
議   事   録 

会議の名称 第９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９月２日（火） 

                           午後３時３５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、鈴木彰夫調査員、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、小林以津己委員、 

油川誠委員、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：松澤秀治調査員、村川周一調査員  

協働庁内会議委員：柳生和哉委員、久田瑞恵委員、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 

１．９月分地域ヒアリングについて（担当者決定・実施方法再確認） 

２．８月分地域ヒアリング報告について 

傍聴者の数  ０名 

会議資料の名称 

・ 第９回吉川市協働指針策定合同会議次第 

・ 資料No.1「地域ヒアリング実施スケジュール表（９月分）」 

・ 資料No.2「地域ヒアリング実施について（提案）」 

・ 資料No.3「８月分地域ヒアリング結果報告書（まとめ版）」（２種類） 

・ 事前配布資料「８月分地域ヒアリング結果報告書」 

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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鈴木（彰）調査員 

 

９月の地域ヒアリングの実施について事務局より説明願いたい。 

資料No.1、No.2に基づき、９月分の地域ヒアリング先についての情報

を説明。また、８月２８日に開催された地域ヒアリングチームリーダー

会議内で検討された地域ヒアリング先（市議会議員、行政職員）に関す

る提案について説明。 

提案内容は下記のとおり。 

１．地域ヒアリング実施団体先の通知文には資料を添付すること。 

２． 通知文の中に「事前に資料配布を希望する場合は部数をお知らせく

ださい。」と明記すること 

３． 市議会議員ヒアリングは自由参加形式で依頼し、９月議会後の日程

にすること（１０月１日及び２日に設定）、チームリーダーは全員

出席で調査員は希望者制、協働庁内会議委員はリーダーとサブリー

ダーのみという提案。 

４． 行政ヒアリングは各部長へ調査員３人／１組体制で個別ヒアリング

をするイメージ。庁内会議委員は出席しなくていいものと考える。

事務局は必要があれば随行し、なければ案内と終了時間のお知らせ

のみ。日程は９月議会を踏まえ、１０月からが望ましいという提案。

皆様からご意見と９月担当者のを決めていただきたい。 

まずは、９月分の担当者から決めていきたい。 

 

（調査員の担当割りが決定。庁内会議委員については会議終了後に決定）

 

市議会議員と行政のヒアリングについてはどうか。どんなことを聞い

ていくのかについては今月末に合同会議を開いて決めていけばいいと考

える。市議会議員については２日設定してご案内したいと思う。行政に

ついては部長が６名いるので調査員が３名１組で行く方法を提案する。

自由に発言していただきたいので庁内会議委員は出席しなくてもいいと

思う。日程は１０月になるのでメンバー等は次回の会議で決めていきた

い。 

おおよその日程だけでも決めてもらえれば。各部長のスケジュールを

確認できるので。１０月後半だとまとめに間に合わなくなってしまう。

市民参画審議会の絡みもあるので１０月の早い時期が一番ありがたい。

 

（１０月１０日までの日程で各部長のスケジュールを確認し、次回合同

会議で示す） 

 

 行政の方は相手が１人で、こちらが３人でやるという考えでよろしい

か。もっとも、全員集めてやる場合は時間が合わなくて厳しいからかも
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しれないが。 

 最初は、部長を全員集めて実施することも考えていたが、個別に聞い

た方が意見が出やすいと考えた。 

色々な話を引き出すためには部長１人でお願いした方がいい。 

 

（内容・提案については了承された） 

 

続いて、８月分の地域ヒアリングについて。多くの意見をいただいた。

その都度、事務局にまとめてもらい議事録を作成していただいた。 

今回、２つのまとめた資料を配布している。これを踏まえて、９月の

ヒアリング内容について変更などが必要かどうかを議論したい。 

資料の１つは質問項目ごとにまとめたものである。もう１つは、行政

に関するもの、地域に関するもの、市民に関するもの、仕組みに関する

ものに分けた。勝手な解釈で振り分けをしているので違っているところ

があるかもしれないが、大まかにはこのような感じで分けた。 

各団体の活動を活発にしていくためには課題の解決が必要だと感じ

た。それでは、解決していくためにはどのような仕組みがあるのか。と

いう風に分けて作成している。仕組みについてはもっと細かく分析する

必要があると思う。 

実際に報告を読んでみると、自分たちや行政の課題だけでなく、提案

なども多くあることがわかった。また、地域ヒアリングに実際に行かれ

た方はおわかりだと思うが、地域の特性などを聞いても中々言いにくい

印象があった。そこら辺について、やり方を変えるべきかどうかについ

ても意見をいただきたい。 

現状や課題をたくさんいただいているが、これから９月に十数団体実

施しても同じような意見が出てくると思う。是非、「現状や課題を解決

するためには何が必要なのか」という仕組みの部分についてたくさん意

見を吸い上げていただきたいと思う。 

実際にヒアリングをやられた方、どう思うか。 

他の団体の報告を見てみると、段々と意見が集約されてきていると感

じる。課題を聞き続けることも大事だが、今、リーダーがおっしゃった

ように「解決するにはどうしたらいいのか」という一歩先のものを重点

的に聞いていったらいいと思う。私たちが考えた仕組みよりも、ヒアリ

ング先で聞いてきた仕組みの方が現場に即したものなのかもしれない。

私は１つしか出ていないが、皆さんからの報告などを聞いた中で感じ

たことは、団体によって知識や考え方のレベルに差があるので、場合に

よっては、限られた時間の中で仕組みの部分まで行かずに終わってしま

うのもやむを得ないのかなと思うところ。あくまで、「今回、こういう

目的で聞かせていただく」ということが伝われば、ゴールがどういう形
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であれ失敗ではないと思う。 

私は２ヶ所ヒアリングに行った。調査員の方に説明をしていただいた

わけだが、もしも同じことを自分が言ったら、場が荒れていたかもしれ

ない。そこを上手く市民調査員の側で場を取り持っていただいた。結果

的には「ヒアリングで多くの意見をいただく」という主旨を達成できた

のではないか。少しやり方を変えたらどうかということについては、こ

れまで上手くいっていると思うし、この大枠でやっていこうというのを

事前に決めているので、このままのやり方で９月も実施していいと考え

る。 

まず、課題を聞いてから解決策についての話を聞くやり方の方が色々

と引き出せると思う。 

ヒアリングのやり方についてだが、まず配布資料に基づいて協働とは

何かを説明してから行うやり方と、初めに団体の課題を聞いてから、最

後に協働について説明するやり方と２種類あるがどちらがいいか。団体

にもよると思うが。 

配布資料を見ていただいて、最初に相手から「協働とは何なのか」と

聞いてきたら最初に協働について説明するというやり方でいいのでは。

そうでなければ課題から入っていくやり方でいいと思う。相手によって

変えるのでいいと思う。 

相手によって変える方法でいい。それから、「今日ここに来た目的」

をまず最初にはっきり周知すべき。「私たちはこういう組織でこう動い

ている」ということを説明しないといけない。「この人たちは何者なの

か」という雰囲気にしてはいけない。後は臨機応変に動いていけばいい。

地域ヒアリングに行ってみて、協働以前に市民と行政で会話が出来る

場所がもっと必要なのかなということを感じた。こういった機会をもっ

と作っていかないと協働という段階には進んでいかない。また、こうい

った機会をこちらで作らなくても市民と行政が話し合える仕組みがない

といけないと感じた。 

事務局から何か提案があるか。 

 こちら側の発言者のバランスが良くなるといいのかなとも思った。相

手側が「座っているだけの人は何なのか。」という雰囲気で見ている団

体もあったような気がした。ただ、その時の場合によるので、何とも言

えないところかもしれない。 

 まだまだ行政と市民との信頼関係が出来ていないかなと感じる団体も

一部あった。 

 会として、団体としての総意が出ていないので意見を言いにくい団体

もあったかもしれない。 

 ヒアリングをしている中で、「これは会として意見を言えばいいのか、

個人として意見を言えばいいのか。事前に資料やアンケートが配布され
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ていればあらかじめ書いてきたのに」と言われた場面もあった。 

 そういった意見も踏まえて、９月分は事前に資料配布をするよという

ことを通知に載せることにした。 

 最近わかってきたこととして、行政の部門によって対応が違うという

こと。市民からの話を直接受けることが出来ない環境にある部門もある

ことがわかった。指針の中で、行政の組織を変えていくものを載せてい

ければいいなと思った。市の職員が悪いのではなく、今の行政システム

でそうせざるを得ないということが問題だと思う。 

 これまでの話をまとめると、質問内容は今までと同様に行っていくと

いうこと。話の聞き方としては現状と課題、解決策について色々な話を

聞いてくるということで。９月もたくさんの意見を吸い上げていただき

たい。また、各自いただいた意見等を分析しておいてもらいたい。 

 感想になってしまうが、私は協働をするということはお互いのことが

良くわかっていないと中々進められないと思う。地域にどういう団体が

あって、どういう思いがあって、行政に対してどういう意見があるのか

ということをわかっていないといけない。こういう話し合いの場が協働

を進めていく上での作業として必要なことであるという印象を持ってい

る。 

 最後に、地域ヒアリングに参加された方から一言づつお話いただけな

いか。 

（以下、話のあったおおまかな内容について箇条書きで記載） 

・ 団体のほとんどの方からご発言いただき、前向きに捉えている印象を

受けた。 

・ 自分にとって、非常に良い経験を積むことが出来たと思う。 

・ 話を進めていく中で色々な意見を聴くことが出来た。 

・ 自分の思っている以上に、市民の方は市に対して厳しい目で見ている

んだなと感じた。しかし、全く批判ばかりではなく、評価をいただけ

た部分もあった。協働とは離れた意見もあったが、指針に何らかの形

で活かせるのではないかと思った。 

・ 総論としては理解してもらえたが、各論に入ると不満などが出てくる

ことがあった。そうなると、それに回答することが今回の主旨ではな

かったので一方的に聞く展開になった。ただ、全体的には上手くいっ

ていると思う。 

・ 当初は、非常に厳しくなるのではないかという予想だったが、実際に

やってみて、非常に前向きで、「自分たちのことは自分たちでやる」

という意見も出た。最後には「自助・共助・公助」という声まであっ

た。団体によって、意識の差は出てくるかもしれないが色々と話を聞

いていきたい。 

・ 口が重い人もいたが、こちらから話しかけていくことで意見は聞けた



と思う。 

・ 「自分たちで頑張ろうという」気持ちが強い人がたくさんいて、「吉

川市にこんなに思っている人がいるんだ」ということがわかって嬉し

かった。 

・ かなり偏った話になってしまった部分もあった。 

・ 協働のアプローチをしている団体は厳しい意見が出てきた。しかし、

それは「自分たちでしっかりやっていこう」ということだと思う。話

が進んでいく中で段々言い方も柔らかくなっていった。 

・ 指針に一番盛り込んで欲しいものは何かと聞いたら「このように向か

い合って話し合える場を作って欲しい」と言われたことが印象に残っ

た。 

・ 最後に「頑張ってね」と言われたが、「あなたも私も頑張らないとね」

ということでお願いをしてきた。 

・ ヒアリングをする立場の反省として、事前に相手の情報を収集して、

団体のことを把握しておけば対応が変わってきたのかなと思った。そ

れから、メンバーで事前に打合せをすることが大切であると思った。

・ 「行政は敷居が高い」とか「言ってもやってくれない」という意見が

出てきたので、行政が話を聞いてくれる場があるということが必要な

んだと感じた。 

・ このことが市民にどんどん広がっていけば、意識も高まってくると思

う。 

・ 和やかな雰囲気で、皆が話せる地域ヒアリングにしていきたい。 

・ 協働について説明したけれども、「協働ってなに」となってしまい、

方向が変わってしまったのが反省点。 

・ 「お互いが時間的な余裕をもってコミュニケーションをもう少し多

く図るようにしていかないといけない」という話が出ていた。 

・ 市民参加が進まない、行政に声が届かないという問題点が多かった。

逆に、これらのことを指針に盛り込むことで「言えば届くんだよ」と

なれば相手の信用に繋がっていくのかなと思った。それが第一歩にな

っていくと思う。 

・ 事前打合せをしたのは良かった。 

・ 農業団体については他の団体とは違って、仕事として団体活動してお

り、行政との繋がりも見られたので、行政に声が全く届かないという

雰囲気ではなかったし「今ここで言わなくても」という印象があった。

・ 「職員に期待しています」という声をいただいたので、指針づくりだ

けでなく、今後の職員生活にも大きなプラスになったと思う。 

・ この先色々な団体さんに指針に協力してもらうことを考えると、目的

をしっかりと伝えていかないといけない。相手が誤解したまま進んで

しまうことは避けなければいけないと感じた。 



・ 行政職員としての発言がどうしても市としての発言として受け取ら

れてしまうので、行政という分母としての一人の意見なんだというこ

とを相手に明確に示さなければいけないと思った。その上でこのよう

に話し合うことは必要である。 

・ 協働に関連する言葉の捉え方や頭の中に思い浮かべるイメージなど

が人によって、あるいは団体によってかなり違うことがわかった。言

葉の使い方が非常に難しいことがわかった。 

・ あの場では言えなかったけれども本当は言いたいことがもっとある

というのがあったかもしれない。周りでそういう声があったら拾い上

げて言って欲しい。生の声、本音の声を聞いていきたい。 

 

【次回合同会議】 

平成２０年９月２６日（金）午後２時から 

場所は集団指導室 

内容（予定） 

・市議会議員、行政ヒアリングについて 

・９月分地域ヒアリングの中間報告について 

・１０月からの指針づくりについて 

（午後３時３５分終了）

 


