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平成21年度第２回市民参加推進会議 議事概要 
 
■日 時：平成21年8月7日(金）18時30分～20時30分 

■場 所：文化会館3階 第1会議室 

■出席者：奥村委員、三浦委員、大谷委員、金山委員、六本木委員、城戸委員、杉村委員、横山委

員、芦田委員 

■事務局：永井課長、栁田補佐、池田副主査、斎藤副主査 

■議事次第： 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）討議 

  ①市民参加推進計画改定素案について 

②協働のガイドライン素案について 

（４）閉会 

 

■議事概要： 

 

（１）開会、（２）会長あいさつ 

 事務局より開会のあいさつ、会長よりあいさつ。 

 

（３）討議 

①市民参加推進計画改定素案について 

 事務局より、資料１に基づき、市民参加推進計画改定素案について説明。 

 
会長：市民参加推進計画の構成について、前回のご意見、ご議論を踏まえた形で事務局から提示され

ていますが、この形(目次)でよろしいでしょうか。ご意義なしのようです。ありがとうございま

す。そうしましたら具体的な中身に入っていきたいと思います。１章と２章をまとめてご意見ご

ざいますか。 

委員：これまでは目標の達成度というのは、客観的な数値で実施していました。今回は、市民意識調

査に準拠されるわけですが、市民意識調査とはどういうものなのでしょうか。 

事務局：昭和 54年から隔年で、浦安市の市民 3,000人を対象に市民意識調査を実施しています。施

策全般に渡って暮らしやすさなどについて経年で採り続けている調査です。今までは暮らしやす

さ評価などの経年事項に加えて、各課で重点事項を設定して伺っていました。新しい基本計画の

スタートに伴い、施策レベルで市民の満足度、重要度という項目を入れました。正式な数字が出

るのは９月なのですが、現時点では回収率は50.6パーセントとなっています。 

会長：委員のご指摘のように、ホームページの閲覧件数などよりは、見えにくくなっていると思いま

すが、逆に、実際の市民の受け取り方という観点からは、成果的な指標ということが出来ます。 

細かいことですが、１ページ目の「改定の趣旨」の５行目、「市民と市の協働への意識が高ま

る中で」という表現がありますが、厳密に市というのは市民も含まれていますから、市民と行政

との協働とか、市民と市役所の協働という方が正確ではないでしょうか。 
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事務局：そうですね。最終的には文言の整理を行いたいと思います。 

委員：この間伺ったときに、これから市民活動推進課と打ち合わせをするということでしたが、され

たのでしょうか。少し違和感のあるところがあるので。 

事務局：約束３については何度も見てもらっています。 

委員：約束３ではなく、３ページのまちづくり活動への支援充実に向けての部分です。市民活動団体

をむやみに支援しても団体は自立しないのです。支援の仕方にはとてもデリケートなところがあ

るので、そのへんをきちんと市民活動推進課と詰めてほしいのです。 

会長：そうしましたら、３章も含めてご指摘いただきたいと思います。 

委員：用語集はどれぐらいのページになるのでしょうか。 

事務局：ボリュームまではまだイメージしていません。 

委員：分量が多くないのであれば、本文の中に組み込んでいただくと読む人に優しいと思います。 

委員：例えば９ページに指標と現状値、計画終了時というのがありますが、計画終了時にも具体的な

数値を入れるのでしょうか。 

事務局：根拠となる数値が設定しにくいので、矢印の向きで示していくつもりです。基本計画も矢印

の向きで示している指標があります。これが分かりづらいということであれば他の方法を考えて

いきます。 

委員：指標が、約束１、２、３、４、５の最初に来ていますが、浮いている気がします。例えば９ペ

ージの「約束１ 情報の共有化」とあって２行書いてあります。流れとしては 10ページの内容

をもってきた方が分かりやすいと思うのです。だから、別に節を立てて、計画を評価するにはど

うしたらいいか、といった柔らかい言い方でいいので、この表を全部まとめて書いたらどうかと

思いました。 

委員：評価が、約束の下に入ってきているのがよく分からない。それから、例えば５ページの計画目

標の約束１のところを見ても、市民と市と行政とごちゃごちゃとしていいて、主語がどれだかも

分からない。市と行政の何が違うのかも分かってこない。 

委員：数値目標を変えるのはいいと思うのですけれども、市民意識調査報告書の実態がよくわからな

いのです。浦安市市民意識調査の中で、市民参加に関係がある部分だけ抜いて、数値目標にする

と、直感でパッパと書いて出し結果が評価結果となるのでしょうか。もしそれが実態であるので

あれば、市民に市民参加推進のための意識調査なのですよ、ということを情報として発信して、

それに基づいた意見を求めないといけないと思います。 

事務局：ご意見をお聞きして、まず市民意識調査とは何かという説明をつけなくてはいけないと思い

ました。数値指標については、どの項目を指標として設定しても、それはそれで賛否両論あるの

ではないか。逆に、数値指標をなくしてしまえばよいという意見もありますが、やはり計画の評

価方法としては残しておいたほうがよいという話もあります。あと、市民意向調査の有効性を問

われるとなると、意向調査を実施する意味もなくなってしまうと思います。 

会長：市民参加とか協働というテーマのアンケートで数値指標を採るという方法もありますが、そう

すると逆に市民参加や協働に関して良い返事・良い答えをしなくちゃいけないかという、そうい

うバイアスが掛かる恐れもあるわけです。逆に市民意向調査の中で全般的に聞いた中で、市民参

加に関わる部分を拾うと、ニュートラルな回答が得られるという面もあるので、どちらがよいと

一概には言えないと思います。 

委員：会長がおっしゃったように、両方とも良いところはあるし、マイナスもある。そうした議論を
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踏まえてこれをやりますという形は作っておいてほしいと思います。数値指標をやめようといっ

た極論を言っているわけではないのです。 

会長：ありがとうございます。指標を置く位置ですが、現在の計画は一覧表にまとめて出しています

ね。 

委員：市民意識調査は主観的な資料です。非常にばらつきも出るでしょうし、評価資料として使うの

はある種危ない資料だと思うのです。だからもう少しさらっと書いたらいいのではないかと思う

のです。 

会長：例えば、市民参加とか協働に関する指標体系という表現にして、多少目標としているのだとい

ったニュアンスがあればいいのですね。 

委員：こういうもので測ることができるということを示しておく、そういうレベルだと思います。 

委員：計画終了時の評価については市民意識調査を活用しますということをさらりと入れるぐらいで

よいと思います。質問ですが、現状値 21年度の数値は出るわけですよね。そうすると 21、23、

25が出て26年度は実際には市民意識調査を実施する年ではないのですね。 

事務局：25年度の数値で、評価することになると思います。 

委員：市民意識調査は毎年質問事項が同じなのですか。それとも質問を変えるのですか。 

事務局：これまでは、経年で見るものについては、質問は全部一緒ですが、重点項目については毎年

違っていました。しかし、今回から、市の基本計画の施策レベルについて全部聞くことにしまし

た。今後は、同じ項目について聞いていこうということになっています。 

会長：今回から大きく市民意識調査を変えた背景には、基本計画の進捗管理を行うための指標にしよ

うという意図があったのですか。 

事務局：そうです。それと、今、行政では行政評価システムを検討しています。今は全部別々の歯車

で動いているのですが、それを１つにまとめるシステムです。例えば、ここを重点項目に置いた

ら予算も人も配分される。そういうようなシステムを作っていかなければいけないということで

やっているのですが、市民意識調査というのは市民のニーズを測る一番の元です。ですから、こ

れもその中の歯車に入らなくてはいけない。そのためには毎回同じ質問で市民のニーズを測って

いく必要があるということで、今年から変えていくことにしたわけです。 

委員：もともと数値指標は、市民参加推進計画のチェック機能を果たしてきたわけですね。そうする

と何でチェック機能を付けるかというのは、やっぱりちゃんと入れておかないと分かりにくくな

るとと思います。 

会長：評価の仕組みを入れておこうというこということですね。 

委員：数値ではなくてもよいのです。言葉でもいいのですけど。 

委員：アンケートの項目を見させていただいたのですが、この項目の言葉でこれをそのままかぎ括弧

か何かにして、文字で載せたほうが、皆さんがおっしゃったように強い表現にならないし、計画

終了時の数字は「～のアップを目指します」程度のほうがいいと思うのです。 

委員：今まで使っていた数値指標は完全に外すということなのですか。 

事務局：資料編には残しておこうと思っています。 

委員：客観的なデータとしては、今まで使っていた数値指標のほうが分かりやすので、一掃してしま

うのもさみしいと思うのですが。 

事務局：ホームページのアクセス数はアクセスマシーンで変わってしまうし、パブリックコメントの

平均意見数も案件によって全く変わってしまう。市民参加推進会議で議論するに値するような指
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標ではないと思います。 

委員：半分は、この数値指標のうち確実なものを残して評価して、半分は市民意識調査の結果を反映

させるという考えはないですか。 

会長：主観指標と客観指標、両方載せてはどうかということですね。客観指標でも信頼性の低いとこ

ろは落としてというような、いろんな考え方が出てきます。 

委員：従来の客観指標の中で使えるものは何でしょう。 

委員：使えるものは、客観的な数字の中ではないですね。 

委員：そうすると、評価は２年に１回の市民意識調査によって行うことになるわけです。それならば

本当にさらっと触れる程度でよいですね。 

会長：数値指標については貴重な意見をいただきましたので、それらを踏まえて事務局で検討してい

ただけますか。 

委員：６ページに「約束４ 市民と地域との協働事業を推進」とありますが、約束３には「地域活動

団体の支援強化を図ります」と書いてあります。ここは用語を統一して、「地域との協働事業」

ではなく「地域活動団体との協働事業」なのではないですか。地域活動団体を市民活動団体に含

ませるという考え方もあるので、そこをきちんと整合性を持たせておく必要があります。しかし、

協働に関しては、市民活動団体とは分けて大きな担い手としての地域活動、自治会をとらえてい

るわけだから、特化させて書いてもいいとは思うので、そのへんを整理してください。 

事務局：おっしゃるとおりです。協働のガイドラインを見ると、地域活動団体、市民活動団体、まち

づくり団体という用語が混在しているので、考えなくてはいけないという認識は当然あります。 

 委員：地域活動団体の支援強化と言いますが、地域活動団体は充分支援されているので、支援はもう

いらないと思うのですが。 

会長：地域活動団体という表現と地域という表現があります。これが同じであれば表現を統一したほ

うがいいし、地域の中にもっと別のものが入っているのであれば、その違いが分かるような形に

するようにしたらどうでしょうか。 

事務局：そうですね。市と行政の使い分けについても整理する必要があります。用語の整理はまちづ

くり団体も含めて行っていきます。 

委員：17ページの「幅広い市民層からの審議会等委員への参加促進」について、「女性の登用」とい

うのは入れなくてはいけないのですか。 

委員：現状がそうなってないのだったら、入れる必要がありますね。 

事務局：ほとんどの審議会が、女性委員の割合が３割以内というのが実態だと思います。 

委員：11ページに「協働推進ネットワークの構築」とありますが、もう少し優しい言葉にしたほうい

いのはないかと思います。 

会長：タイトルについてのご指摘ですね。1週間ぐらい時間をいただいて、電話でもメールでもいい

ですので気づいた点を事務局までご連絡いただけますでしょうか。では時間も押していますので、

続いて協働のガイドラインの議題に移らせていただきたいと思います。 
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②協働のガイドライン素案について 

事務局より、資料２に基づき、浦安市協働のガイドライン素案について説明。 

 

会長：事務局から協働のガイドライン素案【ポイント編】をご説明いただきました。どんなところか

らでも結構ですのでご質問、ご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

委員：地域協働という言葉は他で使っていますか。 

会長：私からも質問があります。協働は色々な市町村で取り組まれている部分がありますけれども、

浦安市にとっての協働の特色というのは何でしょうか。 

事務局：地域協働という言葉は多分まだ聞き慣れないと思います。愛知県で地域協働という言葉を使

っている自治体があります。地域協働という言葉は第２期基本計画の中でも使っています。 

会長：そういう意味では、地域協働を打ち出していることが特色の１つになっていると考えていいの

ですね。協働パートナーという言葉が出されていますが。 

事務局：今回、まちづくり活動団体を協働のパートナーというふうに位置付けています。 

浦安市の特長は市民参加から協働を図っていくという点にあると思います。他の市町村は市

民活動と行政の関係から協働が始まっているのですが、浦安の場合は、協働が市民参加推進条

例にも規定されていましたので、そこからいかざるを得ない。市民参加の発展系が協働だとい

う点が、珍しい例ではないかと思います。 

委員：このガイドラインは意識が高い人には非常に分かりやすいと思いますが、協働を知らない人に

「さあ、やりましょう」とアピールする個所があるといいと思います。それのためにこういうこ

とが実績としてありますよ、ということを示す部分があると分かりやすくなると思いました。 

会長：コラムのような形で、浦安市で具体的な取り組みを紹介するとよい。そうするとガイドライン

が分かりやすくなるということですね。 

委員：市民参加推進計画の 34ページに「②市職員および市民の意識改革」とあります。今まで市職

員の意識改革というふうには書いてありますけれども、市民の意識改革という表現は微妙に避け

ているように思うのです。今回、市民の意識改革と書いてありますので、市のほうで市民に対し

てもう少し積極的な意識改革を促している、そういう姿勢に転じたのかなと見えたのですけれど

も、そのへんはいかがでしょうか。 

事務局：市民１人ひとりが参加していただければ、もっと良い町になるというのが浦安市の協働です

ので、そういう市民になって欲しいという意味での計画としていきたいと考えています。 

委員：事例の掲載については、できればお願いしたいと思います。また、どうしても市民活動団体が

クローズアップされがちなので、事例のところに地域活動団体の事例も何パターンか入れていた

だくと、地域活動、自治会活動も協働の一種なのだと感じることができるのではないかと思いま

す。 

会長：ありがとうございます。２ページ目の協働パートナーは、個人も協働パートナーになりうるの

ですか。あと企業はパートナーになりうるのかどうか。あるいは商店街、そういったものはまち

づくり活動の協働パートナーになることができるのでしょうか。 

事務局：まちづくり活動が市民参加推進条例上定義されています。市民参加推進計画お持ちの方は19

ページに書いてありますが、まちづくり活動という中には、ボランティア活動が入っています。

それを受けて、事務局の中でも、協働パートナーに個人を入れるか入れないかについては議論も

あったのですが、今の時点では入れています。 
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もう１点は、企業については今回書いてないのですけど、社会貢献活動、公役的な活動という

のであれば、その活動内容によっては市民活動に入れますというというところで整理できていま

す。 

会長：そうすると企業であっても目的によって入る場合もあるということですね。 

委員：２ページに、協働とは協働パートナーと行政が行うことと規定されているのです。非常に素朴

な感想ですが、さて何かやろうかなと思ったときに「あ、パートナーにならないとなれないんだ」

というふうにすごくインパクトを感じるのです。仕事を退職して何か始めたいと考えている人が

多いのですが、手引としてこれを読んでしまうと、協働パートナーにならないとできないんだと

思ってしまうのではないかなという気がしなくもないのです。 

それからもう１点は、行政から見るとまちづくり活動団体は協働のパートナーですが、市民か

ら見ると行政もパートナーです。あくまで協働パートナーという言葉は行政から見た表現になっ

ていると思います。 

会長：ありがとうございます。今の発言に関連してご意見があればお願いします。 

委員：協働が、市民参加の全てではないので、どこかに協働は市民参加のほんの一部だということを

書いておかないと、今みたいな誤解が生まれると思います。そうしないと、協働パートナーにな

らないと市民は参加ができないと思ってしまうと思うので。 

委員：市民活動の中のほんの一部に協働があるのです。ですから、協働のガイドラインとは別に市民

活動を始める人のガイドラインが必要なのだと思います。 

委員：「協働とは」というところから始まるのではなくて、もう少し市民活動に関わる５ページの左

側の領域のことも示して欲しい。 

委員：ポイント編ではなく、素案には、なぜ協働を進めるのが大事かといったことが書いてあるので

これを読まれたら一応わかると思うのです。ちゃんと素案を読んでいくとよくまとまっていると

思います。 

会長：協働のパートナーという言葉も、行政から見たときの表現だというのは重要なご指摘だと思い

ます。そういう文言を変える余地がまだあるのすか。 

事務局：協働のガイドラインは今回初めて皆さんにお示ししているので、もっといろんなご意見をい

ただければと思っています。 

委員：協働のガイドラインは、行政が協働に向かうときのガイドラインとしても作っているものです

ね。それで少し分かりにくいのかもしれない。 

会長：市民と行政の両方向いているわけですね。 

委員：どちらかというと一般市民ではなく、協働事業を行う人たち向けですね。 

委員：協働をやりたい人に市民もいるから、そちらにもある程度分かりやすく書かないと、行政ばか

りに分かりやすくてもしょうがない。 

委員：市民活動団体はたくさんあるけど、協働ができる団体はまだほんの一握りなのです。ただその

一握りが突出しているから、何かルールを作っておかないといけないのではないでしょうか。 

委員：市民参加推進計画には協働パートナーとは書いてなくて、協働のパートナーと書いてなかった

ですか。 

会長：「協働パートナー」とネーミングしたというのは特徴的でいいと思うのですが、でもおっしゃ

るように確かに違和感はある面もあるし、では何がいいのかというと、今すぐここで出て来ない

ですね。 
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委員：素案の４ページに「協働パートナーというのは、行政の協働の相手となるまちづくり活動を担

う団体・個人を協働パートナーと言います」とはっきり書いてあります。 

 委員：個人を協働パートナーに入れる必要はないのではないでしょうか。 

会長：先ほどの委員の指摘と考え合わせて、コラム的に、市民活動団体のケースと、地域活動団体の

ケースと個人のケースがあるということが分かるような工夫をしていただくとよいと思います。 

事務局：事例を挙げる必要性はワーキンググループの中でも指摘されてきました。実例を示すと、団

体名が出て来ますので、Ａ団体とかＢ団体とか表現の仕方はあると思いますが、大変デリケート

な問題で、具体の事例の示し方を今悩んで整理しているところです。 

委員：素案と素案【ポイント編】と内容が違います。【ポイント編】の方がこなれている感じがしま

す。 

事務局：委員がおっしゃられたように、見やすさ、読みやすさという話で、どういう書き方をしたら

よいか非常に悩んでいるところです。こういうふうにしたら見やすいといった意見があればぜひ

お願いします。 

委員：市の職員に読んでいただくには、ある程度詳しく書いてないと使えないと思います。ポイント

編は市民に知らせるためにはよいのですが、市民も実際に協働をやることになったら、やっぱり

素案を見ないとできないはずです。 

事務局：別の自治体ではこういうポイント編を先に持ってきて、先にサマリーを見せてから本編に入

るケースもあります。 

委員：本編とポイント編は両方あってもいいですね。本編がないというのはあり得ない。 

委員：ポイント編の５ページの８行目に「また、浦安市では、協働パートナーは組織的・財政的に小

規模な団体が多く、協働においてもＢの領域に止まっていることが多いのが現状です」とありま

すが、Ｂにとどまっているのがよくないということですか。 

事務局：よくないかどうかという意味は別として、Ｅの領域が肥大化しているということと、Ｂで活

動している団体が多いというのが現状です。 

委員：現状説明であれば、Ｂの領域で活動している団体が多いという書き方で良いと思います。 

委員：本編の 19ページを見ると、協働の進め方が分かりやすく書いてあるのですが、Ｄの相互単独

から協力型が「協働の本来の姿と言えます」と書いてあるのです。ここの認識があって、先ほどの

文章が出てくるのではないでしょうか。 

委員：目指すものがそこだと全面的に決め付けるのはいかがかと思います。ある活動においては目指

すものはそこかも知れないが、別の活動においてはそうじゃないというのもあると思う。 

委員：ポイント編の５ページＤと、本編の19ページのＤは内容が同じではないですよね。 

委員：全く別です。だから本編の19ページではＡ、Ｂという振りを使わないほうがいいです。 

会長：本編の 19ページでは仮にＤが本来の姿であっていいとしても、ポイント編の５ページでは、

それぞれのテーマとか内容とか、団体の大きさによっていろんな形が有りうると思うのです。そ

こで「Ｂの領域に止まっていることが多い」という表現は変えた方がいいですね。 

委員：協働にはいろんなパターンがあり、それぞれにメリットがある。だからＢでもいいという人も

いればＤでいいという人たちもいるわけです。Ｃにしなければいけないということではないのだ

と思います。 

会長：では、その点について委員の皆さんの意見を聞いてみましょう。 

委員：市民活動を行っている者としては、19ページのＤを目指すというのがベストと思います。 



 8 

委員：活動の内容によると思います。例えば自治会とかボランティアについては、19ページのＤの形

でなくてもよいと思います。 

委員：活動内容と活動主体の考え方で、目指す姿は違うと思います。行政と自治会が協力し合うとい

うのは非常に美しいですが、一方では「船頭多くして船山に登る」という言葉もありますし、ど

ちらがいいというのは一概に言えないと思います。 

委員：このガイドラインは協働ありきで書かれているので、進め方を決めてから協働をしましょうと

いう形になりがちですが、本当は課題があってその課題を解決するために、まず課題の共有がな

いと協働は始まらないと思います。そういう意味では、形としては 19ページのＣの「スタート

から協力型」が本来の協働に近いと思います。 

委員：ポイント編の５ページの横長の表にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとありますね。その中のＡが、本編19

ページのＤであり必要はない。そういうふうに考えたら、例えば横長の表のＥは最初から協働す

るはずのものではないと思います。そこの考え方がごっちゃになっているのだと思います。 

委員：私もそれぞれの段階によってレベルがあると思うのです。目的と活動内容と、団体の大きさも

あります。人員が少ない場合は 19ページのＢでよいのです。もっと大きな組織にして人員も確

保できて大きな活動ができるところはＤまで行く。無理に行政のほうから目標を立てて押し上げ

るとかえっておかしくなる、団体を維持できなくなると思います。 

委員：私も本来の活動目的に合っていれば、別に市が主導権を持っていてもよいのと思います。この

ガイドラインは非常に幅広く作ってみたほうがいいのではという気がします。 

委員：目的によってどのパターンの協働を行うかは団体が選ぶものです。ただ、Ｃのパターンを行わ

なければならない団体は、少なくとも 19ページにあるような成熟をとげなければいけない。こ

れは必要な情報だと思いますので、そういう位置付けにすると分かりやすいのではないかと思い

ます。 

委員：19ページの図と協働の領域の話を結び付けるのではおかしいと思います。19ページの図は、

後援や助成、委託といった手法を説明する図だと思うのです。 

委員：問題は、19ページの３行目の「ＣやＤのケースを増やしていく機会や仕組みが必要」という文

章なのです。 

会長：要するにある目標に向かって進むのか、バリエーションの多様性を認めるのかとかの違いです

ね。他に何かご意見がありますか。 

委員：誰のためのガイドラインかは、やっぱりはっきりしない気がします。今、19ページにいくつか

のパターンがありますが、本当は行政が選ぶことなのです。そのへんをはっきりしないと間違っ

てしまのではないでしょうか。 

事務局：作成の狙いとして、ガイドラインは市民、市職員が協働で進めていくに際しての基本となる

ツールを示すものだということがあります。だから本当は両方に示すことができるのがいい。市

民向けのパンフレット、行政向けのガイドブックをつくるところもあるそうなのです。そうして

いくのか、または一つのガイドラインを市民と行政で両方を共有して見ていくかは、今後検討し

ていこうと思っています。 

委員：ガイドラインが仮に100ページあったら、80ページまでは一緒で20ページは違うというのも

あるのではないか。 

会長：ガイドラインについては色々なご意見が出ました。市民向け、行政向けに分けていくスタイル

もあるだろうし、そのままにして主語を明確にして書くという形もあると思います。また、いき
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なり協働があるのではなく、課題があって協働があるということを前の振りのところで書き込む

ことと、協働パートナーはいきなり市民がこれだと確認できるものではないということを前のと

ころで加筆するようなことを検討いただければありがたいと思います。 

委員：協働のガイドラインは、職員も市民も今見るという前提で進んでいますから、市民活動にはい

ろんなものがあり、そこの中で協働するという場合にこのガイドラインがあるのだという位置付

けを示すと、初めて読む人たちにとって分かりやすいのではないか。別のところで説明されるよ

りは、ガイドラインの中でも整理されているほうが親切だと思います。 

会長：ありがとうございます。他にはご意見はありませんか。それでは長丁場になりましたが、今日

の市民参加推進会議はこれで終了させていただきます。 

以上 


