
第２回徳島市協働の基本指針及び制度策定のための市民会議  

議 事 要 旨 

 

日時：平成２４年１０月１７日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：徳島市役所８階 ８０１会議室 

 

【出席者】 

市民委員：１２名（松村会長、露口委員、岩見委員、黒崎委員、黒田委員、細束副会長、藍

原委員、岩野委員、岸田委員、橋本委員、矢部委員、山本委員） 

行政職員：６名（企画政策課、財政課、環境保全課、文化振興課、保健福祉政策課、公園

緑地課） 

進行役：１名（ＮＰＯ法人コモンズ 喜多順三） 

意見参考人：１名（ＮＰＯ法人 ＡＬＩＶＥ ＬＡＢ 上田啓人） 

事務局：３名（市民協働課） 

傍聴者：０名 

 

【会議プログラム】 

ＳＴＥＰ １： 本日のプログラム説明 

ＳＴＥＰ ２： 事例研究① 協働の事例紹介（徳島市、４事例） 

ＳＴＥＰ ３： 事例研究② 他市事例 

ＳＴＥＰ ４： 事例を通じて協働の意義を考えてみよう（フリーディスカッション） 

ＳＴＥＰ ５： 協働の意義と目的（全体意見のまとめ） 

          

【議事要旨】 

進行役より本日のプログラムを説明後、徳島市の４つの協働事例について情報共有を

行った。 

 

＜発言要旨＞ 

１．「歩こう！描こう！写そう！『とくしま市民遺産』事業」について 

（とくしま観光ガイドボランティア会 黒田委員）  

観光ガイドボランティア会は平成１８年度に発足し、現在の会員は７９名。名所等のまち

歩き観光案内を行うとともに、モラエス館の管理運営（徳島市から受託）も行っている。 

 

この事業は徳島市協働提案事業支援制度で提案・採択され、平成２２，２３年度の２か年

実施した。提案のきっかけは、市民遺産は「普段見過ごされがちだが、価値や魅力のある

“掘り出しモノ”」がコンセプトであり、２００件以上の応募から選ばれた４５件である。ところ

が、あまり知られていない。もっと市民に知ってもらう活用方法なら本会も行政と一緒に取り

組めると考え、“協働”が何かわからないまま提案した。 

 

１年目の事業は、市民遺産をより深く・詳しく紹介するウォークラリーで市民遺産の魅力

を知ってもらうとともに、市民遺産の現在の姿を写真に残す写真コンクールを開催、応募作 



品でガイドブックを作った。最近は写真をデータ化するのが主流になってきたが、あえて紙

の冊子にすることを提案した。というのは、以前、徳島県で「探そう！とくしまのたからもの」

という県民から情報を募集する事業がありホームページがあった。掲載されている情報は、

価値があり検索システムも便利で重宝していた。しかし、この事業が終了し、時間が経過し

たら表示されなくなった。幸い、他の機関が引き継いでくれたが、この経験からデータのま

までは消されてしまう恐れがあること、また、市民に広く見てもらうには、データよりも紙の冊

子にして図書館に保存する必要があることを学んだ。ガイドブックは、Ａ５サイズで写真と解

説を付けた。このサイズにこだわったのは、まち歩きの際に気軽に持ち運べるからである。

さらに、もっとじっくり見ることのできるものとして、２年目はウォークラリーと写真に加え、絵

手紙も募集し、こちらはＡ４サイズの作品集にして記録として配布した。 

 

協働事業を実施して感じたのは、行政側の情報を入手できたことでガイドの情報量が豊

富になり、案内する際に説明に厚みが増した効果があった。一方で、役割分担のむずかし

さも感じた。どこまでが当会でどこまでが市か、戸惑うことも多かった。また、提案時にパン

フレット印刷代等を業者に見積もりしてもらって申請したものの、採択決定時に補助金交付

額が申請額より減額となったため、採択されても当初の計画通り実施できるか不安になる

こともあった。このときは予算を組み直し、業者にも無理を言ってなんとか実施できた。 

 

今後については、予算の関係で同規模での継続はなかなか難しいものの、写真や絵手

紙を“とくしまＩＮＡＫＡ博”や市役所１Ｆの国際親善コーナーで展示したりと、当会ができる範

囲で活用を行っている。ウォークラリーも好評だったので、機会があればまた実施したい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「とくしまキッズファーマープロジェクト事業」について 

（意見参考人：ＮＰＯ法人ＡＬＩＶＥ ＬＡＢ 理事長 上田啓人氏）  

当会は運動と食育による健康づくりをミッションに活動している。会が立ち上がったばか

りで事業実績もなく、Ｈ２０年度は協働提案事業支援制度に応募できなかったが、次の年に

チャレンジコース※があり、家族向けの健康づくり活動を提案して採択された。この事業では

子ども向けの食育かるたも作成し、小学校などで活用してもらっている。実はこの事業、担



当課と意思疎通がうまく行かず、苦労した。当会が提案したのは、気軽に参加できる体験イ

ベント型の事業であったが、市の担当課からは「広く浅く呼びかける一過性のイベントはや

めている」と難色を示された。なんとか協力してもらえたが、協働の難しさを感じた。 
※徳島市協働提案事業支援制度にＨ２１年度から新設した提案コース。通常コース（推進コース）と異なり、

協働事業をはじめて提案する団体を想定し、補助金１０万円以内の応募要件の緩和（活動実績６か月以上）、
応募書類の簡素化などを行った。 

 

２年目（Ｈ２２年度）は提案をやめようかとも思ったが、食育推進を一過性のもので終わら

せるのではなく、形に残るものをつくったほうが良いと思い、食育ポータルサイトの提案を行

った。現在もこのポータルサイトで情報発信を行っている。この事業も行政側の制約と情報

発信の扱いの難しさで難色を示されたが、別の課（農林水産課）に引き受けてもらえた。農

林水産課との協働は、地産地消の観点から柔軟に対応していただけたので実現することが

できた。 

 

３年目（Ｈ２３年度）は「キッズファーマープロジェクト」を実施した。この事業は子どもたち

が農産物の生産から加工・販売まで実施する長いスパンの事業である。３歳から１２歳まで

の子どもたちと、大学生ボランティア、受け入れ農家、加工業者、とくしまマルシェが連携し

た事業であり、関わる人たちとの信頼関係構築が大切であることを感じた。６農家に２０人

ずつの定員で募集したところ、最終的に１２４人の参加者を得た。この事業では、子どもた

ちの食育だけでなく、関わった大学生ボランティアが農業に関心を持ち、種苗会社などの農

業関連に就職するなどの思わぬ効果もあった。農家も生産から加工・流通・販売まで一貫

して行う農業の６次産業化※や子どもたちとの交流を通じ、意識が変化したようである。 
※農業が農産物を生産するだけでなく、さらに加工し販売するところまで視野に入れた事業展開を行うこと

で、農業者が多くの利益に関われる仕組みづくりを行う考え方。第１次産業（生産）×第２次産業（加工）×第
３次産業（流通・販売）＝「第６次産業」と言われている。（それぞれの数字を掛け算すると、１×２×３＝６にな
るので６次産業） 

 

課題は、継続性とマンパワーの問題である。資金面については補助金頼みではなく、自

立化を視野に入れてこれまで取り組んできたが、どうしても厳しい。加工品に販売にも力を

入れているものの、当初は「良いものをつくれば売れる」と思っていたが、見通しの甘さを痛

感した。キッズファーマーでは信頼関係づくりに力を入れ、関係者一人一人への細やかなフ

ォローアップも必要なので、マンパワーが必要である。協働相手となった農林水産課との関

係は良好で、事業の一部が委託事業化した。キッズファーマーについては、今後は加工品

の販売戦略や事業計画の見直しなどで継続していきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．「とくしま市民遺産活用事業～とくしま市民遺産をたずねて～」について 

（八万中央コミュニティ推進協議会・八万町各種団体連絡協議会 露口委員） 

 当会はＨ１０年頃に文部省（当時）の２００万円の補助事業を受託した。金額が大きかった

こともあり、さまざまな人に「実行委員になってください」と協力を呼び掛けて事業を実施した。

この事業をきっかけに地域づくり活動に参加する人が増え、活動が活性化することとなった。

その後、厚生労働省の子育て支援事業や文部科学省の地域活性化事業などを実施した。

さらに、冷田川や園瀬川の水質改善事業なども行うようになった。 

 

 とくしま市民遺産活用事業は、Ｈ２１年度にとくしま市民遺産が決定した際、どんなものが

あるのかと思い、地域の有志で見学会を行った。そのときに、「これはみんなに知らせない

と」と広報の必要性を感じ、文化振興課のとくしま市民遺産活用事業募集に応募した。市民

遺産は市内各地にあるので、５つのコースをモデルコースとして市民遺産めぐりを提案した。

広報とくしまで参加者募集を行ったところ、八万地区からの応募者はもちろん多かったが市

内各地から応募していただき、定員割れを心配することもなかった。市民の関心の高さを知

り、企画して良かったと思った。また、この事業では、市やとくしま観光ガイドボランティア会

さんと協働した。市には機材の貸し出しや、国分寺のお庭の拝観交渉などをお願いした。

観光ガイドボランティア会さんにはガイド説明をお願いした。地域の住民だけではできない

こともあり、費用をかけず事業を良いものにするためにも、地域の外の力を借りることも大

切であることを感じた。 

 

 現在は、市民協働課の補助事業で阿波おどりを地域に広める活動に取り組んでいる。会

としての活動の課題は、リーダーシップと資金、参加者である。運営体制には意識のある人

の存在が欠かせない。資金面もまた難しいものがある。地域コミュニティということもあり、

様々な人がいるので、間口の広い事業を行い、住民が参加しやすい環境づくりが必要だと

思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．「『ＬＥＤが魅せるまち・とくしま』発見事業」について 

（ＮＰＯ法人 コモンズ 喜多進行役） 

 当会は、会の名前（コモンズ）が意味するように「公共空間はみんなのもの」という意識の

もと、市民参加の促進と合意形成を図ることをミッションとしている。この事業はＨ２０年度に

徳島市協働支援事業として実施し、さらに同年に内閣府・官民パートナーシップ確立のため

の支援事業として発展した。 

 

 徳島県ではＬＥＤバレイ構想があり、徳島市でもＬＥＤを政策に取り入れて、ふれあい橋な

どＬＥＤを活かした景観整備が行われるようになった。ＬＥＤのまちづくりを行うのであれば、

まず市民がＬＥＤに関わる場づくりが必要であると考え、徳島市協働提案事業支援制度で

「ＬＥＤが魅せるまち・とくしま」発見事業を提案した。この事業ではＬＥＤアートフェスティバル

に向けた市民参加の機運を高めるワークショップを行った。簡単な工作や実験などでＬＥＤ

に触れて遊ぶ機会をつくり、続いてアートフェスティバルでＬＥＤ作品を展示したら魅力的に

見える場所探しを行った。８７か所の候補から、さらに絞り込んで１５か所を決定した。 

 

 内閣府事業では、さらに参加の場づくりを常設するために「オープンハウス」を開設した。

ここではセミナーやワークショップ、作品づくりなどをおこなった。ワークショップでは大学教

授や芸術家などを講師に招へいし、野菜でＬＥＤを光らせる実験など遊びの要素も交えて

技術的なことや、ＬＥＤを使った表現の可能性などを専門家と一緒に学んだ。 

 

一方で、市事業の成果をパネルにして、駅ビルやデパートなど市民が目にする機会の多

い場所で巡回展を実施し、啓発を行った。Ｈ２２年のバレンタインデーにはＬＥＤを使ったミ

ニイベントを実施し、好評を得た。ミニイベント終了後、ＬＥＤを使った大型作品の「ルミナス・

バンドギャップ」は撤収が大変だと思われたものの、来場者に「手伝ってくれたら、作品に使

っているＬＥＤ電球を差し上げます」と呼びかけたところ、たちまち片付いた。余談だが、モノ

で釣るのも市民参加に効果があるのかもしれない。また、ミニイベントでは市民の参加者が

作成した８８箱のＬＥＤ作品の展示を行った。参加者から、「私のつくった一つの箱だけでな

く、全部の箱が集まってひとつの作品だと感じました」との感想を聞いた。参加した市民もま

た、他者との協働の効果を感じたのだろうと思う。 

 

 事業がはじまったばかりのころ、担当課も“協働”について戸惑っていたが、「同じチーム

であると考えてほしい」と伝えた。協働の役割分担は、行政側は広報や行政ならではの信

用力、コモンズ側は企画・事業実施が主体だった。課題は、協働相手の商工労政課（当時）

のほか、市民協働課・都市デザイン室の協力が得られたが、パートナーが限定的であり、

市の他の部署との協働など、もっと大きな広がりがあればよかったと思う。また、この事業

は中心市街地商店街の活性化も狙いであったが、商店街からの参加が今一つであり、事

業の企画段階から参画してもらうなど意識高揚を図る工夫が必要だったと思う。 

 

この事業の目指すべきゴールは、「新たな協働関係を構築する」ことである。事業を通じ

て、あかてクラブのようにＬＥＤを楽しむサポーターズクラブも発足し、活動を行っている。市



でもＬＥＤアートフェスティバルは今後トリエンナーレ形式（イタリア語で「３年に１度開かれる

展覧会」の意味）を予定しているとのことであり、今後の協働関係の発展に力を入れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休憩をはさんだ後、事務局より他自治体の協働事例（３事例）について紹介を行った。 

 

＜発言要旨＞ 

他自治体の協働事例について 

（事務局） 

他自治体の協働事例で興味深かったものを３つ、紹介する。なお、先進事例には今回紹

介するもの以外にも様々なものがある。新聞・自治体向け雑誌等で掲載のあった協働事業

についても簡単なリストを作成したので、後ほど目を通していただきたい。 

 

１．「防災運動会」について 

（愛知県、ＮＰＯ法人、自治会など） 

普段、防災を意識しない層にも、親しみやすい運動会形式で防災訓練を実施することで

知識を身につけてもらうとともに、地域の皆さんと協力して参加することで、近所の方と顔つ

なぎすることを目的としている。地域住民、行政、大学、各種団体、ＮＰＯ法人による実行委

員会形式で実施。プログラムは実行委員会でゼロから積み上げて策定。プログラムも工夫

があり、「応急担架リレー」は速さでなく安全に運んだチームが勝つルールになっていたり、

「バケツリレー」は、火災が発生したときにそばにバケツがあるとは限らないので、ペットボト

ルややかん、ビニール袋なども使っている。また、お年寄りや車いすの方、子どももチーム

に入って行うなど、誰もが参加できるようになっている。 

 

この事業では、ＮＰＯ法人が各主体をつなぎ、助言するなど意見調整役となっている。防

災訓練というと、非常に堅苦しくまじめに行わなければいけないイメージがある。「参加しな

ければならない」という一方的なメッセージを、「面白そうだから参加してみたい」というよう

に視点を変えている例。また、自主防災組織を立ちあげたが活動に停滞するケースなどの

場合は、姫路市の「まもりんピック」（予選会で勝ち抜いたチームが本大会に出場できる形



式）のように、日ごろの訓練成果を競う要素を取り入れることで、活動の活性化を図る方法

も考えられる。 

 

２．「市民まち普請事業」について 

（広島県呉市、地域住民、地域の各種団体、地元企業など） 

呉市は人口約 24 万人。「市民協働社会の実現」を市政に掲げている。呉市の市民協働

の考え方は、「市民相互の絆を強める」ことを重視していて、地域コミュニティ重視のようで

ある。市民まち普請事業の特色は、自分たちが改善したい公共施設に対し、「市民の労力

の提供」を条件としている。たとえば小学校そばの遊歩道整備事業の場合、草ぼうぼうの

県管理地（水道局の用地）をブロック舗装の遊歩道と花壇に整備した。小学校ＰＴＡ、地元

自治会、地域の建設業者、ボランティアグループが協力。危険な個所や専門的な技術がい

る部分は業者が担当し、大人だけでなく小学生も草抜きからブロック施工まで自分でできる

ことをとりくんだ。遊歩道ブロックのデザインは卒業生の卒業制作とし、ＰＴＡも協力すること

で完成後の交通安全や防犯パトロールも行うこととなった。また、実施報告書も完成前、作

業風景、完成後の様子を写真で公開するなど、わかりやすい工夫を行っている。 

 

呉市ではまた、「公共施設等里親制度」を実施している。道路・公園以外の市の所有地と

里親協定を結び、里親名の看板を設置するとともに、区域内の清掃・除草、施設の損傷に

ついての報告を行う。アドプト制度では保険加入やごみ袋提供などはよくあるが、特色があ

るのは、市と合意があれば住民グループがその区域内で自由に活動ができる点。花やホタ

ルを育てる、農産物収穫祭などのイベントを実施しているようである。 

 

３．高齢者見守りネットワーク活動支援事業推進協議会 

（長崎県諫早
いさはや

市社会福祉協議会、地域の各種団体、企業、行政など） 

諫早市は人口約１３万人、高齢化率２２％。核家族化の進行や都市化傾向などによる地

域コミュニティの希薄化、一人暮らし高齢者の増加が課題となっていた。 

（徳島市は人口 26 万人、Ｈ２０年の高齢化率２２．２％） 

 

諫早市が高齢者に対する実態アンケートを行ったところ、充実してほしい施策として、1

位は地域での見守り支えあい活動、２位は緊急時の通報体制、３位は災害発生時の避難

手助けが上がった。諫早市ではＧＰＳ（衛星利用の位置情報システム）付き携帯端末を配

布するとともに、社会福祉協議会が見守りネットワークを平成 20 年度に発足。ネットワーク

に加入した会員にはバッチをつけてもらい、ガスメーターや水道料金の検針時には、通知を

投函するだけでなく検針と同時に声掛けをしてもらう。郵便局の配達の方にもバッチをつけ

てもらい、声掛けや直接手渡しをお願いしている。見守りネットワーク事業は他の自治体で

も行われているが、徘徊時の通報など「もしも」のときを想定している例が多いが、この事業

では、日頃の業務の中で違和感なく実施できる例であると思われる。 

 

 

 協働事例の紹介の後、これらの協働事例についての質問、また、事例を通じて協働の意

義について検討を行った。 



＜発言要旨＞ 

（委員） 

 ＡＬＩＶＥ ＬＡＢさんにお聞きしたいのだが、１年目の協働事業（保健センター）と２年目の

協働事業（農林水産課）では相手が違ったが、団体として支障なく活動できたのか？ 

 

（ＮＰＯ法人 ＡＬＩＶＥ ＬＡＢ 上田氏） 

 当会は健康づくりをミッションにしている。運動だけでなく、食べることも健康づくりにつな

がっている。アプローチはどこからでも大丈夫である。 

 

（委員） 

先ほどの事例報告を聞き、事業の内容については良くわかった。だが、各協働の目的と

からゴール（目標）に至る戦略については残念ながらピンとこなかったので、どう設定されて

いたのか簡潔にお答えいただきたい。 

 

（とくしま観光ガイドボランティア会 黒田委員） 

自分たちの住むまちについて知らないことが多いと感じている。市民遺産の認知度が低

く、市民にもっと広く伝えたいと思った。市民が自分のまちを知り、市のいいところを知れば、

とくしまのまちが好きになり、心も豊かになると考える。市民遺産事業のゴールについては、

市の今後のビジョンとのすり合わせが必要だと感じている。 

 

（ＮＰＯ法人ＡＬＩＶＥ ＬＡＢ 上田氏） 

 当会は健康づくりがミッションであり、健康づくりを継続し、広げていける「きっかけ」の提

供が目的であった。この事業は事業性が高く、もっとやれることがあると思う。自立して実施

していくことが目標である。 

 

（八万中央コミュニティ推進協議会・八万町各種団体連絡協議会 露口委員） 

 地域課題の解決が目的である。八万地区は宅地化が進み、人口が増える一方で、「古く

からの住民」と「新しい住民」といった心理的な溝や、環境問題、人間関係、地域活動の停

滞などが課題となってきた。そんななかで、国の受託事業など様々な事業を行うことで地域

活動に参加する人が増え、まちづくりを「もっとこうしたい」といった要望も出てくるようになっ

た。住民によって興味のあるものが違うので、今回の市民遺産活用事業のようにいろんな

分野の活動を行い、地域活動の参加の間口を広げていき、暮らしやすい地域づくりを行うこ

とが目標である。 

 

（ＮＰＯ法人 コモンズ 喜多進行役） 

徳島が誇れるものをつくりたいとの思いからはじまり、新たな協働関係を構築することを

ゴールとしている。ＬＥＤアートフェスティバルについては、開催前年度は市側の予算がなく、

フェスティバルの布石として協働提案事業支援制度と内閣府事業を活用した。 

 

 

 



（会長） 

 これまでのお話を聞いていて、精神的な満足度にコミット（英語で「物事に責任を持って主

体的に関与すること」の意味）しているのがＮＰＯであるような印象を受けた。市民がマズロ

ーの欲求段階説※の自己実現のステージにあるのではないか。その中で官と民の関わり方

を考えていく必要があると思う。 

※「人の欲求は5段階のピラミッドのように構成されていて、下の階層の欲求が満たされると、より上の階層
の欲求を欲する」という説。１．生理的欲求（食べたい、寝たいなど生きていくための基本的、本能的な欲求）、
２．安全欲求（安全・安心な暮らしがしたい）、３．社会的欲求（集団に属したい、仲間が欲しい）、４．尊厳欲求
（他者に認められたい、尊敬されたい）、５．自己実現欲求（自分の能力を引き出し、創造的な活動がしたい）
の順に高くなるとされている。 
 

 

（進行役） 

 行政は公平なサービス提供というミッションに縛られて、思考が固定化しやすい。先ほど

の他自治体の協働事例紹介であった「防災運動会」のように、行政の「命にかかわるものだ

から真面目に訓練しなければならない、啓発しなければならない」という思い込みを、「誰も

が楽しく参加できるものにする。楽しみながら防災知識を身につける」事業に角度を変えて

提案できるのが、ＮＰＯをはじめとした民の強みであると思う。委員の皆さんにも今までの協

働事例等を踏まえて、協働の効果について意見をお聞きしたい。「協働でこんないいことが

ある」といった視点で考えていただいてもかまわないので、意見をふせんに書いてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員より出された意見を基に、進行役が「効果」・「フィールド（範囲や広がり）」・「マインド

（精神）」・「その他（事業など）」の４つに大まかな分類を行った。 

 

＜委員意見と分類：協働の効果（協働でこんないいことがある、など）＞ 

[効果] 

・行政に新しいネットワークや情報を提供してもらえることもある。 

・ＮＰＯの専門知識、ノウハウにより住民ニーズの実現 

・行政と一緒にやることで、名もない団体の信頼度が一気に増す 

・お互いの弱いところを補完し合える（ex 機動力、資金力 etc） 

・新しい世代への転換、人づくり 

・民間の多様な活動をうながすもの。情報の入手 



・１+１＝２ 以上 

・気づきが生まれる。見えなかった問題が見えてくる（組織のこだわりが薄いので） 

・民間事業者では知りづらい情報を入手することができる 

・地区（地域）に応じたサービスの提供ができる 

 

[フィールド（範囲や広がり）] 

・官も民（企業）も考えないところ 

・活動規模の強化・拡大（ＮＰＯ） 

・効果的な活動（実質的） 

・市民の行政への参加、意識向上につながる 

・遊び心により、人と人を結ぶ 

・小さなコミュニティが濃くなる 

・心の豊かさ 

・市民の自主的な参加（活動） 

・民意が素早く的確に実施できる 

・市民生活の質の向上や幅が広がる 

・わかりやすさ、参加しやすさが大切 

 

[マインド（精神）] 

・地域の課題解決がきめ細やかに対応できる。 

・地域の本当の魅力づくり 

・戦略（あるべき姿、理念）は官・行政、戦術（やり方、仕組み）は民・協働 

・官は権威付け（予算付け）・整理・道すじを示し、ＮＰＯ・民間企業が活動する。 

・他地域との交流をふやす。ネットワークを多くつくる。 

・現場を見る（知る） 

・ゼロからのスタート 

・前提は相互理解、プロセス、連携と補完による実現・実施 

・相互理解があったうえで成立 

・アドプト制を企業や各種団体が積極的に取り組むと、きれいな町、地域が生まれるのでは

ないか。 

・専門性の活用 

 

[その他（事業など）] 

・市民遺産の基礎固め 

・城山城の津波逃げ場 

・城山に城の形でもつくる（ＬＥＤ利用） 

・町内で耕作放棄地が多くみられる。高齢化などで耕作できなくなっているのではないか。

これを家庭菜園として市民に貸すといいのではないか。 

・課題を解決して目的に近づく 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（進行役） 

書いていただいた意見について、もう少し具体的に聞いていこうと思う。主に「効果」につ

いて書かれた委員の方にお聞きする。 

 

（委員） 

行政から新しいネットワーク、情報を入手できる。市と協働すれば、他機関の紹介など、

自分では手が届かない情報などが手に入るからである。また、相互補完としたのは、官で

は動きにくいものも民なら自由にできることがある。たとえば何かの事業を行うときに、行政

では時間と煩雑な手続きを経て委託先や委員を選ぶが、民なら一番最適だと思えるものに

直接頼みに行くことができる。 

 

（委員） 

行政側にとっても、行政にはないノウハウや発想、気づきの機会になると思う。 

 

（委員） 

民間の活動を促す効果もあると思う。行政側から情報を得ることで刺激を受ける。 

 

（委員） 

「１+１＝２」と書いたのは、単体だと０．８くらいしか力が出せないが、一緒にやればそれ

ぞれが 1の力（本来の力）を出すことができると思うから。 

 

（委員） 

地域に応じたサービスが提供できると思う。地域の人のほうが、地域のことを知っている

から。 

 

（進行役） 

次に、主に「フィールド（範囲や広がり）」について書かれた委員の方にお聞きする。 

 

（会長） 

官も民（企業）も考えないところ、と書いたのは、官が手を出せない・民が手を出せないも

のでも、双方が気づくことで、協力して行うことができるから。 



（委員） 

ＮＰＯにとっては、協働することで活動規模が広がったり、団体組織が強化される。協働

が、市民活動を育てている面もある。 

 

（委員） 

言い方はふさわしくないかもしれないが、協働に営利はなく、ＮＰＯは非営利だからこそ

官や民にはない自由な発想、遊び心があると思う。 

 

（進行役） 

実は営利のある協働、営利企業との協働というのも場合によってはある。広い話になっ

てくるので、次回以降に触れたいと思う。 

 

（委員） 

地域の魅力づくりにつながる。行政だけで地域の魅力を伝えるのは難しい。積極的に発

信していかないと、子どもたちは自分のまちの魅力を知らないまま、街を出て行ってしまう。 

 

（進行役） 

次の「マインド（精神）」にも関連していくが、まちづくりのたとえで「靴づくりの話」というも

のがある。「試着もせずに靴を作る愚かな職人はいない。まちを知らないまま、まちづくりに

取り組む愚か者がいるのはけしからん」という警句である。まちづくりは地域を知り、まちを

知ることから始まる。市民の声を聞き、信頼関係を構築することが必要である。 

 

（委員） 

まず、現場を見てほしい。協働する前にそれぞれが色々な思いや考えはあると思うが、

いったんゼロにして、そこから始めることが必要ではないか。 

 

（委員） 

行政内部での協働が必要だと思う。市民にとってはどの窓口であっても「市」にかわりは

ない。 

 

（委員） 

私も行政内部の協働の難しさを感じる。もっと連携できればより良いものになるのに。 

 

（委員） 

民間企業では縦割りの弊害はほぼあり得ないし、そんなことをしていては仕事が進まな

い。協働を推進する気なら、行政も意識を変えるべき。 

 

（進行役） 

いかに目的を共有するかがカギになる。市民と一緒にやる体制が構築されれば、行政自

身にも横のつながりができてくるのではないか。市民ニーズと協働のレベルには様々なも



のがあると思う。活動レベルなのか、政策レベルなのか。これまで行ってきた徳島市協働提

案事業支援制度はどうであったのか。 

 

（事務局） 

この制度の場合、「協働のきっかけづくり」を目的としていた。事業期間も短く、協働の入

り口としての位置付けであったため活動レベルだったと思う。 

 

（委員） 

近くの公園はアドプトで草抜きをしている。しかし、あまりにも熱心に草を抜いているせい

か、表面に土が出てしまい、風が吹くと土ぼこり、雨が降るとぬかるみになってしまう。良か

れと思ってしていることが良いとは限らないこともあるのではないか。自分としては芝生の

公園だったらいいなと思うが、市民にもいろいろな考えがある。確かに公園はきれいになっ

ているが、市はまず「この公園をこんなふうにしたい」といった市のビジョンを伝え、相手と合

意形成をしてからアドプトをお願いすべきではないかと思う。 

 

（進行役） 

かつて全国的に公園などの公共施設は、普及率にばかり目が行って紋切り型の公共施

設が量産されていた。しかし現在は、地域ごとの特性や市民の使う視点を入れた施設へ変

化してきている。この公園の例で行くと、行政・アドプトを受けた団体・公園を利用する人・近

くに住んでいる人など、ステークホルダー（利害関係者）の合意形成が重要になる。 

 

（委員） 

行政は時代の変化などを理由に、「行政だけではできないことが増えているから協働を」

と、市民の力を当てにしている気がする。その前に、行政職員自身の能力ＵＰを図るべきで

はないか。行政は本来、政（まつりごと）が第一である。予算化などの権威付けや理念、道

筋などを行政が行うべきだと思う。 

 

（進行役） 

従来型の行政のイメージ像が強いように感じるが、行政だけでは限界にきている。行政

だけが担う「公」ももちろんあるが、生活水準等の向上で、市民は物質だけでなく精神的に

もより豊かな「公」を望むようになった。そんななかで「みんなで考える『公（おおやけ）』」とい

う意識が出てきた。ここが協働の領域ではないだろうか。 

 

（委員） 

市民にもいろいろな考えの人がいる。行政に頼るだけでなく、市民も自分でできることは

たくさんある。市民自身も自分でできることをすることが大切である。 

 

（委員） 

川の清掃活動をしていて、苦労して集めたごみを運搬用にまとめておいたところ、通りか

かった市民から「大変やったな、ご苦労様」とねぎらいの言葉をかけられたことがある。とこ

ろがその1時間くらい後で回収の車を待っているときに、通りかかった別の市民から「汚らし



いけん、早よ片付けて」と苦情を言われた。同じ日の、同じ場所の出来事である。見る人・

見る時間帯の違いで、こうも意見が違う。一面だけ見て判断されると誤解もある。行政職員

も同じ思いをしているのかもしれない。市民自身も、自分の襟を正すべきではないか。 

 

（進行役） 

本日、みなさんから出していただいた意見を聞き、今後の課題として皆さんそれぞれの

考える協働にばらつきがあることが分かった。総括すれば、みんながより良い市民生活が

できる、つまり幸福度が上がるための協働を目指す必要がある。 

 

 

会長より、閉会時間となった旨の声がかかり、事務局より次回会議の日程及び会議要旨

について説明し、閉会した。 

 

☆次回（第３回）は１１月２１日（水）１３時３０分から、幸町会館３０２会議室で開催 


