大井町協働のガイドライン（素案）に対するご意見の概要と町の考え方
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大井町協働のガイドライン（素案）に対するご意見の概要と町の考え方
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所
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町の考え方

1 はじめに

自治基本条例は、まちづくりを進める上での基本方針で
あり、本ガイドラインも条例に則して、作成するもので
自治基本条例についての記述が見られるが、条例を理解するた
あります。
めに、資料として条例文を添付することが必要ではないか。
しかし、本ガイドラインは条例への理解促進ではなく、
また、町の計画を実施するために必要な町議会の議会基本条例
協働のまちづくりについての理解を促進するために作成
も併せて掲載されればより理解を深められるのではないか。
するものであり、また自治基本条例や議会基本条例、条
なお、条例制定の経緯も分かれば、協働を説明するのに分かり
例の制定の経緯を掲載することで内容が大部になり、気
やすくなると思う。
軽にご覧いただくことが難しくなると思われることか
ら、条例文等については掲載しないものといたします。

2 はじめに

ご指摘のとおり、協働推進課の設置について記載させて
「協働のガイドライン」なのですから、「自治会担当職員制
いただきます。また、協働を推進するために新たに導入
度」ではなく、「協働推進課を新たに設けた」ということの方
した制度であることから、自治会担当職員制度について
を特筆すべきではないか。
も併せて記載するものといたします。

3

第１章 １．協
働ってなに？

「協働」＝「・・・がまちづくりに取り組むことです」となっ
ていますが、ここは、主語としては「協働のまちづくり」では
ないか。
または、あくまでも、辞書にあるような一般論としての協働
（同じ目的のために、力をあわせて働くこと）の記述からス
タートすべきではないか。
確かに、大井町自治基本条例では協働について定義付けされて
いるが、ここの記述は飛躍している気がする。

５頁に記載のとおり、本町では自治基本条例により、協
働を「まちづくりを進めるために、町民、議会及び町が
それぞれの立場を尊重し、連携・協力して取り組むこ
と」と定義しております。ご意見のとおり、一般論につ
いても重要でありますが、町が推進する協働の理解を促
すために、協働を主語として、条例をベースに記載して
おります。

第１章 新しい公
新しい公共については、必要な説明ですが、事例があれば一層
4 共について（コラ
分かりやすいと思う。
ム）
「平成 22 年度に国において「新しい公共支援事業」が事業化
され、」のくだりは必要か。
「協働」がもてはやされた時代ならまだしも、「新しい公共」
の概念すらも、最近では耳にしなくなっている。また、早期か
第１章 新しい公 ら「協働」を謳っていた自治体も今では「協働疲れ」「協働の
5 共について（コラ 失敗」などと、「協働」の意義を問い直す時期にきている自治
ム）
体もある。
人権同様、ある意味、普遍的な内容かとも思うが、「新しい公
共」が叫ばれてから10年が経過し、その間、少子高齢化、担い
手不足なども進み、当時とは前提条件も異なっていると思うの
で、必然的に記載内容も変わってくるかと思う。

新しい公共については、現在とは状況が異なることか
ら、事例などの具体的な説明はいたしませんが、協働に
ついての理解を促すため、協働が推進されてきた経緯・
全国の動向としてコラムに掲載いたします。

「未病の改善」については承知していましたが、大井町が未病
第１章 社会参加
の改善、健康寿命の延伸に取り組んでいることについて知りま 大井町では、県とともに未病改善の取組を推進しており
6 について（コラ
せんでした。未病が入ってくると、一瞬ピントがボケるので、 ます。
ム）
単純に「社会参加」のところの記述だけで良いのではないか。 協働のまちづくりに取り組むことによる社会参加は、未
病改善にもつながるものであり、健康への意識の高い方
に、協働への関心を持っていただくために、コラムとし
「担い手」別に、「協働のメリット」が記載されているが、主 て未病改善・社会参加について記載するとともに、個人
第２章 ３．協働
7
体別のメリットが、活動ベースで記載されている中で、「未病 が協働に取り組むメリットとして記載しております。
の担い手
の改善」が何となく場違いの感がする。

「協働のガイドライン」について、引用も含め「協働」の定義
がいろいろと出てくる中で、「町民」の位置付けが様々あり分
かりにくいと感じた。
第２章 ３．協働 ７ページの「協働に担い手」だと「住民（個人としての町
8
の担い手
民）」とある一方、次ページには「事業者・学校」とあるが、
大井町自治基本条例では、それらも包括して「町民」とされて
おり混乱しやすい。何か一つにベースを置き、それとの違いが
わかりやすいように記載いただけるとありがたい。

本ガイドラインでは、１頁に掲載しておりますように、
個人としての町民を「住民」、個人・団体を含む、行政
と対をなす包括的な概念としての町民を「町民」として
おります。
また、包括的な概念である「町民」を使用する際に、住
民・町民活動団体などの各主体の総称として「町民」を
使用することを明記するなど、混乱を招かないよう工夫
しておりますが、ご指摘のとおり、町が使用する町民や
住民という言葉については、使用場面によって位置づけ
が様々であることから、伝わりやすい表現について、今
後も検討してまいります。

お祭りは多くの自治会で行われている親睦活動であり、
イメージしやすい例として、記載しております。
第３章 自治会に 自治会に加入しましょうのコラム欄は分かりやすいが、親睦活 また、お祭りには様々な種類があり、神社等で実施する
9 加入しましょう！ 動の「お祭り」は神社等の宗教的ニュアンスがあり、表現の方 ものもあれば、ひょうたん祭に自治会として参加される
（コラム）
法によっては町の中立性が問われる。
場合もあります。
表現方法につきましては、町の中立性を損なうことのな
いよう、今後も注意してまいります。
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「協働の領域図」には、「私的な領域」に対峙するものとして
「公共的な領域」とあるが、「協働のガイドライン」において
「公共（的）」と「公益（的）」は、どのような意味の違いが
あるのか、具体的に例示していただきたい。
２．協働
また、愛知県岡崎市では、「公益活動」の一般的な言葉の意味
が非常に幅広く、分かりにくいことから、市民活動団体登録で
求められる「公益活動」とは何かを明確にするために、市民協
働推進委員会で一定の基準を設けるなどしているので参考にし
ていただければと思う。

公共的とは、社会一般に通じること、不特定多数に開か
れていることを指し、公益的とは、公共の利益に通じる
こと、不特定多数の利益につながることを指す言葉で
す。
ご指摘のとおり、それぞれ対象範囲が広い言葉ではあり
ますが、本ガイドラインでは、独自に定義することな
く、一般的な言葉として使用しております。
今後、具体的な取組を実施する場合には、先進事例を参
考に、その都度、使用する言葉の定義について整理して
まいります。

「ふさわしくない領域」として、「宗教の領域」、「政治の領
域」などとあるが、芸術、平和、憲法などの分野も、時として
第３章 協働にふ
政治的・思想的要素も含んでいる場合があり、「多様性を叫び
さわしい領域、ふ
11
ながら、傍目には、当の本人が排他的だった」ということもあ
さわしくない領域
る。住民活動（サークルなど）なら良いが、行政として、「主
（コラム）
観」と「客観」の間と、公平・公正もある中で、どう関与して
いくのか。

行政は政治的・宗教的に中立であり、これらを目的とす
る活動については、本町との協働にふさわしくありませ
んが、ご指摘のとおり、本来的には関係のない活動で
あっても、これらの要素を含む場合があります。
政治的・宗教的な要素を含み得る活動については、協働
にふさわしいか否かをあらかじめ線引きすることが難し
いことから、個々の状況に応じて、ケースバイケースで
判断していきたいと考えております。

10

12

第３章
の領域

今後、協働のまちづくりの取組が活発になり、実績が蓄
活動が盛んになり、データが蓄積されたら、活動団体や活動内
第５章 １．町と
積された場合には、ご意見のように、事例の発信など、
容の一覧を公表するなど、今後の活動の参考になるような活用
協働する
更なる促進に向けた方策を検討していきたいと考えてお
をして欲しいと思う。
ります。

13 第５章

チェックシートは分かりやすい方法だと思う。ただ、今後、内 チェックシートについては、ご指摘のとおり、将来的に
参考様式 容が様々になるとそれに合わせて変更も必要になると考えられ 状況に合わなくなった場合には、必要に応じて見直して
るが、その場合にも柔軟な対応を望みます。
いきたいと考えております。

課題の重要な部分を占める意識改革は、町民にとっても職員に
とっても新しい感覚を身につけるという点で難しさを伴うで
しょう。試行錯誤をしながら慣れるより方法はないかもしれま
せん。
研修会やマニュアル（ハンドブック）によって、常に協働の意
識を持つことでしょうか。ハンドブックを作成する時は、町民
参加（協働）で編集することも有効かもしれません。
また、過去に実施されてきた町政懇話会等、一部の人たちしか
参加しない会は改善が必要であると思う。新しい発想（リモー
トを含む）を考案し、参加しやすい方法も生み出さなければな
第６章 ２．協働
らないでしょう。開催場所も集まりやすい場所を工夫するこ
14 を推進するための
と、また各世代にとって話題性のあるテーマを決める等々。
取組
意識改革や情報共有のためにどんなことをするかが大井町の今
後の協働の意識の定着にかかっています。
若い世代はSNSやLINEを行使して、情報交換や情報共有するこ
とが多くなっているとの報告もあります。一方で、高齢者の多
くはインターネットが苦手で、機器も所有していないという現
状もあります。そんな現状を受け入れつつ、誰にでも情報が届
く手立てを検討し、実施しなければならないと思います。
広報紙はもちろんですが、ホームページ、フェイスブックやチ
ラシ、あるいは必要な人には研修、説明会、出前講座等、あら
ゆる手段を駆使して周知を図ることが大切だと考えます。

ご意見をいただきましたように、協働の推進にあたって
は、新しい生活様式に対応した方法や、世代ごとの特性
に応じた媒体を活用するなど、様々な方策が考えられま
す。
本ガイドライン等により協働のまちづくりについての理
解促進に努めるとともに、効果的な事業の実施方法につ
いても検討してまいります。

協働の担い手である民間の活動が、いつまでも行政の支援に
よって支えられているような状況は、本来は、適切なものでは
ないと思う。
「協働事業提案制度の創設」などを検討されるような場合は、
行政課題を踏まえ、重点的な分野を定め対応していく必要があ
ると思う。
「補助金公募制度」「地域活動スタートアップ助成事業」も含
第６章 ２．協働
め、「協働（様々な形態あり）」と「財政的支援（補助金）」
15 を推進するための
のあり方は見直す必要があるのではないか。
取組
補助金制度も現状は大分硬直化しているような感じを受ける。
また、協働事業もマンネリ化している部分も見受けられ、「実
施自体」が目的になってしまっているようなものも見受けられ
る。
実態は違うということもあるかとは思うが、既存の協働事案も
含め、一度、一定の評価シートを作成し、検証の場を設けてみ
る必要があると思う。

ご意見のとおり、協働のまちづくりを推進し、町民主権
の自治を実現するためには、町民の活動が自立すること
が望ましいと考えております。
また、今後、活動の主体となる町民に協働のまちづくり
についての理解が広がり、協働事業提案制度などの新た
な取組を検討する際には、協働が手段ではなく、目的と
なっていないかなどの視点により、既存事業の見直しや
検証を行い、スクラップ・アンド・ビルドにより取組を
発展させていきたいと考えております。

2

No.

箇

所

ご意見の概要

町の考え方

各所管課がそれぞれの業務において、「私たちの町は、こうい
う分野が弱い」ということを発信してくれれば、それに呼応で
きる人材も現れてくるのではないか。他市町での良い事例（行
第６章 ２．協働
政側からして補完いただきたい分野の取組）などを紹介いただ
16 を推進するための
ければ、「できる人が」、「できるところから」関与していっ
取組
てくれるのではないかと思うので、町民からのアクションを待
つのではなく、その辺のきっかけづくりを仕掛けていってほし
い。

ご意見のとおり、協働のまちづくりを推進するには、町
がきっかけづくりをすることも重要であります。
まずは、町民に協働への理解や取組が広がるよう、ガイ
ドライン等を活用し、普及啓発などに取り組んでまいり
ますが、今後、活動の主体となる町民に理解が広がり、
担い手が増えた際には、更なる活動のきっかけとして、
行政提案型協働事業や事例集の作成など、新たな取組を
検討してまいります。

大井町全体が協働の精神を理解して、協働の意義を空気のよう
な存在と捉えられるようになれば、大井町の様々な事業や施
第６章 ２．協働 策、活動が円滑に進むでしょう。今回ガイドラインが作成され
17 を推進するための て、活動が積み重ねられ、経験値が高くなれば、協働推進は当
取組
たり前で町の活性化になくてはならないものとなるでしょう。 町民に協働への理解や取組が広がり、町民の主体的な活
はじめの一歩を町民と行政が踏み出すことに期待は膨らむばか 動によって、協働のまちづくりが推進されるよう、ガイ
ドライン等を活用し、普及啓発などに取り組んでまいり
りです。同時に最初が肝心との心構えも必要だと思います。
ます。
また、町民主体の活動が活発になり、更なる促進に向け
て、新規事業を創設する際には、町民との協働により内
庁内の旗振役である協働推進課の意識で、今後、良くも悪くも 容を検討していきたいと考えております。
第６章 ２．協働 「大井町における協働」が変わってくるものと認識している。
18 を推進するための ある意味、「協働事業提案制度の創設」程度といった他自治体
取組
のマネごとでなく、担当所管課こそ、もっと「自分ごと」とし
て捉えていただきたい。

「協働」にあたり、実施団体が「私たちは良いことをしている
ので、行政は活動場所（町の会議室ほか）を確保するとともに
使用料減免を」などとなっていったら、施設管理がまわらなく
第６章 ２．協働
なるほか、今後厳しい財政状況が想定される中で、受益と負担
19 を推進するための
の関係がどうなってしまうのかとも懸念している。
取組
「協働」については、正直、他自治体よりも大分遅れていると
思うので、他自治体の事象などをもとに、同じ轍を踏まないよ
現状においても、公共施設の利用についてはルールを設
うに頑張っていただきたい。
定しておりますが、今後も多くの町民に安心してご利用
いただけるよう、それぞれの施設で利用マナーや受益者
町役場北側の公園は多くの住民の様々な活動のフィールドとな 負担等を検討し、運営してまいります。
ることが期待されます。しかしながら、公園利用においては、
一般利用と協働事業の線引が周囲からは分かりにくい部分も出
第６章 ２．協働 てくるかと思う。仲間内だから、みんなも困らないからなどと
20 を推進するための して、公共の場での物品の売買行為、一部団体による独占的使
取組
用なども出てこないとは限りません。「協働」の名のもとに、
何でも許されるといったなし崩しなことにならないよう、ルー
ル化、受益者負担などについて周知・明確化する必要があると
思います。

「自治会担当職員制度」については、一住民の立場では、土日
に自治会館で多くのマンパワーを用いてマスク配布していた程
度のイメージしかなく、正直、活動というか具体的成果が見え
第６章 ２．協働
てきませんので、町ホームページにこれまでの活動実績を掲載
21 を推進するための
いただきたい。
取組
目立った効果があれば、それをホームページにアップすること
で、自治会同士・また自治会員としての一住民と共有ができ、
横展開なども可能になると思う。

自治会担当職員制度は、行政的な立場から自治会の自発
的な活動を支援するものであり、担当職員が具体的な成
果を上げることを想定した制度ではありません。
担当職員は、自治会と町とのパイプ役・相談役を担って
おり、具体的には、マスク配布のほかに、総会などの会
議への出席、コロナ禍の自治会運営についての情報収
集、地域内巡視などの活動を行っています。
今後も、自治会を支援し、その活性化を図るため、自治
会担当職員制度を運用してまいります。

協働のまちづくりの事例として、多くの町民がその名称を知っ
ているような、協議会や事業が掲載されている。これら団体等
の掲載は、町民に対し「協働は身近なもの」ということを理解
していただくに有用かとは思うが、「協働のガイドライン」の
第６章 ３．協働
22
作成で、裾野を広げようとする一方で、現状維持も難しくなる
の活動事例
現実があるのではないかと危惧している。
「協働」は「目的」ではなく「手法」であることを踏まえ、こ
れら団体の活動状況や現状を行政が周知・案内することによ
り、新たな担い手の発掘につなげるなどしていただきたい。

関心のない方に対して、協働のまちづくりは新しい手法
ではなく、既に身近なところで取り組まれていることを
知っていただくために、多くの町民にとって聞き覚えの
ある事業を掲載しております。
詳細については、内容が大部になることから本ガイドラ
インには記載いたしませんが、それぞれの事業において
活動を周知し、新たな担い手の発掘、協働のまちづくり
の推進に取り組んでまいります。
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No.

箇

所

ご意見の概要

町の考え方

「協働」については、大井町自治基本条例において「協働」の
文言が出てくるものの「協働」についての認識は、それぞれに
異なり、まだまだ町民と行政の間で共有できていない状況にあ
ると思っており、いつになったら「共通のモノサシ」をつくる
のだろうと思っていたので、「ガイドライン策定」については
歓迎するものである。
多くの自治体で、住民と行政が、「対等の原則」「自主・自立
の原則」「相互理解の原則」「目的共有の原則」などに基づ
き、一緒に汗をかきながら協働のガイドラインなどを策定し、
策定作業で培った信頼感をベースとして活動につなげてきてい
るが、今回のガイドライン策定は、新型コロナウイルス感染症
その他
の影響があったことを差し引いても、行政が素案骨子作成まで
23 （ガイドラインの
固めてしまうことに違和感を感じている。
作成過程）
こうしたガイドラインづくりが、十分な住民の参加・協働に
よって策定されることが重要だと思っている。今回の意見募集
をもって、住民意見の聴取と言われるかもしれないが、「果た
して何件の意見が集まるのだろうか」、「５件を超えるのだろ
うか」、「既存活動団体へ直接に積極的な意見募集はされたの
だろうか」と思うばかりだが、どのようなアクションを取った
のか。
近年、自治体のルールそのものが、住民と一緒に策定される
ケースも多く、それこそが、参加・協働による政策形成の実践
の場、引いては、住民力の向上に寄与するものと思うが、「住
民の関与」についてどのように考えているのか。

町では戦略事業に掲げ、協働の推進に取り組んでおりま
すが、ご意見のとおり、町民に協働についての理解が広
まっておらず、意義や目的などについても共有できてい
ないことから「協働とは何か」「どういった方法がある
のか」その一般的な内容を示し、まずは協働への理解を
促進するために、協働のガイドラインを作成することと
いたしました。
また、作成にあたっては、活動の主体となる町民の意見
を反映させるべきでありますが、新型コロナウイルス感
染症が流行している状況に鑑み、接触を避け、行政で作
成した案を公開し、意見募集を実施する方法を採用いた
しました。
なお、意見募集にあたっては、広報紙に掲載するととも
に、町ホームページに掲載し、周知を行いました。
関心が高くないためにガイドラインを作成するものであ
り、結果として意見提出者の数は多くありませんでした
が、住民の関与を求めることで、自治基本条例で掲げる
「町民主権の自治の実現」に寄与するものと考えてお
り、今後も協働の推進にあたっては、行政のみで検討す
るのではなく、町民の意見を反映しながら、取り組んで
いきたいと考えております。

最近の計画ものについては、SDGｓとの関係が掲げられてい
る。しかしながら、住民全体としてSDGｓの十分な理解がされ
ているとは言えない状況にあるように思う。SDGｓについて
は、町広報では、一時、特集もありましたが、広報紙は一過性
の要素も強いと思うので、町ホームページにSDGsのページを設
けていただけないか。

ご意見のとおり、町ホームページ上でSDGsのページを作
成して周知する方法もありますが、SDGsは、複雑化・多
様化する社会的課題の解決に向けた包括的な取組である
ため、具体的な活動内容や自分事としてのイメージが湧
きにくいことから、町では、第６次総合計画や個別事業
において、事業とSDGｓの関連付けを行うことで、SDGｓ
につながる行動の促進に取り組んでいます。
今後も、それぞれの事業を通して、SDGsの理解促進に取
り組んでまいります。

その他
24 （SDGsの理解促
進）

25

その他
（共創）

共創とは「新たな価値を共に創り出すこと」であり、協
「協働」のほかに、町議会の中でも触れられていた「共創」は
働を推進することで、共創にもつながるものと考えてお
どこにいってしまったのか。
ります。

※「大井町協働のガイドライン（素案）」における該当箇所については、ご意見の内容に応じて記載しております。
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