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岡山県・岡山市の協働環境はどのように変化しているか？

幣法人が事務局を務める「第6回都道府県、主要市におけるNPOとの協働環境に関する調査
（以下、協働環境調査）実行委員会」では、2020年11月から約1年間をかけて、全国112の自治
体を対象とした「協働環境調査」を実施しました。協働環境調査は2004年にIIHOE〔人と組織
と地球のための国際研究所〕（以下、IIHOE）が開始した調査事業であり、その後、05年、07年、
09年、14年と通算5回の調査が実施され、その結果は全国の自治体やNPOの協働推進の指標
や教材として活用され続けています。なお、IIHOEの言葉を借りて調査の目的を説明すると、
「NPOと自治体の適切な協働を生み育てるための環境「協働環境」（協働を促すためのしくみ
等）の整備状況や市民・NPOの参画度、関連情報の公開度などを明らかにすることで、課題を明
確にし、改善に貢献すること」となります。
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今号では、今回の調査の対象となった「岡山県」と「岡山市」の協働環境の変化からそれぞれが
直面している課題とその原因を明らかにすることで、協働環境の改善に貢献することをねらい
としています。
前回調査が実施された2014年から約7年が経過した現在、私たちの身近な協働環境はどの
ように変化しているのでしょうか。また、全国的な傾向と比較してどのような特徴があるので
しょうか。調査の結果からわかったことなどを紹介したいと思います。
なお、今号では調査概要や調査結果の詳細は記載しておりません。詳しくお知りになりたい方
はP8（裏表紙）をご参照のうえ、報告書をお買い求めください。

2021年11月に公開（販売開始）された第6回協働環境調査の報告書。（写真は表紙）
報告書はNPO法人岡山NPOセンターのウェブサイトから購入可能。1部（PDFファイル）1,000円。
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特集 第6回協働環境調査からわかったこと

調査の概要

1．調査の進め方

「準備」 2020年11月～12月
幣法人の呼びかけに応じた全国の37組織とともに「調査
実行委員会」を発足、調査内容と役割分担を検討。

「調査」 2020年1月～9月
以下の手順による調査を実施。
①実行委員が対象自治体のウェブサイトから仮調査を実施。
②仮調査の結果を自治体へ送付し、確認・修正を依頼。
③自治体にて確認・修正を行い、実行委員に返送。
④自治体の回答を確認後、事務局に集約。

「編集」 2021年10月
集約された情報をもとに「グッドプラクティス」を選定。

「発行」 2021年11月
報告書の発行。

「御礼と報告」 2021年12月
調査参加自治体等を対象とした全国報告会の開催。

2．調査の内容
以下（表1）のとおり、12カテゴリ/30項目について、「①

0点から6点までの7段階指標に基づく評定」、「②チェック
リスト」、「➂記述式」の3種類の設問で構成しました。

7段階の評価指標は0点が最も評価が低く（協働環境が整
備されていない状態）、6点が最も評価が高い（理想的な状
態）を指すものとなっています。

3．調査の対象
今回の調査にご協力くださった自治体と本調査における
分類は右の（表2）のとおりです。

4．全体的な傾向
本調査を通じて、以下のような結果と傾向が確認できま
した。

（分類別の平均値）
※評価指標（最低0点、最高6点）の設定された設問につい
て、平均値を算出しています。

（全体的な傾向）
・傾向①：「都道府県」の後退は前回調査時からさらに進行
し、「政令市」と「中都市①」においても停滞・後退の兆しが
見え始めています。
・傾向②：「中都市②」と「小都市」での環境整備が進み、「中
都市②」は「都道府県」の協働環境とほぼ同水準に達してい
ます。

（表1）調査のカテゴリ（0）～（11）と設問項目（a、b、c、d、ア、イ、ウ）

（0） 貴自治体における協働の定義

（1）

協働をしくみにするためのプロセスについて

a 協働環境を向上するために、指針や条例が定められ、推進し評価する体制が策定されているか？

b 協働をしくみにするためのプロセスが公開されているか？

c 協働をしくみにするためのプロセスとその後の運用の評価・見直しに市民が参画しているか？

（2）

しくみが効果的に活用されるための整備

a 協働の推進を担当する部署は、積極的に機能しているか？

b 職員を全庁的に育成しているか？

c 全庁的な協働の推進体制が整えられているか？

d 庁内で協働事例は共有・活用されているか？

（3）

しくみを活用するために、協働のパートナーと共に学び、互いが育つしくみについて

a 市民（ＮＰＯ）からの提案は、広く、適切に受け止められているか？

b

協働事業、協働先の選定方法

ア） 審査の手順・基準や、結果・根拠は公開されているか？

イ） 審査機関に市民は参画しているか？

ウ） 選考は適切にフィードバックされているか？

c 協働事例を広く公開・活用しているか？

d しくみを普及するために、ＮＰＯと共に学び、互いに育っているか？

（4）
協働事例の評価・ふりかえりについて

a 協働事例の評価・ふりかえりが行われ、制度の改善に生かされているか？

都道府県 政令市 中都市① 中都市② 小都市

平均値 3.10 3.83 3.19 3.09 2.42
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（5）

協働に関する情報の発信・整備について

a 自治体のウェブサイトから協働に関する必要な情報がタイムリーに入手できるか？

b 協働環境を向上するために、ＮＰＯ等の情報が整備・公開されているか？

（6）

指定管理者制度を通じた協働の状況ついて（新設）

a 指定管理者におけるNPOの参入状況について

b 市民活動支援センターなどにおける運営状況について

（7）

地域運営組織への支援や協働の状況について（設問改訂）

a
（市区町村限定）地域の多様な主体による協働を促しているか？
地域の自治や公共サービスを地域住民が担う取組を促しているか？（設問改訂）

b （都道府県限定）県内市区町村とＮＰＯとの協働を促しているか？

（8）

災害支援における民間組織との協働について（新設）

a 情報共有会議の開催について

b 民間組織との協働・連携に関する状況について

（9）

SDGs推進における民間組織との協働について（新設）

a SDGsの政策への反映について

b 民間組織との協働・連携に関する状況について

（10）

新型コロナウイルスに関するNPOへの支援策について（新設）

a NPOに対する支援策の実施について

b コロナで影響を受けた、困難を抱える方などへのNPOとの協働による支援について

（11）

市民社会スペースについて（新設）

a 市民社会スペースを狭めるような政策の変更について／協働に関する条例や方針の廃止や交代的な変更の事例

b 市民社会スペースを狭めるような具体的な事案について／施設の利用制限や補助事業などの対象除外などの事例

（表2）調査の対象

分類（定義） 自治体数 自治体名

都道府県 47 すべての都道府県

政令市 16
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、新潟市、静岡市、名古屋市、
京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市、熊本市

中都市①
（人口３０万人以上の市）

20
旭川市、秋田市、宇都宮市、前橋市、柏市、長野市、富山市、金沢市、
岐阜市、大津市、奈良市、和歌山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、
大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

中都市➁
（人口３０万人未満10万人以上の市）

22
函館市、青森市、盛岡市、山形市、福島市、水戸市、浦安市、甲府市、
福井市、津市、草津市、鳥取市、米子市、松江市、山口市、宇部市、周南市、
下関市、徳島市、佐賀市、浦添市、うるま市

小都市
（人口１０万人未満の市）

7 鯖江市、橋本市、田辺市、倉吉市、境港市、宜野湾市、南城市

合計 112

特集 第6回協働環境調査からわかったこと
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特集 第6回協働環境調査からわかったこと

岡山県の結果

1．他の都道府県との比較
岡山県の調査結果と全国の都道府県の平均値を比較した
ところ、岡山県は比較が可能な6カテゴリ中の5つで都道府
県の平均を上回っていることがわかりました。（グラフ1）
特に「（4）評価・ふりかえり」については、平均値を大きく
上回る結果となっており、3つの県民局を中心として協働
事業のふりかえりが丁寧に実施され、その結果が次年度事
業に生かされていることを確認することができました。

また、今回の調査で新たに設けられた設問「（8）災害支援
における民間組織との協働について」は、最高評価（6点）
となっており、こちらも都道府県平均（4点）を大きく上回り
ました。平成30年7月豪雨の対応時に「災害支援ネット
ワークおかやま」をはじめとする民間組織との協働体制を
整え、現在まで緊密な連携を維持していることがその要因
になっていると考えられます。

2．前回調査との比較
2014年に実施された第5回協働環境調査と今回の調査
の結果を比較したところ、「（3）パートナーと共に育つ」がわ
ずかに後退しているほか、前回調査では状態が明らかにな
らなかった「（7）地域運営組織への支援や協働」について、
2点の状態であることが確認できました。（グラフ2）

その他の項目については前回調査と同じ結果となってお
り、あえて厳しい表現を選べば「停滞している」と言えるで
しょう。

3．改善に向けての提案
都道府県の平均値と比較した結果、大きく下回る項目は
ありませんでしたが、前回調査との比較の結果では、約7年
間、岡山県の協働環境は大きく変化していないことが明ら
かになりました。少子高齢化の進行に加え、ここ数年、毎年
のように発生している大規模災害や新型コロナウイルスの
流行といった社会状況の変化を考慮すると、行政とNPO
等との協働の重要性は年々高まっていると思われるため、
岡山県の協働環境も次のステージに引き上げられることが
期待されます。そこで、本調査の評価指標に基づいて、改善
に向けたいくつかの提案をしたいと思います。

「（1）しくみ化のプロセス」に関する提案
岡山県は「（1）-a 協働環境を向上するために、指針や

条例が定められ、推進し評価する体制が策定されている
か？」の問いに対して、評価指標の4点に該当する「指針ま
たは条例のどちらか一方が策定されている。」と回答して
います。この設問に対する都道府県の平均値は「4.8」であ
り、岡山県は平均を下回る結果となっているため、評価指
標の5点に該当する「NPOとの協働に関する指針または条
例と、推進し評価する体制が策定され、ウェブサイトで公開
されている。」状態を目指すことを提案します。

「岡山県ボランティア・NPO活動の促進に関する基本指針」
の策定が2000年、「岡山県とNPOとの協働の手引き」の
策定が2005年であることを考えると検証や見直しを行う
タイミングとして「早すぎる」ことはないと思われます。05
年の「協働の手引き」策定時と同様に、市民を含めた体制の
もと、プロセスをウェブサイトで公開しながら見直しを進め
ていただきたいと思います。なお、評価指標の5点または6
点に達するためには以下の要件を満たす必要があります。

（5点）
・指針に規定された施策を推進・評価する体制をつくること。

（6点）
・指針に基づいた中長期計画を策定・公開すること。
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見直しは一朝一夕に実現できるものではないと思われま
すが、県内のNPO法人や専門家等の協力を得ながら丁寧
なプロセスを踏んで実現されることを期待します。

また、「手引き」は、職員の研修資料として活用されていま
すが、内容の多くが一般論となっているため、これまでに職
員が実践を通じて蓄積された経験・情報を含めた内容とす
ることで、実践に生かせる教材を完成させていただきたい
と思います。

「（3）パートナーと共に育つ」に関する提案
岡山県は「（3）-b イ）審査機関に市民は参画している
か？」の問いに対して、評価指標の1点に該当する「協働案
件の審査機関に市民委員が参画している（公募していな
い）。」と回答しています。この設問に対する都道府県の平
均値は「1.8」であり、岡山県は僅かに平均を下回る結果と
なっていることから、評価指標の2点に該当する「補助・助
成制度のみ、審査委員を公募している。」状態を目指すこと
を提案します。

また、「（3）-b ウ）選考は適切にフィードバックされてい
るか？」の問いに対しては評価指標の1点に該当する「審査
委員の代表から、総括コメントが示される。」と回答されて
おり、こちらも僅かに都道府県の平均値（1.9）を下回る結
果となっています。2点の評価指標は「事前に示された審査
基準に基づく採点結果が、申請者に通達される。」、3点の
評価指標は「事前に示された審査基準に基づく採点結果と
審査員からのコメントが、各申請者に通達される。」となっ
ているため、改善に着手する場合は、2点（審査結果のみ）
ではなく、3点（審査結果とコメント）を目指していただきた
いと思います。 なお、「イ」、「ウ」の改善によって以下のよ
うなメリットがあると考えられます。

「（3）-b イ」 審査委員を公募するメリット
・市民の県政への参画機会を保証できる。
・意欲のある市民の発掘・育成の機会となる。
・市民感覚を取り入れた審査ができる。

「（3）-b ウ」 審査結果とコメントを通達するメリット
・申請者（NPO等）の企画立案能力が向上する。
・審査に緊張感が生まれ、より誠実な審査が行われる。
・申請者（NPO等）とのコミュニケーションが促進される。

「（７）地域運営組織への支援や協働」に関する提案
岡山県は「（7）-b （都道府県限定）県内市区町村とNPO
との協働を促しているか？」の問いに対して、評価指標の
2点に該当する「県内市区町村の協働関連の情報をまとめ、
NPO等に公開するなど、情報の収集・公開をしている。」と
回答しています。この設問に対する都道府県の平均値は
「２．７２」であり、岡山県は僅かに平均を下回っています。

岡山県の場合、3つの県民局が中心となり、それぞれの管
内市町村との情報共有や人材育成が進められていますが、
協働環境調査の評価指標では、さらに踏み込んだ「NPOと
市町村のマッチングの機会創出」を求めています。
例えば、防災、移動支援、観光振興、移住・定住促進などは、
「協働」と「広域連携」の相性がよく、市町村域を超えた協働
を促しやすいテーマと言えます。また、最近ではインフラマ
ネジメントの領域においても協働という手法が取り入れら
れるケースが増えており、自治体間での実践と事例の共有
が急がれます。

これらのテーマ（共通する地域課題）について、市町村と
NPOが出会い、意見交換し、協働の端緒となる機会を設け
ることで、評価指標5または6の状態を満たすことを提案し
たいと思います。

（3）-b イ）の指標と自治体（規模）別の平均値。協働環境調査報告書より

（3）-b ウ）の指標と自治体（規模）別の平均値。協働環境調査報告書より

7）-bの指標と自治体（規模）別の平均値。協働環境調査報告書より
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岡山市の結果

1．他の政令市との比較
岡山市の調査結果と今回の調査に参加した他の政令市
（15市）の結果を比較したところ、比較が可能な6カテゴリ
のすべてにおいて政令市の平均値を上回っていることがわ
かりました。（グラフ3）
個別の設問の結果においても評価指標が設定されている

19の設問中、政令市の平均を下回ったのは5つの設問の
みであり、そのいずれも平均値との差は1点の範囲内に収
まっていました。

また、今回の調査では、参加自治体を「都道府県」、「政令
市」、「中都市①」、「中都市②」、「小都市」に分類して平均値
を算出していますが、分類別に見ると「政令市」の平均値が
突出して高かったことから、政令市の平均値を上回る岡山
市は、調査対象となった112自治体の中でも協働環境の整
備が進んでいる自治体であることがわかります。

なお、「（1）しくみ化のプロセス」については、すべての設
問で最高評価（6点）に達しており、「岡山市協働のまちづく
り条例」の改正に至るプロセス、記録と編集、ウェブサイトの
構成などが、調査実行委員会により「グッドプラクティス」に
選出されています。

2．前回調査との比較
2014年に実施された第5回協働環境調査と今回の調査
の結果を比較したところ、全6カテゴリ中、5つで前回調査
の結果を上回っていることが確認できました。（グラフ4）
残り1つのカテゴリ（（4）評価・ふりかえり）は前回調査と
同じ結果となっていますが、政令市の平均値（2.7）は上
回っています。

P2で述べたとおり、全体的な傾向として「停滞・後退の予
兆が見られる」中、岡山市では前回調査時から大きな改善
がはかられていました。その要因としては「協働のまちづく
り条例」の改正と条例に基づく「協働推進計画」の策定が考
えられます。
条例改正の経緯や内容が岡山市のウェブサイトで公開さ
れているため、条例・指針等の策定後、一度も見直しが行わ
れていない自治体の皆様には、ぜひ参考にしていただきた
いと思います。
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（表3）条例改正のポイント

１ 改正市民案が先行してつくられ、それを尊重する形で改正を行った。

２
多様な主体が地域の当事者として、協働して地域の社会課題解決を進めることで、豊かで活力ある持続可能な
地域社会をつくることを目的とし、市を含む多様な主体の役割を規定した。

３ 協働の理念と原則を規定した。（相互理解、目的共有、対等、自主性・自立性の尊重、公開）

４
地域の協働の拠点機能の強化、協働の主体の育成、情報共有・交流機会の提供、協働モデル事業の指定、表彰など
支援策・促進策を具体的に規定した。

５ コーディネート機関、市への提案制度、協働フォーラムなど、多様な主体が協働推進施策に参画することを保障した。

６
市の各課に協働推進員を配置し、各課での「協働の視点」での施策の見直しを進めるため庁内の推進本部体制を
規定した。

７ 多様な主体による協働推進委員会（審議会）を設置し、協働推進計画等を審議・検証した。

なお、以下の（表3）は岡山市が公開している「条例改正の
ポイント」になりますが、「4」のとおり、条例に具体的な施策
を規定していることや、「7」のとおり、条例に基づく計画の
策定・評価を行う体制を規定していることが、形式的な条
例改正に留まらず、具体的な改善が実現された重要な要素
になっていると思われます。
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「（3）-b ア）審査の手順・基準や、結果・根拠は公開されて
いるか？」に関する提案
岡山市はこの問いに対して、評価指標の3点に該当する
「手順・基準ともに事前に文書で公開されている。」と回答
していますが、この設問の政令市平均は「3.6」であり、岡山
市は平均をわずかに下回る結果となっています。この設問
は2点及び4点に該当する評価指標が設定されていないた
め、岡山市が次の段階を目指す場合、評価指標の5点に該
当する「手順・基準を事前に公開するとともに、審査結果の
具体的かつ合理的な根拠を公開している。」が指標になり
ます。

岡山市の場合、「手順・基準」についてはすでに公開され
ているため、次に着手すべきは「審査結果の具体的かつ合
理的な根拠の公開」になります。

また、同じく政令市平均を下回っている設問が「（3）-b
ウ）選考は適切にフィードバックされているか？」になりま
す。この設問の次に目指すべき指標は4点の「事前に示さ
れた審査基準に基づく採点結果または、審査員からのコメ
ントがすべての申請者について公開されている。」になりま
す。
※「3-b ウ）」の指標と平均値はP5をご参照ください。

「3-b ア）」と「3-b ウ）」の次の指標は市民（NPO等）に
対する根拠または結果の公開となっています。審査員や提
案者（NPO等）への配慮から、あえて非公開とされている
ことも考えられますが、保護すべき情報が取り扱われない
場合、原則的には審議の過程と結果は公開されることが望
ましいと思われます。岡山県と同様、岡山市においても情
報公開を通じて、当事者（提案者）の学び・気づきとコミュニ
ケーションが促進されることを期待します。

（3）-b ア）の指標と自治体（規模）別の平均値。協働環境調査報告書より

（2）-bの指標と自治体（規模）別の平均値。協働環境調査報告書より

3．改善に向けての提案
前述のとおり、岡山市は今回の調査対象となった自治体
の中でも協働環境の整備が進んでおり、早期に改善が必要
な状態とは言えませんが、個々の設問で見ると、5つの設問
に対する回答が政令市の平均値を下回っていました。その
うち、新設の設問（2問）を除いた3つの設問について、改善
の提案をしたいと思います。

「（2）-b職員を全庁的に育成しているか？」に関する提案
岡山市は「（2）-b 職員を全庁的に育成しているか？」の
問いに対して、評価指標の4点に該当する「全職員の20%
以上または管理職の30%が、過去2年間以内に、協働に関
する研修を受けた。」と回答しています。

この設問に対する政令市の平均値は「4.1」であり、岡山
市はほぼ同水準となっています。この設問では協働に関す
る研修への職員ならびに管理職の参加割合が高いほど評
価が高くなりますが、岡山市では、協働推進のための会議
や研修は協働関係課（58課/2020年4月時点）を中心に
実施されていることから単純に参加者を増やす（関係課を
増やす）ことは難しいと思われます。
そこで、設問と評価指標を広義に捉え、職員育成の機会の
質的・量的な拡充について提案をしたいと思います。

提案①「協働関係課」の定期的な見直し
常に社会状況や市民のニーズを注視しつつ、必要に応じ
て対象となる部署を広げる。できれば見直しには多様な視
点（外部委員など）が含まれることが望ましい。

提案➁参加率の向上に向けた工夫
個々の経験・参加状況に応じて複数のプログラムを用意
する。例えば、13時から14時を入門編、14時から15時を
応用編として、途中参加や途中退席を可とするなど。また、
参加意欲を持続させるために参加者アンケートの結果をも
とにテーマ・講師を選定するなど。

提案③研修素材のオンデマンド化
いつでも、誰でも（協働推進課以外の職員も含めて）学ぶ
ことのできるツール・環境を整備する。例えば、共有フォル
ダ内に研修の記録動画を保存しておくなど。

岡山市の条例改正の経緯などは以下のウェブサイトにて公開
されています。

「おかやまNPO・ボランティアサイト つながる協働ひろば」
http://www.okayama-tbox.jp/kyoudou

「岡山市協働のまちづくり条例が改正されるまで」
http://www.okayama-tbox.jp/kyoudou/pages/3901
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報告書のご購入について

第6回協働環境調査の報告書の購入を希望される場合は
以下のいずれかの方法でお買い求めください。岡山県外か
らのご購入希望については、担当エリアの調査実行委員へ
おつなぎいたします。

■定価：1,000円（税込）
※PDFファイルのみ
※CD-Rでの購入を希望される方には1,100円プラス送
料にて販売いたします。

■内容：全体報告書（74ページ）と自治体別調査結果（112
自治体分）

■報告書の構成：
【第一章】調査概要

【第二章】調査結果
「都市規模別の傾向」
「設問別の傾向」
「全自治体の平均値が最も高い設問」
「全自治体の平均値が最も低い設問」
「各設問の結果とグッドプラクティス」

【第三章】都道府県・市別の調査結果
調査対象となった112自治体の個別調査結果

■購入方法：
①ネットショップ「STORES」から注文する
・URL ： https://npokayama.stores.jp/

②TELまたはメールにて注文する
・TEL ： 086-224-0995
・E-mail ： npokayama@gmail.com

■過去の協働環境調査について
過去に実施された協働環境調査については、以下からご
確認いただけます。

（第2回～第4回）
https://blog.canpan.info/kyodo-kankyo/
https://officeiihoe.stores.jp/

（第5回）
「第5回協働環境調査ブログ」
https://blog.canpan.info/kyoukantyou5/

第6回協働環境調査をふりかえって

はじめに、第6回協働環境調査の実施にあたって新型コロナウイルス関連の対応等でお忙しい中、調査にご協力くださった各
自治体の担当者の皆様に、あらためて感謝を申し上げます。

【社会状況が大きく変わる中での協働環境について】
今回の協働環境調査は、全世界が新型コロナウイルスという未知の脅威に対応し、生活様式を大きく変更すると共に、これま
で各地域の都市で推奨されてきたインバウンド等の観光振興、地域のサロンやデイサービス、外出や買い物支援、子どもや高
齢者や障がいをもつ方の居場所づくりなどなど、自治体とNPOとの協働による取り組みが自粛を求められる社会状況の中で
の実施となりました。また、「平成30年7月豪雨」の前後より、過去には50年ないしは100年に1度と言われるような自然災害
が毎年のように発生する状況とも重なりました。協働でなければ乗り越えられない課題が山積している状況で、従来の協働環
境に関する調査と合わせて、「災害支援における民間組織との協働について」、「新型コロナウイルスに関するNPOへの支援策
について」、「SDGs推進における民間組織との協働について」など、新設の設問として追加しました。

【はじめての実行委員会形式での実施について】
協働環境調査は、これまでIIHOEにより実施されてきた調査です。今回調査で事務局を務めた弊法人も過去の調査で
IIHOEにお声掛けいただき、参画した当初はIIHOEや全国の中間支援組織に倣う「受け身」の状態でしたが、調査への参画を
重ねる中で、協働環境調査は各都道府県、市町村との協働を実践している私たち自身が取り組むべきものであるという考えを
強くしました。そこで、僭越ながら自分たち（実行委員会）での調査をIIHOEに直談判したところ、ご快諾をいただき、今回の実
施に至っています。成長と挑戦の機会をくださったIIHOEにあらためて心からの感謝を申し上げます。

【踏み込んだ協働が必要な時代に】
今回の調査では、残念ながら都道府県を中心に協働環境の整備が停滞ないしは後退している状況が目に付くようになって
いました。また、協働推進の取り組みが中止または廃止になった事例もあり、ますます協働が重要な状況下で不安を感じずに
はいられません。一方でコロナ対応での各地の先駆的な取り組みや災害支援に関するネットワークの広がりを確認することが
できました。具体的な動きから、それをより良くするための環境整備へ。本調査結果や本実行委員会でのつながりが各地のさ
らなる協働環境の向上につながることを願っています。

第6回 都道府県、主要市におけるNPOとの協働環境に関する調査 実行委員会・事務局
特定非営利活動法人岡山NPOセンター 代表理事 石原 達也


