
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

福岡市共働事業提案制度 平成 28 年度  

事業の進捗状況資料 
 
 
 

「地域デザインの学校」プロジェクト実行委員会 
福岡市市民局コミュニティ推進部コミュニティ推進課 

NPO 法人ドネルモ 
(福岡市共働事業提案制度 平成 25 年度採択事業) 

 
  

 
 
 

 

地域の支え合いのかたちをつくる 
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地域デザインの学校 とは… 
「自分の興味」や「やりたいこと」をかたちにして、いろいろな活動につなげ

ていくプロジェクトです。様々な年代や立場の人が集い、お互いに学びあい、

つながる場を通じて、何かをはじめるきっかけや活動が生まれてゆく。そうや

って「地域の支え合いのかたち」をつくってゆくことを目指しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＮＰＯと市との「共働」の必要性 
 市民局の調査によれば、地域活動を大切だと考える市民は9

割を越えるが、実際に地域活動に関わっている市民は３割に留

まる。その 3割は自治協議会を中心とする既存の地縁組織によ

る活動だが、近年は担い手の不足と参加者の固定化が問題とな

っている。そこで、従来の活動者とは異なる層が、地域活動に

関わるきっかけづくりが求められている。 

 福岡市は自治協議会等地縁組織の基盤強化事業に取組んで

いるが、自治協議会に関わりのない層へのアプローチが弱い。

一方、NPO 法人ドネルモは「やりたいこと」や「興味がある

こと」をきっかけに人々を活動へと誘うノウハウを有するが、

地縁組織との連携を NPO 単独で行うことは難しい。そこで、

地域活動に関わりの薄い層から担い手を掘り起こすとともに、

地域活動者とのつながりを育むことで、「地域の支え合いのか

たち」を生み出していくために、福岡市（自治協とのつながり）

とＮＰＯ（新しい層への掘り起し）との共働が必要となる。 
●ＮＰＯの提案理由 
 NPO 法人ドネルモは、超高齢社会に向けた地域コミュニテ

ィづくりに携わる中で、住民がお互いに支え合う関係づくりの

必要性を痛感すると同時に、自治協議会を中心とする地縁組織

では対応が困難な多様なニーズにアプローチするノウハウを

培ってきた。この問題意識から、これまでに地域活動に関わり

の薄い層を掘り起こし、地域内外の活動者とのつながりを生み

出す本事業を提案した。 
●市担当課が取組む理由 
 ＮＰＯとの共働事業を実施することで、ＮＰＯの柔軟性とノ

ウハウを活かし、地域への関心を持っている新たな層への働き

かけと、事業を通じて得られたノウハウや経験等を今後の市の

施策に活かすことができると考えたため。 

（１）共働のきっかけ・必要性 
 

『平成24 年度市政アンケート調査報告書』より 

（福岡市市民局コミュニティ推進事業部コミュニティ推進課）  
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● 本事業の目的：「地域の支え合いのかたち」をつくる 
 これまでの地域活動に関わってこなかった人々（全体の 7割）と、既に活動

をしている人々が、共に学びあう場を通じて、「やりたいこと」や「興味があ

ること」をきっかけに、地域での活動を生み出し、お互いにつながりながら、

これからの「地域の支え合いのかたち」をつくっていくモデルケースを、NPO

と行政との共働を通じて開発する。 

 

● 本事業が目標とする３つのポイント 
 

① 地域活動に関わりの薄い層からの参加 
② 「活動する人」をつくる 
③ 活動を通じた波及効果 
 
 本事業では、初年度に１地域（１校区を中心とし、その近隣校区まで含む）
でのモデルケースづくりを通じて、１地域を対象としたプログラムを開発す

る。次年度以降、開発したプログラムを他の地域でも実施し、フィードバック

を得ながらプログラムの修正・洗練を重ねることで、これまでに地域活動に関

わりの薄かった層から担い手を掘り起こすノウハウを、福岡市と NPO の共働

を通じて培う。 
 本事業の実施を通じて、３年間で５地域20 校区（１地域あたり、中心とな

る１校区とその周辺の 3～4校区を含む）を対象に、１地域あたり 20 名強、

３年間で 100 名強の担い手が、これまでに地域活動への関わりが薄かった層

から生み出される。 

 本事業を通じて生まれるのは、主体的に地域活動に関わるマインドと具体的

に活動を進めるノウハウを持ち、他の活動者（既存の地域活動、NPO、企業

等）と地域内外で相互につながるネットワークを有する担い手である。 

 このように本事業では、上記の３つのポイントを目標とし、それぞれのポイ

ントでの成果が生まれるよう、アプローチをしていく。 

 

（２）事業の目的 
 

（３）事業の目標 
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● 第4期：地域デザインの学校in西都 
 →対象地域：西区西都校区（H29年度新設）およびその周辺校区 

 
Step1：事前調査＆掘起し：2016.6~9：実施済 
Step2：講座実施：2016.8～2016.11：実施中 
Step3：アフターフォロー：2016.11～（予定） 
 
Step1：事前調査/掘起し：2016.6~9 実施済 
□ヒアリング協力者：21名 

□ヒアリング協力者の主な所属 

 ・西都校区自治協議会設立準備委員会 ・さいとぴあ 

 ・徳永自治会 ・女原自治会 ・西都自治会  

  ・西都公民館主事 ・玄洋小学校校長／教頭 

 ・玄洋公民館   ・周船寺公民館 

 ・西区役所地域支援課  ・民生委員 

 ・福岡市西区社会福祉協議会 

 ・地域総合福祉センター「いと楽し」 

 ・ゆうきの木（カフェ） ・アイトップ（九大生サークル） 

 ・歌の祭典委員会実行委員会 

 ・地域のピアノ教室 …など 

 

□受講生募集の広報活動 

 ・チラシ全戸配布：西区玄洋校区、周船寺校区 

 ・新聞からの取材：糸島新聞 

 ・フェイスブック等SNSでの 

  拡散・周知 

 ・ドネルモのHPを通じての 

  情報発信 

 ・ヒアリング時の呼びかけ 

 ・夏祭り会場での 

  PR・チラシ配り 

 

 

 

 
ヒアリング調査の様子（第４期 西都） 

 
ヒアリング調査の様子（第４期 西都） 

 

受講生応募のチラシ（第４期 西都） 

（４）事業の内容【平成 28年度】 
 



 5 

 

 
 

● 第４期：地域デザインの学校in西都 
 対象地域：西区西都校区（H29年度新設）およびその周辺校区 

 
Step2：講座実施：2016.8~11 実施中 
□受講者数：20名（定員20名/応募者20名） 
□受講者の居住地：西都校区を中心に近隣校区から参加 

□受講者の年齢層：30~40代が中心：17歳から88歳まで。 

□講座実施日・タイトル 

 ①第1回：2016.8.28(日) @いと楽し 地域交流ホール 

 →入学式＆オリエンテーション／コミュニケーション講座 

 ②第２回 ：2016.9.10(土) @いと楽し 地域交流ホール 

 →ファシリテーション講座／地域課題について考えるケースワーク 

 ③第3回：20156.9.24(土) @いと楽し 地域交流ホール  

 →ご近所インタビュー実践編／やりたいことを言葉にする 

 ④第4回：2016.10.8(土)＠いと楽し 地域交流ホール 

 →仲間さがし＆チームづくり／アイデアを具体化する 

 ⑤第5回：2016.10.23(日)＠いと楽し 地域交流ホール 

 →企画を更に練り上げる  

 ⑥第6回：2016.11.5(土)＠いと楽し 地域交流ホール 

 →卒業式（企画案の発表）／これからのこと 

 

 

Step3：アフターフォロー：2016.11~（予定） 
 

（４）事業の内容【平成 28年度】 
 

 
第 1回講座の様子（第４期 西都） 

 
第２回講座の様子（第４期 西都） 
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  （４）事業の内容【平成 28年度】 
 
 
● 第5期：地域デザインの学校in照葉 
 →対象地域：東区照葉校区およびその周辺校区 
 
Step1：事前調査＆掘起し：2016.9～11：実施予定 
Step2：講座実施：2016.11~2017.1（予定） 
Step3：アフターフォロー：2017.1～（予定） 
 

 
● 第6期：地域デザインの学校 
 →対象校区の選定中 
 
※第５～６期は、これまでの全 6 回の講座を 
 全 3 回の講座に変更して実施予定。 
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● 共働だからできること 

● 具体的な役割分担（平成 26 年度の役割分担）

 

（５）NPOと市の役割分担 
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事業の成果 
【１】参加者の状況（地域に関わりのない層から募る） 

□ 73% の受講者が、既存の地域活動への関わりの無い層から参加 
□ 30～40代中心：20代～80代までの多世代が集う 
□ 属性が多様：サラリーマン、自営業者、主婦、福祉関係者、 
　　　　　　　　　地域の事業者、自治協関係者、定年後の方、学生…等 
 

【２】卒業後の活動の状況（活動する人をつくる） 

　・卒業者の9割（受講者の８割）が地域での活動に参画 
 
 
 
 

【３】受講生の活動を通じて地域に波及効果が生まれた例 
　・公民館と協働し、公民館事業の一環として企画を展開 
　・自治協議会、小学校、おやじの会等、地域の既存の組織と連携した活動を展開 
　・地域の商工会（名店街）と協働して、コミュニティスペース開発運営の企画が実現 
　・地域に関わりのなかった受講生が自治協や町内会の役員等となり、活動を展開　 
 

地域デザインの学校 第１～３期 まとめ 

４９名 
自治協行事への 
参加・協力 

受講者：６４名 

自主企画：５２名 
自治協行事：４９名 

５２名 
自主企画への 
参加・協力 

４名 
地域の役員等へ 

地域の役員等：４名 
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地縁的な活動に参加していますか？$
（全体） 

関わり有 
27% 

関わり無
73% 

汎用化に向けて：マニュアル＆研修プログラム 

　・「地域デザインの学校」の講座運営に際して、必要となるスタッフは以下の3役 
　　　①講師役：講座全体の進行・コーディネートを担当 
　　　②テーブルスタッフ：学習支援者として、テーブルファシリテーション等を担当 
　　　③事務局スタッフ：会場説明等のロジスティクスを担当 
　・上記3役を、本事業ではNPO法人ドネルモの関係者で担ったが、汎用化を意図して、 
　　①～③それぞれに、新規担当者向けのマニュアルを、事業と並行して開発。 
　・①講師役向けには、講座各回の進行マニュアルと、進め方のプロットを準備。 
　　　各講座の進行手順はもちろん、受講生への効果的な質問の投げかけ方などを記載。 
　・②テーブルスタッフ向けには、特別な研修プログラムを準備し、 
　　　本事業でも、学生インターンやドネルモ関係者を対象に研修を実施している。 
　・③事務局スタッフ向けには、準備物等のリストや会場検討時のチェックリスト等のツールを開発。　 

受講生/自治協関係者/地域支援課からの声 
「人生観が変わりました。他の地域でもやってください。」（受講生：40代男性：簀子図鑑で活動） 
「出会いのきっかけこそが宝物です！」（受講生：30代男性：講座をきっかけに自治協メンバーになり広報部で活動） 
「とても楽しめた。今まで持っていた地域活動への恐怖心が和らいだ」（受講生：30代女性：自治協行事へ参加） 
「受講生には初めてお会いする方が多い。こうした若い世代の担い手づくりの一環として期待 
　している。」（千早校区自治協議会会長） 
「アイデアや行動力に溢れる受講生を地域につなげたいという思いから，公民館長とも意見が一致し， 
　一つの企画を公民館事業へとつなげた。受講生側には課題もあるが，ワクワクする企画がたくさん 
　あるので，今後もうまく地域とつなげていきたい。」（中央区地域支援課係長） 
 

（６）共働事業のメリット・成果 
 



 9 

   
 
 

 
 
 
  

● メディア情報 

 →代表的なものを紹介 

 

（６）共働事業のメリット・成果 
 

 
「上長尾テラス」空き店舗視察の様子 

 

ふくおか市政だよりに掲載 

（地域デザインの学校第３期卒業式） 

 
読売新聞に掲載（地域デザインの学校第２期卒業式） 

 

地域情報誌「まいんず」に掲載 

（第２期おたがいさま食堂（西長住ダッシュ）） 
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● 工夫した点 
□現場をできる限り共有する 

 行政担当者と NPO担当者が、できる限り現場を一緒に行動し、ともに考えることに努めた。

行政と NPO とでは、地域に対する考え方や行動原理が異なる。その点を踏まえた上で、個別

のケースにおいて、どのようにアプローチすべきかに関して、丁寧な打合せを重ねた。 

□福岡市の施策との調整 

 担当課の課長をはじめとする職員と NPO の職員の協議を通じて、行政の施策を共有し、次

年度以降の本事業の方向性について協議することで、本事業の「共働」としての位置づけが、

より明確となった。 

 
● 苦労した点 
□対象校区の「選定」の難しさ 

 既存の地縁組織（自治協議会など）に対して NPO と共働で実施する本事業の趣旨や意義を

伝える点で苦労を重ねた。NPOのノウハウを活かして、既存の地域活動に馴染みの薄い層にア

プローチするという本事業の趣旨に対して、多くの既存の地縁組織は、その趣旨に賛同しつつ

も、同時に次のような懸念の声が聞かれた。 

 ①自治会等、自分たちの仕事が増え、負担が更に増えるのではないか？ 

 ②どんな人が参加するのか不安。自治会組織とは異なる、新しい団体をつくるのではないか？ 

 ③成果が見えにくい。自治会の役員がすぐに見つかるのではないのか？ 

 本事業の説明に際しては、まずもって①に配慮し、本事業が自治協等の負担にならない点を

強調した。もっとも①の点が納得されると、次いで②が問題となる場合がある。その場合には

既存の地縁組織とも相談しながら事業を進める運びとなるが、この段階で「やはり相談に応じ

るのは負担」とされ、受入れが拒否されたこともあった。もっとも 2年目となる本年度では、

初年度の実績をまとめた資料（動画や写真資料）示すことで、具体的にイメージができるよう

になったこともあり、よりスムーズに理解が得られた。また③に関しては、あくまでひとつの

きっかけであり、直ちに自治協の増員には結びつかないことを、丁寧に説明を繰り返している。 

  

（７）共働する上で苦労した点・工夫した点 
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● 受講者の方から 

【応募動機から】 

「自分が生きてきたこの地域をなんとかしたい！と思うが，本当の課題が何で，何をどのようにす

れば良いのかわからない。地域の課題をちゃんと知って，「楽しい取り組みやヒント」が見つかる

といいなと思い応募した。」（30 代・男性） 

 

「地域との関わりを持つことの重要性は子育てをしているなかで多々感じているのに、地域のこと

を良く知らない事に気づいた。地域の方に何が出来るかはまだわからないが、少しでもお役に立て

ることが出来たら嬉しい。」（40代・女性） 

 

「4 月にこの地域へ引っ越して来た。8月に還暦を迎え、会社人生も終わりに近づき、今までと違

うところで何か関わりが持てないかと考えている。この企画でそのきっかけが掴めれば。」（５０

代・男性） 

 

「昨年まで地域活動を数年にわたって行ってきたが、その難しさを痛感。今後についての具体的な

ことは何も決めていないが、何かの参考にできればと思い応募した。」（30 代・女性） 

 

 

【卒業時のコメントから】 

「楽しかった。地デザのスタンスそのものが、これからの地域への関わり方だと思った。」（30 代・

男性） 

 

「卒業おめでとうございます、の一声がとても新鮮で、なぜが桜の花を思い浮かべた。又一歩なに

かが進んでいる、と思った。大変有意義な時間を大切にしたいと思う。」（60 代・女性） 

 

「地域で仲間ができ夢を語れることができる…こんな活動に参加できて感動している。夢を実現へ

と進めていきたい。」（50 代・女性） 

 

「参加型の授業で常に自分の考えを持ち取り組んだ。今後も出会った仲間との関係を大切にした

い。」（40代・男性） 

 

「その街の地域にどのような人がいて、どのような困り事があり、どのようなニーズがあるのか。 

立地や、環境で様々なこれらの条件に対する考え方を学んだ。」（30 代・男性） 

 

（８）担当者の声・市民の声 
 


