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NPO と協働する 

行政職員の８つの姿勢（後篇） 
 

前回の協働かわら版（H21.9.1発行 協働かわら版第 3号）でお伝えした『NPOと協働

する行政職員の 8つの姿勢』。今号では、後半の 4つの姿勢をお伝えします。前号の姿

勢と併せて実践すれば、『あら！？あの職員の方、とっても素晴らしいですわね、オホ

ホ』となるかも・・・。 

～姿勢その５～ 

協働の現場では、自らの責務として率先して行政内

部で連携し相乗効果を得ること  
 

NPOは、自分たちが取り組むべきだと感じた課題に 

対し活動します。その課題は、行政の一つの部署では 

完結しないことの方が多いと思います。 

 ひとつひとつの組織、部署がやれることには限界、 

制約があります。別々にやるよりも、一緒にやった方 

が効果が高いから“協働”するのです。 

 こうした相乗効果を生むために、自らの責務として 

組織の枠を超えて、率先して他の部署などと連携して 

いきましょう。きっと、高い達成感が得られるはずです。 

 

 

 

 

 

～目 次～ 

 

１．協働意識改革プロジェクト～NPO と協働する行政職員の姿勢（後篇） 

２．協働に関する職員研修開催報告 

３．地域ポータルサイト活用で協働を進めよう！！ 

４．市民と行政との協働実践に向けて～即役立つ！ファシリテーターBOOK 紹介～ 

 

「私、○○課だからあなた

のやっている仕事は一切関

係ありません・・・」では、

いくらなんでも悲しすぎま

す・・・。同じ行政職員同

士、仲良くやっていこう！ 
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～姿勢その６～ 

協働には十分なコミュニケーションが必要であり、

共感するには時間がかかるという意識を持つこと 
 

 皆さんは、市民の方々との対話にどのくらいの 

時間をかけていますか？対話により余計な仕事が 

増えると思っていませんか？まずはじっくりと 

相手の話に耳を傾けてみましょう。受け止める 

姿勢、傾聴が重要です。 

 否定するのでは無く、肯定できる部分を見つけ 

るのです。必ず何か気づきがあるはずです。 

 協働を行うには十分な話し合いが基本です。 

今まで協働の経験が少なかったのですから、時間が 

かかって当たり前なのです。時間をかけ、とにかく 

話し合って、お互いの意見をぶつけ合うことで、 

協働を実現することができるのです。 

 

～姿勢その７～ 

情報は市民のものであり、市民のために活用してこ

そ価値がある 
 

 統計データ、国の通知・通達など、行政には膨大な 

情報が集まります。こうしたさまざまな情報は、「求め 

られたら出す」ことで“良し”と考えていませんか？ 

 情報は“求められたら出す”のではなくて、市民の 

ために“情報を使う”、“使ってもらう”ことにより 

公益を実現するのです。 

 情報共有は協働の過程では非常に大切です。互いの 

持つ情報が同じでなければ、相手がなぜそのように考え、 

行動したのかさえ分からないと思いませんか？ 

 

 

公務員の基本姿勢の一つと

して『Notice and Hearing』

という言葉があります。 

つまり、相手の話を十分に

聞き、お互いに会話のキャ

ッチボールをするというこ

とです。 

今や情報は、誰もが簡単に

手に入れられる時代です。 

だからこそ、私たちは情報

を欲しがっている市民が周

りにたくさんいることを知

る必要があります。 
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～姿勢その８～ 

協働できない理由を探すのではなく、受益者のため

にどうしたら実現できるのかを考えること 
 

 NPOから提案があったときに、一部の疑問だけで 

協働はできないと判断したことはありませんか？ 

 一部のことで全てを否定することは、受益者で 

ある市民から質の高いサービスを受ける機会を奪う 

ことになりませんか？ 

 「どうしたら受益者のために実現できるのか」と 

いう“YES”からの視点を持ちましょう！ 

 また、協働する行政と NPOだけが“質の高いサービス 

が提供できる”という二者の視点だけではなく、受益 

者のためになっているかという第 3の視点も持ちましょう！ 

 

 

 

 今回で、全ての姿勢をお伝えしました。最後まで読んでいただいた皆さん、どうもあ

りがとうございました。かのリンカーンは『人民の人民による人民のための政治』を掲

げ、多くの国民から愛される大統領になりました。我々公務員も目指す志は同じではな

いでしょうか？『吉川市民の吉川市民による吉川市民のための市政』を実現すべく、こ

れからも前を向いて頑張っていきたいものです。 

常に広い視野を持って考え

ることが必要なんだね！ 

そのためには、「自分が○○

の立場だったらどう思うの

か？」を考えるようになる

といいのでは・・・！？ 
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協働に関する職員研修開催報告 

第１弾 管理職対象 

日時：平成 21年 9月 29日（火）午前 10時から 

場所：市役所 204会議室 

講師：相模女子大学教授 松下 啓一 先生 

参加人数：41 名 

 
講演内容は、「市民協働の考え方・つくり方」をテーマ

として、事例をあげながら様々な話をしていただきました。

一般的には、協働は共に汗を流すことと言われていますが、

先生は汗を流さない協働もあるのではないかと提唱して

います。また、協働は一部の市民や部署（行政）だけではなく、市民全体、行政全体で関わって行か

なければ、「まち」は将来もたないと、その必要性についてお話いただきました。アンケート結果は、

講義内容が「とても参考になった」「参考になった」が 81.6％、協働に対する理解が「とても深まっ

た」「深まった」が 78.9％と、非常に高い評価をいただきました。ご参加いただいた皆さま、どうも

ありがとうございました。 

第 2 弾 全職員対象 

日時：平成 21年 10月 19日（月） 

午前 10時から 

場所：市役所 204会議室 

講師：武蔵大学准教授 粉川 一郎 先生 

参加人数：29 名 

 

『協働の必要性から協働の戦略性への転換』をテーマ

にお話しいただきました。 

研修開始わずか 30 分で、突如先生が「今回はこれで

おしまいにします。残りの 90 分間は、各所属に帰って自分で考えてみてください。」と言って、

退場されてしまったのにはハラハラドキドキ。その後再び登場し、協働の本音をわかりやすく、

かつ面白いトークでお話しいただきました。「このような研修であればまた参加したい！」と大

変好評でした。 

 

 全くタイプの異なる両先生でしたが、それでも共通しておっしゃっていたのは『協働は待ったな

しの時代を迎えている！』ということでした。私たちは、“今出来ることを今やる”の精神で、お互

い協力し合いながらこの時代を乗り切っていきましょう！ 

ご参加いただいた、皆さま。どうもありがとうございました。 
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地域ポータルサイト活用で協働を進めよう！！ 
 

今年１０月１日に開設した地域ポータルサイト『まいぷれ吉川』。庁内の皆さまには

事あるごとにアピールさせていただいておりますので、ご存じの方も多いはず。 

万一、「そんなの聴いたことないけど・・・」という方がいらっしゃったら今回のか

わら版を機にぜひご活用ください。 

 

『まいぷれ吉川』はインターネットを活用して、市民生活に役立つ情報を幅広く市民

に提供するだけでなく、市民ニーズの把握及び市民相互の交流促進をリアルタイムに行

うことが出来る非常に画期的なシステムです。最近流行っている『mixi（ミクシィ）1』

の地域版と考えていただけると、よりわかりやすいかもしれません。 

 

 この地域ポータルサイトは市内 NPO法人・企業・吉川市との三者による“官民協働事

業”で運営しており、特に費用負担の面において、吉川市ではお金を一銭も出していな

いという点は『全国でも類がなく、かつ NPO が自立しながら運営し、行政が裏方に徹す

るという非常に画期的なやり方である！』と関係者からも高い評価を得ているところで

す。 

 

 既に多くの課の皆さんが登録をしてくださっています。まいぷれ吉川を利用されてい

る市民層は現在のところ「主婦・団塊世代」の方が多いのが特徴で、多い日は一日６０

０人以上も利用しているそうです。「まいぷれ」は全国で展開されているソフトですが、

これだけ多くの市民が活用しているのは異例のことだそうです！すごいですね！ 

 しかも多くの利用者が「市役所の方の反応は素早く、かつ正確に情報提供してくれる

ので、非常に助かっています！！」と評判も上々！我々公務員としてこんなに嬉しいこ

とはないですよね？ 

 

 今回は、この「まいぷれ吉川」の立ち上げに関与された「（法）NPOネットよしかわ」

の担当者、小松崎 暁子さんに開設までの思いを聞いてきましたので、掲載させていた

だきます。皆さん、これからの“情報発信・共有時代”に対応すべく、「まいぷれ吉川」

を有効にご活用ください。よろしくお願いいたします。 

 

小松崎 暁子さんの思いは次頁にて・・・ 

 

                         
1
株式会社ミクシィの運営する会員 1000万人以上を誇る国内最大のソーシャルネットワーキングサービスのこと。会

員数は既に 1000万人を突破している。最近芸能人の間で流行っている「ブログ」との違いは、mixiは「参加者から

の招待がないと加入できないサービス」である点。 
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※  PV とは、「ページビュー」の略称のことで、「まいぷれ吉川」を訪問した方が実際にサイトを見

てクリックをし、表示させたページの数をカウントしたものです。ちなみに、2 週間で 20,000PV

とはどのくらいすごい数字なのでしょうか？参考として吉川市公式ホームページを見てみましょ

う。今年の 10月 1日～15 日までの 2週間分の集計で見ると、吉川市公式ホームページ全てのペー

ジの合計は 83,000PVとなります。 

しかし、1 つのページに焦点を当ててみると・・・。市ホームページ内で同じ集計期間（10 月 1

日～15 日）に最も多く見られたページを調べてみると「時刻表ページ」であることがわかりまし

た（トップページは除く）。そしてその数はというと・・・“1,500PV”でした。単純比較が出来な

い部分もありますが、それでも 20,000PV の凄さがわかるのではないでしょうか？ 

 

なお、サイトを見た人間のことをインターネット用語では「ユニークユーザー（訪問者）」と言

い、同じパソコンから一日に何回アクセスしても“１回”とカウントされます。「まいぷれ吉川」

では、このユニークユーザー数が多い日は一日 600 人を超えるなど驚異的な数値を記録していま

す。 

通常、中小企業（割と大きい規模の会社を想定）がホームページを立ち上げる際、目標とするユ

ニークユーザー数は 100 名であることが多く、その中で 30～40名がカウントされれば上出来であ

ると言われています。そうなると「まいぷれ吉川」は目標値の 6倍の数値を記録したことになりま

す。これもすごいことなのです！ 

 

吉川市で、確かに新しい“協働の芽”の息吹きが生まれ始めています。「まいぷれ吉

川」への登録はとても簡単です！ご不明な点がありましたら、市民参加推進課市民参画

係までご連絡ください。よろしくお願いいたします。 

 

 

まいぷれ吉川のサイトはコチラ ⇒ http://yoshikawa.mypl.net/ 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは！小松崎です。 

地域情報ポータルサイト公開までには１年半を要しました。計画の当初は半年足らずのサイト制

作時間だけが記されていましたが、ここまで公開が延びたのは、この事業に関わる人たちがそれぞ

れの立場を尊重しつつ対等に想いをぶつけ合い、知恵を出し合い、情報を共有し、着地点を見つけ

るまで議論し尽くしたからです。行きつ戻りつ右往左往しましたが、公開後わずか２週間でアクセ

ス数が 20,000PV（※）を突破したのも、この産みの苦しみのおかげだと思っています。今、やっと

スタート地点にたどり着いた想いです。これからも自分たちの手で描く住みよいまちづくりを目指

して活動して行きたいと思っています。ポータルサイトはその手段のひとつです。 

 

http://yoshikawa.mypl.net/
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市民と行政との協働実践に向けて 

～即役立つ！ファシリテーターBOOK 紹介～ 
 

 前半でお伝えしたとおり、協働を実践するためには、『相手と十分に話し合う』姿勢

を持つことが必須条件となります。 

 特に、市民が委員として参加・参画している会議などでは、「会議を効率よく進めな

がら、話し合いを促進させる」ことが非常に重要視されます。 

 その際、必要な能力が「ファシリテーション能力」です。この言葉を耳にしたことが

ある方は意外と多いのではないでしょうか？民間企業では、この能力を取得するための

研修受講を義務づけているところもあるとか。公務員にとっても必要な能力として注目

を集めています。 

ちなみに、過去、埼玉県東南部都市連絡調整会議主催で、５市１町（吉川市・三郷市・

越谷市・八潮市・草加市・松伏町）の職員を対象とした『ファシリテーション研修』が

平成１９・２０年度に行われており、本かわら版執筆者も参加させていただきました。 

ファシリテーションとは、“話し合いを円滑に進行させる技術”であり、これを持っ

ている職員が増えれば増えるほど、議論が“見える”形になり、協働意識や話し合いの

質を高め、そして、話し合いの成果と参加者の納徳感を高められるのです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左から順に） 

・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの道具箱 

（森 時彦ほか著、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社） 

 

・ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸ 

（堀 公俊、加藤 彰著、日本経済新聞出版社） 

 

・板書の極意 

（八木 健夫著、株式会社ｱﾒﾆﾓ） 

 

“会議が効率化できる”、“話し合いが上手くいく”、 

“吉川の施策が実現できる”言うことなしだね！ 
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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 

秋深まる今日この頃・・・。季節が変わっていくのと同様、吉川市の協働も

徐々に変化してきているんだ！と信じながら、日々の業務に打ち込んでいる毎

日。皆さま、いかがお過ごしでしょうか？ 

 

現在、市民参加推進課では、市民と行政との距離を縮めるための取り組みを

徐々に展開させていただいています。 

 その一つが、これまで開催させていただいた職員研修であり、今号でお知ら

せした地域ポータルサイトです。前者については、「研修ばっかり受けたっ

て・・・」、「何言ってやがんだい！」と思われる方がいらっしゃるかもしれま

せん。しかし、「たとえ数人であっても、何かに気付き、普段の仕事に少しず

つ取り組んでいくことで、小さな変革の風があちらこちらで吹き始めれば・・・」

と思います。 

なお、後者については、誰でも気軽に利用できるものです。『吉川版 mixi』

として積極的にご利用ください。 

 

吉川の協働実現に向け、これからも一歩一歩、進んでまいります。皆さんも

一緒に手を取り合い歩んでいただければと思います。 

 

編集担当：KYODO-N 太郎 


