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平成２１年３月１３日 

岩沼市協働のまちづくり検討委員会（職員） 



はじめに 

 

平成１７年の国勢調査において、７割を超える市町村が人口の減少傾向にあ

る中、岩沼市の人口増加率は６.１％で、東北・北海道の全市で一番の伸び率を

示すなど人口は着実に増加しており、風土、環境もよく、比較的温暖で交通の

便にも恵まれていることから、今後もしばらくは増加傾向が続くものと見込ま

れています。 

ところが、視点を変えて世代別にみますと、児童生徒数は当分増加を続ける

ものの、生産年齢人口は近い将来減少に転じ高齢化率は急伸するため、新たな

課題に自在に対応できる地域社会を整えることが必要です。時代は、拡大成長

路線から成熟安定型の社会に変わり、世代別人口の変動による少子高齢化社会

の問題や地球規模の環境問題など社会情勢が複雑化してきたことから、市民の

要望が多様化しています。 

行政の対応できる範囲の先端付近で発生する市民と行政の共通課題を解決す

るためには、これまでの行政による法律を根拠とした事業手法の『変化』が求

められており、これからのまちづくりのために、市民と行政が手を携えた新し

い課題解決の手法を確立しなければなりません。 

私たちは、『協働のまちづくり』に新たな可能性を見出そうとしています。協

働のまちづくりを推進するためには、市民と行政が多様性を受け入れ、お互い

に敬意をもって、協働における長所と問題点を話し合うことが必要です。お互

いに相手がわかる言葉と仕事のスタイルで考えを伝え、自らが出来ることと協

力を求めることを整理しなければなりません。お互いに、協働によって課題を

どのように解決するのかを考え、自らまちづくりに参画する満足感が、協働を

進めていく原動力となります。そして、信頼を構築するため時間をかけて対話

を重ねただけ、岩沼らしい協働の仕組みと文化が出来上がると信じています。 

私たちは、岩沼を活性化し、私たちによる、私たちの住みよいまちづくりを

推進するために、まちづくりにかける思いは一つであるという真実を、丁寧に

確認しながら協働のまちづくり『中間報告書』を作成しました。 

私たちは、実現が難しいと思われる課題にも、勇気を持って挑戦するまちづ

くりを目指したいと思います。 

『できない』という人に出会ったら、岩沼にかかわる誰もが『私たちはでき

ます』と答えられる日が来ることを願いつつ。 
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１ 協働のまちづくりとは                 

⑴ 協働とは 

市民※と行政が共通の目標（社会的課題の解決）のため、それぞれ共に責任と自

らの果たすべき役割を自覚して、知識、技術等互いの特長を活かし、尊重し合いな

がら対等の立場で知恵と力を出し合い、相乗効果を生みながら積極的に取り組んで

いくことです。 

 

⑵ 協働の目的 

市民一人ひとりが幸せを実感できる住みよいまち岩沼市を目指して、市民と行政

がそれぞれの役割と責任を適切に見極めながら、地域の課題を解決していくことに

より、地域の自治の構築とコミュニティの再生をはかり、安心と豊かさを実感でき

るまちづくりを進めていくことです。 

 

⑶ 協働の必要性 

① 市民と行政の関係の変化 

さわやか市政推進員や市政モニター、情報公開制度、市民提案制度、市政懇談

会等、市民参加の制度の普及により、市民が公共政策の立案から執行、評価まで

関与することができるようになりました。 

しかし、市政懇談会、パブリックコメント等、市政運営に対する市民の参画は

少なく、まちづくりへの関心はまだまだ薄いのではないかと思われます。 

もっと市民の声を政策に反映させ、「ずっと住み続けたい」または「住んでみ

たい」と思える満足度の高いまちづくりのためには、目的を共有する対等な関係

の構築が必要です。 

 

② ニーズの多様化 

社会の状況は、少子高齢化・経済の不況・環境問題の顕在化等により社会構造

や政策が大きく変化し、公共的なニーズは、複雑化、重層化、潜在化してきてお

り行政からは見えにくく、市民主体の考え方の流れも強まり、参加型での取り組

みがなければ解決しにくいものになってきました。 

また、私たちの生活様式や価値観は、利便性の向上や機能面の充実だけでなく、

ゆとりやうるおいを大切にするように変化してきています。 

このような背景のなか、市民のニーズは更に多様化し、行政だけでは解決でき

ない課題が増えてきました。 

そこで、その多様化した市民のニーズを充足するため市民と行政が協働するこ

とが必要になっています 
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※市民とは、市民及び市に関わる個人並びに団体を言う。 



  ③ 行政サービスの限界 

行政は、市民のニーズを充足するように努力していますが、サービスの提供に

は法律(制度)を根拠としているものも含むため、社会の複雑化した新しい課題に

は、直ちに対応できないことがらがあります。これが、行政の守備範囲の少し先

で発生する市民と行政の共通の課題となります。（図１） 

このような課題を解決するためには、従来の行政が直接サービスを提供する事

業手法ではなく、市民と行政が、お互いの情報や知恵を出し合って取り組む『協

働』という手法が効果的です。 

いま、市民だからこそ出来ることが求められています。岩沼市には自主的に社

会的な課題に取り組む人たちが増えており、このことは行政にとって力強いパー

トナーの出現といえます。 

地域課題の解決には、行政、あるいは市民が単独で取り組むよりも、一緒に行

動する『協働』が有効であり、やがて住民自治や地域コミュニティの活性化へと

繋がることが期待されます。 
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図１ 行政の守備範囲の少し先で発生する市民と行政の共通の領域 

※この図は、「協働の強化書」から抜粋し一部加筆している。 
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 ２ 協働の現状                      

⑴ 現状 

市ではこれまで、さわやか市政推進員や市政モニター、市政懇談会などによる意

見、提案の聴取や、総合計画策定への参画、あるいは、自主防災組織の構築や市民

提案事業の予算化など、協働の取り組みを進めてきました。これらをとおし、行政

における協働の取り組みに対する気運は徐々に高まりつつありますが、その体制整

備はまだ不十分であり、取り組みも部署によりまちまちなのが現状です。 

また、市民においても、協働で積極的かつ自主的に事業に取り組む団体が増え、

成果を上げている一方、大部分は行政が企画した範囲内での協力に止まっているの

が現状です。 

 

⑵ 乗り越えなければならない課題 

① ルールやマニュアルが無いことに関する課題 

近年、市民ニーズの多様化や行政サービスの限界と相まって市民と行政の関係

が変化し、協働の手法による地域課題の解決が有効な手段となっています。 

しかし、現状では、協働の形態を成す市民活動の多くが、町内会等のように長

い歴史の中で培われたものであるため、明確なルール等が無い状態です。 

そのため、市民及び行政の双方にとって、課題解決の有効な手段であるべき協

働のノウハウが不透明な状態となり、対象となる事業の判断や有効なパートナー

の選定についても難しい状況となっています。 

また、行政の守備範囲が不明確なことや担当者の理解に偏りがあることから、

事業によっては、行政からの押し付けと捉えられる可能性もあり、事業の有効性

を評価するうえでの課題となっています。 

このことから、双方の調整を行うルールやマニュアルの確立が必要となります。 

 

② 協働を担う市民団体と行政組織の充実に関する課題 

協働を担う団体や組織については、協働を行う事業レベルによって異なるが、

市民側では、社会的課題を解決できる市民団体の中から、サービス分野における

社会的な権限を委譲できる能力を有するＮＰＯなどの市民団体がある程度、出現

することが必要であり、行政側では協働を行う事業レベルを踏まえ、庁内外にお

いて適切な協働の形態等コーディネートできる能力及びその機能を担う組織的

な体勢づくりが必要となります。 

しかし、現状ではほとんどの市民団体が行政サービスにおける社会的な権限※ 

を委譲できる前の状況にあり、行政側の体制についても十分とは言える状況にな
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いことから、一部の積極的な団体にオファーが集中する危険性や、事業の実施に

ついてもサービスの安定供給の面で不安が残る状態にあります。そのため、状況

によっては、協働による事業が自己満足で終わってしまう可能性さえも秘めてい

ます。 

※行政サービスにおける社会的な権限とは、協働の中で契約等により市民団体に委譲される施設
管理などの権限を意味します。 

また、市民及び行政において協働を担うリーダーの不足や市民に対する協働手

法のＰＲ不足などがあり、協働による事業を安定させるためには、短期的には時

間的資源や業務量を含め金銭的資源を新たに投資することが必要となります。 

このことを踏まえ、市民団体及び市の組織充実が喫緊の課題です。 

 

⑶ 協働の推進により期待できること 

  協働の推進により、市民及び行政が相互に得意分野を持ち寄り公共の共通課題

の解決に取り組むことで、単独で取り組む以上の相乗効果をもたらし、まちに対

する愛着性が高まるなど、次のような効果が期待できます。    

 

① 愛着性 

ア 市民が主体性を発揮し、自発的に楽しみながらまちづくりに参加をすること

で、やりがいを感じ、満足感やまちへの愛着心がさらに高まります。 

イ お互い様という感謝の気持ちが地域の連帯に対する希薄化に歯止めをかけ、

思いやり・助け合いの意識が高まります。 

ウ 協働は色々な人や人々の集まりが関わっていくため、人と人をつなぐ手段と

なり、コミュニティ形成の基礎作りになります。 

 

② 有効性 

ア 相互の調査力や情報が有効に活用できることにより、地域の中の問題や行政

側の問題も共有できるようになり、問題解決の糸口となります。 

イ 市民や職員のまちづくりに対する意識改革や相互の資質の向上につながり、

まちづくりに取り組む機運が高まります。 

 

③ 発展性 

市民のネットワークの広がりにより交流の場が増え、先駆的な新たな活動、地

域の再発見に繋がります。 

 

④ 効率性 

市民の考えをタイムリーに知ることができ、市民が持つ地域性、専門性、柔軟

性、機動性などの特性が活かされ、臨機応変に迅速な対応が可能となり、少ない
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経費で高い効果が期待できます。また、市民活動団体が様々な公共的サービスを

担うことができ、公共サービスの拡大に繋がります。 

 

⑤ 補完性 

市民活動の際に求める、財政面、情報発信手段、団体の信頼性などの面につい

ては、市と協働することにより財政支援・広報などを使った情報発信・市関係機

関と連携調整がスムーズに早く行えるようになり、市が係わる事業という安心感

も補完され、活動がしやすくなります。 

市は質の高いサービスを提供するために、専門的知識，技術を有する市民の協

力を得ることで、より質の高い事業を展開することができます。加えて、法の根

拠の基に事業展開をする行政の事業においては、迅速な対応が困難な場合が多く、

状況に合わせ臨機応変に対応できないところも市民と協働することで補完でき

ます。 

また、協働による公共を担うことで市民の成長と行政職員のモチベーションの

アップの場になり、このことがお互いの成長に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※広報いわぬま 平成２０年８月号掲載 
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３ 協働推進の環境整備 （協働を進めるために必要なこと）   

⑴ 情報の共有 

情報の共有は、市民や行政が協働を推進する上で、互いを補完し、また、相互に

理解しあうためには、欠くことのできない資源（情報）であり手段（共有）である

と言えます。 

そのため、それぞれが持つ豊富な知識や創造力を協働の中でさらに引き出すため

には、インターネットやコミュニティエフエムなどの身近な手段により、まちづく

りの活動内容やまちづくりの課題などの情報を多くの市民等が共有することがで

きる仕組みを整備することが必要です。特に行政情報の公開は行政の責務ですか、

市民に分かりやすく開示していく工夫をしていくことが必要です。 

 

⑵ 市民活動促進と基盤整備 

市民活動の促進と支援については、市民がまちの使い手から、まちの担い手、そ

して、自らがまちの創り手となるために必要なものです。 

また、行政においては、その守備範囲の中ではまちづくりの一部しか担えないこ

とを再認識することが必要です。 

さらに、まちづくりを市民および行政が相互に役割分担すること自体が協働の目

的ではないので、よく話し合い、互いを理解しあう姿勢が大切です。 

 

① 市民活動促進 

市民活動の促進については、協働事業※に求められている安定性や継続性を担

保する必要があることから、行政サービス分野において、社会的な権限を移譲で

きる能力を有するNPOなどのパートナーが多く出現することが望まれますが、

当市においては、多くの市民団体がその途上の段階にあることから、簡易な協働

事業を数多く実施することで、市民だけでなく行政においても協働作業の行為の

中での信頼、そして、経験や実績を積み上げることができます。 

また、市民団体における協働事業の形式を取らない公益活動や協働の進め方の

ＰＲを促進し、かつ、協働に関する研修（ワークショップ※）や講演会を市民団

体及び行政が協働で開催することにより、市民団体においては、社会的使命感と

責任感が生まれるとともに、行政においても、さらなる市民本位の行政サービス

提供のための一助になるなど、市民及び行政の相互のスキルアップにつなげるこ

とができます。 

 
※協働事業とは、市民と行政が協働で行う事業のことをいう。 

 

※ワークショップとは、参加型研修のことをいう。  
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② 基盤整備 

市民活動の支援については、ハード面とソフト面の両面からの基盤整備が必要

です。 

まず、ハード面については、協働を行う団体における事業の安定性や継続性を

担保する上でも市民活動を促進する拠点施設の確保が必要です。 

また、ソフト面については、協働事業を進めていく手順や事業に伴う補助制度

の手続き等のアドバイスやコーディネートを行い、市民団体の活動を支援するこ

とができる総合的窓口機能を有する組織を行政の内部に設置するとともに、その

組織を中心に協働事業における行政内部の横のつながりを確保できる仕組みづ

くりが必要です。 

さらに、協働の形態を取らずに活動している市民団体や町内会等による地域課

題解決のための行動やまちづくり活動についても、同じように支援していくこと

が必要です。 

 

⑶ 活動団体のネットワーク 

協働事業を行う活動団体のネットワークを形成する組織の構築は、協働を行うに

あたり市民と行政の活動を補完し、相互理解を促進する上では、重要な手段です。 

活動を始めたばかりの団体や小さな団体も含め、市内の各種団体のネットワーク

を構築することにより、団体間の活動内容の情報交換等、情報の受発信が容易にな

るとともに各種団体の活性化に繋がります。 

また、ネットワークを形成することで、地域の人的・社会的資源を繋ぐことが可

能になるとともに、加入する団体が互いにパワーアップするきっかけとなります。 

 

⑷ 市民と行政の役割 

協働事業を始めるときには、話し合いによりそれぞれが担う部分を明確にすると

ともに、事業中においては、事業の方向性や役割を確認し合うなど、目標を見失わ

ないように注意することが必要です。市民は行政を、行政は市民を、それぞれの立

場や考えを理解し、歩み寄る姿勢を持つことで協働のスタートラインに立つことが

できます。そのため、協働を行うにあたり、市民、行政ともに、それぞれの役割は

多くあると思われますが､その中でも特に重要と思われる次の項目に留意して互い

に取り組むことが大切です。 

 

① 特に大切と思われる市民の役割 

ア 市民は、行政と対等な立場でまちづくりの役割と責任を認識する。 

イ 市民は、自発性に基づき協働活動を行う。 
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ウ 市民は、協働に関するイベントや説明会等に進んで参加し学習する。 

エ 市民は、自らが持つ協働に関する情報を公開する。 

 

② 特に大切と思われる行政の役割 

ア 行政は、「信用力」と「組織力」を提供する。 

イ 行政は、協働が可能な事業計画書の策定や予算の措置、情報の公開を行う。 

ウ 行政は、協働事業（課題）の難易度や投資内容を明らかにする。 

  エ 職員は、広く地域の情報を積極的に収集することに努める必要がある。 

  オ 職員は、協働に関する研修等に積極的に参加し学習を行い理解を深める。 

 

⑸ 人材の共育※

市民と行政との間に対等なパートナーシップ（協力関係）を築くためには、双方

の意識転換が必要であり、協働を進める上で、そのリーダーとなる人材の共育は、

市民及び行政ともに大変重要な課題であると言うことができます。 

そのため、まずはワークショップ等により「やってみる・経験してみる」ことか

ら人材の掘り起こしを行うとともに、協働に関する研修制度の充実を進め、スキル

アップを図ることにより、リーダーの共育とともに協働に関する企画提案能力をさ

らに高めることが必要です。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※共育とは､教える側も教わる側も「共に育む」ということ。 
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４ 協働の制度化                     

⑴ 協働のマニュアル 

協働のマニュアルについては、多くの市民が協働に参加できるように、協働で行

う事業に必要な手続きを簡素化するとともに、協働に関する補助等の財政的支援に

ついても概算払いを採用するなど活動する側に立った内容とすることが必要です。 

また、マニュアルには、常に市民及び行政の双方が協働に関する合意形成を怠ら

ない努力を継続するための基本姿勢を盛り込むとともに、協働事業を展開するとき

に行う市民との意見交換などの手続きのルールを定めることが必要です。 

さらに、協働を市民及び行政の共有のものとして位置づけ、また、価値を高める

ために、その基本理念や構想等を条例等により明文化するとともに、制定後の協働

マニュアルについても、市民との定期的な話し合いを踏まえ必要に応じ見直すこと

が重要です。 

そのため、現行の制度や仕組みについても、協働の視点から見直しや運用の工

夫などを行い、事業の企画段階から協働を行う仕組みを検討するとともに、協働

事業の実施にあたっては、市民及び行政の双方が役割や責任を協働を通して担う

ことを確認し、その仕組みを担保する協定書等の制度化についても検討が必要で

す。 

 

① 市民側のマニュアル 

市民側のマニュアルについては、地域の自治の構築や自治の回復といった視点

によるものは勿論のことですが、前述したように、岩沼市の多くの市民団体が協

働分野においては途上の段階であることから、一般的に言われている協働の枠に

とらわれず、まちづくりに関する市民活動そのものを支援しながら協働を行うパ

ートナーを育てていくことが大切です。 

また､内容については、誰でも利用可能で簡単平易なものとすることが必要で

す。 

 

② 行政側のマニュアル 

行政側のマニュアルについては、協働事業における市民、行政双方の関わり方

や役割分担等、多様な形態が想定できることから、協働レベルに応じた内容とす

ることが必要です。 

そのためには、職員が協働の視点でのまちづくりを積極的に展開できるよう意

識付けを行うとともに､組織の横のつながりを意識したものとすることが大切で

す。 
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⑵ 協働の評価 

協働の評価については、現在、市が実施している行政評価とは切り離し、協働で

行う事業ごとに評価すべきと考えます。 

市民団体の共育や事業内容の充実を図ることを目的として行う協働事業に対し

ては、協働での事業実施による成果（目標達成）を確認できるような制度とするこ

とにより､市民側も行政側もレベルアップが可能になります。 

 なお、評価の波及効果として、その過程で培われる協働に対する双方の意識の向

上や、まちづくりに参画することでの市民の満足感やまちへの愛着感、自治組織の

活性化等、数値ではなかなか推し量れない部分に関しても評価できるよう、工夫し

た評価制度にすることが必要です。 

そのため、評価制度の設定を行なう際は、十分な議論を行う必要があります。 

また、評価することは大切なことですが、評価すること自体が目的にならないよ

うに考慮しなければなりません。 

 

 

【参 考】 

 

 

 

                                                 

 

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協働が生まれやすい領域） 
社会的課題 

（市民のニーズ）制度の範囲

行政がサービスを供給している実質的な範囲（公共的なニーズ） 

住民活動の範囲

市民団体 行政 

図２ 市民と行政の協働の関係 
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資料編 
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協働に関する市民団体への聞きとり調査 

 

１．調査方法 

 岩沼市協働のまちづくり検討委員会では、平成2０年度協働の調査において、各課等

より協働事業として報告された事業を担う市内市民団体及び近隣市において協働を実

施している団体への聞き取り調査を実施した。なお、聞き取り団体は、5団体である。 

 

 

２．調査結果 

 対象にした団体は、市内において比較的積極的に協働に取り組んでいると思われる市

民団体と、指定管理などを受けて協働を実施している先駆的な近隣市の活動団体に聞き

取りを実施した。 

 協働の実態としては、行政サービス分野において、社会的な権限を移譲できるまでの

活動までは至らず、多くの市民団体がその途上の段階にあることがわかった。また、協

働の段階も各団体により様々なレベルにある。協働を始めるきっかけが、行政から市民

団体への申し入れにより始まるものが多く、対等な立場での協働への取り組みは少ない

現状であった。 

 指定管理制度により指定を受けている団体においては、自主性並びに資金運用、活動

目標など明確にされており、行政と対等の立場で協働を行っていた。 

 

 

３．考 察 

 5団体への聞き取り全体の考察と、各団体の考察について別紙資料のとおりまとめた。 

 協働を推進するにあたり、積極的かつ自主的に協働事業に取り組む機運が育っている

が、まだ行政が企画した範囲内での協力に止まっている現状であった。協働に関する制

度が徐々に整備されていているものの、計画立案などに市民が参画する制度はなく、環

境整備及び制度整備の必要性を感じた。 

協働を推進するための方向性について4項目に分け、まとめた。 
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平成２０年度 岩沼市協働のまちづくり検討委員会協働聞き取り団体一覧 

委員会名 区分 番号 岩沼市内聞き取り団体名 団体の概要 委員氏名 

1 

仙台市 

MIYAGI子どもネットワ

ーク 

子育て支援団体 

NPO法人 

高橋 

斎 

大友 
市 

外 

2 
名取市 

名取昔ばなし語りの会 
名取昔ばなしを広める会 

渡辺 

新妻 

川村 

3 まちづくり委員会 

中心市街地活性化ワーク

ショップから発生した委

員会 

菅井 

岩渕 

相沢 

4 
子育てサポーターほっ

ぺの会 

子育て支援団体 

 

星 

佐藤(由)

石垣 

検
討
委
員
会
（
職
員
）
５
団
体 

市 

内 

5 
いわぬま森のサポータ

ー 
自然保護関係団体 

小野 

佐藤(義)

佐野 

 

 

  

 - 13 -



大項目 中項目 小項目 考　　　　察    (全　体）

協働の目的 安心と豊かさを実現できる成熟安定のまちづくりです。

市民ニーズの多様化
最近は、市民のニーズが多様化し、行政だけでは対応に限界があります。それでも、
行政でなければできないこと、民間だからできることがあり、役割分担によって多様
なニーズを実現することができます。

市民パワーの活用
限られた資源の中で何ができるか、市民が主体者として考え、選択することが今後の
まちづくりに不可欠です。

市民と行政の掛算

これまでは、市民と行政、どちらかに偏りがあると事業の継続に弱さが見られまし
た。私たちが考える協働が自然にできるようになれば、誰もが自覚を持ち、主体的に
関わることにより、自己実現の喜びを感じることによって、地域課題課の解決力の向
上が期待できます。

市ではこれまでも、さわやか市政推進員や市政モニター、市政懇談会などによる意
見、提案の聴取や、総合計画策定等への参画、あるいは、自主防災体制の構築や市民
提案事業の予算化と、協働を進めてきました。しかし、これらの多くは、行政が企画
した範囲内で、市民に協力を求めるというものでした。

問題解決のノウハウがわからない。

評価が難しい

協働の相手の選定判断ができない

協働に値する事業かの判断ができない

担当者の資質に偏りがでる

役割の線引きが不明確

行政からの押し付けと捉えられてしまう

協働になるまで時間がかかる

リーダーの育成・市民全体への周知・理解などに労力がかかる

協働相手の組織として成熟度が低いほど、行政側の作業量が多くなる。

打ち合わせなどの時間確保等業務量の増加

サービスの安定供給に対し不安が残る

自己満足で終わってしまう可能性がある

協働を担う組織の不足

協働相手の組織として成熟度が低い

一部の動ける団体にオファーが殺到する可能性がある

主体性を発揮することで満足感やまちへの愛着感へつながる

やりがいを感じ、大変でも頑張ろうと思える

お互い様という感謝の気持ちが相互扶助の意識を高める

地域活動を楽しむことができる

人と人とをつなぐ手段となる（コミュニティーの形成の基礎作りになる）

行政の調査力・情報を有効に活用できる

地域の課題を行政地域住民が共有できる

資質の向上につながる

地域の再発見につながる

新たな活動につながる

人と人とをつなぐ

先駆的な事業ができる

少ない経費で効果が期待できる

臨機応変に迅速な対応が可能となる

役割分担により負担が軽減する

市民の考えをタイムリーに知ることができる

市民側の財政支援

市民の専門性が発揮できる

行政の手の届かなかったところができるようになる

相互の情報提供ができる

ルール（条例等）にとらわれない柔軟な対応ができる

1

現状

乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
課
題

ルールやマニュアル
がないので進めにくい

手間暇がかかる

事業を継続する力

協働を行うためのの
組織力を高める

協働のまちづくりとは

協働の必要性

協働とは

協働の考察作成表（目次）

期待できること

2

効率性

愛着性

有効性

発展性

補完性

岩沼市における協働の
現状と問題点・期待する

こと

地域課題の解消のため、市民・行政それぞれがお互いの特性を認識し、尊重し合いな
がら対等な立場のもとに努力し、成果と責任を共有し合うことです。
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大項目 中項目 小項目 考　　　　察　（全　体）

①協働のベースはお互いを理解しあう姿勢。その前提として、情報を共有していく環境が非
可決。

②市民の豊富な知識と創造力を引き出すためのあらゆる情報の公開が必要である。

③市民協働の機会を広げるため、一轄して市民活動団体の情報収集、発信するシステムの構
築

役割分担することが協働ではないので、それぞれの活動において、お互いの役割も共有・理
解しあうことが大事。

①市民活動促進
単発的な協働を数多く実施することで信頼と実績を積み上げることが出来る。また公益活動
や協働のＰＲ促進、協働に関する研修、講演会を自ら開催することにより、社会的使命感と
責任感が生じ、団体自体のスキルアップにつながる。

②市民活動支援
(1)協働の前段として、市民団体や町内会等による活動は大切な問題解決行動であり、行政
は側面から支援していくことができる体制を整える必要がある。

(2)市民団体が活動しやすいように、協働を進めていく上で、一本化された相談窓口が必要
と思われる（事業を進めていく手順や制度上の手続きのアドバイスやコーディネートを行
う）。
・将来の協働を見据えて、小さな活動の支援をも含めた総合的窓口機能を有する組織。
・行政が横のつながりをもてるような仕組みづくり

(3)市民活動を促進する拠点施設の確保

　活動を始めたばかりのグループや小さなグループも含め、各種団体のネットワークを構築
することにより、団体間の情報の受発信が容易になるとともに活動団体の活性化につなが
る。

　また、ネットワークを形成することで、地域の人的・社会的資源をつなぐことが可能とな
る。また互いにパワーアップするきっかけとなる。

市民活動団体の情報交換や活動内容の情報発信が出来やすくなる。

①市民の役割
・対等な立場で役割と責任を認識
・自発性に基づく活動
・イベントや説明会に進んで参加
・自ら持つ協働の情報公開

②行政の役割
・役所の持つ「信用力」と「組織力」を活用する。
・事業計画書の策定、予算措置、情報公開
・市民団体の力量と課題の難易度さらには、行政側の投資内容を明らかにすることが必要で
ある
・お互いのできることと出来ないことを、話し合いの中で確認しあっておく。
・一連の流れの中で役割分担をして、随所での方向性や役割分担量の確認をするなど目標と
するものを見失わないよう進める。

①活動団体も行政もリーダーとなる人材の育成は必須であり、研修制度の充実により企画提
案能力を高め、人材の掘り起こしやスキルアップに繋げる。

②まずはやってみる・経験してみることが大切であり、それが職員の協働に対する理解と意
識改革につながる。

①市民活動の支援
　協働の枠にとらわれず、市民活動の支援を含めたど　の組織が行なっても協働になる誰で
も利用可能、簡単平易なマニュアルが必要。 （※将来の投資）
　行政においては、市民協働の視点でのまちづくりを積極的に展開できるようマニュアルを
作成し、職員の意識付けを行う。

②行政サービス分野における協働
　協働事業は市民、行政双方の関わりの程度や役割、責任の分担の仕方等多様な実施形態が
想定される。
　現行の制度や仕組みを協働の視点から見直し、運用を工夫したり、事業の企画段階から協
働を行う制度や、事業の実施にあたっては、市民、行政双方の役割、責任を協働して担うこ
とを確認、担保する協定書について制度化が必要。

協働の
評価

　評価については協働のマニュアルに基づき実施。評価は公費を投入する事業に限定し実施
すべきであり、その場合は、事前評価を事後評価を行うことが必要である。

情報の
共有

協働の
マニュア
ル

協働の
制度化

3

4

協働推
進の環
境整備

市民活
動促進
と支援

人材育
成

活動団
体の
ネット
ワーク

市民等
と行政
の役割
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大項目 中項目 　 考　　　　察　　(・高橋　　・斎   ・大友）

協働とは
共通の問題意識
対等な立場
協力

協働とは「共通の問題意識を持つ領域において、それぞれが個別に活動するよりも高い
効果を上げるためにお互いの特性を認識し、尊重しあいながら対等な立場のもとに協力
しあうこと。

質の高い公共サービスの提
供

市民と行政におけるそれぞれの役割と責任を適切に見極めながらより効率的で質の高い
公共サービスを提供することによって公共の福祉の向上を図る。

活力に満ちたまちづくり
住民一人ひとりが幸せを実感できるまちづくりを目指して市民と行政が対等の立場で理
解を深め、地域課題の解決に取り組むことにより活力に満ちたまちづくりを進める。

社会環境の変化 私たちの社会環境は少子高齢化、地方分権、厳しい財政状況など大きく変化している。

住民の多様化するニーズ
住民の価値観の多様化、個別化に伴う公共サービスに対する市民のニーズの多様化し、
ニーズに応じたきめ細かな公共サービスの提供が求められている。

ニーズに対応したサービス
の提供

行政のみでは住民の多様化、個別化したニーズに対応した公共サービスを提供していく
ことは困難。また、従来行政が行なってきた公共サービスにおいても、本来その業務を
行なう主体はどこか問われている。このような状況から行政とは異なる当事者性、専門
性、柔軟性などの特性を有するＮＰＯや地縁組織等との協働が必要とされる。

市民提案事業 ふれあいパトロール隊、いわぬま森のサポーター

パブリックコメント 都市計画道路の見直し事業

ワークショップ 健康づくりモデル事業、よい市スペシャル

行政主導の事業
環境美化事業、空港周辺対策事業、親子クッキング教室、健康づくり市民計画策定委員
会、放課後子どもプラン推進事業

実行委員会 公民館まつり、文化芸術祭

指定管理者制度
協働のルール、マニュアル
化

民間だからできること、行政でなければできないことを明文化すること。

対等、相互理解 対等な立場に基づいて相互に補完することにより、お互いの特性を理解する。

能力と適正 事業を実施する能力があるかどうかの見極めが大切。

自主、自立 独自性、専門性、役割分担 (経営基盤、人的体制、活動実績)の確立。

目的の共有 目的の確認  「契約書」「業務仕様書」「協定書」等で文章化する。

目標の設定 具体的手法 評価の方法を明らかにする。

協働の市民側のメリッ
ト、デメリット

メリット 事業に対する信用の獲得、資金の確保、ＰＲの援助。

協働の行政側のメリッ
ト、デメリット

メリット
きめ細かな対応が求められる事業、地域の実情にあわせた事業、高い専門性の事業、行
政が着手したことのない先駆的事業ができる。

市民活動促進 積極的公益活動のＰＲ等

人材育成 研修会への参加等

活動団体のネットワーク 市民活動団体の情報交換等

市民活動促進支援事業 意識付けのための講座の開催等

人材育成事業 人材の発掘、ボランティア組織の充実、研修会の開催

活動団体のネットワーク形成事
業

市民活動団体への支援

協働の継続 継続して事業を行なうための財政支援等

市民の豊富な知識と創造力を引き出すためのあらゆる情報の公開

市民協働の機会を拡げるため市民活動団体の情報の集約

市民の役割

対等な立場で役割と責任を認識
自発性に基づく活動
イベントや説明会に進んで参加
自ら持つ協働の情報公開

行政の役割 事業計画書の策定、予算、情報公開

行政の組織整備 窓口の一本化
市民協働を推進する担当課
市民活動を促進する拠点施設の確保

協働のマニュアル
職員研修
協働の手引き作成

市民協働の視点でのまちづくりを積極的に展開できるように意識付け

協働の評価 お互いに評価
評価結果の公開事業
実施後の課題や改善策の確認

協働の考察作業表（目次）

協働の目的

協働の必要性

協働の制度化4

協働のまちづくりとは1

岩沼市における協働
の現状とあるべき姿

2

情報の共有

市民団体と行政組織
等の役割

協働の実施状況

協働実施上の課題

行政の体制整備
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大項目 中項目 小項目
考　　　　察

 (・渡辺　　・新妻　　・川村）

協働とは 定義 参加し、受け入れ、共につくること

目的 まちづくりに誰もが参加できること

方向性 開かれた行政、小さな行政

行政の役割と責任 できるだけ制限を設けないこと

現状と課題

役所のもつ信用と組織力を活かす
「お」役所のしばりにとらわれない
活動
公金の支出に相応しいか？

自己満足で終わるものではないか？

情報の共有 お互いを理解し合う姿勢

「志」を強制しないこと

行政の組織整備 相談窓口

協働のマニュアル 自分だけの判断で拒否しないこと

協働の評価 公金の支出に相応しいか？

ネットワークづくり 互いにパワーアップするきっかけ

相談窓口 役所のもつ信用と組織力を活かす

アドバイザー派遣

補助（助成）制度

協働の考察作業表（目次）

協働の目的と目指す
べき方向性

協働の環境整備3

協働のまちづくり1

岩沼市における協働の
現状と課題

市民活動と行政

協働のメリットとデメ
リット

市民団体と行政組織
等の役割 「前向き」な活動に文句を言わない

こと

自分が快適に暮らし、みんなも快適
に暮らす。

協働推進及び問題解決
に向けた具体的施策

4

2

市民活動団体等の役
割と責任

具体的支援策のメ
ニューリスト
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大項目 中項目 小項目 考　　　　察（菅井、岩渕、相沢）
目的達成の手段である。ただし、行政は、常
にサービス提供者であるが、民間は、顧客を
兼ねることもある。

地域で生じた問題を市民と行政が相互に協力
して解決すること

最上位計画である総合計画の達成が協働の目
的である。

問題解決

まちの使い手に止まらず、担い手、作り手と
して市民が携わることにより、目的の理解、
共有を図ることができる。

近年、市民のニーズが多様化し、行政だけで
は対応に限界、必要性の増加

限られた資源の中で何ができるかを、納税者
である市民が主体者として考え選択すること
が今後のまちづくりに不可欠である。
協働における負担割合を民間側にシフトする
には、受け手の育成、強化が不可欠である。

ほとんどない。一部の分野のみ

自立し継続的な協働を担う組織が岩沼には、
まだ少ない。

協働を進める上での行政のスタンスをどのよ
うに定めるか、協働において行政の関与の度
合いが大きい程、市民のやる気をそぐ結果に
なりかねない。

客観的に市民提案を評価し、協働を進めてい
くルールがないため、行政側の担当者の意向
により協働の推進度がまちまちである。

市民と行政の情報の共有、意見交換が十分で
なく、協働がうまく機能していない事例が見
られる。

関心の低さ、情熱の低さ、対等でない、市民
と行政の相互不信

総合計画策定の段階から協働を踏まえた展開
を図らないと、本来の意味での目的の共有は
難しい。
目的の設定、共有ができない

目標の設定
協働事案ごとに目標を設定することになる
が、目標は、受け手の力量に合わせて設定す
ることが必要である。
(ﾒ)市民側の課題解決の有効な手段となる。
（ﾃﾞ）市民側の意向に拘らず、行政の手段と
して使われる可能性がある。
(ﾒ)行政側からの情報提供、資金面でのサ
ポート
（ﾃﾞ）行政側の関与が過度になる恐れがあ
る。

(ﾒ)自分達も問題解決に参加できる発見、達
成感をもてる。地域の再発見
（ﾃﾞ）問題解決のノウハウわからない、方向
性の決定、まとめるのが大変

(ﾒ)少ない経費で効果が期待できる。
（ﾃﾞ）サービスの安定供給に対し不安が残
る。

(ﾒ)多様化する市民ニーズに柔軟に対応でき
る。
（ﾃﾞ）協働相手の組織として成熟度が低けれ
ば低い程、行政側の作業量が大きくなる。

(ﾒ)負担軽減

協働の考察作業表〈目次）

岩沼市における協働
の現状とあるべき姿

協働の市民側のメリッ
ト、デメリット

1

2

協働の行政側のメリッ
ト、デメリット

協働のまちづくりとは

協働とは

協働の目的

協働の必要性

協働の実施状況

協働実施上の課題

目的の共有
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大項目 中項目 小項目 考　　　　察（菅井、岩渕、相沢）
単発的な協働の仕掛けを数多く展開し、その
中から自力をつけることが必要である。

協働のＰＲ促進、協働に関する研修、講演会
の開催

多くの経験を積むことが必要である。

研修制度の充実により政策提案能力を高め
る。

団体ごとの情報を発信する仕掛けが必要であ
る。

各問題、分野ごとに整理し、ネットワークを
形成する

市民活動を支援しコーディネートする部署が
必要である。

一元的に対応する窓口の整備が必要である。
(担当職員によって対応がまちまちであると
いう声がある。客観的に活動を支援･評価す
るためにも重要）

協働を進めていく上での相談窓口の整備（事
業を進めていく手順や制度上の手続きのアド
バイスを行う）

市民団体の活動しやすいように支援（バック
アップ）経済的、施設利用など

協働のＰＲ促進、協働に関する研修、講演会
の開催

総合窓口を行政に設置

協働のホームページを開設する。機関紙発行
ついては、資金調達が可能にならないと難し
いと考える。

情報公開の徹底、市民団体と行政の会議開催

市民団体の力量と課題の難易度さらには、行
政側の投資内容を明らかにすることが必要で
ある。
協働のマニュアルに基づき活動

小さな活動の支援（会場借用の手続き等）を
含めた総合的窓口機能を有する組織の設置が
必要である。

協働担当の部署、総合窓口の設置

協働の枠にとらわれず市民活動の支援を含め
たマニュアルが必要である。（※将来への投
資）

誰でも利用可能、簡単平易

評価は公費を投入する事業に限定し実施すべ
きである。その場合は、事前評価と事後評価
を行うことが必要である。

協働のマニュアルに基づき評価、評価を基に
再計画、再活動

3 協働推進の環境整備

協働の制度化4

協働の評価

市民活動促進

人材育成

活動団体の
ネットワーク

市民活動促進
支援事業

人材育成事業

活動団体の
ネットワーク形成事業

市民の体制整備

課題解決をテーマとしたワークショップを開
催し、その組織化と自立を支援する。

課題と活動をつなぐ組織を設置する。

行政の組織整備

協働のマニュアル

行政の体制整備

情報の共有

市民団体と行政組織
等の役割
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市民団体と行政組織
等の役割
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大項目 中項目 小項目 考　　　　察　（・星　　・佐藤　　・石垣）

協働とは

・事業の目的を、行政と市民団体が共有することが必
要。
・協働することにより単独で実地するよりメリットが
あることを、明確にお互いが認識することが必要。
・長期ビジョンをもち、行政と市民が思いをひとつに
して進んでゆくもの。

協働の目的 対等な立場で問題解決していくこと。

協働の必要性 単独で実施するよりもメリットがある。

協働の実施状況
・行政主導型の現実・逆に市民の思いが強く、行政が
それにうまくのらない場合はお任せ状態になりがち。
➪思いのバランスの不均衡

協働実施上の課題
･役割の線引きが不明確　・日頃からの信頼関係構築が
大切　・行政側の取り組みの姿勢

目的の共有
事業目的・内容についての共通理解→分かりや
　　　　　　　　↓　　　　　　　すい資料が大切

目標の設定
何度も話し合いを重ね合意形成を図りながら進めるこ
とが大切

協働の市民側のメリッ
ト、デメリット

（メリット）地域の輪の広がり、コミュニケ－ション
の高まりが期待できる。行政側の利点を知ることがで
き、新たな活動につながる。生きがいづくりにつなが
る。

協働の行政側のメリッ
ト、デメリット

（メリット）これまで手が届かなかった細部に手が届
く。市民側の利点を知ることができ、新たな活動につ
ながる。

（デメリット）役割分担することで、相互にまかせき
りになる。（負担増の可能性も）一部の動ける団体に
オファーが殺到する可能性がある。

（デメリット？）打合せなどの時間確保など業務量の
増加＝人員配置の問題

市民の体制整備 市民活動促進 団体活動促進研修

人材育成 協働についての研修

活動団体のネットワーク

行政の体制整備 市民活動促進支援事業 市民団体への支援

人材育成事業

協働の進め方の研修（部課長向け）
　　　　　〃　　　　（一般、行政職向け）
＊担当者と上司が同じ思いで進めていくことが大
切なので。

市民活動センターの整備

活動団体のネットワーク形成支援事業

情報の共有
・市民活動センターで、一轄して情報収集、発信
するシステム

市民団体と行政組織
等の役割

行政内部改革書必要かも。

行政の体制整備
行政が横のつながりをもてるような仕組みをつく
る。

協働のマニュアル
・市民と行政の役割や評価方法をもりこむ。
・協働を進めるためのフローチャート（途中で振り返
りのための話し合いを必ず設けるとか）

協働の評価
パブコメのシステム確立を盛り込む
振り返り作業入れる

評価表

協働の考察作業表（目次）

・随所で方向性を確認する時間を設け、目的・目標を
見失わないようにする。
・両者の役割分担料量を確認し、均等な分量で進め
る。
・お互いのできることと出来ないことを、話し合いの
中で確認しあっておく。

協働の制度化

活動団体のネットワーク

4

市民・行政の体制整
備

協働のまちづくりとは1

岩沼市における協働の
現状とあるべき姿

3

2

目標・目的の設定
と共有ひとまとめ
にする？！

まとめ

行政主導型の現実
＜今後の課題＞
・役割分担を明確に
・信頼関係重要
・取り組む姿勢が大切
・事業の目的の共有が必要
＜内容に対する共通理解とし
て＞
・分かりやすい資料
・分かりやすい表現必要
・連絡を密にとる
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大項目 中項目 小項目 考　　　　察　（・星　　・佐藤　　・石垣）

協働とは

・事業の目的を、行政と市民団体が共有することが必
要。
・協働することにより単独で実地するよりメリットが
あることを、明確にお互いが認識することが必要。
・長期ビジョンをもち、行政と市民が思いをひとつに
して進んでゆくもの。

協働の目的 対等な立場で問題解決していくこと。

協働の必要性 単独で実施するよりもメリットがある。

協働の実施状況
・行政主導型の現実・逆に市民の思いが強く、行政が
それにうまくのらない場合はお任せ状態になりがち。
➪思いのバランスの不均衡

協働実施上の課題
･役割の線引きが不明確　・日頃からの信頼関係構築が
大切　・行政側の取り組みの姿勢

目的の共有
事業目的・内容についての共通理解→分かりや
　　　　　　　　↓　　　　　　　すい資料が大切

目標の設定
何度も話し合いを重ね合意形成を図りながら進めるこ
とが大切

協働の市民側のメリッ
ト、デメリット

（メリット）地域の輪の広がり、コミュニケ－ション
の高まりが期待できる。行政側の利点を知ることがで
き、新たな活動につながる。生きがいづくりにつなが
る。

協働の行政側のメリッ
ト、デメリット

（メリット）これまで手が届かなかった細部に手が届
く。市民側の利点を知ることができ、新たな活動につ
ながる。

（デメリット）役割分担することで、相互にまかせき
りになる。（負担増の可能性も）一部の動ける団体に
オファーが殺到する可能性がある。

（デメリット？）打合せなどの時間確保など業務量の
増加＝人員配置の問題

市民の体制整備 市民活動促進 団体活動促進研修

人材育成 協働についての研修

活動団体のネットワーク

行政の体制整備 市民活動促進支援事業 市民団体への支援

人材育成事業

協働の進め方の研修（部課長向け）
　　　　　〃　　　　（一般、行政職向け）
＊担当者と上司が同じ思いで進めていくことが大
切なので。

市民活動センターの整備

活動団体のネットワーク形成支援事業

情報の共有
・市民活動センターで、一轄して情報収集、発信
するシステム

市民団体と行政組織
等の役割

行政内部改革書必要かも。

行政の体制整備
行政が横のつながりをもてるような仕組みをつく
る。

協働のマニュアル
・市民と行政の役割や評価方法をもりこむ。
・協働を進めるためのフローチャート（途中で振り返
りのための話し合いを必ず設けるとか）

協働の評価
パブコメのシステム確立を盛り込む
振り返り作業入れる

評価表

協働の考察作業表（目次）

・随所で方向性を確認する時間を設け、目的・目標を
見失わないようにする。
・両者の役割分担料量を確認し、均等な分量で進め
る。
・お互いのできることと出来ないことを、話し合いの
中で確認しあっておく。

協働の制度化

活動団体のネットワーク

4

市民・行政の体制整
備

協働のまちづくりとは1

岩沼市における協働の
現状とあるべき姿

3

2

目標・目的の設定
と共有ひとまとめ
にする？！

まとめ

行政主導型の現実
＜今後の課題＞
・役割分担を明確に
・信頼関係重要
・取り組む姿勢が大切
・事業の目的の共有が必要
＜内容に対する共通理解とし
て＞
・分かりやすい資料
・分かりやすい表現必要
・連絡を密にとる
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大項目 中項目 小項目 考　　　　察（・佐藤　　・佐野　　・小野）

協働とは 市民と共に「目指すまちの姿」を作り上げる手段

市民と共に同じ目的に向かって対等の立場で行うまちづくり

市民と行政が、お互いの長所をもちより、短所を補い合い共通の目標に向かって、
成果と責任を共有し合うもの。

地方分権に協働は不可欠なもの、まちづくりのためにも必要

協働の実施状況
協働の最終的な形にはなっていないものの、行政側からの依頼という形から始まっ
ている

目的等が共有されていない、協働の必要性が理解されていない.お互いの理解、認
識度の欠如。
（現状では、行政と市民団体が対等とは言い難い。）

市民同士・職員同士の関係が希薄化しており、対等な関係性の構築が必要。関係性
を構築することで、組織の協働力を高める必要あり。

目的の共有

目標の設定

＜メリット＞
1.人の関係が希薄化している時代のため人と人をつなぐ手段となる。
2.行政が持つ情報や調査力の活用。
3.助成金等により財政基盤の安定。
4.主体性を発揮することで満足感や、まちへの愛着感につながる。
5.地域の課題を、みんなで共有できる。
6.地域活動を楽しむことができる。

＜デメリット＞
1.協働を理解していないと行政側からの押付ととらえてしまう。
2.一緒に取り組む仲間がいないと一人では難しい。

＜メリット＞
1.より良い、まちづくりがやりやすい。
2.地域の課題や情報、市民の考えをタイムリーに知ることができる。かかりすぎ
る。
3.市民ニーズに沿った公共サービスを柔軟かつ迅速に対応することができる。
4.市民の行政参加の促進。
5.まちづくりの担い手が増える。
6.役割分担ができ、サービスの効率化や質的向上。
　

＜デメリット＞
1.協働になるまでに時間がかかる
2.リーダーの育成、市民全体への周知・理解など労力がかかる。
3.評価が難しい

市民の理解 協働に関する知識や認識の周知・理解

市民活動促進 地縁団体・各種団体の活動力・協働力の向上

人材育成 ｷｰﾏﾝとなる人材の育成は必須

活動団体のネット
ワーク

地域の人的・社会的資源をつなぐシステムづくりが必要

行政施策
協働の基盤となる市民の主体的な地域まちづくりやコミュニティの形成、自立的活
動を推進、支援するための体系的な制度づくり。

市民活動促進
支援事業

人材育成事業
職員の協働に対する理解と意識改革は必要
まずはやってみる・経験してみることが必要

活動団体のネット
ワーク形成事業

ネットワークの中心を担う組織が必要か？

情報の共有 協働を行う相手と情報の共有化は必須

市民団体と行政組織
等の役割

行政側の協働に関する窓口は１本化したほうが良い
役割分担することが協働ではないので、それぞれの活動において、お互いの役割も
共有・理解しあうことが大事。

行政の組織整備

どの組織が行っても協働になるマニュアルは必要

協働事業は、市民、行政双方の関わりの程度や役割、責任の分担の仕方等多様な実
施形態が想定される。現行の制度や仕組みを協働の視点から見直し運用を工夫した
り、事業の企画段階から協働を行う制度や、事業の実施にあたっては、市民、行政
双方の役割、責任を協働して担うことを確認、担保する協定書について制度化が必
要。

協働の評価

目標・目的の共有は難しいため回数をかさね共有できるまでワークショップ等を行
う。
協働関係をつくるために目的・目標の設定は共同作業で行う。また、交流の機会が
必要。

協働の制度化4

協働のまちづくりとは1

岩沼市における協働の
現状とあるべき姿

協働推進の環境整備3

2

協働実施上の課題

厳しい経済情勢、市民ニーズの多様化、高度化に伴い、従来の行政サービスでは十
分な対応が困難な状況になってきている。行政だけでは難しかった柔軟な対応、新
しいサービス等に取り組み、そこに暮らす人々が本当に望むまちづくりのため協働
が必要となってきている。

協働の目的

協働の必要性

協働の考察作業表（目次）３班

市民の体制整備

行政の体制整備

協働のマニュアル

協働の市民側のメリッ
ト、デメリット

協働の行政側のメリッ
ト、デメリット

大項目 中項目 小項目 考　　　　察（・佐藤　　・佐野　　・小野）

協働とは 市民と共に「目指すまちの姿」を作り上げる手段

市民と共に同じ目的に向かって対等の立場で行うまちづくり

市民と行政が、お互いの長所をもちより、短所を補い合い共通の目標に向かって、
成果と責任を共有し合うもの。

地方分権に協働は不可欠なもの、まちづくりのためにも必要

協働の実施状況
協働の最終的な形にはなっていないものの、行政側からの依頼という形から始まっ
ている

目的等が共有されていない、協働の必要性が理解されていない.お互いの理解、認
識度の欠如。
（現状では、行政と市民団体が対等とは言い難い。）

市民同士・職員同士の関係が希薄化しており、対等な関係性の構築が必要。関係性
を構築することで、組織の協働力を高める必要あり。

目的の共有

目標の設定

＜メリット＞
1.人の関係が希薄化している時代のため人と人をつなぐ手段となる。
2.行政が持つ情報や調査力の活用。
3.助成金等により財政基盤の安定。
4.主体性を発揮することで満足感や、まちへの愛着感につながる。
5.地域の課題を、みんなで共有できる。
6.地域活動を楽しむことができる。

＜デメリット＞
1.協働を理解していないと行政側からの押付ととらえてしまう。
2.一緒に取り組む仲間がいないと一人では難しい。

＜メリット＞
1.より良い、まちづくりがやりやすい。
2.地域の課題や情報、市民の考えをタイムリーに知ることができる。かかりすぎ
る。
3.市民ニーズに沿った公共サービスを柔軟かつ迅速に対応することができる。
4.市民の行政参加の促進。
5.まちづくりの担い手が増える。
6.役割分担ができ、サービスの効率化や質的向上。
　

＜デメリット＞
1.協働になるまでに時間がかかる
2.リーダーの育成、市民全体への周知・理解など労力がかかる。
3.評価が難しい

市民の理解 協働に関する知識や認識の周知・理解

市民活動促進 地縁団体・各種団体の活動力・協働力の向上

人材育成 ｷｰﾏﾝとなる人材の育成は必須

活動団体のネット
ワーク

地域の人的・社会的資源をつなぐシステムづくりが必要

行政施策
協働の基盤となる市民の主体的な地域まちづくりやコミュニティの形成、自立的活
動を推進、支援するための体系的な制度づくり。

市民活動促進
支援事業

人材育成事業
職員の協働に対する理解と意識改革は必要
まずはやってみる・経験してみることが必要

活動団体のネット
ワーク形成事業

ネットワークの中心を担う組織が必要か？

情報の共有 協働を行う相手と情報の共有化は必須

市民団体と行政組織
等の役割

行政側の協働に関する窓口は１本化したほうが良い
役割分担することが協働ではないので、それぞれの活動において、お互いの役割も
共有・理解しあうことが大事。

行政の組織整備

どの組織が行っても協働になるマニュアルは必要

協働事業は、市民、行政双方の関わりの程度や役割、責任の分担の仕方等多様な実
施形態が想定される。現行の制度や仕組みを協働の視点から見直し運用を工夫した
り、事業の企画段階から協働を行う制度や、事業の実施にあたっては、市民、行政
双方の役割、責任を協働して担うことを確認、担保する協定書について制度化が必
要。

協働の評価

目標・目的の共有は難しいため回数をかさね共有できるまでワークショップ等を行
う。
協働関係をつくるために目的・目標の設定は共同作業で行う。また、交流の機会が
必要。

協働の制度化4

協働のまちづくりとは1

岩沼市における協働の
現状とあるべき姿

協働推進の環境整備3

2

協働実施上の課題

厳しい経済情勢、市民ニーズの多様化、高度化に伴い、従来の行政サービスでは十
分な対応が困難な状況になってきている。行政だけでは難しかった柔軟な対応、新
しいサービス等に取り組み、そこに暮らす人々が本当に望むまちづくりのため協働
が必要となってきている。

協働の目的

協働の必要性

協働の考察作業表（目次）３班

市民の体制整備

行政の体制整備

協働のマニュアル

協働の市民側のメリッ
ト、デメリット

協働の行政側のメリッ
ト、デメリット
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　　　　岩沼市協働のまちづくり検討委員会　経過

月 日
曜
日 検討委員会内容 参加人数

2 22 金
第１回検討委員会
　町内会長対象の協働の研修に参加 12

3 13 木
第１回推進会議
　大滝先生の講話（検討委員会も一緒に聞く） 13

4 23 水
第２回　合同会議　（講師：加藤哲夫）
　協働についてグループワーク（自己紹介・印象に残ったこと） 11

5 19 月
第３回　合同会議　（講師：加藤哲夫）
　協働についてグループ討議（疑問解決編） 11

6 18 水 第４回　合同会議　（講師：加藤哲夫）　提言書目次作り 13

17 木
15時 検討委員会
今後の進め方について→各自協働の事例を持ち寄り、協働についての理解をまず深めよう。 11

23 水
第５回　合同会議　（講師：加藤哲夫）
　スケジューリング→推進会議と検討委員会に分かれ、各々の立場から、
協働のまちづくり推進をどう進めていくかスケジュール作成。

12

4 月
15時　検討委員会（第7会議室）
事例を持ち寄り、協働についての理解を深める。 10
１８：００～１９：００検討委員会
聞き取り調査方法についてグループ分け

第６回　合同会議　（講師：加藤哲夫）
　　ファシリテーター研修（グループ討議を円滑に行うために）

各グループ聞き取り調査

18 木 聞き取り調査まとめ提出

24 水
15時　検討委員会　事例研究（分析）　各事例の共通事項を分析する。
事前に各グループで協働の団体に現状を加藤先生のヒアリングシートに基づきヒアリン
グする。

14

15 水 分析目次提出

22 水 15時　検討委員会　課題分析 10
10 月 15時　検討委員会 11
17 月 15時　検討委員会合同会議用まとめ 9

21 金

第７回　合同会議　（講師：加藤哲夫）
推進会議・検討委員会各々から協働まちづくりについての調査結果から得られたことを
発表。加藤先生のアドバイスをもらい今後の協働についての作業の確認をし、中間報告
書作成へ向け具体的に見通しを立てる。

13

27 木 15時　検討委員会 10
12 24 水 15時　検討委員会 8

13 火 15時　検討委員会 10
27 火 15時　検討委員会 9

3 火
第８回　合同会議　（講師：加藤哲夫）
推進会議・検討委員会各々から協働まちづくりの中間報告書をどのようにまとめていく
かについて発表。加藤先生のアドバイスをもらい、中間報告書のまとめと見直しを行
い、具体的な作成作業に入る。

9

5 木 16時30分　検討委員会 9
27 金 16時　検討委員会 11
9 月 16時　検討委員会 11
13 金 16時　検討委員会　中間報告書提出

　　　　　　 平成20年度

19 火

Ｈ２１年

１

2

9

11

3

13

7

8

10
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協働のまちづくり検討委員会　名簿

役職 氏      名 所    属 職    名

委員長 星 ふ さ 子 民生部次世代育成支援室 室　長

副委員長 菅 井 秀 一 建設部都市計画課 主幹兼係長

委員 岩 渕 倫 子 総務部総務課 主　査

委員 新 妻 敏 幸 総務部政策企画課 係　長

委員 高 橋 弘 昭 民生部健康増進課 主幹兼係長

委員 佐 藤 由 実 子 民生部健康増進課 技術主査

委員 佐 野 玲 子 民生部健康増進課 技　師

委員 大 友 和 子 民生部福祉事務所 技術主幹

委員 佐 藤 義 幸 産業部農政課 技術主査

委員 川 村 一 仁 建設部下水道課 技術主査

委員 小 野 学 建設部下水道課 技術主査

委員 斎 登 美 子 総務部税務課 主　幹

委員 相 澤 秀 樹 民生部福祉事務所 主　査

委員 渡 辺 多 恵 子 農業委員会事務局 主　査

事務局 安 住 智 行 さわやか市政推進課 課　長

事務局 石 垣 千 佳 子 さわやか市政推進課 主　幹
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協働のまちづくり検討委員会設置要項 

 

 

（設置） 

第１  協働のまちづくりを推進するため、庁内に協働のまちづくり検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２  委員会は、別表の職員からなる委員で組織する。 

２  委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の中から市長が指名する。 

 

（責務） 

第３  協働のまちづくりを推進するために必要な事項について、岩沼市協働のまちづ

くり推進会議と連携して検討し、その結果を市長に報告する。 

 

（会議） 

第４  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２  委員長が不在のときは、副委員長が議長となる。 

３  委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。 

 

（部会） 

第５  委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２  部会に属する委員は、委員長が指名する。 

 

（庶務） 

第６  委員会の庶務は、さわやか市政推進課において処理する。 

 

（期間） 

第７  委員会の設置期間は、市長に最終報告を行うまでとする。 
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