
第６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３月１３日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：徳島市役所８０１会議室 

 

【出席者】 

市民委員：１０名（松村会長、露口委員、岩見委員、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、山本委員） 

行政職員：４名（企画政策課、環境保全課、保健福祉政策課、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 

ＳＴＥＰ ４： 新しい補助制度を考える 

        ①協働提案事業支援制度について 

          ・チャレンジコース 

          ・推進コース 

          ・事業評価 

        ②新しい制度 

          ・事業実施の仕組み 

          ・評価の仕組み（実施主体＋第三者） 

ＳＴＥＰ ５： 協働を担保する仕組みを考える 

        ①市の役割 

          ・市民協働課 

          ・担当部署 

        ②中間支援の充実 

          ・スタッフ研修（先進支援組織への派遣） 

          ・市民や団体のサロン的な役割（ハード＋ソフト） 

          ・駐車場の確保（市役所駐車場利用） 

          ・情報交流サイトの企画運営 

          ・出会いの場づくりの企画運営 

        ③第三者機関 

          ・評価 

          ・モニタリング 

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５回 平成２５年１月２３日実施）の振り返りを行った。 

 

＜発言要旨＞ 

（進行役） 

前回は協働の中でも事業企画について、どういう方向で進んでいけばいいのかという議

論と、もう一つは、指針がどういう構成でどういう意味で出来ていくものなのかということを

示した。 

本日は、協働を進める上で、やはり補助制度も大きな意味を持つのでその議論と協働を

担保するための仕組みを皆さんで考えてもらい、次回には全体としての指針と仕組みの素

案のようなものを、本日の議論を踏まえて事務局の方から提案してもらおうと思う。 

次回は、それについて過不足、あるいは内容について議論してもらった上で、修正された

素案を基に、パブリックコメントにかけることになる。また、パブリックコメントで出てきた意見

を踏まえて新たに必要に応じて手を加えたものが、最終回の最終素案という形で皆さん方

に提示して最終的な検討をしてもらい指針にまとめる。次回の第７回を５月の半ばから最終

は第８回目の７月頃に予定している。ただ、最終については諸手続きがあるので、多少は

時間が遅れることがあることはご了承願う。 

 

＜STEP３＞前回は、協働を推進する仕組みを考えるということで、様々な意見を皆さん

からもらった。実際、これは本来、企画立案・補助等いくつかの意見をいただこうと思ってい

たが、十分な時間がなく、企画立案についてのみの議論になった。その中で、いただいた意

見をキーワード別に整理すると、課題を公開・公表・広報していく場を設けていけばいい、あ

るいは、協働テーマを提案して市民の皆さんを巻き込んでいけばいいのではないかという

意見や、主に行政（徳島市）に関連する意見としては、担当課を企画部局にすることやそれ

ぞれ様々な意見が市民の皆さんから寄せられていることに行政側はどう受け止めるかとい

うことが大事である、市役所内の窓口の姿勢が大事である、あるいは、審議会そのものの

在り方も少し考えていかないと協働も十分進まないのではないかという、市の体制に関す

る意見もあった。それから、情報・交流という意味では、SNS をうまく活用するといい、関連

する人たちが集まる協働テーブルを設けてみてはどうか、市・中間支援との情報交換・交流

会、協働をテーマとしたシンポジウムのようなものを開いてもう少し議論を広めていってはど

うかという意見もあった。それから、対応の充実ということで、情報の入手や話し合いの不

足があるのでもっと充実したものにする、人材を確保する、リーダーを一本釣りする、中間

支援の充実、が意見としてあげられた。また、補助事業が行われる場合には、一般的に選

定・選考というプロセスがあるが、そういった選定に関わった委員がもっと事業全体を見ら

れるようなかかり方が大事である。NPOからももっと PR を行政側にしていけばいいのでは

ないか、企画案を自由に公表できるような場を設ける、広報ツールを多様化していくという

意見もあった。それから、振興管理ということで、TO DO リストを作成し、きちんとプロセスを

明示していくということも必要であるという意見も出た。ただ、実施に関連する意見としては、

事故対応をきちんと皆さんに周知して認識していく必要があるという意見があった。 



これらをざっくりと振り返ってみると、事業企画の段階では様々な関係者が出会っていく

場作り、それが情報を交流する Web 上の話や実際に生で人と人とが接する情報交換の場

などの場作りが必要である。それから、もう少し踏み込んで話をすると、特定のテーマに関

連する、あるいは、関心がある行政・NPO・中間支援組織などが集まった緩やかな協働の

テーブルづくりも必要である。そして、具体的な課題解決を検討するために行政とNPOによ

るプロジェクトチーム（協働のチーム）というものを検証していく。それから、補助事業がある

から事業提案があるというわけではないので、随時事業提案ができるような仕組み・窓口を

設けるということは、事業企画の中では大事なのではないかということが、皆さん方の意見

を少し引き伸ばして出てきた事業企画の仕組みになるのではないかと思う。この辺りは、も

う少し具体的なものを次回示すことができたらいいなと思っている。 

 

<STEP4>いきなり新しい制度と言っても、やはり取りつく島もないというところもあるので、

これまで徳島市が昨年まで６ヶ年間継続して実施してきたのは協働提案事業支援制度であ

る。当初は、推進コースと後程呼ばれるコース１本だったが、途中から、NPO が活動するき

っかけになるような意味も含めてチャレンジコースと２通りのコースが設けられていた。それ

らの説明と、当然これらの事業がどのように評価されてきたのかという、これまでの補助制

度における事業評価の仕組みについて、事務局の方から少し説明をしてもらう。 

 

（事務局） 

徳島市の協働提案事業支援制度について、事務局の方から説明する。 

 

徳島市と NPO との協働事業推進を目的として平成１８年度に徳島市協働提案事業支援

制度は設立し、平成２３年度まで実施しました。また、平成２１年度から２３年度までは、チャ

レンジコースと言って、事業の取りかかり等を対象としたコースを新設しました。 

最終的には、平成１８年度から２３年度まで合計６２事業の応募事業があり、うち、採択

数として全部で３６事業を採択しました。 

 

続いて、徳島市協働提案事業支援制度について配布した資料に沿って説明する。 

 

まず、制度の目的として、本市では、より柔軟で市民ニーズにあった公共サービスを提供

し、誰もが住みやすいまちをつくるためには、市民自らがさまざまな社会的課題に取り組ん

でいるNPOと本市との協働の推進が必要と考え、平成１８年度に協働のきっかけづくりとな

る「徳島市協働提案事業支援制度」を創設した。 

次に、制度の対象となる事業として、本市行政もしくは本市内の地域コミュニティ団体とと

もに取り組むことのできる事業(協働事業)かつ本市内で実施できるもののうち、次のいずれ

かにあれはまるものということで、（１）市民生活の向上や改善に役立ち、本市市民が受益

者となるもの、（２）本市が提示するテーマに合致し、本市市民が受益者となるものが制度

の対象となる事業としてあげていた。 

次に、制度の対象となる市民活動団体（NPO）であるが、この制度の対象となるのは、次

の要件をみたす市民活動団体（NPO法人やボランティアグループなど、市民自らが公益的

な活動を行っている団体）とする。その要件は、（１）本市内で、応募申請日までに６ヶ月以



上、これはチャレンジコースの要件である。協働推進コースは１年以上、継続して活動して

いること、（２）５人以上のメンバーがいること、（３）組織運営についての明文の定めがある

ことを活動団体の対象条件としていた。 

続いて、支援の内容について、本市は提案された事業のうち、選考委員会によって選考

決定されたものを『徳島市協働支援事業』として決定し、事業費の一部補助と協働相手とし

ての役割を実行する。（１）事業費の一部補助として、①協働チャレンジコースは補助対象

経費に対し、最大９割の上限１０万円を設けており、②協働推進コースは、補助対象経費に

対し、最大８割の上限５０万円という枠を設けていた。 

補助対象経費は、補助金の交付対象となる経費であり、『徳島市協働支援事業』を実施

するために直接必要な経費とし、団体を維持運営する上で必要な経費は含まれない。但し、

事業費であっても、次のものは補助対象とならないということで、単価が１万円以上の物品

購入費や食糧費、先進地視察などの旅費、総額１万円以上の参考資料購入費も対象にな

らない。 

続いて、補助金の使途として、補助金は『徳島市協働支援事業』の事業費として交付す

るため、事業費以外の他の目的に使用することはできない。なお、事業終了後に使途内訳

明細と領収書を添付した清算書を提出してもらうという条件も入れていた。 

次に、選考方法及び選考基準でありますが、こちらは、チャレンジコース・推進コース共

に同じだが、応募書類と一般公開での事業説明会（公開プレゼンテーション）、協働関係課

等からの意見書を参考資料として、別に設置する選考委員会において審査し、特に優れた

提案を、『徳島市協働支援事業』として選考決定する。なお、『徳島市協働支援事業』の選

考決定数は、いずれも予算の範囲内であった。先ほどの選考委員会は、７月中旬頃に開

催予定でやっていた。 

次に、選考基準（予定）で、協働チャレンジコースとして、小さな団体や協働経験の浅い

団体が、事業提案や実施を通じて団体自身が成長と協働への認識を深め、次の協働へつ

ながっていくかなど、協働のきっかけづくりとなるかを重視した。 

続いて、協働推進コースとして、行政施策への波及効果や市民参加、団体の自立、より

大きな協働へのステップアップなど、協働の基本原則を理解し、協働を深めることにつなが

るかを重視した事業と定めていた。 

また、スケジュールとしては、４月下旬頃に募集要綱を発表し、その後６月上旬まで応募

受付、応募書類の修正可能期間を経て、６月下旬に公開プレゼンテーション、そして、７月

中旬頃に選考委員会を開いて、７月下旬頃に選考結果の公表・協定に向けた協議開始、８

月下旬～９月下旬頃に事業開始（～翌年３月末）となっていた。そして、翌年３月中旬から

実績報告や補助金請求、実施後チェックシート、成果パネル展と成果発表会という流れで

あった。これらが、徳島市協働提案事業支援制度の募集から決定までの大まかな流れで

ある。 

 

続いて、配っている資料の『平成○○年度協働支援事業 実施後チェックシート』NPO用

と関係課用があると思うが、こちらが事業を実施したNPOと関係課へ実施後のチェックシー

トとして送ったものである。 

関係課に対しては、協働の自己評価と協働の所感ということで、自己評価としては、事業

のスケジュールは予定通り進めることができたか、成果目標は達成できたか、多くの市民



が参加し関わることができる事業であったか、潜在的な市民ニーズの把握や新たな施策の

ヒントにつながったか、という事業に関する項目があった。また、協働に関しては、NPOの

特徴を理解し相手の長所を活かすことができたか、意見が対立する場面でもお互いの違い

と自主性を尊重した上で折衷案を引き出すことができたか、事業に関する情報を積極的に

公開するなど協働の透明性を高める工夫をしたか、関連する課や組織との調整を行うなど

柔軟な対応をとることができたか、協働で行うことで効果は向上したか、という項目を協働

の自己評価に入れていた。また、協働の所感ということで、事業について、事業目的・事業

内容・成果目標と比較して事業を実施してよかったと思える点や事業の課題点、協働につ

いて、協働してよかったと思える点や協働の課題点、最後に、当概事業の今後について、

協働で続けたほうが良いと思うか、単独で続けたほうが良いと思うか、あるいは中止すべき

だと思うというようなチェックシートを送らせてもらった。 

NPOに向けたチェックシートでは、協働の自己評価、事業の検証、事業の所感という大き

な項目でチェックシートで記入してもらった。協働の自己評価の項目は、◎○△×を用いて、

事業、協働、効率性、継続性と波及効果で協働の自己評価をしてもらった。事業の検証で

は、指標の達成状況や事業効果、次の事業の所感では、事業について、事業を実施してよ

かったと思える点、課題点、また、協働について、協働してよかったと思える点、課題点、最

後に、当概事業の今後について、協働で続けたほうが良いと思うか、単独で続けたほうが

良いと思うか、あるいは中止すべきだと思うというチェックシートを、前回の徳島市協働提案

事業支援制度では関係課及び NPO に提出してもらいました。 

以上が、前回までの徳島市協働提案事業支援制度及び事業評価の仕組みについての

説明は終わりである。 

 

（進行役） 

改めて、協働提案事業支援制度について説明をしてもらった。実は、この制度を使って

の事業紹介というのがもの市民会議の１回目と２回目でいくつかの団体で本日参加しても

らっている団体の方も含めて、成果等を書いてもらっていた。ただ、事業制度そのものにつ

いては今まで十分説明する機会がなかったので、改めて一通り説明してもらった。 

簡単に振り返ってみると、６年間行われ、６２事業の応募があり、３６事業採択され事業

が行われた。それから、事業を提案できるNPO等には一定の条件があり、補助額の小さい

チャレンジコースというのは、その補助金で NPO を創るのではなく、半年以上実体としての

活動があるかという条件があった。そして、補助額の大きい推進コースについては、１年以

上の実績があるかという条件があった。それから会則等のルールが明文化されていて、５

人以上がその団体に参加して活動している、ただ、チャレンジコースについては、上限が１

０万円で補助率は９割、推進コースについては、補助金上限が５０万円で８０％が最大であ

るので、ざっと計算しても６２万５千円以上の事業を行えば、５０万円の補助金が出る。 

それから、補助の対象としては、直接事業に必要な経費であり、人件費、研修旅費等は

対象にならない。そして、公開プレゼンテーションと選考委員による選考で採択が決まる。  

選考基準は、チャレンジコース・推進コース共に定められていて、チャレンジコースのほうは

主に協働のきっかけづくりとして、推進コースは協働を深める、あるいは、協働事業を推進

していくという部分が選考基準になっていた。 



それから、スケジュールについては、４月～６月が応募期間で、６月にプレゼンテーション、

７月に事業選考が行われ、実質的に事業がスタートするのは９月～３月末までで、３月最初

には成果報告や成果の報告書への取りまとめがあるので、実質的には２月末か３月初旬く

らいには事業を終えていないと手続きできない厳しい状況である。 

これらのことが、これまでの協働提案事業支援制度として今まで運用されてきた、あくま

で、大まかな概要である。 

まずは、この制度について、良かった、悪かったという議論を、１回目、２回目の会議では、

個別の事業については出てきていたかと思うがその中で、１つのモデルケースとなったの

が、チャレンジコースで補助金をもらい協働事業を行い、そのあと推進コースを２ヶ年やって

事業をひとり立ちして、現在は委託事業という形で事業を継続しているケースがこれまでに

もいくつかあった。それらも踏まえて、こういった制度をこのまま今のままで良いではないか

というのも議論もあるし、あるいは、もっとこういうところに配慮した事業があっても良いので

はないか、という意見もあるかもしれない。また、この提案事業そのものは良いのだけれど、

こういうところが使い勝手が悪かったので改善できないか、ということでも結構である。ある

いは、こんなものは全く無駄だからやめたほうが良いのではないかということもあるかもし

れない。そのような皆さんの考え方を少し聞かせてもらいたい。それから、協働する上で、

補助制度としてどのような形が望ましいのか（継続するのか、やめてしまうのかということも

あるかもしれない。）等を少し考えてもらいたい。 

その前に、事業経験されている方が大半なので、皆さんはかなり承知だと思うが、これま

での制度について、何か不明な点等があれば、質問してもらいたい。 

 

（会長） 

途中から２つのコースにわかれたようだが、３６件の内訳はどのようになっているのか？ 

 

（事務局） 

平成２１年度からチャレンジと推進で始まったが、平成２１年度には採択数１０事業あり、

推進が５事業、チャレンジが５事業であった。平成２２年度は、８事業あったうち、推進６事

業、チャレンジ２事業であった。平成２３年度は７事業あり、推進が４事業、チャレンジが３事

業という内訳になっている。平成１８年度～平成２０年度は、推進コースだけであり、平成１

８年度が４事業、平成１９年度が４事業、平成２０年度が３事業の採択数であった。 

 

（進行役） 

予算的な部分で少し確認したい。毎年度毎に予算計上し、それで事業を募集するという

形で行われていた。例えば５０万円の事業が１０個あって、いくらいい事業だとしても、１０個

全てを採択するのは難しいので、予算額が仮に２００万円だとすると、４つの事業に絞るか、

全事業に２０万円でやるようお願いするしかないというような事業費の運用・補助金の運用

をされていた。基金があって、いくらでも、という形ではなく、予算の範囲内に限られる。 

 

少しカードには書きにくいかもしれないが、こんな事業はそのまま続けてほしいというのも

あり、スケジュールが厳しいのでなんとかならないかという意見も以前から出ていたので、



以前出た内容と重複するかもしれないが、新たに補助制度というものがどのようなものがよ

いかに焦点を当てて議論できればと思うので、思いつくままに書いてもらいたい。 

 

（会長） 

もう一つ聞きたいのだが、事業のパターンが２つあり、「本市が提示するテーマに合致し、

本市市民が受益者となるもの」で、金額の低いチャレンジコースというのはあったか？ 

 

（事務局） 

そこまでの内訳は載せていない。 

 

（進行役） 

今言っているのは、本市が提示するテーマとして、例えば平成２３年度であれば、「川と

暮らす…」や「市民遺産」など、このようなテーマに沿ったチャレンジ型はあるのか？であ

る。 

今の事をもう一度整理すると、要するにテーマ設定は自由で、例えば LED を使ったもの

をしようというのはその当時なかった、これは制度の対象となる事業の１に当てはまる。もう

一つは例えば、とくしま市民遺産の活用について事業を募集すると、そういう形で市民遺産

が事業テーマになる、これが２つ目のケースである。 

 

（委員） 

前にも聞いたかもしれないが、この選考委員の方というのは、どのような構成になってい

るのか？ 

 

（委員） 

ファイナンシャルプランナー、経済研究所、大学教授、NPOの方、コミュニティ協議会、市

役所の方等である。 

 

 

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。 

 

【チェックシート】 

・評価シートは改善“Output”で明示でよい？何ができたか。 

・OUTPUT OUTCOME IMPACT 整理 

（どういう成果が出たか？が“OUTPUT”であり、“OUTCOME”はアウトプットからもたらされ

た効果・効用である。“IMPACT”は社会への波及効果である。これらがごちゃごちゃになっ

ているため、どこまで NPOや団体に求めるのかは、どういう成果があがったかまででとりあ

えずは評価を受けていいと思う。その中で、効率性等まで入っているのでもう少し整理が必

要である。） 

・評価ルールの改定  相対評価と絶対評価  目標の数値化 



（目標をきちんと定め、実際にできたかどうかを外部の人が評価しなければならない。評価

は人からされるものであり、自分でするものではない。自己評価も必要だが、外部評価も必

要である。） 

【選考】 

・選定委員は評価委員 途中相談委員まで 

（最後まで責任を持つべきである。） 

・審査委員の氏名公表？（専門性 経歴 etc.） 

（公正な選考をする上でどのくらいその人たちが NPOや市民協力活動に対して知っている

のかを選ばれる側に明らかにしておくべきである。） 

・有力団体には負のハンディをつけて、公平化する。 

（名前を聞いただけで妙な安心感が生まれる。） 

（会長） 

もう一つの課題は、別の分野で、地震の復興格差の原因は、行政の大きいところと小さ

いところの書類作成能力の差に比例する。小さな市町村は人手も少ないし、経験値も低い

ので、復興庁が求めるような完璧な書類作成は難しい。だから、ある程度経験値を上げる

ことも必要であるが、その仕組みとして、このチャレンジコースが機能しているかという検証

は必要かもしれない。 

（進行役） 

チャレンジコースは１回までにするなど、チャレンジコースの見直しが必要かもしれない。

実績のある団体が新たな事業をやりたいとき、補助金が欲しいという以上に共感できるパ

ートナーを組んで何かをやることに意義がある。 

【パートナー】 

・①企画（案）をプレゼン ②協働相手決定 ③補助対象事業決定 の流れ 

【分野】 

・生活の“向上”や“改善” ＋ “問題解決”も協働で 

（今ある問題に対しても解決する協働があってもいいのではないか。困っている市の姿をき

ちんと伝えて、課題解決を考える。） 

・市がテーマを提示するものは上限を事案ごとに決める（提示課の予算で実施） 

（原価から予算を振るのもありではないか。） 

・市が提示するテーマの見える化 

（行政が問題について市民・NPO 側に伝える場があればよいと思う。市民や NPO等と解決

したい課題は３つ以上あるのではないか。） 

・①地域の課題・ニーズに合う事業 ②活動成果も上り、自己実現にもつながる事業 

（個人それぞれの立場を意識し、協力体制を強化する。） 

【補助金の交付方法・時期】 

・推進コースの場合は前払（分割）も必要では？（NPOの持ち出しになってしまう） 

（今の制度は成果報告後の実費政策だが、例えば第３回払いのようなことはできないか。） 

・概算払いの検討が必要 

・事業費の前払いは難しいでしょうか？ 「チャレンジコース」は NPOの育成に必要 

・交付を２回に分ける 

・補助金の精算払いは立替金に四苦八苦。せめて半額を仮払いしてほしかった。 



（協働事業は団体の中でも別の予算になるので、結局団体本体の予算から仮払いで持っ

てはくるが、元々がそれほど大きくないので、結局は会長さんのポケットマネーを借りたりし

たものをうまく使って事業費に充てたこともある。） 

（会長） 

行政側の課題としては、お金を渡した分の担保、例えば、公共事業をやるのであれば４

０％までは仮払いするとしても、保証料を請けた側が払うので、保証や保険がないとなかな

か仮払いも難しいと思う。そこをクリアする工夫はないのか。 

（進行役） 

ただ、今の事業制度だと、関わっている団体の人件費を賄う等ではないので、あくまでも

実費に対しての補助なので、実費の支払いが発生したときに速やかに補助金がもらえるよ

うな形になれば、問題はなくなる。だから、条件として半分の段階で支払額の全額なのか９

割なのかはあるかもしれないが、そうすれば、空手形を切っていくことにはならないと思う。

これは、人件費や技術費を含むとすると、形のないものへの支払いは難しい。 

【事業年度スケジュール】 

・事業実施時期 

（４月・５月の春先にイベントをしたいができない。今のスケジュールで動くとできる事業が限

定される。） 

・２ヶ年の実施期間のもの（法令制限がなければ） 

（計画・実施期間が半年ではやはり限られる。予算を繰り越す、また、行政側に予め２年計

画で出してもらい１年目に仮評価をして、２年目は継続してやる等の方法も考えられる。） 

・事業継続年度を２年・３年にまたがる協働事業の可能性もありかも 

（豊中市では２年・３年の継続の協働事業をしている前例がある、また、スケジュールとして

は、前年度の秋口にプレゼンをして、４月から実施ができるような仕組みを取り入れている

という前例があるので、何かしら行政のプロがきちんと入り込むと、そのような仕組みがで

きる可能性があるのではないか。） 

・スケジュールの改善としてスケジュール前倒し 

 募集１２月～１月、選考１月、選考結果・公表３月下旬（予算決定後）、事業開始４月～ 

（予算措置の担保がどうしても３月議会になるのだが、選定作業だけ前倒しをしておいて、

最終３月の議会が終わった後に予算の範囲内で最終決定をする。） 

・事業実施が４月から始められるようにしたい 

・単年度事業ではなく複数年度で考える 

（単年度で事業をやり終えることが難しい。事業者（NPO）側が早くやらなくては、と先立って

しまって焦りが生じることもあるので、内容も考えた上で複数年度で考えてはどうか。） 

・実質的活動期間の延長 採択早く 

・２ヶ年計画でとりくむ！ １年目：事業内容決定（予算化）、２年目：実施 

（単年度でやるのであれば、１年目に予算化し、２年目に実施する。１年で終わらないかもし

れないが、最低１年で、２年・３年計画ができるようになればと思う。） 

【事業の仕組】 

・協働のスケジュールや手続は大変と思うが、税を使用するのでやむを得ない。現在の

支援制度の継続でよいのではないか。 

・卒業ルール 継続事業は行政で予算化 



・三振ルール 実績出せなければ引導 

（卒業ルールと三振ルールと長期経営型はセットである。まずは長期ビジョンでこのNPOが

どのようなことをしていきたいのかをよく考え、その結果実践してみて３年やってみて実績が

出なければやめてほしい。実績が出たのであれば卒業・自立してほしい。） 

・提案事業は継続性のあるものでしょうが、１回採択されたら次回は除外して、より多くの

団体が協働事業の補助を受けて実践されるようにしてはどうか 

（同じテーマで採択されるものがあるので、出来るだけ多くの団体に協働事業が採択される

とよい。） 

【その他】 

・３年・５年計画を求める ビジョンを問う 

・書類作成 

 
 

休憩をはさんだ後、<STEP5>に進む。 

 

（進行役） 

<STEP5>次に、協働を担保するためにということを考えていきたい。これまでもさまざまな

意見を出してもらっているが、再度意見を出してもらいたい。 

一つは、協働を担保するために、徳島市としてこうありたい、徳島市にこうあってほしい等、

また、中間支援組織の在り方・充実、それから自己評価と第三者評価、第三者が徳島市が

協働を取り組む上でモニタリングしていくことが必要なのではないか等について、意見を出

してほしい。 

まず、市といっても漠然としている。これまでよく言われているのは、中間・橋渡し的な役

割で、徳島市の協働を推進していく立場にある市民協働課があるし、この市民会議は市民

協働課の呼びかけで行われている。協働課にこうあってほしい、あるいは、実際にパートナ

ーの一つである担当課・担当部署（必ずしも相手がいるとは限らない）に対してきちんと考

えて協働に取り組んでほしいこと、中間支援組織の充実についてでもよい。 

ちょうど一ヶ月程前に、私と事務局員は市民活力開発センターを訪れ、スタッフの方に話

を聞いた。そのときに、スタッフの方から、徳島だけの事例で自分たちがやっていく中で、も

う少し先進的な中間支援組織になりたい、中・長期的な研修で中間支援組織の現場をもっ

と知りたいという話を聞いた。もう一つは、市民活力開発センターという場が、うまく機能す

るためには市民の方々やさまざまな活動団体の方々が気楽に立ち寄れるようなサロン的

な役割ができるといいという話を聞いた。それから、駐車場が１台分のスペースしかないの



で、市役所の駐車場が使えないだろうか。いろんな人が来た時に利用するという観点から

駐車場問題がある。それから、情報交流のサイトについては皆さんから出ている意見であ

り、それについては当然やっていかなくてはならないという自覚はしてもらっている。また、

事業評価、事業への取り組み等がきちんとできているかどうかを第三者がチェックするよう

なことが必要ではないか。例えば、横浜市であれば、全市的な第三者で構成した委員会が、

横浜市が協働を進める中でどれだけ協働がうまく行われているのかをチェックする役割を

担っている。第三者がどういう形でコミットしていくか、先ほどの委員会のように、単に事業

選定をする選考委員というのも当然第三者的な立場で協働を見ているが、単に事業選考・

選定だけではなくて、さらに事業実施中・事業以後にもきちんと関わっていくことが大事であ

る。そういうものがどういう形であればいいか。少し答えにくいところもあると思うが、協働を

担保してくという上でこういうことがあればいいのではないか、こういうものは絶対に欠かせ

ないだろう等の意見を出してほしい。 

 

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。 

 

【徳島市】 

・市民協働課が担当部署の課題と NPOのマッチング（広い分野に拡大） 

（協働課が各担当部署の各課題を吸い取り、そこからお金も出てくるのが一番効率的であ

り、一番反映されやすい。いろんな NPO を知っていて、どんなことをするのか知っていれば、

うまくコーディネートしていくという形が理想的ではないか。協働課は市役所内の協働の芽

を拾い上げて制御しながら事業化する場所として機能するといい。） 

・市民協働課の役割 各課の事業に必ず「協働事業」をとり入れる制度をつくる。 

（職員の意識改革をしているが、協働事業を新たに始めるときに保守的になっている部分

がある。チャレンジ精神がまだ上がっていないので、それをどうにか上げる仕組みを考えて

もらいたい。） 

・部署間のベクトル（方向性、力） 

（部署間で温度差・力量の差がある。） 

・市民協働について若手職員等の研修を通じ理解 

（１・２回の研修では分かり合えない。研修を通じて協働について理解していけばよい。職員

向けの新人研修と主査研修を市活センターでやっている。） 

・市の担当課はなぜ協働で進めるのかを明示 

（様々な方法がある中でなぜ協働なのかを、もう少し意識付けして明示して制度設計や課

題解決の計画をするのは大事だと思う。） 

・各課の役割 業務のとりくみ方法として“協働”をとり入れることを定着化させる（意識改

革） 

・協働提案事業支援制度の本市が提示するテーマを市役所内で選定する（協働課＋そ

の他の部署） 

（協働をテーマに内部で活発に議論できるような土壌が必要である。） 

・担当部署の課題領域を再編化する 

（今ある課題をパートナーを見つけて一緒にやっていくという意識を持つとよい。） 



・協働事業の成果をみて市の方で取りあげて予算化し、委託事業としてやっていくように

なればいい。(例)家具転倒防止 

・実績報告では協働事業に関係ある課だけでなく、他の課からも来て評価してもらうのは

どうか。 

（実績報告の場に市が来ない。協働課は各課にお知らせを出しているが、直接関わりのな

い内容だと行きづらい。招待する仕組みがあってもいいかもしれない。） 

【市・中間支援組織】 

・市民協働課と中間支援組織とのさらに密な情報共有 

（情報が集まってくるところからさらに情報を共有することが必要である。規則的な縛りはな

いが、毎月１回協働課と市活センターが意見交換をする機会は設けている。しかし、協働課

が市活センターを訪れることは少ないので、もっと訪れてほしい。） 

・（最低）県との連携 （例）まなびーあ、フォーラム 

【中間支援組織】 

・（専門）能力・力 

（担い手を作るにはまず先生が必要であり、それは中間支援組織だと思うので、先進県へ

留学に行く予算をつける等、中間支援組織の方が力をつけられる方法を考えるべきであ

る。） 

・幸町会館内の施設（2F コミセン・3F 市職員会館）を市民の共有財産として使用 

（サロン的な情報交換の場がほしいので、2F・3F が使用されていないときに交流の場として

使用できないか。） 

・スタッフが共通理解を持つために研修は必要、研修資料や場の情報提供 

・極力車を使わない工夫をしましょう 

・中間支援組織利用の推進を PR 

・中間支援センター＝市役所と NPO をマッチング（地域課題 etc.）プラットホーム事業化、 

民間企業 

・情報発信のみではなく“発掘の場”となってほしい。そのため、人が集まりやすい場、雰

囲気が大切！サロン的 賛成です。 

（目的がないと入っていきづらいので、誰もが気軽に入っていきやすい、立ち寄れる場・雰

囲気になるとよい。） 

・自ら動く広報 

【第三者機関】 

・評価の際に事業に参加する 

・選定－（支援）－評価委員 

（一貫してきちんと関わるべきである。） 

・自己評価と第三者評価、それぞれの評価目的の明示 

（自己評価は自分たちの目標にどのくらい近づけたかをメインにし、客観評価はプロセスが

適正に行われていたか、専門的な能力を持っていた場合は、その活動が社会的にどういう

意義があったかを評価できるので区分けをしたらいいと思う。自己評価シートを見て他者が

評価するのではなく、他者は他者の評価をする方がよい。物差しを変えてみるのもありであ

る。） 

【その他】 



・市全体の活性化、市民生活の向上（行政）と NPOの目的をリンクさせられるかどうか。 

（お互いの目的をいかに尊重しながら結び付けていくかが大事である。それができれば協

働を担保できると思う。） 

・ボランティアの力を十分に活用できるかどうかが担保の条件。 

（財源は非常に少ないので、いかにボランティアの力を活用できるかが協働を担保すること

になるのではないか。） 

 

 
 

（進行役） 

他に何か言っておきたいことがあれば、発言してもらいたい。 

 

（委員） 

県のマリンピアにある県民活動プラザは、市ととても似ていることをしていると思う。そこ

との連携のようなものはないのか。 

 

（進行役） 

中間支援組織という意味では、徳島市は市民活力開発センターで徳島県には県民活動

プラザがある。県の県民活動プラザは、NPOが業務委託を請けて運営している。一方、市

の市民活力開発センターは、公募で指定管理者を募り、現在では新町川を守る会が指定

管理者として運営している。 

 

（委員） 

中間支援組織として同じベースで同じようなことをやっているが、事業内容に関しては、

被らないようにしようと合意の上ではある。県内に NPO支援センターは３ヶ所しかない。そ

の中で、同じ市内に２つある。この場合に、NPOにとって使い勝手のいいようにしなくてはい

けないというのは共通認識である。同じように同じような事業をやって、競い合い潰し合って

も全くメリットがないので、NPO にとって使い勝手がいい方を使えばいい。県民活動プラザ

によく行く NPO、市活センターによく行く NPO、それぞれであっていいと思う。同じ月や近い

時期に新しい公共の制度説明、広報講座等をやることに関して全く意味はないと思う。 

 

（委員） 

では、どうしても両方必要なのか？必要か必要でないかは、どこで判断がつくのか？ 



 

（進行役） 

それは、最終的に市民団体が判断することである。必要か必要でないかは、利用実績が

上がらなくなる等の理由がいくつか考えられると思う。 

実際、徳島市は協働のまちづくりを進める上で、中間支援組織が必要だと判断した。市

活センターは実際にできて８年目であり、県民活動プラザは２年程先行してやっている。 

 

（会長） 

行政の中で考えれば、都道府県の仕事と市町村の仕事は一応区分けがつくが、但し、

補完性の原理という言葉があるくらいなのだが、市民でやれないことを市がやって、市がや

れないことを県がするという一応のルールの下に分担はされているのが公共の世界の原

則である。しかし、県民や市民（お客さん）の立場から見ると、同じように行政から恩恵を受

けている。県の仕事からも受けることもあるし、市の仕事からも受けることがある。そう考え

ると、市民は『市の民』ではなく、『市民＝県民』でもある。そういう捉え方をすると、自分たち

の住んでいる環境を良くしようとするとなれば、徳島市も良くしたいし、徳島県全体も良くし

たいと考える。そうなると、中間支援組織が２つできて、活動の母体も２つ出てくるのではな

いか。 

 

（委員） 

中間支援組織はそれでよいが、例えば、同じ団体が同じ事業内容で県にも市にも委託や

助成金等の応募をしていることがある。 

 

（進行役） 

協働事業ということで、一時期、県・市共に補助金や補助制度があったときには、割と似

ているテーマがあったのは事実である。本来はエントリーの中に、他の補助を受けていない

ことが条件である。制度設計上は、他の行政が行っている、あるいは、国が行っている補助

制度と徳島市が独自に行っている補助制度の独自性や意味はきちんと考えた上で事業設

計する必要がある。 

 

（会長） 

中身が同じでも、それぞれの目的に合致していれば通るのだから、それは構わないと思

う。 

 

（進行役） 

ちなみに、私の団体は、徳島市で推進コース５０万円の事業があり、次のステップのため

に同年度で、この事業をさらに発展させるために、と内閣府に申請をあげて採択されたとい

うケースもある。 

私は、大型のプリンターを使用するときは県民活動プラザへ行き、自分たちでやりたいと

きや学生パートナーと一緒に事業をしたいときには市活センターを使用する。このように、

それぞれの得意分野を見極めて使い分けするようにしている。 

 



本日の内容を簡単に振り返ると、協働を推進するための補助事業のあり方として、前制

度の様々な課題をもう少し改善すると、より使い勝手がよくなる。これは仕組みとして、これ

でいくという決定的な書き口はかなり厳しいと思うが、望ましい補助制度のあり方という形で、

この市民会議での提案という形でまとめることができればと思う。 

同じく協働を担保することについても、市や職員が悪いとは言っているのではなくて、もっ

とこういうことができるとより良くなるという応援エールが出てきた。それをうまく指針や制度、

仕組みの中に反映できればいいと思う。また、中間支援組織や第三者機関についても同じ

で、少し踏み込んで提案を求める形になったかもしれないが、事務局と相談しながら、また、

会長とも相談しながら、次回までに素案を作らなければならないと思っている。 

 

 

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などについて説

明し、閉会した。 

 

☆次回（第７回）は、５月２２日（水）１３時３０分から、徳島市役所８階 ８０１会議室で開催 


