
平成 21 年度 第 4 回 和光市協働推進懇話会 会議録 

 

日 時： 平成 22 年 2 月 24 日（水） 13 時 30 分～15 時 30 分 

場 所： 和光市役所 4 階 研修室 

 委 員：  

学識経験者 

小山淳子（ＮＰＯ法人 コミュニティ・コーディネーターズ・タンク副代表理事）

◎望月泰宏（ＮＰＯ法人 コ・ラ・ボ埼玉 代表理事） 

庄嶋孝広（市民社会パートナーズ 代表） 

市民団体を代表する者 待鳥美光（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） 

澤徹之（和光市社会福祉協議会）【欠席】 

和光市協働推進庁内調整委員会 大野久芳（和光市政策課）【欠席】 

和光市協働推進ワーキング 渡邉宗臣（和光市都市整備課） 

◎会長  ○副会長 

事務局： 市民活動推進課 山浦・茂呂・野口 

傍聴者：なし 

 

１ 会長挨拶 

事務局に今までの検討をふまえて、協働事業提案制度のたたき台の作成をお願いし、それらに対し皆さ

んからご意見をいただいた。たたき台について、直さなければいけないところがたくさんあると思うの

で、今日の会議で議論して直したい。会議回数が限られていて少ないが、出来る限り中身を詰めて、来

年度につなぎたい。 

 

2 市民活動団体の団体成長モデルの中における協働事業提案制度について 

【事務局】 

埼玉県を参考に作成した。特徴は補助金であることと事業が単年度となっていることである。単年度は 

団体の成長サポートでは不十分ではないかなどの委員からの意見が多くあったため、追加資料を作成し 

た。その中で、補助金ではなく、負担金とした。また、単年度で協働事業が終了して、その後に続かな 

いのであれば、団体の成長の視点からも不十分と考えられるため、提案制度を単年度ではなく複数年度 

とした。成長の一つのかたちとして業務委託を例示した。前回までの議論にあったが、団体が市からの 

業務委託を受けられる力があれば成長できたと考えてよいのではないか 
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■意見 

・力のない団体を補助金でスタートアップさせ、さらに協働事業提案制度でステップアップさせ、市か

ら委託を受けられる団体をつくるという、市の立場から見たシナリオが描かれている。大きな目標は

住民自治とあるが、市から委託を受けられる団体をつくるというのが住民自治なのか。市から委託を

受けられる団体をつくることだけが目的だと割り切るのであればよいが、その割り切り方でよいのか。 

 

・市民活動団体のサポート制度なのか、協働指針にある市民側からの提案としての制度なのか。両方が

混在している。協働事業提案制度は、協働指針の中で、市民の主体的な活動が市との協働事業につな

がるものとして位置付けられたものである。 

 

・協働事業提案制度を、住民自治を形成するための制度と思っていた。ここでもう一度、最終ゴールの

共有が必要である。協働事業提案制度で、市民活動団体のサポートをすることが、和光市の現状を考

えると現実的であるならばその選択もあるが、ゴールの姿とスタートとプロセスをどのようにつくる

かを議論しなければいけない。 

 

・自治会は地域に根を張った保守的な団体である。体質を変えることはできないが、自治会活動の中で

活発に行動することはできる。その活動に、市民活動団体や市からの協力がある。下請けのように見

えるが、利用されることは得意である。 

 

・住民自治が目指すものをはっきりさせないといけない。その中で協働事業提案制度が担う役割やサポ

ートだけでなく、団体と市にとってのメリットを示し、そのために誰が何をするかを詰めて制度設計

する必要がある。 

 

・協働は行政の仕事をすることではない。市民活動団体が、行政がするべき仕事を探し出して、一緒に

行うことが協働である。住民と職員が密度の濃い関係になることが目的である。それが充実していけ

ば、良い協働もできるし、将来的には、住民自治、一緒にまちをつくっている密度の濃いものができ

る。その前段階が協働事業提案制度であれば、業務委託だけでなく、団体の独立や自立、住民がまち

づくりと関わるようになるなどの広い目的とした方がよい。一方で、最終目標は掲げず、もっと抽象

的に「住民と行政のまちづくり」にした方がよいのではないか。その中に、業務委託や団体の独立が

含まれる。 

 

・協働事業提案制度が誕生した歴史を見ると、初期には神奈川県の大和市があり、委託と補助の中間の

形態を探るなかで誕生した。この会議で、地域課題解決と市民活動団体の成長の 2 つの軸が議論にな

ったが、協働事業提案制度を、団体成長の軸に無理やり当てはめようとしているため、矛盾が生じて

いる。提案制度が生まれた背景や歴史を見ると、団体成長という軸はない。協働事業提案制度の場合、

力がある団体と市が協働事業を行うことが基本である。補助金の次の段階として、無理やり当てはめ

るのは難しいのではないか。地域の課題解決力が成長することが住民自治であり、ゴールのはずであ

る。補助金や協働事業提案といった制度は、それぞれ住民自治に向けての一部を担うにすぎないので、

どこを担うかを明確化して制度設計する必要がある。そこに団体の成長モデルを当てはめると矛盾が

生じてしまう。市民活動団体が成長する上で、補助金と提案制度のどちらが先や後ということはない。 
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・制度をつくっても、まちづくりの意識が高まることがなければ意味がない。成長モデルで考えるなら

ば、補助金と提案制度は同じ段階でよいのではないか。継続性を考えて、なんらかの関わりを続ける

ことがお互いに向上する。 

 

・住民自治に向けて、地域の課題解決力が成長していくことは必要である。それを達成するために、ど

のような制度でどの部分をカバーするかを意識する必要がある。 

 

・団体成長モデルに合わせる必要はない。 

 

・協働事業提案制度は団体を成長させるための制度ではない。そもそも、政策の狭間に落ち込んでいる

地域課題を住民が自分たちで見つけ出して、自分たちで行う。自分達で補いきれず、行政が参加しな

ければ実現しないような事業を、協働事業提案制度に載せていくのが本来の目的である。住民自治の

視点で考えると、住民が自分達の手で地域の課題を解決するための仕掛けでもある。問題はそれを市

と市民で対等に担保するための制度がなかったことである。大和市の先進性はそこにある。それが全

国に広がっていき、運用されていく中で、手順や手続きをうまくまわせば協働制度がうまくいってい

るように錯覚されるようになったが、それを戻す必要がある。他の自治体で、3 年で提案事業がなく

なったと聞く。対等の協議のテーブルがあったから協議が確保されていた。それを忘れてしまって、

手続きにして、セットで協議をしてしまっている。和光市の協働事業提案制度も原点の確認が必要で

ある。また、その前提となる市民参画を進めていくプロセスは何か、成果を出していく事業形態など

をそれぞれ分けて整理して考える必要がある。また、制度をどこが主体となって動かすかが大切であ

る。このフィールドを行政側に持っていくか、市民側にもっていくか、両者の際にもっていくかで、

提案制度は異なっていく。 

→和光の提案制度では、市が持っているように見える。 

 

主な意見 

協働事業提案制度を、市民活動団体の成長モデルに当てはめる必要はない。 

 →協働事業提案制度は団体を成長させるための制度ではない。 

 →協働事業提案制度は、それなりの力のある団体と市で協働事業を行うことが基本である。 

 →協働事業提案制度は、住民が自分達の手で地域の課題を解決するための仕掛けでもある。 

 

住民自治に向けて、地域の課題解決力が成長していくことが必要である。 

→それを達成するために、どのような制度でどの部分をカバーするかが大切である。 

→市民参画を進めていくプロセス、成果を出していく事業形態、制度を動かす主体等の検討も必要で

ある。 
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■地域の課題解決力が上がる協働事業提案制度や仕組みについて 

■意見 

・自治会なども関わってこないと、地域の課題解決力は上がらない。課題解決に向けた「言いだしっぺ」

の動きが出発点になって、地域のさまざまな団体の協力を得ることで、解決に向けたかたちができる。

協働事業提案制度をつくるのであれば、地域のコラボが生まれるようなサポートをする制度にする必

要がある。それは従来の補助金でもできることはあるし、協働事業提案制度のように行政も企画する

側に入ることでできることもある。 

 

・この制度の中に、地域課題について行政と住民たちが密度の濃い関わりをもつことを盛り込み、それ

を重視した内容が展開されればよい。 

 

・前回の会議で、協議は全部で第 4 段階まであり、提案制度の前段階までに地域の様々な主体を巻き込

んでいる。 

 

・地域課題の解決のためには、1 団体が行政の１部署と協力して取り組むより、地域の団体などに声を

かけながら進めていく必要がある。他の自治体では、1 団体と 1 部署で協働事業を展開しがちである

が、和光市で協働事業提案制度をつくるのであれば、地域の団体と広くコラボするかたちを追求すべ

きである。大切なことは、地域課題の解決を図るときのより効果的な仕組みと、そこに行政が絡む仕

組みをどう描くかである。 

 

・行政は 2 課でまたがって団体に支出することはできない。負担金は複数団体に適応されるのか。この

垣根を外せられればよい。 

 →実行委員会形式や団体が事務局となって提案することもできる。そのネットワーキングはセンタ

ーの役割である。 

→現状でその役割を、現 1 名体制の和光の協働推進センターに求めるのはできない。 

→役割として認識はしているし、担うべきであると考えてはいる。 

 

・たたき台の 1 概要に、市からのテーマ提案は、担当課から出すとある。これであると、既存事業から

は出てこない。新規事業に限ればよい。 

→新規事業の範疇を決めなければいけない。政策の中で対応できなければ新規事業でも入れられな

い。 

→検討が必要である。新しい公共という言葉を使ってもよい。 

 

・市が協働事業提案制度を欲するのであれば、市のニーズを懇話会がカウンセリングして捉える必要

がある。 

→協働指針を作る中で、行政が行っている事業だけではなく、市民から提案できるまったく新しい

事業ができるような制度が必要ということで協働事業提案という意見が出された。前提はそこに

ある。 
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・どこの自治体でも、協働に対する一般職員の意識は、市が行っている仕事を市民が手伝ってくれるか

ら市が楽になるという捉え方が多い。しかし、実際に整備される協働事業提案制度では、いままで市

がやっていなかった仕事が市民活動団体からの提案で増えている。協働事業提案制度をつくる前提と

して、市民活動団体の提案を活かして市も仕事をするという考え方もあれば、一方で、ただでさえ職

員の人数が少なく大変なときなので、市が行っている仕事を市民に引き受けてもらうという考え方も

ある。協働事業提案制度をつくるには、そこを定めないと職員の理解も得られない。和光市の場合、

協働指針を定めている以上は、指針に描かれている根本の考え方に基づく必要がある。 

 

・なぜ和光市は協働事業提案制度を作るのか。我孫子市であれば、退職シニアが多くなり、税金を納め

なくなるから、アウトソーシングをする。松戸市であれば、シャッター街が増えていて、とりあえず

市民に元気になってもらうためである。和光市はなぜ市民に手を挙げてほしいのか。 

→協働指針を策定する中で、今までの既存のことをやらされるのではなくて、自分たちから発案し

たものも協働で行える風土をつくるために、協働事業提案制度のような制度を入れてほしいと市

民活動団体から発案した。 

→【事務局】指針には、協働の形態に、協働型委託Ａがあり、それは地域からの自発的な発想を想

定しているが、それがこの協働事業提案制度につながっていくのではないか。また、

協働を推進するための 4 つの方針をつくった。その中に協働システムの構築があり、

新たな支援制度の検討を挙げている。具体的には、寄付金や基金制度の検討や、市民

の主体的な活動が市との協働事業につながるような提案制度の仕組みの検討がある。 

→4 つの方針を実現するための、協働事業提案制度がどこを担うのかを位置付けた方がよい。 

 

・今の意見を踏まえ、たたき台の概要は変えた方がよい。指針を踏まえてつくる旨を書く。次に、特徴

となる「複数の団体が提案できる制度」、「複数年度継続できる制度」などを書く。これらを挙げれば、

他にはないものになる。それを基に肉付けをする。目的は抽象的な言葉でまとめて成長モデルの図は

入れない。事業評価の問題やスケジュールの問題などを入れる。また、常に市と団体が会合できるよ

うな仕組みを作らなければいけない。それをつくることで、内容は濃いものになる。 

 

・松戸で失敗したと思ったことは、プロセスが大切であるから成果はあまり言及しないということで始

めてしまったことである。事業を実施した結果、いま一つということがある。意味を見出さなければ

継続はできない。団体が自分達で協働事業を行って良かったと思えることは何か。それを見るにはシ

ビアな自己評価をしていかなければいけない。悪いところを改善できて、もっと頑張ろうと思えるよ

うな評価をつくっていくことが大切である。そのためには事後評価をどうすべきか。また、制度その

ものも見直していくスパンをどうするかを考える。 

 

・協働全般で達成すべきことと提案制度で達成すべきことが、会議の中でも混ざっている。指針で位置

付けられていることから、協働事業提案が何をするものかを明確にしなければいけない。また、提案

制度を利用したあとに、事業を最終的に委託にするのか、市民が担うかたちにするのか、先進的なも

のであれば、制度化するのか。制度自体の中身とその前段階と後段階を含めた検討が必要である。 
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・これまで数回の議論では、地域課題の解決のためには、いろんな主体が手を組んで進めないと成果が

上がらないということを話してきた。協働という言葉の意味は一定ではないが、事務局のたたき台に 

ある協働事業提案制度でいう協働は意味が狭く、市と市民活動団体の間のものである。ここでいう協

働を、市と市民活動団体の間のものとするのか、多くの主体が地域課題の解決のために縦横無尽にコ

ラボしていくことを意味するのかも定義が必要である。 

 →指針では、市と市民の協働になっている。しかし、たたき台の応募資格に、協働推進センターの

登録が入っている。一人でも何か解決したい人がセンターとつながることで、いろんな人を巻き

込んだり、団体と協力したりできることを想定している。 

  →たたき台の要件では応募者を狭めてしまう。センターに環境条件がそろえていれば、可能である

が、今の和光市のセンターではできない。登録制度とした場合に、誰がどんな基準で判断してい

るのか。 

  →登録は、要件に合っていれば登録するが、判断に悩むときは市に相談し、市が判断する。 

  →協働事業提案制度をつくり、団体を育てていく上で、資料の団体登録シートでは難しい。制約要

件に、登録団体とするのは疑問である。 

→要件については、別途検討する。 

 

主な意見 

市民活動団体のサポートではなく、対等な立場で市民が主体的にまちづくりに参画していくための制度

を構築することが大切である。 

 →そのためには、悪いところを改善できて、もっと頑張ろうと思えるような評価をつくっていくこと

も大切である。 

 

地域課題解決のためには、いろんな主体が手を組んで進めないと成果が上がらない。（複数の主体が地

域課題の解決に縦横無尽に動く！） 

 →各種主体を巻き込める、より効果的な仕組みと、そこでの行政の関わり方が大切である。 

→1 団体が提案をして行政の部署と話し合いをするよりも、このテーマを解決していくためには、こ

の地域のこういう団体や人にも声をかけながらやっていく必要があるということに気づかれてい

くことが大切である。 

 

制度自体の中身とその前段階と後段階を含めた検討が必要である。 

→制度利用にいたるまでの過程、地域課題の収集やつなぎを、中間支援であるセンターが担えるよう

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



■協働事業提案制度たたき台概要を作成するうえで 

■意見 

・議論する中で、今後の動きが見えてきた。（庄嶋委員作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前回までの議論であれば、全く独自の手段や制度を構築する余地があり得たが、今日のたたき台から

すると、市にとって協働事業提案制度を導入しなければいけないということがある。スケジュールを

見ると、今年度は、市民活動団体と市政が協働する制度の形態を生み出す必要があり、懇話会で提言

しなければいけないようだ。そして、来年度は、市民活動支援事業補助金の見直しをすることになっ

ている。和光市の実情に合った全く独自のものを検討する意欲をもっていたが、このスケジュールか

らすると時間的な制約もあり難しそうだ。 

全く独自の

もの 

市民活動支援事業補助金 協働事業提案制度 

市民活動の支援 協働 
（市民活動と市政）

市民活動団体のみ？ 

住民自治 
地域の課題解決力の成長 

目的 

手段 

制度 

 

・ＣＳＲをもった企業なども協働の対象となるのではないか。また、要件に事務所を和光市内に有する

こととあるが、和光市のために頑張るという人がいれば積極的に受け入れるべきである。市で活動を

予定しているものでもよい。 

 

・「地域の課題解決力の成長」という目的は全員共有している。手段についても、協働という枠組みで

より効果を発揮するためには、1 団体 1 部署ではないかたちで、地域の課題解決力が上がっていくよ

うな仕組みが必要である。和光市の実情に合った独自性を出す場合には、市民活動団体が 1 団体では

なく、様々な主体を巻き込みながら事業を展開できるようにどう工夫するかである。誰かが始めたこ

とについて、様々なところに働きかける体制を作り、そこに市政も関わるなどである。課題解決の進

み方のストーリーやイメージを描いたうえで、それを制度にすることが大切である。 

→【事務局】それを制度に落とし込むとどのようなものが考えられるか。 

→目的に対し、手段はある程度長いものである。それに対し制度がカバーできるのが、どこからど

こまでかをイメージすればよい。手段を実現するためには、大きな仕組みが必要で、制度がそれ

を全部カバーすることはできない。制度でカバーできないところを認識しながらつくることが大

切である。また、何を目的に制度を組み立てるかは、協働の指針の 4 つの柱のどの部分を実現す

るかで落とし込む。前回会議の資料にあるリスさんが地域課題を発見することを制度でカバーで

きるのかを参考に考える。リスさんが他の動物を呼んできて、ある程度のものにしたときに制度
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にのる。リスさんがそこにたどり着くまで、つまり他の動物を呼ぶまで、誰がどのようにサポー

トするかを制度の前段の仕掛けとして、構想する必要がある。その前段の仕掛けは協働推進セン

ターである。 

  →行政として動くとき、闇雲にアイデアや提案をすべて受けることはできない。ある程度のかたち

（仲間や広がり）を作ってきて、その上で市に加わってもらえればより進むという段階になって

から、制度がフォローするのが現実的である。 

 

【望月】報告書を作成するにあたり、本日だけでなくもう一回議論が必要である。また、今日の意見を

含めて、たたき台の概要を事務局が作成してほしい。 

 

主な意見 

市民活動（広く定義する）と市による協働を手段とした協働事業提案制度とする。 

 →ＣＳＲをもった企業なども協働の対象となるのではないか。 

→提案者の要件は、和光市のために頑張るという人がいれば積極的に受け入れる。 

 市で活動を予定しているものでもよい。 

 

手段を実現するためには、大きな仕組みが必要 

→協働の指針の 4 つの柱のどの部分を実現するかを目的に制度を組み立てる。 

→大きな仕組みの中で、どこを制度とするかを検討する。 

 

市民活動団体が 1 団体ではなく、様々な主体を巻き込みながら事業を展開できる工夫を検討する。 

→誰かが言い出したことを、効果が上がるように進めていく上で、様々なところへ働きかけられる体

制を作り、そこに市政が関わる 

 

 

 


