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第１回「市民公益活動推進のための共働のあり方検討会」議事録要旨 

 

 

１． 開催日時 

平成１７年８月９日（火）１０：００～１２：００ 

２． 場  所 

福岡市役所１５階 第５特別会議室 

３． 議  題 

 (1) 開  会 

 (2) 委員紹介 

 (3) 運営要綱・傍聴要綱の制定 

 (4) 会長・副会長の選出 

 (5) 審 議 等 

(6) 閉  会 

４．出席委員 

  池浦委員、稲舛委員、甲木委員、熊谷委員、竹田委員、仁井山委員、信友委員、 

宮本委員、森田委員、吉田委員 

５．傍聴者数 

  無し 

６．議事概要 

  「市民公益活動推進課長あいさつ」「委員自己紹介」「事務局職員紹介」「資料確認」の

後、事務局より資料１に基づき、本審議会の運営要綱（案）及び傍聴要綱（案）を説明

し、各委員の了承を得る。 

（１） 会長・副会長の選出について 

会長に信友委員を、副会長に森田委員を選出した。 

（２） 審議事項について 

事務局より、資料２～５に基づき、市民公益活動ガイド（仮称）の全体構成案を説

明。 

（３）意見交換 

（会 長）検討会の作業課題は、この市民公益活動ガイドを作るということですが、ガイ

ドはこういう構成でいいのか、こういう内容を盛り込むべきとか、こういう類型化でいい

のか。そういう検討をしていきたいと思います。 

 まず、質問ですが、区を超えた公益活動の事例はありますか。 

（事務局）やる気応援事業は区で申請を受け付けているので、基本的に区を超えることは

ないですが、それ以外は区に関係なく市全体で展開している事業も含まれています。 

（会 長）区を超えたら区では対応せず、本庁で扱いますということですか。 

（事務局）やる気応援事業自体が、活力あるまちづくり支援が校区単位なので、それより

小さい団体の活動を支援する目的で作られたもので、川の清掃活動などの中で区をまたぐ

ものがあれば主なところの区で所管することになります。 
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 市全体に及ぶものや区に所管課がない内容は、担当局の所管課が窓口となって、対応し

ています。 

（会 長）市民が思い立ったら、共働事業を持ちかけるためのきっかけは、どこに相談を

持ちかけたらいいのかとこだわっているのですが、このガイドですぐ組みやすいですか、

勇気が湧いてきますか、これだったら動きそうだという内容や資料が盛り込まれているで

しょうか。 

（委 員）窓口や内容が身近に感じられないとすぐに行動できないし、具体的な内容でな

いとわかりづらい。 

（会 長）社会貢献などの言葉は出てきますが、これで企業社員は動きますか。 

（委 員）イメージしにくいのでイメージが湧くようなものがいいですね。 

（会 長）誰が読んでも理解できないと、市民はウンザリして読まないでしょう。誰でも

取り組める構成や内容はどうしたらいいのだろうか。 

（委 員）まだ「公益活動」そのものが理解できていないからわからないでしょうね。 

 ガイドの焦点がどこにあって、誰に読んでもらうものなのか、リーダーに配るのか、ど

こに配るのかをまず想定してから、内容を整えていかないと作っても無駄になる。 

（会 長）エンドユーザーは誰かを考えましょう。 

（委 員）具体的事例として「幼児環境教育学習プログラム」は私どもと市が共働でやっ

たのですけれども、これは、福岡市が幼児環境教育の教材が無いというのと、私たちが幼

児環境教育について勉強したいという時期が、ピッタリ合ったということで、じゃあこう

いうことをやりたいと事業の最初の時点から環境局と共働して企画を作りました。その時、

市も資金はなかったけれども環境省から補助金を取ってきてもらった。専門家の意見を聞

いて、最終的に幼児向けの環境カルタを作って、市内の幼稚園・保育園に配ることになり、

市は木のカルタを作った。市内だけじゃなくて広く反響があったので、市の方の事業は終

わったけれど、これから先の配布はＮＰＯに任せてもらっているという段階です。これは

うまくいった例じゃないかと思います。 

（会 長）この事例のように、成熟した住民であり、市の行政が怖くないという人は気軽

にプロセスとして市に相談できるが、行政に相談するのが怖いとか、たらい回しされそう

だという住民でも何とかしたいという人にとっては、どういうプロセスを取ったらいいの

か。住民の特性に応じてプロセスを想定した方がいい。ガイドは、万人に必要なバイブル

として住民が主体的に動く時のきっかけとなるものがいい。 

（委 員）あまり難しい内容では重たくなる。共働の考え方は、自治協議会発足当時から

説明されてきたので、ガイドでまた共働が出るととまどうのではないかと思う。今までの

共働は行政からの一方通行みたいな共働で、自治協議会は受け皿のように考えられてやっ

ている。 

 住民が簡単に取り組みやすい問題で必要なものとしてマナーアップなどを例にして軽い

感じで取り上げていった方がいい。 

（会 長）住民にわかりやすいマナーアップなら、皆が思ったらすぐ動き出せる。行政主

導や協力型はガイドでは扱わないことにする。どういう取り組み方でやったらいいかとい

う全体像が見えないので、フローチャートのようなものが必要。 
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（委 員）はじめから二つの大きなキーワードである、「公益活動」と「共働」がボーンと

出てくるととても堅くてわかりにくい。柔らかく出てくる方が良いので、コピーなどでや

さしく表現したほうがいい。 

（委 員）地域からの共働の呼びかけに対して行政側の受け入れ体制として、たとえば審

査会みたいなものがあればいいと思う。 

（会 長）住民と市の間で仲立ちをする総合相談窓口とコーディネーターがないと動きよ

うがない。そうでないと住民が主体の公益性がつぶれてしまいますね。 

（委 員）それは必要だと思う。 

（会 長）検討会の委員のみんなで総合相談窓口のコーディネーターになりましょうか。 

（委 員）ガイドの内容は、読んでみて意欲や知恵や勇気が湧いて出てくるような内容で、

さあやってみようか、電話を掛けてみようかと思うようなものが基本。 

 学校は教育現場なので、他の局との連携が難しいため、問い合わせるきっかけが欲しい。

地域からの相談があって何かやりたいと思い、相談したいけれどもがちがちに緊張してし

まう状態では勇気が出ない。こんな時にガイドを見て連絡していると言えば、助けてくれ

るものであるといい。また地域とうまくやっていくのは、校長の力量であり、地域の実態

をどれだけ知っているかで違ってくる。地域との関わり方などもやわらかくやさしく説明

したガイドにしてほしい。いつでも横に置いておきたくなるもので、窓口や事例がたくさ

ん掲載されたものを。それから事業者の組織構成が全くわからない。ネットワークを作っ

ていくために、構成員を知らないので、組織やいろんな団体の窓口などがわかるようにし

てもらうとたすかる。 

（委 員）市の構成案をわれわれがどのようにやる気の出る内容にするかが大切。 

 小学生用のまちづくり副読本を市から委託を受けて作ったことがある。例えると、市民

公益活動は、まちづくりのやり方の提案だと思う。 

（会 長）市民の心が動くためのガイドブックになるよう、たたき台を基に新たに考え直

しましょう。副題の「元気都市」がイメージできないので、たとえば「まちづくり」を使

って考え直してはどうでしょう。 

（委 員）市民公益活動は広い意味で、「まちづくり」である。「まちづくり」は競争であ

る。事例は福岡市内の活動に限らず全国や世界からでもいい。 

（会 長）取り組み事例は、「自慢事例」としたほうがいいかもしれないですね。 

（委 員）小学３年生が大きくなると、このガイドを見てまちづくりを継続していくとい

いですね。 

（委 員）子どもの頃から市民の一員であるという教育が大事である。落書きを消すなど

の小さな積み重ねをするときに、いろんな支援団体が学校の周りにあるということが大き

な勇気になりますね。 

（会 長）エンドユーザーに子どもを入れましょう。 

（委 員）事務局におたずねしますが、本来、共働は、企業、学校、公民館、行政、地域

が共働で何ができるかというイメージを持っておられるのでしょう。 

（事務局）そうですね。活気のあって住みよいまちづくりの手段にできればと考えていま

す。 
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（委 員）かならずしも共働でなくても、地域の要求をみなさんの共働で緩和するような

やり方していきましょう、というのがガイドブックじゃないのかな。 

（会 長）ガイドを読めばやってみようという気持ちが強くなるもの。 

（事務局）行政だけではできないもの、ノウハウがないようなものを、ＮＰＯや地域など

いろいろな分野の知恵や力をお借りして一緒にまちづくりをしていこうというものです。 

（委 員）ガイドでは市民公益活動を「みんなのためにあなたができる活動」などやさし

い言葉で表現した方がいい。子ども達でも読んでもわかりやすいもの、それが一番だと思

います。 

 私が十何年か前に市役所の門を叩いた時、市はやはり怖い存在でした。そのことを思い

出しました。子ども、環境、教育ということで、教育委員会に行ったり、市民局に行った

り、環境局に行ったりしたのですけれども、全部たらい回しで、どこもここから先はうち

の担当じゃないと切られた。せっかくここまで来たのにとガッカリしました。ガイドブッ

クを活きたものにするためには、つなぎ役の窓口が絶対必要です。窓口を作ったところで

ガイドブックの配布がセットとなって初めて活用できるという感じ。 

（会 長）ガイドを作る上では、ハードとソフトを一緒に作ることを検討しましょう。市

民側に立った総合相談窓口を作るか、その代わりにガイドとして用意するのか。退職した

市職員が総合相談窓口につくのが良いのでは。市行政を充分承知している人が総合相談窓

口にいて住民側に立つのがありがたいと思う。その窓口で使えるいいガイドブックとなる

ように。 

（委 員）職員に前例がありませんと断られたことがある。前例がないことをやろうとし

ている市民なのに。 

（会 長）職員のタブー用語も載せましょう。中学の新聞部にチェックさせて、中学生で

もわかるガイドブックを。 

（委 員）子供用と大人用を作っても良いと思う。いろんな企業があります。要求されて

やる場合、自らやる場合、社会の役に立つようにというようにレベルに差があるので、市

民の方も一番多い層の方に読んでもらって優しく伝わるものに。 

（会 長）経験別に、成熟度別にページを構成したらどうかという意見ですね。 

（委 員）中学生でもわかるという内容のものを１冊でよいと思います。配布先を校区単

位なのか、配布方法は智恵を出さないといけませんが、中学生がわかれば大体誰でも理解

できる。 

（会 長）少なくとも中学生でもイメージできるガイドにしましょう。 

（委 員）「まちづくり」という言葉は、あまりにも広く、公益活動と同じくらいわかりに

くい言葉。子ども達にまちづくりってわかりますか。ハード先行の人とソフト先行の人で

まちづくりのイメージが全然違っている。まちづくりという言葉を使うのが本当にいいの

かなと思います。 

「公益活動」は、一般論では社会のための利益ですが、なぜ福岡でやるのか、地域にお

けるブランド何なのか、福岡における福祉や環境など誇れるものを何にするのかという言

葉が欲しい。誇れるものをみんなで作ろうと。たぶん、他のどの都市に持って行っても同

じ文章になり、わからないと思う。  
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 福岡市がどんなナレッジネットワークを持っているのか、ガイドを開いてみて活動をや

ろうと思って誰に声掛けようかという、イエローページのようなネットワーク資料が付い

ていて、どうしたらいいのかというブランドネットワークのようなもの。 

（会 長）まちづくり１１９番のように問い合わせると、パートナーが見つかるようなも

のですね。 

 ところで、東区でまちづくりの自慢はなんですか。 

（委 員）校区の中がまちと思っているので、区全体というイメージが無くて、校区単位

で良くしたいと思っている。 

（会 長）まちづくりを自慢するのでなく、自慢できるまちをつくろうという、まちづく

りですね。 

（委 員）まちづくりは人づくり、人と人とのつながり関わりですよね。私のところで自

慢できるのは６０００人が参加した夏まつりです。障害者や赤ちゃんのためのテントなど

を設け、福祉や人権問題も掲げています。転居した人が祭の時には手伝いに来てくれる。

もめ事はたくさんあるが、一つずつクリアして年を重ねてまちづくりにつながっている。

何百人の人が手伝って祭に関わり、子ども達も祭のために里帰りして帰ってきてくれる。

祭で人づくりをしています。 

（会 長）副題を考えて、共働や公益活動がわかるようなキーワードをさがしましょう 

（委 員）いいご意見がいっぱい出ていると思う。自治会ハンドブックを作った時は、自

治協議会会長会で監修していただきましたが、対象を誰にするのかということで、初めて

町内会長になった人に役立つものとして作った。誰でも自治会活動に入れるように、裾野

を広げたいので、難しいことじゃなくて、初めての人でも自治会活動が始められるように

町内会長になった人が使えるようにした。今回のハンドブックは最終的には何かしようと

思った人がやり始められるように、そのために具体的な内容を誰か想定して指定する。ハ

ンドブックを作る時も大分切り離しました。全く一般の何もしていない人、無関心層への

呼びかけではないと原則を貫いたことで、ある程度役に立つものになったと思う。今回は

どこら辺に焦点を絞れば目立つものになるのか、議論して頂けたらと思います。 

（会 長）読めばすぐ善意の市民が動けるように知恵と勇気を与えてくれるガイドである

ことがエッセンスで、どこに置いておけばいいのか、それを使いながらアドバイスできる

ために誰を置いておけばいいのか、そういう具体論を議論しているのですね。 

（事務局）誰を対象にするのか、いろいろご意見頂きましたが、先ほどの話でたらい回し

にされたとか、前例がないと断られたとのことでしたので、今回のガイドは、はじめの一

歩を踏み出そうとしている人にすべきと思います。 

（会 長）行動パターンに準じた構成しては 

（委 員）私は大学生に読んでもらいたい。福岡市は大学生がすごく多くて、いろんな所

から集まって来ます。しかしその人達のマナーが悪いですね。若い力が地域に入ってくる

と地域が変わってくると思います。だから新入生に是非読んでもらいたい。福岡市はこん

なまちです。いいことをみんなでしませんかとアピールのしかたを工夫して、若い力を引

き出すために新入学の大学生に配りたいと思います。 

 それと、私たちの活動はまちづくりとはちょっと違う。地球住民を育てようという、そ
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の地域の自然と繋がっているエコのまちづくりで、一人一人が地球市民という意識、みん

なと一緒にやらなくても、たった一人が変わっていくことでも良いのです。 

（委 員）いろんな地域がある。６０００人の夏まつりが続けられるところや何十年も経

って初めて夏まつりができた地域もある。子どもの力はバカにできない。硬い地域の大人

の心を動かすのは子どもかもしれない。小学校の５・６年の総合学習でこれからの市民を

作っているが、ここまでなんです。いずれ中学生になるのですから、その中のひとりでも

まちづくりに参加する子どもに育てばいい。これからの市民を作って行くには非常に重要

なことと思います。 

 大人版と子供版に分けるのか、１冊にするのだったら中学生は大人と子どもの中間だか

ら、ターゲットでいいかもしれない。 

（委 員）大学生が動くと子ども達が変わっていくのです。青年が地域で動き出すと、子

ども達や地域が変わります。大学生にぜひ関わってもらいたい。 

（委 員）大学のカリキュラムがあって、その効果の一つですね。 

（委 員） 大学生も今年はよく小学校に来てくれ、連携を取りながら良くやってくれてい

ます。 

（委 員）タイトルとして「まちづくり」を全面に出していくのか、逆に「市民公益活動」

という非常に硬い言葉を残して、例えば「行政だけに任せておけない あなたのための市

民公益活動」にして、行政に任せて徐々にやってくれればいいという方達は対象ではなく

て、行政に任せておけない、行政だけに任せていいのか疑問に思っている人、良い前例を

作ろうとしている人たちを対象にしたらどうか。全ての市民を対象ではなくて、硬い言葉

を残していくのはどうか。「まちづくり」という言葉を曖昧なままで残すのはとても心配な

ので、硬い「市民公益活動」をごつんと出していくのもいいのかなと。 

（会 長）まちづくりというより市民づくりだと思います。誰に読ませたいのかというタ

ーゲット別のページや構成にするということじゃないですか。 

（委 員）行政に任せっきりにするとこんなになるという例、前例主義で固まってしまっ

てしまうけれど、市民に任せるとこんなに新しくおもしろいまちになるんだよという表現。 

（委 員）まちづくりは何でも有りでいいと思います。いろんなことをやった方が勝ちで

すよ、と。まちづくりは前例がない競争なので、連想させるようなタイトルとして「切磋

琢磨のまちづくり」とか。 

（会 長）いろいろな意見が出ましたが、事務局でまとめてください。表彰制度入れても

いいかもしれないね。大分県の一村一品運動みたいに。高校生にまちづくり通信簿を作ら

せる。 

 みんなが繋がりながらやっていく、繋がっていくのは楽しいっていうことを実感しても

らうようなガイドにしましょう。気楽に提案できるように、必ず共鳴する人が出てくる。

そういう意味では行政は邪魔しないように。 

（委 員）表彰は紙１枚でいい、金はいらない。 

 繋がるというのを単純にこうしましたというのではなく、切磋琢磨の関係があったなら、

あれはどうなっているんですかと聞きに行くようにする。聞きに行かなければ関係は生ま

れない。そこからしか始まらない。そういう環境・社会を作っていかないと無縁のものに
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なる。 

（会 長）聞きたくなるようなやりたくなるようなガイドブック、邪魔をしないガイドブ

ック。 

（委 員）対象としては、これから団塊の世代がどっと退職してくるので、企業を通して

冊子を渡して研修に利用してもらうようなガイドブック。 

（委 員）参考になりました。相談窓口については、いろんな活動内容によって窓口が変

わっていくと思うんですが、そうするとたらい回しの問題になる。総合相談窓口という観

点では、区役所においては地域支援部が地域の方が総合的に相談できる窓口です。校区で

は公民館が情報を持っているので、相談窓口になりえると思います。ＮＰＯの方は別にＮ

ＰＯ・ボランティア交流センターがあります。 

 また、ガイドの構成の中では、活動事例をわかりやすく載せる必要があると思います。

こうやるとうまくいったよという事例ですね。その中で共働の責任と役割の対等の関係に

ついて、実際にどこが対等なのかわかりにくい。我々行政も共働という理念については、

言葉ではわかっていても実際に担当する施策に当てはめてみるとわかりにくいことが多い。

地域の方は行政に押しつけられたと思われるが、本来は地域がするべきことがあるかもし

れないし、一緒にするべきことかもしれない。それを同じように行政が地域にお願いする

という形でしか持って行かないから、それで誤解を生んでいると思う。 

それと、このガイドは絶対厚くしないでコンパクトでわかりやすく作ること。行政職員

も読んで地域の方と分かり合えるようにしたい。 

 最後に、共働の考え方の中で「対等な関係」とはどういう意味でしょうか？活動領域と

いうよりも役割と責任の領域を、どう分担していくのかということじゃないかと思います。

活動領域の類型では、Ｃの中にしか対等な関係が出てこないが、条例本文にも対等の関係

が出てきますし、共働の共通理念が明確でないとぶれてくる。なぜ自分たちがしないとい

けないかということになるので、特に気をつけておきたいと思います。 

（会 長）今の意見は次回、検討したいと思います。 

 取り組み事業は、ここまでたどり着いたという事例ですから、失敗や成功しなかった事

例も参考になる。 

（委 員）ガイドの中の取り組み方に福岡らしさを全面に出せればいいと思う。福岡発信

を盛り込む。 

（会 長）基本計画との整合性も確認して。 

（委 員）市民の無関心層をどう引き込んでいくかということが大事なことかなぁと思い

ます。無関心層が関心を持てるようなものに創り上げる。 

（会 長）最初は無関心層が多かったけれども、こういう風に取り組んだら関心層を広げ

ることができたという事例の分類ですね。たった一人で始まったけれども大きな流れがで

きましたという成功事例の紹介ですね。 

 それではここで第１回目の検討会を終了したいと思います。事務局から連絡事項などが

ありましたらお願いします。 

（事務局）長時間にわたるご熱心なご審議をいただき、ありがとうございました。今回の

検討会でのご意見ご質問につきましては、次回の検討会でお答えできるように準備したい
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と思います。  

 今後の日程でございますが，第２回目の共働のあり方検討会は，１０月５日水曜日の１

０時から予定しております。本日の検討会は，これで終了いたします。ありがとうござい

ました。 

以 上  


