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第２ 資料編 

資料１ 採択事業の企画書 

 No1  
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 No2  

事 業 提 案 企 画 書（本提案書） 
 

提
案
団
体
名 

ＮＰＯ等 特定非営利活動法人 九州コミュニティ研究所 

合同提案団体 株式会社ジェイコム九州 

市担当課 経済観光文化局 創業・大学連携課 

提案事業の名称 はたらくふくおか 

提案事業の目的 なかなか実感を持ちにくい「はたらく喜び」を、学生時代に知ることで、未来の自

分像を具体的に想像できるものにし、働くことに前向きな気持ちを生み出すことを

目的とします。また、福岡の地場で活躍されている中小企業にスポットを当てた情

報収集・発信に力を入れることで、大手企業がクローズアップされやすい就職の現

場に、福岡ならではの企業の存在を PR し、多様な選択肢がある就職環境の創出を目

指し、福岡の産業振興を図ります。 

課題の緊急性・重要性 

（市民ニーズを含む） 

１.解決する課題 

・就職後３年以内にその仕事を離れてしまう高校生が40%、大学生は32.3%いること（厚労省） 

・初めて勤務した会社をやめた理由（３つまでの複数回答）の上位３つは、「労働時間・休日・

休暇の条件がよくなかった」が 22.2%、「人間関係がよくなかった」が 19.6%、「仕事が自分に

合わない」が18.8%というネガティブなものだったこと（厚労省） 

・福岡に関わりを持った学生（人財）が、就職する際には他県に行ってしまうこと 

・福岡市の中小企業において、採用予定数に対し内定数が大幅に下回っており、採用活動が長

期化し苦慮している（福岡商工会議所） 

・会社の特徴や良い部分を十分に伝えられていない中小企業が多いこと 

 

２.市民ニーズ 

・就職してみるまで、その企業の雰囲気を知るチャンスが少ない 

・就職サイトなどには、企業の良いところは書いてあっても悪いところ（我慢しなければいけ

ないところ）は書いていない 

・福岡の学生たちが自社に就職してほしいと考える企業がある 

・大学や企業の情報は文字ベースのものが多いため、気軽に閲覧できるものが欲しい 

 

３.課題解決の方策 

・主に大学生向けに福岡の企業の「生の声」を伝える動画コンテンツを制作し、就職に対する

興味・関心を高める 

・webサイトの制作・SNSページの開設により、情報を集積し発信を行う 

・「大学ネットワークふくおか」と連携し、各登録大学が強みとして持っている就職分野の情

報や就職に関する取り組みなどを、横並びに紹介する 

・「福岡商工会議所」と連携し、福岡地場企業の特徴をPRした動画コンテンツをライブラリ化

し、学生にとって有益な企業情報を発信する 

・制作したコンテンツは、webサイト、SNS（facebook）、YouTubeなどでの発信を中心に、J:COM

コミュニティチャンネル(視聴無料)での放送、大学ネットワークふくおかや教育委員会を通じ

た告知等を行い、周知を図る 
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共働の必要性 

（役割分担を含む） 

１.共働の必要性と相乗効果 

・当方チームが持つ企画力・デザイン力・コンテンツ制作スキルと、福岡市が持つネットワー

クおよび情報群を合わせることで、福岡の学生に向けた浸透度の高い情報提供をより効果的に

実施することができる。また、それぞれが持つスキルやデータを共有し、適切な効果測定の方

法を検討することで、今後の事業展開に役立てる。 

 

２.提案団体が果たそうとする役割 

・事業企画、メディアデザイン、取材・編集、動画コンテンツ制作、学生のニーズ発掘 

・TVやweb、紙媒体など多様なメディアをクロスオーバーさせた展開、情報発信サポート 

 

３.福岡市が果たそうとする役割 

・情報収集補助、大学ネットワークふくおかや福岡商工会議所との連携、連絡・調整、PR 

・市政だよりやHPなど行政発信メディアの活用 

・過去実施事業に関する追跡調査の記事化 

事業の内容 

 

 

働く喜びを伝える動画、webコンテンツの制作・配信 
 

 現役で働いている人ならではの意見を、若者が抵抗を持ちにくい動画コンテンツで発信し、

仕事への興味の入り口をつくります。気軽に見ることができ、「働くってこんな感じなんだ！」

と実感が湧くような内容を目指します。撮影した動画は編集し、web サイトや SNS・YouTube

で発信したり、J:COMのコミュニティチャンネル(視聴無料)での放送を行います。 

 コンテンツの制作には、メインターゲットである大学生を編集部メンバー（以下、大学生編

集部）として巻き込み、当事者目線を含んだ内容を目指します。参加していただく大学生は、

共働のパートナーである創業・大学連携課および大学ネットワークふくおかに協力いただき、

募集します。また過去に課の事業に関わってくれた学生などにも声かけを行います。 

 

 A：会社の理念を伝えられる方へのインタビュー動画（想定：10社分） 

 実際に福岡で働く方をゲストに招き、その仕事（職業）についてインタビューを実施し、動

画撮影を行います。ここでのゲストは代表者や責任者、広報担当など、会社の歴史や理念など

を十分に伝えられる方を想定しています。 

 質問の内容は、業務内容や会社の強み・自慢したいところ、会社の空気感などを始め、どん

な人が働いているかなど、会社の魅力を伝えられる内容を想定していますが、先述した大学生

編集部にもアイデアを求め、決定します。 

 番組は1回（1社）につき10分程度、質問は3〜5問程度を想定しています。短い時間のた

め、基本的にはプロの司会者がインタビューを実施し、回答内容を掘り下げていきますが、で

きる限り制作現場には大学生編集部も参加していただき、ゲストの話を聞いてもらいます。 

 

 B：先輩から話を聞いているようなインタビュー記事・学生目線の動画（想定：10社分） 

  A でゲストとして招いた企業で、就職3年目（程度）の方にもインタビューを実施します。

食事をしながら先輩の話を聞いているようなラフな雰囲気のインタビューとし、代表者や責任

者と異なった視点、より学生目線に近いところで、会社と仕事の魅力を伝えていきます。ここ

でのメインインタビュアーは、大学生編集部を想定しています。大学生が先輩に話を聞いてい

る様子をスタッフが撮影し、それを再現した「会話のような、読みやすい記事」を目指します。

重要なポイントとして、「この仕事のツラいところ」などのリアルな声も合わせて聞くように

します。その上で「それを踏まえてでも今の会社にいる理由や、何にも代えがたい喜び」を聞

くことが、就職後にギャップを感じ離職してしまうことの抑制につながると考えているためで

す。このコンテンツは、文章や写真をベースとしたwebの記事として制作する予定です。 

 また、ここでは現場の雰囲気をよりリアルに伝えるため、「学生目線での動画」も撮影し、

記事内に掲載します。内容は、会社の日頃の様子を撮影したものや、インタビューを終えた学

生に感想を聞く動画などを検討しています。 
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 A と合わせて見てもらうことで、2 つの視点から企業を知ることがより深い「実感」につな

がると考えているため、1社の紹介につき必ずA、B両方の取材を実施します。 

 

 C：プラットフォームとなるwebサイト制作、SNS・YouTubeの活用 

 

 上記のコンテンツを PRするプラットフォームとなる、webサイト、SNS・YouTubeページを

構築し、タイムリーに情報発信を行います。 

 

＜追加コンテンツ＞ 

 webサイトのメインコンテンツは上記A、Bですが、合わせて創業・大学連携課が行っている

学生の就職支援プログラムのレポートも掲載します。これは課が行っている学生向けの事業

（※）に、より多くの学生を誘導することと、参加できなかった学生も事業を疑似体験できる

ようにし、事業の受益者を増やすことを目的としています。また、数年前に事業に参加してく

れた学生へアクセスをはかり、実施した事業にどのような効果があったのか、改めて成果を把

握し、レポート作成にあたってのPRポイントを聞いたり、事業のブラッシュアップにつなげま

す。 

 

（※）例：就活支援キャラバン事業 

大学生に地元の中小企業の情報をよく知ってもらい、就職のミスマッチを軽減し、地元中小企

業への就職意識を高めることを目的に、企業見学及びミニセミナーを実施している。 

 

 このサイトは自ら仕事に興味を持ち、情報を掘り下げていくきっかけになることを目指して

制作します。そのため情報がすべてこのサイトで完結するのではなく、既存サイトとの連携を

図ったり、各企業・大学のサイトにも積極的にリンクできるようにしておきます。 

 各コンテンツの閲覧数や、関連するリンクページ（紹介した企業）へのジャンプ数などもカ

ウントしアクセス解析を行います。 

 

D：大学生への調査実施による成果把握および事業のブラッシュアップ 

 「福岡の企業に就職してみたくなったか・興味関心が増えたか」、「制作したコンテンツのど

こが役に立ったか」など、当事業の成果を図るため、ターゲットである大学生にヒアリングや

アンケート等の調査を実施し、意見をいただきます。調査対象となる大学生は、主に大学ネッ

トワークふくおかの事業への参加者を想定しています。いただいた意見は参考にし、事業のブ

ラッシュアップにつなげます。 

 

 事業の主な対象者  
・就職を視野に入れている大学生、高校生  ・就職や転職を考えている若者 

・若手人材を欲している福岡の企業 

 
 

目指す事業成果と

成果指標（目標） 

１.目指す事業成果 

 若者が就職を決める「前」に、もっと気軽にさまざまな仕事に興味を持ったり、身近な福岡

の企業について知るきっかけをつくることで、「この仕事に挑戦してみたい！」と思える仕事に

出会える人を増やすことを目指します。また、人財を募集する企業にとっても、制作したコン

テンツを活用いただくことで、これまでと異なる視点で自社をPRすることができ、新しいマッ

チングの可能性が生まれることを目指します。 

 

２.成果指標 

成果指標 現状値 目標値 

福岡の企業に興味を持った人をカウント（本事業で制作

したwebのページビューやSNSのリーチ数等を把握） 
なし 2、000人／年 
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内容についてのヒアリング・アンケート（大学生向け） なし 20〜50人／年 

内容についてのヒアリング（取材企業向け） なし 10社／年 
 

事業の実施体制 １.総括責任者 

 特定非営利活動法人 九州コミュニティ研究所 理事長 耘野康臣 

 株式会社ジェイコム九州 代表取締役社長 徳田瑞穂 

 

２．個別事業責任者 

 ディレクター（企画・web）：特定非営利活動法人 九州コミュニティ研究所 池田祐介 

 ディレクター（映像コンテンツ）：株式会社ジェイコム九州 篠原有 

 

３．事業実施にあたっての専門性やノウハウ 

 特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所では、情報発信やメディア制作などに長けたメ

ンバーが集まり、そのコミュニティに最適なデザインを提案・実施している。クラウドファン

ディングで実施を実現したプロジェクト「NEW JOB GUIDE TOUR」では、将来に悩む若者に向け

て、あまりメディアに取り上げられない珍しい職業や、社会性の高い職業を紹介する 328ペー

ジの本を制作し、全国の大学や図書館へ無償提供した。その他、福岡市博物館のVI制作（ロゴ

デザイン）・季刊誌制作など高いデザインスキルが求められる業務や、福岡市との共働事業もこ

れまでに複数実施している。 

 

 株式会社ジェイコム九州は、福岡市を中心にケーブルテレビ事業を展開しており、事業のひ

とつとして地域に密着したコミュニティチャンネルの運営および放送を行っている。放送レベ

ルの動画撮影や編集についての高いスキルはもちろん、福岡市内を日常的に取材することで培

ったネットワークも広い。 

 

事業スケジュール  

 
第１四半期 

４～６月 

第２四半期 

７～９月 

第３四半期 

10～12月 

第４四半期 

１～３月 

企業PR 企業調査 取材撮影・制作 取材撮影・制作 取材撮影・制作 

Web制作 コンテンツ決定 制作開始 公開 運用 

大学生編集部 募集・打合せ 取材・制作 取材・制作 取材・制作 
 

実施する上で連携

が必要と思われる

団体と 

期待される役割 
 
 

名  称 期待される役割 

大学ネットワークふくおか 
福岡都市圏の大学生に対してのダイレクトな広

報と、各大学への連絡調整を円滑に行う 

福岡商工会議所 出演企業の選定、連絡調整（紹介） 

活発に活動する学生団体など 情報を横方向に拡げる 

福岡市就労支援課 福岡の就職に関するデータ提供 

 

２年目の事業展開 

 

・引き続き取材数を増やし、内容の厚みを増していく 

・事業の効果測定をもとにした、コンテンツのブラッシュアップ 

３年目の事業展開 

 

・引き続き取材数を増やし、内容の厚みを増していく 

・自立に向けた、企業スポンサーの発掘・依頼 

・各大学との連携強化 

事業の展望及び 

共働事業終了後の

活動展開 

自立した事業としての展開を目指しています。 

実感・親近感を持ちやすい企業情報を発信するサイト（あるいは単独のコンテンツ）

として、信頼されるデータベースとなることを目指します。 
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 No3  

事 業 提 案 企 画 書（本提案書） 
 

(記載が複数ページにまたがっても差し支えありませんので、できるだけわかりやすく具体的に記述してください。

ただし、この企画書はA4サイズで４ページ以内で記述願います。) 
 

提
案
団
体
名 

ＮＰＯ等 特定非営利活動法人 AIP 

合同提案団体  

市担当課 福岡市市民局コミュニティ推進部コミュニティ推進課 

提案事業の名称 『リアルとネットの融合』による地域課題の自分ゴト化、収集化、見える化 

提案事業の目的 『リアルとネットの融合』 

リアルな場だけでなく時間や場所を選ばないインターネットを活用し、ネット上でも身の回

りの課題について相談、話し合うことで人任せにするのでは無く、自身で考えて、行動する

“自分ゴト化”する人を増やし、普通に住んでいる人の地域に対する感度のアップ。裾野を

広げ、「解決したいと思っているのは自分だけじゃないんだ！」「みんなで解決出来るんだ！」

「挑戦してみよう！」という共感、共鳴、共創による課題解決が出来る地域(世界)を目指す。 

また、こうして自分ごと化した人に対してのリアルな相談の機会を作り、問題解決をサポー

トする。 

課題の緊急性・重要性 

（市民ニーズを含む） 

１. 解決する課題 

人口減少、高齢化など身近な課題は増える一方で、税収の減少によるこれまで国(行政)に頼

りっ放しということが出来ない状況になってきてしまっています。 

このような状況の中、自分の身の回りにある課題に対して「なんとかしたい」と思っている

人がいても、どこで課題を解決するための打合せを行っているのかといった情報がなく、ま

た、仕事や家庭などの理由によりセミナーなどといった同じ想いを持った者同士が共感する

場がない、あるいは、課題解決の為の打ち合わせの場などに参加できない、といった人が多

数います。 

 

また、自分の身近に存在する課題に対して「なんとかしたい」と思うことはあっても、自分

以外で同じ想いを持った人と出会う機会が日常生活ではなかなかないことから、「このように

思っているのは自分だけなのでは」とか「自分だけだとできることも限られる」などと感じ

て、行動まで起こせない方がいると考えます。また、そもそもどのような課題が地域にある

かを知る機会がないことから、地域課題を自分ゴト化出来ないような状況の方などもいると

考えています。 

 

この為、リアルな場のセミナーや打ち合わせには、既に上記のような課題を自分ゴト化した

人だけが集まることが多くなってしまい、いつも同じような顔の会合になる傾向があります。

あるいは課題に対して行動を起こそうとしても、集まる人数が少ないことから一人に掛かる

負担が大きくなるなどの課題が発生しやすくなっています。 

 

(1)リアルな場に参加できない 

(2)共感してもらえる人に出会えない 

(3)自分一人では出来ない 

(4)課題を知らない 
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(5)負担が大きい 

 

弊NPOでは、現在までの様々な活動（大名なう[*1]、LocalGoodFukuoka[*2]など）を通じて、

このような潜在ニーズを持っている人が多いことを実感しており、ITを使うことである程度

このようなニーズを顕在化することが可能になると考えています。 

 

今回は貴市と共働事業を行うことで、更にこういった潜在ニーズの顕在化を推進したいと考

えます。 

 

[*1]大名なう 

天神・大名 WiFi 化プロジェクトでつながった商店街の皆さんと、IT を使って大名地域をも

っと盛り上げたい、お客さんに来てほしい、ということで「天神・大名WiFi化プロジェクト」

名義で始まったプロジェクトです。 

その頃日本でブレイクしはじめたTwitterを使って、街の情報を発信すれば、IT利用に興味

が無い商店街の方も、気軽に使えるのではないか、ということで、大名のお店に「#daimyo 」

というハッシュタグを使ってTwitterで呟いてもらうプロジェクトを開始しました。 

多くの参加店が、直接的な売上げの向上のみならず、新規顧客の獲得、参加店の間のコミュ

ニティ組成による、新規イベント発生などの効果をえることが出来ました。 

 

[*2]LOCAL GOOD FUKUOKA 

税収が減り、社会コストが増える中、公益を担保していくためには、地域に住み暮らす市民

や企業が、地域のことに意識を持ち、それぞれができる範囲で時間・知恵・お金を「投資」

をすることができるかどうかにかかっています。「LOCAL GOOD FUKUOKA」では、地域に住み・

暮らす住民や企業、NPO 法人などの民間主体が中心となって、顔の見える関係を大切にしな

がら、 サービス、 モノ、 カネ、 ヒト、 情報の循環をつくっていくことを目指し、地域を

よくする活動「地域の GOOD=ステキないいコト」に多くの主体が参加するきっかけをつくっ

ていきます。 

 

２.市民ニーズ 

直に顔を突き合わせ、テーマや地域課題などを持ち寄り、自分ゴトとして皆でアイデアや解

決策を考えるリアル“場”『LOCAL GOOD STATION』を定期開催(毎月第一火曜日)していますが、

参加者からリアルなニーズ(声)を多数聞くことが出来ました。 

・ 今日はたまたま仕事も家庭の用事も無かったので参加出来たのですが、いつもは参加した

くても出来ないんです。 

・ 課題を解決したいと思っている人が自分だけじゃなく、他にもこんなに居たんだと知るこ

とが出来ました。 

・ 今日たまたま通りがかったら、今まで参加したことが無い場で、聞いたことが無いテーマ

だったけれど、興味が湧いて急遽参加しました。 

 

また、自分の身の回りの課題を投稿できるネット上のサービス「LCOAL GOOD FUKUOKA」を導

入することで、既に 100件以上の課題が登録されるなど、潜在していた課題(人)が、福岡市

内でも相当数あることがわかりました。 

 

３. 課題解決の方策 

先のような課題やニーズに対して、普通に住んでいる人の、地域に対する感度をアップする

とともに、裾野を広げ、深くするために、IT(インターネット)の活用は非常に有効な手段だ

と考えます。 

 

具体的には、インターネット上に掲示板、もしくはFBグループのような共感する場、課題解

決の為の打ち合わせの場の仕組みを用意することで、普段仕事や家庭などの理由によりリア
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ルなセミナーなどの共感する場、課題解決の為の打ち合わせの場など参加できない人でも、

いつでも何処からでも投稿することが出来るようになり、先の課題「(1)リアルな場に参加で

きない」を解決出来ます。 
例) インターネット上に掲示板、もしくはFBグループのような共感する場、課題解決の為の打ち合わせの場 

 
 

投稿が集まり、ネット上に表示され“見える化”されると、「なんとかしたいと思っている

のは自分だけじゃないんだ(共感)」「そんなことってみんなで解決できるんだ(共鳴)」「一緒

に解決したい(共創)」による課題解決が出来る地域(世界)へと繋がるとともに、“自分ゴト

化”した人が増え、先の課題「(2)共感してもらえる人に出会えない」「(3)自分一人では出

来ない」「(4)課題を知らない」を解決出来ると共に、課題解決に取り組みたい人が増えるこ

とから一人に掛かる負担も減少し、先の課題「(5)負担が大きい」も解決できると考えます。 

 

自分ごと化した人がネット上に増えると、母数が増えることからリアルな場へ参加できる機

会を持つ人も増え、ネット上での話しあいという机上の空論だけで終わらせるのではなく、

更にリアルな場を作るなどのサポートを行い、参加を促すことで、実際に行動へ移し、解決

へと結びつけることが出来ると考えます。 
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共働の必要性 

（役割分担を含む） 

１.共働の必要性と相乗効果 

弊NPOにはネットを活用した地域活動を行ってきた実績と課題の投稿等、様々な方を巻き込

む仕掛けが既にあります。 

 (1)ネットを活用した地域活動の実績 

 ・天神大名WiFi化協議会(2008年) 
  IT コミュニティの力で福岡をより住みやすく、より楽しくしたい「AIP」の理念と、日

本でWiFiデンシティ（密集地）都市をITコミュニティの力を借りて作りたいFON JAPAN 

の思いが重なり、日本で初めて、「街をまるごとWiFi化」するプロジェクトが、ITコミ

ュニティとNPO主導で実施しました。 

 

 ・大名なう(2009年) 

天神・大名 WiFi化プロジェクトでつながった商店街の皆さんと、ITを使って大名地域

をもっと盛り上げたい、お客さんに来てほしい、ということで「天神・大名 WiFi 化プ

ロジェクト」名義で始まったプロジェクトです。その頃日本でブレイクしはじめた

Twitterを使って、街の情報を発信すれば、IT利用に興味が無い商店街の方も、気軽に

使えるのではないか、ということで、大名のお店に「#daimyo 」というハッシュタグを

使ってTwitterで呟いてもらうプロジェクトを開始しました。多くの参加店が、直接的

な売上げの向上のみならず、新規顧客の獲得、参加店の間のコミュニティ組成による、

新規イベント発生などの効果をえることが出来ました。 

 

(2) 課題の投稿等、様々な方を巻き込む仕掛け 

・LOCAL GOOD FUKUOKA(2015年) 

税収が減り、社会コストが増える中、公益を担保していくためには、地域に住み暮らす市民

や企業が、地域のことに意識を持ち、それぞれができる範囲で時間・知恵・お金を「投資」

をすることができるかどうかにかかっています。「LOCAL GOOD FUKUOKA」では、地域に住み・

暮らす住民や企業、NPO 法人などの民間主体が中心となって、顔の見える関係を大切にしな

がら、 ネットを活用し、課題の見える化、解決に向けたディスカッションやプロジェクト化、

クラウドファンディングによる資金の収集という循環をつくっていくことを目指し、地域を

よくする活動「地域の GOOD=ステキないいコト」に多くの主体が参加するきっかけをつくっ
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ています。 

 

特に「(1)ネットを活用した地域活動の実績」では、主導はNPOやコミュニティでしたが、行

政のサポートがあったからこそ実現した事業であり、今回の福岡市との共働においても、リ

アルな課題を持つだけでなく、様々なノウハウや知識を持つコミュニティや団体の紹介や連

携の支援などを担ってもらえる重要性を理解しています。 

また、福岡市では、「地域のまち・絆づくり検討委員会」からの提言にあるように様々な主体

（企業、事業者、ＮＰＯ、学校、行政、各種団体等）がそれぞれの知恵やノウハウを持ち寄

り、補完、連携し合う状況を目指していることから、リアルな連携とAIPが得意とするネッ

トの活用によって、新たに「地域課題（活動）」に関心がある人を増やすことができると考え

ます。 

 

２.提案団体が果たそうとする役割 

・ ネット活用に関する企画、開発マネジメント 

・ コミュニティマネージャーの発掘、育成 

・ コミュニティマネージャーとのネット活用の教育、周知 

・ イベントの企画、福岡市との調整、ゲストの調整、運営、集客 

・ アイデアソンの企画、福岡市との調整、ゲストの調整、運営、集客 

・ 福岡市が進めている施策等との連携、調整 

・ 他部署との連携・調整 

 

３.福岡市が果たそうとする役割 

・ 現在進めている施策等との連携、調整 

・ 福岡市の既存制度に関する情報提供 

・ 事業を進めていくうえで必要となる他部署との連携・調整、関係機関の調整 

・ 信頼 

・ 場の提供、事業の告知など 

事業の内容 

 

１．ネット上での場づくり事業 

目標：課題解決のリアルな場に参加できない、共感してもらえる人に出会えない人も参

加できる場づくり 

成果：ネット上で参加、ディスカッションできる場 

ターゲット：課題解決のリアルな場に参加できない、共感してもらえる人に出会えない

人 

内容：現在使用しているネット上のサービスでは、課題を投稿することは出来ます

が、個々の課題などについてディスカッションは出来ない状況のため、現在のサー

ビスにディスカッションが出来る機能を追加開発、又は同役割を果たすネット上の

サービスを活用して準備します。 

 

準備しただけでは、使い方を知らない人、何を投稿したら良いかわからない人が多

いと思われますので、コミュニティマネージャーを設置し、周知や使い方、投稿さ

れた発言が放置されたままにならないように発言や参加を促したり、話の流れを整

理したり、参加者の認識の一致を確認したりする(ファシリテーター)ことで、ディ

スカッションが活発化するようにします。 

実施日程：2017/04〜2018/03 

ネット上への投稿数：約 1、000 

ネット上でのディスカッション(スレッド)数：約300 

 

２．課題の見える化&解決勉強会事業 

目標：(1)ネットへの投稿、ディスカッションを知ってもらう 

   (2)課題を見つけ、自分ゴト化するだけでなく、課題解決にむけた進め方、
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やり方を学ぶ 

成果：(1)リアルな場に参加出来なくても、ネット上で参加できる人が増える 

   (2)身の周りの課題を知り、事例から課題への解決方法、進め方を考える 

ターゲット：関心はあるけどまだ自分ゴト化出来てない人、自分ゴト化して課題に

対して取り組んでいる人 

内容：ネットへの投稿を知ってもらう為にネットだけでなく、地域を歩き回るフィ

ールドワークも取り入れ、自分ゴト化を既にしてる人、自分ゴト化まではなってい

ないが関心のある人が実際に顔を合わせるリアルな場を作り、参加者同士が一緒に

身の回り(地域)にある課題を知りコミュニケーションを取ることで繋がるイベン

トも開催し、見つけた課題でネット上へ投稿し、課題の見える化やディスカッショ

ンを促します。 

また、同時に実践者(著名人)を招き登壇してもらうことで、事例を学び自分が直面

している、またはこれから直面する課題の解決に活かしてもらいたいと思います。 

また、 

実施日程：2017/10 

参加予定数：約 50人 

実施場所：大学、公民館など 

 

３．課題解決アイデアソン事業 

目標：実際に行動へ移し、解決へと結びつける 

成果：課題解決に向けたプロジェクトやチームが出来る 

内容：ネット上に投稿された課題やディスカッションを振り返ったり、解析したり

して解決策を考えるワークショップ(アイデアソン)も行うことで、社会課題の解決

に興味がある企業、技術者なども巻き込み、解決の具体化と更なる自分ゴト化の裾

野の拡大を行います。 

実施日程：2018/02 

参加予定数：約 50人 

実施場所：大学、公民館など 

 
    

目指す事業成果と

成果指標（目標） 

１．目指す事業成果 

ITを活用し、ネット上への課題投稿数、ネット上でのディスカッション(スレッド)数を増や

すことで「リアルとネットの融合」をはかり、リアルなワークショップだけではなく、ネッ

トワークで繋がることも大事にすることで、直接参加出来る人だけではなく、地域に関心の

ある人をより多く巻き込んで自分の地域を良くしていく。 

また、実際に身の周りの課題を知り、事例から課題への解決方法、進め方を考えたり、

課題解決に向けたプロジェクトやチームを生み出す。 

 

２．成果指標 

成果指標 現状値 目標値 

１．ネット上への投稿数 約100 約1、000 

１．ネット上でのディスカッション(スレッド)数 0 約300 

２．課題の見える化&解決勉強会参加者数 0 約50人 

３．課題解決アイデアソン参加者数 0 約50人 

３．課題解決に向けたプロジェクトやチーム数 0 
約4プロジェク

ト(チーム) 
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事業の実施体制 １． 総括責任者  

事業担当理事：杉山 隆志 

２． 個別事業責任者 

事務局長：村上 純志 

３． 事業実施にあたっての専門性やノウハウ 

「地域×コミュニティ×IT」をキーワードに地域活性化として、「リアルとネットの融

合」をAIPは長年にわたり実施してきました。 

  2006 年 AIPコミュニティ運営開始 

      福岡、九州で初となるIT系のコミュニティを運営 

  2008年 天神・大名WiFi化計画 

      「街をまるごとWiFi化」するプロジェクトを実施 

       AIPCafe(フリースペース)開設 

      全国でも例がほぼ無い時代に、コミュニティが自由に使えるスペース 

      の運営を開始 

  2009年 大名なう 

      Twitterを活用した地域のリアル情報発信プロジェクトを実施 

  2010年 クラウド3DAYS(イベント) 

      クラウドの啓蒙、啓発活動としてイベントを実施 

  2015年 LOCAL GOOD FUKUOKA 

      ネットを活用し、課題の見える化、解決に向けたディスカッションや 

      プロジェクト化、クラウドファンディングによる資金の収集という循環を 

      つくっていくプロジェクトを実施 

今回の事業を実施するにあたり、必要となる地域の取りまとめ、コミュニティケーショ

ンや、イベント(セミナー)の企画、運営、集客などのノウハウや知識を持っていると自

負します。 

事業スケジュール  

 

 

 

第１四半期 

４～６月 

第２四半期 

７～９月 

第３四半期 

10～12月 

第４四半期 

１～３月 

ネット上での

場づくり事業 

・ネット上での

ディスカッシ

ョン検討、準

備、開始 

 

・コミュニティ

マネージャー

の調整 

・コミュニテ

ィマネージャ

ーの設置 

 

・周知や使い

方を教える 

 

・ディスカッ

ションの活性

化 

・周知や使い方

を教える 

 

・ディスカッシ

ョンの活性化 

・周知や使い方

を教える 

 

・ディスカッシ

ョンの活性化 

課題の見える

化&解決勉強会

事業 

 ・企画、準備、

調整 

・ゲスト検討、

調整、決定 

・広報、PR 

・実施  

課題解決アイ

デアソン事業 

  ・企画、準備、調

整 

・広報、PR 

・広報、PR 

・実施 
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実施する上で連携

が必要と思われる

団体と 

期待される役割 
 
 

名  称 期待される役割 

公民館 
リアルな場の提供 

地域住民の巻き込み(周知) 

福岡大学、西南学院大学など 先生や学生の巻き込み 

Studio-L セミナーのゲスト 

  
 
 

 

２年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 


・プロジェクトの実施とロールモデル化 

 1 年目に出来たチームが実績を作ることで、ロールモデルとして、新たに「地域課

題（活動）」に関心がある人を増やす。 


・プロジェクトの発信 


ネットやチラシなどを活用した情報の発信による、企業(起業)や関心はあるが一

歩踏み込めなかった人の巻き込み。 

３年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 

・課題の解析 

ネット上の投稿、ディスカッションから課題を把握して、必要性と緊急性を解析

し、これまでのようなリアルから生まれるプロジェクトだけでなく、ネットから

生まれるプロジェクトを作っていく。 


・企業(起業)も巻き込んだ課題解決 

 先の解析からユーザのニーズが判明する為、企業(起業)にとってビジネスチャン

スとなることから、「地域課題（活動）」に関心がある企業(起業)を増やす 


・取組み全体の発信 


 世の中の普及状況を見てから採用・受容するような人々の巻き込み 

事業の展望及び 

共働事業終了後の

活動展開 

 

具体的な目標（計画）を記載してください。 
AIP のこれまでの経験やノウハウをまとめ、AIP 的な担い手を自発的に誕生させる
ことで、働きかけなくても、個別に自走する(プロジェクトが生まれる)仕組みを目
指します。 
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 No4  

事 業 提 案 企 画 書（本提案書） 
 

(記載が複数ページにまたがっても差し支えありませんので、できるだけわかりやすく具体的に記述してください。

ただし、この企画書はA4サイズで４ページ以内で記述願います。) 
 

提
案
団
体
名 

ＮＰＯ等 特定非営利活動法人あすも特注旅行班 

合同提案団体  

市担当課 保健福祉局政策推進課、経済観光文化局観光産業課、 

提案事業の名称 車いす利用者のためのユニバーサルマップ作成等事業 

提案事業の目的 車いす利用者の視点に立った市内観光地等へのアクセスマップを作成・配布する

ことにより、車いす利用者の福岡市来訪の機会拡大と市内在住の車いす利用者の外

出支援を図り、バリアフリーの観点から「ユニバーサル都市・福岡」の理念を実現

する。また、バリアフリー啓発のために、作成したマップを活用したモニターツア

ーなどを企画・実施し、その成果を検証する。 

課題の緊急性・重要性 

（市民ニーズを含む） 

１. 解決する課題 

・福岡市は、車いす利用者のためのバリアフリーに対応した施設や店舗の情報の一部をホー

ムページで公表しているものの、施設と施設又は施設と店舗を結ぶアクセスマップや詳細な

バリアフリー情報を掲載したマップは作成していない。 

 

・車いす利用者からの市内観光地等への問い合わせは、関係局に寄せられているところであ

る。 

 

・車いす利用者の視点に立てば、施設や店舗自体がバリアフリー化しているという情報だけ

では不十分であり、これらの間を移動するためにどのような経路を利用するべきか、また、

移動の際にどのポイントでどのような点に気を付けるべきなのかという、いわば、点と点を

結ぶ線の情報が必要である。加えて、車いす利用者と言っても障がいの種類や程度はさまざ

まである。そのため、求められているバリアフリー情報は個人によって違いがあり、具体的

な情報を発信する必要がある。 

 

２.市民ニーズ 

・平成 26年度ユニバーサルツーリズム促進事業(観光庁)によると、「要介護状態になる前」

は国内旅行には１年に１回程度以上行っていた人が４割以上いたが、「要介護状態になってか

ら」は日帰りで 15％、 国内宿泊旅行では９％しか年に 1 回以上行っていない。との調査結

果がある。 

 

・同調査において、要介護状態の人の６割が国内旅行に行きたいという結果が出ていること、

要介護者が全国で561.1万人（平成24年度末時点）であることを踏まえると、全国で約252

万人程度が要介護を理由に旅行を断念しており、このうち車いす利用者が相当程度の割合を

占めるものと推定される。 

 

・観光庁観光産業課の「ユニバーサルツーリズムの促進に関する効果検証」の報告書（平成
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28 年 3 月）によると「受け手（観光地）」の取組の効果検証として、全国のバリアフリー旅

行相談窓口の運営主体および利用者（地域関係団体、消費者個人）を対象とした調査結果よ

り、バリアフリー旅行相談窓口の需要はここ数年で大きく増加しており、全国の相談件数の

合計は平成23 年度から平成26 年度で1.65 倍に増加している（平成23 年度：9、574 件、

平成26 年度：15、829 件）。全国的にユニバーサルツーリズムのニーズは高まってきている

と言える。 

上記のデータから、全国的に多くの車いす利用者が旅行に行きたいと望んでおり、福岡市内

の車いす利用者も観光や外出をする機会を相当程度望んでいることが推定され、しかし実現

できていない現状が示唆される。 

 

・車いす利用者の観光地等へのアクセスに係る具体的な相談件数は把握できていないが、「ユ

ニバーサル都市・福岡」の観点からは、社会的マイノリティに対する取組みも必要である。 

 

３. 課題解決の方策 

・現地調査を重ねることにより、車いす利用者が安心して市内を観光できるアクセス方法や

バリアフリー情報を具体的に提案し、その情報を掲載したマップを作成する。作成したマッ

プを観光案内所や市内のホテル、官公庁等にて配布、当 NPOホームページや SNSで発信する

ことにより、車いす利用者の利便性向上を図るとともに、外出の機会の拡大を目指す。 

 

・「ユニバーサル都市・福岡」の実現、ならびにノーマライゼーションやソーシャルインクル

ージョン（社会的包摂）の理念に寄与するためには、当事業のようにバリアフリー情報をよ

り具体的に受益者へ届け、車いす利用者をはじめ、障がい者の行動範囲や可能性の拡大を図

ることが不可欠である。 

 

・障がい者のみならず、一般市民（健常者）や市内事業者にもモニターツアーに参加しても

らい、また、官公庁や Web上で当マップを目にすることにより、ソフト面（心・人的サービ

ス）のバリアフリー推進、およびユニバーサルデザインの理念の普及拡大につながる。 

共働の必要性 

（役割分担を含む） 

・今回作成するマップは、福岡に住む車いす利用者やその家族と一緒に作り上げていく。そ

の方法として、掲載店舗や観光施設の選定に際し、車いす利用者やその家族へのアンケート

実施を予定している。保健福祉局がすでに関わっている障がい者団体は多数あるため、多く

の車いす利用者にアンケートを実施できる。当 NPOは、保健福祉局と比べ障がい者団体とそ

こまで多い関わりはなく、単独で事業を行うより、共働したほうがより有益な情報をマップ

に掲載できると考えている。 

 

・行政と連携することにより、マップに掲載する店舗や観光施設の撮影許可および掲載許可

を得られやすくなるものと思われる。 

 

・マップ完成後は、車いす利用者のみならず、健常者も参加可能なモニターツアーを実施す

る予定である。多くの方をモニターツアーに呼び込み、バリアフリーの啓発や福岡の魅力の

再発見を目指す。そのためには、広報をはじめ行政の後方支援が必要不可欠である。 

 

１.共働の必要性と相乗効果 

「保健福祉局政策推進課」 

・現在、「点」の情報として把握している施設ごとのバリアフリー整備状況を、アクセスマッ

プという形で「線」として結ぶことで、より実用的な、車いす利用者の視点に立った情報を

提供することができる。 

・具体的なアクセスマップを作成することは、観光客だけにとどまらず、市内在住の車いす

利用者が、もっと気軽に外出できる環境につながると考えられる。 

・設備などのハード面のバリアフリーだけでなく、あわせてソフト面（心・人的サービス）

のバリアフリーを一体的に進める必要があるが、モニターツアーを通して、ハード・ソフト
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両面を体感することができ、福岡市が掲げる「ユニバーサル都市・福岡」の実現に近づくこ

とができる。 

 

「経済観光文化局観光産業課」 

・車いす利用者の視点に立った市内観光地等へのアクセスマップの作成は、他都市に先駆け

た取り組みであり、福岡市の「強み」のひとつとなりうる。 

・福岡市が身体の不自由な方でも行ける都市として、国内外から評価につながる。 

「NPO法人あすも」 

・おもに車いす利用者や障がい者、高齢者に対し、外出旅行サービスを提供する介護付き旅

行会社である。スタッフは、医療福祉の経験と資格を持っている。 

・車いす利用者の視点に立った市内観光地等へのアクセスマップを作成し、情報発信するこ

とは、福岡市への観光旅行を希望する車いす利用者の需要の発掘につながるものであり、当

法人の利用機会の拡大が期待できる。 

・市と共働で事業を実施することで、アクセスマップ作成に当たっての関係機関の協力を得

やすくなり、また、作成したマップの配布機会の拡大が期待できる。 

・当法人は、介護付き旅行を主事業としているが、小規模の法人であるため、活動エリアが

福岡県内に限られている実情がある。市と共働事業を行うことは、法人の活動を知ってもら

える機会につながる。 

・着地型旅行の企画、実施にもつながり、新たな事業展開が期待できる。 

 

２.提案団体が果たそうとする役割 

・車いす利用者の視点に立った市内観光地等へのアクセスマップの作成・配布 

・モニターツアーの企画、実施 

 

３.福岡市が果たそうとする役割 

・福祉部門と観光部門の連携 

・障がい者団体へのアンケート協力 

・マップに掲載する施設や店舗との調整に当たっての後方支援 

・写真の撮影掲載、および図の使用に際し、関係部署からの許諾 

・作成したマップの配布や広報（Web掲載を含む） 

・作成したマップを使ったモニターツアーの共催（広報も含む） 

 

事業の内容 

 

【車いす利用者の視点に立った市内観光地等へのアクセスマップの作成・配布】 

・掲載箇所の選定は、福岡に住む車いす利用者やその家族にアンケートを行って決める。 

・アクセス方法やバリアフリー情報の把握は、現地調査を実施し、より実用的なものとする。 

・作成したマップの配布は、観光案内所やホテル、官公庁等を想定する。 

・多くの方に情報を届けるために、福岡市ホームページ、当 NPOホームページや SNSにマッ

プを掲載し、情報発信を行っていく。 

 

≪作成エリアと方法≫ 

・マップ作成エリアは、①博多駅近辺、②天神近辺、③郊外部の３つ程のエリアを想定。 

・福岡市バリアフリー基本計画（P57）にある観光施設を参考に、車いす利用者やその家族に

アンケートを行い、掲載箇所の選定及びマップ作成エリアを設定する。 

・掲載箇所までのアクセス方法や道中の身障者トイレ、路面状況、掲載箇所のバリアフリー

情報を掲載する。 

・車いすでも利用できる乗り物の情報も掲載する。（オープントップバス、那珂川水上バス、

能古島フェリー、志賀島渡船） 

 

【アンケート協力者との調査ツアー】 

・アンケートに協力していただいた、車いす利用者、およびその家族と一緒に現地へ行き選
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定ルートの確認を行う。計３回ほど実施予定。 

 

≪実施方法≫ 

・アンケート協力者と選定したルートを数箇所回る。 

・そこで出た意見を参考に、アクセスマップの修正を行う。 

 

【行政と協力したモニターツアーの開催】 

・作成したマップを使ったモニターツアーの企画と実施を２回ほど行う。 

・マップ完成後、バリアフリーの啓発も兼ねて、バリアフリーや福祉分野に興味のある健常

者も参加可能とする。健常者は、車いすに乗車し、自走や他の参加者の移動を介助したり、

介助されたりしながらツアーに参加する。 

・健常者が参加するモニターツアーでは、車いすの操作方法など簡単なレクチャーも行い、

ソフト面のバリアフリー普及に取り組む。 

・参加後はアンケートに協力してもらう。内容は、当事業の重要性、ツアーの満足度、バリ

アフリーマップの有益性、バリアフリーへの理解度などとする。 

 

≪実施方法≫ 

・行政のホームページや福岡市報、当 NPO のホームページ、SNS を利用しモニターツアー参

加者の募集を行う。 

・参加者にはツアー終了後にアンケートに協力してもらう。 

・参加者は、移動交通費や入場料は参加者負担とする。 

 

目指す事業成果と

成果指標（目標） 

１．目指す事業成果 

・車いす利用者の視点に立った市内観光地等へのアクセスマップの作成。 

・福岡市内のホテル、観光案内所、官公庁等へのマップの設置。 

・福岡市報、福岡市ホームページ、当NPOホームページ・SNSを通してマップの情報発信。 

⇒マップの設置や情報発信によって、多くの人がマップを手に取ることができる。 

・調査ツアーの開催（車いす利用者、その家族、計10名ほどに協力してもらう） 

・モニターツアーの開催（計10名の参加を見込む）。 

⇒バリアフリーの学習の契機となり、理解が深まる。 

 

２．成果指標 

成果指標 現状値 目標値 

モニターツアー終了後のアンケート満足度 － ８０％ 

※上表の満足度とは、当事業の重要性、ツアーの満足度、バリアフリーマップの有益性、バ

リアフリーに対する理解度などを含む。 

 

事業の実施体制 １．総括責任者  

特定非営利活動法人あすも特注旅行班 代表理事 大橋 日出男/看護師 

２．個別事業責任者 

≪介護付き添いサービス事業、介護付き添いスタッフ育成事業≫ 

特定非営利活動法人あすも特注旅行班 リハビリ企画長 大関 純平/理学療法士 

３．事業実施にあたっての専門性やノウハウ 

車いすや障がいをお持ちの方、ご高齢の方を旅行にお連れする介護付き旅行会社で、スタッ

フは、医療、福祉の資格を持っている。創業約 2年で延べ 130組ほどのお客様に旅行や外出

を提供した実績がある。昨年度、福岡県にある観光地のバリアフリーマップを作成検証した

実績あり。 
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事業スケジュール  

 

 

 

第１四半期 

４～６月 

第２四半期 

７～９月 

第３四半期 

10～12月 

第４四半期 

１～３月 

マップ作成 

アンケート・

撮影箇所の選

定 

現地調査 
マップ作成 

開始 
マップ完成 

調査ツアー   ３回実施  

モニター 

ツアー 
   ２回実施 

アンケートの

実施 
   ２回実施 

 

実施する上で連携

が必要と思われる

団体と 

期待される役割 
 
 

名  称 期待される役割 

NPO法人福岡市障害者関係団体協議会 
アンケートの協力、調査ツアーへの 

参加とアドバイス 

福岡県脊髄損傷者連合会福岡支部 
アンケートの協力、調査ツアーへの 

参加とアドバイス 

福岡市肢体障がい者福祉協会 
アンケートの協力、調査ツアーへの 

参加とアドバイス 

  

 

２年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 

 

３年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 

 

事業の展望及び 

共働事業終了後の

活動展開 

 

具体的な目標（計画）を記載してください。 

・多くの人がマップを見ることで、マップに記載されていない場所へのアクセス方
法の問い合わせがくることが予想される。そのような相談業務を当 NPOが担う。 
・作成したマップを全国の同業者（介護付き旅行会社）や行政機関に配布し、全国
の車いす利用者の福岡市への来訪の機会をつくる。 
・マップに記載された施設へ、車いす利用者の来訪が増えることで、周辺店舗など
も自ずと車いす利用者を受け入れるようになる。 
・当 NPOは、車いす利用者が安心して店舗を利用できるように、店舗スタッフに向
けて啓発・研修活動を行う。 
・たくさんの車いす利用者が福岡市に来訪することで、一般市民や店舗従業員など
がバリアフリーへ目を向けるようになり、福岡市が掲げる「みんながやさしい、み
んなにやさしい」社会に近づくことを期待する。 
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 No5  

事 業 提 案 企 画 書（本提案書） 
 

提
案
団
体
名 

ＮＰＯ等 特定非営利活動法人 わが家の 119 番 

合同提案団体  

市担当課 住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課 

提案事業の名称 今津校区の「空き家活用」と「貸家創出」による定住化促進事業 

提案事業の目的 

 
今津校区（市街化調整区域）の定住化を促進させるため、「空き家」を

公益的に活用して、地域情報の受信・発信拠点として整備し、移住希望者

の需要を取り込む。（事業Ⅰ）同時に、地域内の空き家の所有者に働きかけ

て、空き家を貸家に転換し、住宅を供給して定住者を呼び込む。（事業Ⅱ） 
これら二つの事業は、需要と供給の両面から定住化を促進し、今津校区

の「若年世帯の定住化促進」及び「地域コミュニティの再生」を目的とし

て、地域のまちづくりを支援するものである。 
 

課題の緊急性・重要性 

（市民ニーズを含む） 

 
１.解決する課題 

今津校区をはじめ、市街化調整区域においては、市街化区域より地域課題が深

刻化している。特に、人口・世帯数の減少に伴い空き家が増加しており、さらに、

子供の減少は、地域にとって対策が望まれる重要な課題となっている。 
【市街化調整区域の地域課題】 子供の減少、高齢化の進展、単身高齢者世帯の急増、
地域コミュニティの希薄化、地域産業の衰退、買い物不便、活気の喪失等 

 
２.市民ニーズ（今津校区） 

地域は、点在する空き家を有効活用して、定住者を迎えたいと思っている。し

かしながら、空き家の所有者は、①面倒だから、②知らない人に貸すのが心配、

③相談先がないなどの理由で、建物は放置され事態が悪化している。半面、移住

希望者にとっても、①貸家物件が少なく、②情報が局所的で、③相談先も分から

ず、移住環境が未整備な状況である。以上のように、定住化を促進するためには、

①情報流を整備し、②貸家を創出して、③相談体制を整えることが求められてい

る。 
 
３. 課題解決の方策 

地域内の空き家「旧今津郵便局」を、公益的な拠点施設として活用して、

情報の受信･発信拠点として機能させる。同時に、NPO・地域・自治体が

共働して、空き家の所有者に対して、貸家へ転換するための活動を行い、

移住者向けの居宅用住宅を創出する。また、NPO が主体となって、相談体

制を整備して、主に若者世帯の移住定住化を促進する。 
 



 

- 28 - 

 

共働の必要性 

（役割分担を含む） 

 
１.共働の必要性と相乗効果 

市街化調整区域の主体的なまちづくり及び活性化は、第 9 次福岡市基本計画

（H24 年）、福岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H27 年）に沿ったもので

あり、今津校区をはじめとする市街化調整区域における定住化促進は、福岡市及

びNPO・地域が共働して地域課題の解決に取り組むべき事業であると考える。 
 
２.提案団体（NPO）が果たそうとする役割 

専門性の発揮による、①空き家の物件調査・活用プラン提案、②所有者交渉、  
③定住情報の収集・発信、④定住化の仕組みづくり、⑤人材の発掘・育成など 
 
３.福岡市が果たそうとする役割 

自治体にしかできない、①空き家・空き地の所有者等調査、②地域・関係機関

との調整、③市政だよりや市HPを活用した広報PR、④市街化調整区域における

各種制度の活用及び諸手続きの主導など  
４.地域が果たそうとする役割 

地域のみが知っている、①所有者や地元関係者との意見調整、②個別事情や地

域情報の提供、③移住者との交流・受け入れ態勢の構築など  

事業の内容 

 

 

■事業Ⅰ 公益的な『拠点施設』づくり事業（移住希望者の需要を取り込む） 

「空き家（旧今津郵便局）」を活用、地域情報の拠点施設を整備 

【基本機能】  
・空き家･地域情報の集積・発信、移住よろず相談所、おもてなしや学習の場 

【情報発信活動】 
・WEB サイト（FB 等）を活用して、今津の魅力や地域情報をＰＲする。 

 ・今津及び周辺の魅力をまとめたリーフレット（印刷物）を制作、配布する。 
 

■事業Ⅱ 『定住移住者』の創出事業（住宅の供給を創出する） 

“放置された空き家を貸家へ転換”して、移住者用住宅の供給創出 
［需要(借り手)と 供給(貸し手)の”マッチング”事業］ 

［需要(借り手「多い」) ＞ 供給(貸し手「少ない」)の”ミスマッチ解消”事業］  
【ターゲット想定（借り手）】 

・通勤可能者な福岡市近郊居住者 
・30 歳代の子育てファミリー世代（4 人(以上)家族） 
・自然と親しむことを好み、ゆったりとした環境で子育てを望む 
※募集の発信は、拠点施設、市の広報物・イベント、地域やＮＰＯのＨＰ等を活用 

【具体案（貸し手へのアプローチ）】 

①貸すことを躊躇する“13 の空き家所有者“と交渉して貸家へ転換 
②移住希望者を募集・物件案内・条件調整して定住化を促進 

【移住促進活動】 
   ・今津及び周辺地域に特化した空き家バンク（自治協サイト及び NPO サイト）の

WEB サイトを開設、物件情報を公表し、随時更新する。 

   ・体験移住ができる建物を整備し、短期間の「お試し移住」を募集する。 
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事業スキーム（図解） 

   

目指す事業成果と 

成果指標（目標） 

 
１．目指す事業成果 

■事業Ⅰ 公益的な『拠点施設』づくり 

1. 計画： 活用条件、権利関係調査、賃貸借条件の決定 
2. 実施： 建物整備（残置物の処置、内外装の手入れ） 
3. 運営： ＮＰＯ及び地域や協力者で運営 
■事業Ⅱ 『定住移住者』の創出 
1. 調査： 物件ごとに立地の利便性、建物の状態を調査・評価 
2. 交渉： 優先順位をつけて交渉、建物整備計画の策定 
3. 実施： “空き家”物件を“貸家”物件へ転換 
■成果 
 若年世帯の定住化（子供の増加）、地域コミュニティの活性化（再生） 
 実務を通じて人材を育成し、地域（九大生も含む）が、継続して運営でき

る体制をつくる。  
２．成果指標 

成果指標 現状値 目標値 

 施設活用： 移住希望者からの相談数 0 10 
供給創出： 空き家物件の貸家転換 0 3 

 

事業の実施体制 
４． 総括責任者 

NPO： 永田 和富、 自治協： 大歯 修司（2 名の代表制） 
５． 個別事業責任者 

NPO： 野間 善正、 自治協： 笠 敬次朗（今津郵便局長） 
６． 事業実施にあたっての専門性やノウハウ 

NPO： 空き家問題に対する取組実績 （H25年より事業の主軸として活動） 
空き家問題の相談及び対策の実施体制（専門スタッフの配置） 
H27年度、福岡県地域貢献サポート事業 「空き家の予防対策」の事業化 
H28年度、福岡県地域貢献サポート事業 「空き家の活用対策」の事業化 
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事業スケジュール 
 

時 期 
内 容 

事業Ⅰ（拠点施設の整備） 事業Ⅱ（貸家の供給） 

平成 29 年 4 月 準備①： 協議体の意見調整 準備①：協議体の意見調整 

6 月 準備②： 物件（建物）調査 
計画①： 意見調整 

準備②： リスト化、優先順決定 
調査①： 物件調査・評価 

8 月 計画②： プラン策定 調査②： 物件調査・評価 

10 月 建物整備 交渉開始： 3 物件の選定 

12 月 （建物整備 予備） 
運営体制の決定 

交渉 

平成 30 年 1 月 施設運営の開始 （建物整備計画） 

2 月 施設運営 （進捗確認、検証・修正） 

3 月 施設運営 貸家化 
 

実施する上で連携 

が必要と思われる 

団体と期待される 

役割 
 
 

名  称 期待される役割 

今津校区自治協議会 
地域情報の提供、所有者や地元関係者との意

見調整、移住者との交流・受入れ態勢の構築 

福岡市西区役所 行政支援と地域活動の推進・調整 

九州大学 

拠点施設における、作業や施設運営の協力、 

イベント等地域活動の参加、地域力アピール 

（「移住候補者」及び「将来の人材候補」） 
※現在も地域で活動中 

 

２年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 

 
■事業Ⅰ 拠点施設の機能拡大 

多様な活用のメニューを開発、機能を追加する。 

地域の伝統や行事・歴史の発信基地、地域産品のアピール・販売等の産業の振

興支援、憩いの場「カフェ」、「世代間ホームシェア」の理解促進基地（単身高齢者

の生活支援と九大生の住宅確保）など 
 
■事業Ⅱ 貸家数の増加・定住移住者の創出強化 

【供給面の強化】 

“空き家物件の貸家化”により住戸の供給数を拡大する。 
残り 10 戸を貸家化して供給数を増加させる。 

【需要面の強化（仕組化）】 
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貸家情報の発信機能を強化して、多くの移住定住者を呼び込む。 
定住者の定着化、地域での生活面のフォロー 

□空き家発生防止 
単身高齢者の住まいの支援、空き家になる前の対策を強化 
□空き地の開発・有効活用 
市街化調整区域における開発許可制度との整合による住宅化促進 

  

３年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 

 
■事業Ⅰ 拠点施設の機能充実 

（2 年目事業の発展形）多様なメニュー開発・機能強化 
今津の地域イメージ⇒ 魅力の固定化⇒ ”地域ブランド化” 
地場産品の拡充、産業創出支援、世代間ホームシェア（九大生連携） 

 
■事業Ⅱ 北崎校区での展開（今津での活動を拡大） 

① 貸家転換事業 ⇒ 定住促進、②空き家発生防止対策など 
 

事業の展望及び 

共働事業終了後の

活動展開 

 

具体的な目標（計画）を記載してください。 

福岡市の「市街化調整区域の開発許可制度」の活用により、空き家の地域資源化を促

進して、豊かな自然環境の中で生活し、都市と身近に交流できるまちづくりを継続して展

開する。 
 
■“今津”の事業展開 

継続できる産業の育成：特産品等、地域の地場産業を創出する。 

（調整区域ならではの自然と産業の融合、その産出物を育成する） 
 
■“今津の事例“を他の調整区域で展開 

“今津”での事例を他地域に移植し展開する。 
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 No6  

事 業 提 案 企 画 書（本提案書） 
 

(記載が複数ページにまたがっても差し支えありませんので、できるだけわかりやすく具体的に記述してください。

ただし、この企画書はA4サイズで４ページ以内で記述願います。) 
 

提
案
団
体
名 

ＮＰＯ等 一般社団法人ふくおか FUN  

合同提案団体  

市担当課 環境局 保健環境研究所 保健環境管理課・環境科学課 

提案事業の名称 地行浜いきものプロジェクト ～人工海浜に 何
な ん

がおると？～ 

提案事業の目的 都会でありながら多彩な自然に恵まれた福岡で、ここで暮らす人々に博多湾の生物

多様性について広く伝えていくこと、さらに、福岡市民にとって便利な場所にあり

ながら魚類等の生きものに触れ合う場となっていない地行浜において、本事業を通

じて市民と一体となり魚類を始めとした生きものを根付かせていくこと及びその

経過観察を目的とする。 

課題の緊急性・重要性 

（市民ニーズを含む） 

１.解決する課題 

市民が体験・体感的に環境問題に取り組むことができていない。人工海浜である地

行浜は、きわめて便利な場所にありながら魚類等の生きものと市民が触れ合う機会

が少ない。 

２.市民ニーズ 

福岡にも多彩な自然があることを実際に体感したい。市街地から程近く、アクセス

の良い地行浜でも魚などの生きものが見たい。 

３. 課題解決の方策 

「地行浜＝人工海浜に魚等の生きものを根付かせる」という夢のあるプロジェクト

を市民×行政×NPO 等がそれぞれの特徴を活かしながら一緒に考え、実行してい

く。 

具体的には、当団体のプロダイバー等が定点観測を行い、視覚的に確認できる事実

をもとに関係者・連携団体が具体的な取り組みを検討、その後体験型イベントにて

取り組みを実施し市民を巻き込みながら結果に結び付けていく。 

当団体のもつ、水中でのスキルや、市民への環境啓発活動および体験型イベントの

企画・運営のノウハウを最大限活用することにより、一人でも多くの市民に伝えら

れる（市民が体感できる）形で実施することが可能。 

共働の必要性 

（役割分担を含む） 

１.共働の必要性と相乗効果 

福岡市保健環境学習室「まもるーむ福岡」を利用することで、地行浜から近い場所に活動の

プラットフォームおよび体験型イベントの実施場所を確保することができる。また、保健環

境研究所の科学的知見を活用することができる。 

行政にとっては、当団体と共働することで専門性の高い潜水調査・記録等のスキル、環境体

験型イベントの企画・運営ノウハウを活用することができる。 

こうしたメリットを活かしていくことで、「一人でも多くの」市民に対し「安心」で、「満足

度が高く」、「意義のある」時間を提供することが可能となる。 

２.提案団体が果たそうとする役割 

地行浜の定点観測・プロジェクトの進行管理・イベントの企画・運営 
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３.福岡市が果たそうとする役割 

活動場所の提供・広報PR・科学的知見の提供 

事業の内容 

 

１、定点観測事業 

  目標：地行浜の水中環境変化・生物データの蓄積（年間延べ約20回） 

  成果：地行浜の水中環境や生物の生育状況が市民・行政にとって分かりやすく確認でき

る形にする 

  内容：スキューバダイビング等により写真・動画を撮影し、調査を実施 

  実施日程：平成29年4月～平成30年3月 

  参加予定数：調査1回につき2名 

  実施場所：地行浜 

  予算額：1、055千円 

   

２、取り組み検討会議事業 
  目標：あらゆる視点から活発な意見が出るよう、様々な立場・分野の人を集める 

  成果：生きものが生育しやすい環境になるための、具体的かつ現実的（実施可能）な取

り組み案 

  内容：１の定点観測で得たデータをもとに「どうすれば魚や生きものが根付いていく

か？」ということを話し合い、手法を検討する 

     水質等の調査については保健環境研究所が主体で実施する 

  実施日程：平成29年4月～平成30年3月 

  参加予定数：1回につき約15名 

  実施場所：福岡市保健環境学習室「まもるーむ福岡」 

  予算額：594千円 

   

３、体験型イベント事業（生きものを定着させるための取り組みの実践） 

  目標：市民へ広くPR・イベント参加募集を行い、目標参加者数を達成する 

また、当日は楽しくかつ安全にイベントを実施し、参加者からの高い満足を得る 

  成果：海の環境について新たな考えが生まれる市民が一人でも多く増える 

     地行浜で海辺の生物の観測数が増える 

  内容：２の取り組み検討会議の結果をもとに、魚などの生きものが生息・生育するため

の環境づくりを行う 

（例）アマモの植え付け、稚魚の放流、区画内の清掃活動、魚礁の設置、浜辺の観察

会、地行浜のタッチプールづくり、塩沼地植物の観察会などの様々な取り組み案の

中から、定点観測事業、取り組み検討会議事業により効果的と考えられる方法を用

いる。 

  実施日程：平成29年7月～平成29年12月（合計3回） 

  参加予定数：1回につき30名程度（運営スタッフ含む） 

  実施場所：地行浜 

  予算額：899千円 

目指す事業成果と

成果指標（目標） 

１．目指す事業成果 

事業実施後には地行浜における魚などの生きものの生息を水中映像等を用いて広く、視覚

的に、誰の目にも確認できるようにする。 

福岡に住む市民の海辺の環境への意識が高まる。 

２．成果指標 

成果指標 現状値 目標値 

イベントの実施数・参加者数 - 毎回20名以上 

地行浜における水中映像の変化 魚類が確認できない 

魚類等の生きものを

目視することができ

る 
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事業の実施体制 総括責任者  

（一社）ふくおかFUN 代表理事 大神弘太朗 

 

個別事業責任者 

定点観測事業：（一社）ふくおかFUN 代表理事 大神弘太朗 

取り組み検討会議事業：保健環境研究所 保健環境管理課 馬場 伸一 

体験型イベント：（一社）ふくおかFUN 代表理事 大神弘太朗 

３．事業実施にあたっての専門性やノウハウ 

大神弘太朗（潜水士免許、スキューバダイビングインストラクター資格、環境に関する体験

型イベントの企画・運営の実績（約2年）、授業・講演における登壇実績（過去60回以上）） 

事業スケジュール  

 

 

 

第１四半期 

４～６月 

第２四半期 

７～９月 

第３四半期 

10～12月 

第４四半期 

１～３月 

定点観測 月2回実施 月2回実施 月2回実施 月2回実施 

取り組み検

討会議 
月1回実施 月1回実施 月1回実施 月1回実施 

体験型イベ

ント 
準備・調整 

広報・募集・実

施 

広報・募集・実

施 
結果検証 

 

実施する上で連携

が必要と思われる

団体と 

期待される役割 
 
 

名  称 期待される役割 

特定非営利活動法人グリーンシティ福岡 会議のファシリテーション 

NPO法人ふくおか湿地保全研究会 海辺における情報提供、講座等 

  

  
 
 

 

２年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 

１年目の状況・結果を踏まえて、反省・改善点等を洗い出し、最終目的への到達に

向けて観測・実行・協議・解決といった PDCA サイクルにより順応的な事業展開を行

っていく。 

３年目の事業展開 

※計画がない場合

は記載不要 

１年目、２年目の状況・結果を踏まえて、反省・改善点等を洗い出し、最終目的へ

の到達に向けて観測・実行・協議・解決といった PDCAサイクルより順応的な事業展

開を行っていく。 

事業の展望及び 

共働事業終了後の

活動展開 

 

具体的な目標（計画）を記載してください。 

地行浜に生息するいきものをまとめた『いきもの図鑑（仮）』を製作する 
市民の環境に対する意識改革により、それぞれ自発的に地行浜に生息する生きもの
たちを守っていこうとする動きが生まれること。 
地行浜で夏場にスノーケリング（水中の生物観察）等を行う人達が増え、今以上に
活気と魅力のある場所となること。 

共働事業の成果をもとに情報発信を行い、それぞれが同じような問題を抱える地域

での解決策を提供できる（他団体も実施できるようになる）こと。 
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資料２ 共働事業提案制度の概要 

１ 目的 

 

２ 提案審査・事業評価の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この制度は、ＮＰＯから新しい発想を活かし

た提案を募集し、ＮＰＯと市の共働による相

乗効果を発揮することで、市民に対してきめ

の細かいサービスを提供するとともに、地域

課題の効果的・効率的な解決や都市活力の向

上を目的とします。 

 

ＮＰＯと市の双方が互いに理解・尊重し、対

等な関係のもとに事業目的・目標を共有し、 

 

それぞれの役割や責任、経費負担等を明確にした上で事業を実施します。ＮＰＯの

先駆性や実行力と、市の調整力や情報発信力を合わせることで、単独で実施するよ

りも効果的・効率的に事業に取り組むことができます。 

相互理解・対等 

課題解決 

共 働 

ＮＰＯ 福岡市 

 



 

- 36 - 

 

３ 提案募集の内容 

(1) 応募資格 

市内に事務所を置き、かつ市内で１年以上の活動実績を有し、１０人以上の正会員を

有するＮＰＯ等とします（法人格の有無は問わない、以下ＮＰＯ）。また、上記団体と

企業、地域、大学等との合同提案も可能とします。 

 

(2) 募集する事業 

ＮＰＯと福岡市が同じ課題についてそれぞれ別々に取り組むよりも、一緒に取り組む

ことで市民サービスが向上し、課題解決につながる次の２つの提案事業を募集します。 

 

 ① テーマやジャンルを問わない自由な提案 

提案募集は簡略な概要書の提出、正式な提案書の提出という２段階とします。 

   概要書提出、市担当課との面談・協議を経て、正式な提案書を提出していただきます。 

 

 ② 市が提示したテーマに基づく提案 

市担当課と適宜面談・協議の上、正式な提案書を提出していただきます。 

 

(3) 経費負担 

市が負担する経費は、総事業費の５分の４以内、１事業当たり４００万円を上限とし

ます。 

 

(4) 事業の実施 

提案審査の翌年度にＮＰＯと市が実行委員会を組織し、お互いの役割分担や経費負担

を明記した共働協定書を締結した上で、共働事業として実施します。 

事業終了後に市民に公開で報告会を実施し、事業の成果や評価結果も公表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・企業・他のＮＰＯ 

審査 事業評価 実施 
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項 目 審査に当たってのポイント 

ＮＰＯ等の 

実施能力 

〔事業実施能力〕 

・行政との共働事業経験の有無。 

・年間を通じ、継続的かつ安定的に事業を行っていること。 

〔運営状況〕 

・収支状況が健全であるか。（例：収支が赤字でない、収入の内訳の状況（事業収入、会費収入、寄付収入）等） 

・毎事業年度、規約・定款等に則り予算・決算を行っているか。 

・活動が広く市民（社会）に支持されているか。（例：年間寄付額等）       

〔情報公開〕 

・ＮＰＯ等が自ら、事業報告書、決算状況、活動状況等の情報の公開を積極的に行っているか。また、公開し

ている情報の内容。 

〔組織体制〕 

・専従職員がいるか。 

・多くの会員により活動の支持を受けているか。 

共
働
の
必
要
性 

共働の 

有効性 

［共働の手法］ 

・課題解決のために共働という手法が必要とされているか。また、その手法は、先進性、先駆性等工夫やアイ

デアがあり、新しい視点があるか。既存の類似事業と何が違うのか。 

・地域との連携など課題解決に向け、必要な連携が図られているか。 

・単なるイベントや調査研究事業になっていないか。 

役割分担 

［役割分担の妥当性］ 

・提案団体と本市との役割分担が明確かつ妥当なものであるか。また、行政のノウハウの活用など、多様な役

割が引き出されているか。 

事業効果 

［相乗効果］ 

・提案団体と市が共働することにより、事業効果（お互いを補完したりお互いの特性を発揮することにより、

効果的な実施が可能となること、費用対効果など）が期待できるか。 

［市民への効果］ 

・受益者への満足度が高まり、多くの市民の関わりが期待できるか。 

事
業
の
実
現
性 

課題の 

把握 

［ニーズ性］ 

・的確に課題(ニーズ)を把握し、課題解決のための事業目的が明確に設定されているか。 

・課題は客観的な数値データや事例に基づいており、福岡市の特性を踏まえたものか。 

・提案事業は、不特定多数の市民の利益の増進に寄与するなど公益性の高い事業であるか。（対象者は何人か。

事業回数は何回か。）   

目標の 

設定 

［目標の妥当性］ 

・設定した成果目標は妥当か、課題や目的、目標との整合性があるか。 

・達成しうる目標値となっているか。 

企画力 

［団体の企画力］ 

・課題を効果的･効率的に解決する事業企画となっているか(予算見積もりを含む) 

・事業の実施方法、実施体制、実施スケジュール、予算積算等は適当か。 

実現性 

［計画の実現性］ 

・計画どおりに実施が可能であるか。 

・事業に積極的に取り組む意欲や熱意があるか。 

・地域住民等の理解を得られているか。法的な問題等により実現が困難となっていないか。 

・団体の能力・規模と事業が合っているか。（団体の費用負担額が、前年度の収入額と比べて適切か。） 

・団体の目的や活動内容にそくした提案内容か。団体が、提案事業を行っていくための、専門性や知識、体制、

経験などの能力を有しているか。 

モデル性 

［広域性、他地域への波及効果］ 

・市全体に及ぶような広域性を持った事業か。または地域的な活動であっても全市的に拡がる可能性を持った

事業か。 

・一過性でなく、継続性が見込まれる事業であるか。 

・事業実施によって、広く地域や社会、市民、ＮＰＯ等にその波及効果が期待される事業であるか。 

・共働事業終了後の事業の発展性や、継続性が期待される事業であるか。  

資料３ 審査項目 
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資料４ 共働事業提案制度推進委員名簿 

（敬称略、五十音順） 

氏  名 所  属  等 分  野 

坂本 ゆかり ＲＫＢ毎日放送㈱ラジオ局営業部長 報道関係者 

下川 祥二 福岡市市民局コミュニティ推進部長 行   政 

鈴木 順也 福岡市総務企画局企画調整部長 行   政 

副委員長 辻 桂子 Ｒｅｅｄ Ｌａｂｏ 代表 NPO関係者 

平山 清子 福岡市博多区那珂南校区自治協議会 会長 地域関係者 

益留 貴士 日本政策金融公庫九州広域営業推進室長 企業関係者 

委員長 森田 昌嗣 九州大学大学院芸術工学研究院 教授 学識経験者 

※「福岡市共働事業提案制度実施要綱」第11条の規定により設置  

 

 

資料５ 共働促進アドバイザー名簿 

（敬称略、五十音順） 

氏  名 所  属  等 

今村 晃章 ＮＰＯ法人ミディエイド 代表理事 

志賀 壮史 ＮＰＯ法人グリーンシティ福岡 理事 

十時 裕 （有）プランドゥ 取締役 

永田 賢介 ＮＰＯ法人アカツキ 代表理事 

※「福岡市共働事業提案制度実施要綱」第10条の規定により設置  

 

 




