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Ⅰ はじめに～第１期大津市協働を進める三者委員会の会議概要からの流れ 

１．委員任期 

    平成２３年７月２５日～平成２５年７月２４日 

 

２．会議内容 

 （１）平成２３年度  

①協働計画推進部会：協働推進計画の策定 

②協働意識の向上部会：協働のまちづくりハンドブックの作成 

（２）平成２４年度 

   協働のまちづくりを進めていくために議論すべき内容とその進め方について 

     平成２４年度は協働コーディネート機能と協働提案制度の進捗管理及び課題検討につ

いてを議論 《市民活動団体や事業者と、市をつなぐ機能の検討》 

 →第２期委員会では協働の意識醸成及び協働推進計画の推進（見直し）について議論する 

 

Ⅱ 第２期大津市協働を進める三者委員会の会議経過 

１．委員任期 

    平成２５年７月２５日～平成２７年７月２４日 

 

２．会議経過 

月  日 主 な 内 容 

平成２５年度 

8/30（金） 

（第18回） 

・委嘱状、辞令交付 

・正副委員長選出 

・委員会の概要、これまでの取り組みについて 

10/24（木） 

（第19回） 

・委員長基調講演（第２期スタートにあたって） 

・委員間協議（グループ討議） 

12/26（木） 

（第20回） 

・委員間協議（グループ討議） 

※前回に引き続き”協働の意識醸成について”を中心に協議 

2/18（火） 

（第21回） 
・協働の意識醸成について 

3/27（木） 

（第22回） 
・協働の意識醸成における課題、手法について 

平成２６年度 

7/10（木） 

（第 23回） 
・協働の意識醸成における課題、手法について 

9/17（水） 

（第24回） 

・協働の意識醸成における課題、手法について 

（まちづくりへの関与度別市民の意識醸成について） 

10/20（月） 

（第25回） 

・協働の意識醸成における課題、手法について 

（具体的手法の提案） 
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月  日 主 な 内 容 

11/20（木） 

（第 26回） 

・協働の意識醸成における具体的手法について 

（具体的手法の提案を受けた今後の動向）  

・協働推進計画見直しのための意識合わせ 

(庁内における協働に関する調査の視点、理想の大津像について) 

12/16（火） 

（第 27回） 

・庁内における協働に関する調査に関して、調査票の内容把握や

調査を掘り下げるためのヒアリングの視点や質問事項の検討等 

1/20（火） 

（第 28回） 

・庁内における協働に関する調査に基づく、協働推進計画見直

しのための現状把握と課題の洗い出し（分析） 

2/13（金） 

大津市職員協

働推進本部と

の意見交換会 

・協働推進計画見直しのための分析の共有 

 

 ※資料４参照 

3/18（水） 

（第 29回） 

・庁内において協働を進めるプロセスについて 

（大津市職員協働推進本部との意見交換会を踏まえた課題とその

解決策の策定） 

平成２７年度 

5/21（木） 

（第 30回） 

・各所属において「協働によるまちづくり」を進めるための取り

組みを考えられるようになるための手法の検討 

7/6（月） 

（第 31回） 

・各所属において「協働によるまちづくり」を進めるための取り

組みを考えられるようになるための手法のまとめ 

 

Ⅲ 協働の意識醸成について 

１．市民における協働の意識醸成を図るための考察 

（１）市民の“まちづくり活動”関与度別 協働の意識醸成についての検討 

①市民の“まちづくり活動”関与度ピラミッド 

 市民を分析する視点として、まちづくりへの関わり度別に市民を階層分け 

市民の“まちづくり活動”ピラミッド

自立した
活動

中間層

無関心層屏風の中の
虎

中

間

支

援

の

必

要

性

啓
発
の
必
要
性

 
 ※「屏風の中の虎」＝まちづくり活動（市民活動）に参加していない市民（資料２参照） 
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②各層における課題 

階層別に協働の意識醸成の手法を検討する前提として、各層における課題を分析 

考えられる「課題」の検討

【自立した活動層】

●他団体とのコラボレーション
１

【中間層】

●組織運営（自立化、メンバーの育成）
●事業内容

２

【無関心層】

●まちへの無関心 ●課題の非認識
●多様な社会資源の未活用
⇒社会やまちと「自分」が繋がっていない

３

 
 ③各層における市民の意識 

   各層における市民のまちづくり活動に対する意識の検討 

当事者の意識って・・・？
【自立した活動層】

●タコツボ化
（自団体以外の事が見えなくなる）

１

【中間層】

●楽しさ⇒しんどい 使命感⇒義務感
●関わらない人への不満

２

【無関心層】

●まちづくりは他人事
●まちづくりに関わらないことへの罪悪感
●社会資源であることの無自覚

３

 
   ④各層における協働の意識醸成のための解決策 

    ②及び③を踏まえた各層における協働の意識醸成のための解決策の検討 

「協働の意識醸成」のための解決策の検討
【自立した活動層】

●他者との連携から生まれるソーシャル
イノベーションの事例紹介・意識啓発

１

【中間層】

●「まねる」、「学ぶ」
●活動者の意識を変える（主客の転換）

２

【無関心層】

●関わり易い入口作り（楽しい事、得意な事から）

●課題認識の啓発（単なる個人の問題ではないかもしれない）

●社会資源であることの自覚

（虎である時、虎でない時＝個人の多様性、多面性）

３
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２．市民における協働の意識醸成のための具体的手法の提案 

（１）市民参加・参画（入り口づくり、きっかけ）の研究 

①対話によるまちづくりの手法の検討 

  無作為抽出による対話の場づくり（１００人ミーティング）などの活用 

②情報（ＩＣＴ：情報処理・通信）の活用 

     オープンデータやビッグデータの活用事例の調査、研究 

     ・滋賀県観光協会（H26年度 びわ湖花火大会の事例） 

・大津市緑化協会 

・マイコミ大阪 

・千葉市ガバメント２．０  

http://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/hisho/mes-tf53.html   など 

③今ある制度を協働の視点で見直し 

   ⅰ）庁内の計画・施策・事業に関する協働化調査を実施し、庁内の協働の意識や進捗具合

を調査し、協働推進計画の見直しの検討につなげる→資料３参照 

    ⅱ）協働提案制度、市民ワークショップ等の講座や研修、パブリック・コメントの見直し 

 （２）地域自治のあり方の研究 

①地域自治組織の研究 

    職員協働推進本部ワーキンググループによる「まちづくり協議会」に関する報告書をふ

まえつつ、地域の動きに合わせた形で研究・検討 

②地域課題の解決の手法の研究 

    地域円卓会議の研究 

・地域の現状・課題・ステイクホルダー把握の手法検討 

    ・地域円卓会議のファシリテーター（コーディネーター）のスキルの検討 

（３）中間支援機能の強化 

①協働コーディネーターの設置の検討 

   ⅰ）コーディネート機能（求められる能力）、位置づけ（役割）や活用方法等の検討 

大津市協働を進める三者委員会第一期のまとめ、他市の状況をふまえての研究 

ⅱ）庁内外の人材の活用、育成の検討 

     ・公民館、支所職員、市民活動センター職員の活用の検討 

     ・分野別の中間支援団体の実態把握 

     ・協働コーディネーター育成プログラムの検討 

    ・プロボノの活用、市民活動インターンシップ等の手法の検討 

②市民活動支援の手法の検討 

   ⅰ）市民を巻き込む手法の研究 

     ・市川市 １％支援制度 

     ・イオン 黄色いレシートキャンペーン 

     ・ボランティアポイント制度         など 

   ⅱ）志金集めを通じた団体のスキルアップの支援 

     ・クラウドファンディング講座を通じて、団体の企画力、ＰＲ力等の向上を支援 

     ・ファンドレイジング講座等によるファンドレイジング・スキルの向上を支援 

   ⅲ）市民活動センターの市民活動促進機能の強化 

     ・自治協働課との連携強化→連携事業（講座）の検討 
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     ・指定管理者制度の内容（市民活動促進機能を高め、広く市民の共感を得られるよう

な市民活動センターとなるための仕様書や選定方法等）の見直し 

      ・市民活動団体の実態把握、市民活動団体をつなぐ場づくり  

 

Ⅳ 協働推進計画の見直しについて 

協働によるまちづくりの担い手である市民・市民活動団体、事業者、行政のうち、まずは庁内

における協働の推進について協議・検討した。 

 

１．庁内における協働に関する現状の分析 

（１）協働に関する調査の実施と結果 

①調査期間 

平成２６年１１月２７日（木）～ⅰ）及びⅲ）：平成２６年１２月１５日（月） 

～ⅱ）：平成２７年１月１３日（月） 

 ②調査内容 

  ⅰ）協働状況調査票：平成２４～２６年度に実施の計画や施策・制度、事業に関して、「協

働によるまちづくり」の５つの原則に則って実施したものを記入 

              目的協働による施策等の実施状況の把握 

ⅱ）協働化調査票：現在、実施している全ての計画や施策・制度、事業に関して、協働

で行う事でより効果的である、もしくは協働の手法で市民や事業者

が関わることができると考えられるもの 

目的協働によるまちづくりへの理解度や積極性の把握 

   ⅲ）関係団体調査票：現在、関わりのある全ての団体 

              目的協働のパートナーの候補の把握 

 ③調査結果 

  ⅰ）協働状況調査票：１０５事業 

ⅱ）協働化調査票：２４事業 

   ⅲ）関係団体調査票：４１所属より関係団体の回答あり 

（２）調査から見えてきたこと 

①庁内の協働に対するモチベーションが低い 

  そもそも「協働」とはどういうことか理解がされているのか 

⇒協働の領域及び「協働によるまちづくり」の５つの原則の徹底、協働になじむかの判断 

  ⅰ）協働の領域 

A B C D E 

大津市 主体 

大津市主導 
↑ 

市民・市民団体、 

事業者は参加・参画 

事業の企画立案・ 

実施・評価・改善 

までを「協働」で行う。 

市民・市民団体、 

事業者 主導 
↑ 

大津市は参加・参画 

市民・市民団体、 

事業者 主体 

大津市の責任と主

体で独自に行う領

域 

 

事業計画段階への

参加、情報提供・情

報交換、委託 

 

 

共催・実行委員会・

協議会 

 

 

補助・助成、後援 

人的・物的支援 

市民・市民団体、事

業者の責任と主体

で独自に行う領域 

  ⅱ）「協働によるまちづくり」の５つの原則  

Ａ．対等の原則 

Ｂ．相互自立・自主性尊重の原則 

協働の領域 
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   Ｃ．相互理解・相互変革の原則 

Ｄ．情報共有の原則 

Ｅ．目的共有の原則 

  ⅲ）協働になじむ 

    「得意なものを持ち寄り、足りないものを補い合う」ことができるもの 

   各セクターの取り組みと交じり合う（近い）ところ・・・・・・・協働を考える視点① 

 

 

 

   

 

②協働の必要性は認識されているのか 

   ⇒大津市総合計画における「協働」の位置づけ 

 

 

  

市民 

事業者 行政 

まちづくりの姿勢 

「三者協働」と「自立する都市経営」 

      

この２つの姿勢により 「人を結び、

時を結び、自然と結ばれる 結の湖都 

大津」、「愛着と誇りを持って、住み続け

たくなるまち大津」の実現を目指す 

→例えば･･･ 

市 民：市民の生活に直結する（近い）もの 

    事業者：事業者の利益（営業利益、知名度、信用度等）やＣＳＲ 

（企業の社会責任、地域貢献）となるもの 

    行 政：公共的なもの、広く社会に影響を与えるもの、セイフティ

ネット等の社会基盤となるもの 
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  ③協働のメリットやデメリット、効果（現在の効果と将来的な効果）の理解が低いのではな

いか 

 ⇒ⅰ）将来的な効果：まちづくりの担い手が育つという視点 

            社会資源の創造、発掘（市民や事業者の力を引き出す）という視点        

          新たなサービス、システム、価値の構築という視点 

・・・・・・・協働を考える視点② 

  ⅱ）協働事業の評価 

    評価時点：現在と将来 

    評 価 軸：まちづくりの２つの姿勢から、「協働」としての評価軸と「自立する都

市経営＝行政の合理性（事務事業評価）」の評価軸の２軸によるべき 

④情報発信、情報共有の不足 

   ⅰ）各所属が捉えている社会課題は何か、それはどの程度緊迫しているのか 

     ・そもそも各所属がきちんと社会課題を重要度、緊急度別に把握しているのか 

       ・所属が抱えている問題意識を、具体的に市民に発信し、共有し、共通の課題として

認識できているのか 

   ⅱ）他セクターや様々な世代と交わる（知り合い、対話し、共有し、理解し合える）こと

ができるしくみが必要 

 

２．庁内において協働推進計画を進めるための考察 

 （１）庁内における協働推進計画の進捗状況 

協働推進計画は各所属が取り組めるような計画となっておらず、「協働のまちづくりを進

める」という当事者意識が全庁的に持てていない。 

（協働は自治協働課が進めていくものであり、事業課など限られた所属以外は協働とは関係

ないという意識である） 

※只友委員長作成 
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（２）次期協働推進計画のイメージ 

   全ての所属における「協働のまちづくり」を推進するための取り組みを協働推進計画に紐

づけ、進捗を図っていく 

⇒全所属で「協働のまちづくり」を推進するための取り組みを考え、設定することが前提 

（３）協働に関する調査を踏まえて 

①課題 

ⅰ）協働の必要性を認識していない：「なぜ協働するのか？」「何のために協働するのか？」 

     ⇒・協働をしなくても、今までどおりで何とかなる 

      ・協働をしなくても、特にペナルティがない 

      ・協働をしても、メリットがない 

ⅱ）どうやって協働したら良いのか分からない：「何を協働するのか？」「どうやって始め

れば良いのか？」「当課には協働できる事業はない」 

     ⇒・どのようなケースが協働に適しているのか分からない 

      ・協働のやり方が分からない 

      ・何が協働に当たるのかが分からない 

ⅲ）協働の相手方が見当たらない：「誰と協働するのか？」 

⇒・今まで付き合いのある団体以外を知らない 

      ・信頼できる相手方が誰なのか分からない 

      ・協働の相手方をどうやって探したら良いのか分からない 

      ・行政依存、補助金等の利益目的ではないのかという不信感 

ⅳ）協働する余裕がない 

     ⇒・課題の検討や事業の見直しを行う余裕がない 

②対策の提案 

ⅰ）－１：協働の必要性を認識できる仕組みを作る 

     施策等を策定するうえで、必ず市民との対話のプロセスを入れる仕組みづくり 

    ⅰ）－２：協働を評価する仕組みづくり 

Ａ．協働事業に対する財政的アドバンテージ 

財源：「１％支援制度」「ふるさと納税」等による協働事業の資金集め 

市予算の１～５％を協働事業にあてる            など 

Ｂ．協働事業に対する人員的アドバンテージ 

Ｃ．昇格と「協働」の連動 

  ａ）協働事業の経験やスキルを昇格の評価基準や昇任試験に含める 

  ｂ）係長級、課長級に支所業務を経験させておく 

    ⅰ）－３：協働を推進する仕組みづくり 

     Ａ．各所属に協働推進員を設置：若手の登用 

     Ｂ．職員協働推進本部の活用 

    ⅱ）協働のやり方を学び、考える機会を作る 

     Ａ．協働化テスト、協働事業仕分け 

事務事業や協働化調査票を公表し、外部から協働事業の提案をもらう 
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Ｂ．協働事業の職員提案 

     Ｃ．職員研修の充実、職員が地域に出る機会や研修をキャリア形成プロセスに含める 

      ａ）参加させられている感からの脱却が必要 

        →研修の必要性の実感、「協働して良かったこと」を理解できるような内容 

      ｂ）実地体験型の研修 

        →市民活動団体や地域活動への派遣研修 

      ｃ）ステップアップ型の一連の研修の実施 

         Step１ 地域に出る 

         Step２ 一緒に○○を作る 

         Step３ 協働の担い手を育てる（育てあう） 

     Ｄ．協働提案制度テーマ型提案事業や協働化調査票の中から Good Practice の事例紹介 

Ｅ．協働のプロセス（手引き）書、Ｑ＆Ａ集の作成 

Ｆ．協働に関する情報をワンストップで集約、共有化する 

      Ex）横浜市 協働情報バンク 

    ⅲ）協働の相手方と出会い・対話の場づくりや信頼関係の構築を行う 

     Ａ．小さな協働体験を積み重ねる：「一緒に○○をやってみる」 

                    Ex）・協働の手引書作り 

                       ・協働のルール作り 

                      ・協働契約書の作成 

                      ・協働のＱ＆Ａ集を作る 

                      ・協働事業を作る 

                      ・職員研修を受講する 

     Ｂ．職員プロボノ制度の構築 

ａ）ボランティア休暇制度との連動   

一緒にやることの

内容によって市

民、事業者、職員

が前提として持つ

スキルや学びも異

なる 

※只友委員長作成 
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ｂ）コンプライアンス推進のための１０か条の心得「１０ 地域・社会の一員として

の役割を果たします」の具現化→評価へ結びつける 

      ⇒相互理解の促進、お互いを育て合う関係作り 

      ｃ）協働事業実施団体リストの作成（協働事業の相互評価と共に） 

ⅳ）協働の視点による事業を見直す機会の創出 

      Ａ．事務事業評価等の既存プロセスの中に協働の取組欄を設ける 

      Ｂ．協働化調査の継続 

      Ｃ．専門的、客観的な協働化のアドバイスをもらうために協働コーディネーターを設

置する 
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Ⅴ 資料 

■資料１ 大津市協働を進める三者委員会委員名簿 

区 分
男
女

所 属 団 体 役 職 等

(1)
公募委員 森 口

モリグチ

行 雄
ユキオ

男 　NPO法人大津NPOセンター代表理事

尾 中
オナカ

克 行
カ ツユキ

男 　常世川再生の会事務局

後 藤
ゴトウ

佳 子
ケイ コ

女

【大津市地域女性団体連合会推薦】

　　　大津市地域女性団体連合会副会長

仲 野
ナカ ノ

優 子
ユウコ

女
　ＮＰＯ法人しがＮＰＯセンター専務理事
　（草津市協働コーディネーター）

西 本
ニシモト

育 子
イ クコ

女
　おおつ生き活き市民ネット代表
　（大津市市民活動センター所長）

宮 﨑
ミヤザキ

和 夫
カ ズオ

男

【自治連合会推薦】（～H26.6.2）

　　　大津市自治連合会副会長

大 澤
オオザワ

光 雄
ミツオ

男

【自治連合会推薦】（H26.6.3～）

　　　大津市自治連合会事務局長

男
【大津商工会議所推薦】(～H26.6.30）

　株式会社滋賀銀行　営業統轄部　参事役

男
【大津商工会議所推薦】(H26.7.1～）

　株式会社滋賀銀行　営業統轄部　参事役

藤 堂
トウドウ

正 人
マサト

男
【大津商工会議所推薦】

　一般財団法人　近畿健康管理センター　総務部長

渡 邊
ワタナベ

光 悦
コウエツ

男
【大津市商店街連盟推薦】

　平野商店街振興組合理事長

只
タダトモ

友 景
ケイ シ

士 男 　龍谷大学政策学部教授

渡 邊
ワタナベ

暁 彦
アキヒコ

男 　滋賀大学教育学部准教授

玉 井
タマイ

泰 子
ヤスコ

女 　政策調整部（人権・男女共同参画課長）

男 　総務部（行政改革推進課副参事）

吉 田
ヨシダ

美 紀
ミキ

女 　市民部（文化・青少年課長補佐）

氏 名

(3)
事業者

鵜 飼
ウカ イ

守
マモル

(4)
学識経験者

(5)
大津市職員 高 木

タカ ギ

悟
サトル

(2)
市民公益
活動団体

大 野
オオノ

敬
タカ シ
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■資料２ 平成２５年１０月２４日（木）開催 第１９回 大津市協働を進める三者委員会 只友委員長 

基調講演録（要旨） 

 最初に目的意識の共有するために、なぜ「協働」が必要か、から話をします。 

「協働のまちづくり」に関して、「当然だ」と思う熱心な方から「協働」とは何ぞやという方、市民の意識の

差は大変大きいです。 

「協働」は、市政改革においても大変重要な課題であると思います。行政によって解決できる問題ばかりで

はない、というのが現状です。社会の課題、問題はどのように解決できるのか。2、30 年前は、お金も無く

栄養失調であったり、農村部でも苦悩していましたが、今時たんぱく質を確保するために鶏を飼う家はなか

なかないでしょう。経済成長によって一定解決できる問題もあるが、経済では解決できない問題もある。例

えば 1960 年代後半、70 年代、公害問題は経済成長の結果、ある意味必然的に起きたものでもあります。そ

ういう問題に直面した時どうしたか、地方自治体や国が自動車の排気ガス規制を行ったように、私たちの社

会は直面した課題に対して公権力で解決を図ってきました。 

ところが今の世の中、経済や公権力で解決できる問題だけではありません。市場でも公でもだめだった、

公の枠の中に入りきらない課題がどんどん出てきました。例えば数年前、母子家庭の母親が家に帰らず子ど

もが餓死した事件がありました。子どもを保護しなければならないが、公権力にも限界がある。これは極端

な事例ですが。 

私が、昨年、大学で教えていた方で、長年警察の少年課で働いていた女性が退職後大学院にこられていま

した。その方は、子育てを支援するＮＰＯをされていまして、その支援は、少しの間子どもを預かるという

ものですが、子どもを預かるときに理由は聞かないのだと。ある意味母親のわがままでも構わないと言われ

る。保育所などの公的な制度の一時預かりの場合、「友達と遊びに行くため」が理由では預かってもらえない

と思います。「公で対応するにはちょっとな」という話ですが、長年少年課で働いてこられた方から見ると、

「息抜きの時間も安心して見てもらえるといいが、公ではできない。でもニーズはある」と。そして、この

仕事は誰がやるのか。株式会社で保育サービスをしてもいいのですが、収益が確保できるかが論点になりま

す。元少年課のベテラン警察官から見た子どもや家族に対する寄り添い方は、お金ではない世界でされてい

る。家族との関係をきちんとつくることが世のためになるし、自分も充実しておられます。 

その「公に入りきらない課題」は、市場で解決することもできるでしょうけれど、「市民活動」で解決でき

るかもしれない。市民活動や共同社会的な部分によって解決しようとすると、これは誰が担うのか。「市民活

動の人にお任せ」「やりたいと思った人にやってもらったらいい」、でいいのだろうかという話です。この「市

民活動」はどうすれば促進されるか、促進するということはどういうことか、という時に「協働」がキーワ

ードになります。誰かにお任せではなく、意識的にこういった部分を活発化していこうという意思を社会全

体で共有しないと、「目的意識を共有する」ことができないとだめだと思います。 

まず担い手は誰か、大津市は市民・市民団体と事業者と市役所の三者と定めています。事業者は「協働」

と言われるとすぐに「金銭的な期待か」と身構えるのですが、それは違う、というのが明確に書かれていま

す。条例案の策定には学識経験者の委員として３人の大学教授、准教授が関わってこられましたが、関西で

この３人の学術員に入ってもらったのはなかなか立派なことです。その視点は他の自治体と違います。何が

違うか、事業者のところをきちんと取り入れたところが大きいと思います。 

ここで大切になるのが、行政には公権力と税金がありますが、市民活動、市民団体が協働で解決する時に

何を活用するのかです。条例では「社会資源」という素晴らしい言葉を使っています。人材、情報、資金、

場所、知恵、技等の「社会資源」を積極的に「みんなのために」使っていくことが重要です、と説明されて

います。社会資源というのは、お金だけではなく知恵とか技とかいろんなものがありますよね、ということ

です。 

私は、仕事を通じて最低限のマネジメント能力は多分身についていると思います。皆さんもそういう能力、
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また「ノウハウ」をお持ちであると思います。そういった能力がここで言う知恵や技になります。私は自分

の団地の管理組合の理事長をやりました。654 戸あり、一つの大きなまちです。いろんな意見の人、中には

すごいことを言う人もいますが、ぐっと我慢をして進めていく。この「ぐっと我慢をする」力というのは、

私の場合大学で培われている。職場で厳しいことを言われたときにどのように対処したらよいか、というの

が培われているわけです。 

忍耐力は別として、どのようにこの問題を切り分けたらよいのかを私が判断します。そういった意思決定

は、私の持つ「職業上培われたであろう能力」を生かすことになります。「パソコンが使える能力」で書類を

つくる、「会計ができる能力」で会計をやってもらって、伝統的にやってきたことを見直し改善するなど、み

んなが持っている力を出し合って良くしていく。私たちが持っている力を自分の所得を稼ぐためだけに使う

のではなく、社会資源として見たらいろいろ使えるでしょうと。企業に、自分の社員がそれぞれの地域の自

治会や子ども会、保護者会などで持てる能力を生かすことも「協働」なんだなと思ってもらえるといいわけ

です。そういった意味での事業者に対する期待というのもあります。 

そうして市民・市民団体、事業者、市の三者で公の枠に入りきらない新しい課題、難しい課題を解決して

いこうというのが「協働」の大きな枠組みです。三者がそれぞれ持つ力を自分のためだけでなく社会に役立

てようということが「協働」だと理解していただけたらよいかと思います。 

 

さて、2010年度までは「大津市協働のルール策定委員会」で条例の準備をされ、2011年３月に条例ができ

ました。2012 年３月には「大津市協働推進計画」が策定され、「協働のまちづくりハンドブック」が発行さ

れましたが、これらの素案は三者委員会で協働推進計画部会と協働意識の醸成部会に分かれて議論してつく

りました。2012年度はこの計画とハンドブックの理念を具体化するための一つとして「協働コーディネート

機能」についての議論をしました。三者の関係に対しコーディネート機能が必要だと。また、地域の市民団

体や事業者との関係をつくらないといけない中、地域ごとに拠点が必要ではないかという議論もされました。

これも今後も議論になる課題だと思います。大津市でも市民センター（支所・公民館）などに対する期待が

すごく高い。他の自治体でも公民館に対する期待は高いです。やはり公民館は地域にとって人の集まりやす

い場所であり、何か新しいまちづくりができないものかと期待が高まっているのですが、社会教育施設であ

ってまちづくりの拠点ではないと言われたりすることがあります。 

 

そういった問題があるのですが、滋賀県は幸福なことに、大津市のような大きい市であっても自治会の組

織率が高いという特徴があります。新住民が流入している地域でも比較的高い。市役所が市民のニーズを把

握する方法はいろいろありますが、自治会を通じたこのチャンネルは地域代表性を持っており大事でありま

す。しかし、ここに例えば待機児童の問題などが入るかと言うと自治会の問題としては吸い上げられにくい

という面もあります。このような問題は、市民活動であったり、問題意識や共通の課題を抱えた人たちの活

動などから吸い上げられるニーズであったりするわけです。 

かつて待機児童問題は、役所が公立保育所を整備するというのが一つの解決方法でした。ところが、それ

以外に方法があるかもしれません。さらに、先ほどの元少年課の女性の話のように、待機児童の問題を抱え

る世代には何がしか人との接点を持ったほうがよいというような別の課題やとにかく少し息抜きさせて欲し

いといった公では解決できない課題に対し、社会資源を動員して解決しようとするときに“コーディネータ

ー”がいたら上手くいくかもしれない。 

コーディネート機能とは何なのか。いろいろな課題を抱えている人たちをつなげたりすると上手くいくの

かもしれない、という中で、つなぎ役をする人がコーディネート機能を持った人、になるのだと思います。

市民活動をやっていくために、それぞれの間で協働を進めるための仕組みも必要になってくる。事例として、

私が自分の地域でやってみたいことをご紹介します。 
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私の住んでいる団地では木も緑も多く、隣接した公園の管理は市役所がやっています。虫が出たら殺虫剤

をまいて退治してくれます。私は、枝を間引くなど、出来るだけ殺虫剤を使わずに、という方針でした。知

り合いの昆虫の専門家によると、４月、５月に鳥の巣がけをして、アカショウビンなどが巣をつくってくれ

ると１日に 400 匹くらい虫が必要で、たちまち虫がいなくなるそうです。薬を使わない方法もあるというこ

とです。ただ、鳥の巣がけをして虫を減らすだけだったら理事会が業者に頼むのと変わらない。鳥の巣を子

ども会がつくる。親父も集まって一緒にする。そうすると子どもは鳥や自然に関心を持ちます。殺虫剤で虫

のいない団地をつくって自然に関心のない子を育てるのか、一緒に楽しみながら、楽しみながらというのが

大事ですが、巣をかけて関心を持っていくか。全然違うと思うのですが。自然に対する見方、自分たちでこ

の団地の環境をつくっていくのだという意識を、子どもと親父にも理解してもらう。 

それを団地に隣接している公園も含めて一帯でやろうとすると、市役所に断られると思います。草刈はど

うするのか、落ちてきた時は誰が責任を取るのか、という問題を全部クリアして、やりましょうとなったと

きに、市役所と隣接する地域のマンションの管理組合と子ども会が一体となって何が出来るか。小学校のＰ

ＴＡで関心のある人に集まってもらったら学区全体のいろんな公園にやってみようと話が広がるかもしれな

い。一箇所でやった環境づくり運動をどう面的に広げるか、それをやれば親の目も小学校の教師の力量も上

がるはずです。そういうことが「協働でやる」ということです。 

アイデアがあっても難しい。突破することが沢山ありすぎる。しかし何か可能性があるのではないか。そ

うこうしていると事業者の中で「いろいろと良いアイデアがありますよ」と専門的なアイデアを出してくれ

る人がいるかもしれない。さっきの昆虫の専門家は私の同僚です。彼の知識は地域の事業者として、昆虫の

専門家の知恵を提供する。事業者に期待されているのはお金だけではない。みんなの持っている知識とか技

術とかを提供してもらえないだろうかという話です。そういうことが出来ると全然違うのではないか。「市民

と行政の協働の可能性」とは今の例のようなことが出来ればいいなということです。 

 

一方で、「消費者化する市民」とありますが、公園が荒れていたら皆さんはどうされますか。多くは市役所

の公園管理課に電話して「荒れているやないか」「遊具は危なくないか」、ということになる。近所の広場で

子どもが野球をやっていると、最近の大人は「子どもが野球をしているではないか」と市役所に電話をする。

少しくらいは野球をやらしてあげてもいいと思いますが。また、夜中に花火をやっているという問題などが

ある。 

公の空間の使用について、みんなで話しあってルールづくりに関与できるかというと、関与できない。市

役所が全権的に管理しているので、こういう場合「花火・球技禁止」などの看板を立てる。こういう使い方

をしてはいけないと、空間が規定されていくのです。そういうことが今の世の中多いです。どうしたらその

空間をみんなで使えるようにするのか、地域にとって望ましいことに使用していけるのか議論を深めるきっ

かけはどこにもないのです。 

「消費者化する市民」は、問題があると市役所に解決を求める。ある裕福な自治体では、家の前にごみが

落ちていたらすぐに市役所に連絡して撤去してもらう。財政力があるので体制もそれなりにあり、落ちてい

るごみも種類が違うのか、工業地帯なので積荷の一部が落ちていると考えたいのですが、そういう自治体も

あります。一方で、以前台風が去った直後に外へ出かけました。私の団地は木や葉っぱが落ちていましたが、

一歩出た通りには落ち葉一枚落ちていませんでした。風が止んでから近所の人が出て掃除をしたようです。

市の管理の道路で、自分の家の前をきれいにしたいだけだったかもしれませんが、自分がきれいにしたいと

いう気持ちを公共空間に向けるのです。こういう地域があるかと思えば、市にごみを取りに来させる地域も

あります。 

私たちはどういう社会をつくったら良いのか。ちょっと力を出し合うだけできれいになるのだったらやろ

うか、という社会をつくるのか、公でやってもらう社会にするのかということです。確かに幹線道路で車が
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通る危険なところの掃除は出来ません。それは当然、市の管理だと思いますが、出来ることは少しずつやれ

ばよいのではという領域がある。団地は広くて日常的に個人に任せていたら出来ないので、管理費を払って

清掃業者にやってもらっています。落ち葉や枝を掃くのは清掃の人の仕事で、そのために自分たちはお金を

払っている、そういう意識があるのでなかなか自分でやりません。ところが、入居してから定期的にみんな

で出てきて掃除をする棟もあります。最初にルールを決めてずっとされています。 

業者に頼んではいるが、やっぱり自分たちでやるというのも大切だと思います。私たちの社会を守るとい

うことが、マンションの管理組合の理事長をして良くわかりました。まず、マンションの管理組合は自分の

財産を守るということです。自分のためですが、公共のために力を出し合ったらいいと思います。これだと

思いました。草刈は年間で私たちが２回やって業者が２回やります。そうしますと中には「自分たちは１回

にして業者に３回してもらえばどうか、しかも管理費は上げないで欲しい」と言う人もいます。その提案を

聞いて、私は反対をしました。私は２回するのが重要だと思います。確かに出ている率は４割を切っている

と思いますが、やめていくのではなくて４割から増やす努力をするべきです。高齢でしゃがめなくても、出

てくるだけでもいい、みんなでやるということが必要なんです。これを減らしたら、全部お金を出して消費

者になろうとする。そうではなくて、自分たちの問題は自分たちで解決する気風を維持するため、この２回

は大切だと。 

 

今のは、マンション管理組合の話ですが、行政との関係と一緒です。自分たちがお金を出してサービスで

代替することはたくさんある。全部税金でやってもらう「公共サービスの消費者」になるのか、自分たちで

問題を一定解決していく社会にするのか、ここが大きな分かれ目だと思います。 

「桃太郎」はきび団子でサル、キジ、犬を従えて鬼退治に行く話ですが、みんなで協力して何かしようとい

うときに、サルにしか出来ないこと、キジにしか出来ないこと、犬にしか出来ないこと、いろんな能力を集

めていく話。きび団子というのは鳥の巣がけの話でいうと「やって楽しかったな」が当たると思います。そ

ういったものがあって、何か共通の課題を解決していく。この場合「課題」は鬼退治に当たるのかと。 

「屏風の虎」は一休の話です。将軍に屏風の虎に縄をかけろと言われて、では将軍に虎を出してください

という話。行政は虎に縄をかけようと屏風の前で待っているだけではないのか、虎を育てたり、捕まえに行

くとか、何かしないといけないのでしょうか。パワーアップ事業など、市民の中でも市民活動への意識の高

い人の活動を支援しようという制度がある。それは市民の中で数％あるかどうかの人が対象。一方で、ハン

ドブックが想定しているように全くそういった意識のない、たくさんの人たちに市民活動や「協働」の意義

などを啓発する、まさに屏風に描かれている虎、まだ市民活動に参加されていない市民をこれから参加に「追

い出す」ことをしなければならない。将軍様の役であった「屏風の中から虎を出すこと」をしなければなら

ない。そのための啓発などをやらないと広がりがない。 

恐らく市民部局だけでは限界があって、市役所全体で一体となってやらざるを得ないのではないかなと思

っています。協働コーディネート全体の機能についてや、市役所の中の「協働」の意識と市民の協働意識を

高めるという両面の課題もあると思います。 
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■資料３ 協働に関する調査 

ⅰ）協働状況調査票 

所属：

計画・施策・事業等
の名称 担当者：

（内線：　　　　　　　　）

計画・施策・事業等
の目的・趣旨

計画・施策・事業等
の予算

H24年度 － H25年度 － H26年度 －

計画・施策・事業等
の実施期間

協働の
相手方の有無

有　・　無

相手方の選定
の理由（経緯）

有　・　無

相手方の選定
の理由（経緯）

有　・　無

相手方の選定
の理由（経緯）

有　・　無

相手方の選定
の理由（経緯）

課題、留意事項等

□　予算削減　□　人員削減　□サービスの向上　□　新しい発想の導入　□　地域活性化　□　つながりの強化
□　その他

その他（　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

相手方の団体名等 実施方法・実施形態

その他（　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

　貴所属で所管する計画や施策、事業等の各過程において、「協働によるまちづくり」の５つの原則に基づいて実施している
と考えられるものについて記入ください。

複数年度（　終了年度未定　年） （ 通年　・　一時的 ）・ 単年度（ 通年　・　一時的 ）

一緒に行うことで
効果的であった事

政策形成（P）

政策決定

政策実行（D・A）

政策評価（C）
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ⅱ）協働化調査票 

所属：

計画・施策
事業等名称

担当者：　　　　　　　　　（内線：　　　　　　　）

協働化の
可能性の有無

考えられる相手方

考えられる
実施方法や内容

期待される効果

協働化の
可能性の有無

考えられる相手方

考えられる
実施方法や内容

期待される効果

協働化の
可能性の有無

考えられる相手方

考えられる
実施方法や内容

期待される効果

協働化の
可能性の有無

考えられる相手方

考えられる
実施方法や内容

期待される効果

政策形成（P）

　有　・　無　※無の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

政策決定

政策実行（D・Ａ）

②協働化の可能性が検討できるものがない場合の理由や、具体的に協働化の手法や内容を考えられないが市民や事業
者の協力、協働を求めたいと思うような政策課題、市民や事業者との協力や協働を実現できない原因（阻害要因）等を自
由に記入ください。

政策評価（C）

　有　・　無　※無の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①貴所属の所管する全ての計画や施策、事業等の各過程において、協働で行うことでより効果的であるもしくは協働の手
法で市民や事業者が関わることができると考えられるものについて記入ください。

　有　・　無　※無の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　有　・　無　※無の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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ⅲ）関係団体調査票 

所属： 記入担当者：　　　　　　　　　　　（内線：　　　　　　）

関わり方

貴所属と関わりのある団体について記入してください。

関係団体名
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■資料４ 平成２７年２月１３日（金）開催 大津市職員協働推進本部と大津市協働を進める三者委員会 

意見交換会 内容 

１．大津市協働を進める三者委員会による庁内における協働の進捗状況分析（要旨）／只友委員長 

 協働に関する調査票の結果を拝見させていただいて、三者委員会を代表して私からのコメントさせてい

ただきます。 

まず大津市の協働推進計画は大変優れたものです。またこの三者委員会は先ほどの委員の紹介に市の職員

が２名紹介されましたが、市の職員と事業者の方、市民の方、私たちのような大学の関係者が入って一緒

に議論するのは大変先進的だと思います。ただ、先進的であるが上に、この会議のハンドリングは大変難

しいところがあると思います。推進計画ですが、３年前に大変な思いをして作っていただき、計画に書か

れてあるものが全て実行できたら、おそらく日本一の三者協働のまちになるというメニューが全部盛り込

まれています。ところが、それを一体誰がどういう形でやるのかというところを落とし込むのは残念なが

ら１年間では難しかったのではないかと思っております。結果どうなったかと言いますと、今回の調査票

を読んでも、三者協働は自治協働課の仕事、市民部の仕事であるという感じで言われかねない状況である

ので残念なところであります。これを今日のこの会議を皮切りに、もう一度三者委員会と市役所の推進本

部と一緒になって本当に市役所の財産、市民の財産にしていくプロセスをやっていかないといけないので

はないかと考えています。少し復唱しますと、大津市の協働の推進計画は、実施計画というよりは、理念

計画であり具体的に誰が何をするのかと言うことについては不十分です。それをこれから見直し、具体的

に誰がどうやって行くのか進捗管理をしていけるものにすることを考え始めたいと言うのが今日のポイン

トになります。 

 今回、協働に関する調査票を各部局から出していただきました。その中で、評価のプロセスに「市民参

画がありますか」という問いに対して、たいていの場合、「ない」と回答されています。そうすると、三

者委員から、評価そのものをしていないのですか？と素朴な疑問が出てきます。しかし、市役所の職員の

皆さんからすると、「ちゃんと行政評価を実施しております。」と回答があります。行政評価を実施し、

日々行政サービスの水準の向上に努めておられる。ところが、実際に協働調査票を出すと、評価のプロセ

スは市民が関わるところではないと回答されているのが一般的な所であったのではないかと思います。 

今日はホワイトボードを用意していただいているのでこちらに書きます。（※ホワイトボード写真参照）

先ほどの副市長の挨拶の中にもあったのですが、大津市の総合計画には２本の柱があり、１つは自立する

都市経営、そしてもう１つは三者協働です。見難いかもしれませんが、３ｔの軸が交わるここが原点です。

ここに平面があります。ここに直角の１つの平面があります。通常、大津市が目指している自立した都市

経営は、要するに行政マンの論理として当然行政の効率化を図っていくということです。今より、来年の

方がもっといい仕事をする。もっと、効率的にやる。合理性、効率性を意味している。この図で言うと、

ここの平面の中で、自立した都市経営に向けて改善を図るというのが通常の行政評価だと思う。 

もう１つの大津市の総合計画の中の大きな軸である三者協働がこの軸です。三者協働の軸が目指すのは何

かと言うと行政サービスや公共性の水準、満足度の向上であると考えていただいたらと思います。自立し

た都市経営の軸だけで効率性を向上させるのは行政だけでもできます。さらにこれに三者協働のドライブ

をかけて、より効率的に、より満足度の高い水準に行政サービスやまちの公共性を動かそうというのがこ

の考え方です。図で言うと一つの軸だけだと一直線の平面上の移動です。これをこの辺りから、もっと立

体的に移動させて良くしていこうという感じです。これが市民協働と理解してもらえたらと思います。効

率化を図りつつ、市民と一緒に行政サービスの水準を上げていく。こういうまちづくりのイメージが大津

市の総合計画には書かれていて、なおかつ三者協働でまちづくりを進めるというのを明確化したものが

「結の湖都」協働のまちづくり推進条例であり、協働推進計画であるはずなんです。自立した都市経営も

実現し、協働も進めて行政サービスの水準を高める。こういう仕組みを作っていこうと言うのが総合計画
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の趣旨ですし、「結の湖都」協働のまちづくり推進条例が作られ、協働推進計画が作られてきた一連の動

きであるとご理解いただけたらと思います。この図はとても新しい図です。これは総合計画に書かれてい

ること、条例に書かれていることを分かりやすくするにはどうするのか自治協働課と議論して、三次元が

いいということになり、この図が目指すところは一体何を実現するのかというと、もっと良いまち（住み

続けたくなるまち大津）ということです。良いまちをつくるというのはいろんな意味があります。まちの

中のつながりができてきたとか、まちの水準を高めていくことをイメージしてもらえたらと思います。で

は、協働は何なのか。協働推進計画では５原則が提示されています。協働によるまちづくりを行う時の５

原則。協働に関する調査票を作成していただく際もこの５原則に基いて作成していただいたと思います。

対等の原則、相互自立・自主性尊重の原則、相互変革・相互理解の原則、情報共有の原則、目的共有の原

則ですが、これをいっぺんに実行するのは難しいかもしれません。むしろ、情報の共有から始まり、対等

な関係になり、目的を共有して、相互理解、相互変革していくなどといったようにだんだんできて行くの

かもしれません。最終的に協働する双方が相互に自立し、そうすることで住民自治が確立するということ

になるかもしれません。５原則の１つ１つを実現させて、全部が実現できた時には三者協働は進んでいる

という感じで、全てが最初から全部出来るのではなくて、多分、情報の共有くらいからスタートし、情報

が共有されたら次に目的が共有される、そんなことがあるのではないでしょうか。そのようにして三者協

働が進んでいく。そういう風にできれば良いのではないかということです。このような状況が協働化とい

うことで、今日はお互いにこの５原則を読みながら議論していただいて、いま抱えている具体的なテーマ

を基に議論を進めていってもらいたいと思います。 

今日のこの意見交換会ですが、協働を自分ごととしてとらえるということが大きな目的です。行政の方は

協働は市民部の仕事であると思わず、協働は総合計画中にもある大きな柱の１本である。そういうことを

踏まえて、今日は具体的に協働を進めるにはどう考えたらいいのかということを三者委員のみなさんと具

体的なテーマに基づいて議論し、共有化し、目線合わせをすることができたらと考えています。皆さん緊

張されていると思います。大津市の三者協働を進めるという目的の共有からやらせていただきまして、話

合いを楽しみながらやっていければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

 （※ホワイトボード写真） 
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２．意見交換会 

（１）「大津市の協働の現状について思うこと」 

１グループ 

 

 

２グループ 
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３グループ 

 

 

４グループ 
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５グループ 

 

 

（２）「協働の５原則をそれぞれ実現するために、具体的に何をすべきか」 
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３．参加者 

氏名 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

環境部 増田　伊知郎 1

環境部 環境政策課 課長補佐 宿谷　繁生 1

消防局 池田　勝三 1

消防局 消防総務課 参事 山川　真也 1

事務局長 大澤　光雄 1

専務理事 仲野　優子 1

市民部 中島　隆 2

市民部 自治協働課 課長補佐 川瀬　睦 2

教育委員会 田中　正彦 2

教育委員会 教育総務課 課長補佐 安孫子　豊 2

副会長 後藤　佳子 2

総務部 行政改革推進課 副参事 高木　悟 2

政策調整部 高阪　一男 3

福祉子ども部 船見　順 3

市民病院 黒川　弥寿夫 3

市民病院 病院総務課 課長補佐 大塩　勲 3

代表 西本　育子 3

准教授 渡邊　暁彦 3

産業観光部 山田　崇 4

産業観光部 産業政策課 参事 丸山　政良 4

都市計画部 都市計画課 課長補佐 三國　昌克 4

政策調整部 人権・男女共同参画課 課長 玉井　泰子 4

事務局 尾中　克行 4

市民部 日比　均 4

建設部 西村　芳夫 5

建設部 交通・建設監理課 課長補佐 名島　靖麿 5

企業局 井上　英男 5

企業局 企業総務課 課長補佐 松岡　正人 5

教授 只友　景士 5

代表理事 森口　行雄 5

龍谷大学政策学部

NPO法人大津NPOセンター

滋賀大学教育学部

政策監

常世川再生の会

部長

政策監

企業局次長

教育委員会事務局教育部次長

大津市地域女性団体連合会

政策監

政策監

市民病院事務局次長

おおつ生き活き市民ネット

所属／職位

環境企画監

消防統括監

大津市自治連合会

ＮＰＯ法人しがＮＰＯセンター

政策監

 
※協働を進める三者委員会 吉田委員（文化・青少年課 課長補佐）は途中参加 


