
２．フォローアップ調査の概要 

 

１）目 的 

 共働事業提案制度は、平成２１年度のスタートから５年が経過し、通算２１事業（平成２６年度現在、

継続中の事業は除く）が実施されている。 

 フォローアップ調査の目的は、福岡市共働事業提案制度において、これまで採択・実施されてきた事

業について、共働事業の実施により蓄積されたノウハウ・成果・ネットワークがどのように活用されて

いるか等を調査・分析し、今後の共働事業提案制度のあり方を検討する材料とするものである。 

 

 

 

２）調 査 内 容 

事業を終了した２１事業の NPO・担当課（異動があった場合、当時の担当者）へ個人面接し、ヒアリン

グ内容を記録した。 

 ヒアリング方法は設問を具体的にせず、大まかな質問をしながら自由に話をしてもらう半構造型にし

た。調査結果はそれを「NPO と行政の共働マニュアル（以下、共働マニュアル）」の規程に従い、結果を

紹介しつつ解釈を述べ、客観的に分類した。 
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３）調査事業一覧 

 

事  業  名 実施年度 

１．チルドレンズミュージアム事業 平成 21 年度 

２．子どもとメディアのよい関係づくり事業 平成 21～22 年度 

３．ひきこもり青年社会参加支援事業 平成 21 年度 

４．企業向けワーク・ライフ・バランス実践セミナー 平成 21～22 年度 

５．かなたけの里公園を拠点としたまちづくり事業 平成 21～22 年度 

６．志賀島歴史と自然のルートづくり事業 平成 21～23 年度 

７．海外エイジング視察コーディネート事業 平成 21～22 年度 

８．学校生活の適応に困難を抱える児童生徒へのメンタルサポート事業 平成 22～24 年度 

９．活気ある公園づくりプロジェクト事業 平成 22～24 年度 

10．小さな循環いい暮らし事業 平成 22～24 年度 

11．「知恵と文化の体験絵巻」事業 平成 22 年度 

12．福岡テンジン大学事業 平成 22～23 年度 

13．福岡景観・歴史発掘ガイドツアー 平成 22 年度 

14．はじめての芸術との出会い事業 平成 23～24 年度 

15．学生プレーワーカー事業 平成 23 年度 

16．障がい者アートプロジェクト事業 平成 23 年度 

17．特養利用申込者在宅介護サポート事業 平成 23 年度 

18．地域ねこ守り隊事業 平成 23～25 年度 

19．地域みんなで防災力向上事業 平成 23～25 年度 

20．高齢者の買い物支援とあんしん電話事業 平成 25 年度 

21．市民参加型・来街者向け福岡市内“夜”の観光資源の魅力強化事業 平成 25 年度 
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