましたように、やはり、課題なり目的は、まず共有化することが第一だと思いま

す。だから、その場を設けたいというのが、今回の協働プラットフォームの第一義だと思

っています。 
 その中で、この協働プラットフォームで上げられたテーマは、そのまま提案募集のテー

マになるかも分かりませんけれども、そういうところで、それぞれが認識を共有した上で、

いわゆる協働に生かしていくというスキームを考えています。それがだいたい今回の狙い

の一番大きな理由です。 
 ただ、それだけではなくて、確かにいろいろな対話の場なので、いろいろなかたちで使

っていただきたいと思っています。私どもが今回の事業で想定しているのは、県の予算な

りを使った中での事業を動かすような仕組みを想定しているというかたちです。 
 
阿部委員： 
 さっき経費の話で、企業さんが絡んでくると、さっきのＰＰＰの話は、非常にそういう

意味で分かりやすいんですが、必ず行政課題は、いわゆるお金だけではなくて、課題解決

が先なので、そういう意味では少なくとも予算を付けましょうという発想だと思うのです。 
 ただ、それは限られているので、いわゆるそれをやるに当たって、行政だけでは当然で

きないから、いろいろな協力関係を持ちながらやることによって効果が出ると判断された

ら、多くの人がそれに納得すれば予算を付けましょうということなので、その辺は非常に

難しい面はあると思う。それほど、言うほど効果が出るのかというのは図りづらいという

のもあります。 
 
深尾座長： 
 そうですね。あと一つはそういう自治とか、民主主義とか、そういう目指すべき社会像

みたいなものとの関わりというかも当然あります。そこのところはなかなか分かりにくい

というか。 
 そういうとこら辺をどういうふうに、逆に言えば県民の皆さん方に伝えていくかとか、

そういう取り組みをどういうふうに応援していくかとか、実感をどう持ってもらうかとい

うところは、もっとある意味で、当事者として、いろいろな経験値をつくれるような場を、

どこかにつくるかというか、何か分かっている人たちだけの営みにしてはいかんわけで、
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そういう意味では少しそういうところのこなれ方みたいなものは、社会全体として非常に

大事になってくるでしょうね。 
 
植西委員： 
 16 ページの５番の評価とフィードバックと書いてありますが、今の話はこういうことだ

と思います。言ってみたら、その県民の福祉にどれだけ貢献したかというような、何かそ

ういうことだと思います。 
 
事務局（寺本）： 
 そうですね。 
 
植西委員： 
 何をもってよしとするかというところですね。 
 
阿部委員： 
 だから、結構評価は割と厳しく言われますよ。ほかの事業でも。 
 
植西委員： 
 だから、その辺がどういうふうに自分の中で収れんさせたらいいのかというのが、なか

なか分からない感じです。 
 
深尾座長： 
 どの角度から見るかによっても、かなり評価も分かれますからね。逆に言えば、そうい

うものも少しこなれていきながら、少し、いろいろな簡単には、評価は一つでなくてもい

いと思うのです。この角度からだとこうだという見方は当然あると思うのでね。少しそこ

もこなれていかないと、いまみたいな価値判断みたいなところに行き着かないところがあ

るので、少しそういうのもある意味で、この協働の発展を図る評価ですから、そういう意

味ではそういうトライ・アンド・エラーを幾つかやってみながら、少し納得感とかをどう

いうふうに、ある意味で納税者に説明をしていくのか。もしくは納税者の行動を促してい

くような評価の在り方みたいなものも非常に大事かもしれません。 
 
坂下委員： 
 このプラットフォームの例えば、３年後、５年後の、ここからの出先というのを、ちょ

っと描いといた方がいいのかなという感じがします。この中でいろいろな事業評価もされ

ていくでしょうし、協働の事例というのも、またここから生まれていくというのも、ここ

のところがちゃんと評価できるような仕組みというのもつくっておかないと、どこへ行く
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のかなというのが見えにくくなるような、そんな気がします。 
 
深尾座長： 
 それでしたら、先ほどそれは阿部さんがおっしゃったように、行程表というか、やはり、

落とし込みながら、少しただ単に集まってという場ではないので、そういう意味ではどう

いう成功モデルが、どういうかたちで出て、その事業がどういうふうに旅立っていけば、

このプラットフォームが成功だと言えるのかみたいなことが、やはり、そこをどう運用す

るのかというのが、かなり大事なポイントだと思うので。 
 なので、何かそこは県的な戦略もそうだし、もっとこういうふうに地域の中間支援の人

たちと、こういうフレームワークをつくらなければ、ここにいかないということを見えて

くると思う。県だけが笛を吹いてという話でも、これはうまくいかない側面があると思い

ます。 
 何か行程表を中核的な、いろいろなこういうことを動かしていこうとする人たちとシェ

アしながらつくるとか、一緒になってつくるということを通じて、何か共通の目標設定と

か、行程間みたいなものを少し擦り合わせていくということも、非常に大事ではないかな

と思います。 
 何かそういうプロセス自体を協働していただいて、共有して、それぞれができることを

少し持ち寄れるような関係性で、この事業が進んでいけば非常にいいなと思います。はい、

どうぞ。 
 
秦委員： 
 動いていかないと、プラットフォームは分からないと思うのですが、プラットフォーム

に持ち込んでいただきたいような提案という場合に、例えば、この協働というのは、いろ

いろな主体をコーディネートして動かしていくということが、一番大変だと思うのですが、

民間で何かをやりたいと思って、それがやる力があれば、自分で協働はやっていけると思

うんです。 
 こういう場面に持ち込んで、さらに協働でやっていくときには、さらに行政とか、そう

いうところと何かをやっていくメリットがあるのかとか、それから、行政側からすれば、

行政だけではなくて、いろいろな民間団体と、つないでいった方が効果的なものを、もう

少しこういうふうにして持っていく方メリットがあるのか、何か幾つかの、このラウンド

テーブルに提案者が持ち込むメリットというのが、曖昧そうな感じがします。そういうの

がいろいろ分かってくると、その協働、ラウンドテーブルの使い勝手というのが出てくる

かなと思います。 
 まだ、なかなかそういうところへ提案していいのかどうかとか思ったりもしますし、そ

れだったら、自分でやった方が早いとか、そういうことも思ったりしますが。そういうと

ころに提案すると、こういうメリットがありますよということが広がっていけば、たくさ
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ん提案が出てくるのかなと思います。 
 
深尾座長： 
 はい、ありがとうございます。そういう意味では全てが基本は行政が引き取らなくても

いい仕組みにしておかないと、なかなか対話も出てこないので。ある意味民民の協働が引

き出されるようなプラットフォームとしての役割と言うか、そうしないと行政の縦の構造

で、行政が引き取れるもの以外は何か出しづらい空気になると、あまりそれだと担当課へ

直接言えみたいなことになって、あまりプラットフォーム化していかない可能性もあるの

で。 
 そういう意味ではもう少しいろいろな引き取り方が見えて、何か近年は行政責任におい

て、当然県政としても非常に重要なんだけど、市民社会にとっても、こういう装置がある

ことがいいよねという感じの落ち着け方というか、非常に難しいのですけれど。 
 だから、運営の仕方とか、課題の引き取り方とか、何かそこら辺の工夫があってもいい

のかもしれません。これはどんどん民民でやってよ、県はこれ、後援名義で、どんどん広

報することで応援するよみたいな協働の仕方だって、あると思いますし。何かやって間も

ない人たちだったら、何か一緒にやっているこの協働事業に認定して信用の担保だけすれ

ば、あとは周りが見るみたいなこともあるかもしれませんし。 
 その辺が少しいまおっしゃったように、見えるかたちというか。ここに持ち込んだらこ

うなるよねというようなことが、少し５年後ぐらいに可視化されているというか、みんな

の実体験としてあると、一つの装置としてはいいのかもしれませんね。 
 そういうふうに持っていくのか、それとも、もう県の協働の一つの装置として、県に閉

じたかたちでやるのかというのは、両方あると思うのです。ここからどっちにどう動かす

べきかというのは、運用のあれであると思うので。その辺に行程表をつくるプロセスをぜ

ひ具体化、具現化していってもらえればなと思います。 
 はい、ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。この間ガイ

ドラインをつくるプロセスも何度かやりとりをさせていただいたり、そういう意味でつく

っていただきましたし、丁寧につくっていただいたというふうに思います。 
 議論の中にもありましたが、つくって終わりだったら、どこでもできるし、きれいなも

のはいくらでも書こうと思えば書けるのですが。いまは現実的にはその状態だと思うので

すね。非常にきれいなことが書かれていて、われわれもそういう理想的なあるべき姿みた

いなものを軸に議論をしてきたわけですから、当然こうあった方がいいねというものがこ

こに並んでいると。 
 それに関して言えるかどうかというと、厳密的に動かしていくのは非常に大変ですし、

県の中でも当然、こんな余計なことをやるなというような話も当然出てくると思うのです。

自分たちでやった方が早いとか、こんなプロセスを踏むぐらいだったらという話は当然出

てくる。 
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 そういういろいろな抵抗勢力的なものとか、あつれきとか、ハレーションとかあるので、

これをこのかたちのまま実現するというのは非常に困難を伴うということも理解はしてい

ますが。 
 とは言え、せっかくこういうかたちで編み上げたわけですから、このかたちに少しでも

近づくようなアプローチとか、努力とかいうことは県にもお願いしたいと思いますし、わ

れわれ、こういう策定に関わったものも、そういう覚悟はある意味で持ちながら、一緒に

できることや、われわれでできることがあれば、それは力を惜しみなく発揮したいと思い

ますし、そういう場もぜひつくっていただければと思います。 
 それでは、本日いただきましたご説明に対しての意見交換という部分は、これにて終了

させていただきたいと思います。 
 本日は以上がこの委員会としての議案となっておりますので、委員会としてはこれで閉

じさせていただきたいと思いますので、事務局の方にお返ししたいと思います。 
 
事務局（澤田課長）： 
 深尾座長さま、それから、委員の皆さま、本当に貴重なご意見、情報をいただきました。

ありがとうございました。この研究会ですけども、昨年７月から 10 月にかけまして、短い

期間の間に５回お集まりいただいて、10 月 15 日には知事の方へ報告をいただきました。短

い間におまとめいただきまして、ありがとうございました。 
 県におきましては、この研究会の報告書を踏まえまして協働の推進のガイドラインを策

定させていただきました。協働推進のガイドラインをつくったと言いますのは、県では基

本構想、あるいは、行政経営方針の中で協働で県政を進めていくというふうにうたってい

るのですけれども、実際にどんなかたちで進めていくのかというところについては、これ

まで固まったものがありませんでした。 
 県として協働の基本的な考え方、進めていく方向性といったものを、今回の協働推進の

ガイドラインでもって、明らかにさせていただくことができたと思っております。 
 その中でたちまち急がれるものについて、28 年度、幾つか予算化をさせていただきまし

た。それについても今日、ご報告をさせていただいたところですけれども、この事業につ

きましても、委員の皆さまからいろいろご意見をいただきました。これから実際に取り組

んでいく中で、非常に貴重なご意見だというふうに思っております。 
 そうした中で特に今日の研究会の中で私自身の印象に残った言葉として、行程表という

言葉があります。この行程表、二つの意味合いがあったのかなというふうに思います。一

つはこのガイドラインに掲げたたくさんの項目について、どの項目も漏れることなく、５

年間という期間の中で、きっちりとできるようにという、そういう意味合いの行程表とい

うことと、もう一つは協働の推進、プラットフォームに関しての行程表であります。いわ

ゆるこのプラットフォームで、一つ成功例と言いますか、誰もが分かるいい例をつくり上

げる。それを、これをやって、次にこれをやって、また評価をやって、こんな効果が出て
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いるというのを見せるという、そういう行程表という意味合いというふうに捉えさせてい

ただきました。この行程表というのは大事なのだなというふうに感じさせていただいた次

第であります。 
 まさにガイドラインをつくった、これがスタートラインだというふうに思っております。

一生懸命取り組みをさせていただきたいと思いますが、委員の皆さまも今後もいろいろと

ご意見、あるいはご指導をいただきますよう、お願い申し上げまして、お礼とさせていた

だきます。本当にありがとうございました。 
 
（終了） 
 


