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平成 21 年度 第 1 回 和光市協働推進懇話会 会議録 

 

日 時： 平成 21 年 7 月 24 日（金） 14 時 3０分～17 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） 

事務局： 市民活動推進課 茂呂・野口 

傍聴者数：2 名 

 

１ 委嘱式について 

 

2 会長選出及び副会長指名について 

【事務局】和光市協働推進懇話会設置要綱第 5 条に、「懇話会に会長及び副会長を置き、会長は委員の

互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する」とある。 

推薦等ありましたらお願いします。 

 

【庄嶋】この懇話会のきっかけとなった市民活動支援事業補助金審査委員会の委員長をしている望月委

員を推薦します。 

 

【一同】異議なし。 

 

■決まったこと 

 ・望月委員を会長とする。 

 

【望月】副会長の指名であるが、まちづくりを考えたときに自治会の力は大きい。自治会連合会の中村

さんにお願いしたい。 

 

【一同】意義なし。 

 

■決まったこと 

 ・中村委員を副会長とする。 
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３ 協働推進懇話会について 

【望月】委員は全員現場好き（現場主義）である。 

現場で各市民活動団体同士、人同士をつなげる役割を持っている。 

事務局が用意した資料はたたき台である。これを良い意味で壊して密度の濃いものをつくりた

い。 

 

＜事務局資料を説明＞ 

 

市民活動団体の成長モデルとは何か 

従来 

団体立ち上げ   →   事業   →  市の事業受託 

（補助金利用）    （補助金利用）  （制度なし。個別対応） 

これを市は成長モデルと想定していた。 

 

そもそも市民活動団体の成長とは何か？ 

上記モデルは「行政」の視点ではないのか？ 

 

市民活動団体が持っているミッションや目的の達成、課題の解決が団体にとっての成長になるのではな

いか。行政の委託だけが成長モデルではないはずである。 

 

 

【大切なこと】 

団体にとっての成長とは何かを考える。→必要な支援が見えてくる。 

 

 

＊事務局案として、下記の 3 つの成長方向性を掲示した。 

 

 

 

①人が多く参加する 

 

 

②活動資金が潤沢になる 

 

 

③行政との協働事業を実施する。 

 

 

 

 

団体活動 

スタート 

成長方向性 
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4 意見交換 

【事務局案について】 

・問題提起をしたい。市民活動団体をつくることを活動のスタートとしてよいのか。 

 何か活動してみたいで団体を作り活動を始めると、動機付けが薄く、活動が続かないことがある。解

決すべき課題があって動き出すのではないか。 

・市民活動団体のサポートメニューの中に、団体立ち上げがあると、それが目的になってしまいがちで

ある。 

事業展開をしていく中で、コアメンバーといろんな主体との協力があり、広がっていく。 

 

【成長】 

・成長方向性として「人が多く参加する」「活動資金が潤沢になる」「行政との協働事業を実施する」と

あるが、これは手段である。達成したいものがその先にある。その手助けを行政に期待するのではな

いか。それが分かれば、個人レベルで出発するか、団体を立ち上げて出発するかが分かる。 

成長モデルも規定できる。協働提案制度をするための団体成長モデルなのか、和光市の課題を解決す

るための担い手としての成長モデルなのかも明確になるのではないか。 

・成長という言葉は難しい。何が成長なのか。誰にとっての成長なのか。立場によって変わる。それぞ

れの立場の中に共通する成長部分を探すことも大事である。 

・行政から見た成長と地域社会から見る成長は違う。 

・団体が育たないのは育たない理由がある。それは行政が応援しないからなどの理由ではない。 

・団体が成長というと、資金が集まるとか会員が増え、組織が大きくなるなど、先に団体ありきの考え

方になってしまう。 

・成長はつながらせるようなイメージである。組織が大きくなるのではなくて、つながりが大きくなる

ことが成長である。 

・ＮＰＯは「私が」、「私の団体が」になってしまうと視野が狭くなる。 

それをつなげることが成長の原点である。 

・市民活動団体の視点で見ると、成長は、会員が増え、組織が大きくなるということになる。事業ベー

ス、課題解決の視点であれば、必ずしも団体の会員にはならなくてもよい。事業に関わった人がそこ

からものを考えるようになって変容し、自分の行動を変えていくことが地域課題の解決につながって

いくきっかけになる。 

・いかに多くの人を巻き込めるかは、成長とは違うかもしれないが、事業がうまくいっているか、目標

を達成できているかを測るものになる。 

・お金が入ることが成長かもしれないが、ないときに貧しい思いで成長することもある。 

 

【補助金】 

・すべき事業があるから、補助金が必要になる。 

・現実には身の丈に合った活動をしている市民活動団体が多いので、補助金申請が少ない。 

・補助金を利用できる体力のある市民活動団体をどう育成するかが大切である。 

・支援は増えたが、受けようとする団体がいないのが現状である。 

  →事業するにあたり、資金がないから補助金を利用するのではなく、「補助金があるから事業する」

という逆転現象が起こっている。 
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【人が集まる】 

・人が集まっていないと活動は難しい。 

・ニーズがしっかりしていれば人は集まる。これが公共につながっていく。 

 

【ミッション】 

・市民活動団体はミッションで集まる。 

・持続可能も大事であるが、これは目的ではない。ミッションを達成することが大切である。 

・ミッションや使命感ありきで団体を立ち上げないとうまくいかないように感じる。 

ミッションをいかに表現できて、そのミッションに共感してもらって、人を巻き込むことが大切であ

る。 

 

【行政と団体の関係】 

・行政と団体の関係に、以下のような動きがあった。 

「対立」から「依存」（お金・資源等を求める）から「自立」（自分たちのミッションのために一緒に

事業をしましょう。） 

・今、対立型は減ったが、依存型の事例が多いように感じる。 

 

【市民活動の必要性】 

・団体ありきではなく、社会的なニーズ、やらなければいけないから活動する。 

必要性があって、市民活動は始まる。 

・人が多く参加するのは、その活動が必要だから集まってくる。 

・必要だから実施していた。しかし、その活動に対し行政の予算が付くと、予算を付けたから仕事して

くれとなる。 

・「自分たちのしたい活動」ではなく「自分たちがすべき活動」である。 

したいからするのではなく、すべきだからしている。 

したいことをするなら公共性がなくても好きでしていることになる。 

すべき活動だから成長もする。 

 

【新しい公共】 

・今後必要とされる新しい公共を含めて「公共とは何か」を考えなければいけない。 

事業委託は税金を使う。これは公共性がなければ使えない。 

公共とは何かを考えないと成長は考えられない。 

・新しい公共が生まれている。それを無視して、昔の公共にこだわってはいけない。新しい公共を探し

出すことができるのもＮＰＯの特性である。その新しい公共を学ぶことも大切である。 

 

【評価】 

・仕組みを作ってしまった以上、どこで行政の成果が図られるか（それが何件利用されているか）とな

る。 
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【協働事業提案制度】 

・市民活動団体側が担える能力がないのに、行政が件数を稼ぐために実績をつくるようになってしまう

ことがあるが、これは本末転倒である。本来は、課題をいくつ解決したかで図るべきである。 

事業を何件したか、お金がどうなったかで図ることは問題である。 

 

【地域課題解決】 

・協働という言葉にこだわるよりも地域づくり・まちづくりの課題解決がどれだけ進んだかで見た方が

よい。行政と関わろうが関わるまいが、地域課題が解決すればよい。 

「協働推進」とは、課題解決がどれだけ進むまちになったかということではないか。 

「協働推進」が目的ではなくて、「課題解決」が目的である。 

・市民活動団体の成長モデルと書いてあるが、地域課題の解決という目的があって、それを達成するた

めの団体や活動の成長がある。その中でどんなサポートが必要なのかということになる。 

・行政側は制度設計に走りがちになるが、地域課題解決のための成長モデルを考えて、支援の方向性と

して行政としてできることは何かを考えた方がまとまるのではないか。 

・事例として、地域課題解決のお皿の上に、民生児童委員とＮＰＯと自治会と育てる会などが乗っかっ

ている地域福祉活動がある。 

・地域課題解決を共有することにより、各団体共通のものがあり、違う主体の協働が生まれる。 

・地域課題解決を出発点にすれば、ＮＰＯと自治会の連携などが発生する。 

 

【協働】 

・協働という言葉について 

これからの行政が目指すべき方向性は住民自治である。 

協働は住民自治に向かう一つの手段である。これまで行政が抱えてきた仕事や、やり方を新しい公共

の担い手に伝えることが協働である。 

・課題解決を進めることが協働推進の原点になる。 

・自治会組織は協働という言葉を使わないで、協働でまちづくりをしている。 

・団体と行政の協働だけでなく、団体同士の協働などあらゆる協働がある。 

・まちづくりは 1 人ではできないから協働する。そのときに何が必要なのかを考えないと成長モデルは

出てこない。 

・行政だけでは実現できない部分があることも事実であるから、一緒にできることがあれば一緒に行う。 

・課題があれば協働も活性化する。 

 

【自治会】 

・自治会は古いメンバーで定義づけられているところがある。 

・協働もなかなか理解されにくい。 

・各団体は自治会を理解しているだろうか。その団体の人は自治会に入っているのか。 

・自治会を理解していれば、協働ももっとうまくいくはずである。 

・協働とは何かを語るとき自治会活動を除いて話すと抽象論になる。 

・地縁とそうでない組織について 

ＮＰＯは課題があって活動する。この 2 つがうまく一緒にできれば良いが、なかなかうまくいかない
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のが現状である。 

・ＮＰＯと自治会の連携は難しいといわれるが、地域の現場では連携ができている事例もある。 

・他市町村の市民活動センターは、場所によって自治会を拒否しているところもある。 

松戸のセンターは自治会も生涯学習分野やマンションの管理組合にも門を開けている。 

どのように受け入れるのか、受け入れると何が変わるのか、団体がどう変容していくかを見せること

が大切である。 

遠く離れた関係では、協働や連携はできない。 

・自治会活動も自治会ごとに差がある。 

会の存続にしか目標を置かないと停滞している。 

事例として、手入れがなく荒れている地域の森があり、それが地域の課題になっている。自治会から

有志が立ち上がる、そこでＮＰＯと出会って、一緒に管理していくことがある。 

個別の課題解決から有志が立ち上がり、それを許容できる文化のある自治会は元気がある。 

団体維持よりも課題を認識して動きだせるかどうかがポイントではないか。 

・自治会を巻き込んで何かすることが大切である。 

・他の団体ともっと一緒に事業をしたい。 

 

【社協】 

・社協は住民自治を進めるためにできた。地域福祉という言葉もそうである。 

 

【行政】 

・行政は、なかなか現場の必要性が見えない。現場のＮＰＯはそれが見える場合が多々ある。 

・異動があり職員に継続性がない。人間関係ができても職員が変わると違う方向に行くこともある。 

これら成長の課題や要素（阻害するもの）も考えるべきである。 

・予算や事業があっての協働ではない。 

・単年度予算、2 つの課からお金が出ない。これは協働する上でネックである。 

事業の中で他の課をくっつけていくことも大切である。これが行政にとっても団体にとっても成長に

なる。 

 

【市民活動団体】 

・ＮＰＯを育てることも大切。育てるとは大きくするのではなく、意識改革と連絡協議会のようなつな

がる場の設定をしてつながらせることである。 

 

【協働推進センターの役割】 

・住民自身が自らの手で地域課題を解決する力を付けさせるサポートをすることがセンターの役目であ

る。 

・団体の立ち上げ支援も過程の一つであるが、それが目的ではない。 

・センターのもう一つの役目は、協働の基盤づくりをすること。 

1 つの課題に対し、多様な主体がそれぞれの役割を演じながら入っていけるような協働の基盤づくり

である。 

防犯・子どもの課題について、意見の対立はあまりないが、環境やまちづくり等の団体が利害関係を
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もって、協働する場合がある。多様な主体がそれぞれの利害関係をもって協働する場合に、自治体の

協働提案制度の仕組みが役に立つ。共有する目的が政策の中で市民感覚の道筋を提示しながら、説明

して、この事業はこれだけの効果があって、だからこそ価値があると団体が示せる制度をつくる。こ

こで、初めて協働提案制度の意味がある。その制度を使って、団体がどのようにレベルアップしてい

くかが 1 つの検証になる。 

 

【成長モデル】 

・成長モデルは「変容」と考えている。どのように変容していくかのプロセスを考えていくと、まずは

個人が変容していく、個人が市民参画の道筋を見つけて、地域課題に自分の道筋でせまり、解決して

いく。個人の変容支援と参画の道筋を掲示するのがセンターの役割の 1 つである。 

 

【つながり】 

・小さい団体でも大きい団体でも、つながることが大切である。 

つながることで、他の人に力を借りて、自分ではできなかったことができるようになる。 

1+1 が 2 ではなく、無限大になれる。 

このつなぎ役をできるのがＮＰＯである。行政はできないが、仕組み上仕方がない。 

このつなぎ役を利用するのが行政である。 

・会員になってくれ、であるとハードルが高いが、ハードルの低い企画をすると、多くの人が関わり考

えるきっかけになる。それを課題に即して生み出すことが大切である。団体をつくることではなく、

その中で関わりのある人がどれだけつくれるか（プロデュースできるか）である。 

 

【住民自治】 

・住民自治を考えて、ＮＰＯを活用するならば、相乗効果を考えて、行政区を越えて考えることも必要

である。 

 

■結論 

・今日出た意見を基に、事務局がまとめ、次回成長モデルの流れを作る。 

 

■次回会議 

平成 21 年 9 月 4 日（金）13 時から 市役所 6 階 602 会議室 
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第 1 回会議の意見 まとめ 

【成長・成長モデル】 

①成長とは、組織が大きくなるのではなく、つながりが大きくなることである。 

②成長とは、事業に関わった人がそこからものを考えるようになって変容し、自分の行動を変えてい

くことである。 

③協働提案制度をするための団体成長モデルではなく、和光市の地域課題を解決するための担い手と

しての成長モデルを検討する。 

 

【ミッションの必要性】 

①ミッションや使命感ありきで団体を立ち上げないとうまくいかない。 

②ミッションをいかに表現できて、そのミッションに共感してもらって、人を巻き込むことが大切で

ある。 

 

【すべては地域課題解決のため】 

①協働という言葉にこだわるよりも地域づくり・まちづくりの課題解決がどれだけ進んだかで見た方

がよい。行政と関わろうが関わるまいが、地域課題が解決すればよい。 

「協働推進」とは、課題解決がどれだけ進むまちになったかということではないか。 

「協働推進」が目的ではなくて、「課題解決」が目的である。 

②地域課題の解決という目的があって、それを達成するための団体や活動の成長がある。その中でど

んなサポートが必要なのかを検討する。 

③地域課題解決のための成長モデルを考えて、支援の方向性として行政としてできることは何かを考

えた方がまとまる。 

 

【地域課題を解決していく過程で、人や団体がつながっていく】 

①小さい団体でも大きい団体でも、つながることが大切である。 

つながることで、他の人に力を借りて、自分ではできなかったことができるようになる。 

このつなぎ役をできるのがＮＰＯである。このつなぎ役を利用するのが行政である。 

 

【その他】 

①新しい公共 

今後必要とされる新しい公共を含めて「公共とは何か」を考えなければいけない。 

②協働を推進する上での課題 

異動のため担当職員が変わっていまうなどの成長の課題や要素（阻害するもの）も考えるべきであ

る。 

 

 


