
 

第７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５月２２日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：徳島市役所８０１会議室 

 

【出席者】 

市民委員：９名（松村会長、岩見委員、黒崎委員、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：５名（企画政策課、行財政経営課、財政課、文化振興課、危機管理課） 

進行役：１名（ＮＰＯ法人コモンズ 喜多順三） 

事務局：４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： 協働を知る 

        ・素案の説明      

ＳＴＥＰ ５： 協働指針の素案を検討する 

ＳＴＥＰ ６： 今後の予定 

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６回 平成２５年３月１３日実施）の振り返りを行った。 

 

＜発言要旨＞ 

ＳＴＥＰ ３ 

（進行役） 

前回は、新しい補助制度を考えるということと、協働を担保する仕組みを考えるという二

つの主なテーマを基に皆さん方に提案してもらった。キーワードは簡単な提言を使って提

議したものと、事務局側から可能とか要検討とか困難とか示されている。これは指針の中

で制度設定の中に重要な部分になるので、後ほど前回意見の振り返りも含めて、それぞ

れ皆さん方からの意見を示した上で、議論ができればと思う。本来ならこの部分は今回の

指針制度案に盛り込まれて提示する予定だったが、様々な調整もあり、現時点でどういう

方針でそれぞれ示された意見について対応するかというところまでが、今回提示できる内

容となる。それにより市民会議が当初全８回予定していたが、開催回数を増加したい。 

それでは、協働制度案について事務局から第３章まで説明してもらう。 



 

ＳＴＥＰ ４ 

（事務局） 

  事務局より、協働の制度案について第１章から３章まで説明 

 

（進行役） 

「はじめに」のところでは背景として、行政あるいは公共に、もっとサービスが求められ、

公共サービスが多様化している。それに伴って行政の役割の担い手も求められるようにな

り、それ故に連携型が重要になってきた。それに対してこれまで協働の契機づくりというの

で、市活センターの設立や協働提案事業支援制度を行ったけれども、協働を取り巻く環境

の変化が起きる新たな徳島らしい協働の必要がある。というのが初めの主旨であるが、こ

のあたりはどうか。 

 

（会長） 

 先ほど話があったように、ここでは、行政目標等、市が（協働に関して）推進している部

分も入れておいた方がいいのではないか。 

 

（進行役） 

つまり総合計画の重要な推進ツールとして。ちなみに以前事務局で用意してもらった資

料には徳島市が過去１０年ぐらいで掲げた様々な計画があり、総合計画もあれば、徳島マ

スタープラン等には、市民との協働という文言が書かれている。しかし、現状として協働が

進んでいるかというと、残念ながらそう言い切れない部分もある。 

次に協働基本指針とその後ということで、指針策定後に市民活力開発センターができた。

それから協働提案事業支援制度が創設され、多くの応募実績や採択があったこと。また、

今後の課題として、パートナーがＮＰＯに限定されてきた、手順が分かるようにした、ある

いは、制度が定着していなかったというような課題があった。このあたりはどうか。 

 

（会長） 

ＮＰＯ等の行政とのパートナーとなりうる主体が増えてきた。また、バラエティに富んだ

主体も増えたというのも重要である。 

 

（進行役） 

 定数的なものも少しおさえていってもらってもいいかもしれない。 

 

（委員） 

  細かいことだが、「はじめに」の中では、徳島市協働提案事業支援制度が平成１７年度

からとなっているのに、こちらの、第一章の１では、平成１８年度からになっている。どちら

が正しいか。 

   

(事務局) 

はじめに、の方を、１７年度から１８年度に訂正いただきたい。 



 

(進行役) 

ちなみに、ＮＰＯの用語説明の出典はどこからきているのか。 

 

（事務局） 

出典についても明示しておきたい。 

 

(進行役) 

では第２章、協働の基本的な考え方、これも前に議論したものを基にし、協働の基本的

な考え方では、一般的に協働とはどういうものかという概念説明を行い、それを受けて徳島

市の目指す協働というのは、個性豊かな自然の街とくしまが舞台にあるということ。目的と

しては皆でこのまちを良くする。また、その手段として色んな人達が連携し合いながら常に

同じ目線、同じ方向を見ながら協働する。というように、徳島らしい協働とはなんだろうとい

うのも委員の皆さんに色々と考えていただいた。 

 

（会長） 

   文言問題になるが、少なくとも人口はコンパクトとは言わない。 

 

（進行役） 

人口規模という意味では都市のコンパクトさゆえとか、まち（コンパクトさゆえ）とかの文

言がいいかもしれない。他に何か、そういうニュアンスが変だとかも含めて発言してもら

いたい。 

 

協働の意義という、これは５点あげている。新たな公を担うこと、これまでの行政だけで

はなくて、様々な人達が公を担っていくと同時に公のサービスの質があがっていくというこ

と。それから、市民ニーズへのきめ細やかな対応、最近の地方は逆方向へいっているの

ではないかという話もあったけども、自立型社会の実現、それから幸福度があがっていく。

とあるが、何か他に気付いたことがあれば、発言をお願いしたい。 

 

  次に、協働の原則。協働原則については関係者皆が心しておかなければならないという

ことで５点あげており、目的意識を共有する。共通の目標に向かう、対等の立場で互いの

特性を活かす、異なる主体が自主性・主体性を持つ、最後に相乗効果を生む。とあるが最

後の相乗効果はどうだろうか。４番目までが、お互いの振る舞いか態度というか表現でか

かれているのに対して、結果として相乗効果が生まれるみたいな表現になっているので。

原則というよりも、効果の方に入るような、あるいは意義の方に入るような表現になってく

るのではないか。 

 

(会長) 

相乗効果については、第３章のタイトルテキストの中に溶け込ましていった方がいいかも

しれない。 

 



 （進行役） 

  次に行政の原則であるが、組織横断的な対応ができる。協働への正しい理解が出来る。

ＮＰＯ等への配慮。この３点だが、この書き方は原則ではなくて、結果という書き方であるた

め、「組織横断的な対応」、「協働への正しい理解」、「ＮＰＯ等への配慮」としてはいかが

か。 

 次のＮＰＯ等については守秘義務と公的資金活用の自覚と責任であるが、この２点で原

則はいいでしょうか。 

 

 （会長） 

  １番と２番の順番が反対ではないか。それと、もう一点、守秘義務では、秘匿な情報とい

う表現ではなく、秘匿すべき情報の表現が適切である。 

 

 （進行役） 

ここまで１章から３章まで見ていったが、他に何か気になる点はあるか。 

 

（委員） 

  第３章の協働の原則の行政、ＮＰＯ等の共通の部分の、共通の目標に向かう、のところ

だが、目的を共有するというのは、同じ目的を共有するというのでいいと思うが、目標に向

かうとでは、目標があっていない、目的は、例えば会社でいうと理念なのだが、経営理念に

対して、その同じ目的に向かってはいくが、目標っていうのはそれまでの過程であって、達

成すべきもので、共有ではちょっと弱いような気がしたのだが。 

 

（進行役） 

  そのとおりで、まず目標を相互に理解することが大事。それを単に共有するものであって、

達成するために、成果目標を共有し、達成するために全力を尽くすとか。そのようなニュア

ンスで少し言っておくので、検討してほしい。では引き続き４章を。 

 

 

（事務局） 

  第４章について説明 

 

（進行役） 

  まず最初に協働のかたちということで、これまでも議論してきたが、一般的に言われてい

る委託、補助、事業共催、後援、事業協力は一般論ということなのでよろしいか。 

協働の基本姿勢では、⑴企画・立案 ⑵実施 ⑶評価・改善について、基本姿勢、方

法・手順、期待される効果についてそれぞれあげられている。  

企画・立案の情報交換、意見交換の項目では、交流会、ワークショップという、一般的に

あるものに付け加えて、この市民会議では、協働のテーブルづくりというのと、情報交流サ

イトというのがある。行政とＮＰＯが互いにＷｅｂ上あるいはＳＮＳ等を使いながらお互いに

発信していこうかと。次に他に何かできることはないか、と考えながら課題をみつけていく



ような、そこからプロジェクトチームなんかができて、事業が形成されるというということが

ここでは手順・方法と言う形で掲載されている。 

  次に施策・事業の企画とうことであげているが、もう少し具体的にはプロジェクトチームと

かワークショップを活用するという方法もある。 

  それから次に事業の実施についてだが、意見交換、情報交換や早い段階から協働をや

っていこうということ。互いに課題を解決するために、建設的な意見交換、提言をしていく

ことが重要である。 

  次に施策、事業の企画のところでは、共通の基本姿勢としてお互いの立場を尊重しなが

ら良さ、得意分野を活かせるようにするという。こういう意味で、認知的プロセスというのに

早めに入るとか、めったに徳島ではないと、民間のいい提案を行政がうまく結ぶという、そ

ういうことをしてはいけないよと。それから、審議会等については、原則公開、傍聴可とい

うことがあげられている。 

  行政の方では、情報提供をきちんとするということ、建設的な意味で積極的に事業に反

映するように努めようということが大切である。一方、ＮＰＯ等について守秘義務があると

いうこと、それから行政提案にあたっては、個人の意見がということではなく、一人よがり

にならないように気をつけなければならない。また、方法手順としては、やはり、プロジェク

トチームとかワークショップも大切である。 

 

（会長） 

  前々回までの議論の中で出てきたことで、次の実施の段階でもいいのだが、協働の相

手方を選ぶプロセスにおいて、手続きが非常に複雑で、書類をたくさん提出しなければい

けなく、それが参入障壁みたいな形になっているという意見が出てきたが、その議論をし

たら、結局それは徳島市市民活力開発センターできちんと指導してもらえばいいじゃない

か等アバウトな話に落ち着いたという記憶があるのだが、何団体かが協働をやりたいと思

って、書類ｊを一生懸命作って、手を挙げていっても通らなかったら、それだけでエネルギ

ーは無駄に消えてしまう。そういうことが多くあると、協働っていうのはうまくいかないので、

手続きの簡略化に努める。一方その公正さを失わない方法を考えることも重要だと考え

る。 

 

  （進行役） 

  協働について考えてみたのだが、いわゆる事業創造みたいな、課題はあるけど何もな

いないところから事業の提案という、あるいは、行政の方々と一緒に課題を共有しながら

事業を創っていくみたいな。理想的な協議であるが、これを仮に事業創造というと、もうひ

とつは、ＮＰＯ側から事業を提案する。たとえば協働事業支援制度とかは、基本的には、う

ちのＮＰＯはこういう事業をしたいので事業提案をするとか、もうひとつは、逆に行政側が

こういう事業をやってくれる NPO等がいないだろうか、という事業者公募みたいな形があ

ればいい、また、協働支援事業提案制度だと、こういう事業をＮＰＯとしてはやりたいのだ

が、どこへ行っていいか分からず結果たらい回しにあった、みたいな話を耳にすることが

ある。そういうことは、不幸なエネルギーの消耗にしかならない。 

 

 



（委員） 

  提案してみようかと、アクションに至るまでに棄権してしまうというパターンがあるので、

明確に分かる仕組みがあればすごくいい。 

 

  （進行役） 

  例えば、いくつかの選択肢があって、仮に道路についてだと、何となく、都市整備部がう

かんできます。道路を作る、いや、道路が傷んでいる、じゃあ道路建設でなくて、道路維持

課の方かとか、何かそういうふうに、何となくパートナーがわかるようにできるといい。ただ、

どれだけの場合分けが必要なのか分からないが、窓口がどこかというのが、はっきり分か

るのがよい。そういう意味では、残念ながら市民活力開発センターは頑張って活動してく

れているが、すべての市民活動をしている人たちに、まだドアが開いていない。市活センタ

ーで全て分からなくてはいけないかというとそれは無理な話であるが、市役所の内部の複

雑な機構とか自分の部署が全て把握できているわけではない。そうすると、市民協働課で

パートナーが明確に分かる、あるいは、複数にまたがっているというケースがあると思うが、

複数のパートナーとの協働を支える仕組みが一方では必要となってくる。そういうので共

通のテーブルについてもらうというのが、うまく仕組み化されなければいけないというのが

ある。 

 

  （会長） 

  各論では色んなやり方があるにしても、総論の部分では、参加しやすい、とかそういうイ

メージを置いておけばいい。色んなアイデアが活発に出ると、それを担保するものは、制

度づくりで考えていけばいい。 

 

  （進行役） 

  いずれにしても参入障壁という意味では、前に出た共催とか後援依頼、それでもなんか、

共通の書式がなくて困ったみたいな話があって、それは、制度設計の中では、きっちり整備

されるのかなというふうに思っている。 

  逆に言うと、市役所内には協働推進員というのが各部に１人以上いるが、うちの部、うち

の課とこういう協働は可能だ、というのをきっちり作ってもらって協働課の方にあらかじめそ

の情報があるというのも、協働を事業推進の切り札として取り組む徳島市としては、やって

いただいたらいい。 

 

  （進行役） 

  続いて実施に移る。実施については繰り返しになるが、補助、委託、共催、後援、事業

協力というのがあるが、委託というのは、ちょっと乱暴な言い方をすると、ある仕様書が決

まったものを、複数のＮＰＯの中から選ぶことになるので、基本的には、随契かコンペかプ

ロポーザルあるいは、入札かという話になる。今までのところだと、比較的随契が多いとい

う印象を受けるけども、同じようなＮＰＯが増えてくればこれから入札みたいなもので出てく

ることが考えられる。 

次の補助についての具体的な制度は後程、前回の議論を踏まえて考えていきたい。共

催というのは、お互いが一緒に主体としてやる場合と、一方が主体的でもう一つが補完的



に協力するというケースがあるが、役割分担が明確になるようなチェックシートみたいなも

のがうまく定義されるといい。事業共催は、そんなに多くは行われていないが、共催がある

とすればイベント系が多いと思うが、それらも手続きを簡素化し、申請から承認まで迅速に

行えるようにする。それから、事業協力というのも、頭では理解できているが、なかなか実

際にあるようでないような、これも完全に協働でやる場合と一方で行う場合があるわけだ

が、協定書とか制度というのが必要になる。 

次に、最後の評価改善に移る。ここでは、当事者による主体的なチェックと一方で第三

者評価というものが必要ではないかという議論があったが、このあたりは、方法のところで

協働事業に取り組んだ行政と双方が評価することを基本とし、チェックリストの作成が必要

となると記している。これは、従来の協働事業の中でも自己評価という形で、それぞれ双

方でもやっていた。 

 

  （委員） 

  先程の実施の部分で、委託にも公的資金が出ているので、公的資金であることへの認

識が重要となると思う。 

 

  （進行役） 

  委託は、ＮＰＯ等の基本姿勢の最後のところに、事業完了時の成果報告書の提出や完

了検査等の必要がある。また公的資金を使う責任を自覚するという、表現は入っている。 

 

  （委員） 

  読み方の問題かもしれないが、協働提案では最初、補助の方がトップに出てくるので見

落としていたが、委託のトップページにも公的資金を使う責任及び自覚も出てくるべきもの

でないかと考える。 

 

（進行役） 

 その方が当然と思う。道路をつくるにしても何をしても。公的資金なので。これをＮＰＯ等

だけのことではなく、補助と同じように基本姿勢の一番上に財源が、という表現を書き入れ

てもらう。基本姿勢のＮＰＯ等のところは、公的資金を使う責任を自覚し、繰り返すのもあ

れなので、事業実施等の効率性、有効性の向上に努めていくという表現に変更すればい

い。 

 

 

休憩を挟んだ後、第６回市民会議の意見にあった、「より新しい補助制度及び協働を担保

する仕組み」について事務局より説明をもらいたい。 

 

 

  （進行役） 

  第６回市民会議でもあるように、口頭でも説明させてもらったが、前回新しい補助制度と

いう題で、みなさんに書いていただいた意見に対して、どういうふうに受け止めていくのか

というのが一覧にしているので、まずは補助制度の問題、シートの説明をしていただく。 



   

（事務局） 

  事務局説明後、質疑応答 

 

  （委員） 

   可能かどうかのところで、期間限定の補助としたいというのが６ヶ所あるが、意味が分

かりにくい。 

 

  （事務局） 

  市民協働課のイメージでということで、ご理解をいただきたいと思う。あくまで案なので、

まだ関係課等の調整が全て終っていなが、例えば補助制度が最終的には市との委託とい

う形で協働が継続されるのが理想だがそれにあたって例えば当初は、（補助を）複数年連

続してできるようにする、最終的には、それを各団体の単独の事業にするのか、あるいは

市と一緒にしていきたいという形になれば、委託事業として継続していくという方法も取れ

るのではないかなというのが、案としてはある。 

 

  （進行役） 

  基本的には事業を継続するのは委託という形式が望ましい。ただし、補助に関しては一

定期間の限度を定めて、つまりそれが２か年なのか３か年なのか、それ以上継続はしない

というのが期間限定という。 

 

  （委員） 

  事業によって決めるのか。 

 

  （事務局） 

  制度的につくるか考えていく。 

 

  （進行役） 

  卒業ルールと、三振ルールという、そういうことだという。ストライクは、２年までと。 

 

  （進行役） 

  イメージとしては、仮に３年を限度として、その事業日数に応じてその期間と、その期ご

との成果目標をあげてもらって、目標を達成しなければ、協議するみたいな。そういうふう

になればいい。 

 

  （会長） 

  既得権はダメということ、平たく言えば。 

 

  （委員） 

  ある意味、２～３年で見てくれるよということもある。 

 



（委員） 

それと、４月のイベントにも対応できるように４月から始めると書いているが、終わりは１

２月とかいうことはないか。４月から３月までか。 

 

  （事務局） 

  そのとおりである。 

 

  （委員） 

  それならば、事業開始は４月で、３月までと書いてなければ、４月から始めて、後ろは１２

月と決まっていると言われても困ると思うので。 

 

  （進行役） 

  ４月から３月まで自由に事業ができるようにということなのか。 

 

  （委員） 

  ４月から３月まで事業を行う権利があるよというイメージで、それと、もう一つお伺いした

いが、困難のところで、有力団体に負のハンデをつけない、公平化しなければならないと

あるが、役割分担というのがよく分からないのだが、何をもって役割分担なのか。 

 

  （事務局） 

  事業の内容によって、人数の少ない団体とか、大きな団体もあると思うが、得意分野も

不得意分野もあると思うので。 

 

  （委員） 

  得意分野で、そこしかできない言葉で、言っているのではなく、そこではなくても新しいと

ころでもやろうとしていることができるという時に、大きな団体がそんな小さなことまでしなく

てもよいのでは、というので、有力団体には負のハンデをというふうに表現したつもりなの

だが。役割分担と言われたら、その団体のパワーというか、実績でしかできないのが当然

ある。そんなことまで負のハンデをつけようと言った覚えはない。再考いただけるか。 

 

  （事務局） 

  そこまで十分に理解できていなかったので、十分に踏まえておく。 

 

  （進行役） 

  同一テーマで、複数団体から、同じような提案がある。実績があるから良しとするのか、

新しいところのチャレンジを採択するのか、このあたりどう選ぶかというのは、悩ましいとこ

ろではあるが。 

 

  （委員） 

  結局そこが安心だから、じゃあそこにお願いしようというのを見てきたので、それでは絶

対新しいＮＰＯは太刀打ちできない。それはある意味公平なのかと。 



 

  （進行役） 

  だからそういう意味では、その団体にとっての事業の新規性みたいな評価軸が、一つあ

ってもいいのかもしれない。 

 

  （委員） 

  ただその実績を重視するということが信頼型という考えもある。 

 

  （事務局） 

  実績で選ばれやすいというのはあると思うが、それ以外のおっしゃったような違う視点の

採点方法っていうのをとり入れるのはいい。 

 

  （会長） 

  徳島の独特な小ささと空気を読むようなところがあって、一回信頼したらその信頼がな

かなか崩れていかない。それがある意味プラスの面もあるがマイナス面もある。その辺を

どう考えるかっていうのが、徳島らしさの市民活力を活かすキーワードの一つになってい

る。だから、お互い信じたら、あの人に信頼してやってもらえたら間違いないという選択の

仕方も、これはあながち否定はできない。それが、大きいところだけにさせるのはどうか、

という話にも出てくるので、困難というのは、募集の際はどういった基準で選考したと書く

のではなく、そういうことを踏まえて色んな選考基準というのを考えることが大事だと思う。 

 

  （委員） 

  期間で切る必要もないと思うのだが。その話だったら。 

 

（進行役） 

何のための補助事業であるかというところの共有が大事だと思う。つまりいい事業が継

続されるのであれば、委託としてきっちり予算化されて、継続してやっていけばいい。 

 

（委員） 

協働課だって、３年でやめるといわれたら困るのではないか。 

 

  （進行役） 

   補助っていうのは、多様な主体が協働の担い手になりながら徳島をいい街にするんだ、

というふうに、もし補助を持つ意味があるのだとすれば、事業申請みたいなものをきちん

とすることが大事、そのあたりは何のための補助なのかということを、きちんとしておくべ

きだと。 

 

  （進行役） 

  負のハンデをつけてというような設け方と、事業目的というのをうまく関連づけて、やって

いく。あと、仕組みをどうするかという議論をしていって、随時具体的な提案をしていただけ



たらなと思う。それと、補助が要綱に基づいて支給されるものになると思うが、要綱の中で

目的みたいなものが明確に定まらなければいけない。 

 

  （委員） 

  委託というのは例えば、上手くいっているから我々から離れて徳島市がするのか。 

 

  （委員） 

  いや、離れなくていい、委託等として残っていく。 

 

  （進行役） 

  その方がより良いものができるという事業であれば、どんどんしていこうというのがそも

そもの協働の考え方である。 

 

  （会長） 

  資料に書いてあるが、ＮＰＯと契約をもって委ねる。その代わり事業についての責任や

成果については行政に帰属する。だから、予算ももちろんついている。 

 

  （進行役） 

  毎年申請書プロポーザルは必要だと。 

 

  （会長） 

  それは完成された形というふうにＮＰＯの皆さんは認識してなくてもいいのだけれど、１０

０％ではなくて、それはもちろん別に、やりたいところ、やるべき受託者が育ってきたら一

応そこと一線交えていただくタイミングは例えば５年に１回おくとか、そういうふうなルール

は必要だと思う。 

 

  （委員） 

  委託がいいとか同じようなことがしたいという団体だったら、あるのだろう。 

 

  （進行役） 

  事業形成の流れというのは、きっちり制度設計の中で続けていただければいいのかなと

思う。 

 

 

  （事務局） 

  続いて、協働を担保する仕組みについて事務局より説明。 

 

  （進行役） 

   基本的に困難という回答をなくして、検討を要するというのがいくつか言われているが、

何か質問等があればお願いしたい。 

 



  （委員） 

   中間支援組織のところで、（専門能力、力）をあげる、そういうところがあって、要検討で

スタッフの研修は可能だが、先進県への留学は予算的にも困難とあるのだが、中間支援

業務のスキルアップというのは日数だなと思うところで、例えば先進県への留学というの

が、自分達の仕事の一環で行けるとすれば是非行きたいなと思うのだが。ここに書いて

いるとおり、指定管理料からは、費用を出すというのは難しいのだろうなと、自分達も指

定管理料まで予算組んでいるし、これに上乗せしてここで予算を削るというのもちょっと

難しい。この中で、予算の上乗せを市にお願いしても難しいと思うので、今の仕組みでい

うと、指定管理業務をやる時に、使えるお金というのは、外部からは取れないという仕組

みになっていないか？センター条例というので。それを動かしてもらって、例えばＮＰＯス

タッフ研修みたいな、民間の助成金というのは多々あるので、それを公募して取ってこれ

るみたいな仕組みに変えてもらうというのは、可能なのかどうかというのをちょっとお伺い

したい。 

 

  （進行役） 

そもそも営利を目的とした事業をやってはいけないということではなくて、指定管理料以

外の予算をもって指定管理業務をしてはならない意味合いのが書かれていると。条例を

変えるというのは議会の同意が必要なのだろうが、そもそもなぜそういう文言がその条例

に書かれているのか、その意図するところはなんなのかということがまず一つあって、そ

の上でそれは本当に、彼らのスキルアップの機会をみすみす逃しているのではないかと

思う。その辺り何か方法を考えていただきたい。やはり、中間支援の重要性というのは、

毎回ここで議論されているし、根を摘むようなことだけはしてほしくない。 

 

  （会長） 

   条例をつくる時のひながたの使い方をチェックした方がいいと思うが、阿波踊り会館の

ようなスタイルの条例のひながたと、駅前の地下駐輪場のような指定管理者の条例のひ

ながたとは別物のはずだが、具体的にいうと、地下駐輪場で売店をつくって物を売っては

いけないというしばりをかける必要がある。駅前の一等地で売店をやれば、それは営利

になってしまうからということで、しばりはかかるけど。そういうふうな仕事の中身について

指定管理というのは色々あるが、だったらその条例の、ひながたの使い方が少しあいま

いだと思う。だから、市活センターを例えば、地下駐輪場型の条例でつくったけど、用無し

になったのでそんな情報も入ってくるのではないかなと、むしろその阿波踊り会館型の委

託というか仕方、指定管理者の使い方をすれば、別の条例ができていたはず。 

 

  （進行役） 

   逆にいうと市民協働課にそういう事業を申請してもらい予算をつくってもらう。条例が変

わらないのであれば。協働課の方も一緒に意見してもらう。せっかく色んな形で応援のレ

ールが出ているので、それをうまくつなげていただければ。 

 

  （会長） 

   情報サイトって、運営されるのはどちらか。 



 

  （事務局） 

   現在新しいものというか、共通のサイトみたいなものをつくって、市のホームページから

でも見えて、そのような形で、双方でそういった情報交換ができるのを考えたいなという

意味合いで言葉を利用した。 

 

  （会長） 

   今後つくっていくのですね。 

 

  （委員） 

   自社の方で、私の会社は指定管理もやっているが、地域情報サイトで市内の地域サイ

トもさせてもらっていて、ちょうどマネージャーとも一緒にＮＰＯさんに登録してもらい、ＮＰ

Ｏさんの情報発信をしてもらえるようなコーナーがあるのだが。そこはまだうまく活用しき

れてない部分があるので、今後いろいろ協力しながら、もう少し自分達の活動を発信した

り、掲示版機能もあるので、そういう所をうまくやっていきたい、というような話をしていくと

ころだったので。 

 

  （進行役） 

   情報交流サイトというのは、ずっと前から出ている話だが、特に徳島市のホームページ

は、私が言うのも何だが、非常に使い勝手が悪くて、いつでも更新できないというような

問題があって、情報をどう流すかという結果、実行委員会ホームページをつくる、それも

市の職員しか更新できないので、仕方なくＮＰＯコモンズは、ｆａｃｅｂｏｏｋとツイッターを運

用しながら、情報を流すようなところがある。悪いとは言わないが、こういったサイトをつく

るのは大事なのに、使い勝手が悪くてどんどん情報がアップデートする仕組みを同時に

行うことができない。例えば、指定管理料に上乗せしないと動かないと思うが、急な運営

は全部市活センターに任せて、市からの情報は協働課がまとめて挙げてもらうとか、そう

いうスピーディーな方法というのを考えてもらった方がいい。 

 

  （委員） 

   協働の入り口の説明みたいに、一つの将棋の駒をあてられているだけなので、大体１

時間半ぐらいなのだが、市民との協働というテーマで、基本的な講義をすることに。 

 

  （進行役） 

   去年はなかったが一昨年とその前の年は協働研修を委託でやっていた。一昨年は協

働推進員の方向けの研修、その前の年は協働推進員の方の意見を研修し、別の日には

もう少し若い係長クラスの方を対象とした協働研修というのをやった。 

  情報交換の仕組み、これは特に、協働推進中の情報交換との仕組みとしたいとか、

具体的にどういうことが言われているのかというと、ここだけでは読み取れないので。少

し、具体的な仕組みとできればいい。 

 



協働を担保する仕組みと、補助制度を具体化していく中で、まだ未完の第５章とタイト

ルも含めて、次回開催のご案内もあると思うが、それの議論も踏まえて次回には、今回

の１章から４章までの確認と、５章の内容を検討してもらう。ということで、本日のプログラ

ムとして一応、ここまでは終わったので、会長の方に。 

 

（会長） 

 法制度をつくるのが専門なのだが、この制度づくりは難しいというのが正直なところで。

総論部分で、今日議論していただいたように、協働の形や、協働の基本姿勢、それぞれ

ＮＰＯ、市民、それから市の職員というそれぞれの主体において、やるべき方向性はきち

んと出たけれど、それを制度にどうやって落とし込んでいくかということ、これは相当難作

業だと思う。それを使って、今度は市と、それから中間支援組織と、ＮＰＯがそれぞれ動

きやすいような仕組み、というのが、相当練らなければ、指針にならないなと思えてきた

のが昨日からの話で。とりあえず２枚のワークシートに課題と、それから方向性は出てい

るので、これを基準として考えながら、私もお手伝いできればいいなと思いながら、７月を

迎えたいと思う。それを踏まえて、その後のパブリックコメントあるいは議会との調整を経

て、最終的な１年間に渡る成果物である、協働の基本指針というのが定められればベス

トかなというふうに考えているので、また委員の皆様方、暑い時期になるが、よろしくお願

いしたい。 

 

（委員） 

  タイトルも考えなくてはいけないかもと思うのだが。協働制度っていうのが少しひっか

かる。 

 

 （会長） 

  仕組みとか、そういうニュアンスで使っているので。 

 

 （進行役） 

  新たなとくしま協働のまちづくりルールとか、そんな感じで？ 

 

 （委員） 

  「新たな」はいらないかと。次にする時も、また新たなになるので。 

 

 （会長） 

  こだわりもあって、今があるとつけたいとか、そういうのはある。 

 

 

 （進行役） 

  どちらかというと、今までの協働事業で、協働指針というのがあった。それとは別に、

協働提案事業支援制度という制度がありこれは要綱に基づいて実施してきたのだが、

今回議論していただくのは、協働提案事業支援制度という補助制度も含めた、もっと大

きな協働のルールであったり、すすめ方であったりということだろうと思う。なので、当初



の話だと指針と制度設計というので、協働の基本指針２０１３みたいなものだろうが、そ

れのタイトルとして、どういうのがふさわしいのかということなのではないかと思う。市民

とつくるのは制度ではなくて、協働で市民と行政が一緒になって徳島をいいまちにしよう

ということになるので、そうやって文法的に読んでいくと、市民と制度をつくるのが目的で

はなく、制度を通じて徳島をいい街にするのが目的になるので、少し練ってもらった方が

いい。 

 

 （委員） 

  皆さんご存知のところがあったら申し訳ないが、担保のところで、過去に必ず協働事

業を取り入れる仕組みをつくるということもあるのだが、ここで定義する協働事業という

のが何なのかということをちょっとどこかに明確に盛り付けていけたらいいのではない

のかなというのがあって。 

 

 （進行役） 

  協働といったら割とくどいように協働事業っていうのはなにかと、事業の形は５種類あ

ると。 

 

 （委員） 

  今の市の中でも、捉え方によって協働している課ってあると思うのだが、お金の無い

ところでも実際にＮＰＯと仕事をしている課もあるし、それを含んでの協働、お金無しのと

ころでの協働事業と位置づけするのか、それともここの指針にあるよう、指針に五つの

領域になるのは基本的には何らかの形で予算がついたりとか。 

 

 （進行役） 

  予算のつかないようなもの、例えば予算のやり取りのないものとして、後援だとか、事

業共催みたいなもの、あるいは事業協力、これらについては予算のやりとりが必ずしも

あるという書き方ではない。 

 

 （委員） 

  例えば、予算は無くてもＮＰＯを後援してれば、協働事業をしているという位置づけに

なる。もしそれにいくと、結構色んな課で既に協働しているという形になってしまうと思う

ので、その後で仕組み、制度をつくってもどこまでラインを引くか決めておかないと。 

 

 

 （委員） 

  以外にもあるし、役所の中で協働事業を必ず取り入れるというのも、もう少し掘り下げ

ていかないと結局制度をつくっただけみたいになってしまうのではないかと思う。 

 

 

 

 



 （進行役） 

  委託しようとか、補助しようとか、そういうつもりは全くないと。ただ、すべての課が協働

しなければならないということではない、ただ、協働できる分野はこういうものがあって、

こういうことだったらいつでもやるというふうになるかなと。門が開かれているということ

がすごく大事。 

 

 （委員） 

  第５章というのは、タイトルは決まっているのか。 

 

 （事務局） 

  まだこれからである。もっと具体的に制度設計したものを５章に入れたい。内容はこれ

から。  

 

 （進行役） 

  例えば、こういう補助免除がある。どこまでかけられるかわからないが、こういう補助

だとか、協働制度というのはこういうふうにあるんだという。 

 

 （委員） 

  委託事業申請する場合には、こういう様式でやりなさい、という。 

 

 （進行役） 

  そこまでではない。 

 

 （会長） 

  何をすればいいか分かるようにすることが５章の目標。自分たちが何を具体的にイメ

ージづくりができるようにしたところが５章ということなのだが、色々な具体的な場合もあ

りそれは非常に難しいと思う。 

 

 （委員） 

  今までやってきた支援事業の一覧表などは、最後につけるのか。６年間やった分、こ

んなことをやったと。やはり何かする場合に参考になるし。こんなことをしてきたんだなと

か。 

 

 （進行役） 

  指針のつくり方と、それと公開事業を推進する上で、色んな方々に参加してもらいや

すくするための、ある種の道具みたいなもの。あえて一緒にしない方がいいかなと思う

から、市民の皆さん向けに、例えば共存づくり、まちづくりガイドブックみたいな、仮にそ

ういったものができるとすると、徳島は新たに、この指針を受けて、こういう協働、街づく

りを目指すとかいうので、いろんなフォロー、仕組みの紹介とか、これまでの協働事業

の成果というのがあればいいかもしれない。もしそういうのが必要だということであれば、

指針の中に皆さん方が提案してもらえれば、第６章で協働推進のために新たなの中に、



例えば、あるいは第５章の中にそういうのがあるかもしれないが、市民向けの協働みた

いなものをつくろうというような提案をしてもらっても、提案しようと言っているようなもの

でも、いいかなと思う。 

 

 

 

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８回）は、７月１７日（水）１３時３０分から、徳島市役所８階 ８０１会議室で開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


