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第１回 県民協働の推進に関する研究会 議事次第 
 
■日    時：平成 27年７月９日（木） 19:00～21:00 

■場    所：滋賀県庁北新館５－Ｂ会議室 

■議 事 等 

     １ 開会 

     ２ 委員紹介 

     ３ 座長選出 

     ４ 議題 

       (1) 研究会の開催趣旨および検討課題について 

        （質疑・意見交換） 

     ５ その他 

       (1) 今後のスケジュール（案）について 

        （質疑・意見交換） 
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事務局（中村）： 

 本日は、お忙しい中、第１回県民協働の推進に関する研究会にお集まりいただきありが

とうございます。 

 ただ今から、第１回県民協働の推進に関する研究会を開催させていただきます。 

 申し遅れましたが、私は県民活動生活課県民活動・協働推進室主幹の中村でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、第 1回目の研究会でございますので、座長選出までの間、議事進行を務めさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、資料１をお開きいただきたいと思います。 

資料１、第１条におきましては、研究会の趣旨を記載しております。滋賀県基本構想の理

念であります「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀～みんなでつくろう！新しい豊かさ～」

の実現に向け、対話と共感、協働のもと、県民協働による県政を一層の推進について研究・

検討するため、「県民協働の推進に関する研究会」を設置するとしております。 

 また、第３条におきましては、研究会の委員の任期は、平成 28 年 3 月 31 日までとして

おります。 

 第６条に会議とありますが、第３項で、会議において配付された資料は、原則として公

表いたします。第４項ですが、会議は公開するとともに、会議の議事要旨および議事録を

公表することとしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、今回、委員にご就任いただきました皆様を５０音順にご紹介させていただき

ます。 

 特定非営利活動法人しがＮＰＯセンター 代表理事の阿部圭宏委員でございます。 

 

阿部委員： 

 よろしくお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 滋賀銀行営業統轄部地域振興室 室長の植西正寿委員でございます。 

  

植西委員： 

 植西でございます。よろしくお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 特定非営利活動法人つどい 理事長の川村美津子委員でございます。 

 

川村委員： 

 つどいの川村です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局（中村）： 

 公募委員の坂下靖子委員でございます。 

 

坂下委員： 

 高島市民協働交流センターの坂下と申します。よろしくお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 公立大学法人滋賀県立大学地域共生センター専門調査研究員の秦憲志委員でございます。 

 

秦委員： 

 秦です。よろしくお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 龍谷大学政策学部 准教授の深尾昌峰委員でございます。 

 

深尾委員： 

 深尾です。よろしくお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 ありがとうございました。続きまして、事務局職員を紹介します。 

 公益財団法人淡海文化振興財団の歌代事務局長でございます。 

 

事務局（歌代）： 

 歌代です。よろしくお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 県民活動生活課長の澤田でございます。 

 

事務局（澤田）： 

 澤田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局（中村）： 

 県民活動生活課県民活動・協働推進室長の寺本でございます。 

 

事務局（寺本） 
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 寺本です。どうぞよろしくお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 あと２名出席しておりますが、後ほどご紹介させていただきます。 

 それでは、次第に従いまして、会議をすすめさせていただきます。 

 座長および座長の職務代理の選任でございます。お手許の資料１をご覧ください。 

 資料１、県民協働の推進に関する研究会設置要綱第４条におきまして、「研究会に座長 1

名を置き、座長は、委員の互選により定める。」とされております。また、第５条第２項

におきまして、「座長に事故あるときは、座長が指名した委員がその職務を代行する。」

と規定されております。 

 まず、座長ですが、選任方法も含めてどなたかご意見がありましたら、お願いいたしま

す。 

 

川村委員： 

 深尾委員に座長をお願いしてはいかがでしょうか。 

 深尾委員は、ご専門の分野から社会課題に直結した仕組みづくりに取り組まれておられ

ますし、「内閣府共助社会づくり懇談会」の委員や「滋賀の地域円卓会議」の座長なども

務めておられます。 

 深尾委員に座長をお任せするのがいいのではないかと思います。 

 

事務局（中村）：  

 ありがとうございます。 

 ただいま川村委員から、座長候補として深尾委員をご推薦いただきましたが、ご意見が

ございましたらお願いいたします。 

 

各委員： 

 「異議なし」の声 

 

事務局（中村）：  

 ご異議がないようでございますので、深尾委員に座長をお願いしたいと存じますが、深

尾委員よろしいでしょうか。 

 

（深尾委員了解、各委員から拍手） 

 

事務局（中村）： 

 それでは、座長の深尾委員よろしくお願いたします。 
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深尾座長： 

 こういうのは苦手ですので、あとはざっくばらんにいきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 それでは、今ありましたが、座長職務代理というものを要綱上、置かなければいけない

ということであります。 

 ここは、私の方で指名させていただくという形でよろしいでしょうか。 

 それでは、阿部さんの方にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （阿部委員了解） 

 

深尾座長： 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、さっそく議事に入りたいと思います。この研究会自体、我々も熱心に議論し

たいと思いますが、今日も傍聴の方に来ていただいていますので、適宜、傍聴の方にもご

意見を言っていただこうと思っておりますので、その点も、委員の皆さん方のご了解をい

ただきたいと思っています。 

 時間の関係で十分なご意見を頂戴することができない局面もあるかもしれませんが、で

きるかぎり、議論を聞いていただいた感想やご意見を賜る機会をつくっていきたいと考え

ております。 

 それでは、さっそく本日の議題に入りたいと思います。本日の議題は、「研究会の開催

趣旨および検討課題について」ということであります。 

 事務局の方でご説明をお願いします。 

 

事務局（寺本）： 

 それでは、私の方から研究会の開催趣旨および検討課題についてご説明させていただき

ます。 

 資料は、資料３ですが、資料４以降に今回の研究会に開催に当たり、いろいろと調査等

を行っておりますので、資料４からご説明させていただきます。 

 まず、資料４でございますが、「ＮＰＯ（活動）等への女性の社会参画を進めるための

雇用実態調査報告書」でございます。 

 この調査は、資料のＰ１の下の方にもありますとおり、平成 26 年度の女性の社会参画支

援のための雇用ニーズ調査として、公益財団法人淡海文化振興財団に委託して事業を行っ

たものです。こちらの方は、アンケート調査と聞き取り調査に分かれております。 

 資料のＰ２は、ＮＰＯの現状ということで、活動時間であるとか職員の年齢、職員の年
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齢、女性職員の人数ということで、それぞれの項目についてまとめています。 

 コピーした関係で見づらくなっていて申し訳ないですが、Ｐ２の上のグラフは、左側が

活動あり、右側が活動なしです。 

 こちらの方では、ＮＰＯは育児中の女性の就労の場としての可能性を有するとしてまと

めています。 

 以下、職員の年齢のところですが、このグラフの上が男性で、下が女性となっています。

女性で見ると、30 歳代から増加し、50 歳代がピークとなります。男性は、60 歳代に急に人

数が増えているということで、ＮＰＯについては、女性の育児をしながら再就職の受け皿

として一定の役割を果たしているとともに退職された後の男性にとっても社会参画の場と

しての役割を果たしているのではないかとまとめています。 

 以下、ご説明は省略させていただきまして、最後、Ｐ５のまとめのところですが、この

調査は、女性の社会参画を目的としたものですが、当該調査の中で、育児中の女性にとっ

て働きやすい平日の昼間に活動するＮＰＯ法人が多いとか、子育てがいったん落ち着くと

みられる 30 から 40歳代から女性の職員数が増加しているとかあり、多くのＮＰＯが女性

にとって働きやすい環境となっていると考察されるのではないか。また、退職後の男性の

社会参画の場、あるいは生きがいづくりの場としても、ＮＰＯは貴重な活動機会を提供し

ているのではないかとしてまとめております。 

 続きまして、資料５の方でございます。資料は、県の職員に対する意識調査の結果です。

こちらの方は、今年の５月から６月にかけて、県の総合事務支援システムを利用できるす

べての職員を対象として調査をしたものです。 

 回答数は、1247 件で、回答率は 35.1％となっています。 

 かいつまんでご説明させていただくと、２つ目の項目ですが、あなたは担当の業務にお

いて、多様な主体との協働を意識して仕事を進めていますかという問いに対して、常に意

識している、あるいは業務によって意識しているというのが併せて６割くらいある反面、

あまり意識していない、ほとんど意識していないという回答が４割くらいあったというこ

とです。 

 Ｐ３の一番上のところで、職員に協働が意識されない理由は何だと思いますか。これは、

協働をあまり意識して仕事を進めていないと回答した人の理由ですが、圧倒的に多かった

のは、協働に適した事業はないと回答した人が７割だったということです。 

 その下ですが、本県では、県とＮＰＯ、企業、大学等の多様な主体との協働は進んでい

ると思いますかという問に対して、進んでいると回答した人が 35％、あまり進んでいない

と回答した人が 26％、わからないと回答した人が 35％あったということです。 

 また、なぜ進んでいないかと思いますかという理由については、県庁職員の協働意識が

低い、具体的な協働の方法や手順が分からないといった回答が多かったということです。 

 Ｐ５に自由回答欄の内容をあげていますが、上の「協働になじむ業務、なじまない業務」

という中では、税務、経理、福利厚生、庶務的な業務など内部事務を中心に行っているた
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め、協働するような仕事がないという回答をされた方がおられたり、法定事務・経理事務

が主であり、協働にはなじまないといった回答がありました。 

 また、協働の相手方については、相手方が信頼できる団体かどうか見極めることが難し

いといった回答がありました。 

 その下の時間的な制約や事務負担の増についてのところでは、協働するためには、通常

業務以上に連携や調整が求められるが、通常業務の業務量が多く、人員削減、時間外勤務

削減が求められている中で、協働に時間や手間をかけられないといった回答がありました。 

 このあたりについては、私どもとしても、非常に反省すべき点であると考えております

が、協働に関する職員の意識啓発は非常に重要であると考えております。 

 次に資料６でございます。 

 こちらは、協働の推進に関する取組等についてということで、各都道府県に対して、調

査をした結果でありまして、最初の方には、各都道府県の状況について、それぞれまとめ

ておりまして、Ａ３の資料のＰ６以降にそれぞれの県の取組について、具体的に記載して

おります。 

 説明の途中ですが、浅野委員が来られましたので、説明を中断させていただきまして、

ご紹介をさせていただきます。 

 

事務局（中村）： 

 それでは、浅野委員がお見えになりましたのでご紹介させていただきます。特定非営利

活動法人ＨＣＣグループ 理事長の浅野智子委員でございます。 

 

浅野委員： 

 浅野です。よろしくお願いします。 

 

事務局（寺本）： 

 資料の説明に入らさせていただきまして、資料６のＰ６です。都道府県の調査のところ

でございますが、新しい公共の場づくりのためのモデル事業終了後の後継となる事業を実

施しているかですが、こちらの方は、実施しているところが 20で、実施していないところ

が 27あるということです。 

 それ以外に後継となる事業をどのようなことをしているかですが、実施されているとこ

ろについては、後でも触れさせていただきますが、新しい公共の場づくりのためのモデル

事業は、概ね５団体以上で、補助率も 10/10 でやっていた事業ですが、後継となる事業を

やられているところでは、そのままというよりは、補助率を下げたり、団体数を見直して、

３団体以上として実施されているところが多いということでした。 

 Ｐ12 のところが、協働推進体制のところでして、この中では、行政と多様な主体との出

会いの場を開催しているか、推進員制度を設けているか、幹部研修なり一般研修を実施し
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ているか、あるいは多様な主体との人事交流についても聞いています。 

 滋賀県でも、協働推進員制度を設けていますが、それぞれやられているところとやられ

ていないところ、中身についても、各所属に置かれているところと各部局単位におかれて

いるところなどいろいろあります。説明の方は、事前に資料を配布させていただいたこと

もありますので、申し訳ないですが省略をさせていただきます。 

 続きまして、資料７は、県内の市町の多様な主体との協働に関する取組調査の結果につ

いてでございます。 

 こちらの方も具体的には、Ｐ２のＡ３の資料等でまとめておりますが、特に今回、協働

提案制度という部分で言いますと、Ｐ１の２番のところですが、協働提案制度は、約半数

の 10市町で実施しているということでした。 

 それぞれ成果とか課題もあげていただいておりまして、その点についても、この研究会

の中での検討項目に加えていただければと思っております。 

 続きまして、ＮＰＯ法人に関する県民意識調査についてのアンケート結果でございます。 

 こちらの方は、今年の１月に県政モニターに対しまして行ったアンケート調査でござい

ます。内容につきましては、内閣府で行われました世論調査とほとんど同じ形でやってお

りまして、全国比較も可能なようにということでやっております。 

 資料８の中で言いますと、Ｐ３の上のところの「ＮＰＯ法人に対する信頼」ということ

で、ＮＰＯ法人のことが信頼できると回答した人が、全体の 67.9％であったということで

ございます。 

 みづらくて申し訳ないですが、全国の下のところの参考と書いてあるところです。滋賀

県では、平成 17 年には調査を行っていないので状況はわからないですが、全国では、平成

17 年は信頼できると回答した人が 30.6％であったということで、同じような状況であった

とすると、滋賀県としても、全国と同じようにＮＰＯ法人に対する信頼は向上しているの

かなあと考えています。 

 その一方で、Ｐ４の上のところですが、「ＮＰＯ法人の活動への参加意識」というとこ

ろで言いますと、ＮＰＯ法人が行う活動に参加したいと思うと回答した人が 30.7％、思わ

ないと回答した人が 33.1％、特にわからないと回答した人が 36.2％ございまして、下の全

国と比較しても分からないと回答した人が非常に多かったということでございます。 

 下の「ＮＰＯ法人の活動に参加する際に重視する点」としましては、「目的や活動内容

が共感できる」と回答した人が 87.9％あったということでございます。 

 Ｐ７の上の方でございますが、「ＮＰＯ法人に対する寄附意識」の部分で言いますと、

ＮＰＯ法人が行う活動に対して寄附をしたいと思うと回答した人が 17.9％、思わないと回

答した人が 39.5％、わからないと回答した人も、これも先ほどの参加意識と同じように、4

2.6％あったということでございます。 

 いろいろな要素があると思っていますが、信頼性は向上していても、実際には、参加と

か寄附に繋がっていないというのは、ＮＰＯ法人の活動内容が十分、県民の方に伝わって
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いないのではないか。実際、ＮＰＯ法人全体では、信頼性は向上しているのかもしれませ

んが、その部分が影響しているのではないかと分析をしております。 

 Ｐ９の上のところですが、「行政に対する要望」で言いますと、ＮＰＯ法人の活動が一

層活発になるために、国や地方公共団体はどのような施策に重点を置くべきだと思うかに

ついては、「ＮＰＯ法人に関する情報提供の充実」と回答した人が 65.5％、以下「悪質な

ＮＰＯ法人の排除」、「ＮＰＯ法人の担い手となる人材の育成」の順となっているという

ことでございます。 

 参考として付けさせていただいた資料の説明は以上でございまして、本題に入らさせて

いただきます。 

 資料３の方で、今回の研究会の開催の趣旨および検討課題についてご説明させていただ

きます。 

 まず、開催の趣旨でございますが、社会情勢の変化ということで、人口減少社会の到来

ということで挙げております。 

 滋賀県の将来人口推計のところです。こちらのグラフは少し見づらくて申し訳ないです

が、下の方が全国で、上の方が滋賀県でございます。全国の将来人口推計では、滋賀県よ

りも少し早めに人口減少の状況が来ておりますが、滋賀県でも、昨年の 10月から、推計人

口は 48 年ぶりにマイナスとなっておりまして、滋賀県でもいよいよ人口減少局面に入った

と推測されます。 

 今後 25年間で 10万人以上の減少が推計されております。 

 下の方が、こちらも見づらくて申し訳ないですが、下から３段目ぐらいがゼロで、それ

より下が減少してきている、それより上が増加しているというところでございます。 

 ちょうど 20～24 歳の年代層は、近年、減少が続いているということでございます。 

 この要因としましては、大学、短大等を卒業後に県外に就職する者が多いということが

背景にあると分析しているところでございます。 

 次にＰ２ですが、県内市町の将来人口推計でございます。 

 こちらも見づらくて申し訳ないですが、2040 年では、湖南地域の３市、草津、守山、栗

東は増加ですが、それ以外の市町では、減少すると見込んでおります。 

 ただ、こちらは人口の減少というところだけを捉えておりますが、実際、高齢化という

部分で言いますと、湖南地域の３市についても、急速に高齢化が進展してくるということ

が考えられるわけでございます。 

 下の部分でございますが、人口メッシュによる人口減少の状況ということで、こちらの

図も大変見づらくて申し訳ないですが、市町の中でも人口減少の度合いに地域差がござい

まして、特に中山間地域の人口減少が著しくなるということでございます。 

 Ｐ３は滋賀県の行財政改革ということで挙げております。 

滋賀県でも、財政面で非常に苦しいという状況もございまして、人件費の削減等に取り

組んでおります。定員削減で言いますと、行革等で 1,000 人以上を削減しているという状
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況でございます。 

 公共施設等の現状および課題のところですが、特に今後出てくる課題の中でより重要な

部分と考えておりますが、多くの県有の建築物で更新時期を迎えるということになってお

ります。そこで、早急かつ計画的な対策を講じる必要がありますが、下のグラフの点線の

部分が平成 26年度に建築物全体に係る予算規模、約 87億円でございまして、将来の立替

え等に要する経費は、これをずっと超えております。 

 今後、ますます財政的にも苦しい状況が続くと考えております。 

 Ｐ４には、それ以外に人口の変化による影響ということで、こちらは、現在、県で策定

しております（仮称）人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略の骨子（案）より抜

粋をしておりますが、さまざまな影響が出てくると考えております。 

 このような人口減少社会におきましては、地域における課題は複雑・多様化しておりま

して、行政が一律の公共サービスを提供するだけでは、地域課題の解決にはつながってい

かない。その一方で、ＮＰＯ等の行う社会貢献活動が、真にさまざまな地域課題の解決の

つながるのか、地域によって課題は異なっているので、単にＮＰＯがやりたい活動だけで

はなくて、それが本当に地域の課題解決につながっているということになりますと、例え

ば地縁組織との協働・連携が重要となってくるのではないか。 

 また、ＮＰＯが企業等と協働・連携することで、より地域課題や行政ニーズにきめ細か

く対応することが可能になりますし、今後は、新たなビジネス展開ということにも期待で

きると思います。 

 そういった面では、多様な主体とは言っておりますが、どちらかというといＮＰＯ等と

行政の１対１の協働というよりは、今後は、多様な主体との協働をより一層進めていく必

要があるのではないかと考えておりまして、それが、今回の研究会で議論を進めていきた

い多様な主体との協働という部分でございます。 

 Ｐ５が多様な主体による協働の効果でございます。 

 こちらは、いろいろなところに載っているようなもので、特に目新しいものはありませ

んが、この中には、先ほどの雇用実態調査にもありますとおり、ＮＰＯが女性にとって働

きやすい環境となっているとか、退職後の男性の社会参画の場につながっている、あるい

は生きがいづくりの場として貴重な活動機会を提供していることになるのであれば、協働

を進めることによって、ＮＰＯ活動が活性化し、全員参加型社会の実現に大変有効ではな

いかと考えております。 

 このように多様な主体との協働を進めることによって、私どもとしては、滋賀県基本構

想の「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀～みんなでつくろう！新しい豊かさ～」の実現

といった理念に繋がっていくのではないかと考えております。 

 Ｐ６は、滋賀県におけるこれまでの取組ということで記載しております。 

 協働型県政を進めるための人材育成ということで、協働推進セミナー、協働推進員の養

成講座、職員向けのしが協働通信の発行や協働推進員の設置ということでやっております。 
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 また、主に職員向けですが、事例集やマニュアルの作成もやっております。 

 民間との協働に関する提案募集については、平成 21年度から県がテーマを設定した応募

型と提案していただく方に自由に提案していただく創造型の２種類で実施をしております。

こちらにつきましては、平成 21 年度は、そこそこあったわけですが、22年度は大分減って

きまして、23、24 年度は、新しい公共支援事業を実施していたこともあって、募集等があ

まりできていなかった分もあり、なかなかこの部分は、あまり動いていないのかなあと感

じを持っております。 

 現行では、滋賀県と民間との協働に関する提案募集、こちらは、県がテーマを設定して

民間から意見・アイデアの提案を募集するものですが、実績について、平成 26年度は１件

ということになっております。 

２つ目が滋賀県と民間との協働に関する相談窓口で、民間から提案や相談を受け付ける

ものでございますが、こちらにつきましては、件数としては、いろいろ啓発等もしたこと

あって増えてきておりますが、事業に結びついているかというと、そうなっていない部分

もあると考えております。 

その下が、滋賀県と民間との協働に関する情報コーナーということで、県の事業実施に

あたり、県民の皆さんの参加・協力を求めるもので、そういったこともやっているという

ことでございます。 

 後の方でも触れさせていただこうと思いますが、民間との協働に関する提案について、

大きな中では予算の問題もありますし、県が設定したテーマとＮＰＯ等が取り組みたい内

容がマッチングしていないこともあり、難しい部分があるのかなと思っております。 

 県の取組の中では、滋賀の地域円卓会議ということで、マルチステークホルダーの方が

課題解決に向けた意見交換をしていただく場ということで、25年度、26年度、また共助社

会づくりフォーラムということで、今年２月にも開催させていただいたということです。 

 Ｐ７以降は、新しい公共支援事業の部分で、県事業、市町事業それぞれ実施しておりま

して、その成果と課題をＰ９にまとめております。 

 県としての評価という形で挙げさせていただく方が良かったかもしれませんが、内閣府

の方で、それぞれの都道府県に調査され、それをまとめたものがあり、基本的には、同じ

かなあと思っており、今回の資料については、内閣府がまとめたものを挙げさせていただ

いております。 

 新しい公共支援事業の成果としましては、これまで関わりのなかった団体や市民を新た

に巻き込んで、ＮＰＯと行政等との協働が進み、行政職員の意識改革やＮＰＯと行政等と

の相互理解が深まったとした都道府県が多くみられたとか、行政単独では関与が難しい地

域課題に対して、ＮＰＯが主体的にコーディネートを担うことで、利害調整が上手く図ら

れた事例もあった。あるいは、新たな分野への取組が可能となったということで、評価と

いう部分では一定あったかなあと思っています。 

 ただ、課題の部分につきましては、短期間で取り組んでいただいたという部分もあり、
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事前に役割が十分明確になっていないこともあったということで、事前に役割を明確にし、

能動的に参画していくことが求められるのではないかという意見がありました。 

 また、取組の継続・発展を可能にする環境づくりが今後の課題ではないか。この事業は

２年間の期間限定の事業で、基本的には、その後は、その取り組みを続けていただくとい

うことにはなっていますが、なかなかその活動を継続するのが難しいといったものもある

ようで、継続性という部分では、課題があったのかなあと思っています。 

あと、補助率が 100％ということでしたので、その辺りが自立性・継続性を高めていく観

点では、なんらかの工夫が必要ではないかとしてまとめられています。 

 下の方は、びわ卓フォーラムということで、これは、県・行政というよりは、民間の方

でそれぞれ取り組んでいただいた実施報告ですが、その中では、ＮＰＯは自発的に物事を

始めるので、行政と協働する場合、担当する部署がなかったりする。そういう意味で、迅

速で柔軟な判断と、責任を自分たちで負うという姿勢が重要だと認識された。また、異な

る立場の複数の主体が同じ目標を共有して取り組むには十分な議論を重ねることが大切だ

とわかったということでまとめられております。 

 新しい公共支援事業については、一定の成果はあったと考えておりますが、今後、続け

ていく上では、何らかの工夫が必要ではないかと考えております。 

Ｐ10でございます。検討課題（素案）とありますとおり、これはあくまでも事務局が考

えているものでございまして、この研究会の中でさらに充実していただければと思ってお

りますが、今回は、あくまでもたたき台という意味もあって、６つ挙げさせていただいて

おります。 

 この研究会でございますが、そもそも多様な主体との協働の促進およびその定着のため

の環境整備を整備ということを考えておりますので、県民協働による県政を一層推進する

ために県が取り組む事項について検討をしたいと考えております。 

 まず、検討課題１でございますが、協働にふさわしい事業の検討や既存事業の見直しに

おける協働ということでございます。 

協働は、事業を行う手法のひとつでございますので、当然、協働そのものを目的として

導入するものではありませんが、先ほどご説明させていただきました職員向けの意識調査

によりますと、「自分の業務に協働はあまり関係ない」、「協働に適した事業がない」と

いう回答があるように、なかなか県全体の事業を協働で進めていこうとするとそういった

意見もあると思いますので、「協働にふさわしい事業」、あるいは「既存事業の見直しに

より協働を推進していく必要があると思われるような事業」、例えば、他の都道府県では、

これまで取り組んだことがない先駆的な事業、県民との対話により進めていくことが必要

な事業とかいう形で整理されているところがありますが、そのようにある程度、基準を示

した方が、あるいは協働を進めるにあたっての手順を示した方が協働が進むのではないか

と考えておりまして、それを一つ目の検討課題として挙げております。 

 検討課題２としては、事業に最も適した協働相手の選定を挙げております。 
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 これも、先ほどの意識調査によりますと、なかなか協働相手を選定するのが難しいとい

った意見がございます。県・行政がやることなので、どこの団体であってもというわけに

はいかないこともあり、例えば、情報公開がしっかりしているところとか、協働の相手方

を選定するにあたっての必要な情報なり手順、どういう形で選定していくのかについても

重要な要素ではないかと考えておりまして、それを検討課題の２として挙げております。 

 検討課題３としては、協働推進体制の整備ということございます。 

なかなか協働というのは難しい部分がございまして、協働担当部署あるいは協働に関心

のある職員では、協働に関する意識も高いと思っておりますが、先ほどの職員意識調査の

ように、協働を進めるには、時間や手間がかかるといった回答をされる職員がおられまし

て、なぜ協働を進める必要があるのかということを十分に職員に浸透させていかなければ

いけないと思っています。 

 そのような中では、やはり県の職員の意識改革であるとか協働を推進するための推進体

制、それも中でやっているだけではわからない部分もあると思いますので、人事交流も含

めて検討していきたいと考えておりまして、それを検討課題の３として挙げております。 

 検討課題４でございますが、多様な主体間の交流、意見交換の場の設定、相互評価の仕

組みづくりということでございます。 

 協働というのは、やはり「協働ありき」で始まるものではなく、意見交換なりいろいろ

交流することによって、協働が進んでいくものがあると思っております。 

 先ほどの提案制度もそうですが、なかなか行政とＮＰＯ等がマッチングしていない部分

もあると思っておりまして、意見交換できる場、これを例えばプラットフォームという形

で設定して、政策形成過程への参画機会を拡大する必要があるのではないかと考えており

ます。その場合には、やはり指標や相互評価の仕組みづくりが重要であると思っておりま

して、そのような多様な主体間の交流、意見交換の場の設定、相互評価の仕組みづくりに

ついて検討してはどうかと考えておりまして、それを検討課題の４として挙げております。 

 検討課題５は、モデル的な協働事業の実践でございます。 

 先ほどご説明させていただきました提案公募型事業について、モデル的な協働事業の実

践に取り組むことは重要でございますが、これまで県が進めてきた提案公募型事業は、必

ずしもうまく機能しているとは言えないとも考えております。 

 ただ、全国的に見たときに、やはり難しい部分もあって、県が取り組んだ方が良いのか、

市町が取り組んだ方が良いのかという部分で、全国的には、提案公募型事業をやめている

県も結構出てきています。 

そういった部分を今後どうしていくのかは、一つの課題であると考えております。 

この提案公募型事業をどうしていくのかについては、財源の確保策を含めて、この研究

会の中で検討していただければ思っております。 

繰り返しになりますが、協働事業の中には、県よりも市町の方が取り組む方が効果的で

あると思われる事業については、他の都道府県では、例えば補助制度を設けられていると
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ころもありますが、そういった取り組みに対する県の役割についても、この研究会の中で

検討していただけばと思っておりまして、それを検討課題の５として挙げております。 

 検討課題６は、多様な主体による協働が持続する環境の整備でございます。 

 多様な主体による協働を持続させるためには、財源をどのように確保していくかは重要

な部分でございます。 

冒頭ご説明させていただきましたとおり、行政からの財源もなかなか厳しい状況もござ

いますので、それを補助金という形でずっと進めるというのは、現実問題として難しいと

考えております。 

 それで新たな資金調達手段が必要ではないかと考えており、国の方では、ソーシャルビ

ジネスによるサービスの提供という形で挙げておられますが、それと併せてクラウドファ

ンディング、最近、地方創生の関係で行政が関与した形でのふるさと投資などのクラウド

ファンディングやソーシャルインパクトボンド、これは、最近、横須賀市が日本財団とモ

デル的に提携を結ばれたということで、まだまだ課題は多いと思っておりますが、ソーシ

ャルインパクトボンドを含めた社会的投資の活用についても検討をしていただければと思

っております。 

 また、先ほどのＮＰＯ法人に関する県民意識調査の中でも、ＮＰＯ法人に関する情報提

供の充実等を県としては図っていく。基本はＨＰ等で県が情報発信していくことになると

思いますが、どういう形で情報発信していくのが良いのかについても、この研究会の中で

ご意見をいただければと思っております。 

 さらには、ご存知の方もおられると思いますが、中小企業信用保険法が改正され、中小

規模のＮＰＯ法人へ融資する場合、中小企業信用保険の付保対象とされる予定となってお

ります。 

 ただ、こちらについては、ＮＰＯ法人についても、会計基準が十分に普及していない場

合は、その辺りを普及していく必要があると思っておりますし、私どもの商工観光労働部

のサイドでは、ＮＰＯ法人との関わりが今までなかったので、それぞれが会計基準につい

て認識をしていない。融資機関についても同様の問題があると思っております。 

それが十分に伝わっていないと、予定通りの融資が受けられないＮＰＯ法人が出てくる可

能性もあるため、ＮＰＯ法人に対して必要な経営支援、その中には、金融機関や行政等が

一緒になってやる必要があると思っておりますが、そのような経営支援等についても、こ

の研究会の中でご意見等をいただければと思っております。 

この研究会での検討結果を踏まえて、県では、今年度中に協働推進ガイドラインという

形で指針を策定したいと考えております。 

 この研究会の内容をすべてガイドラインに記載させていただくかは、研究会での検討内

容にもよりますが、そういったガイドラインにも反映させたいと考えております。 

 長くなりましたが、事務局からの説明は以上です。 
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深尾座長： 

 はい、ありがとうございました。まあ、非常に網羅的で、聞けば聞くほど大変な、研究

会としての議論の道筋として、当面は提示していただいた検討課題６個について、議論し

ていこうと。今日はもっとこういう議論もあるのでは、こういう視点で議論しないといけ

ない、この検討課題は甘い、こういう視点もいれないと入れない、論点だしを後でしたい

と思います。その上で、スケジュール的な、見通しをつけるために、先にスケジュールを

説明していただいて、何回こういう場が持てて、我々は何回の議論で収束しないといけな

いのか、最初に確認しておきたいと思いますので、説明をお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 研究会の今後のスケジュールについて説明させていただきます。資料９をお願いします。 

 本日、第１回の研究会を開催させていただきました。第２回を８月４日、第３回を８月 3

1 日、第４回を研究会としてのまとめとして、検討結果としてまとめたいと思います。９月

29 日を予定しております。研究会４回と５回の間で検討結果を一定まとめた後、知事との

意見交換会を開催したいと思います。また、11月 22 日には、内閣府との共催として、仮称

ではありますが、協働フォーラムの開催を考えておりまして、研究会の検討結果について

紹介したいと思います。 

 研究会での検討結果をふまえまして、ガイドラインの策定を予定しております。12 月か

ら１月にかけてましては、県民政策コメント、パブコメも行います。第５回の研究会では

その結果について報告する予定をしておりまして、２月ごろを予定しているところです。

よろしくお願いします。 

 

深尾座長： 

 ２・３・４というところでいくと、９月末ごろまでにある程度、議論を形づくらないと

いけない、殺人的なむりではといったところもありますが、一定、知事との意見交換のと

ころで、知事のトップの認識も大事なところもありますので、この研究会での議論を落と

し込むと言ったら失礼ですが、知事にご理解いただくためにも、そこまでの議論が大事で

あると、パブコメをさせていただいて、いろんな意見いただいた後で２月にまとめるとい

ったことになると思います。 

進め方ですが、今日は最初ですので、資料とか、論点とかいろいろな意見をだしてもら

って、何を議論しなければならないのか、ある程度認識を深めたいと思います。進め方と

して、非常に網羅的でありますし、時間も限られていますし、私の方から事務局にお願い

したのは、次回以降委員のみなさまにプレゼンテーションをお願いしたいと思っています。

項目ごとに議論していると、全体的に筋を通したご意見をなかなかいただきづらいので、

２回に分けて、少しプレゼンテーションをお願いして、こういった今日の論点に対して、

言いたいことを言ってもらったらいいなと思っています。そのエッセンスをいろいろな形
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でいかしていくということで、少し普通の進め方とはイレギュラーですが、そういう場を

持ちながら、メリハリをつけて、できるだけ多様な意見を引き出したいという思いがあり

ますので、非常に短い時間の中でご意見をまとめていただくことになりますが、ご協力を

お願いしたいと思います。 

次回はお願いしてあるのでしたか。 

 

事務局（寺本）： 

 はい、一応、メールではお願いしています。 

 

深尾座長： 

 阿部さんと、秦さんと、川村さんと。聞いていただいてますでしょうか。その次は残り

の委員のみなさん方にお願いしたいと思います。批判的なことも含め、なんでも結構です

ので、まとまって少しお話をいただきたいという趣旨ですので、気楽に言っていただいて、

ある程度記録に残していきたいと思っています。 

 前置きが長くなりましたが、いまご説明いただいた全体の資料について、特に、検討課

題が六つあるという部分に関してのご意見とか、こういうポイントで、もう少し深めてい

きたいとか、もっと言えば、検討課題７があってもいいんじゃないかというようなことも

含めて、ご自由にご意見をいただければと思っています。どなたからでも結構です、いか

がでしょうか。 

 

阿部委員： 

 職員の調査意識が非常に高くないというのが今回明らかになったんですけど、実は、県

は一貫して協働ということを言ってきているはずなんですね。前の前の知事の時代から、

ずっと協働ということを言っていて。 

 そのときに協働モデル研究会とか、この中には参加された方もいらっしゃいますけど、

一生懸命やって報告書を上げた。あのころは結構、いわゆる研修であるとか、いろいろや

っていた時期でもあるし。ただ、協働推進部局とＮＰＯ担当部局が分かれたときから、ほ

とんど止まってしまった。僕は外から見ていて、止まってしまったような感じがしていま

す。 

 一つは、滋賀県の財政状況が非常に悪くなって、職員の中に、ほとんど協働に対してお

金が付かないというイメージが出たのか、そこはよく分からないですけれども、だから、

いまそういう意識にあるところを、かつての状況ぐらいまで戻すというのは、かなり、し

んどいのと違うかなと。 

 われわれも、いまいろいろやっていると、ほとんどのＮＰＯの方もそうだと思うんです

けど、県と一緒にやるというよりも市町村と一緒にやっている方が、いろいろな地域課題

の解決という意味では非常に分かりやすくなって、いま県の立ち位置が微妙というか、分
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かりづらいと思うんです。 

 僕の関心事として、今日の検討課題に出ている中でいくと、県と市町村との関係をどう

していくのかというのは、協働においても少し考えておく必要があるのかなと。できれば

県の情報を集めてほしいんですけど。 

 ここで書いている市町村のモデル事業について県がどうサポートしていくか。そんなこ

とがいま、この時代にあり得るのかどうか。そういったものが本当にあるのかどうかも含

めて、ちょっと他県の状況を調べておいていただければというのが一つ。 

 もう一つは、協働モデル研究会をやっていて思ったのは、提案事業もそうなんですけど、

つまみ食いをされると。要は、県としてやりたいことはやるけれども、同じ書かれている

ものでも、やりたくないことはやらない、汗をかきたくないところはかかないというのが

基本にあって。それは深尾さんも、よく分かっていると思いますが。 

 だから、そうならない、ガイドラインをつくるのであれば、みんな覚悟を決めて、抜け

られないよというところで思っていただかないと、せっかくガイドラインができても、ま

た、その辺に飾ってあるだけという話になりかねないと思うんです。 

 今回は、研究会の話がある前に、行革の大綱なんかを見ていても、いかにも協働をやっ

ていますみたいなことが書いてあるんです。だから、かなり職員の、そういう意味では、

協働に対する理解が進まないということと同時に、これをもって協働だと言い切るところ

の未熟さみたいなところを少し感じているので、その辺も踏まえて、今回は議論ができる

といいかなと思います。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございます。いまおっしゃったことの延長線上にある、協働とは何ぞやとい

う話だと思うんです。 

 例えば職員の方の意識で、うちには協働になじむ事業がないみたいな言い方自体が問題

で、イベントをやったり、そういう分かりやすいことをやるのが協働で、自分のところに

は、そういう素材はないと言うこと自体が、たぶん違っていて、そういう意味では協働と

いうものを、どういう位置付けにするのか。 

 いままでの協働と、これからの協働は明らかに違うはずなんです。そういう意味でいく

と、これをもって協働だというようなモデルとか、分かりやすいものとか、意識のところ

でも、協働する手間が増えて残業代が大変だみたいなことではない、そういうものを、ど

う超えていくか。 

 行革とか行政の立ち位置の在り方というようなことを見直したり、再編成していくこと

につながるモデル性みたいなものとか、打ち出し方みたいなことを、少しわれわれとして

も下敷きに持っておかないと、協働にかいしゅうされた議論をしても、しようがないです

ね。何か、しんどいよねという議論をしていても、しようがないので、いまの阿部さんの

意見から、そういうふうに私自身も感じました。 
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 ほかに、皆さん方、ご自由にどうぞ。 

 

坂下委員： 

 モデル的な協働事業の実践のところで、「これまで県が進めてきた提案公募型事業は、必

ずしもうまく機能しているとは言えない」と書いておられるんですけれど、それは、どう

いったところから、そう感じてこられたのかなというのを。 

 これだけモデル事業を書いておられる中で、それぞれ、どういった協働のかたちを目指

していって、それが達成できなかったという状態が、どれぐらいあったのか、どういうと

ころで、それが達成できなかったと感じてこられたのかなというのをお聞きできればと思

います。 

 

事務局（寺本）：  

 モデル事業というのは、７ページ、８ページの新しい公共事業、確かに、おっしゃいま

した事業の評価ですが、その当時はできていたと思うんですけど、なかなか整理ができて

いるかというと、できていない部分があると思っています。 

 そもそも、この新しい公共モデル事業を始める前から、県では協働を当然やっておりま

したし、提案公募型の事業というのもやっていたんですけど、なぜ、うまくいっていない

と感じるかというと、先ほどもお話がありましたけど、結局、県がやりたい、やってほし

いというか、県が挙げるテーマと実際にＮＰＯでやりたいという事業がマッチングしてい

ないから、県がテーマを挙げても実際、応募がないという状況があったと聞いております。 

 逆にＮＰＯ等から挙げてこられても、県は、それ以外の方法でやるとか、予算がもとも

とないからというのもあるんですけど、積極的に動いていないという状況を感じておりま

して、そういうことで、ここでは、必ずしも機能していないのではないかというふうに記

載させていただいたということです。 

 

秦委員：  

 関連して、私も滋賀県の協働提案制度や、新たな公共の場づくりに関わらせていただい

たり、高島市の協働提案事業にも、関わらせていただいているんですけど、県と市町村の

事業、双方とも、確かに公募型と創造型というタイプがあります。 

 公募型というのは、どちらかというと行政が課題を示して、それに対して応募してくだ

さいと。創造型というのは、自由に提案を出してくださいということなので、創造型の方

は、わりとＮＰＯ主体といいますか、やってくださいというかたちになっていますし、応

募型は、いまおっしゃったように行政が行政課題を出してやっている。 

 その中で、事前にいろいろ調整したり、時間をかけながらかなりうまく事業をやってい

る事例もあります。 

 高島に関わっていて市町村の方は、まだやりやすいと思います。行政は課題を示して、
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例えば、ごみの処理量を少なくすることに対して一緒にやってくださいというかたちで市

民と一緒にやるとか、そういう分かりやすい行政課題に対しては、非常に成果も上がって

います。 

 このような行政課題に対して応募してもらうのか、創造的にやってもらって、それを行

政が一緒にやっていくのかという、やり方も非常に議論があるんですけど、提案事業の応

募数が少し減ってきたりして、また行政課題を出していって、やらないといけないとか、

高島でも、そういう議論をしています。 

 滋賀県では、その後、新たな公共が始まって、ＮＰＯのいろんな活動を支援して、それ

が、いまも結構続いていると思うんです。やっている事業とかも。だから、協働でやって

きた成果というのは、かなりあるんじゃないかなと思っています。そういうことを、きち

んと検証することは大事じゃないかなとは思っているのと。 

 ざくっとした言い方ですけど、今回の資料を見せていただき、これまでやってきた４、

５年前の状況と、いまの状況というのは全然違うんだなということが非常に分かりまして、

この人口減少の局面に対して、いろんな課題がある。 

 それは、だから行政だけでは、どうしようもできないところにあるということで、そう

いうことをやっていく上で、いろんな方と協働でやらないといけないという状況にはある

んだという認識をしています。これまでやってきたことと、それから今後の方向というの

をきちんと見据えて、幾つかの方針を出していくことになるのかなと。漠とした言い方で

すけど。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございます。坂下さんも、そういう意味では協働事業のモデル、こういう政

策的な成果評価も必要だということだし、いまおっしゃっていただいたのも、そういう意

味では成果をどう測るか。 

 そのときに、協働事業というものを、どういうふうにくくるか。いろいろな自治体で協

働事業ですというのが、ただ単に補助金を出しているやつが、ざっと挙がってきて、これ

だけ一緒にやっていますと言うけど、金を出しているだけだったりするわけです。 

 金を出すのも大事だけど、本当に、それを協働事業の成果として挙げていいかというの

は、もう一歩前に進まないと、ただ単にＮＰＯにお金を出している事業を協働事業と言っ

ているのと同じことになってしまう。 

 そういう部分では、この検討課題４の評価とか成果を、どう測るかみたいなところは少

し議論があるかもしれませんし、いまみたいな新しい公共の事業とか、いままでお金を出

してきたものが、どういうふうに芽吹いていて、それを協働文脈で言ったときに、どうい

うふうな成果があったり、地域の課題解決に、どういうふうに位置付いているのかという

ことは、評価手法の検討も含めて、どこまでやれるかは分かりませんが、課題問題意識と

か、課題提起はする必要があるかもしれません。 
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阿部委員： 

 提案制度をやっていたときに、モデル的に評価はやられているんです。資料が残ってい

るかどうかは知らないけど、担当部局と、やったＮＰＯのそれぞれで自己評価をしたよう

な気がします。 

 

坂下委員： 

 さっき質問させていただいたのは、これまでに取り組まれている事業の中で、うまくい

かなかったと思われている部分と、それから、うまくいった事業というのもあると思うん

です。それが何でうまくいったのか、何でうまくいかなかったのかというのを、どういう

ふうに測っておられるのかなと。 

 そういうのが次のヒントになるのではという気がしたので、なぜうまくいかなったと思

われたのかなというのを聞きたいと思いました。 

 

深尾座長：  

 失敗したという、行政的に、これは最悪な状態だったというのは何があったのかと。 

 

坂下委員： 

 そして、うまくいったのは何でうまくいったのかという、そこが、ちゃんと評価されて

いると次のヒントになるのかなという気がしたんです。 

 

事務局（寺本）： 

 モデル事業そのものがうまくいっていなかったと思っているわけではなくて、うまくい

って続いている事業はあるんですけれど、総体的に言うと、県が取り組む内容としては、

このモデル事業以外の部分も含めていくと、なかなかうまくいっていないかなという話で

す。 

坂下委員 これまで取り組まれてきた事業を、どういうふうに評価してこられて、そこか

ら、何が失敗した点なのか、何がうまくいった点なのかというのを、どういうふうに整理

してこられたのかなと。 

 

阿部委員： 

 評価していないと思います。一般的に。だから、評価していたら、さっき座長が言うよ

うな、こんなのは協働事業じゃないだろうというものまでが協働事業の一覧に挙がってく

ることはないじゃないですか。 

 いまホームページに一覧が挙がっているのを見ると、いかにもやっていますという感じ

で挙がっているんですけど、たとえ自己評価でも評価がされていたら分かるんですけど、

評価の基準もないし。その辺は、ひとつ。 
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坂下委員： 

 大事な点ですよね、評価するということ。 

 

深尾座長： 

 分かりました。ほかは、いかがでしょうか。 

 

淺野委員： 

 そもそも新しい公共と言われる、ＮＰＯが担い手として期待されている部分というのは

結局、いままで公共がやっていた中でも食えない領域なわけですね。民間でできるところ

は、もう民間資本がやっているわけです。 

 そこに参入するときに、先ほどから出ていますけど、事業評価として自立をしなさいと

いうふうに、いま、ものすごくお尻をたたかれているわけなんです。例えば、申請書なり

何なりを書くときに、５年スパンぐらいで黒字になるような数字を上げていかなければい

けない。 

 でも、それは、もともと公共がやっていたり、あるいは民間にできないことをＮＰＯが

するときに、その事業だけで黒になるわけがないじゃないですか。ほとんど難しい領域な

んです。 

 そこの部分で、いまここで言われているように自立だ、自立だというふうに言われて、

あなたたちは自立しなきゃいけないんですよと言うのは、やめなさいと言っているのと、

あまり変わらないんじゃないかという気がするんです。 

 そういう意味で言うと評価項目として、欧州型ではないですけれども、経済的に自立す

るのも大事なんですが、ステークホルダーが、どれぐらい増えたとか、もっと別な観点か

ら評価はするべきだと。 

 ただ、それだけに流れてしまうと本当に補助金頼みになってしまうので、そこのバラン

スをどう取るかは大事なんだと思うんですが、あまり経済的な面からの自立だけを言われ

ると、こちらも、やっぱりしんどい部分があって。 

 組織体として本当に食えない部分。例えば、貧困家庭に育っているような子どもを、ど

うサポートしていくのかという、どうやっても食べられない部分をやっているＮＰＯに対

して、どうやって食べられる領域を行政としてサポートしていくのかという、ちゃんとし

た両輪がないと、これは本当に、じゃあ、新しい公共って何なのという話になってしまう

ので、そこのところを、できれば、この研究会の中でやっていければというふうには思っ

ています。 

 

深尾座長： 

 かなり大事な指摘だと思います。いま特に、ソーシャルビジネスということが横に走り

始めたころから、いま淺野さんがおっしゃったような、自立をするのが美しく正しい姿な
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んだというのが突きつけられるようになってきたんですね。 

 そういうことができる領域は、それでいいんですけど、もう少し違う領域も実はあると

いうのは、実態的にはそうなので、そういうものも全部、十把ひとからげに５年とか３年

でテークオフしなさいと、しないのは、あなたたちの力量がないからだという突きつけら

れ方があるんですね。 

 これは、いろいろな領域とケースがあるので、そこを整理する必要があると思うんです。

そういう、みんなで支え続けなければいけないようなものを、どう支え続けるか。ＮＰＯ

がやり始めたことを、行政の仕事として引き取るような協働もあっていいと思うんです。 

 ＮＰＯだけがやっていても、なかなか広がらなかったり、対象を広げられないわけです

から、あなたたちがやってきたことは、こういう意味だったのねということが分かったり、

こういう対象の人がいると分かったら、それを行政が引き取って広げていく、制度化して

いく協働もあるでしょうし。 

 いまのお話を聞いていて、僕の個人的な関心からすると、そういったものを課題６みた

いなところで、どういうふうにお金周りを整備していくか。それは社会的な収益率みたい

なものも含めて、いろいろな指標の中で判断をしていく。 

 そういう中で、税金の問題をどう考えるか、住民税の問題をどう考えるかということも

含めて、そういう議論になっていくと思うんです。いまご指摘いただいたようなことは、

評価の問題とともに、フレームの問題とともに、やっぱりお金の問題として真正面から議

論するということは、ぜひやりたいと思います。 

 それは、滋賀県として全て引き取れるかどうかは別としても、この研究会としては、き

ちんとお話をしておきたいと思いますし、ここに書いてあるクラウドファンディングなど、

社会的投資の部分は、いま政策的にもコミットメントしていますが、かなり面白い動きに

なってくるので、そういうものと。 

 ただ、かなり東京的議論なんです。それを、いかにローカルに根差したかたちで仕組み

をつくれるかということは地域の力なので、そこら辺は、ぜひまた皆さん方とも議論した

い。いまのは、まさしく大事な視点なので。 

 一方でＮＰＯ側の甘えもあるので、補助金をもらえるからやるけど、もらえなかったら

やらないみたいなことも当然起こっていて、それで、ある意味で納税者や社会が納得する

ようなフレームになっていくのかということもあるので、そこは両輪で議論したいと思っ

ています。 

 ありがとうございました。ほかは、いかがですか。 

 

川村委員： 

 県の職員さんの意識が、人件費の削減とか時間、残業手当が出ないとかいうことで、Ｎ

ＰＯなりが、そういう活動をすることで、そこが楽になっていくような部分を時勢の中で

見てもらわないといけないだろうなというのを、行政さんに私らが訴えていくのも大事か
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なというところと。 

 いま、うちでＮＰＯを立ち上げて５年目で、初めに何でＮＰＯをつくろうと思ったのか

というところと、いま本当に数字に追われて、独立採算で黒にしなければならないという

ところで引っ張り回して、事業を大きくすることが目的だったのか、地域課題に向き合う

ことだったのかと、そこが自分の中で、もんもんとしていることがあるので、一緒に研究

会の中で勉強させていただきたいなという思いがあります。 

 

深尾座長： 

 川村さんの活動を見ていて、市役所の職員の人たちとの関係性を見ていると確実に、残

業が増えたとか余計な手間が増えたというよりは助かったという感じですよね。 

 

川村委員： 

 そう思っていてくれるといいなと思っているんですけど、いちいちうるさいなとは思わ

れているんだろうと思うんです。 

 

深尾座長： 

 そこら辺の、何か見えるとか、意味が分かるとかいうようなことは、コミュニケーショ

ンも含めて非常に大事なことかもしれません。現場に近いと、そういうことが。 

 一通り、ご発言をいただきたいと思います。植西さん。 

 

植西委員： 

 私は、こういう場は初めてでございまして、不慣れです。 

 この４ページの絵でいきますと、滋賀銀行が多様な主体による協働ということを、地域

振興室が申し上げるときは、この右側の絵になります。いままで皆さんがおっしゃってい

るのは、この左側の絵をおっしゃっているふうに感じています。 

 これは、私が感じているところですけれども、特に行政の方が、われわれのような民間

人と協働して何かやりましょうというとき、民間企業だから、もうけることばかりを考え

ているみたいなことを、たぶん心のどこかに持っていらっしゃる。 

 あるいは、われわれは公共の人間だから、民間の人には、ここまでは言ってはいけない

とか、たぶんバリアみたいなものをお持ちだと思います。そのバリアが、人によって高い

低いがあって明確になっていない。従って、うまく協働できないというような感じを受け

る場面が時々あります。 

 滋賀県は、ご存じのとおり、たった 140 万ぐらいしか人口がありませんので、滋賀県全

体が他府県に遅れを取らないためには、官民が連携してやらないと駄目だと思います。 

 その官民が連携してやるというときの、いま申し上げたように、行政さんの側で民間と

接するときのバリアの高い低い、あるいはルールづくりなのかどうか分かりませんが、そ
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こを整理していただくと、たぶん、もう少し円滑に進むんじゃないかなというふうに感じ

る場面がたくさんあります。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございます。非常に重要な指摘だと思います。協働と取り出してしまうと手

法論になってしまうけれど、いまのお話もそうですが、地域経営として見たときに、みん

なで経営していかざるを得ないわけですね。 

 国スケールでいくと半分ぐらいは借金で回しているわけですから、成り立っていないわ

けですから、みんなで経営して豊かな社会とか、安心してハッピーな地域社会をつくって

いくという文脈においては、やっぱり、みんなでつくっていかざるを得ないという地域経

営の姿として、その手法の一つとして協働を位置付ける。 

 そういうことでいくと、企業はもうける主体でしょうとかいう話じゃなくて、私たちは

公共ですからという立ち位置、これはＮＰＯも少しあるかもしれませんが、いいことをし

ているんだからという部分もあるかもしれませんが、そういうものを一回脱ぎ捨てられる

ような場のつくり方や、それぞれの資源を持ち寄れるような在り方。いままでの１対１の

協働や、ＮＰＯが狭い意味で言ってきた協働みたいなものを、かなぐり捨てて。 

 特に感じるのは、地域の中小企業の経営者の方と話していると、かなり地域のことに対

してエネルギーを割いて、いろんなことを書いたり行動されているわけで、そういう力が、

あまりうまく結びついていない部分もあります。 

 そういう意味では、いまのバリアとか立ち位置みたいなものを、どうやったら越えてい

けるのかということも非常に重要な観点かもしれませんし、そのときに、本当に、こうい

う協働という言葉がいいのかどうかということも含めて、いまいただいた論点も非常に大

事な論点だなと思います。 

 だいたい、いまで今日与えられた時間の半分ぐらいが過ぎましたので、途中ですけど、

傍聴席の皆さん方、いかがでしょうか。自由に発言いただければと思います。全部引き取

れるかというと、僕には、そんな甲斐性はないので、すみません、言わせっ放しになるか

もしれませんが。 

 いろいろな活動をされている方もおられるのでしょうか。公務員の方もおられると思い

ますが、公務員の方も傍聴者Ａという感じで結構だと思いますので、ぜひ忌憚のない発言

をいただければと思います。 

 

傍聴者 S： 

 伺っていて感じたことですけど、まず協働という言葉の捉え方ということと、モデル事

業という一覧を見させていただいて感じたのが、これを、ぱっと見せられたときに、これ

は人ごとだと感じる人が多い内容だなと。 
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深尾座長：  

 それは、市民の方が。 

 

傍聴者 S： 

 それもそうですし、官の方もそうですし。基本的に、自分の都合の関係ない話をやって

いるところには積極的に参加したくはないですよね。それで文句が出るということなのか

なと思っていて。 

 協働となると、基本的に人ごとだけど、お互い助け合いましょうみたいな話で、社会課

題という言葉が出ましたけれども、社会課題というのは、官であれ民であれ全員、日本、

あるいは滋賀で暮らしている人にとっては人ごとではない課題として明確に示されている

べきだと思うんです。 

 おそらく必要なのは、社会課題の明示がまずあって、そこに、その人が官であること、

民であること、あるいはＮＰＯであることは、あくまで、それぞれ全部、手段でしかない

という捉え方をすれば、それぞれが歯車となってかみ合う。これが、おそらく皆さんが求

められている協働というかたちじゃないかなと感じました。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございました。いまのは非常に重要なご意見だと思います。僕も実は感じる

んですけど、ＮＰＯを応援することが協働になっていると、新たな課題への対応ができな

いんですね。 

 だから、こういう課題があるし、まだＮＰＯも取り組んでいないし、行政も遅れている

んだけど、みんな、どうしようかなみたいな話を持ち寄れる。先ほど植西さんがおっしゃ

ったような場も含めてですね。 

 いまのは課題を可視化させる必要があるというご意見でしたが、そういうふうなことも

含めて協働のラウンドテーブルのつくり方もそうかもしれませんし、提案型の事業の在り

方もそうかもしれませんが、課題をシェアできるような在り方というご提案、ご提起だと

思います。ありがとうございました。ほかは、いかがですか。 

 

傍聴者Ｍ： 

 ボランティア活動をしていて、行政とも協働を進めているんですけれども、私が実際に

やってきて感じていることは、多様な主体の協働と言われるんですけれども、その中に一

つ、行政が入るわけですが、私たちが社会の課題を解決するときに、多様な面から見たと

きに、行政の側が、どうしても一つのセクションになってしまっていて、そことの協働を

求めているというよりも、社会課題がこうある中で、部局横断ということが滋賀県にはた

くさん、いろんな計画表に書いてあるんだけれども、そこに多様な分野の行政側が入って

いないところに、すごく問題点を感じて。 
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 当然、その社会課題というのは、いろんな角度からすれば、ここの事業の、この部分、

ここの事業体の、この部分、このセクションの、この部分を持ち寄ってできるところは、

たくさんあるんですけれども、その課題をしようとするときに、ＮＰＯは多様な主体も集

まるんですけれども、行政側の、いろいろな角度の人たちが欠けているなという部分と。 

 あと、先ほどもアンケートにあったように、職員さんの協働の意識にかなり差があると

いうのと、協働の位置付けというか評価自体を行政そのものがやる。例えば意識調査をし

ようと思うと、やっぱり協働の手法を採るということの意識付けという意味では、各部署

の協働推進の部隊が設置されているぐらいでないと、行政の中に一つ、協働というところ

があるのではなく各セクションに、それを意識する部分がなければ難しいと思います。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございます。これも非常に大事な指摘で、こういう議論を出されると、たぶ

ん行政は、協働推進員を各セクションに置いていますという話になるんですが、それが何

も動いていないことが問題で。 

 いまおっしゃったのも、行政というフレームの中でいくと、行政という主体は、もっと

細分化した縦の構造を持っているという文脈でいくと、いろんな縦の中で横につながらな

ければいけないというところだと思うんです。 

 ですから窓口化で、ワンストップサービスで協働推進の窓口みたいなところがつなぎま

すという話から、どういうふうに、もう一歩出て、それぞれの部局が、もっと身を乗り出

してくるような仕組みや仕掛けをつくれるか。 

 これは、そこだけ言うと幻想的なんですね。そんなことはあり得ないという話になって

しまうんですが、そうではなくて、先ほどおっしゃった課題の可視化みたいなところから

すると、そういう場が、どうつくれるかということと。 

 もう少し、そこを踏み込んで考えると、役所の人は言いにくいんですが、議会との関係

みたいなことも出て来ざるを得ないんでしょうね。だから、ある意味で、行政がというよ

りも、もう少し、いまみたいな場を議会と一緒に市民がつくっていけるかどうか。 

 今回は、たぶん、そこまで踏み込んだ議論は時間的にもできないと思いますが、そうい

う観点も、どこかで、われわれとしては意識しなければいけないのかもしれません。何よ

りも多様な主体、要は、人ごとじゃなくて自分ごととしてという文脈。 

 同時に、これはＮＰＯの方もあると思っています。ＮＰＯも、実は縦の構造に陥ってし

まっているところがあって、私たちは福祉系ですみたいな話になってしまうので、そうい

うところをＮＰＯ側も横につながるとか、少しイデオロギー的なこだわりが強い部分を、

どういうふうにもっと、この問題だったら一緒にやったらいいじゃないと思うんだけど、

つまらんことで、けんかをしているんですね。そういうものを、どうやったら越えられる

か。 

 これは、市民側の理屈からしたらよく分かるじゃないですか。それは、実は行政側も一
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緒なので、行政も考えないといけないんだけど、ＮＰＯ側も市民側も、そういうことを乗

り越えていくためには、情報のシェアの仕方とか、課題意識をみんなが持つとか、離合集

散できるかみたいなことは、仕組みのところの議論でアイデアがあれば、皆さん方も考え

てきていただきたいです。 

 いまあるものを、こういうふうに変えれば、完璧なものはできないにしても、いませっ

かく、こういうものがあるんだから、こういうふうにアレンジして変えれば、そういうの

に近づくという提案も、ぜひ次回以降にしていただければと思います。ありがとうござい

ました。 

 傍聴者の方々からも、かなり積極的な意見をいただけますので、なかなか素晴らしいと

思います。 

 

傍聴者Ｎ： 

 50 分間、事務局からの演説が続いて、その後の意見交換を１対１で、発言者に対して座

長さんが答えるというやり方は行政会議手法のそのままかなと思って、その辺は改善して

いただけたらと思います。 

 失敗と言われた協働推進員をやっておりましたが、協働推進員の詳しい中身を今回ちっ

ともお話しいただけずに、われわれ推進員ができたこと、できなかったことを総括したに

もかかわらず、この委員の皆さまに、そこを踏まえて議論していただくという姿勢がない

ところに憤りを感じています。以上です。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございます。もしデータがあるのであれば、出していただければと思います。 

 いまのも含めて、われわれが考えなければいけない論点も出てきましたし、六つ提示を

されていますが、いかがですか。いまの議論を踏まえて、もう少し項目を挙げた方がいい

とか、ある程度、次回以降は、この項目に沿ってやっていかないと時間的にもたないとこ

ろがあるので、次回はプレゼンテーションをベースにやり合いをしますが、いかがですか。

そろそろ整理をしていきたいと思いますが。 

 

坂下委員： 

 県域での協働に合うのかどうか、私には分からないんですけど、高島の方で 25 年度から

円卓会議というのをしているんです。それが、先ほども言われたように、人ごとではない

地域の課題の可視化というのが必要だと。 

 市民の方は、市民活動をされている方や、まったくそういったことはされていないけれ

ど、市民として課題意識を持っておられる方などが集まって、その課題についての共有と、

自分は何ができるのか。知恵を出し合って、どんなことが実際、具体的にできるのかとい

うようなことを話し合う場を持ってきたんです。 
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 その中に市役所の方にも、そういう担当課であったり、担当課が幾つかある場合もある

んですけれど、そういうところに、市役所では、どういう取り組みをされているのか。そ

れを聞いて市民としては何ができるのか、市民と一緒にできることは何なのかということ

を提示してもらおうと思ってお願いに行くんですけれど、なかなか市役所の扉が固くて、

出てきてもらうのに時間がかかる。 

 出てきていただけるようになって、お話の対応の場なんですけれど、市民側の成長も必

要だなと非常に感じる場面が出るんです。行政としては、こういうことに取り組んでいま

す、やっぱり市民の皆さんにも、こういうことでお力をいただきたいという発言と、それ

から市民側が今度は、市役所に、こうやってほしい、ああやってほしいという要望の部分

が強く出る場面もあって。いやいや、ここは要望ではなくて、自分が何をできるのかを考

える場なんですということを何度も意識していただくということを仕掛けないといけない

んです。 

 そういう意味では、市民側の成長というところの、両方の成長なのかなという気はする

んですけど、意識を変えていくという部分も必要なのかなと感じながら。 

 

深尾座長： 

 そうですね、意識変革のところですね。両方というキーワードが出てきましたね。行政

だけじゃなくて。 

 

秦委員： 

 坂下さんは、そういう市民と行政をつなぐような立場でやっておられるから両方がよく

見えて、先ほどのお話にもありましたけど、市町村の場合は、かなり行政も横断的なかた

ちで議論をしやすいと思うんですけど、県の方でやっていくという話になったときに、行

政の方は、やっぱり縦割りで仕事がきちんと決まっていて。 

 それを横にどうつなぐかというときに、いまおっしゃったような仕組みとして、協働推

進員とか、そういう中にいる行政マンが協働でつないでいくとか、外から阿部さんが入ら

れたりしておられましたね。 

 協働というのは、全部がきちんと、こういうきれいな絵で協働になるようなのではなく

て、時間をかけて、その中でプレーヤーが、こっちが頑張っているときもあるし、逆にな

っているときもあって、動いていって、その事業が、またどうなっているのかというのが、

ほかの人が見ても分かるようなことができれば、ある程度、その成果を生かしていけると

思うんです。 

 だから、やっぱり間に誰かがちゃんと見て評価をしていくというか、そういう役割も大

事かなと感じます。 

 

深尾座長： 
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 そうですね。中間的人材みたいなことですね。 

 

阿部委員： 

 昔、「ラウンドテーブルしが」というのをやっていた時期があって。 

 

深尾座長： 

 いつぐらいですか。 

 

阿部委員： 

 さっきの研究会をやって、その後、幾つか取り組んだ事業の中にラウンドテーブルとい

うのをやっていて、あのころ、４、５人が世話人みたいなかたちになって、市民にとって

県は遠い存在なので、取りあえず話題提供をしてもらう課を決めて。 

 例えば教育委員会の学校教育課とか、道路課とか、まさに協働事業と遠いようなところ

も含めて話題提供をしてもらって、それに関心のあるＮＰＯ、個人でもいいんですけれど

も、議論するようなことをやってきたことがあるんです。 

 ２年ぐらいやったと思います。いったん、それで終わってしまいましたが、それは言い

っ放しで、べつに結論を出す場でもないし、そこで課題を掘り下げていくみたいなイメー

ジを持って、やっていたんですね。 

 県という存在の中に、ここで解決しようという社会的課題を本当に一緒にやれるのかど

うかというのは非常に難しい時代になっているなという気がするんですね。だから、その

辺を、どう捉えるのかというのが一つあるかなと思うんです。 

 いま福祉系のＮＰＯの方にインタビューに回っていることがありまして、その中で、た

ぶん川村さんがやっているような事業もそうなんですけど、そういうのが広がってきた経

過の中に、例えば小規模地域密着型多機能の、そういうのが滋賀県で広がっているのに、

国の空間整備交付金ができるまでに県は独自のふれあいグループホーム、ふれあいデイサ

ービスの補助金を持っていた施設整備、それとか、あったかホームづくりみたいなことを

やったり、それの、いわゆる市民がＮＰＯを立ち上げたいとか何かに取り組みたいという

ときに、うまく、その芽をやってきたというのは、結果としてあるわけです。 

 障害福祉の分野は、滋賀は先進的なところで、無認可の共同作業所の補助金というのは、

たぶん滋賀では手厚く、ずっとやられてきて、そういう意味では全国的にも、いまは全部

法人化されていますけれども、無認可時代に、そういうことをやってきたというのもあっ

て、かなり制度的に入っている。 

 それから、例えば障害者の生活支援というのは、信楽青年寮が始めたのを県がモデルに

して、国の制度に上げた。取っていったというか。だから、先導的な動きを福祉の分野で

してきたということがあるんです。いま、そういうふうに滋賀が先につくる、そういうの

が、たぶんモデル的。 
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 どこかの部局の一つでいいので、そういうのを県から、こういうのをやりましょうかみ

たいな。僕は協働型の政策形成が必要だと思うので、そういうのもやって、何か一つでき

るといいなという気がします。 

 

深尾座長： 

 今日的な、そういうモデルですよね。萌芽的な。 

 

阿部委員： 

 そうです。もう一つ、企業さんとの関係で言うと、座長はたくさん企業ともＮＰＯとも

やっておられて、うちも、いま平和堂財団と組んで環境助成の事務局をやらせてもらって

いるんですけど、ある意味、企業さんとＮＰＯというのは組みやすい面があるんですね。 

 現実は、行政、企業、ＮＰＯ、ほかの団体でもいいんですけど、まさに多様な主体間で

組むというものが、なかなか見えづらいです。例えば行政と企業は組みにくい面も。ただ、

いま災害協定なんかは、どこでもされているので、災害とかにすると、わりと企業さんと

行政とが協定を結んでという話は分かりやすいんですけれども、ほかの分野は、まだまだ

かなという気がして。 

 

深尾座長： 

 それは、さっきおっしゃったことと関連するんですかね。ニュアンス的に。 

 

植西委員： 

 私が、いま課題に思っているのは、ちょっと外れるかも分かりませんけれども、どうし

て滋賀県にＪリーグのチームがないんだと。県民が、この指止まれで一つ止まれる何かと

いうのが、滋賀県はなかなかないので。 

 Ｊリーガーの輩出は全国的にも高いけれども、Ｊリーグのチームは依然としてない。Ｊ

リーグができて 20何年たつのに。これは何としてもつくりたいというようなことを滋賀県

サッカー協会も思っていますし、われわれ経済界の人間も、特に滋賀銀行の人間としては

思っています。 

 ちょうど、2024 年の国体、あるいは 2020 年のオリンピックも控えて、そういう機運もあ

るので、滋賀県にＪリーグのチームをつくることについては、まさに多様な主体が協働し

ないとできないと思っているんですけれども、なかなか足並みがそろわないところなんで

す。 

 

深尾座長： 

 それは、なぜ足並みがそろわないんですか。 
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植西委員： 

 何でしょうね。これは私が感じているところで、個人的な感想になってしまいますけど、

これはべつに県の批判ではないんだけれども、どうも何か、私たちが一緒にやりましょう

と申し上げ、もちろん一緒にやりましょうということで、県の冨永理事さんにも賛同を得

ているのですけど。 

 いまのバスケットのｂｊリーグの体育館の話にしても、そうなんですけど、たぶん、先

にお金を出してくれみたいなことをわれわれ民間の方が、あるいは市民の方が、ねだりに

行っているみたいに思われ、そこを警戒されるのかなというふうに思うんです。 

 そうではなくて、滋賀県という信用がついて初めて民間の企業も、じゃあ、スポンサー

になりましょうという話になるので、そこは、あまり心配しないでいただきたいと思って

います。 

 

深尾座長： 

よく分かりました。そういう意味では同じようなことがありますね。予算が付かないか

らと最初に防護を張られるみたいな話で、いろんな課題に置き換えれば、いまの話は通じ

る話だと思います。ありがとうございました。 

 さっきの話にもありましたけど、コミュニケーションとしての協働というか、そういう

のは、いまの話とつながると思います。ほかに、いかがですか。 

 

淺野委員： 

 最近、思うんですけど、行政の方が考えていらっしゃる新しい公共というのは、いまま

で公共と呼んでいたものを、どうお願いを、嫌な言い方をすると下請け、創造的な下請け

ということなんですが、でもそれだと、私たちが提起するような新しい公共について協働

するような場所がないような気がするんです。 

 例えば、うちのＮＰＯでやっているような人道支援であるとか、そういった国際的な取

り組みについて何らかしようと思ったときに、じゃあ、県民に利益があるのかという話で

すよね。 

 だいたい新しい公共のモデル事業に挙がってくるのは、いかに県民に公的な利益があっ

て、県税なので当たり前と言われれば当たり前かもしれませんが、県税を有効に県民のた

めに活用しましょうという話なんです。 

 ＮＰＯをやっている面からすると、ＮＰＯが提起している公共は、それだけに留まらな

い話であって、それを行政と一緒に、これからどうやって協働が可能なのかどうか、その

ものも、これから新しい公共をどうやってつくっていくのという概念的な話になるかもし

れないんですが、やっぱり、その辺も込みで話ができればと思っています。 

 

深尾座長 
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そうですね。広い意味でいくと、支援社会との接続の仕方だと思うんです。全ての事業

を行政が引き取れるわけでもないし、じゃあ、そういうものを、どういうふうに社会全体

で支えていくかということの関係でいくと、いまおっしゃった下請けというか置き換えで

すね。行政がやっていることを、どうしていくということだけじゃないところが、もやも

やするというところですね。ありがとうございます。非常に大事な論点です。 

 

阿部委員： 

 具体的なことで一つ。淺野さんのところはそうなんだけど、指定管理を考えて、10 年前

に議論して、行政処分に協働なんてあり得ないと言った県の職員がいるんですけど、これ

は形式は行政処分ですが、非常に契約に近いかたちの行政処分だというふうに言われてい

るんですね、法律上は。 

 個々の公の施設の話は非常に大きなウエート、さっきの県の課題にも挙がっていたと思

うんですけど、もうちょっと指定管理を協働という視点で捉えて、それは、だからＮＰＯ

がやるとか企業がやるとか、それは全然関係なく、そこの視点を、もう少し出していった

方がいいかなと。 

 この中で、どう扱えるかは、ちょっと分からないんですけど、少し考えた方がいいかな

という気がしています。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございます。そういう意味でいくと、ほかの手法的なものもそうですね。Ｐ

ＦＩみたいなものを、どういうふうにローカライズしたかたちで位置付けるかみたいな話

もそうですね。 

 いままで協働として位置付かなかったような、いまみたいな指定管理もそうですけど、

いろんな民間の資金や民間の力を活用してやっていくみたいなものを、どうローカライズ

するかということが大事なような気はしますね。 

 論点としては、かなり出てきていますが、ほかはいかがですか。議論する中で、もう少

し膨らませたいということはあると思いますが、これが１年間ぐらいかけて議論できるん

だったらいいんですけど、研究会としては結構お尻を切られているので、少し議論の仕方

は考えなければいけないかなとは思います。 

 

阿部委員： 

 先ほど協働推進員の話が出ましたけど、その内部体制。昔の協働推進本部は、いまもあ

るんですか。 

 

事務局（寺本）： 

 ないですね。 
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阿部委員： 

 いつなくなったのかは分からないですけど、そういった経過も資料として示していただ

けるといいかなと思います。それは、必要ないということでなくなったんでしょうか。 

 

深尾座長： 

 それは、いつなくなったとか。 

 

事務局（寺本）： 

 たしか平成 23 年で移管したときに、行革で受けることになったときに、行革の調整会議

というものがあるので、そちらで取り扱うということになって、そのときになくなったと

認識しています。中身については、もうちょっと調べさせていただきたいと思います。 

 

深尾座長： 

 検討課題３に「意識改革や協働を推進するための協働推進体制（人事交流を含む。）を検

討する」と書いてありますが、もうちょっと踏み込んだ話があってもいいかもしれません。 

 そこら辺のアイデアを出していただきたいと思いますし、現状をどう踏まえるかという

ことは、かなり大事だと思うので、あるものはぜひ出していただければと思います。 

 ほかは、いかがですか。傍聴の皆さん方も、ぜひ。 

 

傍聴者Ｎ： 

 新たな論点が幾つ挙がったのか分からないので、最後に整理していただけるとありがた

いです。 

 

深尾座長： 

 はい。ほかは、いかがでしょうか。 

 

傍聴者Ｔ：  

 新しい公共事業に関わった者として少し発言させていただきたいんですけれども、あま

りうまくいかなかったという評価が多いんですが、関わっていた者として個人的な反省と

しては、事前のニーズ把握なり、本当にやりたいことの把握ができていなかったというの

が一番大きいと思っています。 

 その結果、課題設定がいいかげんであったり、ＮＰＯの方々に丸投げしてしまって、や

っていただくだけということになってしまったのが一番の反省点です。 

 新しい公共で比較的成功というか、長く続いている事業の傾向として、女性が中心的に

活動されているという印象を受けました。それはなぜかなというのを考えてみた場合に、
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やっぱり肌感覚的にニーズ把握を、地道に活動されていてニーズ把握を的確にされていた

んだろうなということを思っています。 

 以前、深尾先生とお話をさせていただいたときに、すごく印象的だったのが、民間がや

っておられる事業も、ボランティア的な活動も本質は一緒で、やっぱり困りごとを解決す

るためにやっていると。それが最初のスタートで、それを企業さんがやるか、行政がやる

か、ＮＰＯがやるかは手法の違いだけで原点は一緒だということは、すごく刺激を受けま

した。 

 ですので、やっぱり一番大事な視点というのは、本当に求められているものは何なのか

ということを、いかに効率よく把握するかというのが原点ではないかと思いますので、そ

ういう視点を盛り込んでいただけるとありがたいと思っております。以上です。 

 

淺野委員： 

 テーマを提起していただいたので、ちょっと述べさせていただきたいんですが、女性の

社会参画の場としてＮＰＯが期待されているというのは、私は、ちょっと釈然としないん

です。 

 例えば、結婚するときには男性のスタッフが寿退職すると言われるＮＰＯ社会で、本当

に、それでいいのか。結局、女性が一人で自立をしてやっていくとき、あるいは、ＮＰＯ

のスタッフの方が結婚されていて離婚した。じゃあ復帰と言われても。要するに、いまま

で企業と同じようにＭ字型と言われるものの中で、パートでできる人だけがＮＰＯにいる。 

 そのＮＰＯが、だから素晴らしいんだという議論になっては、まったくこれは女性の社

会進出にも何もなっていないんですね。この資料をそのように使われては、私たちは困る

んです。それも込みで話をしていただきたい。 

 

深尾座長： 

 ありがとうございます。これも重要ですね。安いから女性向きだという話に見えるとこ

ろがあるということですので、そこら辺を、どう超えていこうかと頑張っている人たちか

らすると違和感がある。私も違和感を持ちましたけど、そういうことだと思います。あり

がとうございました。 

 論点を完全に拾いきれているわけではないかもしれませんが、少し私の方で整理したい

と思います。この６項目に加えてということですが、一つは、そもそもの協働像みたいな

ものを、きちんと議論しなければいけないということだと思います。何をもって協働と言

うのかということだと思います。 

 これまでの協働と、これからの協働は、今日の議論を通じてみると、やはり皆さんが持

っているイメージは違うというか、越えていきたいものがあるということは明確になりま

したので、その手法に陥ることなく、新たな、そもそもの協働。 

 何のために協働するのかということもそうだし、協働の哲学みたいなものや、協働像み
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たいなものは議論が必要なのだろうと思います。それは、どちらかというと、検討課題１

の前に、そういうものの姿がないと、協働する事業がないみたいなところへつながるとい

うことかと思いました。 

 課題を設定していただいたものに抜けているものとして、あと一つは、課題把握の文脈

もそうですが、場の問題だと思います。コミュニケーションの問題も、そこに含んでいい

のかなというふうに思いますが。 

 課題把握をしたり、共有をしたり、シェアをしたりしながら協働を組み立てたり、協働

が見えたり、協働に参加できたりするような場が、かなり閉鎖的なのではないかというの

は、先ほどの１対１の指摘もそうですが、そういうところが見えないというご提起もあり

ました。 

 それは、横につながっていきたいのに、役所も縦でしかないというようなこと。市民も

そうだという意見もありました。そういう意味では、課題を見えるようにする場、コミュ

ニケーション、課題把握ということでくくられるようなものがあるのではないかというこ

とは思いました。 

 あと一つは、新たな手法とかシステムみたいな問題も、やはり先ほどの指定管理とかＰ

ＦＩとか、議会の問題とか、そういう協働を支えるガバナンスとしての問題や、行政手法

としての問題の開発みたいなものも一定あるであろうということはあるかもしれません。

ここのところも、どこまで踏み込めるかは分かりませんが、課題としては提起されていた

だろうと。これが３番目の点です。 

 ４番目は、成果をどういうふうに測っていくかということがあるし、それは、先ほどの

協働像との関係で、いま本質的には協働事業ではないものも含めて、一緒にやったという

だけで協働事業になっているということも含めて、そこを超えていったときに、どういう

ふうに成果として出すか。 

 それは、淺野さんが指摘されたような、持続可能性をどういうふうに担保していくかと

いうことにもつながっていく話だし、６番のお金の流れを考えると、そういったことを、

どういうふうに社会的にコンセンサスを取っていくかということ。これは行政事業自体も、

そうかもしれません。そういう文脈での成果の測り方や、社会的な共有の仕方というのは

出てきたと思います。 

 ５番目は、やっぱり県としての立ち位置みたいなことを、市町との関係でいくと、どう

いうふうに考えるのか。県として協働推進という文脈は課題が見えづらいとか、住民から

遠いという意見が出されたように、県として、どういうふうな役割を、特に、この協働推

進という文脈で担っていくのかということがあるかなというふうに思います。 

 もう一回、事務局の方で議事録を整理していただく中で、議論の柱としては整理してい

ただければと思いますが、いま何か抜けている点とか、委員の皆さん方でありますか。検

討項目に重なる部分もありますが、いまの６点に加えて、５点プラスアルファぐらいのと

ころで、次回以降、議論ができればと思っております。 
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 次回以降は、先ほどもお願い申し上げましたように、今日皆さん方と共有した課題意識

をベースに、それぞれ皆さん方の方で少しまとまったプレゼンテーションを前半３人の方

にしていただきたいと思っています。それをベースに議論をしながら、ここに肉付けをし

ていくというかたちでできればと思います。 

 次回は、体系的な議論というよりは、出していただいた論点で自由に言い合うというこ

とをしながら、事務局の方で、まとめとして拾ってもらうというスタイルになると思いま

す。 

 そういう進め方で、次回と次々回は進めていかざるを得ないかなと思っていますので、

今日の議論を踏まえたプレゼンテーションをお願いできればと思っております。 

 貴重な意見をありがとうございました。 

 その他ということで、事務局から何かありましたらお願いします。 

 

事務局（中村）： 

 ありがとうございました。その他ということで、次回の研究会は８月４日を予定してお

ります。また、第３回の研究会は８月 31 日を予定しております。開催の時間については、

委員の皆様でご相談いただいて決めたいと思いますがご都合いかがでしょうか。 

 ８月４日は午後の時間帯と夜間の時間帯と考えております。第３回の８月 31日は午前の

時間帯、午後の時間帯、夜間の時間帯のいずれも会議室の準備はできますがいかがでしょ

うか。 

 

深尾座長： 

 いかがでしょうか。 

 

阿部委員： 

 夜しかダメだということでしょうか。 

 

深尾座長： 

 はい、4日は夜の方がありがたい。31 日はどちらでも。4日夜がダメな方がおられたら調

整しますが。 

 

植西委員： 

 最初から出張が入ってまして、夜は都合が悪いので代理の者を予定してます。 

 

阿部委員： 

 ほか、遠い二人の方はいかがですか。昼間の方がいいのでは。 

 



38 
 

深尾座長： 

 31 日は昼間にしましょうか。昼間って何時ですか。出やすい時間。午後一。 

 

坂下委員： 

 31 日はどの時間でも。14 時ぐらい。 

 

深尾座長： 

 31 日は 14 時にしましょうか。 

 たとえば、31 日 2 時間の約束あるのでしょうか。1 時間は伸びないと思うけど、ちょっ

とプレゼンもしてもらって、議論の時間をとると、2 時間は厳しいので。14 時―17 時ぐら

いで予定してもらえると助かるかなと。はじめから延びることを前提にするのはどうかと

思いますが。場所は。 

 

事務局（中村）： 

 31 日はこの会議室の隣の５－Ａという会議室が用意できます。4日は夜にしましょうか。

4日ですと、今日と同じ５－Ｂ会議室です。 

 

事務局（寺本）： 

 それでは、次回は４日の 19時から 21時、31日は 14時から 17時ということで。 

開催の案内については、また送らせていただきます。 

 

深尾座長： 

 スケジュールを確認いただけたと思います。それでは本日の議事は終了させていただき

ます。それでは、次回プレゼンの方よろしくお願いします。楽しみにしています。 

 ありがとうございました。 

 

 （拍手） 

 


