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地域デザインの学校 とは… 

「自分の興味」や「やりたいこと」をかたちにして、いろいろな活動につなげ

ていくプロジェクトです。様々な年代や立場の人が集い、お互いに学びあい、

つながる場を通じて、何かをはじめるきっかけや活動が生まれてゆく。そうや

って「地域の支え合いのかたち」をつくってゆくことを目指しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＮＰＯと市との「共働」の必要性 

 市民局の調査によれば、地域活動を大切だと考える市民は 9

割を越えるが、実際に地域活動に関わっている市民は３割に留

まる。その 3 割は自治協議会を中心とする既存の地縁組織によ

る活動だが、近年は担い手の不足と参加者の固定化が問題とな

っている。そこで、従来の活動者とは異なる層が、地域活動に

関わるきっかけづくりが求められている。 

 福岡市は自治協議会等地縁組織の基盤強化事業に取組んで

いるが、自治協議会に関わりのない層へのアプローチが弱い。

一方、NPO 法人ドネルモは「やりたいこと」や「興味があるこ

と」をきっかけに人々を活動へと誘うノウハウを有するが、地

縁組織との連携を NPO 単独で行うことは難しい。そこで、地域

活動に関わりの薄い層から担い手を掘り起こすとともに、地域

活動者とのつながりを育むことで、「地域の支え合いのかたち」

を生み出していくために、福岡市（自治協とのつながり）とＮ

ＰＯ（新しい層への掘り起し）との共働が必要となる。 

●ＮＰＯの提案理由 

 NPO 法人ドネルモは、超高齢社会に向けた地域コミュニティ

づくりに携わる中で、住民がお互いに支え合う関係づくりの必

要性を痛感すると同時に、自治協議会を中心とする地縁組織で

は対応が困難な多様なニーズにアプローチするノウハウを培

ってきた。この問題意識から、これまでに地域活動に関わりの

薄い層を掘り起こし、地域内外の活動者とのつながりを生み出

す本事業を提案した。 

●市担当課が取組む理由 

 ＮＰＯとの共働事業を実施することで、ＮＰＯの柔軟性とノ

ウハウを活かし、地域への関心を持っている新たな層への働き

かけと、事業を通じて得られたノウハウや経験等を今後の市の

施策に活かすことができると考えたため。 

（１）共働のきっかけ・必要性 

 

 

 

 

 

『平成 24 年度市政アンケート調査報告書』より 

（福岡市市民局コミュニティ推進事業部コミュニティ推進課）  
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● 本事業が目標とする３つのポイント 

 

① 地域活動に関わりの薄い層からの参加 

② 「活動する人」をつくる 

③ 活動を通じた波及効果 

 

 本事業の実施を通じて、３年間で６地域を対象に、１地域あたり 20 名、３

年間で 100名の担い手が、これまでに地域活動への関わりが薄かった層から生

み出されることを目標とした。 

 またこの担い手による活動に参加協力する新たな担い手の人数や、彼らの活

動サービスを受ける受益者の人数を、「地域への波及効果」の具体的な指標と

位置づけた。 

 本事業を通じて生まれるのは、主体的に地域活動に関わるマインドと具体的

に活動を進めるノウハウを持ち、他の活動者（既存の地域活動、NPO、企業等）

と地域内外で相互につながるネットワークを有する担い手である。 

 このように本事業では、上記の３つのポイントを目標とし、それぞれのポイ

ントでの成果が生まれるよう、アプローチをした。 

 

 

 

 

● 本事業の目的：「地域の支え合いのかたち」を豊かにする 

 これまでの地域活動に関わってこなかった人々（全体の 7割）と、既に活

動をしている人々が、共に学びあう場を通じて、「やりたいこと」や「興味

があること」をきっかけに、地域での活動を生み出し、お互いにつながりな

がら、これからの「地域の支え合いのかたち」をつくっていくモデルケース

を、NPOと行政との共働を通じて開発する。こうした取り組みを通じて、地

域に関わるきっかけや関わり方の選択肢を増やし、「地域の支えあいのかた

ち」を豊かにすることが、本事業の目的である。 

具体的には、初年度に１地域（１校区を中心とし、その近隣校区まで含

む）でのモデルケースづくりを通じて、１地域を対象としたプログラムを開

発した。2年目以降、開発したプログラムを他の地域でも実施し、フィード

バックを得ながらプログラムの修正・洗練を重ねることで、これまでに地域

活動に関わりの薄かった層から担い手を掘り起こすノウハウを、福岡市と

NPO の共働を通じて培ってきた。 

 

 

（２）事業の目的 

 

 

 

 

 

（３）事業の目標 
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● 第１期：地域デザインの学校in千早 対象地域：東区千早校区およびその周辺校区 

Step1：事前調査/掘起し：2014.6～9   

□地域のキーパーソンへのヒアリング：３０名 

Step2：講座実施：2014.9～2015.1 

□受講者数：２５名（定員20名/応募者29名）  □卒業者数：１８名（卒業式での企画発表に参加した受講生） 

□講座実施：①入学式：2014.9.26(日) @千早小学校 音楽室        ②第1回 ：2014.10.26(日) @千早小学校 図書室 

      ③第2回：2014.11.3(月・祝) 10:00~15:00@千早小学校 図書室  ④第3回：2014.11.30(日)10:00~15:00＠千早公民館 

      ⑤第4回：2014.12.20 (土)10:00~15:00＠千早小学校 図書館  ※補講：2015.1.4/6/7/9@千早のカフェ、千早公民館等 

 ⑥卒業式：2015.1.11(日)10:00~15:00 ＠千早小学校 

Step3：アフターフォロー：2015.1～   

□活動者数：１８名    □活動グループ：４グループ 

 

● 第２期：地域デザインの学校in西長住 対象地域：南区西長住校区およびその周辺校区 

Step1：事前調査/掘起し：2015.6～8   

□地域のキーパーソンへのヒアリング：２３名 

Step2：講座実施：2015.8～11 

□受講者数：２１名（定員20名/応募者21名）   □卒業者数：１６名（卒業式での企画発表に参加した受講生） 

□講座実施：①第1回：2015.8.30(日) @西長住小学校 図書室 ②第2回 ：2015.9.12(土) @西長住小学校 図書室 

③第3回：2015.9.27(日) @西長住公民館     ④第4回：2015.10.11(日)＠西長住公民館 

 ⑤第5回：2015.10.24 (土)＠鹿助荘（特別養護老人ホーム） ※補講：2015.10.27/30,11.03@吉浦ビル等  

⑥第6回：2015.11.7(土)＠西長住小学校 図書室 

Step3：アフターフォロー：2015.11～12 

□活動者数：１６名     □活動グループ：４チーム 

 

● 第３期：地域デザインの学校in簀子 対象地域：中央区旧簀子校区およびその周辺校区 

Step1：事前調査/掘起し：2015.9～11  

□地域のキーパーソンへのヒアリング： ２３名 

Step2：講座実施：2015.12～2016.2 

□受講者数：２２名（定員20名/応募者22名）  □卒業者数：２０名（卒業式での企画発表に参加した受講生） 

□講座実施：①第1回 ：2015.12.5(土) @旧簀子小学校 図書室    ②第2回：2015.12.20(日) @簀子公民館 講堂 

③第3回：2016.1.9 (土) @簀子公民館 講堂     ④第4回：2016.1.24 (日) @簀子公民館 講堂 

⑤第5回：2016.2.7 (日) @簀子公民館 講堂      ※補講：2016.2.10/11/13/14/16 @簀子公民館、等 

⑥卒業式：2016.2.20 (土) @簀子公民館 講堂 

Step3：アフターフォロー：2016.2～ 

□活動者数：２０名  □活動グループ：５チーム 

（４）事業の内容【平成 26～27年度】 
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● 第４期：地域デザインの学校in西都 対象地域：西区西都校区（H29年度新設）およびその周辺校区 

 

Step1：事前調査/掘起し：2016.6～9 

□地域のキーパーソンへのヒアリング：２１名 

□ヒアリング協力者の主な所属 

 ・西都校区自治協議会設立準備委員会 ・さいとぴあ 

 ・徳永自治会 ・女原自治会 ・西都自治会 ・西都公民館主事  

・玄洋小学校 ・玄洋公民館 ・周船寺公民館 

 ・西区役所地域支援課 ・民生委員 ・福岡市西区社会福祉協議会 

 ・地域総合福祉センター「いと楽し」 ・ゆうきの木（カフェ）  

・アイトップ（九大生サークル） ・歌の祭典委員会実行委員会  ・地域のピアノ教室 …など 

□受講生募集の広報活動 

 ・チラシ全戸配布：西区玄洋校区、周船寺校区  ・新聞からの取材：糸島新聞  ・フェイスブック等SNSでの拡散・周知 

 ・ドネルモのHPを通じての情報発信  ・ヒアリング時の呼びかけ  ・夏祭り会場でのPR・チラシ配り 

 

Step2：講座実施：2016.8～11 

□受講者数：１９名（定員20名/応募者20名）   □卒業者数：１８名（卒業式での企画発表に参加した受講生） 

□受講者の居住地：西都校区を中心に近隣校区から参加  

□受講者の年齢層：30～40代が中心：17歳から88歳。 

□講座実施日・タイトル 

 ①第1回：2016.8.28(日) ＠いと楽し 地域交流ホール：入学式＆オリエンテーション／コミュニケーション講座 

 ②第2回：2016.9.10(土) ＠いと楽し 地域交流：ファシリテーション講座／地域課題について考えるケースワーク 

 ③第3回：2016.9.24(土) ＠いと楽し 地域交流ホール：ご近所インタビュー実践編／やりたいことを言葉にする 

 ④第4回：2016.10.8(土)＠いと楽し 地域交流ホール：仲間さがし＆チームづくり／アイデアを具体化する 

 ⑤第5回：2016.10.23(日)＠いと楽し 地域交流ホール：企画を更に練り上げる  

 ※補講：2016.10.26/30,11.2@いと楽し地域交流ホール等 

 ⑥第6回：2016.11.5(土)＠いと楽し 地域交流ホール：卒業式（企画案の発表）／これからのこと 

 

Step3：アフターフォロー：2016.11～ 

□活動者数：１８名  □活動グループ：５チーム 

 

 

 

ヒアリング調査の様子（第４期 西都） 

講座の様子（第４期 西都） 

（４）事業の内容【平成 28年度】 
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● 第5期：地域デザインの学校in照葉 対象地域：東区照葉校区およびその周辺校区 

 

Step1：事前調査/掘起し：2016.9～12 

□地域のキーパーソンへのヒアリング：３３名 

□ヒアリング協力者の主な所属・事業者名 

 ・照葉自治協議会 ・照葉公民館 ・照葉まちづくり協議会 ・照葉小学校PTA ・照葉夏祭り実行委員会 ・照葉子ども会 

・福岡市空港港湾局 ・積水ハウス ・クレアプランニング ・セイコウメディカルブレーン  

 ・福岡東医療福祉ネットワーク ・ドナルドマクドナルドハウスふくおか ・福岡市立こども病院  

・Field Up ・ジェイコム ・UDCIC（まちの学校） ・愛・楽・優倶楽部 ・BOOK Caféコトノハ 

□受講生募集の広報活動 

 ・チラシ全戸配布：照葉校区 ・フェイスブック等SNSでの周知 ・HPを通じての情報発信 ・ヒアリング時の呼びかけ 

 

Step2：講座実施：2016.12～2017.1 

□受講者数：１６名（定員15名/応募者16名）   □卒業者数：１６名（卒業式での企画発表に参加した受講生） 

□受講者の居住地：照葉校区（照葉に拠点を置く事業者の方は別地域から参加）  

□受講者の年齢層：20～40代 

□講座実施日・タイトル 

 ①第1回：2016.12.4(日) ＠I.C.メディカルビル3階多目的ホール 

→入学式＆オリエンテーション／できることシェアリング／ファシリテーション講座 

 ②第2回：2016.12.17(土) ＠:ぐりんぐりんワークショップループ 

→地域課題について考えるケースワーク／思いを言葉にする＆仲間さがし／アイデアを具体化するワーク 

 ③第3回：2017.1.7(土) ＠:ぐりんぐりんワークショップループ 

→（続）アイデアを具体化するワーク／ビジョンと企画を練り上げる 

 ※補講：2017.1.11/14/16 ＠I.C.メディカルビル、照葉公民館 

 ④第4回：2017.1.22(土)＠照葉公民館：卒業式（企画案の発表＆意見交換会）／これからのこと 

 

Step3：アフターフォロー：2017.1～ 

□活動者数：１６名  □活動グループ：４チーム 

 

（４）事業の内容【平成 28年度】 

 

 

 

 

 

講座の様子（第５期 照葉） 
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● 第６期：地域デザインの学校in有住 対象地域：早良区有住校区およびその周辺校区 

 

Step1：事前調査/掘起し：2016.12～2017.1 

□地域のキーパーソンへのヒアリング：１７名 

□ヒアリング協力者の主な所属・事業者名 

 ・有住自治協議会 ・有住公民館 ・有住小学校 ・有住小学校PTA ・西福岡中学校PTA  

・早良区社会福祉協議会 ・有住校区社会福祉協議会 ・特別養護老人ホーム ラ・ポール有田  

・育児サロン「ありんこ広場」 ・むろずみ保育園  ・おさんぽ＆日常デイ おとなりさん（株式会社バオラックス） 

・UR都市機構  ・九州大学藤田研究室 

 

□受講生募集の広報活動 

 ・チラシ全戸配布：有住校区 ・フェイスブック等SNSでの周知 ・HPを通じての情報発信 ・ヒアリング時の呼びかけ 

 

Step2：講座実施：2017.1～3 

□受講者数：７名（定員15名/応募9名）   □卒業者数：４名（卒業式での企画発表に参加した受講生） 

□受講者の居住地：有住校区を中心に近隣・遠方から参加  

□受講者の年齢層：20～40代 

□講座実施日・タイトル 

 ①第1回：2017.1.29(日) ＠特別養護老人ホーム ラ・ポール有田 2階会議室 

→入学式＆オリエンテーション／できることシェアリング／ファシリテーション講座 

 ②第2回：2017.2.5(日) ＠有住公民館 

→地域課題について考えるケースワーク／思いを言葉にする＆仲間さがし／アイデアを具体化するワーク 

 ③第3回：2017.2.19(日) ＠室住団地集会所 

→（続）アイデアを具体化するワーク／ビジョンと企画を練り上げる 

 ※補講：2017.2.28/3.4 ＠上長尾テラス、冷泉荘 

 ④第4回：2017.1.22(土)＠照葉公民館：卒業式（企画案の発表＆意見交換会）／これからのこと 

 

Step3：アフターフォロー：2017.3～ 

□活動者数：４名  □活動グループ：２チーム 

 

（４）事業の内容【平成 28年度】 

 

 

 

 

 

講座の様子（第６期 有住） 
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● 共働だからできること 

● 具体的な役割分担

（  

□コミ ュニティ 推進課の役割： 地域との関係づく り  

　 →市役所による呼びかけ、 住民が信頼して参加しやすい。  

　 　  地域の施設や受講者へのオフィ シャルな広報が可能。  

□NPO法人ド ネルモの役割： プログラムの開発実施 

　 →ド ネルモの持つ幅広いネッ ト ワークから協力者への講師等呼びかけ 

　 　  これまでの活動ノ ウハウを生かしたプログラムの実施が可能 

 

地域デザインの学校　スタンス：共働でのアプローチ  

参加した
ことがない

44.3%

時々 参加
している
26.8%

あまり
参加した
ことが無い

よく参加している
7.4%

無回答 1.3%

２つの層を繋げる

日
直  

ド
ネ
ル
モ  

福
岡
市  

福岡市とドネルモの「共働」だからできること 

２ つの層をつなげる！ 

（５）NPO と市の役割分担 

 

 

 

 

 



9 

● 共働事業の成果：目標の達成度

・本事業は、共働事業を提案した段階から、市と NPOの共働を通じて初めて実現するものとして構成されている。そのため本事業

での具体的な成果は、行政と NPOが共働で取り組んだことによる成果だと位置づけられる。実績と達成度は以下。 

● 共働事業の成果：共働事業を通じて生まれた市民の関わり

・本事業では、「事業に関わる市民」を、関わり方に応じて次の①～③に区分し、整理した。

①地域デザインの学校の講座受講生（第 1期～第 6期）

・受講生総数：１１０名 ・卒業者数：９２名 ・活動者数：９２名

※30〜40代中心：10代〜80代までの多世代が集う

※属性が多様：サラリーマン、自営業者、主婦、福祉関係者、地域の事業者、定年後の方、学生、障がい者…等

②事業に関わった市民（第 1期～第 6期）

・地域で実施したヒアリング調査への協力者総数：１４７名

・卒業式で実施した意見交換会への協力者総数：１６２名

※協力者の主な所属：自治協議会会長/副会長、公民館館長/主事、自治会会長、民生委員、校区社協／区社協／

市社協、育児サークル/子ども会/PTA/おやじの会/青少年育成連合会の関係者、商店街/名店街関係者、小学校校長/教頭、保育園園長、

地域の大学／専門学校関係者、老人ホーム/デイケア/地域の病院（ケアマネージャー）、地域のカフェ／雑貨屋／パン屋／ショップ／情

報誌発行業者／デザイン事務所/不動産業…等 

③卒業後の受講者の活動とその活動に関わった市民

・自治協等地縁組織に加入した受講生：８名（第 1期～第 6期）

・卒業後に立ち上がったグループ数：２４チーム（第 1期～第 6期）

・受講者グループによる活動の実施回数（イベントや情報誌発行の回数）：５１回（2015.3～2017.3）

・受講者による活動への主体的な協力者：１３５名（2015.3～2017.3：概算）

・受講者による活動の受益者（イベントへの参加者等）：３,２００名（2015.3～2017.3：概算）

成果指標 目標 実績 達成度 
①地域に馴染みのない層から参加を募る 受講者の７０% 受講者の６７% ９６％ 
②実際に活動する人をつくる 受講者の７０% 受講者の８４% １２０％ 

７７人 ９２人 １１９％ 
③地域への波及効果を生み出す
・受講者による地域での活動企画に
主体的に参画する地域住民

１５０人 １３５人 ９０％ 

・受講者による活動企画を通じて、
関わりが生まれた地域住民（受益者）

２,６００人 ３,２００人 １２３％ 

・自治協等地縁組織に参画した受講者 活動者の１０％ 活動者の８７％ ８７％ 
・地域の住民や事業者、地縁組織等、
様々な立場の人々が連携した取組
（共創のモデル）が生まれる

・地域の商工会（名店街）と協働して、
コミュニティスペース開発運営の企画が実現

・公民館と協働し、公民館事業として活動を展開
・自治協議会、小学校、おやじの会等、
地域の既存の組織と連携した活動を展開

（６）共働事業のメリット・成果
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● 事業の認知度 

・新聞等メディアでの本事業の紹介：２９件 

 新聞：西日本新聞、毎日新聞、読売新聞、市政だより…等／テレビ：J:com、RKB、ポータルサイト：「場づくーる」（東京）等 

・SNSでの本事業の記事へのアクセス：１０万件以上 

・福岡市外の自治体からの本事業への視察依頼（大分市市民協働課） 

 

【以下、メディア掲載の例】 

（６）共働事業のメリット・成果 

 

 

 

 

 

 

「上長尾テラス」空き店舗視察の様子 

 

ふくおか市政だよりに掲載 

（地域デザインの学校第３期卒業式） 

 

読売新聞に掲載（地域デザインの学校第２期卒業式） 

 

地域情報誌「まいんず」に掲載 

（第２期おたがいさま食堂（西長住ダッシュ）） 
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●  共働の進め方（プロセス）でのポイント 

□事業目的・目標の共有やお互いの立場の違いを理解するために特に努力・工夫した点 

・共働事業の申請段階（H25年度）で、「なぜ特命随意や委託ではなく、共働なのか」協議を重ね、目的・

目標のすり合わせを丁寧に行った。 

・事業の実施に際しては、役割分担を明確にした上で、ヒアリングや講座等の現場には担当課職員と NPO

職員が同行し,都度意見をすり合わせながら事業を進めた。 

・プログラムの見直し等、お互いの意見や提案に対しては、それぞれに持ち帰って検討し、協議の上決定

した。 

・本事業は実施期間の 3年の間に、毎年担当者（課長、係長、職員）の誰かが異動となったが、毎回丁寧

に引き継いでいただき、本事業の理念や目標は、新しく異動してこられた方にも共有されているという実

感があった（NPO）。 

・本事業では、企画提案の段階から、行政と NPOのそれぞれの特性を活かした役割分担を明確にしてきた。 

・実践にあたっても、その役割分担に応じた事業スキームを構築し、実践した。 

・事業の実施内容に関して、双方の立場から意見をする等の対話を通じて、事業を進めた。 

・また地域へのヒアリングや受講生との講座等、事業を実施した後には、必ずふりかえりを通じて意見交

換・情報共有を行い、次からの講座に反映させるなど、意思疎通に努めた。 

 

□途中で意識やスピード感にズレが生じた場合、その原因になったと思われる事柄や反省点 

【実行委員会と区役所の関係】 

・共働の主体である「コミュニティ推進課」と「ドネルモ」のあいだでのズレは、上記の理由により問題

とはならなかった。むしろ実行委員会と、各区役所地域支援課との意識のズレがある場合があった。 

・この点に対しては、実行委員会の中に、予め各区役所職員にも入っていただくことで、事業趣旨や課題

意識の共有が進んだのではないか。また区地域支援課に一人ずつ担当者をつくるなどの対応もできたので

はないか。そのような意味で、「区地域支援課との共働」も必要だったと思われる。 

【実行委員会と地域側の関係】 

・全体を通して、事業内容や意義を、事前に理解してもらうことが難しく、そのせいもあって対象地域の

選定プロセスに時間がかかった。これに対しては、2 年目からは、前年度末に自治協関係者や地域支援課

向けに地デザへの参加を募る働きかけを行う等の対応をした。また「自治協サミット」に登壇し、事業内

容を紹介するなどの機会を通じて、事業の認知度を広げていった。 

・実際に対象地域で事業を実施すると、自治協関係者をはじめ地域側は様々な点で協力的だった。全体で

300名以上（各地域毎回約 50名）の地域の方に、事前ヒアリングや受講者によるインタビュー、受講生の

企画を巡る意見交換会に参加協力いただくなど、関心や反応も上々であった。 

（反省点）事前に趣旨や意義を地域側に理解していただくために、説明の仕方（映像資料を用いる、実施

した地域の自治協関係者に改めてアンケートする）により一層の工夫ができたのではないかと思われる。 

（７）共働する上で苦労した点・工夫した点 
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女性

55%

男性

45%

①性別

10代

1%
20代

10%

30代

29%

40代

33%

50代

16%

60代

6%

70代以上

5%

②年齢

学生
5%

会社員
40%

公務員
8%会社・団体の役員

個人事業

主
15%

パートタイ

ム・アルバ

イト
4%

専業の主

婦・主夫
4%

その他
15%

③職業

18.8%

28.1%

16.7%
14.6%

11.5% 10.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

④現在暮らしている地域に住んでいる年数

はい
33%

いいえ
67%

⑤自治協議会の活動（自治会・子供会・

PTA等）に参加

はい
42%

いいえ
58%

⑥ ボランティア・NPO・市民活動（まちづくり活

動、高齢者・障碍者福祉や子育て、環境保

護活動など）に参加

● 受講者の声：アンケートから（n=96） 

 

（８）担当者の声・市民の声 
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はい
44%

いいえ
56%

⑦ サークル活動（スポーツ活動、生涯学習、

芸術文化活動、料理教室など）に参加

チラシ
36%

公民館だより
4%

ドネルモHP
6%

Facebook
14%

Facebook動画広告
3%

紹介
27%

その他
10%

⑧ 「地域デザインの学校」を知ったきっかけ

企画の趣旨に共感した

16%

地域に関するきっかけ

を探していた

16%

企画や講座が楽しそうと思った

14%

チラシなどのデザイン

が気になった

1%

参加しやすいスケ

ジュールだった

4%

対象地域周辺に住んで

いる

12%

雰囲気や方向性が、これまでの地域

活動と違うように感じた

4%

地域の中で人とのつな

がりをつくりたい

17%

地域活動のノウハウや

先進事例について学び

たい

11%

福岡市とNPOの共働事

業だから

3%

その他

2%

⑨ 「地域デザインの学校」に興味を持った理由・参加した理由

（８）担当者の声・市民の声 
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● 受講者の声 

【応募動機から】 

「自分が生きてきたこの地域をなんとかしたい！と思うが，本当の課題が何で，何をどのように

すれば良いのかわからない。地域の課題をちゃんと知って，「楽しい取り組みやヒント」が見つか

るといいなと思い応募した。」（30代・男性） 

「地域との関わりを持つことの重要性は子育てをしているなかで多々感じているのに、地域のこ

とを良く知らない事に気づいた。地域の方に何が出来るかはまだわからないが、少しでもお役に

立てることが出来たら嬉しい。」（40代・女性） 

「4月にこの地域へ引っ越して来た。8月に還暦を迎え、会社人生も終わりに近づき、今までと違

うところで何か関わりが持てないかと考えている。この企画でそのきっかけが掴めれば。」（50代・

男性） 

「昨年まで地域活動を数年にわたって行ってきたが、その難しさを痛感。今後についての具体的

なことは何も決めていないが、何かの参考にできればと思い応募した。」（30代・女性） 

【卒業時のコメントから】 

「人生観が変わった。他の地域でもやってほしい。」（受講生：40代男性） 

「楽しかった。地デザのスタンスそのものが、これからの地域への関わり方だと思った。」（30代・

男性） 

「とても楽しめた。今まで持っていた地域活動への恐怖心が和らいだ」（30代女性） 

「地域で仲間ができ夢を語れることができる…こんな活動に参加できて感動している。夢を実現

へと進めていきたい。」（50代・女性） 

「参加型の授業で自分の考えを持ち取り組んだ。今後も出会った仲間との関係を大切にしたい。」

（40代・男性） 

「その街の地域にどのような人がいて、どのような困り事があり、どのようなニーズがあるのか。

立地や、環境で様々なこれらの条件に対する考え方を学んだ。」（30代・男性） 

 

● 自治協関係者の声 

「受講生には初めてお会いする方が多い。こうした若い世代の担い手づくりの一環として期待し

ている。」（自治協議会会長） 

 

● 行政（区役所地域支援課）からの声 

「アイデアや行動力に溢れる受講生を地域につなげたいという思いから，公民館長とも意見が一

致し，一つの企画を公民館事業へとつなげた。受講生側には課題もあるが，ワクワクする企画が

たくさんあるので，今後もうまく地域とつなげていきたい。」（地域支援課係長） 

（８）担当者の声・市民の声 
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● 共働の成果を活かしてそれぞれが実施 

・本事業の目的は、共働事業を通じて、これからの地域の支えあいを豊かにするケースモデ

ルを開発することにあった。これまで述べた成果から、一定の水準の事業プログラムとケー

スモデルを開発することができたと考える。そこで共働事業終了後には、共働事業を通じて

開発されたノウハウを活かし、それぞれが「地域デザインの学校」を実施していくかたちと

なった。 

 

【福岡市コミュニティ推進課：H29年度の取組み】 

・「共創プロジェクト推進事業」の一環として「地域デザインの学校」を実施 

                      （2校区を予定/実施地域未決定） 

 

【NPO 法人ドネルモ：H29年度の取組み】 

・福岡市：地域デザインの学校 in香椎商店街（住宅都市局香椎振興整備事務所商業対策課） 

・福岡市：地域デザインの学校 in大橋商店街（大橋商店街） 

・福岡県大牟田市：地域デザインの学校 in大牟田 

（大牟田市長寿社会推進課：生活支援コーディネーター事業） 

・大分県大分市：地域デザインの学校 in大分（大分市市民共働推進課） 

 

 

（９）共働事業終了後の展開 

 

 

 

 

 


