
第４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１２月５日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：徳島市役所５０１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、岩

野委員、岸田委員、橋本委員、矢部委員、山本委員） 

行政職員：３名（環境保全課、公園緑地課、危機管理課） 

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 

         フリーディスカッションまとめ（課題の解決策と徳島らしさについて） 

ＳＴＥＰ ４： 徳島らしい協働を考える－１ 

        ①協働とは（協働の定義） 

        ②協働の意義（これまでの議論を再整理） 

        ③協働の形 

ＳＴＥＰ ５： 徳島らしい協働を考える－２ 

        ④協働の原則・ルール 

          ・両者に共通 

          ・行政 

          ・NPO 等 

        ⑤分野 

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３回 平成２４年１１月２１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ということで、前回は、それぞれ皆さんが協働事業を

経験された中で感じた課題というものについてですが、大きく分けると、「NPOの体制」、「関



係づくり」、「協働への認識」、「継続性」、「コミュニケーション」、「事業制度」、「スケジュー

ル」に分けられる意見だったと思います。 

まず、「NPOの体制」ですが、構成員の高齢化であるとか、構成員内の事業に対する温

度差が感じられるという意見があった。次に、「関係づくり」では、協働対象の課以外からは

なかなか情報がもらえない、協働主体の本来の目的をどう生かしていくのかといった意見

がった。「協働への認識」では、協働では取り組めない事業（行政では出来ないサービス）

が曖昧ではないかという意見があった。「継続性」では、継続をどう担保していくかという意

見があった。それから、「関係づくり」と言い換えてもいいのかもしれないが、「コミュニケーシ

ョン」では、情報をうまく共有出来ていない、また、事業化をする上で、協働を協議する場が

あればいいのではないかといった意見もあった。「事業制度」に関連しては、補助金を出す

場合、出来高払いとなるので、中間払いも出来るような制度があれば良い。という意見や、

申請などの書類が多いといった意見があった。最後に、「スケジュール」の分類では、年間

のスケジュールの組み方がおかしい（実質、７ヶ月しか活動機関がない）や、市民側の活動

が休日に偏りがちのため、行政側に迷惑をかけた等といった課題があげられた。 

 

次に、それらを踏まえた課題の解決策ということで、市民協働課が、これまでの協働事業

についてのアンケート調査を基に課題整理を行っているが、「意思疎通・連絡体制」での解

決策として、顔の見える関係づくり、市の受け入れ体制の確立、web等を活用した情報交流

サイト、あるいはweb上ではなく、実際に意見を交換できる交流の場づくり、また、中間支援

の充実やきっちり目的を共有していくということ、があげられた。 

次に、「多様な主体との連携」では、セクショナリズムの見直しやネットワーク型の協働が

あげられた。 

また、「役割分担」でも、中間支援の充実があげられた。 

「継続性の担保」については、事業の複数年度化や人事の引き継ぎ、事前協議の仕組

みあるいは、モニタリングの取組みといったものがあった。 

続いて「体制」に関しては、市側にも協働を取り持つ体制、特に、ベテランスーパーコーデ

ィネーターのような存在が必要ではないかとの意見があった。 

「市民ニーズの把握」では、クラウドファンディングのように、いいなと思った事業に対して

賛同し寄金を募金していくような仕組みもいいのではないかという意見があった。 

「事業内容」については、事業の多目的化ということで、活動目的の中に社会的なテーマ

を持って取り組んで活動していくことや、事業目的の公益性も考えなければならない。また、

ミッションの達成、徳島らしい事業についても大切という意見があった。 

最後に「その他」では、成果の広報、事業評価、事業化の仕組みがあげられた。 

 

次に徳島らしさって？ということで、「地勢・自然」、「文化・歴史」、「社会情勢」、「政策・課

題」をキーワードとして意見をもらいました。 

まず、「地勢・自然」では、山河が美しい、街のコンパクトさゆえのまとまり、眉山からの夜

景がきれい、海が近くてきれい、世界に誇れる水があるなど、自然に大変恵まれたまちで

あるということが改めて実感できます。 

「文化・歴史」では、「あわおどり以外何もないけんな」という口ぐせや和菓子がおいしい、

歴史遺産の保存・活用という意見があげられた。 



「社会情勢」では、意外と保守的・排他的、とか地域住民のつながり、通塾率が高く教育

熱心である、保守的、慎重・堅実、若者が徳島を離れる。（雇用支援）（起業支援）、高齢化

についても、暮らしの困ったことの支援や交通の支援といったことがあげられた。 

最後に「政策・課題」では、前提としてまずは協働を考えるというスタンスが大切という意

見があった。また、「その他」として、徳島中央公園を中心とした自然・イベント・歴史等の活

動を行うことや、多くの人に門戸を開いた活動にしたい。といった意見があった。 

 

続いて、STEP４徳島らしい協働を考える－１ へうつります。前回は徳島らしいということ

で考えてもらいましたが、協働ってどういう風に定義付けされているのかということをまず、

皆さんで共有しながら、徳島で考える協働をどう定義付けるかを少し議論していきたい。 

 

徳島市が職員向けにつくった資料で、徳島市とNPOとの協働を推進するための、徳島市

職員のための協働化ガイドラインに、「協働とは、別々の非営利団体（行政や NPO）がそれ

ぞれの自主性を失わず、対等な立場で、相互理解の下に、資源（ひと、もの、かね、そして

情熱）を持ち寄って、共通する「公共的」目的実現のために活動すること」と定義している。 

また、他自治体の協働の定義として、（松下啓一著 「市民協働の考え方・つくり方」より） 

［自治基本条例］ 

  地域社会の課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を

尊重し、協力して取り組むことをいう（杉並区） 

［市民参加条例］ 

  市民と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づいて相互に補完し協力する

ことをいう（箕面市） 

［市民協働支援条例］ 

  市民等、事業者及び市が、お互いの提案に基づいて協力して実施する社会に貢献する

事業をいう（大和市 協働事業の定義） 

［協働指針］ 

  県とボランタリー団体等が、共通の目的を達成するため、県又はボランタリー団体等の

提案に基づき、事業の目的や内容について双方で協議を行い、それぞれの果たすべき

役割を明確にした協定等を結び、協力して公益的な事業を実施することとする」（かなが

わボランタリー活動推進指針） 

  協働とは、様々な主体が、主体的・自発的に、共通の活動領域において、相互の立場

や特性を認識・尊重しながら共通の目的を達成するために協力することを言う（あいち協

働ルールブック） 

［報告書］ 

  公益活動の共通目標を達成するために、パートナーの立場を尊重した対等の関係で、

事業委託や共催、補助金提供などの形で協働事業を行い、活動の成果を相乗効果的に

創出させる、分権社会の実現を目指した戦略的な行為（吹田市市民公益活動協働推進

研究会報告書） 

 

とあるが、自主性、目的が共有している、それぞれの立場を尊重する、というあたりはど

れも共通しているのではないかと思う。 



 また、「協働」という言葉をインターネットで検索してみると、色々なことばが出てくるが、

（※はてなキーワード）に書かれていたものについて簡単に紹介します。 

※はてなキーワード：特定の言葉の意味や、そのキーワードを使っているブログ（口コミ）情報を効率よく知る

ことができるサービスで、ユーザーによって、新しいキーワードページが日々作成・編集されている。 

 

 「協働」とは異なる主体が何らかの目標を共有し、ともに力を合わせ活動することをいう。

まだ、一般的な概念ではないが行政や NPOの現場で、パートナーシップのあり方を表現す

る概念として少しずつ普及がすすんでいる。 

 元々、協働の概念を発案したのは、アメリカのインディアナ大学の政治学教授ヴィンセン

ト・オストロムだといわれており、その著書のなかで「Ｃｏｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」という用語が用いら

れている。英語で「Ｃｏ」は「共同の、共通の・・・・」という意味であり、これに「Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

（生産、産出、成果）」を結びつけて作り出された造語であるが、これを日本語に訳す際に

「協働」と訳したことにより、日本語として協働の語が生まれた。 

よって、「協働」は古くから日本社会において使われてきた概念ではなく、近年になって造 

られた造語であるため確定した定義があるわけではなく論者によってニュアンスが微妙に

異なることがある。 

 日本における代表的な協働の基本方針として有名な、通称「横浜コード」が設けられてい

るがその中で協働については、「公的サービスを担う異なる主体が、地域課題や社会的な

課題を解決するために、相乗効果をあげながら、新たな仕組みや事業を創りだしたり、取り

組むこと」としている。 

 また、他の協働の定義として共通しているのは、単に一緒に取り組むということを意味し

ているのではなく、目的意識を共有し共通の目標に向かって達成に力を尽くすことや、NPO

と行政が対等の立場で互いの特性を活かすことで事業遂行等に対しての相乗効果を期待

していることが読み取れる。協働の概念の理解において、こうした点が特に重要であるとい

える。 

 

 ここでのキーワードとして、「目的意識の共有」、「共通の目標に向かうこと」、「対等の立

場で互いの特性を活かすこと」、「相乗効果を期待すること」と言えるのではないかと思う。 

 

 

 続いて、協働の意義にうつり、前回までは、徳島市との協働の事例を通じて感じた協働の

効果について議論してもらったが、もう少し広く見て、色々な市民団体等が市役所と一緒に

協働事業を考える場合、こういうことに繋がっていくのではないか。また、こういうことに有効

ではないか。といったこと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箇条書きにした。 

【市民ニーズに細かく答えられる】 

 ・住民ニーズにこたえ、更なる発展をする住みよい地域づくり 

 ・行政が十分に対応できないサービスを市民ニーズに答える形で提供する 

 ・互いの相乗効果で市民サービス等の向上 

 ・市民ニーズ実現のため、市民も参加活動の広がりがあった 



 ・真の市民生活の向上 

 ・「行政まかせ」にしない、官民とも意識づくり 

 ・住民自治（自分のことは自分で決める）の心が生じる 

 ・市（まち）を自分のモノと実感できる 

 ・市民に気づきの機会をあたえる 

 ・対等になると真の民主主義になるかも 

 ・社会参加意欲の向上 

 ・互いの特性を生かして課題解決の方策を考えることが出来る 

【行政に関すること】 

 ・行政が情報をひとりじめできなくなる 

 ・市役所の仕事が減る 

 ・文句だけ言ってくるクレーマー市民に「じゃあ、その課題を解決するために一緒にやりま

しょう！」と言えば、実行するのが大変なので、少しは行政へのクレームも減るかも？ 

 ・自己実現の可能な地域づくり 

 ・市民は「言いっぱなし」、行政は「聞きっぱなし」にならないための協働 

【その他】 

 ・政治家と官僚の問題とよく似ている（市民と行政の間柄） 

 ・徳島＝何をやってもおしい、あと一歩。ポテンシャルはある 

 ・パートナーシップ⇔コラボレーション⇔プロダクション 

 ・協働とは？＝Ｃｏ－Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ（生産）徳島にとって有意義なものを生み出す活動 

 ・協働の意義 官民一体となって素敵な徳島をつくるということ。大きな目的の共有化（細

かい目的の各事業者への振り分け） 

 

（進行役） 

 続いて、協働の形を考えると、一般的に、協働には、「委託」、「（事業）協力」、「補助」、

「（事業）共催」、「後援」等があると言われており、「委託」は、委託契約を結んで、ある目

的を達成する等に用いられる。「（事業）協力」は、例えば、ある事業のため、会議室の提

供もあれば、印刷用の紙を提供するというのもある。「補助」は、協働提案事業支援制度

であったように、活動費の一部を補助し使途を委ねるといったこともある。次に「（事業）

共催」ではその名のとおり一緒に事業をやることをいう。最後に「後援」であるが、事業に

対し市のお墨付きを与える。というふうに言われています。 

 



（会長） 

  「委託」というのは、本来、市がやる事業や課題をお金を出して別の主体に委ねることを

言うのではないかと思う。それとは逆にそうじゃない事も含めて、やりたい事に対してお

金を出す。という意味では、「（事業）協力」と並べてもいいかと思います。また、「後援」に

ついては、市の所定の手続を定め、市の了承を得る。ということであると思います。 

 

（進行役） 

  続きまして、先の５つのカテゴリーも含めて、NPO側から行政側へ、こういう応援があれ

ばいい。あるいは行政側から NPO側へこういう形で協力してくれたらありがたい。といっ

たことがあればアイデアをだしてほしい。 

  

 ちなみに、徳島市の協働化ガイドラインの中では、「後援」、「（事業）協力」については、金 

銭的なやりとりを伴わずに、社会的信頼を高めるために協力すること。 「共催」は、共に主 

催者となりイベント等期間限定の事業を実施するもの。とある。 

また、この中に「実行委員会検討会」というのもあるが、それは、共同で実行委員会検討

会を組織し、一定のテーマ、事業について、実行や検討を行うということで、この市民会議

もこれに該当するのではないかと思う。 

次に「補助」であるが、NPOが行う事業について、金銭的給付を行う。とある。あくまで、

NPO育成のための支援ではなく、NPOが行う事業のうち公共性が認められる事業を活性

化し活動領域を深く広く広げることを奨励する。ただし、長期にわたり同一団体の同一事業

に対し交付するものではない。とある。 

次いで、「委託」については、本来行政が実施する事業等のうち NPOの特性と能力を活

かして実施したほうが効果的と認められる事業については契約により委託する。とある。 

それ以外にも、「指定管理」というものも入っており、これは、委託の一形態だと思うが、

公の施設の運営管理を指定管理者制度により任せるというもの。 

といったものがこの協働化のガイドラインには掲載されています。 

 

それでは、これらを踏まえてふせんに意見をお願いします。 

 

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。 

【中間組織】（ガイドライン職員向け） 

 ・専門能力で色々指導（導いて）ほしい 

 ・申請書類、手続き、記入作成の指導（行政への申請書類は、複雑で、団体の設立時の

成り立ちから書かなければならない場合もある。） 

 ・後援、共催申請資料のひな形。書き込むだけで OK なものを市役所で共通化させてほし

い（新規参入の団体の場合、ひな形などがなければ、申請書類１式書くのさえ難しい。） 

 ・同じイベントでも職員さんによって求めてくるものが違いすぎているのでイベントのガイド

ラインを作ってほしい（担当者によって温度差があり質が変わってくる。ガイドラインがあ

れば、同じ対応を受けることが出来る。）（初めてのことだと、担当者も調べながら対応す

るのが現状である。そのため、ある程度のガイドラインは必要かもしれない。それを基に

それぞれの担当が判断をして内容に応じた対応ができるとよい。行政） 



【行政】（広報） 

 ・事業内容について行政を通じて広報してもらえるとありがたい（直接１件ごとPRに出向く

のは大変である。事業内容を予め知ってもらえれば、出前事業に行くことが出来る。） 

 ・広報の拡大 情報の入手（行政はネットワークが広く、平等である。） 

 ・「広報」活動、対市民、マスコミ、他団体 ｅｔｃ（行政側の担当者がどのような人であっても、

同じような熱心な広報をしてもらいたい。広報の仕組み化。） 

 ・市職員の熱意 目的がしっかりしている事（担当によって熱意が違う。） 

【協働を進めるツール】（企画のテーブルづくり 組織化） 

 ・事業共催の形での協働が一番良いと思う。それぞれの協働主体の自主性を生かしたも

の（自主性を生かさないと長続きしない。金銭面でも出費が少なくて済む。） 

 ・様々な啓発活動、イベントなど一緒に活動する（啓発の知識以外の専門的知識がない

ので、対等な関係で補い合え、住民の意見等に対応できる。） 

 ・（検討会）事業の企画立案を一緒に考える（地域課題に対して同じ志を持つ人が集まっ

て「何をするか」から話し合って、企画の検討からやっていきたい。） 

 ・行政側の事業「これを一緒にやりましょう！」の見える化（行政側がプレゼンターになり、

行政課題に賛同してくれる NPO を集めるという形があってもよい。） 

 ・双方向デジタル TV などで情報の発信と共有 

【その他】 

 ・人脈（元々ある人脈も大切にしたい。） 

 ・「市税」をもう少し長く減免（いくつも事業をしているので、ただ 1 つの事業が良くてもまだ

まだ他を補うことが出来ない。市として他の枠組みを作る事は出来ないか。） 

 ・寄付の醸成 NPO が受け取る（寄付をもらえるハードルがまだ高い。資金を集める方法

として、クラウドファンディングという方法もある。） 

【NPO】 

【行政・NPO共通】 

【協働の原則・姿勢】 

【事業創造】 

【バリアの除去】 

企画の組織化をするには、今ある協働を提案の段階から出来るために、何がその中で

バリアがあるのかを市民側も知って、そのバリア・障害を外していく作業から始める必要が

ある。 

【委託】 

【事業共催】 

 



最後に、前回、徳島とはどんな所か考えていただいたが、その中でどのような分野で協

働を進めて行けばよいか、より徳島は良くなるかを考えたい。自然に恵まれた地域なので、

それを活かしたまちづくりや、若者が離れていく中で創業支援、雇用支援のようなことも考

えられる。それぞれの分野でどうすれば徳島がもっと良くなるか考えていただきたい。 

 

【自然】 

・ 自然保護（清掃・美化） 

まさにボランティアであり、人手がいるので条例を作るなどしか解決策がない。観光地から

公衆トイレまでじっくりやっていく。 

・ 恵まれた自然（海・川・山）を生かした協働事業 徳島市の特徴を出す。新町川のイベン

トや小松海岸のサーフィンなど 

・ 里山の再生 山が荒廃している。高齢化、若者（後継者）が少ない。一次産業の育成 

眉山や吉野川など自然環境をもっと良くして、生き物が昔のように見られるような徳島にし

たい。 

・ 環境保全 水、緑化、山 

水質の浄化、植栽、山の手入れ。 

・ 「環境保全」を全てに加える（イベント、事業 etc） 

環境保全だけを目的とした事業もあるが、観光面、経済面など様々なイベントや事業をして

いる中に、徳島の自然環境を守るための環境面についてもプラスしていけたらいい。 

・ 水都とくしまでまち作りしているので、市全体で上流の川に目をうつしてほしい（家庭排

水） 

新町川や中央公園だけを頑張って綺麗にしても、上流の川をもっと綺麗にしないと意味が

ない。家庭排水も気を付けなければならない。 

【人】 

・ 高齢者・育児支援 

特殊な能力がなくても人手は必要である。 

・ 人材育成（退職時） 

活動していく誇りを持ってほしい。定年後に NPO活動を勧める。 

・ 若者 × ○ ＝ 

幅広く社会に対して関心を持っていかなければならない。それを通して、今後の社会活動

や NPO活動に関わっていく人材になってほしい。 

・ 民間事業にはなりにくい 文化啓発 表現発表 自然保護 やりがいづくり 

本人や周りの人がやってよかったと思えるような、やりがいのあることをする。 

・ 徳島に誇りを持っている徳島人を育てる分野・田舎の魅力・ロケーションの魅力 

【その他】 

・ 「メタ」NPO 

いわゆる、市活センター。観光の振興を図る活動はまだ少ない。また、地域安全活動も少

ない。保健医療やまちづくりの活動は多い。 

・ 共通言語が（を）持てる分野 

何か活動を始めるとき、団体ではなく個人でも出来るように導いてくれる分野があるともっと

身近なものになる。 



・ 行政・金融機関・NPO でファンドレイジング分野に取り組む。フィランソロピー活動 

都会では事業に関連するパーティー等を開いて資金を集める。補助金は限界がある。活動

を支えていく仕組みをきちんと考えなくてはならない。 

・ 知らせる 多様な内容にわたること（知らせる 共感を生む） 

一つの地域だけが頑張っても意味がない。事業目的や内容を人に知らせていくことで協働

事業が成り立つ。 

・ あらゆる分野で 

×新しい事を始める 

○今やっている事をより良く育てる 

底力の UP 

 

 

 

 

（会長） 

情報化社会に生まれていると、抽象的な議論で終わるのが通例だと思うが、この会議の

ゴールが協働の方針を定めるところにあるので、どうしてもあらゆる協働の姿に当てはまる

ことも一部考えられる宿命であり、宿命の部分を乗り越えたと思う。 

 

これから先、どのような事を明確にして協働していくかを考えていきたいと思う。 

 

 

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５回）は平成２５年１月２３日（水）１３時３０分から、幸町会館３階 ３０２会議室で

開催 

 

 

 

 

 


