
 

 

～本日より、協働を暴いていきます！～ 

 

このかわら版は、「協働」という公務員にとって非常

に大切な概念を、わかりやすく、かつ正確にお伝えする

ものです。不定期掲載となりますが、皆様に新鮮な協働

情報をお伝えしていこうと思います。 

「協働」を通して、日々の行政業務を「感動」に変え、

市民と一緒に素敵なまちづくりをしていきましょう！ 

 

作成：市民参加推進課 市民参画係 KYODO-N 太郎 

平成 21 年 5 月発行 

 

吉川市の協働のための

専用かわら版！ 

本日より解禁です！ 
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 皆さん、↑の指針覚えていらっしゃいますか？平成 21 年 3 月に「市民と行政との協

働に関する基本指針（第 1版）」（以下、協働指針）が作成され、同年 4 月には概要版を

全戸配布させていただきました。 

 吉川市の協働はまだ産声をあげたばかり・・・。そんなよちよち歩きの協働を一刻も

早く成長させ、皆さんに浸透させるため、このかわら版を通して、生きた協働を味わっ

ていただこうと思います！ 

まずは、創刊号の冒頭を飾る最初のテーマとして、いよいよベールが剥がされ始めた

協働指針のこれまでの道のりを見ていくことにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民と行政との協働に関する 

基本指針（第１版）完成！ 

～創刊号目次～ 

市民と行政との協働に関する基本指針（第１版）完成！ 

↑ 記念すべき創刊号はこの一本を語る！！ ↑ 

今回は、特別に“増刊号”でお伝えいたします。 

これが今巷で噂の 

協働指針です！ 

遂にベールが剥がされた「KYODO かわら

版」！一緒に協働を学んで、少しずつでいい

から、身につけていこう！ 
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 「協働、協働って世間は言っているけれど、本当に協働って全国でやっているの？そ

んな話聞いたことないよ・・・。」 

 実際、担当者が言われたことがあるフレーズの一つです。そもそも、協働って言葉自

体がわからないよ！！と思わずツッコミを入れてしまうような今日この頃・・・。 

しかし！皆さんが思っている以上に全国各地で協働の取り組みは日々実践されてい

るのです。 

 と、書いておきながら、実際に埼玉県内でどれだけの自治体が協働指針を策定してい

ると思いますか？「これだけ言っているのだから、ほとんどの自治体が策定しているだ

ろうなぁ」と思いがちですが・・・。 

現在、埼玉県内で全 70 市町のうち、18 市町（25.7％）が、基本方針・協働指針など

を策定しています（H21.5 現在の情報です）。 

※ 市民活動支援や住民との協働推進を目的しているものであれば該当とする。 

No. 自治体名 基本方針等名称 策定年 

1 戸田市 戸田市市民活動推進基本方針 H15.3 

2 杉戸町 住民参加推進指針・住民参加推進計画（庁内用） H15 

3 秩父市 NPO との協働推進要綱 H17.12 

4 坂戸市 市民活動支援指針（庁内向け） H18.9 

5 さいたま市 市民活動の推進と市民と行政の協働の促進に関する指針 H18.10 

6 蕨市 市民参画・協働のまちづくり指針 H19.2 

7 行田市 行田市市民公益活動促進のための基本方針 H19.3 

8 志木市 志木市市民協働のまちづくり推進指針 H19.3 

9 北本市 北本市市民と行政との協働推進計画 H19.3 

10 白岡町 白岡町住民協働推進指針 H19.8 

11 和光市 和光市協働指針 H19.8 

12 三芳町 三芳町協働のまちづくり推進計画 H19.10 

13 草加市 NPO・市民活動団体と市との協働のあり方（指針） H20.1 

14 熊谷市 市民との協働のまちづくり指針 H20.3 

15 鷲宮町 NPO・ボランティア活動促進のための基本方針 H20.3 

16 川越市 川越市協働指針 H21.1 

17 朝霞市 朝霞市協働指針 H21.2 

18 吉川市 市民と行政との協働に関する基本指針（第１版） H21.3 

 （埼玉県 NPO活動支援状況等調査より） 

 

 

1.実は埼玉県では早い方です 
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この調査結果を見てわかるとおり、なんと吉川市は埼玉県 70 市町のうち、18 番目に

協働指針を策定したことになります。これだけを見ると「これって、ものすごく早いじ

ゃない！慌てて策定する必要もなかったのでは？」と思われた方がいらっしゃるかもし

れませんね。 

 しかし、「井の中の蛙、大海を知らず」のとおり、全国各地では既に多くの自治体が

協働指針を策定しています。埼玉県は、全国規模からすると「下から数えた順位」にな

ってしまうのです。何でも、「協働後進国埼玉」と一部関係者からは呼ばれていると

か・・・。今、まさに埼玉県全体が協働についていかに真剣に考えているのかが問われ

ているのではないでしょうか！？ 

 

 

 

吉川市の協働指針は、全国でも非常に珍しい手法を取り入れながら作った指針です。

具体的に、どこが珍しかったのか？をここで紹介します。 

 

     

 吉川市の協働指針は、「市民の声」からスタートした指針です。それは、平成 19年の

4 月、「よしかわ NPO 連絡会1」という会に所属している市民の方から次のような提案が

あり、ここから当市の協働の歴史が始まったのです・・・。 

「最近、巷で“協働”っていう言葉がよく出てく 

るね。気になったから、吉川市にもあるのかな？ 

と思って、調べてみたら、何と市の総合振興計画 

にも協働って言葉が載っていたんだよね！！今ま 

で全然目に入らなかったけれど、この協働って何 

なのだろう？この会の中で考えてみない？？」 

 思い立ったら即行動！が市民の強みでもあります。 

それから半年間をかけ、平成 19年 10月 15 日、市 

長に協働に関する提言書を提出しました。 

とにもかくにも、市民が初めに「やろうよ！」と 

声を上げたことが、一番重要なことであったと思います。 

 これをきっかけに、吉川市市民参画審議会を経て、当市協働指針のプロジェクトチー

ムともいえる、「吉川市協働指針策定合同会議」が設置されました。この会議、「合同」

という文字が入っていますよね？そう！するどいあなたは既に気付いてしまったかも

しれません。 

この会議は「市民と行政職員で構成された会議」なのです！実は、行政で何かを作る

時に市民と行政が最初から一緒になって作るケースは行政の世界ではほとんどありえ

                         
1 市内の社会貢献活動を行う団体（いわゆる NPO団体で法人格の有無を問わない）の情報交換の場と

して設立され、組織に代表・事務局等は置かず、会の趣旨に賛同する市民及び団体が参加している非

常にオープンな会です。これまで、協働指針提言書の作成や各種 NPO関連イベントの企画・運営など

様々な分野で活動を展開しています。 

2.全国でも珍しい方法で指針をつくりました 

市民“発”の指針！そして、市民と行政職員が一緒に作った指針です！ 

市長へ協働提言書を提出！ 
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ません。そういう意味では、非常に珍しいケースだったと言えます（実際、各方面から

非常に高い評価を得ました）。市民と行政が力を合わせて一つのものを作り上げること

の最たる例と言えるのではないでしょうか？ 

 

 

 

 普通、行政側で何かの会議を立ち上げ、市民を委員として組み込む場合、大抵は「報

酬」などが発生します。しかし、吉川市協働指針策定合同会議では、市民側に報酬が一

切出ませんでした。それは、何故か！？ 

 答え！予算がなかったからです（オイオイ）。そんな悲しい現実もありましたが、逆

に言えば、それでも毎回の会議に出席してくださった市民の方の熱意・思いは相当なも

のがあったと思います。皆さんが、自分の住んでいる自治体から「○○計画を作るので、

委員として参加してください。ちなみに、無報酬ですけれど・・・。」と言われたら、「は

い、もちろん！喜んで！！」と積極的に参加するでしょうか？ 

 なお、忘れてはいけないこととして、委員となった「行政職員の頑張り」にも触れな

くてはいけません。“身内だからでしょ？”ではなく、本当に行政職員も頑張りました。

これは、当時一緒に協働指針を策定した市民の方が「行政職員、本当に頑張ったよね！」

とお褒めの言葉をいただいたくらいです。この 12 名の職員の能力・頑張りなくして、

協働指針の完成は絶対になかったと断言できます。今更ですけれど・・・協働指針策定

に携わった職員の皆様、どうもありがとうございました！ 

 

 

 

 普通、「○○計画」や「△△指針」などを策定する時、その多くは行政側が「たたき

台」を作成し、それに対して市民から意見を求めたり、途中参加の形でたたき台への肉

付けをさせたりするパターンになります。 

 しかし、当市の協働指針は、あえて事務局でたたき台を作ることなく、「協働指針策

定合同会議上で全てを考えてください。」というスタンスを取りました。当初は、無謀

な取り組みとして、正直批判の声なども聞かれました。委員側の気持ちであったら・・・

同じく批判をしていたかもしれません。何もわからない状態で何かを考えていく作業は

非常に困難なものです。 

 ただし、このことで、①最初から皆で考えることができた、②固定観念に縛られずに

協働を考えることができた、③市民と行政が同じスタートラインに立ち、同じレベルで

物事を考え、取り組むことができた、の 3 点を重視することができたと思っています。

これにより、「吉川市の人間が考えた、吉川市の協働に関する指針」が完成したのです。 

 

 

 

 

 

市民の熱意は“ハンパない”ものでした！ 

ほとんど“０（ゼロ）”から作りました！ 

吉川市の新たな歴史を作り上げた 

協働指針策定の様子 
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 この協働指針は、これまでの自治体が取り組んでこなかった新しい試みを実行しまし

た。それが、「地域ヒアリング」です。 

 これは、「吉川市に住んでいる人から、現場の生の声を拾い上げる」ことを目的に実

施したもので、委員の皆さんが 4人 1組のグループ編成（市民 2名＋行政職員 2名）で、

地域におもむき、直接意見の聴取を行いました。その数、何と 25 回！！わずか 2 か月

間でこの数字です。時には夜 8時以降に実施したり、休日に実施したり、一日複数回実

施したりと非常に大変な作業でしたが、今の吉川市の現状を十分に把握することができ

たと思います。ご協力いただいた職員の皆さん、お疲れ様でした m(_ _)m 

 地域ヒアリング実施中、行政に対して非常に厳しい意見をいただいたこともありまし

たが、逆に「吉川市の職員は、他市と比べると非常に近い存在で、温かみがある。対応

も丁寧だ。」など、我々にとって、普段はなかなか聞くことが出来ないような嬉しいお

言葉も数多くいただきました。また、市民自身の現状や課題に対する意見も多く、市民

と行政職員両者にとって、非常にためになる機会だったと思っています。 

 「協働は会議室で起きているんじゃない！現場で起きているんだ！！」 

と、どこかで聞いたようなフレーズですが、正に協働は現場で起こるもの。我々職員も、

この感覚を大切にしながら、市民と一緒にまちづくりをしていきたいものです。 

 

 

 

 

 このように市民と行政職員の多大なる努力により、1 年強の時間をかけて完成した協

働指針。この協働指針は、決して市民と行政のどちらか一方だけが勝手に行ったもので

はなく、両者の強い思いが詰まっていることを忘れてはいけません2。 

 そのため、協働指針を「作ったよ！あ、そう！良かったね。」で終わらせるのではな

く、この協働指針を足掛かりに、どれだけ多くの協働事業を吉川で展開できるのかが大

切です。そして、これを実現するためには担当課がしっかりするだけでは足りず、どう

しても皆さん一人ひとりの理解と協力が必要になります。「俺は関係ないから知らな

い！」ではなく、吉川市に関係する人間として何ができるのかを考え、連携し、魅力あ

る吉川市の構築を目指してこれからも頑張っていただければ・・・と強く願わずにはい

られないのです。 

 

 

 

 

 

 

                         
2 策定に携わった委員の思いは、協働指針の「はじめに」と「おわりに」に刻まれています。ぜひ、

読んでくださいね。 

3.絵に描いた餅にしないためにも！！ 

吉川市に関わる人間から“生の声”を聞いてきました！ 
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今ならまだ間に合う！KYODO 用語ワンポイント解説① 

～「NPO」って何！？～ 

既に多くの場面で聞かれるこの言葉。いまや、社会の一般常識用語 

としても認知されるようになってきています。皆さんは意味をご存じで

しょうか？！ 

NPO とは、「Non Profit Organization」の略語で、“営利を目的とせず、

社会貢献活動を行う民間組織”と一般定義されています。つまり、市民

活動団体やボランティア団体などは全て NPO に分類して良いことになり

ます。更に！自治会・町内会なども NPO に分類することができるため、

その範囲はとてつもなく広いということになります。 

行政が普段行っている業務の中にも、各種団体や自治会などを相手に

する業務が数多くあります。その相手方のほとんどが NPO 団体となって

くるわけですから、決して“遠い存在”ではないということを覚えてお

きましょう！ 
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協働・・・文字だけを見れば、それはとても簡単なものに見えます。 

しかし、市民・行政という立場も規模も違うもの同士が、同じ目線で一つ

のことを考え、実践していくことはとても難しいのが現状です。 

 それでも、「市民主役のまちづくり」を掲げる我が吉川市は、その道がたと

え茨の道であったとしても、歩み続けなければいけません。 

 協働は住みよい地域づくりを目指し、市民がまちづくりの主体となってい

く「住民自治」を実現するための一つの「やり方」にすぎません。住民自治

と書くと、市民だけがやればいいように感じてしまいますが、そこには、絶

対に行政の力が必要であり、両者が力を発揮しなければ到底実現することは

ありません。吉川市の将来を幅広く、かつ煌めきのあるまちにしていくため、

協働を有効活用したまちづくりを目指していく・・・そんな姿を夢見ながら

この創刊号をお届けいたしました。 

今後も不定期で発行してまいります。お見苦しい部分があるとは思います

が、このかわら版を通じて、協働の現状をご理解いただき、吉川市の協働事

業へのご協力をお願いいたします。 

編集担当者：KYODO-N 太郎 まだまだ未熟者 

ですが応援して 

くださいね♪ 

協働に関する問い合わせやかわら版に対する意見など 

市民参加推進課 市民参画係まで 

内線：457 E-mail：LGWAN 市民参加推進課メール 


