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滋賀県協働推進ガイドラインの策定（平成２８年３月）

【背景】
・ 人口減少や超高齢社会の到来等により、本県を取り巻く情勢は大きく変化
・ 将来に対する不安を安心に変え、誰もが夢や希望を抱くことができる豊かな社会を築く
ためには、県民とともに滋賀県基本構想に掲げる「新しい豊かさ」の実現に向けて取り組
んでいくことが重要

県民の県政への参画と多様な主体との協働・連携を促進

滋賀からみんなでつくる新しい豊かさ

「自分」の豊かさ
「今」の豊かさ
「もの」の豊かさ

みんなが 将来も持続的に 実感できる
「心」の豊かさ

県民一人ひとりが考え、行動することで
つながり・調和のある 豊かさ実感・滋賀を実現

滋賀県基本構想（平成２７年３月策定）
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滋賀県協働推進ガイドラインの策定までの経過（１）

滋賀県県民協働の推進に関する研究会の開催

（敬称略、五十音順）

氏　　　名 現　　　　　　　職

　浅野
ア サ ノ

　智子
サ ト コ

　特定非営利活動法人ＨＣＣグループ　理事長

　阿部
ア ベ

　圭
ヨシ

宏
ヒロ

　（座長職務代理）

　認定特定非営利活動法人しがＮＰＯセンター代表理事

　植
ウエ

西
ニシ

　正寿
マ サ シ

　滋賀銀行営業統轄部地域振興室　室長

　川村
カワムラ

　美津子
ミ ツ コ

　仮認定特定非営利活動法人つどい　理事長

　坂下
サカシタ

　靖子
ヤ ス コ

　公募委員

　秦
ハタ

 憲
カズ

志
ユキ 　公立大学法人滋賀県立大学地域共生センター

　専門調査研究員

　深尾　昌峰
フカオ　マサタカ

　（座長）
　龍谷大学政策学部　准教授

開催状況委員名簿

第１回研究会について

日時：平成27年７月９日（木）
内容：委員紹介、座長選出

研究会の開催趣旨および検討課題について、意見交換

第２回研究会について

日時：平成27年８月４日（火）
内容：３名の委員からのプレゼンテーション

検討課題について論点整理、意見交換

第３回研究会について

日時：平成27年８月31日（月）
内容：３名の委員からのプレゼンテーション

研究会報告書の作成にむけて検討、意見交換

第４回研究会について

日時：平成27年９月29日（火）
内容：研究会報告書の作成に向けて検討、意見交換

第５回研究会について

日時：平成27年10月７日（水）
内容：研究会報告書の作成に向けて検討、意見交換

報告書の提出等

日時：平成27年10月15日（木）
内容：研究会報告書の提出、知事との意見交換
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滋賀県協働推進ガイドラインの策定までの経過（２）

県民協働の推進に関する研究会報告書（平成27年10月）
～目指すべきこれからの「協働」～

報告書の概要①

背景

・地域における様々な課題の解決に
ついては、これまでから行政だけで
なく県民も重要な役割を担っている
が、それぞれが担っている公共領域
は、担い手不足や経営資源の限界等
により単独では対応できなくなって
きている。

現状

・行政発の協働が中心

・行政の事業を置き換えた
り、ＮＰＯが少し関わるだ
けで「協働」と呼んでいた
り、非常に狭い範囲で協働
を位置付け

課題

・行政と民間が相互にコミュニケー
ションを図ることが重要であるが、
様々な課題に対して、民間とのコ
ミュニケーションを部局横断的に図
れるような場が常設されていないた
め、相互のコミュニケーション不足
が発生している。

目指すべき「これからの協働」

○ 行政発だけでない民間発で課題の解決に取り組む協働
○ 経済性のみを追求するのではなく、県民生活の質をきちんと担保していくための協働
○ 県民が主役となれるような協働
○ 民間発の協働を展開していくための基盤整備
○ 行政だけに依存せず、産官学金労言、県民も含めてタッグを組んで、地域の課題を解決していく取組
としての協働

であると考える。その実現のために、制度・仕組みの構築等に取り組む必要がある。
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滋賀県協働推進ガイドラインの策定までの経過（３）

報告書の概要②

具体的な取組の提案（主なもの）

(1)参加・協働を支える枠組み
・多様な主体が参加するプラットフォームの定期的な開催
民間と行政とのコミュニケーションの充実を図り、部局横断的に多様な主体による協働を推進するため、政策

形成等の場として「協働プラットフォーム」を設置
・民間資金・民間活力の活用
地域金融機関等とも連携し、クラウドファンディング、ＮＰＯバンクの導入、活用等を検討

・県民の力量を高めていくための勉強会の開催
職員向け研修を県民にも開放

(2)協働の視点での事業見直し
･協働化テストの実施
協働プラットフォームにおいて、協働化テストを実施

・ＰＤＣＡの政策過程における協働（ガバナンス型協働）の実施
協働プラットフォームにおいて、主に政策実施（Do）の段階で行われている協働を、政策立案（Plan）の段階

から実施する仕組みの構築
・民間との協働に関する提案募集制度の運用改善
分野や内容を限定せずに提案（民間からの提案）を受け付け事業化する仕組みを確立

(3)活用しやすい情報の発信や情報交換のシステムづくり
・行政情報を共有し、地域課題を可視化
行政情報の積極的な公開、地域や行政が抱える情報の発信

・県ポータルサイト「協働ネットしが」の再構築
ＮＰＯ、公益法人等の団体情報の一元化、協働に係る情報を集約

・オープンデータの活用推進
各種行政情報等をオープンデータ化し、より県民に分析・活用しやすい形で情報提供
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滋賀県協働推進ガイドラインの策定までの経過（４）

報告書の概要③

具体的な取組の提案（主なもの）

(4)庁内協働推進体制の整備
･トップダウンによる職員の意識改革の推進
協働推進について、トップからのメッセージを発信、協働推進本部を設置、管理職を対象とした協働研修の実施

・職員の協働への取組が評価される仕組みを構築
・庁内推進体制の整備
・民間との協働に関する提案募集制度の運用改善（再掲）

(5)多様な主体間の交流、意見交換の場の設定
・協働プラットフォームの構築（再掲）
・ＮＰＯと企業が出会う場（面談会）の開催
ＮＰＯと企業が協働の希望テーマや企画案を持ち寄り、情報交換を行い、協働のパートナー探しを行うための面

談会を開催

(6)協働の評価とフィードバック
･評価指標の設定
・評価シートの作成、公表
検討・協議段階（実施前段階）、実施段階（中間点検）、終了段階（成果報告）のそれぞれの段階で評価

(7)モデル的な協働の実践・市町との協働
・民間との協働に関する提案募集制度の運用改善（再掲）
・県と市町との関係
地域で取り組むモデル的な協働の顕彰、財政支援

(8)多様な主体との協働による持続可能な仕組みづくり
･社会的投資拡大に向けた様々な取組の検討
ローカル版のクラウドファンディング、ソーシャルインパクトボンド、休眠預金の活用を検討

・民間との協働に関する提案募集制度の運用改善（再掲）
5



県民協働の推進に関する研究会報告書（平成27年10月）

滋賀県協働推進ガイドライン（平成28年３月）

① 多様な主体の参加を図る政策協議の場（協働プラットフォーム ）の設置
多様な主体の参加の下で、テーマに応じた対話や協議を行う場である協働プラットフォームを設置するなど政策形

成段階からの協働に向けて取り組む。

② 協働の担い手の多様化を図る協働事業総点検の実施
多様な主体との協働によって、より効果的、効率的な事業とならないかという視点で「協働事業総点検」を実施す

るとともに、新規事業においても協働の手法の導入を検討します。

③ 情報の共有化および情報交換のシステムづくり
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策を検討し、
さらに、先進的な取組や最新情報の収集と発信を積極的に行う。

④ 民間提案の事業化を図るモデル的な協働の実践
民間からの提案公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・実施し、多様な主体による

モデル的な協働の事業化する仕組みについて検討する。

⑤ 協働の発展を図る評価とフィードバック
「評価チェックシート」を活用して、様々な視点からの協働事業の評価を行い、その結果を県民に公表していくとと
もに、第三者による客観的な評価システムづくりに取り組む。

県の取組①

滋賀県協働推進ガイドラインの策定までの経過（５）
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⑦ 協働の主体の基盤強化への支援
クラウドファンディングの活用といった新たな資金調達手法の活用やソーシャルビジネス化、寄附文化の醸成、プ

ロボノ活動のマッチング等により、多様な主体の基盤強化を支援する。

⑥ 多様な主体間の協働の促進・定着
情報の共有化、交流・意見交換の場の設定および相互評価の仕組みづくりを行うことによって、相互理解の促進や

多様な主体がつながる環境づくりに取り組む。

県の取組②

滋賀県協働推進ガイドラインの策定までの経過（６）

⑧ 中間支援組織の機能強化への支援
中間支援組織におけるコーディネート機能の充実や専門人材の育成などへの支援を行うことで、中間支援組織の機

能強化への支援に取り組む。

⑨ 県職員の意識改革および庁内推進体制の整備
県の組織全体での協働が進むよう、協働を担う人材育成のための研修や相談機能の一層の充実を図るとともに、庁

内における協働推進体制の整備に取り組む。

県民の参加と協働で築く「新しい豊かさ」の実現
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協働プラットフォーム・協働提案制度の構築協働プラットフォーム・協働提案制度の構築

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協働プラットフォームを定期的に開催する。

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、多様な主体から提案を募集し、採択された事業を次年度に協働事業として実
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。

滋賀県協働推進ガイドラインに基づく取組（主なもの）
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新「協働ネットしが」トップページのイメージ

NPO法人のための
情報広場

県内の
中間支援組織

NPO法人
様式ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

協働に役立つ
オープンデータ

NPO法人の貸借対照
表の公告

協働ネットしが
イベント
カレンダー

新着コーナー
☆NPO活動の紹介
○月○日・・・・・

☆ 協働の取組の紹介
○月○日・・・・・

☆補助金情報
○月○日・・・・・

☆行政からのお知らせ（市町含む）
○月○日・・・・・

○月○日・・・・・

NPO法人
ログインは
こちら

県が実施する協働

市町が実施する
協働

団体活動情報・協働
パートナーさがし

リンク

③NPO法人の活動や協働の取組について、タイムリーに情報を発信

①

①NPO法人による直接書き込みが可能

④NPO法に係る基礎情報等

④

⑤

⑤補助金情報等を発信

②

②県内NPO法人の活動情報や企業等を含めた協働の
活動等が容易に検索

③

⑥協働に係る基礎情報や従来の取組を照会

⑥

facebook

twitter

滋賀県協働推進ガイドラインに基づく取組（主なもの）
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滋賀県協働推進ガイドラインに基づく取組

多様な主体との協働を持続可能とするためには、必要な財源をどのように確保

していくかが重要ですが、協働事業の中には、容易にはビジネス化できないもの、

必ずしもビジネス化に馴染まないものも含まれ、必要な財源が確保できずに事業

の継続が困難となっているケースも見受けられます。

多くのＮＰＯ等にとって、専門的知識等をもつ人材の確保や育成は、重要な課

題となっています。

そこで、県では、多様な主体と協働・連携による事業のソーシャルビジネス化

やクラウドファンディングの活用といった新たな資金調達手法の活用を促進する

とともに、寄附文化の醸成やＮＰＯ等の活動とプロボノ活動をマッチングさせる

ことで協働の主体の基盤強化への支援に取り組みます。

「滋賀県協働推進ガイドライン（平成28年３月策定）」より

協働の主体の基盤強化への支援（本日のテーマに関連）
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（参考）新しい寄附の手法について

「寄附文化の醸成に向けて」（平成26年６月２日 内閣府市民活動促進担当作成資料）より

項 目 内 容

寄附付き商品 消費者が商品等を購入するごとに、企業等が一定の割合でその売上の一部を寄附

ポイント還元による寄附 利用者が各種カード等のポイント等の交換メニューの一つとして寄附を選択することで、企業等
が金銭換算して寄附

ダイヤル募金 番組等を見た視聴者が電話をかけ、情報料を電話会社が代行して回収してＴＶ局等に支払いを行
い、ＴＶ局等はその支払われた情報料を寄附

クリック募金、
フェイスブック寄附

ウェブサイト内の既定の箇所（フェイスブックの「いいね！」ボタン等）のクリック数に応じて、
スポンサー企業が寄附

ツイッター募金 ツイッターの専用投稿フォームからのツイート数に応じて、募金を行う企業が寄附

マッチングギフト 企業等が集めた寄附金について、企業側が一定額を上乗せした上で、団体等に寄附

「もったいない」寄附 書き損じハガキや切手、使用途中又は未使用のプリペイドカード、本、衣類などを寄附（寄贈さ
れた団体は、これらを交換・換金）

給与天引きによる寄附 希望する社員が、給与から一定額を天引きで寄附。会社からも上乗せして寄附する例もあり。

支援者が集める寄附

（「Just Giving」方式）

支援者（チャレンジャー）が何かにチャレンジする姿を情報発信することで、支援したい団体へ
の寄附を呼びかけ、寄附者（サポーター）がチャレンジャーのウェブサイトから寄附

クラウドファンディング インターネット経由で、事業・プロジェクトの目的や計画、目標金額などをインターネット上で
提示し、不特定多数の人に寄附を呼びかけ、必要額が集まった時点で事業・プロジェクトを実施。

遺贈 資産が譲渡される先を指定した遺言等による寄附

相続 寄附自らが相続した財産から寄附
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クラウドファンディングの種類

「ふるさと投資」の手引き（平成27年５月 「ふるさと投資」連絡会議作成資料）より
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クラウドファンディングの現状

「ふるさと投資」の手引き（平成27年５月 「ふるさと投資」連絡会議作成資料）より
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官民協働によるクラウドファンディングの取組
（内閣府）

「ふるさと投資」の手引き（平成27年５月 「ふるさと投資」連絡会議作成資料）より
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官民協働によるクラウドファンディングの取組
（大阪府）
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官民協働によるクラウドファンディングの取組
（北海道）
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休眠預金活用法案 概要①
（民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案）

１ 法律案の背景
◦ 休眠預金等：預金者等が名乗りを上げないまま、10年間放置された預金等

⇒ 毎年1000億円程度発生（その後400～500億円程度が払戻し）
◦ 預金等の性質（①銀行等が公共的役割を果たすための原資、②預金保険制度等による公的資金の活用も
想定、③広く国民一般が利用）に鑑みると、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、社会全体への波
及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することで休眠預金等を広く国民一般に還元すべき。

２ 法律案の概要
1.休眠預金等の活用に関する基本理念等【第16条・第17条】
◦ 休眠預金等を、民間公益活動（人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる
中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団
体が行う公益に資する活動（①子ども及び若者の支援、②日常生活等を営む上で困難を有する者の支援、
③地域活性化等の支援の３分野に係る活動）であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益
の一層の増進に資することとなるもの）の促進に活用

◦ 民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間公益活動に係る資金を調達することができる環境の整備
を促進する。

◦ 預金者等の預金等を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるように配慮す
るとともに、その活用の透明性の確保を図る。

◦ 大都市その他特定の地域に集中することのないよう配慮する。
◦ 複数年度にわたる民間公益活動に対する助成等、社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を
促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより、
民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるように配慮する。

◦ 宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から除外

「休眠預金活用推進議員連盟」ＨＰより
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休眠預金活用法案 概要②
（民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案）

2.休眠預金等の移管・管理・活用の仕組み【第2章第1節（第3条～第8条）並びに第3章第2節（第18条・第19
条）、第3節（第20条～第34条）及び第4節（第35条～第41条）】

◦ 預金者等であった者は、預金保険機構（委託を受けた金融機関）に対し、申出に基づき休眠預金等代替
金（元本＋利子相当額）の支払を請求することができる。【第7条第2項】

「休眠預金活用推進議員連盟」ＨＰより
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社会的インパクト評価 概要①

社会的インパクト評価とは
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社会的インパクト評価 概要②

社会的インパクト評価とは（続き）
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