
平成 21 年度 第 3 回 和光市協働推進懇話会 会議録 

 

日 時： 平成 21 年 10 月 21 日（水） 13 時～15 時 

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・ボ和光 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）  

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 茂呂・野口 

傍聴者：なし 

 

１ 会長挨拶 

 

2 前回会議の振り返りについて 

成長モデルは 2 軸（市民活動団体成長モデルと地域課題解決モデル）あり密接に絡み合う。 

その 2 軸を併せたものが、下記の「地域課題解決に向けた団体の成長モデル（案）」である。 

なお、この会議では、地域課題解決をメインテーマとし、そのための仕組みづくりを検討する。 
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3 地域課題解決への仕組みについて 

前回会議の意見を基に事務局案を議論 

 

①～④の説明 

① 
まちの情報や課題が集まってくる仕組み 

課題に気がついた人が気軽に言える場や仕組み 

② 

集まってきた情報や課題をそのままＨＰ等で公開するのではなく、テーマに分けたり、地区毎に

分けたりするなど、見る人が興味を持て、見やすく整理する。 

例）白子 1 丁目の人たちへ 

例）第 2 中学校周辺の方たちへ 

例）子育て卒業した方たちへ 

③ 

整理された課題や情報を誰もが気軽に簡単に見られる仕組み 

その情報について、気軽に意見やアイデアを言える仕組み 

例）丸山台地区の防犯を解決できるアイデアを募集します。一緒に考えていただける人も募集し

ます！丸山台防犯を強いものにしましょう！！  

例）自治会で餅つきをしたいです！誰かうすと杵で誰か持っていませんか？ 

④ 

整理された課題と人をつなぐ。 

協働推進センターがアクションを起こせる人を探し、やる気を奮い立たせる。 

課題同士をつなぎ、多くの主体を巻き込む 
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■意見 

【全体について】 

 ・課題を集めて、解決のアイデアを募集するが、解決につながらない。それは、コアになる人が自発

的に生まれないからである。動き出すコアな人がいて仕組みが活きる。 

・行政がすることと市民がすることが混ざっている。挙がってきたことに対し翻訳作業をしてきちん

と形にして事業をスタートさせることが行政のすることではないか。 

 

【①まちの情報・課題を探し出す仕組み】 

・地域課題を見つけることは、原則行政のすることである。しかし、すべての課題に気付くことは難

しいから、市民から案を出してもらう。それを施策にいかに位置付けるかは行政の仕事である。 

・センターと市がすることを明確に分ける必要がある。 

・課題の優先順位付けも必要であり、それは市が行うことである。 

 

【②整理する仕組み】 

 ・市民参加条例に政策提案手続があるので、市民参加条例の視点もあった方がよい。 

 ・行政が動く場合には根拠が必要である。さいたま市の協働事業提案制度では、総合振興計画のどこ

に該当するかが提案事業の要件となっている。 

 

【④解決する仕組み】 

 ・課題を挙げた人をセンターが囲っておいて、課題解決のために活かすことが大切である。 

 

・センターの負担が大きすぎる。これだけの仕事を求めるならば、施設の位置づけと人員が必要であ

る。 

→松戸市ではパートナーシップの推進拠点としてサポートセンターを位置づけていて、課題を洗

い出すプロセスから役割として担っている。 

→センターにこれらのことを仕事としてはっきり位置付けられ、人が充実するのであれば良い。

今の受付 1 名体制の状況であるとボランティアの部分が大きい。 

 

【④解決する仕組み～協働事業提案制度～】 

・現実的には手続きが面倒くさいという理由で提案しないことがある。それをサポート（内容を提案

制度に合わせられ、成果物にできる）できる人をつくることも必要である。大切なことは、センタ

ーにそういう人を付けられるかどうかである。 

 →受付事務との合間仕事ではできない。きちんとした給与を支払われるプロとしてのコーディ      

ネーターを雇うべきである。そういう人がいないと、地域課題を協働事業提案制度までにはも

っていけない。 

 

・提案する市民自身が地域課題であると認識していても、それが政策に位置付けられていなければ提

案できないとアドバイスする。 

 ↓しかし、 

政策に位置付けられていないものも、今後大きな地域課題になりそうなものがあれば、センターが



どう受け止めるかも考える。 

   →1 つの課でできなければ複数の課と連携したり、協働提案事業とするのではなく市民活動助成  

レベルにして事業をさせたりし、本当の課題と認識したときに協働提案をさせる。 

 →このようにプロセスを変えることが必要である。センターは、市民活動団体としてどのような  

力付けをしていくかを常に考え、担う主体の能力やスキルや実績で分けて、サポートすること

が必要である。 

 

・課が動かないと市も動かないので、図のセンター部分に市民活動推進課の名前があってもよい。ま

た、センターと外との間に各課を入れるべきである。なお、各課との調整は市民活動推進課が行う。 

  →松戸市もセンターと協働推進課は両輪でセットである。課が入らないといくらセンターが頑張っ

ても市は動かない。庁内調整は市が行い、市民活動側の調整はセンターが行う。そのつど、セン

ターと協働推進課と話をしてすり合わせている。 

→担当職員がどれだけ動けるかによって協働は変わる。基本的に、協働推進課以外は協働を余計な

仕事と考えるため、協働をしたくない。その課を説得できる協働担当の課と職員の熱意が大事で

ある。 

 

仕組み直し図 

 

 

 

 

 4



 5

4 和光市版協働事業提案制度について 

今までの議論と他市を参考に下記の案を事務局が作成 

 

【特徴】 

地域課題マッチング型【和光オリジナル！】 

  ＊提案が挙がるのを待ったり、市が提案したりするのではなく、率先して課題に飛び付く！ 

  ＊和光市協働推進センターが地域課題と人をつなぐことで地域課題を解決する。 

  ＊和光市協働推進センターが審査会のプレゼン側にサポートで参加する。 

  ＊市の事業についても、市民活動推進課が吸い上げて、協働が求められるものについてセンターと

一緒にマッチングする。 

 

【つくる上での理念】 

①手続の簡素化！ 

 ②他市のよいとこどりではない、1 つでも「和光オリジナル」を入れる！！ 

■意見 

・手続きの何を簡素化したいのか。 

  →提案のプロセスの簡素化ではなく、手続き上に必要な書類の簡素化や形式上しなければいけない 

ことの簡素化である。 

  →話し合いがわずらわしいと感じるのは、話し合う場が形骸化してしまっているからである。併せ 

て、本来話し合いの結果を認め合う書類も形骸化し、わずらわしくなっているのではないか。 

  →最低限の書類は必要である。 

 

 

【市の方向性】 

 ・市の仕事のアウトソーシングではない。（我孫子型ではない） 

 ・住民が自分たちの課題を自分たちで解決する住民自治に向かう過程の制度である。 

■意見 

 ・我孫子型のアウトソーシングではないのか。 

   →住民自治を意識した協働型提案制度である。 
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【協議】 

段階 事象 つながり人 

第 1 段階 

 

 

↓解決しない場合 

和光市協働推進センターが、まちの課

題とそれを解決したいと思っている人

と出会う 

①センター 

②課題解決したい人 

 

第 2 段階（その 1） 

 

 

↓解決しない場合 

解決するために、必要な人やものをつ

なぐ 

①センター 

②課題解決したい人 

③協力者 

④必要なもの・情報 

第 3 段階（その 2） 

 

 

 

↓協働でしか解決でき

ない場合 

解決するために、必要な人やものをつ

なぐ 

（担当課が関わる） 

①センター 

②課題解決したい人 

③協力者 

④必要なもの・情報 

⑤市民活動推進課 

⑥担当課 

第 4 段階 協働事業提案書を作成し、協働事業と

して検討する。 

 

 

■意見 

・協議の事象の横に行政の担当課も入れた方がよい。 

・第 1、2 段階で、行政が何かをけしかけることも必要である。 

・この仕組みであると、第 3 段階以降、市の仕事（やらされ感のあるもの）が増える懸念がある。 

 

・今ある協働事業もこの制度を通さないといけないのか。 

  →制度を作ったからには、すべてそれを通さなければ意味がない。 

  →現状で各課と良い関係で協働しているケースもあるので、その関係が崩れないか。 

→協働事業は広い言葉である。政策に位置付けられていて、各課の予算で、市民活動団体に委託し 

ている事業があれば、それは既存の協働事業と考えられる。協働事業提案モデルは、新規で検討 

する協働事業である。 

→協働事業提案制度がどの成長レベルの人を支援する制度かを位置づけられれば、業務委託等と分 

けられる。 
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【スケジュール】 

①前年度申請 

②今年度申請 

③前年度、今年度両方できるようにする 

 ＊即時性や提案者のやる気を下げないためには、今年度申請の方がよいのではないか。 

■意見 

 ・予算の取り方や取れるかどうかで考える必要がある。 

 

【提案者の要件】 

 ①和光市協働推進センターに登録してある個人または団体 

 ②事業のコアとなる意思を持っていること 

 ③つながりをつくるために、自分たち以外の団体を巻き込み連れてくること【和光オリジナル！】 

  ＊中間支援とセンターをつなぐことに重点を置いている。 

■意見 

・3 つはすべて揃わないと提案できないのか。 

   →③は必須要件でなくてもよいのではないか。 

 

・③の関係者は、事業を進めていく中で増えていくものである。関係者の特定ができないから広がり 

がある。考え方は持っておくが制度としては入れる必要はないのではないか。 

→提案書の中に、どういう人を巻き込むかを書いてもらえばよいのではないか。 

 

・センターに登録してあるとはどういうことか。 

   →市民活動支援サイトの登録及びセンターが作成している登録団体を想定している。 

 

・個人が協働事業提案をしてもよいのか。 

→1 人で叫んでいる人は課題を解決できない。何人かと一緒に動きだしている人をサポートすべ

きである。 

→協働事業提案制度は団体の成長に合わせ対象を区切って行うものなので、団体とした方がよい。 

 →協議過程の第 3 段階目以降になったときに提案制度になる。第 1～2 段階は協働する上での制

度ではなく仕組みであり、個人はその過程の中で団体になる。 

 

・1 団体が同じ年度内に複数の提案を出せるのか、同じ団体が複数年度にわたって何回も提案して

もよいのかも検討する必要がある。 

    →実施能力があれば提案してもよいが、現実的にいくつも実施することは大変である。 

→数の制限はしなくてもよいと思うが、審査するときにいい加減な内容が簡単に通ってきても

制度としてどうなのか。 

 

・お金が取れたら実施しようという団体をどう審査するかも検討が必要である。 

・案では足りないものがたくさんあり、より検討が必要である。 
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【提案事業の要件】 

 ・原則、市内で実施される公益的な事業 

 ・地域や社会の課題解決につながる事業 

■意見 

・補助金ならこの要件でよいが、協働事業提案制度は市も一緒に行うものであるから、行政施策に位 

置付けられている要件が必須である。 

・市が協働しなければ大きな効果が得られないという要件も必要ではないか。それがないならば、協 

働にはならない。団体が行えばよい。 

 

【予算】  

 ・負担金で実施する。 

   *労力換算をどうするか。 

 

補助・委託・負担の違い 

 性格 責任・成果 

補助金  特定の事業や研究等を育成、助長するために、公

益上必要があると認めた場合に、相手方から対価

を受けないで支出する。 

ＮＰＯに帰属 

委託料 市が実施責任を負う事業をＮＰＯに委託して実施

する。 

市に帰属 

負担金 地域社会にとって必要な公益的事業を、市とＮＰ

Ｏが対等な立場で実施する。 

市とＮＰＯ両者に帰属 

 

■意見 

・協働事業提案制度の予算付けができる根拠は何か。 

   →現段階では、市民活動支援事業補助金交付要綱である。 

 

・プールしたお金があるのが前提である。 

 →現状では、市民活動支援事業補助金と同じ枠内で行う予定である。 

 

・予算は毎年取れるのか。 

   →確実に取れるとは言えない。 

   →予算を確保できないと始まらない。 

 

・提案事業はプロジェクトであり、最低 50 万は必要ではないか。10 万では人件費を考えると難 

しい。100 万あったとして、20 万は小さい団体の育成に使う余裕がほしい。 

→原資が予算だけでは不安である。埼玉県では制度導入時に大きく予算を取った。年々減ってい

く中で、寄付金制度を考えた。 

→松戸市では、前年度に条例を根拠にして制度としての予算の枠を取っている。市民活動助成と

して 200 万を予算化して確保し、寄付を募って予算を追加している。協働事業提案制度は、
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上限 50 万の枠を 10 団体分用意する。 

 

・予算を市民活動推進課が計上するのか、各担当課で計上するのか。 

→各課で取っている市もあるが、担当課に嫌がられることもあるので、市民活動推進課が持って

いた方が各課はやりやすい。恒久的にはできないので、協働事業提案制度でモデル的に事業を

実施して本当に必要であればその後は各課で予算化してもらうのはどうか。 

→市民活動推進課がまとめて予算を取ると、監査報告も市民活動推進課が行うことになり、各課

が他人事になりやすいという他市からの報告もある。 

 

 ・協働事業提案で採択された場合に、お金は担当課と団体のどちらに付くのか。 

→松戸では担当課ではなく、プロジェクトに付く。団体が自分たちで事業報告や収支決算を作成

し、協働まちづくり協議会が精査する。担当課がお金を持つと今までの委託の状況と変わらな

い。団体側にお金を出して、監査に耐えられる事業をさせる。わずらわしいと思うのであれば、

税金を使う資格はない。 

→民間から上がってきた課題に対し、市の担当課にお金を付けるのはどうか。行政が認識してい

る課題であれば自分で予算を付けて解決していけばよい。市に予算が付かないから、協働事業

提案制度を利用して、NPO と協働するというやり方はある。住民自治を意識しているのであ

れば、住民側に力点がある。団体が決算等で分からないことがあるときは、職員がノウハウを

伝えればよい。 

 

・負担金は誰が決算をするのか。 

  →松戸では、補助金は市民活動団体が主体的にしたいことに市がお金を出す。委託は行政が協働

と思っていることを自分たちでできないから市民活動団体にお願いする。負担金は両者が力を

合わせて解決できないからお互いに力を出す。市でも団体に出しても、両者は対等であるため、

どちらにお金を出してもよい。しかし、現実の力関係でいうと、制度自体が行政側にあるから、

お金も行政が持ってしまったら、力関係がアンバランスになる。だから、必ず市民活動団体に

お金を出す。だから、責任は団体だけにあるわけではない。協定書の中で、責任分担、成果の

共有を位置付けている。決算についてはお互いに共有できるようにしている。 

   

審査方法と事業期間については、次回検討する。 

 

【望月】もう少し議論したいが、今日出た意見を基に、新たに直してまた送る。足りない部分について

は、ご意見がほしい。 

 

■今後のスケジュール予定 

 次回会議で団体との意見交換会を予定していたが、もう少し議論をする必要があるので、延期する。 

 

■次回会議 

 次回会議（4 回目）は、年明けに設定する。 

 


