
第５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２５年１月２３日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：幸町会館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、岩

野委員、岸田委員、橋本委員、矢部委員、山本委員） 

行政職員：５名（環境保全課、文化振興課、保健福祉政策課、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（徳島らしい協働について） 

ＳＴＥＰ ４： 協働指針案の説明 

        ①協働の構成 

        ②協働とは（協働の定義） 

        ③協働の意義（これまでの議論を再整理） 

        ④協働のかたち（委託、補助、事業共催、後援、事業協力など） 

ＳＴＥＰ ５： 協働を推進する仕組みを考える 

        ①企画立案 

           情報交換・意見交換 

           施策・事業の企画立案 

        ②実施 

           補助制度（協働提案事業支援制度の見直し） 

           事業協力 

        ③評価・改善 

           評価リスト 

           成果発表 

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４回 平成２４年１２月５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、皆さん方が協働するということ

の意義や効果はどういうことがあるのだろうか？ということを考えていただいた。 

それらを大きく分けると、「市民ニーズに細かく答えられる」ということで、更なる発展をす

る住みよい地域づくりや、行政が十分に対応できないサービスに答える、相乗効果でサー

ビスが向上、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、行政任せにしない、自分のことは自分で決める（住民自治の心が生じる）、市を自分

のモノと実感できる、市民が気づく、対等になると真の民主主義になるかもしれない、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等の意見

が出された。 

次に、「行政に関すること」については、行政が情報をひとりじめできなくなる、つまり、情

報をみんなで共有することが出来るようになるということ、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、少しは行政へのクレームも減るかも？というのは、クレームが減るというよりは一緒

にやることが出来るという意味であるかと思う。また、自己実現の可能な地域づくりや、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等があげられた。 

続いて、「その他」として、市民と行政の間柄は政治家と官僚の問題とよく似ているや、徳

島は何をやってもあと一歩、ポテンシャルはあること、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

有化等の意見が出された。 

 

次に、「協働の原則・ルール」に関しては、「中間組織」として専門能力で導いてほしい、

申請書類・手続き・記入作成の指導をしてほしい、後援・共催申請資料のひな形（書き込む

だけでOKなもの）を共通化させてほしい、イベントのガイドラインを作ってほしい等があげら

れた。 

「行政」としては、事業内容を行政を通じて広報してもらえるとありがたい、広報の拡大、

情報の入手、広報活動、市職員の熱意（目的がしっかりしている事）が重要である等が意

見として出された。 

「協働を進めるツール」として、事業共催が協働として一番望ましく、それぞれの協働主

体の自主性を生かしたものであるとよい、様々な啓発活動・イベントを一緒に活動する、事

業の企画立案を一緒に考える、行政側の事業「これを一緒にやりましょう！」の見える化、

双方向デジタルＴＶなどで情報の発信と共有等が意見として出され、また、「その他」の項目

として、人脈、「市税」をもう少し長く減免、NPOが受け取る寄附の醸成等があげられた。 

 

最後に、これから協働するにあたって、良くしていけばいいと思う分野として、「自然」

「人」「その他」に分けられた。 

「自然」としては、自然保護（清掃・美化）、恵まれた自然を生かした協働事業、里山の再

生、高齢化・若者が少ないので育成、環境保全、環境保全を全てに加える、水都とくしまで



まちづくりをしているので、市全体で上流の川に目をうつしてほしい、家庭排水も気を付け

てほしい等の意見が出された。 

「人」というキーワードでは、高齢者・育児支援、退職された方などの人材育成、若者×

何かで新しいものが生まれる、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、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

魅力等が意見にあげられた。 

「その他」として、メタ NPO、共通言語が持てる分野、行政金融機関・NPO でファンドレイ

ジング分野に取り組む、いわゆるフィアンソロピー活動、知らせる（多様な内容に知らせる）、

あらゆる分野で新しいことを始めるよりも今やっている事をより良く育てる底力を上げていく

等が意見として出された。 

具体的な分野というよりは、発想そのものという感じではあるが意見を出してもらった。 

 

＜STEP４＞前回の議論を踏まえて、事務局のほうで指針を考えていただいたので、指針

の案の説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

事務局として、指針の案について説明させていただく。 

あくまで基本的な形になるかと思うが、「１はじめに」ということで、策定の趣旨、次に、「２

協働とは」で、（１）協働の定義、（２）協働の意義、（３）協働の原則として①行政と NPOに共

通する協働の原則②行政の原則③NPO等の原則、また、（４）協働のかたちとして①委託

②補助③事業共催④後援⑤事業協力の５つの項目が多く採用されているかと思う。次に、

（５）協働のツールということで、①企画立案②実施③評価・改善④その他に分けることがで

きる。続いて、「３評価の仕組み」として、PDCAサイクルによる評価とステップアップ、アンケ

ート調査、成果の共有（報告会など）など、様々な方法が考えられる。最後に、「４協働を担

保するために」ということで、これらが大きな流れになってくるかと思う。以上が、基本的な協

働の構成・骨組みになってくるような案になるが、この中にまた、皆さんの意見や付け足し、

削除等の意見を反映させ、かたちになっていけばよいと思う。 

 

次に、先ほどの指針の構成（案）を基に、事務局のほうで、協働指針の構成（案）を作成

したので、説明させてもらう。 

 

まず、「１はじめに」策定の趣旨として読み上げる。 

 

（資料） 

近年の本市を取り巻く環境としまして、人口の減少・少子高齢化の急速な進行や環境、

エネルギー問題をはじめとした社会的問題を背景として、市民ニーズは複雑・多様化してお

り、それに伴い、行政に求められるサービスも幅広くきめ細やかな対応が要求されておりま

す。 

これまで公共サービスは、行政が担うべきものである。という考えのもと実施されてきまし

たが、NPO等による活動の浸透や民間事業者による社会貢献活動、あるいは、地方自治

協議会等も活躍が活発化してきたことにより、これまでの行政の役割が大きく見直され、市



民・活動団体・事業者及び行政等の多様な異なる主体との連携により、「公共」を担っていく

という「新しい公共」のあり方が広く求められるようになってきました。 

徳島市においては、徳島市市民活力開発センターの設置や徳島市協働提案事業支援

制度（平成１７年度から平成２３年度）の実施などにより、NPO との協働の契機づくりは概ね

達成されました。しかし、協働提案事業支援制度は公募提案型補助事業であり、行政施策

へ反映していくプロセスや、補助からの自立時期などの課題もでてきております。また、「協

働の基本指針（平成１４年度）」も策定から１０年近く経過し、社会的環境も大きく変化してき

ております。 

このため、これらの成果や課題を踏まえ、次のステップとして、協働の基本指針の見直し

及び、豊かな自然に恵まれた徳島を舞台として、このまちの持つ歴史や文化を生かしなが

ら「徳島らしい協働」を創造していくため制度の策定を行うものです。 

 

（事務局） 

続いて、「１協働とは」に移る。 

 

（１）協働の定義、①一般的な協働としては、前回、進行役が「はてなキーワード」を例示

として説明したように、協働という言葉は英語で「Co-production」として用いられ、「Co」が

「共同の、共通の」を意味し、「production」は「生産、産出、成果」という意味であり、これを

日本語に訳した際に、「協働」という言葉が生まれたという話もあった。 

 「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。これらが、一般的な協働である。 

次に、②徳島市の目指す協働として、協働とは、異なる主体が地域社会の課題の解決

のため、対等の立場で、自主性・主体性を持ち、互いの特性を生かしながら目的意識を共

有し相乗効果を上げることを言う。 

（２）協働の意義、①新たな公共サービスの担い手として、まちづくりに主体的に関わって

いくことにより、地域協議会などの活動も活発になり、NPO、市民活動団体、ボランティアグ

ループをはじめ様々な組織が数多く誕生し、新たな公共サービスの担い手として成長して

いくことができる。 

また、②公的サービスの質の向上として、行政と NPO等の協働によって、これまでの公

的サービスの提供方法がより市民ニーズに即したものとなり、それに伴い公共サービスの

質や効率性が増す。 

③市民ニーズへのきめ細やかな対応として、行政と NPO等の協働によって、これまでの

行政事業だけでは把握が困難であった市民ニーズや新たな地域課題の発見ができ、そこ

に必要な公共サービスの創出や課題解決がよりきめ細やかに行うことができる。 

次に、④自立型社会の実現として、市民がまちづくりの主体としての自覚を持ち、また、

一人ひとりが地域に関心を持つことにより自治意識や主体的な地域課題解決能力を高め

ることができる。また、多くの市民が地域課題解決に携わり、自らの選択と責任において地

域づくり、まちづくりをすすめることにより「自立型社会」を実現していくことができる。 



⑤幸福度の向上として、協働を通じてまちづくりに主体的に関わることにより使命感や喜

び、満足感を感じ市民意識が向上する。さらに、NPO活動や協働の発展によって、市民の

社会貢献や自己実現・自己表現の機会も増え、結果幸福度も向上する。 

これらを、協働の意義とさせてもらった。 

 

（進行役） 

指針の案は、いわゆる、出来上がった指針の目次、方向を立てる部分であるので、策定

の趣旨があって協働をどう定義づけるか、また、協働することにどんな意味があるのかを、

今、説明してもらった。 

基本的には、協働の定義については、前回、十分な議論が出来たとは実質的には言え

ないが、概ねこういう感じであるという話は申し上げた。 

一点だけ、徳島市の目指す協働がまだかなり一般論的な部分であるのと、行政（徳島

市）にとって NPO との関係がかなり限定的になっているので、もしかするとこの指針は、徳

島市と NPO（民間団体）との協働に必要なルールを定めたものであることを付け加えたほう

が良いと思うが、皆さんはどう思われるか。 

 

協働の意義については、第１回から第４回まで、様々な場面で協働に関する考え方や皆

さん自身が経験されたことから得られたことを基にうまくまとめてみると、この５点に集約し

たものになるかと思う。 

何か意見があれば発言してほしい。 

 

（会長） 

この作った指針はいったいどのくらいの期間を有効とするのか。 

 

（事務局） 

基本的には、毎年ごとに見直す方針である。 

 

（会長） 

少し気になる言葉がある。あと数ヶ月で使われなくなるであろう「新しい公共」という言葉

である。もっと違う言葉で表すべきであり、例えば、「住民自治」でもよい。 

 

（委員） 

「まちづくり」という言葉がたくさん出てくるが、まちづくりの位置付けのようなものは必要

ではないのか。 

 

（進行役） 

皆さんはもうよく知っていると思うが、NPO と NPO法人の違いなども整理しておいたほう

がいいのかもしれない。そういう意味では、指針の中によくある用語の定義も必要かもしれ

ない。ここで出てくる「まちづくり」は皆さんがイメージを共有しておく必要はある。「まちづく

り」というと、どんなイメージであるか。 

 



（委員） 

やはり、何か一つの方向に向かって、中心になるのがNPOか行政なのかは別にして、同

じ方向に向かってみんなが活動して、結果的にまちが生き生きしている、みんなが元気よく

輝いている事であると思う。 

 

（進行役） 

ビルを建てる等がまちづくりである、という風潮もないこともないが、市民の皆さんが主体

的に地域をより良くしていく活動のような、大きな意味があると思う。 

 

（会長） 

「住みよいまちにすること」が「まちづくり」を言い換えた言葉になると思うが、「住みよい」

にもいろいろある。 

 

（進行役） 

いろいろを取り上げると複雑になるので、「住みよい」「暮らしやすい」という漠然とした言

葉がいいのか、という意見である。 

NPOの特定非営利活動法人法も事細かに過程を書いているが、そこにも「まちづくり」と

ある。我々からすると、これが OK なら全て OK であろうと思う。「まちづくり」という言葉は非

常に便利な言葉になっているので、逆に危ういところもあるかと思う。 

また、併せて、ここに出でくる NPO という言葉も、「NPO=NPO法人」ではないというような

ことも少し整理しておきたい。 

 

では、先ほどの続きである、「（３）協働の原則」から説明をお願いする。 

 

 

（事務局） 

次に、（３）協働の原則に移る。 

 ①行政及び NPO等の共通の原則として、「目的意識の共有」どのような目的で協働して

いるかという意識を共有する。「共通の目標に向かう」どのような成果をあげることを目標と

しているのかを相互に理解し共有する。「対等な立場で互いの特性を活かす」互いの立場

に違いがあることを認識した上で、対等な立場で協働を進める。また、それぞれの特性を活

かし、足りない部分を補完しあう。「異なる主体が自主性・主体性を持つ」相互の自主性・主

体性を尊重し協働を進める。「相乗効果を生む」互いの特性を出し合うことで相乗効果が生

まれる。と記した。 

次に、②行政側の原則として、「組織横断的な対応」 一つの協働を行う際にも複数の部

署に関係する課題も多くあるため、組織横断的な課題についても対応できるように、行政の

組織間での繋がりや連絡調整を密にする。こちらは、様々な意見が出たが、行政の横の繋

がりや連携の必要性ということが議論されてきたと思う。次に、「協働への正しい理解」 

NPO との協働を行うことは地域サービスの向上につながることはもとより、NPOの成長にも

つながっていることを認識しなければならない。「NPO等への配慮」 NPOの立場として、事

業主体として活動している団体もあれば、ボランティア団体として無報酬での活動を基本と



している団体等もあることを認識し、各団体の特徴や方針について十分な理解と配慮をし

たうえで協働を行う。また、全ての NPOが行政と関わりを持っているのではないことにも配

慮する。と記す。 

次に、③NPO等の協働の原則として、「守秘義務」行政との協働に際し知り得た個人情

報等の秘匿な情報については、守秘義務が存在する。「公的資金活用の自覚と責任」行政

との協働に際し、公の資金を使うことの自覚を持つとともに、市民に対する説明責任も有す

る。と記した。 

これらを、協働の原則として、共通する部分、行政の部分、NPO等の部分として入れさせ

てもらった。 

 

（進行役） 

共通の最後の「相乗効果を生む」だが、相乗効果が生まれるだと協働の効果・意義であ

る。相乗効果を生み出すよう努める。のような、他はそのような書き口であると思った。 

 

 

（事務局） 

次に、「協働のかたち」について説明する。 

まず、「企画立案」における「情報交換・意見交換」について、行政及び NPO等の基本姿

勢として、互いの立場の尊重、共通認識を持つ努力、双方の接点を見出す努力、積極的な

情報発信があげられる。行政側の基本姿勢としては、NPO との継続的な意見交換・情報交

換、組織横断的な対応があげられる。次に、NPO等の基本姿勢として、課題解決のための

建設的な意見交換・提言、中間支援 NPO による各分野の NPOへの支援（意見表明等）が

あげられると思う。 

続いて、「企画立案」における「施策・事業の企画」についての行政及びNPO等の基本姿

勢として、互いの立場を尊重しながら双方の良さ・得意分野を活かす、企画提案の有効性

について合理的な判断に努める、目的とプロセスを早期に共有、NPOの提案に対する知的

所有権の保護・アイデアのみの利用を慎む、審議会等は原則公開・傍聴可を基本とする、

があげられる。行政側の基本姿勢として、参考資料や情報を積極的に提供、事業が必要と

される地域の実情・現場を十分に理解する、多様な NPOの発言・提案を門前払いにせず、

意見をまず聴く、提案に対する考え方・意見反映の状況を丁寧に回答する、可能な意見の

事業への反映が意見としてあげられたと思う。NPO等の基本姿勢としては、個人情報等の

守秘義務、行政への提案にあたり、会員やボランティア等から意見を聴く機会を作る、自ら

の提案力を高める努力、市民全体を代表しているのではないことを認識等があげられた。 

 

続いて、「実施」では、「委託」「補助」「事業共催」「後援」「事業協力」に分けられる。 

「委託」に関して、行政及び NPO等に共通する基本姿勢は、双方の長所が活かされるよ

う、十分な協議・調整を行うことであり、行政側の基本姿勢は、対等なパートナーと位置づ

ける、多くの NPOへ機会を提供、双方の合意内容に基づく契約、企画競争を行う場合、提

案内容と最終成果の整合性に留意、委託事業の実施過程でのチェックや指示を最小限に

とどめる、NPOの人件費の必要性を十分に認識し、適切な委託料の精算等があげられる。        

次に、NPO 等の委託に関する基本姿勢として、事業完了時の成果報告書提出や完了検査



等の必要性を理解、公的資金を使う責任を自覚し、事業実施の透明性・効率性・有効性の

向上に努める、があげられた。 

「補助」における、共通の部分として、補助金財源が税金等の公的資金であることへの認

識があげられる。行政側としては、補助金交付先の公正な選定、補助制度をより多くの

NPO に周知するための十分な広報、NPOが自主的に行う事業であることへの留意、補助

を受ける団体の固定化や過剰な関与による、NPOの自立性・自主性の侵害に配慮するこ

とがあげられる。NPO等については、公的資金を使う責任を自覚し、事業実施の透明性・

効率性・有効性の向上に努める、補助事業で取得した財産等の処分に対する制限の理解、

事業完了手続きの遅滞ない実施、補助金の多用途流用には交付決定取消、補助金返還

を理解することが、補助における基本姿勢である。 

次に、「事業共催」においては、共通部分として、双方が得意分野を担当し、事業効果を

高めるよう努める、経費や人の面で役割分担が偏ったり、相手に依存的にならないよう留

意。また、行政側としては、手続きの簡略化に努める。これは多くの意見が出てきたかと思

う。NPO等としては、専門性を活かしつつ、マネジメントでも信頼されるよう努力することが

あげられたかと思う。 

次に、「後援」についてでは、共通部分として、事業の趣旨や目的の公益性について、行

政が適切な判断ができるよう十分に協議を行う。行政側として、手続きの簡略化に努める。

NPO等としては、責任を持って事業を遂行するという意見があげられた。 

「事業協力」については、共通部分として、双方が公の資金がなくても事業協力すること

で、効率的な事業展開が可能な場合があることを認識し、意見交換・情報交換を通じて可

能性を探る。行政側としては、個人情報などを慎重に取り扱う。NPO等として、事業協力の

過程で知り得た個人情報などの守秘義務を果たす。これが、意見としてあげられたかと思

う。 

 

次に、協働のかたちにおける「評価・改善」については、事業の透明性を高め、次の協働

を効果的にするため、実施結果の評価を行い、公表することを習慣化する。また、適切な評

価の方法・視点を工夫、過度の負担にならないよう工夫、必要に応じ成果報告会を行い、

外部の意見も評価に取り入れる、評価で明らかになった課題・問題点を明確にし、次の協

働に活かすという意見もあった。 

 

これらのことは、前回までの意見や一般的な意見から、「協働のかたち」としてまとめたも

のである。 

 

（進行役） 

一般に、協働を進める上で、今までは実施段階の協働が中心になっていたが、協働提案

事業支援制度を実際に行う段階があり、あるいは、協働提案事業支援制度はどちらかとい

うと、NPO 対応が問題意識に基づいて事業を企画し提案するという形である。それを、公開

プレゼンテーション、委員会で選考するというプロセスが経られた。今回は、新たな協働の

かたちとして、前回、前々回でも議論したが、もう少し川上に遡った協働というもので企画立

案を設定している。企画立案については、いきなり起業企画ではなく、例えば、環境に関心

のあるNPOと行政窓口の人が一緒になって勉強会を開く等も考えられるので、それは情報



交換・意見交換となる。更に、こういうことなら一緒にできるかもしれないと生まれてくるのが、

施策・事業の企画になる。その中に、事業化が図られる場合に、様々な行政と NPO等との

関係がある。これは、基本的には、５つに分かれている。 

 

「委託」は、横浜を例にすると、その定義は、「委託＝規則等に基づき市の事業等の実施

を委託するもので、市民活動が相手方となる場合」である。NPOが相手方と読み取れる。

基本的には、市の事業をある団体に委託することが委託である。その場合に必要な基本ス

タンスとして、共通の基本スタンス、あるいは、行政側、NPO側の基本スタンスというのが、

基本姿勢に書かれている事である。 

次に、「補助」だが、補助はまさに協働提案事業支援制度であるが、NPO等が主体となる

公的事業に対して資金の援助を行う。 

続いて、「共催」は、基本的にはNPO側が主体的に行う事業に、行政（市）が企画や資金

面で参加し、協働で事業を実施するものである。場合によっては、市が主体的に行う事業

の共催も考えられる。両方が主催者として、事業を行うことであり、両方が資金・アイデア・

人も出すことである。 

「後援」は、いわゆる、NPO等が主体的に行う事業に対して、市が後援名義の使用を認

め、事業の信頼性を高めたり、集客性を高める意味で名義を提供することである。後援とい

う形で名義を提供するということである。 

最後に、「事業協力」については、双方が特にお金を出し合うことはなく、一緒になって事

業をするという形態である。どちらかが主であることもあれば、双方が平等な立場であるこ

ともある。 

このような協働の関係とお金のやり取り、どちらが主体となるかを基に、「委託」「補助」

「事業共催」「後援」「事業協力」の５つに分けられ、今回は基本姿勢について、こうゆうこと

にお互い気をつけましょう！という意味である。 

 

皆さんにたくさんの情報を一気に提供したので、理解が困難かもしれないが、ここまでで

何か意見や質問等があればお願いします。 

 
（委員） 

委託における、NPO等の基本姿勢に、「公的資金を使う責任を自覚し、事業実施の透明

性・効率性・有効性の向上に努める」とあるが、透明性・効率性・有効性ということは、どの

団体に、何のために、いくら出して、その評価がどうだったかを開示するということなのか。 

 



（進行役） 

基本的にはその通りである。つまり、行政がした事業も、補助で民間団体がした事業も、

基本的には開示することである。 

 

（委員） 

NPOの委託事業や毎年しているものとは別に、例えば、中間支援組織に支払われること

や NPOのチャレンジ制度のようなものではない、私も知らない、ある団体の活動には実は

市からお金が出ているとういうような、これ以外にもたくさんお金が出ていることがあると思

うが、どうしてそれだけ責められて、他の人知れず資金が出ていく、NPO等のカテゴリーと

は別に、何かしらのイベント事業として請け負っているまちづくり事業というのは言われない

のか、などの不公平はないのか。 

 

（進行役） 

基本的に、補助についても委託についても、これから行われる協働については、こういう

こと（開示）をしっかりやりましょう！という、基本的なルールを定めよう！ということである。 

今も、開示請求を行えば見ることができる。 

 

（委員） 

開示請求までしなくても、簡単に開示されるというわけではないのか。 

 

（進行役） 

それは、制度の作り方次第である。全てを開示するのか、公告するのか、開示請求に基

づいて提供するのか、一定範囲で公表を義務付けるのかは、これからルールの中で決めら

れるべきことである。ここでは精神規定しか謳っていない。 

基本的には、後ろめたいことをしている事業はないので、どうぞご自由にという感じでは

あると思う。 

 

（委員） 

協働指針の構成（案）のはじめの「策定の趣旨」部分で、「行政施策へ反映していくプロセ

ス」とあるが、いわゆる、留学する、行政のものとして採用される、又は、卒業する、自立す

ることを目指しましょう！ということだと思うが、どちらもできない場合どうなるのか。これは

趣旨だから、絶対しなければならないというものではないのか。 

 

（進行役） 

全てのNPOが協働事業を行って、このような指針通り行動しろという話ではない。これは

徳島市が定める指針であるので、徳島市がNPO等と協働で何か事業を進めていく上で、こ

の指針がルール化される。その上で、これまでやってきた協働事業支援制度はそういう施

策反映のプロセスや補助から自立する課題が出てくる。協働事業のこの制度だけではうま

くいかないので、ということを、ここには書いてあるかと思う。 



例えば、定期的にある区域の清掃活動をしている NPOの人たちが、徳島市とは別に独

立してやると言えば、それは何もこの指針に惑わされることも縛られることもないと思う。逆

に、そういうことがあってはならないと思う。 

ただ、市の行政側からしてみると、このようなことが課題として浮き彫りになったので、そ

こで指針を作り直しましょう！というのが、この策定の趣旨である。 

 

（委員） 

「委託」と「補助」はどういう区別なのか。 

 

（進行役） 

「委託」というのは、基本的には、道路工事の発注と同じような契約形態である。業務全

般を請け負う形である。「補助」というものは、「委託」とは全く別であり、NPO等が自主的に

活動している活動費の一部を補助金・助成金として、行政側が支出することである。しかし

この場合には、過度の干渉はしないようにする。実施責任と実施主体はあくまでも NPO側

であるのが、補助事業の基本的な形である。 

 

（委員） 

委託でも補助でも、結局は公的資金を使うことは自覚をしろということなのか。 

 

（進行役） 

そうである。だが、委託の場合には、補助よりも契約上、先に縛られている部分が大きい

かとは思う。 

 

（委員） 

委託のほうが縛られる部分が大きいなら、責任も重いように感じるが、その委託事業が

公正に行われたかという判断については、あまり書かれていないような気がする。 

 

（進行役） 

罰則規定のようなものは、ここでは特に触れていない。 

委託についても、ここでは公的資金を使うことを自覚することは書いてある。同じセリフが、

補助にも委託にも入っていると思う。 

 

（会長） 

「評価・改善」の「方法・手順」に、「協働の方法毎のチェックリストを作成」とあるが、その

中で、企画の検査・監査をするにあたり、補助の場合なら、お金を募った効果も含めたのは

理解できる。 

 

（進行役） 

委託事業には検査を受ける検査があるので、事業実施報告書を提出した上で、報告書

を基に検査をするケースがある。行政によって違うが、実施担当者以外の者が検査官とし

て検査に臨むというように、国の事業では、シビアな検査を受けるケースもある。 



 

（委員） 

活動団体が少ない分野での協働の場合はどうするのか？常に争っているわけではない

状態も実際ある。と言っても、どこも引き受けてくれないから仕方がないので、ずっと同じ団

体と協働していくという場合があるのではないか。 

 

（進行役） 

最近は、財政の査定は厳しいようなので、その中でもなかなかいつまでもというわけには

いかない。 

 

（会長） 

市民団体の方にお聞きする。同じような事をしているライバル団体は意識しているのか。

団体数も少ないので、ほとんどここしかやってないという状態なのか、お互いにいい活動を

するために競争をしているのか、どんな関係なのか。 

 

（委員） 

まちづくりという意味合いで言えば、様々な活動があるが、それぞれエリア・担当が違う

ので、競合等もない。 

 

（副会長） 

様々な事業をしているが、地域に限ったことであると、転倒防止のボランティアやセミナ

ー等は、各地域が進めていくことであるので、ライバル視することはなく、むしろ、広がりを

望んでいる。パートナーのような存在として情報交換する。 

 

（委員） 

市民遺産の事業を考えていて、その場合に、プレゼンテーションの時に他の団体はどの

ようにしているのか気になり見ていたら、同じ市民遺産の事業で他の団体と見事に内容が

重なり、これは負けたと思った。何が負けたかというと、団体の結束力である。地域の個々

の小さい団体がたくさんある。その中の一つがその団体に対抗しても力が及ばないと発表

の時点で感じた。その時に、団体の意義のようなものがあり、皆さんが同じ方向をきちんと

向いているのがすごく伝わってきた。同時に２団体を出していたが、１つは通学路に花を植

えようという団体だったが、他にも同じ内容の団体があり、敵わないなと思った。 

 

（進行役） 

ただ、勝ち負けで判断することではない。プレゼンテーションで採択されるかされないか

は、勝ち負けかもしれないが、活動自体は本来勝ち負けではない。 

プレゼンテーションの支援もしている市民活力開発センターはいかがだろうか。 

 

（委員） 

NPO の方からよく聞かれるのは、「○○市（○○県 等）の委託をよく請けているのは、あ

の団体である。」のように、具体的団体名が出てきて、新規参入しづらいという声はよく挙が



る。お金やプレゼンテーションを使った場合の話だとは思うが、どちらの活動が優先というも

のはない。どのエリアの地域課題を良くしたいというのが前提であるので、新規参入の方法

がもっと新規の人が入れるものであってほしいと立場上思う。 

 

（委員） 

地位も名誉もお金もあるであろう誰が聞いても知っているような団体は、プレゼンテーシ

ョンをしても上手であるため、結局そこが事業を実施してしまう。そこでしか出来ない事業な

ら仕方がないが、無難に事業をする団体へ助成する○○万よりも、これから頑張りたい団

体のために○○万円は使いたいと思う。 

 

（進行役） 

他にライバルについて意見はないか。 

 

（委員） 

例えば、講座をやっているのであれば、おそらく皆さん趣旨が違うので、自分がどういう

趣旨でやるかであり、様々な団体が様々な趣旨・目的で行うことによって、まちが楽しくなっ

たり、若者が生き生きするということはすごくいいことだと思う。ライバルがどうこうよりも、や

りたいことをやって、楽しいまちが出来れば、それでいいのではないかと思う。 

 

（委員） 

公園緑地課のほうから委託を請けて、大々的なものではなくて、公園緑地課が食物園で

イベントをする中の１つのコーナーとして委託を請けてやっている。補助という部分では、市

民協働課の補助金事業を環境保全課と一緒になってやっているが、補助のほうが委託より

も大変だったかなと思う。 

補助は、書類を作成してから、お金が出るのも後からお金が出たり、発表するのも大変

である。人を集めるのも大変である。 

 

（委員） 

協働事業をするにあたってプレゼンテーションをするが、その時に一緒のようにプレゼン

テーションをして、同じ協働事業をやっても、その時の委員が、初めのプレゼンテーションの

時は居るが、結果発表の時は居ない。一生懸命しても、中間も結果も見てくれないし、最後

の発表も見てくれていない。 

 

（委員） 

毎年申請するのが大変である。申請しないと期限が切れてしまう。 

 

（会長） 

誰に協働の仕事をしてもらうかということを、どうしても選ぶという行動が必要になるが、

その選ぶ手続きがものすごく大変だったら、不満に思う団体も出てくるであろうし、選ぶ手続

きが大規模になればなるほど、実績主義に傾いてしまう可能性もある。それだと、いろんな

アイデアが埋没してしまう危険性もあるだろう。しかしそれは、一般的な話であって、徳島と



いう地域が非常に小さい区割りをしていたり、活動している人があまり多くないのであれば、

逆に、その人にお任せするという手法も成立するわけである。そして、その人にきちんとや

っていただいて評価段階でもきちんとしていれば、それはそれで上手くいくのだろうと思う。

２つの手続きの要素が微妙に絡み合うと思う。都会ならば、完全競争主義で問題ないが、

この問題はそう簡単には言えないところがある。企画・立案と実施の間に、相手方の選定

（クッション）は必要かもしれない。 

 

 

＜STEP５＞休憩をはさんだ後、企画立案の方法・手順についてから、説明を再開した。 

 

（進行役） 

これまでの市民会議の中でも、立ち上がりから一緒に協働で話し合いをしながら事業を

作ればよいというような話があった。 

企画立案の情報交換・意見交換の方法について、行政と NPO関係者による初期段階で

の取り組み、協働のテーブルづくり（どういうことをイメージしているのかと言うと、例えば、

ある特定のテーマに関心がある人が集まって、何か課題を共有する場面）、あるいは、もっ

と幅広い意味の交流会で協働活動の取組に関心のある様々な市民団体と関連する課等と

が集まって意見交換をする、もう少しそのテーマを絞ってワークショップを行う、あるいは、

更に幅広く、Web での情報交流サイトがアイデアとしてあげられた。 

また、施策・事業の企画における方法だと、例えばこれも協働のテーブルの中から、ある

複数の市民団体と行政が事業を作るために集まり、具体的な検討をしようというプロジェク

トチームを作り考えていく方法がある。施策・事業の企画における手順としては、行政側が

テーマを設定し、NPO から提案の公募をする、この市民会議もそうだが、審議会等のいわ

ゆる行政が支配するあるテーマに関する会合に関連する NPOが参加する等があげられ

る。 

企画立案の段階で、こういうことができたらいいな、こんなことをやったら面白い等のアイ

デア・意見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（補足意見）箇条書きとした。 

 

【企画立案】 

[市の組織に関すること] 

・担当課を企画部局に（縦割り行政のかべはなくならないのでは？） 

（企画部局に移して、全体を見渡せるような立場から発言してもらったほうがいいかもし

れない。） 

・審議会のシナリオしばりはやめる（物事を決める審議会は、事前に、会長を引き受ける

学識経験者と事務局との間で相当シナリオが出来上がっている場合が少なくない。国の審

議会であれば仕方がないことかもしれないが、地方自治体審議会は結論のあるものでは

意味がないと思う。市民の意見を聴いた上で結論を出すためには、シナリオしばりの審議

会はやめたほうがいいと思う。） 

・市役所内の窓口（協働）の姿勢 



（頑張ってやっても、入口がきちんとしていないと意味がない。） 

 

[交流の場] 

・セミナー・勉強会を開いてリーダー的な人材を一本釣りする！（指名） 

（意見がたくさん出てくるのは良いが、打率だけで終わってしまっては意味がないので、リ

ーダーのような人がいれば、実際にやろう！と行動に移せる。そのために、リーダー的な

存在の人を見つける、育てることは大事だと思う。） 

・市と中間支援との情報交換？交流会？ 

・中間支援 NPOの人員のスキルアップ研修の義務化 

（中間支援組織の先生をスキルアップするほうが、人員（担い手）は育ちやすいと思う。担

い手を育成するためには、まず、立派な先生を育てることに尽きると思う。） 

・市民団体の SNS を市の担当化 SNS にリンク（常に顔が見えている） 

（各団体が宣伝用・アピール用の SNS を作ったほうがよい。） 

・企画案を自由に公表する場。公表されたものについて、誰でもが自由に見ることができ

る。 

（委託も補助も市が枠を作っている。その枠の中から選んでいくという話になるので、事

業するにあたって、各担当課も自由に使用できるお金は本当はない。予算は限られた中

で選んでいくので、限られた方向で進むことになる。だから、自由な発想を吸い取る場、

自由に発言できる場を作って、それを吸い取れるような組織が必要である。） 

・“協働”をテーマとしたシンポジウムで仕組みの見直し、意見交換等。 

（制度や仕組みづくりができても、それに関わった人たちしか知らないのでは意味がない

ので、活動している人に広く PR するシンポジウム等を行う。市民会議でやっていることを

広く伝えていくとともに、様々な意見を吸い上げていく。） 

・交流会 情報の共有化 

（横の連絡を取り合えば、もっと大きな活動になる。） 

・協働テーブル（協働課、担当課、NPO、市活センター、県） 

（テーマに関連する市民団体、行政機関、協働に携わるであろう市民協働課、中間支援

組織が、あるテーマごとに協働のテーブルを作り、課題を見つけていく。４社協議のよう

なものも有りかと思う。県も参加するとより良い。） 

 

[提案の在り方] 

・行政、NPO及び市民団体が協働のテーマを提案して市民をリードする。 

（行政とNPOの役割は大切だと思う。行政やNPOがリーダーシップを発揮して、引っ張っ

ていくことが協働事業が成功する一番大切なことだと思う。地域の結びつきが希薄化す

る中で、自然発生的に協働事業を盛り上げるのは難しいので、行政や NPOが重要な役

割を果たさなければならない。） 

・市（市民）が悩んでいる課題を、市民（市）に伝える場（設定）・手段（広報）を定期的に設

ける 

（企画立案において、市が悩んでいることを、市民や NPO に伝える場を設け、伝えること

で、市民や NPOから意見をもらうことができる大きなきっかけづくりになると思う。市の計

画に市民はどう思っているのかを知る事も必要である。基本的な広報の仕方・場があれ



ば、そこに出てくる課題は協働のテーマに成り得るのではないか。各課ではなく、各課が

連携を取り合って、市としての取組はこういうことだと、大きな窓口で広報出来たらと思

う。） 

・Web だけでなく、広報誌・広報番組で協働したいメニューの提示 

（インターネットを使用しない人もいるので、協働したいテーマ等を広報誌・広報番組で広

く提示し、協働相手を募る。） 

・NPO 団体からこういう事業をやっています、できますという様なものがあれば PR にもな

るしお願いしやすい。 

・課題やニーズはよく分るが、情報の入手や話し合い（行政と団体）の不足がある。満足

したものが得られにくい。 

（基本的な姿勢はきちんとあるが、活動に繋げるための方法・手順として情報や行政の

方針を入手しにくい。自己反省の段階になって、反省点がたくさん出る。企画の段階でそ

れを知っていれば、情報を入手する方法があったらいいと思う。） 

・個人、団体（NPO など）からの積極的建設的な意見が行政に要望されているだろうと思

う。それの対応について。 

（市民からの要望に、行政がどのような対応を取るべきか。市はもう少し大きい立場から、

徳島市はこういう方針でやっていくんだ。という基本方針があるのなら、各課では対応で

きないような市民からの要望に行政全体がどう対応するかという話し合いの場はあるの

だろうか。） 

 

[あるプロセスについての状態] 

・TO DO リストを作成し、「誰が」「何を」「いつまでに」やるのかを明文化し、できあがらな

い場合は、お互いにフォローもする。 

（進捗状況までも含めて、ここまでは終わったと明らかにし、Web 等に掲載することで、

NPO だけでなく得意のスキルを持ち寄れば、課題を解決できるのではないか。課題に対

して、課題の可視化とそれに対する取組の可視化。） 

・補助事業の実施予定表・開催のお知らせを選定委員に通知する・参加してもらう化 

（選定委員は責任がある。その選ばれた事業に関して、実施予定やイベントの開催を通

知してもらえたら、拝見しに行けるし参加もできる。事業を選んだあとも責任を持ち、手助

けをするなど、最後まで付き合ってほしい。選考に携わった人だけでなく、広く可視化され

ることも大事なことである。） 

 

【実施】 

・イベントなどの事故対応について、事前に責任の所在を明文化するだけでなく、保険の

の加入・参加者への説明を必要であれば行う。 

（補助や後援は、NPOが先に責任を持つということがあるが、事業共催等は双方が企

画・実施における役割分担に応じた責任を負うなど、いつも漠然としている。事前の協議で

「誰がどこまで責任を負うのか」を話し合っておく必要がある。） 

 

（進行役） 

閉会予定時間となったため、STEP５②以降は次回会議の課題とする。 



 

実際に事業をする上で、やり方として今回は５つの類型、「委託」「補助」「事業共催」「後

援」「事業協力」に分けた。基本的に、財源を伴う仕組みで今回あげているのは、「委託」

「補助」である。委託に関して、基本的には一般競争入札の原則等がまず行政にはあるが、

一般にNPO等に委託で一般競争入札というのはまずない。NPOが一般競争入札で仕事を

取るということは、NPO 側のロジックとしてない。指針の中で、事業形成から委託に至るま

で、プロセスがこういうものであると示すことはできても、補助については、NPO等が自身の

責任で行う事業の費用の一部を助成するので、様々な形態が考えられる。補助のありよう、

これからどのようなことに補助をしていくのか。 

これまで徳島市で行なってきていた提案事業支援制度は二種類あり、試行錯誤を続けて

いる。今後これを仕組みとしてどのように考えていくか。 

特に補助制度について、これからの徳島に必要な補助について、また、評価・改善等に

ついて、次回の検討課題にしたい。 

 

 
 

会長より、閉会時間となった旨の声が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６回）は、３月１３日（水）１３時３０分から、徳島市役所８階 ８０１会議室で開催 

 


