
４．共働事業の結果集計 

 

 事業紹介シートで示した結果を項目ごとに抜粋し、簡単な考察を行った。 

 以下では項目ごとに、まずまとめと考察を記述し、その後事業紹介シートより引用した具体例を掲載

している。 

 

１）共働事業のきっかけ 

共働事業の提案方法には、「テーマ・ジャンルを問わない自由な提案（自由提案）」と「市が共働を希望

する課題への提案（行政提案）」の２種類があるが、その経緯（理由）は様々であった。 

 

 

 事  業  名 計 

自
由
提
案 

12．福岡テンジン大学事業 

13．福岡景観・歴史発掘ガイドツアー 

20．高齢者の買い物支援とあんしん電話事業 

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 ４ 

行 
 

政 
 

提 
 

案 

１．チルドレンズミュージアム事業 

２．子どもとメディアのよい関係づくり事業 

３．ひきこもり青年社会参加支援事業 

４．企業向けワーク・ライフ・バランス実践セミナー 

５．かなたけの里公園を拠点としたまちづくり事業 

６．志賀島歴史と自然のルートづくり事業 

７．海外エイジング視察コーディネート事業 

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 

９．活気ある公園づくりプロジェクト事業 

10．小さな循環いい暮らし事業 

11．「知恵と文化の体験絵巻」事業 

14．はじめての芸術との出会い事業 

15．学生プレーワーカー事業 

16．障がい者アートプロジェクト事業 

17．特養利用申込者在宅介護サポート事業 

18．地域ねこ守り隊事業 

19．地域みんなで防災力向上事業 １７ 
 

52



まとめ（提案のきっかけと応募の理由） 

①自由提案の経緯 

・NPO の提案に、行政はモデルケースとして合意 

・NPO の提案に、行政は実際のニーズを知る機会になると考え合意 

・NPO の提案に、行政も課題と感じていたので、行政からも追加提案し合意 

②行政提案の経緯 

・行政だけではできないことに、NPO が専門性と活動の場の確保のために応募 

・行政は人材不足で提案し、NPO は人材育成をするために応募 

・行政の提案に、NPO は使命の共感とネットワーク拡大のために応募 

・行政が実態調査を提案し、NPO は今後に利用できる調査と考え応募 

・行政は全市に拡げるためのモデル地区作りとして提案し、NPO は地域の活性化のために応募 

・行政は開催地域の実状に応じた、きめ細かい市民サービスを実施したいと提案し、NPO は地域に密着し

た実績とノウハウがあり応募 

 

考 察 

・共働事業の始まりには 2 タイプある。1つは NPO からの自由提案、もう 1つは行政からの行政提案。今

回の調査では行政提案 17 件に対して自由提案 4 件と行政からの提案の割合が高くなっている。（23 年

度以前の制度では、行政が課題と考えるテーマを自由に提示できたため、行政提案が多かったことも

影響している） 

・共働マニュアルでは、市民ニーズの把握は NPO との情報交換・意見交換から行うことが有効だと言わ

れている。今回の調査でも、最初に行政に課題があり、身近な NPO と意見交換することから提案が始

まっている場合が多い（意見交換した NPO が選ばれたわけではなく、公平な審査で事業者が選出され

た）。 

・共働の目的は、モデル事業作り・調査・高い専門性が必要な分野の課題解決・人材育成・ネットワー

ク拡大・地域の特性にあわせたサービスの提供、等と様々である。 
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２）役 割 分 担 

 NPO と行政の役割分担は、事業ごとに大きな差はなく、基本的な分担項目があった。今回は基本的な役

割分担とヒアリングした結果を具体的役割として記述した。 

基本的な役割分担（まとめ） 

 作業内容 

NPO 

〇事業の企画、運営      〇事業の会計、事務処理 

〇イベント、研修等の企画運営 〇記録のまとめ 

〇アンケート調査企画、分析  〇ボランティア運営 

行政 
〇公共施設の利用調整     〇広報、関係機関等の調整 

〇地域、市民の参加要請    〇現状把握と助言 

 

考 察 

・役割分担については、企画段階では大まかに、企画・運営・広報・調整などと記述されることが多い。 

・今回、具体的な役割をヒアリングしたところ、事業形態によって多様な役割があることが分かった。 

・役割分担については NPO・行政の特性が強みとして活かされている。 

・NPO の役割は、専門性やスキルを活かした企画・調査・ワークショップ・人材育成・デザイン・広報・

営業などである。また、事業を運営するためのマネジメントも役割とされている。 

・行政の役割は、場の提供・調整・説明・助言・広報・紹介・事務・手続などがある。また、具体的な

仕事ではないが、NPO にとって行政と連携することで信頼感が向上したという意見が多数あった。信頼

感の付与は行政の大きな役割と言える。 
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具体的な役割分担（事業紹介シートより引用） 

主体名 具体的な役割 

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

チラシづくり、講演会の講師調整や会場取り、講演録の作成、学習会の実施、サロン運営、情報の収集、NPO

ネットワークを活用した広報、各業界の調査、プログラム作成と実施、試行イベントの企画、補助及び現場活

動補助、地元調整、調査や保全作業の企画運営、造園のプロによる作業のコーディネート、視察希望の把握・

施設との調整、キャンセル対応、福祉ボランティア通訳者に対する講師、研修用基礎資料の作成、韓国での商

談会などへの参加・PR、「ここりーと」の運営、SMSや講師の派遣、サイン看板・ガイドブック・報告書の作

成、ベッタシラバスの作成、コミュニティガーデンの整備運営、学生の募集と組織化、他 NPOとの連携調整、

連絡・調整、調査・講習会等の企画・実施、実行委員会の運営・相談窓口の設置・広報活動・啓発・指導・営

業・会員募集・ワークショップ等の運営・募集事務・受付・記録・報告書の作成・アンケート調査集計・猫の

捕獲搬送・PR・参加者募集・講座・講師の選定・研究・ボランティア募集・企業協賛依頼 

行 

政 

市の広報媒体による広報、各経済団体等への PR、成果・実績の広報、関連情報の収集、市広報番組・市 HP等

による参加者募集、志賀島活性化構想とのすりあわせ、会議場所（公民館）の調整、市への視察依頼を NPOに

つなぐ、各部局との調整、「ここりーと」における活動の広報と受理の窓口、学校現場への派遣実施での学校と

の連絡調整、SMSやこころの授業を学校に紹介及び打診し実践校を選定、公園に関する現状等の情報提供や調

査協力、市政だよりや公民館だよりの活用、ワークショップを実施する地域選定、ワークショップでのパブリ

ックな意見の発言、公園使用許可関連の手続き、地域や企業との調整、予算の監査、遺跡利用の手続き、必要

道具の準備やイベント運営、講座の企画・専門的な助言・資料提供・情報提供・講師派遣・説明・その他市の

関係部署との連絡調整・広報活動・講座の受付・他部署への紹介・アドバイザーの紹介・施策の検討・書類チ

ェック・公共施設との連絡調整・展示作品選考、会場設営補助・業者の調整・書類作成・市役所関連部署との

連絡調整・ツアー同行 
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３）共働のポイント 

 事業実施当時の運営に関するポイントを、共働マニュアル P18「共働のポイント」の指針に従って記述

した。 

まとめと考察 

①目的・目標の共有（計画や管理のポイント） 

・NPO と行政、それぞれが既に持っていた目的が上手くかみ合っていた。 

・NPO と行政が協議することでしっかり目的を共有した。 

・各事業の立案や運営など引っかかるところがあると、早いうちに納得いくまで話し合った。 

・最終的な落としどころ、着地点をきちんと話し合った。 

・互いに行き来し、事業内容、企画を一緒に考え、進捗状況を常に共有した。 

・長期的な目標を双方共に意識しながら事業を進めた。 

・地元の参加者を交えて課題と実効性を共有した。 

・担当職員に異動があったため、目的や計画を改めて協議確認した。 

・中間報告が、現状の整理や共働の場となった。 

・関係者全員の信念が強く、意見が衝突することもあったが、互いの相互理解を深め、実行委員会

として一番望ましい方向性を探ることに努めた。 

・行政も常に現場を共有し、事業終了後も一部職員が参加者として関わり続けている。 

・企画の際に対象者の想定をしっかり把握しておくことが必要だった。 

以上のことから、目的目標の共有には対話・合意形成・情報共有・長期計画・再協議などが必

要だと考えられる。 

 

②相互理解（お互いの立場や特性・長所や短所を理解し、尊重するポイント） 

・お互いの強さ弱さを補いながらやりましょうと確認し合った。 

・行政の熱意、本気度があった。 

・できる限りシンプルな制度設計にし、負担が少なくなるようにした。 

・行政も現場にできる限り参加して汗を流した。 

・行政と民間との考え方の違いを確認しながら進めた。 

・NPO の PR 活動に行政が同行し、事業がスムーズに進むよう支援した。 

・個々の実情に合わせたプログラム開発が、NPO の専門性を活かしてなされた。 

・それぞれが単独ではできないことをやるための共働なので、NPO の提案に対して積極的に「やって

みよう」というスタンス。他の委員は、取り組みの公共性を意見した。 

・NPO の行動力に、行政は信頼感を持った。 

・行政の特性についてのアドバイスを受けて活動に臨んだ。 

・行政の働きかけで普段は入れないところへの体験学習が実施でき、市民、子供の関心を引く取り

組みができた。 

・予算の使い方を行政に確認するなど会計処理には注意を払った。 
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・毎回の協議は密に行われ、常に双方で情報を共有した。 

・何度か難しい局面があったが、互いの職員の信頼関係で乗り切ることができた。 

・NPO の特性であるその場での決断に、行政は戸惑ったができる限り歩調を合わせた。 

・共働事業であり、チラシ等には市の名前も入るため慎重に広報活動を行った。 

・職員の熱心な取り組み、支援が NPO の活動を押し上げていった。 

以上のことから、相互理解には情報共有、熱意、誠意、強み弱みの共有、柔軟性、思いやり、

支援等が必要だと考えられる。 

 

③対等（双方の特性を認識し、尊重しあう、対等を意識するポイント） 

・上からでも下からでもなく対等な立場で対応するようにした。 

・担当部局全体の共働事業だというスタンスで取り組み、担当課職員は現場には必ず行った。 

・市職員が業務外の個人として NPO の活動に参加するなど、同じ土俵に立つことができた。 

・関係する人みんなが役割を持って参加している対等な関係だった。NPO のコーディネートがうまか

った。 

・互いに信念を持っていると衝突することもあったが、対等だった。 

・協議を重ねることで、一緒に考え事業の質を高めた。 

以上のことから、対等な関係作りには対等の意識、現場の共有、信頼関係の構築、部や課の単

位での共働事業参画、適切な役割分担、対話が必要だと考えられる。 

 

④役割分担と責任範囲の確認（事業において、適切な役割分担と責任の範囲を確

認するポイント） 

・定期的に協議を行い、要所の確認を行った。 

・それぞれが個々にできないことを書き出して、役割分担を行い、計画書は一緒に作成した。 

・工程表を作成し、役割分担した。 

・役割分担はしっかり行い、その上でみんなが手助けし合った。だれかが弱気になっても、励まし

合った。互いが謙虚な気持ちで事業と向き合い、心からの協力関係に基づき事業が実施できた。 

・分かりやすい役割分担に努めた。 

・書類は NPO が作成し、行政が修正した。 

・情報の保護、管理についてルールを決めた文書を取り交わした。 

・専門性の高い部分は NPO、手続きや連絡調整は行政と役割分担ができた。 

・互いの連絡や情報共有について、ルールを作り、効率的に運営できるようにした。 

・市は関係所管課が複数にわたっているため、庁内連携・調整を図りながら、事業推進に努めた。 

以上のことから、役割分担と責任範囲の確認には強み弱みの共有、相互理解、役割分担と責任

範囲の明文化、ルール、謙虚さ、思いやり、支援などが必要なことがわかった。 

 

⑤留意点 

・想像以上に負担があり大変だった。新しいことや NPO と一緒にやることに、組織の寛容さは大事

だと実感した。 
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・行政が共働と委託の区別がついておらず、しっかり違いを伝えておくべきであった。 

・当初の役割分担では、充分に明確化できていなかった。事業を進めるうちに、分担されるように

なった。 

・NPO の専門領域であったこともあり、最初、行政はどのように事業に参画すれば良いのか戸惑った。

企画の段階での意見が出せなかった。 

・職員の異動により、新しい職員との情報共有が不足した。 

・NPO 全体を統括した取り組みにすることが難しかった。 

以上のように、共働事業を運営するためには、行政の共働理解、職員だけでなく課全体での取

り組み、役割分担の難しさ、専門性のギャップ、マネジメントなどの課題があることがわかった。 

 

上記考察から、共働には対話や情報共有による合意形成が大切である。また、思いやり、謙虚さ、誠

意、行動力、責任感によって信頼関係を構築する必要がある。その上で、目的目標を共有し、互いの特

性を理解して強み弱みを共有し、役割分担を行う。行政は職員だけでなく課や部の単位で共働事業に取

り組み、柔軟な対応で計画や役割の再調整をフレキシブルに行わなければならないことがわかった。 

 

具体的な内容（事業紹介シートより引用） 

項  目 具 体 例 

①目的・目標の共

有 

 

計画や管理に関

する記述 

●NPOとこども育成課（当時）のそれぞれの目的が上手くかみ合っていた。 

●生涯学習課と NPOがしっかり目的を共有した。 

●各事業の立案や運営など引っかかるところがあると、早いうちに納得いくまで話し合った。その上で、最終的な

落としどころ、着地点をきちんと話し合った。 

●共通のミッションを互いに共有できていたことで、一致させるまでの時間が短く済んだ。 

●事業内容、企画を一緒に考え、進捗状況を常に共有するため緊密な連絡調整に努めた。 

●志賀島活性化構想を受けて検討した長期的な目標を双方共に意識しながら事業を進めた。 

●1年目は打ち合わせの頻度が高かった。2年目からスムーズな事業運営が行えた。 

●地元の参加者を交えて状況調査を行った事で徐々に参加者が増えるなど、課題と実効性を共有できた。 

●教育相談課の担当職員に異動があったため、目的や計画を改めて協議確認した。 

●住民に利用される公園づくりに、何か成果を出したいという想いが３年間の取り組みとなった。 

●中間報告が、現状の整理や共働の場となった。 

●NPOが描く事業の具体的イメージが当初、維持管理課と共有できなかったため、要所で会議を設けた。 

●関係者全員が良いまちにしたいとの信念が強く、意見が衝突することもあったが、互いの組織や立場を理解して

対等な立場で相互理解を深め、実行委員会として一番望ましい方向性を探ることに努めた。 

●お互い違う活動分野のため、話し合いは細かく行い、事業内容をかなり詰めた。打ち合わせは、どちらかが声を

かけて実施した。 

●企画課（当時）も常に現場を共有し、事業終了後も一部職員が参加者として関わり続けている。中央区役所内で

は NPOが認知され、担当職員以外とも日常の挨拶をするようになった。 

●打ち合わせは頻繁に行い、情報の共有に努めた。 

●事業開始前に協議を重ね、長期ビジョンを共有した。 

●企画の際に対象者の想定をしっかり把握しておくことが必要だった。 

●防災・危機管理課職員の異動のたびに、協議を丁寧に行った。 
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●NPOの民間視点での事業実施イメージを観光戦略課（当時）と共有するのに時間を要した。 

②相互理解 

 

お互いの立場や

特性・長所や短所

を理解し、尊重し

た場面を記述 

●お互いの強さ弱さを補いながらやりましょう、というのが共働の良いところ。 

●担当者同士に熱意、本気度があった。 

●全てを記録できないほど、多くの情報交換を行った。会議を楽しんだ。 

●できる限りシンプルな制度設計にし、男女共同参画課も NPOも希望企業等も負担が少なくなるようにした。 

●企画課（当時）も一緒にできる限り参加して汗を流した。 

●行政と民間との考え方の違いを確認しながら進めた。 

●NPO単体では行きにくいところに計画課（当時）が同行し、事業がスムーズに進むよう支援した。 

●学校の実情に合わせたプログラム開発を NPOの専門性を活かしてなすことにした。 

●それぞれが単独ではできないことをやるための共働なので、NPO の経験やノウハウに基づいた提案に対して、

積極的に「やってみよう」というスタンス。企業や事業調整課（当時）は、取り組みの公共性を意見した。 

●アイランドシティの公共施設や、まちづくりに進出している関連企業には、事業調整課（当時）から呼びかける

ことで、活動施設の拡大や企業の参画、コミュニティガーデンの実現ができた。 

●NPOは実行委員会の代表として事業管理を行うなどリーダーシップを行動で示し、信頼感があった。 

●広報はターゲット毎に役割分担して効果的に実施した。地域に対しては親近感を演出するために住民自らが働き

かけ、市内全体など広域に対しては行政が行った。 

●NPOのネットワークを活かして大学等、幅広く賛同者に協力を呼びかけた。 

●住民の参画を誘導するため、行政が持つ地域情報を活かして住民の需要に合う提案を行った。 

●教育委員会文化財整備課（当時）は初めての企画、取り組みに、チャレンジ、挑戦と受け止めてくれた。 

●文化財整備課（当時）のレクチャーを受けて活動に臨んだ。 

●手づくりの面白絵巻、福岡城址の普段は入れないところへの体験学習など、市民、子供の関心を引く取り組みが

効果的だった。 

●出せるお金、出せないお金を市民局に問い合わせて確認するなど会計処理には注意を払った。 

●必ず関係者でのプレガイドツアーを行い、綿密な準備を行った。 

●ガイドコースの計画等も含めて、毎回の協議は密に行われ、常に双方で情報を共有しながら、一緒に考え事業の

質を高めた。 

●文化振興課も欠かさず現場へ出ていた。雰囲気に合わせ、スーツではなく普段着という配慮だった。 

●何度か難しい局面があったが、互いの職員の信頼関係で乗り切ることができた。 

●NPO はその場で判断できるため早い。ぎりぎりまで決まらないこともあるが、決めてからの行動は早い。障が

い者施設支援課としてはどうなるのか心配したこともあったが、そういう事業の進め方はあまり経験がなく、本

当に良い勉強となった。 

●共働事業であり、チラシ等には市の名前も入るため、自治協議会の許可を得てからポスティングを行うなど、慎

重に広報活動を行った。 

●獣医である生活衛生課職員の熱心な取り組み、支援が NPOの活動を押し上げていった。 

●1年目は NPO、生活衛生課と双方共に大変な回数、現場に出向いて地域の理解を得ようと努力したが、反応は鈍

かった。 

③対等 

 

双方の特性を認

識し、尊重しあ

う、対等を意識し

た場面を記述 

●上からでも下からでもなく対等な立場で対応するようにした。 

●教育委員会全体の共働事業だというスタンスで取り組み、担当課職員は現場には必ず行った。 

●市職員が業務外の個人として NPOの活動に参加するなど、同じ土俵に立つことができた。 

●双方の役割分担ができていた。関係する人みんなが役割を持って参加している対等な関係だった。NPO のコー

ディネートがうまかった。 

●計画課（当時）全体で動き、NPOを理解し、対等な関係で意見交換、活動を実施した。 

●担当者が現場を共有することで、共働感が高まった。 

●課長の会議出席があるなど、文化財整備課（当時）をあげての熱心な取り組みとなっていた。 
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●コースの計画も含めて、NPOと都市景観室は一緒に現場を作っていた。 

④役割分担と責

任範囲の確認 

 

事業において、適

切な役割分担と

責任の範囲を確

認した場面を記

述 

●定期的に協議を行い、要所の確認を行った。 

●それぞれが個々にできないことを書き出して、役割分担を行い、計画書は一緒に作成した。 

●２年間の工程表を作成し、役割分担した。 

●互いのできること、できないこと、互いに知り合うことから始めた。役割分担はしっかり行い、その上でみんな

が手助けし合った。だれかが弱気になっても、励まし合った。互いが謙虚な気持ちで事業と向き合い、心

からの協力関係に基づき事業が実施できた。 

●男女共同参画課はパブリック、NPOはネットワークへ広報するなど、分かりやすい役割分担に努めた。 

●組織同士のつながりだけでなく、同じワーク・ライフ・バランスに関わる担当者同士のつながりからも、出前先

企業を探してきた。 

●市にはワーク・ライフ・バランスの関係所管課が複数にわたっているため、庁内連携・調整を図りながら、事業

推進に努めた。 

●地域住民だけでなく大学、福祉施設など校区外からの参加、ボランティアを受け入れた。 

●ルート状況調査や伐採作業の計画づくりには NPO の専門性が活かされ、地元への説明や地権者特定のための資

料収集、市の広報番組への紹介などにおいては企画課（当時）の機能が活かされた。 

●視察依頼の仲介、施設の紹介を計画課（当時）が行い、コーディネート全般は NPO と役割は上手く分担できて

いた。 

●教育相談課は主に学校との橋渡しを行い、実働は NPOが担った。 

●書類は NPOが作成し、教育相談課が修正した。 

●役割分担はしっかり行い、月一の協議と、詳細な連絡はメールでのやりとりを行った。 

●情報の保護、管理について学校側とルールを決めた文書を取り交わした。 

●定例会議を月 1回程度実施した。 

●企業協賛のお願いには、企画課（当時）が NPOに同行してくれたことで、賛同を得やすかった 

●NPOが企画、集客を担い、企画課（当時）が会場等の調整を担った。 

●ホームページを作成、市民向けの情報発信を行い、参加者を募集した。 

●NPOと地域団体やボランティアの橋渡しを、都市景観室が行った後、事業実施に向けた具体的な調整を NPOが

行った。 

●事前準備については、専門性の高い部分 NPO、施設利用手続きや施設管理者等との連絡調整を都市景観室、と

いった役割分担で行った。 

●事業実施については、ガイドのノウハウを持った NPO が全体運営や景観デザインに関する解説を行い、都市景

観室は事故等に気をつけ、円滑な運営を補助する共働体制で行い、NPO と都市景観室で一緒に現場を作ってい

た。 

●福岡版・子どもの芸術体験サポートシステム検討のための研究会（福岡市文化振興課、福岡市文化芸術振興財団、

アートサポートふくおか、子ども文化コミュニティ）において、事業の実施、検証、学習を定期的に実施し、成

果や課題を共有しながら事業をすすめた。 

●こまめに学生に対してアンケートを実施することで、効果的な検証を行うことができた。 

●キャナルシティでの設営を、営業時間終了後、翌朝まで一緒に作業。一緒にできることはやらないかん、共に汗

をかく、というのが共働なんだとずっと言われていたし、勉強の意味もあった。 

●書類は NPOが作成し、高齢者施策推進課（当時）がチェックした。 

●のら猫にえさを与える人たちと定期的に茶話会を開催した。地域で孤立しがちなのら猫にえさを与える人たちと

の交流の場が、地域猫の活動を開始し、地域に定着させるために必要なことだった。 

●NPOの負担を減らすため、資料はできる限り生活衛生課が作った。 

●役割分担をしっかりと行った。 

●互いの連絡や情報共有について、ルールを作り、効率的に運営できるようにした。 
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●庁内の関係課へ NPOが自ら出向いて研修の場を探した。 

●定例協議を月に一度は開催し、経理の確認も併せて行った。 

●NPOによるワークショップの運営により、事業への市民、屋台事業者の参画が生まれた。 

 

今回の調査で気がついた留意点 

留意点 具体例 

共働をするため

に注意すること 

●事業の実施は、想像以上に負担があり大変だった。新しいことや共働でやることに、組織全体の協力があったか

らこそ実施できた。 

●公園計画課（当時）は委託契約による設計、工事を主に行っており、共働と委託の区別がついておらず、しっか

り違いを伝えておくべきであった。 

●当初の役割分担では、充分に明確化できていなかった。事業を進めるうちに、分担されるようになった。 

●NPO の専門領域であったこともあり、最初、障がい者施設支援課はどのように事業に参画すれば良いのか戸惑っ

た。企画の段階での意見が出せなかった。もう少し話していれば良かった。 

●企画時の高齢者施策推進課（当時）職員の異動により、情報共有が不足しがちであったが、専門性を有する NPO

がリードしながら、会議をきちんと行った。 

●最初の役割分担時は互いに初めての経験で、具体的な活動のイメージがないため、かみ合わなかった。 

●共働といえども、利用者募集に対して警戒心が強く、活動への理解を得にくかった。 

●各区の NPO支部が独自の活動スタイルを持っており、全体を統括した取り組みにすることが難しかった。 
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４）共働の相乗効果 

 共働だからこそ達成できたことを、共働マニュアルＰ２４「共働によって効果が期待できる事業」の

指針に従って分類、記述した。 

 

まとめと考察 

①NPO の情報や経験を利用して地域の実情に合わせることができた 

・NPO の地元とのつながりと行政の専門的な知識・情報によって、スムーズに地域・関係団体の理解

と協力を得ることができた。 

・NPO の地元とのつながりと行政の持つ信頼性で地元の学校での授業に参加するなど教育機関とのつ

ながりが深まった。 

・地域で自主活動が始まり、自治を促進した。 

・地域から感謝の声をもらった。 

・開催地域住民の視点に立った説明を行えるようになった。 

・地域の状況に応じて、講座を柔軟に開催することができた。 

・NPO の人的なつながりを活かし、各地から関係者が集まり、新たなコミュニティの形成につながっ

た。 

以上の事から、NPO の情報や経験を利用して地域の実情に合わせることができたと言える。ネッ

トワーク、地域からの信頼、情熱、専門性が要因と考えられる。 

 

②NPO のスキルで、迅速に対応できた 

・アンケート結果を素早く返し、次の取り組みにつなげることができた。 

・NPO のスキルを活用し、これまでなかった市民サービスを実施できた。 

・NPO が中心となって橋渡しを行うなど、活動地区のつながりが深まり効果的な取り組みに発展した。 

以上の事から、NPO のスキルで、迅速に対応できたと言える。要因は NPO の専門性、スキル、信

頼と言える。 

 

③これまで行政が取り組んでいない、単体ではやりにくいことができた 

・NPO には行政にない発想があり、行政だけではできないことを NPO のスキルと経験でチャレンジし

た。 

・NPO のネットワークから、学生や保護者との連携ができ、共働事業が活性化した。 

・NPO のネットワークから、従来把握が困難だった当事者や家族の現状と、今後の支援のあり方につ

いてアンケート調査を少ない予算で実施することができた。また、その結果から課題や今後の支

援のあり方を官民が共働で考える機会がもてた。 

・行政だけではできないようなことも、NPO が挑戦してみた。ただの委託ではできないような、様々

な試験ができた。 

・NPO が視察者へ丁寧な解説ともてなしをしたことで、福岡市の知名度が上がった。 
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・NPO の情報、知識、ネットワークを活用することで、担当課単独で実施するよりも、数段効率的な

取り組みとなった。 

・担当課のネットワークだけでは申込が少なかったが、NPO の人脈で利用者を見つけることができた。 

・町内会など、地域で活動している NPO メンバーのいる地域では、スムーズに研修が開催された。 

・NPO が調整に入ることで、町内会１～４区の連名でモデル地区の申請をすることができた。 

以上のことから、これまで行政が取り組んでいない、単体ではやりにくいことができたと言え

る。その要因は NPO の先駆性、機動性、ネットワーク、信頼、情熱、時間、情報が要因と言える。 

 

④高い専門性が発揮された 

・試行体験活動によって事業実現化の可能性が確認でき、確信を持って事業内容や地域共働の姿を

示すことができ。 

・専門知識を活かして、国際的なレベルで情報交換ができた。 

・NPO の知識による活動で、住民が環境に関心を持ち、環境問題に取り組むようになった。 

・NPO の知識を活かして、報告書兼 PR 冊子を作成した。今まで存在しなかったツールを作ることが

できた。 

以上のことから、高い専門性が発揮されたと言える。その要因は、NPO の専門性の認知、行政の

柔軟な対応と言える。 

 

⑤個々のニーズに対応した柔軟な対応ができた 

・それぞれができないことを補い合うことで、効率的に事業を行うことができた。 

・共働によって充実した支援を行えることが実感でき、さらにあるべき支援の形を実現するための、

新規事業への展開が生まれた。 

・事業途中で目的・目標の見直しがあったが、上手く軌道修正ができた。 

以上のことから、個々のニーズに対応した柔軟な対応ができたと言える。その要因は、相互理

解、信頼関係の構築、NPO の機動性、柔軟性と言える。 

 

⑥行政だけで取り組むより多くの市民が参加した 

・NPO のネットワークが事業の拡がりや周知につながった。 

・NPO との共働により、自立心の強い地域住民も巻き込んだ事業を行うことができた。 

・行政ではできない（公園の点数付け）ことができたことで、市民の関心を得ることができた。 

・委託ではできない、市民参加（新しい公園の利用方法等）、NPO の柔軟な発想を活かした事業を行

うことができた。 

・ユニークな企画プログラムにより、行政だけではできない、幅広い層の参加があった。 

・NPO の広報力（ウエブ・マスコミ等）を利用して様々な階層、分野の支援スタッフを募集、その一

部が事業の推進役となった。 

・互いの広報力によって対象年齢が拡がり、参加者の増加となった。 

・共働により市民にとって安心して気軽に参加できる雰囲気ができた。 

・NPO のネットワークで学生の応募者を集め、若者の社会貢献の場を提供した。 
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・学生が事業への参画を通じて様々なことを学び、将来の事業の中核を担う可能性を持つ人材が育

った。 

・学生の参加により、子どもたちが喜んで、現場が活性化した。 

・活動の場で、かつては見られなかった保護者の姿が見られるようになった。 

・地域一ヶ所ごとに活動を拡げることができた。 

・展示に通りがかりの人が関心を持って貰うなど、一般市民に情報発信ができた。 

以上のことから、行政だけで取り組むよりも多くの市民が参加したと言える。その要因は、NPO

の専門性、ネットワーク、機動力、先駆性であると言える。 

 

 

 

共働マニュアルにはない、新しく気がついた共働の相乗効果を以下に紹介する。 

 

⑦お互いのネットワークを利用して、ネットワークが拡がった 

・それぞれが持つネットワークを活かして広報することで、多くの参加者が集まった。 

・今まで関わりが少なかった企業等へのチャネルが拡がった。 

・企業の社会貢献活動としての参加や、他団体、大学の研究室、他施設からの参加があった。 

・博物館実習の実践現場として学生ボランティアの参加の協力が得られた。 

・福岡市との共働ということで、新聞取材など、大きな反響があった。 

以上のことから、互いのネットワークを利用して、ネットワークが拡がったと言える。その要

因は、NPO の専門性・多様性、お互いの信頼、広報力、影響力と言える。 

 

⑧これまで NPO が取り組んでいない、単体ではやりにくいことができた 

・行政が調整することで地域の人に手伝ってもらうなど、交流が生まれ賑わった。 

・学校が事業を受け入れる時、市との連携によりスムーズに調整・実施ができた。 

・NPO が単独でアンケートを実施していた今までとは、比較にならない件数を短時間で実施できた。 

・行政からのアドバイスで地域からの協力が得やすかった。 

・行政のアドバイス、情報交換のお陰で、目標の設定と、事業の方向性の確認が随時可能であり、

目標達成につながった。 

・市広報による事業紹介が地元や市民へのアピールにつながった。 

・事業実施主体に行政が入っていたことで身元が保証され、県への申請がスムーズに進んだ。 

・行政の基盤がある地域で事業をスタートすることで、地元団体の全面的な協力体制を得ることが

できた。 

・行政の信頼感で公民館をスムーズに調整できた。 

・地域の集会等で事業の広報ができて、参加者層が拡がった。 

・市役所他部署との連携がスムーズにできた。 

・参加の理由に、福岡市との共働事業だから安心して申し込みをしたとの声があった。 

以上のことから、これまで NPO が取り組んでいない、単体ではやりにくいことができたと言え
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る。その要因は、行政の信頼感、知識や情報、広報力があると考えられる。 

 

⑨サービスを担う人材育成ができた 

・事業への参画を通じて様々なことを学ぶ場となっており人材が育った。 

以上のことから、サービスを担う人材育成ができたと言える。その要因は、NPO の専門性、情熱

であると考えられる。 

 

上記考察から、共働の相乗効果は 9タイプあることがわかった。相乗効果を生み出す要因は、NPOの専

門性・スキル、行政の信頼感が特筆すべきものである。また、お互いのネットワーク、地域からの信頼、

広報力も相乗効果の要因と言える。そして、個々の主体性や情熱が相乗効果をバックアップする。NPOの

先駆性、機動力などに行政が柔軟に対応する意識を持つことも重要である。 

 

具体的な内容（事業紹介シートより引用） 

概要 具体例 

①NPO の情報や

経験を利用して

地域の実情に合

わせることがで

きた 

 

 

 

●教育委員会全体で会議し、アンケートの内容は PTAや福岡市 PTA協議会等にも入ってもらい審議した。 

●家族会の負担が軽減され、活動が活性化した。 

●地域住民がルート沿いの一部で自主的な整備活動を始めた。 

●環境整備の結果、潮見公園展望台周辺の見通しが良くなり、車上荒らしが減った。 

●来訪者や地権者からの感謝の声があり、ガイドツアーの評価も高かった。 

●NPOと都市景観室が互いの立場から意見を出し合ったことで、事業の普遍性が高まった。 

●NPO の人的なつながりを活かし、先駆者の公演や先進事例を直接聞ける貴重な講座を福岡で開催できた。九

州各地から関係者が集まり、新たなコミュニティの形成につながった。 

●対象者や関係者から、多くの継続を望む声があった。 

●NPO の専門性やネットワークを活かして、利用者の選定、在宅ボランティアの調整、支援内容の決定などが

行われた。 

●NPO の地元とのつながりと、生活衛生課の専門的な知識・情報によって、スムーズに町内会・地元活動者・

動物関係団体の理解と協力を得ると共に、地元の学校での授業に参加するなど教育機関とのつながりが深まっ

た。 

●今まで開催が難しかった中級編の出前講座を 3年で 68回実施できた。また、全市的な説明だけでなく、開催

地域住民の視点に立った説明が可能となった。 

●地域の状況に応じて、講座を柔軟に開催することができた。 

②NPO のスキル

で、迅速に対応で

きた 

●アンケート結果も素早く各校へ返し、学校や PTAの取り組みにつなげることができた。 

●NPOの事務運営方法を地域住民が学ぶ機会となった。 

●NPOも資金を出してこの事業を実施することで、NPOの本気度も伝わり、地元の理解、協力体制も進んだ。 

●視察のための施設案内、制度の説明の翻訳、通訳を NPOのスタッフが行った。 

●メンタルサポートの教育システムが導入され、心理学的支援が学校でも可能となった。 

●他の地域猫活動地区間の連携について NPOが中心となって橋渡しを行うなど、活動地区のつながりが深まり、

お互いの効果的な取り組みに発展した。 

③これまで行政

が取り組んでい

●NPOには行政にない発想がある、こども育成課（当時）だけではできないことを NPOのスキルと経験でチャ

レンジできた。 
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ない、単体ではや

りにくいことが

できた 

●児童教育を学ぶ学生を中心にボランティアスタッフを組織し、CM事業実行委員会と共に実施した。 

●保護者に現場を手伝って貰うなど、活動の一体感が生まれた。 

●家族会が共働することで、従来把握が困難だった当事者や家族の現状と、今後の支援のあり方についてアンケ

ート調査を少ない予算で実施することができた。また、その結果から課題や今後の支援のあり方を官民が共働

で考える機会がもてた。 

●この事業の成果を踏まえ、短期間で精神保健福祉センターが「成人期ひきこもり地域支援センター」の開設に

発展させた。 

●公園計画課（当時）単独ではできないようなことも、NPOが挑戦してみた。ただの委託ではできないような、

様々な試験ができた。 

●視察者への丁寧な解説ともてなしにより、エイジングを学べる都市としての福岡市の知名度のアップがなされ

た。 

●視察対象施設の職員にとって、職場への誇りが高まった。 

●アイランドシティの色々な人が一堂に会し集う場作りがなされ、互いの顔が見えるようになった。 

●行政主体ではやりにくいことも、NPOだと気軽にできた。 

●高校生、大学生を参画させ、主な活動は学生主体で行った。 

●学生たちのアイディアで、市長が殿様に扮するパフォーマンスが生まれた。 

●学生にとっても、学校、地域、保護者等の協力によって成り立っているこの事業への参画を通じて、この事業

に関わる大人同士の連携、学校を中心とした地域コミュニティの現状など様々な事を学ぶ場となっており、将

来のこの事業の中核を担う可能性を持つ人材が育った。 

●インフォーマルサービスを提供することで、家族の負担軽減や対象者の心のケアへの効果が見られた。 

●NPO の情報、知識、ネットワークを活用することで、担当課単独で実施するよりも、数段効率的な取り組み

となった。 

●担当課のネットワークだけでは利用申込が少なかったため、NPO の人脈でケアマネージャーに協力してもら

い、利用者を見つけることができた。 

●町内会など、地域で活動している NPOメンバーのいる地域では、スムーズに研修が開催された。 

●NPOが調整に入ることで、町内会１～４区の連名でモデル地区の申請をすることができた。 

④高い専門性が

発揮された 

 

●試行体験活動によって事業実現化の可能性が確認できたことで、公園の事業計画において、確信を持って事業

内容や地域共働の姿を示すことができるようになった。 

●エイジングに関する情報交換による国際交流の推進がすすんだ。 

●小学校での授業や、コミュニティガーデンでの取り組みにより、住民が環境に関心を持ち、環境問題に取り組

むようになった。 

●近隣農家を招いた講座が開催できた。終了後は、地域や学校で実践されている。 

●活動主体として、報告書兼 PR冊子を作成した。今まで存在しなかったツールを作ることができた。 

⑤個々のニーズ

に対応した柔軟

な対応ができた 

●それぞれができないことを補い合うことで、効率的に事業を行うことができた。 

●共働によって充実した支援を行えることが実感でき、さらにあるべき支援の形を実現するための、新規事業へ

の展開が生まれた。 

●事業途中で目的、目標の見直しがあったが、上手く軌道修正ができた。 

⑥行政だけで取

り組むより多く

の市民が参加し

た 

●NPOのネットワークにより実現した、西日本新聞の連載コラムや、情報誌アヴァンティとの連携関係などが、

事業の拡がりや周知につながった。 

●NPOとの共働により、自立心の強い地域住民も巻き込んだ事業を行うことができた。 

●行政ではできない公園の点数付けができたことで、市民の関心を得ることができた。 

●公園に住民の関心が集まったことで、犬の糞が減少した。 

●委託ではできない、市民参加による新しい公園の利用方法等、NPO の柔軟な発想を活かした事業を行うこと

ができた。 
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●地域住民が企画・運営段階から参画したことで、地域のリーダー育成が図られた。 

●ユニークな企画プログラムにより、文化財整備課（当時）単独ではできない、幅広い層の参加があった。 

●ラジオで紹介がなされ、参加者の集客ができた。 

●福岡市やまちづくりに関心のある人たちが集まり、自ら行動するきっかけ作りができた。 

●ウェブ等を利用して様々な階層、分野の支援スタッフを募集、その一部が事業の推進役となった。 

●互いの広報力によって対象年齢が拡がり、参加者の増加となった。 

●共働により市民にとって安心して気軽に参加できる雰囲気ができた。 

●セミナー参加者から継続して開催して欲しいという声が上がった。 

●定員を超える学生の応募者を集め、若者の社会貢献の場を提供した。また、この事業に参画した経験を活かし

て、市の他の事業（ミニふくおか等）で活躍する学生が出てきた。 

●学生という「子ども」と「大人」の中間的な存在が、プレーワーカーとして現場に入ることで、子どもたちが

喜んで学生と一緒に遊び、現場が活性化した。 

●学生、NPO による現場支援を通じて、保護者（見守りサポーター）、地域の方（補助員）、留守家庭関係者と

いった大人の関わり方も、より積極的なものに変化した。 

●活動の場で、かつては見られなかった保護者の姿が見られるようになった。 

●地域に対し、きめ細かい配慮をした講座により、NPOと地域との連携が強まった。 

●地道に地域一ヶ所ごとに活動を拡げ、同心円状に地域を増やしていくという理想に近い地域猫活動を行うこと

ができた。 

●展示に通りがかりの人が関心を持って貰うなど、一般市民に情報発信ができた。 

 

今回の調査で「共働によって効果が期待できる事業」に追加する事例 

概要 具体例 

⑦お互いのネッ

トワークを利用

して、ネットワ

ークが拡がった 

●それぞれが持つネットワークを活かして広報することで、講演会や学習会など多くの参加者が集まった。 

●今まで関わりが少なかった企業等へのチャネルが拡がった。 

●広報・案内を経済振興局誘致宣伝課と連携したように、互いのネットワークを利用できた。 

●史跡ガイドツアーの講師として、NPO法人志賀島歴史研究会から協力を頂いた。 

●企業の社会貢献活動としての参加や、「福岡楠の会」、大学の研究室、青少年海の家からの参加があった。 

●企画課（当時）全体で事業の支援を行った。 

●市の保健福祉局や自主勉強会 Do It!との、双方のネットワークを利用した連携ができた。 

●We Love 天神協議会、福岡県警・中央警察署、九州大学、力の源カンパニー、茂吉アンドパートナーズとの

コラボ授業が実施できた。 

●都市景観室の仲介により、WeLove天神協議会、唐津街道姪浜まちづくり協議会、箱崎まちづくり協議会、福

岡市観光案内ボランティアといった、地域ごとにまちづくりに参画している団体とも共働できた。 

●都市景観室との共働により、関係組織との話が早くなり、スムーズに進めることができた。 

●博物館実習の実践現場として学生ボランティアの参加の協力が得られた。 

●地域の子育てサロンや大学とのネットワークが生まれた。 

●アートサポートふくおかの協力により関係者へのアンケート実施やヒアリング、観察などの研究をふまえ、事

業評価を行うことができた。 

●双方のネットワークや信用力を活かし、大学や地域の子育てサロンと連携し、公共ホール、公民館などさまざ

まな場所で事業を実施できた。 

●双方のネットワークや信用力を活かし、大学や地域の子育てサロンと連携し、公共ホール、公民館などさまざ

まな場所で事業を実施できた。 

●NPOの情報発信力と生活衛生課の経験を活かし、各媒体によって地域猫活動の有効性を広めることができた。 
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●互いのネットワークにより幅広い市民に声かけができ、様々な業種の市民の参加があった。 

●福岡市との共働ということで、新聞取材など、大きな反響があった。 

⑧これまでNPO

が取り組んでい

ない、単体では

やりにくいこと

ができた 

 

●こども育成課（当時）が調整することで地域の人々との連携が可能になり、とても賑わった。 

●学校が事業を受け入れる時、市との連携によりスムーズに調整・実施ができた。 

●NPOが単独でアンケートを実施していた今までとは、比較にならない件数を短時間で実施できた。 

●市民局や公民館を巻き込む取り組みができた。 

●市と共働することで、それほど関心のない事業所等にも無料でセミナーを実施し、啓発することができた。 

●地域からの協力が得やすかった。特に地元公民館との連携についてなど、公園計画課（当時）の経験、ノウハ

ウに基づくアドバイスがありがたかった。 

●公園計画課（当時）からのアドバイス、情報交換のお陰で、目標の設定と、事業の方向性の確認が随時可能で

あり、目標達成につながった。 

●市広報による事業紹介が地元や市民へのアピールにつながった。 

●国定公園のため、地権者から県への伐採許可申請が必要だったが、共働により地権者の協力が得られ、伐採も

スムーズに進んだ。 

●各学校やスクールカウンセラー連絡会で PRできた。 

●SMSを九州大学の心理学の学生が実施したが、現場に暖かく受け入れられた。 

●「ここりーと」への参加が学校の出席扱いとなった。 

●「地域内連携公園管理事業」を実施している地域で事業をスタートすることで、地元団体の全面的な協力体制

を得ることができた。 

●維持管理課が全ての公民館を廻っていたため、事業の取りかかりとなる公民館をスムーズに調整できた。 

●地域の集会等で事業の広報ができて、参加者層が拡がった。 

●学校指導課の指導主事のアドバイスなどの協力が受けやすかった。 

●市との共働により、広報や学校への事業説明を円滑に進めることができた。 

●市政だよりへの事業の掲載や、福岡市が窓口となって公共機関へ事業の案内をすることを通して広報活動が円

滑に行えた。 

●こども未来局が行っている夢チャレンジ大学との連携ができた。 

●NPO 単独ではあまり動けないが、高齢者施策推進課（当時）のバックアップがあることで、事業を拡げるこ

とができた。 

●雇用された障がい者の満足度が高く、達成感も持っている。 

●利用希望の理由に、福岡市との共働事業だから安心して申し込みをしたとの声があった。 

●NPO単独ではできなかった民政委員への説明会を、地域福祉課（当時）の紹介で 10回開催できた。 

●観光戦略課（当時）との共働により、屋台組合の役員が事業への参加に積極的に動いてくれた。 

●NPOのノウハウと視点でコンテンツを作り、観光戦略課（当時）の声かけで広めることができた。 

●アプローチの難しい個店などをまち歩きのルートに加えることができた。 

⑨サービスを担

う人材育成がで

きた 

●学生にとって、学校で活動を行うことで、スクールカウンセラーや子ども教育分野へのキャリアアップにつな

がった。 
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５）事業終了後の状況 

事業終了後の状況を平成２６年の時点で記述し、最終報告書に記載している「今後の展開」をベース

として、５つの類型にまとめた。 

事業終了後の類型 

事業の終了後の状況を、①行政の自主事業として実施、②行政の委託事業として実施、③NPO の自主事業

として実施、④他の実行委員会形式で実施、⑤受益者の自立等、という５つの類型にまとめたものが下

記の表である。なお、そのまま同じようなモデルで継続している事業と、発展・変化させて継続してい

る事業があるが、ここでは分かりやすくするために一括りにして「実施」という表現を使っている。ま

た、複数事業に分割してそれぞれで実施している場合も多く、それを表現するために丸が複数になって

いる。 

（平成２６年度フォローアップ時点） 

行政の自

主事業と

して実施 

行政の委

託事業と

して実施 

NPOの自

主事業と

して実施 

他の実行

委員会形

式で実施 

受益者

の自立

等 

１．チルドレンズミュージアム事業   ● ●  

２．子どもとメディアのよい関係づくり事業 ●  ●  ● 

３．ひきこもり青年社会参加支援事業  ● ●   

４．企業向けワーク・ライフ・バランス実践セミナー  ●    

５．かなたけの里公園を拠点としたまちづくり事業  ●（指定管理者制度に基づき実施） 

６．志賀島歴史と自然のルートづくり事業   ●   

７．海外エイジング視察コーディネート事業 ●  ●   

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  ●   

９．活気ある公園づくりプロジェクト事業  ●    

10．小さな循環いい暮らし事業    ● ● 

11．「知恵と文化の体験絵巻」事業 （事業としては終了し、成果物を活用中） 

12．福岡テンジン大学事業   ●   

13．福岡景観・歴史発掘ガイドツアー   ●   

14．はじめての芸術との出会い事業    ●  

15．学生プレーワーカー事業  ●  ● ● 

16．障がい者アートプロジェクト事業   ●   

17．特養利用申込者在宅介護サポート事業 ●  ●   

18．地域ねこ守り隊事業   ● ● ● 

19．地域みんなで防災力向上事業 ● ● ●   

20．高齢者の買い物支援とあんしん電話事業   ●   

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   ●  ● 

合 計  4 6 14 5 5 

主催者別合計 行政主催：10 民間主催：24 

実施主体別合計 行政実施：4 受託も含めた民間実施：30 

なお、共働事業は２１事業であるが、事業終了後は複数事業に分割してそれぞれで実施している場合

も多く、そのため実施主体が重複し３６が母数となっている。 
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まとめと考察 

①行政の自主事業として実施 

・新規事業として実施。講演会の開催、出前講座などを実施した。 

・既存の行政サービスとして実施した。さらに NPO との共働により、地域のボランティアを活用し

たインフォーマルサービスの仕組みを検討し、ボランティアポイント制度へと発展した。 

・出前講座として実施。 

②行政の委託事業として実施 

・委託という形での調査・事業の実施。 

・施設の受託運営。 

・出前講座への NPO 講師派遣。 

・指定管理事業の受託。 

・共働事業の成果が評価され、他部局が NPO へ新事業を委託開始。 

③NPO の自主事業として実施 

・事業終了後も NPO が活動・プログラムを提供している。25 年度実績は 30 数校。 

・NPO の主催で、事業実施。２日間で 2,700 名の参加者。 

・NPO が主体となって実施。 

・今でも、ボランティア活動が続いている。 

・市の財政負担を無くし、サービスを有料とすることで、NPO が自主事業として継続している。 

・新たに独立した NPO により、共働事業で得たスタッフや支援企業のもと事業を継続している。 

・共働事業終了後も実行委員会形式は継続していたが、26年度からは NPO の単独主催となっている。

継続して毎年 3回ツアーを実施している。 

・市と連携を図りながら、他補助金で NPO が実施。 

・地域から直接 NPO へ講座の依頼があり、各地域の NPO 支部が対応して、同様の講座を実施してい

る。 

・共働事業での反省を新規事業につなげた事例もあり、チャレンジは無駄にはなっていない。 

④他の実行委員会形式で実施 

・地域行事として独自開催が 5年間続いており、NPO がその支援を行っている。 

・共働事業終了後、企業も含めた実行委員会を立ち上げ、発展的に継続している。 

・26年度からは、実行委員会形式で実施している。 

・発足した連絡協議会は自立して継続中。生活衛生課もオブザーバーに。 

・直接、地域組織と NPO が共働で遊び場の運営を行い、自治活動が促進された。 

⑤受益者の自立等 

・講座受講生を中心に自主学習会が生まれた。 

・インストラクターが 850 校でメディア啓発プログラムを実施し、市民が活躍の場を得ている。 

・資料ができたことで、実施校のカリキュラムに取り入れられた。その結果、子どもとメディアの

問題は軽減される傾向にある。 
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・小学校で自立して実施している。 

・学生プレーワーカーが独立して活動しはじめたことは市民に活躍の場を作った。 

・「モデル地区」での地域猫活動は、サポーターを中心に継続中。 

・「屋台おもてなしプロジェクト」は、屋台組合を中心に継続。ウェブサイトも、屋台組合が企業協

賛により制作した。 

 

以上のことから、NPO による自主事業や、受益者による事業実施が多数見られたことは、共働事業によ

り市民サービスの提供や地域課題の解決に手応え、やりがいを感じ、事業で得られたネットワーク、ノ

ウハウを基盤に、新たな事業、取り組みへと拡がりを見せている。 

 

具体的な内容（事業紹介シートより引用） 

項 目 具 体 例 

①行政の自主事

業として実施 

●23 年度からは、生涯学習課の「子どもとメディアのよい関係づくり事業」（新規事業、予算 700千円）とし

て実施。講演会の開催、生涯学習課職員による出前講座などを実施した。 

●既存の行政独自の福祉サービスだけでなく、NPO との共働により、地域のボランティアを活用したインフォ

ーマルサービスの仕組みについて検討するきっかけとなり、ボランティアポイント制度へと発展した。 

●初級編の出前講座は防災・危機管理課が実施している。 

②行政の委託事

業として実施 

●25年度は、委託という形で、再度同じ学校で経過調査した。 

●「成人期ひきこもり地域支援センター」が開設され、NPOが受託運営することになった。 

●市の出前講座のひとつとして、男女共同参画課が希望企業等を受け付け、福岡ジェンダー研究所が講師を派遣

する形で事業を継続している。 

●その後、WLB に関する研修を実施することが社会貢献優良事業所の認定条件の一つとなり、企業等の申込が

増加している。 

●指定管理制度に基づき、NPO も参加する組織が、事業で得られた技術、ネットワークを活かした取り組みを

行っている。 

●事業の終わり頃に関係課が会議に参加する機会を設け、国際研修受入委託事業（福祉施設以外の、消防や環境

関係施設への視察対応・コーディネート）へと発展した。 

●他部局（みどり推進課）と NPOの新事業（冊子の増刷、本事業の他区での展開）が始まることとなった。 

●提案公募によって、中央区より若い世代を対象としたまちの魅力再発見講座の企画運営委託を受けた。 

●共働事業としては 23年度で終了したが、これまでの成果を活かしながら、引き続き事業に関わる人材を育成

するため、現在も「学生プレーワーカー育成事業」を継続して実施しており、共働事業のパートナーである

NPO に委託している。また、社会人を対象として以前から実施されている「遊びのサポーター養成講座」の

実施も併せてお願いしており、両事業を一括して「プレーワーカー育成事業」として NPOに委託している。 

●放課後等の遊び場づくり事業では、各現場で月に 2回程度、プレーワーカーを招聘することとしているが、以

前より PW の登録者数が増え、招聘しやすくなるとともに、事業に精通した PW も増え、現場の活性化にも

つながっている。 

●プレーワーカー育成事業に加えて、放課後等の遊び場づくり事業における新規開設校の現場責任者に対する基

本的な研修、既存校の現場責任者に対する一部研修、地域関係者等に対する遊びの効用や放課後等の遊び場づ

くり事業の普及・啓発なども、NPOが協力している。 

●中級編を防災・危機管理課の出前講座として企業や学校向けに継続中。防災・危機管理課が窓口となり、各地

域の NPO支部が対応している。 
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●地域へは NPOメンバーが地域活動アドバイザー制度に登録し、各区地域支援課が窓口となり、地域へアドバ

イザーとして派遣されている。 

③NPOの自主事

業として実施 

●事業終了後も NPOが「放課後等の遊び場づくり事業」に呼ばれ、様々な遊びと学びのプログラムを提供して

いる。25年度実績は 30数校。 

●25 年度には NPO の主催で、チルドレンズミュージアムを西南大にて開催。2 日間で 2,700 名の参加があっ

た。 

●「ひきこもり青年の集い」は継続して NPOが主体となって実施。 

●共働事業で不十分であった地元との共働を進めるため、26 年度は県の補助事業の採択を受けて事業を継続し

ている。 

●6年間経った現在、NPOの主催によりボランティア活動が続いており、企画課（当時）も参加している。 

●福祉施設の視察コーディネートについては、協力関係は継続するが、永続的に取り組みを続けるため、有料と

することで、市の財政負担を無くし、NPOが自主事業として継続している。 

●SMSは学生ボランティアのような形で、縮小して継続している。 

●「ここりーと」も他の補助や助成を受けて継続中。児童生徒の数は微減だが、キャパシティいっぱい。 

●新たに独立した NPOにより、共働事業で得たスタッフや支援企業のもと事業を継続している。 

●共働事業終了後も実行委員会形式は継続していたが、26年度からは NPOの単独主催となっている。継続して

毎年 3回ツアーを実施している。 

●市と連携を図りながら NPO が実施。セミナーは、日本財団の助成を受け、2013 年にも継続して開催するこ

とができた。アウトプット事業については予算などの問題があるため、NPOに機会があった際に実施。 

●共働事業終了後も、学校での「命を伝える講話」は NPOにより継続。 

●共働事業時に実施した地域から、直接 NPO へ依頼があり、各地域の NPO 支部が対応して、同様の講座を実

施している。 

●NPO の自主事業として継続。平成 27 年 2 月より、新しく「あんしんパートナーズ」事業として再度立ち上

げる予定。今回の事業は、高齢者の様々な困りごとを全て解消する、また高齢者も事業に参加できる仕組みに

変更しており、高齢者も参加する喜びを味わえるようにした。 

●NPO が立ち上げた別の事業により、障害者の雇用も継続できている。上手くいかなかった反省点を、新規事

業などにつなげることができている。 

④他の実行委員

会形式で実施 

●鳥飼校区では地域行事として独自開催が 5年間続いており、NPOがその支援を行っている。 

●共働事業終了後、地域・企業・行政を含めた実行委員会を立ち上げ、発展的に継続している。 

●25 年度は、文化庁の助成（地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ）を受け、福岡市の事業として実施した。

26年度からは、実行委員会形式で実施している。 

●箱崎校区と南当仁校区では直接、地域組織と NPOが共働で遊び場の運営を行っている。 

⑤事業完了、受

益者の自立等 

●公民館での講座受講生を中心に自主学習会が生まれ、インストラクター40名が小中高 850校でメディア啓発

プログラムを実施した。 

●資料ができたことで、教育委員会や福岡市 PTA 協議会が連携し、実施校のカリキュラムに取り入れられた。

その結果、子どもとメディアの問題は軽減される傾向にある。 

●詳細に調べあげた公園のデータベースが、公園の管理、利用に活用されている。 

●健康づくりプロジェクトは終了後も、地元主体で継続した活動となっている。 

●小学校でベッタシラバスを自立して実施している。 

●事業は単年度で終了。作成した絵巻は使われ続けており、行政の他部局からも声がかかるなどの評判で、再利

用できないか検討している。 

●育成の結果、個人またはグループで活動可能なレベルに達したと考えられる学生プレーワーカーは、独立して

放課後等の遊び場づくり事業のプレーワーカーとして活動している。 

●事業終了後も、利用者の 5 人へサービスを続け、うち 2 人は在宅で亡くなった（この事業により、施設へ入
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所せずに看取りができた）。 

●「モデル地区」での地域猫活動は、サポーターを中心に継続中。 

●今回発足した福岡地域猫連絡協議会は自立して継続中。生活衛生課もオブザーバーに。 

●「屋台おもてなしプロジェクト」については、屋台組合を中心に継続。共働事業の中で作成する予定だったウ

ェブサイトについては、屋台組合が企業協賛により 26年度に制作した。 
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６）N P O の 成 果 

共働事業によって NPO が得た成果を、共働マニュアルＰ２「共働によって期待される効果・NPO にとっ

て」を指針とし、分類・記述した。 

まとめと考察 

①団体の使命を効果的に実現した（自らの特性を活かしながら、団体が持つ使命

や目的をより効果的に実現） 

・共働事業の成果を使って国に政策提言を行い、社会問題として認知された。 

・ネットワークが活性化し、共感者が増えた。 

・市民が活動に参加することで啓発活動ができた。 

・共働事業の実践の場を使い、NPO が PR 活動をしている。 

・団体の使命を実現した（総合学習のプログラムづくり、子どもの育成）。 

・今までやれなかった事業が実践でき、ノウハウができた。 

・事業の成果から、新たな可能性が生まれた。 

・地域に定着した活動を行うことができるようになった。 

以上のことから、NPO の活動の場の増加、共感者の増加、新しい使命の発生など、共働事業が効

果的に実現されたと言える。その要因は、NPO の特性である自主性、機動性、先駆性、柔軟性、専

門性、多様性であると言える。またそれは共働事業のプロセス、共働事業終了後の成果の活用の

場面で起こったことから、共働事業は NPO にとってメリットがあると言える。 

②団体の組織力が向上した（積極的な情報公開・報告書の作成・適正な会計処理

など事務処理能力の向上） 

・調査、研究、フォーラムを実施できるようになった。 

・県、国の委託も受けるようになるなど、組織力が飛躍的に強化された。 

・参加者・協力者が増えた。 

・ノウハウがより溜まった。 

・長期的な目標を立て、行政の考え方を知ることができた。 

・事務処理、ボランティア運営などの力が向上した。 

・今後の海外進出の基盤が整った。 

・固定したフィールドができ、地域との関わり方を学ぶ場となった。 

・学生ボランティアの意識、活動の幅が拡がった。 

・共働事業をきっかけに、他部署、他組織からの依頼で新しい事業が始まったことは NPO の基盤強

化になった。 

・2012 年に NPO 法人化、独立採算で共働事業の内容を継続運営している。 

・人材（スタッフ）が集まり、コミュニティが形成され NPO 法人となった。 

以上のことから、事務処理能力、マネジメント能力など団体の組織力が向上したと言える。そ

の要因は、行政の報告書作成・適正な会計処理の経験によるものであると考えられる。また、参
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加者・協力者の増加、活動の場の確保など NPO の組織力は成長している。 

③団体の社会的評価が向上した（団体の存在や活動内容の認知・理解が促進され、

社会的認知が高まった） 

・参加者から定期的な開催を望む声が出た。 

・認知度が上がるとともに NPO 主催イベントにおいて参加者も増えた。 

・講師の依頼が増えるようになった。 

・実績をホームページに載せた結果、他市町村からの研修依頼が来た。 

・色々な団体・組織から、CSR や研修という形でボランティアへの参加がある。 

・行政、市民団体などネットワークが拡がった。 

・団体への問い合わせ、見学依頼が増加して認知度が高まった。 

・環境行動賞の特別賞を受賞し、環境活動のモデルとなることができた。 

・全国的に注目される存在となった。 

以上のことから団体の存在が社会的に認知され、活動内容の理解が進んだと言える。その要因

は、先駆性・専門性にあり、実践と実践後の成果が HPなどの広報によって認識された結果である

と言える。 

④活動機会が増えた（財源を得、組織や財政基盤が強化され活動が活性化された） 

・地域・大学など活動の場や回数が増えた。 

・他市にも活動の場（サテライト）を持った。 

・企業のつながりができ、出前講座などのリピーターも現れている。 

・新規スタッフを雇用し、団体の活動の幅が拡がった。 

・共働事業で蓄積した人材、ノウハウを活かして自主事業を立ち上げた。 

・活動報告としての冊子を作ることができ、新たな事業へとつながった。 

・活動が拡がり、NPO の自信とはずみが付いた。 

・責任ある事業に取り組むことで、スタッフの人材育成が進んだ。 

・報告書ができ、営業ツールとして次につながるものとなっている。 

・リピート依頼が来るなど、結びつきを得ることができた。 

・活動の機会が増え会の活性化、専門性の高まりにつながった。 

以上のことから、活動機会が増加し、その結果組織や財政基盤が強化されたと言える。その要

因は、先駆性・専門性・自発性にあり、実践と実践後の成果が HP などの広報によって認識された

結果であると言える。 

⑤団体のネットワークが拡大した（NPO 同士、または地域団体や企業等との協力体

制や連携が生まれた） 

・行政との共働関係が続いている。 

・大きなネットワークができ、事業認知度も上がった。 

・行政のネットワークを活用することができた。 

・NPO 間のネットワークが生まれた。 
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・大学と発展的なネットワークを構築できた。 

以上のことから、NPO 同士、地域や企業などと連携し団体のネットワークが拡大したと言える。

その要因は、自発性・機動性・先駆性・専門性・多様性にあり、NPO が積極的にネットワークを拡

大した結果であると言える。 

 

事業の成果を情報公開することで NPO の実績が評価され、社会的評価を得たり、次の事業展開につな

がったりしている。その背景にあるのは、NPOだけでなく福岡市との共働事業を行ったという実績への信

頼感があるものと思われる。 

団体のネットワーク拡大は、多くの事業で確認された。ネットワークは、NPOと地域・企業・他自治体・

他部署・大学・他 NPO など、種類と量が拡がることが分かった。 

 

具体的な内容（事業紹介シートより引用） 

 具 体 例 

①団体の使命を効果的に

実現した 

 

自らの特性を活かしなが

ら、団体が持つ使命や目

的をより効果的に実現し

た場面を記述 

●フォーラムの中で政策提言を行い、厚労省大臣に提言書を出した。その結果、25年度に国として子どもと

メディアに関する調査が行われ、大々的に社会問題として認知された。共働事業での調査が、国が動き出

す一助となった。 

●市内で初めてのひきこもり支援者等のネットワーク会議を開催し、各機関がお互いを知る機会となり、機

関連携が生まれた。 

●地元の参加者を交えて状況調査を行うなど、環境の啓発活動ができた。 

●NPO の構成団体のひとつである、循環生活研究所が行う複数の活動が見られる現場として、同団体への視

察があった際は必ずルートに入れ、NPOの活動を PRしている。 

●ガイドツアーで聞いた意見を記録し、次の企画に繋げた。 

●総合学習のプログラムづくりに参画することができた。 

●伝承文化の担い手になる子どもの育成に貢献した。 

●今までやれなかったことをやれた。そして一度実施することで、全体の流れやお金の出入りを経験できた。

そういったノウハウが今後の事業運営に大変参考になった。 

●新たな可能性の創造ができた。障がい者の表現を外にアウトプットすることで、社会とつながる。施設が

障がい者という枠を作り、押し込んではいけない、という認識を新たにすることができた。 

●ちょっとしたサポートがあることで、特養に入らずとも在宅を続けられる実感が得られ、今後の活動に弾

みが付いた。 

●地域のネットワークも拡がり、地域に定着した活動を行うことができるようになった。 

②団体の組織力が向上し

た 

 

積極的な情報公開・報告

書の作成・適正な会計処

理など事務処理能力の向

上、団体の組織力向上に

関わる場面を記述 

●韓国の調査、研究も行い、「子どもとメディア日韓共同フォーラム in福岡」を実施できるようになった。 

●センターの受託運営を担い、市の他課や県、国の委託も受けるようになるなど、組織力が飛躍的に強化さ

れた。 

●楠の会の参加者が 30名増えた。 

●ワーク・ライフ・バランスについてのノウハウがより溜まった。 

●NPOへの協力者が 5人増えた。 

●志賀島活性化構想を受けて検討した長期的な目標を立てた。行政の考え方を知ることができた。 

●事務処理、ボランティア運営などの力が向上し、NPOとしてのノウハウが蓄積された。 

●海外の制度、意識が体験でき、アジアへの高齢化支援のビジネスミッションや、今後の海外進出の基盤が
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整った。 

●活動の固定したフィールドができたことで、色々な人との交流ができるようになり、地域との関わり方を

学ぶ場となった。 

●団体の主力となっている学生ボランティアが歴史を学び、環境学習を実施したことで、意識、活動の幅が

拡がった。 

●「歴史を学ぶのではなく、歴史に学ぶ」という新たな姿勢が NPOに浸透した。 

●2012年に NPO法人化、独立採算で共働事業の内容を継続運営している。 

●授業をきっかけに事業運営を主体的に行う人材（スタッフ）が集まり、60人のコミュニティが形成された。

このコミュニティが基盤となり、NPO法人となった。 

●事業の企画、運営を共働でやることで、行政の感覚を身につけた。 

●行政の仕組みが分かった。現在は県の事業も行っている。 

●共働事業における実行委員会の運営により、事務処理能力が向上した。 

③団体の社会的評価が向

上した 

 

団体の存在や活動内容の

認知・理解が促進され、

社会的認知が高まった場

面を記述 

 

●保護者から定期的な開催を望む声が出た。 

●団体の認知度が上がるとともに NPO主催イベントにおいて参加者も増えた。 

●公民館から講師の依頼が増えるようになった。 

●実績をホームページに載せた結果、他市町村からの研修依頼が来た。 

●今でも色々な団体・組織から、CSRや研修という形でボランティアへの参加がある。 

●経済振興局誘致宣伝課、NPO法人志賀島歴史研究会などネットワークが拡がった。 

●団体への問い合わせ、見学依頼が増加して認知度が高まった。 

●NPO の事業を通じて福祉施設への視察を行うことが、ソウルサイバー大学の単位に認定されるようになっ

た。 

●中国からの介護人材指導の相談、要請が入るようになった。 

●他都市から教育相談課への視察があった際、NPOの活動についても紹介して貰った。 

●公民学連携のまちづくり組織である UDCIC（アイランドシティ・アーバンデザインセンター）に呼ばれた

り、一緒に活動する人が増えたりなど、NPO組織が拡大した。 

●地域では子どもたちに NPOの名前で呼ばれるような関係ができた。 

●共働事業が NPOの自主事業として実施されている。 

●他課・他市町村からの相談、研修依頼が増え、NPOの PR、周知・情報発信の機会が増えた。 

●学校以外でも近隣市町村の子ども会や神社などから、遊びの場を作って欲しいとの依頼が来るようになっ

た。 

●北海道から招聘されるなど、プレーワーカーの研修、遊び場の中間支援組織としての知名度が上がった。 

●社会とつなぐ中間支援、人材育成等のコミュニケーション創造事業を始めた時期で、共働事業によって弾

みが付いた。 

●人権センターなど、様々な施設・組織から、相談が来るようになった。 

●環境行動賞の特別賞を受賞し、環境活動のモデルとなることができた。 

●関東、関西からも問い合わせや講演依頼があるなど、全国的に注目される存在となった。 

●宮崎県防災士会や、研究者からの視察があった。 

●屋台のおもてなしについて屋台事業主に周知でき、福 

岡の観光の魅力アップにつながった。 

④活動機会が増えた 

 

財源を得、組織や財政基

盤が強化され活動が活性

化された場面を記述 

●鳥飼校区、西南大学ほか、30数校で事業を行った。 

●850校でプロジェクトを開催できた。 

●企業のつながりができ、出前講座などのリピーターも現れている。 

●新規スタッフを雇用することができ、団体の活動の幅が拡がった。 

●駆け出しの NPOだったため、この事業の実績が大きな自信につながっている。 
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●大学とのネットワークを活かした取り組みで地元の信頼も深まり事業が特段にやりやすくなった。 

●志賀島が団体の活動拠点、フィールドとなった。 

●共働事業で蓄積した人材、ノウハウを活かして自主事業として継続。 

●通訳の育成ができたことで NPOの活動の幅が拡がった。 

●教育相談課や他課からの紹介で「ここりーと」へ見学があり、数人が利用者として定着、「ここりーと」が

居場所として機能した。 

●学校現場で NPO職員が授業を担当できた。 

●新規事業（公園管理事業）、新規連携先（企業）の可能性を発見した。 

●活動報告としての冊子を作ることができ、新たな事業へとつながった。 

●NPOの専門分野である情報発信、デザインが公園利用の促進につながるという自信が生まれた。 

●これまでやったことのない研修プログラムに挑戦、実施したことで環境学習プログラムの創造的なメニュ

ーの企画につながった。 

●乳幼児向け芸術体験事業の実施は、年に 1 回程度しかできなかったが、この事業によって 2年間にわたり、

人形劇、音楽、演劇、また海外作品まで実施することができ、参加の機会を広げることができた。 

●活動が拡がり、NPOの自信とはずみが付いた。 

●責任ある事業に取り組むことで、副代表など、スタッフの人材育成が進んだ。 

●共働の実績により、公有財産課や日本財団、佐賀県などとつながることができた。 

●計画書にはなかったが、立派な報告書ができた。営業ツールとして、次につながるものとなっている。 

●以前から考えていたこと（地域ボランティアの活用）の実現に向けて一歩踏み出すことができた。 

●今まで単独では難しかった地域での開催ができた結果、地域や公民館からリピート依頼が来るなど、結び

つきを得ることができた。また、県教委や県立高校から講座依頼が来るなど、これまでの実績による知名

度を活かすことができた。 

●講座で話す機会が増え、会の活性化、専門性の高まりにつながった。 

●新規の自主事業を作ることができた。 

⑤団体のネットワークが

拡大した 

 

NPO同士、または地域団

体や企業等との協力体制

や連携が生まれた場面を

記述 

●平成 25年度全国フォーラムで教育次長や課長に挨拶してもらうなど、生涯学習課との関係が続いている。 

●大きなネットワークができ、事業認知度も上がった。 

●男女共同参画課のネットワークを活用することができた。 

●多様な NPO・地域団体と連携が生まれた。 

●同様な制度で運営される関東の公園等への視察の際、視察先が同じ立場にある NPO同士ということで関係

も深まり、NPO間のネットワークが生まれた。 

●実施協力をいただいた大学では、乳幼児期の芸術体験の意義について、実施を通して体験を共有でき今後

にむけての発展的なネットワークを構築できた。 

●大学キャンパス内の恵まれた環境の中での実施を通して、乳幼児期の芸術体験プログラムの実施場所の候

補として考えられることが発見できた。 
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７）行 政 の 成 果 

この事業によって行政が得た成果を、共働マニュアルＰ２「共働によって期待される効果・行政にと

って」を指針とし、分類・記述しました。 

 

まとめと考察 

①きめ細かい市民サービスの提供（専門的なノウハウを持つNPOとの共働により、

多様化する市民ニーズに対応したきめ細やかなサービスが提供された） 

・事業の回数が増え、内容が充実している。 

・調査で地域課題が軽減していることがわかった。 

・課題解決のための施設ができた。 

・参加者に前向きな変化がみられ、効果とその必要性が確認できた。 

・対策が充実できた。 

・住民意識が拡がり、活動する人が増え地域のイメージが高まった。 

・スタッフの確保などの面で、市の単独主催は難しかった。 

・研究会で研究してきたことを実行できた。 

・様々な事業へ学生の参加が見られるようになった。 

・学生の派遣により、現場が活性化された。 

・発表の場ができて、活動の幅が拡がった。 

・現場の声を、他の事業などで活かすことができている。 

・各種広報ツールを作成することができた。 

・講座の回数を圧倒的に増やすことができた。23,24 年度の出前講座実施数 No1 になった。 

・地域の多様なニーズにきめ細かく応えることができた。 

・地域資源や、協力者を発掘することができた。 

以上のように、事業の回数や種類、新しいサービス、個別対応によって市民サービスが充実し

たと言える。その要因は、NPO の専門性、機動力であると言える。また、NPO を理解し、柔軟に受

け入れ、相乗効果を出した行政の主体性、受け入れ態勢にあると言える。 

②地域課題の発掘（行政が捉えていない地域課題を発掘し、新たな施策に反映さ

せた） 

・現状を知り、新たな施策の課題ができた。 

・今後の管理運営に活用できる情報・マニュアルが集まった。 

・地域住民が考える機会を作ることができた。 

・苦情のある地域と、まったくない地域があることが判明し、地域内の状況（連携や活用度など）

が密接に関わっているとの気づきがあった。 

・事業への参加が、芸術文化活動が子育て中のストレスの緩和に役立つことが期待できることに気

がついた。 
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・ニーズのあるサービスが分かり、新しい事業を作る際の目安とすることができた。 

・画一的な支援策だけでなく、インフォーマルの支えの重要性に気がつくことができた。 

・共働事業の成果が市の施策を具体化した。 

以上のことから、行政が新しい地域課題を発掘し、新たな施策に反映させたと言える。その要

因は、NPO の専門性・スキルであるが、行政職員が現場に参加し共に汗を流した結果であると言え

る。 

③効果的・効率的な施策の実施（行政と NPO の特性を活かすことで、相乗効果を

発揮し、効果的・効率的な施策を実現した） 

・NPO の知識・経験によるプログラムは行政だけではできないことを実感した。 

・ワークシートと冊子を作成することができ、現在でも活用している。 

・共働事業は共働を知る良いきっかけだった。 

・NPO だけでなく、他部署、団体との連携で効率的に事業を実施できた。 

・市全体での視察対応の労力、負担が軽減した。 

・福岡市への視察者満足度が高まり、福岡への好評価につながっている。 

・公園の実態に関するデータベースを作ることができた。 

・地元や関係者が連携することで、公園の利活用を考えた管理の可能性が高まった。 

・市民団体主導による事業が生まれた。 

・実際に受賞建築物等を見ることにより都市景観賞に対する市民の意識が高まった。 

・双方の資金を出し合うことにより、事業が拡がった。 

・新しいサービスが提供できた。 

・ボランティアポイント制度が実現された。 

・モデル事業は利用者の負担軽減や、心のケアにも効果があることが分かった。 

・各地域で必要となるノウハウ、注意点を探り、まとめることができた。 

・全市に活動を拡げるための、地域猫のモデル地区を作ることができた。 

・出前講座の回数を増やすことができた。 

・NPO から刺激を受け、事業者の積極的な連携、協力体制が生まれた。 

以上のことから、行政と NPO の特性を活かすことで、相乗効果を発揮し、効果的・効率的な施

策を実現したと言える。その要因は、NPO の専門性・機動性・先駆性・柔軟性によるものと言える。

また、行政が積極的に NPO と関わり、NPO と役割分担をした結果と言える。 

④職員の意識改革（NPO との共働において、職員が多様な発想・価値観を見出し、

職員の意識改革が起こり、職員の資質向上、行政の体質改善につながった） 

・NPO の知識・情報・調査スキルが問題解決に役立ったと認識した。 

・共に汗をかいたことで、意外なほど近しい関係となった。 

・NPO のネットワークを活用することができた。 

・NPO の専門性を現場へ提供、伝えることができた。 

・調査しデータを持つことの重要性を感じた。 

・地域だけでなく企業も関係者になり得るとの気づきがあった。 
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・都議会からユニークな取り組みとして、2回の視察があった。 

・NPO の熱意とチャレンジ精神による取り組みは、行政改革を意識するきっかけとなった。 

・企業、地域、大学のネットワークを構築していく、共働のノウハウが溜まった。 

・部局間の連携が生まれた。 

・これからの地域づくりの資源となる人材、企業等を知りえた。 

・まちづくりの様々な取り組みについて、NPO への相談ルートができた。 

・まちづくりに関心のある若者の存在を確認し、若者と地域との関わる場づくりを経験した 

・現場を体験して様々な形の支援が求められることに気がついた。 

・NPO との結びつきが強くなり、検討委員や他事業のオブザーバーなどの関わりが持てるようになっ

た。 

・ニーズのあるサービスが分かり、新しい事業を作る際の目安とすることができた。 

・画一的な支援策だけでなく、インフォーマルの支えの重要性に気がつくことができた。 

以上のことから、NPO との共働において、職員が多様な発想・価値観を見出し、職員の意識改革

が起こり、職員の資質向上、行政の体質改善につながったと言える。その要因は、NPO の専門性、

自主性・先駆性・柔軟性・多様性によるものと言える。また行政が共働を理解し、対等な関係で

共に汗を流した結果と言える。 

 

NPO との共働により、行政だけではできない内容のサービスの提供ができ、その回数も増加している。

また、行政の仕事が軽減された、楽になったという意見もあり、共働は行政サービスの質を上げる。ま

た、ネットワークが拡がった、市民の自主性が向上した等、市民の人材育成や活動の場を広げているよ

うだ。 

そして、NPOのことをよく知らないという職員が多いことが現状だが、共働することで、NPOの専門性

や情熱を感じ、NPOへの信頼感が増した。これは、さらなる共働への大きな一歩と言えるのではないだろ

うか。 

 

具体的な内容（事業紹介シートより引用） 

 具 体 例 

①きめ細かい市民サ

ービスの提供 

 

専門的なノウハウを

持つ NPO との共働

により、多様化する

市民ニーズに対応し

たきめ細やかなサー

ビスが提供された場

面を記述 

●子どもの遊び場が増え、遊びの内容が充実している。 

●３０校でプロジェクトを開催できた。 

●子どもとメディアの問題に対し、対策と予防が取り組みやすくなった。 

●「ひきこもりセンター」が開設できたことで相談及び支援体制が充実した。また市内で初めての公的な成人

期のひきこもり青年の居場所が開設でき、また参加者それぞれに前向きな変化がみられ、居場所の効果とそ

の必要性が確認できた。 

●受益者にとって、利用できるサービスが大きく膨れた。 

●不登校対策の可能性が広がった。 

●環境活動の啓発や地域コミュニティの形成が図られ、アイランドシティの環境共生のまちづくりを効果的に

推進することができた。 

●中央区の事業を通じて歴史サークルが立ち上がるなど、若い世代の自主的な活動へと広がっている。 
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●スタッフの確保などの面で、市の単独主催は難しかった。意識高揚（景観賞）へのプラスアルファとなった。 

●福岡版・子どもの芸術体験活動サポートシステムのための研究会で研究してきたことを実行できた。 

●学生とのつながりができ、様々な事業へ学生の参加が見られるようになった。 

●学生プレーワーカーの派遣により、現場が活性化された。 

●障がいのある方の様々な発表の場ができて、幅を作ることができた。 

●たまたまかも知れないが、別の部署でも障がい者アートの普及の動きが始まった。 

●モデル事業による現場の声を、他の事業などで活かすことができている。 

●各種広報ツールを作成することができた。 

●講座の回数を圧倒的に増やすことができ、23,24年度の出前講座実施数 No1になった。 

●地域の多様なニーズにきめ細かく応えることができた。 

●夜の観光の資源や、協力的な個店を発掘することができた。 

●夜の観光資源を活用したまち歩きルートを策定することができた。 

②地域課題の発掘 

 

行政が捉えていない

地域課題を発掘し、

新たな施策に反映さ

せた場面を記述 

●当初は思ったほどの依頼数にならなかったが、もともと社会全体の働き方に対する意識が問題の根底にある

ため、そこから始めるという点が明確になった。 

●活動記録の蓄積により、今後の公園管理運営に活用できる情報が集められた。公園オープン後の管理・運営

に向けたマニュアルの作成や運営費試算に活かせる情報を集めることができた。 

●公園の管理運営に関わっていこうとしている地域住民が、市民に公園で楽しんでもらうためにどのような工

夫が必要か、自分がどのような技術を習得する必要があるか等を考える機会を作ることができた。 

●地域を巻き込んで、実態に沿った事業ができた。 

●途中で公園への苦情を全て整理し、それらを減らすことを目標とした。結果として苦情が減ることはなかっ

たが、苦情のある地域と、まったくない地域があることが判明し、地域内の状況（連携や活用度など）が密

接に関わっているとの気づきがあった。 

●景観の価値を市民と共有することができた。 

●芸術文化事業への参加が、親の子どもに対する接し方に変化があったこと、また、乳幼児と保護者対象の芸

術文化活動が子育て中のストレスの緩和に役立つことが期待できることに気がついた。 

●短い広報期間にもかかわらず、定員を上回る申し込みがあり、ニーズが高いことが実感できた。締切後も、

今後も乳幼児向けの企画があったら情報がほしいという声が多かった。 

●ニーズのある（必要な）サービスが分かり、新しい事業を作る際の目安とすることができた。画一的な支援

策だけでなく、インフォーマルの支えの重要性に気がつくことができた。 

●共働事業の取り組みの成果によって「犬猫の殺処分０」という政策を打ち出すことができた。 

③効果的・効率的な

施策の実施 

 

行政と NPO の特性

を活かすことで、相

乗効果を発揮し、効

果的・効率的な施策

を実現した場面を記

述 

●NPOの知識・経験によるプログラムはこども育成課（当時）だけではできないことを演出できた。 

●ワークシートと冊子という目に見える成果物を作成できた。 

●男女共同参画課にとって 23 年度以降の関連事業への展開の契機となり、継続して実施できる事業として、

今後も受講企業数の増加を目指している。 

●共働推進のための協議会が立ち上がった。 

●NPO だけでなく、経済振興局誘致宣伝課、NPO 法人志賀島歴史研究会との連携で効率的に事業を実施でき

た。 

●市全体での視察対応の労力、負担が軽減した。 

●福岡市への視察者満足度が高まり、福岡への好評価につながっている。 

●公園の実態に関するデータベースを作ることができた。 

●地元や関係者が連携することで、公園の利活用を考えた管理の可能性が高まった。 

●市民団体主導による遺跡の活用モデルが生まれた。 

●都市景観に関する意識の高揚が、NPOの自主事業として実施されるようになった。 

●地元アーティスト研修会に参加しているアーティストの学習と創作意欲は高く、乳幼児向け芸術体験プログ
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ラムの新たな作品を創出することができた。 

●双方の資金を出し合うことにより、様々なジャンルのプロによる乳幼児向芸術体験プログラムを実施できた。 

●プレーワーカー等の現場に関わる人材の確保・育成等の仕組みを構築できた。 

●遊びの効用や放課後等の遊び場づくり事業の意義等を広めることができた。 

●セミナー、ノウハウの提供は新しいサービスの提供となった。セミナーの参加をきっかけとして、アート活

動を取り入れた施設もある。 

●ボランティア活用の必要性が見えたため、ボランティアポイント制度が実現された。 

●モデル事業は家族の負担軽減や、利用者の心のケアにも効果があることが分かった。ケアマネージャーから

も、在宅生活を継続していく上で、介護保険では対象にならない生活支援の充実が必要との意見をいただい

た。 

●地域猫活動を拡げるに当たって、各地域で必要となるノウハウ、注意点を探り、まとめることができた。 

●全市に活動を拡げるための、地域猫のモデル地区を作ることができた。 

●今まで年に数回しか実施できなかった演習形式（中級編）の出前講座を実施することができた。 

●NPOから刺激を受け、屋台組合を中心とした、屋台事業者の積極的な連携、協力体制が生まれた。 

④職員の意識改革 

 

NPOとの共働におい

て、職員が多様な発

想・価値観を見出し、

職員の意識改革が起

こった場面を記述し

た。 

 

それによって職員の

資質向上、行政の体

質改善につながった

場面を記述。 

 

●NPOにしかできないことがあることを認識した。 

●NPOの知識・情報・調査スキルが問題解決に役立ったと認識した。 

●問題解決に NPOの力を借りることができると認識した。 

●共に汗をかいたことで、意外なほど近しい関係となった。行政は一人で仕事をすることが多いが、思いを共

有して行うことの楽しさ、喜びを知ることができた。 

●NPOのネットワークを活用することができた。 

●NPOに対する意識が高まった。 

●共働により NPOの力が分かり、地域と NPOが連携しての公園運営スキームを考え始めた。 

●教師と、活動のチェックや意見交換を行い、NPOの専門性を現場へ提供、伝えることができた。 

●SMSを学校独自でできるように教職員研修を実施した。 

●今まで行ってなかった公園調査により、公園利用者側の視点に立ったデータを持つことの重要性を感じた。 

●公園の近くにある企業から声をかけられ、地域だけでなく企業も関係者になり得るとの気づきがあった。 

●都議会からユニークな取り組みとして、2回の視察があった。 

●NPOの熱意とチャレンジ精神による取り組みは、行政改革を意識するきっかけとなった。 

●共働事業によって、企業、地域、大学とネットワークを構築していく、共働のノウハウが溜まった。 

●行政だけではできないことを幅広く柔軟にできるなど、共働に良い印象を持つことができた。 

●面白絵巻を観光戦略課が観光案内等に活用するなど、部局間の連携が生まれた。 

●これからの地域づくりの資源となる、天神のまちづくりに賛同、協力する人材、企業等を知りえた。 

●天神のまちづくりの様々な取り組みについて、NPOへの相談ルートができた。 

●新しく設立された NPO法人の活動を認識し、中央区のまちづくりのパートナーとして意識づけられた。  

●まちづくりに関心のある若者の存在を確認し、若者と地域との関わる場づくりを経験した 

●関わった職員から、NPOへの信頼や敬意の気持ちを持てたという感想が聞かれた。 

●ボランティアという新たな支援者を受け入れる余裕がないと感じている家族もおられ、様々な形の支援が求

められることに気がついた。 

●NPOとの結びつきが強くなり、検討委員や他事業のオブザーバーなどの関わりが持てるようになった。 

●地域猫活動を拡げるに当たって、各地域で必要となるノウハウ、注意点を探り、まとめることができた。 

●ニーズのある（必要な）サービスが分かり、新しい事業を作る際の目安とすることができた。画一的な支援

策だけでなく、インフォーマルの支えの重要性に気がつくことができた。 
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