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第２回市民公益活動の推進に係る施策検討部会 

 

１．開催日時   平成２３年５月１２日（木）１４：００～１６：００ 

２．場  所   福岡市役所１５階 第４特別会議室 

３．議  題  （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 

４．出席者   （出席委員５名） 

大谷委員、大脇委員、加留部委員、空委員、森田委員 

        （オブザーバー１名） 

         福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センターあすみんセンター長 長田 

５．傍聴者数   なし 

６．議事概要 

（委 員）共働事業提案制度の振り返りについて、実際、制度を立ち上げて、立ち上げた現状のままでこの

３年間やっていたら、こういう数字は出ていなかったと思っている。３年間やっていく途中で手

を加えながら実施してきたことがよかったと思う。 

まず一番大きなのは自由提案について、当初自由提案は入っていなかったのを、２年目からは、

自由提案を受け付けるように変更したことによって、提案件数も増加した。 

また、初年度に７事業が実施して、２年目以降の事業のあり方が枝分かれした。市が主体的にや

っていくものと、ＮＰＯが主体的にやって市と連携するものと枝分かれしたのを見て、そういう

展開もあり得るということが、次の年に影響を及ぼしていると思う。 

制度そのものの基本設計だけで結果的に動いている部分と、途中で手を入れたからこそ成果が出

てきているところと、それと私たちに手によらないところではあったけれども、そこに関わる人

達から出てきた結果や雰囲気が牽引してくれたものが、それぞれに影響を及ぼしていると思う。 

（委 員）共働事業提案制度に限らないですが、新しい市民社会の担い手としてのＮＰＯの役割が発展して、

それが課題解決に向かっていく流れの中で、この制度が実施されたのは意味があったと感じた。 

これを踏まえて、この制度に限らず、ＮＰＯ全体が発展していく方向を目指していければよい。 

（委 員）全国の自治体がやっている協働事業提案制度は、全体的にやっている事業数も、提案しているＮ

ＰＯの数も、最初は出てくるけれども、後はだんだんと提案数が落ちていくのは、多分、一番根

底にあるのは行政とＮＰＯの間のコミュニケーション不足にあると思う。 

その点、福岡市は手間暇かけて面倒くさいことをたくさんしているが、ちゃんと話をするという

ところに、こだわってやってきた。最初はちょっと力が入り過ぎたところもあったが、徐々にそ

のあたりも低減化してきて、ほどよいところにしていった。ただ、面倒くささがたくさん発生し

たのは実際にあったので、改善して、集まる回数を減らしていくとか、手を入れて変更していっ

ているところはある。 

金額が大きいとか、箱があるとかでは決してなくて、コミュニケーションに尽きるのではないか

と思う。 

（委 員）その一つにアドバイザーの位置づけがあったということか。 

（委 員）初年度はお互いに慣れていないし、かなり両者の間にアドバイザーとして入ったりした。最初に

制度を立ち上げて、お互いに、事例も前例もなかったので、共働の進め方が分からず、どこから

どう話していいのかわからないところを、第三者が両者の間に入ってやってきたというのはある。 

（委 員）それは、今後に向けても鍵になるところか。 

（委 員）そうだと思う。提案してくるＮＰＯ側や、課題を一緒に共有してやっていく職員側であっても、

その人自身に１回、２回の共働の経験があり、経験値が上がってすそ野が広がっていけば、アド

バイザーがいなくても、自分のこれまでの成功体験をもとに、悪い方向に行かないことは期待で

きるが、全くの初心者同士が組み合わさった時は、多分、どこからどうしていいのかわからない。
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時にあまりにも想いが激し過ぎて衝突する場面が当然あり得える。実際あったし、今後もあり得

る。そこは、冷静な第三者が間に入ることが必要だろうと思う。 

ただ、この３年やってみて、アドバイサーの出動回数は、徐々にいい意味で減っている。 

（事務局）初年度は、第２次審査が終わってから提案してきたＮＰＯと行政が話し合いをするテーブルをセ

ットするということでやっていたが、２年目以降、制度を少し変えていきながら、第１次審査が

終わった段階から速やかに、提案した人と行政側で意思疎通をはかって、どういうことがやりた

いのかという話し合いができるような場をセットすることに変えていった。ある程度、審査が進

んだ後に、「聞いていなかった」と言ってこじれるとか、提案団体のやりたいことと、受けとめ

側の思いが違うというのは若干解消されたという節はあったと思う。そこが、アドバイザーの出

動回数の違いに関係していると思っている。 

（委 員）この制度をつくる前の議論から「共に働く」という漢字に非常にこだわったのがよかったと思う。

福岡らしさみたいなものに委員の皆さん全員がこだわっている。国の施策に対して地方行政とし

て何かやらされているというよりも、福岡独自でやろうというのが、字を変えるところから、そ

のパワーがあったのが、きっかけとして非常によくて、与えられて動いているというよりも、独

自で全然違う仕組みをつくるというパワーがよかったと思う。 

ただ、初年度、それが当然のことながらＮＰＯには伝わらないし、補助事業のように思って提案

したという雰囲気があった。それが少しずつ実績を上げてきたということは評価されているとい

う感じがする。 

ただ、自由提案の件数は増えているけれど、採択件数が減っている。そこは行政側との話し合い、

課題を提出するときの話し合い、市の施策との連携の仕方など、自由提案の出し方の難しさがあ

る。少しずつ採択件数が増えて、行政としての施策の一つに加わっていくなど、そういうキャッ

チボールが出てくるとすごくいいと思う。 

（委 員）自由提案の採択件数が減ったというのは、それを採択するにふさわしいかどうかの問題もある。 

（委 員）タイミングの問題もある。 

（委 員）ＮＰＯが提案してくるものは、行政から見たら、時期尚早的なものが多いのではないか。 

（委 員）ＮＰＯが最初に時期尚早と言われるところを提案してきて、それを後で、行政が気づいて、やろ

うと行き当たるまでのタイムラグが出てくるので、微妙なタイミングの塩梅があると思う。 

（委 員）大体、ＮＰＯは早いのだと思う。そうでなければＮＰＯの意味がない。 

（委 員）ＮＰＯとしては市と一緒にこういうことをやることを考えているがどうだろうか、というような、

オープンに意見交換をするような場面が少しあると、自由提案をする時に、その前の意見交換を

踏まえ、もう少し変えて提案を出すと、市とのキャッチボールになりやすいのではないか。単年

度で動いているので、時間的に非常に厳しいが、それはすごく感じる。 

（委 員）例えば、共働カフェなどの持ち方は２通りあると思う。ＮＰＯが市のことを知るためにやるとい

うのが一つで、もう一つは、市がＮＰＯのことを知るためにやる。 

これまでやってきた共働カフェは、市の施策を理解した上で、そこに対してどうできるかという

方がどちらかというと強かったと思う。 

でも、今、福岡というまちでどんなことが起こっているのかを聞いて、聞いたからと言ってすぐ

に共働というところまではなかったとしても、そんなことがあっているということを知る場、双

方向を持たせる意味では、まだそちらのほうのベクトルは弱いという感じがする。それは、もう

ちょっとバランスをとった方がいいかと思っている。 

（委 員）今の双方向性のバランスという観点から、便宜上、市が単独でやっている直営方式がＡ、真ん中

の共働がＢ、民間セクターがやっていることをＣだとしたら、ＣでやっているものをＢで共働す

るというのと、Ａでやっている仕事をＢで共働する。これが、バランスがとれると非常にうまく

機能して、市単独ではできないことが円滑に進むとか、民間だけでやってきたけれど、ちょっと

厳しいということがうまくいくというバランスがとれると思う。双方向性のバランスが重要だと
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思う。 

そういう意味では、Ａの直営でやっていたものをＢで民間セクターやＮＰＯと共働する場合や、

Ｃで民間セクターがやっていたものをＢで共働する以外にも、理念的にはＢ方式で共働してやっ

ているのを、もう一度、市の直轄に戻すというのもあると思う。 

そういう意味では、Ａ、Ｂ、Ｃの仕事の仕方を相互に動かすという、双方向性のバランスが大事。 

（委 員）実際、如実に表れているのが指定管理者制度。指定管理者制度で、役所が民間に持っていこうと

したけれど、民間で誰もする人がいないので、直轄せざるを得なくなっているところが結構見受

けられる。 

（委 員）Ｃの部分が自由提案とかなりダイレクトにつながっており、今まで自由提案がなかなか採択でき

ない。ＮＰＯ自体の独自の活動を無理に共働に持ってこようとしている提案も多く見受けられ、

採択できていないことも多い。 

本来の自由提案は、Ｂであるべきものを発掘して、ＮＰＯが市にそれを提案していくところがも

っと出てこないと、この共働事業自体が行き詰まるのではないかという気がする。 

（委 員）ＮＰＯの提案力も試されているところもある。 

（委 員）提案の場をもっとオープンにして、課題そのものを第三者も含めて皆で議論するのは、一つの方

法と思う。ＮＰＯも一生懸命なあまりに視野が狭くなって、これがベストという思い込みで提案

を出しているところを、社会的にさらすことで、客観的ないい提案内容になる可能性はある。同

時に、ＮＰＯが社会化され、成長していく場になればいい。課題中心に皆が議論して、「これは

共働にふさわしい」「これはＮＰＯがもっと頑張ればいいのでは」という、その辺のバランスの

関係も事業によって当然あると思うので、そういうオープンな場で社会化するといいのではない

か。 

現在の共働事業提案制度では、プレゼンテーションをして、それが結果的に採点されて、採択、

不採択になる。 

それを、もう一つ進めて、課題そのものをもっと他の意見も交えて議論してみればいいのでは。

採択不採択のための、プレゼンテーションではなく、提案の前段階で、提案内容をブラッシュア

ップするため、よりよい提案にするための、課題に共感してもらうための、プレゼンテーション

が必要かと思う。 

解決すべき社会課題をもっとオープンに皆で議論し、その中から事業が立ち上がっていくという

ことがいいのではないかと思う。それがどのように取り組まれ、発展していくのかがガラス張り

で見えるような状況があるといいという感じがする。 

（委 員）今の話は、共働事業への市民参加を促進するとか、ＮＰＯだけに限らず、企業、大学、地域の人

とも共働を進めるきっかけづくりにもなる。ＮＰＯだけがここで提案するのではなく、ＮＰＯが

そこで課題提供はするとしても、そこの地域、関連する大学、いろいろなところに参加してもら

って、お互いに意見を出し合うと、企業としては「我々も企業としてＮＰＯと組んでこういうこ

とをできるかもしれない」等、そういう種を感じてもらうことができる。共働カフェのやり方を

少し考えていけばいいのかもしれない。 

（委 員）もしくは、共働ありきとか制度ありきではなく、課題ありきということを前倒しして強化して、

オープンにしていく。 

（委 員）課題を具体的に押し出していくことで共感が生まれると思う。例えば、ひきこもりの取り組みを

するＮＰＯがあるということを先に押し出すとする。そうすると、共感の度合いが全然違う。

「ＮＰＯ支援」といったら抽象的。ＮＰＯ支援基金づくりにも何か共通するものがあると思う。 

（委 員）例えば、テーマ別セッションみたいなことをやる等、ひきこもりというテーマで興味のある人が

集まって、少しずつお互いに議論していく等、やり方としては色々あるかもしれない。課題とい

うよりも、課題を導くためのテーマというか。 

（委 員）例えば、ひきこもりや不登校の問題が、家族の中で起きた時、その家族及び周辺は本当に苦しい



 - 4 -

状態で、どんなにしてでも解決したいと思う。その時に、抱え込んでしまって、家族が頑張るし

かないという方向なのか、これはそもそも社会的な問題だと思って、皆で解決の方向に力を合わ

せようと思うのかだと思う。それをどう引き出していくか。つまり、問題・課題を共通課題にし

ていく道・・・・何かそういう場のつくり方。 

（委 員）今回の震災の取り組みを見ると、まさにそれだと思う。震災が発生して、色々なことが起こった。

課題は山積みにある。その課題をどうするかに対して、皆が「それは大変だ」「本当にどうしよ

うか」というところで非常に共感性が高まってきている。 

具体的に何をするかが見つかると、そこに対して、人を送る、物を送る、お金を寄附するという

話はとても的を得やすい。 

逆に、震災の陰に沈んでしまう課題が日常のほうで出てきてしまうということもある。 

だから、福岡では今こういう課題があるというのを、行政からの発信であれ、ＮＰＯからの発信

であれ、必要なことだと思う。 

（委 員）共働提案制度も知る人ぞ知る、クローズな感じがするし、共働カフェもクローズな感じがする。

１年に１回でいいから、市民や、企業や大学、行政も皆集まって、例えばフェアというかイベン

トみたいなものをやれないか。いろんなブースやセッションがあったりして、そこで色々な議論

ができる。何かそういうものを定点でずっとやっていかないと、今は知っている人だけが知って

いるという状況になっている気がする。 

そこで話を聞けば、あすみん基金にも企業からお金が来るかも知れない。また、一般の人がそう

いうものに参加して、こういう基金があるということを知って、寄付しようと思うかもしれない。 

（委 員）悩みが深ければ深いほど内にこもってしまう。ひきこもりや不登校でも、死ぬほど悩んでいるけ

れど、我が家の問題というか、自分の至らなさとか、そういう方向にどんどん行ってしまう。そ

れが一歩外に出て、同じ悩みを持つ人達の集まりの場に行ったら、自分だけではないんだと救わ

れる。そこまでの話はあるが、それをもっとオープンにして、どうしてこういう問題が起きるの

か、それに直接関わっていない人にも関心を持ってもらい、自分の家庭や地域とも地続きだと思

ってもらえるような仕組みができると思う。 

（委 員）当事者がいて、通常は例えば当事者団体と言われるように、障がいを抱えている子や、親が自死

で亡くなった子達は、そこだけで分かち合って、頑張ってやっていくのは多い。そこから、その

周りの人達が気づいて、準当事者が生まれて、それを代弁したり、外界とつなげたりする動きが

出てくる。準当事者と言われる人達がどう動くかが大事なところ。 

（委 員）準当事者、さらにその周りに社会がある。それが、新しい社会の仕組みづくりにつながっていく

ような方向性を持たないと、慰めの範囲で終わってしまうと思う。 

（委 員）外へ広げていかないといけない。 

（委 員）そこが伝わらないと、その地域の人達からＮＰＯに対する信頼を得られない。何をしているか、

よく分からないと、誤解している人も結構多いと思う。 

例えば共働で、こういうテーマに対してこういう課題解決をしようとしているとか。こういうテ

ーマに対してこうしたいけれどどうしたらいいだろうか、というところをオープンに一緒に考え

る機会を設けていけば、社会とつながっていく。 

（委 員）そのプロセスはＮＰＯの成長や発展のプロセスだと思う。 

（委 員）多分、地域との溝はそこにあるのではないかと思う。 

（委 員）ここのプロセスを意識的に推進する仕組みや人が、今必要になっているのではないか。 

（委 員）ＮＰＯ自体がこれを伝えられる状況であれば、それにこしたことはないが、多分、当事者だけで

は難しい。 

（委 員）やはり単体では色々難しい。 

（委 員）だから、ここに介在する何かが必要で、アドバイザーがそこまでやるかといったら、それはまだ

正直、制度の中での話だから、守備範囲が小さい。それを強化する仕組みをつくるというよりも、
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何かいい仕掛けができないか、もっと広がりが持てないか、何かここに介在する人が必要なのか

なと。 

（委 員）ボランティアセンターは、あすみんだけではなく、県単位、市単位で色々ある。そういったセン

ターの機能として、それが生きていくことを期待していたが、それはどうか。 

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）あると思う。私も当初、ＮＰＯの中間支援組織は、基盤強化や法人化するためのお手伝い、マネ

ージメントをどうするかという相談に乗ることが多かった。しかし、どんどん開いていかないと、

取り残されてしまう、特に地域から浮き上がってしまう怖さがある。それで、センター自体も、

もともとの基本計画に書いてある、地域とのつながり、社会とのつながりをより強めていく必要

があると思う。 

（委 員）オープンな場という話で、事業への市民参加を促進する仕組み、ＮＰＯだけではなくて、市民ま

で巻き込む仕組みとは何だろうと、これだけで考えるとすごく難しいし、プロボノの仕組みも難

しいが、どれもきっかけや一番の基本になるのは、やはりこういう場だと思う。そこで、何か課

題づくりの下地を何かやっているのが見られるというのは、すごく人を引きつける力になると思

う。 

例えば、自治体がつくった予算のことは、パンフレットをつくったりして市民に広報している。

しかし、「平成２３年度予算が決まりました」と見せられても、誰もおもしろいとも何とも思わ

ない。これを１段階早い段階でやっているところがある。技術的には難しいが、議会で予算の審

議をやっている時に、同時に、議会の審議資料を一般市民も見られるようにしている。でき上が

ってからではなく、今まさに審議の最中に、議会の資料を見られるとなると、これなら１歩入っ

ていける。これをもう１段階早くしたかなりまれなケースでは、予算案をつくっている段階、例

えば各課が要求した予算、財政課が査定した予算を案の段階で見せる。そうすると、例えば環境

に関してこういうことをやりたいと言っている部署があって、こういう要求をしているのに、上

まで行くと切られた、なぜだろうと、自分に関係なくても、ものすごくおもしろい。話が固まる

前の段階を見せてもらうと、何か知らないけれど、おもしろいから見る。そう考えると、全部決

まってから、「今度ＮＰＯ法人がこういうことをやります、一般の方で誰か参加してくれる人を

募集します」と言われても、「そんなこと急に言われても」になるけれど、早くから知っていた

ら、後からふと考えて、実は自分がこんなことをできるのではないかと思いついたりできる。そ

ういう意味で、可能性を秘めた仕掛けになるような気がする。これは実は、この中のいろいろな

項目に響いてくるという気がする。 

（委 員）新しい公共では、居場所、出番、絆、当事者が４つのキーワードで出てくるが、当事者を据えて、

私たちにはどういう出番があるのだろうか、どういうつながりができるのだろうか、地域に居場

所ができるのだろうかというのは一蓮托生のような気がする。 

（委 員）課題に関しては、わかりやすいのが一番大事。自分の経験の中でも、抽象的な課題を押し出して

も人は寄って来ない。例えば、「まちづくり」と言ってもわかりにくい。具体的な分かりやすい

課題を出すことで、引きつけられてくる人達の関心の度合いが全然違う。ボランティアの近づき

方も全く違う。わかりやすいということはすごく大事だと思う。具体的で、そしてそれに対して

何をしようとしているのかということを具体的に打ち出すこと。 

（委 員）東京ミッドタウンにデザインのフロアがあり、デザインに関連する展示をやる中で、「世界を救

うデザイン」という企画があった。デザインが果たす役割というのを、世界から色々な例を持っ

てきた。その時の来場者数が今までのトップで、来られた方たちは、「デザイン」と「世界を救

う」という２つのキーワードがなぜ結びつくのかというところにすごく興味を持たれたみたい。

通常は、デザインが好きな人達しか来ないが、色々な層の人が来た。きっかけとして、これって

何だろう、見てみたい、知ってみたいな、というのはとても大事。おそらく「共働」というとこ

れでは興味をもってもらえない。 

（委 員）キーワード、キーセンテンスを生みだす。人を引きつける力というか。 
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（委 員）地域とＮＰＯにすごく溝があると思う。それは双方にとって不幸。公立の中学校だったら職業体

験で地場の企業に行っている。例えばそれにＮＰＯも入れてもらう。多分それは教育委員会から

やってもらえばいけると思う。そうしたら、自分の子や孫がＮＰＯに行って、いろいろな気づき

を持つ。 

（委 員）ゆとり教育の総合的学習でボランティアの体験をやっている確率は結構高く、今、その先頭グル

ープが大学生になってきている。今から２、３年のうちに社会人になってくる大卒のメンバーは、

ボランティアといったことを基本的に標準装備のメンバーで、社会貢献意識は結構高い人達。今

回の震災の時にも、一番の下支えをしていた現地ボランティアも学生だった。 

（委 員）市政だよりに定期的に共働の話や、こういうテーマがあるとか、Ｑ＆Ａみたいなことが載るとい

いかもしれない。ホームページの市政だよりは、意外と見られている人はよく見ている。その中

での公開講座や公開シンポジウムみたいに、小さくてもテーマ別にいっぱいうっていくというの

も考えられると思う。 

（委 員）今回、岩手の釜石市は小中学生の生存率が９９.７％だった。それは徹底した防災教育があった

から。特に中学生は、何かあったときには小学生を連れていくとか、おじいちゃん、おばあちゃ

んに声をかけていくとか。皆で声をかけながら逃げて、極めて高い率で生き残ったということ。

徹底した防災教育をやっている。 

今までだったら、小中学生はお客さん扱いされていたが、そうではなくて、まさに当事者という

扱いが、生死を分けた。 

共働も、大人がやることというわけではないというところも、物によってはあるのではないか。

地域防災計画はそういう面でも全面的に見直さないといけないだろうと思う。避難所の運営でも

走り回って頑張っているのは中高生。 

（委 員）今の日本では、教育の現場は競争の世界。何か一つの課題に向けて協力し合う姿を大人が見せる。

それに何らかの形で子どもたちも関わることがあると、協力し合うことによって皆が成長すると

いう勉強にもなるのではないか。それは、根本的な子どもの成長、教育に関わる部分だろうと思

う。 

（委 員）初等教育において、共働や、公益事業等をいかに共感し、理解してもらうかを、この仕組みで全

部をやっていくのか、それ自体をもう一つの共働のテーマとして何種類かのＮＰＯと教育委員会

とでしていくのか。 

以前、南区で子どもたちのことを６年間ぐらいやったが、そのときに、教育委員会のカリキュラ

ムにほとんど組み込んでもらうのは不可能だった。カリキュラムが、がちっと決まっていて、そ

れに入れてもらうとなると大変。 

（事務局）本日は、色々なご意見を頂きありがとうございました。本日、いただきましたご意見を踏まえ、

さらに具体的なものをつくり上げて、それをお諮りしたいと思う。 


