
 

第８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７月１７日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：徳島市役所８０１会議室 

 

【出席者】 

市民委員：１２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、岩野委員、岸田委員、橋本委員、矢部委員、山本委員） 

行政職員：７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、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： 協働指針の素案を検討する 

        ・素案の説明 

        ・説明内容についての意見交換 

ＳＴＥＰ ５： 協働指針のネーミングの検討 

ＳＴＥＰ ６： 情報交流サイトのコンテンツの検討 

ＳＴＥＰ ７： 今後の予定 

ＳＴＥＰ ８： 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７回 平成２５年５月２２日実施）の振り返りを行った。 

 

＜発言要旨＞ 

（進行役） 

前回は協働指針の基本指針の１章から４章までが用意されていて、主に文言の訂正等に

ついてだったが、第５章については第６回の市民会議での皆さん方のアイディアについて

事務局から考え方の説明をしてもらい、これを基に意見交換というようなかたちですすめま

した。詳しくは、議事要旨で確認いただければと思う。 

それでは、ＳＴＥＰ４協働指針の素案の検討に移り、第１章から４章について、前回に説

明いただいた内容からの変更点を説明してもらい、続いて第５章について説明していただき

たいと思います。 



（事務局） 

事務局より、第１章から４章までの訂正箇所を説明 

 

（進行役） 

 タイトルについては新旧対照になっているが、後程皆さん方に、もっといいネーミングをお

願いしたい。 

  はじめに、については、国の取り組み、新しい公共の担い手としての部分を引用している

ということと、徳島市の総合計画でも、新たな公の担い手として活動が期待されている、ＮＰ

Ｏとの協働を拡大すると明記されている。これは重要な部分が書き加えられた。 

・第１章では、協働のパートナーを単にＮＰＯと連携するのではなく、多様な主体があると

いうようなことが、推進の状況の中に明記されている。 

 ・今後の課題については表現が変わってきている。 

 ・第１章の欄外にＮＰＯの用語解説について、表現を少し変えて記入された。 

 ・第２章は、人口がコンパクトはおかしいということについて、まちのコンパクトさへ訂正。 

 ・第３章についても、主に表現の修正になるが、互いの特性を出し合い協力し取り組むと

いうことにより相乗効果を生むというような協働の提議が明記されている。 

・行政・ＮＰＯ等共通、このあたりもどちらかというと表現の修正となっている。 

・第４章については、手続書類の簡素化及び公平さを失わないように努める。が新たに付

け加えられた。 

・基本姿勢の項目では、新たに公的資金への認識が必要だということが加えられている。 

 

 新旧対照表で全体の文脈が少し読み取りにくいかもしれないが、第１章～４章において、

何か質問があればお願いしたい。 

 

（委員全体） 

 質問なし 

 

（進行役） 

では、続いて、第５章について説明していただく。 

 

（事務局） 

第５章の説明 

 

（進行役） 

 とくしま協働制度、これもネーミングは後から考えていただくとして、新たな協働の仕組み

を構築するということで、今までの協働提案事業支援制度に代わる制度となるが、その前

に制度概要として、まず積極的な協働を促す環境づくりということで、ＮＰＯ以外の団体とも

協力出来る仕組みを考える。それから窓口の明確化、基本的に窓口は、現在の部署名称

だと、市民協働課というくだりである。この指針では少し紛らわしいが、課の名前がかわるこ

とを踏まえて、協働窓口担当課という表現になっている。行政の協働体制の充実ということ

で、協働推進制度、ご存じない方もいると思うが、徳島市では協働を進めるために、市民団



体等との協働の可能性が高い関係課に協働推進員がいるがこちらについては、もう少し活

用方法について、見直しをしていこうと考えている。また、窓口担当課においても、より協働

に関する情報提供に努めていく。 

  庁内新規事業ヒアリング時にパートナーシップの更なる推進というのを事業採択のポイ

ントの位置づけとしていきたい。このあたりは、庁内による訂正も必要になるかと思うが総

合計画にも大事であると書かれているため、するべきことをしていくというふうに考えてい

る。 

 中間支援活動の推進では、より一層の充実を図る、情報共有サイトのＮＰＯ側の情報収

集の窓口になると。 

 事業透明性の向上、第三者委員会による事業評価、評価内容については公表する。 

 

  新たな協働を生み出す制度の創設ということで、これは従来この、市民会議でも色々言

われてきたが、一つは出会い系サイトと呼んでいたもので、情報交流サイトの新設である。

もう一つは婚活パーティ的なものということで、情報交流の場の新設というのが、制度の中

にどう反映されていくかである。また、どういうかたちで運営してくかについては、今後検討

を要する。 

 

  新たな協働・連携制度、従来の協働提案事業支援制度に代わるもの。一つは、従来は

徳島市の場合には、前もたまにテーマ設定があったが、国際化を促すもの等ざっくりしたテ

ーマがあったと思うが、今度の提案の中では一つは自由提案コースとして、自分達の問題

意識に基づいた事業を企画し提案する。それともう一つは、徳島市から、こういう事業を一

緒にやってくれるパートナーを募集しますということで、行政企画コースというものが設けら

れている。それから同一事業の提出期間の限度について、これまでは特に何年限度という

上限が定められていなかったが３年を限度とした。仮に３年間継続で事業が行えたとすると、

３年終わった時点で今後、徳島市の委託事業になっていくのか、あるいは、ＮＰＯ側の単独

事業としてやっていくのか、あるいは３年で社会的使命を終えたということで、その事業が

終わるのか、その辺の判断がポイントになると。これは３年が限度なので、1 年でこういうケ

ースもありうるということ。それから手続きの流れとしては、ここが大きく変わり、従来は新年

度に事業募集を始めるので、事業決定が７月の末ぐらいで、委託契約が成立するのが８月

の末ぐらい。そのため、９月からしか活動ができなかった。それに対して、新しい仕組みだと

前年度に提案をして、予算化がされたものを翌年度に事業を始めるということなので、交付

申請決定さえ速やかに行われると４月からでも事業開始は可能となります。  

 続いて、協働連携制度の流れというので、協働窓口担当課を介して、ＮＰＯ等の団体と事

業担当の課が相談をしていくと。それでＮＰＯ側が事業提案をし、協働事業担当課が、それ

を受け付けて、選定委員会を経て、事業が認定される。この後予算要求が行われる。予算

化がされるのは大前提だが、事業年度は１年～３年ということになるが、交付申請をして、

交付決定が行われると、速やかに事業の開始で、これも従来問題となっていた、最終出来

高払いだったのが、概算請求が出来るということで、一定の上限はあろうかと思うが、先払

いをしてもらいながら活動が出来るので、ＮＰＯ側には財政的な負担が多少は軽減される。

事業年度が複数年度に渡る場合は同じように概算要求をして事業費を支払いながら事業

活動していく。その場合、各年度ごとに清算請求は行っていく。複数年度の場合には次の



年度の分を更に概算請求というかたちで事業を振り返る。事業最終年度には、実績報告、

自己評価をしながら、事業評価が行われ、その結果公表される。 

 概ね、これまで市民会議で議論されてきた内容が網羅されているかなと。第６回の市民会

議では従来どおりの、チャレンジと推進コースの二つあった、要するに初めて団体を作って

活動の場合のサポートを担う、それがチャレンジコースということで事業規模予算は割と小

さい。それと協働を推進するための推進コースがあって、その市民会議ではそのうち二段

構えがいいのではないかというような意見が出ていましたが、それが、今回新たな制度とい

うことで、事務局からあがっているのは、チャレンジとか推進とかいうのではなく、市の事業

として、将来、事業化することを目的に、立ち上がりを協働でやっていこうという提案になろ

うかと思う。このあたりについても皆さん方に意見を出してもらいたい。 

 

（委員） 

  協働制度の選考方法が分からない点と、もう一つは、第三者による事業評価委員会を設

置というのは、どのような人がいて、どのような委員会でやっていくのかが見えてこない。 

 

（進行役） 

 選考の方法が分からないということであるが、選考委員会というのがあるが、担当窓口と、

事業担当課が選定をするかたち、選定と同じ意味なんだろうと思うが、提案があった事業

の選定、採択をどのようなかたちでやっていくのか、というのが一つ。もう一点は、第三者委

員会の事業評価があり、第三者委員会ではどういうイメージというのを考えられているか、

また、それを指針に書き込むのかどうか。 

 

（事務局） 

 選考委員会については、今現在案という事務局サイドとしては、先ほどから予算の話、財

政的な話もあるので、内部の財政課、あと新規事業というのもあったと思うが、その関係す

る企画政策課、その事業を関連する担当課、市民協働課、あと、今回の委員の方々から何

人か参加いただきたいと考えております。あと、事業形成にあたっては、案にもあるように、

最長３年間継続となるので、将来的な各団体の収支の状況も確認したいので、公認会計士

も入ってもらい、状況を確認すると考えているが、それらの方が選考委員会として入ってい

ただくというのが予定としてある。 

それと、もう一点の、第三者委員の事業評価では、基本的に事業認定をした担当課の方

には寄っていただきたいと思う。評価ということなので、当初考えていた状況とどう変わって

きているかというのを評価していただかなければならないので、選考委員会のメンバーは

当然入っていただきたい。あと、外部の委員さん、公募となるか、また、市民会議の委員さ

ん入っていただくかどうかというのは、詰め切れていないところではあるが、そういった方に

も入っていただきたいと考えております。あと、一番根本的なところで、この指針に書き込む

かどうかの話になりますが、今回の基本指針に付随したかたちの制度設計のところについ

て、概要を書いているので、それについては将来的に補助要綱を各団体さんにお送りしよ

うと思う。そこで、情報という形でお示ししたいと考えております。 

 

 



（進行役） 

 選定委員会については、行政委員として財政、企画、担当課、協働課、それから市民会議

のどなたかに、公認会計士を考えている。第三者委員会については担当課選考委員会の

メンバープラス外部委員をどうするかと。 

一言だけ言うと、担当課は第三者ではないので、第三者委員会には該当しない。むしろ

ヒアリングの対象になるのではないかと考える。 

 

（会長） 

  一律に決めるのは難しい理由として、５０００万円の案件と、５０万円の案件を同じには議

論できないと思うんですよね。例えば今、公認会計士さんという言葉がでてきた訳だが、相

当しっかりした実績のある団体で且つその、団体の場合も財政基盤を一定程度必要とする。

という案件であれば、そういうのも必要かも知れないが、５０万円の案件でそういうのはいら

ないだろうし、だから、一律で書くのが非常に難しいので、別途定めなければいけない要素

もあると思う。 

 

（委員） 

 別途定めてもいいと思うが、ただ、後々考えるのは、ある程度で、「もういいわ」というふう

になってしまう可能性もあるため、この段階で、きっちり決めておかないといけないと考える。

また、公認会計士の先生が言うのもいいかも知れないが、もっと（団体側に）寄り添って、初

めの段階としては、こうしたらいいのではないかと言っていくのがいいのではないかと考え

る。 

 

（進行役） 

 選考をどうするかということで、例えば５０００万円の事業を採択、個別に事業採択を決め

るのか、あるいは今年度は、事業枠として協働で使える予算枠はこれだけなので、事業費

増減が例えば２００万円と５００万円、且つ事業所上限を五つか十個あってというふうに選

ぶのか、個別に上限とか関係なくこの事業はやろう、これは時期尚早だとか、これはちょっ

と協働にそぐわないのではないかという個別事業評価をするのかというところが分からない。

従来の提案制度というのは枠があるので、枠の中で納まるように事業する。 

そこを少しはっきりさせてもらいたい。それと従来は第三者が選考していた。どなたとは

言わないが、行政関係者もそこに入る。入るのが良いとか悪いとかいうことではない。 

少しひっかかるのは、第三者と言った時に、市の事業を第三者委員会と同化しますとい

って財政課が、あるいは、企画政策課が入る。これは第三者委員会ではなくて、内部評価

ですよね。そこらへんもちょっとはっきりさせた方がよい。そういう仕組みも評価するのももち

ろんいいと思うが、第三者というと明らかに外部の人間による評価ということになるでしょう。   

第三者委員会という表現がいいのかどうかなんですけど。それと選考のところは、今の単

純な読み方をすると、行政提案コースというのはあらかじめテーマが何件かあるとすると、

それぞれにパートナーを選ぶという選択があって、自由提案の方は、じゃあいい提案があっ

たらいくらでも提案していく。これはだから、今の制度をちゃんと読むと、選び放題だと思う。

要するに双方でよしとすれば事業担当課が認めてもらえれば、上限は部署の数だけあるみ



たいな話ですよね、可能性として、ということなのか、あくまでも協働というので、そのあたり

を少し考えておかなければいけないような気がする。 

今年度は行政からの手が一本も挙がらなかったので、自由提案だけになるということな

のか、あるいは、徳島市が協働を推進するという立場から毎年５本位はいくのか、そのあた

りは試されるところであると考える。 

 

（事務局） 

 それはおっしゃるとおりで、市の内部の職員の意識等だと思う。新規事業としてのヒアリン

グは企画サイド、それに予算を付けるのが財政課サイドなので、企画については協働とい

うものについては、ポイントつけるというような考えもあるので、財政としては、先ほどの話し

にも出てきたような協働枠みたいな、今年度は協働枠として１０００万円用意しましょうという

のは難しいところもある。ただ、協働という事業についてポイントを考慮するという点につい

ては、財政も同じような考え方であると思います。また、先に会長も言っていたように非常に

大きな事業と小さな事業というのは内容次第での個別審査になるかと思う。 

 

（会長） 

 いるのは選考ガイドラインだけでしょうね。 

 

（進行役） 

 前から話しがあったように、選考した人間が責任を持って事業を最後まで見届けるという

ような話をされてますよね。そういう意味でいくと選考委員会と第三者委員会という言い方

はやめて、事業評価委員会と仮にしましょうか。皆の役割というのは、同じくらい重要になる

から、ここは敢えてメンバーを変える必要はないような気がするし、選考のルールあたりが

少し、先ほども言ったとおり、やや分かりにくい。というのが、皆さん今までの協働提案事業

支援制度的な考え方からすぐには切り替えられないので、枠がいくつあるのかとか、そうい

うふうに考えられる。ここにおいでる方は丁寧に説明を受ければなんとなく内容をつかめて

はくると思う。ちょっと整理をしてどこまで明確にできるのかが必要になってくる。 

 

（委員） 

  評価の仕組みもきっちりしてあげないと、継続が危ぶまれるというか、適正に評価をして

あげられないということもある。人を評価するとか、組織を評価するとかは、ものすごく難し

い話しであるが、また、それをしないと選べないというところもある。 

 

（事務局） 

今、行政健全化計画にしてもそうですし、行政評価もやってるので、そういった点でどれだ

けの費用を使ってどれだけの効果が出て、イベントだったら何人が来てとか、経済効果が

幾らあったとか、そういったことで財政当局も事業を選んでいっているというのもあるので、

それについてはこれに関して全く同じ考え方になると思う。 

 

 

 



（進行役） 

  整理すると、選考方法について、少し何らかの、詳細はガイドラインでもいいのかも知れ

ないが、指針としてある程度示すべきではないか。それから評価の在り方も第三者評価と

いうような書き方ではなく、もう少し何か表現があればいいのではないか。特に、後で考え

ると、きっちりしたものができない。という指摘があったが。検討していただく、でいいでしょう

か。 

 

（委員） 

 予算というのは、どのぐらいの予算かは分からないのか。 

 

（事務局） 

 未定である。 

 

（委員） 

 過去のデータは出るのでは。何年度はいくらとか、何年度はいくらで出したという。 

 

（事務局） 

 今までやっていたチャレンジ・推進コース、こちらの分については、２００万円少々でありま

した。 

 

（進行役） 

  しかしこれは、読み方次第では、例えば○○課が１０００万円かけてある事業をやってい

ます。それを、ある団体が７００万円でできます。というような話しもあるかもしれない。それ

に担当課がのってくれたら、１０００万円かかる所が、７００万円となる。ていうのは可能性と

してはあるわけで。これには、パートナーが了承してくれるどうかという問題がある。 

行政企画コースの方は、予算の限度が示す予定か。 

 

（事務局） 

 そこに関しても、はっきりとは言えない。 

 

（進行役） 

 予算の限度額はきっちり示さないと、入札の叩き合いみたいになる。 

 協働制度フロー図（自由提案コース）というのは、テーマが定められていないので、まず事

業提案をするのは、ＮＰＯ法人・企業・学校等と書かれている。そして民間と通常考えられて

いる。これが、私たちこのような事業をやりたいですということを情報提供して、情報交流サ

イトに行くのか。あるいは、秘密裏に事業を企画して、各課へ持ち込むのか。そういう意味

では透明性の確保みたいなことを考えると、透明性の確保の上でも、事業提案される方は

事前に情報交流サイトに情報提供してくださいみたいなことが必要なのかもしれない。この

絵でいくと、情報交流サイトに情報を提供すると。そのあと、中間支援組織を介しながら、窓

口担当である市民協働課と相談をしたり、パートナーとなる事業担当課の紹介をしてもらっ

たりと。それで、面白いので是非提案してくださいという話になると、協働事業計企画書が



提出されると。選考のあり方がはっきりしないが、プレゼンテーションするのか企画書だけ

なのか別にして、何らかの選定委員会で事業採択をされると、協働事業が認定される、こ

れが、ここまでが１年目。２年目になると、協働事業の補助金が交付され、実際に事業を行

うということだが、事業協働なので、両方が一緒に何らかの役割分担をしながら、事業をや

っていくんですけど、この絵だと委託の流れみたいにしかみえないのですが、事業を一定期

間終えた後に事業評価が行われて、最終年度で良かったのでこれは継続してやっていこう

となると、委託業務として継続していく。というのが、自由提案コースの流れとなる。 

 行政企画コースの方では、そもそも事業自体が行政側の発意で行われる。その情報とい

うのが、情報交流サイトで公開される。おそらくすべてのＮＰＯ法人・企業・学校等が情報交

流サイトを見るとは限らないということを考えると、別な事業、こういうツールというのを何ら

か必要になるかもしれない。では、これをやろうと思った情報収集をして、協働事業計画書

という流れになる。また、その前にやはり同じように紹介、相談というのもある。提案する前

には当然協働担当窓口と相談をしながら、協働事業担当課とも協議をして、事業計画書を

提出する。選定が行われていく。それでいくと、複数のＮＰＯ等がＮＧＯに関心を示したけど

も、やり方を少し考えている必要があるかもしれない。同じようなスタンスで、同じように窓

口担当課と事業担当課が接するようにしないと、こっちの方がしっかりしてそうだから、こっ

ちだけに情報をあげてこっちにはあげないみたいなことにならないようにとか、複数の手が

挙がるということは少し考えておかないといけない。どちらかというと、プロポーザルに近い

ような形ですかね。 

 

（会長） 

ＳＴＥＰ ６の今の話だが、情報交流サイトが、いわゆるお見合い出会い系、すなわちＮＰＯ

等、それから市の担当課の間の、お見合い系出会い系であれば、お互いアイディアを出し

て、お互い気持ちが通じたらそれで結婚ですよね。そのことからすると、どうしてもコンペの

要素がアンフェアになってしまう危険性がある訳で。男女の恋愛関係と同じで、好き嫌いが

そこで生じる訳ですよね。そこはもう、やむを得ない部分になってくるような気がする。という

のは、お互いいい情報を出して、そちらが行政の指針に合ってたらそれでお見合い成立だ

と思うので、そこで、競争的要素で、公平にやるということになれば、例えば期間を決めてお

くとか、そういったことをガイドライン的な部分だけであって、その他は自由だということです

よね。それが、市から提案する場合の一つの課題解決の方策で、もうひとつは、ＮＰＯさん

同士がやはり一定程度競り合いたい、競争して仕事をとるというのもあれだが、協働事業を

やるといった場合、提案者側がアイデアの段階で、情報交流サイトに出してしまうと、アイデ

アというのは全然保護されないので、隣のＮＰＯ法人が模倣するという危険性もあるわけで。

ただ、その場合の保障というのは、どうすればいいのか、それを逆に今のお見合い結婚の

場合とは反対で、本来なら保護されないアイデアも、何とかして保護してあげる方法を考え

なくてはならない。そのためには情報交流サイトはフリーウォークではなく、ＳＮＳ型、それと

かある程度メールのような特定の行政に情報が渡るような仕組みというのも少し用意して

おかなければいけないのかなと思う。 

 

（進行役） 



 私がこれを見てイメージするのは、ある日突然こういう事業を協働で求めますみたいなこ

れまでの見方というのが一つあるような気がする。だから今年度の協働事業のお題はこれ

です、企画側からこんなのが出ている。環境側からはと言って、提案しようかと。県なんか

がやっているのは、こういうかたち。それではない、もう少し企画段階から事業を組み立て

ていきましょうというのはどうでしょう。その段階で出てきたアイデアが、情報交流サイトであ

ったり、交流の場であったり、婚活パーティーというのと、この流れというのを少し区別して

見ていかないといけないような気もする。理想は行政側の企画で課題が出るのではなくて、

こんな課題がありますという情報について、早い段階で情報交換もが出来ると、ＮＰＯ等側

から提案出来るというようなかたちが、本来だと思う。だから企画の段階からの流れをうまく

つくっていくのが大事だと言うことが、ずっとこの場で議論されていることなんだと思う。 

 

（事務局） 

 イメージとしては、課題への段階から、こんなことで困っている等の情報は提供していきた

いと考えています。 

 

（委員） 

自由提案コースと行政企画コース、二つを立ち上げるのか、それとも自由提案コースのみ

なのか。最初は、行政企画コースというのは、考えてはなかったようだが、自由提案コース

のみでいくのではないのか。 

 

（進行役） 

  ２つのコースの議論が市民会議では具体的にはなかった中で、事務局から提案があっ

たのが、自由提案、行政企画コースが設定された理由などについて教えてほしい。 

 

（事務局） 

 今、お話にあった自由提案コースというのは、今までがそうであったように、過去に各団体

の方から様々な事業を提案していただいてきました。 

 今回はそれに加え、事前に、例えば交流サイトの方に、行政はこんなことを協働としては

希望していますといった情報も流したいと考えているので、それを踏まえて、行政の大枠の

中では来年度の予算は○○ということを重点に考えているので、来年度に向けた事業とし

て○○なことを考えていけませんかというような、行政側からの提案コースみたいなものが

できればということで、このようなコースも提示させてもらいました。 

 

（進行役） 

  徳島市が協働に身を乗り出すという意味では、こういうコースもありかなと思いながら聞

いていた。こういうのがあるから、全体の事業枠が変わるとかそういうのではない。 

 

（事務局） 

 どこの課でもそうだが、今や行政だけではやっていけない色んなサービスがあるので、そ

れこそ新しい公共ではないけれども、やはり皆さま方のお力を借りないと、企業とかＮＰＯと



か色んな団体の力を借りないと、市民によりよいサービスが出来ないという状況になってき

ている時代で、こういったコースをつくった。 

 

（委員） 

 この、３年間ルールだが、来年度から始まったとして、今までの、一昨年までやってきた事

業はカウントされるのか、ノーカウントから始まるのか。今まで２年やっておいるので、あと１

年だと言われるのか、来年度から１年目、２年目、３年目となるのか。 

 

（事務局） 

 リセットというか、今までの既存事業を含まないと考えている。 

 

（委員） 

 リセットで駄目だったら、ツーアウトから始まる。 

 

（事務局） 

 新規事業でお願いしたい。 

（委員） 

 再確認になるのだが、３年を限度とするところで、１年目でとりあえずこの事業をやりたい

って、３年間ぐらい結果が出てますというが、事業評価は年度ごとなので、２年目の時には

同じように今年度もこれがしたいというので、申請をされている考えでよろしいか。 

 

（事務局） 

 基本的にはそのとおりである。 

 

（委員） 

  ３年後は卒業しなければならないのだから、まずは３ヶ年の計画であり、その中で修正を

していくかいかないか、もう無理だから、諦めるのかという話だと思う。 

 

（委員） 

  最初のところで、３年計画で予定しておく、１年目はこうでした、２年目はこういう計画でい

きたいとあげても、評価であまりよろしくなければ終わりということもあると。 

 

（事務局） 

 可能性はある。 

 

（進行役） 

 そのあたりは財政的な事情も関わってきます。例えば、何らかの事情で予算の編成が大

きく組み変わってしまい、事業継続が出来なくなるということがないとも言えなくもない。 

 恐らく３年を限度なので、うちは２年でものにしてみせると、３年目から委託になるぐらいの

事業という組み立てももちろんありだろうし、当初提案時に事業の最終的な落としどころと



いうのをイメージして、それが１年なのか２年なのかということを念頭に置いて提案しなけれ

ばいけない。 

 

（会長） 

 走りながら考える的な要素もここには当然入っているわけですよね。県とかでしたら枠組

みというのは、行政側からぽんっと仕様書みたいなものを出しておいて、それに合うものを

選定して枠でいくらだというアイデアなんだけど、ここの議論には私は合わないと思ったん

ですよ。すなわち、もっと色んなアイデアを盛り込んでいく方策を考えるというのは基本的な

スタンスだから、今おっしゃったように、ひょっとしたらアイデア倒れというのも有り得るかも

しれない。でもそれは、アイデア倒れというのは、事前に分かるかもしれないし、一回やって

みたら予想もしないことが起こって倒れてしまったということも有り得るかもしれない。例え

ば、ＮＰＯ法人さんの中では合意が取れていたけれども、実は周辺の住民さんは全然別の

方向を考えていたということだってあり得るわけで。とか、良かれと思ってやったことが、お

せっかいとだと思われたり、やってみないことには分からないから、もっと色んなことを盛り

込むには、あんまりかちっと決めれない部分がどうしても出てくるので、もやもや感は残る

んでしょうが、仕方ないものはある。 

 

（委員） 

 そこまでいっていたら、出来るところは、無難なところになってしまうので、それは違う。 

 

（進行役） 

 行政がつくる３年計画みたいに、融通がきかないという表現が適当か分からないが、割と

手足縛られてというのではない、自由な裁量が一定の幅の中で出来るような仕組みでない

と、せっかく民間の自由な発想をと言っているのを芽を摘むようなことになりかねない。一定

期間での事業の見直しをきちんと担保しておくという制度設計は必要だと考える。 

 

（会長） 

 予算枠だって、行政の方で確保する余地があれば、どんどん広がっていくだろうし、ひょっ

としたら、行政計画とかよく読ませてもらうが、徳島の全体の市の計画が、そっくり入れ替わ

ってしまったら、来年はもう一回ということになる場合だってある。そういったところがあるか

ら、きっちりとしたものを決めるのは最終案としては難しいと思います。 

 

（委員） 

 細かいことだが、協働でＮＰＯの方と行政の協働ということだが、これは１対１なのか。ＮＰ

Ｏが複数の場合とかその逆の場合もあるが、そういうのは自由なのか。 

 

（事務局） 

 特に、１対１とは考えていない。 

 

（進行役） 

 行政も複数、ＮＰＯも複数みたいなのが出来てくると、面白い。 



 

（事務局） 

 課の方も複数ということはあり得るかもしれない。 

 

（進行役） 

 行政も複数、ＮＰＯ単数というのは、行政的にはありえないかもしれないが、複数のＮＰＯ

が絡むことによって行政間の協働が成り立つみたいなのは期待出来るかもしれない。 

 

（会長） 

 行政複数は大いに期待したい。縦割りを回避するという意味でも。 

 

（進行役） 

  ＳＴＥＰ ６の情報交流サイトのコンテンツの検討では、まず情報交流サイトというものが

仮にあるとすると、どういう中身が欲しいか、ここに提示されている、情報交流サイトの新設

という新たな情報交流制度の中にある。それは新たなホームページなのか徳島市のホー

ムページの中にこれが出来るのか、それは別にして、徳島市が実施している主な事業、協

働を希望している事業、ＮＰＯが事業展開している事業内容、それからＮＰＯの得意分野あ

るいは今後協働したい分野というのが例示的に示されている。先ほどの理論だともう少し踏

み込んだ事業課のやりとりも情報交流のサイクルみたいなイメージがあったのだが、やはり

もう少し具体的に、顔が見える関係の中で出来上がる関係なのかなという気もするけれど

も、このような情報交流サイトがあったら使いやすいな、いいなと思うようなアイデアを書き

込んでいただく。 

 

（進行役） 

 ・Ｗｉｓｈ Ｓｃｏｐｅのようにやれることリスト、やってほしいことリストが見えるサイト（必要であ

れば金額も明示して）、ＦＢ認証だとなおよい。 

・ＮＰＯ側のこれまでのイベントや実績が具体的に分かるサイト。 

Ｗｉｓｈ Ｓｃｏｐｅというのを皆さんに紹介、または補足をしていただけたら。 

 

（委員） 

 東京の IT ベンチャーが運営しているサイトで、やってほしいこと、個人としてとか会社とし

てとか行政としてとか何でもいいが、やって欲しいことと、金額とか、やれることと金額という

のが、一覧表になっていて、全員がｆａｃｅｂｏｏｋ登録をしているという大前提で運営されてい

るが、その中で、例えばホームページ五千円でつくります。とか、実際東京では結構流行っ

ていて、そういうものも参考になればいいのかなと。 

 

（進行役） 

・団体の自己紹介（協働希望の有無を問わない） 

・広く市民に活動を分かってもらえるというのは、これは市の事業。 

 

（委員） 



 少しピントがずれているかもしれないが、一市民として、ＮＰＯの活動をしていない人にと

って、根本的にＮＰＯ法人について分かっていないとか理解していないとかＮＰＯって何っ

ていう方ってかなり多くいると思う。例えば徳島市のホームページから入って見てこられる

方もいるかもしれないが、そういう方って意識が高い人が多いと思うので、まず広くアクセ

スしやすい、されやすいようなホームページをつくるため、何かしらの工夫が必要だと思う。

ＮＰＯ活動とかあまり分からない市民の方が、こういう活動したいからやってみたいと、考

える中で、こちらにある徳島市が協働を希望している事業があったとしたら、自分たちもＮ

ＰＯをつくるきっかけになるんじゃないか。そういうふうなサイトになればいいのかなと。 

 

（進行役） 

 単に既存のＮＰＯ等との交流ではなくて、新規参入が促されるようなものが必要。 

 

（委員） 

 新規参入ということの方が結局閉鎖的になってしまうと思う。今ある既存のＮＰＯさんと市

だけの情報交流だったら、別に徳島市のホームページの中にあって、意識が高いＮＰＯさ

んが、そこに見に行って、その中で、例えばそういった提案コースとかこういうのがありま

すと見に行ってそれに応募していけばいいでしょうし、自由提案もしていけばいいと思うが、

そうではなくてやはりもう少し敷居が低いということを分かるようなサイトにした方がいいの

ではないか。 

 

（進行役） 

  少なくとも、Ｗｅｂなのでスピード感とは大切になってくるが、徳島市のホームページの中

にこういうサイトをつくった場合、簡単にアクセスできないという問題があるので、そのあたり

も含めて考えなくてはいけない非常に重要な視点である。ひとつ間違えると、一部のＮＰＯ

と市民協働課だけが見ているサイトみたいなことになりかねない。 

  

・公共提案型については案件の検索機能、それから団体の自己紹介をまとめてする（協

働希望の有無を問わない） 

・Ｗｅｂメール（フォーム）によるアイデア提供（市民活力開発センターor 市民協働課） 

（会長） 

 なぜＷｅｂメールで特定の人に見てもらう仕組みがいるかというところなのだが、これはま

だアイデア段階のことなので、それはあまり競争しても仕方ないのかなと。そういう機能も入

れておくのは大事かなと。 

 

（進行役） 

 ・私たちはこういうことをやりたいと思っている、どこか誰か紹介してもらえないか的なのは、

むしろ非公開の方がいいかもしれない。 

 ・企業・事業者に向け、スポットでのプロボノボランティア募集、マスコミ向けプレリリース。 

 

（委員） 



 普通に、何かしらボランティアがしたいとか、日曜で時間があって、申請書類を書くのが得

意だから手伝いたい等あるので、それをスポットでどういう能力ある人が来てほしいという

のを、あまり形式をはらない程度にやっていけるサイトをつくったらいいと思う。その結果と

して、例えば、○○会社さんがこの何とかボランティア事業に手を挙げてくれましたと宣伝し

てあげる。また、例えばそれが徳島新聞に載せてくれたりしたら、寄附金とかも集めやすい

んだけど、そのやり方がうまいところだけ載るというのもあるため、載せてもらいやすい仕組

みをしっかりと中間支援組織として、手助けできればいいと思う。 

あとは、国、県、市町村、財団とかの補助金・助成金の情報があればアップするというの

も必要だと思う。 

 

（進行役） 

  記事になりやすい活動とそうじゃない活動、あるいは、記事になりやすい団体とそうじゃ

ない団体というのは残念ながらある。しかし、それが単に何回記事になったかというので、

どっちが優れているというみたいな評価がされるとすると、やっぱりちょっと違うと思うので、

プレスリリースをうまく活用していくような仕組みというのは、それが情報交流サイトなのか、

中間支援業務なのか、分からないが重要な課題。 

  

・各団体が協働したい分野をＰＲする場所（ページ）→行政だけでなく団体間の横のつなが

りも出来る→最近団体名で、活動内容がすぐに分からない団体さんが多いように思う。 

 

（委員） 

 うちはこんなことが出来るという、そういうＰＲをすべきページがあった方がいいのではない

かなと。こんなことやりたいが、どこか手伝ってくれるところがあるかなという、そういうふうな

気持ちを汲み取れるようなイメージがあったらいいなというふうに思う。 

 

(進行役) 

 ・市民（地域）で困っている課題、市の事業で評価が低かった内容とあるが。 

 

（委員） 

 協働で市民の人が生活しやすいようにやっていくための協働だと思うので、ＮＰＯだけでな

く一市民の人の生活が困っている課題というのも大事な、そういうのがみえるところの情報

もあったらいいかなというのと、市の事業というのは市民の人の為に良かれと思ってやって

いるので、評価が低いと何か手段とか手法とか間違えていると思うので、それをうちだった

ら出来るよということなので、それだったらＮＰＯから提案をいただけるかなというので、ちょ

っと思いついたので記入した。 

 

（委員） 

 同じく、今一番人気があるのがｆａｃｅｂｏｏｋだと思うので、いいネーミングをつけて、上手に

やれば皆さん大いに見てくれると思う。役所に調べに入るというのは、一般の人は中々しな

いから、そういうｆａｃｅｂｏｏｋの活用はいいだろうと思う。 

 



(会長) 

役所の方ではなく、民間から参加される方で、個人アカウントをｆａｃｅｂｏｏｋでお持ちの方は

何人ぐらいいるのか。数えていただいてよろしいか。 

 

（会長） 

 ３人。行政の方でｆａｃｅｂｏｏｋをやられている方は少ないみたいで。個人でされている方は、

お一人。 

 

（進行役） 

 ・ｆａｃｅｂｏｏｋ、ツイッターなどＳＮＳを利用して行政やＮＰＯ、企業などが拘束の少ない意見

交換する。 

 

（委員） 

 はっきりとは分からないが、今おっしゃったみたいにｆａｃｅｂｏｏｋとかツイッターで意見を出

すことによって、不特定多数で皆がいるから、ここでいいねとかフォローも出来るし、そうい

うことで意見交換していいところがお互いいいと思えばそこで結びついて協働事業というの

は発展するかもしれないのではないか。 

 

（進行役） 

ｆａｃｅｂｏｏｋで難しいかもしれないが、いいねが出来る情報交流サイトとかあると、マッチン

グに繋がっていきやすいかもしれない。 

 

・補助・委託以外のコンテンツ（協働実施など） 

 

（委員） 

 仕事柄、よくイベントなどでブース出店が市のＰＲだったら無料なので、どこか手を挙げる

ところはないですかという話が結構あるのだが、結局役所の中を聞いてまわってもどこも出

るところがないのはもったいない、これを例えばサイトにあげてどこかのＮＰＯさんが、じゃ

あ私は徳島市の魅力を発信するためにこういうことをしますというのがあれば、いいかなと

いう、そういうのもいいのではないか。 

 

（進行役） 

 ・徳島市が今後行う事業で協働したいい内容、困っている内容。 

 

（委員） 

 私は施設の管理をしていて、色々困っている事も出てくるので掲載できればいいと思う。 

 

（進行役） 

 ・協働をしていく上で必要としている専門技術（行政→ＮＰＯ） 

 

（委員） 



  行政の方からもこういう分野の専門の方がいると助かるのだけどというのがあれば、そち

らからも。というのは今は全然違うが、随分昔に介護保険が始まった時に介護保険の中で

住宅改修の保険が２０万のうち出すという保険があるが、担当者は次々代わっていく中で、

建築の技術も知識もない方が評価をしないといけないということに、すごく困っていて、こち

らがそれを専門用語とかを解説するのだが、担当者が代わると、また一からということの繰

り返しだったので、部分的でもいいので、そういう技術が少しでもあると助かるよという情報

があると、こちらからもいいやすい。 

 

（進行役） 

 ・行政と協働することのメリット、デメリット 

・これまでの協働事業の成功事例（事業内容と成功の要因） 

・行政のしたいこと、担当課の顔が見えるつくり 

 

（委員） 

  情報交流サイトから交流会があって、協働のテーブルを話し合ってプロジェクトチームと

して、事業が動いていくという流れに沿った時に、はじめて協働する人、ＮＰＯという視点で

見た時に、行政と協働してどうなるか。それによって、どのような波及効果があるのかが分

かればいいかなと。 

 これまでの協働事業の成功事例みたいなのも、例えばＮＰＯが行政と協働して事業をした

というのが、事業内容と波及効果とどういうポイントがあってうまくいったのかというところは

知りたいところなのだろうなと。 

 顔が見えるつくりは、担当課が具体的に何をしていて、どういうまちづくりの方向性を向い

ててみたいなことが知れる場であれば、それは徳島市のホームページを見ろという話にな

るが、もっと分かりやすくあればいいなというのがある。 

 

（進行役） 

 ・困難な問題を解決 情報提供 

 

（委員） 

 今の職場でも困難な問題って色々出てくるが、例えば専門家からの意見を聞けるような、

情報提供というのがあればいいかなというところで、うちもお話行く時には、やはり専門家で

はないので、話が弱い部分があるので、そういうのを手助け出来るようなものであればな

と。 

 

（進行役） 

 市の職員の方にお聞きしたいが、皆さん当然、建築士みたいな特殊な職業を持っている

方は住宅課と建築指導課と公共建築課等にいるようだが、総合職の方といのは、どこへ行

くか分からない。どこへ行くか分からないけれども、その場のプロフェッショナルとして当然

市民にサービスを求められる。ところが必ず専門でない、得意でない分野ってないわけはな

い。むしろない方がおかしい。その中で困った時にどうされているのか。自分の仲間や上司

に聞くというのもある。それから全く異分野の話もあるかと思うが。 



 

（会長） 

 まずは庁内で他のセクションの専門家を探す。次に外部の有識者を探す。ではないか。 

 

（進行役） 

 今だったらインターネットで聞くみたいなのがあるが、そういう形でしょうか。行政の方とし

て、公表されたWeb とかで専門家を探している、或いはこういうことで困っている、どなたか

教えてくれますかと聞けるものなのか。課題にもよるのだろうが。割と立場として聞きにくい

ような気がする。そういうのをうまく活用出来るようになることを本当の意味での協働かもし

れない。徳島市でこういう情報を探しているというのが、例えば市民協働課、市活センター

経由で、ＮＰＯに行くのもマッチングの一つとしてありかなと。 

 

（会長） 

 今のは、仕事を依頼するような形だったが、知恵を借りるという場合には少し未来形にな

るかもしれないが、協働のかたちというのはあるかもしれない。 

 

（進行役） 

  景観審議会という委員会があるが、そこで重要なテーマは審議するが、そこまでいかな

い、だけど担当者だけで判断が難しいような事案があった時にその景観の専門家として何

か求められて助言するようなことがあるが、それも一つの協働の形なのかなと。 

  

・組織の目的が同じか、よく似た内容（活動）のある交流会がよい ある程度の活動実績

がほしい  

 

（委員） 

 サイトで沢山の情報が出てくるが、その場合に、そのまま情報が止まっている場合がある。

そこの続きが欲しい。そして、ある程度固まってから協働テーブルにつながるということが流

れになればいい。 

 

（進行役） 

 情報交流サイトというのは、ここでこんなことがあるなとか、こんな人がいるなとか、こんな

課題があるなというのを知る、そこに当然答えを返すというのはいいのだが、協働で一緒に

事業をしようとすると、そこからいきなり事業というのではなくて、何らかのステップが必要に

なるということが書かれてある。 

 

（進行役） 

人が見えるということが大事。サイトに答えを求めるのは難しいかもしれないが、サイトを

通じて人とか活動が見えるということがポイントである。 

 サイトのイメージとして、いくつかのアイデアが出てきているが、すべてが公開である必要

がなくて、やはり困ったことを相談出来るようなポスティングが出来るような受け皿と、それ

から人とか活動とか、「事」がみえるということ。それは過去の実績であったりとか、協働と



は何かということが分かるようなそういうサイトだと思う。もう一つ重要なのは、Ｗｅｂ上で全

てが生まれるわけでなくて、やっぱりきっかけづくりの場で、そこからリアルな関係をどのよ

うにつくっていくか。それをうまく仕組みとして提案出来るか、たぶんそれは名指しになって

しまうけれども協働窓口担当課と中間支援組織が果たす役割が重要な気がします。 

 

（委員） 

 アイデアの保護については 

 

（進行役） 

 これがいいアイデアだと思ったらいきなり公表はしないと思う。ただサイトの運用としてこの

部分は公開すると。あるいは、こういう情報については匿名にしておくというような仕切りを

きっちりつけて、事業提案とか守秘義務を要する内容はこちらへお寄せくださいというような

かたちなのだろう。ＮＰＯさんも前に仰ってたが、自分たちがこつこつとつくりあげてきた事

業が、完全なビジネスモデルになって、そのまま横取りされたという話もあるようだ。これを

取られたというのか成功モデルを提供したと思うのかというところで難しいと思うが、そのあ

たりは公開と情報保護がうまくバランスがとれないといけない。そういう意味ではホームペ

ージとかブログからｆａｃｅｂｏｏｋに変わっていくのは、そういうところがあって、ｆａｃｅｂｏｏｋは基

本的に自分で情報公開のコントロールができる。相手が選べるが、ブログとかだと一方通

行になってしまうので炎上がしやすいというのもあるみたいで、そういう上手なサイトにして

いただきたい。 

 

（委員） 

 個人の方であればｆａｃｅｂｏｏｋもありかもしれないが、例えば企業とか事業主の人というの

は、ｆａｃｅｂｏｏｋより、やはりホームページというか、その時代なので、お金を持っている団体

というか企業とか事業とかそういうところは、脱落するというか無視するということになるよう

な気もするので、そういうふうなのも出来あがった方がいいと思う。 

 

（進行役） 

 ｆａｃｅｂｏｏｋが万能というわけでもないだろうし、いいね欲しさにｆａｃｅｂｏｏｋをやったりとサイ

トについては留意事項があるということ。 

 

  では続いて、協働指針のネーミングに移るが、現在タイトルも素案という形になっている

が、「協働」が生みだす新しい「まち」へ。協働の基本指針（改訂版）というのは、前回の協働

指針であるので、今回改訂版といというのが仮のタイトルとなっています。第５章のなかに

は、とくしま協働制度という、徳島がひらがなで提案されている。 

  他都市のネーミングについて紹介いただきたい。 

 

（事務局） 

他都市の協働指針名及びサブタイトルを読み上げ。 

 

 



（進行役） 

 これを見ると、自治体名が市民協働指針とか協働指針についているものと、それからキャ

ッチコピー的な文章の中に、ひと、まち、未来、みんなでつくるいきいき○○とか、というよう

な形でついているもの。あるいは、自治体名が全く無い協働のまちづくり指針～“住みよい

まち”という頂上を目指して～など様々あるが、現在提案されているのは、「協働」が生みだ

す新しい「まち」へ協働の基本指針ということで、徳島とか、徳島市という表現は一切入って

いないということになる。 

 

（委員） 

「」（鍵括弧）をつけるかつけないかというのと、新しい「まち」へというのをまちづくりという

ふうにするのと、第５章のとくしま協働制度というタイトル、とくしまを平仮名にした訳とか、

指針ではなく制度とした理由とか、何かあるのか。 

 

（進行役） 

市民会議自体が、指針と制度設計というふうになっていて、素案の構成は１～４章が指

針にあたる部分で、第５章は新たな制度という意味。 

 

（事務局） 

 これをつくる際に、第１章～第４章、第５章の２部構成になるのかなという話しも内部では

あったが、それによっても、タイトルの書き方も変わってくるが、現時点では、全体のうちの１

つの章として、第５章に制度を入れています。 

 サブタイトルで、改定版と入れているのは、平成１５年度にも協働指針がありましたので、

今回、（改定版）という言葉をいれました。あと、ひらがなの「まち」を「まちづくり」ではどうか

という意見もあったが、「まちづくり」では都市計画のイメージもあるため、「まち」にとどめま

した。「」鍵括弧については、強調しているという意味です。このあたりで、御意見をいただき

たい。 

 

（委員） 

  「まち」とは具体的には、徳島市全体を指しているのですか。 

 

（事務局） 

  市全体を指す場合もあるが、小さい区域を指す場合もありうると考えています。 

 

（進行役） 

  他都市の例を見ても、ひらがなの「まち」は結構多い。 

 

（会長） 

  全国的にも流行りで、コミュニティをイメージした都市空間を重ね合わせて、ひらがなの

「まち」は使われている。 

 

（進行役） 



  それこそ、徳島という場所を意識したようなイメージを入れるのか、そのあたりはどうでし

ょう。 

 

（委員） 

 意見なし 

 

（進行役） 

  タイトルについては、事務局へ一任します。ただし、いいものがあれば、遠慮なく事務局

のほうへ連絡してください。 

 

 制度設計のところで、具体な提案があったが、情報交流サイトとか協働を形づくる上での

関係づくりの場面がややぼやけていたように思いました。冒頭の挨拶でもあったが、もう一

度皆さんに集まっていただいて、このあたり事務局で整理したものを再度検討してもらった

上で、議会を通してパブコメにかけ、成案を見るというのが今後の流れになるため、パブコ

メの報告も含めてあと２回の追加会議が必要になります。次回はパブコメ前の最終案の確

認となります。 

 

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については、決まり次

第通知させていただく旨について説明し、閉会した。 


