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平成３０年度 第３回和光市協働推進懇話会 会議録

委 員：

◎会長 ○副会長

事務局：市民活動推進課 長坂、中川、渡邉、小向

傍聴者：２名

【 事務局 】開会に先立ち、粉川会長よりご挨拶願いたい。

【粉川会長】ただ今より、平成３０年度第３回和光市協働推進懇話会を始めます。皆さまお忙しい中お

集まりいただきありがとうございます。本日の議題は、協働指針の一部見直しの他、協働

事業に関する評価シートについてです。早速ではあるが議題の方に入らせていただきます。

事務局の説明をお願いします。

■協働指針の一部見直しについて説明（事務局）

■アンケートの回答結果についての説明（事務局）

■意見交換

【粉川会長】今の事務局の説明について、質問・確認をお願いしたい。

【庄嶋副会長】アンケートに回答された２０団体についてだが、私自身も地元でおやじの会などをやって

いることもあり、アンケート結果の説明の中で三小おやじの会の話が出たので、そういう

団体も入っているのだなと思った。回答された２０団体のジャンル等、内訳がもう少しわ

かると良い。

【 事務局 】団体名の一覧は今ここには準備していないが、今回のアンケートは、市民協働推進センタ

ーの登録団体６５団体を対象に実施し、回答率が３０％、年齢別では３０代が３割、４０

代が２割、５０代が２割、６０代が２割であり、３０代からの回答が多くなっている。分

野としては、自治会・環境など幅広い分野からお答えいただいている。

【庄嶋副会長】３０％の回答率ということで、どれだけの傾向が読み取れるのか疑問である。対象が６５

団体であり、その主軸は６０、７０代が多いとすると、その方々の声がどれほど聴けてい
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１ 協働指針の一部見直しについて
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るのか。逆に３０代の若い集団が答えてくれているというのは良い傾向でもある。ボラン

ティアというものをとらえていくときに、以前であれば仕事を退職し、その後ボランティ

アをするという人生のステージがあり、区切りがあった。最近は、生涯現役、一生働くと

いう時代に変化してきている。仕事をしつつも、ボランティアをするというような傾向に

なっており、ワークライフバランスの中にボランティアの要素が入ってくるようになった

と思うので、今後、協働指針の見直しを行っていく時には、そういうボランティア活動の

人生に対する位置づけの変化を捉えていく必要がある。具体的に今回どこをどう変える訳

ではないが、そういった問題意識は必要だと思う。

【粉川会長】一点質問がある。アンケートの４ページで「和光市以外でこれから連携したい相手を選ん

でください（複数選択可）」というのは、用意された選択肢はここに書いてあるのが全部

なのか。

【 事務局 】「その他」という回答があり、そこは自由記述としている。選択肢はこれが全てで、そこ

で出た「回答」が全てここに載っているわけではない。

【粉川会長】もう少し「その他」に回答が出てきても良かったという期待があったが。

【 事務局 】参考までにどんな選択肢があれば良かったと思われるか。

【粉川会長】学校だけでなくＰＴＡが欲しかったし、企業ではなくコミュニティビジネスの事業者や、

商工会に分類されるかもしれないが商店街とか、もう少し細かく出てきても良かったかな

と思う。

【梅津委員】協働に関する活動領域の表の中に、「協働事業提案市民提案型」、「協働型委託」及び「委

託」を追加している。また、成果の帰属の中の「双方に帰属」の枠がCからＤの部分まで

広がっているがどういうことなのか。

【 事務局 】協働型委託を二つに分けたのは、提案制度による市民提案型は、市民からの提案で市民と

一緒に事業を行うので、DよりCに近いという考えからである。一方、提案制度による行

政提案型は、行政からテーマを募集して市民の皆さんと協力して事業を行うのでDに分類

している。また、提案制度を通していない協働型委託として、コミュニティセンターの運

営などがあるため、Dの協働型委託のカッコ書きはあえて落としてある。なお、協働型委

託は「役割分担表を作成し委託により事業を実施する」と現行の指針に明記してある。委

託事業において、役割分担表を交わしていないものについては、現行の指針では協働事業

とはみなされないという見方もできてしまうので、敢えて役割分担表を締結していなくて

も市民団体さんに出している委託事業に関しては協働事業として拾いたいということか

ら、Ｄの領域に委託を追加した。CからDに線をずらしているのは、協働型委託のうち、

行政提案型については、契約時の双方の合意に基づき、成果の帰属について双方に帰属す

ることも可能なため、Ｄも含むように変更をした。

【粉川会長】他に質問はあるか。無ければ内容に対してご意見を伺いたい。否定的なことだけではなく

て肯定的なご意見も含めて伺いたい。

【仙波委員】１２ページの協働の形態のところの協働型委託では、１１ページの表のCとDの両方を

指しているということで良いか。

【 事務局 】協働型委託には、提案制度を活用している事業とコミセンの委託のように提案制度を活用

していないものがある。Ｃには提案制度を活用した市民提案型、Ｄには提案制度を活用し

た行政提案型及び提案制度を活用していないものが当てはまる。
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【庄嶋副会長】今の関連で、協働型委託が二つに分かれて書かれていて、片方はカッコ書きがあり、もう

片方は行政提案型だけではないので何も書いていないとのことだが、書き方のバランスと

しては、もう片方にもカッコ書きを記載した方が伝わりやすいのではないかと感じる。

【梅津委員】１５ページの制度・支援の充実の中で「①協働事業提案制度の説明」をもう少し膨らませ

て記載した方が良い。「平成２９年度に見直しをしました。」より、「見直しをしてどう変

わったか」を記載した方が良い。

【粉川会長】事務局に確認だが、これは今日の意見をもとに最終案を作成するということでよろしいか。

【 事務局 】今後の予定は、素案から（案）ということで作成をして、パブリック・コメントにて意見

を募集する計画である。

【中古賀委員】指針の話とずれますが、そもそも、協働型委託で始めたと思っていた事業が「通常の委託

ですよ」と市から言われたことがある。市にとって通常の委託と協働型委託を分けないと

何か困ることがあるのか。「委託」だったり「協働型委託」だったり、団体の思っていた

ことと違っていて、混乱することがある。

【 事務局 】直接的に困ることはないが、事務を行っている際に齟齬が生じていることがある。市は総

合振興計画を策定し、目標を立てて事業を行っているが、協働の分野の目標のひとつに「協

働事業数」というものを掲げている。この協働事業数は、今まで埼玉県が行う調査の数字

を基に成果を出していた。この調査ではＮＰＯへの委託が含まれている。ただし、現行の

指針でいうＮＰＯへの委託は、役割分担書を作成していないものは協働型委託以外の委託

となるため、協働事業とはみなせない。そこの齟齬が生じてくるので、今後は敢えて通常

の委託でもＮＰＯに発注していれば協働事業だというところを明確にしたい。調査なので

そこは違うと言い切ればいいのかもしれないし、個人的な考えにはなるが、ＮＰＯに出し

ている委託については、庄嶋副会長がおっしゃる「団体のボランタリー精神」のような観

点が入ってくると思うので、単なる委託とは違うという意味からも「協働」に含みたいと

いう思いで今回は変更を行っている。こういった指針をもとに、庁内の各課に対し、協働

という意識を推進するのも我々の仕事だと思っているので、根気よく続けていきたい。

【庄嶋副会長】昨年度、提案制度の見直しを行った際に、団体からの相談を受けて、様々な課に振り分け

ていきますという趣旨の「相談制度」があったが、そのことについてはどこかに明文化さ

れているのか。

【 事務局 】１６ページに相談窓口という記載があるが、相談制度の創設とは別に、もともと書かれて

いる内容なので、今頂いたご意見をもとに、相談制度についても指針に反映していきたい

と思う。

【庄嶋副会長】当時は力を入れて議論もしたので、はっきり表れてくるような部分があるかなと思って見

直したが、割とおとなしめに書いてあるので、それでいいのかどうなのか。言葉の力は大

きいので、明確にそう書かれていると読んだ側は意識したりもする。一般用語の相談窓口

でいいのかどうか。実態はこれから作っていくのだが、今までの仕組みを見直して新規に

力を入れていこうというなら、それが明示されるようなネーミングと中身が出てくるほう

が良い。コミュニティの在り方とかそれを担う人材について、我々はこの先の１０年先２

０年先を予測して議論していく訳だが、５年たつと見えてくるものもある中で、これまで

の常識を変えていかなければならないと思う。アンテナを張りながら今から情報を集めて

いくとその後の本格的な改定に活かせると思うので、意識していってほしいと思う。
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【中古賀委員】調査結果が２０団体しか出ていないんだという印象がある。締め切りを伸ばしたが、それ

でも知られていなかったのか、もうちょっと回答があれば良かったなというのと、先程庄

嶋副会長もおっしゃっていたが、どの団体からの回答なのかが分かりづらい。和光市は小

さい街だけれども、だからこそ集まって何かやろうという力を持っているのはすごく良い

ことだと感じる。市民協働推進センターは、団体同士が交流するサロンや交流会などの機

会をつくっていると思うので、どんどん広げていってもらいたい。これをきっかけに人も

集まって場所も提供してもらえてという良い方向になっていくと思う。

【仙波委員】１２ページの「協働型委託」と「委託」のところは読みづらかったと思う。１５ページの

協働推進ワーキングチームというのは、内部のことも掲載していて良いと思った。１６ペ

ージの「中間支援ができる人材の育成」のところは、市民を対象にしているのかと思うが、

分量的に他より薄いと思うので、もし何か具体的なことがあれば、そこに追加していただ

くと分量が同じ位になるのかと思う。職員対象であれば職員のことをこちらに移したら良

いと思った。全体的に１５から２０ページの分量は読みやすくて良いと思った。

【粉川会長】最後に私からのコメントとしては「アンケートの回答によると市民協働推進センターの

HP・SNSを見たことがありますか。」という回答に対し、３０～４０代でフェイスブッ

クが多いというこのミスマッチが非常に不思議な感じがした。ふつうは３０～４０代の回

答が多ければ、ツイッターが多くて然るべきかなと思う。今後は、インスタグラムなど若

年層にフォーカスをあてたものが大切になると思う。全体的に今回の変更内容にしては、

個人的には課題や問題があるとは思っていない。あくまでこれはマイナーチェンジに過ぎ

ないと思っている。今話題になっている、例えば委託なのか協働事業なのかという議論も

２０年位前からの議論で、正直新しいものではなく忘れられている話題である。当然、行

政の文書だからこの辺りの定義をしっかりしていくことは必要だが、この事がどうやら協

働を推進していく上で本質的な課題ではないということが２０年過ぎてみて段々わかっ

てきたことである。１０年位前だとフル・コスト・リカバリーという「ＮＰＯが委託事業

に巻き込まれることによって支払わなければならないコストをちゃんとカバーしてあげ

ましょう」という議論があった。協働が進まない本質に、私たちはもう一度行政と市民の

グラウンドデザインをやり直さなければいけない時期にきていると思う。今回は指針の一

部見直しであり、今後大改定をするときには、既存のどこの自治体に行ってもある金太郎

飴のような協働指針を作るのではなくて「和光に本当に必要な協働はどういったものなん

だろう」ということを考えて、和光市民の目線が入った協働指針が必要となってくるであ

ろう。今一番ホットな話題としては「成果連動型支払い」であるが、これはＮＰＯに様々

な事業を委託し、成果が出たときだけお金の支払いをするというシビアな話がトレンドと

して出てきていて、国の方もそれを推進している。私も佐倉市で実証実験を一緒にやって

おり、そういう事案もある中で、いつまでもこういう古い形の協働指針にとらわれてはい

けない時期に来ていると思う。成果連動が良いとか悪いとかではく、和光市では何をして

いかなきゃならないのか、グラウンドデザインを考える必要があると個人的には思ってい

る。和光市協働指針に関してはこのような形で見直しを進めていただき、委員の皆さまか

ら出たご意見を基に修正をしていただければと思う。ありがとうございました。続いて議

題２に進んでいきたいと思う。協働事業に関する評価シートについて、事務局の方から説

明願いたい。
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■事務局説明

・概要説明（別紙資料の通り）

■意見交換

【粉川会長】委員の皆様には質問や意見を出していただきたい。

【庄嶋副会長】まず、シートの項目が多いと対話が成り立ちにくい。手間やコストがかかるとやる気が失

せるので、全体的にもっとシンプルにできないものかと感じた。個別の話では、シートに

入ったところの２の「委託事業としての考え方の確認」で、「なぜ委託を出すのか」とい

う表現がある。先程の説明では、市内には１０か所の地域センターとコミュニティーセン

ターがあり、それぞれ管理協力委員会が受託しているという話だったが、その委員会とは

どのようなものなのか。

【 事務局 】管理協力委員会は地域の方や利用者で構成されており、それぞれ協働型委託によりコミセ

ン・地センの管理・運営を行っている。

【庄嶋副会長】管理協力委員会を構成している母体や人員構成などは、それぞれのセンターごとに違うの

か。また、委員会ごとに人員は重複しているのか。また、委員会の作り方の違いなど、例

えばこの地区は、独自にこういう作り方だとか自由度はあるのか。

【 事務局 】一部重複している方もいるが、ほとんど違う方がそれぞれの委員会のメンバーである。メ

ンバーについては、地域センターは自治会の方がメインで、コミセンは利用団体の方がメ

インである。

【庄嶋副会長】受託する委員会のメンバーが地域の方といった意味では「なぜ委託を」と言われた時に、

こういう施設はこの方法で委託を出していくという「なぜ」の部分が定まってしまってい

る。「なぜ委託を出すのか。」とカッコ書きの「委託事業で解決すべき地域課題とは。」は、

イコールではないし、「なぜ」が大きい理由になってしまっている場合は書きようもない

ので、何を解決したいのかをここに書くしかないし、ちょっと分かりにくいなと感じるも

のもある。この評価シートの対象は委託事業か。委託ではないケースは、別のシートにな

るのか。

【 事務局 】このシートは協働事業のうち「委託事業」を対象としたものであり、それ以外の協働事業

は対象としていない。作成した目的としては、継続した委託事業についての評価や事業の

テコ入れに使用できないかという思いがある。

【庄嶋副会長】３のところで「なぜ企業への委託としないのか」とあるが、企業が行う委託とＮＰＯが行

う委託は違うのか。いろいろと考えてみたが、自分の住んでいる大田区では、「放課後ひ

ろば」という事業を学校で行っている。今までの学童保育ではなく、子どもが放課後の時

間を学校で楽しく過ごせるよう事業者に委託をしている。その事業の中で、昔遊びをやっ

ている地域団体に協力をしてもらうことがある。受けているのは企業だが、企業が地域の

ボランタリーな団体をコーディネートして、子どもたちの放課後活動を充実させていると

いうこともある。入口のところで企業への委託かどうかで判断すると、その先のところで

ボランタリーな人が関わる価値が認められなくなってしまう。ＮＰＯが受けようが企業が

受けようが、その先の住民の様々なノウハウを生かすという話であれば、結果としては一

緒で、ただ片方はＮＰＯなので評価に上ってきて、片方は企業だから該当しないという可

２ 協働事業に関する評価シート「わコラボシート」について
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能性もあるなと思った。そこで区別するので良いのかという疑問もある。和光市の場合、

どういうケースがあるのかわからないが、最近いろいろなことが委託になっているので、

それを運営する上では住民の力をうまく活用しているという意味では、協働でないとも言

えないと思うが、この辺をどうするかという問題がある。

【粉川会長】何か今の件で事務局からコメントがあるか。

【 事務局 】その企業が協働を意識してやっているかをチェックしたりすることはあるのか。

【庄嶋副会長】協働を意識する以前の問題である。行政から出ているお金が大したことではないのであれ

ば、いろいろな工夫が必要になってくる。工夫の中には、地域のボランタリーな方々の力

を呼び込んで事業が成り立つというのは、協働を意識する以前に必然的にそうなるという

こと。歌を歌うとか絵手紙を教えるとか、本来なら先生にお金を払って行うところだが、

同じ住民だからいいよとタダで協力してくれる。企業が安く浮かすために協力してくれる

住民を探しているのかもしれないが、善意を持って関わる方がいれば成り立つことである

し、事業者が委託を受けるにあたり、協働の意識を持つとか持たないとかにどこまで意味

があるのか・・・結果としてそうならざるを得ないという状況になっている。先程粉川会

長が言われた、ここの指針に表れているような何十年も前からやっているようなもののま

まではなくなってきている。協働の意識からくる話なのかなと改めて思う。

【粉川会長】この評価シートの使い方は、コミュニケーションのためのツールだということだが、この

結果は誰と共有し、どこに公開されるのかか。

【 事務局 】ＨＰへの公開などにより、見られる環境を用意しておけば良いのかなと考えている。

【梅津委員】注意事項のところの費用対効果を意識しながらというところで、出てきた評価が効果が無

いとなれば、事業を止めるということになるのか。

【 事務局 】目標を達成していないから止めるというものではない。より効果の出る事業内容にしまし

ょうという対話をするためのものである。効果が薄いものをやっていてよいのかという考

え方にもつながると思う。

【梅津委員】アウトプット・アウトカムだけでは協働だから得られた効果は評価しにくいのかなと思う。

評価シートとは言いつつも、対話シートにしたいのが本音なのかなと感じる。ただ、対話

だけでは意味がないので、職員は何で委託しているのかを説明できなければならないと思

う。

【仙波委員】A4の横で一連の流れが見える方が評価しやすいのかなと感じた。

【中古賀委員】自分の団体だったらどう書くかと考えると、書きにくいと感じた。団体側と市との役割を

きちんと明確にするのが大切だと感じる。事業をやっているうちに曖昧になってくるので、

ここで一回役割分担を見直しましょうというものなら団体としても有難いと思う。このシ

ートを公表することにより、団体としては名前を知ってもらえれば有難いし、信頼度も上

がるので有難いというのが大きい。少ない人数でぎりぎりでまわしているところもあるの

で、負担が増えるという思いもよぎる。

【庄嶋副会長】団体と行政が対話をしながら目標に向かって頑張っていく、協働の観点ではそれは当たり

前の話であり、より大切なのは事業の評価なので、具体的な目標としてこの事業は何のた

めにやっているのかを意識して、シート自体はシンプルにした方が良い。

【粉川会長】まとめとして、まず、一つ目はこのシート自体を評価シートとするのかどうか。対話シー

トという名称にすると誰もやらないと思う。人はコミュニケーションをしろと言ってもす
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るものではない。評価・分析をすることによって初めて対話の種が生まれてくる。シート

の内容としては、ほかの委員からもあったように、もう少しシンプルにした方が良い。例

えば、「なぜ委託を出すのか」、「なぜ協働とするのか」、「なぜ企業への委託としないのか」

という項目は本質的には同じようなことを書くものであり、こういったところはまとめら

れるのかなと思う。また、ここで一番大事なことは、行政側が「なぜ委託を出すのか」、「な

ぜ市民と協働したいのか」という項目に対して、本質的なことを書けるかどうかである。

このことについては、行政側の文書トレーニングが必要となってくる。または、マニュア

ルや例示のようなものを作成する必要がある。また、中古賀委員から団体側としては書き

にくいという意見があったが、本来行政がやらなければいけない事業を委託として団体側

が受けるので、書きにくいというのは当然である。そういった意味からも、シートのフォ

ーマットについては、まず行政側の思いが明確にあって、行政からの手紙みたいな形で、

私たちはこういう思いですよというものに対し、その答えに対する思いを団体が書くとい

う形式にするのが書きやすく、また意義があるものになると思う。様式としては細かく分

けるよりも、大まかなイメージとし、行政はこういった要素により委託を出すにあたり、

行政はこことここの部分をやるから、市民はこことここの部分をやってくださいという形

式にすれば、答えは書きやすいものになると思う。ただ、アウトプットとアウトカムは、

事業を評価するという性質上必要である。また、協働の評価と事業の評価を分けるという

のは、そろそろやめても良い時期にきているのかなとも感じている。例えば、このシート

にある「３００万円の事業」というのは、本来であれば高額な事業のはずである。行政が

民間に３００万円で委託した場合、あえて評価をしなくても、何人の人が来て、どれくら

いの満足度であったというような細かい報告書を作成させるものである。そういったこと

からも、団体に対しては、これだけの事業を受託するのだから、これだけの目標設定は設

けさせて、その目標に進むにあたり、努力をしてもらうということが必要である。また、

協働型委託という名目であるのなら、その目標に向かって、行政は団体のサポートやアド

バイスを行ったりすることが必要である。話は少しそれるが、例えば、市民活動支援セン

ターの運営・管理といった事業を企業が指定管理で受けている場合があるが、市民からの

様々な要望を受けるなど、通常業務時間以外も業務を行ったりする場合は多々あり、その

場合はサービス残業等と言われるが、同じような事案を団体に当てはめた場合は、ボラン

タリーや手弁当といった言葉に置き換えられ、矛盾が生じてしまう。このことは、営利・

非営利のような枠組みみたいなものを、社会全体として考えていく必要があるのかなとも

感じる。ある程度は団体が責任をもって事業を受けてもらうが、請け負いきれない部分に

ついては、行政がきちんとサポートをしていく。そういった意味からも協働事業だから目

標設定をするというのではなく、通常の事業でも目標設定はするし、達成もしてもらうが、

受託者の努力だけでは大変だから、行政も一緒になって汗をかくのが、本来の在り方なの

かなと思う。また、３か月ごとの意見交換を明記すれば良いのかなと思う。事後の評価の

部分の「事業に対する団体の満足度」があるので「行政の満足度」も必要である。この部

分はお互いがお互いに言わないといけない部分であり、お互いが書かないとフェアではな

い。最後に、この試み自体は意義があることだと思う。コミュニケーションの活性化に役

立つし、特定の団体に事業を委託しているということを社会（市民）に対し情報を出して

いく必要があるからである。また、このシートがきちんと書けるようになれば、庁内の職
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員に対する「学び」にもつながると感じている。このシートがあれば、協働事業事例集の

ようなものを作らずとも、立派な事例集としての役割を果たすものとなりえる。団体はど

ういう思いで事業を受注し、行政（担当課）はどういう狙いで事業を委託するのか、また、

市民との協働とするのか等が分かれば、他の担当課の学びにもなる。

（１）協働事業提案制度における行政提案について（事務局説明）

・ 前回の懇話会において、協働事業提案制度の見直し後における「行政提案」についてということ

で、今年度募集を休止している行政提案について意見交換を行った。

・ 懇話会で頂いた意見や庁内での意見等を含め、課内で話し合った結果、行政提案については、来

年度募集を再開することとした。

・ 行政提案の休止中に庁内からの問い合わせがあったことや、協働事業における庁内の掘り起こし

のツールを確保するという点からも再開をする。

・ 行政提案の課題として「行政提案を庁内から募集する際に、特定の団体のみ提案できるようなテ

ーマで応募することが過去に見受けられた。」を挙げたが、これに対しては、庁内で募集を行う際

に、今まで以上に審査を厳しくし、多くの団体が提案できるようなテーマを行政提案とするなど、

課題の解決に努める。

・ 行政提案再開の際には、庁内及び団体からの募集期間を長めにとることで、提案検討の期間を設

け、多くの行政提案や市民提案が応募されるよう努める。

（２）協働事業提案制度（平成３１年度実施）進捗状況について（事務局説明）

・ 今回の提案募集は、見直し後初の市民提案型の募集となった。

・ 募集期間は、平成３０年９月３日～２１日まで、市民提案のみ募集した結果、応募は３件あった。

・ １０月３日（水）に３団体によるプレゼンと、協働事業選考委員会による一次選考を実施した。

・ 一次選考を通過した1件について、１１月２１日（水）に二次選考が行われ、採択が内定した。

・ 提案事業名は「多文化子育て支援事業～子育て通訳サポート～」、提案団体は「NPO法人わこう

子育てネットワーク」である。

・ 現在、平成３１年度実施に向け、これまでに３回、提案団体と、担当課である総務人権課と、市

民活動推進課の三者による協議を行っている。選考において留意事項とされていた成果指標を明

確にすることについても、団体と総務人権課内で話し合っており、事業実施に向けて準備を進め

ている。

（３）平成３０年度懇話会報告書の作成について

【粉川会長】平成３０年度の懇話会報告書については、懇話会報告書案を事務局で作成し、会長の私が

確認後、市長へ報告する、という流れで良いか。

【 一同 】異議なし

３ その他

閉会


