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Ⅰ この手引のねらい 

おたがいさまコミュニティをつくる：地域コーディネーターになる人のために 

CAPACITY BUILDING FOR LOCAL COLLABORATION: COMMUNITY WORK 

これから 2025年代には団塊の世代といわれる大量の人々が後期高齢者となり、老夫婦の

み世帯や一人暮らしとなり、社会保障や税負担の増加や近隣生活環境の劣悪化などが懸念

されています。さらに 2030年代には団塊ジュニアの世代も向老期にさしかかり、その後の

世代は人口を急激に減らしていきます。そこで、働ける人は老若男女を問わず働き続ける

ことが期待されますが、それにはこれまでの家族だけ、雇用だけ、制度だけを頼りにする

生き方を見直さなければならなくなります。そんな中、あらためて近隣コミュニティのあ

り方が脚光を浴びています。 

しかし、現在の地域コミュニティをめぐっては、行政、地域団体・組織、民間事業者な

どがさまざまな事業、活動を展開していますが、過度の分業体制と相互連携の難しさのた

めに、次々と発生してくる新しい課題に臨機応変な解決を図る機動力が失われています。

住民の中でも、地域課題を「他人（よそ）事」として関心を持たず関与しない傾向が強ま

っています。 

そこで、住民や事業者が、たとえば少子高齢化や人口減少による社会変化を「他人（よ

そ）事」としてではなく、「わが事」として認識できるように導く人が求められています。

さらに制度や誰かにすがるのでもなく、「おひとりさま」で頑張るのでもなく、それぞれ

の持っている知恵、技術、時間、多少のお金を、「おたがいさま」という気持ちで出し合

ってそれぞれの抱える課題解決の道筋を開くように導く人が求められています。このよう

な「おたがいさまコミュニティ」づくりを支援する地域コーディネーターのために、この

手引きは作成されています。

 

【おたがいさまコミュニティとは】 

「おたがいさまコミュニティ」とは、住民、行政、事業者がそれぞれの行動原理の違いを乗り越えて、地

域課題を協働して解決する関係性を備えた地域のことです。そこでは、事業者、住民、行政らステーク

ホルダーが、それぞれの機能を統合して課題に取り組んでいく体制づくりが求められます。 

「おひとりさま」から「おたがいさま」へ 

「一人で頑張る」から「みんなで持ち寄る」へ 

「高齢者対策」から「全世代参加策」へ 

「ないものねだり」から「あるもの活かし」へ 

「できないこと批判」から「できること試し」へ 

「金のために時間を売る働き方」から「時間を寄付したり交換したりする働き方」へ 

「自分たちだけで」から「まわりの力を借りて」へ 

「地域住民だけで」から「法人市民も含めて」 
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Ⅱ 近隣コミュニティでコーディネートに携わる人とは 

地域コーディネーターとは 

地域コーディネーターは、「近隣コミュニティ」の住民にとっては外部の人間ですが、

地域課題の解決に向けて自分たちを力づけてくれる人であり、また専門処理を担うさまざ

まな社会資源を紹介し調整してくれる人であることが求められます。そこでこの手引きで

は、地域コーディネーターが近隣コミュニティを支援するために必要な心構えや、地域課

題解決に対して適切に住民を支援し、近隣コミュニティの内外に存在する社会資源とのマ

ッチングを図る上での指針を、支援業務としてまとめています。 

地域コーディネーターの行動原則 

地域コーディネーターは、以下のような行動原則に則り、住民と事業者と行政の協働的

な関係性の構築を支援する役割を担います。 

  

項目 行動原則 

コミュニティ

課題の捉え方 

・あくまでも住民自身が自分たちの課題であると認識している事実を

捉えることから始める 

・住民の意向に沿った発想を持ち、事業者が持つ事業の多目的利用を

いかに行うかを志向する 

コミュニティ

診断 

・住民への聞き取りなどを通じ、事業者、行政、研究者と住民がとも

に地域の状況を理解しあって、取り組むべきことの共通認識を構築

する 

コミュニティ

計画 

・ひとつひとつの場面で住民の取り組みの達成感と次のステップに向

けての動機づけの情勢に着目し、取組みの波及効果やひろがりをみ

ながら調整を図るというプロセスのデザインに注目する 

・排除されがちなユーザーとともに開発を進めるインクルーシブ・デ

ザインや、特定の極端な特性を持った人たち（エクストリーム・ユ

ーザー）の感性をサービスや商品開発に活かすといったデザインな

どの手法はきわめて親和的であり、参考にする 

コミュニティ

活動および 

実践 

・住民自身が課題解決に向けて活動の担い手になっていくのをエンパ

ワーメントすることに徹する 

・地域において、できないことをあげつらうのではなく、あったらい

いなと皆が思うことを、できることから少しだけやってみようと試

行する動きになるように弾みをつけることに専念する 

・事業者に対しても、エンパワーメント手法を取り入れる 
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地域コーディネーターの候補 

すでに近隣コミュニティには、住民からの相談を受け、援助活動に携わっているさまざ

まな人々がいます。行政職員、公民館長、公民館主事、自治会長、民生委員・児童委員、

居宅介護支援員、生活支援コーディネーター、集落支援員、コミュニティ・ソーシャルワ

ーカー、タウン・マネージャー、後見人などは、それぞれの所属団体や専門職等の職位に

基づいて、住民の抱えている課題についての相談援助活動（コーディネート業務）を担っ

ています。 

また、住民活動、ボランティア活動、地域貢献活動、特定非営利活動法人（NPO）活動、

あるいは商店主や事業所の窓口担当などに従事しながら、地域住民の相談援助活動に従事

することになった人もいます。 

 こうした方々が、地域コーディネーターの候補として期待されます。 

中間支援機能の形成と後方支援 

地域コーディネーターは様々な支援を行いますが、一方で支援に必要なリソースを得る

ためには、１人のコーディネーターだけでは十分でない場合があります。そこで、先進事

例や支援方法の助言、新たな事業者などの紹介、事業者や行政との協議、先進事例の調査

等を実施するなど、地域コーディネーターに対して後方支援を行う中間支援機能が重要と

なります。この中間支援機能を担うのは、地域コーディネーターをはじめ行政や専門機関

などの関係者を交えて定期的に協議するフォーラム（協議体）です。こうしたフォーラム

を、様々なネットワークを活かしながら定期的に実施することで、自らを後方支援する中

間支援機能を形成していきます。 

 

研 究 プ ロ ジ ェ ク ト

「2030年代をみすえた機

能統合型コミュニティ形

成技術」では、地域コー

ディネーターをはじめ、

研究者、行政担当者、実

務家などによるフォーラ

ムをつくり、それが中間

支援機能を担いました。

このフォーラムでは、ほ

ぼ週 1 回、関係者を集め

た協議と支援方針の確認

を行いながら、地域コーディネーターに対して、各地域や事業者、行政が持つ情報を集約

し情報共有を行うといった後方支援を行いました。  

例）多元的無知の段階／気づきの段階 例）住民参加の段階／参加拡大の段階 例）おたがいさまコミュニティの段階

ボランティア
センター

NPO
センター

企業関連
団体

連携支援

■中間支援機能

■企業

コーディネーターの後方支援

地域との
マッチング

■行政

専門家

情報共有、
協力

情報共有、
協力

■関係機関・専門家とのネットワーク

■地域コーディネーター
交流

交流
交流

NPO 企業

連携

地域のみえる化
事業の立案



 

 5  

Ⅲ 本マニュアルの構成 

「おたがいさまコミュニティ」を目指す上で大事なのは、自分たちから課題解決に取り

組んでいく意識を、地域の人々の内に培うことです。まちの魅力やまちにいる面白い人と

一緒に「この人たちと一緒に何かできそう！」という感覚を人々の内に培う。人々が自分

たちで課題を捉え、それに対する対応を自発的に生み出していく。更に、地域内外の事業

者とも協働しながら事業を進めていく。このように地域の人々を「当事者」へと誘い、さ

まざまな活動が生まれるよう支援することこそ、地域コーディネーターが果たすべき役割

です。その支援実務は、下記 Step１～６となります。 

 

【参考】地域コーディネーターの支援実務：STEP１～６  

 

この手引き「その２ 協働による事業立案手法」は、上記支援業務の内 Step４～６を扱い

ます。この手引きで地域コーディネーターが目指す状況は、次の２点です。 

①地域の活動と事業者の希望（事業や社会貢献等の取組）をすりあわせ、協働事業を実

施する一つの主体を育てること。 

※地域だけでは困難な事業を事業者などの力を借りて実施していくことが重要。 

②地域に関係する住民、事業者、機関・団体などと協働で取り組める事業を立案し、ト

ライアルを行い、継続的な協働事業を育てること。 

この目的に向けた具体的な支援実務を、次のページの Step４～６にまとめています。 

  

協働事業

の開始

①コミュニティのみえる化手法 ②協働による事業立案手法

A：データを伝える

B：人と会う

C：まちを歩く

Step 1 Step２ Step 3 Step 4 Step 5 Step 6
地域での

活動の開始
D：活動の

方向性を

考える

Ｅ：地域での

活動を

動機づける

F：活動を

ふりかえる H：地域と

事業者の

ビジョンを

共有する

I：地域と

事業者の

協働事業を

計画する

●地域や事業者等が地域課題を「他人（よそ）事」ではなく
「わが事」として捉え、解決に向けた活動を開始できるようにする。

●地域コーディネーターが中心となって支援を行う

●事業者と地域の対話を促し、協働事業を開始できるようにする
●中間支援機能が中心となり、地域コーディネーターが補佐して支援する

地
域
向
け

事
業
者
向
け

地域へ関わることに関心をもつ事業者に対して、中間支援機能
が適宜機会を提供し、地域課題への理解や意識の変容を促す

・地域・社会課題に関する情報提供
（フォーラム・サロンの実施）

・地域視察プログラムの実施

G：地域課題に

あった

事業者をつなぐ

地
域
・
事
業
者
双
方
に
実
施

手引き（その１）はコミュニティのみえる化手法を扱います。 

手引き（その１）では、上記「地域コーディネーターの支援業務」の Step１～３「コミュニティのみえる化手法」

を扱います。地域の現状把握から人材を含めた地域資源の発掘・取りまとめを行い、活動の方向性を考え、

地域での活動の動機づけからトライアルを行います。 
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地域コーディネーターの支援実務フロー 

Step4 
Ｆ 活動をふりかえる 

Step1～3 を経て開始された地域での活動をふりかえります。活動を通じてキーパーソン

の考えが変化したり、新たな参加者が増えたりします。また活動が進むことで見えてくる

新しい課題があります。ここでは、キーパーソンの情報整理やキーパーソン会議を開催し

て地域が望む「おたがいさまコミュニティ」の方向性を確認し、事業者との協働の必要性

につながる具体的な情報を抽出・整理します。 

 

Ｇ 地域課題にあった事業者をつなぐ 

活動に関わった事業者や「おたがいさまコミュニティ」に賛同する事業者をリストアップ

し、地域課題の解決に協力できそうな事業者を探し、地域のキーパーソンとのつながりを

つくっていきます。事業者の中核事業や地域で展開したい事業、事業者の姿勢などをうか

がい、地域の課題、要望とすり合わせます。事業者にとってビジネス上のメリットがある

事業なのか、ＣＳＲなど地域貢献活動として実施できるものなのかを区別します。 

 

Step5 
Ｈ 地域と事業者のビジョンを共有する 

Step5では、Step4までの段階で把握することのできた「地域」と「事業者」それぞれの

考え、希望、課題を共有し、協働事業を考えるスタートラインにたてるようにコーディネ

ートします。 

「地域」と「事業者」は、価値観や仕事の進め方などが大きく異なりますので、まずは

顔合わせから始め、相互理解を深めます。そして、お互いの理想や目標、活動に取組むこ

との利点を感じながら協働できる活動を築いていくための場（会議やワークショップなど）

を設計します。 

 

Step6 
Ｉ 地域と事業者の協働事業を計画する 

Step6では、Step5で設計したワークショップなどを実施して、地域と事業者による協働

事業の立案を支援し、実際に事業のトライアルを開始できるようにします。「おたがいさ

まコミュニティ」事業立案ワークショップを実施し、事業アイデアを練り上げ、トライア

ルを実施できるよう現場レベルでの調整なども図ります。 
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各項目の構成 

各項目では、以下の３つの観点から支援業務を説明しています。 

Ｓｔｅｐ４、５では 

Ⅰ．実施内容（ここですること）では、支援実務の内容を端的に解説しています。 

Ⅱ．目的（なぜするのか）では、支援の理由を説明しています。こうした作業はとかく

ルーチンワークになりがちです。そこでこの手引きでは、なぜその作業をする必要

があるのか、その都度確認するようにしています。作業の必然性が見えてくると、

作業自体の質も大きく変わってくるからです。 

Ⅲ．アウトプット（この作業で作成する資料）では、作業の結果何を作成するのかを解

説しています。多くの場合、作業の際に用いるツールの解説になっています。 

Ｓｔｅｐ６では、Ⅲ.アウトプットに変え、心得やケースの紹介を行っています。 

 

F：活動をふりかえる

G：地域課題にあった事業者をつなぐ

協働事業

の開始

Step ４ Step５ Step６
H：地域と事業者の

ビジョンを共有する

I：地域と事業者の

協働事業を計画する

②協働による事業立案手法

□F-1 地域をアセスメントする
・活動に参画した地域や事業者等の
情報を「地域関係者分析リスト」に整理する

□F-2 キーパーソンの情報を追加する
・追加でヒアリングが必要な場合に実施し、
「地域関係者分析リスト」の内容を改訂する

□F-3 地域の要望を再度検討する
・地域が望む「おたがいさまコミュニティ」の
実現に向けて、必要となる具体的な要素を
抽出するキーパーソン会議を開催する

□G-1 協力事業者を探す
・活動に積極的に関わった事業者や
地域が考えた「おたがいさまコミュニティ」
に賛同する事業者を探す

□G-2 事業者の考えや要望を確認する
・事業者の中核事業と地域で展開したいと考え
ている事業や新規開拓を狙う分野、事業者自
身が認識する自社課題についてヒアリングを
行う

□G-3 地域の要望と中核事業を
すりあわせる

・F-3で抽出した要素に関して、事業者が関わ
ることで解決できる内容を検討する

□H-1 「おたがいさま
コミュニティ」の
ビジョンを共有する

・地域と事業者の顔合わせの
ための会議を開催する

・F・Gで得たそれぞれの情
報を提示し、地域・事業者
双方の言葉で「おたがいさ
まコミュニティ」に対する
考え方を述べる機会をつく
り、ビジョンを共有する

□H-2 ワークショップ
を設計する

・H-1の会議内容をもとに、
「おたがいさまコミュニ
ティ」の実現に向けた取組
の方向性を検討する

・取組の方向性を地域と事業
者が導きだせるようなワー
クショップの設計を行う

□I-1  地域・事業者が一緒に
はじめる「おたがいさま
コミュニティ」事業立案
ワークショップを実施する

・F～Hで地域コーディネーターと中
間支援機能が把握してきた地域課
題と事業者の中核事業を共有する

・協力してこそ実現する具体的な
「おたがいさまコミュニティ」の
事業アイデアを生み出すワーク
ショップを実施する

□I-2 取組アイデアを

トライアルする
・ワークショップの結果をもとに、
具体的な事業を立案するための会
議を開催する

・段階的な目標を設定し、すぐに取
り組める事業を現場レベルで協議
する

地
域

事
業
者

支援実務の進み方：うまく進まない場合は前のステップに戻る！  

支援実務は、地域コーディネーターの想定する予定通りや手引きの順番通りに必ずしも進むとは限りませ

ん。支援実務がうまく進まなかった場合には、情報が不足していたり、接触するキーパーソンとの関係づくりが

不十分だったりするなど、様々な原因が考えられます。その場合には、支援実務を見直し、不十分と思われ

るステップに戻って再度、取組みます。 
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F 活動をふりかえる 
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F-1 地域をアセスメントする 

I：実施内容：ここですること 

手引きその１「コミュニティのみえる化手法」では、地域住民での活動を開始すること

をゴールとして設定していました。地域での活動を開始することができたら、次はその活

動を地域コーディネーターの観察記録や会議の結果などによって振り返り、活動に参画し

た地域の人や事業者等の意識変化や参加者の変化を記録します。 

II：目的：なぜ地域をアセスメントするのか 

STEP4からは地域と事業者との「協働」のステージとなります。地域と事業者は、活動の

目的や価値観、財源やスケジュールなど活動への取り組み方が大きく異なるので、協働を

開始する前段階として、お互いの目的をすり合わせるための下準備が必要となるからです。 

活動に取り組むことによって、地域のキーパーソンらの「当事者性」や「専門性」が変

化したことを的確に把握しておくことで、事業者との連携をスムーズに進めることが目的

です。 

また、活動はボランティアだけでは息切れしてしまうことが考えられます。継続性を担

保し、安定して実施するためには、活動を実施した際に地域の方々がどういった利点や不

便な点があったのか、その改善のためには何が必要になるのかを共有しておく必要があり

ます。 

課題の解決には、多様な事業者の協力があった方がよい場合や必要な場合もあるでしょ

う。その際に、協力事業者を探すことが出来るように、活動に参加された方の目線で情報

を得る必要があります。さらには地域の方々が、活動の主旨に賛同しているかどうかも確

認する必要があります。 

III：アウトプット： 

①ふりかえり会や関係者向けアンケートを実施する 

活動を実施した関係者にアンケートに協力していただき、それらをもとに、ふりかえり

会を実施します。そこでは、活動に関しての具体的な課題や問題点の改善、よかった点な

どについて、発言者とその内容を丁寧に記録しておきます。後でも聞き返せるよう音声を

録音するなど、記録をとっておくことも必要です。 

１）ふりかえり会の目的  

活動を実施した主要な関係者の間で、活動の状況や関係者の考え方などを共有するとと

もに、そこから主要関係者の意識や行動の変化、運営組織などの変化、共有されるビジョ

ンの変化などを把握することが目的です。 
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２）ふりかえり会の流れ 

ふりかえり会で使う関係者向けアンケート票は、事前に渡しておき、ふりかえり会に参

加できない人にも、アンケートを提出してもらいます。 

ふりかえり会では、書いてもらったアンケートをもとに質問していきます。この時、進

行役は、白板に記録をとりながら進行し、音声も録音しておきます。 

 

■主な質問の項目 

①活動に関わった関係者の感想 

 ・やってみた感想や運営の改善点 

②来場者などの把握（属性） 

 ・毎回来ている人や新しい参加者（何を求めてきているか） 

③今後、できそうなこと、必要なこと 

・どんな人に来て欲しいか／呼びかけるべきか 

・そのためにどんな取組・事業（ブース・イベント）があったらいいか 

・いま来ている人をつないで取組・事業ができないか 

・どんな住民／事業者に協力して欲しいか 
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■関係者向けアンケート（金山校区「カフェ・たまり場」の例） 
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②活動のまとめを作成する 

活動の内容を関係者だけでなく、今後関わる可能性のある方などにも伝わるように、開

催日時等の概要に加え、タイムスケジュールなどの実施内容の詳細、当日の状況や写真、

来場者向けアンケートなどの結果とふりかえり会の結果を整理しておきます。 

活動を繰り返し行う場合は、まとめの様式を統一しておきます。 

 

■活動まとめシートの作成項目とポイント 

 

項目 内容のポイント 

日時、場所  

参加者 
人数、属性、参加者の増減（新たな参加者や不参加になった

方など） 

実施内容 活動の内容を項目ごとに整理する 

タイムスケジュール 開始時刻から終了時刻までの時間に沿った内容を記述する 

当日の状況、参加者

の声など 

実際に現場を見た感想や参加者と交わした会話などから記

述する 

当日の写真 活動の内容ごとに、時間帯をまんべんなく撮影する 

その他 アンケート結果などがあれば、一緒にまとめておく 

 

■来場者向けアンケート（金山校区「カフェ・たまり場」の例） 
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【参考イメージ】金山校区「カフェ・たまり場」の活動まとめシート 
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③アセスメントする 

ふりかえり会を実施し、活動のまとめを作成したら、その内容から関係者の意識がどの

ように変化したかを把握しておきます。よりポジティブな方向への変化や、逆に活動への

参加意欲の低下などを確認しておきます。 

そのとりまとめの方法については F－2で、行います。 

主な分析の観点 

・運営上の改善すべき課題を発見できたか 

・住民ニーズの実現に向けて、取組は実施・改善されているか 

・ニーズが把握され、事業のアイデアやイメージを具体化することができたか 

・副次的な効果が発見され、目的を具体化することができるか 

・関係者から協働に対するポジティブな反応が得られたか など 
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F-2 キーパーソンの情報を追加する 

I：実施内容：ここですること 

F－1 のアセスメントを受けて、これまでのキーパーソンや、新たに加わった関係者の情

報を「地域関係者分析リスト」に追加・修正して内容を改訂します。また、追加でヒアリ

ングが必要な場合は実施します。 

II：目的：なぜ追加するのか 

活動に取り組むことで、新たな関係者やキーパーソンが見えてくることがあります。そ

のような場合、必要に応じて追加のヒアリングを行い、次の活動につなげます。新たなキ

ーパーソンが加わることで、活動が改善されたり、新たな活動の展開が促されたりする効

果が表れます。 

III：アウトプット： 

①追加ヒアリングの実施 

新たなキーパーソンが出てきた場合、追加のヒアリングを行います。手引きその１「コ

ミュニティのみえる化手法」の B-2で、キーパーソンへのヒアリング方法を示しています

が、以下に再掲します。 

まず、ヒアリングのまとめ方として、内容をヒアリング用シートにまとめます。実際に

ヒアリングをしながらシートの項目を埋めていくのは難しいので、ヒアリング時にはメモ

をとり、ふりかえりの際に、メモの内容をこのシートの項目に応じて整理します。 

【基本情報】 

キーパーソンの基本的な情報をまとめます。生年月日や出身地、経歴や地域での活動内

容など、主に事実に関する事柄を、この欄にまとめます。 

【課題・ニーズ】  

ヒアリングの中で、キーパーソンが取組んでいる課題やニーズへの話題も出てくるかと

思います。この欄には、そうした課題やニーズをまとめます。 

【当事者性／専門性】  

これらの項目は、ヒアリングを通じて、地域コーディネーターがキーパーソンから受け

た印象や評価に関わるものです。ヒアリングをふりかえりながら、キーパーソンの発言な

ども参照しつつ、これらの項目にコメントしていきます。 

当事者性／専門性といった評価軸や各項目については、B-3「キーパーソンについてまと

める」の欄で説明しておりますので、ご参照ください。  
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■ツール B-2：キーパーソン・ヒアリング用シート サイズ：A4 縦向き   データ：エクセル 

  

基
本
情
報

主体性や活動への
積極性

変化することへの
反応

役所や権威への
反応

コネクション
（人とのつながり）

これからのビジョン・
将来設計の有無

理解する力・聞く力

実行力・アイデアを具
体化する力

名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　　年代：　　　　活動内容や肩書き、役割など：

ヒアリング項目とメモ

ふ
り

か
え
り

用

メ
モ

抱えている課題・
問題意識・ニーズ

課
題

・
ニ
ー

ズ

発想する力・企画力

当
事
者
性

専
門
性

ヒアリング実施日・場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒアリング担当：

【B-2】キーパーソン・ヒアリング用シート ツール

B-2 



Ｆ 活動をふりかえる 

F-2 キーパーソンの情報を追加する 

 22  

場所：どこで話を聞くか  

ヒアリングは、可能な限りキーパーソンの活動の拠点に出向き、実施することを心がけ

ましょう。約束の時間よりも早めに現地に伺い、様子を見学することも忘れずに。キーパ

ーソンは、普段どういう場所や環境で活動しているのか。その雰囲気を捉えることは、今

後キーパーソンとの関係をつくっていく上で、重要な情報となります。 

 

時間：どれくらい話を聞くか  

ヒアリングの時間は、１時間以内が目安です。30分では、ヒアリングするのには短すぎ

ます。また１時間を過ぎるのは、（個人差はもちろんありますが）とくに初対面では避け

たほうがよいでしょう。相手が気持ちよく話せる時間内で切り上げるのが鉄則です。 

 

聞き方：「事実」から聞き、「考えないといけない質問」は後ほど  

ヒアリングをする際には、「事実」に関することから質問していきます。これは相手に

とって、別段考えなくとも簡単に答えることができる事柄だからです。ある程度話しやす

い雰囲気が出来上がってから、活動で「気をつけていること」「自慢できること」「苦労

していること」といった質問につなげていくのが、スムーズに話を進めるコツです。 

 

話の終わらせ方：「宿題」を必ずつくる！  

 話題の中で相手が知りたがっている情報やわからない点を次回までに調べてくる等、相

手と次に会う理由（宿題）を、積極的に自分からつくることを心がけてください。 
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ヒアリング項目と質問例  

ヒアリング項目とそれに対応した質問例を紹介します。もっとも相手によっては、話題

が多岐にわたったり、話が逸れたりすることもあるかと思いますが、それは悪いことでは

ありません。「事実からはじめて、より深い質問へ」という方向性を保ちつつ、話を聞い

ていきましょう。 

 

１）キーパーソン個人に関する事実 

   ・氏名(フルネーム) 

   ・生年月日（年齢ではなく） 

   ・出身地（詳細な地名は不要。現在と同じなら長く住んでいることを、 

        違うなら「いつごろ」「どんな理由」で移ってきたのかを話題に。） 

   ・経歴や職歴 

   ・地域での肩書き（具体的に全ての肩書き） 

 

  ２）キーパーソンの活動に関すること 

   ・具体的に「どんな活動をされているのか」教えてください。 

   ・活動の中でどんな役割をしていますか？ 

   ・さまざまな地域活動のなかで、気をつけていることは何ですか？ 

   ・地域活動のなかで大切にしていることは何ですか？ 

   ・地域活動のなかで苦労したことは何ですか？ 

   ・地域活動のなかでやりがいを感じるときはどんなときですか？ 

 

  ３）地域（校区）と住民の特性・課題について 

   ・どんな住人が多い地域（校区）ですか？ 

   ・どんな相談を受けたことがありますか？ 

   ・地域や活動のことで、あなたが誰かにお願いすることはありますか？ 

 ・地域の課題は、どんなところにあると思われますか？ 

 

  ４）地域外との関係について 

   ・地域外の人々や組織（事業者）と一緒に取り組んだ活動はありますか？ 

    その内容、きっかけやおおまかな経緯を教えてください。 

    一緒に活動した地域外の人々は、どんなふうに関わってくれましたか？ 

    関わりのある方（団体の担当者）の連絡先を、教えていただけますでしょうか？ 

   ・今後関わりたい団体や組織（事業者）はありますか？ 

    それはなぜ必要なのでしょうか？具体的に教えてください。  
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【使用例】ツール B-2 キーパーソン・ヒアリング用シート 

 

 

 

基
本
情
報

主体性や活動への
積極性

「主事就任までは、ボランティアで地域活動していたが、主事になるとこれまで以上に、
地域のため、みんなのために動かないと！と思った。」との発言から主体的な地域へ
の関わりが伺える。

変化することへの反
応

「何かしないと変わらない」という問題意識はありながら、変化をしていく上では、地域
への丁寧な説明が必要と考えている。

役所や権威への反
応

●●（団体名）と一緒にやるということにどう思うか？とたずねたら、●●のイメージは
地域の立場ではなく、役所よりも役所的、超役所的なイメージと語る。

コネクション（人との
つながり）

「スタンスとしては、一人で頑張るのではなく、一緒にやっていこう、みんなに手伝って
もらおうと思った」との発言から、相談相手がたくさんいて、恵まれた環境を作っている
と思われる。

これからのビジョン・
将来設計の有無

「公民館はどうしたら若い人が来てくれるのか、新しい住民に認知されるのかに心を砕
いているので、カフェがそのきっかけになると期待。カフェはどこの公民館もやりやすい
ので、他の公民館にも広がる可能性を持っている」と話す。

理解する力・聞く力

丁寧に相手の話を聞くことができ、あいづちを打つ等コミュニケーション能力に長けて
いる。

実行力・アイデアを具
体化する力

有言実行を自分で進んで行うタイプの方。

専
門
性

発想する力・企画力

カフェでの様々なアイデアを思いつき、周囲に提案している。

ヒアリング実施日・場所：　　●●公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒアリング担当：●●

ふ
り

か
え
り

用

メ
モ

「地域活動でリーダーシップをとれるようになる人は、誰とでも話ができる、雑談ができる人。相談相手が
たくさんいる人」との発言が印象的だった

当
事
者

性

・公民館主事就任。現在７年目。
・元々はPTAの役員。そこから環境推進委員に誘われた。環境推進委員は主に清掃活動、ごみ問題、
美化活動、リサイクルなど）。団地町内会の婦人部長に就任。専業主婦だし、地域のことはいずれしな
ければならないと思っていたので引き受けた。
・その後、自治連合会・自治協議会の常任委員就任。校区の常任委員は現在も継続中。団地町内会

婦人会副会長も兼任。活動としては「ふれあいサロン」をやっていた。

名前：●●●●　●●●●　　　　　　女　　年代：６０代　　　　活動内容や肩書き、役割など：●●●公民館主事

ヒアリング項目とメモ

課
題

・
ニ
ー

ズ

抱えている課題・問
題意識・ニーズ

・公民館主事という立場になって分かったのは、「公民館は役所の立場ではなく、地域
の立場に立って活動することが大切」ということ。
・地域活動は楽しくやることが大事。楽しくないと続かない。集まっておしゃべりをする、
雑談をする会議でも良い。楽しいおしゃべりの中からアイデアも出る。
・地域活動は女性の参加抜きでは考えられない。
・地域活動組織というのは、ピラミッド組織のようでそうではなく、縦割りのようでそうでは
ない。肩書きや立場がある人でも、地域のことや組織のことが分かっているわけではな
い。

【B-2】キーパーソン・ヒアリング用シート
ツール

B-2 
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②「地域関係者分析リスト」のキーパーソンの再評価 

手引きその１「コミュニティのみえる化手法」の B－3を参考にしながら、改めて、キー

パーソンの方を再評価します。 

評価軸について  

キーパーソンへの評価では、以下の２つの評価軸があります。 

【A】当事者性：地域の状況に対する問題意識や課題把握、危機意識や主体性の程度 

→問題・課題を自ら明確化できる／自らに関係のあることとして理解を示す 

【B】専門性：課題に対する活動の担い手として、企画立案・実行している能力 

    →問題・課題の解決方法を模索できる／関係者と協力できる 

この当事者性と専門性がそれぞれに高まっている状態にあるキーパーソン（下図の右上

「Innovator革新を図る人」に該当）が、「おたがいさまコミュニティ」につながる活動の

担い手として期待されます。 

評価の項目について  

上記の評価軸について、「地域活動者分析リスト」では、以下のように、当事者性で５

項目・専門性で６項目の評価項目を設けています。上向きの矢印が高評価、下向きが低評

価です。 

 

当事者性
低い

課題を
・わが事として捉えなおす
・おひとりさまでは解決できない
ことに気付く

課題を
・わが事と理解する
・おひとりさまでは解決できない
・おたがいさまなら解決できる
ことに気付く

課題を
・解決する方策を模索できる
・おたがいさまなら解決できる
ことに気付く
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F－1 のアセスメントを受けて、一人ひとりの当事者性及び専門性の評価が変化したかを

確認して、「地域活動者分析リスト」の情報を修正してください。 

また、新たな関係者がある場合は、情報を追加します。 

 

【使用例】ツール B：「地域関係者分析リスト」の作成 

  

 

A-1 A-２ A-３ A-４ A-５

活動に対し

主体的↑

受け身的↓

活動に対し

積極的↑

消極的↓

変化への

許容度

高い↑

低い↓

権威主義に

強い↑

弱い↓

役所的な仕事

の仕方に

否定的↑

肯定的↓

B-1 B-２ B-３ B-４ B-５ B-６

コネクション

多い↑

少ない↓

将来設計が

有る↑

無い↓

理解力が

高い↑

低い↓

発想力が

高い↑

低い↓

企画力が

高い↑

低い↓

実行力が

高い↑

低い↓

当事者性

専門性

A-1 A-２ A-３ A-４ A-５ B-1 B-２ B-３ B-４ B-５ B-６

評価 団体名 役職 名前
活動に対し
主体的↑
受け身的↓

活動に対し
積極的↑
消極的↓

変化への
許容度
高い↑
低い↓

権威主義に
強い↑
弱い↓

役所的な仕事
の仕方に
否定的↑
肯定的↓

コネクション
多い↑
少ない↓

将来設計が
有る↑
無い↓

理解力が
高い↑
低い↓

発想力が
高い↑
低い↓

企画力が
高い↑
低い↓

実行力が
高い↑
低い↓

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ → → ↑

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 不明 ↑ ↑ ↑ ↑

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↑ ↑ → ↑ ↑ → 不明 ↑ → → ↑

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↑ ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↓ ↑ → ↑ ↓ → → → ↓ → →

●●●●● ●●●●● ●●●●● 不明 ↓ ↓ ↓ ↓ 不明 不明 ↓ ↓ ↓ ↓

A-1 A-２ A-３ A-４ A-５ B-1 B-２ B-３ B-４ B-５ B-６

評価 団体名 役職 名前
活動に対し
主体的↑
受け身的↓

活動に対し
積極的↑
消極的↓

変化への
許容度
高い↑
低い↓

権威主義に
強い↑
弱い↓

役所的な仕事
の仕方に
否定的↑
肯定的↓

コネクション
多い↑
少ない↓

将来設計が
有る↑
無い↓

理解力が
高い↑
低い↓

発想力が
高い↑
低い↓

企画力が
高い↑
低い↓

実行力が
高い↑
低い↓

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 不明 → → → → →

●●●●● ●●●●● ●●●●● → ↑ → → ↓ 不明 → → → → →

●●●●● ●●●●● ●●●●● → ↑ ↓ 不明 ↓ 不明 → → → → →

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 不明 不明 ↑ ↑ → ↑

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 不明 不明 → → → ↑

A-1 A-２ A-３ A-４ A-５ B-1 B-２ B-３ B-４ B-５ B-６

評価 団体名 役職 名前
活動に対し
主体的↑
受け身的↓

活動に対し
積極的↑
消極的↓

変化への
許容度
高い↑
低い↓

権威主義に
強い↑
弱い↓

役所的な仕事
の仕方に
否定的↑
肯定的↓

コネクション
多い↑
少ない↓

将来設計が
有る↑
無い↓

理解力が
高い↑
低い↓

発想力が
高い↑
低い↓

企画力が
高い↑
低い↓

実行力が
高い↑
低い↓

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 不明 不明 ↑ 不明 ↑ ↑

●●●●● ●●●●● ●●●●● ↓ ↓ ↓ → ↓ 不明 不明 → → ↓ ↓

自治協議会・公民館など

行政・福祉専門職など

地域に関わる事業者など 備考

備考

備考
専門性当事者性

当事者性 専門性

当事者性 専門性

【B】地域関係者分析リスト [●●］校区 ツール B 

修正箇所 

追加箇所 
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Ｆ-２：ケースの紹介：美和台校区では 

 

■追加ヒアリングの実施 

美和台校区では、新たなキーパーソンとして、自治協議会会長及び校区社会福祉協議会会長の追

加ヒアリングを行い、キーパーソンの情報を追加しました。 

自治協議会会長からは町内会活動に関わるようになったきっかけや現在の町内会活動の問題点

などをうかがいました。例えば、お住まいのマンションでは高齢化が進んでおり、回覧板を廃止し

て掲示板にしたり、組長の人数を半分にして 1年交代にするなど改革に取り組まれているといった

お話が聞けました。 

校区社会福祉協議会会長からも職歴や地域活動に関わるようになったきっかけなどをうかがい

ました。例えば、地域のソフトボールをきっかけに地域とかかわりはじめ、昨年からは民生委員も

兼務していることなどが分かりました。 

お二人とも 40代後半から地域と関わりはじめましたが、地域には同世代の団塊の世代が少ない

ことから、後継者不足を心配していることがわかりました。 

 



Ｆ 活動をふりかえる 

F-3 地域の要望を再度検討する 

 28  

F-3 地域の要望を再度検討する 

I：実施内容：ここですること 

地域が望む「おたがいさまコミュニティ」の実現に向けて、地域の要望を再度検討する

ために、必要となる具体的な要素を抽出するキーパーソン会議を開催します。 

II：目的：なぜ再度検討するのか 

「おたがいさまコミュニティ」を形成するうえでは、住民の主体的な活動を、課題解決

の手段としてだけでなく、次のステップに進むための成長・学習の機会として捉えます。

したがって、キーパーソン会議では、「おたがいさまコミュニティ」を形成するうえで大

切な地域のことに対する当事者性や、協力しながら問題解決を模索できる専門性が「どの

ように変化したか」を把握し、住民へのエンパワーメントが上手く機能しているか確認す

ることが目的となります。 

活動の実施が目的化するなど、本来の目標を見失う場合もあります。活動の見直しを行

うだけでなく、他に有効な活動があるかもしれません。地域コーディネーターが、活動を

「みえる化」し、それを地域住民と共有することが大切です。 

そして、今後、地域での活動に事業者が関わっていくために、活動が本当に地域の望む

「おたがいさまコミュニティ」の実現につながるものか再度検討し、その連携の下準備と

して、地域側の合意形成を図る意味もあります。 

III：アウトプット： 

①キーパーソン会議の目的の設定 

キーパーソン会議の目的は、事業者と協働しなければ解決が難しいもの、協働すること

で解決の糸口が見つかるものを発見し、整理することです。活動に関わった関係者に声を

かけて実施します。手引き１の Step１～３の活動を通して、地域課題に対する考え方に変

化があったかを聞くことも重要です。 

会議では、地域全体や他者の視点よりも、会議に参加した方自身の考えを大事にお話し

いただくとよいでしょう。 

【ポイント】キーパーソン会議で主に知りたいこと  

・意識の変化を感じたのはいつか 

・活動に参加することに対し、以前と今で意識が変わったか 

・地域の課題に対し、取組前と後では意識が変わったか 

・他のステークホルダーとの関係性にどのような変化があったか 
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会議目的の確認 

・当事者性と専門性に関し、地域の方々がどのような認識を持っているかを確認します 

・会議参加者が発するキーワードや、今後も活動を続けていくための目標を確認します 

・地域コーディネーターが行った支援に対し、地域の方から意見をもらいます 

 

②会議の進め方 

さまざまな事業者が協力してくれることで活動の目的を改めて見直し、地域のなりたい

姿、あったらいいなについてのイメージを、改めて共有します。 

自分たちの活動を客観的に把握するために、「みえる化」することが必要です。 

後で振り返ることができるよう会議の板書を撮影したり、会議の音声を録音しておいた

りすることなども重要です。 

キーパーソン会議のやり方  

確認する内容と手順は以下とおりです。 

Ⅰ．導入 

Ⅱ．目的の共有 

Ⅲ．質問（質問内容は p.32以降） 

Ⅳ．対話を促す 

Ⅴ．対話の時間を締めくくる 

Ⅵ．終わりの言葉 

キーパーソン会議の進行  

地域コーディネーターがキーパーソン会議の司会者を行うためには、以下の項目に注意

してみましょう。会議では、目的とお願いを共有した後に、今までの取り組みの振り返り

を行います。 
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■キーパーソン会議のやり方（司会者の進行例） 

 

  項目 司会者が問いかける内容：『』は実際に話す内容 

Ⅰ．導入  

A．挨拶と会議の趣旨説明 

『本日の会議の目的は活動に参加いただいた皆さんや、地

域にどのような変化があったかを確認する」ことです。』 

『地域コーディネーターも、いろいろな支援を行ってきました

が、その支援が地域の皆さんの望む「あったらいいな」と関

連しているのか、ここで確認したいと思います。』 

『この会議は「テスト」ではありません。したがって、質問に対

しても、「正しい」「間違い」などはありません。様々な意見が

あるのは当然です。皆さんとの対話を通して、率直な感想を

共有できればと思います。』 

『質問や疑問点があれば、いつでもご質問ください。』 

Ｂ．会議での約束事 

『全ての質問に必ずお答えいただかなければならないという

ことはありません。各自、話したいときにご発言ください。』 

『ほかの方が話されているときには、他の方のお話に耳を

傾けましょう。』 

『みなさん一人一人のご意見を収集することが大事であるこ

とを覚えておいてください。』 

『この場で一つの答えを導くことが目的ではありません。他

の方と異なる視点でのご意見も歓迎いたしますので、自身

の思いついたご意見をおっしゃってください。』 

『時間が限られていますので、お話を途中で止めて頂いた

り、議論の方向を変えて頂くことがあるかもしれません。』 

Ⅱ．目的の

共有 

  

A．会議の目的  会議での目的を確認し共有をします。 

B．情報を整理する 

 地域コーディネーターが行ってきた支援の内容を確認し

ます。 

 あらかじめ、活動のまとめや資料を作っておきましょう 

※写真や映像なども活用しましょう 
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※上記の会議の進行は、以下の文献を参考に作成しました。興味のある方は、こちらも参

考にしてみてください。 

 S. ヴォーン、 J. シナグブ他著、井下 理訳（1999）「グループ・インタビュー

の技法」慶應義塾大学出版会 

  

Ⅲ．質問 

 p.32以降の質問を投げかけ、対話をしていきます。 

本手引きで設計している質問は、①．最初の質問は一般的な威圧感の無いものとする 

②．答えにくい個人的な質問を実施する 

の順番にしており、発言がしやすい雰囲気作りを目指しています。 

Ⅳ．対話を

促す 

A．参加者の回答から主要

な話題を要約 

 参加者の発言した主だったテーマを確認、要約しながら、

共通の理解を深めていくように努めます。 

 まだ論じられていない論点は何か、確認していきます。 

B．まだ会話に表れていな

い論点を述べる 

 まだ参加者のメンバーが望むほど十分に論じられていな

いことを指摘します対話の終わりに近づくほど、対話は活

発になっているはずです。時間を見ながら質問を続けま

す。 

Ⅴ．対話の

時間を締め

くくる 

A．各メンバーの意見の照

合、確認を行う 

 今回の会議において、鍵となる論点を確認し、それを参

加者が互いに確認します。 

 参加者一人ひとりが今回対話したことについて何がどの

程度重要だと思っていたのか、確認します。 

B．今後の活動につなげる

ために、対話と活動を

ふりかえる 

 参加者の方々が大事にされている内容に対して、再度確

認していきます。例えば、以下のような質問が考えられま

す。 

『活動を通して、地域の中、あるいは関係する事業者や団

体と、どのような「つながり」が生まれてきたでしょうか』 

『活動を通して、作られてきた「つながり」は「義務的」なもの

でしょうか「自発的」なものでしょうか』 

『「交流」は必要でしょうか』 

『当初、地域が課題として感じていたこと、「あったらいいな」

を思うことを実現することと、今の活動や交流の目的・対象

は一致しているでしょうか、異なるでしょうか』 

Ⅵ．終わり

の言葉 

①残っている質問があれば、答える、もしくは、別の機会にお話しすることを約束します。 

②キーパーソン会議での発言内容は、参加者自身の意見であり、「正しい」「間違い」はな

いことを再度、確認します。 

お疲れ様でした！ 
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質問の例 

以下の項目に従い、質問の例を記載しています。これらを元に、各地域で振り返りたい

内容を盛り込んで作成してみてください。 

 

（１）課題解決に対し、地域コーディネーターの支援は適切であったか 

（２）当事者性（地域課題がわが事になること）に関し、どのような変化があったか 

（３）専門性（地域課題の解決や事業者など新たな関わりを広げること）に関し、不明点

はあるか 

 

１．地域コーディネーターの支援について 

 確認事項 質問内容 

１ （１） 
「コミュニティのみえる化（Step１～３）」の実施は、ご自身を含め、地域住民に対し

てどのような意識や行動の変化を与えたと思いますか。 

２ （２） 
「活動」を行う前と、行った後では、地域の課題に対し、地域の住民や関係者の意

識や行動はどのように変化したと感じますか。 

３ （２） 

「活動」の振り返りを聞いて、改めて、活動を実施しようと思った理由をふりかえり

教えてください。また、活動にボランティア等で参加しようと思われたのはなぜか、

教えてください。 

４ （３） 

毎回の「活動」終了後に「ふりかえり会」を実施していますが、ふりかえり会を始め

た当初は会の必要性を感じていましたか。ふりかえり会を実施した結果、「活動」に

変化があったと感じますか。 

「ふりかえり会」は今後も継続した方がいいですか。（同じ形式で継続／任意のか

たちで継続／「ふりかえり会」の実施をやめる） 

 

２．他の関係者（事業者・行政）との関係性の変化について 

 確認事項 項目 

１ （１） 
事業者・行政・その他の支援機関は、地域へ協力的に関わってくれていると思いま

すか。 

２ （１） 行政や支援機関の持つ、地域支援制度や計画については知っていますか。 

３ （２） 
行政や支援機関の持つ地域支援制度について、利用したいと思いますか。また、

活動の実施前と後ではその考えに変化はありますか。 

４ （３） 
事業者・行政・支援機関は地域の課題や活動の趣旨を十分に理解していると思い

ますか。 
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３．活動の実施に関する専門性について 

 確認事項 項目 

１ （２） 
地域の方々との交流や呼びかけは、「活動」の実施以前より活発になった、または

容易になったと思われますか。 

２ （１） 
「活動」を行う際のボランティアさんたちの負担は、どの程度までが適当であると思

いますか。 

３ （２） 
公民館、自治会、民生委員、その他の地域団体との連携は以前より活発になっ

た、または容易になったと思われますか。 

 

４．キーパーソン会議の参加者自身が感じる、活動の必要性について 

 確認事項 項目 

１ （２） 地域コーディネーターの取り組みは、「私」と「地域」の変化に役立っていますか。 

２ （２） 
「私」は今後も継続的に、「活動」や「その他の地域活動」に関わろうと思われます

か。このために準備することや必要な心構えは何かありますか。 

３ （１） 

「活動」に対し、地域コーディネーターの参加はどのような影響を与えたと思います

か。（必要だった／特に不必要だった） →「必要だった」場合、参加の仕方は十分

でしたか？ 

４ （１） 
地域コーディネーターの取り組みは、地域にどのような良い影響を与えたと思いま

すか。 

５ （１） 

地域コーディネーターの取り組みは、地域にどのような悪い影響を与えたと思いま

すか。 

改善した方がよい点などがあれば、教えてください。 
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Ｆ-３：ケースの紹介：金山校区では 

 

■キーパーソン会議の実施 

金山校区では、Step１～３の支援を経て、カフェ「たまり場」を開始しました。地域コーディネ

ーターの支援による地域の意識変革を確かめるために、当初から活動に参加していただいている方

数名にお集まりいただき、地域コーディネーターを含めて話し合う機会を設けました。 

特に、地域がステップアップするために、地域コーディネーターが関わることで、どのような効

果があるかについて、カフェ「たまり場」が始まる前後の地域の状況を話していただきました。そ

れにより、活動の重要性や今後、目指したい姿、心配事などを改めて共有することができました。 

 

■結果 

（１）課題解決に対し、「活動おこし」や地域コーディネーターの支援は適切であったか 

孤独死や見守り活動について、「金山校区らしい対策」を、理想論ではなく具体的に考えること

ができたという意見を得ることができました。さらに、カフェのふりかえり会などを通して、地域

内の関係者との対話の場を積極的に設けることで、情報共有ができ、意見も出るようになったとい

うお話も聞くことができました。 

一方で、事業者・大学との関係性については、各者と対話の機会を積極的に作ることが重要では

ないか、という意見が出ました。 

 

（２）当事者性に関し、どのような変化があったか 

実際の活動から、仮説的に感じていた課題について、他の地域住民からも課題であるという意見

を得られたことが、当事者性の向上に役立ったそうです。 

地域の参加者に対しても、見守りとして声掛けの機会が生まれ、挨拶が交わされるようになって

います。また、公民館の場所や取組みを知っている人が増え、公民館活動に足を運ぶきっかけづく

りにもなってきています。 

地域内の連携は、以前から取れていましたが、地域活動時に負担が増えやすい民生委員のみにボ

ランティアを依頼せず、男性の協力を得たところが継続のポイントになっているという気づきをえ

ることができました。一方、継続していくために、後継者・協力者探しが今後も必要だという意見

も得られました。 
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（３）専門性に関し、不明点はあるか 

地域が主体となって、地域の特性・資源を生かした取り組みを、自分達で考えることのできる支

援が必要であった、という意見が得られました。さらに、活動を重ねていく中では、地域が新しい

取り組みを検討する際に、後押しになる支援（事例の紹介や、協力者の紹介など）が必要だそうで

す。 

金山校区以外の関係者（事業者、行政、大学、企業など）の地域参画については、最初に連絡の

方法が分かり、打合せ等が出来るようになれば、継続的な支援の必要はないことが分りました。 

地域コーディネーターの支援や行政等が持つ支援制度については、地域側が制度内容を理解する

ことや、あらかじめどのような支援があるか説明を受けることは必要とされていませんでした。そ

れよりも、地域の困りごとや課題が発生した時に、解決のための適切な助言をもらえること、相談

できる関係づくりをしておくことが重要だという意見がでました。そのためには、地域側も地域に

困りごとがないか考えることや、相談相手に話す機会を作っていくことが必要だとの意見も出まし

た。 

ボランティアの負担については、「継続性」の観点を大事にすることが重要であるとの認識があ

り、負担が増す企画・実施は、やらない方がよいという意見が出ました。 

 

■ キーパーソン会議で得られた気づき 

地域コーディネーターの参加により、金山校区が望む、金山校区らしい活動を生むことができた、

という認識を参加者が持っていることがわかりました。 

金山校区には、活動への見学者が多くいらっしゃいます。その見学者の方々に対して、地域の方々

はカフェ「たまり場」は「カフェ実施」と集客だけが目的ではなく、地域の課題を共有し、皆が気

軽に集まれる場づくりを目指しているので、その実現は簡単ではない、とおっしゃっています。 

また、今後も活動を続けていくためには、どのような体制をとるべきか、どんな方々に協力を求

めればよいのか、地域コーディネーターも地域の皆さんも、試行錯誤の連続です。 
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Ｆ-３：ケースの紹介：美和台校区では 

 

■地域要望の再検討（キーパーソン会議の開催） 

美和台校区では、地域のキーパーソンとなる自治協議会会長、公民館館長、校区社会福祉協議会

会長の 3名と会議を行い、再度、地域の課題と要望をお伺いしました。 

地域コーディネーターから、今後、地域の事業者として「立花高校」が関わることのできる地域

活動のイメージや立花高校の新校舎建て替えを機に地域の拠点をつくりたいと考えていることを

理解していただきました。 

地域としても高齢者は増え続けるが、ボランティアは減っていくので、若い人の力は借りたいと

いうことが改めて確認できました。力仕事などは高齢者のボランティアでは無理であり、シルバー

人材に買い物支援などはお願いしにくいということもあります。高校生ならば、花壇の植え替えや

買い物支援なども気軽に頼めるのではないかという前向きなイメージが出てきました。また、高齢

者ふれあいサロンなども高齢者とのコミュニケーションのとり方などを指導して、一緒にやってほ

しいという意見も出てきました。 

地域のキーパーソンが、事業者である立花高校との連携のイメージが持てたことで、まずは、地

域の協力体制の構築ができたと考えました。 
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G 地域課題にあった 

事業者をつなぐ 
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G-1 協力事業者を探す 

I：実施内容：ここですること 

地域の活動に積極的に関わった事業者や地域が考えた「おたがいさまコミュニティ」に

賛同する事業者を探します。 

II：目的：なぜ協力事業者を探すのか 

活動は、ボランティアだけでは息切れしてしまうことが考えられます。継続性を担保し、

安定して実施するためには、多様な事業者の協力が必要となりますので、協力事業者を探

します。そこでは、まず、活動の主旨に賛同してくれることが重要です。 

ここからは、地域と事業者との「協働」のステージとなります。地域と事業者は、活動

の目的や価値観、財源やスケジュールなど活動への取り組み方が大きく異なりますので、

協働を開始する前段階として、お互いの目的をすり合わせるための下準備が必要となりま

す。情報をまとめておくことで、地域と事業者との連携をスムーズに進めることが目的で

す。 

III：アウトプット： 

①関わった事業者を見直し、一覧できる状態にする 

まず、事業者リストを作成します。業種や活動内容を整理し、「こういうことができる」

「こういう資源がある」「こういうことがやりたい」などの事業者の情報や考えを収集し、

整理します。 

そして、活動に興味を持った事業者が、何のために取り組んでいるかを確認することが

重要です。地域の情報収集や地域活動に関わる方々との関係づくりが目的の場合もあれば、

具体的な事業の拡大や新規事業の実施が目的の場合、地域・社会貢献、ＣＳＲなど非営利

の活動が目的の場合など、事業者によって重要視している「目的」が異なるからです。 

そのようにして、事業者の希望を確認し、事業者リストを作成していきます。 
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■事業者リストのイメージ 

 

 

 

 

 

②事業者を選ぶ 

様々な人的ネットワークを使って、多様な業種の事業者との関係づくりができたら、地

域との協働ができそうな事業者を選びます。 

協働で取り組む事業者は、その規模や本店・支店の違いなどによって、連携の可能性は

様々です。地域の活動との連携だからＣＳＲを目的にしている場合がふさわしいというわ

けでもありませんし、営利目的の事業者が地域との連携にふさわしくないということもあ

りません。 

事業者の「できること」や有効活用されていない「経営資源」に注目しながら、地域と

協働できる事業者を探します。 

 

 

Ａ．地域の情報
収集や関係者
との関係づくり
が目的

Ｂ．事業の拡大
や新規事業の
実施が目的

Ｃ．地域貢献、
社会貢献、ＣＳ
Ｒなど非営利の
活動が目的

1 ○○○書店 古書販売
・古書の買取、販売
・２店舗

● ●

2 ○○高校 私立高校（普通科） ・地域連携の授業 ● ●

3 ○○不動産 地元不動産 ●

4 ○○病院 総合病院 ・地域連携室 ● ●

5 スーパー○○
最寄品、生鮮食料
品販売

・買い物支援 ● ● ●

6 ・・・
7 ・・・

No 事業所名称 業種／活動内容

地域活動に興味を持った理由
主な事業
経営資源
（できること）
（やりたいこと）
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Ｇ－１：人的ネットワークの広げ方 

 

地域課題の解決につながりそうな事業者を探すためには、さまざまな「つて」や行政などの支援

を求めることが考えられますが、地域課題を積極的に情報発信したり、プレゼンテーションする場

を自らつくることも非常に有効です。 

 

■フォーラムやサロンなどを開催する 

地域課題の解決に協力してくれそうな事業者、企業のＣＳＲ担当者などに広く声をかけ、フォー

ラムを開催します。フォーラム内では地域課題を手短に伝える「ショートプレゼンテーション」の

時間などを設け、その後、名刺交換や交流の時間を設けます。 

さらに、興味を持っていただいた事業者や企業の方には、後日、少人数でのサロンを開催します。

地域課題について詳しい説明を行い、簡単なワークショップなどで解決に向けた意見交換などを行

います。 

 

＜サロンの様子＞ 

  

 

■行政の「協働」部署や中間支援組織などを活用する 

地域の活動に興味のある事業者やＮＰＯなどを探すには、行政をはじめＮＰＯセンターやボラン

ティアセンターなどの中間支援組織、大学の先生をはじめとした専門家などに相談をすることも有

効です。近年、行政には市民やＮＰＯとの「協働」のまちづくりを推進する部署などが、多く整備

されています。 

福岡市には、NPO・ボランティア交流センター「あすみん」や創業を支援する「スタートアップ

カフェ」などがあり、NPOやボランティア団体、企業等との連携や協働の相談などができます。 
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G-2 事業者の考えや要望を確認する 

I：実施内容：ここですること 

地域と協働できそうな事業者に対して、社風や考え、要望などを確認します。また、地

域で展開したいと考えている事業や新規開拓を狙う分野、事業者自身が認識する自社課題

などについて詳細にヒアリングを行います。 

II：目的：なぜ事業者の考えや要望を確認するのか 

事業者といっても、そのタイプはさまざまです。見返りを求めない社会貢献をしたい企

業から、地域との関わりをきっかけに新しいビジネスを開発したい企業まで、非常に幅広

いものです。その際、「なぜ地域とともに活動したいのか」を知ることが大切になります。

例えば、それは企業トップの強い思いによるのか、それとも担当部署のミッションなのか、

担当者がチャンスを感じていることなのか。地域との活動は、本業と密接なものなのか、

全くの新規事業なのか。地域とともに活動する目的を、法人の事業目的と構造的に結びつ

けていくことが、この項目の目的です。それによって、事業者の社内での位置づけや合意

形成の仕方が変わってくることがあります。 

また、ヒアリングを通じて担当者と対話することで、協働事業の意味や地域課題につい

て、担当者自身の理解が深まるという効果も期待しています。そして、事業者の問題意識

と地域の課題がうまくあっているのかを確認します。 

また、地域の活動とすり合わせていくために、事業者の取り組む中核事業の事業計画や

スケジュール、予算などの確認も重要です。 

III：アウトプット： 

①事業者の中核事業などのヒアリング 

「G-1 協力事業者を探す」で作成した事業者リストを元に、地域と協働で事業立案をや

ってみたいという事業者、もしくは、活動などを通じて地域と関係がある事業者と、対話

の機会を設けましょう。ヒアリングの際には、改めて、事業者の中核事業や概要、事業規

模などを整理していきます。 

ヒアリングの対象は、その事業者の目的にあわせて変わります。通常は、地域と関係す

るＣＳＲなどの部門や新規事業開発の部門の担当者となります。地域に関わることが全社

的な目的となっている場合は、可能であれば、事業者のトップに話が聞ける機会などが作

れるとよいでしょう。 

 

 



  Ｇ 地域課題にあった事業者をつなぐ 

G-2 事業者の考えや要望を確認する 

 

 42  

質問の例 

すでに、地域の活動に参加している事業者向けの質問と、これから改めて参加する、も

しくは協働していきたいと考えている事業者で、質問が異なってきます。 

以下では、地域活動に参加している事業者向けの質問をそれぞれ紹介します。必要に応

じて、内容を考えてみてください。 

 

【事業者ヒアリングシート】 （質問する内容には○） 

 

質問内容 参加中の事業者 
これから 

活動したい事業者 

事業者名 ○ ○ 

担当者（肩書・部署等）と事業実施の際の

権限等のある人物の確認 
○ ○ 

事業者の概要、沿革、主要な事業 ○ ○ 

活用できると考えている経営資源 ○ ○ 

自社課題や自社方針 ○ ○ 

地域と一緒にやりたいこと・できること ○ ○ 

地域について知っている情報 ○ ○ 

地域に関わるメリット（売上等あれば） ○ ○ 

地域に関し貢献できること ○ ○ 

継続可能性 ○ ○ 

「活動」参加のきっかけ ○  

「活動」参加に関わる経費・負担、改善し

たいこと 
○  

「活動」に関わることで感じた地域の感想 ○  

「活動」への参加、もしくはフォーラム等

の参加前後での、変化、もしくはすでに実

施していたこと 

○  

今後の展開可能性について ○  

「活動」する地域の情報交換 ○  

その他 ○  
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ヒアリング結果のまとめ方  

上記の質問を、表形式でまとめておきましょう。複数企業にヒアリングを行い、比較す

ると、各企業がどのようなことを取り組もうとしているのか、それに対する必要となる支

援や、地域コーディネーターに求められている役割が再確認できます。また、どういった

方向で話を進めれば、事業者内で取組みやすいかなどの情報を得ることもできます。 

まとめ方の例は以下です。 

 

 

 

 

 

事業者名 ○○学園 ○○事務所 ○○○
日時 2016.○ 2016.○ 2016.○
場所 ○○学園 ○○事務所 事務所
担当者 園長、○○ ○○事務所　○○企画担当者 ○○部
質問項目

出店のきっかけ
・催事があれば持って行く形
・城南区役所の●●係長の連絡を受けて、ぜひ、と
いう話になった

・本業で地域に根付こうという思い
・地域の課題解決をできないかと考えていた
…、地域との接点をどう生むか、人々のライフスタイ
ルに差し込んでいくためには？

・企業内の予算何十万を使って、行えることから始
めた
→空間づくりが中心。1度きりで継続性はないため、
ほかの方法を模索していた

※出店はしていないが、○○の事業を行っている。

出店（フォーラム参
加）前後での変化、も
しくは出店前に実施
していたこと

・地域の人と一緒にご飯を食べたい、食べることが
出来そうだ、と思えるようになってきた（会話が可能
な利用者さんであれば、○○地域カフェの雰囲気に
溶け込めることが出来そうだとの判断）

・目的は・・・
・●●係長が他の区へこの取り組みを発表したとこ
ろ、市長の耳に入り、、、

・何か課題に対して一緒に取り組んでいけることが
ないか、考えたが、アポをとっていくことが大事だと
分かった。いろんなところが解決に困っていることも
わかったし、どこにアポをとっていくのか、参加する
前までは、何か取り組みをしたくても、どこにアポを
とるのか、ある会社にアポをとったら、公平性を保つ
ために、どこにもとらなければならいか、など、とる
前から躊躇していたが、大きく構えて、きっかけとと
らえて飛び込んでいく必要性がわかった。

出店を通じての地域
の感想

・○○地域カフェは雰囲気が温かい。アットホーム。
みんながくつろいでいるから、人間関係がよい
・おいしいものは食べたらなごやかな雰囲気にな
る。

・公民館や公民館に来る方たちと接点はもともと何
もなかったのに、気軽に人に話をきける
・話を聞くことで情報を得られる。とくに、この声から
新しい取組の発想も生まれてくる
・地域コーディネーターのように間に入ってくれる人
がいると、あやしまれず、入っていきやすい

・○○地域は活動が出来上がっている感じがしてい
る。

売上 一回目の売り上げが3万円ほど。 ・なし（人的コストを考えると、利益は出ていない） ・なし

出店するメリット
・職業訓練の場として
・参加により、学園の理解や啓発も兼ねている。

・マーケティングコスト、新たな情報を得るきっかけと
思えば、安い取り組み。

・地域課題の解決は自社にとってもメリットがある。

継続可能性
・マンパワーの問題はあるが、それは企業努力にな
るので、なんとかする。断ってしまうと、次にならな
い。

・○○地域出店の形態は、今の形態で今のペース
だと（短期的な）継続性はない。売り上げが立つわ
けでもないし、仕入れが十分ではない。しくみが成立
している取組は継続可能。新しく投入するリソース
はほとんどない。

・なし

出店にかかる経費・
負担

・机といすを用意してもらえれば十分。後は、看板を
設置させてもらえればと思っている。

・行きかえりの車くらいかと
・人件費は、安く済ませようと思えば、安くできる。
が、情報を得るために役職付が行くと、その分だけ
高くなる
・本棚くらい

・費用は、事業内で各予算を組み直せば可能。

地域に関し貢献でき
ること
または
今後の展開可能性
について

・地域交流推進を行っており、何か、要望があれば
提供できるかも？

・買い物支援をしたいが、どうだろうか。

・どういう風に地域に入っていけるかが課題。
・社内の２，３人で考えていることは、・・・・こと。
・子育て中の人へのニーズ、サービスの掘り起しな
どが今の課題。メニューがなく現在はやれていな
い。ニーズの掘り起しにワークショップなどが出来れ
ば。

○○地域地区との情
報交換

・○○地域カフェも続いていくだろうから、どういった
商品をもっていったらよいかを聞きたい。同じものば
かりだと飽きる。要望があってもっていったものは売
れているが、なぜ人気なのかは不思議

・高齢者課題へのアプローチは難しい。ニーズがあ
るのか、アプローチがあっているのか、接点がない
人のリアルにつながるような場になればよい。
・企業側は、高齢社会対策に関して、本やネットなど
でしか情報を得られない。なので、2030年代に向け
て、などのマクロの分析資料などが手に入ったり、
講演などがあると大変ありがたい。

・地域の声を行く場が必要で地域住民ではない地域
のかかわり方として、住んでいる人とは違う視点を
持っているのでそういう人を含めてワークショップを
やりたい

その他（個別質問）

○商品開発などはどのように行っているのか
（※にらぱんまんは共同開発をおこなったもの）
・、自主開発が中心。消費者の要望に合わせて作っ
たこともあったが、要望した人は1回買ったきり、買
わないことがほとんど。おそらく、要望したものと
ちょっとでも違うものだと、満足しないからだと思わ
れる。

○他の企業へ、出店でおすすめできることは？
・マーケティングの場として良い
・新しいサービスに反応のある人に使ってもらえば
よい
・ベンチャー企業の方が開放すると喜ぶと思う
・生の声、対面のメリットを得られるところ。

○研究を実施中
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■ケースの紹介：活動へすでに参加している事業者とふりかえりを行う 

地域の活動にすでに参加している事業者には、このまま活動に参加する形を続けた方が

よいか（続けることが可能か）、もしくは、新しく事業者が主体となって始めたいこと、

始めたほうがよいことがないかなど、振り返る時間を設けることも必要です。また、活動

中には話すことが難しい地域の現状や課題を、地域コーディネーターと事業者で共有する

時間も必要です。 

地域で行ったキーパーソン会議の進行（p.30～31）の内容と同じ要領で、事業者の方々

にもお集まりいただき、会議を開催してもよいでしょう。 

 

会議の趣旨 

・地域コーディネーターが介入したことにより、事業者として地域に関わることに対す

る意識の変化がみられたかどうか 

・意識の変化を感じたのはいつか 

・地域コーディネーターに求めることはあるか 

質問の例 

以下の項目に従い、質問の例を記載しています。これらを元に、ふりかえりたい内容を

盛り込んで作成してみてください。 

 

（１）地域活動へ参加する際、地域コーディネーターの支援は必要であったか 

（２）当事者性（地域課題がわが事になること）に関し、どのような変化があったか 

（３）専門性（地域課題の解決や事業者など新たな関わりを広げること）に関し、不明点

はあるか 

 

 

１．「活動」へ参加しての感想 

 確認事項 項目 

１ （２） 
「活動」に連続して参加をする前後で、地域との関係性はどのように変

化しましたか？ 

２ （３） 

「活動」に連続して参加するために、必要な条件等などはありますか。 

（条件：人材、資金、業務内容、組織での権限、社風・組織の方向性） 

また、現在、参加している中で、不都合に思っていることなどあります

か。 

３ （１） 
他の地域や活動等へ参加する際と比較して、この「活動」にはどのよう

な特徴がありますか？ 
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２．「活動」へ参加することに対し、受けた影響や変化 

 確認事項 項目 

１ （２） 
地域の方々との交流や呼びかけは、「活動」に参加する以前より活発に

なった・容易（意欲的）になった と思われますか。 

２ （３） 
提供する事業・サービス、また研究等に関して、「活動」への参加を続

けてきたことで得られたものはありますか。 

３ （２） 

公民館、自治会、民生委員、その他の地域団体との関係は、依然より連

絡が容易（意欲的）になった・「活動」などが活発になったと思われま

すか。 

 

３．他の事業者・参加者との関係について 

 確認事項 項目 

１ （３） 
行政やその他中間支援組織のもっている、地域支援制度についてはよく

理解していますか。 

２ （３） 

行政やその他の中間支援組織のもっている地域支援制度について、可能

であれば事業展開（サービス展開等）に役立てたいと思いますか。また、

「活動」の実施前と後ではその考えに変化はありますか。 

３ （１） 

行政やその他中間支援組織が地域と事業者のマッチング支援する場合、

利用したいと思いますか？また、「活動」の実施前と後ではその考えに

変化はありますか。 

４ （１） 
行政や地域コーディネーターが「活動」や地域の課題についてよく理解・

支援していると思いますか。 

 

４．地域コーディネーターの支援について 

 確認事項 項目 

１ （１） 
地域コーディネーターの支援は、ご自身の事業・研究・提供サービス等

と地域の変化に役立っていると思いますか。 

２ （２） 
「私」は長期的に「活動」にこれからも関わろうと思われますか。その

ために準備することや必要な心構えは何かありますか。 

３ （１） 

「活動」に対し、地域コーディネーターの支援はどのような影響を与え

たと思いますか（必要だった／特に不必要だった）。 

→「必要だった」場合、参加の仕方は十分でしたか？ 

４ （２）（３） 
地域コーディネーターの取り組みは、地域や「私」にどのような良い／

悪い影響を与えたと思いますか。 
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②事業者の内部での協働の方向性をつくる 

事業者の規模や意思決定の流れなどによって、事業者内で承認を得る方法は様々です。

ここでは事業者の考えや要望をしっかり確認するとともに、その事業者の特性を把握し、

事業者内部において、地域との協働の方向性を承認していただくことも考えます。 

承認を図ろうとすると、非常に時間がかかったり、うまくいかないケースも出てくるか

もしれません。そこでは、担当者としっかりコミュニケーションをとり、どのような手順

で進めるか、必要な要素は何かを整理しましょう。担当者だけでなく、社内の協力者を増

やしてもらうような働きかけも重要です。 
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Ｇ－２：ケースの紹介：美和台校区では 

 

■事業者との会議（第１回目）（2015年 4月） 

美和台校区では、地域活動に係る主な事業者として、立花高校、その高校の地域貢献事業などに

取り組む NPO法人パイルアップ、社会福祉協議会、TSUTAYAの方にお集まりいただき、会議を開催

しました。 

立花高校と NPO法人パイルアップからは「やりたいことリスト」を挙げてもらい、今後の活動イ

メージを整理しました。高校にとって重要なことは、①生徒の就労体験、②卒業生の就労支援、③

在校生のソーシャルスキルの醸成で、障害やメンタルの課題を持つ生徒が在学中に人と関わる経験

を積み、社会に出ていくことを目指しており、そこに地域の協力が求められていることがわかりま

した。また、新校舎の建て替えが予定されており、設計段階から、地域開放型で人が集まる仕組み

を持った多機能な校舎を作りたいと計画されていました。そのために建物だけでなく、学校に地域

住民の方々が自由に訪問できるしくみ・きっかけづくりを模索していることもわかりました。また、

インターンでは、福祉分野を希望する生徒たちも多く、社会福祉協議会がその仲介となれる可能性

も発見できました。TSUTAYAの各店舗でもインターンを引き受けることは可能であることなども確

認できました。 

参加者：・立花高校（校長、生徒支援部部長）、NPO法人パイルアップ 

・東区社会福祉協議会（事務局長、校区担当）、福岡市社会福祉協議会（CSW） 

・TSUTAYAスタートアップカフェ担当 

場所：立花高校 

 

■事業者との会議（第２回）（2015年 5月） 

美和台校区では、立花高校の中核事業である教育分野での活動と NPO法人パイルアップの事業の

確認を行いました。立花高校で行われている体験授業が、趣味や特技を生かしたもの、資格取得、

福祉活動などを体験するものなので、地域の方々にゲストティーチャーとして授業をやってほしい

という希望が出てきました。そして「生徒のため」に体験授業を活用しようという方向性ができま

した。 

次回の会議から地域の方に入ってもらうことを説明し、地域との連携事業を具体的に考えること

としました。 

参加者：・立花高校（地域連携室室長）、NPO法人パイルアップ 

・東区社会福祉協議会（校区担当）、福岡市社会福祉協議会（CSW） 

・TSUTAYAスタートアップカフェ担当 

場所：立花高校 
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G-3 地域の要望と中核事業をすりあわせる 

I：実施内容：ここですること 

F-3で抽出した地域の課題や要望と、事業者が地域とやりたいことがうまく一致するよう

な取組の仮説を検討します。 

II：目的：なぜ地域の要望と中核事業をすりあわせるのか 

 単に顔合わせをするだけでは、なかなか地域と事業者との協働は進みません。その理由

は、お互いに、「相手はなぜこちらに関わろうとするのか目的が見えない」、「お互いに

対して先入観がある」、「具体的にどう関係すればいいのか分からない」といったことが

あげられます。協働の第一歩は相互理解ですが、その理解に至るまでの“はしご”をかけ

てあげることは、双方を理解している地域コーディネーターの大切な役割になります。 

その“はしご”が、地域コーディネーターが設定する仮説です。この仮説は、双方の課

題や希望をつないだ先にありそうな活動をみせることです。この仮説が外れたからと言っ

て、失敗する訳ではありません。そこから方向転換すればよいのです。基準がないと、方

向転換が難しくなります。その基準をまずは、地域コーディネーターのなかでつくるのが、

この項目の目的になります。 

III：アウトプット： 

①仮説を持つ 

STEP5の「H.地域と事業者のビジョンを共有する」ための会議では、地域と事業者の協働

によるトライアル事業の仮説や事例を提示する必要があります。仮説や事例が議論のたた

き台となり、具体的な事業イメージの共有（イメージ通りか・イメージと異なるのか）や

説明がしやすくなります。 

仮説は、事業がうまく進むためのアウトラインとなるものです。仮説の立て方は、まず、

多様な地域の課題や要望と事業者の中核事業などの関係性を整理します。そして、インタ

ーネットや書籍などを利用して、参考事例となる他の地域や事業者が行う取組を探し、ま

とめます。具体例を取り込むことで、要望の有無や実現可能性があるかどうか、具体的な

話を進めることができます。 
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例：「地域の応援者を増やして地域課題を解決するプロジェクト」の仮説 

美和台校区は、地域活動が活発な地域であり、「地域のことは地域でやる」という気質

がありました。また、事業者が多く、支援を得やすいことから事業者が地域活動をサポー

トするような活動を考えてみました。また、地域には様々な職能や職歴を活かすことので

きる人材が多数おり、そのような地域の人たちの能力を活かすことができるよう、人と人

のつながりをうみだすような活動に取り組んでみてはと考えました。 

具体的には、「地域応援カード」を発行し、地域活動やボランティア活動に参加すると

ポイントがたまり、それを取扱い加盟店やイベントで提示すると割引や粗品進呈、健康教

室などの各店独自のサービスが受けられるといったもので、他にも子育て世代向けのサー

ビスや高齢者の応援、おでかけ応援等が考えられます。 

このような仮説を説明するための資料作成には、インターネットなどで類似の取り組み

や事例を探し、参考にすることがいいでしょう。 
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■仮説を作成するうえで、参考とした事例 

 

 



  Ｇ 地域課題にあった事業者をつなぐ 

G-3 地域の要望と中核事業をすりあわせる 

 

 51  

②提案書を作成する 

美和台校区では、「地域の応援者を増やして地域課題を解決するプロジェクト」の仮説

シートに加え、地域コーディネーターの視点で、事業者が関わることで地域課題がどのよ

うに解決できるのか、地域住民と事業者など様々な主体の役割などが分かるような提案書

を作成しました。この仮説シートと提案書を用いて、地域と事業者との会議に臨みます。 

 

■仮説シート 
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■提案書（3 枚） 
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③会議の進め方を決める 

STEP5の「H.地域と事業者のビジョンを共有する」ための会議の進め方を決めます。まず、

参加してほしい地域のキーパーソンと事業者及びその担当者などを選びます。 

具体的な事業の話になることから、新しい取組を始めることに理解のある方や意思決定

のできる方などに出席してもらうことが大切です。 
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H 地域と事業者の 

ビジョンを共有する 
 

ｃ 
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H-1 「おたがいさまコミュニティ」のビジョン

を共有する 

I：実施内容：ここですること 

地域と事業者の顔合わせのための会議を開催します。 

F・Gで得たそれぞれの情報を提示し、地域・事業者双方の言葉で「おたがいさまコミュ

ニティ」に対する考え方を述べる機会をつくり、ビジョンを共有します。 

II：目的：なぜ共有するのか 

地域の場合、キーパーソンだけでなく、関連する地域の諸団体などからも参加してもら

い、協力者を増やしていくためにビジョンの共有を図ります。一方、事業者の場合、担当

者もしくは管理職などトップの人で情報が止まっていることなどもあり、できる限り現場

のスタッフなども参加して、ビジョンの共有を図ります。 

このようにステークホルダーが増える中で、方向性を共有することが非常に大事です。 

III：アウトプット： 

①会議をセッティングする 

まず、「おたがいさまコミュニティ」の説明を行います。次に、地域で実施した活動を

説明し、地域の課題や要望の情報共有を図ります。 

②ワークショップ開催の合意を得る 

ここでのゴールは、次回にむけて「I－1.地域・事業者が一緒にはじめる「おたがいさま

コミュニティ」事業立案ワークショップを実施する」合意を得ることです。 

地域と事業者が、どういったことを望んでいくのかを話した後には、G-3で作成した提案

書の説明をおこなってもよいでしょう。ここで、双方の要望を上記の例のような形でまと

めるためにワークショップを実施したい、と説明すると、具体的なイメージを抱きやすく

なります。 
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Ｈ－１：ケースの紹介：美和台校区では 

 

■仮説の提案その１（地域応援カードの提案）（2015年 2月） 

美和台校区では、「地域の応援者を増やして地域課題を解決するプロジェクト」として「美和

台応援カード」という活動の提案を行いました。 

これは、コミュニティ活動に関わる人を増やすために、「地域応援カード」というものを媒介

に、地域活動を活性化させるとともに、応援していただく事業者を増やしていくというものです。

活動に参加したり利用することでスタンプがたまり、それを地域で求められる買い物支援やおで

かけ支援、生活支援などと交換して、サービスの循環を図るというものです。 

地域の課題である買い物、おでかけ、生活支援などを実現するために、事業者の持つ施設など

のスペースや自動車、スタッフなどの経営資源をうまく循環させることを狙った提案でしたが、

事業の主体や活動の取組が具体化できず、事業立案ワークショップへは進展しませんでした。 

 

■仮説の提案その２（立花高校との連携提案）（2015年 6月） 

美和台校区では、再度、地域のキーパーソンと事業者である立花高校などのメンバーが、一同

に会し、お互いの活動やそこでの課題の紹介を行いました。 

地域では、次世代の担い手が見当たらないことに不安を抱えており、立花高校があることで、

若い人たちの力が持続的に望めるので、ぜひ連携したいと考えていました。一方、立花高校も生

徒たちに社会参加や就労体験の機会を与え、就業につながることを望んでおり、双方の思惑は、

かなり近いことが分かりました。まずは、立花高校、地域、社会福祉協議会でやれる事業をワー

クショップで考えることとなりました。 

 

参加者： 

＜地域＞自治協議会会長、公民館館長、校区社協会長 

＜事業者＞立花高校（校長、地域連携室室長）、NPO法人パイルアップ、 

TSUTAYAスタートアップカフェ担当、 

東区社会福祉協議会（事務局長、校区担当） 

＜オブザーバー＞東区地域保健福祉課（課長） 

場所：美和台公民館 
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H-2 ワークショップを設計する 

I：実施内容：ここですること 

H-1の会議内容をもとに、「おたがいさまコミュニティ」の実現に向けた取組の方向性を

検討します。取組の方向性を地域と事業者が導きだせるようなワークショップの設計を行

います。 

II：目的：なぜワークショップを設計するのか  

地域の人々の考える「活動」と事業者の考える「事業」は、同じような内容についても

性質の違いがあるため、それをすり合わせることが必要です。また、お互いがトライアル

してみたくなる活動や事業を生み出すためには、実現可能なイメージを膨らませることが

大切です。 

したがって、両者が同じテーブルにつき、限られた時間の中で、最大限にコミュニケー

ションを図り、議論できる場を作り出すために、ワークショップの設計を行います。 

III：アウトプット： 

①ワークショップ設計のための地域コーディネーターの準備 

ワークショップを設計するためには、これまでの取り組みをふりかえったり、必要なキ

ーワードなどを整理しておくことが大事です。 

これまでの会議の情報整理  

議論が後戻りしないように、地域と事業者との相違点・共通点を把握しておきます。 

協働ビジョンの仮説想定  

地域コーディネーターが経験的に得ているキーワードを予め整理しておきます。ワーク

ショップ内では、活動目的から、抽象的なキーワードを考えることが難しいため、ある程

度、地域コーディネーターが誘導していくことも想定しておきます。 

参加者・回数・時間の検討  

ワークショップ後にトライアル事業を行っていく上で、必要なキーパーソンが参加でき

るようになっているか確認します。また、参加者が継続的に参加できる回数や時間帯設定

になっているかも確認します。 

ワークショップの具体的な方法の決定  

美和台での展開事例を参照してください（ｐ.66～74）。 
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行程をシミュレーションする  

ｐ.62の「協働ビジョン実現戦略マップ」をもとに、ワークショップの方向性からアウト

プットを得ることができるか、シミュレーションをしておきます。 

 

 

②ワークショップ設計ガイドの作成 

ワークショップ設計ガイドは、ワークショップの設計をしていくうえで踏むべき手順を

示しています。ガイドは５つの段階からなっており、それぞれ「目的」「ワークショップ

による関与の方向性 」「ワークショップを通じて得るべきアウトプット」を示しています。 

また、１から５の 5 つの段階それぞれ目的・方向性・アウトプットの共有を達成するた

めに、議論を共有できるワークショップを準備することも必要になります。 

ワークショップの手法は、ＫＪ法など様々ありますが、参加者の理解や共感の段階を踏

んでいくプロセスを手助けする方法を選択することが重要になります（一般に販売されて

いるワークショップのやり方を説明した本が非常に参考になります。プロジェクトのワー

クショップ設計・実施の実例は p.66からの美和台校区でのケースをご参照ください）。 

１．前提整理 

「１．前提整理」では、これまでのステップで得られた情報を整理し、提供することで、

参加者全員とこれまでの活動で得られたことや、今後やるべきことの共通認識をそろえま

す。協働事業を考えるうえで「地域で解決できない課題が、事業者が入ることで解決でき

るかもしれない」という認識を得ることは重要ですので、ここでは、とくに地域課題と事

業者のアイデアを明確化します。 

２．共感 

「２．共感」では、それぞれの「違い」「共通点」を理解します。もとより地域と事業

者とでは、考え方や活動の目的が異なります。まず、その違いがあることをこの段階で理

解することが大切です。そのうえで、共通する部分を自分たちで探し、役割が違うからこ

そできることがあること、それでも一緒にできることがあることを共感してもらうことが

目標です。 

３．想像 

「３．想像」では、将来のことを考えます。協働事業のイメージを膨らませ、それをひ

とつの分かりやすいキャッチフレーズにまとめます。今後事業を進めていくと、参加者が

増えたり新しい課題がでてきたりしますが、そのときにいつでも戻ってこれる「活動の原

点」のようなものをここではつくります。 
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４．具体化 

「４．具体化」では、今度はいっきに話を小さくし、最初に取り組む活動を具体化しま

す。ここでは「あったらいいな」という希望的観測ではなく、「実際にやるのだ」という

前提の元、だれが・なにを・どうやって、を詰めていきます。その際も、できないことは

力を借りるという視点から、地域・事業者が一緒にやる意味を確認しながら進めていきま

す。 

５．ロードマップ  

「５．ロードマップ」は、最初に取り組む活動から、将来ビジョンに至るまでの工程を

示すため、これまでのワークショップでの検討内容をふり返るかたちで「協働ビジョン実

現戦略マップ」を作成します。この戦略マップが、今後の協働事業を進めるうえでの道し

るべになり、ワークショップの最終成果となります。 
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■ワークショップ設計ガイド 

 

段階 目的 
ワークショップによる 

関与の方向性 

ワークショップを通じて

得るべきアウトプット 

１．前提整理 

・ワークショップ開催前

までの関与によって

明らかになっている

地域・事業者それぞ

れの状況や考えを整

理する 

・資料提供などによる情報共有 【地域】 

・地域だけで解決でき

ない課題 

【事業者】 

・事業者が地域ととも

にやりたい事業アイ

デア 

２．共感 

・地域と事業者との考

えの「違い」と「共通

点」を理解する 

・地域・事業者双方の持つ課題

や活動アイデアへの優先順位

付け 

・双方の活動目的の明確化と、

持つべき役割の関係づけ 

・双方の役割の違いへ

の理解 

・活動目的の共通点

と、ともに取り組むこ

との意義への理解 

３．想像 

・将来実現したい協働

事業のイメージを膨

らませて、中長期の

共通目標となる協働

ビジョンを言語化する 

・事業の発展像やそれによる地

域像の抽出 

・将来の目標となるキーワードの

言語化 

 

・共通目標となる協働

ビジョンのフレーズ 

 

４．具体化 

・協働ビジョン実現に

向けて、取り組みや

すい活動を特定し、

その関わり方を具体

化する 

・最初に取り組むべき活動の特

定 

・活動を進めていく上での 5W1H

要素の具体化 

・トライアル活動の役割分担の

決定 

・トライアル活動の内

容、役割分担 

 

５．ロード 

マップ 

・協働ビジョンに至るま

での行程を具体化す

る 

・地域・事業者双方が重視する

スケジュール、成果の確認 

・トライアル実施場面、共有会議

の設定 

・「協働ビジョン実現戦

略マップ」の完成 
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■協働ビジョン実現戦略マップ 

このフローは固定的なものではなく、各行程の状況に応じて見直していくべきものです。 

（全体目標）では、話し合いの中で出てきた全体目標を決め、その全体目標に到達して

いくためには何が必要なのか、段階別に考えていきます。 

（協働事業）では、各事業者と地域の各自の目標を設定します。目標は、全体目標だけ

でなく、各自の目標の達成も目指す内容でなければ、継続して取組むことが難しいからで

す。 

（相互調整）では、具体的な活動内容を記載します。ここは、（内部調整）を経なけれ

ば決定できないこともあると思いますので、理想や例を描いてみましょう。 

（内部調整）相互調整で描いた理想や例を実現するために、双方の組織内で持ち寄れる

資源や機会を記述します。 

（相互理解）内部調整に記述した資源や機会を実際にどのタイミングで持ち寄れるのか、

具体的な期日や段取り、担当者などを決めていきます。 

 以上のメモを以下の表にまとめます。実施の順番は、下から（相互理解）→（内部調

整）→（相互調整）→（協働事業）となっていきます。 

 

 

  

実施の内容と目的 事業者 地域 

各自の目標設定 

（協働事業） 

 

 

 

 

 

プログラム 

づくり 

（相互調整） 

 

 

トライアルの 

実施 

（内部調整） 

  

段取り・目標を 

共有する会議 

（相互理解） 

 

 

実 

施 

の 

順 

番 

（全体目標） 
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I 地域と事業者の 

協働事業を計画する 
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I-1 地域・事業者が一緒にはじめる「おたがい

さまコミュニティ」事業立案ワークショップを実

施する 

I：実施内容 

F～Hで把握してきた地域課題と事業者の中核事業を共有し協力してこそ実現する具体的

な「おたがいさまコミュニティ」の事業アイデアを生み出すワークショップを実施します。 

ワークショップでは、その活動の取り掛かりとなる「すぐに取り組めること」を考え、

具体的な活動を決定します。 

II：目的：なぜワークショップを実施するのか  

「すぐに取り組めること」からスタートする理由は、地域と事業者双方が可能な範囲で

小規模に事業を開始できることです。お互いに無理のない範囲で始め、事業の試行を繰り

返す中で、失敗や成功を繰り返しながら、改善を図ることができるような仕組みでなけれ

ばなりません。 

地域と事業者がお互いにできることからスタートさせればいいので、そこをワークショ

ップの中で導き、お互いに主体的に取り組めるようにします。 

III：ワークショップ進行の心得 

①地域コーディネーターのワークショップの進行における心得 

スムーズな進行  

ワークショップ全体の時間を決めましょう。どのように進行するかを始めに説明します。

全体の見取り図のようなものを示し、具体的に地域で何をやっていきたいのか、やってい

けるのか、到達したい目標と具体的な取組を決めることがミッションであることを伝えま

しょう。その際に参加者が何をするのか、自分は何ができるのかも含めて考えることが重

要だということを、気楽な感じで伝えます。 

討議の促進 

できるだけ地域に近い方向に身をおきましょう。客観的な立場ではなく、地域をより良

い方向に持っていくには、地域住民が力をつける、エンパワーメントすることが目的だと

いうことを忘れないように。 
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主体性をもって話し合ってもらうために、地域住民が主役だということを分かってもら

いましょう。地域の中でヒエラルキーはないという認識で。全員が参加できることを重視

するため、効率はあまり気にせずに納得いくまで議論を深めてもらうことを念頭に。発言

の制約もしません。 

ただし、理想ばかりを語って夢見がちな発言に終始するようなグループには、すぐに始

められることを考えるように介入します。俯瞰する鳥の目と足元を固める虫の目が必要だ

ということです。男性ばかりだと理想論で終わりがちです。グループには必ず地域の課題

に気付いている女性に参加してもらい、目先の課題を語ってもらいます。目先の課題と将

来の夢をすり合わせましょう。 

場の緊張をほぐして楽しい雰囲気に  

参加者に安心感を持ってもらい、楽観的に議論してもらう雰囲気が重要です。そのため

にはワークショップに入る前に地域コーディネーターの自己紹介や雑談、社会的な出来事、

テレビの話題などに触れるなどして和やかな場をつくります。親しみやすさを感じてもら

い、このワークショップは楽しいものになりそうだと期待してもらいます。新しいことに

トライしてみようという気にさせる親密さを持って。そのためにも、おもしろい意見が出

たら「おもしろい！」「それは重要」「実現させたい」など、その気にさせる一言をグル

ープを回りながら伝えます。 

 

②ワークショップ進行の基本技術 

質問する技術 

ワークショップの進行は意見を引き出し、発散させて収束させることが重要です。この

繰り返し。なので、議論の節目に質問をして議論の場を調整します。グループ別の発表の

場でも質問をすることで発表者の意見をまとめていきます。ちなみに発表者はグループで

決めると男性や年上、肩書きのある人などになるので、ランダムに苗字が 50音順のあ行に

近い人とか、グループ内でいちばん若い人などとその場で決めましょう。 

要約する技術 

議論されていたことを念頭に、発表者の意図を的確に言語化することが必要です。要約

には真意を汲み取って分かりやすく他者に伝える技術、また発表のキーワードを拾い、板

書できる技術も。板書とまとめが同時にできなければ、板書するサポート役を指名してお

きましょう。板書して繰り返し伝えることは、意見をその場の全員が理解するための橋渡

し役となります。 
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観察する技術 

議論しているグループを回って会話に耳を傾け、誰がポイントを話しているか、誰が混

乱させているか、誰か一人でしゃべっていないかなど、やりとりを観察しましょう。発表

だけでは分からない利害と感情、パワーバランスなど会議を進行しながら見届けます。ち

ょっと介入したほうがいいグループには、自分の意見を言うのではなく、気軽な雰囲気で

話しかけます。「その意見は面白い」「それは使える！」など褒めてあげることも大切で

す。しっかり観察し、丁寧に意見を汲み取りましょう。 

 

いずれにしても地域コーディネーターは場数を踏み、進行に慣れることがいちばんです。 

 

Ⅳ：ケースの紹介 

美和台校区では、地域と事業者の「おたがいさまコミュニティ」事業立案ワークショッ

プを２回、開催いたしました。 

①ワークショップの全体像 

美和台校区での具体的なワークショップの開催に至るまでの流れは、以下の通りです。 

 

  

4月中旬

事業者との
会議（第1回）

5月中旬

事業者との
会議（第2回）

6月上旬
仮説の提案
その２

6月下旬
第１回
ワークショップ

立花高校
NPO法人パイルアップﾟ
市・区社会福祉協議会

5月下旬
追加ﾋｱﾘﾝｸﾞ

自治協議会
校区社会福祉協議会
公民館

・立花高校と、
パイルアップ、
社協の「やりた
いことリスト」
の持ち寄り

・立花高校の
やれること
の再確認

・立花高校と
社協の連携
を検討

・地域と事業者
双方が出席

・お互いの活動
と課題を提示

・美和台校区
の『将来ビジョ
ン』づくり

・活動アイデア
の検討

5月上旬
事前説明

2015年
４月 ５月 ６月 ８月７月

地域の将来ビジョン

出番と居場所
がある美和台

具体的な事業

おたがいさま
コミュニティ・
バンク

・地域は担い手不足の解消、高校は
生徒の社会参加、就労体験を希望

G-2 H-1 H-2

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
設
計

I-1

7月30日
第２回
ワークショップ

・活動・事業
の具体化

・ロードマップ
の作成

Ｆ-2

TSUTAYA

事
業
者

地
域



Ｉ 地域と事業者の協働事業を計画する 

           I-1 地域・事業者が一緒にはじめる「おたがいさまコミュニティ」

事業立案ワークショップを実施する 

 

67 

②第１回ワークショップ 

第１回ワークショップは、地域と事業者の共通ビジョンとなる『協働ビジョン（将来ビ

ジョン）』の作成を目的に開催しました。 

 

参加者 

＜地域＞自治協議会会長、公民館館長、校区社協会長、校区社協事務局長、 

地域住民（３名） 

＜事業者＞立花高校（校長、地域連携室室長）、NPO法人パイルアップ、 

東区社会福祉協議会（事務局長、校区担当）、 

TSUTAYAスタートアップカフェ担当 

＜オブザーバー＞東区地域保健福祉課、福岡市社会福祉協議会 

 

１．前提整理 

ワークショップの冒頭は、これまでの取り組みの概要を説明し、地域と事業者（立花高

校等）が連携し、協働で取り組めば、双方の課題解決が図れる「おたがいさまコミュニテ

ィ」が生まれるのではないか、という今回の会議の主旨説明を行いました。 

 

２．共感：地域と事業者の『違い』『共通点』を知る  

まず、最初のワーク（作業）として、地域と事業者（立花高校等）と別々に分かれて、

これまでの会議の中で双方から出てきた具体的な活動を 25個ピックアップし、「一緒に取

り組んでいくべき『活動』の優先順位付け」を行っていただきました。ここでは、自分た

ちの優先順位を確認するのは当然ですが、相手との「違い」や「共通点」を認識すること

が重要です。同じことを重要視しているという意識や双方の歩み寄りがないと事業が組み

たたないことを感じていただきました。 

具体的には、地域からは「地域包括ケアのモデルになりたい」という活動があげられ、

そのためにも高校生の力が必要で、高校生が学びながら働ける場を提供することで、住民

たちも安心して暮らせる環境をつくることができると発表がありました。一方、事業者（立

花高校等）からは、コミュニティセンターのような地域の核になる場をつくりたいという

活動があげられ、地域の方に実際に高校に来て授業に参加してもらい、生徒たちと交流し

てほしいという発表がありました。それぞれ、自分たちだけで取り組むわけではなく、一

緒に取り組むということで相手の役割を意識しながら議論ができました。 
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■ワークショップの様子 右：地域のグループ 左：事業者のグループ 

  

 

３．想像：地域の将来像をともにつくる  

両者の発表を聞き、地域コーディネーターが、両者の共通する『協働ビジョン（将来ビ

ジョン）』を示しました。双方の発表に共通するキーワードなどを整理し、それらを総合

的に表現するフレーズを考えて、みなさんに伝えます。 

美和台校区では「出番と居場所がある美和台」という『将来ビジョン』を提示しました。 

 

■美和台校区の『協働ビジョン（将来ビジョン）』 
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４．具体化：まずできそうな活動を組み立てる 

次のワーク（作業）は、『将来ビジョン』として示した「出番と居場所がある美和台」

を実現するために、具体的に取り組みたい事業を地域と事業者（立花高校）と一緒に、２

グループに分かれて検討しました。 

Ａグループでは、地域の方々の特技などを生かすための「人材バンク」やニーズを調べ

て「してほしいバンク」を作るような活動、そのための「御用聞き」といった活動アイデ

アが示されました。 

Ｂグループでは、「食事を作ってみんなで食べる活動」や「地域文化祭」、そして、生

徒たちが自らの興味や趣味に応じて活動内容を決定できる体験授業において、生徒や高齢

者がお互いに教え、教えられる立場になるなどの活動アイデアが出てきました。 
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■具体的な事業の検討結果（Ａグループ） 

 

 

 

 

■具体的な事業の検討結果（Ｂグループ） 
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③第２回ワークショップ 

第２回ワークショップは、前回から引き続き、事業の具体化を検討し、実施に至るロー

ドマップの作成を目的に開催しました。 

参加者 

＜地域＞自治協議会会長、公民館館長、校区社協会長、校区社協事務局長、地域住民（２

名）、 

＜事業者＞立花高校（校長、教頭、教務部長、教員３名）、東区社会福祉協議会（事務局

長、校区担当）、TSUTAYAスタートアップカフェ担当 

＜オブザーバー＞東区地域保健福祉課、福岡市社会福祉協議会（CSW） 

「５．ロードマップ」 

トライアルする活動が蓄積することで、「おたがいさまコミュニティ・バンク」が形成

され、「地域の『将来ビジョン』」である「出番と居場所がある美和台」に近づいていく

ロードマップのイメージを共有しました。 

 

■活動のロードマップイメージ 

 

トライアル活動の実施に向けては、①「活動」シートづくり、②「活動」の実施、③

「活動」の振り返りのステップを確認し、今回は①「活動」シートづくりに取り組みま

した。「活動」シートづくりは、「どんなこと」を、「誰が」、「誰に対し」、「どう

やって」実施するのかということを整理していきました。 
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■活動の整理方法その１ 

 

 

■活動の整理方法その２ 
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具体的には、地域と事業者である立花高校、社会福祉協議会の方を混ぜ、全体で２チ

ームに分かれ、検討を行いました。 

ひとつのチームからは、体験授業に地域がどのように関わるかを討議し、「何でも屋

さん」や地域の自営業者（電気屋や剪定屋）の方と一緒に地域で困っていることを解決

してお金をいただくような活動が、高校生にとっては就労や社会勉強の機会となり、同

時に地域課題を解決できるものとして挙げられました。さらに、地域包括ケアのモデル

を目指し、授業の中でニーズ調査やヒアリングを行い、高校と地域の連携のための中期・

長期計画をたてることを課題として示されました。 

もうひとつのチームからは、校区の高齢者ふれあいサロンや子育てサロンに教員と生

徒が参加する「サロンデビュー」を前提に討議しました。地域の方の要望を生徒たちが

直接、聞くことが大切であることから、授業の行われる金曜日の午前中に開催されるサ

ロンに交渉し、訪ねた際に、生徒がどのようなことをするのかを議論し、生徒たちが自

らできることを「営業する」といった活動のイメージが共有されました。 

 

■ワークショップの様子 
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■最終的なワークショップの成果のとりまとめ 

地域コーディネーターが、美和台校区での一連のワークショップの成果を「協働ビジ

ョン実現戦略マップ」のかたちで、以下のように取りまとめました。（全体目標）に向

かって、下段の（相互理解）から順番に、ワークショップの中で出てきた内容を整理し

ていきました。 

 

地域と立花高校の協働ビジョン 

出番と居場所のある美和台 

実施の内容と目的 立花高校 地域 

 

各自の目標設定 

 

（協働事業） 

 

・生徒の就労機会の創出 

・地域と生徒の関係づくり 

・デュアルシステムのモデル 

 

 

・地域住民の困り事の解決 

・特技を生かした生きがい創

出 

・地域包括ケアのモデル 

 

 

プログラム 

づくり 

 

（相互調整） 

 

※カリキュラムづくりとして、今後、具体的に調整予定 

（案） 

・便利屋さんの御用聞きプロジェクト 

・100 円朝食プロジェクト 

・スポーツフェスプロジェクト 

・買い物難民の解決プロジェクト ･･・ など 

 

 

トライアルの 

実施 

 

（内部調整） 

・体験授業の時間を活用 ・サロンの場などを活用 

 

段取り・目標を 

共有する会議 

 

（相互理解） 

 

・トライアル、カリキュラムづくりの段取り・調整 

・トライアル成果や課題の報告、共有 

・目標や取組の確認、見直し 

 

 

  

実 

施 

の 

順 

番 

（全体目標） 
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I-2 取組アイデアをトライアルする 

I：実施内容 

ワークショップの結果をもとに、すぐに始められる事業を小さくトライアルしていきま

す。具体的に形にできる事業の段取りや役割分担を協議し、その成果を共有するための会

議を開催します。この段階から地域コーディネーターの関与は小さくなり、地域・事業者

の自主的な活動へ徐々に移行していきます。地域コーディネーターは、会議の進行やモニ

タリングが主な活動となりますが、地域・事業者相互のコミュニケーションが問題なく行

くのであれば、会議の進行などは任せてもいいかもしれません。 

モニタリングでは、活動に同じように参加するのではなく、少し離れたところから観察

し、活動が上手く行っていれば無理に関与する必要はありません。活動の効果（関係者の

声など）や新たな課題や障壁が発生していないかを拾っていくことが中心となります。 

具体的な取組を実施する段階になると、地域や事業者双方には活動に関係する人達が参

加してきます。ワークショップで作成した「協働ビジョン実現戦略マップ」などを使い、

新しい参加者と目標や意義を共有していきます。しかし、特に事業者側は地域活動に慣れ

ていないため、活動への違和感などを感じる場合もあるかもしれません。そのときは、改

めて事業者内の関係者で改めて目標を語り直すようなワークショップが有効です（コラム

p.77参照）。 

Ⅱ：目的 

ワークショップが机上の議論にならないよう、ワークショップの終盤を「すぐにできる

活動」を決めることを目標としています。このトライアル事業の目的は、第１に地域と事

業者双方が小規模にお互いに無理のない範囲で始め、失敗や成功を繰り返しながら、活動

の意義や効果、課題、地域のニーズなどを確認していくことです。すぐに大きな決断をし

てしまわず、確実に継続できる協働事業を育てて行くことができます。第２に、地域と事

業者がお互いに活動することはお互いをより深く知ることにつながり、信頼関係の醸成や

役割分担の明確化につながります。 

Ⅲ：ケースの紹介 

美和台校区では、ワークショップでつくった協働ビジョン「出番と居場所のある美和台」

を実現するために、立花高校の体験授業（自由科目で自分の興味のあることを半期毎に学

んでいくカリキュラム）の時間を使って、次年度のカリキュラム化に向けたトライアル事

業を開始しました。 

まずは、高校の生徒たちがすぐにでも参加し、実施のできるものとして、社会福祉協議

会の開催する「高齢者ふれあいサロン」「子育てサロン」への参加や、校区の公園の清掃
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活動へ授業の時間を使って生徒が参加して、その効果や進め方について会議を繰り返して

いきました。学校側からは「生徒たちも楽しかったようで笑顔が出ていた」「お母さんと

話ができたのがよかった」「モノづくりが好きな生徒もいるので、折り紙などを介した関

わりもできるのではないか」などの意見が出されました。清掃活動では、生徒の協力によ

ってとてもはかどったが、あまりに一生懸命清掃に没頭しすぎてしまったので、次回は早

めに切り上げてお茶会を持ちたいと地域からの提案もありました。 

そのほか、単身高齢者のお宅の庭を清掃してみえてきた可能性と課題が共有されたり、

便利屋さん活動のアイデアに対して、地域から電気や大工の技能をもった人を紹介できる

という提案があるなど、活動から見えてきた可能性を会議でブラッシュアップしていく流

れができました。 

それらの成果を踏まえて、学校側では次年度のカリキュラムの企画段階から、地域の人

達と話し、より具体性があり、地域資源やニーズを踏まえた協働事業にステップアップし

ていっています。 

 

■地域の子育てサロンに参加した立花高校の生徒の様子 

  

 

■地域の公園の清掃活動に参加した立花高校の生徒の様子 
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Ｉ－２：コラム：美和台校区では 

 

■事業者内で共通認識を高めるためのワークショップの実施（立花高校） 

地域との協働を進めていくために、立花高校では、先生方の共通認識を高め、今後の事業が円滑

に進むように、ほとんどの先生方に参加していただくワークショップの時間を作っていただきまし

た。 

立花高校では、体験授業の時間を使って、生徒たちが地域に関わるようなプログラムを検討して

いくこととなり、数回のトライアル事業に関わった先生方が数名いますが、ほとんどの先生はその

内容や状況を知りません。そこで、まずは、地域の課題を事業者と一緒に解決するための「おたが

いさまコミュニティ」の説明を行い、続いて、参加した先生たちの感想を発表していただき、先生

方に共通認識を持っていただきました。 

そして、それぞれの立場から「生徒たちに学んでほしいこと」や「生徒と一緒に地域でやりたい

活動」について、意見を出していただきました。 

いろいろな課題は見えるものの、先生一人ひとりの当事者性が高まり、前向きな意見やアイデア

が出てきました。 

 

＜ワークショップの様子＞ 

  

 

参加者： 

＜地域＞校区社協会長、地元事業者（グリーンコープ） 

＜事業者＞立花高校（教頭、教務部長含め教諭 30名） 

東区社会福祉協議会（事務局長、校区担当） 

場 所：立花高校 
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さいごに 
 

 

近年、地域コミュニティへの関心が低下していることが、マスコミなどでもさまざまに

取り上げられています。その一方で地域コミュニティへの期待は高まり、果たすべき役割

も多くなっています。大多数の市民が地域活動の重要性を認識していますが、実際には一

歩踏み出せない状況にいるのが現実です。多くの市民に地域コミュニティに参加してもら

い、地域活動を行ってもらうためにも、地域の魅力をみえる化し、地域資源を発見し、地

域住民のモチベーションをあげて、自分たちが主人公の地域をつくることが求められてい

ます。 

 

持続可能な地域活動ができるようにするためにも、ここで提案しているような行政、住

民、事業者が「おたがいさま」の気持ちで、一刻も早く相互連携しなければなりません。

それは、これまでのような組織概念から脱却した、現在の価値観やライフスタイルにあわ

せた地域コミュニティづくりです。継続的に新たな担い手に引き継いでいけるように、地

域コーディネーターの育成と、広い視野で後方支援する中間支援機能が必要なのです。 

 

 

この町に住んでいて良かったと思えるようにするためにも、協働で地域課題を解決して

いきましょう。このマニュアルは、それぞれの地域に寄り添った地域コーディネーターが

実施した結果を反映しながら更新されていくものです。 
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