
第３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１１月２１日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：幸町会館３階 ３０２会議室 

 

【出席者】 

市民委員：１１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、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） 

事務局：３名（市民協働課） 

傍聴者：０名 

 

【会議プログラム】 

ＳＴＥＰ １： はじめに 

ＳＴＥＰ ２： 本日のプログラム説明 

ＳＴＥＰ ３： 前回市民会議の振り返り 

        ①議事録説明 

        ②フリーディスカッションまとめ（目指すべき協働について） 

ＳＴＥＰ ４： 情報共有（現状と課題） 

        ①徳島市の状況（アンケート結果より） 

        ②中間支援の現状と課題（市民活力開発センター：岸田委員より） 

        ③協働事業を通じて感じた課題（各委員） 

ＳＴＥＰ ５： 課題の解決策と徳島らしい協働を考える 

        フリーディスカッション 

        ─課題の解決策 

        ─徳島らしい協働 

ＳＴＥＰ ６： 全体意見のまとめ 

ＳＴＥＰ ７： おわりに 

          

【議事要旨】 

主催者、松村会長の挨拶及び進行役より本日のプログラム説明に続き、前回市民会議

（第２回 平成２４年１０月１７日実施）の振り返りを行った。 

 

＜発言要旨＞ 

（進行役） 

STEP３、前回市民会議の振り返りでは、議事要旨については事前に送付済みとのことな

ので、各委員にも確認いただいておりますので、時間の都合もあるため省略します。 



次に、前回、目指すべき協働についての事例をいくつか発表してもらったが、それらの意

見にキーワードを付け足し、大きく分けて３つに分類することができた。1 つ目は目指すべき

協働についての「前提」次に協働の「効果」、最後に協働で活動するための「分野」に分類

が出来たかと思います。 

まず、協働が成り立つ「前提」という分類では、わかりやすさ、参加しやすさが大切という

「参加しやすさ」、現場を知る(見る)という意味での「市民ニーズの把握」、「相互理解」が前

提であるという意見。また、「役割分担」に関することとして、官、民の役割の大切さ、「予断

を持たない」ではゼロからのスタートといったものが意見として出された。 

次に、最も意見の多かった分類である協働の「効果」であるが、官も民（企業）も考えない

ところの「新しい分野」、課題を解決して目的に近づくための「課題解決手法」、NPOの活動

規模の強化・拡大の「活動機会提供」、見えなかった問題が見えてくる「気づきの機会」、心

の豊かさである「自己実現」、市民の行政への参加、自主的な活動参加、民間の多様な活

動をうながすものとしての「市民参加」。「市民ニーズの実現」では、NPOの専門知識、ノウ

ハウによる住民ニーズの実現、効果的な活動、市民生活の質の向上や幅の広がり、地域

課題のきめ細やかな解決、地区（地域）に応じたサービス、民意が素早く的確に実施できる

という意見があった。また、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といっ

た「情報収集」、新しい世代への転換の「人材づくり」、行政と一緒に事業をやることによる

「信頼性」、「専門性」、お互いの弱いところを補完し合える「相互補完」、１＋１＝２以上の

「相乗効果」、アドプト制の積極的な取り組みや、小さなコミュニティが濃くなるとの「地域の

魅力づくり」、他地域との交流、また、遊び心により人と人を結ぶ「連携」といった意見がださ

れた。 

最後に協働で活動するための「分野」として、「市民遺産」の基礎固めや「城山」の活用あ

るいは、「耕作放棄地」の活用に協働も活用できるのではないかといった意見がだされた。          

前回はこう言った形で議論をしていったが、本日は、特に「協働の効果」について、課題

解決との関係で考えていただきたい。それから、協働が成り立つ「前提」というのは、読み

かえると「課題」ということにも繋がるのではないか。また、「分野」という議論は「徳島らしさ」

ということにも関係してくるのではないかと考えられる。 

 

 続いて、STEP４情報共有にうつります。これについては３段階に分けて情報を分かち合い

たい。１つ目は徳島市がこれまで協働事業に取り組んできた状況について、アンケート結果

よりとなっているが、それ以外の部分で、事業別の協働の件数、形態についてどのような取

り組みがあったか説明していただきたい。 

 

徳島市の状況（アンケート結果より） 

（事務局） 

 徳島市の協働の取組事業としまして、平成１７年度から平成２３年度までの取組につきま

して説明します。 

 まず、協働事業の推移（全体）としまして、協働の取組のある課はほぼ横ばいだが、協働

事業の件数は増えている状況が見受けられる。（平成１７年度２７件→平成２３年度８６件） 



 次に協働事業の推移（手法別）では、委託、公共施設アドプト、補助等の手法は横ばいな

のに対し、共催・後援・事業協力の手法が増えている。（平成１７年度１３件→平成２３年度

→２９件） 

 また、協働の意向についての庁内アンケート調査（調査対象６８課）では、事業について、 

⑴協働で取り組めそうな事業がある  １２課 

⑵協働で取り組めそうな事業はない  ４７課 

⑶どちらともいえない            ９課 

という結果であった。次に、協働の取組を進める上で必要だと思われるものとして多かった

意見が、①協働相手の育成②他都市の成功事例集③予算の優遇であった。 

 

 続いて、協働支援事業終了後に NPO／行政双方が記入した「協働の課題」を抽出したも

のについて、１０項目に分類を行った。（分類別にキーワードのみを記載） 

（意思疎通・連絡体制） 

・意思疎通に時間がかかった（NPO） 

・行政側に十分な引き継ぎができていない（NPO） 

・共通認識を持って各事業に取り組むことができなかった（NPO） 

・前もって打ち合わせが必要だった（行政） 

・それぞれの可能性を最大限発揮できる体制の構築が必要（行政） 

（多様な主体との連携） 

・幅広い分野の法人、個人との連携を広げることで、継続した事業に発展（NPO） 

・関連する課も協働に加われば、もっと大きな効果が得られる（NPO） 

・いろんな課の職員が協働に参加できるように庁内の理解と協力が必要（行政） 

（役割分担） 

・協働をすすめる上で、どこまで、課ですべきか戸惑った（行政） 

・対等な立場、関係で役割分担をし、共通理解が得られた（NPO／行政） 

（継続性の担保） 

・無理なく縛りのない関係で協力し合えるのが継続性を考えるベスト（NPO） 

・お互いにどのような目的で継続していくか考えることが必要（NPO／行政） 

（スケジュール調整） 

・時間調整の難しさ（行政） 

・互いの進捗状況の把握が大切（NPO／行政） 

・余裕を持ったスケジュールの組み方を考える（行政） 

（協働への疑問） 

・事業の側面支援に留まった（行政） 

・広報程度だったので、NPO単独でも実施可能な事業だった（行政） 

（事業内容） 

・市と協働のため、会場が徳島市内に限られる（NPO） 

（協働の手法） 

・広報以外の協働の方法（行政） 

・もっと積極的な広報（行政） 

（意識の違い） 



・方向性の違い（NPO） 

・温度差がありすぎる（NPO） 

・NPO も協働のあり方について学ぶ必要がある（行政） 

（協働の理念） 

・公共サービスとしての位置づけが大切（NPO） 

・双方とももっと住民に参加してもらえるようにもっと活動する（NPO） 

 

 続いて、協働の取り組み状況（※NPO法人活動分野別）ですが全４６２事業のうち、第１

号は３２事業が該当しました。こちらは、保健、医療、又は福祉の増進を図る活動で、「広報

番組手話挿入事業」、「元気高齢者づくり事業」などが該当します。 

第２号は５０事業が該当します。社会教育の推進を図る活動で、「文化ボランティア育成

事業」や「中央公民館まつり」が該当します。 

そして、最も多かったのが、第３号のまちづくりの推進を図る活動で、１０２事業該当し、

「LEDアートフェスティバル」、「吉野川フェスティバル」に見られるように多くの市民参加の促

進を図り、まちづくりを行っている事業が多くみられた。 

第６号は７８事業あり、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動で、犬飼農村舞

台のふすまカラクリをはじめ文化財の保護や芸術やスポーツに関する事業が多くあった。 

第７号は７２事業あり、環境の保全を図る活動では、「出前環境教室」などの環境保全の

啓発事業や、環境衛生組合などの一斉清掃活動が該当します。 

※NPO法人活動分類：特定非営利活動法人の定款に記載された活動分野。NPO法人が定款の設立目的や

設立趣旨書に記載する「主たる活動内容」は法律で定められた２０分野の非営利活動のいずれかに該当しな

ければならない。 

 

以上のように、徳島市での協働の取り組みについて、手法別、NPO法人活動分野別に

分類してきたが、その中で、徳島らしさが少しでも見えればいいと思います。 

 

 

（進行役） 

 簡単に振り返りますと、事業推移として、協働事業自体は増えているが、協働に携わる部

署については、あまり変化がないとう状況が見られる。そんな中で、直近のデータで、市民

との協働の取組ありと答えた課が３０課あるが、協働で取り組めそうな事業がある。と答え

た課は１２課ということで、悪い深読みをすればあまり歓迎していないと読めるような数字が

出ています。 

それから、協働に必要なものということで、行政側からもいくつか制度上の提案も読み取

れるかと思う。課題として大きく分けて１０項目あるが、「前提」でもあったような、コミュニケ

ーションの問題、意思疎通の問題、あるいは、役割分担の問題、継続性をどのように担保し

ていくかということがないと一過性の活動にとどまってしまうための仕組みづくり。また、スケ

ジュール調整の難しさも伺える。 

次に、協働の疑問では、行政側の意見だが、広報程度の協働に留まったとあったが、協

働イコール１対１のパートナーだと捉えるのではなく、１対９９、５０対５０あるいは、９９対１と

いうのも立派な協働であり、そのあたりは協働の理解の問題と考えられる。 



事業内容については、徳島市の協働なので、活動が徳島市内だけでいいのかということ

も今後考えていかなければならい。 

協働の手法についても、１つ目は、協働の形態の多様性の問題、２つ目は徳島市が持っ

ているチャンネルをうまくいかした広報をしていくという課題がある。 

意識の違いでは、協働というものを同じ定義で理解していくことがすごく大切である。また、

協働の理念についても同じ課題であると思われる。 

 

それから、分野別の協働の取り組み状況であるが、これを徳島らしさと読み取ってもいい

のかもしれません。多いのが、第３号（まちづくり）、第６号（学術、文化、スポーツ）、第７号

（環境保全）ときて、次いで第２号（社会教育）、第４号（観光）、第１号（保健、福祉）となって

いる。 

一方第１７号（職業訓練）、第１８号（消費者保護）、第１５号（科学技術）、第１４号（情報

化）、第１２号（男女共同）、第１１号（国際協力）の分野はこれまで、あまり協働事業ではや

ってこられなかった。これだけでは、これらの分野での民間活動が活発でないとは言えない

が、少なくとも、協働の多かった事業については、徳島市と民間団体との関係が築きやす

い分野だったと読み取れるのではないかと考えられる。 

最後に手法別の協働の取組み状況ですが、これがこれまで徳島市が協働としてとらえて

きた関係の持ち方ということで、今後、これをどうしていくのか、あるいは、新たに、全て違っ

た関係もあるのかどうか、というのが、検討していく課題だと考えます。 

 

つづきまして、２つ目に移りまして、中間支援の現状と課題と書いているが、これまで、セ

ンターが関わってきた中で感じたこと、聞こえてきたことを報告いただきたい。 

 

＜発言要旨＞ 

中間支援の現状と課題 

（徳島市市民活力開発センター 岸田委員） 

 徳島市市民活力開発センター（以下市活センター）では徳島市協働提案事業支援制度に

ついて、申請する NPO団体のサポートを平成２１年度から行っていますので、平成２１年度

から平成２３年度までの支援状況と、NPO側の生の声を発表したいと思います。 

 市活センターでは、NPOの利用に当たっては団体登録制をとっております。 

また、県内の NPO法人数は３００団体超あり、うち徳島市内を活動拠点とするものについ

ては約１３０団体で、うち、６３団体が市活センターへ登録しております。また、法人格を持た

ない任意団体も１１５団体登録しており、計１７８団体が登録（平成２４年１０月末）していま

す。 

 次に、登録団体を活動分野別に振り分けた場合、約半数の５２％が「保健福祉、子どもの

健全育成」という部分に該当し、ＮＰＯ法人数もこの数字に比例していくという状況です。続

いて、「まちづくり」、「社会教育」という順で推移し、市活センター利用頻度の多い団体もこ

の分野で推移している。また、事業連携など、一緒に事業を進めることが多いのは、「まち

づくり」団体であります。 

 



 次に、これまで、徳島市が行ってきた、協働提案事業支援制度について、平成２１年度か

ら平成２３年度までの、応募数、採択数、予算額については微減傾向にあります。 

その中で、市活センターがどういった支援を行ってきたかというと、平成２１年度には、協

働事業に対する説明会として、概要説明をはじめ、以前に協働事業を行った団体の生の声

を紹介したほか、申請書の書き方等についてもアドバイスを行った。平成２２年度からは、

協働提案事業申請時に事業担当課への同行を開始するとともに、説明会に参加できない

団体への、出張相談会も行った。平成２３年度からは、公開プレゼンテーションに備えた資

料の作成及び発表の方法もサポートしている。 

こういった取り組みに対し、説明会への参加団体数は減少（H２１年度３２団体→H２２年

度２０団体→H２３年度１５団体）しているのに対し、事業に対する相談があった団体数（H２

１年度７団体→H２２年度１２団体→H２３年度１５団体）及び説明会・相談会を経て継続的に

サポートした団体数（H２１年度３団体→H２２年度５団体→H２３年度８団体）は増加してい

る。これは、協働提案事業の周知については、NPO側に関しては出来てきているのではな

いかと考えられる。また、申請数に応じて相談件数も比例して増えてきていると考えられ

る。 

次に、主な相談内容（申請検討段階）では、協働提案事業の制度説明をはじめ、お金の

ことや事業実施から報告までの流れ、採択されやすい方法、あるいは、事業内容が協働事

業に該当するかどうかまで様々な相談があった。 

申請決定後の相談では、事業内容がどこの課が担当しているのかが分からないという

相談や、行政にたらい回しにされた、また、事業内容のすり合わせの部分で、担当課との

合意形成が図れないといった相談もあった。 

また、その他、NPO側の意見として、春先から５月の連休の時期をメドに事業を行いたい

がどうにかならないかという意見（協働提案事業では、４・５月頃に事業受付、６月頃にプレ

ゼンテーション、７月頃に採択、８月末、９月初旬頃から年度末にかけ事業実施のため、実

際約７カ月しか事業実施期間がない）や行政側が抱える現状の課題を知るために、各課に

おいてプレゼンテーションを行えないかといった意見も見られた。 

これらを踏まえたうえでの、中間支援組織から見る協働の課題としては、NPO、行政双方

ともに、理解を深めることが重要であり、具体的には NPO側に対しては、行政の施策や担

当課がどのような業務に取り組んでいるかを事前に調べていないケースが多かった。 

また、行政側に対しては、NPOが担当課を訪れた際、「わからない」、「他の課では・・・」

など、協働提案事業に関して知らない、または乗り気ではないのか、と感じるケースがしば

しば見られたため、庁内での合意形成なり、情報共有が必要だと感じた。 



 

（進行役） 

 仲介機能としては、NPO側には市活センターがあり、また、行政側には、市民協働課とい

う窓口があるが、行政側では、そこから先の担当課との意思疎通が十分じゃないと感じて

いる NPO団体の生の声というものが多く見受けられた。このような状況をどのように解決し

ていくかを皆さんと一緒に考えていけたらと思います。 

 

 

 引き続き、３つ目（協働事業を通じて感じた課題）に移ります。ここにいる皆さんは、市役

所の職員、NPOあるいは、民間団体の方もそうですが、何らかの形で協働ということで行政

と手を携えて事業を行った方なので、皆さん方が協働事業を通じて感じた課題をふせんに

書いてほしい。 

  

各委員より出された意見をキーワード別に（補足）を交え箇条書きにした。 

【NPO の体制】 

・法人構成員の高齢化（やってきたことを次の世代へどう伝えていくか） 

・団体内の温度差（温度差のある人同士で事業を行うため、まとめるのが大変） 

【関係づくり】 

・NPO を困らせたこと（申請時に訪れた課で、行政の理解度が低く困ってしまった） 

・面識のない団体は行政に冷たくあしらわれる可能性が高い一方、知り合いになると手

厚くやってくれるので、新規団体は心が折れる（たらい回しのあげく結論がでなかった） 

・協働先の課以外からは情報がもらえない。情報の共有化が図れない（縦割りの弊害） 

・歩調を合わせる。特に行政側が NPOのスピードに追いつけない（民間、行政での意思

決定の方法に違いがあるため難しい） 

・協働する分野が複数課に関係するが、一方だけが協働事業をすることになった（行政

側にも各課の橋渡しを行ってくれる課がほしい） 

・協働主体の本来の目的をどのように生かしていくかが課題（今まで目が付けられなかっ

た部分をどううまくとりくんで行くか） 

【協働への認識】 

・協働定義が個々人によって違うので、期待を裏切られることも（協働のあり様と果たす

べき役割分担が重要） 

・「協働で取り組めない事業とは？」、「行政にしかできないサービスとは？」があいまい

でないかと思う（異なるセクターが一緒に手を組むことで、よりよいものが出来る分野の

共通理解及び方法を考える） 

【継続性】 

・継続（次年度に事業を継続ができるかどうかわからない） 

【コミュニケーション】 

・情報、活動内容・活動方法（具体的な情報がもらいにくかった） 

・情報の共有（検討事項が多く、一方的な考えになってしまい共有できない部分があっ

た） 



・早期の協議が必要。早い段階からの話し合いができていない（予算要求は前年から行

うため、早い段階での相談が必要） 

・行政と NPO法人との間で内容が同様であったため十分な打ち合わせを省いてしまう

（細部での方向性などの摺り合わせができなかった） 

【事業制度】 

・出来高払い⇒事業費の確保（補助金の場合後払いのため、つなぎの資金が必要だっ

た） 

・書類が多い（スピーディーに活動するには、事務手続の簡素化も必要） 

 

【スケジュール】 

・事業スケジュールの組み方が難しい（事業期間が決まっているため変更が難しい） 

・休日に事業を行うことが多かったので、公園緑地課の職員に迷惑をかけた（活動は休

日が多いため、心苦しかった） 

 
  

休憩を挟んだ後、課題の解決策についてフリーディスカッションを行った。 

 

（進行役） 

 続いて STEP５「課題の解決と徳島らしい協働を考える」へ移り、課題を解決する方法とし

てこんなものが考えられるんじゃないか、また、徳島らしさとして、先に発表のあった事業分

野、事業実績の数もそうだが、それ以外にも徳島には１３８の河川があり、中心部に眉山が

あり、城山があるという地形上特徴のあるまちであるというような地勢、自然、水と緑、それ

から阿波踊りをはじめ文化歴史等々あるが、そのあたりがヒントとなって徳島らしさが導き

出せればいいと思う。そのあたりを念頭に置いた上で、まずは、課題の解決策についてふ

せんに書いてもらいたい。 

 

各委員からだされた意見を課題別に（キーワード）を添え箇条書きにした。 

 

【意思疎通・連絡体制】 

 ・（顔の見える関係づくり）見える化 

 ・（市の受け入れ体制）協働の提案に対し、担当部署と調整する窓口が必要 

               市側の受け入れ体制 パイプ役・信用制度 



 ・（情報交流サイト）行政：困っていることを HP で提示 

             NPO：解決策を提案・企画。そして実行へ。手段？ 

 ・（交流の場づくり）目的の共有化をするために、お互いの活動を紹介する場を設ける。 

             NPO：活動の目的・内容 

             行政：事業紹介、課題等 

 ・（中間支援の充実）中間支援体制の整備 市活センターの機能 UP？ 

 ・（目的の共有）互いに同目的を理解し合う。特に互いの主張するところを聞き改善してい

く。 

【多様な主体との連携】 

 ・（セクショナリズムの見直し）組織の壁の低さ 

 ・（ネットワーク型の協働）同様の事業内容であっても手法や対象が違う等、特色が違え

ば、複数団体と協働してもよいのでは？ 

                ボランティア団体の協働化 相乗効果 

【役割分担】 

 ・（中間支援の充実）連絡体制・役割分担→NPOの組織づくり指導の強化 

【継続性の担保】 

 ・（事業の複数年度化）翌年度予算の「約束」扱い 

 ・（人事・引き継ぎ）協働事業をやっている担当者は、事業が継続中は担当（人事）異動し 

            ないよう配慮する。 

 ・（事前協議の仕組み）次年度の計画を早めに協議する仕組み 

 ・（事業評価）継続性の担保→補助金の支援（長期）のためのモニタリング 

【体制】 

 ・（市の受け入れ体制）何でも相談課→市役所内のことは何でも知っているベテランで超 

               スーパーコーディネーターへ 

 ・（中間支援の充実）行政と NPOの間に立つ第三者 

【市民ニーズの把握】 

 ・（クラウドファンディング）市民ニーズに対しての市民によるクラウドファンディング 

                 ニーズの把握 

【事業内容】 

 ・（事業の多目的化）活動の目的を広げる。例）まちづくりの推進事業活動をしながら人権 

              の視点を入れる。環境問題の活動の中に男女共同参画促進を図る 

              活動をする。 

 ・（事業目的の公益性）できるだけ多くの市民の利益につながるもの 

 ・（ミッションの達成）各協働主体の第一義的目的を達成するもの 

 ・（徳島らしい事業）徳島の良いところは何か 良くするためにはどんな事に力を入れるか 

             多様な主体との連携 川・海・山を活かした ヨットハーバー計画 

             海の駅 

【その他】 

 ・（成果の広報）広報・PR・人集め 協働事業の成果を知ってもらう 

 ・（事業評価）アンケート→よりよいものにしていく 

         お金の使途も含めた事業後の報告会の充実 



 ・（事業化の仕組み）協働支援で実績となれば担当課の事業として策定するしくみづくりを 

              してほしい 

 

＜意見が無かった課題＞ 

【相互理解】 

【スケジュール調整】 

【予断を持たない】 

【協働への疑問】 

【意識の違い】 

【協働の手法】 

【参加しやすさ】 

【協働の理念】  

  
 

（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きたい。まずは、意思疎通・連絡体

制からお願いします。 

 

（会長）体制とも関係するが、市役所内部が分からないから押し所が見えずうまくいかない。

逆に分かっていれば、新しいそこにある穴を埋めるような NPOの活動も出てくるかもしれな

い。 

 

（委員） 

市役所を訪れる NPO について窓口となって調整する担当が必要 

 

（委員） 

時々、ある団体が、突然、「○○というボランティアをやりたいから後援をしてほしい」と言

われても、信用出来る団体がどうかかも分からないため困惑した。 

 

（委員） 

やりたいこと、やってほしいことを行政、NPO、市民が HPやサイトで公開し、双方向の意

見が見えるようにする。 



 

（委員） 

 行政側が事業化していくには、計画・予算化等の余裕が必要。NPO側も含め互いに目的

や事業紹介をする場があればいい。 

 

（委員） 

 市活センターは今も機能しているが、どちらかと言えば NPO よりなイメージがあるため、

本当に中立的で、かつ予算も持ち、スタッフもいて、行政のノウハウも持っているような組織

になれば、双方のニーズも聞け、事業の実施もスムーズにいくのではないかと思う。 

 

（岸田委員） 

 行政と NPOが協働する際に最初の関係性を埋める上で行政側の担当課の振り分けや

NPO側の説明が出来る第三者機関があって、担当課・NPO・中間支援組織（第三者機関）・

市民協働課の４者間で話し合いが出来れば事業実施ももっとスムーズで、「見える化」も出

来ると思うが、マンパワー不足など多くの課題もある。 

 

（委員） 

 いい関係を築いていくためにも、互いの主張をしっかりと話し合い悪いところは改善する。 

 

（進行役） 

 関係づくりという意味で、振り返ると、明らかに「見える化」ということになる。見える化とは、

行政の中身が見える。（どの課が何をしているか） 同じことが NPO にも言え、どんな団体

が何をしたくて活動しているのかが見えるということで、それをどういう形で結びつけていく

かが大切である。 

 また、第三者機関とは、協働を推進するうえでの協働でないかと思う。市役所には市民協

働課という窓口があって、一方で市活センターがある。両者は委託関係にあるが、ここが本

当の意味でのパートナーシップを推進していく関係になっているのかどうかが重要になって

いくのではないかと思う。 

 続いて多様な主体との連携へ移ります。 

 

（会長） 

 協働事業とする前に行政内部で先に解決できる課題もあるのではないかと思う。 

 

（委員） 

 同じような事業でも、色々な団体が出てきた方が広がりも生まれ、いいものができるので

はないかと思う。また、受益者の目からみても選択の幅が広がる。 

 

（委員） 

 よく似た活動をしている団体が集まって話し合う機会をつくることができればよりよい活動

につながり相乗効果もうまれる。 

 



（進行役） 

 続いて役割分担につて 

 

（委員） 

 中間支援をより充実させ、組織づくりの段階からしっかり指導を行い（受け）、活動を行う

段階でもしっかり指導やモニタリングができるような仕組みづくりを行うことが大切である。 

 

（進行役） 

 続いて継続性の担保という課題にうつる 

 

（会長） 

 事業継続中の事業費の確約を保障する仕組みも大切になってくる。 

 

（委員） 

 なかなか難しいことだが、事業継続中は人事異動が出来ないような仕組みづくりも必要で

はないか。少なくともマインドだけは継続してもらいたい。 

 

（委員） 

 行政の中間的支援を行う部署と予算の裁量権の仕組みが重要。 

 

（進行役） 

 続いて事業内容の課題にうつる 

 

（委員）それぞれが活動していく中で、人権であったり、男女協働参画といった問題をどのよ

うに仕組みに生かしていくかということが大切である。 

 

（委員） 

 本来の行政の指針（全ての市民に平等）に沿ったものが市民の協力を得やすく大切なこ

とである。また、行政、企業、公民館、学校等の主体の一番重要な目的を考え事業すること

も大切である。 

 

（委員） 

 徳島の良いところに気づいていない（自然、歴史等）ものがあるため、もっと PR し協働に

おいて発展させていく。 

 

（進行役） 

 市民ニーズの把握にうつります 

 

（委員） 

 若者が参画できるようなまちをつくるためにもインターネットの活用も大切だと思う。 

 



（進行役） 

 課題解決の方法として、相手が見えるというのが重要で、そのために、中間支援の機能

強化、行政側の窓口の強化、また、行政内部の体制の話になるが、組織の壁が下がり協

働していく中で、担当者それぞれが同じマインドでやっていけるような体制になってほしい。 

 また、継続性を担保していく中で、仕組みの提案としては、モニタリングを絡めるなどによ

って、よりよい事業継続や市民サービスの向上につながると思います。 

  

 続いて「徳島らしさを」キーワードに何でもいいのでふせんに書いてほしい 

  

 各委員からだされた意見を課題別に箇条書きにした。 

 

【地勢・自然】 

 ・美しい山、川。自然を生かした活気ある町づくり 

 ・街の小ささ。人口の少なさゆえのまとまり 

 ・眉山からの夜景がきれい 

 ・海が近くてきれい 

 ・自然が豊か 

 ・豊かな自然・多くの川・橋 

 ・自然環境とのつながり。地形、川（水）、緑…を生かした生活、仕事。 

 ・世界に誇れる水 

 ・自然環境のすばらしさ→活用（保全への努力） 

【文化・歴史】 

 ・「あわおどり以外何もないけんな」という口ぐせ 

 ・和菓子がおいしい 

 ・歴史遺産の保存・活用 

【社会情勢】 

 ・意外と保守的・排他的 

 ・地域住民同士のつながり（祭りごとなど） 

 ・通塾率が高く教育熱心 

 ・保守的 

 ・慎重、堅実性 

 ・若者が徳島を離れる。（雇用支援）（起業支援） 

 ・高齢化→暮らしの困ったことの支援 

 ・高齢化→交通の支援（移動手段）・確保 

【政策・課題】 

 ・前提としてまずは協働を考える 

【その他】 

 ・中央公園、自然、イベント、歴史 

 ・活動の目的をはっきりと。多くの人に門戸を開いた活動にしたい。 



 
 

（進行役） 

 徳島らしさというので、豊かな自然に恵まれたまちを舞台にみんなでこのまちを良くするた

めにパートナーシップ型でやっていく。全ての人に門戸は開かれていて、このまちの持つ歴

史や文化を生かしながらやって行く。というイメージになってくると思います。 

次回はこれらを踏まえて徳島らしい協働を検討していきたいと思います。 

 

 

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などについて

説明し、閉会した。 

 

☆次回（第４回）は１２月５日（水）１３時３０分から、徳島市役所５０１会議室で開催 

 


