
５．調査結果の検証 

本調査によって明らかになった共働事業実施後の状況、共働事業で蓄積されたノウハウ・成果・ネッ

トワークが活用された結果をもとに、共働事業の効果を 3つに分類した。 

それら効果は、①社会全体の市民活動の活性化、②NPO の基盤強化、③行政職員の意識改革であった。 

１）社会全体の市民活動が活性化した 

●市民公益活動が活性化している 

共働事業終了後も行政による自主事業や委託事業として継続、NPO による自主事業として継続、市民の

自立した取り組み等となって継続されていることから、行政が捉えていない市民ニーズが発掘され、課

題解決のための市民公益活動が活性化していると言える。 

●共働事業に刺激され市民が自主事業を始めた 

共働事業を契機に事業終了後も市民が事業や活動を継続していることから、共働事業が市民の人材育

成や活動の場作りのきっかけになっており、共働事業は NPO や職員だけでなく、市民の意識改革にも役

立つと言える。 

２）NPO の基盤強化になった 

●NPO は最初からノウハウ・ネットワーク・成果を期待して活動した 

NPO は共働事業の提案時点から、広報力のアップ、イベント運営スキルの向上、協力者の発掘と育成、

NPO の信頼性アップなど、組織的・人的成長への期待を持って事業に臨んでいる。共働事業により様々な

主体とのかかわり、各主体との連携、説明の場数を踏むことでその基盤強化が確実に進んだ。 

●NPO は積極的に成果を活用し、事業を拡大した 

共働事業の成果には「事業の実施」「サービスの実施」「報告書や調査結果などの成果物」がある。NPO

はこれら成果物を記録・実績として積極的に活用、PR を行うことで事業拡大・参加者募集・協賛金獲得

につなげている。その結果 NPO の認知度や信頼が高まり、視察や依頼の増加や、新規事業の立ち上げに

つながっている。 

●共働事業はネットワークを増幅する 

共働事業におけるネットワークは、NPO と行政の当事者同士がつながることを第一段階に、NPO・行政、

それぞれの有するネットワークが複数結びつき、最終的には事業実施の過程で巻き込んだ新しい団体や

市民とのネットワークへと拡がっている。このように共働事業は、これまで関係が希薄であった分野の

団体が相互に関係を作り、新たなネットワークを生み出していく役割を持つ。 
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●ネットワークは NPO の基盤を強化する 

共働事業によりネットワークが拡がり、NPO の理解者・参加者・利用者が増加したことは，NPO の基盤

強化につながった。また、ネットワークの拡がりや充実によって事業運営において様々な相互補完が生

まれ事業の負担軽減につながっている。 

●NPO のスキルアップにつながる協定書や、中間報告書、最終報告書づくり 

協定書や中間報告書、最終報告書作りをすることで、互いの文書・経理・広報のスキルの向上が見ら

れた。これまで書類作り、事務手続きが面倒だと感じていた NPO が日常の業務としてこれら事務作業を

行えるようになった。 

●NPO が新たな活動拠点、雇用を生み出している 

共働事業で地域、住民と連携しまちづくりへと関わっていくことで、その地域が NPO の拠点となり組

織基盤の強化へつながっている。共働事業を受け継ぎ、事業を軸に NPO 法人の設立、共働事業時のスタ

ッフを引き続き雇用し事業の継続、県も巻き込み福岡地域一帯に事業を拡大させたなど、共働事業終了

後も様々な手法を持って事業継続のための活動が行われている。 

３）消極的であった行政職員が、NPO との共働に効果を感じている 

●仕事が効率化し相乗効果が出た 

NPO は企画・調査・ワークショップ・教育などの高い専門性を発揮し、行政は、広報・調整・紹介など

の機能を持つことで、相互補完がなされ、効率的に事業が取り組まれた。 

●職員の共働意識を高めた 

職員や担当課が共働事業を通じて行政の特性を再確認し、さらに NPO の特性を理解することで、相互

補完ができることを体験した。更なる共働もあるという職員の発言から、職員の意識改革が進んだと言

える。 

●職員は NPO のノウハウ活用に意欲を持った 

職員は NPO の専門的なノウハウをすぐに活用することはできないが、NPO の専門性を知り、共働事業を

経験して、NPO への信頼感が高まり、NPO と共働する意識を持ったと言える。 

●共働事業の成果が国や他自治体で評価された 

共働事業提案制度の成果を活用して国への政策提言が行われ、国レベルの調査、施策づくりが実施さ

れた。その他、他自治体や他議会による視察が行われ、モデル事例となった事業もいくつかあった。 

 

上記のように共働事業提案制度によって、課題解決のノウハウや新たなネットワークが生まれ、新し

い成果につながっている。その結果、市民サービスが充実し、NPO の基盤強化が進み、新しい公共を担え

るようになった。共働事業提案制度が行政の意識改革に寄与することも実証された。 
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