発刊によせて
近年、県民ニーズや地域の課題は複雑多様化し、行政だけではきめ細やかに対応することが困難
になっています。このような状況において、自らの主体性と責任をもって決める事ができる、住民
自治による地域づくりがますます重要となっています。
このため、県は、栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」（計画期間平成23年度～27年度）に
おいて、とちぎづくりの基本姿勢を「新たな時代の“公（おおやけ）”を実現する」と位置づけ、
すべての主体が、お互いの立場や垣根を越え、相互に連携・協力しながら、住みよい地域づくりや
社会的な課題の解決に取り組む、協働によるとちぎづくりを進めています。
このような中、協働によるとちぎづくりの取組の一つとして、平成23年度･24年度の2カ年にわ
たり、国の施策「新しい公共支援事業」を活用して、「栃木県新たな公の担い手支援事業」を実施
しました。
本冊子は「栃木県新たな公の担い手支援事業」のうち、NPO・ボランティア団体、地域団体、
大学、企業、住民、行政が協働して地域課題の解決のために取り組んだ36事例の成果を掲載した
ものです。
それぞれの取組ごとに、多様な主体が出会い、課題を共有し、ノウハウを出し合い、試行錯誤を
重ねながら実践に取り組んだ経過があります。今後、協働による地域課題解決に向けて第一歩を踏
み出そうとする皆様には、これらの事例が貴重な道標になると期待するものです。また、既に実践
を重ねている皆様には、取組のさらなる広がりのきっかけとなれば幸いです。

平成 25 年 7 月

栃木県県民生活部長
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事業目的
事業目的



本事業は、県内において一層の社会貢献活

支援情報提供事業及び運営委員会の運営
を除き、事業終了

動の促進を図るため、NPO 等の活動基盤を

(6) 平成 25 年７月

強化するとともに、NPO・ボランティア、地



国の支援事業メニューのうち、
「新しい公

域団体、企業・県民等の「新たな“公”
（おお

共の場づくりのためのモデル事業」
（本冊

やけ）
」の担い手と行政とが相互に連携・協働

子掲載の取組）について、事例報告会を

する環境づくりを推進することを目的として

開催（会場：栃木県庁）

います。

事業内容
事業内容

実施経過
実施経過

国の支援事業メニューに基づき、本県にお

1. 実施期間

いては次のとおり事業を実施した。

平成 23 年度～24 年度（平成 25 年度に支

1. NPO 等の活動基盤整備のための支援事
業

援情報提供事業のみ実施）

2. 実施経過

会計相談事業/マネジメント強化事業/地

(1) 平成 23 年 3 月

域・協働・創造Ｗｅｂサイトの構築/県民協



働推進事業

国（内閣府所管）の「新しい公共支援事
業交付金」の交付決定（158,000 千円）



栃木県新たな公の担い手支援基金を造成



事業選定、助言、評価等を行う機関とし

2. 寄附募集支援事業
多様な寄附手段の普及啓発/ファンドレイ
ジング強化事業

て「新たな公の担い手支援事業運営委員

3. 融資利用の円滑化のための支援事業

会」（以下、「運営委員会」と略する）を設置

融資相談事業

(2) 平成 23 年 4 月


4. 新しい公共の場づくりのためのモデル事

運営委員会委員を委嘱

業

(3) 平成 23 年 5 月


とちぎ地域力創造プラットフォーム（テー

第 1 回運営委員会開催、基本方針策定
（以

マ別、地域版）
、プラットフォーム運営事業、

後、必要に応じて委員会を開催）

NPO 等からの提案協働事業

(4) 平成 23 年 6 月


国の承認を得て県事業計画を決定



以後、順次事業開始

※

本冊子掲載事例はこれらの事業による。次頁
に事業概要掲載。

5. 共通事務に関する事業
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