
６．今後の課題について 

今後の共働事業を効果的に進めていくための課題をまとめた。これらの課題に取り組むことで、今後

の共働事業がよりスムーズに運営できると期待される。 

１）共働を始める時の課題 
「事業の目的・目標は、両者の理解・納得がいくまで十分に話し合い、互いが当事者意

識を持って熱意と情熱を持って事業に取り組むようにする」 

●共働の開始時はじっくり対話すこと 

共働は目的のすり合わせから始まる。現状を共有し課題に共感し、お互いが同じ気持ちで問題に取り

組めるようになるまでじっくり対話する必要がある。その際、それぞれの都合を前面に出さず、より良

い成果を生み出すことを第一に考えていく必要がある。 

●自由提案の受け入れ方に気をつけること 

NPO による自由提案は、緊急性・必要性が高い場合は共感を得やすいが、先駆的なものは受け入れられ

にくい。行政担当課にとって、これまで取り上げられてなかった施策事業であるため、具体的なイメー

ジが持てず意義や目的が把握しにくい。ＮＰＯ、行政だけでなく、アドバイザーを交えて、お互いを理

解し課題の共有に努める。 

２）共働事業を運営する時の課題 
「互いが実行委員会のメンバーとして、やれることやれないことを補完しながら適切な

役割分担で事業に取り組む」 

●違いを理解し、共に行動すること 

互いの特性に従って役割分担するだけでなく、互いを理解するため共に行動し、知識やスキルを共有

する必要がある。 

●互いに無理のないマネジメントをすること 

役割分担を行う際、工程表を作成して仕事のバランスを調整し、連絡や情報共有のルールを作り、無

駄のない効果的なマネジメントを行う必要がある。 

●問題解決のために対話をすること 

行政と民間の行動原理・価値観・時間感覚に違いがあるのは当然である。定期会議だけでなくメール

や電話で頻繁に報告・連絡・相談をし、問題が起こればすぐに会議をする必要がある。問題解決に知恵

を絞ることで、相乗効果が発揮される。また、合意形成をするためには十分時間をかけ、対等に意見を

言い、対立を恐れないようにする必要がある。 
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●共働事業と委託の違いを認識すること 

共働事業では対等な関係で共に働くことが求められている。先入観や立場の優劣があると良い関係が

生まれず、成果が得られないケースがある。委託との違いを認識する必要がある。 

●情報発信で市民の共感・共鳴を得て社会的理解を得ること 

共働事業が市民満足度を高めていくには、事業の進捗に合わせて両者が情報発信し、市民の共感、共

鳴を得て社会的理解が得られるよう努力をする必要がある。 

３）NPO の課題 
「NPO は事業の経過、成果を継続的に情報発信し、他団体とのネットワークの拡大に

努め、組織の基盤強化を図る」 

●NPO は共働事業でネットワークを拡大すること 

NPO は共働事業でネットワークを拡大することで、支持者や参加者を増やし基盤強化ができることが実

証された。共働事業を実施しながら、行政だけでなく関係団体や企業ともネットワークを結び、事業継

続や基盤強化について努力する必要がある。 

●NPO は共働事業の成果を積極的に活用すること 

NPO が共働事業をきっかけに自主事業を立ち上げたり、事業を拡大することができることが実証された。

共働事業の成果を冊子やウェブ上で積極的に公開したり、次の事業の実績に使うなどして、活用する必

要がある。 

４）行政の課題 
「共働事業は行政全体で取り組む認識に立って、担当課全課が一体となって対応し、庁

内関係所管との情報共有、連携を密に行うことで行政の縦割り意識をなくす」 

●行政は庁内共働をすること 

共働事業では他部局に関連する政策・事業が多くある。互いが情報交換するだけでも事業の成果の拡

がりが期待できるものが多い。そこで共働事業に必要があれば、積極的に課全体・関連部署とも連携し

て取り組む必要がある。 

共働は信頼関係から始まるため、庁内が足並みを揃えて共働事業に関わるような意識啓発をする必要

がある。 

●職員が異動した場合、三者で引継ぎを行うこと 

事業の担当者が替わると共働事業は停滞、混迷を深めることがある。職員が異動する場合は、新旧職

員と NPO による三者で思いや経緯を引継ぐ必要がある。 
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●特性を活かすこと 

職員は共働事業に取り組む NPO へ敬意と信頼感を持って接し、NPO の柔軟性や機動性をいかして取り組

む必要がある。 

●行政は共働を理解すること 

行政は目標管理を始めると事業を終えることを目的化してしまい、委託の環境に甘んじてしまう傾向

が強い。特に NPO への信頼が薄く、行政の監督者意識が強いとこの流れに飲み込まれ、発展的な事業と

ならない。行政は共働を理解する必要がある。 

●職員は共働事業に自主性・積極性を持つこと 

行政側が自主的に共働事業に取り組んでいない場合がある。一方、職員が情熱を持って共働事業に取

り組んだ事業では、NPO との関係が良好で事業の相乗効果が上がる傾向にある。職員は共働事業を進める

に当たって自主性・積極性を持つ必要がある。 

●行政は共働事業の成果を積極的に活用すること 

行政は新規サービス創出・記録・実績活用・課題抽出に共働事業の成果を用いている。しかし，経験

やスキルが属人的であることが多かった。そのため、職員が異動すると、得られたノウハウや成果、ネ

ットワークを活かせない。行政は共働事業の成果を積極的に活用する方策を考える必要がある。 
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