
日時： 平成１７年８月９日（火） 午前１０時～１２時

場所： 福岡市役所　１５階　第５特別会議室

1 開会

2 委員紹介

3 運営要綱・傍聴要綱の制定 （資料１）

4 会長・副会長の選出

5 審議等

(1)　共働について

参考：共働の取り組み事例 （資料２）

参考：福岡市地域支援策一覧 （資料３）

参考：共働の類型について （資料４）

(2)　市民公益活動ガイド（仮称）全体構成案 （資料５）

(3)　その他

6 閉会

第１回

会　議　次　第

「市民公益活動推進のための共働のあり方検討会」



氏　　名 所　　属　　　等 分　　　野

池　浦　順　子 　和白東ボランティア「おあしす」 地域活動実践者

稲　舛　　　積 　特定非営利活動法人ＮＰＯ博多まちづくり NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係者

甲　木　辰　利 　福岡市７区地域支援部長会 行　　　政

熊　谷　節　子 　福岡市立小学校長会 行　　　政

竹　田　龍之助 　自治協議会等７区会長会 地域関係者

仁井山　なおみ 　福岡市市民局 行　　　政

信　友　浩　一 　九州大学大学院医療システム学 学識経験者

宮　本　俊　二 　九州電力株式会社 企業関係者

森　田　昌　嗣 　九州大学大学院芸術工学研究院 学識経験者

吉　田　順　子 　特定非営利活動法人環境みらい塾 NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係者

（五十音順・敬称略）

「市民公益活動推進のための共働のあり方検討会」委員名簿



資料 １

市民公益活動推進のための共働のあり方検討会設置要綱（案）

（設 置）

第１条 市民公益活動の活発化を図るための公益活動団体との共働のあり方を検

討するため，市民公益活動推進のための共働のあり方検討会（以下「検討会」

という ）を設置する。。

（組 織）

第２条 検討会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。

（１）学識経験者

（２）地域活動実践者

（３）地域関係者

（４）ＮＰＯ・ボランティア関係者

（５）企業関係者

（６）市職員

（委員の任期）

第３条 委員の任期は，委嘱の日から平成18年３月31日までとする。

２ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（会 長）

第４条 検討会に，会長及び副会長を置くものとし，委員の互選により定める。

， ， （ 「 」 。） 。２ 会長は 会務を総理し 検討会の会議 以下 会議 という の議長となる

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は欠けたときは，その

職務を代理する。

（会 議）

第５条 会議は，会長が招集する。

２ 会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３ 会長は，必要があると認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め，そ

の説明又は意見を聴くことができる。

４ 検討会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数の時は，議長の

決するところによる。

（会議の公開）

第６条 会議は，原則としてこれを公開する。

（庶 務）

第７条 検討会の庶務は，市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課におい

て行う。

（その他の事項）

第８条 この要綱に定めるもののほか，検討会の運営に関し必要な事項は，会長

が検討会に諮って定める。

附 則

この要綱は，平成17年 月 日から施行する。



市民公益活動推進のための共働のあり方検討会傍聴要綱(案)

（傍聴の手続）

第１条 市民公益活動推進のための共働のあり方検討会の会議（以下「会議」と

いう ）を傍聴しようとする者は，自己の氏名を，受付簿に記入し，係員の指示。

に従って，傍聴席に着かなければならない。

（入場の制限）

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は，入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められるもの

(2) ポスター，ビラ，拡声器等会議の妨害となると認められる物品を携帯して

いるもの

(3) 前２号に掲げるもののほか，会議を妨害し，又は他人に迷惑を及ぼすと認

められるもの

（傍聴人の遵守事項）

第３条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語，談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え，又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) たすき等を着用し，又はプラカードを掲げる等示威的行為をすること。

(6) 携帯電話，パソコン等の情報通信機器を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか，会議の妨害となるような行為をすること。

（撮影等の禁止）

第４条 傍聴人は，傍聴席において，写真等を撮影し，又は録音をしてはならな

い。ただし，特に会長の許可を得た者は，この限りでない。

（退 場）

第５条 傍聴人は，会長から退場を命じられたときは，速かに退場しなければな

らない。

（その他の指示）

第６条 この要綱に定めるもののほか，傍聴人は会長の指示に従わなければなら

ない。

附 則

この要綱は，平成17年 月 日から施行する。



事業内容 共働の主体

　事業企画の段階から共働

1
区の魅力づくり事業（花と
緑のまちづくり活動）

地域が主体となって取り組む花と緑のまちづくり
活動を奨励するため、既存の緑化助成制度の紹介
を行うリーフレット・ポスターの作成などを行
う。

市民
地域団体
ＮＰＯ
学校
事業者

2
ラブアースクリーンアップ
２００４

海岸、河川・山なみ等の一斉清掃を行う。 ＮＰＯ

3
捨てんばい、クリーン、
ピカピカふくおか運動

天神周辺、 博多駅周辺の清掃（美化活動）
地域団体
ＮＰＯ
学校

4
大学・学生・地域・行政の
連携によるまちづくり

地下鉄３号線駅周辺のまちづくりの中で地域とふ
れあう学生街の形成を図り、個性をブランド性を
高め、活力に満ちた個性的なまちおこしを進めて
いく。

市民
地域団体
ＮＰＯ
学校
事業者

5
区まるごと博物館構想推進
事業

区内の様々な地域資源、人的資源を保存・育成・
創出する。また、それらに回遊性を持たせ、区全
体を地域の魅力を展示した「博物館」位置づけて
活用するとともに、地域外にもその魅力を発信す
ることで、区の魅力をさらに高めていく。

市民
地域団体
ＮＰＯ
学校
事業者

6 パートナーシップ事業
ＮＰＯと行政の共働によるまちづくりを進めるた
め、共働による事業の創出を検討する。

ＮＰＯ

7
幼児環境教育学習プログラ
ム作成

好奇心が旺盛で、体験したことが行動に結びつき
やすい幼児期に環境に対する意識を育むとともに
小学校からの環境教育・学習の準備段階としての
素地を築くためのプログラムを作成する。

ＮＰＯ

8
汚水処理場跡地公園設計
ワークショップ

汚水処理場跡地公園の設計ワークショップ 地域団体

平成１６年度　市民と行政の主な共働の取り組み事例

事業名（施策、制度等名）

　　資料　２
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事業内容 共働の主体事業名（施策、制度等名）

9
ワーキンググループ（区役
所庁舎サイン再生ワーク
ショップ）

区役所保健福祉センター整備（増改築）に伴い必
要となる庁舎案内板（サイン）の整備について、
その位置やデザインなどを、ＮＰＯ法人の協力を
得て、区役所職員に大学生を交えて、ワーク
ショップ手法を用いて基本計画づくりを行うもの

ＮＰＯ
学校

10 地域子育て交流支援事業

全校区に、地域ぐるみの育児を支援する体制づく
り（子育て支援ネットワーク会議）、子育てサ
ポーター養成、子育て交流サロンの開設を行う。
また区レベルではシンポジウムや研修会を行い啓
発に努める。

市民
地域団体
ＮＰＯ
学校

11
大学と地域の連携・交流促
進事業

校区と大学のつなぎ役になる窓口「学園コミッ
ション」を設置し、連携・交流事業をコーディ
ネートする。

市民
地域団体
ＮＰＯ
学校
事業者

12 留学生から学ぶ外国語教室
福岡市の留学生を講師に、言葉の学習を通した国
際理解、国際交流を深めるため実施

ＮＰＯ

13 女性に対する暴力防止事業
講座、講演会等による市民啓発及び合同電話相談
会を実施

ＮＰＯ

14
環境フェスティバルふくお
か
２００４

毎年６月に環境フェア、10月にごみ減量フェアと
して分けて実施していたＮＰＯを中心とした環境
保全に向けての参加体験型イベントを、環境フェ
スティバルとして実施

地域団体
ＮＰＯ
学校
事業者

15
「市民体験スクール　菜の
花を咲かせよう！プロジェ
クト」

菜の花を育て、食材として利用するとともに、菜
種から菜種油をしぼり、使用済みの油を自動車の
燃料に精製処理する。

市民
地域団体
ＮＰＯ
学校

16 大学との協力協定など
防災に関する九州大学との情報交換・意見交換、
啓発に関する協力、共同研究、調査、検討委員会
など

学校

17 地域整備構想

地域の特性を活かせる新たな振興・活性化のため
に、基本構想の策定から具体の活動まで、地域住
民と一体となって取り組んでいくもの。
まちづくり協議会（自治会、地域内の代表）との
共働による取り組み

地域団体

18
公園緑地における放置自転
車対策事業

鉄道駅周辺の公園や緑地等の放置自転車防止対策
について地域、企業、行政が連携しながら取り組
む。

地域団体
事業者

2



事業内容 共働の主体事業名（施策、制度等名）

19
不法投棄防止合同パトロー
ル

地域発意の地域、警察、行政の共働による不法投
棄防止のパトロール

地域団体

20 地域集団回収
少子高齢化の影響で地域集団回収の実施・継続が
困難な地域で、地域、ＮＰＯ、学生、行政が連携
して資源物の回収を実施

地域団体
ＮＰＯ

21 大学生相談員派遣事業
「ひきこもりがちで不登校」の児童生徒の家庭に
教育学・心理学専攻の大学生等を派遣し、学校復
帰を支援する。

学校

　活動事業に対して市が支援する共働

22 やる気応援事業
住民自らが行う地域課題の解決や地域の活性化に
向けたまちづくりを支援します。

地域団体

23
活力あるまちづくり支援事
業

市民と行政との共働のまちづくりと住民自治を推
進するため、自治協議会で取り組まれる住みよい
まちづくりに向けた、さまざまな活動及び、校区
組織の地域における各種活動を支援します。

地域団体

24
福岡市ＮＰＯ活動支援基金
福岡市ＮＰＯ活動推進補助
金

市民からの寄附を原資として市内で活動するＮＰ
Ｏ法人への事業補助を行う。

ＮＰＯ

25
福岡市暴走族追放組織
暴走族追放運動推進

校区単位で、夜間パトロールなどを通じて、暴走
族や不良少年の排除や健全育成に取り組んでいる
暴走族追放地域組織が設立される時に、集団パト
ロール時に着用のためのジャケット、ベスト、帽
子、のぼり旗、懐中電灯などを支給

地域団体

26 まつりアミカス
男女共同参画の視点を持ち活動する市民グループ
が、イベントを企画、実施。

ＮＰＯ

27 放課後の遊び場づくり事業

学校施設を活用し、放課後の日常的な子どもの遊
びや活動の場づくりを推進
地元の関係団体からなる運営委員会を設置し、
コーデイネーター（市）、見守りサポーター（ボ
ランティア）を配置

市民
地域団体

28
福岡市エイズ電話相談補助
金

休日・夜間に、エイズ電話相談・外国語（英語）
相談を実施しているＮＰＯに対し、補助金を交付
（平日9°-17°は、各区保健福祉センターで実
施）

ＮＰＯ
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事業内容 共働の主体事業名（施策、制度等名）

29 ホームレス自立支援事業
ＮＰＯとの共働により自立支援アパートを活用し
自立を支援する。

ＮＰＯ

30 地区活性化構想推進事業

地域住民総意のもとに策定された地区活性化構想
の実現のためのまちづくりの支援
自治会、農協、漁協等、地域住民や関係団体の代
表との共働による取り組み

地域団体

31
地域コミュニティの活性化
（都心居住・振興プラン）

まちづくり協議会との連携・交流、まちづくり事
業の企画・推進
小学校跡地活用ワークショップによる整備イメー
ジ案づくり
小学校跡地の活用方法検討

市民
地域団体
ＮＰＯ

32
区の魅力づくり事業（川ゆ
めプラン）

地域の川の歴史・魅力を再発見し、新たな魅力づ
くりを進めるため、市民、ＮＰＯ・ボランティ
ア、東区及び周辺町の地域団体などからなる組織
を設置し、ワークショップにより多々良川の将来
像や活動コンセプトなどを検討する。

地域団体

33
区の魅力づくり事業（大
学・地域まちづくり事業）

地域が抱える地域課題の情報（テーマ）を学生に
提供し、解決方策の提案など、学生からアイデア
を募集する。提案されたアイデアについては、内
容審査などを行い、実施が決定した取り組みにつ
いては、活動の支援を行う。

市民
地域団体
学校
事業者

34
安心して住める校区づくり
事業

行政の持つ交通事故や犯罪の危険箇所情報と校区
住民が持つ危険箇所情報を、校区住民が主体と
なって校区の地図上に集約し、校区住民間におけ
る危険箇所情報の共有を図るとともに、校区住民
による自主的な危険箇所の改善のための資料とす
るもの。

市民
地域団体

35 地域の川ふれあい事業
市民参画による、イベントの開催・運営
次年度以降の進め方を検討するワークショップの
開催

市民
地域団体
ＮＰＯ
学校
事業者

36
地域活動アドバイザー派遣
制度

地域の活動について経験、技能、知識等を持ち、
助言や指導ができる人を、自治協議会等へ派遣
し、地域活動を支援

地域団体

37 遊びの達人派遣事業
子どもの育成を推進する団体が開催する活動に遊
びの達人を派遣

地域団体
ＮＰＯ

38 らくらくパソコン教室

市民が情報活用能力の向上を目的として、福岡市
がパソコン講習会場を整備・提供し、パソコン
メーカーがパソコンなどの機材を提供し、ＮＰＯ
が役務を提供するという形でパソコン教室を実施

ＮＰＯ
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事業内容 共働の主体事業名（施策、制度等名）

39 空き教室の有効活用

空き教室を地域活動の場などとして、学校教育以
外へ活用（空き教室地域開放事業、留守家庭子ど
も会育成事業、高齢者の介護予防検討モデル事
業、保育所分園）
地域開放事業は、地域による自主的な管理運営の
しくみづくりを支援

地域団体

40 公民館改築事業

生涯学習の場、地域コミュニティの拠点として公
民館の改築設計にあたっては、校区自治会、老人
会、ＰＴＡなどの校区諸団体の代表で構成される
建設準備委員会と協議

地域団体

　市が発注した委託業務による共働

41
ＮＰＯ・ボランティア交流
センター管理運営

ＮＰＯ・ボランティアに関する情報を提供、会議
室、打ち合わせ場所、印刷機、パソコン等を提
供、ＮＰＯ・ボランティア関する相談業務等セン
ターの管理運営を委託

市民
地域団体
ＮＰＯ

42
消費生活相談・消費者団体
の育成

ＮＰＯ法人に消費生活相談業務を委託 ＮＰＯ

43 NPOステップアップ講座
ＮＰＯの活動や運営の課題に直結する実務的な
テーマを扱った連続講座を委託

ＮＰＯ

44
臨海リサイクルプラザ事業
企画運営

臨海リサイクルプラザの事業の企画運営を委託 ＮＰＯ

45
福岡市まちづくり副読本
「まちじまん」の作成業務
委託

小学校向けの副読本を行政、学校関係者、ＮＰＯ
の共働で作成

ＮＰＯ
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全１６１事業

校区／自会 美和台校区花いっぱい運動推進事業 美和台校区花いっぱいにする会

校区／自会 森と緑と花のまちづくり 森と緑と花のまちづくり実行委員会

町内／自会 大橋浜田町内会ふれあいと美化運動 大橋浜田町内会

その他／その他 楽しく登ろう立花山・三日月山へ 立花山グリーンガイドの会

校区／その他 美しい奈多海岸づくり 奈多植林会

その他／その他 花も実もある森づくり 花も実もある森づくりの会

その他／その他 水（自）から川（変）る運動 東区ホタルの会

その他／自会 香椎浜ガーデン整備事業 香椎浜ガーデン緑友会

その他／その他 東区マナーアップ推進運動 東区マナーアップサークル香椎来（かしこ）い

その他／その他
多々良川にシロウオを呼び戻す為の諸活動及
び菜の花の栽培と伝承

多々良川にシロウオを呼び戻す会及び
菜の花を育てる会

校区／自会 明るい青葉まちづくり事業 明るい青葉まちづくり実行委員会

区全体／その他 東区ふれあい花広場花壇整備事業等 東区フラワーボランティア

その他／その他 東区ふれあい交流事業 東区ふれあい交流会

その他／その他 フラワーロード・黒崎 フラワーロード・黒崎

町内／自会 唐原第２区まちづくり事業 香住丘校区唐原第２区町内会

校区／その他 花壇のまち「たたら」事業 栴檀の会（男女共同参画協議会）

町内／自会 環境美化事業 明るい町づくり奉仕団

町内／自会 生活環境を明るくする事業 千代東環境クラブ

校区／自会 御笠川に親しむ運動 那珂校区御笠川を美しくしよう会

町内／自会 親しめる御笠川にする運動 隅田町御笠川を美しくしよう会

その他／その他 大浜花いっぱい事業 大浜花いっぱいの会

その他／その他 中島町フラワーゾーン事業 花と緑のきれいな中島町にする会

その他／その他 ならや花の会 ならや花の会

町内／自会 町内美化推進活動会 千代田住宅自治会

複校区／その他 ホタルの里づくり運動 那珂川に清流とホタルをよみがえらせる会

校区／その他 Ｈ・Ａ・Ｃ花畑〔育てる（ほたる）・耕す（稲）・環境（クリーン）〕 Ｈ・Ａ・Ｃ花畑

複校区／その他 イカダ流し大会運動 南区那珂川手づくりイカダ流し大会実行委員会

校区／自会 カモと鯉の里づくり事業 長尾校区事業実行委員会

校区／その他 七隈環境保全（善）事業 七隈環境パトロールの会

町内／自会 友丘５丁目はじめの一歩事業 友丘５丁目町内会

その他／その他 樋井川魅力アップ事業 樋井川・発・まちづくり実行委員会

校区／自会 すみよか三水会事業（環境美化・啓発運動） 四箇田校区すみよか三水会

校区／その他 田隈校区ふれあい花菜園づくり事業 田隈校区ふれあい花菜園づくり実行委員会

校区／その他 田村ひまわり会花づくり事業 田村ひまわり会

町内／その他 花と緑のふれあい広場 唐木ふれあいサークル

町内／その他 干隈５丁目町内会ふれあい花づくり会事業 ふれあい花づくり会

校区／その他 原西町づくり活動（花づくり） 老人クラブきらめき会

校区／その他 蛍の乱舞する油山事業 野芥校区地域づくり実行委員会

町内／自会 百道浜花いっぱい運動 フラワーメイト

町内／その他 みんなで創る十郎川活動事業 十郎川の自然を楽しもう会

校区／その他 名柄川清流まちづくり活動 名柄川の清流を守る会

町内／その他 名柄川上流域の環境美化 名柄川上流域愛護会

町内／自会 住みよい姪浜駅南地域のまちづくり 姪浜駅南自治会

校区／その他 北崎花の郷づくり事業 北崎を考える会

町内／自会 横浜地区すみよい町づくり事業 横浜地区すみよい町づくりの会

校区／その他 壱岐の森を育てる事業 壱岐の森を育てる会

校区／その他 愛宕シティクリーン事業 愛宕シティクリーン協議会

エリア／構成 事業名

東

西

実施主体

平成１６年度やる気応援事業一覧

分野

自
然
保
護
・
環
境
美
化

４７
事
業

博多

南

城南

早良

区名

1



エリア／構成 事業名 実施主体分野 区名

複校区／その他 馬出校区暴走族をなくす推進事業 馬出校区暴走族をなくす推進協議会

校区／その他 げんき若宮ふれあいまちづくり事業 若宮校区まちづくり実行委員会

校区／その他 香椎東校区郷土芸能「綾杉太鼓」育成 綾杉太鼓

複校区／その他 城香地区における暴走族をなくす運動 暴走族をなくす城香築推進協議会

区全体／その他 東区子ども会リーダー育成研修 東区子ども会リーダー育成研修実行委員会

校区／その他 みんなで育てる和白っ子事業 和白っ子の会

校区／その他 子供が住みやすい町づくり 子育てグループ「チャレンジ」

校区／その他 子どもの健全な育成と明るいまちづくり 青葉子ども太鼓

校区／その他 学童の稲作り体験事業 多々良校区青少年育成連合会

その他／その他 子育て支援事業 保育ボランティア「かすみ草」

校区／その他 松島校区まちづくり事業 松島まちづくり協議会

校区／自会 ふれあい住吉交流会 ふれあい住吉交流会

校区／自会 まちづくり後継者育成事業「子どもが主役！２１世紀のまちづくり」（那珂） ２１世紀ｉｎ竹下「子どもフェスティバル」実行委員会

校区／その他 東吉塚フレンドリー事業 東吉塚我・輪・和のわ

町内／自会 東那珂親子ふれあい会 東那珂子どもを守る会

校区／その他 大人と子どものふれあい事業 笹丘ソフトボール教室

複校区／その他 にじいろかばん にじいろかばん実行委員会

校区／その他 １丁目太鼓ふれあい事業 一丁目太鼓

町内／その他 きんしゃいふれあいサロン子育て交流事業 きんしゃいふれあいサロン実行委員会

南 校区／その他 鶴田ふれあいクラブ 鶴田ふれあい活動推進会

区全体／その他 青少年の心を育てるヒーロースクール事業 ヒーロースクール実行委員会

校区／自会 安全で活力ある地域づくり事業 南片江防犯のまちづくり実行委員会

校区／自会 地域ぐるみの青少年の健全育成事業 暴走族をみんなでなくそう七隈校区推進委員会

校区／自会 別府校区明日の地域活動育成事業 別府校区「明日の地域を考える会」

区全体／その他 生きる力を育てる「冒険遊び場」推進事業 ふくおかに冒険遊び場をつくろう会

校区／その他 親育て・子育ち事業（スポーツ・キャンプ・交流会） 親子クラブあそぼう

複校区／その他 みんなで手をつなごう事業（子育てサークル支援・交流会の開催） 福岡西部子ども劇場手をつなごう実行委員会

校区／その他 内野校区こどもワクワク体験事業（河川清掃・自然観察・キャンプ） 内野校区おやじの会与朗会

校区／その他 やる気応援事業（一斉清掃・低学年レクリエーション・新聞発行） 内野校区子ども育成会連合会

校区／その他 原北こぐま文庫絵本は友達事業（絵本貸しだし・講演会・イベントなど） 原北こぐま文庫

校区／その他 ももちはま子どもネットワークおたのしみ会事業 ももちはま子どもネットワーク

校区／その他 原西たんぽぽ劇団活動事業（人権劇講演） 原西たんぽぽ劇団実行委員会

区全体／その他 地域づくりはリーダーづくり 西区子ども会育成連合会

校区／その他 学校週五日制に伴う文化・スポーツ活動事業 城原っ子わくわく塾

区全体／その他 子育て応援事業 ちびころひろば

校区／その他 子どものための読み聞かせ・読書活動支援事業 エルマー文庫inうちはま

その他／その他 海浜を愛するまちづくり事業 愛宕浜シーラブクラブ

校区／その他 就学児童対象子育て支援 子ども支援ボランティアグループ　らこんて

西

博多

中央

城南

早良

東
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エリア／構成 事業名 実施主体分野 区名

校区／その他 名島の郷土史の発行 名島の歴史編集委員会

その他／その他
郷土の歴史を掘り起こし、創作劇を通じて啓
蒙・伝承を推進する事業

筑前立花会

校区／自会 八田校区まちづくり（伝統行事等）事業 八田校区自治連合会

町内／その他 戦前・戦中の香椎（大字浜男）の街並み等記録編纂 香椎（浜男）の歴史を残す会

複校区／自会 はかたのもんフェスタ はかたのもんフェスタ実行委員会

複校区／自会 第１０回博多灯明ウオッチング 博多部まちづくり協議会

複校区／その他 博多旧町名石碑マップ作成 はかた部ランド協議会

校区／その他 おざさの歴史とあゆみ堀りおこし事業 小笹校区誌づくり実行委員会

校区／その他 夏休みファミリーコンサート コミュニケーションズとうじん

校区／その他 弥生文化の里づくり運動 老司の歴史を語ろう会

校区／その他 横手夢心 横手夢心

城南 校区／その他 伝統芸能田島神楽推進事業 田島神楽保存会

複校区／その他 安楽平城跡整備と早良史の再発掘 ふるさと早良会

校区／その他 さわら祭りっ隊継続事業（和太鼓・創作踊り） さわら祭りっ隊

校区／自会 四箇田太鼓 四箇田太鼓保存会

校区／自会 有田町ほうけんぎょうとふれあいもちつき ほうけんぎょう楽しむ会

校区／その他 邦楽が結ぶ三世代交流－文化の町づくりを目指して 有田太鼓

校区／自会 原西太鼓事業 原西太鼓

校区／その他 さわらＹｏｓａｋｏｉ（よさこい）隊設立事業 さわらＹｏｓａｋｏｉ隊活動委員会

校区／その他 南京玉すだれ事業 高取南京玉すだれ会

区全体／その他 西区歴史・文化ボランティア・ガイド事業 西区歴史よかとこ案内人連絡協議会

区全体／その他 音楽でつなぐ住みよいまちづくり事業 西区で第九をうたう会

町内／その他 住みよいまちづくり事業 戸切まちおこし振興会

その他／その他 金武校区の民話を次世代に伝える 伝えよう金武のむかし話会

区全体／その他 西区音楽文化交流・振興事業 西区市民吹奏楽団

町内／自会 城の原盆行事後継者育成事業 城の原盆行事後継者育成会

区全体／その他 市民オーケストラ育成事業 西区市民オーケストラを育てる会

その他／その他 アートinすせんじ街ごと美術館 アートinすせんじ街ごと美術館実行委員会

その他／その他 今津人形芝居の保存と後継者育成事業 今津人形芝居保存会

校区／自会 松島校区自警団 自警団松島校区パトロール隊

校区／自会 自警団設立まちづくり事業 和白東校区自主安全協力会

校区／その他 防犯防災地域安全安心のまちづくり 自警団青葉地域安全パトロール隊

校区／自会 美和台校区自警団 自警団美和台校区パトロール隊

中央 校区／その他 おやじの会安全パトロール おやじの会安全パトロール隊実行委員会

校区／その他 小田部だいこんの会地域安全推進事業 小田部だいこんの会

校区／その他 安全安心町づくり事業（校区パトロール・防犯マップ作成） 安全安心町づくりももち

町内／自会 ふれあい交流事業 城の原団地自治会

町内／自会 地域防犯活動推進事業 小戸三丁目三区防犯クラブ

校区／その他 石丸パトロール隊 石丸パトロール隊

南

西

早良

西

東

早良

東

博多

中央
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術
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エリア／構成 事業名 実施主体分野 区名

博多 町内／自会 地域交流事業 たんぽぽの会

城南 校区／自会 ふれあい健康増進運動 元気はつらつクラブ

校区／その他 高齢者への栄養と調理の指導 すこやか栄養を考える会

校区／自会 一人一スポーツ事業 田隈校区健康づくり事業実行委員会

町内／その他 田新町おしゃべりっく会事業（健康食教室・リハビリ教室） 田新町新和会おしゃべりっく会

校区／その他 飯原校区子ども手話ダンス支援事業 飯原エンジェルスターズ

校区／その他 安心して暮らせる地域にしたいな事業 福祉を考えるたんぽぽの会

その他／その他 バリアフリー文化活動事業 ばりあふりーコンサート実行委員会

校区／その他 ウォークラリー大会 金山チャレンジくらぶ

町内／その他 松山１丁目グランドゴルフお楽しみ会 松山１丁目グランドゴルフお楽しみ会

その他／その他 松友会地域交流事業 松友会地域交流事業実行委員会

町内／自会 住みやすい、心豊かな活力のあるまちづくり 住みやすい、心豊かな活力のあるまちづくり実行委員会

校区／自会 長谷ダム水がめまつり 香椎下原校区まちづくり推進協議会

複校区／その他 香椎地区８校区ネットワークづくり 東区花火大会実行委員会

その他／その他 まちづくり、人づくり応援団 特定非営利活動法人シティクリエイト愛都夢

校区／自会 三世代交流によるグランドゴルフ大会 馬出地区自治連合会

町内／自会 香椎宮の台町づくり まちづくりフォーラム宮の台

校区／その他 高齢者と小さな子どものふれあい広場 高齢者と小さな子どものふれあい広場実行委員会

町内／自会 和白新町さわやかネットワーク 和白新町さわやかネットワーク

町内／自会 明るく元気なまちづくり事業 香椎山手通り自治会

町内／自会 「明るいアンピール」づくり アンピール香椎駅前自治会

その他／その他 箱崎ライトアップ事業 箱崎ライトアップ実行委員会

町内／自会 ふれあい事業 旧吉野町・堅粕三丁目１区ふれあい会

町内／自会 町内会親睦事業 諸岡３丁目４区町内会

校区／その他 ボランティア立ち上げ事業 響の会

複校区／その他 フリースペースおーぷんの交流事業 フリースペースおーぷん実行委員会

町内／自会 コミュニティの活性化推進についての準備活動 諸岡団地自治会

町内／その他 諸岡団地親子ふれあい会子育てサークル事業 諸岡団地親子ふれあい会

校区／その他 東花畑“灯りのアート” 東花畑灯りのアート実行委員会

町内／自会 アーベインリビエ清水住民交流事業 アーベインリビエ清水自治会

校区／その他 アイラブ・のため アイラブ・のため

町内／自会 農村との共生を通じた地域全世代交流 神松寺２芋つくり全世代交流実行委員会

区全体／その他 樋井川リバーフェスティバル 樋井川いかだまつり実行委員会

町内／自会 南片江５丁目自治会広報活動事業 南片江５丁目自治会

早良 校区／その他 田隈の自治を応援する会事業（記念誌発行・講演会） 田隈の自治を応援する会

校区／自会 姪浜校区「住みよい町づくり」事業 姪浜校区「住みよい町づくり」事業実行委員会

校区／自会 住みよいまちづくり事業 すみよい今津をつくる会

＊エリア（事業の主なエリア）

町内・・・単位町内会・自治会エリア

校区・・・（特定の）小学校エリア

複校区・・・複数校区エリア

区全体・・・区全体のエリア

その他・・・上記以外のエリア

＊構成（実施主体の構成）

自会・・・町内会・自治会

その他・・・上記以外（ボランティアグループ、会員制団体（構成員の住所を限定しない団体を含む）等）

南

城南

西

城南

東

博多

中央

早良

西

調
査
研
究
・
そ
の
他
ま
ち
づ
く
り

２７
事
業

福
祉
・
健
康
８
事
業

ｽﾎﾟｰﾂ
2事業
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▊福岡市地域支援施策一覧
平成１７年６月１日現在

１　地域活動全般

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●やる気応援事業
住民自らが行う地域課題
の解決や地域の活性化に
向けたまちづくり活動を
支援します。

対象
身近な地域における住民を中
心に組織された団体で、助成
対象となる事業を実施するこ
とができる団体

助成額
(1)やる気事業
　　  住民が主体的に取り組む
　　  まちづくり活動
　　　・補助率：事業費の3/4以内
　　　・補助限度額：50万円
　　　（1団体、1年度につき、1回。
　　　　1事業につき、3年度を
　　　　限度）
(2)はじめの一歩事業
　　　住民が自主的に取り組むまち
　　　づくり活動に向けた準備活動
　　　・補助限度額：10万円
　　　（1年間限り、1団体につき
　　　　1回）

・各区地域支援課
（博多区・中央区・早
良区は地域振興課）

※各区地域支援課及び
地域振興課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●活力あるまちづくり支
援事業
市民と行政との共働のま
ちづくりと住民自治を推
進するため、自治協議会
で取り組まれる住みよい
まちづくりに向けた、さ
まざまな活動を支援しま
す。

対象
自治協議会

要件
構成団体や実施事業等に要件
があります。

※詳細は、お問い合わせくだ
さい。

助成額
小学校区の人口規模に応じて、200万
円～300万円を上限に助成
うち事務経費は60万円～90万円以内
 
※詳細は、お問い合わせください。

・各区地域支援課
（中央区は地域振興
課）

※各区地域支援課及び
地域振興課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●市民活動保険制度
公益的な活動に参加する
市民・指導者を対象とし
た保険制度です。

対象
５人以上の市民により組織さ
れ、市内に活動拠点を置き、
年間を通じて公益性のある市
民活動を計画的に行う団体

保障内容
(1)賠償責任
・対人　１人6,000万円まで
　　　　、１事故３億円まで
・対物　１事故300万円まで
・受託物　１事故300万円まで
(2)傷害（１事故１人あたり）
・死亡　700万円
・後遺傷害　程度により死亡
　　　　　　　保険金の3～100%
・入院　１日4,000円(180日を限度)
・通院　１日3,000円(90日を限度)

※詳細は、お問い合わせください。

・各区地域支援課
（中央区は地域振興
課）

※各区地域支援課及び
地域振興課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●地域活動アドバイザー
派遣制度
地域の活動について経
験、技能、知識等を持
ち、助言や指導ができる
人を自治協議会等へ派遣
し、地域活動を支援しま
す。

対象
自治協議会、自治連合会、自
治会・町内会

派遣分野
(1)自治会等の組織運営に関すること
(2)地域の課題解決につながる活動に
関すること

※地域活動アドバイザーへの謝金は
不要ですが、活動によっては物品を
揃える必要があります。

・各区地域支援課
（中央区は地域振興
課）

※各区地域支援課及び
地域振興課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

　　資料　３
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●福岡市地域人財バンク
地域の団体や市民グルー
プが学習会などをすると
きに、講師・指導者の情
報を探しやすくするた
め、経験を備えた地域の
方を登録しています。

対象
学習活動を行う団体など

支援内容
福岡市学習情報提供システム「まな
びアイふくおか
（http://gakushu.city.fukuoka.jp
）」にアクセス。学習したい分野な
どを選択し、検索。お願いしたい講
師・指導者を登録しているバンク管
理者（最下部の連絡先）に連絡して
ください。

各バンク管理者（各講
師情報最下部のお問い
合わせ先）

●空き教室地域開放事業
学校の空き教室を、学校
教育に支障のない範囲
で、地域住民による地域
活動や交流の場として、
地域に開放する事業で
す。

対象
空き教室がある市内の小中学
校

支援内容
①地域住民が空き教室を自主的に管
理運営する仕組みづくりを支援しま
す。
②空き教室の利用方法や地域開放に
必要な最小限の施設整備を行いま
す。

・生涯学習課
（TEL 711-4653）

●地域集会所助成制度
集会施設の新築、購入、
増築、改築、修繕または
借り上げに要する費用の
一部を補助する制度で
す。また、集会施設を設
置するための土地を取得
する資金を融資します。

対象
自治会・町内会などの自治組
織
建設費等助成の主な要件
(1)集会施設の設置が当該地域
住民の福祉の向上に寄与する
ものであること。
(2)集会施設の延べ床面積が40
平方メートル以上であるこ
と。
(3）集会施設の用に供する土
地について権原を取得してい
ること。
(4)集会施設の設置について当
該自治組織等の2/3以上の同意
があること。
(5）集会施設の設置に必要な
資金の積み立ての実績がある
こと。

助成額
(1)建設費等助成
　　　補助率：1/2
    　補助限度額：
      ・新築・購入…800万円
      ・増築・改築…200万円
      ・修繕…100万円
      ・借上（16 回を限度）…
                      50万円/年

(2)集会施設用地購入資金
　　  融資制度:
      ・融資額…用地購入経費の80%
                   以内
      ・融資利率…長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄと
　　　　　　　　　     同率固定
      ・償還期間…15年以内

※詳細は、お問い合わせください。

・各区地域支援課
（中央区は地域振興
課）

※各区地域支援課及び
地域振興課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●コミュニティビジネス
支援
コミュニティビジネスの
起業を目指す市民や団体
に、助言などの支援を行
います。
※コミュニティビジネス
とは、福祉・介護・環
境・子育てなどの地域課
題を解決するビジネス手
法です。

対象
コミュニティビジネスへの取
り組みを検討している個人、
ＮＰＯ、会社、自治会、任意
団体、商店街など

支援内容
(1)コミュニティビジネス相談デスク
（平成17年６月13日にNPO・ボラン
ティアセンター内に開設）
事業計画や事業運営などに関する問
題について、専門家が助言します。

(2)ビジネスモデル創出支援
起業を目指す団体に、専門家（コ
ミュニティビジネスアドバイザー）
を派遣し、事業計画の策定に向けて
助言します。

(3)起業セミナー
マーケティング、人材育成、財務・
労務管理、事業計画策定等の事業経
営に関するノウハウを提供します。

(4)コミュニティビジネスどんたく
起業を目指す市民の事業計画のプレ
ゼンテーションや、実践例の紹介な
どを実施します。

・経済振興局生活関連
産業担当
（TEL 711-4326）
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２　福祉

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●ふれあいネットワーク
一人暮らしの高齢者など
援助を要する方々が、地
域で安心して暮らすこと
ができるよう、地域住民
や地域団体等が連携し
て、日常的な見守り・生
活支援（買い物・ゴミ出
し等）等を行い、地域の
ネットワークづくりを推
進する場合に、活動費の
一部を助成します。

対象
校区社会福祉協議会が設置し
た校区ふれあいネットワーク
活動推進会
活動内容
・地域関係団体への協力呼び
かけ
・定例会の開催
・地域における要援護者の実
態把握
・要援護者宅への見守り、ふ
れあい訪問活動と簡単な日常
生活支援活動　　など

助成額
・校区推進会運営費：2万円
・ネットワーク班運営費：
　　　　　1万円×実施自治会数
（いずれも年額）

・各区社会福祉協議会

※各区社会福祉協議会
の電話番号は巻末に掲
載しています。

●ふれあいサロン
家に閉じこもりがちな高
齢者、障がい者等を対象
に、公民館や集会所等
で、健康チェックやレク
リエーションなどを行う
場合に、活動費の一部を
助成します。

対象
校区社会福祉協議会や校区社
会福祉協議会と連携のある地
域のボランティア団体等
要件
ボランティア：常時３人以上
利用者：５人以上
開設日数：原則として月１日
以上、１日２時間以上

活動内容：日常動作訓練、健
康チェック、教養講座、レク
リエーション、創作活動、趣
味の活動　　　など

助成額
開催日数に応じて
　月1日：  7万円
　月2日： 11万円
　月3日： 15万円
　月4日以上：22万円
　　　　（いずれも年額）

・各区社会福祉協議会

※各区社会福祉協議会
の電話番号は巻末に掲
載しています。

●福岡市老人クラブ活動
事業補助金

対象
本市老人クラブ運営基準を満
たす老人クラブ
要件
同一地域居住や概ね60歳以上
の会員が概ね50人以上など、
組織、運営、活動等について
要件あり。
※詳細は、お問い合わせくだ
さい。

助成額
老人クラブが行なう社会奉仕活動、
老人教養講座開催及び健康増進事業
に必要な経費の実支出額を限度とし
て助成
（4,800円に活動月数を乗じて得た額
の範囲内）

※詳細は、お問い合わせください。

・各区福祉・介護保険
課

※各区福祉・介護保険
課の電話番号は巻末に
掲載しています。

●校区広報紙発行事業
地域住民を対象に、福祉
に対する理解と認識を高
めるため、地域福祉又は
ボランティアの啓発を目
的とする広報紙を発行す
る場合に、その経費の一
部を助成します。

対象
校区社会福祉協議会
要件
広報紙を年１回以上発行し、
校区内全世帯配布又は隣組回
覧をすること

助成額
年額5万円

・各区社会福祉協議会

※各区社会福祉協議会
の電話番号は巻末に掲
載しています。
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３　子ども

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●育みネット支援事業
校区の子どもを育むネッ
トワークづくりへの指導
助言や活動についての具
体的なアドバイスをした
り、地域で行われる研修
会等の活動に対して支援
を行います。

対象
自治協議会、青少年育成連合
会、子ども会育成連合会、自
治連合会など校区内で子ども
の育成活動を支えている団
体・関係者

支援内容
校区内での子どもの様子や子どもを
育む活動について自由に意見交換を
行う「子どもについて語る会」を開
催するなど、地域で子どもを育む
ネットワークづくりを支援。
①こども育成調査アドバイザーの派
遣（地域の主体的な取り組みに対
し、ネットワークづくりの助言など
を行う。）
②活動支援（研修講師の派遣、用紙
等の現物支給）
※詳細は、お問い合わせください。

・各区地域振興課
（中央区は地域支援
課）

※こども育成調査アド
バイザーが校区に出向
き、ご相談にのりま
す。

※各区地域振興課及び
地域支援課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●子育て交流サロン（地
域子育て交流支援事業）
地域での見守りのもと、
乳幼児親子が自由に集い
交流できる子育て交流サ
ロンの開設・運営を支援
します。

対象
子育て交流サロン運営団体

支援内容
地域ぐるみで子育てを支援する体制
づくり、子育て交流サロンを運営す
る子育てサポーターの養成、サロン
運営の支援等 （相談、情報提供、広
報等）※詳細はお問い合わせくださ
い。

・各区地域保健福祉課

※各区地域保健福祉課
の電話番号は巻末に掲
載しています。

●子どもの夢応援事業
子どもが自分たちで企画
したユニークで夢のある
行事や活動を実現させる
ため、活動経費の一部を
助成し、活動を広げた
り、多くの人が参加でき
るようにします。

対象
①小・中・高校生を中心とし
た子どもの団体
②子どもの意見や希望に基づ
いて、その活動を支援しよう
とする地域育成団体
応援対象事業
①子どもたちが企画・立案し
たユニークで魅力ある活動
②地域の子どもを対象とした
特色ある取り組みで、子ども
を育む地域活動の活性化が期
待できる活動

助成額
活動に要する経費の2/3以内の額で、
6万円を限度

※詳細は、お問い合わせください。

・各区地域振興課
(中央区は地域支援
課）
または、こども未来課
（TEL 711-4114）

※こども育成調査アド
バイザーが校区に出向
き、ご相談にのりま
す。

※各区地域振興課及び
地域支援課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●遊びの達人派遣事業
異年齢の子ども同士の仲
間づくり、大人と子ども
のふれあいの場づくりを
進めるために遊びの達人
を派遣します。

対象
地域で子どもの健全育成を目
的に活動している団体

派遣の対象となる活動
地域の子どもたちを対象にし
た集団遊びや大人と子どもの
ふれあいを高めるための活動
など

支援内容
地域の子どもたちを対象にした活動
などに、遊びの指導者を派遣

(1)分野
伝承遊び（竹馬、竹とんぼ、凧、お
手玉、折り紙など）、レクリエー
ション、野外活動、ペットボトルロ
ケット、クラフト、マジック、本の
読み聞かせ、自然観察、エアロビク
スなど（講師リストより選択）

(2)費用負担
講師への謝金は、市が負担します。

・各区地域振興課
（中央区は地域支援
課）

※こども育成調査アド
バイザーが校区に出向
き、ご相談にのりま
す。

※各区地域振興課及び
地域支援課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。
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●研修講師派遣事業
地域の育成団体が子ども
の育成を推進する目的で
開催する研修会等に講師
を派遣します。

対象
地域で子どもの健全育成を目
的に活動している団体

派遣の対象となる研修
・地域全体で子どもを育むと
いう意識を高めることをねら
いとした研修会

・地域内の育成団体の活動の
充実、活性化をねらいとした
研修会　　など

支援内容
地域団体が開催する研修会に講師を
派遣
(1)分野
家庭教育、地域の健全育成、社会教
育、子育て支援、青少年団体活動、
スポーツ活動、レクリエーション活
動など（講師リストより選択）
(2）費用負担
講師への謝金は、市が負担します。

・各区地域振興課
（中央区は地域支援
課）

※こども育成調査アド
バイザーが校区に出向
き、ご相談にのりま
す。

※各区地域振興課及び
地域支援課の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●障がい児地域交流等支
援事業
障がい児と同じ地域の子
どもたちとの交流を促進
するため、地域において
独自に工夫を凝らしなが
ら、催し等を実施する地
域の団体の経費の一部を
助成します。

対象
養護学校等に通う障がい児と
地域の小学校に通う児童・生
徒の交流を積極的に行ってい
る地域団体で、次の２つの条
件を満たしている団体
①養護学校等に通う障がい児
が５人以上いる
②活動実績が平成17年４月１
日現在で１年以上である

助成金額
お問い合わせください。
応募方法
応募書類に必要事項を記入の上、応
募受付期間内に障がい児支援課に持
参してください。
応募受付期間
平成17年６月６日～20日
助成団体の決定
応募書類等を審査の上、補助団体を
決定します。

・障がい児支援課
（TEL 711-4178)

４　防災・防犯

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●自主防災組織の支援
自主防災組織の結成への
働きかけ、結成組織の育
成の支援を行います。
また、自主防災組織の防
災活動に必要な資機材等
の購入費について補助金
を交付します。

対象
自主防災組織

支援内容
○自主防災組織結成・育成の支援
地域に防災リーダーの養成を図ると
ともに，防災講習会の開催や地域で
の防災訓練を実施するなど自主防災
組織の結成・育成の支援を行う。

○自主防災組織補助金交付事業
防災活動に必要な資機材等の購入費
補助
（補助限度額：10万円、助成回数：
１回のみ）

・東区・中央区は地域
振興課、博多区は地域
支援課・総務課、南
区・城南区は地域支援
課、早良区・西区は総
務課

・各区消防署予防課

・市民局防災課
（TEL 711-4056）

※各区地域支援課、地
域振興課、総務課及び
各区消防署の電話番号
は巻末に掲載していま
す。

●地域防犯指導員による
防犯講座
地域防犯指導員による各
種防犯講座・防犯相談を
実施します。

対象
校区や町内で防犯活動の計画
や講習会を計画している団体
等

支援内容
次の各種防犯講座を実施。
(1)ひったくり・住宅対象の侵入盗な
どの身近な犯罪対策
(2)地域における犯罪被害防止対策
（防犯パトロール等）
(3)女性に対する性犯罪被害防止対策
（女性のための護身術）
(4)犯罪（非行）に走らない子育て対
策
(5)犯罪被害者とならないための子ど
もの安全対策
(6)高齢者に対する犯罪被害防止対策

・勤労・生活安全課
（TEL　711-4054）
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●道路照明補助事業(防
犯灯）
各種犯罪を防止するため
道路を照明する防犯灯を
設置し、維持管理する町
内会等に対し補助金を交
付します。

対象
町内会・自治会等の地域住民
で組織された団体

助成額(補助額)
＜工事費＞
新設・建替
・共架蛍光灯…9,000円以下
・共架水銀灯…14,000円以下
・ポール式蛍光灯…31,000円以下
・ポール式水銀灯…36,000円以下
＜電気料＞
・40ｗ以下…1,700円以下
・60ｗ以上…2,200円以下
※詳細は、お問い合わせください。

・道路維持課
（TEL 711-4488）

５　人権

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●人権問題に関する研
修・学習相談

対象
人権問題に関する研修会等を
企画している団体等

支援内容
(1)地域団体等が人権問題の研修受講
を希望する場合、研修内容について
事前に打ち合わせを行い、同セン
ターにおいて研修を実施します。
(2)自主企画の研修等でビデオを使用
する場合、使用するビデオについて
の相談も受けています。

・人権啓発センター
（TEL 262-8464）

●人権学習講師リスト提
供事業
人権問題に関する研修を
開催する場合の講師を登
録しています。

対象
人権問題に関する講演を企画
している団体等

支援内容
地域団体等が開催する研修等に「人
権学習講師リスト」に掲載している
講師を紹介する。
紹介方法
福岡市人権啓発センターホームペー
ジ
（ http://jinken.city.fukuoka.jp/
）で、学習したい分野から講師を選
び、希望講師名、研修内容等を同セ
ンターへ連絡してください。講師の
連絡先をお伝えしますので、研修内
容、報償費等について直接講師と打
ち合わせをしてください（費用は主
催する団体等が負担）。
登録講師数
126人（平成16年度）

・人権啓発センター
（TEL 262-8464）

６　男女共同参画

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●男女共同参画推進サ
ポーター派遣事業
地域における男女共同参
画を推進するため、地域
団体等の要請に応じて市
民研修講師「男女共同参
画推進サポーター」を地
域に派遣します。

対象
概ね１０人以上の市民により
組織された団体

派遣分野
(1)男女共同参画社会基本法の概要
(2)男女共同参画についての福岡市の
取り組み
(3)福岡市男女共同参画を推進する条
例について
(4)日常生活の中での男女共同参画に
関すること
※サポーターへの謝金は、1人1時間
あたり2,300円（謝金は依頼団体負
担）

・男女共同参画課
（TEL 711-4107）
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７　国際交流

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●校区国際交流助成
校区が自主的に行う国際
交流事業などへの取り組
みを支援します。

対象事業
校区が国際交流・国際理解を
図るために行う事業で、自治
協議会会長又は自治連合会会
長が地域活動として認める事
業

助成額
   総事業費の1/2以下
   （補助限度額：10万円）
助成回数
   年1回

・（財）福岡国際交流
協会(TEL 733-5630）

８　環境・衛生

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●環境市民ファンド
未来の子ども達に美しい
地球環境を残すため、ご
み減量・リサイクルや啓
発等のさまざまな事業
や、地域団体、ボラン
ティア団体などの主体的
な環境活動を支援するた
めに創設した基金。「や
る気応援事業」「エコ発
する事業」により、事業
費の一部を補助します。

対象
(1)やる気応援事業
「やる気応援事業」(１ページ
参照）に同じ

(2)エコ発する事業
NPO法人、複数の区で広域的に
活動する地域団体・ボラン
ティア団体等

助成額
(1)やる気応援事業
「やる気応援事業」（１ページ参
照）に同じ
※環境に関する活動について、環境
市民ファンドで補助を行います。

(2)エコ発する事業
　・補助率：事業費の５分の４以内
　・補助限度額：100万円
※１団体、１年度につき１回、１事
業につき３年度を限度。ただし２年
延長あり。
※NPO法人で１つの区内で活動する団
体は、補助限度額50万円、補助率４
分の３以内。

・環境局計画課
（TEL 711-4308）

●校区紙リサイクルス
テーション事業
各小学校区に１か所「校
区紙リサイクルステー
ション」を整備し、これ
らの管理運営等を校区自
治協議会等の自治組織に
任せます。

対象
自治協議会、自治連合会、ご
み減量・リサイクル推進会議
など

要件
開設日時：少なくとも土曜・
日曜日（原則9時～17時）
①回収資源物：古紙・牛乳
パック・校区が希望する資源
物
②資源物回収に関する広報等
の活動(年6回以上）

報奨金
(1)回収量に応じて：5円／㎏
(2)管理経費：月額１万円
(3)資源物回収促進経費：
　　　　　　世帯数×60円／年
　　　　 　（但し12万円から42万円
　　　　　　 の範囲内）

・各区生活環境課

・家庭ごみ減量対策課
（TEL 711-4346）

※各区生活環境課の電
話番号は巻末に掲載し
ています。

●地域集団回収等報奨制
度
集団回収等実施団体に資
源物の回収量に応じた報
奨金を支給し、より一層
の回収促進を図ります。

対象
子ども会、町内会　など

報奨金
(1)回収量に応じて　5円／㎏
(2)集団回収の実施月１月につき
　　　　　2,500円を加算
(3)紙ﾘｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽを管理する団体
　　（1週間に2日以上かつ週に16
　　　時間以上開設した場合が対
　　　象）には
　　　○民有地に設置している場合
　　　　　　　　　　…年間5万円
　　　○公有地に設置している場合
　　　　　　　　　　…年間3万円

・各区生活環境課

・家庭ごみ減量対策課
（TEL 711-4346）

※各区生活環境課の電
話番号は巻末に掲載し
ています。
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●市民団体植樹活動参加
経費等助成金
水源かん養林の整備、水
源となる水系の環境保
全、又は水源地域の活性
化のために市民団体が実
施する事業に対し、経費
の一部を助成します。

対象
(1)福岡市関連の水源地域で開
催される植樹、下刈り、枝打
ち等の活動、又は交流事業へ
の参加
(2)水源地域との交流等に関す
る講演会、シンポジウム等の
開催

助成額
(1)参加のためのバス借り上げ、有料
道路の通行、傷害保険の加入等に要
する経費の1/2。ただし、福岡市民の
参加者が概ね40名以上に限る。
(2)講演会等の開催のための会場借り
上げに要する経費の1/2
助成限度額
1団体50万円
※詳細は、お問い合わせください。

・流域連携課
（TEL 483-3194）

●河川浄化報奨金制度
市が管理する河川の清掃
及び除草等河川環境の浄
化並びに連絡会議等の活
動を行う団体に対して報
償金を交付します。

対象
川を守る会

交付額
(1)基本額
 1団体につき…50,000円以内
(2)加算額
延長8ｋｍ以上…70,000円以内
延長4ｋｍ以上8ｋｍ未満…
　　　　　 　　50,000円以内
延長4ｋｍ未満…40,000円以内

・河川計画課
（TEL 711-4528）

●無償薬剤配布事業
住民自らが、感染症を媒
介する蚊を駆除するため
に、地域での共同作業を
行う場合、駆除薬剤を無
償で配布します。

対象
自治会、町内会単位の自治組
織
要件
事前に配布希望申込を行った
町
（個人配布は行わない）

事業内容
○配布物 蚊駆除薬剤（1袋20錠入
り）
○成分　ピリプロキシフェン
○配布希望調査　　2～3月
○配布時期　　5月末～6月初
○配布量　算定方法に応じて

・各区生活環境課

※各区生活環境課の電
話番号は巻末に掲載し
ています。

９　緑化・公園

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●緑のコーディネーター
制度
花と緑を通しての社会参
加意欲を持つ市民を対象
に、育成講座を行い、そ
の受講終了者を「緑の
コーディネーター」とし
て市長が認定し、公民館
等へ派遣を行い、地域活
動を支援します。

対象
緑に関する一定以上の知識・
技術がある人（一般公募）
定員　60人

支援内容
地域における緑に関する講習会
地域における緑に関する活動の指導
など
派遣分野
公民館、小中学校などの教育機関、
自治協議会、自治連合会などの地域
団体

※費用は、派遣を希望する団体が負
担。

・（財）福岡市森と緑
のまちづくり協会　森
と緑課
（TEL 822-5832）

●地域の森づくり事業
市民等により結成された
団体が、身近な空き地や
樹林地において、自主的
に取り組む植樹や樹林地
管理等の活動（地域の森
づくり）を技術的、経済
的に支援する事業です。

対象
団体：地域の森づくりを目的
として組織化されたもの
用地：面積100㎡以上で所有者
の承諾を得ていること。
期間：事業は5年以上継続する
こと。

助成額
新規認定団体：
初年度に限り30万円/年を限度とし、
要綱に定める活動経費の全額を助成
継続認定団体：
活動経費の3/4以内の額で30万円/年
を助成する。5か年を限度として継続
して助成を受けることができる。

・（財）福岡市森と緑
のまちづくり協会　森
と緑課
（TEL 822-5832）
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●フラワーハートシティ
事業
花を積極的に取り入れる
ことにより、都市景観に
彩りを添えるとともに、
緑に対する意識の高揚を
図り、花と緑あふれるう
るおいのあるまちを目指
し、市民団体や企業等の
参加を求めながら街路花
壇やフラワーボックスの
設置を行います。

対象
事業の趣旨に賛同し、活動を
申請する範囲の管理に見合う
活動能力をもった市民団体等

支援内容
市民団体の花づくりに対する受け入
れ体制を整えるため、管理協定を締
結し、
①街路花壇：植樹帯や道路余裕地の
使用許可②フラワーボックス：フラ
ワーボックスの貸し出し、設置場所
に関する関係機関への連絡調整を行
う。

・緑化推進課
（TEL 711-4424）

●公園愛護会制度
市内の都市公園におい
て、除草や清掃等の維持
管理活動を行う地域住民
団体に報償費を支給して
団体の円滑な運営や公園
管理の適正化及び公園に
対する愛護思想の高揚を
図ることを目的としてい
ます。

対象
公園周辺の町内会・自治会等
の団体で構成された公園愛護
会が公園の除草、清掃、施設
の点検等を、月１回以上実施
したときに報償費を支給して
います。

報償費
愛護公園面積ごとに報償金額を区分
しています。
1,000㎡未満…年額28,000円
1,000㎡以上2,000㎡未満…年額30,000円
2,000㎡以上3,000㎡未満…年額32,000円
3,000㎡以上4,000㎡未満…年額34,000円
4,000㎡以上…年額36,000円

・各区維持管理課

※各区維持管理課の電
話番号は巻末に掲載し
ています。

10　まちづくり・景観

名　称　・　概　要 対　象　・　要　件　 内　　　　容 問い合わせ先

●まちなみのルールづく
り支援
現在の良好なまちなみを
守るために、また建築紛
争の未然防止のために、
建築協定などを活用し
た、住民主体によるまち
なみのルールづくりを支
援します。

対象
団体等については特に定めな
し。

支援内容
(1)建築協定をはじめとするまちなみ
のルールづくりについて直接地域へ
出向き説明を行います。
(2）まちなみのルールづくりに関す
る資料や情報の提供等を行うととも
に、特に建築協定締結への積極的な
支援を行います。

・まちなみのルールづ
くり支援センター
（TEL 711-4581）

●「福岡市まちづくり推
進要綱」に基づくコンサ
ルタント派遣

対象
まちづくり協議会等
要件
・地域の実情に応じた快適な
まちづくりを推進することを
目的とするもの
・当該地域を代表する組織と
認められるもの
・住民等の自らの取り組みに
より、良好な市街地形成の実
現を目指そうとするもの
・その活動の成果を当該地域
の住民等に周知させることが
できると認められるもの
・まちづくりを推進しようと
する地域が、一体的なまちづ
くりの検討の必要があり、一
団のまとまりがある区域であ
るもの
・まちづくりに関する計画を
策定しようとしていること
など

支援内容
コンサルタント派遣
・1協議会につき最高3年間
・活動費助成の【まちづくり計画策
定期】に対応
・コンサルタントは、まちづくり計
画策定に向けた活動（地域の現況調
査、まちづくり計画の計画書作成、
住民等への説明、活動記録の作成な
ど）を支援する。

・地域計画課
（TEL 711-4430）
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●「福岡市まちづくり推
進要綱」に基づく活動費
助成

対象
まちづくり協議会等
要件
・地域の実情に応じた快適な
まちづくりを推進することを
目的とするもの
・当該地域を代表する組織と
認められるもの
・住民等の自らの取り組みに
より、良好な市街地形成の実
現を目指そうとするもの
・その活動の成果を当該地域
の住民等に周知させることが
できると認められるもの
・まちづくりを推進しようと
する地域が、一体的なまちづ
くりの検討の必要があり、一
団のまとまりがある区域であ
るもの
など

活動費助成
【初動期】
　　　20万円／年　以内（3年以内）
【まちづくり計画策定期】
　　　20万円／年　以内（3年以内）
【まちづくり計画実現期】
　　　50万円／年　以内（3年以内）

・地域計画課
（TEL 711-4430）

●まちづくりアドバイ
ザー派遣

対象
概ね10名以上の地域グループ
（ただし、自治協議会、自治
連合会、自治会・町内会等は
除く）
要件
良好な市街地形成を目指し、
これからまちづくり活動に取
り組もうとしていること。

内容
グループの取り組み状況に応じ、技
術的・専門的な指導・助言を行う
「まちづくりアドバイザー」を派遣
する。
※派遣にかかる経費は、市が負担。
※詳細は、お問い合わせください。

・地域計画課
（TEL 711－4430）

●景観づくり地域団体助
成制度
地域住民自身の自主的な
景観に配慮したまちづく
り活動の促進を図るため
景観づくり地域団体の活
動に対する経費の助成を
行います。

対象
都市景観条例第24条に基づき
認定された｢景観づくり地域団
体｣

助成額
単年度につき50万円かつ3年間を限度
とする。

・都市景観室
（TEL 711-4395）

●私道整備助成事業
公道として認定すること
が困難な私道の舗装及び
側溝の新設、又は道路安
全施設の設置に対し、工
事費を助成し、生活環境
の整備促進を支援しま
す。

対象・要件
・私道において現に一般交通
の用に供し幅員が１ｍ以上で
あること。
・両端の一方が整備された公
道又は私道に接続しているこ
と。
・私道の所有者及び権利者
が、工事の完了後も一般の交
通の用に供することを承諾し
ていること。
・行き止まりの場合、原則と
して5世帯20人以上の住民が居
住していること。

助成額
対象工事費の2分の1
ただし、通学路（小・中学校）、障
がい福祉施設に係るものについて
は、対象工事費の全額。

・道路維持課
（TEL 711-4488）
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●マンション管理士派遣
事業

対象
市内のマンション管理組合の
役員

相談内容
管理運営・管理規約・使用細則・管
理委託契約・長期修繕計画・大規模
修繕・総会・理事会議事録などに関
すること
派遣費用
無料（１管理組合１回限り）
派遣件数
48件（平成17年度）

・住宅政策課
(TEL 711-4776）

●福岡市放置自転車対策
協力員制度
放置自転車による交通障
害、都市景観の悪化防止
を図るため、地域住民に
よる自転車利用者に対す
る指導、啓発活動を行い
ます。

対象
自転車利用者に対する指導、
啓発活動を推進することが適
当と認められる団体を放置自
転車防止推進団体に認定し、
その団体の活動員で、自転車
の放置防止に理解と熱意のあ
る者を協力員として委嘱す
る。

助成額　無
活動内容
(1)自転車を放置しようとする者に対
する啓発及び周辺駐輪場への誘導案
内に関すること。
(2)放置されている自転車に対する啓
発チラシの配布及び注意札の取り付
け等による広報、啓発に関するこ
と。
(3)歩行者等の危険防止のための放置
自転車の整理に関すること。
(4)自転車駐車場内の自転車の整理、
駐輪指導及び清掃に関すること。
(5)自転車の放置防止について区役所
及び関係官公署との協力に関するこ
と。

《傷害保険内容》
　　①賠償責任保険
　　  ・対人・対物　１億円
  　②傷害
　　  ・死亡・後遺障がい　250万円
　　  ・入院　3,500円
　　  ・通院　1,500円

・各区生活環境課

※各区生活環境課の電
話番号は巻末に掲載し
ています。

●福岡市路上違反広告物
追放登録員制度
都市景観の保持と向上を
図るため、ボランティア
による違反広告物の除却
等を行います。

対象
町内会や各種団体等２人以上
で組織された「路上違反広告
物追放推進団体」の活動員
を、追放登録員として区長が
任命します。

内容
(1)はり紙、はり札、立看板、プラス
チック看板等の「簡易除却対象物」
のうち、違反広告物に該当する物を
除却する。
(2)除却した広告物の管理を行い、市
に回収を依頼するとともに、除却広
告物の内容等を市に報告する。

《傷害保険内容》
　　①賠償責任保険
　　  ・対人・対物　１億円
  　②傷害保険
　　  ・死亡・後遺障がい500万円
　　  ・入院　3,000円／日
　　  ・通院　2,000円／日

・各区生活環境課

※各区生活環境課の電
話番号は巻末に掲載し
ています。
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「福岡市ＮＰＯ活動支援基金」について 

 

福岡市は，市民の皆様からの寄附を受け入れ，その寄附金を活用してＮＰＯ法人が行う公益

的な活動への助成を行う，「福岡市ＮＰＯ活動支援基金」を設置しました。 

 

 

 

 

  地域における課題解決など，公益性の高い活動を行うＮＰＯ法人の活動費を助成するととも

に，市民と市が一体となって基金づくりに取り組むことにより，寄附を通した社会貢献の意欲

を高め，市民の自主的・自発的な活動の促進を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 基金へ寄せられた寄附をもとに，ＮＰＯ法人が行う事業に助成を行います。 

助成については，公募や公開審査会を行います。 

  ◎ 助成を受けた事業については，その成果について公開の報告会を行います。 

 

１ 基金の目的 

税控除が 
あります 

 ＮＰＯ活動支援基金 

 ＮＰＯ法人（市登録団体）

福岡市

報告 

助成審査 

寄附者

個人
法人等 

 
寄附の状況や

活動報告等は

公開します 

２ 全体の仕組み 

寄附

助成

公
開
審
査
会 

活
動
報
告
会 



 

 

 

（１）寄附を行う際，支援先について，ＮＰＯ活動分野や市に登録した特定のＮＰＯ法人を希望

することができます。 
 

※ 支援先の希望は，助成を行う際，できるだけ参考にさせていただきますが，希望どおり

の助成が行われない場合もあります。その場合は，寄附金を返還することが出来ませんの

でご了承ください。 

 

（２）寄附については、税制上の優遇措置（寄附控除の適用）を受けることができます。 

  ① 個人が寄附した場合 

    ●所得税  控除額 → 寄附金額 － １万円 

       ●地方税  控除額 → 寄附金額 －  10 万円 

  ② 法人が寄附した場合 

       通常の損金算入限度額にかかわらず全額を損金算入できます。 
 

※ 寄附をした方が，その寄附によって特定の利益を受ける場合など，税法上の優遇措置（寄

附金控除）が受けられないことありますのでご注意ください。 

 

 

 

（１）寄附のお申し込み 

電話，ＦＡＸ，Ｅメール等で市民局市民公益活動推進課までご連絡ください。寄附金申請書

等の必要書類をお送ります。 

※ 直接，市のホームページ（http://www.city.fukuoka.jp/index.html）から，寄附金申請書

をダウンロードすることもできます。 ＜暮らし→生活情報→ボランティア・ＮＰＯ＞ 

 

（２）寄附の振り込み 

    福岡市から，振り込み用の納付書を送付しますので，最寄りの金融機関でお振り込み下さい。

（振り込み手数料は不要です） 

 

（３）寄附金受領証明書の受け取り 

    お振り込み後，納付を確認させていただいた後、確定申告で寄附控除に必要な「寄附金受領

証明書」をお送りします。（約１ヶ月位日時を要します） 

 

 

 

 

 

 

３ 基金の特徴 

４ 寄附の手続き 

＜問い合わせ先＞ 

  福岡市市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課 

・電話 ０９２－７１１－４２８３  ・ＦＡＸ ０９２－７３３－５５９５ 

・Ｅメール koeki.CAB@city.fukuoka.jp 



　　　市民公益活動団体と行政の協働事業が始まる経緯による領域

　　　　　①　「スタートから協力」型

　　　　　②　「相互単独から協力」型

　　　　　③　「行政主導」（団体協力）型

　　　　　④　「団体主導」（行政協力）型

※出展：「企業・行政とＮＰＯのより深い協働をめざして」（財）地球産業文化研究所　の図を一部加工　

　団体が選考して取り組む事
業や活動に、行政が参加す
る。市民の自発性が高く、共
感が得られやすい。

　それぞれが単独で開始した
事業や活動について、目的
や考え方、進め方を共有して
進める。全てを共通化せず、
相互単独の部分が残る場合
や、共働終了後それぞれ単
独で継続することがある。

　共通の目的を達成するためにいろいろな共働が考えられます。共働を理解するために、事業

開始別・活動領域別・手段別に類型したものです。

共働の類型についての考え方

　共働を始める前に、目的や
考え方、進め方について相
互に共有された状態でスター
トする

　行政が概要を決定し、団体
に参加を呼びかけるもの。団
体の意思決定への関与は、
制限されることが多い。

１．共働が始まる経緯による類型

市民公益
活動団体

行　政

共
通
の
目
的

市民公益
活動団体

行　政

共
通
の
目
的

共
通
の
目
的

共
通
の
目
的

行　政

市民公益
活動団体

行　政

市民公益
活動団体
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　　　　　　市民公益活動団体と行政の活動領域

※出展：山岡義典「時代が動くとき　社会の変革とＮＰＯの可能性」ぎょうせい　の図を一部加工

Ａ ： 市民公益活動団体が単独で主体的に活動する領域

B ： 市民公益活動団体が主体的に活動し、行政が後援、補助・助成などで支援する領域

C ： 市民公益活動団体と行政が対等な関係で連携して活動する領域

D ： 行政が主導し、事業委託や参加協力を求める領域

E ： 行政が単独で責任持って対応すべき領域

　　　　　　主な共働の手法（形態）

　　　委　託

　　　実行委員会・協議会

　　　共　催

　　　情報交換・提供

　　　補助・助成

　　　後　援

形　態（活動領域） 概　　　　要

　行政が実施責任を負う事業を団体に委託
して実施する手法

　団体と行政などで構成された「実行委員
会」や「協議会」が主催者となって事業を行う
手法

　団体と行政が主催者となって共同で一つ
の事業を行う手法

　団体と行政の双方が持っている情報を積
極的に提供し合い、活用する手法

　要綱などに基づく行政からの財政支援に
より公益を実現する手法

　団体が行う事業に「後援」という形式で名
を連ねることで、財政支援が伴わない手法

市民公益活動団体の活動領域

行政の活動領域

ＣＡ Ｂ Ｄ Ｅ

市民公益活動団体単独 行政単独共働

２．活動領域による類型

３．共働の手段による類型



 

 

 

 

 

 

 

（事務局案） 

 

 

市 民 公益活動ガイド（仮称） 

 

－みんなで こころ豊かな 元気都市をつくる－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料 ５ 



 

全体構成（案） 

 
第１章 市民公益活動って何？ 

１． 条例が目指すまちづくりとは 

２． 市民公益活動とは 

３． 市民公益活動団体 

      自治組織 

      ＮＰＯ・ボランティア 

第２章 市民公益活動を活発にするためには？ 

１． 市民は？ 

２． 市民公益活動団体は？ 

３． 事業者は？ 

４． 学校は？ 

５． 市がすべきこと 

第３章 共働のすすめ－いろんな連携があります－ 

１． 「共働」とは？ 

２． 共働の形態（種類と内容） 

３． 共働を進める際に相互に守るべき基本ルールとは？ 

４． 共働を実りあるものとするためのこころがまえは？ 

      市民公益活動団体の場合 

      福岡市職員の場合 

第４章 さあ！こんな活動もありますよ 

１． 市民公益活動の事例 

      自治活動 

      ＮＰＯ活動 

２． 共働の事例 

 

資料編 

福岡市市民公益活動推進条例 
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市民公益活動ガイド（仮称） 

骨 子 案 

 

■ 市民公益活動って何？ 

条例の対象となる市民の活動が、社会一般の利益、すなわち「公益」にかなうも

のであるということを明確に表すために「市民公益活動」という言葉を使っていま

す。 

１． 条例が目指すまちづくりとは （条例 第１条） 

自分たちのまちは自分たちでつくるという市民による「住民自治」の実現

を目指して、より多くの市民の参加・参画による多様な活動を推進し、市民

と市が一体となった取り組みを進めていくことが条例の基本理念です。 

２． 市民公益活動とは （条例 第２条） 

      市民公益活動とは、「市民が自らの責任に基づき、自主的・自発的に行

う営利を目的としない活動で、公益の増進に寄与するもの」と定義し、      

「役所の下請けではない」 新しいタイプの公共サービスの期待がありま

す。 

３． 市民公益活動団体 （条例 第２条） 

①自治組織 

  町内会、自治会、自治協議会、自治連合会など、市内の一定の区域に

住所を有する人の地縁団体で、市は、「小学校区」を基本的な単位とする

「自治協議会」設立を提案しています。 

②ＮＰＯ・ボランティア 

 阪神淡路大震災をきっかけにボランティア活動やＮＰＯが全国的に注目

され、1998年（平成10年）に、NPO法が制定されました。ＮＰＯ法第2条の

別表に掲げる 17 の分野に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利

益の増進に寄与することを目的とするもの。「非営利」とは、団体が事業を

行って利益を得ても、その利益を団体構成員に配分しないという意味で

す。 
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■ 市民公益活動を活発にするには？ 

地域社会を構成する各主体の役割について説明 

１． 市民は？ （条例 第４条） 

      自らが暮らす地域社会への関心を持ち、市民公益活動への自主的な 

参加協力すること 

２． 市民公益活動団体は？（条例 第５条）  

        活動について、社会的な評価が問われます。その責任を自覚して、広く 

市民の理解・協力が得られるよう活動について情報公開など公正性・透明

性の確保に努める必要があります。 

① 自治組織 

   ゆっくり時間をかけて自律経営に取り組んでいただきたい 

② ＮＰＯ・ボランティア 

   専門性・柔軟性・先駆性の特性を活かす活動が期待されている 

３． 事業者は？ （条例 第６条） 

      事業者には、「地域社会の一員としての認識を持ち、市民公益活動に対

して理解を深めるとともに、市民、市民公益活動団体、学校及び市と連携・

協力をする」ことが、その役割として大変期待されています。 

４． 学校は？ （条例 第７条） 

      学校には、「その本来の活動に支障のない範囲内において、専門的な

知識若しくは技術、教育若しくは研究の成果等を社会に還元し、又は施設

の地域開放を進めることなどにより、市民公益活動の活性化に協力するよ

う努める」ことが、その役割として期待されるところです。 

５． 市がすべきこと （条例 第８条・９条） 

       市民公益活動の重要性について職員一人ひとりの意識向上を図り、積

極的に施策を推進していけるような体制をつくる必要があります。 

      福岡市が責務を果たすための基本施策 

(1)情報提供 (2)学習機会 (3)人材育成と拠点施設 (4)助成 (5)特性の活用 
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■ 共働のすすめ－いろんな連携があります－ 

    性格の異なる団体が特性を活かしつつ相互の役割と責任を理解して、対等の

立場で共通の目標に向けて協力することです。 

１．「共働」とは？ 

   共通の目的を実現するための手段です。 

   相手の特性を活かしてより高い効果が期待できる場合には、積極的に共働

することが望まれます。 

２．共働の形態 

   行政との主な共働の形態についての説明 

   委託 、 実行委員会・協議会 、 共催 、 情報交換・提供 、  

補助・助成 、 後援 など 

３．共働を進める際に相互に守るべき基本ルールとは？ （条例 第３条） 

   条例の基本理念として定めた４つのルールについて 

(1) 情報の提供・共有 

(2) 立場や役割の理解 

(3) 自主性・主体性の理解 

(4) 共通の目的達成のための連携 

４．共働を実りあるものとするためのこころがまえは？ 

  ①市民公益活動団体の場合 

    ・行政や企業とのバランス感覚に気をつけましょう 

    ・人間関係の基本ルールに気をつけましょう 

    ・悩むことが改革のエネルギーとなります 

    ・楽しみながら継続していきましょう 

    ・円滑な活動を続けるために個人情報の取り扱いに気をつけましょう 

  ②福岡市職員の場合 

      ・情報を収集して、積極的な提供に努め、相手の活性化につながるよう提供

にひと工夫を心がけること 

      ・長所を活かして協力するには、まず相手の特性を理解すること、相手から

学ぶ姿勢が大切 

      ・手段を目的と勘違いしないように、掲げた共通の目的を常に確認しながら
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進めることが大切 

      ・互いの責任の所在を明確にし、市民に対して透明性を意識すること 

      ・共働の評価はパートナーからだけでなく、受益対象者からの評価が重要 

      ・曖昧ないいわけは不信感を招くので、責任を持って説明する自覚を持つこ

と 

      ・市民感覚を意識して磨く 

 

■ さあ！こんな活動もありますよ 

１． 市民公益活動の事例 

２． 共働の事例 

        市民公益活動団体同士の共働 

        企業との共働 

        行政との共働 

        市民公益活動団体と企業と行政との共働 

 

■ 資料編 

■ 福岡市市民公益活動推進条例 




