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平成２３年度第１回千葉市市民参加協働推進会議 議事録 

 

 

１ 日 時 

平成２３年４月２５日（月） １４：００～１６：３０ 

 

２ 開催場所 

議会棟第２委員会室 

 

３ 出席者 

（委 員）秋元委員、井上委員、大嶋委員、大山委員、岡本委員、鹿野委員、 

        小松委員、榊委員、福川委員、宮崎委員、山本委員 

（事務局）花島総合政策局長、片桐市民自治推進部長、布施市民自治推進課長、 

中村課長補佐、飯髙主査、吉野主任主事、金山主任主事 

 

４ 議題 

（１） 平成２３年度千葉市市民参加・協働実施計画について 

（２） 協働事業の振返りについて 

（３） 協働のあり方について 

（４） その他 

 

５ 議事の概要 

（１） 平成２３年度千葉市市民参加・協働実施計画について 

事務局から、実施計画（案）について説明し、質疑応答が行われた。 

（２） 協働事業の振返りについて 

事務局から、協働事業の振返りの見直しについて説明し、質疑応答が行われた。 

（３） 協働のあり方について 

「協働のあり方」について審議が行われた。 

（４） その他 

事務局から、「協働事業提案制度」について報告した。 

 

６ 会議経過 

○事務局 

 開会、会議の公開について説明 

 

○総合政策局長 

 みなさんこんにちは。この度の人事異動によりまして、総合政策局長に就任いたしました

花島と申します。よろしくお願いいたします。 

開会にあたりまして、一言ご挨拶を申しあげさせていただきます。 

本日は、平成２３年度第１回千葉市市民参加協働推進会議にご出席いただきまして、あり

がとうございます。本来であれば、３月にこの会議を開催する予定でございましたが、ご案

内のとおり震災によりまして延期をさせていただいた訳でございます。その際にスケジュー

ル等におきまして皆様方に色々とご迷惑をおかけしたのではないかと思います。申し訳ござ
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いませんでした。 

本日は議題が３つございまして、それぞれご審議いただく訳でございます。私もこの「参

加と協働」については仕事柄非常に思い入れがございまして、今から１０数年前、総合ビジ

ョンをつくるときにも、「その推進にあたっては市民の参加と協働により進める」ということ

を、千葉市として発信させていただいております。その後、色々な形で参加・協働の概念、

意義、理念等は変わってきているのではないかと思いますが、その辺りのところを皆様方と

一緒に意見交換をしながら、我々行政側も一生懸命勉強しながら何とかこの「参加・協働」

の取り組みの方向をしっかりと考えていきたいと思っております。 

 委員の皆様には、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申しあげまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 本日は、伊勢田委員におかれましては所用により欠席されておりますけれど、委員１２人

の内、１１人の委員さんがご出席されておりますので、千葉市市民参加及び協働に関する条

例施行規則の規定により、会議は成立いたしております。 

 それでは、４月１日付けの人事異動で事務局の職員も変わっておりますので、改めまして

事務局の紹介をさせていただきます。 

 

 （事務局職員紹介） 

 

 続きまして、本日の会議資料につきまして確認をさせていただきたいと思います。 

 

（配布資料確認） 

  

それでは、ここからの議事の進行は、福川会長さんにお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

○福川会長 

早速、始めさせていただきます。議事次第によると、今日は３つの議題がありますが、尐

し中身のある議論をしたいということで、後半は３つ目の議題に振り分けたいと思います。

前半の２つは制度にあるルーティンワークですが、こちらはなるべく簡単にしまして、後半

の議論を深めるようにしたいと思いますので、どうぞご協力お願いします。 

それでは、議題１の「平成２３年度千葉市市民参加・協働実施計画について」事務局から

ご説明していただきます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料１「平成２３年度千葉市市民参加・協働実施計画（案）」 

 

○福川会長 

 どうもありがとうございました。 

 ここまでのところで、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。 
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○宮崎委員 

 全く初歩的な質問で申し訳ないのですが、この２７０という取組頄目数については、全体

としてはもっとたくさんある中の２７０ということなのか、この頄目の設定というのはどう

なっているのか教えてください。 

 

○福川会長 

全体というのは、市役所が行っている総数ということですか。 

市役所が行っている事業のうち、市民参加の取り組み云々にあたるものが２７０個あると

いうことですよね。 

 

○宮崎委員 

 そうすると、全体数は何千とあるということですか。 

 

○事務局 

事業総数は手持ちの資料がないので把握していないのですが、市役所では色々な事業を行

いますので、全庁的に照会させていただき、パブコメやワークショップ、アンケートを行う

と回答のあった事業が２７０ありました。昨年度が２５９、前々年度が２４１ということで、

市民の方々が参加いただく、あるいは協働で取り組むといったものは徐々に増えていると認

識しております。全体の総数とかパーセンテージを計算するのは難しいわけですが、庁内的

には周知されてきたのかなと思っているところであります。 

 

○大嶋委員 

 市長さんが財政危機と関連して、市民にもっと参加していただければ行政コストが下がる、

同じことをやるにしても市の職員がやるとコストが高くなるのですよというようなことを機

会のある毎におっしゃっていますよね。まあ、その通りだろうと思うのですが、昨年と比較

して１１件増加しているというのはそれぞれの担当セクションで、そういう市長さんの意向

を酌んで増えてきたと、そういう理解でよろしいのでしょうか。 

 

○総合政策局長 

確かにその影響もあると思いますけど、ただ、パブコメやるからそれが市民参加だとかそ

ういうことではなくて、皆さんご存じかどうかわからないけれど、昔、道普請というのがあ

って、砂利を役所がポンと届けて、それを地域の人が平らに均すという道路の整備のやり方

がありました。市長がいう趣旨は簡単に言うとそのような考え方で、今まで右肩上がりで景

気のいい時代は要望があれば業者委託なりしてすぐ整備できましたが、これだけ予算が厳し

くなる中で、しかも市民要望ですとか市民サービスというのは多方面にわたります。限られ

た予算の中で、求められるサービスにお金を割り振るためには、市民の方々にご協力いただ

けるところは是非協力いただきながら、お金を有効に活用しようということでございます。 

こういう時代だからこそマンパワー、地域力に支えられた新たな公共経営という方向性で

進みたいと思うのです。６０歳以上の元気な方々がたくさんいらっしゃいますし、学生でボ

ランティアをやりたいという方々もたくさんいらっしゃいます。そういった方々と我々は連

携をとりながら、課題解決、これは大きなことはなかなか難しいので地域課題が多いですけ

ど、見守り隊ですとか、お年寄りが一人でいるところには地域の方々が声をかけていただく

とか、こういった事業をやればかなり経費的にも縮減できるだろうということで、市長は事
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あるたびに申し上げているのだと思います。 

 

○大嶋委員 

 若葉区の市民対話会に参加させていただき、今の財政ピンチを招いたのは自治体経営の失

敗ではないですかと言ったら、痛いことを言われたけれども確かにそのとおりですというよ

うなことを市長はおっしゃっていました。 

行政側は大変大きな情報力をもって進めていますが、結果的にはこういう失敗をしている。

だからこれからのまちづくりにはもっと市民の目線を入れていこうということが、市民の参

加・協働の主たる目的であって、行政コストが安くすむということは結果的にそうなるとい

うことで、“安上がり行政”の手段として「参加・協働」があるのではないと思います。 

リーマンショックによる景気の低迷に伴う税収の減尐という要因はあるにせよ、「税収は右

肩上がりに伸び続ける」という見通しの甘さが、今日の財政危機を招いている訳で、これか

らのまちづくりは、その地域に根付いて生活している住民の視点から各種の施策が行われな

ければならないので、参加・協働してくださいということだと思います。そういった説明を

市長はしない。ただコストが下がりますよ、協力してくださいという言い方だから、引っか

かる部分があるのです。 

 

○福川会長 

 だから道普請もあるけど、それだけではないですね。 

 

○総合政策局長 

 行政展開の失敗と言われれば、反省させていただかざるを得ないが、一言だけ言い訳をさ

せていただくと、右肩上がりを想定していた状況の中で、一定の財政収入があれば、こうい

った危機を招くことはなかったと思います。国際的な財政状況の変化もありましたし、一定

の社会資本が整備されて初めて大都市としての風格があるということで、あの当時はそうい

う方向で政令指定都市を目指していました。特に市民の快適な居住環境を整えるためには、

やはり公共下水というのは非常に大きな要素であろうということで、下水道の普及率アップ

に力を入れてきました。その辺も含めて全体的には反省せざるを得ないわけで、その反省を

踏まえて今後取り組んでいかなければならないと思います。 

また、今おっしゃっていたチェック機能については、議会というのが明確なチェック機能

として存在するわけで、その辺との絡みの中で、どのように市民の方のチェックをいただく

のかなかなか難しい部分があるとは思いますけれども、確かに市民参加の中では市民の目線

からチェックをいただくということも、大きな要素のひとつかなと感じるところでございま

す。 

 

○岡本委員 

 千葉市に限らず、地方自治体がこういう状況になったのは、経営の失敗というのはもちろ

んあるとは思いますが、本来責任を持って一緒にやるべき我々の側にも責任があったのかな

と、つくづく反省しているわけですが、そういう意味で市民が積極的に参加していくという

のは非常に大事だと思うのです。 

資料の１ページの公表の趣旨に、公表することによって云々とあり、見ない側にも責任は

あるのですが、今年度の２７０頄目についてどれだけ積極的に公表できているのか、もっと

積極的にＰＲしていただくことが参加につながるのではないか。これが一点。 
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頄目の見直しは、ほとんど市役所の中で行うという説明でしたが、市民参加というのであ

れば、市民の考え方を取り入れるのが大事ではないかと思います。民間企業ではコストパフ

ォーマンスが第一で、次に進行状況の把握。当初掲げた目標に対してどの辺まできているの

か、そのうえでコストパフォーマンスを考えてこれはやめるべきだ、あるいは続けるべきだ

と判断します。そのとき大事なのは、各頄目に優先項位をつけることで、ただ２７０頄目を

部局別に並べても、一般市民、特に私なんかが見ても、金がかかってもやるべきなのか、あ

るいはそろそろ収束するべきなのかというようなことの判断がつかないのですね。 

もう一つ今回びっくりしたのは、５１ページの「市民の意向の把握」が３頄目しかないの

ですね。市民参加・市民協働ということを大きな課題としているのであれば、この頄目が一

番先に来るべきではないのかなという気がしたのですが、そういうところからもう一回見直

しができないのかなという気がしてなりません。 

 

○福川会長 

どうもありがとうございます。今のような議論はのちほどまたやりますけど、事業の内容

そのものを判断する手段は我々には全くないので、結局のところここに取り上げられた様々

な参加の手法・協働の手法がどのくらいあるかという量的な把握で終わらざるを得ないです

ね。これはこれでいいのかという議論を後半に行いますので、ご意見をまとめておいてくだ

さい。 

ひとつだけお聞きしたいのですが、「市民の意向の把握」というのと「市民の参加の取り組

み」の分類に明確な違いはあるのですか。 

 

○事務局 

市民意向の把握というのは「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」「新世紀ちば健康

プラン次期計画策定のための実態調査」等の、計画を立てるにあたって皆様方の意識を調査

させていただくという、いわゆる意識調査でございまして、先ほど委員さんの方からありま

したような事業の是非を問うといったようなものではありません。ちょっと皆さんの認識と

違う部分があるかもしれないのですが、私たちとしてはこのように区分させていただいてお

ります。 

 

○福川会長 

 必ずしも分類がはっきりしないので、これだけみると３つしかないように見えてしまいま

すね。 

 

○小松委員 

 分野と頄目の数を見ますと、一番多いのが「こども・教育」、それから「都市・建設」、そ

れから「市民生活」となっています。私は特にＮＰＯとの関わりが強かったので、ＮＰＯの

１７分野でいうと「保健・医療・福祉」の分野が全国でも千葉県でも断トツに多いのです。

市民公益活動をしている側の分類でいうと「保健・医療・福祉」が多くて、その辺が一番多

そうかなと思ったら、教育やこどもというとても大事なところと、市民生活にすごく密着し

ているところと、あと意外なことに都市・建設のところが多いというのは、ひょっとしたら

千葉市の特徴なのかもしれないと思うので、総括のところでどういった点が多いのか、また

千葉市のこういう施策の中で市民に密着した、若しくは、こどもと教育については市民目線

でやっていこうという、そういったものが功を奏して増えているのだといったような、考察
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があるとすごくわかりやすいかなと思います。 

 

○福川会長 

そうですね。数字を出すだけでなくて分析して考察してみないと、ただ去年の数字と比較

して増えたとか減ったとか言ってもわからないですね。そうすれば色々と考えを巡らせたり、

何か手掛かりとなったり、資料としては使えますね。もうちょっとそういう努力をしたほう

がいいかもしれませんね。 

 

○鹿野委員 

 ２３年度の新規ということで太字になっているところがございますけれども、これは、協

働を推進するという観点から新規に追加されたという認識でよろしいのでしょうか。 

 

○福川会長 

 もちろんそういうものもあるかも知れませんけど、新規でやる事業が、市民参加の手続き

が入っていたということですよね。 

 ずっと関連する話が続きますので、先に行かせていただいて、また議論をしたいと思いま

す。 

 ２つ目の議題の「協働の振返りについて」ですね。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料２－１「協働事業の振返り」の見直し 

・資料２－２「協働事業の振返り調査票」修正案 

・資料２（参考）現行の「協働事業の振返り調査票」 

 

○福川会長 

 これは要するに、この新しい調査票で書いてもらってその結果は１０月（の推進会議）に

でてくるということですね。前の調査票は色々と不十分ではないかという意見があったとい

うことで今回直していただいた。過去の反省も重要。 

これでいいのかどうかご意見をください。 

 

○大嶋委員 

 「協働で取り組む意義を理解していましたか」あるいは「協働で取り組んだ成果は出まし

たか」というような設問がありますが、有識者といわれる方でも「協働とは」ということに

なると色々なご意見が出てくるので、実際に協働事業としてやっている団体さん側が協働と

はどういうものかということを認識、理解されているかどうかで回答が変わってくると思う

のです。その辺はどのように考慮したら良いでしょうか。 

 

○事務局 

今回大きなポイントとなるのが、お互いが意見交換をするということでございまして、例

えば団体さんの方が３、市の方が５とした場合に、すぐには無理かも知れませんが何回かコ

ミュニケーションをとっていただき、お互いが「協働」というものをどう思っているのかと

いうことで意見のすり合わせもしていただければと思っているところであります。 
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○大嶋委員 

 町内自治会長の経験からこういった質問をしたのですが、自治会への委託というかたちの

支援事業がありますけど、おそらく町内会長さんでこれが協働だという理解をしている人は

一人もいないのではないかと思います。市から広報資料がくるので、ただ私どもはこれを指

定どおり遅れないように回覧して委託料をいただいているのであって、これが協働事業だと

いう理解は全くなかったのです。まだそういう段階なのですよ。 

 

○宮崎委員 

 ２１年度の振返り結果というのは、推進会議には出てきたのでしたっけ。 

 

○福川会長 

 前回出てきています。数表のようなかたちで、この協働の要素の各頄目について一覧表で

出ていました。 

 

○事務局 

 振返り結果として○または×をつけてくださいとなっていて、高いところで９８％、低く

ても８０後半と、ほとんどがこの欄に○をつけてきました。あまり評価としての実効性がな

いだろうというご指摘をいただいたうえで私どもは今回、調査票の形式を見直したものであ

ります。 

 

○井上副会長 

実は昨年、この調査票をメールで送っていただいたのですけど、任意だったので出しませ

んでした。内容的に難しいので、こういうのが好きな方しか出さないような感じがします。

対面で聞き取りみたいな形で取らないとなかなか本質的なものは出てこないのではないかな

という気がします。その辺の評価をどうするか、こういう場でも結構ですし、行政の中でも

（検討する）必要があるのではないかなという気がしています。 

 担当者の方と、「どうしよう」みたいな感じで進めていく分にはいいと思うのですが、バラ

バラに出すとなると、相手はどう考えているのかなという評価が気になりますので、１８０

度違う意見でも良いのですけど、できるだけ方向性として合わせるのが協働の目的でしょう

から、その辺もやっていかないといけないと思います。 

 

○福川会長 

これは２枚バラバラに団体と市にいくのか、それとも市が記入してから団体にいくのか、

どっちですか。 

 

○事務局 

 我々は、別々にというのを想定しています。ただ、副会長さんがおっしゃるように、次は

こうしようという提案を含めて、実際お互いが話しながら、面談方式でこれを使うというの

は想定しておりませんでしたので、今のご意見をもとに工夫する必要があるのかなあと思い

ます。ありがとうございました。 

 

○福川会長 
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 結果の集計よりは、お互いに勉強するという感じですね。 

 

○榊委員 

新しい調査票はかなり整理されて、そういう意味ではいいなと思うのですけど、気になる

のは「協働で取り組んだ成果は出ましたか」という設問で、これは、去年の調査票にあった

ように「協働ならではの成果はありましたか」とか「副次的な効果はありましたか」という

意味で取らないと、単純に事業の成果についての評価になってしまうと思います。協働でや

るというのは特に職員の方にとっては事務量とか、場合によってはコストとか、時間とか色々

な意味で市役所だけでやるよりも余計に必要になってくるものも多いと思うのです。そうい

うことも考えたうえで、やっぱり協働の方がより成果があるというときだけ５になったり４

になったりするわけで、去年あったように「協働ならではの成果はありましたか」とか「副

次的な効果はありましたか」というその聞き方はここについては大事だと思うし、そういう

視点での評価をしていただかないといけないのではないかなと思っています。ですから、何

らかの形でここはそういうことが基準だということを明らかにできたらいいなと思います。 

 

○福川会長 

 どうもありがとうございます。 

 他にご意見はありますか。 

 

○山本委員 

 この「協働事業振返り調査票」において、意見交換がとても重要だということで、特出し

したということなのですけど、どういうふうに意見交換を進めるのか、というのがちょっと

わからないのですが、どういったイメージなのでしょうか。 

 

○事務局 

 すいません。この時点で具体のイメージは私どもでもつくっておりません。 

 

○山本委員 

 意見交換をするにあたって、どういうふうにその場をコーディネートするかというのは意

見が出やすいか出やすくないかとか、そういうことも含めてすごく重要だと思います。先ほ

ど大嶋委員がおっしゃったように、元々協働というふうに思っていない中で、意見交換をす

る意味というのがどの程度あるのか尐し疑問だったのと、今回協働ということで総数として

たくさん出ているのですが、一つひとつの事業の完成度をみていくのも重要だと思うので、

この中で特定のものに関して深く掘り下げて結果を見ていくというやり方もいいのではない

かと思いました。 

 

○事務局 

ありがとうございます。まさに最後の議題「協働」という言葉の定義について、一番行政

の関与の強い「委託」か、あるいは「補助」か、間の本当の「協働」か、どの部分までをと

らえて協働と考えるのかということで、この計画上では、「委託」「補助」「協働」３つの部分

すべてをとらえて、これまで２０年、２１年とつくってきたものですが、ここも実は疑問で

ございましたので、今回、小松委員さんから頂いたご意見をもとに、これからのあり方をこ

こでまた考えさせていただきたいと考えております。 
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○秋元委員 

最近、言葉が独り歩きしていますけど、たぶん市民の側は協働ということは全く考えてい

なくて、市の方と一緒に何かをした、ただそれだけでいいのではないでしょうか。 

一つひとつの事業に対する結果報告とかそういったものは報告書でされていると思うので

す。この調査票については、役所側が協働の成果に通信簿でいう５段階評価をいただきたい

のだというような感覚でしか私には思えなくて、確かに事業のやりっぱなしはいけないけれ

ども、果たして市側と団体側の評価が５になるということを目的とする調査票が必要なのか

疑問です。 

もしかしたら役所側のみが点数をつければいいのかも知れないし、両者が自身の評価をす

ると○が増えます。だから相手の評価を書くということにするか、これを書くというのは非

常に団体の方も大変でしょうし、私も助成金も頂いて青尐年事業を市の方とやりましたけど、

担当の方が一緒に事業に行ってくださって、私たちと同じように汗をかいてくださった。も

うそれだけで私たちは協働だと思うのですね。だからその辺が団体の解釈と市の方が求める

ものと異なってくるので、この調査票の目的というのを明確にして、対象をどこにするのか

もうちょっと整理した方がよろしいのではないかというふうに感じました。 

 

○事務局 

 私どもが協働の要素として書いている頄目が５つございますけど、行政マンみんながこの

参加・協働を絶えず意識して仕事をやっているかというと、なかなかそうはいっていないと

いうのが現状です。 

これから協働を進めていくうえで、よかったねという気持は第三者に伝えることが非常に

難しいので、定量的なこういった頄目がキーポイントになるのだと思います。こうした協働

の要素を行政マンが気にすることが住民の方々と一緒に仕事ができるポイントではないかと

考えておりまして、こういった点を最後にチェックするから、始める段階から意識して事業

に着手してもらえないか、そんなニュアンスで考えています。経年の変化を出せばどういう

ところが弱いのかわかるので、そこを補強する手立てを打てるし、職員への意識啓発をしな

ければいけない。そんな考え方でこの調査票を作ったところでございますが、今のご意見を

参考にさせていただいて進めたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

○福川会長 

 振返りをやらなくていいという人は、いないですか。 

 

○秋元委員 

 やるのであれば、明確に、意義のあるものを。 

 

○大嶋委員 

 協働で取り組む意義に、主体性や自主性というのを２～３個ぐらい付け加えて、役割や責

任、あとはお互いの立場を尊重して交渉できましたかとかいうような、協働を形成する条件

をもう１つ２つ入れておいて、１番目の協働で取り組む意義を理解しましたかというのを残

すのならば、括弧でもしておいて、こういうことですよと解決してあげないとこれは無理で

すよ。 
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○総合政策局長 

 冒頭に申し上げたとおり、１５年ぐらい前から「参加と協働」という言葉は使われていま

すが概念としては相当変わってきているはずです。それぞれのお立場上で協働を解釈してい

く。我々内部でも協働の意義定義は一枚岩になっていないと思います。それほどなかなか難

しい。後ほどの議論の中で色々な意見交換をしていただき、私どもも皆さんの意見をいただ

きながら、勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○福川会長 

 これからやる勉強のご意見を踏まえて、工夫をしていただくということでお願いします。 

 

○鹿野委員 

 アンケートの対象が協働に限られていて、市民参加が対象となっていないのはなぜなのか

というのが、素朴な疑問です。市民参加まで含めてしまうとあまりにも数が多かったりとか、

理由はあると思うのですが、連携や市民参加を促していく活動として、市民参加で列挙され

ているものは新規であったり、いいもの、千葉市らしいものが多いような気がして、なぜこ

の振返りがないのかなと思います。 

 

○事務局 

 協働事業というのは継続している事業なので、今年度やったらその次もやりますというの

が基本的スタンスです。一方、市民参加の場合は１個の施策に対して市民の方の意見を聞い

て、その施策に反映させていこうというものなので、たとえばパブリックコメントみたいに、

今後策定される新基本計画などに対して期間を区切って市民の方の意見を聞いていこうとい

うものになるので、次年度どうするとか、事業自体を良くしていこうとかいう観点から協働

事業に対しては振返りを行っています。 

 

○鹿野委員 

 趣旨はとてもよくわかりました。１回で終わるものと言いましても、意見交換会ですとか、

私たちも企業として参加させていただいているのですけど、もうちょっとこうすれば良くな

るとか、色々な意見も持っておりまして、市民参加の方向とか、単発のものとはいえ、内容

は変えても継続されていくものもあると思うので、こういう形ではなくてもいいので、色々

な人の意見を聞く機会、あるいは市民側の意見を聞く機会があれば良いなと思いました。 

 

○福川会長 

 それをまとめるのがこの委員会の役目ですね。 

 それでは、３番目の議題に入らせていただいて、「協働のあり方について」１時間ほど議論

をしたいと思います。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

 ・資料３「協働のあり方について」 

 

○小松委員 

 ごく一般に言われていることですけど、協働の背景で大事なのは人口減尐と尐子高齢化で
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す。人口推計によると、千葉市はまだ幸せで、２０２０年（平成３２年）までは人口が増え

続けていく見通しですが、２０３０年（平成４２年）には９４万人、それから高齢化率も３

０％となっています。 

 注目すべきなのは、生産年齢人口が減っていくということで、これは所得とか色々な活動

のパワーの源になっていく若い人たちが減っていくということなので大きな問題です。 

自治体の財政は厳しいし、公務員数は減ってきているという状況の中で、日本の政府、民

主党が「新しい公共」というのを出しています。田舎では、あそこの家はだれが住んでいる

とか一人で住んでいるから大変だとか、そんなことをみんな分かっていて近所の人同士でフ

ォローしあうようなコミュニティがまだあります。今回の震災を機に、近くの人たちが、あ

そこに逃げようとお互いに声を掛け合うといった“共助”の大切さが認識され、そのような

ことも含めて、今後は「新しい公共」が理想としている、すべての人の居場所と出番があっ

て、支えあいのあるコミュニティというのが本当に大事になってくると思うのです。 

協働のベースはまさにここにあって、地域の課題は今までは行政がほとんどやっていまし

たけど、なかなかやりきれない部分があるので、社協ですとか各種団体、企業、経済団体、

学校、それから市民皆さん方、市民団体、こういったところが各々できる力を持ち寄って一

緒に解決していきましょうというのが「新しい公共」なんですね。 

その中で、行政と市民・ＮＰＯの連携といったところからやっていこうと、せまい意味で

の協働というのはまずここの部分なのですね。それぞれの主体が、できる力を持ち寄って解

決していこう、多様な主体の自発的な連携・協働の場、これが「新しい公共」の概念なので

す。目的はすべての人の居場所と出番、支えあいのコミュニティをつくっていくことで、そ

の中の一部として協働があるという認識をしていただければいいと思います。 

それで、今議論になっている協働とは何かということなのですけど、事例を調べれば調べ

るほど色々な定義があって、その中で横浜市の事例、千葉県の事例、千葉市の事例、宗像市、

しっくりくるなというものだけ挙げて、共通エキスを拾ったら、協働とは、地域の各主体す

なわち市民と市が、地域の公共的課題解決のために、互いの特性を認め、活かし合い、対等

な関係で、役割分担を明確にし、相乗効果を発揮するような、協力・連携による活動なので

す。色々な事例を引っ張ってみると、ほとんどこういったキーワードがそこにちりばめられ

ている。 

私は、この中で大切なのはパートナーシップだと思っています。相互理解とか、信頼関係

をつくっていくことがとても大事だろうと思っています。 

よく協働、協働って言われるのですけど、協働は打ち出の小槌ではないので、必ず成功す

るとは限らず、各主体が単独ではできなかった公共の課題解決の可能性が高まるということ

なのです。なぜパートナーシップが大事かというと、信頼関係を構築できたら、その事業は

１００％の目標を達成できなくても、次の事象が生じたときにすぐパートナーシップが組め

る、そういう関係ができるのですね。 

なぜ、こういうことを議論したりとか、振返り調査票を作ったり、定義を考えたりするか

というと、団体側も市役所の方もみんな意識が高ければ、ほっておいてもどんどんそういう

関係ができていって増殖していくのですけど、実際に普及していくためには何か原理原則が

必要で、そこを拠り所にみんなで理解していこうとするわけで、実際に市民活動をやってい

る人には堅苦しいかも知れませんけど、そういったものが必要になると考えています。 

協働は何のためにあるのかと言った時に、今言われているように地方分権、地方のことは

地方でということと、住民ニーズの多様化があります。一方で行政をみてみると、バブル崩

壊以降ずっとそうですけど、財政が厳しくて人員体制も削減しています。業務の効率化もし
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ています。けれども住んでいる私たちは、千葉市らしい特色あるまちづくりしたいと思って

いるはずですし、住んでよかった、住んでみたいって思うまちづくりがしたいはずなのです

ね。でも行政はここまでしかできない。だったら行政と力を合わせもう一歩先をやろうとい

うのが協働になります。行政と地域住民、企業が力を合わせることによって新たな公共サー

ビスの可能性を追求していく、そのための手法、道筋が協働なのだというふうに考えるべき

だと思います。 

だからコスト削減が第一義ではないのですよね。この事業はＮＰＯの皆さんを使ったら人

件費が安く済むとか、そういう認識は大きな間違いです。元々行政がやるべきところは責任

を持って行政がやればいいし、市民活動の人たちが自分たちでできることは責任を持ってミ

ッションとパッションでやればいい。それでも解決されない共通の地域課題があれば、それ

を一緒に解決していこうということです。 

色々なところで協働について講演すると、市の人たちは給料をもらっているのに、私たち

ボランティアはなぜただでやらなければいけないのだという人がいます。それは協働という

ものをそもそも理解していないのです。周知、普及がまだ進んでいないというのはそこなの

です。給料をもらっているとかもらっていないというのは関係ないのですね。そこをもっと

理解してもらえるよう普及していかなければいけない。行政は行政活動を、住民は自治会と

かボランティア活動をしている中で、たぶんお互いにもっと良くしたいと思っているはずな

のです。そこに共通の地域課題があったら一緒にやればいいんです。役割と責任が明確化し

て、双方が知恵を出し、汗をかいてやる。意識としてはお互いの特性とか専門性を活かすと

いうことが協働だと私は思うのです。 

ウルトラＣはないので、できることからやっていくなかで、各々が頑張って、双方が手を

組むことで、最終的には「住みたくなるまち」とか「住んでよかったまち」をつくっていく

ためのトライが協働だと私は考えています。 

振返りのシートに戻ると、たとえば「協働で取り組む意義を理解していましたか」という

のは難しいですよね。だけど、お互いの目標と役割分担を決めて、目標が達成されたのか否

か、役割どおりできたのか否か、できなかったとしたらなぜか。あるいは自分たちだけでは

今までできなかったことが協力することでできるようになったと、ここがとても重要なので

す。本当を言うと、この目標と役割分担を最初にお互いに共有し合ってスタートするという

のがとても大事なのです。そうすると後で振り返るときに、最初にああやって確認しあった

けど、ちょっとできなかった、本当は１００人呼びたかったのだけど、５０人しか呼べなか

った。普通の事務事業評価と違うから、結果として、次は予算を減らすとかではなくて、な

ぜできなかったのか、まずかった点がきちっとわかって次のステップに進めればそれが重要

だと思います。そのための振返り調査票なのです。 

最後に千葉市における方向性なのですけど、ものすごく数が多いと思いますし、本当に協

働かというものもある。ただ、あんまりがんじがらめにして、これは違う、協働ではないと

やってしまうとやっぱり進まない。広く普及していくという意味で、今はどんどん協働とい

うことをやっていくことが大事で、その上で徐々に好事例の発掘の方も取り組んでいく時期

に来ているのではないかなと思います。その中で、さっき話した原則に沿った協働事例をも

っとつくっていき、それを今やっている中から育てていく。今はヒヨコをいっぱい育ててい

る時で、もうちょっと大きなニワトリにしていこうということです。 

 

○福川会長 

 とてもわかりやすい。わかりやすいけど難しい。 
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○井上副会長 

 今の小松さんの意見に頷くところはいっぱいありました。千葉市は９０万都市ですから、

住民の顔はほとんど見えませんが、小さな行政にいくと、どこそこのお婆ちゃんは元気かな

とか、職員は知っているわけですよ。そうであれば、災害時などはもっと楽なのです。 

もうひとつ言えるのは、協働という言葉が独り歩きして、まちづくりとか地域づくりの目

的が霞んじゃっているのです。住民は自分たちのまちが良くなればいい。それが千葉市全体

に波及していくという、逆の発想ですよね。ちいさなヒヨコの話がありましたけど、それが

ニワトリになって、事例がどんどんできることによって、千葉市全体が良くなる。そういう

発想の方が私はいいと思うのです。協働とか何とかというのは、市の人が分かっていればい

いのではないかなと。これが協働ですよというのは、話してわかる市民には言ってもいいと

は思うのですけど、９割９分の市民には全然関係ないことだと思うのです。 

 小さな自治会レベルのいわゆる地域力がすごく重要だと思っているので、自治会が元気で

なければいけないのですが、今のスタッフ、ニーズからした場合に、コーディネーターが必

要だと思うのです。最終的には自治会なのですけど、今ほとんど自治会は死んでしまってい

ます。そこで例えば自治会にＮＰＯが入っていく、そういう事例をたくさんつくっていくの

が、このセクションの目的だと思います。今回の災害時でもそうだが、日頃から逃げる訓練

をしていたところは全員助かっているのです。高台にいち早く逃げている。住民レベルで解

決できるものもあるので、どんどんリンクさせて回していく方が結果的に協働になっていく

と思うのです。 

 

○岡本委員 

 今のお二方のお話を伺って、今まで私が思っていたイメージと大分違うなと。おっしゃっ

ていたことは非常によくわかるし、大事なことなのですが、ただ一方で副会長さんがおっし

ゃっていましたけど、９０万市民がいくつかのサイズにまとまってやっていくというが、こ

れだけの規模になって、色々な背景を持った人が集まってというなかで、なかなか難しい。

現実的にはあり得ないことかと思う。 

実施計画の内容を見てみると、市側から発想して予算を付けて相手方を選んでやっていく

というのがほとんどで、これは本来的にはおかしいが現状では致し方ないと思うのです。み

んなが勉強しなければいけないとは思うけれど、現実はそういうことで、この段階をいかに

乗り越えていくのかというステップがあって、その先に今お話しいただいたようなことにつ

ながっていけばという気がするのです。 

私も不勉強で反省しているのですけど、この委員を引き受けてから千葉市に住む友人と話

をすると８０～９０％は私と同じ程度しか理解できていないのです。それをいかに全体に広

げていくかというのが重要だと思うのです。今回非常に不幸なことですけど、こういう災害

がありましたので、やっぱりこういうことが大事だという気持ちが尐し芽生えてきていると

思うので、そういうタイミングをいかに使っていくかも大事なのだと思います。情報の公開

というかＰＲをいかにうまくやっていくかというのが非常に大事ではないかという感想です。 

 

○大嶋委員 

 市民の理解のレベルの話がありましたが、確かに事実ですね。だから協働を進めるにあた

っては市民の認識、理解をどうして上げていくかが大きな課題ですし、行政職員と双方が成

長していかなければいけないだろうと思います。 
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小松さんのお話も、素晴らしくまとめられていて、大体そうかなと納得したのですが、そ

ういう意味でこの実施計画をみると、委託という部分は、協働の原則の認識を持って組み立

てているのか疑問です。何も２７０頄目もなくてもいいのだと思うのです。 

ひとつ聞きたいのは、これは、各課から出てきたものをひとつずつ精査しているのですか。

ただ出てきたものを羅列しているのですか。 

 

○事務局 

 毎年、予算編成後に各所管とヒアリング等しまして整理しています。通常の業者に委託す

るものとは違うものと整理しています。 

 

○大嶋委員 

 予算の段階で査定をするのは当然で、それとあわせてこれが協働の原理原則に立っている

のかという部分は査定しているのですか。 

 

○事務局 

 事業を立案して予算化している時の段階で協働の認識があるかということでいえば、それ

はないと思います。 

 

○総合政策局長 

 平成２０年に条例を施行するときにも千葉市は基本的な議論をしましたが、小松委員さん

や井上副会長さんのおっしゃっていたような認識のもとにこの条例が制定されたのかという

のはいささか疑問です。 

 ひとつ言えるのは、小松委員さんの協働の考え方に大賛成です。中央区役所で「みんなで

つくる中央区づくり活動支援事業」というのを始めたのですが、これまでは行政側が絵を描

いて、そこに乗っていただいて、協働だということでやってきたと思うのですよ。これから

は、市民主体のまちづくりということで、市民の方々が主体的にこういうものをやる、行政

の隙間をやろうとなったときに、我々は費用の支援、若しくはコーディネーター的な役割で

参加するといったことが今後の本当の意味での協働だと思います。 

千葉市の大きな課題について、市民の方々と一緒になって課題解決やまちづくりに貢献し

ようとなったら不可能な話で、まず、第一段階としては、中学校校区の中で課題解決のため

に市民が主体となって取り組むということで「みんなでつくる中央区づくり活動支援事業」

はスタートしました。 

例えば中央区では富士見町の客引きの問題が大きな問題になっております。これを富士見

商店街が中心となって、セーフティーベルというのを始めています。ベルを買ったり、お揃

いのベストをつくったりするための費用を支援して、その代り中央署と我々中央区役所も一

緒になって月に２回ぐらいパトロールするのです。それこそまさに協働だと思います。 

 歩いて活動できるエリアというのが地域コミュニティの本来の姿だと思っているので、本

当は小学校区エリアだと思いますが、千葉市の場合は自治会やその他色々な組織は中学校区

単位で構成されているので、まず、第一段階としては、中学校区単位でそういった実践事例

をたくさんやることによって徐々に膨らましていこうと考えています。第一段階は３年いや

もっとかかるかも知れません。参加と協働、いわゆる市民が主体となるまちづくり、地域力

に支えられた新たな公共経営ということをやるにはやはり１０年ぐらいかかるのではないか

と思います。 
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 もうひとつ、藤沢で地域経営会議というのがございます。これは中学校区単位、小学校区

単位で、千葉市でいえばコミュニティづくり懇談会とか社協の地区部会といった様々な組織

のメンバーに、地域経営会議なる一つのテーブルに着いていただいて、そこにアドバイザー

を派遣してくれと言われれば我々が行くなどして、地域福祉計画の推進だとか、お祭りだと

か、ごみの減量化の話だとか、様々な部会を通して、自己決定・自己責任のもとに全て地域

の方々が決めるというものです。 

そういった会議をいきなりつくることはできないので、地域がみんなで課題解決していく

ために、できるところから始めさせていただいて、その発表の場をたくさん作ることによっ

て徐々に広げていく。１０年ぐらいの計画で全市に広げていく。こういうことをやってみた

いと我々は考えているのです。ぜひその辺りも、色々とご意見をいただきたいと思っている

のでよろしくお願いします。 

 

○榊委員 

 何人もの方が、市民は協働というものを意識もしていないし、あまり関心もないというこ

とをおっしゃいますし、私もそれを感じます。近所の人と話しても協働という言葉も知らな

いし、関心もない。ただその方々は、地域の中でそれぞれの活動をし、どちらかというと活

動的な方であるというのもまた事実です。ちょっと気がついたのですけど、この実施計画の

中で、「市民と職員の意識向上と人材育成」という欄がありますけど、これが職員向けのもの

と市民向けのものと全く違うものなのですね。職員向けのものについていえば、「市民参加と

協働」とか「参加と協働研修」とか様々な形で総論というか理論というか、ものの考え方を

学ぶもので、私はその研修も担当させていただいています。最初のころは手挙げ研修であん

まり負担がなさそうだから来たなんて人が多かったのですけど、最近は自分の仕事に関係が

あるからとか、もっと深く知りたいからとか、職員の方の意識も非常に変わってきています。 

一方で市民の方の頄目を見ますと、「地域リーダー養成講座」とか「新任ボランティアの技

術支援」とか何かやっていらっしゃるアクションそのものの技術、知識を深めるという、種

類の違うものが同じところに並んでいるという気がするのですね。 

 協働なんて行政が知っていればいいのだなんていう意見もありましたけど、私は必ずしも

そうは思いません。このままでは長い目で見るとどんどん両者の間が開いていくのではない

か。すこし理屈っぽくなるかもしれないけれど、個々の行動ばかりでなくて、市の基本的な

ものの考え方とか、共通の理解とかそういうものをやっぱり市民の方に色々な形で広めてい

く必要があると思うのです。協働というのは住民自治の基本となっていることだし、自分の

関心のある活動ができればいいのだというところに留まらないで、それがいったい何なのか、

まちづくりにおいてどんな意味があるのかというのをもう尐し勉強する機会を市民の方にも

作って差し上げた方が良い気がするのです。 

市民の方が協働という言葉から置いてきぼりにされている状態を尐しずつでも改善してい

かないと、どんどんかい離が広がっていくのではないかと思います。尐なくともオピニオン

リーダーのような方には、協働と参加の考え方の基本について話を聞く機会をつくることを

考えていった方が良いのではないかと思います。 

 

○鹿野委員 

 皆さんのご意見に共感しておりまして、お伝えしたかったことが榊委員の今のご意見にと

ても似ているのですけど、市民の側の協働を促す場合に、よく対等という言葉があるのです

けど、対等にするというのはとても困難なことで、市民の側というのは知識だけではなく色々
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な手法という意味で訓練されていないところがあると思うのです。そこに最初に大きなギャ

ップがあるので何かをやろうとしたときには尐し丁寧に訓練をしてあげるとか、事前に何度

か情報提供の機会を設けるとか、訓練の機会を提供すると良いかなと思います。 

 ひとつご紹介なのですけど、対話の方式でワールドカフェというのをお聞きになったこと

がありますでしょうか。対話を促進する方法で流行り始めていることなのですけど、たとえ

ば５０人とか集まった場合に、講演会方式でやるというのではなくて、まずは４人ぐらいの

テーブルでテーマを決めて対話をする。普段なかなか発言できない方も、そういう小さな場

だと発言ができたり、あるいは優秀なファシリテーターがうまく引き出してあげることで慣

れていない市民も意見を言えたりですとか、そんな方式があって、職員の「ファシリテーシ

ョン研修」というのがあるということですから、そういった訓練ですとか、そんな場を提供

されることを是非考えていただけると市民参加、協働につながるかなと思いました。 

 

○宮崎委員 

 推進会議の目的がはっきりしない。というのは、実施計画とその評価をやるわけですけど、

実施計画の中の二百何十頄目をみてもどうしようもないわけで、振返りについてもどうやっ

て評価すればよいかもわからない。確かに行政の立場から言えばこういったものは、つくっ

ていかなければならないとは思いますが、条例の目的は協働とか市民参加の意識向上とか普

及に重点が置かれているのと思うので、本当はどうやってそれを促進するかということを、

推進会議として市長に提言しなければいけないのではないか。 

こういう網羅的にやったことは短時間で評価することは難しいので、できれば的を絞って、

それについて実質的な審議ができるような、それによって協働や市民参加がどれだけ進んで

いるのか、あるいは遅れているのか、現在どういった状況にあるのかということをやってい

かなければいけないのではないかと思っています。 

先ほど言われたように、市民が主体となる事業というのは大切だと思います。そのような

事業がどのくらいあるのかわからないが、そういったものをピックアップしてもらって、ど

のくらい進んでいるのかというのを評価するということも必要ではないかと思います。 

先ほど、どなたかが言われましたけど、自分のまちが良くなればいいという考え方がほと

んどだと思うのです。特に協働だとか市民参加だとか一般の市民が考えているわけがなくて、

大半の人にとってはあまり関係のないこと。そこをどの様にして訓練していくのか、普及し

ていくのかがこれからの課題で、どうしても避けて通れない道なのですけれども、それをこ

の推進会議がどうやって見守っていくか、推進していくかということを目的にしていかない

と参加してもあまり意味がないというのが私の感想です。 

 

○福川会長 

 そのためにこうして議論しているのですよね。 

 参加的、あるいは協働的な活動をしている方は、単に協働という概念で捉えていないだけ

で、やっているわけでしょ。それを改めて理論的に、自分たちのやっていることを分かって

もらうといいのではないかというご発言だったわけですよね。 

 

○大嶋委員 

 市民の意識をレベルアップするといっても、一朝一夕にできませんから、こういう計画を

一つひとつ、特に行政側の職員が意識を持って市民の方と接していけば、市民はついてきま

すよ。一気に市民に理解してもらおうとしてもそれは無理ですから、この計画通りに我々や
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行政側の職員がそういう意識で接すれば市民のレベルは上がってくると思います。 

我々は推進会議ですから、もっと先に進めるにはどうしたらいいかという話をして、こう

いう事例もあります、ああいう事例もありますというのをどんどん発信するのですよ。 

「中田都市農業交流センター」等がある中田町はすごく地域が活性化していて、まさに協

働のモデルです。ああいうものをどんどん発信していただく。それから、富士見町の話は初

めて聞きました。そういうものを発信していけば推進されるのではないかなという気がする

のです。 

 

○福川会長 

 我々としてはどうしましょうか。 

 次回もまた条例で決まったルーティンワークがありますよね。 

 

○事務局 

 もうひとつ、新年度、実は協働事業提案制度というものの導入を考えていまして、これは、

ＮＰＯや各団体さんからの提案をもとに、新たな隙間や、行政が今やっていることを協働で

行おうというもので、全体的な事業の実施は来年度になるのですが、それに向けて、団体さ

んの方から提案を受けるのが夏頃を予定しておりまして、この会議でその内容審査を秋頃に

お願いしたいと考えています。 

 

○総合政策局長 

 その前に、この会議で方向性を提案していただいて、一緒に話し合うことに推進会議の意

義があると思うのです。今回は我々が提案する形になるのですけど、その前段として、先ほ

ど申し上げたような中央区の取り組みですが、今年は残り５区のうち４区が実施して合計５

区がやります。材料、道具を買うために２０万円を限度に補助しますが、市民の活動におい

ては、何十人のべ何百人が関わるということであれば、そこに１０万、２０万のお金という

のは活きてくると思うし、市民の方も社会貢献なり、地域課題解決のために取り組んだ意義

を感じられるということで、そういうものがどんどん広がることによって、本当の意味での

市民と行政との協働、そういったことが間違いなく５年後、１０年後にはかなり広がりが出

てくるだろうということで考えています。 

 

○事務局 

 まだフレームしか決まっておりませんので、今後、募集の内容等をいろいろ議論したうえ

で、日程調整、あるいはどのような形でご審査いただくか、次回、秋以降にお願いしたいと

考えています。 

 先ほど「事例」というお話もありましたが、市民自治推進課の職員が区に行ったり、ある

いは区の職員から聞いた情報をある程度まとめたりしながら、千葉市における協働の活動に

ついて事例紹介集みたいなものを作るというのも、今、着々と準備をしておりますので、ま

た色々とお知恵等をお貸しいただければ助かるところでありますので、ご意見を賜りながら

進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○福川会長 

 協働事業提案制度というのが動き出すわけですね。 

 書類審査やプレゼンテーションはいつごろ予定されているのですか。 
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○事務局 

 年度中の実施は厳しいので、来年度行う事業を対象として、平成２３年度につきましては、

できれば夏前までに制度設計を行いまして、募集要頄を定め、事業の募集と審査を行いたい

と思っております。 

 夏頃に募集ができると思いますので、色々な団体さんから出された協働提案事業につきま

して、第一次では書類審査を、第二次ではプレゼンテーションによりまして審査をしたいと

考えておるところであります。 

他の市でも、大きな社会的課題であったり、地域の課題であったり、これまでなかなか行

政が手を出せなかった分野であったりとか、専門性が高くなりすぎた、あるいはきめ細かな

サービスが難しくなったということもあり、ＮＰＯがやった方が動きやすいといったことも

あって、色々と工夫してやっているところがあります。具体的にお示しできる資料がそろっ

ていなくて申し訳ないのですが、今後、細かい詰めを行いまして、募集要頄等が定まりまし

た段階で資料など送らせていただきたいと思っております。 

 

○岡本委員 

 今、お話を伺っていて、たぶんこういう資料が出てくるのだろうなという予想がつくので

すが、一般市民の立場で協働だとか市民参加だとか考えているものとでは、だいぶ乖離があ

るのではないですか。局長さんがお話されたことを聞くと、なるほど、そこから出直すべき

ではないかと思うわけですが、たぶん、出てくる資料というのはそういうものではないので

はないかという気がしますので、そこのところ、是非工夫をお願いしたい。 

 

○福川会長 

 そんなことはないですよね。 

 

○総合政策局長 

 今、各区でみんなやっていますけど、本当に身近なコミュニティエリア、いわゆる中学校

区単位の課題しかほとんど出てこないのです。大きな、千葉市全体をどうしようかというこ

とをやりたいというＮＰＯも中にはあるかも知れませんけど、ボランティアグループでも身

近な地域課題解決や地域のまちづくり、そういったものを何とか進めていきたいというもの

から進めていくのがいいのではないかと考えています。数をこなして、多くの方に徐々に広

がって、１０年後には本当の意味での市民と行政の協働、市民の主体的な参画による協働と

いうかたちができてくるのではないかと考えています。我々も何も焦ることはないのではな

いと考えています。非常に時間がかかるし、市民の意識も、我々職員の意識もそこまで達し

ていない部分もたくさんあります。じっくり焦らず、ただ実践を重ねることによって、徐々

に広げていけばいいのかなと考えていますので、色々とご意見をいただきながら何とか進め

て参りたいと考えております。 

 

○大山委員 

 協働、協働といいますが、千葉市で一番問題になっているのは財政基盤の問題なのに、こ

れをどこの部署も実施計画に挙げてこない。借金を減らすために協働でどうやろうかという

提案が一つもないのですね。それが一つ。 

 借金を減らすためには、売り上げを増やすか出費を減らすかどちらかしかない。売り上げ
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を増やすということで考えると、「経済・産業」分野では１８個しか提案がない。市民にこう

いうことをやってほしい、そうすれば千葉市の財政がこういうふうに良くなりますよという

提案が１８頄目しかない。例えば煙草を市内で買ってくださいという提案でも何でもいいと

思うのです。市民が地元で煙草を買うのが当然だと思っているのかどうか知りませんが、そ

ういう提案がこの中で出てこないというのがもう一つ。 

 三番目ですけど、協働のあり方について、千葉市の条例と横浜市の条例を良く比べてみて

いただきたいのですが、千葉市の条例の中で、「対等な立場で」とか「相乗効果を発揮するに

は」「発揮することを目的とする」というようなことが何も盛り込まれていないのですよね。

ただ、「自主性を尊重しながら協力し、または補完すること」という。実績を上げようなんて

何も書いていないのですね。千葉市の協働のあり方について、対等な立場でやる、要するに、

行政が頄目をつくってそれに参加するだけではないということを是非盛り込んでいただきた

い。 

私のつたない経験から言いますと、磯辺７丁目なのですけど、そこでまちづくり推進課と

いろいろ話し合いました。しかし、条例でこう決まっていますとか、住民の賛成が９０％以

上ないと受け付けられませんとか、我々の提案することをすべてはねられるというか、非常

にハードルが高いのです。千葉市は非常にそういうところが保守的なのです。 

 四番目としては、協働の参加についての結果を報告するのに、千葉市では非常にハードな

ペーパーワークがあるのです。この辺も一般市民の方が入ってくるのになかなか難しい。こ

れを一つ考えていただきたい。 

 もう一つ。振返りがありますけど、地域では官庁以上の組織ができていて、その中で新し

い考え方を投入していくのはなかなか難しい。千葉市の保守性が地域住民の中にも完全にで

きている。したがって、振返りも組織自体、あるいはＮＰＯ、中学校区の育成委員会、すべ

てこれから色々な形で見直すということをやらないとなかなかできないというのが私の感想

です。是非考えていただきたい。 

 

○福川会長 

 総括的にお話しいただきまして、ありがとうございます。 

 時間がだいぶオーバーしてしまったので、そろそろ終わりにしなければいけないと思いま

すが、どうやら市民の方の自主性を尊重したしくみをこれから作っていこうという動きを市

の方でも取られているということで、これをどこまで実のあるものにしていけるかという点

において、この推進会議の意見も非常に重要になると思います。そういったことも含めても

う尐しフリーのディスカッションが必要ではないかと思います。 

 最後にこれだけは、ということはありますか。 

 

○岡本委員 

 ひとつだけ。こういう案件について市議会との関係はどうなのですか。 

 

○福川会長 

 市民参加というのは常に二律背反です。我が国は間接民主制が基本ですが、市民参加とい

うのは直接民主制でやろうということなので、これをどう折り合いをつけるかというのは政

治学者、行政学者にとっても非常に難題なのですけど、全体的には間接民主制と個人で参加

していくことをどこかで折り合いをつけていこうということで問題点は整理してきていると

思うのですが、そういう意味では、今おっしゃった疑問というのは常にあるのですけど、そ



 

 ―２０― 

の辺の整理は市にお任せしますかね。 

 

○総合政策局長 

 本来、議会の議決がなければ一円たりとも使えないというのが行政のしくみです。予算の

一部分を協働事業という括りの中で掴み的にご理解いただいて、その内容は市民の主体的な

意思決定によって自己責任によって決めていくというようなものが理想の姿なのかなとも思

いますが、議会制民主主義のもとでは、議会とのバランスも大切だと思います。 

 また、新しい取り組みを考えているということで、具体的に決める前にもう一度皆さんの

意見を聞きたいということになれば、そういう場を用意して、皆さんにお図りすることにな

ろうかと思います。 

 

○福川会長 

 定例は３月と１０月の２回しかないのですが、もし必要があればもう尐し開催するという

ことでいかがでしょうか。 

 

○小松委員 

 私もそう思います。今日は全員発言して、主張とか提案とかあったと思うので、ただ議事

録にしてしまうのはもったいないし、人の意見を聞いてこう思ったというのもあると思いま

す。協働のあり方とか、協働自体定義すべきとかすべきでないとか、市民は知らなくてもい

いとか知るべきとか、色々な意見がまだ一つになっていないと思うのです。必ずしも一つに

する必要はないのですけど、各自が帰ってみて協働のあり方とか、進め方はこうするべきだ

とか、負担にならない程度に箇条書きで事務局に送って、事務局で頄目整理だけをしてもら

って、その状況をみんなに還元して、必要なら集まるというのはどうでしょうか。最終的に

集まったときに一つの提言にならなくても、これについては対立意見があったでもかまわな

いので、推進会議としても何か提言をぶつける方がいいと思いますので、そうしたらどうか

と思います。 

 

（各委員賛同） 

 

○福川会長 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 


