協働コーディネート業務 委託仕様書

1 趣旨・目的
人口減少や少子高齢化社会が進む中、地域団体やＮＰＯ等による地域課題への取り組みが重要とな
ってくる。そのような地域団体やＮＰＯを発掘し、神戸市や多様な団体・人材とのコーディネートを実施す
ることで、市民と神戸市との協働と参画のまちづくりを推進し、地域の課題解決を進めていく。

2 概要
神戸市内における地域課題に取り組む活動や、プロジェクトを実現しようとするプレイヤーの発掘、また
その活動やプロジェクトを支援し、地域課題に取り組む素地を醸成する。
学生からシニアまで、地域課題解決の担い手となる人材を対象とする。

2.1 「地域課題」に取り組む活動やプロジェクトの想定
少子高齢化などの影響により、多くの地域コミュニティが担い手不足に悩んでいるなか、困りごとを抱え
る市民に対して、地域課題に取り組み、利便性の向上を試みたり、課題を解決する方向性に導いたりす
る活動やプロジェクト。
≪具体例≫
貧困対策、孤独・孤立対策、子ども・若者ケアラー支援、ひきこもり支援、ひとり親家庭の支援、
こどもの居場所づくり、生活における困りごと支援、地域コミュニティにおける担い手不足への支援、
空き家・空き地活用、学生支援、学習支援、子育て世帯の支援、高齢者支援、障がい者支援、
多文化共生、地域活動における ICT の活用、デジタルデバイドの解消、里山保全、
生物多様性の保護、こどもの自然体験など

2.2 他事業との連携
以下の事業と連携しながら事業を進めること。
事業名（仮称）

概要

対象

連携方法

地域課題に取り組む

上限 50 万円の補助金による支援。３年上

地域課題に取り組

補助金を希望する団体への案内、コーディネ

NPO 等支援事業

限で段階的に減額。50～80 団体を想定。

む幅広い活動

ート。全採択団体へのヒアリング。

中間支援団体が、団体の運営基盤強化と

上記の補助金採択

運営基盤強化を希望する団体や、支援を必要

して、セミナーや伴走支援などを実施。

団体を中心に支援

とする団体への案内、コーディネート。

多様な主体の交流・情報共有・スキルア

社会貢献に取り組

情報交換等による相互連携。①支援団体が場

ップ・連携により、社会貢献活動の活性

みたい団体（個

所を活用できるよう KIITO:300 につなぐ

化を図る。活動に関する相談窓口あり。

人）、学生など。

②KIITO:300 の利用者に対する必要な支援

ふるさと納税を活用

事前登録している団体を指定したふるさ

認定 NPO 法人

支援団体への制度案内、コーディネートによ

した NPO 等支援

と納税額の９割を上限に補助。

NPO 法人

る団体支援。

市民活動のオンライン上の情報発信・交

登録団体・個人

支援団体へサイトの紹介や活用方法の案内。

応援したい団体

応援したいことがある団体へのつなぎ

非資金型支援事業

KIITO:300

つなごう神戸
KOBE 地域貢献応援
プラットフォーム

流サイト。ボランティア募集もできる。
「応援したいこと」を募集し、具体的な支

援にするためのコーディネートを市が実 （個人）とそのつな

応援したいことに対してのつなぎ先の検討、

施。市民が支える支援の輪を広げていく。 ぎ先。

紹介。
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3 業務内容
3.1 地域課題に取り組む活動やプロジェクトを実施するプレイヤー発掘
・ 委託期間内に 15 人を目標にプレイヤー発掘をし、具体的なプロジェクトの実現を目指し支援する。
・ 3.1.1~3.1.3 については、仕様書を踏まえ、より効果的な方法を提案すること。

3.1.1 地域課題に取り組む活動やプロジェクトのきっかけ作りとなるセミナーの開催
地域課題に取り組む活動やプロジェクトを、神戸市が支援しているということを周知するセミナーを開催
し、プレイヤーとなる人材を発掘する。
さらに、地域課題に取り組む活動やプロジェクトの価値や重要性を広める。
(1) 対象
・ 神戸市内の地域課題解決に関心がある個人または団体。
・ 神戸市内で既に地域課題に取り組み、実施事業について悩みを持っている個人または団体。
(2) 開催回数
・ 委託期間中２回以上実施すること。
・ 開催時期について、神戸市と事前協議のうえ決定すること。
(3) 実施内容
・ 地域課題に取り組む先進事例等の講義をすることで、地域課題解決に対するイメージを具体化す
る。
・ 開催内容について、神戸市と事前協議のうえ決定すること。
・ ワークショップの広報を兼ね、かつ地域課題に取り組むプレイヤーを発掘できるセミナーを提案する
こと。

3.1.2 地域課題に取り組む活動やプロジェクトの立ち上げを目的としたワークショップの実施
地域課題に取り組む活動やプロジェクトの立ち上げ支援を実施するため、セミナーやワークショップでプ
レイヤーを発掘し、具体的なプロジェクトの実現を目指し、支援する。
(1) 対象となる団体
・ 神戸市内で、地域課題に取り組む活動やプロジェクトを立ち上げようと考えている個人または団体。
・ 神戸市内で、地域課題に取り組む活動やプロジェクトの立ち上げに強い意欲を持った個人または団
体。
・ 神戸市内で地域課題に取り組む活動やプロジェクトを既に立ち上げているが、さらなる地域課題に取
り組みたいという意欲を持った個人または団体。
(2) 開催回数
・ 委託契約期間中５回以上
・ 例）３回×２ターム、５回×１タームなど
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(3) 実施内容
・ 地域課題に取り組む活動やプロジェクトを開始することを目的に、①課題設定や課題解決の視点・ア
イディア、②事業計画の作成、③ファンドレイジング等について学べる、少人数制のワークショップを実
施する。
・ 開催内容、開催時期については、神戸市と事前協議のうえ、決定すること。
(4) ワークショップには、以下の要素を含むものとする。
・ ワークショップ参加者に、取り組みやプロジェクト（事業）の具体化に向けた準備資料を、事前に作成さ
せる。
・ ワークショップ参加者へのソーシャルマインドセット
・ 取り組む地域課題の設定、地域課題解決のアイディア等の学び
・ 事業計画書の作成
・ 資金繰り、ファンドレイジング、クラウドファンディング等の学び
・ 事業プランのブラッシュアップ
・ 事業プランのプレゼンテーションの実施
・ 事業プランに対するフィードバックの実施
(5) 令和３年度のワークショップ参加者を含め、参加者同士のつながりを築けるような支援を提案すること。
なお、令和３年度のワークショップ参加者の名簿は、神戸市より提供する。
(6) その他
・

ワークショップの定員は、神戸市と事前協議のうえ決定すること。

・

講師が一方的に講義をする形式ではなく、双方向型の講義や参加者同士が議論する場を設けるな
ど、楽しく学べる工夫をすること。

・

対面型を基本とするが、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、オンライン開催に切り替える
などの検討をすること。なお、オンライン開催とする場合は、神戸市と協議のうえ決定すること。

3.1.3 団体支援のためのワークショップ開催
団体支援として、以下のテーマでワークショップを実施する。
(1) 「協働と参画」推進寄附金の登録団体を対象とした、ふるさと納税の活用に関するワークショップを、委
託期間中に３回以上実施すること。
例） １回目

寄附の集め方の検討、寄附のお願い先リストの作成

２回目

理念や伝えたい事の整理、広報のポイント

３回目

寄附を検討している方と団体のマッチングイベント

(2) ワークショップ後のフォローとして、寄附集めの進捗のヒアリングやアドバイスを実施すること。

3.1.4 セミナー・ワークショップ開催に係る調整業務
(1) 会場確保、会場設営等の調整
(2) 講師手配業務（講師謝礼及び旅費を含む。）
(3) 実施内容の構成及び資料等の作成
(4) 参加申込者からの問い合わせ等対応
(5) 当日の運用業務（当日の司会、進行役を含む）
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(6) 報告書の作成業務

3.2 地域課題に取り組む NPO 等支援事業の採択団体へのコーディネート
地域課題に取り組む NPO 等支援事業（補助金）のすべての採択団体（50~80 団体を想定）に対しヒアリン
グを行い、必要なコーディネートを実施する。
(1) 対象となる団体
地域課題に取り組む NPO 等支援事業の採択団体（50~80 団体を想定）
(2) コーディネート内容
対象団体にヒアリングを行い、その団体に必要なコーディネートを実施する。
（コーディネート先の例）
・ 非資金型支援を実施する中間支援団体とのコーディネート
・ KIITO:300（相談窓口・スペース） へのコーディネート
・ つなごう神戸の紹介、運営事務局へのコーディネート
・ 神戸市の施策の紹介、コーディネート
※「2.2 他事業との連携」を参考に、他事業と連携しながら進めること。
(3) 団体同士の交流が生まれるようなコーディネートや仕掛けづくりを提案すること。

3.3 広報活動業務
ターゲット（3.1、3.2 の事業の対象者）に届くよう、SNS やパブリシティ等を活用し、効果的な情報発信を実
施すること。また、事業の取り組みやレポートなども、積極的に発信すること。

3.4 その他
2.2～3.3 の業務に係る調整業務（実施計画・進捗管理を含む）

4 業務報告
・ 概ね月１回程度、定例会議を開催し、運営事務局として神戸市及び関係各所と情報共有をはかる
こと。
・ セミナー・ワークショップの実施ごとに、実施概要・参加人数などの報告書を作成し、実施後速
やかに提出すること。
・ 支援状況を把握するため、支援団体（個人）ごとに、支援状況の概要が分かる資料（任意様式。事
前に市と要調整。
）を作成し、月 1 回程度、進捗と合わせて報告すること。
例）現状、困りごと、必要な支援、実施した支援内容、協働コーディネーターの見解など
・ トラブルが生じた場合は対応策を講じるとともに詳細を市に報告すること。
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・

委託期間終了後すみやかに、実施業務の内容、成果及び課題等についてまとめた業務報告書を市
に提出すること。
（報告書作成費も委託料に含む）

5 契約上限額
金 6,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）
※本契約に係る令和４年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、この提案募集に基づく契約は締結しな
いことがある。

6 契約期間
契約締結日から令和５年３月 31 日まで

7 その他
・ 委託事業者は本業務を通じて取得した個人情報について、神戸市個人情報保護条例等に基づき、
適正に取り扱うこと。
・ 新型コロナウイルスの影響により業務の遂行に大きな支障が出る場合は、あらかじめ市と対応を
協議すること。
・ この仕様書に明記されていない業務については、その都度市と十分協議すること。
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