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平成 23 年度 第 3 回 和光市協働推進懇話会 会議録 
 

日時： 平成 24 年 2 月 13 日（月） 19 時０0 分～20 時 45 分 

場所： 和光市役所 6 階 602 会議室 

 委 員：  

学識経験者 

◎牛山 久仁彦（明治大学政治経済学部 教授） 

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 野宗 玲子（和光ＮＰＯネットワーク） 

公共的団体を代表する者 
○中村 幸夫（和光市自治会連合会）【欠席】 

荒木 保敏（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） 

◎会長  ○副会長 

事務局：市民活動推進課 深野・中野・野口 

傍聴者：5 名 

 

１ 市民活動団体実態調査結果の報告について 

【会  長】実態調査の結果報告について、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

■市民協働推進センター直営について 

【庄嶋委員】アンケートを見るとセンター評価で良い部分もある。直営になることで、評

価対象が変わり、評価の取り扱いが難しくなる。 

【谷本委員】このアンケート調査を見ると、協働推進センターの直営に当たり、行政側が

提案した中身（場所を市役所内に移す。負担金を委託にする等）と、市民活

動団体が求めているセンターの機能が、ずれているように感じる。例えば、

活動を続けていく上で、団体にとって必要な行政からの支援は、貸会議室や

交流スペース、コピー機や印刷機の利用となっている。センターを市役所の

中に持ってきてしまうことが、団体の基盤強化につながるのか。協働指針を

見直しする中で、もう一度考え直すべきではないかという提案もしていかな

ければならないのではないか。 

 

■アンケートの取りまとめ方について 

【野宗委員】アンケートの中で、市が取り組んできたことと、市のコメントが同じ四角で
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囲まれているので、分かりやすく整理した方がよい。また、市が取り組んで

きたことを方針ごとに一まとめにして質問しているが、それぞれの課題が違

うため、一まとめの回答では難しい。 

 

■市民活動団体について 

【川辺委員】回収率は 5 割に満たない。アンケートに答えていただけない団体は、活動を

あまり積極的にしていない団体と捉えてもよいのか。 

【事 務 局】原則、無記名回答のため、推測ができない。 

 

2 和光市協働指針の見直し内容の検討について 

【事 務 局】各委員に、事前意見を募集したところ、事前意見は 1 件もなかった。市民活

動団体のアンケート結果及び第２回懇話会を踏まえて、現行の協働指針の見

直し内容について、議論をお願いする。それを参考に指針の見直しを策定し

たいと考えています。 

 

■和光市の市民活動団体の特徴について 

【庄嶋委員】アンケートの中で、活動する上での課題について、ネットワークや情報に関

して課題を感じている人は少ないが、「人」については、非常に大きく課題と

して挙がっている。市民活動団体には、ボランティア型の団体と事業型の団

体があるとよく言われる。和光市で活動されている団体は、ボランティア型

の団体が多い。言い換えれば、お金で動くというよりは、気持ちで動く団体

が多いように感じる。アンケートでも、資金の課題はそこまで大きくない。

実際に、和光市では、ボランティア型の団体と事業型の団体のどちらが多い

のか。 

【野宗委員】基本的にはボランティア型の団体が多い。例えばリタイアして、生活には困

っていない方が、お金ではなく、やりがいや生きがいのために、活動に入る

方が和光の場合は多くあるのではないか。先日、コミュニティビジネス講座

を実施したが、「ビジネス」という言葉には抵抗があるからか、反響が薄かっ

た。 

【庄嶋委員】その設定によって、協働指針の目指すところが変わる。定年退職してやりが

いや生きがいで活動したいという人達がいるとすれば、ボランティア型を伸

ばしていく必要がある。一方で、今後の財政状況を考慮して、コミュニティ

ビジネスの育成も必要であるならばそれも必要かもしれない。アンケート結

果だけを見ると、ボランティア型の団体の実態の方が多く表れていると思っ
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た。ただし、目標の設定は、現状にニーズがあるかないかではなく、目指す

ものを掲げることも大事である。事業型のニーズはあまりないようであるが、

団体が安定的に自活して自立していく方向性は、今後目標に掲げた方がよい

気はする。しかし、それが和光市の実態にあっているかどうかは、和光の方

でないと分からない。 

【野宗委員】実際にセンターで活動していて、ボランティアではなく、お金を目的でやっ

ているなどの厳しい見られ方もされた。また、決算委員会や議会でも指摘さ

れることも、まだまだ理解をされにくいことがあるのかと感じる。和光市の

市民活動団体の特色は、お金ではなくて、気持ちでやる部分なのかと思う。 

 

■協定書等作成等の具体的な手続について 

【谷本委員】現在の指針の中には、具体的な手続きについて定めていないのではないか。

市民側が行政との関係を担保するために、指針の中に、協定書の作り方等を

入れていくという提案の仕方もある。その際には、実際に活動されている団

体の意見を踏まえながらする必要がある。しかし、あまり多く書き込みすぎ

ると手続き論になってしまう。 

 

■指針改定にあたり、市民協働推進センターと協働負担金について 

【会  長】協働推進センターについては、会議室やその使い易さが求められている。そ

れに加えて、協働を具体的に実践するための市民活動同士の支援や中間支援

の機能を持っていなくてはならない。今回に関して言えば、緊急避難的に市

が直営を行うということであるが、指針の見直しについては、緊急避難的な

ことには触れず、例えば、こういうセンターにすべきだというような将来の

方向性を示せばよいのか。また、興味深い点は、協働負担金が他の自治体に

はなかったため、議会で指摘されたとのことであるが、協働の財政的な運営

や支援の課題については、指針に書けるのか。 

【庄嶋委員】協働負担金の何がいけなかったか。考え方自体は協働であるため、委託とい

う一方的なものではなく、行政も負担する協働負担金という形の発想であっ

たと思う。 

【事 務 局】協働負担金自体は当方でも再三説明はしてきたが、ご理解をいただけない状

況があった。 

【会  長】議会側でどのような理由で負担金が良くないと言われたのか。 

【事 務 局】協働型委託というような形のため、支出科目は委託料が適切なのではないか

との指摘である。 
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【庄嶋委員】神奈川県大和市のように、最初の頃に協働の仕組みを作った場所では、委託

という形をある意味否定する形として、協働負担金という形を作ってきた経

緯がある。そのため、大和市の協働事業は、センターだけでなく、すべて負

担金となっている。実質は委託と変わらないのではないかと言われればそう

かもしれないが、あえて名目的にそこにこだわっていると思う。 

【会  長】議会が指摘しているのであれば、仕方ないかと思うが、なぜ協働負担金がい

けないかが分からない。 

 

■協働指針の趣旨について 

【庄嶋委員】和光市の協働指針には、何のための協働なのかという、心を打つ部分があま

りないように思う。策定の趣旨にあるキーワードは、公共サービスという言

い方である。市民のニーズが多様化していて公共サービスを行政だけではで

きないから、市民活動団体もサービスを提供していきましょう、というよう

な言い方になっている。この言い方であると、お客様としてサービスを受け

る人と、好きでサービスを提供する人と、市民が全く二分しているような関

係に見えなくもない。そのため、「あなたも自分のコミュニティをもっと良く

するために、地域づくりをしましょう」という気持ちがあまり起こされない。

「市民活動をしている人は、引き続き、市と一緒にサービスを提供していき

ましょう」「そもそも活動をしていない人はお客様のままで結構です」という

ように受け取れてしまう。昨年度震災が起こった中で、地域コミュニティの

重要性や、自分達が帰属しているコミュニティや和光市への愛着などから一

緒に地域を作っていきましょうというものがないと、協働する側として関わ

ってくる市民を喚起できない気がする。つまり、趣旨の部分で、なんのため

の協働かをしっかり見せることが大切である。 

【会  長】和光市は自分達の街であるから、自分達も一緒に作っていく。それが結果的

に、公共サービスを市民が担い、様々な社会に対応できるようになっていく。 

【庄嶋委員】指針を読んで、市民が、自分達が動く側であると思える部分が今のところは

ない。元々7 万 8 千人ぐらいの人口でまとまりがいいはずであるが、そのよ

うに見えない。私が前に係わっていた四街道市では、8 万 7 千人ぐらいの人

口であるが、自分が動く側であると考えている方がたくさんいて、個々の活

動の密度は高かった印象がある。和光市は、東京に接しており、自分のまち

への帰属意識を持っている人がまだ少ないと思う。しかし、定年退職などを

機に地域で活動できる方々の帰属意識をもっと高め、コミュニティのために

働くように仕掛ける必要がある。このようなターゲットの置き方は、現指針
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が策定された頃よりも、より現実化しているタイミングである。年齢層を含

めたターゲットを明確に定めた施策が必要ではないか。 

【会  長】現指針には、公共サービスの役割分担という話が出ているが、自治や参加の

文言を入れた方がよいのではないか。 

 

■市職員の意識啓発について 

【渡辺委員】アンケート結果の中に、市の職員の協働に対する意識がまだ充分ではないと

いった意見が何件かあった。協働推進に関して、庁内調整委員会や協働推進

ワーキングチームがあり、各部署によってリーダーとして庁内の協働の推進

に努めているところである。このようなことを指針の中に位置づけることも

必要と考えている。 

 

■協働事業提案制度の活用について 

【谷本委員】現指針では、提案制度を検討することが書かれているが、すでに制度ができ

ている。この活用の仕方を新しい指針に入れていく必要がある。例えば、他

の自治体であれば、提案事業制度を活用して実践した事業を行政施策に反映

させるようなシステムにしているところもある。また、事業の掘り起こしの

部分を提案制度で実施するという位置づけにしているところもある。これら

のように、目的をはっきりさせて書き込んでいくことが必要である。 

【野宗委員】市と市民活動団体が協働事業を考えたときに、市民が考えるビジョンと市の

ビジョンが一致しないこともある。協働はすごく手間がかかる。市にそこま

での協働の意識があるかというように感じる面もある。市民からすると協働

事業提案制度も一緒にやっていくまでの道のりをきちんと踏まえて進めてい

った方がよいのではないか。 

【谷本委員】協働についての基本的な考え方に『②目的・評価共有の原則』とあるが、具

体的な部分は書かれていない。協働は、お互いに目的があり、それをすり合

わせた上で進めていかないと誤解が生じたり、考え方の違いの中で、すれ違

いが出てきたりしてしまう。目的を共有することについて、より具体的な部

分を新しい指針の中には書いていかなければならないのではないか。 

【会  長】見直すにあたり、現指針を参考に、これまでの取組を踏まえ、今度の指針で

はこうやりますといった書き方になると分かりやすい。例えば、現指針では

こういう取組をしたが、今度の指針ではこのようにさらに進みますのような

形で書き込むと、もっと分かりやすくなる。つまり、改善点や前に進める点

について、指針として新たに書いていくと整理もしやすい。 
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【谷本委員】前回の資料に、これまでの取組があったので、それを別紙で付けてもよい。 

 

■協働事業提案制度の各部署への広がりについて 

【庄嶋委員】協働事業提案制度の審査委員を谷本委員と 2 年担当している。市民側が自由

提案するものはよいが、行政側で提案する部署に偏りがあり、全然広がって

いない。協働施策というと、協働担当部署だけが実施して、他の部署は動い

ていないというただの縦割り行政という例が和光市の場合はかなり当てはま

ると思う。あまりに庁内に広がっていない。もしかしたら協働事業提案制度

自体の使い勝手が良くないのかもしれないが、現実に各部署で持っている課

題があったときに、自分達のノウハウよりも市民活動の方がノウハウを持っ

ていれば、むしろそれを活用したいくらいの気持ちで提案制度を活用すると

思う。大田区では、新しい課題に対して市民活動のノウハウを積極的に活用

している部署もある。そういう発想自体があるのかないのか。仮に発想があ

ってもお金がないからできないのか。あまりに限られた部署しか提案制度の

場合は出てきていないことが気になった。庁内の広がりをもう少し強く出さ

ないといけないのではないか。 

【会  長】事務局は庁内の広がりについてどのように考えているか。 

【事 務 局】色々な課に、こういう団体とこんな事業ができますよ、という紹介はしてい

る。しかし、予算的に新規事業が出来ない状況があり、協働が生まれにくい。

しかし、来年度については市長も率先して、行政提案を増やす意向があるた

め、トップダウンで協働が広がるようにしたい。 

【会  長】ちなみに去年の協働事業提案制度の実績は、何件あったのか。 

【事 務 局】平成 23 年度実施事業であれば、行政提案が 3 本である。市民提案が 2 本で

あったが、実際に市で取り組んだものは 1 本である。行政提案の 3 本は庄嶋

委員のご指摘のとおり、全部市民環境部で出しているものである。 

【会  長】金額は全部でどのくらいか。 

【事 務 局】行政提案で 50 万円台のものもあるが、全部足しても 100 万ぐらいである。 

【会  長】協働の理解が庁内的にもまだ充分ではないと考えてよいか。 

【事 務 局】担当からすると非常に苦労している。各年度、事務事業評価という各所管で

作る資料をもらって、事業を全部読みこなし、どこかに協働の余地がないか

を私達担当で検討して、当てどころをつけてから担当課と協議している。し

かし、なかなかまだ理解されない。制度が完成してまだ 2 回しか運用してい

ないということもあるが、まだまだ周知と庁内の意識の高まりは必要である。 

【会  長】それはしっかり指針に書いた方がよい。 
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■地縁型の団体について 

【庄嶋委員】現指針の内容やアンケートの結果を見ても分かるが、地縁型の団体よりも、

ＮＰＯやボランティア団体のようなテーマ型の活動団体に主眼を置いている

ように思える。私自身は、地縁型の活動もしていて、その活動の力は地域に

とって、不可欠な部分である。それが衰えていっていると言われている面が

ありつつも、やはりすごい力を持っている。また、そこにあるものは活用し

た方がよいし、ゼロから作ることは大変であるため、自治会との位置付けを

もう少し強く打ち出していかなければならないと思う。地域コミュニティの

重要性は当然出てくると思う。もう少し自治会などの地縁活動が見えるよう

な内容にしていく必要がある。 

【会  長】自治会と地域活動は課題に挙がっている。それを踏まえて協働の中でどのよ

うに位置付けていくかの言及はたしかに欲しい。 

 

■団体の活動場所について 

【谷本委員】アンケート結果を踏まえての意見であるが、現指針には活動場所についての

支援体制が書き込まれていない。もちろん行政が確保すべきであるはとは言

わないが、使いやすいようにする工夫は必要になる。例えば、既存施設の中

で、運用を改善すれば、より使いやすい拠点として展開できる可能性もある。

今のやり方と照らし合わせて、新しい指針に書いた方がよい。 

【会  長】拠点の整備の部分に盛り込んだ方がよいか。 

【谷本委員】協働の拠点ばかりが中心になっているが、それ以前に団体が個々に活動する

場というのがあまり見えていない。まず団体がいろんな所で活動して、初め

て協働が出てくるはずである。団体の裾野が広がらないと、中間支援の役割

は、なかなか活きてこないと思う。 

【会  長】中間支援を担う協働推進センターだけでなく、地域の活動に使える拠点の整

備も少し視野に入れるということである。 

【庄嶋委員】この数年の動きの中で、公共施設を活用するだけでなく、民間商店の空き店

舗の活用が出てきている。大田区では、昔町工場だった広いスペースを、子

供の広場に使ってくださいと申し出る人が出てきたり、民間支援も出てきた

りしている。和光市の場合は分からないが、実際に実例があれば、民間資源

の活用や地域資源のコーディネートというような観点で、今後働きかけで増

やしていくことや場所が出てきた場合には活用していく姿勢を入れてもよい

のではないか。最近の和光市の面白い動きを踏まえて、こういう傾向が社会

情勢の変化を踏まえて出てきているので伸ばしていきましょうとか、ＰＲし
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ていきましょうというのがあると良いと思う。 

【会  長】実情にあった形で和光市らしさが欲しい。協働に対する市の現状や市民の現

状が策定当時とどういう風に変わってきているかが指針の各所にちりばめら

れているようなものになるともう少し和光市らしさが出てくると思う。 

 

 

【会  長】3 月下旬に協働推進庁内調整委員会があり、見直し素案が決定され、その後

パブコメを実施し、最後にこの会議が開かれることになっているが、パブコ

メが終わっているということは次の会議では報告だけになるのか。 

【事 務 局】今日の意見を踏まえて素案を作り、庁内調整委員会で検討する予定であるが

それまでに、新しい指針を送付するので、ご意見あればいただくということ

もできるが、いかがか。 

【会  長】言葉遣いなども気になる部分があるので、そうしてほしい。 

【会  長】それでは、本日皆様からいただいた意見を踏まえて、素案作成をお願いしま

す。庁内の協働推進調整会議に出される前に委員の皆様からのご意見をいた

だくことをお願いする。 

 

協働事業提案制度に応募できる団体の要件について 

【事 務 局】現行の協働事業提案制度については、提案できる団体の要件として、市内の

地域活動団体、市民活動団体、それらと連携のとれる公益法人、国等の機関、

及び市外の地域活動団体、市民活動団体、公益法人、それと国との機関とし

ている。当市には、平成 22 年 7 月に、市民とともに地域の社会活動を行う

企業を企業市民ということで、認定するという制度があります。その企業市

民について、新たな提案のできる団体として、加えるべきかどうかというと

ころについて、ご意見等をいただきたい。 

■企業市民について 

【谷本委員】企業市民が提案制度に入ることのメリットは何か。 

【事 務 局】企業も地域課題解決においては大きな役割を担うという考え方があり、市と

市民及び企業による協働のまちづくりの推進ができるのではないか。 

【会  長】和光市に本拠地となる事業所があれば、法人住民になる。和光市で決めてい

る企業市民というのは、法人住民とは違う概念なのか。 

【事 務 局】防災防犯や環境保全、青少年健全育成教育、まちづくり地域コミュニティ、

子育て、男女共同参画、社会福祉、その他などの活動を行っている企業を認

定している。 
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【会  長】防災器具を製造する活動も企業活動になるが、それではなく、ボランタリー

な活動として、企業が何かを担っている場合に、企業市民として認めるかど

うかではないか。それであれば別に提案できてもよいのではないか。消火器

を作っているからといって防犯の関連で協働事業提案制度に応募できるかと

いうと、それは違うのではないか。 

【事 務 局】活動事項としては、災害時等における復旧活動や物資供給活動、地域消防活

動や防災活動、防災に関する活動などというような位置付けで、このような

活動を行っている企業、事業所を認定することが基準になっている。 

【会  長】大手スーパーのように、大震災時には食料をどんどん供給するということを

明確にしているような企業ということか。営利活動以外でそういうことをし

ている企業を和光市は企業市民として認めているということか。 

【野宗委員】私は企業市民の認定の仕組みを聞いたことがある。今まで、認定で落ちたと

ころはないとのことである。 

 

■他市等の状況について 

【事 務 局】一般論として、協働事業を提案できる団体に企業が含まれている例があれば

紹介してほしい。 

【会  長】通常は企業法人であれば含まれない。ただ、○○株式会社の○○の会が非営

利で活動していれば含まれることが通常ではないか。 

【荒木委員】指針の中に企業は入っている。 

【会  長】企業がボランタリーな活動をする場合はその主体として認められるというこ

とではないか。 

【庄嶋委員】企業市民の認定について聞いたときに、企業の中の社会貢献的な側面を評価

しているとのことであった。企業市民だから提案してよいとなったときに、

その側面ではないことを提案したら結局意味がない。そうなってしまうと、

逆に企業は何でも提案でき、事業の中身で判断するという話になる。協働事

業ではないが、補助金や助成金で、企業を母体にしつつも違う団体を作り事

業をするケースは多いと思う。 

【会  長】企業でも宗教団体でも別団体を作り、社会貢献をしようとすると、ＮＰＯと

か市民活動的な扱いを受ける。 

【庄嶋委員】私が係わっていた審査で、主たる提案者で企業が出たことはないが、従たる

協働相手に企業が出てきたものがあった。それはある団地再生を団地自体が

提案してきたもので、そのパートナーが企業であった。その企業はコンサル

的なことをするとの話であったが、結局、費目を見るとコンサルとして動く
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部分は委託料という形で全部出していた。結局これはただの企業の営業では

ないかという話になった。 

【会  長】結局そうなってしまう。耐震強度の相談に乗るということを鑑定士の協会が

ボランタリーで実施するが、結果的にその後に商売に繋がる。これは難しい

問題である。 

【庄嶋委員】この難しさは絶対に発生する。企業かどうかというよりも、どういうケース

であれば良いとか良くないというように色々なケースを想定して分析しない

と、いざ出てきたときに判断に迷う。 

【会  長】やはり慎重な協議が求められる。 

 

■企業市民が協働事業提案をできることについて 

【野宗委員】今後、条件などきちんと整備した上で企業が入ってくることはあると思う。

ボランティア型が多い和光市の市民活動団体と企業を提案制度で競わせるこ

とは、まだ先ではないか。もう一つ危惧することは、行政提案が出にくい背

景がある中で、企業に広げようとしてもうまくいかないのではないか。 

【谷本委員】企業が社会貢献活動をすることは、自分達で資金を調達し社会貢献活動をす

る。それを行政側に提案して、行政資源を使ってまでするものが果たしてど

れだけあるか、未知数である。今の段階でそこまで広げる必要はないのでは

ないか。 

【事 務 局】現状の和光市には馴染むものであるか。 

【会  長】あまり馴染まないのではないか。平成 24 年度からそうしたいということか。 

【事 務 局】一番早いところで平成 24 年という対応も可能であったが、時期尚早という

意見も多くあったため、今後の議論にしたい。 

【会  長】積極的にすぐに位置付けるべきでものではないとのことである。懇話会とし

ては、趣旨は理解できるが、現状では制度的にそのようにするという考えに

は至らないという結論でよいか。 

 

その他 

【事 務 局】この会議の報告書の件であるが、年度毎に報告書を作ることになっている。

3 回分の会議の意見を事務局でまとめ、皆様に確認していただいて、市長へ

の報告とさせていただきたいが、よろしいか。 

【会  長】委員の皆様からご意見はありませんか。 

【一同】異議なし 

【会  長】それでは、そのようにお願いする。では以上で議事は終了します。 


