
日時： 平成２３年　５月１２日（木） 午後２時～４時

場所： 福岡市役所　１５階　１５０４会議室

1 開　会

2 審　議　等

（１）市民公益活動の推進に係る施策について（答申）骨子案について

（２）審議

3 閉　会

　　・市民公益活動の推進に係る施策について（答申）骨子案 （資料１）

　　【参考】

　　・ＮＰＯ活動の促進の検討について （資料2-1）

（資料2-2）

　配布資料

　　・共働の推進の検討について

第２回

会　議　次　第

市 民 公 益 活 動 の 推 進 に 係 る 施 策 検 討 部 会



資料１  

市民公益活動の推進に係る施策について（答申）骨子案 

 

第１．基本的な考え方 

１ 背景 

（１）社会経済の変化や市民ニーズの多様化に伴い、地域課題が複雑高度化している。 

（２）従前の行政主導によるサービスの提供だけでは限界がある。 

（３）市民の社会参加、社会貢献意識の高まりがある。 

（４）個々のニーズに柔軟・迅速に対応できるＮＰＯに対する期待の高まりがある。 

（５）こうしたなか、市民公益活動推進条例や各種計画に基づく取組を実施してきた。 

（６）しかしながら、ＮＰＯや共働に係る課題は今なお山積している。 

 

２ 答申趣旨 

ＮＰＯや共働に係る課題を解決する、新たな本市制度や施策を検討し実行する必要があり、

このため、審議会の調査審議等に基づき、今後の市民公益活動の推進に係る施策について答

申を行う。 

 

３ 目指すべき方向性 

下記（１）、（２）及び（３）を実現するため、所要の環境整備を図る。 

 （１）市民が、市民公益活動への理解を深め、これに自主的、主体的に参加していく。 

（２）ＮＰＯが広く社会で認知理解され、自立的な活動が継続的に展開される。 

（３）企業、大学、地域、ＮＰＯ、行政を含めたあらゆる主体が適切な役割分担とパートナ

ーシップのもとで共働する。 

 

 

第２．これまでの取組 

１ ＮＰＯ活動の促進について 

（１）ＮＰＯ活動支援基金を設け、市民からの寄付金を原資として、ＮＰＯ法人の公益的活

動に対し助成を実施している。 

（２）市民がボランティア活動に気軽に参加できるきっかけをつくり、それらの活動への参

加促進を図ることを目的に、ボランティア・インターンシップ事業を実施している。 

（３）ＮＰＯ・ボランティア交流センターを中心に、活動の場や情報の提供、相談業務など

を実施している。 

 

２ 共働の推進について 

（１）各局各課において、委託、補助、共催、事業協力等、様々な共働に取り組んでいる。 

（２）平成２０年度からは、ＮＰＯからの事業提案を受けて、提案団体と市がともに事業に

取り組む共働事業提案制度を実施している。 

（３）「職員共働研究会」や広報誌「ともばたらきのススメ」を通じた職員の意識啓発や、「共

働カフェ」による機運醸成に取り組んでいる。 

 



第３．現状と課題 

１ ＮＰＯ活動の促進について 

（１）ＮＰＯに対する信頼や理解が十分でない。 

（２）財政基盤が脆弱な法人がなお多く、継続的な活動ができていない。 

（３）ＮＰＯ活動支援基金に十分な支援が集まっていない。 

（４）ＮＰＯ活動支援基金を通じて、法人が寄附を獲得する取組が広がっていない。 

（５）経営と活動に必要とされる経理、広報、営業等のノウハウが蓄積されていない。 

 

２ 共働の推進について 

（１）職員の共働への理解が十分でない。 

（２）委託、補助、共催等の共働の定義・意義・手続が明確でない。 

（３）人事面、組織面でのインセンティブが薄いため、負担が大きい。 

（４）各局が実施している多様な取組を横断的に結びつける仕組みが十分でない。【Ｐ】 

（５）共働事業提案制度については、別紙「福岡市共働事業提案制度に係る制度検証につい

て」のとおり。 

 

第４．今後取り組むべき具体的な施策 

１ ＮＰＯ活動の促進について 

（１）情報開示・発信基盤の整備を行い、ＮＰＯが信頼と支援を獲得しやすい環境づくりを行

う。 

 

 

 

（２）ＮＰＯ活動支援基金及びＮＰＯ活動推進補助金について、以下の見直しを行う。 

・寄付者や市民に対し、寄付金の使途や成果等を明示する仕組みの構築 

 

 

 

・補助率、補助上限回数の設定 

 

 

 

・ＮＰＯ法人の組織基盤の強化に資する事業区分の設定 

 

 

 

（３）仕事を通じて身につけた専門的知識・技術・経験を活かして社会貢献する仕組みを構

築する。 

 

 

 

（４）ＮＰＯ・ボランティア交流センターの今後の在り方について、所要の検討を行う。 

 

 

 



（５）ＮＰＯ法人の認証、認定、市民公益税制の取扱いについて、国における動向を踏まえ、

適切な事務実施を行う。 

 

 

 

２ 共働の推進について 

（１）後援名義、委託、補助、共催など多様な共働について、意義と手法を整理した手引き

を策定する。 

 

 

 

 （２）共働事業提案制度について、制度全体の検証を踏まえ、以下の見直しを行う。 

・既存事業の共働化（既存の施策について、民の知恵を活用しながら柔軟に再構築して

いく仕組み）【Ｐ】 

 

 

 

・市担当課の自主性、主体性をより発揮し易い審査・評価・手続き 

 

 

 

 

・ＮＰＯが提案し易い簡便な手続き 

 

 

 

・企業、大学、地域など、課題解決のために最適な主体と共働できる仕組み 

 

 

 

・事業が発展し展開していくための仕組み 

 

 

 

・事業への市民参加を促進する仕組み 

 

 
 

第５．今後の展開方針【Ｐ】 



別 紙 

福岡市共働事業提案制度に係る制度検証について 

 

１．制度創設の背景・経緯 

(1)「福岡市 新・基本計画（H15 年第８次市基本計画）」総論及び計画各論での、ＮＰＯ活

動促進主要施策の規定 

● 総論『果敢に挑戦する自治と自立の都市』 

新たな社会の担い手であるＮＰＯの活動を活発にし、さらに「企業、大学、行政を含め

たあらゆる主体が適切な役割分担とパートナーシップのもとで共働する市民自治の実現

をめざす」と明記されている。 

 

(2)福岡市補助金等審査委員会（財政局） 

●「負担金に関する提言（H18年３月）」 

各種団体へ交付している負担金（事業費・運営費負担金）のあり方を調査したところ、

従来の負担金事業が、必ずしも市民や地域、民間の力を十分に引き出して事業を実施して

いるとは言えず、また漫然と長期間同一内容の事業が継続される傾向があるとの結果が見

られた。そこで、負担金事業を適時に見直し、適切な評価の仕組みを導入し市民に公開す

る必要性が指摘された。 

さらに、民間団体等が、地域課題や社会的課題の解決を図る事業を市に対して主体的に

提案する制度を導入することにより、市民の発想を活かした先進性、先駆性に富んだ新し

い視点からの取り組みを促し、市及び民間団体等の取り組みが相乗効果をもたらすことを

期待し、提案団体と市がパートナーシップに基づき、応分の負担をしながら施策を実行す

る新たな仕組みとして、『共働事業提案制度の導入』が明記された。 

 

(3)制度創設に向けた協議（平成１９年度） 

「福岡市市民公益活動推進審議会」の中に「共働事業提案制度検討部会」を設置し、制

度創設に向けた具体的な検討を行った。検討部会での協議を経て、平成１９年１０月３１

日に、「共働事業提案制度の導入に関する提言」が出された。 

この中で、制度をより良いものとしていくために、提案公募から事業採択・実施、事業評価まで

の一連のプロセスを経た、制度導入後３年目に制度内容の検証を行うことが望ましいとされた。 

 

(4)共働事業提案制度の創設（平成２０年４月１日） 

「福岡市市民公益活動推進審議会」の提言を受け、平成２０年４月１日に「福岡市共働事

業提案制度」を創設した。 

また制度導入後３年目に当たる平成２３年度に、これまでの成果を踏まえ、制度全体の検証

を行うこととした。 

 

 

 

  



２．基本的考え方 

共働事業提案制度に関連した明示的な数値目標は、行政改革プラン（平成２０年６月）にある

共働事業数を平成２３年度に１２件とするとの点のみであるが、制度全体の検証に当たっては、

これに加えて、所期に設定した意義・目的に照らして成果を上げているか否かの観点も含め、検

討を加える必要がある。 

 また、制度の根幹を成す諸点についても、市民公益活動推進審議会における議論や、広く市民

等の意見を踏まえ、内容を精査し、今後の制度検討に活かす必要がある。 

 

 

３ 共働事業提案制度の概要 

 (1)制度の目的・概要                  

共働事業提案制度は、複雑化する社会問題や地域課題に対して、ＮＰＯと市が共働で事業に取

り組むことにより、きめ細かな市民サービスを提供し、地域課題などの効果的・効率的な解決を

図ることを目的としている。従来の委託や助成事業とは異なり、ＮＰＯの新しい視点や発想を市

の事業に活かすため、ＮＰＯからの事業提案をもとに、ＮＰＯと市がお互いの特性を活かして、

企画の段階から共働で取り組む。 

具体的には、市内のＮＰＯから市との共働事業の提案を募集し、公開プレゼンテーションなど

も含め審査委員会において審査・選考・採択された事業を、翌年度に提案団体と市の共働事業と

して実施する。実施に際しては、提案団体と市の経費負担割合や事務役割の分担を定めた共働協

定書を締結し、双方で実行委員会を組織して実施する。 
 
 
 

２２年度の場合(2)フロー図 
募集開始から事業評価までの流れ  
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(3)提案募集・審査 

① 応募資格 

   福岡市内に事務所を置き、かつ福岡市内で１年以上の活動実績を有する、営利を目的とせず、

公益の増進に寄与する活動を行っている団体（ＮＰＯ）で、個人は対象とならない。 

② 経費の負担 

福岡市が負担する事業経費は総事業費の５分の４以内で、１事業あたり上限４００万円。 

③ 募集する事業（２２年度の場合） 

市が共働を希望する課題を解決する具体的な提案、もしくは自由な提案を募集。 

④ 提案内容の審査 ※くわしい審査基準は資料１ 

提案された事業企画は、「福岡市共働事業提案制度審査委員会」（学識経験者、地域関係者、

報道関係者、企業関係者、行政職員等で構成）で公平・厳正に審査される。 

審査は「共働の必要性」６割、「事業の実現性」４割の比重で行う。 

⑤ 事業期間   募集の翌年度に単年度実施 

⑥ 共働事業提案制度が目指す「共働」のカタチ 

 

市役所の独自
の領域

ＮＰＯの独自の
領域

共催

補助・助成

物的協力・広報協力

共働事
業提案
制度

ＮＰＯ活
動推進
補助金

後援
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共働

情報交換・情報提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)提案・採択の状況  ※事業一覧は資料２                  

 
提案
数 

資格要 
件適合 

１次審 
査通過 

２次審 
査通過 

採択 
実施 
年度 

継続の状況 
(22年度） 

継続の状況 
（２３年度） 

２０年度 ３６ ３６ １８ ８ ７ 
21 
年度 

５事業継続 １事業継続 

２１年度 １３ １３ ９ ６ ６ 
22 

年度 
 ４事業継続 

２２年度 ２５ ２４ １０ ７ ６ 
23 

年度 
 

 

 

(5)制度の特色 

① 委託でも補助でもない「ともにはたらく」共働 

この制度が目指す共働は、企画段階からＮＰＯと行政が思いを共有し、共感し、一緒に事

業を作り上げていくものである。そのために、採択事業の選考段階から、２度にわたりＮＰ

Ｏと市担当課が面談・協議を行い、事業実現に向けて意思疎通を図る。事業に取り組む前か

ら、すでに｢共働｣が始まっている。 

  



② ＮＰＯも「お金」を出している 

この制度は、ＮＰＯと市が対等な立場で事業を行うものであるため、ＮＰＯにも一定の経

費負担（総事業費の５分の１以上）を求めている。事業採択後に、経費負担割合や事務役割

の分担を定めた共働協定書を締結し、実行委員会を組織して、事業を実施する。 

 

③ ともばたらきの強い味方「共働促進アドバイザー」 

ＮＰＯと市担当課の円滑な意思疎通を図るため「共働促進アドバイザー」を設置している。

共働促進アドバイザーは、必要に応じてＮＰＯと市担当課の協議に立ち会い、公平・中立の

立場から双方の意見調整を行い、共働の進め方のアドバイスや協定書締結までのサポートを

行う。 

 

④ 選考・評価のプロセスが充実 

採択事業の選考や実施事業の評価の過程で、市民に公開でプレゼンテーションを行う。ま

た、事業評価は、年度中間期における「中間評価」と年度終了時の「最終評価」の２度行う。 

評価は、ＮＰＯと市が対等・自立の立場で事業に取り組んだかどうかを評価する「共働の

プロセス」と、事業目的を達成し、成果を上げることができたかを評価する「事業の成果」

の２つの視点で行う。 

市民に公開で報告会を行い、「最終評価」の結果はホームページで公表する。 
 

※くわしい評価基準は資料３ 平成２１年度事業最終評価の結果は資料４ 

 

(6)制度推進のための環境づくり 

① 共働事業推進の支援 

共働事業が円滑に進むよう、共働促進アドバイザーの協力を得ながら、事業推進の進捗に

合わせ、共働事業の実施ＮＰＯと市担当課の合同意見交換会や事業の中間振り返り会議を実

施した。 

また、ＮＰＯの活動や共働事業提案制度について、広く市民に認知・理解されるよう、共

働事業の成果を、市広報番組や市ホームページで紹介するなど、広報の支援を行っている。 

 

② 市職員向けの研究会や広報紙の発行 

ＮＰＯとの共働への市職員の理解を促進するために、「職員共働研究会」を開催し、実際

の共働事業の事例発表やワークショップにより、共働の意義や成果を考え・学ぶ機会をつく

っている。また、市職員に対し、共働事業を積極的に紹介し、ＮＰＯとの共働の意義や、必

要性を認識してもらうための広報紙「ともばたらきのススメ」を毎月制作し、市庁内Ｗｅｂ

掲示板に掲示している。 

 

③ 共働に対する意見交換会「共働カフェ」 

ＮＰＯと行政の共働を推進していくために、お互いの考え方を知り、気軽に情報交換を行

える関係づくりを目指し、ＮＰＯや市職員、企業、市民などが自由に集い、意見交換する場

として「共働カフェ」を開催。｢知り合い・語り合い・認め合う｣きっかけ作りを行っている。 

  



４ 制度全体の検証 

制度全体の検証にあたり、まず制度の意義・目的に照らしてこの制度が成果を上げているか否

か、及び副次的な効果についても振り返り、その上で考察することとする。 

 

(1) 制度の意義・目的に照らした成果 
 
まず、本制度が初期に設定した以下の意義・目的に照らした成果を振り返る。 

① 市民に対してきめの細かい市民サービスの提供と、効果的・効率的な社会課題の解決を図る 

② 先駆的な課題や行政が捉えていない市民ニーズの発掘とその課題への取組みを可能とする 

③ ＮＰＯが公共の担い手として市民に認知され、市民公益活動の活性化に資する 

④ 行政に共働のノウハウが蓄積され、職員の意識改革や更なる共働の推進に資する 

⑤ 将来的には、ＮＰＯとの共働も含めた事業手法の多様化に繋がり、行政改革にも資する 

  

①きめの細かい市民サービスの提供と、効果的・効率的な社会課題の解決を図る 

共働事業として取り組まれた個別事業の成果や、事業の報告会の参加者から寄せられた感想な

どから、きめの細かい市民サービスの提供や、社会課題の効果的・効率的な解決に一定の成果が

あったと理解できる。 

 

（ァ）実施事業の成果（一例） 

●ひきこもり青年社会参加支援事業（平成２１年度実施） 

（実施主体）福岡「楠の会」・ＮＰＯ法人ＪＡＣＦＡ・保健福祉局精神保健福祉センター 

 

近年のひきこもりは長期慢性化し、本人や家族の高年齢化等を背景にその問題は複雑化して

いるが、従来官民の各機関のひきこもり者の支援の取り組みに積極的な連携はなかった。そ

こで、ひきこもり者の親の会と支援団体、行政の三者が共働しひきこもり者の自立に向けた

支援に取り組んだ。共働により、ひきこもり当事者と家族約１３０人の実態調査が初めて実

現し、支援事業の情報が確実に当事者に伝わるようになり、居場所活動や保護者を対象とし

たセミナーへの参加者が徐々に増えていった。結果的に１２人の若者が就労や職業訓練校へ

の通学を開始するなど、何らかの活動に踏み出すことができ、着実に成果を上げた。 

また共働事業の成果を踏まえ、２２年１０月に総合的な相談窓口として「ひきこもり成年地

域支援センター よかよかルーム」を市が設立することに結びついた。 

 

●志賀島歴史と自然のルートづくり事業（平成２１～２２年度継続実施中） 

（実施主体）ＮＰＯ法人グリーンシティ福岡・東区企画推進課・総務企画局企画調整部 

 

志賀島には「金印公園」、「潮見公園展望台」などさまざまな歴史的・文化的資源や、豊かな

自然などの魅力的資源が多数あるが、島内の道路沿線には樹木が生い茂り、眺望が悪く、貴

重な地域資源が十分に活かされていなかった。しかし、志賀島の散策ルートは、民間樹林地

であったことから地域住民・行政・ＮＰＯ単独では従来調査や整備に取り組めなかった。そ

こで、ＮＰＯ・行政・地域の三者が共働することにより多くの地権者や地元住民の理解と協

  



力が得られ、ＮＰＯの専門性と行政の広報力を活かし、一般ボランティアや他のＮＰＯの協

力も得て、樹林地調査や、樹木の伐採・ルート整備、観光ガイドツアー等が可能となり、志

賀島の景観や魅力の向上が実現した。 

 

（イ）報告会等に参加された市民の意見や評価 
●最終報告会参加者アンケートによるご意見（２２年５月２４日実施） 

・ 共働の効果がでている。応援しあう関係性が見える。 

・ 共働によりＮＰＯの信用力が高まったという話が印象的だった。 

・ 事業が具体化していっている過程がよくわかった。 

・ 互いの強味を良く活かしていると思う。行政内部の共働がＮＰＯとの共働の効果を 

さらに深めているように思う。 

・ 行政がどういう事業をどのように進めていっているか、よく分かる企画である。 

 

●中間報告会参加者アンケートによるご意見（２２年１０月１日実施） 

【問】共働事業提案制度は成果を上げていると思われましたか 

成果が出ている 
どちらかといえば

成果が出ている 
どちらでもない

どちらかといえば 

成果が出ていない 
成果が出ていない 

２２％ ５８％ ９％ ９％ ２％ 

【問】今後も共働事業提案制度を推進するべきだと思われましたか 

推進するべきだ 
どちらかといえば

推進するべきだ 
どちらでもない

どちらかといえば 

推進するべきでない 
推進するべきでない

５２％ ４３％ ０％ ５％ ０％ 

 

 

②先駆的な課題や行政が捉えていない市民ニーズの発掘とその課題への取組みを可能とする 

共働事業として取り組まれた個別事業の成果から、行政が捉えきれていない、また着手できて

いないニーズや課題への取り組みが可能になったと理解できる。 

 

（ァ）実施事業の成果（一例） 

●子どもとメディアのよい関係づくり事業（平成２１～２２年度継続実施中） 

（実施主体）ＮＰＯ法人子どもとメディア・教育委員会生涯学習課 

 

今日懸念されている子どもたちの体力や学力、自尊感情やコミュニケーションの力などの人

間としての基礎的な力の弱まりは、子ども期における過剰なメディア接触と無関係ではない

ことが明らかになっているが、このような現状を家庭でも、学校でも地域でも十分に認識し

ていなかった。そこで、この問題を１０年以上調査研究しているＮＰＯと行政との共働によ

り、子どものメディア接触の実態及び心身の発達の関係を、２年間の実態調査により明らか

にするとともに、子どもたちがメディア漬けから脱出し、メディアを主体的に活用するため

の啓発プログラムを作成し、保護者・教職員及び地域住民を啓発する人材養成や、啓発講演

会などに取り組んだ。 

  



（イ）ＮＰＯからの提案件数の増加 

ＮＰＯからの提案件数の推移を見ると、初年度３６事業、２年目１３事業と制度実施２年目

に一旦減少したが、制度の意義や成果の周知が進んだことや、提案しやすい工夫をした後に、

３年目２５事業と増加したことで、ＮＰＯの関心も高まっていると言える。 

 

 

③ＮＰＯが公共の担い手として市民に認知され、市民公益活動の活性化に資する 

市政アンケートやＮＰＯ・ボランティア団体へのアンケート調査の結果から、共働事業提案制

度のような、ＮＰＯが市に対して事業の企画を提案し、ＮＰＯと市が一緒に事業を実施する取り

組みや、市民公益活動の推進が必要であるとの意見は多いことが読み取れる。 

 

 （ア）第４回市政アンケート調査結果 （平成２２年１０月実施 対象：市政モニター） 

【問】福岡市をより住みやすいまちにするために、ＮＰＯやボランティアが行っている市民

公益活動が必要であると思いますか。 

必要である 
どちらかといえば

必要である 

どちらかといえば

必要でない 
必要でない わからない 

４４．９％ ４１．１％ １．６％ ０．９％ １０．４％ 

 

【問】市が行うＮＰＯやボランティアなどの市民公益活動推進施策として、どのようなもの

が必要だと思いますか。（複数回答あり） 

①市民公益活動団

体に関する情報提

供 

②ボランティアし

たい市民や企業と

ＮＰＯとの橋渡し 

③学校における市

民公益活動に関す

る教育 

④ＮＰＯからの提案

に基づき、ＮＰＯと

市が共働で事業を行

う取り組み 

⑤ＮＰＯを評

価する仕組み

の構築 

６９．３％ ４８．１％ ２１．４％ ２０．８％ ２０．６％

 

 （イ）ＮＰＯ・ボランティア団体活動基本調査の結果 （平成２２年１１月実施） 

【問】ＮＰＯが市に対して事業の企画を提案し、ＮＰＯと市が一緒に事業を実施する取り組

みを、今後も推進するべきだと思いますか。 

推進するべきだ 
どちらかといえば

推進するべきだ 
どちらでもない

どちらかといえば推

進するべきでない 
推進するべきでない

５２．４％ ２３．８％ １３．９％ １．１％ ０．９％ 

 

 

④行政に共働のノウハウが蓄積され、職員の意識改革や更なる共働の推進に資する 

市職員に対する意識調査によると、市職員のＮＰＯへの認知度や、共働の経験は徐々に高まっ

てきていることが読み取れる。 

また、ＮＰＯとの共働事業に実際に取り組んだ市職員の意見から、共働事業に取り組んだこと

で、共働の効果と共に、職員の意識や姿勢に前向きな変化が見られることが理解できる。 

 

  



（ア）共働に関する職員の意識調査   １９年  ７月実施「ＮＰＯとの共働に関する意識調査」 

２２年１１月実施「共働に関する職員アンケート」 

 

【問】あなたは、ＮＰＯのことをどの程度知っていますか。 

 
１９年度（回答者1,641人） ２２年度（回答者964人）  

回答者(人) 割合(％) 回答者(人) 割合(％) 

よく知っている １３２ ８．０ ５５ ５．７ 

知っている ２５８ １５．７ ４５２ ４６．９ 

あまり知らない １，２００ ７３．１ ４２９ ４４．５ 

全く知らない ５１ ３．１ ２８ ２．９ 

 

 

 

 

 

 

 

【問】あなたは、これまで担当してきた業務でＮＰＯと共働した経験はありますか。 

 

 

 

 

１９年度（回答者1,641人） ２２年度（回答者969人）  

回答者(人) 割合(％) 回答者(人) 割合(％) 

共働した経験がある ２２８ １３．９ ２２６ ２３．３ 

共働した経験がない １，４１３ ８６．１ ７４３ ７６．７  

 

（イ）共働事業実施市担当課アンケート調査結果（２３年１月実施 １２課回答） 

【問】共働事業提案制度で実際に事業に取り組んで良かったことや成果は何でしたか。 

（複数回答あり） 

項 目 

①行政だけでは取り

組めない事業が実施

できた 

②行政が持っていない

ＮＰＯの専門性などノ

ウハウが習得できた 

③受益者（当事者）

の満足度など、活動

の成果が評価された 

④人脈が広がり役

になった 

回答数 １１ ７ ６ ６ 

割 合 ９１．７％ ５８．３％ ５０．０％ ５０．０％ 

 

  【共働事業提案制度に関する自由意見】 

・事業で、ＮＰＯの発想や考え方を取り入れる機会があることは素晴らしいことと考えている。 

最初は小さなことでも、将来大きな市有財産となると思う。 

・中間評価は時期が早く「もう評価？」と中途半端な感じがしたが、結果的には中間期に一度評価

をしてもらったことが後の指針につながったので有効。また多くのプレゼンを経験できたことは、

自分のスキルアップにつながり非常に有効であった。 

・たくさん苦労もしたが、その分沢山、嬉しいこともあった。NPO も行政もお互いに成長すること

ができた事業だった。 

・ 新しい公共を担うＮＰＯが育成され、まちづくりの一部を担うことは、時代の要請だと思う。

中長期的視点で、この事業を継続させ、ＮＰＯを育成していく必要がある。共働事業提案制度

が他都市に先行しているのであれば、これを市の強みとして伸ばしていくべきだ。 

  



⑤将来的には、ＮＰＯとの共働も含めた事業手法の多様化に繋がり、行財政改革にも資する 

共働事業提案制度による実施事業数は行政改革プランの成果目標に明示されている。共働事業

の実施により、市民の発想を活かした先進性、先駆性に富んだ新しい視点を市政に反映させ、市

とＮＰＯ双方の専門性を発揮し、共働の相乗効果を発揮しながら施策を進める手法は、行政改革

に効果的であると認められる。財政改革への貢献は今の時点で明確に判断することは難しいが、

事業継続による財政規模の膨張の問題は生じていない。 

共働事業は、その成果を踏まえて、事業内容や市担当課とＮＰＯの協議により、ＮＰＯが主体

的に取り組む、市が主体的に取り組む等、事業終了後の発展形はさまざまであり、事業手法の多

様化に繋がっている。 
 

（ア）行政改革プランに掲げた目標事業数の達成  

●共働事業提案制度による共働事業数 
 現状値 

（１８年度） 
中間目標 

（２１年度） 
最終目標 

（２３年度） 

目標数 ０ ４ １２ 

事業実績数 ０ ６ １９ 

達成率 ０％ １５０％ １５８％ 

 

（イ）事業手法の多様化 

  ●２０年度採択事業のその後の状況 

２年目の状況 
(２２年度） 

３年目の状況 
(２３年度） 採択 

事業数 
実施 
年度 共働事業 

として継続 その他の展開 共働事業 
として継続 その他の展開 

７ 21 
年度 

５事業 

１事業：ＮＰＯが各校区と
連携して実施 
 

１事業：市が主体的に実施

１事業 

１事業：市が主体的に実施 
 
２事業：ＮＰＯが主体的に行い 

市は側面支援 
 

１事業：目的を達したので終了 

 
 

（２）制度の根幹を成す諸点の成果 

次に、制度の根幹をなす下記の２項目について、その効果を振り返る。 
 
 ①提案・審査・評価について 

ＮＰＯからの提案件数は制度実施２年目に一旦減少したが、制度の意義や成果の周知が進

んだことや、提案しやすい工夫をした後に、３年目２５事業と増加した。 

また、提案審査は客観的な審査基準に基づき、公平・厳正に審査されている。また、審査

の過程で提案団体が市民や審査委員の前で、提案内容の意義や、事業実現にかける意気込み

を説明する公開プレゼンテーションを実施しており、その参加者も徐々に増え、参加された

方からも、市の施策が生まれる過程に市民が参加することへの評価の声をいただいている。 

事業の評価については、実施過程の中間報告会に基づき実施する中間評価により、事業の

成果と継続性を審議し、その評価も踏まえてＮＰＯと担当課は今後の事業の進め方を主体的

に判断している。１年間の事業終了後の最終報告に基づく最終評価では、１年間の共働のプ

ロセスと事業の成果を総合的に評価し、市民の声と共に公開している。提案審査・事業評価

の過程に市民参加を導入することで、事業の透明性も高まっている。 

  



●公開プレゼンテーション参加者の推移 

２０年度 

９月１３日（土） 

２１年度 

９月１２日（土）

２２年度 

９月６日（月） 

１５８人 １０９人 １８２人 

 

●公開プレゼンテーションの参加者アンケート結果（２２年９月６日） 

・初めてプレゼンの聴講をしましたが、とても有意義でした。提案事業の企画立案の話が聞

けることは市民として役に立ち、意識を持つことが出来るものでした。 

 

・皆さんの情熱的な取り組みに感動しました。是非頑張っていただきたいです。 

 

・市とボランティア団体が共働して事業を実施することは、市の街づくりや市の発展繁栄に

寄与できると確信します。 

 

 

 ②事業の発展的展開について 

共働事業は原則単年度実施であるが、市担当課とＮＰＯの協議により共働事業としての継

続を希望する場合は、事業実施中間期における審査委員会の「中間評価」を踏まえて、継続

事業の予算要求を行い、事業を継続することができている。 

また、共働事業は、その成果を踏まえて事業内容や市担当課とＮＰＯの協議により、ＮＰ

Ｏが主体的に取り組む、市が主体的に取り組む等、事業終了後の発展形はさまざまであり、

事業手法の多様化に繋がっている。 

 

 

５ 現状と課題 

共働事業提案制度の３年間に及ぶ取り組みと、制度の意義・目的に照らした成果、副次的な効

果を振り返った上で、見えてきた課題をあげる。 

 

① 目指す共働の手法をより明確にする必要がある 

３年間の取り組みにより、共働事業提案制度は徐々に認知されてきた。しかし、共働事

業提案制度が目指す共働（実行委員会形式による共催）と委託や補助との違いが、なお明

確でなく、ＮＰＯや市担当課からはわかりにくいとの指摘がなされている。またＮＰＯか

らは市が望む共働のメニューを具体的に示して欲しいとの要望も寄せられている。 

 

② 応募書類や、手続きの簡素化が求められている 

共働の必要性や事業の実現性をより客観的に審査するために応募書類や第３次にわたる

審査を規定しており、そのために審査が公平・厳正かつ円滑に進められているが、一方で、

提出書類が多い、採択までの過程が長い等の声がＮＰＯから寄せられている。 

また、ＮＰＯと市担当課の合同面談や情報交換会を実施することで、提案審査の過程か

  



ら両者が対等な立場で意思疎通を図りながら事業に取り組むことができているが、一方で、

ＮＰＯや市担当課からは、その合同会議に出席することが負担である、形式的であるとの

意見が寄せられている。 

 

③ 市職員の共働への理解促進が必要である 

共働事業提案制度の推進、報告会等による効果の周知、職員共働研究会や共働カフェの

実施等により、徐々に職員のＮＰＯや共働への理解は高まってきた。しかしまだ不十分で

あり、ＮＰＯ法人そのものの情報提供と、市職員の共働に対する理解向上のための周知活

動がより求められている。 

 

④ 各局が主体的に事業の共働化に取り組むための仕掛けや制度が必要である 

各局が主体的に共働事業提案制度に関わるために、共働を希望する各局の課題を事務局

で事前に集約した上でＮＰＯに提示し、またＮＰＯへの事前説明や、提案団体との面談な

どに各局に参加してもらっている。 

一方で、市民局が事務局となり一括して提案募集・審査・評価を行うのではなく、各局

が主体的に共働に取り組めるように、より一層各局の主体的な関与を担保するための仕掛

けや制度化が必要である。 

 

⑤  共働事業終了後の事業展開への支援が求められている 

共働事業は有効な手法であるが、共働が目的ではない。そのため、共働事業を通じてど

こを目指すのか、そのために事業を今後どのように展開し、また誰が主体的に、そしてど

のように担うのか等について、ＮＰＯと市担当課が早期にイメージしながら事業に取り組

むことが大切である。しかし、共働事業終了後に、事業を発展させていくためのサポート

や、制度上の仕組みが十分でない。 

ＮＰＯ法人自体の経営基盤強化や持続的発展に寄与するような仕組みとともに、施策を

継続的に担えるための支援や方策の検討が求められている。 

 

⑥ ＮＰＯだけでなく多様な主体との共働の仕組みや制度が求められている 

共働事業提案制度により、ＮＰＯと市の共働は推進されている。一方、企業や地域団体

大学などさらに多様な主体による共働の仕組みや制度化についても、検討を求める声が寄

せられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



共働事業提案制度 提案審査基準 資料１ 

 項 目 
審査に当たってのポイント 

審査

比重

課 題 の 

把   握 

［ニーズ性］ 

・的確に課題（ニーズ）を把握し、課題解決のための事業目的が、

明確に設定されているか。 

・課題は客観的な数値データや事例に基づいており、福岡市の特

性を踏まえたものか。 

共働の 

有効性 

［共働の手法］ 

・課題解決のために共働という手法が必要とされているか。また、

その手法は、先進性、先駆性等工夫やアイデアがあり、新しい

視点があるか。 

・地域との連携など課題解決に向け、必要な連携が図られている

か。 

役割分担 

［役割分担の妥当性］ 

・提案団体と本市との役割分担が明確かつ妥当なものであるか。

また、行政のノウハウの活用など、多様な役割が引き出されて

いるか。 

共

働 

の 

必 

要 

性 

事業効果 

［相乗効果］ 

・提案団体と市が共働することにより、事業効果（お互いを補完

したり、お互いの特性を発揮することにより、効果的な実施が

可能となること、費用対効果など）が期待できるか。 

［市民満足度］ 

・市民満足度が高まり、具体的な効果・成果（質の高い又は多様

なサービス等を受けることができる等）が期待できるか。 

60％

企 画 力 

［団体の企画力］ 

・課題を効果的・効率的に解決する事業企画となっているか（予

算見積もりを含む）。 

実 現 性 

［計画の実現性］ 

・計画どおりに実施が可能であるか。 

・事業に積極的に取り組む意欲や熱意があるか。 

・地域住民等との理解を得られているか。また、法的な問題等に

より実現が困難となっていないか。 

実施能力 

［団体の実施能力・継続能力］ 

・提案団体は、当該事業を実施する上での、専門的な知識や経験

を有し、提案する事業が実施可能であるか。 

・提案団体は、提案する事業が継続可能であるか。 

事

業

の

実 

現 

性 

モデル性 

［広域性、他地域への波及効果］ 

・市全体に及ぶような広域性を持った事業か。または地域的な活

動であっても全市的に拡がる可能性を持った事業か。 

40％

 



 

１．平成２２年度採択事業 

平成22年度は25事業の提案がなされ、事前の資格要件審査、審査委員会による審査の

結果、下記の６事業が採択されました。 

今後、市議会において、事業予算案の審議が行われた後、23年度実施が決定されます。 

事業名 団体名 市担当課 事業概要 

はじめての芸術

との出会い事業 

特定非営利

活動法人 

子ども文化

コミュニテ

ィ 

市民局 

文化振興課 

本事業は、文化芸術に親しむ機会が少ない乳幼児に芸術体験

の機会を提供することによって、子どもの文化振興・文化環

境の向上を図ることを目的とする。 

そのため、乳幼児親子を対象にした舞台芸術公演や体験型ワ

ークショップを実施し、乳幼児親子が芸術に親しむ機会を広

げる。また、講師となる地元アーティストの養成、乳幼児向

けの芸術体験プログラムの開発等を行う。 

学生プレーワー

カー事業 

福岡プレー

パークの会 

こども未来局

こども育成課

本事業は、遊びの場を支える人材の育成と、子ども達の遊び

を活性化することを通して、子ども主体の自由な遊び場づく

りを推進することを目的とする。 

そのため、遊びの場を魅力的にする大学生プレーワーカーの

人材育成を実施し、その大学生とプロジェクトチームを遊び

の現場へ派遣する。また、保護者や地域の人達との連携を密

にし、啓発講座やワークショップ等を行う。 

障がい者アート

プロジェクト 

特定非営利

活動法人 

まる 

保健福祉局 

障がい者施設

支援課 

本事業は、障がいのある人たちのアート活動の可能性を広げ、

障がいのある人たちも過ごしやすいまちづくりを推進してい

くことを目的とする。 

そのため、福祉施設スタッフ等を対象に、アート活動の可能

性を考える講義をはじめ、アートを仕事に展開するノウハウ

などを学ぶ「アートサポーター養成講座」や、アート作品の

展示・レンタル・販売などの事業を行う。 

特養利用申込者

介護サポート事

業 

特定非営利

活動法人 

緩和ケア支

援センター

コミュニテ

ィ 

保健福祉局 

高齢者施策推

進課 

本事業は、特別養護老人ホーム利用者（待機者）本人及びそ

の家族が安心して在宅での生活を継続できるように支援する

ことを目的とする。 

そのため、利用申込者やその家族が求めているニーズやその

状況に応じて、既存の介護サービスと連携を図りながら、介

護者が買い物等に行く間の「見守り」や、散歩やお出かけの

外出援助、話し相手、趣味のお手伝いなどの支援を行う。 

地域ねこ守り隊

事業 

特定非営利

活動法人 

地元再生機

構 

保健福祉局 

生活衛生課 

本事業は、地域で猫と共生する取り組みを通して地域の融和

を図り、地域活性化と次世代を担う子供達のココロのふる里

づくりを目指すことを目的とする。 

そのため、飼い主のいない猫を、一定のルールに従い地域で

一代限り飼育する「地域猫制度」として、モデル地区の組織

づくりを実施し、町内会への説明や、小・中学校で人や動物

を大切にする心の啓発活動等を行う。 

地域みんなで防

災力向上事業 

博多あん・

あんリーダ

ー会 

市民局 

防災・危機管

理課 

本事業は、市民の防災意識の高揚と、地域防災活動の担い手

を増やすことを通して、地域防災力の向上を図ることを目的

とする。 

そのため、小・中学生を対象にしたジュニア防災士養成講座

や、学校や公民館が避難場所になったらどうなるのか避難所

運営の模擬体験ゲームを実施し、子ども達が危険に遭遇した

際、自らを守る行動を身につけさせる。また、市出前講座へ

のスタッフ支援や地域のニーズに合った新たな出前講座プロ

グラムの研究開発を行う。 

資料２ 共働事業提案制度 採択事業一覧 

  



  

２．平成２１年度・２０年度採択事業 

平成21年度に採択された６事業については22年度に共働事業として実施しています。 

平成20年度に採択された７事業は21年度に事業を実施しました。そのうち５事業は22

年度も共働事業として継続しています。残りの２事業は、共働事業の成果を踏まえ、22

年度は新しい展開に踏み出しています。 

 事業名 団体名 市担当課 事業概要 

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 

(特活)九州大学
こころとそだちの
相談室 

教育委員会教育
相談課 

集団適応上の困難を抱えた子ども達への
居場所の提供や、学校現場へメンタルサポータ
ーの派遣を行う。 

活気ある公園づくり
事業 

(特活)九州コミュ
ニティ研究所 
(特活)デザイン都
市・プロジェクト 

南区維持管理課 
活気ある公園づくりのために、利用状況の
現地調査、公園利用のルールづくり、公園
利用実験等を行う。 

小さな循環いい暮ら
し事業 

ベッタ会 
港湾局事業調整
課 

アイランドシティで、照葉小中学校や地域
と連携し、循環型社会のための仕組み作り
や、学習、農体験などを行う。 

知恵と文化の体験絵
巻事業 

(特活)環境みらい
塾 

教育委員会文化
財整備課 

歴史・文化・先人の知恵などを体験するワ
ークショップ等を行い、子ども達の「ふる
さと福岡づくり」を推進する。 

福岡テンジン大学事
業 

(特活)グリーンバ
ード福岡チーム 

中央区企画課 

「シブヤ大学」をモデルとした「福岡テン
ジン大学」を設立し、参加型講義や授業等
を行い、新しい地域コミュニティの形成を
目指す。 

21
年
度
採
択
事
業 

６
事
業
（
22
年
度
事
業
実
施
） 福岡景観・歴史発掘

ガイドツアー 

(特活)ＦＵＫＵＯ
ＫＡデザインリー
グ 

住宅都市局都市
景観室 
教育委員会文化
財整備課 

福岡のすぐれた歴史的景観を専門家が市
民に解説し案内するガイドツアーを行い、
福岡の魅力を市民と共に発掘し、保存・再
生・活用する。 

子どもとメディアのよ
い関係づくり事業 

(特活)子どもとメ
ディア 

教育委員会生涯
学習課 

ネットやゲーム漬けにならない子どもの
健全育成をめざし、保護者や教師、地域の
意識啓発を行う。 

企業向けワーク・ラ
イフ・バランス実践
セミナー 

(特活)福岡ジェン
ダー研究所 

市民局男女共同
参画課 

企業に出向いて提案型のセミナーを実施
し、企業のワーク・ライフ・バランスを推
進する。 

かなたけの里公園を
拠点としたまちづく
り 

(特活)まちづくり
支援機構 
(特活)環境文化プ
ロジェクト機構 

住宅都市局公園
計画課 

地域住民とともに自然・里山・農業の体験
型公園づくりに取り組む。 

志賀島歴史と自然の
ルートづくり事業 

(特活)グリーンシ
ティ福岡 

東区企画振興課
総務企画局企画
調整部 

地域や市民ボランティアと一緒に観光ル
ートの民間樹林地整備を行い、歴史や自然
に恵まれた志賀島の魅力向上と活性化を
図る。 

（
21
年
度
・
22
年
度
継
続
実
施
） 

20
年
度
採
択
事
業
の
う
ち
５
事
業 

海外エイジング視察
コーディネ－ト事業 

(特活)アジアン・エ
イジング・ビジネス
センター 

保健福祉局計画
課 

市内福祉施設の海外視察者のコーディネ
ートを行い、エイジングを学べる国際都市
として集客交流の拡大を図る。 

 
◆20年度採択事業のうち２事業(21年度に共働事業を実施し、22年度は新たな展開へ踏み出した事業) 

 ２１年度事業名 団体名 市担当課 ２２年度の事業展開 

チルドレンズ 
ミュージアム事業 

西新チルドレンズミ
ュージアム実行委員
会 

こども未来局
こども育成課

放課後の遊び場づくりモデル校のうち、希
望する学校がＮＰＯとともに事業を実施 

共
働
か
ら
の 

発
展 

ひきこもり青年 
社会参加支援事業 

（特活）ＪＡＣＦＡ
福岡「楠の会」 

保健福祉局 
精神保健福祉
センター 

ひきこもり者支援の総合窓口として、「ひき
こもり成年地域支援センター」を市が22年
10月に開設することにつながった 



  

 



 

 

                                            

資料３ 共働事業提案制度 事業評価基準

中間評価  
１．評価項目 

項  目 審査に当たってのポイント 

共働のプロセス 

・ 目的を共有し、相互に理解しながら、対等・自立の立場に立ち事業に取

り組んだか。 

・ 協定書に明記した役割分担を十分に果たし、双方に十分協議しながら事業

を進めたか。 

目的・目標の 

達成度 

・ 事業の目的達成に近づいたか。 

・ 今年度の予定事業は順調に実施できたか 

市民の満足度 ・ 事業の実施によって、市民の関心や評価は高まったか。 

事

業

の

成

果 
共働の 

相乗効果 

・ 共働で取り組んだことにより事業効果が上がったか。 

・ 事業の認知度が上がったか。行政・ＮＰＯのネットワークが強化されたか。

共働事業としての

事業継続の必要性 

・ 来年度以降の事業継続の必要性があるか。 

・ 継続する場合、共働事業として取り組む必要性があるか。 

   

２．採点の基準 

 
 
 
 
 

Ａ 大変優れている  ・・・・・・・・８点 

Ｂ 優れている    ・・・・・・・・６点 

Ｃ どちらともいえない  ・・・・・・４点 

Ｄ どちらかといえば不十分である ・・２点 

Ｅ 不十分である・・・・・・・・・・・０点 

 
 

最終評価  
１．評価項目 

項  目 審査に当たってのポイント 

共働のプロセス 

・ 目的を共有し、相互に理解しながら、対等・自立の立場に立ち事業に取

り組んだか。 

・ 協定書に明記した役割分担を十分に果たし、双方に十分協議しながら事業

を進めたか。 

目的・目標の 

達成度 

・ 事業の目的達成に近づいたか。 

・ 今年度の予定事業は順調に実施できたか 

市民の満足度 ・ 事業の実施によって、市民の関心や評価は高まったか。 

事

業

の

成

果 
共働の 

相乗効果 

・ 共働で取り組んだことにより事業効果が上がったか。 

・ 事業の認知度が上がったか。行政・ＮＰＯのネットワークが強化されたか。

 

２．採点の基準 

Ａ 共働の取組、事業の成果が優れている・・・・・・・・・・・・・・・・・８点 

Ｂ 共働の取組、事業の成果がやや優れている・・・・・・・・・・・・・・・６点 

Ｃ 共働の取組、事業の成果ともにどちらでもない・・・・・・・・・・・・・４点 

Ｄ 共働の取組、事業の成果ともに努力が必要である・・・・・・・・・・・・２点 

Ｅ 共働の取組、事業の成果ともに不十分で、一層の努力が必要である・・・・０点 



　　　　　共働事業提案制度　平成２１年度実施事業　最終評価

１．審査委員の評価

●事業の評価は「共働のプロセス」及び「事業の成果」について７人の審査委員の採点合計から総合評価を算出。その後、審査委員会での協議により最終的な評価を決定。

シティプロモーション

Ｎｏ1 Ｎｏ2 Ｎｏ3 Ｎｏ4 Ｎｏ5 Ｎｏ6 Ｎｏ7

チルドレンズミュージアム事業 子どもとメディアのよい関係づくり事業 ひきこもり青年社会参加支援事業 企業向けワークライフバランス実践セミナー かなたけの里公園を拠点としたまちづくり事業 志賀島歴史と自然のルートづくり事業 海外エイジング視察コーディネート事業

Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ

放課後の遊び場づくりモデル校のうち希望
する校区とＮＰＯが連携して実施

共働事業として
継続

成人期ひきこもり地域支援センター（仮称）
を設立予定

共働事業として
継続

共働事業として
継続

共働事業として
継続

共働事業として
継続

２．報告会参加者の投票結果・事業への意見感想

●報告会参加者が「共働の効果が出ている事業」、「よくやっていると思う事業」に投票した結果（得票数の多い順）と、各事業へのご意見や感想を記載。

チルドレンズミュージアム事業 子どもとメディアのよい関係づくり事業 ひきこもり青年社会参加支援事業 企業向けワークライフバランス実践セミナー かなたけの里公園を拠点としたまちづくり事業 志賀島歴史と自然のルートづくり事業 海外エイジング視察コーディネート事業

3 6 1 7 4 2 4

事業への意見・感想

●共働することが、実態に即した調査結果
を生んでいると感じた。
●現代の子ども達にとってメディア（特に
携帯電話）との関わり方については、難し
いものがあると思います。今年度の事業展
開に期待します。
●共働での調査等がうまくいったのは理解
できた。評価につながる展開は今後の取組
み次第だと思う。
●共働事業の効果として「効率的」という
単語がでていたのが、おもしろかったで
す。ＮＰＯとの共働は効率が悪くなりそう
というイメージが払拭されました。
●初年度の調査は大変大規模なもので、大
変貴重な調査データが得られたことと思い
ます。次年度はこの調査をもとに、プログ
ラム作りをされていくことですので、今後
の展開に期待しています。
●メディアの害だけを伝えてもあまり効果
がない。メディアの良さも含めて、良い関
係良い活用を提案してほしい。
●啓発講座は長期にわたる実施が必要なの
かと思われます。
●前年度の事業では重要なデータが入手で
きたと思う。今年度の啓発を通じてメディ
アへの依存が緩和できればよいと思う。

●成果がわかりやすく次のステップがみえ
やすかった。単年度実施なのもスピード感
と潔さがあって良いと思う。
●共働担当課の熱意（本気度）を感じまし
た。
●２つのＮＰＯと行政が一つの課題に対し
て共に汗をかく共働事業のひとつのモデル
として感心しました。行政の方が行政らし
さを出すことですばらしい結果を出してい
ると思います。
●非常に難しいと思われた本人へのアン
ケート調査による現状把握やひきこもり青
年の居場所開設、ネットワーク会議の開催
等、実績が上がったことは評価出来ます。
次の展開が楽しみです。
●「ひきこもり青年の集い」の効果が印象
的でした。継続的に参加した人すべてが確
実に変わっていったとのことで、社会問題
のひきこもりの対策として今後拡大してい
くと良いのでは、と思いました。
●実際に社会に踏み込むことのできた人が
いたという報告を受け、新設されるセン
ターに期待が膨らんだ。
●ＮＰＯの方の熱意が印象的だった。
●三者の熱い思いでマッチングが大成功し
た事例だと思います。このネットワークが
更に広がっていくと良いですね。

●ワーク・ライフ・バランスの考え方を普
及させて、働きやすい環境ができれば良い
と思う。しっかりとした成果を出してほし
い。
●テーマが幅広く、子育てや介護などに特
化した取組の推進がより効果的と考えられ
る。国や県との連携は具体的に何を連携
し、どう役割分担するかを先に考えるべ
き。
●ワーク・ライフ・バランスという考えは
漠然としています。この言葉が持つ意味を
分かりやすく広報する必要があるのではな
いでしょうか。
●企業のニーズに対応した、という着眼点
が良かったと思います。押しつけではな
い、広くニーズに対応したプログラムの充
実を図っていって頂きたいと思います。
●セミナー以外の企業サポートの方策も検
討されてはとも思いました。
●企業に余裕がない不景気な状況の中で実
施するのは難しかったと思う。若い世代の
子育てにテーマを絞ってみてはどうか。
●行政の「信頼」をバックに機動的にＮＰ
Ｏが自由にきめ細かに活動することで、今
後が楽しみです。是非とも「岩」をくだい
てください。

●都会と自然が近接した市の特徴を活かし
た事業だと感じました。他の都市にない豊
かな自然を活かすことで、福岡市の強みを
より強固なものにしていけるようにその核
となってもらいたいです。
●ゴール目標が明確なので、地域の声を生
かせるよう、うまく共働を進めていってい
ただけたらと思います。
●ＮＰＯと地域と行政の共働ということ
で、地域の方もこの事業に深く関わってい
ることが、わかりました。23年度のオープ
ンに向け、公園を中心とした地域の活性化
がより一層進むといいと思います。
●市民と行政をつなぐＮＰＯが理想的な活
動をされた事業だと思います。公共施設の
オープンに際し、今後モデルケースとなり
得る事業だったと思います。
●行政、ＮＰＯ、地域が一体となって取り
組んでいることが理解でき、まさしく共働
事業だと感じられた。今後の運営は指定管
理者制度との関係整理が必要だが、必ず良
い方向にいくのではないかと思われた。
●地域の活性化はむずかしい問題であると
思います。広大なかなたけの里公園が、地
元住民と福岡市住民のふれあいの場となる
よう願います。

●公共事業が行えない民地の整備につい
て、ボランティアの能力を超える場合のと
てもよい取り組みであると思った。
●ＮＰＯの取り組みが光る事業だった。福
岡市の財産の魅力づくりに大きく貢献して
いただいていると思う。
●長年の課題を行政、ＮＰＯ、地域という
多くの方の知恵と技術を持ち寄って成果が
でている、よい事例ですね。やはり、たく
さんの人が関わることで何かが生まれるの
ですね。
●様々な団体との関わりの中で、共働が有
効となっていることが納得できました。今
後のまちづくりにうまく繋げていっていた
だけたらと思います。
●民地の問題を解決できたことは、共働の
成果だと思う。活性化構想や別事業等との
結びつき等、柔軟な対応が見られ、素晴ら
しいと思う。事業終了後の継続も重要だと
思う。
●民有地が多く存在する志賀島の環境整備
事業は行政だけではできないが、それをＮ
ＰＯとの共働で地域を巻き込んで行ってい
るところに意義がある。これこそ、共働事
業、という感じである。

●共働の効果・メリットがわかりやすく成
果の大きい内容だと思います。今後の活動
（福祉以外の分野や他国の受け入れ・交流
など）の拡がりを期待しています。
●マンパワー、技術等の不足を補うのにＮ
ＰＯが有効だという事例として優良と考え
ます。継続できる仕組みづくりが重要です
が、資金をどう調達していくか考えるべき
と思います。
●今回の共働を足がかりにして、福岡市を
世界に誇れるような福祉の街へと成長させ
ていってほしいです。
●ＮＰＯの取り組みが大きなウエートを占
めている事業で、共働の要素が乏しかった
かなと思う。ただし活動は福岡の評価を上
げる意味で非常に価値あるものだと思う。
●課題と需要がマッチングしたよい事業だ
と思います。今後の多方面への発展、集客
につながる取り組みなど可能性を大きく秘
めた共働事業だと思います。
●エイジングに限らず、子育て分野、まち
づくり分野など多岐にわたる分野に応用で
きる事業だと思う。是非、頑張って継続し
てください。

●保護者、子ども共に満足度の高い事業な
ので、全校そして継続的に実施できるよう
にＰＲ活動やノウハウ作成、指導者の育成
など今度も積極的に活動していただきたい
と思います。
●良い意味で「楽だった」という言葉が印
象的でした。市との連携がうまくいってな
ければ出てこない言葉だと思うので、いか
に互いが得意分野で力を発揮し円滑に進ん
だのが伝わってきました。
●学校が自主的に取り組み始めているとい
う報告を受けて共働の成果を実感すること
ができた。
●子どもたち自身が遊べなくなっていると
いう現状を救おうということで、なかなか
普段体験できないことができて、子供たち
にとっても、とても貴重な経験になったと
思います。
●さらに地域に根付いた活動が行われれば
よい。できる限り学校、親子、地域を中心
に広がる活動が大切だと思う。
●大学生や他ＮＰＯとの協力等、今後の発
展に向けたビジョンがあり、すばらしいと
思った。「チルドレンズミュージアム」と
いう言葉を聞く機会が増えればよいと思
う。

少子高齢化に向けた対応は、日本や
アジアが直面する課題である。福岡
市内にある高齢者施設等に、アジア
諸国から視察研修に来られる際の
コーディネートを、行政とＮＰＯが
共働で取り組むことはタイムリーな
事業である。
福祉に着目した活動は、福岡市をア
ジアにＰＲする効果もある。事業の
目的に沿って、成果に結びついてい
ることが評価され、福岡市のイメー
ジアップにも寄与できる事業と思わ
れる。

一方、行政担当課として共働しよう
とする姿勢がやや消極的である。ま
た、共働事業としての行政の役割が
やはり媒介的であり、担当課がＮＰ
Ｏの活動に頼りきりになっているこ
とも懸念される。
共働の体制を早急に再構築するべき
である。

視察コーディネート事業の次のス
テップとして、行政施設との連携、
ＮＰＯの信用度のさらなる向上、ビ
ジネスモデルの確立や、福祉分野以
外での活動への拡大など、それぞれ
の立場で検討することが必要であ
る。

企業のワーク・ライフ・バランスの
推進は社会的課題であり、その実態
を抽出したことは評価できる。
一方、その意義を浸透させることは
容易ではなく、それだけに活動も難
しいものと理解する。企業を対象と
した実践セミナーの実績があがらな
かったことが、結果として残念で
あった。

自己評価では、かなり消極的な評価
が多かったが、もともと企業の関心
度の低さが問題の根底にあるため、
まずはそこからはじめるという点が
明確になったのではないかと思われ
る。
企業ニーズの把握と掘り起こしが今
ひとつであったとも思われるので、
企業にとってどんな付加価値をプラ
スしていくのかを探ってほしい。

この事業には企業の理解と協力が欠
かせない。今後は企業を巻き込むか
たちでの共働体制の検討や、行政内
部や県との連携も積極的に進めてほ
しい。

行政が地道に企業、特に中小企業、
さらには地域社会にアプローチして
いただきたい。

ＮＰＯと行政の共働に加え、地域住
民も巻き込んだ共働事業を目指して
いるところは興味深く、２１年度に
地域住民や各種団体を巻き込んで、
稲作やブドウづくりなどを行う基盤
づくりを手掛けた点は大きい。
また、公園・まちづくりの核とし
て、公園の管理・運営の組織づくり
を目指し、共働推進体制を構築した
ことは、一つの成果として評価でき
る。
一方、地域との関わりがまだ不十分
と感じられる点もあり、今後地域を
一段と巻き込む必要性を感じる。

２３年度にかなたけの里公園が暫定
オープンする予定なので、２２年度
は行政が進める公園整備事業と公園
の管理・運営方針との調整を行い、
２年間の成果を形にして欲しい。
住民の手による参加型公園づくりへ
と、いかにスムーズに移行していく
かが課題であり、今後、地域（自治
協議会）との共働にも力を注ぎ、よ
り実行力のある組織体制づくりを期
待したい。農業体験型公園というこ
とで、地域住民・ＮＰＯ・行政の三
者に加え、来場者を将来の運営に関
わらせていくかどうか、という視点
もあるのではないかと思われる。

地域振興は、地域住民の理解と、継
続させる工夫（仕掛け）が重要であ
る。ＮＰＯと地域との連携のモデル
事業として期待している。

志賀島特有の歴史も含めた財産を活
用した活動は評価できる。
行政・ＮＰＯの連携と共に、地域住
民や関係団体が各々の特性を活かし
て共働した好例であり、成果は大き
いと思われる。
事業計画に沿って、樹林地の調査・
樹木の伐採や、展望台までのルート
整備、史跡ガイドツアーを行い、実
行力を発揮し成果に結びつけたこと
も高く評価できる。

共働の効果として、ＮＰＯの経理技
術の向上が挙げられている点から、
ＮＰＯの成長（マネジメント能力の
向上）が確認され好ましい。

地域資源の活用とホスピタリティを
いかしたまちづくりを、地域やＮＰ
Ｏとの共働で実現する方法は他の地
域振興にも大いに参考となると思わ
れる。また楠の会（ひきこもり青年
の家族会）との共働にも期待した
い。

時間の経過により、今後も何年かお
きに、このような取り組みが必要と
なるが、その際の担い手の確保が課
題である。
これらの事業は、樹林地や散策ルー
トの管理運営の比重が大きいため、
地元で継続的に管理運営が行えるよ
う、今後の検討が求められる。

２２年度の
事業展開

事業名

投票順位

青年期のひきこもりへの支援という
課題に対し、共働で取り組み、成果
を上げたことは高く評価できる。関
連部署とＮＰＯがうまく歯車を合わ
せて活動を推進していったことがう
かがえた。
何より家族の負担を軽減した事が成
果と思われる。

従来把握が困難であったひきこもり
当事者や家族の現状と、求められる
今後の支援のあり方について、家族
会・支援団体・行政の強い連携と協
力のもと、実態調査を実現させたこ
とは、素晴らしい取り組みとして評
価できる。

また、共働事業の成果を踏まえ、短
期間のうちに行政が「成人期ひきこ
もり地域支援センター（仮称）」の
開設に発展させた点も、他の共働事
業の参考となる。ここまでの成果を
上げるまでに、担当者の苦労も大き
かったことは容易に想像できる。

今後も家族会や支援団体、他のＮＰ
Ｏと大いに連携しながら、この事業
の展開として開設が予定されている
「成人期ひきこもり地域支援セン
ター（仮称）」において、さらなる
支援体制が確立されることを期待す
る。

環境共生のまちづくりこども・教育 健康福祉・ライフスタイル

審査委員の講評
（総合）

ＮＰＯ・行政それぞれの目的がうま
くかみ合い、共働の相乗効果は上
がっていると思われる。

放課後の学校の活用及び子どもたち
への遊びの提供が出来た意義は大き
く、共働にふさわしい取組として高
く評価できる。
共働事業からの自立で、さらなる発
展が期待される事業である。

今後、他校、他地域でチルドレンズ
ミュージアムの活用を広めるにあ
たっては、一度も体験したことがな
い学校でも実施できるように、誰も
が指導できるようなシステムを構築
する必要がある。
希望校が手頃な費用負担で実施でき
るよう配慮するとともに、財政面
や、スタッフの確保、企画内容の拡
充などについても、今後の各校区・
地域での展開方法を研究されたい。

チルドレンズミュージアムをきっか
けに、各地で子どもたちの居場所作
りを進めてほしい。

ネットワークの拡大と、学校も含め
た共働体制確立に向けて、行政側の
努力を期待したい。

テーマ

事業名

審査委員の全体評価

ＮＰＯと行政が目的をしっかり共有
して活動しており、共働のプロセス
が評価できる。

子どもたちがメディアに依存するの
ではなく、メディアを主体的に活用
するためのプログラムや啓発はとて
も重要な課題であり、子どものメ
ディア接触と心身の発達に関する実
態調査を行い、多くの有効なデータ
が収集・分析できたことは共働事業
の成果として高く評価できる。

メディアリテラシーの効果は目に見
える形で現れにくい。その難しい課
題を、家庭の有り様も含めて社会全
体に訴え、改善していく必要があ
る。
そのためにも、今後実態調査の分析
結果を教育現場、家庭、地域におい
て効果的に活かすことが重要であ
る。
実態調査の結果をどう活用し、対策
をどう具体化していくのか、研究し
てほしい。
また、メディアや事業者への働きか
けも重要ではないかと思われる。

調査内容も素晴らしいので、２２年
度のプログラム推進者養成講座での
推進者育成や、市民への啓発事業に
期待したい。

Ａ：共働の取組、事業の成果が優れている
Ｂ：共働の取組、事業の成果がやや優れている
Ｃ：共働の取組、事業の成果ともにどちらでもない
Ｄ：共働の取組、事業の成果ともに努力が必要である
Ｅ：共働の取組、事業の成果ともに不十分で、一層の努力が必要である

評価の基準

資料４



　　ＮＰＯ活動の促進の検討について
ＮＰＯの人材について

項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

●ボランティア・イン
ターンシップ事業に
ついて検討

・あすみんの指定管理業務として「ボランティア・
インターンシップ事業」を実施する。
(目的）NPO・ボランティア活動やコミュニティ活動
をはじめるきっかけを提供し、市民公益活動の活
性化を促す。
（概要）あすみんが受入団体と体験希望者との
コーディネートを行う。
（対象）NPO・ボランティア活動やコミュニティ活動
に興味がある市民

・毎年３００名弱の人がボランティア体験し、その１割強が活
動を継続しており、事業の一定の効果があげている。しか
し、市の委託事業ということで、現場（あすみん）での柔軟な
対応が取りにくい点もあり、あすみんの創意工夫で、他の事
業(ボランティア入門講座、あすみんフェア、広報）なと関連を
持たせることにより事業効果を大きくすることができる。

【我孫子市】ようこそ地域活動インターンシップ・プログラム
（内容）市民活動やボランティアなど地域で行われている活動に関心のあ
る方が、市内の市民活動団体や施設での活動を体験する。
（特徴）体験希望者、受入団体希望、随時受付。

●仕事を通じて身に
つけた専門的な知
識・技術・経験を活
かして社会貢献する
仕組みについて検
討

・仕事を通じて身につけた専門的な知識・技術・
経験を活かして社会貢献する仕組みをつくる。
(目的）・専門的な知識・技術・経験を持つ社会人
が社会貢献するきっかけを提供する。
・ＮＰＯの組織基盤を強化する。
（概要）専門的な知識・技術・経験を持つ社会人
が福岡市に登録する。一方、組織基盤強化を望
むＮＰＯが福岡市に対し、課題解決のための助
成申請を行う。福岡市は、審査を行い、助成先の
ＮＰＯ及び助成先のＮＰＯの課題解決のためのプ
ロジェクトチームを社会人登録者の中から編成
し、助成を行う。
（実施方法）将来的には委託先の自主事業とし
て展開できるようにプロボノに関心のある中間支
援組織等に委託。

（プロボノ登録者）
・社会貢献するきっかけ
・自身のスキルアップ
・社外のネットワーク構築
（企業）
・ＣＳＲの一環
・社内人材の育成
（ＮＰＯ）
・ＮＰＯ活動の強化

【特定非営利活動法人　ＳＥＲＶＩＣＥＧＲＡＮＴ】サービスグラント
（内容）プロフェッショナルスキルを持った社会人を「プロボノワーカー」とし
て登録し、支援先のＮＰＯを厳正に審査・採択した上で、プロボノワーカー
４～６名からなるプロジェクトチームを編成、約６ヶ月後のプロセスで、具体
的な成果物をＮＰＯへ提供。
（特徴）プロボノ登録随時、助成先ＮＰＯの採択年４回締切

●若年期における
体験と意識啓発を促
す方策について検
討

・あすみんにおいて、若年期を対象にNPO・ボラ
ンティア講座や体験を夏休みなどに実施する。
（目的）若年期から NPOやボランティア活動に対
する理解を促す。
（概要）夏休みに、NPO・ボランティア講座をあす
みんで実施する。また、ボランティア・インターン
シップ（学生用夏休み版）を作成し、実際に活動
を体験してもらう。
（対象）市内の小、中、高校生

・現在のボランティア・インターンシップでは対象を限定して
おらず、特に小中学生が参加する場合は難しい。配慮が必
要。

【さいたま市社会福祉協議会】さいたま夏のボランティア体験
（内容）夏休みに小、中、高、大、（社）に対象を限定したボランティア体験
（１日）を実施。
（特徴）体験申し込みは社会福祉協議会。

【我孫子市】子ども＆若者のためのＮＰＯ・ボランティア体験
（内容）小・中・高・大を対象に、体験できるボランティアを掲載した情報誌
を定期的に発行し、小中学校教室に掲示するほか、公共施設にて配布し
ている。
（特徴）体験申し込みは直接受入団体

ＮＰＯのモノ・場所について

項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

（モノ・場所
について）

●ＮＰＯ・ボランティ
ア交流センターを活
用した支援策につい
て検討

・ＮＰＯ・ボランティア交流センターの機能面の強
化を図るとともに、ＮＰＯと他公的施設との連携を
強化し、ＮＰＯ活動の支援を図る。
・ＮＰＯ・ボランティア交流センターの今後の在り
方について、市民公益活動を取り巻く環境の変
化を踏まえつつ、平成２４年度に所要の検討を
行う。

・平成２２年度の利用者アンケートにおいて、施設全般につ
いては概ね高評価を得ているが、セミナールームなどの不
足感はあるため、活動と情報発信の場の提供に繋がる。
・認証及び認定事務を指定都市で行うことにより、これまでと
大きく環境が変わるため、これを踏まえた効果的なセンター
運営に繋げることができる。加えて、次期指定管理者の募集
要領作成にも繋げることが可能となる。

・セミナールームはＨ２１年度実績で年間７４９団体、１２，０６３人に利用さ
れている。

成果指標 あすみん登録団体数

成果指標
・中学生ボランティアしている人の割合
・一般ボランティアしている人の割合

（人材につ
いて）

制度の目的 NPO・ボランティア団体活動の促進を図る。

制度の目的
・ＮＰＯ・ボランティア団体の人材不足解消
・ＮＰＯの組織基盤強化。

資料２－１



項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

●ＮＰＯ活動の周
知・広報による支援
策について検討

・国における動向踏まえ、情報開示・発信基盤の
整備を行い、これを通じて、ＮＰＯ活動の周知・広
報の強化を図る。
・市の施設でＮＰＯの活動を紹介するチラシ等の
配布が可能な場所の情報や所管課等に配布協
力を依頼する方法などを整理しＮＰＯに周知す
る。

・ＮＰＯにとって、チラシを市役所内に置く手続きが煩雑なた
め、本市における情報提供の方法を周知することによりＮＰ
Ｏによる活動のＰＲを支援する。

●国の動向を踏ま
え、市民公益税制に
関連した検討と情報
提供

・新たな認定制度の創設を踏まえ、ＮＰＯ法人及
び市民・企業に同制度のＰＲを図り、ＮＰＯ自身に
よる資金獲得と寄附文化の醸成を図る。
・また、ＮＰＯ法人の認定状況等踏まえ、市民公
益税制についても、必要に応じて検討を行う。

・認定NPO制度を周知することにより、市民に認定NPO法人
が信頼できる団体であることを理解してもらうことが可能とな
る。
・ＮＰＯ法人が認定要件をクリアできるよう努力することによ
り団体のマネジメント能力が向上し、また、これによって、寄
付者が安心してＮＰＯに資金を提供できる運営体制であるこ
とが外部からも可視化される。

・指定都市への認証権限移譲を定めた第２次一括法案が平成２３年４月５
日に国会提出されている。
・条例指定による個人住民税の寄附金税額控除が必要なケース（これに
伴うＰＳＴ免除が必要なケース）については、絶対値基準や、仮認定制度
などの新認定要件が導入されることから、平成２４年度以降の運用状況を
踏まえながら、条例指定を行う場合の考え方等について、税務部門をはじ
め関係機関との協議を行っていく必要がある。

　　ＮＰＯ活動支援基金の検討について

項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

・企業向けリーフレットを活用し、企業への営業
活動を行う。

・企業のＣＳＲ意識が高まっており、企業に対して社会貢献
の一つの方法として提案することにより、企業からの寄付が
望める。

・市政だより、市政広報番組、報道などへの働き
かけ強化する。
・フリーペーパー等新たな広報媒体へのアプロー
チを行う。
・寄付イベントを実施する。
・助成事業の実施に際しては、ＮＰＯ活動支援基
金の助成事業であることの明記を義務づける。

・制度の認知度が低く（市政アンケート約５％、団体基本調
査約４０％）、また、基金への寄付が増えるための条件整備
としてまずは「制度の認知度向上（市政アンケート約７６％）」
があげられており、基金の活性化には、制度の周知が不可
欠。
・従来の広報方法の強化に加え、従来の広報媒体に触れな
い層に対するアプローチを行うことにより、新たな寄付者獲
得を目指す。

・認証事務や認定事務が権限委譲され、ＮＰＯ法
人と直接接する際に、制度の周知を行う。

・ＮＰＯ法人と直接接する際に、基金制度活用のメリットを説
明することにより、ＮＰＯ法人の希望付き寄付獲得へ向けた
活動の促進を図る。

●寄付者に寄付金
の使途や成果等の
情報をわかりやすく
提供する方策につい
て検討

・寄付のメニュー化の継続実施
・助成実績報告書の作成
・寄付者へのお礼状（助成団体作成）の制度化
・助成事業の実施に際しては、ＮＰＯ活動支援基
金の助成事業であることを明記することを義務づ
ける。【再掲】

・「寄付金の使途が明確（市政アンケート約８６％）」ということ
が寄付をする際に重要視されている。
・基金への寄付が増えるための条件整備として「寄付金の使
途や助成先が示され、分かりやすく選べるようにする（市政
アンケート約７２％）」との意見が多い。

●支援者を得やす
い方策について検
討

・寄付のカード決済
・クリック募金
・寄付付き商品の開発
・香典を寄付
・遺言による寄付
・寄付イベントの実施【再掲】

・現状の寄付は、手続きが煩雑である。寄付のカード決済や
クリック募金の導入により、インターネットを使い、気軽に行
うことができ、若い世代からの寄付が期待できる。
・香典による寄付や遺言による寄付は他の基金での実績も
ある。
・不要入れ歯回収事業（２２年度：約２万円）や寄付付き自動
販売機事業（２２年度想定：約４５万円）は一定の成果を上げ
ている。
・新しい取り組みをすることで、マスコミ報道でとりあげられる
可能性もあり、制度周知にもつながる（不要入れ歯リサイク
ル：ボックス設置４紙、初回収２紙寄付付き自動販売機：ＴＶ
１社、新聞２紙）

・寄付付き商品・・・札幌市、京都地域創造基金
・寄付のカード決済・・・横浜市、日本財団
・香典を寄付・・・横浜市、日本財団
・クリック募金・・・山形県
・遺言による寄付・・・日本財団
・寄付イベントの実施・・・せんだい・みやぎＮＰＯセンター

●補助資格要件、補
助率、補助上限回数
について検討（希望
付き寄付の場合を
除く）

・補助上限回数を団体を基準として２回までとす
る。
（但し、希望付き寄付があった場合は、カウントし
ない）
・補助率を９０％以内とする。

・１６年度から２２年度に助成した事業は、２４法人３６事業で
あり、９法人が複数回助成を受けている。多くのＮＰＯ法人を
支援するため、助成回数の制限を設ける必要がある。
・設立間もなく実績等がないＮＰＯ法人でも事業が実施でき
るよう事業助成を行うが、ＮＰＯ法人の自立を促すため、補
助率や助成回数の上限を設定する必要がある。

●補助上限回数の設定●
・仙台市、川崎市、新潟市・・・３回（事業基準）
・相模原市・・・３回（団体基準）
・さいたま市・・・２回（団体基準）
・北九州市・・・１回（事業基準）
・大阪市・・・年度ごとに決定

●補助率の設定●
・相模原市・・・９０％
・川崎市、相模原市・・・８０％
・札幌市、川崎市、新潟市、浜松市、大阪市、神戸市、北九州市・・・５０％

制度の目的

成果指標

（
福
岡
市
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
支
援
基
金

）

●基金制度に係る
周知・広報の方策に
ついて検討

●団体補助につい
て検討（希望付き寄
付の場合）

成果指標
・市内NPOの会費、寄附金の収入動向
・市内の認定NPOの数

（資金につ
いて）

・ＮＰＯ法人へ財政的支援を行い、財政基盤の強化と自立の促進を図る。
・市民の寄付を通した社会貢献意欲を高めるとともに、ＮＰＯ活動への理解を深める。

・基金制度の認知度
・寄付総額
・希望付き寄付の件数

【希望付き寄付の場合】
・現在の補助対象である地域社会の発展に資す
る活動で１７分野のいずれかに該当する事業以
外に、組織基盤強化のための費用も補助対象と
できる。

・現行の事業補助では、補助がなくなったら、事業が成立し
なくなるという現状がある。
・NPO法人の多くは組織的基盤が脆弱であり、事業を継続
的に実施するためには、自立的に活動しうるように、組織基
盤を強化する必要がある。
・ＮＰＯ法人自身が寄付を集めるインセンティブを設け、ＮＰＯ
法人による自助努力を促す。

【宮城県】組織開発（人材育成を含む）支援プログラム
（目的）強固で安定した組織の開発、活動基盤の整備
（概要）組織の抱えている課題の解決を目的とした組織づくりや人材育成・情報発
信の体制を強化したいＮＰＯに対し必要な費用を助成。
（助成例）・組織強化活動（新規会員とボランティア募集のための講演会、ボラン
ティア　の質の向上を目指すための研修、先進事例の視察等）
　　　　　  ・事務局運営能力強化（組織開発・人材育成についてのワークショップ、
専門学習会、他都市の先進団体との交流等）

【千葉県】パワーアップ補助金
（目的）ＮＰＯの自立促進
（概要）ＮＰＯの組織運営の充実を図ることを目的に、団体が行う人材育成などの
組織基盤強化の取り組みに必要な費用を助成。
（助成例）支援者拡大に向けての事業（ＨＰの充実、ＨＰ作成技術研修など）

【横浜市】アドバイザー派遣
（目的）  団体の自立促進、安定的な運営支援
（概要）・税務・社会保険等の分野の専門家を団体に派遣
　　　　 ・報酬（１回２０，０００円）のうち団体負担分５，０００円を除いた額を助成。

【東海ろうきん】事業型ＮＰＯ育成支援助成プログラム
（目的）  新たな基軸事業を確立させ、事業型ＮＰＯとして成 長を目指す団体を支
援。
（内容）・助成金の５０％まで人件費・家賃へ充当可。
　　　　 ・助成金の１０％が中間支援組織へ支払われ、団体は、運営サポートを受
ける。

ＮＰＯの資金について

制度の目的
・NPO法人の財政基盤の強化と自立の促進を図る。
・ＮＰＯへの寄付や会員入会を通して市民の社会貢献への参画を進める。



項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

●ＮＰＯ活動の周
知・広報による支援
策について検討

・国における動向踏まえ、情報開示・発信基盤の
整備を行い、これを通じて、ＮＰＯ活動の周知・広
報の強化を図る。
・市の施設でＮＰＯの活動を紹介するチラシ等の
配布が可能な場所の情報や所管課等に配布協
力を依頼する方法などを整理しＮＰＯに周知す
る。

・ＮＰＯにとって、チラシを市役所内に置く手続きが煩雑なた
め、本市における情報提供の方法を周知することによりＮＰ
Ｏによる活動のＰＲを支援する。

●ＮＰＯボランティア
交流センターを活用
した支援策について
検討

・ＮＰＯ・ボランティア交流センターの機能面の強
化を図るとともに、ＮＰＯと他公的施設との連携を
強化し、ＮＰＯ活動の支援を図る。
・ＮＰＯ・ボランティア交流センターの今後の在り
方について、市民公益活動を取り巻く環境の変
化を踏まえつつ、平成２４年度に所要の検討を
行う。

・平成２２年度の利用者アンケートにおいて、施設全般につ
いては概ね高評価を得ているが、セミナールームなどの不
足感はあるため、活動と情報発信の場の提供に繋がる。
・認証及び認定事務を指定都市で行うことにより、これまでと
大きく環境が変わるため、これを踏まえた効果的なセンター
運営に繋げることができる。加えて、次期指定管理者の募集
要領作成にも繋げることが可能となる。

・国における動向踏まえ、情報開示・発信基盤の
整備を行う。
・その際、会員数、寄付金、事業受託、市や他の
団体との共働実績など、NPO自身が行う情報の
充実に配慮する。
・「エクセレントＮＰＯ」の評価基準である「市民
性」「社会変革性」「組織安定性」を参考としつ
つ、希望するＮＰＯが自己診断（評価）を行い、広
く市民に公表することができるように情報開示の
基盤を整備する。

・内閣府の標準開示フォーマットに市独自の項目を拡充する
ことにより、市民がより深くNPOを理解することができる。
・NPO自身が入力することができる項目を設定することによ
り情報の提供速度の向上と情報開示意識の向上が期待で
きる。
・NPOが自らベンチマークを設定しその到達に向け努力する
ことによりNPOの成長・発展を図るとともに、到達レベルを自
己診断し、公開することにより、市民の信頼性を向上させる
ことができる。

・内閣府の「情報開示・発信基盤整備の在り方について」において、ＮＰＯ
法人等に関する標準開示フォーマットが示されている。
・「エクセレントＮＰＯ」の評価基準
（「エクセレントＮＰＯ」をめざそう市民会議　編）

・申請団体の了承のもと、認定NPOの申請にか
かる書類をＨＰなどで公開し、行政による評価の
代わりとすることを検討する。

　・認定の申請にあたっては、ＰＳＴ要件の他にも法令違反
の有無、共益的な活動の占める割合や、適切な情報公開、
など申請NPOの活動に関する多くの書類を所管庁に対し提
出することとされており、これを公開することにより、NPOの
実態や信頼性を担保することができる。

・特定非営利活動促進法の一部を改正する法（案）において「所轄庁は、
認定に係る申請書類等の請求があった場合には、条例で定めるところに
より、閲覧又は謄写をさせなければならないこととする。」としている。
・内閣府の「情報開示・発信基盤整備の在り方について」において、NPO等
の活動・事業・資金の使い方について、市民が知りたいことを市民目線で
できる限り可視化することとしている。
・日本財団が運営する公益活動情報サイト「CANPAN」でのNPOの評価は
中間支援組織が一定の基準に基づいて信頼性を確認している。

●国の動向を踏ま
え、ＮＰＯ法人の認
証及び認定に関連し
た検討と適切な事務
実施

国の動向を踏まえつつ、必要に応じて「ＮＰＯ法
の運用指針」を定めることとし、ＮＰＯ法人の認証
及び認定の事務を適切に行う。

・運用指針を明らかにすることにより、市民によるＮＰＯの
チェックを容易にすることができる。
・また、ＮＰＯ法人にとっても運用上の適法・違法など、予見
可能性を担保することができる。

・福岡県において「NPO法の運用方針」を定めており、ＮＰＯ活動の市民へ
の公開ルールが明示している。
・ただし、国においても手引書の改正が進められているため、新制度の検
討状況とともに、手引書の改正作業を注視する必要がある。

（情報・ネッ
トワーク・
信頼につ
いて）

●ＮＰＯの実態や活
動状況等を理解し易
い仕組みについて
検討

制度の目的  情報の開示により市民に信頼されるNPOの成長・発展を図る。

成果指標
 ・ＨＰを開設しているＮＰＯの割合
・NPOと地域、行政、企業、大学による連携事業の実施数
・自己（診断）評価を行い公表するＮＰＯの数

ＮＰＯの情報・ネットワーク・信頼について



　　  共働の推進について

その他の多様な共働について

項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考
●後援名義、委託、
補助、物的支援、広
報支援等、その他の
共働について、手続
きや方法を明確に示
す方法について検
討

後援名義、委託、補助、共催、物的支援、広報支
援等の共働について、手引きやマニュアルを作
成する。

●共働の促進
・共働の理解が深まる。
・共働したいと思っている、ＮＰＯや、市担当課が、共働に取
り組みやすくなる。

●各局が実施する
補助、委託、広報支
援、名義後援等につ
いて、情報提供の方
策について検討

【再掲】

各局の事業（既存事業・当該年度実施事業も含
む）のうち、ＮＰＯとの共働を検討しているもの、
多様な提案を募集したいと思っているもの、企画
提案を受けたいと思っているものなど、各局が求
めている共働に関する情報を取りまとめホーム
ページで公表するなど、効果的に公表する。

・共働事業提案制度以外の、ＮＰＯとの共働（委託・補助・共
催）について、情報を一括して発信することによって、ＮＰＯ
側も自身の活動にあった、共働手法を選択することができ、
共働によるまちづくりの活性化につながる。
・とりまとめて公表することで、多様な主体から、効果的な提
案が出される。

【静岡市】
ＮＰＯを対象とした公募型協働事業、市が主催、共催する事業やイベント
などのボランティアの募集情報を、ＨＰで一覧で掲載。

【島根県】
協働事例データベース

【横浜市】
協働情報バンク

【神奈川県】県提案型協働事業
各局がそれぞれ募集、その情報を一括して配信

●共働に取り組む
市担当課をサポート
する体制について検
討

【再掲】
●共働推進体制の整備
あすみんで共働についての相談に対応できるよ
うにする。

●企業など多様な
主体とNPOを結び付
ける方策について検
討

共働事業提案制度に、ＮＰＯと企業、ＮＰＯと大学
など、多様な主体による合同提案を推進する。

●多様な主体による共働の実現
・共働事業提案制度をきっかけに、多様な主体の共働へと
広がる。
・共働事業の質の向上、市民性の醸成、が期待できる。
・共働事業終了後の事業の形をより早い段階から検討でき
る。
・共働事業終了後の事業の継続（ＮＰＯが他の協力団体と共
に推進）がより促進される。

行政内部における共働体制の整備について

項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

（制度の整
備・構築）

●後援名義、委託、
補助、物的支援、広
報支援等を含めた
共働について、手続
きや方法を明確に示
す方法について検
討

【再掲】
後援名義、委託、補助、共催、物的支援、広報支
援等の共働について、手引きやマニュアルを作
成する。

●共働の促進
・共働の理解が深まる。
・共働したいと思っている、ＮＰＯや、市担当課が、共働に取
り組みやすくなる。

●市民、NPO、市職
員が参加する「共働
カフェ」について検討

市民、ＮＰＯ、市職員が参加し、出会い、語り合
い、共感し合う場「共働カフェ」を開催する。

●ＮＰＯの実態や活
動状況等を理解し易
い仕組みについて
検討

※ＮＰＯ活動の促進「情報・ネットワーク」の欄で
検討。

（庁内組織
の体制）

●共働に取り組む
市担当課をサポート
する体制について検
討

制度の目的
●多様な主体による共働によるまちづくりの促進を図る。
●共働の環境が整備され、日常的・自発的に共働事業が実施される。

成果指標 ●各局が実施する共働事業件数

（その他の
多様な共
働につい

て）

（職員の意
識啓発・育

成）

資料２－２



　　  共働事業提案制度の検討について

項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

●市課題シートの見直し
応募の手引の、市が共働を希望する課題シート
に共働の具体的メニュー（内容）を示す。

●提案件数の増加
・具体的メニューをわかりやすく示すことによって、ＮＰＯから
提案しやすくなる。
●市担当課の思いの明確化
●内容の具体化による提案内容の質の向上
・市が求めている事業の内容をＮＰＯに分かりやすく伝えるこ
とができる。
・課題を抱える市担当課の思いや具体的な共働の内容を理
解した上で、ＮＰＯが提案するため、質の高い提案内容とな
る。
・市の役割を具体的に示すことによって、共働事業提案制度
が目指している共働の手法が、分かりやすくなる。

【相模原市】協働事業提案制度
役割チェックボックス
資金／人／物／会場／広報／情報／その他

●提案団体からのヒアリング方法の見直し
提案書受付後、第１次審査前に、市担当課同席
により提案団体より企画内容の説明を受ける。

●書面だけでは判断できないＮＰＯの思いがわかる
・早い段階から提案団体と市担当課が面談することによっ
て、思いの共有をはかることによって、双方の思い違いや、
思いこみによる、意見の相違を、できる限り防ぐことができ
る。
・提案書（書面）だけで、市担当課が提案に対する担当課と
しての「意見シート」を記載しているが、書面だけでは、判断
が難しいため、意見シート提出前に、直接面談する機会を設
けることによって、提案書の詳細な内容や、ＮＰＯの提案に
かける思いなどを、聞くことによって、市担当課が判断しやす
くする。

【島根県】しまね協働実践事業
・事業担当課との事前協議の実施
協働の円滑な実施のため、提案団体は事業担当課と提案事業内容につ
いて事前に協議し、双方で合意した事業内容により提案団体が応募する
ことを条件としている。協議にあたり、課題の共有化、課題解決目標、役
割分担等について、合意形成を図るよう留意。テーマの詳細、打合せ日時
等は直接担当課に相談。

【千葉県】県とＮＰＯとの協働事業提案制度
前年度に実施した「県とＮＰＯとの個別意見交換会」に参加していること
が、提案の条件。（義務化）

●市意見シートの見直し
意見シートに、提案事業内容を、市担当課にお
いて、共働の視点や、有効性・効率性の視点な
ど、各項目について判断し記載する欄を設ける。

●市担当課がより主体的に事業にかかわることができる。
●共働は共有共感できなければ成功しない。

●共働推進体制の整備
あすみんで共働についての相談に対応できるよ
うにする。

●共働が促進される
・共働に取り組みたい市担当課やＮＰＯが、相談をすること
ができる。
・あすみんスタッフの育成、あすみん機能の拡充につなが
る。
・共働促進アドバイザーの育成。

【再掲】
●市課題シートの見直し
応募の手引の、市が共働を希望する課題シート
に共働の具体的メニュー（内容）を示す。

●提案件数の増加
・具体的メニューをわかりやすく示すことによって、ＮＰＯから
提案しやすくなる。
●市担当課の思いの明確化
●内容の具体化による提案内容の質の向上
・市が求めている事業の内容をＮＰＯに分かりやすく伝えるこ
とができる。
・課題を抱える市担当課の思いや具体的な共働の内容を理
解した上で、ＮＰＯが提案するため、質の高い提案内容とな
る。
・市の役割を具体的に示すことによって、共働事業提案制度
が目指している共働の手法が、分かりやすくなる。

【相模原市】協働事業提案制度
役割チェックボックス
資金／人／物／会場／広報／情報／その他

●審査の簡素化
事業の採択を第２次審査で確定させる。第２次
審査において審査委員から採択の条件が出た
場合は、個別に提案団体に伝え、その条件で実
施できる場合はそのまま採択確定とする。

●審査のスピードアップとＮＰＯの負担軽減
・審査回数減によって、ＮＰＯが提案しやすくなる。
・市担当課の負担減、ＮＰＯの負担減によって、市担当課も
ＮＰＯも、共働事業に取り組みやすくなる。

【千葉県】県とＮＰＯとの協働事業提案制度
１次審査・公開プレゼン・２次審査

【相模原市】協働事業提案制度
公開プレゼン・審査

【奈良県】基金を活用した県とＮＰＯとの協働事業
書面審査・公開プレゼン・第２次審査

【静岡市】協働パイロット事業
書面審査・面接審査

●制度が目指す共働のあり方についての明示
応募の手引に、共働の手法として委託・補助・本
制度が目指す実行委員会形式の共働のあり方
を、ＮＰＯにわかりやすく示して、事業提案前に事
業実施のイメージを掴みやすくする。

●共働への理解促進
・共働事業提案制度に馴染む提案が増える。（補助や委託と
勘違いした提案が減る）
・制度が目指している共働のカタチを、行政、ＮＰＯ、双方が
理解できる。

【千葉県】県とＮＰＯとの協働事業提案制度
応募の手引きに、委託、補助、共催、実行委員会、事業協力の説明を記
載。

【奈良県】基金を活用した県とＮＰＯとの協働事業
応募の手引きに、共催、実行委員会・協議会、事業協力、委託の説明を記
載。

●市とNPOとの共働
協定の内容につい
て検討

●協定書の記載項目の見直し
共働協定書の内容について、以下の項目を明記
するようにする。
・実行委員会組織
・文書保存年限
・成果の帰属(共働事業を終了したときも含め)
・事業収入の取り扱い
・損害時・問題発生時の対応
・第三者に損害を与えた場合の賠償責任の取り
扱い
・暴力団排除条例違反時の協定解除規定
・協定を解除したときの損害賠償や事業費の取
り扱い

●不明瞭であった内容が明確になる
・実行委員会で事業を実施する際の責任体制が明確にな
り、事業の質が向上する。
・ＮＰＯ・市担当者の不安が解消される。
・実行委員会で実施するメリットがさらに生かされる。

（制度の目
的）

●地域課題の発見
と効果的・効率的な
解決
●都市活力の向上

●きめの細かい市民サービスの提供と、効果
的・効率的な社会課題の解決を図ること
●先駆的な課題や行政が捉えていない市民ニー
ズの発掘とその課題への取組みを可能にするこ
と

（応募資
格）

●応募資格につい
て検討

●応募対象の見直し
●多様な主体による合同提案

●市民公益活動推進条例の理念に基づく市民公益活動の
活性化につながる。
●マルチステークホルダー方式により、単独では解決できな
い課題を解決できる。
●関係機関を増やすことで、事業の将来的な発展につなが
る可能性が広がる。

（制度概
要）

●きめの細かい市民サービスの提供と、効果的・効率的な社会課題の解決を図ること
●先駆的な課題や行政が捉えていない市民ニーズの発掘とその課題への取組みを可能にすること

これらに加えて、共働事業提案制度を通じて、以下の効果が期待できる。
・きめの細かい市民サービスの提供と、効果的・効率的な社会課題の解決が可能になる。
・先駆的な課題や行政が捉えていない市民ニーズの発掘とその課題への取組みを可能になる。
・ＮＰＯをはじめとする団体が公共の担い手として市民に認知される。
・市民が主体的にまちづくりに関わるようになる。
・行政に共働のノウハウが蓄積され、職員の意識改革や更なる共働の推進に資する。
・ＮＰＯとの共働も含めた事業手法の多様化に繋がり、行政改革に資する。

成果指標
●市民の満足度：70％
●提案件数：年間20件

共働事業提案制度につい

●NPOが提案し易
い方策について検
討

●市担当課の自主
性、主体性をより発
揮し易い仕組みにつ
いて検討

制度の目的



項目 具体的内容 メリット・導入効果 参考

●提案・採択の翌年
度実施

●提案・採択の翌年度事業実施する。

●当該年度実施事
業に係る提案募集
について検討

●提案団体の費用
負担について検討

（事業収
入）

●共働事業から生じ
た収入や、事業に対
する寄附についての
取扱いについて検
討

（成果物の
帰属）

●共働事業によって
得られた成果物の
取扱いについて検
討

・共働事業実施中は実行委員会に帰属する。
・事業終了後の帰属については、覚書等で個別
に規定するもの。事業を継続する主体がある場
合は、事業継続主体に帰属するものとすること
ができる。（※ただし、もう一方が使用できるよう
に、事業終了時に、協定書を結びなおし、使用権
許諾条項を留保しておく。）

●共働事業終了後の事業の発展性が促進される
・共働事業終了後の事業の形をより早い段階から検討でき
る。
・共働事業終了後の事業の継続（ＮＰＯの単独実施、ＮＰＯ
が他の協力団体と共に推進）等が促進される。

【再掲】●審査の簡素化
事業の採択を第２次審査で確定させる。第２次
審査において審査委員から採択の条件が出た
場合は、個別に提案団体に伝え、その条件で実
施できる場合はそのまま採択確定とする。

●審査のスピードアップとＮＰＯの負担軽減
・審査回数減によって、ＮＰＯが提案しやすくなる。
・市担当課の負担減、ＮＰＯの負担減によって、市担当課も
ＮＰＯも、共働事業に取り組みやすくなる。

【千葉県】県とＮＰＯとの協働事業提案制度
１次審査・公開プレゼン・２次審査

【相模原市】公開プレゼン・審査

【奈良県】基金を活用した県とＮＰＯとの協働事業
書面審査・公開プレゼン・第２次審査

【静岡市】協働パイロット事業
書面審査・面接審査

●振り返り会議等の方法の変更
合同で実施していた６月の情報交換会、事業中
間期及び最終期の振り返り会議の方法を変更
し、事業の振り返りは各実行委員会毎に実施す
るようにする。
事業推進のフォローは事務局が個別に行う。
事業実施団体相互の情報交換は、メーリングリ
スト等の活用を検討する。

●手続きの簡略化・スリム化
・市担当課の負担減、ＮＰＯの負担減。
・市担当課、ＮＰＯともに共働事業に取り組みやすくなる。

●事業実施から事
業終了後の方向性
までを明示した提案
企画書について検
討

●事業継続の手法（共働・ＮＰＯ自主事業・市の
事業）について
応募の手引きに、中間期において事業の成果等
を評価し、翌年度以降の事業の進め方（事業を
継続するのか、継続する場合に共働なのか、ＮＰ
Ｏ単独で実施か、市が行うのかを判断）を判断す
ることを明記する。

●ＮＰＯが共働事業終了後の事業の展開を見据えることが
できる
・ＮＰＯが長期的展望を見据え、事業提案をするようになる。
・共働事業終了後の事業の形をより早い段階から検討でき
る。
・共働事業終了後の事業の継続（ＮＰＯの単独実施、ＮＰＯ
が他の協力団体と共に推進）等が促進される。

●市担当課の意向
を明示し易い審査の
在り方について検討

【再掲】
●市意見シートの見直し
意見シートに、提案事業内容を、市担当課にお
いて、共働の視点や、有効性・効率性の視点な
ど、各項目について判断し記載する欄を設ける。

●市担当課がより主体的に事業にかかわることができる。
●共働は共有共感できなければ成功しない。

●応募の手引につ
いて検討

【再掲】●市課題シートの見直し
応募の手引の、市が共働を希望する課題シート
に共働の具体的メニュー（内容）を示す。
【再掲】●制度が目指す共働のあり方について
の明示
応募の手引に、共働の手法として委託・補助・本
制度が目指す実行委員会形式の共働のあり方
を、ＮＰＯにわかりやすく示して、事業提案前に事
業実施のイメージを掴みやすくする。
【再掲】●事業継続の手法（共働・ＮＰＯ自主事
業・市の事業）について
応募の手引きに、中間期において事業の成果等
を評価し、翌年度以降の事業の進め方（事業を
継続するのか、継続する場合に共働なのか、ＮＰ
Ｏ単独で実施か、市が行うのかを判断）を決める
ことを明記する。

【千葉県】県とＮＰＯとの協働事業提案制度
応募の手引きに、委託、補助、共催、実行委員会、事業協力の説明を記
載。

【奈良県】基金を活用した県とＮＰＯとの協働事業
応募の手引きに、共催、実行委員会・協議会、事業協力、委託の説明を記
載。

●振り返り会議の方
法について検討

【再掲】●振り返り会議等の方法の変更
合同で実施していた６月の情報交換会、事業中
間期及び最終期の振り返り会議の方法を変更
し、事業の振り返りは各実行委員会毎に実施す
るようにする。
事業推進のフォローは事務局が個別に行う。
事業実施団体相互の情報交換は、メーリングリ
スト等の活用を検討する。

●手続きの簡略化・スリム化
・市担当課の負担減、ＮＰＯの負担減。
・市担当課、ＮＰＯともに共働事業に取り組みやすくなる。

●事業の成果を効
果的に伝える方策に
ついて検討

●事業費の明示
報告会において、事業の収支予算書を配付資料
として参加者に配る。

●制度に対する市民満足度の向上

【千葉県】県とＮＰＯとの協働事業提案制度
実施事業の評価として、県ホームページにおいて、各事業毎の報告書を
掲載。総事業費と、県負担額を明示している。

（事業の継
続）

●各々の事業が発
展的な展開をできる
ような制度設計につ

いて検討

【再掲】
・共働事業実施中は実行委員会に帰属する。
・事業終了後の帰属については、覚書等で個別
に規定するもの。事業を継続する主体がある場
合は、事業継続主体に帰属するものとすること
ができる。（※ただし、もう一方が使用できるよう
に、事業終了時に、協定書を結びなおし、使用権
許諾条項を留保しておく。）

●共働事業終了後の事業の発展性が促進される
・共働事業終了後の事業の形をより早い段階から検討でき
る。
・共働事業終了後の事業の継続（ＮＰＯの単独実施、ＮＰＯ
が他の協力団体と共に推進）等が促進される。

（事業実施
時期）

（経費等）

（提案・審
査・評価）

●提案・審査・評価
に関する主体や簡
素化について検討

●システム構築費、
事務所使用料、人件
費等の経費の取扱
いについて検討

●審査項目の検討 ●真に共働で実施することが必要な事業を採択できる
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