
日時： 平成１７年１０月５日（水） 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 審議等

・市民公益活動ガイド（仮称）の基本的内容について

（資料１～３）

3 閉会

第２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」





頁 項　目 規格 内　　容 備　　考

表紙 ４色
カラー

表２ 発行にあたって ２色 福岡市からのメッセージ
・共働のまちづくり　・自治都
市　福岡　・条例制定の意義

1 はじめに ２色 検討会からのメッセージ
・自分たちのまちは　自分たち
でつくる
・初めて公益活動を始める人の
ための手引き書

委員名併記

2 あなたも市民公益活動
をはじめてみません
か？

２色
見開き

行動パターン順フローチャート

3 目次 ２色 行動フローチャートとリンク

4-5 自分たちのまちを住み
よくするために何がで
きるかしら

２色
見開き

ひとりの気づきから仲間を探す
まで
住んでいる所を、もっと住みよ
いまちにしていくために、自分
たちでできることは自分たちで
行う
私にもできることを興味のある
こと、関心のあることから考え
てみましょう

誰かに話してみよう　仲間を
見つけたい
・友達や先輩に話してみる
・ＮＰＯやボランティアグ
ループをのぞいてみる
・ご近所の人に声を掛けてみ
る
コラム：ちょっと参加してみ
る「自治会のイベント」や
「公民館の講座」「ＮＰＯの
セミナー」など
町内会のお知らせや公民館だ
より、あすみん情報誌などを
参考に

6-7 すぐにできることから
やってみましょう

２色
見開き

なんでもいい　得意なこと　気
楽にできることから行動をおこ
してみましょう
チラシ配り、公園清掃、花壇の
手入れ、防犯パトロールなど

コラム：自分で調べてみるヒ
ント
コラム：知っていますか　ボ
ランティアセンター

8-9 仲間と一緒に活動につ
いて話し合ってみま
しょう

２色
見開き

まず現状を知ること、具体的な
目的を持つこと、そして情報収
集が必要です

ポイント：活動の流れ（計画
づくりの手順）
コラム：市政情報は情報プラ
ザ、活動の場所は「たいたい
ｗｅｂ」「まなびｉふくお
か」も活用

10-13 活動を継続していくた
めにどんなコツがある
の

２色 運営のヒントを漫画で紹介
・人を集めたい　・自分たちの
活動をもっと知ってほしい　・
イベント成功のコツ　・資金の
集め方

コラム：“あすみん”を利用
しよう（あすみん利用案内）

14-17 あなたも〇〇隊を始め
てみませんか

２色
見開き

あすみん消しゴム隊を例にし
て、取り組みのモデルコースを
紹介
計画づくり～振り返りまで
活動点検シート

ものまねからはじめてみよう
課題が見えてきたら知恵と工
夫が生まれます

「市民公益活動ガイド」ページ構成

資料　２



頁 項　目 規格 内　　容 備　　考

18-19 活動を広げるために
パートナーをみつけま
しょう

２色
見開き

一緒に活動できるパートナーが
いると活動がより深く広がって
いきます。
・なぜ共働が必要なの
・パートナーの見つけ方

コラム：行政も積極的に共働
コラム：企業や事業者社会責
任
コラム：地域に開かれた学校
づくり

20-21 パートナーといい関係
を作っていくためには

２色
見開き

・共働をおこなうための基本
ルール

22-23 行政との共働について ２色
見開き

・行政と共働する場合の手法
・福岡市役所の共働に関する相
談窓口

24-25 知っておきましょう１
自治会・町内会はどん
な活動をしているの？

２色
見開き

住んでいる町を住みやすくする
自治活動

コラム：公民館は校区の情報
館

26-27 知っておきましょう２
ＮＰＯ・ボランティア
団体ってどんな団体な
の？

２色
見開き

関心のあるテーマで広い地域で
活動できる

コラム：ＮＰＯ法人の認証手
続き

28-39 いろんな団体の活動を
紹介します－聞きたい
こと直接聞いてみて！

２色 １頁１事例で１０事例以上

40-41 条例 ２色 条例本文
条例Ｑ＆Ａ

条例の解説については、福岡
市ホームページに掲載してい
ます

42-43 用語集 ２色 市民公益活動、共働、
自治都市・福岡、コミュニティ
ビジネス

本文で出てきた用語や条例の
主な用語の解説で、ページ順
でアイウエオ順

44-47 気軽に問い合わせてみ
よう！市の支援制度

２色
見開き

市民活動支援制度一覧

48 主な相談窓口・問い合
わせ先一覧

２色 テーマ別に掲載 ホームページアドレス、電
話、FAX、住所

表３ 主な相談窓口・問い合
わせ先一覧（つづき）

２色 テーマ別に掲載 ホームページアドレス、電
話、FAX、住所

裏表紙 主な相談窓口一覧
奥付け

４色
カラー

本庁、各区役所、あすみん
福岡市ＨＰ

電話、ＦＡＸ、地図、交通、
対応時間など
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１８～１９ページの内容 

 活動を広げるためにパートナーをみつけましょう 
 

共働とは、市民、自治会・町内会などの自治組織、ＮＰＯ・ボラ

ンティア、企業、大学・各種学校、行政など性格の違う団体どうし

が、目標を共有して、お互いの役割と責任を認め合い、相互関係（パ

ートナーシップ）を深めながら知恵や力を合わせ、長所や資源を活

かして活動していくことです。 

共働して一緒に活動できるパートナーがいると活動がより深く広

がっていきます。 

 

 

 

 

 

 

１． なぜ共働が必要なの？ 

個人の価値観やライフスタイルの多様化が進み、市民のニーズも

多様化しています。 

なぜ、「共働」という言葉を使っているの？ 

 一般的には，「協力して働く。コラボレーション」という意味で，「協働」と

いう言葉が使われていますが，『福岡市新・基本計画』では、自治都市・

福岡をめざして、目標を「共有」しながら「共に」汗して取り組み、行動す

ることが不可欠であることから、「共働」という新しい言葉を使っていま

す。 

資料 ３ 
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法律や予算に基づいて公平・均一的なサービス提供を行う行政だ

けでは、一人ひとりの市民が抱える、それぞれに異なったニーズに

対応するのは不可能です。そこで、市民や自治組織、ＮＰＯ・ボラ

ンティア、企業、学校など、社会を構成する主体が、知恵や力を合

わせて共に取り組む「共働」が重要になってきました。これは、そ

こに住み、生活する皆さんが自ら担い手となれば、きめ細かな取り

組みができ、納得できる解決策を導きやすいという利点があるから

です。 

 

２．共働のパートナーの見つけ方 

共働が適する事業であるかを見極めるために、相手の団体の活動

内容や実績、運営状況、共働したい事業の概要や方法、役割分担や

メリット等をとりまとめて検討する必要があります。団体情報をイ

ンターネットで探したり、ＮＰＯの情報に関しては「あすみん」（Ｐ

１３）に相談してみてください。 

 共働すること自体が目的ではなく、共通の目的を実現するための

手段です。協議した結果、共通の目的が見出せない場合や、実施方

法などに合意できない場合は無理に行う必要はありません。 
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コラム 行政も積極的に共働 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 企業や事業者の社会的責任 

 

 

 

 

 

コラム 地域に開かれた学校づくり 

 

 

 

 

 

 平成１２年７月に教育の基本指針として「福岡市教育改革プログラ

ム」を策定しました。 

その中の「地域と連携し開かれた学校づくりの推進」では、学校・家

庭・地域が相互の情報交換を進めながら，学校を拠点となって三者が

連携協力して子どもたちを健やかに育てるために、学校が持つ教育力

や施設の利用を家庭や地域に提供しながら、地域に開かれた学校づく

りを進めようとするものです。 

 

 福岡市は、市民や自治組織、ＮＰＯ・ボランティア、企業、大学の皆さ

んと、積極的に共働しながら「自治都市・福岡」「元気都市・福岡」の実

現をめざします。 

 地域には、さまざまな課題があります。これまでのような全市一律の

事業展開から、地域の実情に合った事業を実施することが重要と考

えます。そこで市は、「小学校区」を単位として自治会・町内会や各種

団体等で構成された多くの住民が参加した「自治協議会」と共働しな

がら、校区を起点とした施策を進めていきます。 

 また、ＮＰＯと市職員の交流の場を増やし、事業への可能性につな

いでいきたいと考えます。 

企業の社会的責任（CSR＝Corporate Social Responsibility）」という

言葉は、海外から来たものですが、これまでもメセナ活動などがあり、

定義や範囲は時代とともに、移り変わります。 

昨今は、地域貢献などの社会活動への積極的な関与や環境保全

への配慮重視、そのための人材の育成や支援などが求められていま

す。大企業を中心にCSRの自主的な取り組みが盛んになってきていま

すが、地場企業や小事業所の地域にとけ込んだ社会活動は、まちづく

りに一役を担っています。 
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２０～２１ページの内容 

 パートナーといい関係を作っていくためには 

 

 人間関係を上手に保つための基本マナーがあるように、お互いに

良きパートナー関係を育てていくために、お互いが心がけるルール

があります。 

 

１． お互いをよく知ること 

   お互いがどんな組織なのか、どんな事業をおこなっているのか、

お互いをよく知ることでまず信頼関係を築きます。 

 

２． お互いの特性を認め合い、役割を分担すること 

   お互いの価値観や行動ルールなどの違いを認め合い、特性を理

解し、相手を尊重します。その上で、それぞれの長所を生かしなが

ら、話し合って役割と責任を分担し、文書などで明確にします。 

 

３． お互いに課題・目的を共有すること  

   何が問題なのかという「課題」と、何のために共働するのかと

いう「目的」を、常に確認しながら同じ意識を持つことが必要です。 

 

４． それぞれが自立すること 

共働が成立するためには、お互いがそれぞれ自立していること

が大切です。 

 

５． それぞれが対等な立場で共働すること  

   組織の規模に関係なく、お互いに対等な関係で協力し合います。 
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２２～２３ページの内容 

 行政との共働について 

 

 福岡市は、「自治都市・福岡」「元気都市・福岡」の実現をめざし

て、今後さらに積極的に市民や自治組織、ＮＰＯ・ボランティア、

企業、大学の皆さんと、さまざまな共働により知恵と力を合わせて

住みよいまちをつくっていきます。 

 市（行政）との共働には、つぎのような手法があります。 

 

１．行政と共働する場合の手法とポイント 

(１)委託 ＝ 行政が団体に事業を委託して実施する共働 

ポイント・事業主体である行政が責任を負い、事業の結果は行政に

帰属します。 

・契約の手続は、契約関係法令に則って行います。 

事 業 例・相談業務、事業企画運営、印刷物の企画制作、 

市施設の指定管理者 

 

(2)補助・助成 ＝ 要綱などに基づく行政からの財政支援による

共働 

ポイント・実施主体である市民公益活動団体に責任があり、事業の
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結果も団体に帰属します。 

・法令や要綱の交付目的に従って事業を行います。 

事 業 例・団体の活動や特定事業への補助金の交付 

 

(3)共催 ＝ 団体と行政が主催者となって共同で一つの事業を行

う共働（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，事業を行う場合もあ

ります） 

ポイント・事業の企画段階から十分に話し合って検討を進め、事業

の目的や役割分担、費用分担、責任の所在を明確にします。 

事 業 例・イベントの企画運営やプロジェクト 

 

(4)後援 ＝ 「後援」という形式で名を連ねることで、財政支援

が伴わない共働 

ポイント・広報等で後援名義を使用するもので、団体に実施責任が

あります。 

事 業 例・イベントや事業の名義後援 

 

(5)情報交換・提供 ＝ 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、活用する共働 
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ポイント・情報提供や意見交換などにより、事業協力の可能性を探

ることができます。 

事 業 例・ワークショップや研究会など 

 

※行政は、法令に基づいて、税金などの公の資金によって運営して

いますから、行政との共働にあたっては、公の資金を使うことへの

責任や情報等の守秘義務などが求められます。 

 

２．福岡市役所の共働に関する相談窓口 

 
 以前は、「市役所でタライまわしにされた」「予算がないから、前例が

ないからの一言で断られた」という市民団体からの苦情がありました。 

また、「どの窓口に相談したらいいかわからない」という声も聞きま

す。一つの窓口ですべてのことがわかり、話が進むわけではありませ

んが、下記窓口では、「市役所の共働に関する相談窓口」としてきちん

と担当部署に取り次ぎをします。裏表紙に掲載していますので、気軽に

相談してください。 

 

・市民公益活動に関する窓口 ～ あすみん、市民公益活動推進課 

 

・各区の校区自治活動に関する窓口 ～ 各区地域支援課 

 

・その他市民活動支援制度（Ｐ４４～４７）については、各担当窓口に直

接お問い合わせ下さい。 


