
事業名 担当課・室名

ＮＰＯ総合支援体制強化事業 県民生活・男女共同参画課 2 / 4

地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業 県民生活・男女共同参画課 3 / 4

クリーンロード支援事業 道路保全課 4 / 4

施策名：未来を担うＮＰＯ（ＮＰＯ法人・ボランティア団体・地域コミュニティ団体等）の育成と協働の推進
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A

（単位：千円）

コスト ２６年度（決算） ２７年度（決算） ２８年度(予算)

総コスト 24,319 24,724

事業費 14,319 14,724

（うち一般財源） 7,822 7,706

人件費 10,000 10,000

職員数（人） 1.00 1.00

２８年度 評価

２８年度 評価

事務事業評価調書
（事業実施年度：平成２７年度）

（評価実施年度：平成２８年度）

事業名 ＮＰＯ総合支援体制強化事業 事業期間 平成 ２５ 年度～平成 ２７ 年度
政策区分 多様な県民活動の推進

施策区分
未来を担うＮＰＯ（ＮＰＯ法人・ボランティア団体・地域コミュニ
ティ団体等）の育成と協働の推進

県民生活・男女共同参画課長　後藤　素子

［１．現状・課題、目的］

現状・課題

　社会経済情勢や人々の価値観の多様化に伴い、公共サービスを行政だけで担う
ことが難しくなっている。サービスの内容の見直しとともに、多様な分野で「協
働関係」を結ぶパートナーが必要となっており、その担い手となるようなＮＰＯ
の育成が求められている。

事業の目的
　ＮＰＯ活動に対する相談窓口の設置や会計・広報などの基礎講座の開催、ＩＴ会計や税務
等の専門者を派遣する運営アドバイザーを派遣することにより、ＮＰＯの基礎力等の向上を
図る。

総合評価 終了 事業実施課（室）名 県民生活・男女共同参画課 評価者

活動指標

指標名（単位） 達成度 ２６年度 ２７年度

93.3% 220.8%

［２．事業内容］

活動名及び活動内容 事業実施年度における効率化の取組状況

①おおいたボランティア・ＮＰＯセンター運営
　センターに配置（2名）ＮＰＯ等への情報提供や相談受付（相談件数443件）
　専門知識を有するアドバイザーの派遣（40件）
②運営講座等の開催
　ＮＰＯ基礎講座など各種講座等を１０回開催
③協働ひろばの開催
　講演、企業とＮＰＯとのマッチングを実施　ＮＰＯ9団体、10企業等がブースを出展
　（参加者約82名）平成２７年９月２５日別府市で開催　委託先：公益財団法人おおいた共創基金

最終達成
(２７年度)

今後の課題

専門知識を有するアドバイザーの
派遣（件）

目標値 38 40 40

a
・ＮＰＯの幅広い相談に応えるため、会計、労務、税務など様々な分野におけるア
ドバイザーを確保
・「運営アドバイザー派遣制度」の周知徹底
・ＮＰＯ基礎講座の充実（ＮＰＯの基礎力の底上げ）

実績値

84 265 265
達成率

39 40 40
達成率 102.6% 100.0% 100.0%

220.8%

［３．事業の成果］

成果指標

指標名（単位） 達成度 ２６年度 ２７年度
最終達成

(２７年度)

ＮＰＯ基礎講座　参加人数（人）
目標値 90 120 120
実績値

事業の成果

ＮＰＯ法人数（法人）

　ＮＰＯからの困り事に対応できるように、運営アドバイザーに「行政書士」や
「金融関係」の方に協力をいただき、きめ細かな支援ができた。また、講座を受講
しやすくするために、年２回開催したことで、団体運営等の知識習得を支援し、行
政との協働のパートナーとなり得るＮＰＯの育成を図ることができた。

実績値 508 502 502

達成率 103.7% 100.4% 100.4%

目標値 490 500 500

a

今後の事業方針

・ＮＰＯの資金面・運営面の支援を実施している「公益財団法人おおいた共創基金」の事務体制を強化し、財団によるＮＰＯの育成を支援
・おおいたボランティア・ＮＰＯセンター運営、運営講座等の開催は、新規事業（ＮＰＯ人材育成・運営強化事業）に移行

［４．今後の方向性等］

今後の方向性 終了 継続・見直し 例外的に継続 廃止
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A

（単位：千円）

コスト ２６年度（決算） ２７年度（決算） ２８年度(予算)

総コスト 12,781 30,004

事業費 4,781 17,004

（うち一般財源） 4,781 17,004

人件費 8,000 13,000

職員数（人） 0.80 1.30

２８年度 評価

10

8

２８年度 評価

8

事務事業評価調書
（事業実施年度：平成２７年度）

（評価実施年度：平成２８年度）

事業名
地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事
業

事業期間 平成 ２７ 年度～平成 ３１ 年度
政策区分 多様な県民活動の推進

施策区分
未来を担うＮＰＯ（ＮＰＯ法人・ボランティア団体・地域コミュニ
ティ団体等）の育成と協働の推進

県民生活・男女共同参画課長　後藤　素子

［１．現状・課題、目的］

現状・課題
　県民ニーズ、価値観が多様化・高度化し、人口減少、少子高齢化等により、地
域での支え合いが減少している。公共的な課題を継続的に解決するため、ＮＰＯ
等と連携した社会全体での取組が不足している。

事業の目的
　ＮＰＯ、行政、企業等による多様な主体との協働を推進し、地域課題の解決に継続的に取
り組むモデルを創出するとともに、ＮＰＯが公共の担い手として認知されることにより、Ｎ
ＰＯの活性化を目指す。

総合評価 継続・見直し 事業実施課（室）名 県民生活・男女共同参画課 評価者

活動指標

指標名（単位） 達成度 ２６年度 ２７年度

100.0%

［２．事業内容］

活動名及び活動内容 事業実施年度における効率化の取組状況

①協働モデル事業の創出
　ＮＰＯ・行政・地元団体等が実行委員会を組織して地域の課題を継続的に解決する事業を協
働のモデルとして実施
　（県提示課題に対する事業提案とＮＰＯ独自事業提案の２種）

・提案の実施可能性の高めるための
協議を部局横断で実施

最終達成
(３１年度)

今後の課題

提案公募に対する応募件数（件）
目標値 10 0

a

・継続性のある事業モデル構築に向けた工夫
・事業による活動への県民理解と参加の促進
※最終達成の目標値が、「提案公募に対する応募件数」については「０」、「実行
委員会設置数」については「４」となるのは、提案公募は27～29年度の間で、採択
は年間最大４事業（事業期間は３年間）であるため。

実績値

4
達成率

13
達成率 130.0%

［３．事業の成果］

成果指標

指標名（単位） 達成度 ２６年度 ２７年度
最終達成

(３１年度)

実行委員会設置数（団体）
目標値 4 4
実績値

事業の成果

モデルの構築数（件）
　提案書の作成からＮＰＯとともに実施したため、応募ＮＰＯの提案力の底上げと
なった。実績値 4

達成率 100.0%

目標値 4 4

a

今後の事業方針

・平成２７年度採択事業について９月に中間報告会を実施し、事業を検証
・県政広報媒体を活用した広報活動を強化し、ＮＰＯ施策に対する県民理解と参加を促進

［４．今後の方向性等］

今後の方向性 終了 継続・見直し 例外的に継続 廃止
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別紙２－４

A

（単位：千円）

コスト ２６年度（決算） ２７年度（決算） ２８年度(予算)

総コスト 17,859 17,911 18,000

事業費 15,859 15,911 16,000

（うち一般財源） 15,859 15,911 16,000

人件費 2,000 2,000 2,000

職員数（人） 0.20 0.20 0.20

２８年度 評価

3,700

1,300

２８年度 評価

1,315,000

事務事業評価調書
（事業実施年度：平成２７年度）

（評価実施年度：平成２８年度）

事業名 クリーンロード支援事業 事業期間 平成 ２５ 年度～平成 年度
政策区分 多様な県民活動の推進

施策区分 未来を担うNPO（NPO法人・ボランティア団体・地域コミュニティ団体
等）の育成と協働の推進

道路保全課長　和田　敏哉

［１．現状・課題、目的］

現状・課題
　美しく快適な県土づくりとして、適切な道路の維持管理を実施し、良好な道路
環境を保全するため、県民一人ひとりの自発的な環境保全活動を推進することが
重要となっている。

事業の目的
　地域で道路美化活動を行う自治会やボランティア団体等を支援することで、良好な道路環
境を保全し、地域の道路に対する道路愛護気運の醸成を目的とする。また、この事業を継続
していくことで官民協働による効果的な道路維持管理体制の確立を図る。

総合評価 継続・見直し 事業実施課（室）名 道路保全課 評価者

活動指標

指標名（単位） 達成度 ２６年度 ２７年度

95.5% 100.5%

［２．事業内容］

活動名及び活動内容 事業実施年度における効率化の取組状況

①美化事業
　草刈り活動に対する謝礼（1,359,107㎡）
　草刈り活動者に対する保険加入（延べ6,527人）

②支援事業
　花植え等活動の団体への支援（20団体1,307人）
　3年継続団体への表彰（18団体）

・実施要領の改訂
・ホームページ掲載内容のリニュー
　アル

最終達成
(　　年度)

今後の課題

美化事業
ボランティア活動参加人数（人）

目標値 3,700 3,700

a
・新規参加団体の掘り起こし
・広報活動の強化
　従来：市町村への事業紹介依頼、県庁ＨＰへの掲載
　新たな取組：市町村報への掲載、ラジオスポット放送

実績値

1,242 1,307
達成率

3,881 3,777
達成率 104.9% 102.1%

［３．事業の成果］

成果指標

指標名（単位） 達成度 ２６年度 ２７年度
最終達成

(　　年度)

支援事業
ボランティア活動参加人数（人）

目標値 1,300 1,300
実績値

事業の成果

草刈り面積（㎡）
　Ｈ２７年度参加団体は164団体であり、Ｈ２５年度より18団体増加している。参加
人数も目標を上回る人数となっており、官民協働による道路の美化が実現できた。実績値 1,294,437 1,359,107

達成率 98.4% 103.4%

目標値 1,315,000 1,315,000

a

今後の事業方針

・効果的な道路維持管理体制の確立に向けて、より多くの団体に参加してもらうための事業周知

［４．今後の方向性等］

今後の方向性 終了 継続・見直し 例外的に継続 廃止
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