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平成 21 年度 第 2 回 和光市協働推進懇話会 会議録 

 

日 時： 平成 21 年 9 月 4 日（金） 13 時～15 時 

場 所： 和光市役所 6 階 602 会議室 

 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） 

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 

 

2 前回会議の振り返りについて 

【事務局】会議録資料を基に説明 

■成長モデルは 2 軸あり、密接に絡み合う。 

①市民活動団体成長モデル 

組織成長ステップ 団体に求められるもの 必要なこと（例） 

①ミッションを持つ人がいる 強いミッション 
ミッションの見つけ方 

ミッションの育て方 

②一緒に動く核メンバーが出て

くる 

共有 

（メンバー間の情報・ノウハ

ウ・モノ・資源・能力等） 

仕事の役割分担の仕方（バカ・カ

バ・チンドンヤ） 

情報の洗い出し方、共有の仕方 

＊地域課題解決で人が必要な場合 

③つながりづくり 
共感 

共感の伝え方 

人の巻き込み方 

＊地域課題解決で組織を持続させ

る必要がある場合 

④持続するための仕組みづく   

 り 

 人が絶えず、召集される仕組み 
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②地域課題解決モデル 

地域課題解決へのステップ 必要なこと（例） 

①地域課題の発見 地域分析 

②見つけた地域課題を研究する。 
先進事例の紹介 

団体や人の紹介（人材バンク） 

③解決のために、人を集める  

④地域課題を解決する。 
協働提案制度 

市民活動支援事業補助金 

⑤解決後のサポート 評価（人が集まったか。） 

 

 

 

【望月】質問・意見はあるか。 

 

・市民活動団体成長モデルと地域課題解決モデルは 2 つの軸とされているが、「2 つの軸」というと、

Ｘ軸とＹ軸のような関係を想像するものの、そこまで明確には関係が表現されていない。 

・図にあるように、地域課題解決に向けた成長モデルを考えると分かりやすい。 

・地域課題を発見してもアクションを起こす人がいないと進まない。その仕組みが必要である。 
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3 事例紹介について 

■松戸市 

■パートナーシップの 3 つの形態 

①担当部署から仕事を受けて仕事する（業務委託）。 

②支援が欲しい・ノウハウが欲しいと思う団体が担当部署と組んで進める。 

③担当部署も含めた実行委員会のような形式で地域課題を解決する。 

 

地域課題解決が上位目的であり、協働の手段が必要になる。 

 

団体がよちよち歩きから、行政と対等な力で事業を展開できるまでの組織力や収益力を付けられるよう

な組織になるまで支援をする。 

 

■理想形のパートナーシップ 

団体が力を持っていて、資金繰りができ、公共性が高いものについては行政と手を組んで行う。 

そうなるためには、団体がどのように力を付けていけばよいのか、そのためには、行政がどのような支

援をすればよいかを考える。 

 

■協働事業提案制度 

・協働事業提案制度を 3 年で潰れないような仕組みを作った。 

・相談に来た人に、1 年かけて協働講座を実施し、協働事業ができるところまでサポートする。 

・協働担当課とサポートセンターが相談に来た人を逃がさないようにした。 

 

■協働提案制度の流れ（平成 22 年度事業ベース） 

8/10～28 応募期間  ・5 月末からキャンペーンをしている。 

・この時初めて来る人は少ない。事前に相談に来ていて、

この時には、アイデアを持ってくる。 

・各課と事前相談をする。うまくいかないときは担当課

を替えたり、事業を変えたりする。 

 

9 月中旬 事業認定  

～10 月末 事業企画書の作成 

（3 者協議） 

 

 

11 月中旬～

下旬 

事業企画の審査 

（公開プレゼンテーショ

ン審査） 

 

・ 終的な決定は非公開であるが、協議は公開する。 

 

1 月中旬 採択候補の決定 ・負担金を予算に計上 

3 月下旬 議会の予算審査  
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協働事業の実施決定 

4 月 協働事業協定書の締結 

負担金の申請・請求 

 

4 月～3 月 協働事業の実施  

3 月末まで 事業報告書の提出  

6 月 事業報告会  

 

■協働事業提案制度の特徴 

・労力の換算をする。 

行政側が 50 万円を限度に出し、市民側も 1 時間 500 円で換算し、自分たちの労力を 50 万円以

内で設定する。それに併せて、資金も 1 割負担する。 

   →今までは労力換算がなく、ボランティアであった。 

    市民側の労力が見えることに意味がある。 

 

【望月】質問・意見はあるか。 

 

・担当課が協働を嫌がった場合はどうするのか。 

  →協働推進課が調整する。 

・2 つの課がまたがる場合はどうするのか。予算はどうなるのか。 

  →2 つの課で実施する。予算は事業のメインとなる課が負担する。 

・団体側の負担金の額にバラつきがあるが、不公平感が出ないのか。 

  →団体側が身の丈に合った金額を書いているので出ない。 

・補助金で本の販売をしてよいのか。 

  →補助金の目的は、自分たちで資金調達できる能力を付けることであるので問題はない。 

・前年度に予算を取れる仕組みが理想的で素晴らしい。 

  →協働推進課が予算をもっているので、決裁も 1 つの課でできる。各課でもつことは難しい。 

 

・長期的な展望を明確にすることが大切である。 

・自分たちで資金をつくることが成長の一つである。 

・収益事業をすると、その手続きが大変であり、辞めてしまうということもある。 

 

■全国的な協働事業提案制度の特徴 

 ①市民活動団体と行政がプレイヤーであること（2 者関係） 

 ②協議の場があること 

 

問題点 

 課題を見つけて、それを様々な主体を巻き込み解決することが目的であるのに、2 者関係であるがゆ

えに、2 者のみで課題が留まってしまう。いろいろな場所に広がっていく仕組みがあればよいが、2

者で取り決めたことを粛々と進めることになりがちである。（自分たちだけの事業になってしまう）
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協力する人が広がらないと地域は変わらない。 

 

＊和光市はこれを乗り越えなければいけない。 

 

・協議の場は一番大切であり協働の核になり、新しいものが生まれる。 

→地域課題の発見の仕組みにもつながる。 

・昔は公募型の補助金が流行ったが、協議の場がなく、今は協議の場がある協働事業提案制度が流行で

ある。 

 

■横須賀市の事例 

特徴 

①行政側から募集テーマがあり、市でもっている課題に対する案を求める。 

＊ 募集テーマ例 

食育・子供の健全育成・情報リテラシー・ドッグランの調査研究・安全、安心なくらし等 

②協議が整った場合、企画提案団体を含む関係団体と市の関係部局などで実行委員会を立ち上げる。 

 

■相模原市の事例 

特徴 

①提案して事業化することだけが目的ではなく、地域課題をストックすることも目的としている。 

②市民による協働推進組織（パートナーシップ市民フォーラム）が団体と担当課をコーディネートする。

 

■埼玉県の事例 NPO 協働推進事業 

特徴 

①NPO 活動推進課が市民活動団体と担当課の調整をしている。 

→ＮＰＯ活動推進課の職員の熱意が大きく影響する。 

 

 

4 地域課題解決のための仕組みづくりについて 

【望月】地域課題解決のための市民活動団体の成長モデルが今まで強調されているので、地域課題解決

を一番のメインテーマにしてよいか。そのための仕組みづくりを考えたい。 

 

【一同】異議なし。 

 

・情報共有や課題の共有が大切である。 

・課題を探し出す仕組みを作らなければいけない。 

・地域課題解決のために、相模原は地域課題を毎年集めている。 

・課題をストックする場合でも、行動に結びつける仕組みがなければならない。 

  →助成率の高い補助金（9 割補助等）で支援する方法がある。 

    ↓しかし、 

助成率が高くなると、市民がとりあえずやってみようというケースが出てくる。しかし、その後に
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続かないことが多い。市民側に少しのハードルが必要ではないか。（その場合には出発点でのハー

ドル設定を考えなければいけない。） 

    ↓市民が、人を巻き込み人を集めたなどのハードルを乗り越えた場合には、 

役所も本気で応援する。 

展開に応じて役所も他の関係団体も動いていく協働の制度を考えた方がよい。 

 

・地域課題解決は地域にとっては も身近であるが、その手段となる協働提案制度は、市民からは見え

にくいので、テーマ（例、子育て）を決めて実施することもよい。（横須賀方式） 

→（参考）千葉県では、市町村が大事な課題について、市民活動とともに解決に取り組むことに補

助金が出る仕組みがある（地域プラットフォーム事業）。その課題を協働テーマとして、

市民活動団体が事業を提案して、市町村と協働して実施する。 

  →（参考）横須賀市では、横須賀まちづくり市民アンケートを毎年実施して、そこで挙げられた課

題を次年度の協働提案のテーマとしている。 

 

・課題収集という点については、地域の各コミュニティセンターでサロンを開き、課題・アイデアを収

集する方法があるが、それは理想である。そこまでできない場合には、協働提案制度を利用するよう

にする。 

・サロンを開くと話し合いになり、情報の収集や課題解決のアイデアに結び付くことがある。 

・NPO を集めて、課題は何かを話し合うことが大切ではないか。 

・課題の収集をした上でどの団体が行えるかを考えてはどうか。 

 

・四街道市では、市民協働プロジェクトを実施している。当面は、「四街道の魅力アップ」を課題にし

て取り組んでいる。 

行政側からすでに動き出している市民に声かけするため、公平ではないかもしれないが、コアになる

市民とそれをバックアップする市役所が、いろんな人を巻き込んで課題解決することを目指している。 

本気で動き出している人を起点にすることは課題解決には欠かせない要素である。 

 

・ゼロからの提案制度を考えることは団体にとっては難しいため、今ある事業を膨らませる（他の主体

を巻き込むなどの）協働提案も入れた方がよい。 

 

・協働提案制度を和光市で導入したときに、手を挙げるほどの体力ある団体はいないのではないか。 

制度を作っても利用者がいなかったり、形式的なものだけになってしまったりする。 

→制度を利用できる体力のある個人、団体育成の仕組みも必要である。 

→制度と仕掛け（中間支援等）が必要である。 

  →制度と仕掛けとが絡まないといけない。 

例、センターがプロデューサーをして（仕掛け）、良い事業を育てていく。 

 

・作るうえで、成功事例を想定していくことが大切である。 

・制度ありきではなく、協働事例を蓄積したら、制度ができる。 
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・和光市では、制度はあるが、応募者がなくお金が余っている一方、自己負担金を捻出できないために、

補助金申請できないが、一生懸命地域課題解決活動をしている団体もあるのが現状である。 

 

・市民活動団体から困っていることをヒアリングすることが大切である。意見交換会を何回もしないと

良いものはできないのではないか。テーマを絞って一度行ってはどうか。 

  →協働事業提案制度素案などが見えたところで意見交換会は行う。 

 

・和光市で協働事業提案制度を作った場合に、市民活動支援事業補助金はなくなるのか。 

  →【事務局】2 つが並存することで考えている。予算については、市民活動支援事業補助金の予算

内で行う予定である。 

 

・和光市の問題は、仕組みとお金があるのに活用団体が減っていることである。 

→四街道市でも同様に利用団体が減っていったが、また戻りつつある。 

それは、市民活動推進担当だった職員が違う部署に異動した後も、良い事業になりそうな市民活

動を発見したときに、応募を勧めているからである。 

→職員やセンタースタッフが仕組みを後押しする役割になっていくかが重要である。 

 

・和光市では、市民活動をするプレイヤーがいるのに、制度を利用しきていない。それは制度が利用し

にくいからである。 

 

 

【望月】残りの会議回数は 2 回である。次回は今日の意見を踏まえて、制度や仕掛けの全体の青写真の

事務局案の検討をする。4 回目の会議で完成させ、意見交換会を行う。 

市民活動団体ヒアリングは様子を見るが、和光 NPO ネットワークにヒアリングをしてもらい

たい。 

 

■次回会議 

 10 月 21 日（水）13 時から 研修室 

 

 


