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はじめに 

 
この業務「実践型協働コーディネーター育成事業」は、“市民協働を促進するための担い手の育成や

中間支援の強化を図るための人材育成に向けた取り組みについて、市民活動団体と市双方の役割分担を

踏まえ、協働事業として”市から委託を受けたものである。 

プロポーザル企画提案としては、①小中学生を対象とした市民協働の啓発、②協働コーディネーター

の育成・活躍の場の創出、③市民活動団体の中間支援としてのネットワーク形成など 3 つの内容を市か

ら示されたが、この事業は②について企画提案し実施したものである。 

 
（１）業務目的 

「多様な主体と連携し、地域課題の解決に向けた企画や調整、マネジメントの方法などを習得す

る講座を開催するなどして、市民協働をコーディネートできる人材を育成するとともに、コーディネ

ーターの活躍の場を創出する。」 

   

（２）業務の内容 

今回の業務にあたっては “市民協働をコーディネートできる人材”のイメージとして高度なコン

サルタント的な技能の習得を目指すのではなく、地域の中で問題意識や課題を感じ、主体的に動こう

としている方に協働の効果や手法を学んでいただき、最終的な課題解決につなげていただくことを意

図した。 

 
■参考：実践型協働コーディネーター育成事業＜企画提案書＞より 

○協働コーディネーターの 2 つのタイプ 

タイプ１ 提起された課題を受けて、多様な関係者（マルチステークホルダー）を集め、協働形

態を探り、課題解決のための仕組みを提案していく。 

タイプ２ 自らの組織だけでは解決が難しい課題を持ち、その解決のために多様な主体に働きか

け協働の仕組みを作って、課題解決につなげていく。 

 

○今回の事業目的：タイプ２のコーディネーターの発見と育成 

 

 

具体的には次頁のような内容の展開を行った。 

3 回の「協働コーディネーター養成講座」を企画。第 1回は様々な協働プロジェクトをてがけてい

らっしゃる岐阜県関市の北村隆幸さんを講師に「課題から始まる協働の事例」「協働のポイント」を

学ぶ。第 2回は愛知県知多市で福祉分野を中心に活動されている岡本一美さんから協働を作り出す手

法としての「地域円卓会議」を事例も交えて講義していただき、後半は課題を持っている方を中心に

グループで“円卓会議演習”を実施、発表も行う。第 2回終了後、第 3回までに発表候補者と個別に

調整、協働提案を練り上げ、具体化を図る。第 3回は協働提案の発表とグループ討議。関心のあるテ

ーマに集まった方からプロジェクトに対する意見やアドバイスをいただく。 
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■委託内容の展開 

 

 

キャッチフレーズ 

「つなぐのは、面倒だけど 役に立つ」 

 
第 1 回 10 月 17 日(火) 19 時～21 時 

つなげるとどうなる？ 

     協働で生まれた新しい展開を知る。 

 講師：特定非営利活動法人 せき・まちづくり 

NPO ぶうめらん  

代表理事  北村 隆幸さん 

 

 

第 2 回 11 月 14 日(火) 19 時～21 時 

つなげるウラ技 

     協働を作り出すスキルを知る。 

 講師：NPO 法人地域福祉サポートちた 

元代表理事 岡本 一美さん  

    

 

 

 

参加者で希望される方と個別に相談、 

実際に協働を作り出す仕組み（地域円卓会議

設計書）づくりのフォローアップ。 

 
 
 
 
第 3回 ２月６日(火) 19 時～21 時 

協働提案発表・交流会 

実現したい協働プロジェクトの企画発表 

 
 
 
 

  

委託内容 

 

 

①多様な主体で協働を考える研

修会の実施 

協働の必要性や可能性を考える

出会いの場を設け、情報交換と

意欲の喚起を図る。 

 

 

 

②協働のスキルを学ぶ研修会の

実施 

協働づくりの実践経験豊富な講

師を招き、スキルアップの研修

を行う。 

 

 

③協働提案づくりの支援 

自らの課題意識をもとに（１）

（２）を経験して協働のしくみ

を作ってみようとする人材を発

掘し、協働提案づくりに伴走す

る。 

 

 

④協働事業を提案する発表会の

実施      

作り上げた事業提案を発表

し、参加者とともにより具体的

なものにする。 
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１．第１回 開催報告 
 

日時：平成２９年１０月１７日(火)  １９時～２１時 

場所：四日市市なやプラザ、  参加者２３名 

挨拶：森 市民協働安全課長 （講習の意義・目的の説明）、 

寺田当会代表 （養成講座より出会いの場として活用を そこから協働が始まる） 

演題： つなげると どうなる？ 

講師： 北村隆幸氏(３７歳) 「特定非営利活動法人せき・まちづくり NPO ぶうめらん」 代表理事

名古屋大学大学院在学中から各地の NPO 活動に関与し、１０年前地元岐阜県関市に帰り、ま

ちづくり活動を行うため NPO を立ち上げる。 その１０年間の活動を成功例、失敗例を交え

ながらお話頂いた。 

配布物：プログラム、講演要旨、冊子 高校ぶうめらん、講師紹介パンフ、他 

内容： 演者の自己紹介、参加者が本講習への参加の理由／動機、協働という言葉のイメージを紹介す

ることからスタートした。 

 

（１）NPO ぶうめらんのミッション 

関市は合併で大きくなってきたが、高校卒業者の７０％が外に出ていく。それを解決すべく 

“若者が関に戻り、住み続けられるまちへ” をミッションとした。そのために、郷土愛の育 

成 ➡ U ターンする仕組みがある ➡ 企業が元気で地域を支えている ➡ 市民がイキイキと 

暮らす市民社会へ を目的に行動してきた。「皆でつくる（ボランティア４０人）、コミュニ 

ティーの創出、場を作る、次のステップの用意」を目指したフリーマガジン「ぶうめらん」 

を作成、つながりの手段とした。 

 

（２）協働の土台 

① 解決する課題は何か、  

② 誰と連携すると解決につながるか、 

③ 自分たちの強みの認識 

④ 第四の消費社会の到来  

（三浦展 第四の消費社会 つながり 

を生み出す社会 参照） 

(注：第四の消費社会 ＝ シェア志向、 

地方志向、自己充足、物から 

サービスへ) 

 

  講演中の北村さん 
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（３）課題からはじまる協働の事例紹介(抜粋) 

 

① 課題１：子どもを持つ親世代が関市の良さを子どもに伝えられていない 

＊大人のあきらめ感があり、関の良さが子どもに伝えられていない、関市 PTA 連合会としても

情 

報発信に困っていた。 

➡ 関 PTA 連合会と連携、「ぶうめらん」の中に PTA 連合会の広報ページを設け 

小中学校に配布、郷土を知る教育の資料に(13,000 部)。さらに一般配布 7,000 部 

（配布は中日新聞の協力）、また企業の広告掲載で収入が入る。 

 

② 課題２：関の高校生は関の企業のわずか０．２％しか知らない 

＊企業と若者の間に情報のギャップがある。高校生も部活の発表の場が少ない。 

➡ 高校生と協働で、「高校生全員にこだわる」、「高校生が作る」、「発表の場を設ける」にポイン

トを置いて、下図のようなフリーマガジン「高校ぶうめらん」を作成、企業の紹介記事等を載

せ高校に配布（４，０００部）、印刷費は企業の協賛による。 

 
 

関連した課題で、「地元の高校性が採用できない」という問題があるが、これは高校生インター 

ンシップを定期的に実施することになった。 

 

③ 課題３：昔は賑わっていたお寺が閑散としている 

＊お寺は多世代に共感を集めやすい 

➡ 無料の子育て支援の場として、「多世代憩いの広場てらっこ」を開設。おばあさん(無償)、 

ママ(有償)が常時 3 人体制で毎週月、金の１０~15 時まで開設した。 

しかし、この事業は中断している。理由は補助金頼みから脱却できなかったこと及びお寺と 

市民との折り合いが悪くなったことである。 

➡ 他にカフェや土産物店が協力して「ぜんこうじ散歩」とか、お蕎麦屋さんがお寺の境内を 

借りて「関まちなか寄席」を開催しているが、これらは成功している。 

 

④課題４： 地域企業も CSR 活動をしたいがどうすればよいか 

＊地域の中小企業でも社会貢献が出来る、あまりお金をかけないで出来ること、顧客に 

共感してもらえる地域課題、企業のイメージアップだけでなく価値や雇用を生むことを 

目指す（CSV 活動） 
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例１：関市富岡地区は年間犯罪件数が 54 件にも達する。地区の「パトの会」は資金不足で活動が 

停滞気味である。地区の塗装屋さんが協働で「富岡犯罪ゼロプロジェクト」を立ち上げ活動する。 

そのことを企業の営業車に書いてＰＲできるようにした。 

例２：企業はお客との接点を求めていることから、講演や個別相談会などを協働で企画。市との 

協働で講演会と相談会、「地域貢献とビジネスの両立の方法」を開催。 

 

 （４）まとめ 協働のポイント 

 

「課題解決」のために！ ➡ 解決する課題は何かをしっかりつかむ 

自分の押しつけは NG ➡ 相手を主に、相手のメリットは（何かを考える） 

根回しに時間をかける ➡ 途中で齟齬が生じないよう参加者に目的を十分浸透させる。 

 

いろいろの活動例を紹介頂いたのち、ワークショップとして本日の講演に対する感想、質問、提案

について発表があり、講演を修了した。その後参加者による交流会を持った。交流会では、講師の北

村さんも残っていただき、会場各所で熱いやり取りが続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワークショップ 

交 流 会 
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２．第２回 開催報告 
 

日 時：平成２９年 11 月１４日(火)  １９時～２１時 

場 所：四日市市なやプラザ、  参加者２６名 

挨 拶：寺田 前回の振り返り 北村さんに教えていただいた協働の可能性と注意点、皆さんの感想 

   今日は、協働の手法としての円卓会議について教えていただきます。 

演 題：つなげるウラ技 地域円卓会議 

講 師：ＮＰＯ法人地域福祉サポートちた 理事 岡本一美さん 

    岡本さんは、今年まで 7 年間同法人の代表理事として活動された方で、知多地域を中心に多く

の地域課題を協働によって解決されてきた。その過程の中で円卓会議という手法が協働には効

果的であることを実践を通して取得され、各地で公演等もされている。 

配布物：講演パワーポイント資料、冊子「地域が変わる地域円卓会議を開いてみよう！」、円卓会議設

計書 次回 2 月 6 日案内 他 

内 容：  

（１）これまでの協働実践（行政との協働を中心に）と円卓会議 

 2007 年 知多地域成年後見センターの設立（5 市 5 町か

らの委託料で運営） 

 たった一人の母親の相談（課題）から始まった。ガンに

よる死が近づいているが、後見人になってくれる人がいな

い。どうすればいいかという相談を基に話し合い。初めて

法人後見という制度を作ったことがスタートになった。そ

の後も同様の相談が多く寄せられ法人が支えている。一人

の困りごとからスタートしたが、同様の悩みを持つ人は多

かった。 

 それから現在まで多様な協働事業を実施 それらの過程

から得られたこと。 

〇協働の基盤は日常のコミュニケーションがあってこそ 

  知多市の市民活動センターでは、毎日１day シェフの店を開いており、気軽に食べながら雑談

ができる。 

〇協働のツールとして、円卓会議は有効（これは、沖縄から学んだ） 

  円卓会議は、できることを出す場 批判したり、行政に要請を出

したりする場ではない。そのような場になると行政は安心して出

てこられない。 

〇円卓会議には、実践者を呼べ（ここが成功のカギ） 

  実践者が集まって、できることを持ち寄り、おおよその合意がで

きると動きが始まる。 

  円卓会議は、①ネットワークを作る ②学習の機会に使う ③協

働取組を始める などに活用できる。 

  詳しくは、配布資料を参照（この資料は、以下のＨＰからダウンロード可能） 

  http://cfsc.sunnyday.jp/H24newkokyo/H24newkokyo_tool.pdf 

講演中の岡本一美さん 
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（２）南粕谷ハウスの誕生（地域円卓会議実践事例） 

 知多市南粕谷地区（南粕谷小学校区）は高齢化

率市内一（４０％）の地区。元気会やおたすけ会

といった会があり、コミュニケーションは取れて

いた。 

課題：常設の居場所がほしい。子どもが立ち寄れ

る場所がほしい。→ 多世代交流拠点構想に乗せ

る 

具体的に 場所をどうするか、運営をどうするか、 

これらを地域福祉サポートちたの円卓会議に乗

せた。 

円卓メンバー   

コミュニティ、保育園、小学校、中学校、事業者、ＪＡ、行政、 

チェアメンバー ＮＰＯ、住民 

中間支援ＮＰＯ サポートちた 

 経過 場所→ただで借りられる場所もあったが、地区の中心部の旧酒屋さんを借りたい！ 

       家賃は月 10 万円 これをどうするかを話し合い （行政からは出ない） 

    運営をどうするか→食事の提供、会議スペースのレンタルなどで運営資金を生み出す。 

       食事を出すのは、日替わりボランティア主婦 

現在、地域の高齢者だけでなく、多様な世代の人が集う場所として毎日オープンしている。地縁

団体か運営する交流の場として、多数の視察がある。 

 

（３）今後の（国の）動向 

 人口減少、後期高齢者増加、福祉予算頭打ちの中で、地域共生社会「集いの場」づくりが必要に

なる。 

（休憩） 

 

（４）プレ円卓会議を開いてみよう 

 円卓会議設計書を作成してみる（各自が四日市で円卓会議を開くならこの課題と考えたもので、

簡易な設計書を作ってみた） 

 ①課題 ②目標 ③エリア ④メンバーを考えた。 

 その中から、4 つの課題で地域円卓会議づくりをワークショップ形式で考えた。 

 出された課題 

  ①四日市あすなろう鉄道の利用促進  ②空き家問題の状況を知らせたい 

  ③高齢化と少子化の問題を話したい  ④認知症を２０％代に下げるには 

 これらについて話し合ったが、短時間であったこと、課題が明確になっていなかったことなども

あり、今回は入り口までで終わった。 

 しかし、講師からは、円卓会議を開くまでの丁寧な対応こそが大切、最初はこのような話し合い

からスタートするとのコメントがあった。 

明るくて入りやすそうな南粕谷ハウス 
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（５）まとめ 

 円卓会議は、実践者に重きを置くことがポイント 

 市民には、確実な可能性がある 

 緩いつながり（ウィークタイズ）が大切 など 

 

  

話し合った内容を発表 円卓会議設計書を考える参加者 



9 
 

２．第３回 開催報告 
 

日 時：平成 30 年２月６日(火)  １９時～２１時 

場 所：四日市市なやプラザ、  参加者 20 名 

挨 拶：寺田 第 1 回、第 2 回の振り返り（始めの挨拶）と行政への協力お願い（終りの挨拶） 

演 題：市民発！協働提案発表・交流会 

配布物：発表者 4 名の円卓会議設計書（資料編に添付） 

内 容： 

（１）協働提案発表 

4 名の発表者の方に円卓会議説明書及びプロジェクトについて発表いただいた。 

①課題（テーマ） A さんのスポーツ参加支援－道具の面から－ 

発表者：安田美佳さん（四日市市社会福祉協議会 地域福祉

課ボランティアセンター） 

概 要：重度の障害がある方も参加できるスポーツでパラリ

ンピックの正式種目である「ボッチャ」では、重度の

障害がある方が競技に参加する場合、「ランプ」という

勾配具が使われる。 

現在、市内の小中高校で福祉学習の講師を担っていた

だいている A さんは「ボッチャ」のアスリートとして

パラリンピックを目指したいと思っているが、Aさんの障害の状況にフィットした「ランプ」

がなく大きなハードルとなっている。Aさんを道具調達の面から支援したい。 

 

②課題（テーマ） 「空き家課題」不動産資源の活用・次世代負担の軽減のためにも、身のまわりを整

えておくことは重要との啓発 

 発表者：福島典子さん（片付けコーチ） 

 概 要：片付けコーチの現場で「親の片付け」（親の家がモノに

あふれている）、「実家の片付け」（不動産の持て余し）、

「実家の空き家化」（地域への悪影響）について悩みを

もつクライアントが増えている。 

不動産資源はあるが流通しないため町のスポンジ化、人

口減少、治安・防災面の悪化が進行している。 

「空き家課題」不動産資源の活用・次世代負担の軽減のためにも、身のまわりを整えておく

ことは重要との啓発をしたい。 

 

③課題（テーマ） 慢性炎症に伴う認知症・要介護者の削減 

発表者：玉川昌浩さん（たまがわ・カイロプラクティツク・オフ

ィス） 

概 要：運動不足や手入れ不足により身体の不調を招くことが多

い。歯科の予防、有酸素運動、ストレッチなどを日々継

続することにより、要介護状態から遠ざかることが出来
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る。市の行う健康づくり教室の積極的な活用などして、10年以内に認知症・要介護者数の 20％

削減を実現したい。 

 

④課題（テーマ） 四日市あすなろう鉄道を市民鉄道として、高齢者など交通弱者の為の公共交通に

するにはどうすればよいか。 

 発表者：井上誠二さん（大瀬古町子供と地域の環を育む会） 

 概 要：四日市あすなろう鉄道は四日市市が施設・車両を保有し、

同市と近鉄が出資する新会社が運行する公有民営方式

となり、10年間は税金で補てんされることから運行は安

泰かとの感覚があるが、実態は運賃の値上げなどにより、

本来は利用率の高かった高校生や高齢者など交通弱者

の利用低迷につながっている。高校生など四日市あすな

ろう鉄道を本当に必要とする交通弱者のための鉄道としたい。 

 

（２）グループ討議 

後半は関心のあるテーマの“島”ごとに参加者に集まっていただき、自己紹介から始め、プロジ

ェクトに対する意見、アドバイスを述べるなどの討議を行った。最後に発表者がグループ討議の内

容、感想などを述べ、全体でシュアをした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ボッチャ”グループ            “空き家”グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “認知症”グループ              “あすなろう鉄道”グループ 
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おわりに 

 
3 回の協働コーディネーター養成講座を終えて、判明したことはプロジェクトの成否は「課題の明確

さ」にかかってくること。第 1 回の“つなぐ”名人の北村隆幸さんをしても「課題のあいまいなもの」

は取り繕うことはできないと言われた。今回 4名の発表者の方には極めて意欲的に取り組んでいただき、

コーディネーターの発見と育成という今回の事業の目的は半ば達せられたが、課題の絞り込みが不足す

るプロジェクトも見受けられる。しかし、ここで最も重要なことは、たった 3 回の講座の中で、市民発

で具体的な地域課題とその解決に向けたプロセスが提案されたことである。 

本会は来年度以降も中間支援団体として引き続き 4 つのプロジェクトを見守り支援していく所存で

あるが、地域円卓会議の開催から問題解決に至るには行政の協力が不可欠と考える。今年度の事業をこ

のままで終了したのでは、単なる提案演習に終わってしまう。来年度事業では、今年度の提案を何らか

の形で引き継いで、市民との協働事業を展開していただきたい。 

 


