


はじめに 
 

 あなたは、この岩沼を愛していますか。 

この地域に生まれ育った人やよその地域から来て生活する人々で、少しずつ

人口を増やし魅力を増す岩沼市。野も山も花や実りの頃、彩りも鮮やかです。

食卓にはおいしい食材が届けられ、交通アクセスも申し分ありません。ふれあ

いがあり、人が優しいまちです。平成１６年３月に策定された、岩沼市の新総

合計画は、そのタイトルを「ｉのあるまち いわぬま」と掲げ、家族や地域、ふ

るさとへの愛を呼び掛け、また、ｉは、英語の私と岩沼の頭文字を表し個人（私）

とまち（岩沼）の融和をうたっています。特筆すべきは市民と行政が主体的に

行動し協力する「協働」という新たな街づくりの視点が盛り込まれているとこ

ろです。協働という言葉が盛んに使われ始めたのは、平成１５年１１月の地方

制度調査会の答申からといわれ、その翌年には、岩沼市が先駆けて新総合計画

に盛り込み取り組んでいるところですが、なかなか進まない現状にあります。 

まちの魅力とは、そこに住む人間の輝きそのものであり、主体的に生き創造

性を発揮し、みんなで手をつなぐ連帯感のある空間の存在でもあります。まち

が自分達に何をしてくれるかではなく、自分達がまちのために何ができるかと

いう方向への変革が起きている今、これまでの行政中心に行われてきた「公共」

から、市民が主体性を持ち担っていく「新たな公」を構築し、市民協働による

まちづくりを推進しながら、市民生活の向上を目指します。 

「まちを楽しみ、まちで楽しむ、まちはみんなの宝物」 

以下では、市民と行政がお互いに高めあい協働によるまちづくりをさらに進

めるための具体的な提言を行います。 
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１、協働のまちづくりとは 
（１）協働とは 
「協働」とは市民と行政がまちづくりにおいて共通の目標を持ち、地域

の課題や社会の問題解決のために連携し、得意分野や特徴を生かし補完し

あって取り組むことです。ここでの市民は、個人のほかコミュニティ組織、

営利団体、非営利団体を含みます。 
 
（２）協働の目的 
市民と行政がお互いの立場や能力また資源などを生かしながら、その相

乗効果により住みやすいまちの魅力の向上を目指し豊かな地域社会を実現

します。 
 
（３）協働の必要性 
自治体の環境は、少子高齢化、医療、介護、福祉費の増大、税収の減少

など著しく変化しています。これまでの「まちづくり」は、道路や橋や学

校など公共施設の建設といったハード面から公民館活動などのソフト面ま

で主に行政が中心となり取り組んできました。一方では、成熟型社会に入

り市民のニーズも多様化・高度化し全ての市民に行政だけで対応すること

が難しくなってきました。これに対応するために、単独活動の限界を乗り

越えて情報収集や交換を行い目的達成のため行政と市民が互いにできる部

分とできない部分を補完しあう必要性が生まれてきました。お互いの特性

を活用し少ないコストで最大限の効果をめざすために知恵を集める必要が

あります。 
 
 
２．岩沼市における協働の現状とあるべき姿       

  （１）協働の実施状況 

    ①市民への協働関連情報の周知がまだまだ足らず、「協働」への認識・

関心は一部関係者だけの範囲で止まり、大部分の市民活動団体も行

政依存の域にあります。 

     

②実施している活動団体の中にも行政の先導や保護の色彩が濃いと思

われるものが多い状況で、活動の自立と体力の強化が必要でありま

す。 

 

③事業の必要性にせまられ、先導的に自立して活動しているところや、

後から市の支援を受けているなど協働の形態がいくつかあります。 

     



 2

④行政も市民（団体）も課題を自分の枠内で狭くとらえる部分が多く、

広く市民全体のこととしてとらえる認識が十分ではありません。  

⑤行政側・市民側双方の協働に関する意識向上を図る上で、それぞれ

に立場の見方、考え方に相違が生じることがあり、ときに市民側が

行政に対して過度に要求することがあります。 

       

（２）協働実施上の課題 

    ①まちづくり及び協働に対する市民の理解・認識はまだまだ限られた

範囲内であるため、行政側から市民へむけての関係情報の提供・広

報等の PR の強化、市民および市民団体への支援や研修会等への強

化措置が今後急務とされます。 

     

②協働の実施にはリーダー的人材が欠かせないため、幅広く、専門的

な分野からの人材の育成（リーダー養成）が必要です。 

     

③まちづくりの担い手は、行政や首長という考えが一般的とされてい

る傾向がまだ根強く、そこからの脱却や、市民主体とするまちづく

りへの意識高揚を図る上でも市民団体や地域組織ぐるみで努力する

必要があります。 

     

④協働事業やそれに関連するさまざまな市民団体活動に関する情報や

データなどを収集する場所や設備等が必要です。団体同士の交流な

どができる場としての機能も必要です。  

  

⑤まちは自分たちのものという意識を高めるためにも協働実施活動で

の成功のモデル（市内、または他市町村など）の公開も必要です。 

     

⑥協働活動事業をすすめるためには、安定した財源等のあり方も重要

な項目となるため十分検討する必要があります。   

    

⑦協働事業を立ち上げる時点で、助成・役割等の説明や確認あるいは、

契約が特に必要です。 

     

  （３）あるべき姿 

    ①積極的な市民活動参加による自主性、行政側との対等性それぞれを

尊重して、目的・目標および実施内容の十分な協議調整の上に遂行

されることが大切です。 
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②市民ニーズと主体性をいかしての行政連携・協力がより望ましいと

言えます。   

③協働の事業に関しては、一定の時期に総括をして（現在の事も含め

て）、統廃合の整理が必要です。 

     

④行政は、市民からの提言に対して、前例にこだわらず、積極的に対応

することが必要です。 

 

（４）目標の設定 

     協働事業の目的・目標は行政側･市民活動団体が相互に理解し、納得

されたものとするためにも定期的な情報交換の場を密にし、両者が

役割等を十分検討する必要があります。 

 

  （５）協働をすすめる上での市民側のメリット、デメリット 

    ＜市民側のメリットと効果＞ 

① 協働を実施する市民活動団体は、行政の都合や制約の枠を超えた
市民サイド（市民ニーズに応えられるもの）の活動・事業運営を

行政の理解・協力と市民の力で推進できます。 

 

② 市民側として「要望」していたことが協働により、行政側ととも
に同じ目線で対等に「提案」「企画」から自発的に関わることに

より幅広い内容のものとなります。 

 

③ 活動に参加する市民ひとりひとりにとって、地域からの情報提
供・市民のニーズの受発信の場への参加や協力が身近なものとな

ります。それにより、より多くの情報収集が可能となり、また行

政との連携により市民への信頼度を増すことができます。 

 

④ 協働を実施する市民活動団体と行政側とが手をつなぐことによ
り、まち全体として安心安全などに結びつく本来のコミュニティ

の基盤が整備され、まちの快適さを増すことにつながります。 

 

⑤ 市民活動団体としてそれぞれに必要とする行政側の情報を積極
的に集めることや、関連する資料などの開示を求めたりすること

がスピーディとなることで、より効果のあるまちづくりを進める

ことができます。 

 

⑥ 会議室等や事務機器が利用できることで、公的な情報収集や事務
処理が円滑となります。  
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    ＜市民側のデメリット＞ 

① 協働を実施する市民活動団体として、同じ目的・目標を持って推
進するにあたり、市民同士の意見をまとめることがときとして大

変となることもあります。 

 

② 協働を進めていく上で行政からの一方的な委託になることもあ

るので注意が必要です。 

 

③ 行政側に依存する部分での運営が事務的にされてしまいます。 
 

 

（６）協働の行政側のメリット、デメリット 

 ＜行政側のメリット＞ 

① 市民のニーズや情報を身近に感じ、サービスの向上に役立ちます。 
 

② 事業の実施・運営に関わる作業コスト低減となり、まちづくりへ
の大きな貢献となります。 

 

③ 市民のまちづくりへの協力により、更に多様なニーズに対応でき
るためのきっかけが得られます。 

 

④ 市民からの生の声が直接聞けることで、身近な問題から市民のニ
ーズを反映させることができます。 

   

 ＜行政側のデメリット＞ 

① 事業の実施・運営の面で行政都合が制約をうける場合があり、協
働の手法に慣れるまで時間がかかります。 

 

② 市民側に頼られることがあり、本来の職務以上に作業量が増える
恐れがあります。 

 

③ 行政担当者が代わると引継ぎ等が大変です。 
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 ３、協働推進の環境整備 
  （１）市民の体制整備 

     ①市民活動の促進 

     ア 協働推進の基本となる市民の認識･まちづくりに対する市民の参

画意識や関心は高まっているとはいえ、不十分であり､啓発の更な

る強化が必要です。 

         そのためにも､行政などによる地域組織･市民団体等関係者へ研修

や講演会等の開催に努め、市民のまちづくりへの理解と参加意識 

を高めることが大切です。 

         また､協働活動関連のさまざまな講座の受講者同士の連携は､協

働化の形成に極めて重要なので､横のつながりを保つ方策が必要

です。 

 

イ 市民の意識･認識を高めるためには､定期的な市民活動団体の実

態や協働事業の成果等の情報提供も極めて有効であり､協働活

動の促進にも繋がります。 

 

ウ 市民の協働まちづくりの促進には､地域に協働活動(事業)の推進

役(協働事業はいかに進めたらよいのかわかる人)を育成配置す

ることも必要と考えられます。 

 

エ 市民啓発に当たっては､市民に対し｢まちづくりの主体者は市民

であり､協調の責務の自覚と今後のまちづくり推進における協

働の必要性｣についてより明確に説明し､市民浸透と理解を更に

促すことが重要です。 

 

オ 協働は､市民が対等に企画から実行まで関わる覚悟で取り組ま

なけれぱならないことを自覚しなければなりません。  

 

②人材育成  

      人材育成には､現場･現地含めての行政等による定期的な講座･勉

強会を関催し､市民の更なる協働参加意識の高揚とスキルアップ

を図ることが必要です。 

      このことにより、協働のリーダー人材発見にも繋がります。 

また､協働リーダーの人材確保には､地域･市民団体等の中核的な

位置にある人々に協働に関する机上･現場の実践を踏まえた学

習・研修の機会を与え､育成する必要があります。 

 

③活動団体のネットワーク 

        協働促進のためには､市民活動の活動拠点の存在が必要であり、 

活動の様子･実態の情報が市民等で共有できるネットワークが重

要です。活動団体の結びつきを強め、市民の関心･意識を高めるこ

とはもとより、活動団体間の連携と強化及びスキルアップを図る

ことができます。さらに市民と市民団体間の接点として市民交

流・活力の増進などを図ることが期待されます。 
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（２）行政の体制整備 

   ①市民活動促進支援基盤整備事業 

     ア 協働に関する行政窓口の整備はもちろんのこと､市民活動支援セ

ンター（仮称）として機能するための場所･設備等を確保すること

がまず必要です。 

         その際の支援体制として､指導相談機能･情報管理機能･人材育成

機能･交流機能などもあわせて備えることが必要です。 

 

イ 行政内においても協働推進に係る関係部署間の協議調整がさら

に必要になります。 

 

ウ 市民活動の促進には､活動の状況等を市広報等により広<市民に

情報提供することも重要で､大切です。 

また､協働やボランティア活動に参加した市民に対し､何らかの

ポイント制にして他のサービスや特典等が受けられるような制

度も考えられますが、十分な検討が必要です。（不平等にならな

いように、ポイント目当てにならないように。） 

 

エ 「市民活動支援センター」（仮称）施設の利用･活用については､

現行施設(公民館･図書館等)の利用者アンケートによるさまざま

な意見を参考にし､より良い体制整備を行うべきです。 

なお､運営方法等については､今後､市民･行政の双方において検

討する必要があります。 

 

②人材育成事業 

ア 市は､市民啓発としての説明会･講演会等の開催に加え定期的な

勉強会や講座を開設するなどして､協働リーダーの人材育成を

図ることが必要です。 

 

イ 行政内のボランティア人材バンクに登録されている人材の活用

や、才能ある方々(学識経験者･技術者等)の人材バンク登録をさ

らに促進し、活動参加の呼び掛けなども進める必要があります。 

 

③活動団体のネットワーク形成事業 

ア 市民に協働に関する行政情報やさまざまな活動団体の活動の様

子などの情報提供できる環境及び機関の整備が必要です。 

 

イ 市は､市民団体同士の連携強化を促進するため､定期的にレクリ 

エーション的な行事や交流会等を企画･実施することも大切です。 

 

ウ 市民活動団体への参加促進には､市の各町内会などへの働き掛

けをさらに緊密にする必要があります。 

 

エ 今後の市民活動団体の適正な発展と活力向上を図るためには､

活動団体を網羅した組織の設置が必要で､行政の支援が必要と
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考えます。この組織化は､各活動団体間の活動の連絡調整や、 

意見情報の交換･交流等を図るもので､協働の発展と市民団体 

の活力向上などが期待できます。 

 

 

４． 協働の制度整備 
    協働を推進するために、以下の項目に基づき「協働の制度整備」を 

    行う必要があります。 

 

（１）情報の共有 

   ①お互いの活動を円滑に推進し効果を上げるため、達成しようとする 

    目標を共有できるようにすることが必要です。 

 

   ②協働に関する情報発信として、市民に分かりやすい機関紙や「広報いわぬ

ま」に専用スペースを設けるなどの情報提供体制が必要です。 

 

（２）市民活動団体と行政組織等の役割 

   ①市民は行政運営に関心を持ち、協働に関する企画・実施・評価の各 

    段階で積極的な参画が必要です。 

 

   ②行政は企画・実施・評価の各段階で協働を積極的に推進することと共 

    に、協働理念を＋分理解して、円滑な推進を図ることが必要です。 

 

   ③行政は協働が促進され、円滑に推進されるために有効な、しくみや手続

き・手順などを策定すると共に適時見直しを図ることが必要です。 

 

   ④協働活動推進中でも、問題があれば協働パートナーに改善申し入れなどの

措置を行うことが必要です。 

 

（３）行政の組織整備 

   ①協働活動の促進を総合的に一括所管部署を設置し、協働の基本事務・政策

企画･施策･管理等の部門を統括処理することとし、技術部門については､当

該技術部署と協調して当たることとします。 

また、協働事業を実施できる団体の育成・支援及び活動推進のための拠点

の整備も必要です。 

 

   ②協働の申請手続きにおいてわかり易い書式･内容であることや、提出書類

を簡素化し、誰もがスムーズな処理手順で行われることが必要です。 

 

③NPO立ち上げへの助言・支援の体制を構築する必要があります。 

 

④人事異動等の場合は、十分な引き継ぎを行う必要があります。 

 

⑤市民活動団体との連絡網を構築し、組織の連携強化と迅速な行動がとれる

ようにしておく必要があります。 
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（４）協働のマニュアル 

    ①市民意向を十分に踏まえた基本的な流れ、役割、ルール等を明確にするた

めに「協働のマニュアル」を作成する必要があります。 

 

②マニュアル作成に関しては、市民は企画から実行まで参画する必要があり

ます。 

 

③協働の事業については、協働する両者の意向を十分尊重する必要がありま

す。 

 

④協働事業の目的・財政・役割分担・責任所在を明確化する必要があります。 

 

⑤報告・点検・公開が必要です。 

 

⑥協働相手からの苦情・意見等が反映出来る内容にする必要があります。 

 

⑦協働形態の相違にも柔軟に対応できる内容とします。 

 

⑧マニュアルは状況に合わせて改善・改良できるものとします。 

 

（５）協働の評価 

    市民及び行政は協働活動を評価し、継続的な活動につなげていくために、

下記の項目を行う必要があります。 

    

①市民及び行政は協働している事業が市民に必要とされているか評価を行

います。 

  

②市民及び行政は互いに評価を分析し、必要であれば是正処置又は改善に向

けた申し入れを行う必要があります。 

 

③市民及び行政は互いに協働活動の効果や位置付けを評価し、今後の協働実

践の糧にします。 

 

④行政は協働の評価を報告・点検・公開を実施する必要があります。  

 

⑤行政は定期的に協働実績の公開及び市民向けの発表の場を設けます。    

 

※具体的内容については今後検討を要します。           
 
 
 
 
                                    以 上 
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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推進会議委員による、岩沼市平成2０年度協働

の調査において各課より、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。聞き

取り団体は８団体である。 

 

 

２．調査結果 

 対象にした団体は、市内の比較的積極的に協働に取り組んでいると思わ

れる団体に聞き取りを実施した。 

 協働の実態としては、協働の段階も各団体により様々なレベルにあるこ

とがわかった。先導的に自立して活動しているところがある一方、行政の

先導や保護が濃いものも多く、対等な立場での協働への取り組みはまだ少

ない現状であった。 

 協働の周知が不足し、認識・関心は一部関係者に止まり、行政依存の域

にあると思われる。また行政側の協働への取り組みは事業担当課によって

開きがあり、市全体として協働に取り組む計画書や条例は無かった。 

又、多くの市民団体は、情報が受発信でき、活動の拠点となる場所を求

めていた。 

 

 

３．考 察 

 ８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

通りまとめた。 

    まちづくり及び協働に対する市民の理解・認識はまだまだ限られた範

囲内である実態があり、行政側から市民へむけての関係情報の提供・広

報等の PR の強化、市民および市民団体への支援や研修会等への強化措

置が急務と思われる。 

    市民団体の活動拠点の整備並びに協働に対する市民及び行政の理解・

認識を高め、公共の共通の課題解決のため、協働を推進するための環境

整備、制度整備を十分に検討し、具現化しなければならない。 

協働を推進するための方向性について、4項目に分け、グループ毎に整

理し、さらに全体のまとめとした。 

 



 

 

 

 

 

 
 
　　協働聞き取り団体一覧

団体の概要

1 グリーンピア森の散策会 自然保護関係団体

2 文化財友の会 文化財愛好団体

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

4 いわぬま市民夏祭り実行委員会 市民夏祭りを運営する団体

5 仙台空港周辺まちづくり協議会 仙台空港周辺まちづくりを進める協議会

6 いわぬま森のサポーター 自然保護関係団体

7 iある子育ていわぬま 子育て支援団体

8 日本語講座アイビー 外国人のための日本語支援団体

岩沼市内聞き取り団体名

岩
沼
市
内
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協働の聞き取り調査考察 　　　　　　　　　　推進会議のまとめ　　　NO１

大項目 中項目 小項目 考　　察　　　全　　体

協働とは 　
同じ目的達成のため行政と市民が連携し、互いに考え、問
題解決のため補完し合って取り組む

協働の目的 　

・市民、行政が互いに問題の対処・解決に協力・補完(知
能・財源・役務・資材）し合い、市民・関係者の受益(福利
増進）になること
・行政と市民互いの立場・能力・資源などを活かし相乗効
果により街の魅力の向上をめざす

協働の必要性 　

・多様化するニーズに対応するため、互いの特性を活用
し、最大限の効果をめざす
・少子高齢化、医療、介護、福祉費の増大、税収などの著
しい自治体の環境の変化に対処していく必要がある
・課題、ニーズの取り組みに対し、行政と市民とが互いに
できる部分とできない部分を補い、協力し合うことで幅広
い公益・受益となる
・市民の共感の高いものや行政・市民単独で対処し難いも
ので、相互の協力・補完で課題への対処・解決とし、その
実施がまちづくりに（市民の福利増進）値する
・個別(単独）活動では、限界があるので互いに情報収集・
情報交換をし、目的達成のため補完し合う

協働の実施状況

・協働関連情報の希薄もあって、市民の認識・関心は　一
部の関係者だけの範囲で止まり、まだまだ行政依存の域に
あると思う
・実施している活動団体の中にも行政の先導・同保護色が
濃いと思われるものが多い状況で、活動の自立と体力強化
が必要
・必要性にせまられ、先導的に自立して活動しているとこ
ろや、あとから市の支援を受けた形態もある
・行政も市民(団体）も個別的な部分が多く、広く市民全体
のこととしてとらえる認識がまだまだ足りない

1 協働のまちづくりとは

協働実施上の
課題

岩沼市における協働
の現状とあるべき姿

2

（１）まちづくり及び協働に対する市民の理解・認識　の
高揚が急務である（行政側のＰＲ不足、市民団体の勉強
等）
（２）人材の育成(リーダー養成）が必要
（３）まちづくりの担い手は、行政や首長という考えが一
般的、そこからの脱却、市民主体のまちづくりへの模索が
必要
（４）協働活動に関する情報やデータなどを収集する場所
や設備等がほしい・・・市民サポートセンター（　一例と
して、将来的に旧図書館とか　）そこで、市の協働をする
事業についての情報や関連する様々な市民団体の情報収集
ができるようになるといい
（５）まちは自分たちのものという意識が薄い、成功のモ
デル必要
（６）協働事業にあたっての安定した財源等のあり方
（７）協働を立ち上げる時点で、助成・役割等の説明確認
あるいは、契約が必要
（８）お互いの立場の見方・考え方に相違が有る　特に、
行政に要求する部分が多い
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　　　　　　　　　　　　　　             　　　　　NO２

大項目 中項目 小項目 考　　察　　　全　　体

目的の共有 　
・協働参加者がめざす目的・目標を確なる理解とするため
にも定期的な情報交換の場を密にすることが　必要である

目標の設定 　

・協働事業の目的・目標は、相互に理解し、納得されたも
のであること
・両方の役割等を充分検討する必要がある

協働の市民側の
メリット、デメ
リット

＜メリット＞
①　事務的職務　(会議室等の援助、会議等に関わる事務用
品等）を行政に委託でき、公的な情報の収集や事業展開が
可能となる
　
②　行政の都合・節約の枠を超えた市民サイド（市民ニー
ズに応えられるもの）の活動・事業・運営を行政の理解・
協力と市民力で推進できる
　
＜デメリット＞
　①　活動・事業の遂行に財源、役務の負担が生じる
　②　幅広い分野からの参加者が多い場合は市民どうしの
意見をまとめることが大変

　③　事務的に運営されてしまう
　④　行政からの丸投げにならぬよう注意が必要

協働の行政側の
メリット、デメ
リット

＜メリット＞
①　市民のニーズや情報を身近に感じ、サービスの向上に
役立つ

②　事業の実施・運営にかかわる作業コスト逓減となり、
まちづくりに大きな貢献となる

③　市民のまちづくりへの協力により、さらに高度なニー
ズに対応できる

④　市民の生の声が聞ける

＜デメリット＞
①  事業の実施・運営の面で行政都合が制約をうける場合
がある

②　頼られすぎて、作業量が増える
③　行政担当者がかわると引継ぎ等が大変である

あるべき姿
街はみんな
の宝物

・積極的な市民参加による自主性、行政側との対等性それ
ぞれを尊重して、目的・目標および実施内容の十分な協議
調整の上に進行されること

・市民ニーズと自主性を踏まえての行政関与・支援とした
やり方が、より望ましい

・協働の事業に関しては、一定の時期に総括をして(現在の
事業も含めて）、統廃合の整理が必要

・行政は、市民からのアタックに対して、前例を重視しが
ちなので寛容に対応する

2
岩沼市における協働の
現状とあるべき姿
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　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　NO３

大項目 中項目 小項目 考　　察　　　全　　体

市民活動促進

・地域を元気にするための協働活動の啓蒙・普及(地域・業
界・市民団体等関係者の研修・後援会等)に務め，まちづく
りへの参加意識を高める
・啓蒙・普及・行政への依頼として、団体の活動を２～３
団体位毎月広報にてとりあげる
・対等に企画から実行まで関わる覚悟で取り組む
・講座受講者同志の連携・・・・横のつながりを保つ方策
が必要

人材育成

・現場・現地ふくめての定期的な講座・勉強会の開催でス
キルアップを図り、多くの人材の協力により効果的な運営
が期待できる
・教育的な資金の導入とリーダーの育成が必要
・机上から現場・現地にての実践ふまえての研修も必要
・中核的な位置にある人材に協働に関する学習や研修など
の機会を与えることが必要
・地域に協働事業の推進役（協働事業とは何をどう進めた
らよいのかわかる人）を育成する必要がある

活動団体の
ネットワー
ク

・関係する他団体の活動の様子が把握できるような機関や
場所などの設置が必要（協働のＰＲ館なる活動支援セン
ターなど場所があればＮＰＯで立ち上げたい）

・活動団体の交流・情報交換による活力の維持、強化及び
スキルアップなどの観点から、連絡協議会（活動の情報交
換場所、意見交換場所）などの組織が必要

市民活動促
進支援事業

・支援センターとして機能する場所等の確保、指導・支援
体制の整備および市紙面による広報支援が必要
　（広報にて毎月1～2団体を協働事業部分をとりあげ
る）
・協働としてのＰＲ誌に原稿募集し成果の発表の場として
紹介して認識を高める
・協働やボランティア活動に参加することでポイントが付
き、他のサービスが受けられるようにする
・現状の施設（公民館、図書館など）などの利用・活用に
繋げるためにも、使いづらい点を見出すためのアンケート
をとり、より良い体制とすることも必要
・企画から実行まで同等に取り組み、そのしかけづくりも
必要

人材育成事業

・定期的に勉強会や講座等を開催し、協働リーダー育成を
図る必要がある
・行政内のボランティア人材バンクに登録している人の活
用や才能ある方（学識経験者含む）の人材バンク登録の促
進も必要
・行政内において担当課の縦割の意思疎通が必要

行政の体制整備
活動団体の
ネットワー
ク形成事業

・さまざまな他団体の活動の様子が把握できる環境および
機関（活動支援センターまたは機能を備えた場所等）づく
りが必要
・市民団体同志の交流（レクレェーション的な行事）を持
ち、横の連携を強化する
・市民活動への大きな協力を得るために、各町内会への働
きかけも必要

協働推進の環境整備

行政の体制整備

市民の体制整備

3
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　　　　　　　　　　　              　　　　　　　　NO４
大項目 中項目 小項目 考　　察　　　全　　体

情報の共有

・それぞれの役割分担を取り決め一方的
　な偏りにならないように、相互の協働と
　政策の研究・情報交換を密にする
・市民、行政一緒の情報誌の発行

市民団体と行政
組織等の役割

・協働事業で得られた成果により、理解高揚と普及を図る
とともに、市民意向の収集と参加促進を促す
・公益の視点で協働による行政コストの削減に注意を払
い、効率的に連携を強化する
・市民団体・行政の協働としての活躍、役割部分の分析を
し、自分達の立場を認識する

行政の組織整備

・協働活動の促進を担う総合実施部署(例えば協働課）の設置によ
り、スムーズな情報提供が得られるための連携強化が必要である。
（現在は、課毎の縦割りが弊害となっており、権限が必要なので課
とする）
・申請手続きにおいてわかり易い書式・内容であること、提出書類
を極力減らしたり、処理手順がスムーズであることなどが望まれる
・ＮＰＯ立ち上げへの指導・支援の体制が必要
・人事異動では、誰もが継続できるような引継ぎをすること（引継
ぎ時は新たな担当職員と協働に関わる各団体との会を持つことで確
認する）
・市民との連絡網をつくり、組織の連携の強化と迅速な行動がとれ
るようにしておく必要がある
・各団体の代表と行政担当者の組織化する各団体より推選登録依頼
とした指導者の組織化も必要
・各団体は活動支援センター会員への登録推進を図る

協働のマニュア
ル

・市民意向を十分に踏まえた基本的な流れ、役割、ルール
等を明確にするためにもマニュアル化する必要があ
る・・・・誰もがわかるマニュアル作成
・マニュアルに組み込む内容
　1)　企画から実行まで市民(企業、ＮＰＯ、その他） が
参画
　2)　協働する両者の意向を充分尊重したもの
　3)　目的、財政、役割分担、責任の所在を記載
　4)　報告、点検、公開の必要性
　5)　協働相手からの苦情、意見等を
　　　　　　随時記入・保存できるスペースをとる
　　　　　　（後の活動や、引継ぎに役立つ）
・協働活動が市民に好感を持って受け入れられる観点での
配慮が大切
・形態として、委託、連携、協力、協働などが想定され、
また、協働相手が個人、企業、ＮＰＯ等があるので、同一
のマニュアルで対応できるのかを考慮する必要がある
・マニュアルのフォーマットをつくり、状況にあわせて改
善・改良していく

協働の評価 　

・協働活動としてやっていることがどの程度の効果または
位置付けなのか定期的に市民側の意見等をきき内容の充実
を図っていく必要がある
・協働活動の必要性を市民側に問い、不必要となった場合
は対策をし、継続できるよう改善実行とする
・協働事業の公開を行う
　　1)　事業内容の一覧をつくり定期的に発行
　　2)　市民むけのシンポジウムや発表の場を設ける

4 協働の制度化

 



NO 大項目 中項目 小項目 　　　　考　　察

協働とは

相互に趣意・目的・認識を十分に理解しあって踏み
出すことが肝要。対等性の確保、特に企画面での行
政先行財源での過剰依存は、留意しなければならな
い。

協働の目的
相互に問題の対処・解決に協力・補完（専門技能の
活用等）し合い、市民・関係者の受益（福利増進）
になること。

協働の必要性 協働に値するもの
行政だけで出来ない部分で、上述のもの。提供サー
ビスが多くの市民に共感される。

同上しないもの
そのことが多くの市民の利益に成り難く、また、小
範囲の関係者に限定されるもの。

協働の実施状況
市民の協働認識は低く、まだまだ行政依存の城にあ
ると思う。実施活動体の中にも行政の先導・同保護
色が濃いと思われるものが多い。

協働実施上の課題
協働の市民意識の高揚と普及。人材の育成（リー
ダー養成）。協働事業に当たっての債務・財源の負
担のあり方。

目的の共有
相互の目的の共有は基より、協働参加者が目指す目
的・目標は確なる理解となっていること。

目標の設定
協働事業の目的・目標は、相互に理解し、納得され
たものであること。

協働の市民側のメ
リット、デメリット

行政の都合制約を超えた事業（役務）が出来、市民
の利益に資する。市民のサイドの考え方・技能の活
用で事業遂行が出来る。

協働の行政側の
メリット、デメリッ
ト

＊活動・事業の遂行に財源・役務の負担が生じる。
行政・財政都合で滞っている事業の促進・及び事業
の実施・運営に係る行財政面の軽減が図れる。
＊事業の実施・運営の面で、行政都合が制約を受け
る場合がある。

市民の体制整備 市民活動促進
協働活動の啓蒙・普及（地域・業界・市民団体等関
係者の研修・講演会等）。

人材育成 各界・地域の中堅者の研修・勉強会等。

活動団体の
ネットワーク

支援センターを設置し、活動の促進と適正運営及び
協働の高質化を図る。

行政の体制整備 市民活動促進
指導・支援体制の整備、及び市紙面（広報等）によ
る広報支援。

支援事業 協働組織の奨励普及と初動事業の助成。

人材育成事業 協働リーダー研修及び勉強会等の開催。

活動団体のネット
ワーク形成事業

協働活動支援センターの設置。協働事業者連絡会等
の設置と定例会実施。

情報の共有 相互の協働と政策の研究・情報交換を蜜にする。

市民団体と行政組織
等の役割

協働の理解高揚と普及。
市民意向の収集と参加促進。

行政の組織整備
協働活動の促進・指導・監督を総合実施の部署の配
置。

協働のマニュアル 市民意思を十分に踏まえた推進の仕組みとする。

協働の評価
現状は、実績公表すら不十分な状況であり、評価は
部内的な段階にあるように思うが、市民の目（事
業・役務の公表）でされるものであるべきと思う。

3 協働推進の環境整備

4 協働の制度化

協働の考察  市民まとめ　１グループ　[伊藤(博）、鈴木、伊藤（四）、木村]　文責：伊藤博
聞き取りグループ（・グリーンピア森の散策会　・文化財友の会）

1 協働のまちづくりとは

2
岩沼市における協働
の現状とあるべき姿
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大項目 中項目 小項目
　　　　　　　　　考　　　　察

協働とは
行政と市民の連携によるまちづく
り

事業は、金、汗、知恵の３点セッ
ト。汗と、知恵を大事にする時代に
入る。お金がない。

協働の目的
行政と市民の相乗効果による街の
魅力の向上

ふれあいのある街を目指して。連帯
の大切さを求める。

協働の必要性

協働の実施状況

市民参加が増えて形態もいろいろ
と成功事例が増えていくだろう。
急がず質の高い内容で進まなけれ
ばならない。

意識の高いボランティアが頼り、ア
イデアの募集などに工夫。

協働実施上の課
題

まちづくりの担い手は、行政や首
長という考えが一般的。そこから
のの脱却、市民主体のまちづくり
への模索。

街は自分たちのものという意識がな
い。成功のモデルが必要。

目的の共有
街づくりの担い手は、もとより市
民が主役

街はみんなの宝物

目標の設定 協働は、進歩的なまちのスタイル
手をつなぐ、ひろげる、みんなの負
担も軽く

協働の市民側の
メリット、デメ
リット

市民側の多様化ニーズの充足。協
働の形がどのようなものがあるの
か。広報、広聴も含めて支援の形
など知らない。時間的な制約、連
絡、活動拠点、資金の捻出ほか。

行政側の協力により、公的な情報が
取りやすくなりさらに公益的な事業
展開が可能となる。市民同士の違っ
た意見をまとめることが大変。

協働の行政側の
メリット、デメ
リット

行政は、市民のニーズや情報を身
近に感じサービスの向上に役立
つ、また、効率的な作業はコスト
逓減となり街づくりに大きな貢献
となる。一時的にプロセスの中
で、市民組織との連絡事務が多く
なり、これを乗り越えるまでは大
変な作業量となる。この先に良好
な協働の姿が見えてくる。

市民の街づくりへの協力により、さ
らにに高度なニーズに対応できる。

協働の考察　　市民まとめ　２グループ　（河東田、高橋、宮部）　文責：河東田
聞き取り団体（・まちづくり委員会　　・いわぬま市民夏祭り実行委員会）

少子高齢化、医療・介護・福祉費
の増大、税収の落ち込みなど自治
体の環境の変化が早い。一方では
行政ニーズやサービスの多様化な
ど、市民との協力によりその効果
をお互いに補完していかなければ
実現できない時代になりつつあ
る。

市民本位、人間性復権の街をめざ
す。個人の生き方が大切。創造す
る、考える、仲良くする。街の魅力
の基本に帰り市民ひとり一人が協力
し合うことをアピール。

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

 
 17



市民の体制整備

市民活動の促進は街意識の高揚と
いう大きな理想をかかげ、行政と
市民が一つになって取り組まなけ
ればならない。

まちづくりへの参加意識を高め、多
くの人材の協力により効果的な運営
が期待できる。

人材育成は、教育的な資金の導入
とリーダーの育成が欠かせない。

活動団体のネットワークを強固な
ものとなるため、行政が立ち上げ
に指導的な立場に立つ。

行政の体制整備

市民活動促進支援事業は、短期的
支援、長期的支援に分けて目標と
なる年次計画、数値目標の検証を
進めながら行う。導入部分での資
金の支援、維持管理となる指定管
理者への資金の用意も必要とな
る。

活動拠点整備と資金の助成を行う。
市の組織をフルに活用し、専門的な
情報協力を進め、市民との協働によ
り高度なニーズに取り組む。あらゆ
るニーズに対応できるように事業横
断的な組織づくりなど、行政組織の
イノベーションを進める。

人材育成事業は、視察、研修はも
とより情報がなければ情報の誘
致、人材の誘致にも積極的に取り
組む。まち以外からの情報も取り
込む。交通の要衝としての地の利
も生かせる。

活動団体のネットワーク形成事業
は、行政が窓口となり、効率的な
情報交換が行われるように協力す
る。例えば、ウオーキングイベン
トや体育活動など、教育の部局か
福祉増進の部局かなど新たな制度
や組織が考えられるだろう。

情報の共有
まちの快適さ、街の魅力向上とい
う目標を持って。

仲間を増やすことに努め

市民団体と行政
組織等の役割

公益の視点で協働による行政コス
トの削減に注意を払い、効率的に
連携を強化する。

公益的な事業には、知恵、汗ともに
協力

行政の組織整備
テーマごとに、行政担当課が受け
持ちながらも縦割り行政の弊害を
取り除くことに主眼を置く。

行政が、どこまで手伝えるのか、資
金面、方向性を明確にして指導す
る。

協働のマニュア
ル

協働の形態や支援の方法を広報
し、市民主体、iのある街の計画に
沿い進める。

条例を作るも個人、団体、いろいろ
な角度から検討が必要。

協働の評価

投資と効果は、運営の基本。作業
の進捗状況を精査し新たな投資に
進む。まちづくりは終わりのない
営みである。

みんなで行う。プラス思考で前に進
む。

協働の制度化4

協働推進の環
境整備

3
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NO 大項目 中項目 小項目

　　　　考　　察
聞き取り及び事例発表の内容から、協働に必要とお
もわれることを、考察し記入してください。

協働とは 目的に向かって協力し活動する。

協働の目的 効率の向上 最大限の効果をめざす

協働の必要性 個々の特性を活用して最大限の効果をめざす

協働の実施状況 必要性を認識して互いに歩み寄る

協働実施上の課題 個々の認識の相違が障害となる場合がある

目的の共有 目的共有の重要性の認識

目標の設定 出来ることから目標設定しその後レベルアップ

協働の市民側のメ
リット、デメリッ
ト

メリット・・・事務的職務を市当局に委託できる。
デメリット・・・事務的に運営されてしまう。

協働の行政側のメ
リット、デメリッ
ト

メリット・・・生の声が聞ける
デメリット・引継ぎ等が大変である。

あるべき姿 より進んだ住民と行政との融合が必要

市民の体制整備 住民の役割 協議会委員各自の役割の認識を再確認

会員の構成 構成年齢をも考慮した会員構成を再考が必要

下部組織との連携 下部組織へのスムーズな伝達を図る

他団体とのつながり関係する他団体との情報交換の推進が必要

行政の体制整備
市民活動促進支援
事業

さわやか市制推進課を核に支援事業推進する

人材育成事業 協働に必要な勉強会等の開催をする

活動団体のネット
ワーク形成事業

他団体の活動が公開できる環境構築

情報の共有 当事者の共同事業に関する情報の共有

市民団体と行政組
織等の役割

協働事業により得られた成果の公表をする

行政の組織整備 行政組織の連携強化

協働のマニュアル 誰もがわかるマニュアルを作成する。

協働の評価 定期的に外部機関によ協働事業の評価をする。

共同事業の公表 定期的に協働事業の公開を行う。

協働の考察　市民まとめ　３グループ　（鎌田、国井、安達）　文責：鎌田
聞き取り団体（・仙台空港周辺まちづくり協議会　　・いわぬま森のサポーター）

1 協働のまちづくりとは

2
岩沼市における協働
の現状とあるべき姿

4 協働の制度化
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NO 大項目 中項目 小項目 　　　　考　　察

協働とは
同じ目標実現のため互いに考え対等の
立場で協力して取り組む

協働の目的 相乗効果を生み出す
互いの立場、能力、資源などを活かし相乗
効果を出す

協働の必要性
多様化するニーズに対
応

互いのさまざまなニーズに対応するため
双方の力を合わせる必要がある

協働の実施状況 受け皿ができていてそこに便乗型が多い

協働実施上の課題 情報の場および設備等の提供が不足

目的の共有 定期的な情報交換の場を蜜にすること

目標の設定 両方の役割等を十分検討する必要がある

協働の市民側の
メリット、デメ
リット

メリット・・財政面、情報、会議室等の援助、事業主
体

デメリット・双方の考えかたのギャップを生じる

協働の行政側の
メリット、デメ
リット

メリット・・・じかに市民の声が聞ける
デメリット・担当者の移動など引継ぎ等

あるべき姿 自主性、対等性の尊重

協働におけるマニュアル（役割、しくみ）の作成

市民の体制整備 市民活動促進 行政との密な情報交換および場所の確保　

人材育成 定期的な講座、勉強会の開催スキルアップ

活動団体の
ネットワーク

さまざまな活動の様子が把握できるようなしくみ
づくり

行政の体制整備
市民活動促進支援
事業

支援センターとして機能する場所やしくみづくり

人材育成事業 定期的な勉強会及び情報を提供する会の設定

活動団体のネットワ
ーク形成事業

多くの団体からの情報収集及び提供できる環境

情報の共有
それぞれの役割分担をとりきめ一方的な偏り
にならないように情報交換や評価の機会を設定

市民団体と行政
組織等の役割

目標、目的に向かって常に研鑽し多くの皆さん
へ提供する

行政の組織整備 スムーズな情報提供や、ルール等のマニュアル化

協働の
マニュアル

協働の評価
定期的に外部評価や声を聞きさらに内容の充実
を図る必要がある

モチベーションアップにもつながる

協働の考察 市民まとめ　４グループ　（渡邉、伊藤紀代子、丸田）　文責：渡辺
聞き取り団体（・Ｉある子育ていわぬま　・日本語講座アイビー）

4 協働の制度化

1
協働の

まちづくりとは

2

岩沼市における協
働の現状とあるべ

き姿
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岩沼市協働のまちづくり推進 会議経過

月 日 推進会議（市民）
　委員
参加人数

3 13 木
第１回推進会議　(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
　大滝先生の講話（検討委員会も一緒に聞く） 15

4 23 水
第２回　合同会議　（講師：加藤哲夫）(アドバイザー：大滝精一）
　協働について講話とグループワーク（自己紹介・印象に残ったこと） 15

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） 12

6 18 水 第４回　合同会議（講師：加藤哲夫）(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）提言書目次作り 13

7 23 水

第５回　合同会議　（講師：加藤哲夫）(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
　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どう進めていくかスケジュール作成。

11

8 19 火
第６回　合同会議　（講師：加藤哲夫）
　　ファシリーテーター研修（グループ討議を円滑に行うために） 11

9 25 木

第７回　推進会議　（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
　１、協働について、新総合計画の進捗状況について
　２、他市長村の協働推進の事例（名取、亘理、仙台）
　３、市民団体の協働の現状について

11

各グループ聞き取り調査

25 土 聞き取り調査まとめ提出

30 木
第８回　推進会議　（講師：大滝精一）
調査事例の発表。　協働における課題等
事前に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発表

13

12 水 合同会議用まとめ打ち合わせ ① 4

21 金

第９回　合同会議（講師：加藤哲夫）(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
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し、中間報告書作成へ向け具体的に
見通しを立てる。

11

5 金 聞き取り考察最終まとめ打ち合わせ ② 7

16 火 第10回　推進会議(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）中間報告まとめ 8

5 金 中間報告書へまとめ作業打ち合わせ ③ 6

7 水 中間報告書まとめ作業打ち合わせ ④ 6

15 木
第11回　推進会議(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
中間報告書策定会議１

11

20 火
第12回　推進会議(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
中間報告書策定会議２ 9

3 火
第13回　合同会議（講師：加藤哲夫）(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
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。

10

10 火 原稿締め切り

12 木 原稿発送

16 月
第14回　臨時推進会議　(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
中間報告書最終まとめ

10

3 17 火
第15回　推進会議　(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：大滝精一）
中間報告書提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議15回　打合せ4回

10

　　　　　　 平成20年度

Ｈ２１
年

１

2

11

12
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岩沼市協働のまちづくり推進会議名簿　

氏   名 備    考②

1
アドバイザー
大  滝  精  一

学識経験者（座長）

2 安  達  孝  行 市民

3 宮  部  淳  子 市民

4 伊  藤  紀代子 市民活動団体関係者（副座長）

5 木  村    基 市民活動団体関係者

6 國  井  隆  平 市民活動団体関係者

7 鈴  木  正  信 市民活動団体関係者

8 丸  田  昭  一 市民活動団体関係者

9 渡  邉  美惠子 市民活動団体関係者

10 伊  藤  四  郎 町内会関係者

11 伊  藤    博 町内会関係者（副座長）

12 鎌  田  健  一 町内会関係者

13 河東田  利  昭 産業経済関係者

14 髙  橋  京  子 産業経済関係者
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岩沼市協働のまちづくり推進会議設置要綱  

（ 設置）  

第１条  広く市民参画のもとで協働のまちづくりを促進するため、岩沼市協働  

のまちづくり推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。  

（組織）  

第２条  推進会議は、委員１５名以内をもって組織する。  

２   委 員は、市民、市民活動団体関係者、町内会関係者、産業経済関係者、学識経

験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。  

（任期）  

第３条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 補 欠 委 員 の 任 期

は、前任者の残任期間とする。  

（座長及び副座長）  

第４条  推進会議に、座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。  

２  座 長は、推進会議を代表し、会務を総理する。  

３  副 座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第５条  推進会議は、座長が招集し、その議長となる。  

２  推 進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。  

３  座 長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。  

（所掌事務）  

第６条  推進会議は、協働のまちづくりを促進するために必要な事項について検討し

、その結果を市長に報告するものとする。  

（部会）  

第７条  推進会議は、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、座長が指名する。  

３  部 会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

４  部会長は、部会を統括し、部会の会議の経過及び結果を推進会議に報告する。

５  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

６  第５条の規定は、部会の会議について準用する。  

（庶務）  

第８条  推進会議の庶務は、さわやか市政推進課において処理する。  

（委任）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、   

座 長が推進会議に諮って定める。  

附   則  

こ の告示は、平成２０年１月２２日から施行する。  
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