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 ２００９年版の発行にあたって 

 
このガイドラインは、職員一人ひとりが「協働」の意義を理解し、公益的な区民活動組織と

の協働事業にチャレンジして行くためのマニュアルとして作成するものです。 

豊島区は、「自治の推進に関する基本条例」（平成１８年 4 月１日施行、以下「基本条例」）お

よび「基本計画」（平成 18 年 3 月策定）の中で、「参加と協働のまちづくり」をこれからの地

域経営の基本方針に掲げています。また、この基本方針を具体化する仕組みづくりに向け、

本年 2 月、「自治推進委員会」から最終答申が提出されました。 

本年度版では、この最終答申を踏まえて昨年度素案版の改訂を図るとともに、別冊とし

て、若手職員中心のワーキンググループが取材・編集した「協働事例集」を作成しました。ガ

イドライン本編と合わせてご覧いただき、具体の事例を通じて、協働の課題や成功へのヒン

トを考えていただければと思います。 

 

 
◇用語について 

     
○協働 

 協働とは「地域社会にかかわる多様な主体が、それぞれの役割分担及び対等な協

力関係に基づき、共通の目的を実現するために連携し、ともに活動すること」（基

本条例第 4 条第 3号）です。 

区と民間組織との協働だけではなく、民間同士の協働も幅広く含みます。 

また、多様な主体とは、区民・地域活動組織･NPO･大学･企業･行政等の自立的に行

動する主体で個人・団体を問いません。 
 

○区民公益活動組織      

 地域社会の不特定多数の利益のために、区民が主体的に参加し活動する組織を言

います。町会・自治会をはじめとする地縁的な住民組織から、NPOやボランティアグ

ループなどのテーマ型の活動組織まで幅広い組織を含みます。 

また、区民とは、区内に住んでいる人だけではなく、区内で働く人や区内の学校で

学ぶ人も含みます。 
 

○ＮＰＯ 

 Nonprofit Organization（民間非営利組織）の略です。 

法人格の有無、法人の種類（特定非営利活動組織、公益法人、社会福祉法人、協同

組合等）を問わず、営利を目的とせず自主的に社会貢献活動を行う民間組織とし

て幅広く捉えます。このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した

団体については「NPO 法人」として区別して表記します。 

また、非営利とは、収益活動を行わないということではなく、剰余利益を組織の構

成員に分配せず、活動の原資にすることを言います。 
 

 



 
基礎知識編 

１． 協働ってなんだろう？ 

 
近年、「協働」は自治体経営の共通キーワードになっていますが、「協働」とは、これまでの行政主導によ

る公共サービスの提供のあり方を見直し、多様な主体の担い合いによって地域社会のニーズに応えてい

く仕組み（＝新しい公共）を築いていくための手段と言えます。 

こうした考えに基づき、基本計画では、「協働の定義」、「協働の方針」および「協働の原則」を次のよう

に定めています。 
 

（１）協働の定義 

 
区を含む地域の多様な主体間で、それぞれの役割分担と対等な協力関係、そして対等な協議 

に基づく共通の目的を実現するために連携し、ともに活動すること 

 ＊基本計画では「ともに活動すること」を重視し、「協働」を「協動」と表記しています。 

     

（２）協働の方針 
 
 

① 多様な主体の担い合いにより、きめ細かな公共的サービスを実現する「新しい公共」の創造

に向け、「協動」の仕組みづくりを進めます。 

② 地域に愛着を持つ人々に支えられたまちづくりを進めるため、区は地域の主体との「協動」

を進めるとともに、地域の主体相互間での「協動」を促進するコーディネーター役を担ってい

きます。 

③ 地域に根ざした個性ある効果的な政策形成を行うため、区は、「協動」を行政経営の基本に

据えて、施策や事業を展開していきます。 

 

（３）協働の原則 
 

 

上下関係や依存関係ではなく、お互いの特性を尊重し合い、パートナーとして対

等の関係を保ちながら意思決定を行い、行動すること 
 

それぞれがお互いの特性を活かして自主的に行うものであるとともに、協動に

より、双方の活動が自立化する方向で行うこと 
 

その活動の全部又は一部について、お互いが達成すべき共通の目標を有してい

ること 
 

具体的な役割や責任、期間等を明確化にして行うとともに、実施による効果や

協動の形態について、定期的に評価・点検すること 
 

協動の機会の均等性を確保するとともに、協動のプロセス、結果、評価について

情報を公開すること 
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対等性 

自立性 

具体･ 
明確性 

公開･ 
透明性 

目的 
共有性 

現実的には、対等性と言っても行政の方に優位意識があったり、自立性と言っ

ても行政への依存意識が抜けなかったり、協働関係を築くのは言うは易く行

うは難し・・・な面が多々あります。でも、その壁を打ち破らなければ道は開け

ない・・・協働って、すごくチャレンジング！なことです 
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２． なぜ協働が必要なのか？ 

 

 
 
 

（１）行政主導･行政依存の自治体運営から持続可能な地域経営への転換 

少子高齢化や安全安心のまちづくりなど、地域社会のニーズは今後ますます増大していくことが

予想されます。一方、将来的に予算や職員が大幅に増えることは見込めませんから、増大する公共ニ

ーズのすべてを行政だけでカバーしていくことは困難です。 

そのギャップを埋めていくための方法のひとつが、官民の役割分担を見直し、これまで行政が行っ

てきた仕事を民間委託や民営化などにより外部化（アウトソーシング）していく「官民協働」です。そし

て、もうひとつの方法が、地域課題の解決に主体的に取り組む区民公益活動組織との協働であり、「官

民協働」とは区別して「地域協働」と位置づけます。 

豊島区では、行財政改革の枠組みの中で、行政のスリム化・効率化を図っていくことを目的に「官民

協働」を進めてきました。しかし、もう一方の「地域協働」は、単に行政の仕事を切り分けて民間に外部化

していくのとは異なる難しさがあります。 

「地域協働」を進めていくためには、区民・行政（職員）双方に行政主導・行政依存からの意識変革が

求められるとともに、民間企業に対するのとは異なる新たな協働のルールを確立していくことが求め

られます。また、公共の担い手となる区民公益活動組織の裾野を広げていくための育成・支援など、一

定の時間とコストをかけて協働の土壌づくりを行う必要もあります。 

そうした難しさを乗り越え、持続可能な地域経営に向け、限られた行財政資源と民間企業や地域の

活力を適切に組み合わせ、増大するニーズに効果的に応えていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「『コミュニティ行政』に関する調査研究報告書」より 

（上越市創造行政研究所 平成 16 年 3 月） 

 
 
 
 
 

（２）多様化するニーズへのきめ細やかな対応 

前項（１）は、公共サービスの需要と供給の問題と言えます。これに対し必要性の（２）としては、公共

サービスの担い合いの領域の問題があげられます。 

例えば、高齢者が安心して地域の中で暮らしていけるようにするための行政・民間事業者（企業）・区

民公益活動組織それぞれの役割分担を考えてみた場合、行政の役割は、全体としての高齢者施策を

コントロールし、福祉施設等の基盤整備やサービス提供システムを構築し、誰もが公平なサービスを受

けられるようにしていくことです。そして、民間事業者の役割は、専門性を活かした介護サービスの提

供等の実際の事業部分を担うことになるわけですが、市場原理が働く民間の世界では、採算性や効

率性が重視されることになります。ところが、高齢者が置かれている状況はひとりひとり異なり、その

ニーズは多様です。そういう個々のニーズにきめ細かく対応していくことは、公平性や採算性・効率性
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を重視する行政や民間事業者では難しく、そこで地域に密着し、柔軟に活動できる NPO やボランティ

アグループなど、非営利の社会貢献活動組織への期待が高まってきています。 

「新しい公共」とは、行政・民間事業者（企業）・区民公益活動組織の３つのセクターが、それぞれの特

性を活かし、地域が必要とする公共サービスを最適な主体が提供していくことであり、多様なニーズ

に決め細やかに応え、区民満足度を高めていくための仕組みと言えます。 

 

 
 
 

（３）「地域の力」の向上 
 

ひとり暮らし高齢者や障害のある人も含め、誰もが安心して地域の中で暮らしていけるようにする

ためには、行政が提供する公的サービス（公助）だけではなく、地域住民相互の助け合い（共助）によ

る地域セーフティネットの構築が求められます。住みやすい地域社会とは、自助・共助・公助がうまく組

み合わさっている状態と考えられますが、都市社会では住民相互のつながりが希薄になりがちで、共

助＝「地域の力」の部分をどう高めていくかが大きな課題となっています。 

そのためには、地域の中で様々な区民活動が活発に展開されるよう支援し、協働の土壌となる区民

相互のつながり（ソーシャル・キャピタル）を豊かにしていくことが必要です。また、個々の活動がバラ

バラに展開されるのではなく、町会・自治会等の地縁的な活動組織から NPO 等のテーマ型活動組織、

また、地域に関わる企業や大学等も含め、多様な活動間のヨコの連携を図り、総合力としての「地域の

力」を高めていくことが求められています。 

 

豊島区自治推進委員会「中間報告」より 

             （平成２０年４月） 

強みを活かし合い

弱みを補い合う 

地域課題の多様化・複雑化 

町会・自治会
地域活動組織

商店街 

ＮＰＯ

企業 

大学等

行政 

つながり・連携

地域の課題解決力の向上 

新たな情報・アイ

デア・技術・人材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（４）地域の個性を活かしたまちづくりの推進 

地方分権の進展に伴い、それぞれの自治体が全国横並びから、地域特性を活かした独自施策を展

開していく中で、住民が自治体の施策によって住むまちを選ぶ時代になったと言われます。 

そのような都市間競争の時代にあって、「住みたいまち、住み続けたいまち」として選ばれる都市と

なるためには、ハード・ソフトを含めたまちづくり施策の立案から実施の各プロセスで、区民参加を推進

し、区民との協働により魅力ある地域環境を創出していくことが求められます。 
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基礎知識編 
３． 豊島区における協働の現状と課題 

 
豊島区は、平成１５年３月に制定した「基本構想」に基づき、１８年３月に「基本計画」を策定し、「参加と協働

のまちづくり」を地域経営の基本方針に掲げるとともに、「基本計画」の実施プランである「未来戦略推進プ

ラン」において、「参加・協働」を基本政策のひとつに位置づけています。同時に、「自治の推進に関する基本

条例」を１８年４月１日施行し、参加と協働の基本ルールを定めました。 

一方、こうした制度的な枠組みづくりと並行し、個別的な協働推進施策も展開してきました。 

12 年度の補助金制度改革により、翌 13 年度に区民の主体的な活動を支援する公募審査型の「区民活動

支援事業補助金」を創設しました。14 年度には、「区民と行政とのパートナーシップ会議」から 7 つの提言が

出されました。これに基づき、15 年度に「協働事業提案制度」がスタートし、にしすがも創造舎での NPO との

協働による「文化創造支援事業」など、具体的な取組みにつながっています。また、同提言で最重点課題と

された活動拠点の整備については、区民参加の開設準備委員会や庁内 PT での検討を経て、17 年度の「区

民活動センター」の開設にいたっています。また、新たなコミュニティの再構築をめざす「地域区民ひろば」、

区内6大学との包括協定に基づく地域の担い手づくりの場としての「としまコミュニティ大学」など、豊島区

独自の先進的な施策も展開しています。 

しかし、これら施策は所管する課がそれぞれ異なり、施策間の連携が図られていない状況にあります。公

益的な区民活動への支援を効果的に展開していくためには、これら施策の横断化を図るとともに、より総合

的な視点に立った協働推進施策を構築していく必要があります。 

   
年度 制度・計画・提言 施策・事業 

12  補助金検討委員会提言 補助金制度改革 

13 
 

 

  

区民活動支援事業補助金の創設 
 

14 

区民と行政とのパートナーシップ

会議提言 

 

基本構想 

 

 

 

 

      協働事業提案制度 
15 

 
16 

 

 

17 
基本計画答申 

基本計画 

区民活動支援事業補助金（創出支援型） 

       区民活動センター開設（東部区民事務所） 

18 

  自治の推進に関する基本条例    

 

未来戦略推進プラン 

自治推進委員会の設置 

地域区民ひろば本格実施 

    

19 
 区内 6 大学と連携・協働に関する包括協定締結 

としまコミュニティ大学開校 

20 
   としま協働推進ガイドライン策定 

協働推進プロジェクト （21 年度以降モデル事業展開） 自治推進委員会答申 

①パートナーシップセンターの設置

②活動団体交流・ネットワーク 

③人材育成・人材確保 

④活動資金の確保 

⑤団体情報データベース化・ＰＲ 

⑥パートナーシップ条例の制定 

⑦区政運営システムの見直し 
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４． 豊島区が進める協働の基本指針 

 
本年 2 月、自治推進委員会から「参加と協働のまちづくりを推進するための基本施策について」の最終答

申が出されました。 

この答申に基づき、以下の５つの指針を、今後取り組んでいく協働の基本指針として位置づけます。 

 

 指針１ 「地域協働」の土壌を豊かにする支援策の展開 

○ 草の根型の地域活動組織から一定程度の事業能力を有する事業型の活動組織まで、それぞれ

のタイプや支援ニーズの違いに応じた支援メニューを整備し、一体的な活用を図ります。特に、資

金面での支援策として、協働の視点に立った補助金・事業委託の新たな枠組みを整備します。 
 

○ 区民公益活動組織のニーズと支援策をつないでいくため、情報提供・相談・仲介等を行うととも

に、活動ノウハウの提供や組織間のネットワーク化等、活動組織の発展段階に応じて必要な支援

を提供する中間支援機能（区民活動センター）を強化します。 
 

○ 区民公益活動に関する情報を広く発信するとともに、地域活動を担う人材の育成を図る場を整

備し、新たな参加のすそ野を広げます。 
 

 
 
 
指針２ 区民公益活動組織との協働事業の推進 

○ 法人格の有無に関わらず、区民公益活動組織を協働のパートナーとして位置づけ、協働事業を

促進します。協働事業を通じ、区民公益活動組織が地域社会の中で自立的な活動を展開するた

めの基盤強化につなげていきます。 
 

○ 協働事業化にあたっては、事業内容や活動組織の状況に応じ、多様な協働の形態（12 ページ参

照）の中からふさわしい形態を選ぶものとしますが、区民公益活動組織の公共分野への参入を広

げていくために、特に事業委託を推進します。このため、現在区が執行している事業の中で、区民

公益活動組織との協働が期待できる事業を「協働事業の選定基準」（次ページ）に基づき選定し、

積極的な協働事業化を図ります。 
 

 

 指針３ 多様な活動組織間の協働の促進 

○ 区民公益活動組織と行政との協働事業だけではなく、各活動組織の主体性を尊重しつつ、行政

が一定のコーディネーターとしての役割を果たし、活動組織間の連携・協働を促進します。 
 

 

 指針４ 協働による成果・効果の評価 

○ 協働事業の評価にあたっては、区民公益活動組織と行政の双方を評価対象とし、事業目標の達

成度とともに、協働事業を通じ、地域社会にどのような成果や効果が生み出されたかという視点

も含め、適正かつ総合的に評価し、評価結果を公開します。 
 

○ 協働モデル事業を通じ、協働事業の評価基準・ルールを確立するとともに、協働の社会的価値の

評価を適正なコスト・労力の積算に反映させます。 
 

 

 指針５ 職員の意識啓発と全庁的な推進体制の整備 

○ 研修等を通じ、協働に対する職員の意識や理解の向上を図ります。 
 
○ 協働事業の具体化にあたって、部局間の調整を行うとともに、全庁的な視点から協働を推進し

ていくための体制を整備します。 
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１． 協働事業の選定基準 

 

（１）地域協働に適した事業 
  

類型 協働による効果 対象事業例 

きめ細やかな対応

が求められる事業 

区民活動組織の柔軟性や機敏性を活かし、一人ひ

とりの区民の個別的なニーズや地域の実情に即し

た対応が期待できます 

高齢者の見守り、高齢者・

障害者の生活支援 

子育て支援  

災害時の救急活動 

区民活動組織の専

門性が活かせる事

業 

地域に根ざした活動により蓄積された区民活動組

織独自の専門知識やノウハウを活用することで、

より効果的な事業展開が期待できます 

芸術・文化活動 

IT の普及啓発 

区民活動組織間のネット

ワーク支援 

行政が着手してい

ない先駆的な事業 

行政の制度や施策が追いついていない新たな公

共的課題等について、区民活動組織の自由な発想

や迅速性を活かした対応が期待できます 

地域通貨 

コミュニティビジネス 

 

多くの区民参加が

求められる事業 

地域固有の課題を解決するための活動や、地域特

性を踏まえた事業等で、地域の状況を的確に把握

している区民が主体的に参加することで、地域の

課題解決力が高まることが期待できます 

安心安全活動 

公園・コミュイティ施設等

の管理運営 

コミュニティ活性化事業 

当事者性を発揮し

て解決することが

求められる事業 

具体的な地域課題に対応して活動をはじめた組織

が多く、そうした当事者性を活かすことにより現実

的・効果的な解決につながることが期待できます 

街並み・景観保全活動 

リサイクル・環境保全活

動 

 

（２）協働事業選定のチェックポイント 
 

チェック項目 視 点 

地域社会のニーズ ・その事業は地域で必要とされているか、必要とする人がどの程度いるか

＊ただし、単に人数だけではなく必要の度合いも考慮します 

・地域社会の不特定多数の人たちの利益につながるか 

公益性 

区が実施すべき必要性 ・国や都との関係、或いは民間事業者との関係で区が実施すべき事業か 

・区の基本計画や重要政策・重点施策と整合する事業か 

区民サービスの向上 ・区が単独で実施するよりも、効果的・効率的なサービスの提供が可能か 

・きめ細かなニーズへの対応が期待できるか 

事業実施の可能性 ・事業を実施できる活動組織が区内に存在するか 

・事業を実施するための予算・人員・物品等の資源を協力して調達できるか 

地域社会への波及効果 

 

・地域社会の活性化や、地域自治力の向上など、民間事業者に委託するこ

とでは得られない価値が期待できるか 

・新たな参加や雇用創出などの波及効果が期待できるか 

・活動組織間の連携やネットワーク化につながるか 
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２． 協働事業の進め方 

 

（１）区が企画提案する場合 

 
現在各課で実施している事業、あるいは今後取り組んでいくべき事

業の中から、「協働事業の選定基準」（⇒6 ページ参照）により、対象

事業を選定します。 

協働事業の選定 

 

 
事業を最適に実施できる協働相手を以下のいずれかの方法で選定

します。 

 ☆実施できる区民公益活動組織が複数存在する場合 

   ① 公募  

  協働相手の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ◆ 審査基準  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

広報紙や区ホームページ等で事業内容や応募要件を公

開し、協働相手を募集します。応募者に対し、下表の審査

基準に基づき書類審査やプレゼン審査等により選定しま

す。 

   ② コンペ 

 該当する複数の活動組織を指名し、それぞれから事業企

画案の提出を求め、下表の審査基準に基づき選定しま

す。 

 ☆実施できる区民公益活動組織が単一の場合 

   ③ 指名 

該当する活動組織について、下表の審査基準に基づき事

業の遂行能力等を判断した上で、指名します。 

事業の遂行能力 事業に対する専門性・企画力、スタッフ・執行体制、事務

局等の組織体制、事業実施のための財源等の資源確

保力、自立的な財政基盤 等 

活動内容、実績 本来の活動内容と協働事業との目的の一致性、活動実

績（同一・類似事業の実施実績）・継続性 等 

組織の社会性 会員数、区民参加度・ボランティア数、活動に対する支

援の状況（寄附金等）、活用できるネットワーク 等 

運営の透明性 定款や規約に基づく運営、総会や理事会の開催状況、

決算等の公開状況 等 

その他 法令順守・納税状況、宗教・政治活動等との関係 等 

【協働相手の選定にあたっての留意点】 

• 選定にあたっては公平性・公正性を確保し、原則として選定基準や

選定結果を公開します。また、特定の団体に固定化しないよう、でき

るかぎり競争原理を働かせるとともに、同一団体との協働を継続す

る場合は、一定期間ごとに見直しを行います。 

• 公募やコンペで選定する場合は、事業内容を公開しますが、区民公

益活動組織の自由な発想が活かせるよう、この段階では事業内容

をあまり細かく詰めず、概要程度にとどめます。 
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• 事業の遂行能力等を判断する場合に、実際の事業活動等の現場を

視察・見学などすることにより、書類上の審査だけでは分からない

活動の実態を把握することに役立たせます。 

• NPO 法人の場合は事業報告書・収支報告書等を毎年認証登録先（内

閣府または東京都）で公開することが義務づけられています。団体

情報や活動内容をインターネットで参照できます。 

  内閣府 HP：http://www.npo-homepage.go.jp/index.html 

  東京都 HP：http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4.htm 

 
選定した協働相手と事業化に向け、次の各項目について協議し、事

前の合意形成を図ります。 
協働相手との協議 

 
① 事業目的の共有 

 
   事業の目的を共有し、「いつまでに、何を、どうする」かに

ついて協議し、事業期間・事業内容・事業目標（＝事業実

施後の評価項目）を設定します。 

② 協働の形態の選択 

 

 

 

 
     ①の事業目標を達成するために、効果的な協働の形態を

選択します。 ＊「様々な協働の形態」（⇒12 ページ参照）
 

 
③ 役割分担の明確化 

 
     ①の事業内容を遂行する際の相互の役割分担や費用負

担、さらに実施に伴う責任分担を決めます。 
 
 
 

【協働相手と協議する上での留意点】 

• 区民公益活動組織に事業を任せることは、単なる業務委託とは異

なります。協働事業を成功させるためには、対等な立場で同じテー

ブルにつき、話し合いを通じて相互理解を図ることが大切です。 

• 行政の仕事のやり方を一方的に押し付けるのではなく、区民公益活

動組織それぞれの立場や特性を尊重しながら、協議を進めていく

必要があります。 

• 協働の形態の選択については、事業の内容等により予め設定して

おいた方が、協働相手を選定しやすい場合もあります。 

 
協働相手と合意した協働事業の内容等について、協定書や契約書等

により、明文化を図ります。 
協定・契約等の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

① 協定書  

協定書については特に決まった書式はありませんが、お

およそ、ⅰ）協定の目的 ⅱ）協働内容・役割分担・費用負担

（経費が係る場合） ⅲ）責任の所在、事故が起きた場合の対

処方法等 ⅵ）成果の帰属 ⅴ）協定の有効期間と解除条件 

等を共通項目として盛り込みます。 

② 契約書 

区の契約事務規則に則り、契約の目的、契約金額、履行期

限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、事業の内容

に応じ必要な事項を記載します。また、契約の履行が困難に

なった場合の対応や第三者に損害を与えた場合の責任の

所在についてもあらかじめ協議の上、決定しておきます。 
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【協定・契約等の手続きにおける留意点】 

• 協定書や契約書を作成する際には、お互いに疑問が残らないよう、

協働相手と十分に話し合いを重ね作成します。 

• 契約書・協定書はそうした協議の成果としての合意文書といえます。

行政側のひな型を押し付けたりせず、分かりやすい表現で必要な

ことを明確に記載するよう心がけます。 

• 契約書を作成する場合は、個人情報の保護等の履行義務や、完了

後の検査など、事前に区のルールを十分説明する必要があります。 

 
協定書や契約書の内容に沿って、協働事業を実施します。 

協働事業の実施 

【協働事業の実施における留意点】 

• 事業の実施段階においても、できるかぎり相互にコミュニケーショ

ンを図り、問題が生じた場合には、連携して取り組んでいくことが必

要です。ただし、協働相手の自主性を損なうことのないよう、事業

の実施方法等を過度にチェックしたり、干渉しないよう留意します。 

• 事業実施に伴う事故等のトラブルに対応するため、協働相手に保険

（傷害保険、ボランティア保険、市民活動総合保険等）をかけておく

必要がある場合もあります。 

 
事業実施後は、「協働事業の評価方法」（13 ページ参照）に基づき、事

業の成果を評価します。 
事業実施後の評価 

 
【協働事業の評価における留意点】 

• 評価にあっては、共通の基準で相互評価し、評価結果を共有します。 

• 評価結果に基づいて、事業の見直し・改善点を検討し、次の事業展

開にフィードバックします。 

 

（２）区民公益活動組織からの企画提案の場合（協働事業提案制度） 
 
 

 提案の受付 ① 募集する提案事業 

 ・ これまで区（行政）が行ってきた事業で、協働することでより

効果的な事業展開が図れると考える事業  

・ 地域課題を解決するために新たに区と協働できると考える事

業 

 

 

 

 ② 受付窓口 自治・協働推進担当課 

③ 提出書類 

・ 協働事業提案受付書 

 

 

 ・ これまでの活動を示す書類・資料等  

・ 定款、会則、規約など   

 ・ 団体構成員名簿  

 ・ 認証決定通知書（写） （※NPO 法人の場合）  

・ 収支決算書など財務状況を示す書類  

 ④ 担当課との調整 

 提案事業に関連する部署の担当者に提案内容を通知します。

複数の部署にまたがる横断的な提案事業については、総合的な

調整を行います。 
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提案者・関係部署の担当職員・自治協働推進担当係長が同席し、提

案事業の内容や趣旨、提案者の活動状況や実績、既存事業との関係

や協働事業として実施する意義・必要性等について、意見交換(マッ

チング）します。 

意見交換会 

 

 

 

 
意見交換会での話し合いを踏まえて事業化の可能性等について

検討し、その結果を取りまとめます。 
検討の取りまとめ 

 
 
 
 

提案者に結果を通知します。事業化の可能性があると判断された

事業については、引き続き関係部署が所管窓口となり、事業の実施

または実施に向けた協議を行っていきます。 

検討結果の通知 

 

 

＊以下、事業化に向けた協議から、協定・契約等の手続き、協働事業の実施、事業実施後の評価につい

ては、（１） 区が企画提案する場合と同じです。 

 

（３） 協働事業委託の発注方法 
 

事業委託契約を結ぶ場合は、競争入札で受託者の選定を行うことが原則となります。しかし、現行の

入札制度では、公益的な活動組織が事業を受託することは非常に難しいのが現状です。 

そこで、ここでは、地域協働を推進する視点から、受託者を区民公益活動組織に限定した随意契約に

よる事業委託を行なうための発注方法を説明します。ただし、随意契約はあくまでも例外的な取り扱い

であり、受託者の選定にあたっては、公平性・公正性の確保に努めることが必要です。 

発注方法の選択 活動組織間での 

価格競争が可能な場合 
見積り合わせ 

 
 

見積り合わせを行う場合は、事業を実施可能なできるだけ幅広い区民公益活動組織から、事業の執

行方法や執行体制等についての計画書と見積書との提出を求め、履行能力を判断したうえで、価格競

争により決定します。 

企画提案方式では、区民公益活動組織の発想力や専門性を引き出すために、事業の大まかな概要を

公表し、それに対する企画提案を公募します。応募のあった企画提案について、書類審査のほか、プレ

ゼンテーション等により審査を実施し受託者を決定するとともに、審査結果を公開します。 
特命随意契約とする場合は、事業の執行方法や執行体制等についての計画書と見積書との提出を

求め、履行能力を確認した上で契約を締結します。また、特命随意契約とする合理的な理由を明確にし

ます。 

いずれの場合も、非営利組織であることを理由に特に人件費などを安価に設定しないよう、委託金

額の見積りにあたっては適正なコストを積算します。また、区民公益活動の資金状況等に配慮し、契約金

額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない場合（契約事務規

則第 46 条第 2 項第 5 号）には契約保証金の免除や、一定の経費を支払わなければ事業を遂行できな

いと判断される場合には、前金払いや概算払いを活用します。 

受託可能な組織が

複数の場合 
事業の企画内容により 

特定 1 者を選定する場合 

受託可能な組織が

単一の場合 

企画提案方式 

特命随意契約 
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３． 協働の様々な形態 

 
協働には、下表のような様々な形態があり、形態によって事業の主体や責任の所在が異なります。 

協働事業を具体化するにあたっては、事業の趣旨や内容、協働相手の特性等を考慮し、最も適切で効

果的な協働の形態を選択します。 
 

事
業
委
託 

区が実施すべき事業について、区民公益活動組織の特性や専門性を活かすことにより、区が

実施するよりも効果的・効率的な実施が期待できる場合に、事業を委託する形態です。 

【実施主体】 

実施主体はあくまでも区であり、事業の責任及び成果も区に帰属します。 

【留意点】 

・ 区民活動組織への事業委託が単なる行政の下請にならないよう、協働の視点に立ち、事

前及び実施過程で十分な協議と調整を行い、事業の仕様等に関し、活動組織の主体性を

尊重した事業展開ができるよう図ります。 

・ 事業委託については、できかぎり多くの活動組織に公平・公正な受託機会を保障するた

め、原則として競争原理に基づいて受託者を選定します。 

補
助
・
助
成 

区民公益活動組織が主体的に行う事業に対して、その公益性を評価し、区が資金面での助成

を行う形態です。 

【実施主体】 

実施主体は区民活動組織であり、事業の責任及び成果も区民活動組織に帰属します。 

【留意点】 

・ 補助金の交付にあたっては、その原資が公金であることを十分に踏まえ、事業の公益性、

補助金交付の妥当性について適正に評価します。また、交付によってどのような効果があ

ったかを事後に検証することが必要です。 

・ 補助金の交付が既得権化しないよう、特定団体への継続的な補助金の交付については、

社会経済状況や区民ニーズの変化に照らして、その公益性の見直しを図っていく必要が

あります。 

共
催 

区と区民公益活動組織等の関係団体それぞれが主催者となり、共同で一つの事業を行う形

態です。 

【実施主体】 

実施主体は主催する関係団体すべてであり、事業の責任を共同で負い、その成果も応分に分

かち合います。 

【留意点】 

・ 主にイベントや講座等の開催が対象になります。事業の企画段階から十分に協議を行い、

事業の目的を共有するとともに、事業実施に伴う役割分担や責任分担を明確にします。 

・ 事業の実施にあたっては、双方の特性を活かし合い、負担が一方に偏ったり、依存しあった

りすることのないよう、相互に対等な立場で取り組みます。 

実
行
委
員
会 

区を含む複数の団体・機関が新たに実行委員会（協議会等）を組織し、その実行委員会（協議

会等）が主催者として事業を行う形態です。 

【実施主体】 

実施主体は実行委員会（協議会等）になりますが、実際の事業実施に関する責任や成果は、

参加する各組織が応分に負うことになります。 
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【留意点】 

・ 区の発意により実行委員会を組織化する場合は、参加するメンバーを過不足のないよう

選出するとともに、事業の目的を各参加メンバーに十分説明し、共通の理解のもとで協力

が得られるよう努めます。 

・ 区民公益活動組織の発意のもとに区が実行委員会のメンバーとして参加する場合は、事

業の公益性の観点から、区が参加する合理的な理由を明確にする必要があります。 

・ いずれの場合においても、実行委員会を構成する各組織が相互に対等な立場で協議に参

加し、十分なコミュニケーションを図る中で、それぞれの役割分担や責任の所在を明確に

する必要があります。 

事
業
協
力 

共催や実行委員会等以外の手法により、区民公益活動組織と区とが、協定書などに基づき役

割分担を決め、一定期間、継続的な関係のもとで協力して事業を行う形態です。   

【実施主体】 

実施主体は区民活動組織または区のいずれか事業を主導する側となりますが、事業の責任

及び成果は、協定書等による取り決めに基づき、双方が案分します。 

【留意点】 

・ 区民公益活動組織の先駆性や機動性や活かし、実験的に新たに取り組む事業等を行う手

法として活用できます。実施にあたっては、それぞれの役割分担や費用負担など、協力の

内容を十分に協議し、具体的に協定書や覚書等により、明文化しておくことが必要です。 

政
策
提
案 

区民公益活動組織に審議会等への参加や政策形成過程で意見を求めたり、区民活動組織か

らの提言を受けたりして、区の政策に反映する形態です。 

【実施主体】 

実施主体として、政策を最終的に決定するのは区であり、その責任や効果も区が負います。 

【留意点】 

・ 政策に関する情報を共有し、相互理解のもとに、要望や批判だけでなく、建設的な意見交

換を行うことが必要です。 

・ 提言の内容によっては施策に反映できない場合もあります。その場合には、反映できない

理由を明確にし、区民公益活動組織にその旨を説明することが必要です。 

そ
の
他 

① 後援 

区民公益活動組織が主催する事業に対し、外部的に支援、協力するものとして、「後援」とい

う形で名を連ねることです。また、区が主催する事業に、区民公益活動組織が「後援」という形

で名を連ねることも考えられます。金銭的な支出を伴わず、事業のＰＲ等で支援する協働の形

態です。区が後援をするにあたっては、「豊島区後援名義等使用承認事務取扱要綱」に基づき、

申請手続きを行い、決裁を経た上で使用を承認します。また、事業実施後は、事業報告書の提出

を求めます。 

② アドプトプログラム 

 アダプトとは「養子縁組をする」という意味で、住民や事業者が「里親」のようになって公共

施設等の管理を行なう制度です。豊島区では、灰皿ボランティア制度やみどりの協定に基づく

公園等の花壇管理などが行われています。 

③ 公有財産の提供 

 区民公益活動組織の活動が、区の政策目的等に合致する場合に、区が所有する公有財産で

ある施設や物品等を貸与することです。「豊島区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」

第4条の規定に基づき、公共的団体が公共的・公益的な事業の用に供すると認められるときは、

無償または使用料を減免して貸し付けることができます。豊島区では、にしすがも創造舎（旧朝

日中学校）、みらい館大明（旧大明小学校）をＮＰＯ団体に無償貸与しています。 
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マニュアル編 

４． 協働事業の評価 

 

（１）評価の基本原則 
 

 

 
基本原則１ 区民公益活動組織と行政（所管課）の双方を評価対象とします 

○ 協働事業は、区民公益活動組織と行政が共通の目的を実現するために連携し、ともに活動す

ることですので、評価も双方が対象になります。 

○ 相互に評価し合うことにより、協働事業の実施に伴う課題を共有し、次の事業展開に活かして

いくとともに、協働に対する相互の意識変革につなげます。 
 

 

 
基本原則２ 「事業成果」と「協働」の二つの側面から評価します 

○ 「協働」と「事業成果」の二つの評価軸を設定し、業務委託に近いサービス提供事業か、協働のプ

ロセスを重視すべき事業か、事業内容に応じていずれかの評価軸に重点を置きます。 

○ 「事業成果」として、数量的な達成度とともに、サービスの質的な向上、活動の地域での広がりな

ど、民間企業や行政が実施した場合では得られない付帯的な効果を評価し、「協働」に対する意識

改革のつなげていくとともに、コスト労力の適正な評価に反映させていきます。 
 

「協働」の評価軸 
協働のプロセス（相互理解・配慮） 

協働事業を通じた意識改革 

「事業成果」の評価軸 
事業目標の達成度（数量的評価） 

民間企業・行政では得られない効果（質的評価）

つなげる 

コスト・労力の適正な評価に反映 

 
 
 
 
 
 

 

 
基本原則３ 原則として評価結果を公開します 

○ 評価結果を公開し、協働事業の透明性を確保するとともに、協働事業に対する区民の理解を

広げることにつなげていきます。 

 

（２）評価の流れ 

① 事前の目標設定 

事業の成果や協働することで得られる効果など、基本原則２の二つの評価軸のどちらに重点を

置くかについて事前に協議し、相互の共通認識のもとに目標を設定します。 

② 事業の中間段階での評価 

   事業の進捗状況を確認するとともに、事業を実施していく中での改善点について協議し、さらな

る事業展開につながるような助言を行います。 

③ 事後評価 

 事前に設定した目標の達成度について、活動組織と行政の双方が相互に自己評価し、未達成原

因や課題を検証し、次の協働事業にフィードバックします。さらに、区民参加による審査会やサービ

スの利用者等、事業当事者以外の第三者の視点から、事業の継続の可否や協働プロセスにおける

改善点等について総合評価を行います。 

 

 

 
事前協議 

目標設定 

中間評価 

助言・改善 

事後評価 

相互評価 

第三者評価 

総合評価 

評価結果の 

フィードバック
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