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平成 24 年度 第 2 回 和光市協働推進懇話会 会議録 

 

日 時： 平成 24 年 11 月 30 日（金） 10 時～12 時 

場 所： 和光市役所 6 階 602 会議室 

 委 員：  

学識経験者 

◎平 修久（聖学院大学コミュニティ政策科長） 

○庄嶋 孝広（市民社会パートナーズ 代表） 

谷本 有美子（公益社団法人神奈川県地方自治研究センター） 

市民団体を代表する者 山口 はるみ（ＮＰＯ法人ぽけっとステーション） 

公共的団体を代表する者 
 萩原 尚（和光市自治会連合会） 

工藤 路彦（和光市社会福祉協議会） 

和光市協働推進庁内調整委員会 川辺 聡（和光市政策課） 

和光市協働推進ワーキング 渡辺 正成（和光市人権文化課）【欠席】 

◎会長  ○副会長 

事務局：市民活動推進課 星野・深野・中野・渡邉・野口・大竹 

傍聴者：5 名 

 

１ 平成 23 年度実施協働事業 協働事業評価書 

■事務局より説明 

・協働提案事業の評価表（4 事業）を各委員から提出いただいた。 

・提出されたものを事務局で取りまとめて、「平成 23 年度実施協働事業 協働事業評価書」を作成。

・確認していただき、追加や修正等の意見をお願いしたい。 

 

■市民緑地「上谷津ふれあいの森」の維持・管理 

【 平委員 】意見があればお願いします。 

【 一同 】なし。 

 

■「午王山特別緑地保全地区の維持・管理」 

【工藤委員】収支計算書の支出の内訳を細かく明記してほしい。 

【 平委員 】透明性の確保のために、明記した方がよい。 

【 事務局 】収支計算書の明細の報告はもらっているが、様式には細かく明記することになっていない。

様式を見直して、次年度以降対応したい。 

【山口委員】里山講座が未実施にもかかわらず、自己評価が 5 になっている。 

【 事務局 】評価の基準が伝わっていないのではないか。評価シートの見直しをする予定である。 

【 平委員 】未実施であることに、問題はないのか。 

【 事務局 】確認して、後日報告する。 

 ＊後日確認 

   害虫で枯れてしまった芝桜を補植するために、担当と協議して里山講座費の事業を振り替えたの

で、問題はない。 
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■市民緑地「新倉ふれあいの森」の維持・管理 

【 平委員 】意見があればお願いします。 

【 一同 】なし。 

 

■介護予防普及活動（栄養講座・情報提供） 

【谷本委員】評価書に、「協働事業において、市民活動団体は、人件費の負担をすべきではない」と読

み取れる意見があった。民間の専門性を活かせるところに、行政との協働事業の意義があ

る。専門性を活かすのであれば、人件費を負担しても何も問題はないのではないか。 

【庄嶋委員】事業が完了した後ではなく、中間的な状況をもとに評価を行えば、実施年度中に翌年度の

継続提案ができるのではないか。 

 

■訂正 

 ・市民緑地「上谷津ふれあいの森」の維持・管理 

  【正】協働の評価 ○6 人 △2 人  【誤】協働の評価 ○5 人 △2 人 

 ・市民緑地「新倉ふれあいの森」の維持・管理 

  総合評価 10 行目 【正】二輪草   【誤】日輪草 

 

２ 平成 23 年度協働事業の報告について 

■事務局より説明 

・埼玉県が毎年実施している「ＮＰＯ・ボランティアとの協働事業等調査票」を基に、事務局で平成

23 年度の協働事業の集計を行った。 

・資料を基に、協働事業を広げたり、質を高めたりするためのアドバイスをお願いしたい。 

 

【山口委員】長寿あんしん課には、もっと多くの協働事業があるはずである。 

【 事務局 】各課に照会し、まとめたものである。担当課に他の事業を確認するなどして、照会の精度

を上げたい。 

【 平委員 】協働の範囲の捉え方に、各課でずれがあるのではないか。 

【工藤委員】社協との事業は対象になっていないのか。 

【 事務局 】県の調査対象には入っていないが、市の協働指針には社協との協働は含まれている。 

【 平委員 】28 件の委託はすべて協働型委託か。 

【 事務局 】ＮＰＯが受託したものが調査対象となっているため、すべてが協働型委託ではない。 

【庄嶋委員】共催と協力の違いなどが分かりにくいので、担当課も認識が異なってしまうのではないか。

また、補助金制度などはその活用件数が何件あっても１件としか数えないが、市民まつり

のようなイベントはそれだけで 1 件と数えるなど、正確な事業数を把握できない面もある。 

【 平委員 】総合振興計画において、それぞれの事業を分野ごとに協働で進める等の方針はあるのか。 

【 事務局 】第 4 次総合振興計画の位置付けは、方針 66「協働型社会の構築」である。その目的は、

「市民と行政が相互に理解、協力し合い、対等なパートナーとして、共通の課題や目標に

向け協力し、自立した協働のまちづくりを実現します。」である。総論的な協働推進が書

かれている。 

【谷本委員】このような調査は、協働を実施している担当課と、協働について話せる良い機会になる。
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担当課にとっても、協働について再認識できる良い機会になる。委託事業をした課を対象

に、県の協働の趣旨と市の指針との違いについてのすり合わせをするとよい。これらをす

ることにより、協働の課題を洗い出せる調査になる。 

【 平委員 】継続実施の協働事業について、定期的に協働の相手を見直すルールはあるか。 

【 事務局 】そのようなルールはない。契約行為のため、市の財政の基準に基づき実施している。 

【 平委員 】協働相手を定期的に見直した方が、お互いに良い意味の緊張関係が生まれる。 

【 事務局 】現状では、見直しのための事業の評価は行っていない。既存の事業についての評価や見直

しの仕方も含めて、次の議題でご意見をいただきたい。 

【庄嶋委員】市の指針に沿ってとりまとめをする調査は別途行っているのか。 

【 事務局 】実施していない。 

【庄嶋委員】県の調査では、市民の発意による協働事業なのかなどが読み取れない。協働事業提案制度

を使った 4 件の協働事業は分かるが、それ以外でも市民の動きを行政が取り入れた事例や

行政側の政策課題に市民が応えた事例などが分かるものがあれば、和光市の協働の現状が

分かる。協働事業の広がりをつくるためには、良い事業をモデルケースとして取り上げて、

各部署や市民が知っていくことが大切である。モデルケースを市独自にとりまとめるとよ

い。協働事業は時代の課題を映す鏡である。行政や公的な施設などで提供するサービスで

は十分でない部分を、市民の発想できめ細やかに実施する。どのような課題が地域社会の

中で増えているのかを、協働事業を通して分析できる。市独自で調査するときは、この点

に注意していただきたい。 

 

３ 協働事業の評価について 

■事務局より説明 

・協働事業評価の現状と問題点、課題を踏まえて、協働事業の評価の仕方についてアドバイスをお願い

したい。 

 

①事業評価と協働評価をしているが、事業評価は必要か。 

【谷本委員】事業評価は指標設定の仕方が大切である。行政の事務事業評価は、効率性や手段を見るこ

とが多い。協働の事業評価であれば、共通の目的に向かって一緒に事業を行うため、それ

が達成できたかどうかを見る。目標を設定し、どこまで達成できたか。事業そのものの期

待した効果がそのとおりあったか等の事業評価は必要である。 

【庄嶋委員】事業評価は必要である。市民から提案される事業は、提案書類の中に指標を明記するため、

指標の設定を含めた審査を行う。市民にとって満足できる事業かどうかを判断する上で、

事業評価は必要になる。評価は、提案時に立てた指標が達成できたかどうかで判断する。

提案時の目標の立て方が適切かどうかを審査員は見る必要がある。 

【山口委員】実際に評価シートを記入したが、書きにくかった。どの目標に対しての成果かが 1 度に見

えるシートであれば書きやすかったのではないか。提案時の資料を見て書くのは難しい。 

【 平委員 】行政の視点と市民の視点はいつも一緒とは限らない。両方の視点で事業がどうであったか

を判断した方がよい。 

【庄嶋委員】事業に取り組むときに、「このために事業をする」という目的を共有することが大切であ

る。行政がお願いして、市民が受けるだけでは、すり合わせをしているのかと思われてし
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まう。何のために協働をするか。協働は手段で、目的は事業により達成される。事業の目

的を共有した結果として、どのような目標を設定したかが分かるため、事業評価は協働評

価とセットで必要である。 

 

②協働事業を評価するうえで、何をもって評価すればよいか。協働の評価項目は何が適切か。 

【谷本委員】「協働の必要性」は、協働事業を実施していなかった事業を協働で実施した場合には評価

しやすいが、市民提案はそうではない事業が多い。この項目で評価することは難しい。協

働したことにより、事業のグレードが上がった、より良いものになったというような表現

にした方がよいのではないか。 

【 平委員 】「協働の必要性」は、事業終了後に判断することになる。協働したことにより効果があっ

たのか、新しく取り組んだことに効果があったのかを分けることは難しい。協働の原則が

満たされたかどうかを確認することが 低限必要ではないか。和光市の協働の原則を教え

てほしい。 

【 事務局 】6 つの基本原則（相互理解、目的・評価共有、役割分担の明確化、情報公開、自立、対等）

である。 

【 平委員 】審査の段階で確認する原則と、評価の段階で確認する原則がある。例えば、対等、情報公

開、相互理解は、評価の段階で確認するものである。 

【庄嶋委員】協働指針の改定（案）の中の「目的・評価共有の原則」には、事業の評価と協働の評価が

分けて書いてある。事業評価は、当初設定した成果目標を達成できたかとある。また、協

働の評価は、プロセスの積み重ね、広がり、協働の成果とある。評価も、これに沿った方

がよい。プロセスの積み重ねは大切であるため、事業実施の中でどのように意思疎通をし

たかを示してほしい。 

初に話し合って、あとは行政が団体にお任せしてしまうことが協働としてよいのか。効

率的ではあるが、どうなのか。他市でも、 初に意思疎通はしたが、事業実施中の意思疎

通がなく、団体と行政でトラブルになった事例がある。協働事業に対し積極的でない部署

は、 初に形だけできれば、団体にお任せになってしまう。事業実施中の意思疎通につい

ては、評価した方がよい。 

【山口委員】協働事業を実施したときに、事業の対象である自治会からクレームが出てしまったときに、

市の担当に対応していただき、事業を実施することができた。このようなプロセスが大切

なのではないか。 

【庄嶋委員】「協働の必要性」は曖昧ではないか。事業評価と協働評価が混在しているのは、この部分

ではないか。役割分担は実施体制に入るのか。 

【 事務局 】契約書の添付資料に、役割分担書を付けるように指導している。 

【庄嶋委員】その評価はどこで判断するのか。 

【 事務局 】自己評価シート（13 番目の項目「定められた役割分担は守られたか」）に位置付けられて

いる。評価要領においては、役割分担は事業評価に入れている。事業評価が 7 項目（事業

目的、問題解決の手法、役割分担、事業の実施体制、年間スケジュール、成果指標、事業

継続性）、協働評価が 3 項目である。 

【 平委員 】役割分担明確の原則は、協働原則の 1 つであるため、協働の評価項目に移した方がよい。 

協働原則に関する評価項目を入れることで、協働が進むことを再認識してもらえる。 
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③事業報告会のプレゼンテーションにおいて、協働団体が何を報告すれば、協働推進懇話会は、評価が

しやすくなるか。 

 

【谷本委員】事実関係の報告だけでなく、実施したことで改善が必要と思われたこと、思ったとおりに

できたことを報告してほしい。役割分担にこだわったことで協働がうまくできなくなる事

例もある。正直な感想を自由意見として書いてもらえるとよい。その場合は、第三者が入

らないと、発言しにくいかもしれないので入った方がよい。 

【工藤委員】1 団体のプレゼンテーション時間が、質疑応答も入れて 10 分では少ない。もう少し時間

があった方がよい。充分な質疑ができないので、自由意見があるとよい。 

【 平委員 】実施団体と行政とのやり取りの話を紹介してほしい。評価がしやすくなり、傍聴者も分か

りやすいと思う。話しにくいこともあるかと思うが、紹介してもらえるとありがたい。事

業に対する報告と協働で実施したことに対する報告のバランスが大切であるが、この 2 つ

を報告してほしい。 

【庄嶋委員】プレゼンテーションも大事であるが、結果や成果が報告書に書かれていることが大切であ

る。評価は、提案時の内容ができているかを見る。提案時に実施する予定としたことが、

実施できたかどうかの記載が報告書にあるかを事務局で確認していただきたい。実施でき

なかったことも明記されているとよい。 

 

4 協働指針改定の進捗について 

■事務局より説明 

・委員からの意見を受けて、5 箇所修正したので、確認をお願いしたい。 

・（4）協働に関する活動領域に、自助・互助・共助・公助を追加した。 

この分類でよいのか、協働指針としてどのように定義したらよいかについてご意見をいただきたい。

・12 月 1 日からパブリック・コメントを実施する。 

 

【庄嶋委員】シンプルにするのであれば、自助共助公助の 3 分類が分かりやすい。互助は、何を指すか

という議論になりやすい。自分がお金を稼いでやらなければいけないものは自助になる。

共助も公助もすべては、 終的には自分達のためである。自分ではやりきれないため、人

の手助けが必要になる。制度化されていない自発的な隣近所の人達の助けであれば共助で

あり、法律などにより制度になれば公助である。社会保険も制度であるという意味で公助

である。4 つに分類するのであれば、サークル活動を互助とし、それ以外の隣近所の助け

合いは共助にした方がわかりやすいのではないか。サークルは自分達同士の学びあいであ

る。共助は、資源（資金や労力等）を出し合っている人達に何かが返ってくるのではなく、

それを集めて困っている人を助けるということである。 

【谷本委員】指針改定（案）の共助に、「当事者と、当事者と親しい人」とある。共助の当事者は何も

できないケースが多いのではないか。当事者の表現は外した方がよい。 

【工藤委員】当事者が入るケースもあるので、表現は難しい。 

【 事務局 】サークル的活動は、協働する活動を行ってない。この表に該当しないのであれば、互助の

削除も考えられる。 

【庄嶋委員】世間的にも自助共助公助が分かりやすい。これで定義した方がよいのではないか。 
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【 平委員 】範囲を示す矢印をどこまで伸ばすかも難しい。 

【庄嶋委員】領域に合わせることに無理があるのではないか。市民の活動領域には、自助的なものが

初から含まれていない。共助的な活動に入っているものが前提である。区分のＡＢＣＤは

公共的な課題に取り組む上におけるパターンであり、私的な課題に関するものは入ってい

ない。区分のＢＣＤは公助と共助が両方関わる。 

【 事務局 】表現が難しく、誤解を生じてしまうようであれば、削除を検討する。 

【 平委員 】矢印を取る場合に、自助等の説明はどうするか。 

【庄嶋委員】文章として入れることもできる。自助共助公助は、再び 近よく使われるようになってき

ているので入れた方がよい。公助が「行政による支援」という表現は良くないが、課題が

あれば行政に言って解決してもらう風潮があるのは確かで、また、コミュニティにつなが

っていない人も多いため、身近な助け合いである共助を位置づけていくことが協働を進め

る背景として重要になっている。これを指針の本文の中で使った方がよいのではないか。 

 

5 提案制度の問題点について 

■事務局より説明 

下記 5 項目の問題点を踏まえ、協働事業提案制度についてのアドバイスをいただきたい。 

 

①市民提案型協働事業は、継続性を担保できない。（評価をしてから予算化するため、１年、間が開い

てしまう） 

②既存事業を行政提案型協働事業で募集すると、提案する団体が決まっている。 

③提案団体は、協働事業を「委託」よりも「補助金」に捉えて提案することがある。行政側は、NPO

の柔軟性を認めず、必要以上に束縛したり、提案制度に基づく委託を業者委託のように捉えてしまい、

契約後は提案団体に任せきりになったりすることがある。 

④提案団体によって、人件費の単価設定や、一般管理費にばらつきが生じている。 

⑤ビジネス型の提案団体は、積算に人件費を入れているが、ボランティア型の提案団体は、人件費を積

算に入れず、無償で行っている。第三者が見たときに、不公平に感じられてしまう。 

 

④提案団体によって、人件費の単価設定や、一般管理費にばらつきが生じている。 

 

【谷本委員】一般管理費はばらつきがない方がよいが、人件費については、専門性があり、ばらつきが

出ることは当たり前である。事業を提案するときに、単価の参考になる資料を添付すれば、

ばらつきがあっても構わない。 

 

⑤ビジネス型の提案団体は、積算に人件費を入れているが、ボランティア型の提案団体は、人件費を積

算に入れず、無償で行っている。第三者が見たときに、不公平に感じられてしまう。 

 

【谷本委員】「第三者が見たときに、不公平に感じられてしまう」ことよりも、事業が実施できる積算

になっているかが大切である。ボランティアがたくさんいるから事業が達成できるやり方

なのか、ボランティアが少ないから人を雇い、事業を実施しないといけない中身なのかの

違いである。それは第三者が見て、公平不公平ではなく、提案内容として、実施できる体
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制かどうかを見極める方が大切である。 

【庄嶋委員】事業の継続とも関連してくる。当初は委託費が出るので人件費を計上したが、人件費が出

なくなった途端、ボランティアに戻すことがよいのか。 

【山口委員】今年度協働事業提案制度で提案した事業は、初年度以降は、ボランティアに変えるやり方

とした。このやり方が良いかどうかは分からない。 

【谷本委員】自治体によっては、3 年ぐらい継続するところもある。ただし、審査は毎年行う。予算は

単年度のため、確約はできないが、審査会も 3 年間は継続するという前提で審査を行う。

提案する側も長期で考えられる。 

【庄嶋委員】私が関わっている他の自治体でも、3 年間である。3 年目以降実施する場合には、3 年目

の年度途中に再度提案する。3年のうち2年が終わっているので、それを基に判断できる。

あるときは協働事業、次年度は単独事業になってしまうのは、協働事業の趣旨と異なって

しまうのではないか。 

【工藤委員】人件費が付くときは付けて、ないときは団体がボランティアで実施するのであれば、もと

もと、ボランティアで実施できていることになってしまう。 

【庄嶋委員】業者委託と協働型委託は、違いがあるはずである。人件費の単価設定もこれが関わってく

る。協働型委託は、有償ボランティア的に関わる人の分も予算に計上することが認められ

るという発想である。協働型委託の位置付けや思想みたいなものをはっきりさせることか

ら答えが出るのではないか。他の自治体では、人件費を有償ボランティアに位置付けて、

「1 時間 500 円で積算してください」としているところもある。 

【 平委員 】3 年続けて申請できる制度の場合、新規案件と継続案件のどちらを優先させるかというこ

とになる。3 年間約束した場合には、新規の案件が減ってしまうことも想定できる。検討

が必要である。 

【工藤委員】行政提案として出してほしい課題を、行政内部に伝える場があるとよい。 

【庄嶋委員】提案制度を使わなくても、実施している協働事業はたくさんある。提案制度を活用した場

合に、事業を実施していた団体だけでなく、いろいろな団体が提案するのであればよいが、

1 団体しか提案しないのであれば、何のための提案制度かということになる。提案制度と

それ以外の委託事業等はどのような関係なのか。 

【 平委員 】既存事業の内容を膨らまし、そこに市民の知恵が入るのであれば、既存の協働事業を、提

案制度を活用し、提案してもらってよいのではないか。行政提案でよく見られる事例が、

行政側が事業の枠を決めてしまい、市民の提案する範囲を限ってしまうことである。担当

課が事業予算を取れず、予算が付く提案制度に便乗したとも取れるので、これも気をつけ

てほしい。 

【山口委員】あまり市民提案が出されていない。会話式で協働事業を出せるような仕組み、話し合いを

もてるとよい。 

【谷本委員】団体に丁寧に説明し、納得してもらう作業を繰り返すしかない。そのための提案制度であ

る。協働事業提案を通じて、繰り返し事業を実施して理解を深めるしかない。行政の協働

に対する意識を変えるために、外部の方が入ってコメントをすることも有効である。行政

側に気づきが出ることがあるので、そのような場を設定してもよいのではないか。 
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その他 

■事務局より 

次回以降、審議したい点等があれば、意見がほしい。 

 

【庄嶋委員】この懇話会では、協働事業提案制度の議論が多い。それ以外の部分が見えない。市として

の協働の全体の様子が分かる情報提供があれば、その分析やアドバイスができる。 

【山口委員】評価シート等は変更するのか。 

【 事務局 】変更する。 

【谷本委員】市民協働推進センターが直営化された。年度途中であるが、どのような効果や実績がある

かの報告がほしい。 

【庄嶋委員】私が委員長をしている他市の同様の会議では、毎回の 初の議題は、センターの事業報告

としている。多くの事業を担当課からセンターに移した経緯があるので、センターのコー

ディネート事例や実施している講座などの報告をしてもらってている。 

 

 


