
「市の考え方の区分」◎：意見を反映し案を修正した ○：意見を一部反映し、案を修正した　△：案を修正しなかった。　□：その他（感想、この案件以外への意見等）

№ 意見の概要 市の考え方 区分

1

全体的なこと
協働負担金が日の目をみたことは大いに評価したい。ただ
し、状況の変化の記述は平成２４年３月時点で止まってい
て、市民協働推進センターの現状が説明されていない。

この指針のように協働負担金が理解されていれば、市民協
働推進センターの運営に、要らぬ軋轢をさけることができたと
思う。今後に期待したい。

p15 ②情報交流の推進の中で、市民協働推進センターの設
置について、記載しております。

△

2

まず今回の見直しが、協働負担金を位置付けるものとしてな
されていることは、大いに評価したい。
根本的な見直しにも、できるだけ早くとりかかる必要がある。

市内の協働事例は多いが、何がどう違うのか整理されておら
ず明確でない。経験知や先進地との交流を活かして、協働
を進める努力を惜しまぬ心構えが、行政と市民の双方に必
要である。

協働の形態を整理することで、協働事業の整理を行うよう努
めます。

○

3

ｐ６　表現修正
「しかし、事業を実施する上での目的・目標の共有について
は、不十分な事業もあります。また、事業実施のプロセスと成
果についての評価制度の改善が必要です。」とする。

「ないかと思われる」という表現は奥歯にものが挟まったあい
まい表現である。
評価制度が存在しないのでなく、うまく機能していないという
ことではないか。

「しかし、事業を実施する上での目標や目的の相互間の共
有が図られないまま実施されているのではないかと思われる
事業もあります。」を「しかし、事業を実施する上での目的・目
標の相互間の共有については、不十分な事業もあります。」
に改めます。

○

4

ｐ８表現修正
協働事業を実施する前に、定量的及び定性的な目標を設定
することで、実施後の客観的な評価がしやすくなります。
細かな具体例は必要ない。また、挙げている例は適当でな
い。

実施目標及び成果目標を分かりやすく説明するために、具
体例を入れております。

△

5

ｐ１０表現修正
「NPO活動団体」を「NPO法人」とする。
他の団体との違いは、法人であるということ。

同意見　２件

「NPO活動団体」を「NPO法人」と改めます。 ◎

パブリック・コメントの意見の概要と市の見解

3個人・1団体　計３４件　　　◎９件 　 ○１０件　　△１１件　　□４件
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6

ｐ１０表現修正
公益法人等の内容の例示として社会福祉法人以外のものも
入れる）
 
社会福祉法人だけが公益法人でなく、学校法人など教育機
関、研究機関も重要である。

内容の例示に、学校法人を追加いたします。
なお、研究機関につきましては、「国等の機関」に含めており
ます。

◎

7

ｐ１０表現修正
「国の機関や独立行政法人等で専門的な知識や技術を社
会に還元する活動を行う。」とする。

「地域に還元する場合もある」というのは失礼な表現である。

「国の機関や独立行政法人などの公的な機関であるが、専
門的知識や技術を地域に還元する活動も行う場合もある」を
「国の機関や独立行政法人などの公的な機関のうち、本来
業務に加え、専門的な知識や技術を社会に還元する活動を
行う機関」に改めます。

○

8

ｐ１１　表現修正　追加する。
協働がふさわしい事業例

５．生涯学習事業等
市民大学講座など「人づくり」のために重要、かつ適切。３の
文化活動とは異なる領域。

「5　生涯学習事業（市民大学講座等）」　を追加いたします。 ◎

9

ｐ１１　表現修正
成果の帰属
コラムC　「取り決めによる」

簡潔に表現する。

他の区分においても、取り決めで決めることができるため、
「取り決めにより、決めることができる。」を「双方に帰属」に改
めます。

○

10

ｐ１１　削除する。
自助、互助、共助、公助の箇所は不要である。

これらの用語が必要な場面ではなく、互助と共助の違いを議
論しても意味がない。

自助互助共助公助の標記については、立場により解釈が異
なり、混乱を生じるため、この図からは削除し、本文中におい
て紹介します。

○
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11

ｐ１１の表を修正する。
「協働形態」及び「市の負担内容」「法的根拠」を入れる。

同意見　１件

活動領域区分を分かりやすくするため、「協働形態」を表内
に追記します。
また、「市の負担内容」及び「法的根拠」につきましては、区
分を特定できないものもあるため、記載しませんが、今後検
討します。

○

12

p１１の表について修正した。別紙参照。

具体的な協働の形態を追加記入することで、区分したＡＢＣ
表示の意味が理解できるため。したがって１２Ｐも修正とな
る。また、自助・互助・共助・公助についてはここに表示する
ことは不要。理由は、協働指針では行政と市民/市民団体と
の協働のあり方をのべるものであり、共助には民と民との協
働を多く含んでいるからである。

10・11回答と同様。 ○

13

ｐ１２
実行委員会は外す。

実行委員会、協定、は手法であり制度ではない。協働負担
金は、他と比し表現が異質であるが、新方式でありやむを得
ない。

同意見　１件

協働の形態として、実行委員会・共催を記載しております。
なお、「形態」の表示に統一するため、協働負担金につきま
しては、「協働運営」とし、「協働負担金による運営」を想定さ
れる事例に記載します。

○

14

ｐ１２
アダプト制度は協力の中に入れる。

 アダプト制度は協力の一形態である。

同意見　1件

アダプト制度につきましては、事業協力に含めます。 ◎

15
ｐ１２
自主防犯・防災組織、大学、企業等との協定を協力の中に
入れる。

協定には、パートナーシップ協定だけではなく、事業実施団
体及び市の双方の特性を活かした協定も含みます。そのた
め、事業協力とは、分けて記載しております。

△
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16

ｐ１２
指定管理を入れる。
企業等が協働の主体としてあるのだから、指定管理も入れる
べき。

同意見　　２件

社会貢献活動を行う企業等を協働の主体と位置づけており
ますが、企業の営利活動や指定管理による業務について
は、協働には含めておりません。

△

17
ｐ１２
重要度に応じて、並び順を再検討する。 共催は、概念的に
はパートナーシップであるが、一番に挙げる項目ではない。

形態の並び順につきましては、一番上のものが一番重要と
いうものではありません。事業実施団体と市のお互いの状況
により、一番ふさわしい協働の形態を選ぶことが大切であると
考えております。

△

18
ｐ１４
ファシリテーション能力を削除する。
一般的でなく、無くても意味は通じる。

職員が、市民と話し合いをしながら事業を実施していくため
には、ファシリテーション能力が欠かせないものと認識してお
ります。

△

19

p１５
協働推進連絡会の扱い
⇒現在行われておらず、この会の存在意義はあるのだろう
か。
休止状況であり、近々再開されるのだろうか。
廃止の場合文言を削除。継続の場合は次項参照。

協働推進の意思を持つ団体同士が話せる仕組みは、市民と
市の相互理解の形成に重要なため、今後もこのような仕組み
を活かし、協働を推進します。

△

20

p１６
協働推進懇話会の機能
⇒前述の協働推進連絡会を復活させるのであれば、統合し
てはどうか。
　
理由：市民から見た場合わかりづらい感じする。会の名称か
ら判断すると統合した方が良いと考える。

協働推進連絡会議は、協働推進の意思を持つ団体が、相互
理解と情報の共有を図ることにより、和光のまちを住みやすく
することを目的としていることに対し、協働推進懇話会は、市
の協働推進について総合的な視点で調査研究し、その結果
を市長に報告することを目的としております。目的が異なって
いるため、2つの特徴を活かし、協働を推進します。

△
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21

ｐ１６
「そのため・・・拠点を整備します」を削除し、「そのために、市
は、協働の核となる施設として市民協働推進センターを、設
置しました。」とする。
最大成果である市民協働推進センターの設置が抜けてい
る。

同意見　1件

「そのため・・・拠点を整備します」を「そのために、市は、協働
の核となる施設として市民協働推進センターを設置しまし
た。引き続き、市民活動及び協働の拠点整備に努めます。」
としました。

◎

22

p１６
③新たな支援制度の検討で「和光市まちづくり寄付金制度」
の文言が追加されている
⇒協働指針の仕組みにいれるのは違和感がある。

理由：同制度は和光市の8つの事業から寄附対象の事業を
選択して活用することを目的としており、、協働事業の融資
制度、基金制度には直接関係ないと思う。

和光市まちづくり寄附金の8つの事業（午王山遺跡及び周辺
の環境の保全に関する事業、湧水や緑地の保全に関する事
業、文化振興に関する事業、子育て支援に関する事業、青
少年健全育成に関する事業、防災に関する事業、自然エネ
ルギーに関する事業、福祉に関する事業）には、協働により
実施する事業が多く想定されるため、掲載しております。

△

23

p１６ ４－②
中間支援組織を変えて中間支援を担う人の育成とあるが変
えた理由はなにか。
行政が市民を育成するという発想は時代遅れである。

中間支援組織だけでなく、各団体内においても、中間支援
できる人材がより求められているため、変更しました。
また、この指針は、市民も市もお互いにすべきことを記載して
おります。行政が市民を育成するものではありません。

□

24

最後に
１．今回の見直しは、有識者といわれる会議で創られたもの
だが、専門知識の不十分さが目立つので戸惑っただけでな
く、行政不信を感じたことは残念である。
専門家あるいは有識者を選定する市の基準を知りたい。ま
た、一会議に専門家は1名で十分と思われる。

この改定（案）は、有識者といわれる会議で創られたものでは
ありません。平成19年に市民が主体となって作成した指針
を、社会情勢等に合わせて一部修正したものです。

また、学識経験者につきましては、協働や市民活動を研究し
ている方または実践している方を選任しております。

□

25

２．和光市の協働指針であるから、主語は市であるのは当然
ではあるが、例えば協働の形態のどれを選ぶかという選択権
を市だけが持つことでよいのか。
成果を出すために協働することから、双方で決めていくこと
が自然ではないのか。だからこそ多様な協働の形態があるわ
けで、
そのような認識を全庁内で共有されることが推進力として重
要と思われる。今後は、協働基金の設置や協働条例の策定
が急がれる。

和光市協働指針は、市民と市が協働を進めていくための協
働の考え方やその進め方を共有することを目的としており、
主語は市民と市です。
また、協働の形態については、市だけが選択権を持っている
ものではなく、市民と市双方の合意により選択しております。

□
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26

３．パブコメに対する回答をしないということは、市民に対する
誠意の表現と説明責任を果たす行政といえるのだろうか。
そのような行政とこれから協働できるのか不安である。
今回も回答がないのであれば、審議会に参加し発言できる
場を設けてほしい。

意見提出者に個別の回答は行いませんが、意見の概要及
び意見に対する市の考え方や、案を修正したときは、その修
正内容を公表しております。

□
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１ 指針改定にあたって 

(１) 改定の背景 

「和光市協働指針」は、市民と市が協働を進めていくため、協働の考え方やその

進め方を共有することを目的として、平成１９年８月に策定したものです。指針で

定めた４つの方針に基づき、協働事業提案制度の策定や市民協働推進センターの設

置など、協働体制や制度を構築することができました。その結果として、福祉や環

境分野を中心に、市民と市の協働事業が増え、地域課題の解決に向け取り組みが推

進されています。 
また、策定して５年が経過し社会状況が変化したことや、平成２３年３月１１日

に起きた東日本大震災をきっかけに、コミュニティに対する意識の高まりや、自助・

共助による地域づくりが見られます。 
これらの状況を踏まえ、住民自治に向け市民との協働をさらに推進するため、本

指針を改定します。 
 

(２) 指針の趣旨 

今日、急激な少子高齢化、高度情報化、国際化などの社会状況がますます進む中、

本格的な地方分権社会の進展とともに、地方自治体は、国への依存体質から脱却し、

地域の特性を生かした特色のある自立したまちづくりが強く求められています。 
   これまで地方自治体は、公共サービスについて、広く公平で均一的なサービスの

提供を中心としていましたが、これからは、住民の価値観、ライフスタイルの変化

に伴うニーズの多様化、高度化に対応した、より柔軟できめ細やかなサービスが求

められています。しかしながら、一方で財源と人員は限られています。こうした社

会情勢を背景に、これらの公共サービスは地方自治体だけが提供していくものでは

なくなりつつあります。実際に近年、自治意識を持った住民や団体等が、行政と連

携、協力し、多様なニーズに対応した公共サービスの一翼を担いはじめています。 
このような大きな変化の中、和光市においても、地域の特性を生かしつつ、自立

した、まちづくりを実現していくために、市民と市がともに公共を支えていくこと

が必要です。 
また、市民が公共を担い、自分が所属するコミュニティをより良くするために、

地域活動を行うことで、安心かつ、市民一人ひとりが生き生きと輝き、住んでいる

ことを誇りに思え、市に愛着や帰属意識が生まれるような魅力的な地域づくりがで

きるようになります。 
   市では、第四次和光市総合振興計画において、市民と市との協働を推進すること

を定めています。そのためには、市の職員と市民が協働に関する理解を深め、協働

の仕組みを構築していかなければなりません。 
 この和光市協働指針は、市民と市が協働を進めていくため、協働の考え方やその

進め方を共有することを目的として策定しました。 
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注 市民 この指針でいう市民とは、住民（市内に居住する人）、地域活動団体（自治会等）、市民

活動団体（NPO法人・ボランティア団体等）、企業など和光市のまちづくりを担うすべての主体の

ことをいいます。 

 

市 この指針でいう市とは、一定の地域及びそこに住む住民を存立の基礎とし、その地域にお

ける行政事務を住民の自治によって行う団体（地方自治体）のことをいいます。 
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２ 協働についての現状と課題 

(１) 市の現状 

当市は交通利便性の高い東京郊外の住宅都市であり、都市化の進展に伴って人

口が増加しています。市の特徴として、単身世帯が多いこと、人口に占める20～

30歳代の比率が高いこと、転入転出が多いこと、都心に職場を持つ人が増加して

いることなどが挙げられます。  
市は、市政運営の基本方針として、「市政の主役は市民である」との基本理念の

下に、平成 16 年 1 月に「和光市市民参加条例」を施行し、重要な施策を決定す
るときには、必ず市民の意見を聴くことを制度化しました。しかし、この条例に

基づいて保証された市民参加も一部の市民にとどまっているのが現状であり、創

意工夫をもって活性化を図る必要があります。 
市民との協働の事業は、近年さまざまな分野で進められています。どの分野に

おいても多岐多様にわたり、従来の前例踏襲型の事務の執行では対応しきれない

ものとなっています。このような中で、市民と市の相互理解、信頼関係を深めて

いくためには、協働に対する市の基本的なビジョンを設定すること、職員全体の

意識の向上を図っていくことなどを総合的に進めていく必要があります。 

     また、市民協働推進センターを設置したことや、協働事業提案制度を導入した

ことにより、協働事業に取り組む課や事業は増えました。しかし、事業を実施す

る上での目的・目標の相互間の共有については、不十分な事業もあります。 
今後は、実施した協働事業に対し、協働を実施する上でのプロセスや成果を重

視するために、協働事業の評価を導入することが求められています。 
 

(２) 市民の現状  

市における地域活動の核となる自治会の世帯加入率は、平成３年をピークに低下傾

向を示し、自治会とかかわりを持たない市民が増加しています。ベッドタウン地域の

特徴として、居住地における滞在時間が短いことから、地域や市への関心がない市民

が多いことも挙げられます。  
一方、環境や福祉、防犯など、地域における共通の目的のために協力する市民活動

は徐々に活性化し、市内を活動の本拠とするＮＰＯ法人の数も年々増加しています。

当市の市民活動団体の特徴として、市民活動団体を、ボランティア型の団体とコミュ

ニティビジネスのような事業型の団体の２種類で分類した場合に、和光市では、ボラ

ンティア型の団体が多いため、ボランティア型の団体が活動しやすいサポートを行う

ことが求められます。  

また、平成２３年度に実施した「市民活動団体実態調査」結果によると、活動を進

めていくうえで、約７割の団体が、人に課題がある（後継者不足、参加者が少ない、

新規会員の獲得が難しい等）と答えています。また、６割の団体が組織運営（人員の

固定化、マネージメント能力）に課題があると答えています。一方で、資金や専門性、



 

  7

ネットワーク、情報については、６割の団体が、課題がないと答えています。    
団体の活動基盤強化及び発展に結びつく行政からの支援として望まれていることは、

貸会議室、市民交流スペース、コピー機、印刷機の利用が上位となっており、交流す

る場所や資料を印刷できる設備が最も必要なことが分かります。 

市政に関心を持ち、まちづくりに参画する意欲を持つ市民は、まだ多くはありませ

ん。市と協働の事業を行っていくための知識と経験が市民の側にも不足しており、新

たな市民活動を支援し協働をコーディネートしていく中間支援が大きな課題となって

います。  
 

(３) 課題 

○ 地域に根ざした市民活動により多くの市民が参加するしくみづくり  

自治会等を通じた地域活動に、より多くの市民の参加を促し、また新たな市民

活動やボランティア活動との連携を図って、各世代がその知識と経験をまちづく

りに生かしていけるようなしくみを作ることが必要です。  
 

○  市民参加の推進から協働のしくみづくりへ 

政策立案過程における市民の参加だけでなく、まちづくりの課題を市民と市が 

共有し、それぞれの専門性を生かして、計画、実施、評価、再計画のすべてに関 

わる協働のまちづくりを進めていくことのできる仕組みを作ることが必要です。 

    

○ まちへの帰属意識をより高めるしくみづくり 

自分のまちへの帰属意識を持っている人が少ないため、定年退職などを機に地

域で活動できる市民の帰属意識を高め、コミュニティに参加する機会を増やし、

コミュニティに携われるしくみを作ることが必要です。 

 

○  協働をコーディネートし、市民の活動を支援するしくみづくり 

市は、行政としての専門性を生かし、協働のパートナーである市民の活動を支 

援し、振興していくために、協働のありかたを深く理解し、市民に対する支援方 

法を高めていく必要があります。 

一方、市民の側も、継続的な市民活動を通して得た知識や経験を蓄積し、新た 

な市民活動を支援したり、協働をコーディネートする等の中間支援を行える組織 

を育てていくことが必要です。 
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３ 協働についての基本的な考え方 

(１) 協働の意義 

協働とは、異なる組織などが相互に理解し、自立した対等なパートナーとして 

の立場で、共通の課題や目標に向けて、それぞれの特性を発揮しながら協力して

取り組むことです。協働はどのような取組であっても実施しなければいけないと

いうのではなく、協働を行う場合は、お互いの特性を理解し、十分に認め合った

上で、より効率的で効果的な方法を選んでいくことが必要です。 

     このように協働とは、これからの課題解決のための一つの手法として捉えてい

くことが大切であり、市民と市が、様々な結びつきから人と人との和（輪）を広

げていくことが、協働の取組の基本となります。 

 

(２) 協働を進める上での基本原則 

   パートナーとしての関係から、市民と市が協働を円滑に進めていくための以下の

６つの基本原則（以下「協働基本原則」といいます。）を定め、これをお互いが理解

し、常に協働基本原則に則って取り組んでいくこととします。 

 

① 相互理解の原則 

市民と市はお互いの立場や特性が異なるため、十分な対話と合意が必要です。

お互いの長所や短所も含めて理解を深め、尊重し、信頼関係を築くことにより、

それぞれの役割を確実に果たすことができます。 

相手の考え方を十分に理解し、信頼関係が形成されれば、協働はスムーズに行

われ、より良い成果も得られます。 

また、お互いに信頼関係を損ねることのないよう、常に配慮することが必要で

す。 

② 目的・評価共有の原則 

様々な社会的課題や市民ニーズに対応するため、市民と市が共に社会全体の利

益である公益を判断して、それを実現していくという考えに基づき、お互いが共

通の目的を明確にし、共有していくことが大切です。 

また、目標を共有した上で、相互に評価・検証することは、協働する両者の信

頼関係を深めることや、質を維持向上させることにもつながります。 

具体的には、協働事業を始める前に、観察会等のイベントを何回開催するかな

ど計測可能な実施目標や、参加した人達の意識がどのように変化するか等の定性

的な成果目標の設定をすることで、事業実施後に客観的な評価がしやすくなりま

す。 

評価をする際には、「事業の評価」と「協働の評価」を分けることが大切です。



 

  9

事業の評価は、当初設定した成果目標を達成できたことと、想定以上の効果が出

せたこと等を確認します。協働の評価は、プロセスの積み重ね（話し合いにおけ

る問題や意識の共有）、広がり（他の団体の参加や受益者の広がりがみられたか）、

協働の成果（市民、提案団体、市にそれぞれメリットがあったか）等を確認しま

す。 

 

③ 役割分担明確化の原則 

お互いが主体性を持って協働を円滑に進めていくためには、合意の上で、双方

が果たすべき役割や責任の分担を明確にすることが必要です。 

④ 情報公開の原則 

市民と市との協働には、お互いの情報を公開するとともに、協働の過程を明ら

かにすることが必要です。これは、説明責任を果たすことになり、協働について

の社会的な理解が深まります。市は、早期の情報公開に努め、政策立案の段階か

ら市民と共に進めていくことが大切です。 

また、第三者への情報公開は、新たなパートナーが協働の取組に参画できる環

境づくりにもつながります。 

⑤ 自立の原則 

市民と市がそれぞれの特性や立場を生かして、主体的に地域の課題を解決して

いくためには、お互いが依存することなく自立していることが必要です。 

自分のプランや考え方を持ち、それぞれの行動に責任を持つことが自立したパ

ートナーのあり方です。 

⑥ 対等の原則 

協働はお互いの合意により行うものであるため、上下関係ではなく、対等な関

係にある人や組織が力を合わせることにより成立します。市は、市民に対する支

援者としてではなく、協働のパートナーとして市民と対等の関係であることが大

切です。 
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(３) 協働の主体と主な特性 

協働の主体の内容と特性は、次の表のように考えることができます。協働は、お

互いの主体の特性を知り、それぞれの特性を十分に生かして進めていくことが大切

です。また、市民と市が協働することにより、それぞれの主体が個別に行う以上の

効果を得ることができ、豊かなまちづくりへとつながります。 

 

協働の主体 内容 主な特性 

住民等 市に在住・在勤・在学するなど、日常生活で市とかかわ

りのあるすべての人 

 

多様性 

独創性 

自発性 

地域活動団体 自治会・育てる会など一定の区域に居住している住民で

構成され、地域の課題の解決に向けて活動する団体 

地域性 

継続性 

共益性 

市民活動団体 NPO法人、任意の市民活動団体、ボランティア団体など、

主に住民等で構成され、営利を目的とせず、不特定多数

の利益の増進に寄与することを目的に活動している団

体 

自主性 

機動性 

専門性 

企業等 主に営利を目的に経済活動を行う組織体であるが、企業

の社会的責任という概念から、地域と連携した社会貢献

活動を行う組織 

専門性 

先駆性 

機動性 

公益法人等 営利を目的としない公益的な法人（社会福祉法人、学校

法人等） 

 

共益性 

専門性 

安定性 

国等の機関 国の機関や独立行政法人などの公的な機関のうち、本来

業務に加え、専門的な知識や技術を社会に還元する活動

を行う機関 

専門性 

安定性 

先駆性 

市 

（地方自治体） 

一定の地域及びそこに住む住民を存立の基礎とし、その

地域における行政事務を住民の自治によって行う団体 

公平性 

安定性 

専門性 

 

 (４) 協働に関する活動領域 

市民と市の協働に関する活動領域を表すと次の表のようになります。それぞれの

領域の中からお互いの特性を生かしながら協働がふさわしい事業の活動領域（Ｂ・

Ｃ・Ｄの区分）を協議し、協働を進めていきます。 

また、Ａの区分の活動領域についても、市は情報の把握に努め、必要であればＢ

の区分の活動領域に移行することを検討するとともに、Ｅの区分の活動領域につい
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ては、市民参加と情報の公開を徹底します。 

なお、協働がふさわしい事業は、市民と市がお互いの知識、技術や経験を持ち寄

ることにより、効果的で効率的に行うものであり、固定的に考えるものではなく、

社会の変化や市民ニーズによって柔軟にとらえていきます。 

 

領域 
市民の 

活動領域 
協働がふさわしい事業の活動領域 

市の 

活動領域 

区分 A B C D E 

内 

容 

市民が市とは

関係を持たず

に自主的に活

動を行うもの 

市民が主体的に

実施し、市が協

力して事業を行

うもの 

市民と市がお

互いの特性を

活かして協力

しながら事業

を行うもの 

市が主体的に

実施し、市民が

参加、協力して

事業を行うも

の 

市の責任と主

体性により市

が独自に行う

もの（処分・条

例の制定など） 

協 

働 

形 

態 

 

事業協力 

補助 

後援 

実行委員会・共催 

協定 

協働運営 

 

協働型委託 

 

協 

働 

が 

ふ 

さ 

わ 

し 

い 

事 

業 

例 

 
１ 地域や対象者の実情に合わせてきめ細やかで

柔軟な対応が必要な事業 

（高齢者・障害者・子育ての支援など） 

２ 地域との連携が必要な事業 

（防犯・防災の活動、ごみの減量化や環境保全

の活動、公園・コミュニティ施設の運営など） 

３ 専門性が高い事業 

（芸術・文化活動など） 

４ 状況に応じて迅速な対応が必要な事業 

（災害時のボランティア派遣など） 

５ 生涯学習事業（市民大学講座等） 

 

成果

の 

帰属 

市民に帰属 双方に帰属 市に帰属 
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 (５) 協働の形態   

協働の形態は、個々の協働事業の目的に合った効果的で効率的な方法を選ぶ必要が

あります。主な協働の形態、内容等については次の表のとおりです。ただし、協働に

は様々な形態があり、この表に厳密にあてはめられる活動だけではありません。 

また、協働の実施に当たっては、協働基本原則を踏まえた上で、お互いの特性を生

かせる役割分担や責任の所在などを明らかにしていくことが大切です。 

 

形態 内容 効果 想定される事例 

実行委員会 

・ 

共催 

市民と市が共に主催者

となって企画・運営・

実施を行う方法 

・ お互いが対等な立場

でそれぞれの特性を

生かした企画・運

営・実施をすること

ができる。 

市民団体と市とのイベ

ント等の共催 

協定 

企業や大学等と市が、

一定期間、連携と協力

をする方法 

・ 得意分野を活かし

て、効果的に事業を推

進できる。 

企業との防災協定 

 

大学等との相互協力協

定 

 

協働運営 

市民と市がお互いに労

力や資金を負担して協

定書を締結し、事業を

行う方法。 

・ 市民と市がお互いの

資源を活かしながら、

効果的に事業を実施

できる。 

 

協働負担金による運営 

協働型委託 

 

市民と市が、対等な関

係で協議を行い、仕様

書や役割分担書を作成

し、委託により事業を

実施する方法 

 

 

・ 市民の有する専門的

知識や経験が生かさ

れ、多様なサービスの

提供や、先駆的な取組

が期待できる。 

・ 施設等の管理運営な

どについて、効果的な

運営や地域コミュニ

ティの醸成・地域福祉

の向上に結びつく活

動が期待できる。 

 

協働事業提案制度を活 

用した事業 

 

公共施設等を地域の住

民が管理・運営する事

業 

 

事業協力 

市民と市が協力して、

一定期間、継続的に事

業を実施する方法 

・ 双方の特性や得意分

野を生かすことによ

り、事業の相乗効果が

生まれ、双方の理解が

自主的な防犯活動を行

う団体の支援として市

が物品を貸与し、防犯意

識の啓発や犯罪の防止
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深まる。 を図る方法等 

 

アダプト制度（市民が市

と協議・合意の上で公共

施設等の清掃・美化活動

を行い、市が活動に伴う

物品の支給などを行う

方法） 

補助 

市民が行う事業に対し

て、市が財政的な支援

を行うことで公益を実

現する方法 

 

・ 市民の自主性・自立

性が尊重され、課題に

対して、創造的で先駆

的な取組ができる。 

自治会活動に対する補

助金等 

後援 

市民が実施する事業の

公益性を認め、市が事

業を支援していくため

に、後援名義の使用許

可を行う方法 

・ 事業に対する社会的

信頼性が増し、理解や

関心が向上する。 

市民団体主催の講演会

等の後援 
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４ 協働の推進に向けて 

市民と市との協働を進めるために、４つの方針を定めました。今後は、協働を進める

上で、責任を持って業務の分担をする対等なパートナーとして市民を位置付け、協働基

本原則に基づき、以下の４つの方針により、市民と市との協働を具体的に進めていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 意識啓発と相互理解の推進 

市民と市が協働し、よりよいまちづくりを行うためには、お互いの意識啓発と相互

理解が大切です。市は「これからの公共は、市民と市との協働により成り立つ」とい

う意識を職員全てに周知するとともに、市民に対する意識啓発や市民と市の相互理解

の推進に努めます。 

 

① 職員研修の実施と職員の能力向上・意識改革 

協働に関する実効性のある職員研修を行うことにより、職員一人ひとりが協働を

意識して日々の職務に取り組むよう努めます。 

また、職員が積極的に市民と協働することにより、自己の意識改革に努め、地域

の課題を的確に把握し、職員としてのコミュニケーションやコーディネートの能力、

ファシリテーション能力を高めるよう努めます。 

 

② 市民の意識の醸成  

   市民の一人ひとりが地域の課題について問題意識を持ち、まず自らが取り組むと

いう主体的な意識が醸成されることを支援していきます。 
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③ 市民と市の相互理解の形成  

協働を進めるためには、市民と市がコミュニケーションを深め、お互いを理解す

ることが重要であるため、協働推進の意思を持つ団体が、相互理解と情報の共有を

図ることにより、和光のまちを住みやすくすることを目的として、協働推進連絡会

議を設置しました。今後も、市民と市が同じテーブルで話すことができる仕組みづ

くりにより、市民と市がお互いを尊重し、理解が深まるよう努めます。 

 

(２) 協働に関する情報の共有 

市民と市は、協働に関する情報を積極的に提供し、共有することが大切です。市

は、情報の提供手段について工夫することにより、市民がいつでも簡単に情報を入

手できるよう努めます。 

 

① 広報、ホームページ、行政資料コーナー等による情報公開の推進 

市は広報、ホームページ、市民活動支援サイト「わこう・わいわい・ネット」、

twitter等に協働に関する情報を積極的に公開することにより、情報公開の推進を

図ります。また、行政資料コーナーや図書館等公共施設を利用し、協働に関する情

報を分かりやすく公開します。今後はFacebookやGoogle Map等の活用も検討しま

す。 

 

② 情報交流の推進 

市民が協働に関する情報を容易に入手でき、市民相互や市民と市の双方向のコミ

ュニケーションの活性化をする仕組みづくりのために、市民協働推進センターを設

置しました。センターでは、市民交流の場の提供、市民活動の情報収集・発信など

を行っています。今後も団体情報ブックや市民活動支援サイト等を活用し、情報交

流を推進します。 

さらに、市民と市の情報の共有化を推進するため、市民の情報発信力の向上支援

に努めます。 

 

(３) 協働システムの構築 

   協働を推進するためには、協働を担当する窓口機能を充実させることや、協働に

ついて検討する体制が必要です。 

 

① 協働についての総合相談窓口の充実 

  市民活動の内容は広範囲にわたるため、市の担当部署もそれぞれ違ってきます。

そのため、市民の協働についての相談に対する総合窓口が求められます。現在は、

市民活動推進課が総合窓口となっています。相談者に対し、より的確な情報提供や

人材紹介ができるように総合窓口の充実に努めます。 
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② 協働の推進体制の充実 

   市役所内の連携を図り、統一的、組織的に取り組むために、市役所内に協働を推

進する横断的組織として、協働推進庁内調整委員会を設置し、また、各部署におけ

る協働推進のリーダーとして、市民と共に協働の推進に努めるために、協働推進庁

内ワーキングチームを設置しました。 今後については、これらの組織を活用し、

ネットワーク化し、協働事業の調整等に努めます。 

また、協働について専門的な議論をする場として、協働推進懇話会を設置しまし

た。協働推進懇話会では、協働事業提案制度や協働事業の評価の検討を行っていま

す。 

 

③ 新たな支援制度の検討 

平成２２年度に協働事業提案制度を創設し、市民、市双方から協働事業が提案さ

れています。今後の提案制度の活用として、提案制度を利用した協働事業について

は、他の事業との優先度や影響を確認し、より効果がある事業は、行政施策に反映

できる仕組みを検討します。 

また、平成２４年度に、和光市まちづくり寄付金制度を創設しました。融資制度、

基金制度などの財政支援の仕組みについても検討します。 

 

(４) 協働の環境整備 

市内には様々な知恵や技術を持った多くの市民がいます。市は、これらの市民を

貴重な財産と考え、市民一人ひとりの力が生かされるような、協働の環境整備を推

進します。 

 

① 地域の人材を活用できる仕組みの構築 

市民が地域で活躍できる環境を整えるとともに、市民の知恵や技術などの専門性

についての情報を登録するなど、必要なときに必要な人材を活かすことのできる

「人材バンク」のような仕組みづくりに努めます。 

 

② 中間支援ができる人材の育成 

協働を活性化するためには、個々の活動を育てていく中間支援機能が必要となり

ます。協働について公平で中立的なコーディネーターの育成に努めます。 

 

③ 協働の核となる拠点と地域拠点の整備 

市民活動を活性化し、協働を推進するためには、いつでも活動が行えるとともに、

協働の情報収集や発信、市民間の相互交流、市と協議をするための場所が必要です。

そのために、市は、協働の核となる施設として市民協働推進センターを設置しまし

た。引き続き、市民活動及び協働の拠点整備に努めます。 

また、協働を継続し、活性化していくためには、日常的に利用しやすい身近な地

域においても活動の拠点が必要です。市は、計画的に協働に関する地域の施設を整
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備します。 

 

 

 

５ 今後に向けて 

 

この和光市協働指針は、市が作成した素案を基に市民と市が協働により検討を加えて

策定したものです。策定して５年が経過し、施策の推進や社会情勢の変化があったため、

見直しを行いました。今後も、協働の進展、さらには社会情勢の変化等に合わせて、適

宜見直しを行っていきます。この指針を道標として、協働による住みよいまちづくりが

推進されるように、市民と市との信頼関係をより一層深め、共通の目的のために双方で

十分協議をして進めていくことが大切です。 

  なお、今後は、提案制度の活用や協働の環境づくりなどを検討することにより、協働

の仕組みを整理し、より豊かなまちづくりを進めていきたいと考えています。 


