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はじめに（本プログラム策定の趣旨） 

 

 少子化、高齢化やライフスタイルの変化、高度情報社会の進展やグローバル化

など社会状況が大きく変化する中で、住民のニーズは多様化し、地方自治体は、

住民が主役であることを認識したうえで、新しい公共サービスを提供する必要が

あり、住民の参加による、あるいは住民が主体となったアプローチが問題解決へ

の新たな手法として着目されてきました。 

 このような中、県では、平成１５年３月に策定した『福島県におけるＮＰＯと

の協働に関する指針』において、ボランティア・ＮＰＯとの連携・協力が県民福

祉の向上に重要であると位置づけ、公共サービスを向上させ、活力ある地域社会

を創出するためには、ＮＰＯとの協働が当面の重要な課題であることを示すとと

もに、この指針に基づき、ＮＰＯとの協働の推進についての具体的な内容を示す

『ＮＰＯとの協働の手引き』を平成１６年３月に策定しました。 

 さらに、平成１７年度に『「地方分権・うつくしま、ふくしま。宣言」進化プ

ログラム』及び『うつくしま行財政改革大綱』が策定され、協働の取組みを通

じて県民参画領域の拡大を図ることとしました。 

 このアクションプログラムは、ＮＰＯとのより一層の協働の推進に向けて策

定したものであり、『手引き』の内容を発展させ、本県における協働推進のた

めの具体的な方策や協働のルールについて職員に示し、ＮＰＯと行政の協働推

進についての全庁的な共通認識の浸透と今後の協働による地域づくりの推進を図

っていくためのものです。 

本プログラム策定に当たっては、「より効果的な協働推進のために」をテーマ

にＮＰＯと県との意見交換会を開催し、ＮＰＯの方々の意見を反映させていただ

きました。 

 このプログラムにより、県として協働による地域づくりを進めるとともに、県

の協働推進を市町村においても参考としていただき、住民の行政への参画等か

ら住民の力を地域に結集した地域づくりが行われる一助となれば幸いです。 

 なお、このプログラムは平成１８年度の実情を踏まえて作成したものです。従

って、今後、福島県における協働事業の推進状況や社会状況の変化などに柔軟に

対応できるよう、必要に応じて、改訂していきます。 
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第１章 協働の意義と必要性 

 

１ 「協働」とは 

（１）手段・手法としての協働 

 協働は、それ自体が目的ではなく、行政とＮＰＯの取り組みが合致した

場合に、共通の目的を実現するための手段・手法です。 
協働の最終目標は、協働の結果として、住民の行政への参画等から住民

の力を地域に結集し、分権型社会における「真の地方自治」を確立するこ

とにあります。 
 
 
 
 

 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『「地方分権・うつくしま、ふくしま。宣言」進化プログラム』における

住民の役割 

○ 地域の主役として地域課題の解決策の提案や具体的な地域づくり活動な

どの役割を担う。 

○ 具体的には、 

・ 地域課題を認識し、解決策を考え、提案する。 

・ 自ら実施可能な地域経営の実践 など 

今まで 
 公共サービスは大部
分を行政が提供 

これから 
 住民参画の利用者本位の公共サ
ービスへ 

地域のあり方は住民が決める＝真の地方自治 

「うつくしま行財政改革大綱」 

 ○ 県民参画領域の拡大 

   県民、ＮＰＯ、ＮＧＯ、ボランティア、企業、各種団体等との分権意識の

共有化を図りながら、それぞれの役割分担に基づく主体的な地域活動の促進

や連携・協働の取組みを通じ、県民参画領域の拡大を図ります。 
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（２）ＮＰＯとの協働の定義 

本プログラムでは、ＮＰＯと行政の協働を、住民参画領域の拡大を図り、

真の地方自治を実現するため、「互いの長所を生かしながら、連携・協力

して課題解決に取り組み、住民本位の新しい公共サービスを提供するこ

と。」と定義します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯ 

 「公共的な領域において、社会的な課題を解決することを目的とし、組織の使命

への賛同者やボランティアなどの力を運営の基本に据えて活動する組織体」で、具

体的にはＮＰＯ法人及び公益を目的とする任意団体をいいます。 

 わかりやすく表現すれば、「住民が主体となって、自発的かつ継続的に社会貢献

活動を行う、営利を目的としない組織」、いわゆる市民活動団体・社会活動団体と

なります。 

 

住民と市民 

 県は、「市」「町」「村」によって成り立っていることを考慮し、このプログラ

ムでは、「市民」も含んだ広い意味で「住民」という文言に統一します。 

ＮＰＯ（市民活動団体） 

ＮＰＯ法人 ボランティア

団体 

新しい公共サービス 

 ＮＰＯと行政との協働により、これまでもいろいろな公共サービスの提供が行

われ成果をあげてきましたが、今後さらに県民ニーズに対応したきめ細かな質の

高いサービスが行われることを念頭に置いて、このプログラムでは、「新しい公

共サービス」という文言を使います。 
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（３）協働を担うＮＰＯ 

ＮＰＯの特徴は、自発性、自律性、継続性、公共性、組織性等ですが、

新しい公共サービスの担い手として、 
  ① 住民が様々な社会問題に取り組み、それを主体的に解決していこうと

するときに重要な役割を果たす 
② 多様な公共サービスを育て、提供していく機能を持っている 
③ 住民が行政の施策に参画していく時に重要な働きをする 
④ 同じ社会的課題に関係する人々や団体の間に新しい社会関係を作り出

す 
⑤ 活動を通じて、社会全体をゆるやかに変革していく推進役となる 
等の役割を持っており、住民参画の利用者本位の公共サービスを実現して

いくためには、ＮＰＯと協働していくことが求められます。 
 
２ 協働の必要性 

 社会状況が大きく変化する中、住民のニーズの多様化や複雑な地域課題に

対応していくために、行政が様々な主体と連携・協力して公共サービスを提

供していく「協働」が必要です。とりわけ、ＮＰＯは新しい公共サービスの

担い手として大きく期待され、県内においても様々な活動が展開されるよう

になっています。 
 行政とは異なる様々な特性を有しているＮＰＯと行政が協働することによ

り、地域の課題解決や住民主体の地域社会づくりがより効果的に進められる

とともに、協働による取組みを通じて、ＮＰＯと行政相互の組織や活動の活

性化が図られ、特に行政における仕事の見直しや職員の意識の醸成につなが

ることが期待されています。 
 

（１）多様化する住民ニーズに行政がより適切に応えられるようになる。 

 ＮＰＯの視点からの提案、専門性、柔軟性、先駆性などの特徴を行政の

事業に取り入れることにより、行政サービスが向上します。地域の問題や、

見えにくい住民のニーズ、行政だけでは対処できない問題などに、行政が

さらに取り組むことができます。 
 

（２）住民自治を促進する。 

 住民が主役の社会では、住民自ら地域・社会の問題を主体的に解決して

いくことも重要な自治の一部です。協働により、住民がサービスを受ける

側から、自ら公共サービスを生み出す主体になる可能性が増し、住民自治
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の力が高まります。また、住民自治の主体としての意識（自己責任）が高

まり、民間の活力が強化されていくこととなり、コミュニティの再構築を

促進することにもつながります。 
 

（３）地域づくりへの住民参画を促進する。 

 ＮＰＯとの協働は、地域づくりへの住民参画を促進します。行政の事業

にＮＰＯが参画し、ＮＰＯを通して、多くの住民が行政の事業に参画する

ことが期待でき、一方通行ではない施策の実施につながります。また、行

政になかったアイデアやノウハウが得られることにより、新しい行政手法

が生まれる可能性もあります。 
 
（４）効率的・効果的な業務の推進につながる。 

協働を推進することは、行政の透明性や説明責任に関する認識を高め、事

業の必要性や役割の見直しにつながっていきます。また、ＮＰＯを通して地

域のニーズや社会状況の変化を速やかに取り入れることが可能となります。

また、公共サービスの提供主体が多元化し、より質の高い効率的・効果的な

業務の推進につながります。 
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３ 協働の形態 

 協働にあたっては様々な形態が考えられ、代表的な協働の形態としては、①

共催、②実行委員会・協議会、③情報交換、④政策提言、⑤事業委託、⑥補助、

⑦後援などがあります。事業の目的や役割分担から最も効率的で効果的な協働

となる形態を柔軟に検討することが重要です。 

 

（１）共 催 

 ＮＰＯと行政がともに事業主体となり、連名で事業を実施します。共同で

企画、事業運営を行います。比較的短期間の事業で多くとられる形態です。 

【ポイント】 

○ 企画段階から目的を明確にし、必要な情報を共有して「目的の

共有」を図ることが大切です。 

○ 双方とも対等な事業主体であるため、責任の所在が不明確にな

るおそれがあります。どちらか一方の主導で進めたり、依存的

にならないよう、あらかじめ役割分担を行い、責任の所在を明

確にすることが必要です。 

○ 経費負担などの取り決めも重要です。経費負担や役割分担の内

容を明らかにするため、協定書を作成することが有効です。 

○ 「安上がり」や「無償」を期待するのではなく、異なる立場か

らの視点で必要な経費の見直しを行うことにより、経費の節減

を実現していきましょう。 
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（２）実行委員会・協議会 

 特定の目的を達成するために、「実行委員会」や「協議会」等を組織する

に当たり、ＮＰＯ、行政等が構成員となるものです。これは、比較的長期間

にわたる事業で多くとられる形態です。 

【ポイント】 

○ 双方の意見が事業に反映されるようになっている必要があります。 

○ 企画段階から目的を明確にし、必要な情報を共有して「目的の共

有」を図ることが大切です。 

○ 構成員は、それぞれに主催者としての社会的責任があることを強

く認識して事業に取り組む必要があります。 

○ 相互の役割分担、経費負担などの取り決めが重要です。 

○ 取組が長時間にわたる場合は、事業に関する情報を共有するため、

随時、話し合いを行って進捗状況や課題等について確認すること

が大切です。 

 

（３）情報交換 

 事業に関する提案や住民ニーズや施策に関する意見の把握等のために、Ｎ

ＰＯと行政が相互に情報交換を行うことも協働の一形態です。全ての協働の

ルールにつながる、情報の共有を目的とした研究会や懇話会のほか、相互に

意見交換することを前提とした説明会等の開催もこの形態の協働と考えられ

ます。 

【ポイント】 

○ お互いの持つ情報を提供し合うことによって、より効果的な施

策や事業展開につながる情報交換が可能となります。 

○ お互いの立場を尊重し、建設的な意見交換を行うことが情報交

換の最も大切なポイントです。 
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（４）政策提言 

 行政の施策に対するＮＰＯ独自の企画や代案の提案を受け、その施策内容

に関してともに検討を行うことです。政策提言（「アドボカシー」とも言い

ます。）は、ＮＰＯにとって非常に重要な活動の一つであり、これがＮＰＯ

の生命線であると考える団体もいます。ＮＰＯの有する専門的な知識・技術

や、地域に密着した活動経験から得た蓄積を背景とした提案は、より住民の

立場に近い視線からのものであり、行政には不足しがちな視点や発想を得ら

れる可能性があります。 

【ポイント】 

○ ＮＰＯに行政内部で通常行われている手続きや書式をはじめ

から求めるのは困難です。形にとらわれず、提案の内容につ

いて理解に努めていきましょう。 

○ 内容によっては、行政としての対応が難しい場合もあるかも

しれませんが、その場合でも、対応できない理由を明らかに

するなど、提言に対して率直に受け止め、前向きに取り組も

うとする姿勢が求められます。 

○ ＮＰＯにも、行政との積極的な情報交換を行い、施策の意義

やその背景を理解したうえで、建設的で具体性のある提言を

することを求めます。 
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（５）事業委託 

 行政が責任を持って担うべき分野として考えられている領域において、Ｎ

ＰＯの持つ専門的なノウハウや柔軟性、先駆性などの特性を生かし、より効

果的な取組が可能な場合に、行政がＮＰＯに業務を委託するものです。この

場合、ＮＰＯが遂行すべき業務は契約書や仕様書に明記されることとなりま

すが、契約書、仕様書にＮＰＯの特性や能力を取り入れる内容を盛り込むこ

とが可能となり、より有効な住民ニーズに沿った事業の執行が期待できます。 

 ＮＰＯとの協働の場合には、ＮＰＯの特性を生かすため、企画提案方式（プ

ロポーザル方式）による選定方法が多くとられます。 

 また、通常の業務委託とはやや異なりますが、公共施設の維持管理業務の

一部を地域住民などで構成するボランティア団体が担っている事例もありま

す。 

【ポイント】 

○ 委託では、事業に関する責任は委託者である行政が負うことに

なりますので、確実な履行のため、委託先の選定には一定の要

件が必要となってきます。 

○ ＮＰＯへの委託は、業務の内容にマッチした特性を持つＮＰＯ

を、適切に選定しましょう。 

○ 選定の原則は競争入札ですが、様々なＮＰＯの特性を生かし、

優れたノウハウを持つ団体を選定するために、プロポーザル方

式を導入することが効果的な場合があります。 

○ 低価格性のみを求めてＮＰＯへの事業委託を考えることは、Ｎ

ＰＯとの協働の意義そのものを失うことにもつながり、避ける

べきです。 

○ 協働であることから、契約書のほかに協定書を締結するなど、

委託者と受託者の役割分担を明確にすることが事業の円滑な実

施につながります。 
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（６）補 助 

 ＮＰＯの行う事業や活動に、補助金という形で資金面から支援するもの

です。 

 協働事業として、補助を行う場合は、ＮＰＯと行政が課題や目的を共有

している必要があります。 

【ポイント】 

○ 補助事業は、法令・要綱などに基づいて一定の制約を受けま

すが、あくまでもＮＰＯが自主的に行うものであることに留

意しましょう。 

○ 補助を行う団体の固定化や行政の過剰な関与などによって、

ＮＰＯの自立性、自主性を損なうことのないよう補助期間や

補助率に配慮しましょう。 

○ 交付決定した補助金にかかる事業計画の内容はむやみに変更

できないこと、また、変更する場合には承認が必要なことな

ど十分に説明しましょう。 

○ 補助金の支払は補助事業の履行確認後の支払が原則ですが、

資金力が乏しいＮＰＯが多いので、概算払い等に配慮しまし

ょう。 

○ 補助事業の完了時に実績報告書の提出が必要なこと、補助金

の額の確定は実績報告書等の審査後になることなど、事業完

了後の手続きについて、事前に十分説明しましょう。 

○ 補助事業により取得した財産や、効用の増加した財産（改修

等によって効用の増加した不動産など）については、その処

分に制限があります。 
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（７）後 援 

 ＮＰＯが自発的に取り組む事業に対して、行政が「後援」の形で名を連ね、

その事業の有意性を行政が評価していることを積極的に表すものです。後援

の場合は通常、財政的支援を伴いません。 

【ポイント】 

○ 後援を行うことは、その事業に対する関わりを対外的に公表す

ることになります。事業内容を理解し、責任をもって判断する

必要があります。 

○ 行政による評価や認知は、ＮＰＯの活動に対する社会的信頼性

を高める効果が期待できます。 

○ 行政が、ＮＰＯから後援を受けることは、地域との密着性や住

民からの親しみを高める等のメリットもあります。 

○ 後援する場合、行政は、事業の実施状況について把握しておく

姿勢が大切です。 

 

４ 協働にふさわしい事業 

 ＮＰＯの特性が活かせるものとしては、次のような事業が挙げられます。 

（１）先駆性や専門性が必要とされる事業（←ＮＰＯの先駆性・専門性） 

○ 行政や企業等にはない専門的知識やノウハウを必要とするもの 

○ 公平性の観点から行政ではとりあげにくいもの 

○ 象徴的・モデル的に実施することが望ましいもの など 

（２）住民が主体的にかかわることが必要な事業（←ＮＰＯの当事者性） 

○ 住民生活に密着しており住民が継続的に実施する必要があるもの 

○ 地域に根ざした活動が必要なもの など 

（３）住民のニーズが柔軟に反映される必要がある事業（←ＮＰＯの柔軟性） 

○ 行政的手法だけでは住民ニーズを反映しにくいもの など 
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第２章 協働を進めるために 

 

１ 協働による地域づくり 

 県がＮＰＯと協働しながら、新しい公共サービスを提供していくためには、

以下のような協働推進体制が必要です。 
 
（１）ＮＰＯから協働事業の提案を受ける窓口が明確である。 

 ＮＰＯは、その柔軟性、先駆性、機動性、専門性から、豊富なアイデアを

持っています。ＮＰＯの特性を活かし、協働事業につなげていくためには、

ＮＰＯと行政の話しやすい環境づくりが重要です。 

 そのためには、ＮＰＯからの協働事業の提案を受ける窓口を明確にしてお

く必要があります。 
 

（２）ＮＰＯと行政が自由に情報・意見交換できる場が整備されており、実際

に協働事業へつなげるシステムが確立されている。 

ＮＰＯから協働事業の提案を受ける窓口が明確であり、提案を受け付け

ても、その後、関係部署との意見交換等が行われなければ、どんなに良い

提案でも先には進みません。 
また、意見交換等が行われても、自由に議論できる雰囲気や相手の意見

を尊重するルールがなければ協働事業へは結実しません。  
ＮＰＯと行政が何のために協働するのかという「目的」と、いつまでに

どれだけの成果をあげるのかという「目標」を相互に共有し、「住民のた

め」に、協働事業を創り上げていくことが肝要です。  
 
（３）ＮＰＯと行政双方がお互いを理解し、協働に関する認識や知識を持って

いる。また、協働のルールが明らかである。 

 ＮＰＯと行政がよりよい協働を進めるためには、双方がお互いの立場の

違いを尊重しつつ、双方の良さ、得意分野を活かすように努力する必要が

あります。 
 そのためには、まず、「協働」を理解したうえで、互いの組織や業務の

流れ等に違いがあることを認識しながら対話を進め、相互理解の促進と相

互の信頼関係の形成に努めなければなりません。  
 また、県における協働のルールを明らかにし、そのルールを認識してお

かなければなりません。 
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（４）協働の課題や問題点の検証、評価、助言等を行う場がある。 

 県として協働推進を図っていくためには、ＮＰＯと県の協働全般につい

て考える場があり、協働事業の検証や評価、今後の協働事業のあり方につ

いて議論していく必要があります。 

 
（５）県全体で協働を推進するため、市町村と県が連携している。 

 県全体の協働を推進するためには、住民にとってより身近な存在である

市町村の協働を図ることが必要です。県担当者だけでなく、市町村担当者

の協働意識の向上や市町村と県の意見交換や情報の共有が必要です。  
 県は市町村における協働の現状をよく把握したうえで、今後の協働のあ

り方を考えていくべきであり、県と市町村の「協働」も重要です。  
 
（６）県民が、協働による地域づくりについて実感している。 

 「平成１８年度県政世論調査」では、「地域住民やＮＰＯなどが主体とな

った地域づくりが活発に行われている。」と感じる県民の割合は１３．１％

にとどまっています（「感じない」４５．３％）。 

 県全体で協働推進の気運を盛り上げ、住民参画の地方自治を進めていく

ためには、分権型社会における協働について、県民や市町村に対し、情報

を提供していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 政 
 
県 
 
協働窓口の明確化 
 
市町村と県の連携 

ＮＰＯ 
 
事業遂行能力 
 
事業企画力 

今まで 

 公共サービスは行政が提供 

これから 

 住民参画の利用者本位の公共サービスへ 

協働力アップ 
情報・意見

交換の場 

相互理解

県民の理解

協働を考える場
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２ 事業企画段階からの協働の推進 

 本県の協働実践を実現するためには、協働の窓口の明確化、庁内の連携体

制の強化、ＮＰＯと県との意見交換を行うこと等、推進体制の整備などが欠

かせません。 

 

（１）全庁的な推進体制の整備 

 ＮＰＯからの提案を受ける窓口や、ＮＰＯと行政の橋渡しをする協働を

推進する担当者を置くことにより、ＮＰＯからの提言・提案を施策立案に

活かし、協働事業につなげていくことができます。そのため、県庁各部局

に「協働推進主任」を配置し、ＮＰＯ主務グループとともにＮＰＯからの

提案を受ける窓口、県からＮＰＯに対して協働事業を呼びかける窓口とす

るなど、協働推進体制の整備を図ります。 

 また、ＮＰＯと県との協働を全庁的に推進するため、庁内各部局が連携

していきます。 

 この際、ＮＰＯ主務グループは、ＮＰＯに対して助言等を行い、提案の

熟度を高めたうえで部局間の総合調整を行います。 

 

① ＮＰＯが県に事業提案する場合 

 

 

         提案              提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     調整           調整               調整 

 

 

 

ＮＰＯ ＮＰＯ 

○○部 

協働推進主任

○○部 

協働推進主任

○○部 

協働推進主任  

事
業
担
当
グ
ル
ー
プ 

事
業
担
当
グ
ル
ー
プ 

事
業
担
当
グ
ル
ー
プ 

事
業
担
当
グ
ル
ー
プ 

事
業
担
当
グ
ル
ー
プ 

事
業
担
当
グ
ル
ー
プ 

 
ＮＰＯ主務グループ 

（協働の総合窓口） 

総合 調整 
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② 県がＮＰＯに事業提案する場合 

 

 

 ※ ①、②においては、県の取り組み状況を公開することなどにより、公正

性、透明性を確保することを検討 

 

 

 

 
事業担当グループ ○○部 

協働推進主任 

 
ＮＰＯ主務グループ

事業提案 

調 整 

調 整 

ＮＰＯ 

ＮＰＯ 

ＮＰＯ 

提 案

企画案を応募 

事業提案 

ＮＰＯ主務グループ・協働推進主任が調整するルートは新規事業等を想

定。継続事業等については事業担当グループが直接ＮＰＯと調整を行い

事業実施。  

※主に新規事業 

※主に継続事業 

行動計画 

 ○全庁的な協働推進体制を段階的に整備しながら、有効に活用されるよ

う、ＮＰＯ主務グループが協働推進主任等に対して研修等を行います。

 ○ＮＰＯと県との協働を全庁的に推進するため、庁内の横断的な組織と

して、「ＮＰＯと県との協働推進庁内連携会議」を設置します。 

 ○ＮＰＯ主務グループは、協働の全県的な推進体制について周知を図り

ます。 

 ○推進体制に改善点がある場合は、速やかに見直します。 

出先機関における協働事業については、現在の実施状況を踏まえ、今後

の推進体制について検討していくこととします。 
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※ 協働推進主任の活動内容 

 

協働推進のためには 

 

職員一人ひとりの協働についての認識を深めるとともに、ＮＰＯを

理解し、協働推進を図る庁内体制の整備が必要 

 
協働推進主任 

ＮＰＯ主務グループ 

（協働の総合窓口） 

○協働の総合とりまとめ 
○各種情報の収集・提供 
○協働に関する研修会開催  
          など  

○協働事業についての把握・進行管理 

 例）各事業担当グループで行われている協働につ

いて把握するとともに、進捗状況を管理 

○職場における協働の取り組みについての助言 

 例）協働事業を実施するに当たり注意点等を職員

にアドバイス 

○協働についての各種情報の収集・提供 

 例）他の職場、自治体等で実施されている協働の

取り組みの情報収集・提供  

 
職  員 

県民・ＮＰＯからの相談等 
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（２）ＮＰＯとの意見交換、協議の機会づくり 

 ＮＰＯが活動を通して発見した住民ニーズを県の施策や事業の企画立案

に生かすため、ＮＰＯと県の関係部局が意見交換、協議を行う機会が必要

であり、ＮＰＯと事業担当部局が自由に意見交換、協議を行うことのでき

る機会を設定し、協働事業へつなげるプロセスを確立します。 

 

協働事業創出のシステム（案） 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                          

 

 

 

 

 

 

① ＮＰＯが県へ提案するケース（案） 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

県 

事業提案 

協議・事業企画 

企画案 

担当グループで事業化 

協
働
事
業 

自由な発案・提案

を尊重 

事
業
担
当 

グ
ル
ー
プ

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

 協働希望 
協議の機会

新しい公共サービス 

ＮＰＯ主務グループ・協働推

進主任がコーディネート 
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② 県がＮＰＯへ提案するケース（案） 

 

③ 留意点 

 ＮＰＯと契約を結ぶ場合、ＮＰＯの「専門性」や「先駆性」などの特

性を協働に生かしていくためには、企画提案書を募集し、審査を行って

最も優れた提案を行った者と契約を結ぶ、「企画提案方式（プロポーザル

方式）」が適当と思われます。 

 ただし、ＮＰＯとの契約は全て企画提案方式にすべきということでは

なく、事業案のアイデアがＮＰＯに帰属することが明らかである場合や、

特殊な技能や知識を必要とする事業で、これを実施できるＮＰＯが１団

体に限られることが明らかな場合は、理由を示してそのＮＰＯと随意契

約をすることができます（ＮＰＯの企画案が活かされる事業の形態⇒Ｐ

１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

県 

事業提案 

協議・事業企画 

企画案 

応 募 

担当グループで事業化 

行動計画 

 ○ＮＰＯ主務グループ及び協働推進主任は、ＮＰＯと事業担当グループ

等の協議が円滑に進むよう、ＮＰＯと事業担当グループの意見交換・

協議の機会を設定し、コーディネートします。 

 ○県は協働事業数の目標値を毎年度設定し、その達成に向けて取り組み

ます。 
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（３）ＮＰＯと県との協働を検討・協議する会議の設置 

協働推進のためには、ＮＰＯと県の協働全般について考える必要があり、

協働事業の検証や評価、今後の協働事業のあり方について議論する会議の

設置について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）市町村と県の連携 

 協働は、住民により身近な存在である市町村でも推進する必要があるた

め、市町村と県が協働の課題について意見交換を行ったり、県が市町村に

対して協働に関する情報等を提供したりすることなどにより、市町村と県

が連携・協力しながら協働による地域づくりを推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（５）協働のルールの確立 

 協働を円滑に進めるためには、協働のルールが必要であり、協働のルー

ルを明確にし、職員に周知します。 
⇒ 第３章 

検討・協議する

会 議 

ＮＰＯ 

行 政 

（県・市町村） 

有識者 

協働事業の検証・評価

協働事業について議論

行動計画 

 ○ＮＰＯと県との協働を検討・協議する会議を設置します。 

行動計画 

 ○平成１９年度から、市町村と県が協働の課題等について意見交換を行

う会議を開催し、協働推進のための連携を強化します。 

 ○県は、市町村に対して、協働に関する情報を積極的に提供します。 

 ○平成２０年度までに、県内の協働事例集を作成します。 
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（６）情報ネットの活用 

 インターネットを活用することにより、協働推進を図ることができると

考えられるので、現在の県のＮＰＯ情報ネットをより多くの人が使いやす

いものに見直し、ＮＰＯの自由な提案を受け付けるなどして、協働事業に

つなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）協働推進のための広報活動 

 協働を推進していくうえで、県民や市町村が協働を理解する必要があり、

県民や市町村に対して協働の取組みを発信し、協働の理解を深めていきま

す。 
 広報を行うことにより、新たな協働へつなげる相乗効果を図り、協働に

関する情報が不足している市町村の協働推進を支援していきます。 
 ＮＰＯに対して、提案の適当なタイミングや提案書の書き方等について

情報提供し、ＮＰＯが効果的な提案をすることにつなげていきます。 
 また、広報誌に具体的なＮＰＯと行政の協働事業を掲載することにより、

協働を担うＮＰＯの信用が高まることが期待できるため、広報誌で多くの

協働事例を紹介することで、ＮＰＯが協働へ取り組む意欲の向上を図って

いきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動計画 

 ○県のＮＰＯ情報ネットを利用しやすいものに見直すなど、より多くの

県民にアクセスしてもらえるようなホームページを作ります。 

 ○インターネット上でＮＰＯの自由な意見を受け付け、意見交換できる

ようなものを検討していきます。 

行動計画 

 ○平成１９年度から、県民や市町村に対して協働に関する広報を行いま

す。 

 ○「地域住民やＮＰＯなどが主体となった地域づくりが活発に行われて

いる。」と感じる県民の割合を増やしていきます。 
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（８）ＮＰＯの協働力の向上 

ＮＰＯ活動を支援するとともに、協働の担い手としてのＮＰＯの組織運

営基盤等を強化するためのセミナー等をより効果的に開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間支援ＮＰＯ 

 ＮＰＯを支援するＮＰＯであり、ＮＰＯの運営または活動に関する連絡、助言

または援助の活動を行う団体です。ＮＰＯの立上げや運営に必要な支援を行い、

機器や設備などの資源・人材・ノウハウを提供します。 

 
行 政 

（県・市町村）

ＮＰＯ 中間支援ＮＰＯ 

助言・援助 

協

働

協

働

相 談 

行動計画 

 ○ＮＰＯ活動に関する情報提供や各種相談対応ネットワーク化等につい

て支援します。 

○ＮＰＯを対象としたセミナー等を開催していきます。 

 ○ＮＰＯを支援するＮＰＯ（中間支援ＮＰＯ）の支援に努めます。 
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３ 協働に関する研修の充実 

 

（１）協働に関する研修の重要性 

 ＮＰＯ、行政、双方が「協働」の考え方について認識を同じくし、お互

いに誤解のない状況から取り組んでいく必要があります。そのために、ふ

くしま自治研修センター等と連携するなどして研修等の充実を図っていき

ます。 
 
（２）各種研修会の実施 

① 職員向け研修会 

 今まで行ってきた協働に関する研修に加えて、協働の必要性や協働の

手法等の理解を深める研修会について、一般職員向けに開催します。そ

の際は、多くの職員が出席するよう配慮します。 
 また、職層に応じて協働について研修することを検討します。 

② 管理職向け研修会 

 協働については、一般職員だけでなく、管理職員が理解を深めること

が重要です。このため、今まで行ってきた協働に関する研修に加えて、

管理職を対象とした研修会の開催について検討します。 
③ ＮＰＯでの実地研修 

 ＮＰＯとコミュニケーションを図ることで、ＮＰＯと行政の相互理解

を深めることができると考えられるので、実際に行政職員がＮＰＯ活動

に従事しＮＰＯの業務を体験する、ＮＰＯでの実地研修の実施について

検討します。 

④ ＮＰＯとの意見交換会 

 ＮＰＯと行政が同じテーブルに着いて、テーマ設定に基づいて意見交

換を行います。 
⑤ 協働セミナー 

 ＮＰＯと行政が、一緒にＮＰＯ関係の専門家の講義を受けたり、同じ

テーブルでグループワーク等を通じて意見交換したりすることにより、

ＮＰＯと行政がともに学び、ともに協働を理解するセミナーを開催しま

す。 
 
 
行動計画 

 研修の充実等、様々な機会を捉えて職員の協働に関する意識の醸成を

図っていきます。 
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４ 協働事業のレベルアップシステムの構築 

 

（１）レベルアップシステムの確立 

  協働事業を効果的に実施し、よりよい協働を目指すため、今後、協働事

業レベルアップシステムを作っていくことを検討していきます。その際、

評価から改善策を考え、次の計画や事業実施に生かしていく、ＰＤＣＡサ

イクルの確立を目指します。 

  また、評価や成果については広く公開することが、行政の透明化や今後

の協働推進のために有効であると考えられるので、公開について検討して

いきます。 
① 日 程 

 平成１９年度：検討のうえモデル的に実施 
 平成２０年度：協働事業全体で実施 
 平成２１年度：前年度の状況を踏まえながら、その結果の公開及び改

善方策等について検討 
② 検討内容 

 評価の流れや評価項目等について、「誰が」、「何を」、「どのように」評

価するかを検討し、庁内会議等を経たうえで決定する。 
 また、評価の状況を踏まえながら、その結果の公開及び改善方策等に

ついて検討する。 
 

（２）評価と見直し（より良い協働を目指して） 

協働関係のレベルアップのためには、一つひとつの協働事業を評価し、

次の事業へとフィードバックさせていく積み重ねが大切です。 

ＮＰＯとの協働事業の評価の方法や基準も、事業の目的などにより変化

しますが、一般的に次のような観点からの評価を行う必要があります。ま

た、評価結果は、次の事業実施の際にきちんと反映し、協働のレベルアッ

プを図っていくことが重要です。 
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評価１：協働して実践したことの適否 

① 事業を実施する共通の目的が明確にされ、共有されたか。 
② 双方が、主観的にも客観的にも自立し、対等な関係にあったか。 
③ 対話と合意の過程が重視されたか。 
④ 双方の関係や協働の過程が情報公開されたか。 

評価２：協働事業における役割分担の妥当性 

 ① 双方の特性や立場を活かすことができたか。 
     ② 双方の役割分担を明確にしたか。 
     ③ 双方の費用分担を明確にしたか。 
     ④ その費用分担を果たしたか。 
     ⑤ その費用分担は妥当であったか。 
     ⑥ 双方の責任の所在を明らかにしたか。 
     ⑦ その責任を果たしたか。 

評価３：協働形態の妥当性 
① 選択した協働の手法は、事業の目的にふさわしいものであった

か。 
② 他に効率性の高い協働の手法はなかったか。 

評価４：協働相手の選定 

① 選定基準は明確であったか。 
② 選定方法・相手は妥当であったか。 
③ 選定理由は明確であったか。 
④ 選定基準や方法、選定結果について情報公開が行われたか。 
⑤ 協働事業に関して、事前の情報収集に努めたか。 

評価5：協働事業の成果 
① 事業の成果は高かったか。 
② 事業の目標が達成されたか。 
③ 資金は適切に使われたか。 

 
  評価の内容としては、実施状況のチェックで得られた情報をもとに、個

別の協働事業及び全庁的な協働の改善を図る内容とすることが重要です。 
また、行政とＮＰＯでは視点が異なるため、ＮＰＯと行政が双方で意見

交換の機会を持ち、行政とＮＰＯが共通の評価項目について各々自己評価

協働事業の評価項目として考えられる主なもの（例） 
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を行い、その結果を両者が共有することで、それぞれが気付かなかった課

題を発見することが可能となり、事業の成果を深く検証するのに有効です。 
さらに、第三者も交えた協働事業を評価する場があると評価の精度が高

まります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

参考 想定される評価の流れ（例） 

 

 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

県
事
業
担
当

グ
ル
ー
プ 

相互評価 

協働評価シート

の記入 

提 

出 

助 

言 

 
協働推進主任 

部局内等のとりまとめ 

 
ＮＰＯ主務グループ

情報交換等 

○県全体のとりまとめ 

○評価内容の公開につ

いて検討 

○セミナー等への活用

について検討 

※県全体の評価
の場について
検討 
（19 ページ） 

行動計画 

 ○協働事業レベルアップシステムについて検討し、モデル的に実施・

検証したうえでシステムの確立を目指します。 
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第３章 協働のルール 

 

 実際に協働を進めていく際の手順及びルールについて示します。 

 

１ 協働の進め方・手順 

 ＮＰＯとの協働をはじめる前に基本的に理解しておかなければいけないこ

とは相互理解と尊重です。 
 行政とＮＰＯは異なった特性を持ち、組織としての考え方や仕組みも異な

ることから、お互いの違いを理解することが必要です。そのためにも日ごろ

から情報交換や意見交換に努めるようにしなければなりません。また、協働

は対等な関係のもとで実施するものなので、相手の立場を尊重して進めるこ

とが重要です。 
 また、効果的に事業を進めるためには、協働相手となるＮＰＯが、いつど

のようにすれば事業に参加できるのか等準備する時間が必要となりますので、

いち早く様々な情報を公開していきます。さらに、事前にその事業の施策上

の位置付けや課題を理解してもらうことも重要ですので、わかりやすい資料

や言葉を用いて、ＮＰＯに説明します。 
 ＮＰＯとの協働を進める際の一般的な手順を次ページに示します。 
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  ＳＴＡＲＴ 

 
  ＰＬＡＮ（計画） 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

Ｄ Ｏ （実施） 

 

 
 

 

 

 ＣＨＥＣＫ（評価） 
 

 

 

        

        

  ＡＣＴＩＯＮ（行動） 

事業の検討 

○ＮＰＯの提案は妥当か？ 

○そもそも課題は何か？ 

○住民のニーズがある事業か？ 

○ＮＰＯとの懇談などで情報収集等 

○誰が実施すべき事業か？  

○協働することでどのような効果が期待できるか？ 

協働相手の選定

○対象となるＮＰＯがいるか？ 

○どのようなＮＰＯを選定したらよいか？ 

○選定基準・選定方法をどうするか？ 

事業の実施 

事 業実施後の
評価と活用 

○事業の進捗状況は順調か？ 

 （場合によっては計画変更・修正） 

○協働の効果はあったか？ 

○住民へのサービス向上は図れたか？ 

○地域の問題解決のための次の課題は見いだせたか？

協働形態の選定 ○最も有効で適切な協働はどのような形態か？ 

再確認 ○事業内容を協働相手と再確認 

○事業の目的や最終目標は共有できているか？ 

○役割分担や責任の所在は明確か？ 

（協定書、契約書、仕様書内容等の協議・作成と確認）

提案 

フィードバック 

事業の見直し 

提案 

○評価結果を住民と共有することに努めているか？ 

○評価結果に対する住民のニーズや意見を、新たな事業

の企画や既存の事業の見直しに生かすことができた

か。 
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２ 協働１０のルール 

（１）ＮＰＯとの協働の目標を明確にしよう 

協働というのは、組織の目的や特性などの異なる主体が、連携協力

して課題解決に取り組むことです。 

したがって、ＮＰＯとの良好な協働関係を築くためには、まず、共

通の目標を明確に持つことが大切です。この部分をあいまいにすると、

「（行政にとって）安上がりに事業を実施できる」、「（ＮＰＯにとって）

行政から財政的支援が受けられる」といった、両者の利害や思惑に左

右された関係となってしまい、協働の理念から外れた関係になってし

まうおそれがあります。 

 

（２）ＮＰＯの特性を理解しよう 

ＮＰＯと行政との相互理解の不足が、協働事業を進めていくうえで

の障壁になる場合があります。性格の異なるもの同士が、それぞれの

長所を活かして協働するには、相手をよく理解することが大切です。

相互理解を進めるためにも、日ごろから、ＮＰＯとの意見交換や情報

交換などに努めていく必要があります。 

 

 

 

（３）協働にふさわしい事業を見極めよう 

行政の事業の中には、ＮＰＯの特性や能力を活用することにより、

より高い事業効果が期待できるものがあります。反対に、企業に任せ

たり、行政が直接行ったりするほうが効率的なものもあります。 

何が協働にふさわしいのか、協働により、どのような効果が生まれ

るのかといった点について、きちんと検討することが大切です。 
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（４）ＮＰＯへの委託や補助を協働の基本モデルと思わないようにしよう 

行政の実施する事業をＮＰＯに委託するということは、協働の一つ

の形態ではあっても、それが基本形ではありません。また、協働は自

立したもの同士の間にこそ成り立つ関係です。補助金の支出は、長期

的な視点でみると「もたれ合い」の関係を助長してしまうこともある

ので、特に継続的な補助制度については、自立性を損なう危険性があ

るので、十分な検討が必要です。 

 
（５）協働プロセスの共有と事業準備期間の確保に気をつけよう 

協働事業をスムーズに進めるためには、ＮＰＯが、「いつ、どのよう

にすれば事業に参加できるのか」について、事前に知り、準備を行う

時間が必要です。 

このため、協働事業の実施にあたっては、公募期間や協議期間の設

定に配慮する必要があります。また、行政の持つ課題や施策について

十分理解してもらうことも、効果的な協働関係を築くためには不可欠

です。 

 

（６）協働相手の選択にあたっては、公正性・透明性を確保しよう 

協働のパートナーとなるＮＰＯの選択は、事業目的や期待する効果、

協働の形態（補助か委託かなど）によって当然変わってきますが、「誰

が、どのように選ぶのか（選んだのか）」を住民やＮＰＯに十分説明

できるようにすることが大切です。 

 
（７）協働事業の評価にあたっては、住民の評価を重視しよう 

協働は、ＮＰＯと行政の二者だけの関係ではありません。当然、共

通の目的に沿ったサービスの受益者として、住民の存在があります。 

したがって、協働事業の評価にあたっては、住民からどう評価され

るかが重要です。仮に、ＮＰＯと行政がお互いに両者の関係に満足し

ていたとしても、受益者である住民から評価されなければ、それは単

なる協働したという自己満足に過ぎません。 
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（８）「金」を出したら、「口」もだそう 

「金を出しても、口を出さないこと」が、ＮＰＯにとって良い行政

だという考えが一部にあります。市民活動を行政が指導するような扱

いは間違っていますが、税金を支出する以上、行政はそれが適切に使

われるように最善の努力をし、その結果について納税者・主権者であ

る住民全員に説明する責任を持っていることをよく認識しておかな

ければなりません。 

 
（９）職員一人ひとりが自治体の代表であるという自覚を持とう 

ＮＰＯに対しても、行政の「タテ割り」は通用しません。自分の担

当する仕事以外の話になっても、責任を持って対応する必要がありま

す。行政内部の連携は、その担当職員自身の仕事といえます。ＮＰＯ

からの協働事業の提案があった場合などに門前払いはやめましょう。

事業の優先順位について責任を持って説明することも職員の大切な

仕事です。 

 

（10）住民感覚に優れた職員になろう 

住民やＮＰＯから信頼される行政でなければ、より良い協働関係は

構築できません。そのためには、職員一人一人が住民感覚に優れた行

政職員になるよう努力しなければなりません。「県の職員であっても

地域に帰れば“一住民”」という感覚を常に持つことが大切です。例

えば、自分の住む地域の市民活動に参加することも住民感覚を磨く手

助けになることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

『「地方分権・うつくしま、ふくしま。宣言」進化プログラム』に、以

下が記載されています。 

 

○ 職員の地域参加意欲の喚起 

 ＮＰＯやボランティア活動だけでなく、地域のお祭りなどの活動に職

員が自発的に参加できるよう、様々な方策を検討し、「参加しない・参

加できない県職員」から「参加する・参加できる県職員」への転換を図

る。 
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おわりに 協働立県ふくしまを目指して 

 
本県においては、今後、以下の視点から地方分権に基づく住民自治のさら

なる進展を図り、公共サービスを多様な主体が担っていく仕組みを確立し、

協働による地域づくりを進めていきます。 
（１）公共サービスを多様な主体が担っていく仕組みを確立するため、県職

員の意識改革と業務の改善をさらに推進する。 
（２）住民の満足度が高まり、社会情勢に柔軟に対応できるよう、適切な評

価も取り入れた県とＮＰＯの確かな協働の仕組みを構築し、相互信頼に

立った協働を推進する。 
（３）市町村と県の協働推進のためのネットワークを構築し、連携を強化し

ながらそれぞれの地域の特性が活かされる住民本位の地域づくりを目指

す。 
 
 そして、協働の担い手である職員には、次のような姿勢で協働に望むこと

が重要であると考えます。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働なにぬねの（行政の心得） 

 

な げるな（投げるな） 協働の種を放ってはいけません。 

業務の丸投げはいけません。 

 

に げるな（逃げるな） 課題にぶつかっていきましょう。 

 

ぬ けるな（抜けるな） あなたは当事者です。 

 

ね るな（寝るな）   知らんふりはいけません。 

 

の せよ 協働のレールに！  
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参考資料 

 

Ｑ＆Ａ 

 

 ここでは、職員がＮＰＯと協働を進めていこうとする場合、よくある質問に

ついて、分かりやすく解説しました。 

 

（質問１） 

 ＮＰＯへの支援とＮＰＯとの協働の違いは、どこですか？ 

 

協働は、単なる役割分担ではなく、お互いが共通の目的をもち、企画立案か

ら遂行まで協力して、互いの特性を生かしながら新しいサービスをつくりだす

事業としています。事業の形態は委託、補助、共催、実行委員会などさまざま

な形態があります。 

一方、支援は行政がＮＰＯの活動を支援することが目的となります。 

なお、補助事業でも、行政と課題や目的を同じくする場合には協働事業にな

ります。このように事業形態は同じでも事業の内容によって、支援事業か協働

事業に区別されます。 

 

（質問２） 

 協働事業は、行政にとって経費節減になりますか？ 

 

協働事業は経費節減が目的ではありません。ＮＰＯと行政が協働して事業を

進めていくということは、行政単独で事業を実施するよりも、より市民ニーズ

に適切に対応した多元的な社会サービスを提供することができ、その結果とし

て、豊かで活力と個性のある地域を作ることができます。 

協働事業においては、行政単独の事業に比べ、事業の計画・企画段階からＮ

ＰＯと協働していくことになりますので、これまで以上に多くの時間や場合に

よっては費用が必要になります。 

一方で、ＮＰＯはその協力者（ボランティア）や寄附などでコストの一部を

まかなうことができる場合もありますが、これは協働事業を進めた結果として

の二次的効果と考えるべきです。  

ＮＰＯは行政にとっての安価な下請け先と勘違いしてはいけません。 
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（質問３） 

 協働における行政とＮＰＯとの対等な立場とはどういうことですか？ 

 

対等な立場とは、ＮＰＯが行政の監督下にあるような存在ではなく、独立し、

自立していることが前提で、そのうえで、県行政がＮＰＯの持っている行政に

はない先駆性や専門性を認識し、また、お互いが相手の立場を尊重しているこ

とです。 

そこで、協働事業においては、相互の違いや特性を理解し、事業の目的や内

容の設計、実施においても相互の特性が生かされる手法や手続きを採用する必

要があります。 

また、事業の評価や改善に関して、協働する双方から忌憚のない意見の発信

や評価が行われる必要があります。そのために、ＮＰＯが行う自由な意見交換

や提言の機会を保障することが大切です。一方的でない評価があってはじめて、

対等性が確保されます。なお、協働事業以外のＮＰＯの事業には、行政は基本

的に立ち入らないことが原則です。 

 

（質問４） 

 ＮＰＯとの協働を進めていくうえで、具体的な場面に応じて、どのように

ＮＰＯ主務グループの事業や情報を活用していったらよいのでしょうか？ 

 

ＮＰＯと協働を進めていく際には、いくつかの段階があります。 

まず、情報の収集にあたっては、ＮＰＯ主務グループのホームページやＮＰ

Ｏ情報ネットなどに目を通すほか、ＮＰＯ主務グループやＮＰＯが実施する、

研修、セミナーなどに参加し、ＮＰＯの意見や活動に関する情報を得ることが

可能です。  
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（質問５） 

 ＮＰＯから企画提案が持ち込まれた場合、その提案をどのように扱えばよ

いのですか？ 

 

ＮＰＯの企画提案を県行政に取り入れる良い機会と考えましょう。まず、企

画提案の内容が、どの担当分野に対する提案なのか、門前払いすることなく、

ＮＰＯから詳細に意見を聞く必要があります。担当分野の事業目的と整合する

ものである場合、その提案内容に先駆性や専門性などＮＰＯの特性を含んでい

るのか、ＮＰＯと協働することで、これまで行ってきた事業をより充実させる

建設的な提案であるか、あるいは、これまで気づかなかった視点が盛り込まれ

ているかなどについて検討を行います。 

企画提案を取り入れ、具体的に事業を進めていくには、アクションプログラ

ムに記載されたフローに従って、事業を実施していきます。なお、企画提案が

複数の部局にまたがる事業の場合は、ＮＰＯ主務グループに相談し、調整を受

けることが可能です。 

 

（質問６） 

 ＮＰＯ法人に関する情報は入手できますが、法人格のないＮＰＯに関して

の情報は、どのようにして集めればよいのでしょうか？ 

 

県では、県内で活動している方の登録制度を設けており、活動情報をデータ

ベース化しています。その中には、任意団体も多数含まれていますので、県の

ホームページを閲覧したり、電話連絡をとったりすることにより、得ることが

可能です。 

また、市町村の市民活動の担当部局・支援センター・社会福祉協議会などで

は、ボランティア団体を中心に法人格のないＮＰＯの情報を収集・整理してい

る場合がありますので、こちらに問い合わせてみるのもひとつの方法です。 
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（質問７） 

 ＮＰＯから、ＮＰＯ活動の促進を県から市町村へ指導するよう求められま

したが、どうすればよいのでしょうか？ 

 

平成１２年のいわゆる「地方分権一括法」により、機関委任事務が廃止され、

国や自治体間の関与・紛争処理のルールが定められるなど、国、都道府県、市

町村の関係は対等の関係になったと言われています。また、ＮＰＯ活動の推進

については、特に個別法での規定もありません。 

こうしたことから、県がＮＰＯ活動の促進について市町村を指導することは

できません。しかし、県と県内市町村においては、政策実施の対象となる住民

の範囲が同一であり、役割分担を図りつつ一致協力して、住民福祉の向上に努

めていく必要があります。したがって、県は、市町村に対し、互いにパートナ

ーシップの関係に基づいて、市民活動の推進を図っていくよう、協力を求めて

いくことが必要です。 
 
（質問８） 

 ＮＰＯと協働したいのですが、県の施策に批判的なＮＰＯとそうでないＮ

ＰＯがいた場合、どちらを協働の相手方として選んだらよいのですか？ 

 

どちらが良いとは一概には言えませんが、協働するときには相互理解がなけ

れば進まないので、とかく行政の施策に批判的でないＮＰＯを選びがちになり

ます。これは場合によっては特定のＮＰＯだけとの関係が強くなり、第三者か

ら見ると公正性を欠いているとの誤解を招きかねません。 

行政と必ずしも考え方が同じでないＮＰＯとでも、事業内容によっては、協

働することができます。パートナーシップの相手を選定する際には、事業を中

心とした考え方を採用するべきです。 



 36

 
（質問９） 

 ＮＰＯに委託を行う場合で、委託先の選考にあたり、事業実行の信頼性等

を判断するための客観的データとして、ＮＰＯの事業実績等を把握したいの

ですが、どのような方法がありますか。 

 

ＮＰＯは多種多様であり、同様の社会的使命を持ったＮＰＯであっても組織

体制や財政規模、活動地域などにおいて様々な違いがあります。活動内容や実

績、事業の遂行能力、財政力、運営の透明性など総合的に判断し、事業に最も

適した相手を選定することになります。 
ＮＰＯ法人については、ＮＰＯ法により、住民が監督するという趣旨で情報

公開の義務を課しており、住民がＮＰＯ法人の公益性を判断することとなって

います。そのため、インターネット等によるＮＰＯ法人の事業内容等の情報開

示状況により判断する方法があります。 
また、ＮＰＯ主務グループでＮＰＯ法人の書類（事業報告書・財産目録・貸

借対照表・収支計算書・役員名簿等）を閲覧することができます。 

 
（質問 10） 

 分野の特殊性などにより、特定のＮＰＯが協働の相手となって、事業を継

続的に実施する場合、なれ合いの関係が心配されますが、どう対応すればよ

いのですか？ 

 

何よりも行政とＮＰＯの双方がなれ合いの関係にならないような強い心構え

を持ち続けることが最も大切なことですが、そうは言っても、絶対にそうなら

ないという保障はありませんし、何らかの工夫が必要でしょう。 

まずは、現在協働している事業は、果たして本当にそのＮＰＯだけしか実施

することができないのでしょうか、もう一度考え直してみてください。 

例えば「その事業を実施するために特許や特殊な技術が必要で、それを現在

協働しているＮＰＯだけしか持っていない」といった場合を除き、他のＮＰＯ

や民間企業でも事業を実施できる可能性は常にあります。 

したがって、担当者は日頃から、協働の相手先に関する情報収集を行うとと

もに、継続的・自動的に同じ内容で同じ団体と事業を行わないよう、毎年、そ

の事業の受託者を企画提案の方式により公募するなど、参入の機会や競争環境

を確保することが、なれ合いの関係を防ぐ仕組みづくりとして大切なことです。 
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また、そうすることにより現在の協働の相手方にとっても専門性向上の契機

となり、県民サービスの一層の向上につながるとも考えられます。 

 

（質問 11） 

 ＮＰＯとの協働事業で、トラブルが発生した場合の責任について教えてく

ださい。 

 

協働事業を実施中に、トラブルや事故が発生することもあります。協働事業

を開始するときは、事前にＮＰＯとの間で、責任体制について十分話し合い、

責任の所在を明確にし、双方が了解のもとに、文書化しておくことが重要です。 

 
（質問 12） 

 委員会等にＮＰＯからの委員を選ぶ場合、どのように選べばよいのです

か？ 

 

ＮＰＯは、先駆性や専門性を持ち、地域に密着した課題に精通しているなど

の特性を持っていることから、新たな行政課題や行政が見落としがちな課題に

ついての提案が期待できます。 

ＮＰＯからの委員を選ぶ場合、委員を指名で行う場合と公募により委員を選

ぶ場合とがあります。 

委員を指名で行う場合は、ＮＰＯの情報を調査するなど、担当分野における

ＮＰＯの実態や活動状況を十分吟味する必要があります。ＮＰＯのメンバーと

して委員会等に参加してもらうということは、個人としての専門性などに期待

するにとどまらず、住民に対する啓発性などの波及効果も期待することとなり

ます。このことから、何故、そのＮＰＯのメンバーが委員にふさわしいのか、

選考理由を明確にし、対外的に説明できるようにしておきましょう。 

また、委員を公募で選定する場合は、さまざまなＮＰＯに、参加の機会を与

えるために、十分な周知期間をもって、公募を行いましょう。 
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（質問 13） 

 ＮＰＯとの共催事業で、意見がまとまらない場合、どう対応すればよいの

ですか？ 

 

共催は、それぞれが主催者となって協働で一つの事業を行う形態です。県行

政とＮＰＯは、それぞれの立場が異なることから、その考え方も異なり意見が

まとまらない場合も多いかと思われます。しかし、双方の立場や考え方が違っ

ても、お互い歩み寄る姿勢を持ち、譲り合いの精神で取り組むことが必要です。 

共催事業が市民にとって有益なものか、企画の広がりが期待できるか、共催

することで事業の相乗効果が期待できるかなど、お互いの立場を認め合いなが

ら、事業目的を共有することが共催事業を成功させる第一歩です。  

そのような努力をしても、まとまらない場合は、少し冷却期間をおいて考え

ていくことも必要です。それでもうまくいかない場合は、事業を取り止めるこ

とも考えざるを得ないでしょう。 

 
 
（質問 14） 

 事業をＮＰＯに委託する場合、どのような発注方式が適当ですか。またそ

の場合にＮＰＯと企業を区別する理由はありますか？ 

 

ＮＰＯの専門性や先駆性などの特性を生かすことを考慮した場合、競争入札

のような価格だけの競争による発注方式は必ずしも適当とは言えず、その発想

や能力等を企画提案書として募集して、それを審査して最も優れた提案を行っ

た者と契約を結ぶ「企画提案方式」（プロポーザル方式）が適切です。 

その際、ＮＰＯと企業を区別する理由があるかどうかは委託する事業の内容

によりますが、企業などでも実施できる場合は「企画提案方式」で発注する場

合も両者が競争できる環境を確保することは重要です。 

もし対象をＮＰＯだけに絞って募集を行うのであれば、対外的に説明できる

合理的な理由が必要でしょう。 

なお、そのような事業の例としては、地域の住民を巻き込んでその課題解決

力を育むための事業などが考えられます。 
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参考 企画提案方式の手順（一例） 

① 対象事業の決定：ＮＰＯから自由な発想による企画がなされるように、

事業概要はできるだけ骨格的なものにしておきます。 
② 応募資格の決定：必要に応じて応募資格要件を定めておきます。 
③ 審査員の選定：審査の公平性を確保することが必要です。 
④ 募集要項の作成：事業趣旨・委託額・事業の実施期間・審査基準・ス

ケジュール等を定めます。ＮＰＯが事業趣旨や契約

方法をよく理解したうえで参加できるよう、分かり

やすい言葉を使うようにします。 
⑤ 公募方法：インターネット・広報誌の活用や応募説明会の開催により

公募し、多くのＮＰＯに参入機会を確保するよう努めます。 
⑥ 提出書類：提出書類は、事業企画書の他に、団体の定款や名簿、予算・

決算関係資料等の財務資料なども添付してもらい、団体の

事業遂行能力も確認します。 
⑥ 審査：審査には、書面審査や公開審査（プレゼンテーションなど）が

あります。 
 
（質問 15） 

 行政とＮＰＯとが協働して、どういう事業ができますか？ 

 

ＮＰＯは、さまざまな分野で活動を行っています。たとえば、福祉、まちづ

くり、文化振興、子どもの健全育成、環境保全などの分野です。 

こうした分野で活動しているＮＰＯは、その分野での知識や現場での経験を

積み、専門性を持っています。そのＮＰＯの専門性は、社会にとって、とても

有益な資源と言えます。 

そのＮＰＯの専門性に着目して、行政がＮＰＯと協働して実施できる事業は、

いろいろと考えられますが、協働することによって行政が単独で行うより一層

大きな効果が得られるものでなくてはなりません。 

また、どのような分野で、どのようなＮＰＯ法人が活動しているかについて

は、県ホームページの「ボランティア・ＮＰＯのページ」をご覧ください。こ

こでは、ＮＰＯの基礎的な知識や情報が調べられます。 

なお、ＮＰＯとの協働は、目的達成のための手段であってＮＰＯとの協働自

体が目的ではないことに注意しましょう。 
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（質問 16） 

 協働事業を実施していますが、住民にこの事業内容や経過を分かってもら

えるような方法は何かありませんか？ 

 

協働事業を広く住民に知ってもらうことは、県行政への住民参加を促す意味

でも重要です。そのためには、事業の開始段階からできるだけ多くの方に事業

を知ってもらうことが、その後の関心を引きつけるきっかけになります。広報

手段は事業の内容によっても様々かと思いますが、事業開始の時点では広報誌

やホームページ、マスコミを活用した周知、説明会の実施などがあります。 

また、事業開始後は、ホームページやニュースレターの発行などにより経過

を知らせていくとともに、イベント等を実施するのであれば実際に参加しても

らうことも事業の理解につながります。 

さらに、最終的な事業成果についても、成果報告会を開催するなど一連の流

れで住民に報告していくことが必要です。ただし、どの場合においても、住民

の方に関心をもってもらうことが重要ですので、チラシひとつにしても言葉を

わかりやすくするなど、内容に応じた工夫が必要です 
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