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はじめに ～「協働」が注目される背景～ 

 
○全国で取組まれる「協働」  

 いま多くの自治体の現場で、「協働」を掲げた取組が行われています。「協働推進基本条

例」「協働推進指針」「協働に関する基本方針」「協働ハンドブック」など、協働を正面から

とらえた制度作りが進められています。また、福祉、環境、まちづくり等、行政分野ごと

に見ると、その基本計画には必ず「協働」の２文字を見つけることができ、施策を推進す

る上で「協働」は大切な視点となっています。 

 

○社会経済環境の変化 

 このような状況の背景には、広く社会経済環境の変化が考えられます。少子高齢化、グ

ローバル化、高度情報化の進展は、人々のライフスタイルの変化と合わせて、市民ニーズ

の多様化を促しました。一方で地球温暖化のような広域にわたる問題については、国や自

治体の個別の取組に加えて世界的な連携が叫ばれる一方、市民一人ひとりの取組の重要性

も高まっています。また、体感治安の悪化や、地域コミュニティの変質により、地域にお

ける課題は複雑さを増しています。 

 このように、現在の地域社会が抱える公共的な課題は多岐にわたっており、従来の行政

組織体制だけでは対応が難しい課題も増えています。 

 

○市民活動団体の活躍 

 一方で、1995 年の阪神大震災におけるボランティアの活動は日本社会に強いインパクト

を与え、ＮＰＯ法人をはじめとした市民活動団体の活躍に熱い視線が注がれています。 

 2007 年 3 月末現在、全国のＮＰＯ法人数は 31,162 法人と、3 万を超えましたが、本市内

においても、250 を越えるＮＰＯ法人がさまざまな分野で活動をしています。それぞれの

市民活動団体は独自の活動を展開していますが、行政との協働事例も数多く見られます。

活動団体が最も多い福祉の分野はもちろんのこと、環境保全やごみの削減、子ども・一人

暮らしの高齢者の見守り、災害への対応など、市民活動団体と行政の協働なくしては対応

が難しい課題が増えてきているのです。 

 また、営利企業におけるＣＳＲ（企業の社会的責任）の取組も見逃せない動きです。障

害者雇用の促進やＩＳＯ14000 の取得、グリーン調達の拡大や環境配慮型エコファンドの

創設など、企業活動そのものに深く関わる取組事例が増えており、その中には市民活動団

体と協働するケースも見られるようになってきました。 
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○川崎市の協働の取組の経過 

 以上のような状況のもと、市では平成１７年４月に自治基本条例を策定し、自治運営の

３つの基本原則の１つとして、協働の原則を位置づけています。また、市が進める施策の

方向を示す新総合計画では、まちづくりの基本方向の一つを「協働と協調をもとに、いき

いきとすこやかに暮らせるまちをつくる」とした上で、９つの重点戦略プランの１つに「協

働のまちづくり」を据えてきました。 

 この「川崎市協働型事業のルール」は、上記のような基本的な施策体系における位置付

けをした上で、協働を推進する施策の整備等を規定した川崎市自治基本条例第３２条の具

現化の一つとして検討を進めてきたものです。策定にあたっては平成１９年１月に提出さ

れた、川崎市協働のルール検討委員会の「川崎市協働型事業のルール策定に関する報告書」

を基にしています。 

 既に協働により実施されているさまざまな取組が、このルールにより共通認識のもとに

進められ、市民活動団体と行政の双方がさらに力を発揮することが期待されます。 

 
○なぜ協働を進めるのか 
 全ての事業に協働の手法を取り入れることがふさわしいということはありませんし、協

働で取組むことそれ自体が目的になるということもありません。それぞれの主体が、課題

解決に向け共通の認識を共有できたときに、はじめて協働が始まります。 
 協働を進めることの意味を考える場合、市民にとってより良い公共的サービスの提供と

なるかを特に意識すべきでしょう。協働の取組により、市民ニーズに沿った質の高いサー

ビスを実現すること、そのことこそが協働の目的なのです。 
 いま各区において、参加と協働による地域社会の課題解決を図るべく、区民会議が開催

されています。地域課題に最前線で取組んでいる区においては、既に先行して協働のさま

ざまな取組が進められていると言えます。 
 協働の手法については、必ずしも画一的な正解があるわけではありません。その意味で

はこのルールそれ自体も、今後の状況を勘案しながら見直しを図る必要があると考えられ

ます。協働の取組の推進は、新しい公共の担い手を育んでいく試みでもあります。 
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このルールについて 

 
① 策定目的 

このルールでは、市民活動団体と行政が協働で事業を行うときの基本的な考え方と、

企画、実施していくための標準的な手順を示し、協働の効果を発揮し、より高い事業

成果を得られる協働型事業の推進を目的とするものです。ルールという名称ではあり

ますが、いわゆる規則として当事者それぞれの行動を拘束するものではなく、お互い

が守る内容として尊重するものと考えています。 
 
② 利用者 

 このルールの利用者は、協働型事業の主体となる市民活動団体と行政の両者です。 
 
 
 
 
 
 

＊ 協働には市民活動団体と行政、市民活動団体と企業、企業と行政という組み合わせが

ありますが、このルールでは、近年公共的サービスの担い手として重要性が高まって

いる市民活動団体と行政との組合せとします。 
 

③ 利用の場面 

 このルールは協働型事業実施の検討段階から振り返り（評価・検証）までの全ての段

階において利用します。 
 
段階 利用例 

協働検討 • 協働型事業として相手に持ちかける前に、そもそも協働型事業

にふさわしい事業であるか、それぞれの立場で判断します。 
企画検討 • 市民活動団体と行政が事業企画等を検討する場合に協働型事業

の進め方を確認し合います。 
事業実施 • 協働型事業として適正に進んでいるかを確認し合います。 
振り返り • 振り返り（評価・検証）の実施時に協働型事業等の考え方を確

認し合います。 
 

  

参考「川崎市市民活動支援指針」からの抜粋 
「市民活動」とは、「ボランティア活動をはじめ、市民が自発的、継続的に参加し、

社会サービスの提供など、第三者や社会の課題解決に貢献する、営利を目的としない

活動」（布教を目的とする宗教活動、特定の政党や候補者を支援する活動は除く）と定

義できる。 
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１ 協働とは 
協働とは、市民活動団体、企業、行政といった特性の異なる二者以上の主体同士が、

共通の目標に向かって協力することを指しています。協働の組合せは市民活動団体と行

政、市民活動団体と企業、企業と行政の場合があり、必ずしも１対１の関係とは限りま

せん。 
 
２ 川崎市における協働の概念 

川崎市における自治の基本理念と自治運営について定めた「川崎市自治基本条例」（平

成１７年４月 1 日施行）では、協働を「市民及び市が、共通の目的を実現するために、

それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力すること

をいいます。」と定義し、市民と市が協力し、お互いの特性を発揮しながら課題解決にあ

たった方が、一方のみが課題解決に取組むよりも、より大きな効果を期待できる場合に

協働するという原則に立っています。 
なお、従来から使用されている「パートナーシップ」という言葉も協働とほぼ同じ意

味を持っていますが、どちらかというと協働の方が事業の実施を想定した意味をより多

く含んで使われる場合が多いと言えます。 
以上の概念を踏まえ、このルールにおける協働の原則は次のとおりとします。 
 
協働の原則 
① 目的の共有 
② 対等の関係 
③ 相互理解 
④ 役割分担と責任範囲の確認 
⑤ 公開性・透明性 
⑥ 成果の振り返り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 協働の考え方 

基本理念部分 
(川崎市自治基本条例の定義に位置付け) 

協働は手段 
協働は課題解決の手段の一つであって、目的ではありません。協働の

ために事業を実施するというようにならないよう気をつけましょう。 
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３ すでに行われている市民活動団体と行政との協働 

すでにさまざまな場面で市民活動団体と行政が協力した事業が行われています。こう

した事業において両者の関係の一面を協働として捉え直し、ルールを適用して、より良

い関係性の構築をめざします。次の図は協働による事業実施のイメージとして作成した

ものです。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑地保全市民団体 

緑地の調査や保全の活動を行って
いるが、もっと周辺地域に緑地の管
理について理解してもらえるような
事業を実施し、保全管理活動として
充実させたい。 

しかし、 
事業資金、技術的な知識、広
報手段等が不足している。 

行政 

緑地の良好な管理を図るために
は、日常的な目配りと緑地周辺
の地域情報が必要となるため、
市民主体の緑地保全事業を実施
したい。

しかし、 
人材、地域の情報等が不足
している。 

① それぞれが課題として認識 

・目的の共有が可能 
・単独で行うよりも高い効果が得られる 

② 協働で行う事業とすべきか検討 

協議・調整 

緑地保全市民団体 行政 
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③ 協働で事業を実施 

事業資金の不足の解消 
社会的信用度、認知度の向上、
活動スタッフの増加 

人材、情報の不足の解消、 
緑地に関する地域関心の高ま
りにより緑地保全の充実 

人材、経験、情報 技術、資金、 
広報協力等 

事業の実施
 緑地保全への関心を高めるために、緑地周辺の住
民を対象とした緑地の自然観察会や緑地保全に関す

る講座・ワークショップ等を実施 

緑地保全市民団体 行政 

適正な緑地
の保全 
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１ 協働型事業の定義 

「Ⅰ 協働の考え方」を踏まえ、このルールでは協働型事業を次のとおり定義します。 
 
協働型事業 
市民活動団体と行政が協働で行う公益的な事業のことで、行政のみで実施するより

も市民活動団体が加わることでより一層の価値を生み出す場合、または市民活動団体

が実施する事業に行政が加わり公的資源（場、資金、人材等）を投入することでさら

に価値を生み出す場合に実施します。 
 
 
２ 協働型事業の効果 

協働型事業は市民、市民活動団体、行政それぞれに次のような効果をもたらします。 
 

(1) 市民（公共的サービスの受け手として） 

ア ニーズにマッチしたサービス 

市民活動団体の多様性、柔軟性、先駆性等の特性を事業に活かすことで、より

きめ細かで柔軟な公共的サービスを受けることができるようになります。 

 

イ 市民の自助意識の高揚 

サービスの受け手としてだけでなく、地域の課題をその地域住民で解決すると

いう意識も高まり、地域活力とコミュニティの強化が期待できます。 

 

(2) 市民活動団体（協働型事業の実施者として） 

ア 団体が掲げる活動目的を効果的に実現 
行政の資源を利用することにより、団体が掲げる活動目的を効果的に実現でき

ます。 
 

イ ノウハウの蓄積 
事業を進める中で行政が持つ情報や知識を活用・吸収しさまざまなノウハウの

蓄積が期待できます。 
 

ウ 市民からの信頼性や評価の向上 
行政との協働型事業の実績により、市民からの信頼性や評価が高まります。さ

らに団体の財政基盤の強化や活動の活性化にもつながっていきます。 
 

Ⅱ 協働型事業の考え方 
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(3) 行政 

ア 多様化するニーズへの対応 
市民活動団体の特性を事業に活かすことで、画一的になりがちな公共的サービ

スを、多様化するニーズに柔軟に対応させることができます。 
 

イ 事業への新しい発想の導入 
市民活動団体の提案を実施に向けて協議･調整することで、従来の行政にない

発想による事業展開が期待できます。 
 
ウ 行政体質の改善につながる 

市民活動団体との事業の実施を通じ、その活動方法や考え方を知ることが、

事業手法の見直しや、職員の意識改革の契機となります。 

 

 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 特性の理解 

協働は異なる特性を持つ者同士が協力するところに意義があります。したがって、自

分が持ち得ない相手の特性を理解し効果的に活用することが、協働型事業の成功につな

がります。 
(1) 市民活動団体 

ア 多様性 

同じような活動目的であっても団体によって取組方法はさまざまです。 
 

イ 先駆性 

行政が未着手の新たな地域課題に取組んだり、既存の制度や価値観にとらわれ

ない新しい手法を取り入れたりしている場合があります。 
 

 協働は経費低減の手法？ 
事業によっては、市民活動団体に委託した方が企業に委託した場合よ

り経費がかからない場合があるかもしれません。しかし、これは副次的

効果として現れるもので、本来の協働型事業の効果とは言えません。協

働型事業は、行政のみで実施するよりも、協働の手法を導入した方が、

より効果の高い事業となることが前提となります。 
したがって、行政が当初から経費低減を主な理由として協働型で事業

実施することは避けなくてはなりません。 
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ウ 自立性 

行政の施策や企業の営利活動にとらわれることなく、自らの価値観に基づいて

自発的に活動しています。 
 

エ 専門性 

特定のテーマについて長年にわたり取組んでいる団体では、その分野の実践的

な知識等が蓄積されています。また、専門的な知識や経験のある人材が参加して

いる場合もあります。 
 

オ 地域性 

地域での課題解決のために発足した団体が多いため、一般にその地域特性を熟

知したメンバーで構成され、地域の状況に適した活動を行っています。 
 

(2) 行政 

ア 公平性、平等性 

行政の機構は広く、一律のサービスを提供するようになっているため、市民そ

れぞれのニーズに細かく対応することは苦手ですが、公平性、平等性に基づいて

事業が実施されます。 
 

イ 安定性 

組織としての安定性に加え、法令や事業別マスタープラン等に基づき提供する

公共的サービスについては、一定期間の実施が見込まれます。反面、新たな課題

に機動的に取組むことは苦手です。 
 

ウ 専門性 

各部署における行政手法の蓄積が行われています。 
 

エ 権力性 

法令等に基づく場合、行政の行動は一定の公権力を背景としています。 
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４ 対象とする事業形態 
  協働型事業を実施する時の事業形態としては、主に委託、共催、事業協力、補助・助

成が考えられます。事業の目的や実施方法などによってどの形で協働を行っていくのが

よいか検討してください。 

以下の表は各事業形態の簡単な説明です。左側では一般的にどのような形態なのかを

説明しています。協働型事業として実施する場合は右側の留意点を併せて実施してくだ

さい。 

形 態 一般的な概要 協働型事業とする場合の留意点 
委託 
 
 
 
 
 
 

・ 行政が直接実施するよりも他者

に委ねて実施するほうが、効率的

である場合にとる事業形態です。

・ 通常は、事業内容や計画は行政が

決め、受託者はそれに沿って実施

します。事業経費については委託

者である行政が負担します。 

・ 企画段階から市民活動団体と

行政の間で十分な意見交換の場

を持つことが必要です。 
・ 対等な意見交換を通じ市民活

動団体が単なる下請けにならな

いようにします。 
・ 事業実施中は状況に応じ、両者

で話合い、柔軟に対応できるよ

うにします。 
・ 事業の成果は一般的に委託者

である行政に帰属しますが、協

働型事業の場合は、事前の話し

合いにより成果を共有できるよ

うにします。共有可能な成果と

しては協働で行なった調査結果

等が考えられます。 
共催 ・ イベント等を市民活動団体と行

政がともに実施主体（主催者）と

なり協力して事業を実施します。

・ 事業内容について十分に協議

を行い、主導権が一方に偏らな

いよう留意します。 
事業協力 ・ 市民活動団体と行政との間でそ

れぞれの特性を活かして役割分担

を決め、一定期間継続的な関係の

もとで事業を協力して行う事業形

態です。 

・ 事業目的と共にそれぞれの得

意な分野に基づいての役割分

担、経費負担、事業実施期間等

を文書により明確化します。 

補助・助成 ・ 市民活動団体が独自に行う公益

的な事業に対し、行政の施策上で

必要性を認めた場合に、行政がそ

の経費等の一部を担うものです。

・ 事業責任とともに成果は市民活

動団体に帰属します。 

・ 行政は補助・助成の目的や趣旨

を明確にし、市民活動団体との

間で共有できるようにします。

・ 団体の自立支援というよりは、

共有化した目的の達成を図るも

のとします。 
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   各領域についての一般的な説明は以下のとおりになります。この内、Ｂ、Ｃ、Ｄについ

て、協働で事業を実施することが可能であると考えられます。 
 
 
 
 

参考 市民活動団体と行政の領域のイメージ

A：市民活動団体が主体的に活動を行う領域 
B：市民活動団体が主体的に活動し、行政が資金・場所等を支援する領域（補助・助成） 
C：市民活動団体と行政が同等の役割分担により実施する領域（共催、事業協力） 
D：行政が主導し、市民活動団体が協力する領域（委託） 
E：行政が責任を持って対応すべき領域 

出典：山岡義典「時代が動くとき 社会の変革と NPO の可能性」ぎょうせい 
 の図を一部修正 

A    B     C    D    E 

協働の対象となる範囲 

市民活動団体の領域 行政の領域 

市民活動団体
単独 

行政単独 

補助･助成 共催･事業協力 委 託
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１ 原則の位置づけ 
「Ⅰ 協働の考え方」では６つの協働の原則を位置付けました。 
特に事業としての実施に着目した協働型事業では「公開性・透明性」、「成果の振り

返り」が鍵になります。 
この原則は協働型事業を効果的に行うためのものですが、実際の事業の内容や条件

はさまざまですので、原則を適用するにあたり、その趣旨を踏まえ事業に合った形で

実施することが重要です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 各原則の説明 

(1) 目的の共有 

 市民活動団体もしくは行政が把握している地域が抱える課題を明確化し、課題解

決のためにはどうしていくかを双方で話し合い、協働型事業に対する共通の認識を

持ち、協働型事業の目的を共有します。併せて、協働型事業の実施で達成する目標

（なにを、どのくらい、いつまでに）を明確にします。 
ポイント…単に同じような事業を行うから一緒に実施するというのではなく、目的

が共有されている必要があります。 
具体例 
• 解決しようと考えている課題が共通している。 
• 実施する事業の認識（内容、規模、期間、区域等）がほぼ同じである。 
• 最終目標がある程度一致している。 
 

Ⅲ 協働型事業を進める上での原則 

協働型事業 

(1) 目的の共有 
(2) 対等の関係 
(3) 相互理解 
(4) 役割分担と責任範囲の確認 
(5) 公開性・透明性 
(6) 成果の振り返り 

協働と協働型事業の関係

特に(5),(6)を 
意識して適用 

協 働 

６つの原則を
踏まえて実施 
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(2) 対等の関係 

対等の関係だからといって経費等の資源を同等に出し合うということではあり

ません。お互いに自立した存在であることを前提に、協働型事業の内容を検討し、

共通認識を形成する段階から、対等に意見を交換できることが重要です。双方の間

で契約書や協定書により明文化する場合は、その内容や条件が一方の不利にならな

いように双方が納得いくまで話し合い、事業実施における対等な関係を保障します。 
ポイント…協働は上下の関係では成り立ちません。一方が主導し、他方が従属する

関係にならないように気をつけます。 
 
具体例 
• 協議の主導権が一方に偏っていない。 
• 必要な情報を対等に保持している。 
• 双方に実施メリットがある。 

      

 
(3) 相互理解 

市民活動団体と行政は立場、成り立ち等の違いから、それぞれ異なる特性を持っ

ています。協働型事業は異なった特性を活用し合うことで効果を上げるものですか

ら、双方の特性を理解・尊重し、価値観の押し付け合いとならないよう配慮して事

業を推進できるかが鍵となります。事業実施段階で双方の考えの違い等が生じた場

合にも、その都度十分な協議を行うことで相互理解を深める努力が大切です。特に

行政は市民活動団体の特性の良さを上手く引き出し協働型事業の効果が高まるよ

うに努めなければなりません。 
ポイント…もともと異質の主体同士であるということを理解して、相手の特性を認

め合うことが重要です。 
具体例 
• 行政職員は、自らの行動が公権力に基づいており、市民活動団体に対して影響

を及ぼす場合もあることを自覚している。 
• 市民活動団体は担当課の事業計画を、行政は市民活動団体の活動内容をそれぞ

れ理解している。 
• 企画段階・準備、実施、振り返りそれぞれの段階を通じ、十分な話し合いの機

会を持っている。 

 
(4) 役割分担と責任範囲の確認 

 協働型事業を始めるにあたり、事業内容及び事業プロセスにおいて、市民活動団

体と行政はそれぞれの特性がよく発揮できる形で何を受け持つか、どのように行動

するのか、責任の範囲をどこまで持つのか、資源をどのように出し合うのかを明確

にし、文書化します。また、事業実施の途中に発生した問題については、その都度

＊情報の管理について 
事業実施上で知り得た秘密や個人情報については、適正に管理し漏洩しないようにします。
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調整できるよう予め取り決めをしておきます。 
ポイント…お互い相手への過度な期待や依存による事業運営とならないよう、よく

確認し合うようにします。 
具体例 
• 市民活動団体が実施スタッフを確保し、行政が必要な経費、関係機関との調整、

広報を担う等、それぞれの特性を発揮できる部分を受け持っている。 
• 事業実施上のサービスの受け手や第三者への損害についてお互いの責任範囲

を文書により明確にしている。 
 

(5) 公開性・透明性 

まず、協働型事業は行政の公の資源を使用するということから、市民に対して内

容やプロセスが透明でなければなりません。例えば、相手団体の選考や協働型事業

における両者の関係、資金の流れ、進捗状況などの情報を市民活動団体、行政の双

方で公開します。 
ポイント…事業の性格上一律的な対応が困難な場合もあると思いますが、できると

ころから始めるようにします。 
具体例 
• 協働主体名(市民活動団体名・行政担当部署名)、事業内容、経費等をホームペ

ージ等で公開している。 
• 行政が相手団体を公募している。 
• 市民向けに事業報告会を開催している。 

 
(6) 成果の振り返り（評価・検証） 

事業実施の過程でそれまでに得た途中経過を互いに評価し、計画と実績との乖離

等の情報を共有しながら、実施方法または事業の進行過程を調整します。事業終了

後には、協働型事業の目的及び目標の達成について評価し、どのような成果が得ら

れたのかを双方で検証します。あわせて、協働の進め方について双方で評価し合い、

改善点や課題を整理します。 
ポイント…なるべく客観的な指標で行い、今後の改善につながるような評価・検証

を心がけます。 
具体例 
• 事業終了後に同じ評価項目に基づいて振り返りを行なっている。 
• 振り返り会議を開催し、課題や改善点について話し合う。 

 

＊協定書とは？ 
決まった形はありませんが、このルールで想定しているのは、協働で事業を行うことを双方が共通認

識できるよう明文化したものです。例えば協働型事業の６原則により実施する旨の確認事項、事業目的、
役割分担等が考えられます。委託の場合は契約書に記載された内容を省略できます。 
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１ 協働型事業の開始方法 
(1) 市民活動団体が行政に働きかける場合 

市民活動団体が自ら持つ問題意識などを背景に地域の課題等を見つけ、行政との

協働により課題の解決をすることが望ましいと考えたときに、市民活動団体が行政

に働きかける場合です。それにより行政は既存の事業を協働型に転換したり、新た

な協働型事業として実施します。 
（次の図は市民活動団体の視点での説明となっています） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ 協働型事業の流れ 

 
団体単独で実施するよりも行

政との協働型事業がふさわしい

かどうかを検討し、判断します。

 

 

②自団体の企画提案により行政

に働きかける場合（提案制度を利

用） 
提案募集時に自団体の企画を

提案制度担当課に提出します。 
実現性のある提案を行うには

担当部署または協働推進を担う

全市的窓口を通じた情報交換や

調整が重要です。 
 
 
外部委員を入れたり、公開方式

を取り入れるなど、協働のあり方

にふさわしい選考委員会で選考

されます。 
 
 
選考された団体と担当部署は、

事業化に向けた調整を行います。

 
委託は委託契約書に加え、協働

により実施する旨を協定書等で

明文化することが必要です。共

催、事業協力、補助・助成につい

ても同様の趣旨により協定書等

で明文化します。 

 

 

 

 

 

 

①行政に事業化を働きかけ

る場合 

事業の担当部署または協

働推進を担う全市的窓口に

事業化について相談します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政は公開性、透明性のあ

る選考となるよう努めます。

課題解決の手法として協働型事

業を選択 

行政に企画

を相談 
企画提案 

提案に基づ

く事業化 

企画及び団

体の選考 

団体の選考 

協定・契約の締結 

事業実施 

協働推進を担
う全市的窓口

相談 
調整 

行政 

① ②

既存 
事業の

転換 

新規 
事業 

＊提案制度とは？ 
 地域課題解決のための事業として、市民活動
団体から企画を公募し、選考された企画を市民
活動団体に委託して実施するものです。市民活
動団体のノウハウや発想を活かす協働型事業
に適しています。課題を限定せずに自由な発想
で企画を募る場合と行政が設定した課題に基
づき企画を募る場合とがあります。 
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(2) 行政が市民活動団体に働きかける場合 
行政自らが協働型事業での実施を必要だと判断したときに、新規事業として立ち

上げたり、既存事業を転換したりする場合です。新規事業の場合は事業計画に沿っ

た事業目的、分野の範囲内で市民活動団体から企画提案を受ける方法と事業の相手

団体を募集する方法があります。 
（次の図は行政の視点での説明となっています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存事業の

転換 

団体から企

画提案を受

ける 

提案に基づ

く事業化 

企画及び団

体の選考 
団体の選考 

協定・契約の締結 

事業実施 

協働型事業の手法を検討するにあたり次の点

を確認します。 
・協働によりサービス向上が期待できるか 
・６原則による実施が適当であるか 
・相手と成り得る団体があるか 
 
新規事業として実施する場合の２つの流れ 
① 行政が定めた事業目的、分野の範囲で市民

活動団体から企画提案を受ける場合（提案

制度を利用） 
② 行政が予め決めた事業内容について、市民

活動団体を募集する場合 
 
 
 
 
 
行政は公開性、透明性のある選考となるよ

う努めます。提案を受ける場合は企画と団体

の選考を兼ねます。 
 
 
 
 
 
委託は委託契約書に加え、協働により実施

する旨を協定書等で明文化することが必要で

す。共催、事業協力、補助・助成についても

同様の趣旨により協定書等で明文化します。 
 

協働推進を担
う全市的窓口 

相談 
調整 

行政 

新規事業 

① ② 

課題解決の手法として協働型事

業を選択 



17 

２ 協働相手の選定 
 行政が市民活動団体から企画提案を受ける場合や、新規事業の相手団体を募集する場

合は原則として公募とします。 
 また、行政内で既存事業を協働型事業に転換する場合も、基本的には相手団体は公募

とします。ただし、事業内容によっては、相手となりうる団体が特定されている場合も

考えられますので、その場合はこの限りではありません。 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 区役所における協働型事業の展開 

協働型事業は全庁的に進めるものですが、身近な課題は身近なところで課題解決を図

っていくという点では、区役所の役割が重要となります。 
(1) 「市民協働拠点」としての区役所 

区役所は、自治基本条例第 19 条で「地域の課題を解決するための市民の参加と

協働の拠点」、区行政改革の基本方向においても「地域課題を自ら発見し解決でき

る市民協働拠点」と位置付けられるなど、協働の取組体制の充実をめざしています。 
 

(2) 区役所における取組 
区役所ではこれまでもさまざまな形で協働による事業が進められてきており､経

験の蓄積がなされてきています。それらの中には、既に述べた協働型事業の 6 原則

に沿う形で進められている先進的な事例も見受けられます。例えば市民活動団体か

ら企画提案を受けて事業化する企画提案事業制度も、その事例と考えられ、それら

の取組を充実させながら協働型事業を増やしていくことが求められています。 
 
(3) 区役所における協働型事業の特徴 

区役所における実施は、区の特性に応じた内容とできること、全市的な課題と比

べ迅速な対応が可能であること、区内の市民活動団体とは日常業務の中でさまざま

な接点があることからお互いの理解が進んでいるなどの特徴があります。 
 

 協働相手の見直し 
 

行政が特定の市民活動団体だけを相手とすることは、他の団体の参

入機会やより効果的な事業となる機会を狭めるというデメリットが

あります。その団体しか実施できないと考えているのは、例年の企画

通りの事業を行うことを前提としているからではないでしょうか。課

題解決のための事業として実施方式の変更の余地があるのなら、他の

団体も視野に入れることができるかもしれません。 
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４ 協働の振り返り（評価・検証） 
(1) 振り返りの視点 

協働型事業における振り返りは、事業の成果と協働の手法の二つの視点がありま

す。 
事業の成果の視点での振り返りは、目標としている成果が得られたか、よりよい

公共的サービスが提供できたかなど、主に事業のアウトプットに着目して行います。

一方、協働の手法の視点で振り返る場合は、目的の共有や、相互理解等、市民活動

団体と行政が適切な関係性をもって推進できたかという事業の過程に着目して行い

ます。 
【振り返りの項目例】 

段階 項目 
事業目標は､達成できましたか。 
事業の成果に対する市民の満足度は十分でしたか。 
事業の経費は適正でしたか。 
実施過程で､問題は発生しませんでしたか。 

事業の評価項目 

事業内容に関する今後の課題は何ですか。 
目的の共有化のために十分な協議を行いましたか。 
協定書などの内容が対等の関係となっていましたか。 
双方の特性の理解に努めましたか。 
事業での役割分担は適正でしたか。 

協働の評価項目 

選考過程の透明性が確保されていましたか。 
 

(2) 振り返りの方法 
ア 時期 

通常は事業終了後に行いますが、必要に応じて事業実施中にも行い、事業の

改善に努めます。 
 

イ 実施方法 

相互評価を基本とします。市民活動団体と行政の双方で、協働型事業の全体

を振り返り、評価・検証を行います。この場合、両者が同じ方法をとることで、

それぞれの立場での見方の違いが発見できます。互いの評価を持ち寄って、相

違点などを確認します。評価結果は、公開を想定して、内容の明確化、チェッ

クポイントの数値化など、市民に分かりやすい方法を検討する必要があります。 
行政はこの評価結果と行政自身の評価システムとの整合性も考慮します。 
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(3) 結果の活用 
振り返りは、双方にとって学び合いの場でもあり、より充実した協働型事業の

実施につながります。また、振り返りの結果を公開することで、行政との協働を

考えている市民活動団体及び行政の事業担当部署にとっても貴重な資料となりま

す。 
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１ 協働推進を担う全市的窓口の役割 
 協働型事業の円滑な推進のため、協働推進を担う全市的窓口の役割は次のとおりです。 

・ 市民活動団体及び事業担当部署からの協働型事業に関する相談への対応 
・ 市民活動団体から行政に提案された企画に関する対応・調整 
・ 協働に関する考え方・手法等の市民及び行政職員への啓発・周知 
・ 協働型事業の推進のための行政関係課との調整 

 
２ 協働型事業の推進の検証 

第三者的な委員会により協働型事業の推進施策全般について検証し、効果的な取組に

つなげていきます。 
 
３ ルールの見直し 

協働型事業の浸透状況や社会情勢の変化に対応した実施ができるよう、第三者的な委

員会の検討により適宜ルールの改善を図っていきます。 
 
４ 市民活動の中間支援組織の役割 

市民活動団体との協働型事業を促進するためには、市民活動団体の視点に立った取組

も必要です。そこで、日常的な研修、相談、コーディネート等により市民活動への理解

が深い中間支援組織の役割が重要となります。協働についての研修や、企画相談等協働

型事業実施にあたっての市民活動団体への支援についても期待します。 

Ⅴ 協働型事業を推進するために 

＊中間支援組織とは？ 
 多元的社会における共生と協働という目標に向かって、地域社会と市民活動団体の変化やニーズを
把握し、人材、資金、情報などの資源提供者と市民活動団体の仲立ちをするなど市民活動支援に関す
るさまざまな役割を担っている組織のことです。本市では全市的な展開を行なっている組織として
「(財)かわさき市民活動センター」があります。 
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川 崎 市 協 働 型 事 業 の ル ー ル 

＜基本的な考え方と手順＞ 

～市民活動団体と行政とのより良い関係構築のために～ 

２００８(平成２０)年２月 
 

 川崎市市民局地域生活部地域生活課 
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 
電話 044-200-2296 ファックス 044-200-3912 
メールアドレス 25tiiki@city.kawasaki.jp 

 


