
議   事   録 

会議の名称 第７回吉川市協働指針策定合同会議 

開催日時 

                           午後２時００分から 

平成２０年７月１１日（金） 

                           午後４時００分まで 

開催場所  吉川市役所保健センター集団指導室 

出席者氏名 

（敬称略）協働指針策定調査員：小川芳子調査員、康憲子調査員、小松崎暁

子調査員、島崎允行調査員、鈴木邦夫調査員、中山宏司調査員、原美佐子調

査員、間宮玲子調査員、山本博暉調査員 

協働庁内会議委員：伴茂樹委員、大瀧和寛委員、柳生和哉委員、小林以津己

委員、久田瑞恵委員、鈴木康雄委員、澁谷奈緒子委員、宗像浩委員、野津晴

子委員、渋谷陽子委員 

埼玉県アドバイザー：埼玉県NPO活動推進課NPO活動担当 野尻一敏主幹 

欠席者氏名 
（敬称略）協働指針策定調査員：鈴木彰夫調査員、松澤秀治調査員、村川周

一調査員 協働庁内会議委員：油川誠委員、宮脇千佳委員 

担当課職員職氏名 中村市民参加推進課長、荒川係長、城取主事 

会議次第 

１．協働市民会議からの報告について 

２．協働の範囲・主体・対象について 

３．地域ヒアリングについて 

（１）資料の確認について 

（２）内容・ルール等について 

（３）ヒアリング先について 

傍聴者の数  なし 

会議資料の名称 

・ 第７回吉川市協働指針策定合同会議次第 

・ 資料No.1「これまでの合同会議の経緯について」 

・ 資料No.2「地域ヒアリングについて（案）」 

・ 資料No.3「地域ヒアリング資料（案）」 

・ 澤井先生講座チラシ 

会議録の作成方針 

   □録音テープを使用した全文記録 

   ■録音テープを使用した要点記録 

   □要点記録 

その他の必要事項 

 

 

 

 

 

 



審議内容（発言者、発言内容、審議経過、決定事項等） 
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事務局 

本日、欠席している鈴木彰夫調査員より、書面での参加があったため、

配布をしている。７月１日に開催された協働市民会議上での発言と同じ

ような内容となっている。 

 協働市民会議の報告をさせていただく。会議の中で３つの点について

話し合った。１点目は「協働の範囲・対象・主体」について。２点目は

「協働の必要性」について。３点目は「地域ヒアリングで何を聞くのか」

についてである。 

 １点目については、「協働が市民と行政に限られるのか。市民と市民

（またはNPO・企業）の場合もあるのか。」についてが一番議論となった。

結果は平行線を辿った。 

 ２点目については、「財政的な面から」や「市民側の思いから」や「現

状を打破するためには新しいものが必要だから」と言った話が出た。 

 ３点目については、「相手が答えられる質問でないといけない」とい

う意見があった。また、指針に活かしていけるものでないといけないた

め、「現状と課題」と「参加してもらえる仕組み」に関する質問がいい

のではないかという意見でまとまった。 

 協働リーダー会議で話し合った結果、資料を作成しているのでそれに

基づいて議論をしていきたい。 

 リーダー会議で一番大きな議論となったところは「協働の範囲」だっ

た。リーダー会議の一致した見解としては、資料No.3の最後の頁にもあ

るとおり、「本来、協働というのは幅広いスタイルで捉えるものであり、

対行政だけではなく、行政を抜いた部分での協働も十分に考えられる」

ということであった。ただ、今回の指針作成に当たっては、会議スター

トの時点で「市民と行政との協働について考える」となっていたことを

確認し、第一段階として、今回は市民（NPOも含む）と行政について考え

ていくこと。また、指針を改正していくことで、時代にあったものとし

ていくことで意見がまとまった。ここは大きな部分なので、皆様の意見

をお聞きしたい。 

鈴木彰夫調査員の２番目の内容もだいたい同じであると思う。将来、

「市民と市民の協働」について含みを持たせていいかどうかを確認して

欲しい。あくまで「市民と行政との協働」に限るという意見があれば言

ってもらいたい。 

市民同士では、柔軟性もあるだろうから第一段階としては市民と行政

に特化しても良いと思う。 

 今の吉川市の現状では、一般の人は協働と聞いたら「市民と行政」と

思うんだろうなと感じる。しかし、将来は住民自治と考えれば、市民同

士の協働なども出てくるので、協働は幅を持たせておいた方が良い。 

 これまでは、市民と行政との協働や市民同士の協働など様々な考え方
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の上で、協働を捉えていたので、混乱していたところがあったと思う。

これからは、指針作成にあたっては市民と行政で考えてもらう。ただ、

協働の本来の姿は対行政だけではないということで落とし込んでもらえ

ればいい。また、指針については例えば、第一版、第二版などのように

常にリニューアルをしていく方法を考えている。 

 行政が絡まないところでの協働は何かしら混乱する部分があるのでは

ないか。協働という言葉を使ってまちづくりなどをして、行政が全く知

らないところで一人歩きした時に行政が「駄目」というのか、それとも

「勝手にやってね」となるのか。すごく曖昧になると思う。悪い方向に

行った時に誰が止められるのか。 

 行政が入ることが協働ではない。公と公共と私（わたくし）を整理し

ないといけない。協働の意味は参加も含まれた協働であるということだ

ったと思う。今までの参加は行政からの提案について参加するというこ

とだったが、参加をして一緒に中身を検討するのであれば、そこは協働

と言おうということだった。協働の概念は行政ありきだけではないけれ

ども、今回の指針策定は絞り込んで行政との協働について考えようとい

う整理で行こうということ。 

 協働をこれから進めていく上で、色々な協働について考えていけばい

いのではないか。 

 他の自治体では市民同士の協働について事例を踏まえて指針を作って

いるところもある。ただ、吉川市の現状ではそこをイメージすることが

難しいので、概念は概念としてしっかりと決めて、今回の指針策定につ

いては市民と行政という形で作るという解釈をしている。 

そういう解釈で良いと思う。 

 協働の解釈は指針の中で前文よりも、最後の課題などのところで明記

した方がいいと思う。冒頭で記してしまうと、いかにも曖昧な感じがし

てよろしくない。 

 協働を進めていけば色々と課題が出てくる。その場合はその都度、指

針を見直して、「ここはこうしましょう。」のように変えていく。指針

に関する会議は今後も継続していくと聞いているので、市民同士の協働

についても今後議論が必要になってきた時に話し合うはず。その中で「指

針を改正しましょう。」という話になっていくと思う。 

 今までは、指針や計画を作ったら作りっぱなしというのが多かったの

で、今回の協働指針では会議を継続させて中身の検討を随時していくと

いう主旨で動いていくと思うので、問題も少なくなっていくと思うが。 

 市民の方から「このようにやりたい。」と提案があったとしても、そ

れが１００％実現するための保証として指針を使用するわけではないと

いうことを確認した方がいい。また、「必ず協働でやらなければいけな

い。」と強制されるものでもない。 
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 先ほども言ったように、一般市民は感覚的に「市民と行政との協働」

と捉えている。将来は行政抜きの協働についても考えていくわけだから、

協働の対象・範囲・主体の所は敢えて「市民と行政との」の文言は入れ

なくてもいいのかなと思う。 

 基本的に協働のルールが必要なものとは何かと言うと、行政は基本的

に情報・人・ものがあるので、市民と協働した時に行政の方が大きな存

在となってしまいがちである。なので、市民の方は弱い存在となってし

まい、手足のように使われてしまうこともある。このように立場が全く

違うのでルールが必要だという話が一般的である。 

 ただし、市民同士の協働を考えた時、指針に載ってくる原則は当然市

民同士の協働にも当てはまってくるものなので、そのような考えで整理

した方がいいと思う。 

 市民同士の協働については、指針に準じて行っていきながら対応して

いけばいいのではないか。今までこの部分がしっかりと確認できていな

かったので、今回確認させていただいた。 

 

（指針策定については市民と行政との協働について考えていく。また、協

働の概念として市民同士の協働などもあり得ることで了承された） 

 

 続いて、地域ヒアリングについて事務局より説明願いたい。 

 資料No.1～No.3について説明。資料No.1は地域ヒアリング資料を作る

際、まずは今までの合同会議の経過を羅列し、見やすい形でまとめたも

の。これを基に資料No.3の地域ヒアリング資料案を作成している。ここ

にはこれまでの会議の中で挙がっていた「これまでの公共と新たな公共

について」、「住民自治について」、「吉川市の現状と課題」などにつ

いて標記されている。なるべく協働を絡めて話が繋がるように作成した。 

 また、協働の課題についても３点挙げている。今回の資料は全てリー

ダー会議で一度議論していただいた結果を基に作成している。 

 資料No.2については地域ヒアリングの実施方法についてのものであ

る。ヒアリング時間はどんなに長くても１時間として設定した。グルー

プ編成は負担を減らすため６グループで考えている。また、調査員が所

属している団体が地域ヒアリング対象団体となった場合は、基本はその

調査員が所属しているグループが担当するという設定にした。これは、

調整の段階等で混乱なくスムーズに進むのではないかという考えがあっ

たため。実施団体案、共通ルール案、質問方法案については皆様より意

見をいただきたい。 

 最後に、質問内容案についてはリーダー会議で事前に議論をし、提案

があった。提案は３点あった。 

① 全ての団体に同じ質問をぶつけるのではなく、団体の背景などによっ
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て質問内容を変えるのはどうか。 

② 時間を考え、質問は１団体につき３～４個が妥当ではないか。 

③ 質問は「相手にとって聞きやすい形」でないといけないため、候補と

なる質問を選んだがどうか。 

これらについて、皆様で議論をしていただきたい。なお、ヒアリング

先については、２５日までになるべく拾い上げて報告していきたい。 

 最初に相手先に「何のためにきたのか」を十数分で説明してから初め

たい。その資料がNo.3となる。この中で、市民参画審議会からいただい

た意見である「目標一致の原則」が明記されていないが、入れた方がい

いのではないか。 

 今気付いたことなのだが、原則や仕組みなど合同会議として決まった

ものではないため、「例えばこういうものが今挙がっています」のよう

な書き方で出た意見等を全て列記した方がいいのかなと思ったところ。 

「これで決まっています」というニュアンスにならないようにしたい。 

 地域ヒアリングで主に聞いていくところは「課題」についてだと思う。

原則や仕組みなども大切であるが、ヒアリングではそこまで求めなくて

もいいと思う。 

 これから議論をしていくところがたくさんあるので、今議論をするの

ではなく、全部羅列する形でいいのではないか。地域ヒアリング終了後

に議論をしていけばいい。 

 この資料は完成版で持っていくものではない。ヒアリングの目的は今

後議論をしていくための材料として位置づけていくもの。事務局から説

明のあった質問内容のとおり、大きな議論をするというよりは、意見を

聞いて持ち帰ってくるという意味であると思う。そういう意味で、資料

の中身云々の話をしてしまうと、ヒアリングの本来の目的が達成できな

くなってしまうように感じる。資料の説明に時間をかけるのではなく、

意見の吸い上げに時間をかけた方がよい。 

 ヒアリングは１時間しかないので、冒頭１０分間くらいでまとめて説

明をしないと、質問が出来ない。資料No.3は全部で４頁があるが、この

会議で合意が図られ、決まったことは２頁の最後の部分のみである。資

料の中身は「現状こう考えている」と捉えていただきたい。色々な思い

があるとは思うが、この資料No.3をヒアリングの資料として使用したい

と考えている。 

 文言として一つだけ。資料No.3にある「既成概念に解消されない。」

は意味が掴みにくいと思う。優しくわかりやすい言葉に変えてもらえな

いか。 

わかりやすい言葉で変えてみる。 

質問は案として示した星印のものだけでよいか。検討してもらいたい。 

また、地域ヒアリング担当者は、随時当てはめで行うのか。そうなると、
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バランス良くお願いしていかないと１人の委員さんばかりに負担がかか

る可能性がある。それから、プレゼンのやり方はどうするか。 

 プレゼンはパワーポイント等を使用するのではなく（機器の準備など

で負担がかかるため）、資料配布で説明する方がいいと思う。 

 資料を見て各々が各々の説明で行うと、とても難しいので、誰でも説

明できるようなマニュアルを作成した方がいい。 

 説明のマニュアルについては、骨子・前文のような形で２５日までに

事務局及び庁内会議と調整しながら提案できるようにしたい。 

（地域ヒアリングのグループ編成については結論せず、持ち越し） 

⑪の質問案の前段を⑦の前段に持っていくと詳細な質問となって相手

にもわかりやすくなる。肉付けをして聞きやすい質問の形に変えた方が

いい。 

市民主役のまちづくりは全てに共通してくるところだと思う。 

参考までに。ヒアリング実施団体は網羅できていると思う。協働につ

いての具体的な質問をしていってもいいのではないか。ニーズ調査のよ

うな感覚で捉えてみてもいいと思う。 

 例えば、NPO連絡会の所属団体などは目的がはっきりしているし、共同

についても理解があるのでそういった団体に対しては具体的な質問がで

きそう。 

 団体によってステージが違うし、行政との関わりの度合いも違うので、

質問は変えていくことができる。 

 星印の４つの質問については、「おそらくどの団体からも意見が出る

のではないだろうか」というのがリーダー会議としての見解であったの

で、この４つについては共通の質問として伺ってくるというのでよろし

いか。また、先ほど山本調査員より質問への肉付けが必要ではとの意見

があったので、２５日までに考えてお示しするという形でよろしいか。 

 当然、団体によって活動に差があるので、場合によっては星印以外の

質問をしてもらってもかまわないということになるがよろしいか。 

（了承） 

ヒアリング先についてはどうか。 

色々な分野の団体ということで、農業関係の団体もヒアリングを行っ

た方がいいのでは（例えば農業青年会議所など）。自治連合会も地区ご

と（旭、三輪野江、中央、南部）に分けたほうがいい。 

 地区ごとであれば、定期的に集まっているところもあるので調整して

いきたい。また、商工会についても部門ごとに考え方が違うだろうから

皆さんの伝（つて）などで調整できたら。ボランティア団体については

ボランティアセンターに登録されている団体などを考えていた。 

市議会なども考えた方がいいのでは。あるいは役所の上層部などは。 

商工会では青年会議所などは。 
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市民側だけヒアリングをするというのではなく、行政側もヒアリング

をしたいと思うが。中々意見が言い辛いとは思うけれども。協働の熱い

思いを伝えたい。 

 実施期間も踏まえると、案として挙がっている団体だけでも十分にで

きると思う。もちろん市議会や行政なども大切だとは思うが。 

 市議会については、協働ということを投げかけるだけでも十分効果が

あるかもしれない。 

 市議会と行政に関しては意見をいただけなくても投げかけが出来る機

会として前向きに検討していきたい。２５日には結果を報告したい。 

ヒアリングの共通ルール案についてはどうか。共通認識が図れている

部分は少ないので、各自の協働を語るのはどうなのかなと思い作成した。 

（共通ルールについて了承） 

指針策定の中で出てきた「新しい公共」については理解をすることが

難しい言葉であると感じている。市民会議で提案をいただいたこともあ

り、新しい公共について詳しくお話いただける先生をお呼びするのはど

うかということになった。事務局で探したところ、澤井安勇先生という

方から承諾の返事をいただいた。新しい公共の他に市民同士の協働と関

連する地域協働についてもお話いただけるということである。地域ヒア

リングまで時間のない中ではあるが次回の合同会議で講演をいただこう

と思うがどうか。先生のお話を聞いて、「新たな公共」についての理解

を深めていただければと思う。 

（了承） 

【次回合同会議までに行うこと】 

・地域ヒアリング資料・実施方法の修正（本日の意見を基に）。 

・地域ヒアリング共通原稿の作成。 

・地域ヒアリング質問の肉付け。 

・地域ヒアリング先についての調整経過報告。 

【次回合同会議日程の確認】 

第8回協働合同会議：平成20年7月25日（金）14:00から集団指導室 

初めに澤井先生をお呼びして講演開催（1時間講演＋30分質疑応答）。

終了後、地域ヒアリングについての内容を順次詰めていく（澤井先生には

引き続き同席していただく予定です）。 

（午後４時００分終了） 

 


