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平成３０年度 第２回和光市協働推進懇話会 会議録

委 員：

◎会長 ○副会長

事務局：中蔦部長、市民活動推進課 長坂、中川、渡邉、小向

傍聴者：０名

【 事務局 】ただ今より、平成３０年度第２回和光市協働推進懇話会を開会する。開会に先立ち、協働

推進懇話会、粉川会長より挨拶願いたい。

【粉川会長】第１回協働推進懇話会は私は欠席となってしまい失礼した。今回は、２つの大きな議題が

ある。皆さんより忌憚ないご意見をいただきたい。

■協働指針の一部見直しの背景

・インターネットの普及による情報ツールの変化、市や市民の現状の変化、施策の進捗状況の変化な

どにより、協働指針作成時とは状況が変わっている。

・今回の見直しは、協働に対する考え方や進め方を見直すものではなく、現状に即した形に一部見直

しするものである。

・協働の考え方や進め方については、市民と市が協働を進めていくにあたり、その共有を目的に、現

行の第四次総合振興計画を踏まえて策定しているものであり、今後は平成３３年に策定を予定して

いる第五次総合振興計画を踏まえて見直し等を進めていく。

■スケジュール

・意見交換会 平成30年 10月 19日（金）実施 １名参加

・第２回協働推進懇話会 平成30年11月21日（水）開催（本日）

・市民活動団体実態調査 平成30年12月～平成31年1月実施予定

・第３回協働推進懇話会 平成31年2月20日（水）開催予定

・パブリック・コメント 平成31年3月頃実施予定

■見直し内容

①「協働指針の目的」を第１章とする。

日 時： 平成３０年１１月２１日（水） １０時００分～１１時３０分

場 所： 和光市役所６階 ６０２会議室

学識経験者
◎粉川 一郎（武蔵大学社会学部メディア社会学科 教授）

○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 中古賀 ゆき（NPO法人こども・みらい・わこう）

公共的団体を代表する者
萩原 尚（和光市自治会連合会）【欠席】

須々木 愛優佳（和光市社会福祉協議会ボランティアセンター）

協働推進庁内調整委員会 梅津 俊之（政策課）【欠席】

協働推進ワーキング 江口 和宏（産業支援課）

開会

１ 協働指針の一部見直しについて
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②「和光市が目指す協働」を第四次総合振興計画を踏まえて

③協働の形態のうち、「協働型委託」→「委託」

④協働の推進に向けて（構成を変え、現状に即した内容に一部見直し）

⑤今後について（最後に「今後について」を記載）

■意見交換

【粉川会長】全般について何か意見はあるか。

【庄嶋副会長】本題に入る前に確認させてもらいたい。平成２５年度の前回改定時にも問題提起したと思

うが、これまで「協働型委託」はDに分類されてきたが、協働事業提案による場合はC

ではないかと考えている。まず前提として、Cに分類される「協働運営」とは何を想定し

ているか。協働負担金による運営は実例として何があるのか。

【 事務局 】平成２３年度まで市民協働推進センターが外部にあったときの事例が協働運営にあたる。

協働負担金を支払って団体に運営をお願いしていた際の手法がそれにあたり、現在これは

無い。

【庄嶋副会長】「協働型委託」であるが、協働事業提案による場合はDではなくCではないのか。一般的

に「委託」がDであるのは、主体が行政であり、行政が最終的に責任を持って実施するも

のだからである。しかし、神奈川県大和市などが「協働事業提案制度」を生み出したとき

は、そのプロセスに着目していて、提案に基づいて市民団体と市が企画段階から協議を行

い、実施も団体と市が役割分担して行う。それが５０：５０の関係だという意味合いで、

表のCにあたる仕組みを生み出したといえる。大和市の場合はさらにこだわって、協働事

業提案制度の市のお金の出し方を負担金とした。委託だとDになるので、負担金とするこ

とでCになると考えた。和光市の場合は、プロセスはCだけど、お金の出し方が委託で

あることを重視してDにしている。しかし、私はお金の出し方よりプロセスの方が大事だ

と思っているので、協働事業提案による「協働型委託」の場合、特に「市民提案」につい

ては、市民が主体となっている点でも、Dに分類することには違和感をもつ。

【 事務局 】この形態で協働事業提案制度を説明するときは、Dと、Cの一部として説明している。

【庄嶋副会長】ちなみに、Cに分類される協定について、具体的に市では何か行っているか。

【 事務局 】市では、大学との相互協力協定を結んでいる。また防災協定など他市や企業など多岐に渡

り締結している。

【庄嶋副会長】和光市の協働の仕組みのウリは、協働事業提案だと思う。花形の仕組みは、表のど真ん中

であるCに入れるのがいいと思う。

【粉川会長】他にご意見はあるか。

【江口委員】今回見直しの③のところで、「協働型委託」を「委託」とした場合、説明を聞いていなけ

れば、協働の後退に感じてしまう。協働型を諦めたということか。

【 事務局 】協働指針における「協働型委託」とは、「市民と市が、対等な関係で協議を行い、仕様書

や役割分担書を作成し、委託により事業を実施する方法」と定義されている。例えば、市

民活動団体等へ委託をしていても、役割分担書を作成していなければ、協働指針の示す委

託に含まれない。今後は、このような委託についても、役割分担書を交わすことなどを推

奨していき、市民活動団体等への委託全般を協働事業として扱いたいという意図を持って

いる。

【粉川会長】協働型委託という言葉を委託にしているが、それは協働を推進するためのものだというこ
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とだ。

【庄嶋副会長】ここでは企業に対する従来の「委託」とは区別する必要がある。

【 事務局 】企業でいうと、地域と連携した社会貢献活動としてCSRのような形態が入る。ただし、

ここでは主体から見て、主に営利を目的に経済活動を行う企業は含まれないこととなる。

【庄嶋副会長】「協働」が言われ出したのは、NPO法人が登場したのがきっかけで、任意団体も含めて、

自治体との関係性を「協働」という考え方で整理した。NPO法人や任意団体の特徴は、

何らかの形で「対価性のない資源」が入っていることである。寄付やボランティアには対

価が返ってくるわけではない。そういった善意の資源が入っていることが「協働」の要件

であり、企業の場合の「委託」とは異なる点である。企業だと必要なものは市場価格で調

達し、労働も賃金を対価として調達するわけで、そういう意味の整理が必要だと思う。

【 事務局 】「対価性のない資源」という識別について、その通りだと思う。今後のキーワードにした

い。

【中古賀委員】私の団体では、それまで「共催」でやっていた事業が「委託」になった。共催でやってい

たときは一緒にやっていたように感じたが、二年目からは同じようにできるからと「委託」

になったら丸投げされた印象である。表を見て、こういった分類になるのかと改めて感じ

た。

【 事務局 】市民活動推進課では、市民活動団体等への委託については、両者で役割分担書を作成する

協働型委託を推奨している。今後も、職員に対し協働の意識をもっと持たせるよう努めな

ければならないと感じている。

【須々木委員】「委託」だと市が強い権限を持つような印象があるので、「協働型委託」という言葉を残し

てもよいと思う。また、市民活動団体実態調査を実施予定としているが、前回行ったやり

方と内容を教えてほしい。

【 事務局 】市民活動団体実態調査は、平成２３年度に実施している。対象は、「和光市市民活動レポ

ート2011わこうわいわい白書」に掲載された団体を中心に７２団体に送付したもので、

回答は３２団体からあり、回収率は４４％である。市民活動をする上での「人」「場所」「資

金」等の課題、協働指針の成果についての設問になっている。今回も、前回の設問を踏ま

え、５年が経過したことから比較できるような設問にしたいと考えている。また、今回は

対象を和光市協働推進センター登録団体とする。

【庄嶋副会長】比較する上では前回の調査を基にするのはいいと思う。気になるのは、指針を改定してき

ているわけだが、いずれ本格改定することを見据え、この協働指針に書かれている事項が

達成できているのかを評価する視点もあるとよい。平成２３年度の時点ではこうだった数

値が現在こうなったというような比較評価できる設問があれば、次の改定時の材料になる。

今回の指針の見直しは軽微な修正ということだが、指針で描いてきたものがどれだけ進ん

だのかがわかる調査とするべきであり、少なくとも本格的な見直しの際には必要となる。

市民活動団体のニーズ、行政からの支援などは、提示の調査からわかると思うが、協働事

業提案の仕組みを使った事業にこれまで取り組んできた知見を踏まえて、成果が上がった

部分や良かった部分を整理して、フィードバックできるとよいと思う。

【 事務局 】他市では指針に事例を載せているケースもあるか。

【粉川会長】指針の中にはないかもしれないが、事例集のようなものは目にする。エピソードを載せた

ものを見たこともある。
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【庄嶋副会長】これまでの実績を踏まえた事例集のようなものをまとめ、「見える化」するとよい。

【粉川会長】北海道の旭川市が作っている指針はかなり情報量が多くヒントになるものがある。質問だ

が、今回協働指針の一部見直しで、あえて全面見直ししないのは何故か。

【 事務局 】来年度より始まる第五次総合振興計画策定を踏まえ、今後協働指針の全面改定も見据えて

いきたい。今回の見直しでは、内容が古かったり、構成が分かりにくかったり、協働事業

提案制度の見直しを行って現状に合ったものにしたいと考える。次回改定の際は、全体を

整理する必要があると思う。

【庄嶋副会長】見直しの背景が資料の最初に書かれていて、社会情勢の変化としてインターネットの普及

がプラスされていているが、今年度の協働事業で提案が出ているような「多文化共生」や

「外国人材の受入れ」も社会情勢の変化であり、今後コミュニティに期待される役割とし

てより求められるだろうと思う。こういった点も、全面改定の際は生かしてほしいと思う。

【中古賀委員】15ページの「その他の支援制度」について、和光市まちづくり寄付金制度の活用につい

て検討するとなっているが、具体的にどんな検討を行っているか。

【 事務局 】詳しく説明が出来る程詰められていないが、まちづくり寄付金制度を利用した地域活動団

体や市民活動団体の支援制度ついて、検討しているところである。

【粉川会長】今回の意見をもとに、次回会議においては最終案を示していただけるということなので、

お願いしたい。

■事務局説明

昨年度、市民、団体及び懇話会などの意見をもとに、協働事業提案制度の見直しを行い、今年度よ

り市民提案のみ運用を再開している。制度の再開にあたり、庁内及び課内で行政提案の募集について

意見交換を行った。意見交換において、２つの課題があがったため、今年度の行政提案については、

募集を行わないこととした。今後は、庁内や懇話会等の意見を踏まえたうえで、行政提案について再

開するのか、廃止するのかを検討していきたい。

課題

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。

行政提案において、市から補助金を受けている団体が採用されているケースがある。市から補

助金を受けている団体は、市と密接に関わっているケースがあり（例：市が団体の事務局を兼ね

ている）行政提案に応募する団体にそぐわないのではないかと言った意見が出たケースもある。

協働事業提案制度としての行政提案が、本来の役割として機能していくのかなどを踏まえて、

ご意見をお願いしたい。

■意見交換

【粉川会長】委員の皆様には質問や意見を出してほしい

【江口委員】特定の団体の具体的な事例を教えてほしい。

【 事務局 】一つの例としては、市から補助金を出している団体で和光市体育協会の事例があり、行政

提案をもとに、H２７年度から運動場の事業に関する委託業務を受けている。現在も熱心

に事業を実施していただいている。

【庄嶋副会長】継続して協働事業を実施していく場合の予算は、担当課が確保しているのか。また、協働

２ 協働事業提案制度「行政提案型」について
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事業提案に担当課がテーマを出すメリットは何か。

【 事務局 】担当課の方で予算化している。メリットとしては、協働事業提案で審査会を通った事業に

ついては、予算査定の際に説明がしやすい点があるのではないかと考えている。

【須々木委員】規模は違うがボランティアセンターも市民の支援をしているが、皆さんには、自分たちで

できるならやってくださいという流れで、その方が量的にはスリム化できる。何か相談が

あったときは知恵を与える、広く声をかけたい場合は支援をすることができる。

【庄嶋副会長】行政の仕事をやってもらうには、団体の実力を見極めるのに時間がかかる。一方、協働事

業提案の趣旨は、チャンスを広く公平にし、ある団体との固定的な関係を避けるというこ

とや新しい団体を発掘するという意味合いが大きい。そうなると、複数の団体から手が挙

がってこない事業というのであれば趣旨に合わないので、行政提案にのせるべきではない、

ということになる。協働事業提案だけではない「相談制度」に変えたわけなので、協働し

たい団体が明確にある場合には、直接マッチングする方が良いのではないか。

【 事務局 】庁内に対しては、特定の団体しか対応できないような行政提案の応募は控えるよう呼びか

けは行っていた。

【江口委員】行政提案を使った事例の中で、施設管理以外の事例があるか。

【 事務局 】環境マップ作成がある。

【江口委員】施設管理だと特定のノウハウを持った団体に限られるが、それ以外であれば一般の団体も

参加できるので、制度自体は残しておいてもよいと思う。

【中古賀委員】行政提案型のテーマは庁内の審査を通って募集になるのか。

【 事務局 】選考委員会の委員である市の部長二人が審査をし、審査を通ったものが行政提案として募

集をかける。他市の行政提案について知っていれば教えていただきたい。

【粉川会長】同じようなことは、行政提案型の事業をやっている他市でも起こっている。悪く言えば制

度の悪用になるし、良く言えば担当課が事業を実施するときの一つのツールとして使われ

ている。一方でこの行政提案型を廃止している例もあるようだ。旭川市は去年廃止した。

千葉市はいくつか理由があるが、庁内から行政提案が出てこないという理由で行政提案型

の募集停止し、現在は新たな提案制度となっている。会長ではなく、委員の立場として発

言させてもらうと、行政提案型こそが本来の提案制度の一番大事なところだと思う。市民

提案型の事業を行政の委託事業にするのはそもそもおかしい。委託というのは行政側に責

任がある事業なので、本来行政側から提案が出てくるべきものである。市民提案型の事業

を行政の事業として実施する的確性は誰が判断しているのか。行政の仕事を、市民から提

案されたものを私たちのような審査会が審査して予算化して議会が承認していただくと

いう流れは、手続きとしては正しいが、それが本当に正しいのか、と個人的には思う。本

来市民の代表である議会や、市民が選んだ市長が企画して考えたことを基に、事業が執行

されるべきものと考えると、市民提案型がどんどん増えていくことで、政策施策にひずみ

が出てくるのではないか。無用に公の事業を増やす方向ではなくて、今ある公の事業を（市

民の皆さんに携わっていただく）協働型に変えていくという視点で言えば、行政提案型が

本筋だと個人的には考えている。そういう意味では佐賀県が過去に実施した協働化テスト

は優れている。あくまで私の個人的な考え方であるが、実際に運用していく中で、行政提

案型を止めた自治体があるので、最終判断は市が行うべきだが、和光市は何のために協働

事業をやるのかという根幹に関わっていく話なので、指針の文言と照らし合わせながら、
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要るのか要らないのか判断しなければいけない。

【江口委員】佐賀県が実施したものはどういうものか。

【粉川会長】協働化テストであり、１０年位前の話だが、県の事務事業全てを協働に適するかどうかを

チェックし、結果を情報公開して市民からの事業提案を受け付ける。３年位行っていたと

思う。毎年相当数の応募があった。協働事業の担い手を市民団体だけでなく、一般の営利

企業も含めた形で公募する。そうすると行政が「行政でやるべきだ」と考えていた事業で

あっても、市民側から提案が出てくることもあった。残念ながら協働化テストは廃止とな

ったが参考にすべき事例と思う。

【須々木委員】何を市民にやってもらったらいいのか、適するか適さないか、各課から聞き取りしてもい

いのではないか。

【 事務局 】参考になるので、若手３０代中心の協働推進ワーキングチームでの実施も考えられる。

【粉川会長】様々な意見が出たのでこれをもとに検討していただきたい。来年度の庁内募集の際に再度

議論する場がある。

■ 事務局説明

・ 今回の提案募集は、見直し後初の実施である。

・ 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。

・ 応募は３件あり、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。

・ 一次選考通過は、1件、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。

・ 本日、午後、二次選考を開催予定である。

・ 二次選考は、一次選考後に通過した事業について、団体と担当課である総務人権課と、当課（市民

活動推進課）で三者協議をこれまでに２回行い、それを経て作成されました企画書を基にプレゼン

していただく。

・ 本日の二次選考が通過した場合は、来年度の事業実施が内定し、契約に向けて準備を進めていくこ

ととなる。

・ 残念ながら、協働事業提案制度で一次を通過しなかった２件については、提案制度での事業実施は

実現しないものの、団体からの相談を受けながら何らかのマッチングを図っていく。

■事務局から連絡

□次回 第３回協働推進懇話会

日時：平成３１年２月２０日（水）１５：００予定

場所：市役所 ６０２会議室

３ 平成３０年度募集 協働事業提案の進捗状況について

４ その他

閉会


