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◎協働の取組の実践方法 

  ～どうすれば協働できるのでしょうか？ 
 

18．協働相手を見つけるためにはどうしたらよいですか？ 

 
 

日頃から協働したい相手と人的ネットワークを持ち、常に情報交換を行い、情報を

共有することが一番の早道であり、理想的な関係と言えます。しかし、現状では、こ

うしたネットワークが構築されていることが少なく、まずは、それぞれの主体が情報

の提供・公開・収集を進める中で、協働相手（パートナー）を見つけ出し、相互の理

解を深めながら、協働による取組に発展させていくのが一般的だと思われます。 
また、協働を推進するために中間支援組織（インターミディアリー）を活用するこ

とも新たな人脈開発に役立ちます。 
 
 

行政が協働相手を探すにはどうしたらよいですか？ 

 
道内では、多くのＮＰＯが様々な活動を行っています。協働を効果的かつ効率的に

進めるには、取組の目的に最も適した主体を協働相手として見つけ出すことが求めら

れます。 

 
① 取組ステージに応じた協働相手を見つけ出すこと 

協働は、政策や事業計画の策定、事業の実施、施設等の管理運営など多彩なステー

ジで行うことができますが、そのステージに応じて、協働の相手が異なる場合があり

ます。 

政策や事業計画を策定するステージでは、住民のニーズを十分に把握し、どのよう

な取組を進めていったらよいのかを企画する能力のあるＮＰＯが協働の相手として

望ましいといえます。 

一方、事業を実施するステージでは、円滑な実施という観点から、業務遂行能力が

あり、質の高いサービスを提供できるＮＰＯが協働相手としてふさわしいでしょう。 

このため、行政としては、適切な協働相手を見つけ出せるよう、市民活動に関する

情報収集（33～38Ｐ参照）をはじめ、日頃からＮＰＯが企画・運営する各種行事に

進んで参加するなど、直接ＮＰＯと接することで情報の収集に努めることも大切です。 

また、協働の相手を仲介・コーディネートし、協働事業を円滑に機能させる専門能

力を身につけた『協働コーディネーター』を各地域で育成することも今後、必要であ

ると考えられます。 
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② 適切な協働相手を見つけ出すためのポイント 

  様々な組織体制で多様な活動を展開しているのがＮＰＯの一つの特徴です。例えば

ＮＰＯ法人でも、年間の財務規模は数十万から数億円と幅が広く、業務遂行能力、活

動実績、情報の公開性、団体の運営状況など多種多様な法人が存在します。このため、

次のようなポイントを総合的に検討し、協働相手を見つけ出す必要があります。 

 

 

行政がＮＰＯを選ぶ際のチェックポイント  

 

 
③ 事業報告書の活用 

ＮＰＯ法人については、その活動状況を毎年、道へ報告することが義務づけられて

おり、道環境生活部生活文化・青少年室生活振興課で事業報告書等を閲覧することが

できるようになっています。 

 
④ 情報の公開 

協働相手を最終的に絞り込む場合は、公平性や透明性を確保するためにも、その選

定基準についての情報を公開するとともに、その結果を公表することも大切です。 

（１） 業務遂行能力 

(a) 業務執行体制（人的資源） 

(b) 財務状況（資金計画） 

(c) 事務処理及び実務能力（契約、報告書作成） 

(d) 専門能力とネットワーク力 

（２）活動内容・実績 

(a) 社会的使命と協働事業の目的との一致性 

(b) 事業継続性  

（３）団体情報の公開性 

(a) 団体運営の透明性（組織運営や財務状況等） 

(b) 個別事業の実施状況・成果（独自事業、収益事業等） 
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ＮＰＯが協働相手(行政の担当部署)を探すにはどうしたらよいですか？ 

 
日ごろからの情報収集が欠かせません。行政との交流や、いろいろなＮＰＯとネッ

トワークを持ち、情報収集することが大切です。 

協働相手となりそうな行政の担当部署を見つけたといっても、思い描いたようにう

まくいくとは限りません。むしろ、そうならない場合のほうが多いでしょう。よい活

動、よい思いだけでは協働相手となりそうな行政を振り向かせることはできません。

行政の立場をＮＰＯも理解した上で、次のような点に配慮し、思いを実現できるよう

な方法を考えていくことが大切です。 

 

行政の組織体制は、自治体ごとに異なり、ＮＰＯが協働したいと考える事業を所管

する担当課を探すことが大変だったといった話を良く聞きます。毎年行政機関が発行

する「政策のあらまし」（道では各部毎に「施策概要」を作成しています。）などを使

って調べたり、最近は、多くの自治体がホームページに組織体制を掲載しているので、

これを活用したり、市民活動を担当する部局を設けている自治体もあるので、そこに

相談するのも良いでしょう。 

 なお、北海道では、平成１５年度から、市民と行政をつなぐ協働の総合窓口を設け

ることとしていますので、気軽に相談してみましょう。 

また、前のページに記載した「行政が協働の相手を見つけ出すポイント」を参考

に、団体の活動内容や実績、運営状況、協働したい事業の概要や形態、その時の相

互の役割、行政や住民にとってのメリット等を取りまとめて、行政にわかりやすく

伝える提言書などを作成しておくことも思いを実現するための方法の一つと考えま

す。また、現場でしか、わからないリアルな情報を収集し、発信することが、公共

サービスの隙間の存在を行政に知らしめることにもなります。また、情報は出ると

ころに集まるのです。 
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19．協働の相手選びや協働の形態などについて、 

相談できるところはありますか？ 

 
 

協働の相手選びや協働の形態などを相談するには、道の「協働の総合窓口」など、

行政組織内に設けられた協働を担当する部局を活用する方法があります。 

また、行政組織外では、ＮＰＯに関する幅広い情報や、協働の取組を行っている行

政とのネットワークを持ち、様々な相談に応じられる組織として、中間支援組織があ

ります。ＮＰＯ法人の設立・運営支援や専門家による相談業務など、活動分野にかか

わらず多くの市民活動を支える活動を専門的に展開しています。北海道では、このよ

うな組織として、ＮＰＯ法人北海道ＮＰＯサポートセンターや道立市民活動促進セン

ターなど複数の団体が、各地域を結ぶネットワークを活かして活動しています。道外

の中間支援組織とネットワークを持っている団体もあり、協働やＮＰＯに関する道外

事情を知りたいときに力になってもらえる組織です。行政にとっても、中間支援組織

とのネットワークづくりを進めていくことは大切です。 

また、北海道ボランティアセンターや道内各地のボランティアセンターに相談する

のもよいでしょう。 

 

中間支援組織（インターミディアリー）とは？ 

 
もともと、インターミディアリーとは、英語で「中間」、あるいは「仲介」「中継」

といった意味を持ちます。つまり行政や企業をはじめ、資金や人材・情報等を提供す

る様々な主体と、コミュニティのために活動するＮＰＯ・ＮＧＯとの仲介をする組織

のことを言います。また、「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ＮＰＯ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Ｎ

ＰＯの仲立ちをしたり、また、広義の意味では各種サービスの需要と供給をコーディ

ネートする組織」（内閣府「中間支援組織の現状と課題に関する調査」、2002）であ

るとも定義されています。 
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20．北海道内の主な中間支援組織には 

どのようなところがありますか？ 

 
 

 名称 主 な 活 動 内 容 連 絡 先 

北海道ＮＰＯ 

サポートセンター 

（札幌） 

ＮＰＯ全般のサポート

等 

〒060-0062  

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 クワガタビル 2F 

tel：011-204-6523 fax：011-261-6524 

URL：http://npo-hokkaido.org/ 

ＮＰＯ推進 

北海道会議（札幌） 

ＮＰＯに関する政策提

言等 

〒060-0062 

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 クワガタビル 2F 

tel：011-204-6523 fax：011-261-6524 

URL：http://npo-hokkaido.org/ 

ボラナビ倶楽部 

（札幌） 

市民活動・ボランティア

の情報提供、交流 

〒060-0005 

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 2 札通ビル 3F 

tel：011-242-2042 fax：011-242-2043 

URL：http://www.npohokkaido.jp/volunavi/ 

インフォメンター 

（札幌） 

ＮＰＯの情報化をサポ

ート 

〒004-0052 

札幌市厚別区厚別中央 2-5-2-25 六興ビル401号室 

tel：011-802-3561 fax：011-802-3563 

URL：http://npo-hokkaido.org/infomentor/ 

え べ つ 市 民 活 動 サ

ポートセンター 

（江別） 

市民活動の情報や活動

拠点の提供、活動支援等 

〒067-0031  

江別市元町 5 番地 35 日本リサイクルネットワーク内 

tel/fax：011-385-2917 

URL ：http://www.renga.biz/katudou/katudou.html  

旭川ＮＰＯ 

サポートセンター 

（旭川） 

ＮＰＯの相互情報交換

や連携、活動支援等 

〒070-0032 

旭川市 2 条通 8 丁目 2 条ビル 

tel/fax：0166-27-3383 

URL：http://potato3.hokkai.net/̃asahinpo/ 

帯広 ＮＰＯ ２８サロン

（帯広） 

ＮＰＯの相互情報交換

や連携、活動支援等 

〒080-0011 

帯広市西１条南 28 丁目 4 番地 

tel/fax：0155-25-1455 

URL：http://www.octv.ne.jp/̃obinpo28/ 

地域生活支援 

ネットワークサロン

（釧路） 

ＮＰＯの相互情報交換

や連携、活動支援等 

〒085-0824 

釧路市柏木町 4-1 柏木集会所内 

tel：0154-44-5527 fax：0154-44-5528 

URL：http://www.est.hi-ho.ne.jp/mother/ 

北見ＮＰＯ 

サ ポ ー ト セ ン タ ー

（北見） 

ＮＰＯの相互情報交換

や連携、活動支援等 

〒090-0044 

北見市北 4 条西 3 丁目 3 番地 タニイビル 

tel：0157-22-2055 fax：0157-26-4485 

URL：http://www9.plala.or.jp/kitami-npo/ 

ＮＰＯ推進 

道南会議（函館） 

ＮＰＯの相互情報交換

や連携、活動支援等 

〒040-0063 

函館市若松町 30-23 道南ネット内 

tel：0138-22-6135 fax：0138-27-6696 

Ｎ

Ｐ

Ｏ 

Ｎ Ｐ Ｏ 推 進 オ ホ ー

ツ ク プ ラ ッ ト フ ォ

ーム（女満別） 

網走支庁管内でのプ

ラットフォームづくり 

〒099-2392 

網走郡女満別町西 3 条 4 女満別研修会館内 

tel：01527-4-2111 
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 名称 主 な 活 動 内 容 連 絡 先 

南 区 Ｎ Ｐ Ｏ 事 業 推

進センター 

市民活動のための情報

提供、交流促進等 

〒005-0849   

札幌市南区石山 837 番北 47 

tel：011-572-5000(内 202)   

fax：011-572-5100  

北海道ＮＰＯバンク ＮＰＯやワーカーズ・コ

レクティブ等への資金

融資、経営サポート 

〒060-0062  

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 クワガタビル 2F 

tel：011-204-6523 fax：011-261-6524 

URL：http://npo-hokkaido.org/bank_hp/ 

あいあいテレビ放送 インターネットテレビ

放送を通じて市民活動

のための情報提供、交流

促進等 

〒002-0853 

札幌市北区屯田３条５丁目６番６号 

tel：011-772-1173 fax：011-772-1173 

URL：http://www.npo-iitv.com/ 

Ｎ

Ｐ

Ｏ 

北 海 道 Ｎ Ｐ Ｏ 越 智

基金 

ＮＰＯへの助成事業 〒060-0062  

札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 クワガタビル 2F 

tel：011-204-6523 fax：011-261-6524 

URL：http://npo-hokkaido.org/ 

北海道立市民活動 

促進センター（札幌）

北海道地域活動 

振興協会 

市民活動のための情報

提供、交流促進等 

〒060-0003 

札幌市中央区北 3 条西 7 丁目 道庁別館西棟 1 階 

tel：011-261-4440 fax：011-251-6789 

URL：http://www.fureaizaidan.or.jp/npo.html 
財
団
法
人 

北 海 道 環 境 サ ポ ー

トセンター（札幌）

北海道環境財団 

環境についての情報提

供、交流、活動支援 

〒060-0807 

札幌市北区北 7 条西 5 丁目 5 札幌千代田ビル１F 

tel：011-707-9025 fax：011-707-7772 

URL：http://www.heco-spc.or.jp/ 

札
幌
市
営 

札幌市市民活動 

プラザ（札幌） 

市民活動のサポート、 

相互交流等 

〒060-0001  

札幌市中央区北 1 条西 9 丁目 リンケージプラザ 1F 

tel：011-280-5888 

URL：http://www.scap.city.sapporo.jp/scap/ 

 

※上記以外にも、サポート機能を担っているところはあると思われます。 
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21．協働を実践する際に留意することは何ですか？ 

 
 
行政が留意すべきこと 

 
行政がＮＰＯと協働を実践する場合、ＮＰＯが有する専門性・先駆性・機動性・柔 

軟性などの特性を最大限に活かし、住民のニーズに合致した最も効果的な公共サービ

スや活動成果を生み出せるように、次の点に留意しなくてはなりません。 
 

①計画立案段階からの協働 
これまでは、地域課題の把握はもちろん、その課題に対する解決策や具体的な事

業計画の立案についても行政が自らの手で行うことがほとんどでした。 
一方、ＮＰＯは地域に密着した活動を通じて住民のニーズや地域課題を把握し、

その活動領域においては、高い専門性を有していることが多くみられます。こうし

たことから、これからは、どのような地域課題に対して、どのような取組を進めて

いったらよいのかという計画の立案など政策形成の段階からＮＰＯの参画を求め、

相互の知恵を出し合い、協働による取組を通じて、課題を解決していくことが重要

です。 
 

②透明性の確保 
協働を実践する場合は、その内容や進め方を行政が一方的に発案したり、決定する

のではなく、ＮＰＯが取組の当初の段階から参画することが大切です。このため、そ

の取組に関して行政が保有する情報を最大限公開し、ＮＰＯと共有する必要がありま

す。また、協働の取組についての社会的な理解を深めるためにも、取組の節目毎の進

行状況や取組の結果についても、積極的に情報を公開することが求められます。 
 

③参加機会の拡大と競争原理の確保 
今後、行政の業務をアウトソーシングする流れが加速することが想定されますが、

これまで行政が所管していた公共分野等へのＮＰＯの参入機会が十分に確保され

ていなければ、ＮＰＯと行政との協働による取組を拡大することは困難です。 
介護保険への参入、委託業務の受託など既にＮＰＯに対し門戸が開かれたものに

ついても、さらにその拡大を進めるとともに、これまでＮＰＯを対象としていなか

ったものについても、相手先を公益法人や民間企業に限定することなく、ＮＰＯの

参入機会の拡大を図る必要があります。また、相手を選定する際には、公募型プロ

ポーザル方式を採用するなど、ＮＰＯ相互間やＮＰＯと企業の間に競争原理を働か

せながら、企画力、運営能力及びコスト面などを総合的に比較検討し、最適な相手

を選定する必要があります。 
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④行政内部の意識改革 

地域が抱える切実な課題に直面しているのは、そこに暮らす人々であり、その課

題を解決し、心豊かに安心して暮らすことができる地域社会を築いていくのは、行

政を含めた地域の総合力であるという認識の下で、常に住民の視点に立って、仕事

を進めていくことが、協働に取り組む上での基本となります。こうした姿勢を定着

させていくためには、例えば、自らの仕事や役割を常に意識し、誰にもわかりやす

く伝えられるように日頃から工夫するといった試みを拡げていくことも大切です。 
また、行政職員には、ＮＰＯが「公共性」の新たな担い手であるということをな

かなか理解しがたい側面があります。日頃から市民との意見や情報の交換を行い、

ＮＰＯの自主的・自律的な活動の理念や協働についての理解を深め、協働の取組を

数多く体験することが大切です。このようなことから、行政職員を対象とした「市

民活動」や「協働」を理解するための研修の充実が今後、益々求められてきます。 
 また、行政と一定の距離を置いて自主的に活動するＮＰＯ、あるいは、必要以上

に行政との関係を望むＮＰＯなど、多種多様なＮＰＯが存在するという現状を十分

認識しながら、率直な話し合いを積み重ねる中で、協働の取組を着実に進めていく

ことが大切です。 
 
 
ＮＰＯが留意すべきこと 

 
ＮＰＯが行政との協働を実施する場合、ＮＰＯは自らの社会的使命に沿って、自

己責任の下、自主的かつ自律的な活動を行っていることを十分に認識し、次の点に

留意しなくてはなりません。 
 
①業務遂行能力について 

ＮＰＯが自らの社会的使命に応じて、ある分野で活動を始めようとする際、社会

的に責任ある事業体として自らの業務遂行能力を見極める必要があります。事業を

効果的に成し遂げるためには、人的なネットワークを含めた組織体制を整備するこ

とと併せて、資金調達を含めたしっかりとした事業計画を策定することが重要とな

ってきます。また、委託業務や補助金などの形態で協働を行う時も、その過程にお

いて、契約事務や報告書の作成などの実務能力やノウハウが必要となってきます。

日頃から経営基盤の強化や実務能力の向上に努めることが大切です。 
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②安定性・継続性の確保 

ＮＰＯが様々な分野でサービスを提供していく場合、受益者に対する責務として

サービス提供の安定性と継続性が求められることとなります。このため、運営基盤

の強化に努めるとともに、事業を支える人材の育成にも積極的に取り組む必要があ

ります。 
また、提供するサービスにかかる適切な対価の設定とコストの管理など、民間の

事業者と同様に、ＮＰＯであっても事業体としての経営の効率化や簡素化が求めら

れます。 
 

③専門性の向上 
ＮＰＯの有する特性の一つとして、各々の活動分野における専門性があります。

ＮＰＯは、自らのネットワークを活かした活動を通じて、さらに専門能力を蓄積し、

人材育成にも力を注ぐことで、企画立案能力や業務遂行能力などを高めていくこと

が大切です。こうして様々な能力を蓄積していくことが、地域課題への多様な解決

策を提案し、多くの住民や企業、行政などとの新たな協働を生み出す源となります。 
 

④情報の公開 
どのような市民活動であっても、できる限り多くの地域の人々の支持と参加を得

て、進めていくことが大切です。このため、ＮＰＯは自らの活動の目的や社会的使

命を常に明らかにし、団体運営に係る情報（組織内容や財務状況等）を積極的に地

域の住民に提供するとともに、個々の事業（独自事業や収益事業等）についても説

明する責任があることを自覚し、情報発信していくことが重要です。 
活動内容を紹介する情報誌を発行したり、ＩＴ技術を活用して団体情報を発信す

るなど、多くの人に情報を提供することが望まれます。 
 

⑤緊張関係の確保 
ＮＰＯは「公共性」の新たな担い手として、しっかりと自律性を保っていくこと

が求められます。特に、団体の運営が行政からの業務委託や補助に支えられるよう

な関係が恒常的に続くことは、自らの社会的使命や自主性を損なうおそれがあり、

絶えず事業の組み立てや進め方を自ら点検評価し、行政との緊張関係を保つように

努めることが必要です。 
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22．協働に取り組むための具体的な手続きは？ 

 
 

基本編で紹介しましたが、協働の形態にはいろいろなものがあります。 
実践に向けて、具体的にどう取り組めばよいでしょうか？ 
まず、どのような形態を選ぶとしても、常に協働する「共通の目的」や、「役割分

担」を明確にして取組を展開していくことが大切です。 
また、柔軟に対応することもＮＰＯ、行政双方に必要となってきます。場合によっ

ては､取組の実施中でも形態を変えたほうが良い場合も出てくることが考えられます。 
ここでは、協働の形態の中から「委託」を例にして、その仕組みや契約の流れを紹

介します。 
 
 

23．委託ってどういう仕組みですか？ 

 
 
 委託とは、本来行政が行うべき事務や事業などを他の団体や個人に依頼することで

す（25Ｐ参照）。委託を行う場合は、行政が自らその事務や事業を行うより、効果や

効率性などが高まることが求められます。 
委託契約の締結（受託者の決定）に当たっては、価格の優位性を競う「一般競争入 

札」や「指名競争入札」による場合と「随意契約（プロポーザルを含む）」による場

合があります。ＮＰＯとの委託契約の場合は、価格以外の業務内容の優位性を企画提

案（プロポーザル）により審査・選定し、随意契約を締結する例が増えています。 
契約締結後に、業務実施となりますが、契約保証金の納入が必要となる場合もあり 

ます。また、業務によっては前金払やでき形に応じた部分払を受けたり、概算払いを

受けることも可能な場合もありますので、行政側の業務担当者に詳細を確認してくだ

さい。 
事業終了後は、実績報告書、成果品などを提出し、完了検査を受けることになりま 

す。このことにより、委託業務の完了が確認され、委託料が支払われ、業務が完結し

ます。 
なお、精算行為を必要とする委託業務の場合は、実績報告書や成果品のほかに、委 

託料を確定するための収支精算書などの提出が求められます。 
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北海道における委託業務の事業者の選定基準について 

 
道では、「指名競争入札参加者指名基準」（昭和５５年２月１日付け局総第３６号出

納長通達「指名競争入札参加者指名基準の設定について」）を準用して、委託業務の

目的、内容、特性などにより、それぞれの業務毎に選定基準を設定しています。この

うち、基本的基準としては、 
ア 法的適性 

法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。 
イ 技術的特性                    

特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。 
ウ 経営規模的特性 
    経営規模に余裕があると認められる者であること。 
エ 経営内容等 

著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、地

方公共団体の契約の相手方としてふさわしい者であって、契約の履行がされな

いこととなるおそれがない者であること。 
がありますが、契約内容の性格上、全てを適用要件とはしない場合もあります。また、

この他にも、委託業務の目的、内容、特性などに応じた個別事由や受託意欲なども選

定の基準となります。なお、こうした選定基準については、各部、支庁及び土木現業

所などの機関毎に設けられた指名選考委員会で承認を受けて、決定します。 
 
 プロポーザル方式による場合は、委託業務に応じて設定した個別事由（選定基準）

をプロポーザル参加要件とすることが一般的です。 
 
委託事業者の選定個別事由（選定基準） [プロポーザル参加要件の例] 

・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）であること。 
・対象事業と同様の活動を通常の活動の中で実施していること。 
・○○○○を設立目的としているもので、定款にそのことを明記している者である

こと。 
・道内に事務所を有し、道内で○年以上の活動実績を有していること。 
・○○○○に関する実務経験が、○年以上あること。 
・本業務と類似する調査・検討を含む業務の実績を有していること。 
・会員が〇〇人以上いること。 
・公認会計士若しくは税理士がスタッフとして、所属していること。 
・事務局体制が整っていること。 
・宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。 
・特定の公職者（候補者含む）、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とし

た団体でないこと。 など 
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委託業務における契約事務の手続きの概要 

 
（随意契約〔プロポーザル〕を例として）  
                                     〔※印のあるものは、事業者が実施する作業です。〕 

委託業務内容等の原案策定 ・・・担当課が作成

プロポーザル審査会 ・・・・・・・・審査基準、受託者の選定方法、参加要件、
（準備委員会） 業務企画指示書の様式等の原案作成

指名選考委員会 ・・・・・・・・・プロポーザルでの実施の可否、選考基準、
受託者の選定方法、参加要件等の審議

Ｃ Ｈ Ｅ Ｃ Ｋ ！企画提案募集の告示 ・・・・・・・北海道公報掲載 要
（道ホームページ 欄にも掲載する場合あり）｢ＮＥＷＳ」

プロポーザル作成要領等配布 ・・・・通常、北海道公報掲載日から１週間程度が配布期間
（事業内容に関する説明会るを開催すこともあり）

プロポーザル参加表明書提出※ ・・通常、作成要領配布開始日から１週間後が提出日

プロポーザル審査会 ・・・・・・・参加表明事業者の参加資格要件審査

参加資格審査結果通知（企画提案書提出要請）

企画提案書作成※ ・・・・・・・・通常、作成期間は参加資格審査結果通知日から２週間以上

プロポーザル審査会 ・・・・事業者ごとに、企画内容を説明し、
（企画提案ヒアリング）※ 審査委員から質疑を受けます。

プロポーザル審査会 ・・・・・・・審査基準に基づき、最も優秀な企画提案者を選定

指名選考委員会 ・・・・・・・・・プロポーザル審査会での審査経過及び妥当性を審議

事業者への選定通知 ・・・・・・・不採用の通知作業含む

予定価格調書作成

見積合わせ※

予定価格の範囲内の 予定価格の範囲内の者なし 再度見積合わせ
者あり

契約の相手方の決定
（委託業務開始）

契約締結決定書作成 業務担当者の通知
契約保証金の支払い※ 業務処理責任者の選定通知※
契約締結書の作成 業務処理計画書の提出※

前払い金の請求※
前払い金の支払い ・・・・・・・契約に前払い請求権がある場合、委託料の３割が上限

部分払い請求※
でき形検査 ・・・・・・・・契約に部分払い請求権がある場合、でき形相当額の
部分払い支払い １０分の９から前払い金を差し引いた額が上限

（でき形を示す中間報告書を作成※）
委託業務の完了

実績報告書、成果品などの提出※ ・・精算行為のある場合は 「収支精算書」なども提出、

完了検査・受検※ ・・・・・・・・精算行為のある場合は、委託料額の確定を含む

完了結果の通知 委託料（残金）請求※
（合格通知） 委託料（残金）支払い  
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委託業務ではどんな名目の経費が計上されますか？ 

 

委託料はまず、業務委託価格と消費税相当額に分けられます。基本的には次の図の

ような構成になっており、委託業務の内容により、必要となる経費を積み上げ計算し

て、委託料を算出します。 

直接人件費
直 接 費

業務委託価格 経常的直接経費
直接経費

特別直接経費
委 託 料

諸 経 費
間 接 費

技術経費
消費税等相当額

 
直接費は 
  直接人件費・・・委託事業に従事する者の給料です。諸手当、賞与、退職給与金、

法定保険料などを含みます。日給で計算します。 
  直接経費・・・・経常的直接経費（消耗品費・使用料・賃貸料・旅費・臨時職員

などの賃金・通信運搬費等）と特別直接経費※(委員会を開催する

場合の委員に支払われるべき経費等)により構成されます。 
間接費は 
  諸経費・・・・・受託者である法人などが継続的に法人運営をするために必要な

一般的な維持管理経費のことです。光熱水費、備品費、減価償却

費などを含みます（直接費の合計額に対する一定割合）。 
  技術経費・・・・技術力・創造力などに対する対価のことです（直接費の合計額

に対する一定割合）。 
という項目に分かれます。 
 
※特別直接経費  委託業務において、委員会等を開催する際の、委員手当（報酬）、

委員旅費、食糧費（茶菓・弁当等）、消耗品・賃貸料などの経費です。

特許権使用料、印刷製本費、諸謝金等も含まれます。 
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「委託業務における締約事務の手続きの概要」（54P）の用語解説 

 
①契約保証金 

受託者から、契約金額（消費税等相当額を含んだ額）の 100 分の 10 以上の額

に相当する現金又は現金代用証券を契約保証金として徴収することになっていま

す。このお金は受託者が契約上の義務を履行しないときに委託者のものとなります。

従って、契約保証金は、契約上の義務の履行を保証するものであるのと同時に、損

害賠償としての性格を持っています。 

 
・ 契約保証金の免除条件（北海道が委託する場合） 
 ａ 受託者から道を被保険者とする履行保証保険証券の提出があったとき 

  ｂ  受託者が過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす 
る契約を数回以上にわたって締結し、その全てを誠実に履行した団体で、か

つ、当該契約の不履行のおそれがないと認められるとき 
   ｃ その他知事が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき 
 
②前 金 払 

前金払とは、精算行為を伴わない委託業務（債務金額が確定している委託業務）

において、委託業務の着手に当たって、委託者が確定している委託料の一部を受託

者に支払うことです。前金払は、受託者が委託業務の着手に必要な直接人件費、調

査旅費及び臨時職員賃金等の直接経費並びに法人等の維持管理費を確保し、委託業

務を円滑に進めることができることを目的としています。 
道の場合、契約締結後、受託者が「業務処理責任者の選定通知」及び「業務処理計

画書の提出」を行った後、契約金額（消費税等相当額を含んだ額）の１０分の３に相

当する額の範囲内で前払金を請求することができます。ただし、契約書に前金払に

関する条項がない場合もありますので、プロポーザルなどに参加する前に、業務担

当者に当該業務の契約における前金払の有無について確認するとよいでしょう。 
 
③概 算 払 

概算払とは、精算行為を伴う委託業務（債務金額が確定していない委託業務）に

おいて、債務金額の確定を待っていては支出事務に支障がでるもの、あるいは受託

者の事情から事前に支払いを行う必要のある場合、委託者が委託料の一部を受託者

に支払うことです。受託者の事情とは、前金払と同様と考えることができます。概

算払は前金払と基本的に同じ目的、性質を有するため、一つの業務契約で前金払と

概算払が契約書に謳われることはありません。なお、概算払は、その性質上、事後

において、必ず精算行為が必要であり、概算で支払った額が結果的に債務金額と同

額であっても精算行為は必要となります。精算行為は、業務終了時に「収支精算書」

の確認により行われ、債務金額が確定されます。（債務額の確定により、概算払金

額の方が多い場合は、過払いとなっていますので、過払い分を返納しなくてはなり

ません。） 
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道の場合、契約締結後、受託者が「業務処理責任者の選定通知」及び「業務処理

計画書の提出」を行った後、契約金額（消費税等相当額を含んだ額）の範囲内で概

算払金を請求することができます。ただし、契約書に概算払に関する条項がない場

合もありますので、プロポーザルなどに参加する前に、業務担当者に当該業務の契

約における概算払の有無や概算払の請求額の範囲について確認するとよいでしょ

う。 
 
④部 分 払 

部分払とは、精算行為を伴わない委託業務（債務金額が確定している委託業務）

において、委託者が、一部完了した業務（でき形）について、委託料の一部を受託

者に支払うことです。部分払は、完了した業務にかかった経費を委託者が支払うこ

とで、受託者が委託業務の履行に必要な直接人件費、調査旅費及臨時職員賃金等の

直接経費並びに法人等の維持管理費を確保し、委託業務を円滑に進めることができ

ることを目的としています。 
道の場合、これまでは委託業務契約に部分払条項を盛り込んだ例はほとんどあり

ませんが、今後、経営基盤の弱いＮＰＯ法人との委託契約では、協働事業の円滑な

推進に向け、導入が進むものと考えます。また、部分払は、委託業務ごとに請求条

件（業務進捗度や中間報告書作成等）や受託者が請求できる回数が異なることがあ

ります。ただし、契約書に部分払に関する条項がない場合がほとんどなので、プロ

ポーザルなどに参加する前に、業務担当者に当該業務の契約における部分払の有無

について確認するとよいでしょう。 
なお、部分払については、その請求条件を満たしていることを検査し、受託者が

合格した後、でき形部分等に相当する請負代金相当額の１０分の９に相当する額の

範囲内で請負代金の部分払を請求することができることとしています。なお、前金

払も行われる契約の場合は以下の式により算出されます。 
 
 

部分払い ＝  
 
     ＝ 請負代金相当額 ｘ （０．９－０．３） 
 

 

 
 
 

請負代金 
相当額 

ｘ
部分払 

すべき率 
－

前払金額 
請負代金額 
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☆コラム ☆委員会を設置する委託業務とは？☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 

 
ＮＰＯが委託を受けて、調査研究やイベント開催、人材育成講座の開設等の業務を

行う場合、一般的には、契約書などで業務の内容や処理方法などを決めた上で、受託

者が業務を完成させることとなりますが、高度な知識や技術などを有する外部の学識

経験者などによる委員会を設置し、助言や指導を受けながら業務を行う場合もありま

す。この「協働５０」は、こうした方法で作成されました。 
 また、委託業務においては、契約の際に委託者から、「業務処理要領」が示され、

例えば、調査研究業務などの場合は、その目的、対象や場所、実施時期、具体的な方

法などが定められます。委員会の設置（設置目的、人員構成、開催回数、開催内容等

を含む）などについても、この要領の中に示されます。 
 

☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 
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☆コラム ☆ＮＰＯへの委託事業を推進するための仕組み 道外事例☆コラム☆ 

道外では、ＮＰＯへの委託事業を推進するための先進的な取組が実践されています。

ここでは、その事例として、静岡県、宮城県及び山口県における取組を紹介します。 
 
・静岡県：ＮＰＯアイデア活用協働推進事業  

 
 インターネットによりＮＰＯ等から提案事業を募集し、提案事業は、ＨＰ上で掲載

するとともに、静岡県民より意見を募集し、提案事業とともにＨＰに掲載されます。

提案事業については、事業としての実施可能性を検討し、ＮＰＯの自主性・先進性を

尊重しながら、ＮＰＯへ委託するなどの方法による事業化を行っています。事業実施

後には事業成果の検討を行い、検討結果についてもＨＰ上に掲載しています。 
 ＨＰは親しみやすいデザインとなっており、インターネットを利用して、提案事

業の募集、意見募集、結果報告まで行なっていることは、注目すべき点です。 
 平成１４年度は、施策として事業化が決定されたのは３件で、事業初年度の平成

１３年度の２倍近い４５件の応募があり、子育てや高齢者福祉に関する企画が多く

ありました。 
    「ふじのくにＮＰＯホームページ「アイデア掲示板」」 
ＵＲＬ：http://www.npo.pref.shizuoka.jp/info/i-idea.asp 

 
 
・宮城県：ＮＰＯ推進事業発注ガイドライン  
  

ＮＰＯへの業務委託の推進に向けて、発注手続の適正化を図るためのガイドライン 
です。 

このガイドラインにより、収益事業（その収益を本来業務の資金に充当することを 
目的とする事業）は、一般企業と同様な発注制度により取り扱われますが、本来事業（ＮＰ

Ｏ本来の社会的・公益的な目的を実現するための事業）については、ＮＰＯ推進事業発注シ

ステム（ＮＰＯの特質を考慮した発注条件）により取り扱うこととされています。 
ＮＰＯ推進事業発注システムでは、ＮＰＯの特質（主体性、個別性、先駆性等）を 

考慮し、事前に業務企画提案書等の提出を受けることを基本として、業務内容等に応じて、 
①ＮＰＯ間の価格競争が可能な場合（サービスの提供等）は、見積合わせ 
②業務内容から特定１団体を選定する必要がある場合（施策や事業の立案、実施等）

は、公募型プロポーザル方式 
③当該業務を履行できるＮＰＯが特定１団体に限られている場合は、企画提案書に

よる施行能力等の審査 
により発注されます。 
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また、契約や業務の履行に際しては、契約保証金の免除（５００万円未満の事業契

約について）、前金払制度（債務額が確定している事業）や概算払制度（債務額が確

定していない事業＝精算行為が伴う事業）の活用など、資金面での配慮がなされてい

ます。 
            「ＮＰＯ推進事業発注ガイドライン」 

ＵＲＬ：http://www.pref.miyagi.jp/gyoukan/npo/siryou1.htm 

 
 
・山口県：外部委託推進ガイドライン   

 
「民間でできることはできる限り民間にゆだねる」ことを基本として、外部委託を 

積極的、計画的に推進するためのガイドラインです。 
①企画から運営まですべてを委託 
②国の規制改革の動向を踏まえた委託 
③山口県民活動団体との協働の推進 

を柱として外部委託を積極的に進めていくとのことです。 
山口県では、ガイドラインに沿って、具体的な実施計画を策定していくことを打ち 

出しています。 
            「「外部委託推進ガイドライン」の策定について」 

ＵＲＬ：http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/jinji/outsourcing.htm 

 

☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 
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☆コラム ☆ＮＰＯへの委託事業を充実するためのアイディアは？ ☆コラム☆ 

ここで紹介しているアイディアは、市民活動団体基盤強化検討委員会報告書「市民

活動団体の基盤強化に向けて」（平成１４年１２月）において、ＮＰＯへの委託事業

を政策的に推進していく方策として、「ＮＰＯ法人への発注を進めるためのガイドラ

インの設定」、「市民活動団体からの事業提案」、「業務委託を推進する仕組みの構築」

などが取りまとめられた際に、参加委員から出されたその他の個性的なアイディアと

して、報告書の巻末に紹介されているものです。 
（http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-bssbk/npo.index.htm から報告

書をダウンロードできます。） 

 

○報告書概要 第３章 基盤強化のあり方 ３ 受託事業 

  「ＮＰＯ」が社会的に注目されてから日が浅いため、行政側の既存の事業発注の仕組みでは対 

応しきれない部分や、市民活動団体側も行政の事務手続きに対して理解が乏しい部分もあること 

から、市民活動団体側から見れば受託事業、行政側から見れば委託事業を政策的に推進していく 

アイディアが必要である。 

  行政側では、ＮＰＯ法人への発注を進めるためのガイドラインを設定し前金払などの制度を積 

極的に活用すること、事業の条件によっては営利法人と非営利法人が同等の条件で入札に参加す 

る場合と非営利法人の特質に配慮して行う場合を区分することなどがある。 

  市民活動団体側は、行政が気づかない視点から市民のニーズをくみ上げることができるので、 

「こういった事業が求められている」「こういった事業であれば受託できる」といった意見を積 

極的に提案することも重要である。 

 

○報告書概要 第４章 当面早急に必要とされる施策 ３ 業務委託を推進する仕組みの構築 

  ＮＰＯ等市民活動団体が行政からの委託事業を増やすことは、団体の資金調達手段を広げるだ 

けでなく、行政サービスを市民ニーズを反映した形で機動的・効率的に行うことへの期待がある 

ため、行政が行っている各種事業をＮＰＯ法人が受託しやすくする仕組みをつくることが求めら 

れる。道として業務委託を推進する仕組みの構築に向けて、早急に検討を進めていくことを提言 

する。 
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委託業務の促進に向けて寄せられたアイディア 

 
１ 行政からのアプローチ 

アイディア 趣   旨   等 

ＮＰＯを行政の

仕事の中に取り

込む 

埼玉県志木市の取組のように、市の正職員を減らし、行政パートナーの有給ボ

ランティアで雇う。第２の役場を公募でつくって市の全事業を見直すような、行

政とＮＰＯが相互交流を進め、お互いの業務に影響を与えていく取組。 

特にＮＰＯを活

用できる部門の

設定 ※ 

例えば、学校教育のように、総合学習は柔軟な活動ができるＮＰＯが活躍で

きる部門と思われるため、学校側がＮＰＯに対し講師依頼・学習の場の提供・

実習受入の申し入れをする場合の優先枠を設置する。このように、ＮＰＯが活

躍しやすい部門を設置し、短期的にその分野に優先的にＮＰＯへの委託を進め

るという取組。 

委託事業内容の

情報公開の工夫 

行政の仕事を市民に知ってもらうという観点から、テーマごとに分かりやす

く、情報公開を進める。種々の補助金、助成金の手引きのように、道内の地方公

共団体がＮＰＯ向けに毎年発注する予定の仕事の内容や要求される仕事の水準、

発注予定金額などの手引き書（パンフレット等）を作成するとわかりやすい。 

公有財産の維持

／管理／運用の

コーディネート

を委託 

「道路」「河川」「公園」「施設（会館）」などの最終的な利用者（消費者）で

もある地域の市民と、その活動団体であるＮＰＯは最も適合的な組織であり、

これらの広範な公有財産の維持／管理／運用を、行政とＮＰＯとの協働の課題

として指定し、ＮＰＯにコーディネート役を委託する。例えば、河川等の環境

問題に取り組むＮＰＯに、不法投棄されるゴミ対策や、植林・花壇づくり、総

合学習で地域の学校と協働するなどの「混合」（コーディネート）された河川環

境管理を委託するなどが想定される。 

ＮＰＯ法人と営

利 法 人 の Ｊ Ｖ

（ジョイント・

ベンチャー）に

ついての優遇措

置 ※ 

 

ＮＰＯ法人の足りない部分を営利法人にカバーしてもらう方法（企画部分を

ＮＰＯ法人が、実行部分を営利法人が担当）と、ＮＰＯ法人が営利法人の下で

得意分野を果たす方法が考えられ、事業を限定したり、総事業の○○％をこの

方法にするという優遇策のほかに、参加条件の緩和・契約保証金の削減・支払

い条件の優遇という方法も考えられる。（このメリットは営利法人にも与えられ

る）両方の優遇策の併用も考えられる。 

 ＮＰＯ法人は営利法人の持っているスキルや、競争力を共有できる。業務の

欲しい営利法人からのアプローチも期待できる。結果としてＮＰＯ法人はスキ

ルや能力を得、実績を積むことが出来る。 

（※はＮＰＯ支援として考えられるもの） 
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２ ＮＰＯからのアプローチ 

アイディア 趣   旨   等 

ＮＰＯからの業

務提案制度 

行政の視点からは思いつかなかったり、気づかなかったりするような様々な

ニーズを汲み上げていくのがＮＰＯであるので、その特性を活かすべくＮＰＯ

の側が事業を提案する。その場合、個別の団体が関係部署に事業提案を持ち込

むのではなく、道のホームページ上でＮＰＯ等からアイデアを募集する。 

 それら事業提案は多岐にわたるだろうから、それを役所内で横断的に検討し、

市民からもインターネットを通じて意見を求め、事業化できるものは採用する。 

 また、提案の採否や結果もホームページ上に掲載する。 

第一回「市民が

選ぶ道庁とＮＰ

Ｏの協働大賞」 

①道庁の各部局に呼びかけて「道庁とＮＰＯの協働のアイデア（ＮＰＯへの業

務委託を含む）」を一つずつ提案してもらう。 

②ＮＰＯ（具体的にはコンペのために組織された道内の代表的なＮＰＯの代表

者組織）は以下の基準等をもとに、「道庁とＮＰＯの協働大賞」を選ぶ。基準

には、アイデアの卓越性、実行可能性、社会変革性、持続可能性・・・など

がある。 

③優勝、準優勝・・・等を選び、良き日に表彰式をとり行う。市民が道庁職員

を表彰する記念すべき一日となる。 

④受賞ののちは、道とＮＰＯの双方がアイデアの実現に向けて努力する（もち

ろん道、ＮＰＯの双方にとって強制ではない）。 

ＮＰＯ同士での

連携 ※ 

 

お互いの活動案内への相互広告や、応援メッセージの作成、ＮＰＯ内部での

表彰制度を設けるなど、ＮＰＯ相互で連携してＮＰＯ全体の対外的な信用度を

高める。同様の考え方から、事務所を留守にする場合、業務を休む場合等、電

話を受けられない事情の時に代わりに電話を受け付け、要件を取り次ぐサービ

スを行うなどの事務的な連携も重要である。 

（※はＮＰＯ支援として考えられるもの） 

 

☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 
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24．北海道でＮＰＯが利用できる補助制度はありますか？ 

 
 
 道が実施しているＮＰＯを対象とした補助制度としては、次のような制度があります。 
 

地域新産業創造活動補助金 

 地域の特性や産業集積などを活用して行う地域の産業づくりに向けた新技術・新製

品・新サービスの開発や起業化、情報化などの取り組みを支援する制度です。地域に

おける新規成長分野を中心とした新産業の創造に向けた「一般事業」と、構造改革等

の影響が大きい中小企業者等や、新たな人材を受け入れることによりニュービジネス

を展開する中小企業者等の新産業の創造に向けた「特別対策事業」の２種類がありま

す。 
平成１４年度は「特別対策事業」の内、労働者受入事業（新たな人材を受け入れる

ことによりニュービジネスの展開が図られサービス水準の向上等により市場規模の

拡大等を促進する事業）に限りＮＰＯ法人を対象者としていましたが、平成１５年度

からは、さらに「一般事業」についてもＮＰＯ法人を対象とすることになりました。

補助対象経費は「一般事業」及び「特別対策事業」ともに、旅費、謝金、庁費（会場、

印刷費、図書購入費、機器使用料等）、委託費となっており、補助額は対象経費の２

分の１以内で３０万円以上１００万円以内となっています。各事業毎に対象事業が異

なりますので、道担当課にお問い合わせ下さい。 
なお、平成１５年度の１次募集期間は、４月１４日から５月２３日です。７月頃に

２次募集が行われる予定です。 
 

問合せ・申込み先 

・支庁経済部商工労働観光（商工労働）課、小樽商工労働事務所商工課 

・北海道経済部産業振興課新産業推進係 

tel：011-231-4111（内線 26-218） 
URL：http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-ssnko/sanshin/toppage.htm  
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起業スタートアップ支援事業費補助金 

新規成長分野で開業しようとするものに対し、開業資金の一部を助成する制度です。 

対象分野は、①住宅・都市インフラ関連分野、②環境・リサイクル関連分野、③情

報・通信関連分野、④産業支援関連分野、⑤健康・福祉関連分野、⑥文化・レジャー

関連分野の６つの新規成長分野です。 

補助額は、対象経費の２分の１以内で５００万円以内となっています。 

平成 14 年度は 13 の団体が補助金を受けました。この中には、コミュニティ・ビ

ジネス関連の事業者も含まれています。 

 

問合せ・申込先：(財)北海道中小企業総合支援センター 新産業育成部  

tel：011-232-2403 fax：011-232-2011 URL：http://www.hsc.or.jp  

相談先：北海道経済部産業振興課 組織化支援係 

tel：011-231-4111（内線 26-229)  fax：011-232-2011 

URL：http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-ssnko/sanshin/toppage.htm  

 

北海道経済産業局が実施しているＮＰＯを対象とした補助事業には、次の事業があ

ります。 

 

市民活動活性化モデル事業（市民ベンチャー事業） 

 女性や高齢者を主たるメンバーとする市民活動団体が主体となって、情報技術(IT)
を有効に活用して、「まちづくり」、「生涯学習」等の多様なサービスの提供を行うと

ともに、将来的に雇用の受け皿ともなる事業発展のためのビジネス化プランを有する

事業を対象に公募を実施し、市民活動等における優れたビジネスモデルの発掘を行う

ことを目的とした事業です。また、そのビジネスモデルを実際に試行するとともに、

その評価を行い、全国の市民活動団体等のモデルとなる成果を普及・啓発することと

しています。 
なお、当該事業は市民活動団体等の運営費支援ではなく、提案された事業の立ち上 

げに伴う情報化関連経費及び試行事業費を初年度のみ支援するものです。 
支援額は概ね 300 万円から 1000 万円とし、具体的な金額は事業計画と支援要望 

額の内容を精査の上決定します。 

平成１４年度は、本道からＮＰＯ法人ボラナビ倶楽部からの企画提案がモデル事業 

に選ばれました。 
 
問合せ先：北海道経済産業局 産業部新規事業課新規事業係 
tel：011-709-2311（内線 2５6１）  fax：011-709-1786 

URL：http://www.hkd.meti.go.jp/  
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道内の補助金情報を収集するのに何かよい方法はありますか？ 

 
道では先に紹介した他に、各支庁地域政策部地域政策課が所管する「地域政策補助

金」、経済部資源エネルギー課が所管する「省エネルギー・新エネルギー普及促進事

業」、教育庁生涯学習部生涯学習課が所管する「地域・家庭教育力活性化推進費補助

金（地域ＮＰＯとの連携による地域学習活動活性化支援事業）」などのＮＰＯが活用

できる補助金制度があります。また、国や各種団体等でも地域づくりのためのソフト

事業支援（補助・助成）制度を所管していることから、これらを取りまとめ、地域づ

くりを目的としたソフト事業展開の参考として紹介する『地域づくりのすすめ「ソフ

ト事業支援策の概要」』の情報 web サイトが道総合企画部地域振興室地域政策課のホ

ームページ内にあるので、一度覗いてみて下さい。 
URL：http://www.pref.hokkaido.jp/skikaku/sk-tstcs/chicho/index.htm 

 

 

25．協働の取組の情報公開にはどのような手法がありますか？  

 
  

情報公開の手法としては､ 

①紙媒体の活用 

ニュースレター(広報)、出版物(報告書等)、パンフレット・チラシ、ポスター、

ＤＭ(ダイレクトメール) 
②電子媒体の活用  

ホームページ、メーリングリスト、メールマガジン、電子掲示板 
③マスコミの活用  

記者発表(プレスリリース)、テレビ、コミュニティＦＭ、ケーブルテレビ 

④その他手法 

口コミ、窓口における情報公開、現地見学会、公開イベント、交流会、シンポジ

ウム・フォーラム、コンテスト、ワークショップ、パネル展 etc 

等が考えられます。事業の内容、規模、対象などを踏まえつつ、ＮＰＯも行政も様々

な手段で情報公開をしていくことが求められています。 

 道の「協働の総合窓口」を通じて、道の広報媒体（広報誌「ほっかいどう」やテレ

ビ番組「みんなの赤レンガ」など）に積極的に情報提供することも有効でしょう。な

お、道では協働相手となる各ＮＰＯの活動状況などを職員情報「Ｂｅ 北海道」を活

用して、関係各課の職員に紹介することを予定していますので、行政との協働を模索

している団体は「道民チャレンジ２１世紀ファンド」の団体情報発信コーナーへ情報

を掲載して下さい。 
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広報誌「ほっかいどう」（季刊） 

〒060-8588 北海道総合企画部政策室 広報広聴課編集係 

 tel：011-231-4111（内線 23-367） fax：011-232-3796 

 E-mail：kato.shinichi@pref.hokkaido.jp 

 

 また、ＮＰＯなどが主体となって作成している情報誌などにも、積極的に行政が情

報提供していくことも有効と思われます。 

 

イベントや新しい取組みを行う際などには、記者発表(プレスリリース)を積極的に

活用することも有効です。ＮＰＯが自ら、道の記者クラブや各自治体の記者クラブに

活動情報を提供し、メディアでの発信をお願いするのもよいでしょう。しかし、必ず

マスコミで扱ってもらえるわけではありません。このために、活動内容に関する情報

のポイント（独自性や新規性、公益性など）を相手先に興味を持って理解してもらえ

るように取りまとめるなど、インパクトがあり、わかりやすい資料を作成するノウハ

ウも今後は必要となります。 
また、協働相手である行政から記者クラブに情報を提供してもらい、メディアの協

力のもとで、広く道民に協働の取組を知ってもらうのも有効な手法の一つです。 

 

道政記者クラブ  
〒060-8588 北海道札幌市中央区北 3 条西 6 丁目 道庁２階 

tel：011-251-6355 又は 011-231-4111（内線 23-501) 
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26．協働の取組の成果物の所有権はどこにありますか？ 

 
 

基本編 27Ｐに示したように、一般的に、補助・助成の形態で実施した取組の成果

に関しては、ＮＰＯに所有権が帰属します。一方、委託の形態で実施したものに関し

ては、原則として、行政に帰属します。 
しかし、協働という視点から実施した委託事業の場合は、その成果品の扱いに関し

て、従来よりも柔軟な捉え方をする必要があると思われます。行政が所有権を維持し

たまま、成果物を公開し、広く一般の利用に供したり、ＮＰＯと協働して活用したり、

あるいは所有権を譲渡した上で、協働で活用するなど、効率性や効果といった観点か

ら、幅広くその活用を検討することが大切です。 
 

 
 

番外編：協働による取組に持ち込む際のポイント 

いかにメリットがあるかを売り込むことです。（説明することです。） 

双方が WIN－WIN の関係を築ける取組は、成功・継続しやすいです。 

 

○行政(担当部署)を説得する方法は？ 

活動実績が重んじられますので、日ごろから行っている活動や利用者か

らの反応などをまとめ、説明資料として取りまとめておくことが必要です。
特に取組を提案する場合は、協働による住民、行政のメリットを明確に

し、目的、背景、内容、役割分担案などを図やデータなども用いて資料と

して作成するとともに、相手に理解されやすいように説明するノウハウを

習得することも大切です。 

 

○ＮＰＯを説得する方法は？ 
協働の目的が相手のＮＰＯの活動目的に合致していることが前提であ

り、まず、そのことをアピールすることが大切です。また、協働を行うこ

とで、住民、ＮＰＯ、行政にどのようなメリットが発生するか、どのよう

な実績が得られるか、などを明確にするとともに、取組の目的、背景、内

容、役割分担案などについても、押し付けではなく、柔軟な態度で提案す

るという姿勢が必要です。 
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27．協働は行政にとって、費用の削減になりますか？ 

 
 

ＮＰＯと行政との協働は、行政のみで実施するよりも、協働による手法を導入した

方が住民のニーズを満たし、より効率的で効果的な成果を上げられるということが前

提にあります。しかし、コストダウンや効率性のみを目的に、協働を推進することは、

ＮＰＯを安易・安価な委託先、行政の便利なお手伝いと勘違いし、ＮＰＯと行政との

間に、相互不信や新たな障害を生じる原因となります。 
また、施策や事業計画の策定段階から協働の手法を用いることにより、ＮＰＯをは

じめ関係者が増えることとなり、多くの意見の下で合意形成がなされていくことなど

から、計画策定に要する時間がこれまでの手法に比べ、大きく増大すると考えられま

す。「スローな計画検討・施策立案」となる可能性があることを理解しなければなり

ません。 
しかし、住民のニーズにあった事業計画等をＮＰＯと行政が協働で策定したり、事

業の優先順位もＮＰＯとともに決定したり、また、事業を実施や成果の活用を協働で

行っていくことで、初めて「行政費用の削減」につながる可能性が出てくると考えま

す。このようなことを踏まえ、協働による「行政費用の削減」は、長期的かつトータ

ル的な視点で考えることが必要です。 
一般的に、協働による「行政費用の削減」は、２次的効果して捉えるべきでしょう。 
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◎協働の秘訣 ～協働を成功させるコツや留意点は？ 
 

28．協働を進めていく上での課題は何ですか？ 

 
 

道におけるＮＰＯとの協働の取組事例は、次第に増えてきていますが、今後、道政

の様々な場面において、より効果的な協働を進めていくためには、次の課題に対応し

ながら、相互理解を深め、信頼に基づくパートナーシップを築いていくことが大切です。 
「４3．協働の取組における課題は？」に述べているように、アンケート調査結果 

から協働の実践の際の課題として、「取組に対する意識レベルの違い」、「ＮＰＯと行

政との取組手法の違い」が主にあげられています。 
これらのアンケート調査結果に加え、平成１３、１４年に道内６箇所で行われた「市 

民活動地域交流会」での意見などをもとに、協働による取組を進めていく上での課題

を取りまとめると、次のようになります。 
 
 
行政の課題 

 
市民活動の理念や実態及び協働の必要性に対する認識が不足しており、協働に向け

た意識や情報も不十分な状態にあります。また、ＮＰＯと行政が協働して取り組む場

合の役割分担についても不明確なままとなっている例が多く見受けられます。 

このため、協働の考え方を行政内部に定着させ、様々な分野で協働の取組を進めて

いくための仕組みづくりを整えていく必要があります。 

 
 
ＮＰＯの課題 

 
行政の仕組みなどの情報や理解が不十分で、協働のきっかけがつかめない状況にあ

ります。また、資金や人材などの活動基盤が脆弱な団体も多く、個々の団体の財政規

模、活動実績、業務遂行能力などには大きな差があるのが現状です。行政との対等な

関係のもとでの協働を進めるためにも、ＮＰＯの活動基盤の強化が必要です。 

一方、市民活動に対する住民の理解も十分とはいえない状況にあります。 
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29．協働に取り組む際の情報提供と 

アカウンタビリティ（説明責任） 

 

行政とＮＰＯとの協議の場で、行政が多くを語らず、ＮＰＯが不満を募らせるとい

う話をよく耳にします。これは、行政に市民活動や協働についての理解が不足してい

ることが主な原因だと考えられます。また、ＮＰＯと行政の信頼関係が構築されてい

ない場合は、行政職員としてどこまで話してよいのか、どこまで議論を深めてよいの

か、どこまで情報を伝えるべきかが判断できずに苦しんでいるようです。 
しかし、行政がＮＰＯと協働に取り組む時は、情報提供とアカウンタビリティ（説 

明責任）は欠かせません。 
このためには、協働を実践しようとする行政職員は、個々の自覚の下で、市民活動 

と協働に対する基本的な理解を深めることが必要です。また、組織としても、あらゆ

る分野で透明性を高め、アカウンタビリティが徹底される仕組みの構築が望まれます。 
同様にＮＰＯから行政に提供される活動実績や業務処理能力等の情報についても、

ミッション（社会的使命）を強く伝えたいがために、過大になることもありますが、

双方の信頼を築くためにも正確な情報の提供が望まれます。ＮＰＯは活動状況や業務

処理体制を正確に伝えるため、資料集（パンフレット）やホームページにその内容を

簡潔にまとめ、正確な情報を発信しておくとよいでしょう。また、地域社会に暮らす

人々に対しても、ＮＰＯについてより理解してもらい、社会的な認知や活動に対する

参加、協力を得るためにも、自らの活動に関して、情報誌の発行やホームページなど

を活用した正確な情報の発信が求められています。 

 

30．協働の取組を実施している最中に何か問題が 

発生したときにどう対応するとよいでしょうか？ 

 

協働の取組を実施している最中に、ＮＰＯ同士又はＮＰＯと行政など関係する主体

間でのトラブルや事故（例えば、けが人が出た等）、資金繰りなどの問題が発生する

こともあります。 
基本的には、協働に取り組む主体同士で相談して解決することになりますが、中間 

支援組織に相談してみるのも一つの方法です。 
共催、事業協力・協定、実行委員会・協議会などの協働の形態による場合は、事前 

に責任の所在を明確にしておくことも重要です。 
また、委託や補助・助成などの形態による場合は、事業完了後にお金が支出される 

ことが多いため、資金繰りに関しては、財政基盤の弱いＮＰＯに融資することを目的

に設立されたＮＰＯバンクなどを利用する、ということも検討してみましょう。 
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協働の取組の最中、ボランティアがけがをした場合どうしたらよいか？ 

 
けがの原因がボランティア側にないときには、主催者側に損害賠償の責任が発生し

ます。例えば、共催による場合は、それぞれが役割分担の下で、共に主催者である場

合と、実行委員会のような任意団体が作られる場合がありますが、前者は責任の所在

を明確に区分することが可能であり、後者の場合は、実行委員会自体が責任を負う必

要があります。こうした時のために、ＮＰＯと行政が、取組の役割分担を決め、覚書

や契約書として作成する際に、責任の所在を明確にしておくことが必要です。 
ボランティア活動があらゆる分野で活発に展開される中、民間の保険(ボランティ

ア保険など)への加入がかなり浸透してきましたが、保険の加入手続きを行うことは

煩わしく、協働による取組を行う際にも、主催者や参加者の間で､あまり口にされな

いままで終わることが多いと考えられます。しかし、取組の内容によっては、危険を

伴うものもあり、ボランティアの危険防止ため、予算化の上、保険に加入することが

適当です。 
また、町内会活動を含めて、市民活動をより広くカバーする「市民活動保険」を導

入しようという考え方も出てきています。 
これは、保険会社の商品としては歴史が浅く、現段階では対象人数や事故率などの

算定が困難なため、今後、事例を積み重ねていく中で、さらに検討が必要ですが、横

浜市、川崎市、仙台市など、徐々にこうした制度を創設する自治体も増えてきており、

市民活動に参加しやすい環境作りが進んでいるともいえます。 
なお、事故の内容によっては、市民活動保険があっても損害賠償責任保険が適用に

ならない場合もありますので、注意が必要です。 
 

※公務員のためのＮＰＯ読本 
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☆コラム ☆協働体験談 コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 

協働体験談：１ 

・ 行政の主催するイベントなどの実行委員会の構成団体や、協力団体として関わった

ことがあります。これも協働の一つの形だと思いますが、あくまでも事業全体の一

部に限定された協働でした。市民セクターの意見やアイディアを十分に反映し、よ

り大きな成果を生み出すためには、実施段階だけでなく、企画→実施→評価という

事業全体の一連のプロセスを通して協働をすすめるべきだと思います。 
 

協働は企画から実施（評価）に至る全てのステージ 

で取組が可能であり、「21．協働を実践する際に留意することは何ですか？」

で述べたとおり、特に計画立案段階から協働を進めることが行政に求められてい

ます。 

 

協働体験談：２ 

・ 行政から業務委託を受けたことがありますが、委託料の中には人件費が含まれて

いませんでした。委託と補助金・助成金の違いをはっきりさせる必要があると感

じました。 
 

通常、委託業務の委託料は、主に直接人件費とその

他経費（旅費、事務所経費、印刷費等）〔55Ｐ参照〕により構成されています。

この体験談の場合、ＮＰＯが補助や助成による事業を委託事業として勘違いし 
ていることも考えられます。行政は、ＮＰＯが事業の仕組みを十分に理解でき

るように丁寧な説明を心がける必要があります。また、ＮＰＯもその事業が委

託なのか、補助・助成なのか、事業の仕組み、内容などの理解に努める必要が

あります。 
 なお、委託業務の場合は、委託業務内容を「業務処理要領」で事業者に公示

し、それに対し見積徴収や入札を行い、受託事業者が決定されるのが一般的な

契約事務の流れです。見積額や入札額が業務委託予定価格を上回った場合は、

業務契約は締結されません。このようなことから、ＮＰＯも委託契約に臨む場

合、契約後に、問題や不満を生じないためにも、次のことも考えるべきです。 
 ①委託契約前に公示される事業内容や条件に不満がある場合、無理に業務を受

託しないこと。 
 ②事業内容や条件に問題がない場合でも、自ら作成した業務予算額（見積額、

入札額）で契約できない場合は、無理に金額を落として受託しないこと。（行

政が、ＮＰＯを便利で安価な事業者と捉えるかもしれません。） 

コメント＆アドバイス 

コメント＆アドバイス 
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協働体験談：３ 

・ これからは行政施設の運営に委託といった形でＮＰＯが関わることが多くなると

思いますが、委託ＮＰＯの選考に関しては基準などを明確にし透明性を持たせる

必要があると思います。 
 

「21．協働を実践する際に留意することは何です

か？」で述べたとおり、行政は、これまで行政が所管していた公共分野等への

ＮＰＯの参入機会の拡大に努めるとともに、選定基準等を公開する公募型プロ

ポーザル方式等を活用することにより、企画力、運営能力及びコスト面等を総

合的に比較検討し、委託事業者を選定することが必要です。 
 
 

協働体験談：４ 

・ 協働でよいものを作ろうとするあまり、双方持ち出しがとても多くなってしまい

ました。成果としては満足していますが、多少の疑問が残ります。行政は予算の

枠に縛られすぎるため、市民側に負担が大きくなる場合もあります。協働のそう

いった事態に対応できる予算や行政内基金のようなものがあればよいのではと感

じました。 
 

協働における役割分担は各々の主体の身の丈にあっ

た範囲内にとどめるべきで、事前の打ち合わせが不十分だったと思われます。対

等関係の中で行うのが協働ですから、ＮＰＯも負担が大きく感じられる場合は、

その旨を行政に伝え、事業規模・内容、コスト削減の手法、役割分担等を協議し、

見直すべきだったと考えます。また、解決手法を安易に行政予算に求めることに

ついても、これからの社会環境を鑑み、考え直さなければなりません。 
 
 
☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 

コメント＆アドバイス 

コメント＆アドバイス 
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31．協働による取組を評価するポイントや評価手法とは？ 

 
 
 協働による取組を評価する手法は、まだまだ確立されていません。試行段階であり、

全国でもいくつかの団体や自治体で取組が始まったばかりです。道としても、協働の

取組を評価する、評価システムづくりに取り組むことにしています。 

 

現在のところ、他県の先行事例を参考に、評価に当たってのポイントとなる点を整

理すると、次のようなことがあげられます。 

 
協働の取組実施後の評価例 

協働による手法を用いたことの

適否 

・効率的、効果的な取組や運営ができたか 

・単独で行うより高い効果が得られたか 

協働相手選定の妥当性    ・選定基準は妥当であったか 

・選定方法は妥当であったか 

・選定理由は妥当であったか     

目標設定の妥当性    ・目標設定は円滑にできたか    

・適切な目標設定ができたか 

目標達成度 ・予定どおり目標は達成されたか    

・住民のニーズに対する満足度は高まったか 

採用した協働形態の妥当性   ・双方の役割分担は的確にできたか 

・市民の特性が十分に活かされたか 

・責任の所在は明確にされたか 

・情報交換等の意思疎通は十分だったか 

費用対効果        ・コストの低減又はサービスの向上が図られたか 

・効果に見合うコストになっているか 

 

 

成果を活かす仕組みづくりとしては、三重県において「ＮＰＯと行政の協働事業自

己チェックシート」というものが作られています。 
 

※ＮＰＯと行政の協働事業自己チェックシート 

評価システム研究会・三重県生活部生活課ＮＰＯ担当／Ｈ１４．３ 
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ＮＰＯ評価に関する資料 

 
 

[評価システム] 

・コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」  

ＵＲＬ：http://www.hyouka.org/ 

・東京都生活文化局 

2003 年４月完成予定 

 

 

 

[報告書] 

・ ＮＰＯ活動の発展のための多様な評価システムの形成に向けて 

（内閣府国民生活局、02.8）ＵＲＬ：http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/ 

 

・ 評価のすすめ - 福祉分野で活躍する非営利組織のために �  

（笹川平和財団、01.1） 

 

・ なぜ、いま評価なのか - 国際開発 NGO の評価を考える - （笹川平和財団、01.1）  

 

・ 自然体験活動プログラム評価ハンドブック 

 （自然体験活動の「評価」研究会 事務局：自然体験活動推進協議会、01.3） 

 

・ 評価でＮＰＯの元気をつくる 評価システム研究会報告書 

（評価システム研究会、01）  

 

・ ＮＰＯと評価―評価でつくるＮＰＯパワー 評価システム研究会報告書 

（評価システム研究会、02） 

 

・ ＮＰＯ評価と企業評価 -その社会的責任-  

（パートナーシップサポートセンター、01.3）   

 

・ 支援者とＮＰＯをつなぐためのＮＰＯ評価に関する調査 研究報告書 

（支援者とＮＰＯをつなぐためのＮＰＯ評価に関する調査研究会、00.3） 
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[書籍] 

・ 「ＮＰＯ」幻想と現実―それは本当に人々を幸福にしているのだろうか？ 

（田中弥生著、同友館、99） 

 

・ 非営利組織の成果重視マネジメント－ＮＰＯ、行政、公益法人のための「自己評

価手法」（Ｐ.Ｆ.ドラッカー、J.G.スターン著、田中弥生訳、ダイヤモンド社、00） 

 

・ 非営利組織の「自己評価手法」～参加型マネジメントへのワークブック 

（Ｐ.Ｆ.ドラッカー、J.G.スターン著、田中弥生訳、ダイヤモンド社、95） 

 

・ ＮＰＯ理事会の自己評価 

（ＮＣＮＢ編、松原優佳訳、人と組織と地球のための国際研究所、00.11）  

 

・ ＮＰＯ理事による事務局長評価 

（Ｊ．ピアソンほか、中原美香訳、人と組織と地球のための国際研究所、00.9） 

 

・ アメリカの先進事例に学ぶ 評価とインターミディアリー 

（パートナーシップサポートセンター、00.3） 
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32．協働をスムーズに進めるためには？ 

 
 
協働をよりスムーズに進めていくためには、協働への行政職員やＮＰＯの理解を高

めるだけではなく、当事者間の対等性を持続させたり、適切な役割分担など協働によ

る取組が成立するための助言や指導を行い円滑な合意形成を促すといった役割を担

う協働コーディネーターの存在も有効です。協働は何も特別難しいことではありませ

んが、双方が正しい理解のもと、取り組んでいかないとかえって悪い結果になってし

まったり、うまくいかないことも出てきます。 
 こうした協働コーディネーターは、ファシリテーターとしての能力や幅広いネット

ワーク機能などを有し、また、協働による取組を評価するアセッサー（評価者）の役

目も担うことになることから、今後、その育成が重要な課題となっています。 
 

 
 

協働の目標

　協働コーディネーター

行政
地方分権

行政改革

NPO

自立性

独自性

自主性

プロセス管理

仕組み　ルール作り

対等性

（受託・補助・その他）

　理　解

透明性

　情報公開  
 

図：ＮＰＯと行政の協働の枠組み 

 

※協働のデザイン／世古一穂／学芸出版社 
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☆コラム ☆ファシリテーターとは？  コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 

 
多くの人の意見を集約したり方向性をつくったりする際に力を発揮します。ファシ

リテーターは単なる司会者ではなく、「援助者・促進者」という意味のとおり、新し

いものごとを生み出すときの「助産婦さん」のような水先案内人の役割です。参加型
の会議やワークショップにおけるファシリテーターの役割は、専門的知識を伝えるも

のでも、自分の意見でリードするものでもありません。参加者が対等な立場で意見を

言い合い、民主的に会議が進むようスムーズな進行をすることがその役割です。「意

見をコントロールせず、進行をコントロールする」のがファシリテーターの鉄則です。 
また、ファシリテーターは中立的な態度をとりますが、それは自分の意見や価値観

をもたない、というわけではありません。 
 

☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 
 
 


