
2013年 8月 26日（月） 

 

岡山市長選挙立候補ご予定の皆様へ 
 
 
 

市民協働及び NPO 支援に関するマニフェスト公開質問状ご回答のお願い 
 

岡山市内に事務所を置く 32の NPO法人 
	 （賛同 NPO法人の一覧は別表のとおり） 

事務局 岡山 NPOセンター 
 
 
 

拝	 啓 

時下	 皆様方におかれましてはますますご清栄のことと御喜びを申し上げます。この 
度の岡山市長選挙に立候補をご予定の皆様の志に敬意を表します。 
さて現在、岡山県・岡山市認証のＮＰＯ法人７０８法人のうち、２９５法人（８月２

０日現在）が登記上の主たる事務所のある岡山市内を中心に活動しており、年々、増加

を続け、地域における公共の新たな担い手としての役割も日々高めております。また、

２０１４年には「国連持続可能な開発のための教育の１０年」最終年会合の一環の各種

ステークホルダー（国連機関、研究者、学校関係者、民間企業、ＮＰＯ等）の主たる会

合が開催され、その成果を開催後、市民による持続可能な社会づくりにどうつなげてい

くかが国内はもとより世界各国から注目されていると私たちは考えています。そのよう

な状況の中、私たち岡山市内に事務所を置く３２法人は、今後の岡山市政における市民

との協働のあり方及び民間の立場で公共的な事業に取り組むＮＰＯの支援に関する新

市長の施策について、非常に大きな期待を寄せております。 

つきましては、本公開質問状に賛同する３２の NPO法人より、下記の１４点につい
てご質問をさせていただきますので、ご多忙のなか、大変恐縮ですが、９月１３日（金）

までにご回答・ご返信を賜りますようお願い申し上げます。尚、お手数ですがご返信方

法は FAX、Eメールなどでお願いします。 
 
最後になりましたが、皆様のご健闘をお祈りいたしますとともに、地域におけるＮＰ

Ｏの諸活動に対しましてご支援ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬	 具 

 
 
 
 
 
 



≪	 記	 ≫ 
 

ご質問は以下の五つの項目で構成しております。先進国政府及び都道府県庁、政令指定

都市役所の先進事例なども参考としながら、少子高齢化が進み社会が変化していく中で、

市議会、市行政、市民がそれぞれ対等な立場で効果的に役割を果たし、協働していく新市

政のために不可欠と考える細目毎の質問としております。 
No. 

項	 	 	 	 	 目 細	 	 	 	 	 	 目 

1 ルール・方針 

条例の制定（協働のまちづくり条例改定） 

ESD国際会議の成果を受けた協働方針 

協働事業を行うための仕組み 

2 市民の政策提言・市政参加の仕組み 

協働・市民参加への理解を高めるセミナーの開催 

協働円卓会議 

市民 100人委員会 

3 市役所内部の協働体制の充足 

担当課の設置、組織内の位置づけ 

各課への協働担当職員の配置 

協働コーディネーター配置 

公民館及び地域センターの活用 

4 市民活動・協働の新たな推進 
財政的支援（補助、提案委託）、基金の新設 

支援施設の設置 

5 
市政における重点課題における 

協働及び市民参加のあり方について 

中心市街地再開発における市民、ＮＰＯの参加 

建部町、御津町などの中山間地域の課題解決にお

ける市民、NPOの参加 

6 その他、個別テーマ等  

 
いただきましたご回答につきましては、岡山ＮＰＯセンターのウェブサイト上※で公開

させていただくとともに、マスコミ各社様へ９月１８日迄に発表させていただきますので、

ご了解ください。 
 

 [注釈] 
※	 特定非営利活動法人岡山 NPOセンターのウェブサイトは「http://www.npokayama.org/」です 



【賛同する岡山市内 NPO 法人の一覧】順不同  
 
特定非営利活動法人	 岡山県精神障害者家族会連合会 
特定非営利活動法人	 豊壽会 
特定非営利活動法人	 地域人権みんなの会 
特定非営利活動法人	 ヘルスサイエンス地域国際センター 
特定非営利活動法人	 陣屋 
特定非営利活動法人	 ケアプロ岡山 
特定非営利活動法人	 ステップハウスわ！  
特定非営利活動法人	 子ども劇場岡山県センター 
特定非営利活動法人	 0-99おかやまおしえてネット 
特定非営利活動法人	 ケアセンター絆 
特定非営利活動法人	 さんかくナビ 
特定非営利活動法人	 岡山日本語センター 
特定非営利活動法人	 みんなの集落研究所 
特定非営利活動法人	 岡山企業法務研究会  
特定非営利活動法人	 メンターネット 
特定非営利活動法人	 表町おかみさん会 
特定非営利活動法人	 おかやまたけのこ会  
特定非営利活動法人	 岡山県介護支援専門員協会 
特定非営利活動法人	 高齢者・障害者生活支援センター 
特定非営利活動法人	 ライフケアしおん 
特定非営利活動法人	 フォレストワン 
特定非営利活動法人	 口腔健康科学ネット  
特定非営利活動法人	 子どもシェルターモモ 
特定非営利活動法人	 ハート・オブ・ゴールド 
特定非営利活動法人	 連塾 
特定非営利活動法人	 岡山市子どもセンター 
特定非営利活動法人	 マザーリーフ 
特定非営利活動法人	 岡山県社会就労センター協議会 
特定非営利活動法人	 日本放課後児童指導員協会 
特定非営利活動法人	 タブララサ 
特定非営利活動法人	 杜の家 
特定非営利活動法人	 岡山・ホームレス支援きずな 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊返送先・お問合せ先：特定非営利活動法人 岡山 NPOセンター（担当：石原、森髙）	 	 	 	 	 	 	 	  
〒700-0822 岡山市表町 1丁目 4-64 上之町ビル 3階	 	 URL	 http://www.npokayama.org/ 
TEL	 086-224-0995	 	 FAX	 086-224-0997	 	 E-mail	 npokayama@gmail.com 
営業日	 月～金	 9:00～17:00	 ※急な出張などにより不在の場合もございます。ご了承ください。 
  



以下の項目のご質問につきまして、（	 はい・いいえ	 ）のどちらかに○を付けて下さい。 
	 	 ご回答（はい）に関しましては、より具体的な目標や期間等を、□枠内へとご記入願います。 
	 	 尚、設問中の“新市政”とは、立候補ご予定者様の市長就任後の新たな市政全体を指します。 
（当然、立候補ご予定者様のマニフェスト実現を含みますが、現市政の含みおきもできます） 

 
【立候補者ご予定者様へのお願い】  

この公開ご質問状は、立候補ご予定者の皆様の新市政へと、高まるＮＰＯ関係者からの

大きな  
期待が込められています。期待以上の希望に満ちたご回答が寄せられることを一同切に

願います。  
 
立候補ご予定者さまお名前：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

【ルール・方針】 
（1）	 市民との協働をすすめるにあたっては、そのルールとしての条例または指針の整備が必

要です。  
岡山市には「岡山市協働のまちづくり条例」が平成 13 年 4 月 1 日に施行されています
が、施行から 10 年以上が経ち、状況が大きく変わっています。（当時、県内の法人数は
32 件でした）  
特に、現在の条例では支援措置として「特定非営利公益事業の実施に必要な土地、施設

等を当該事業を実施する非営利公益活動団体に対し無償で貸し付け、使用料を減免又は

免除する」ことしか明記をされておらず、十分とは言えません。  
新市政において、「ＮＰＯとの共助社会づくりに関する協働条例」（仮称）の新規策定、

もしくは「岡山市協働のまちづくり条例」について、現在の状況に合わせた改正を検討

されますか？  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ   

※「はい」とお答えの方は、改正のイメージや取り組み期限をお聞かせください。 
 

 
（2）	 市民との協働を具体的に進めていくためには、予算が必要な事業だけではなく、予算が

なくとも取り組める取り組みも含めて、協働を行っていくための手順（ルール）が整理

されていることが必要です。同時にその後の協働においても、合意した目標数値や協働

で目指すべき様相やクオリティの実現・維持のための定期的な事業評価を複数回開催し、

達成に向けて改善していくための仕組みも不可欠です。浜松市などの先進自治体では、

NPO や市民団体と各担当課との情報交換会が定期的に開催され、事業実施年度の前年度、
事業によっては前々年度から意見交換を重ねた上で協働事業を予算化するルールができ

ています。そうしたルール作りをお考えですか？  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ   

※「はい」とお答えの方は、改正のイメージや取り組み期限をお聞かせください。 



 

 
（3）	 2014 年には「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）に関するユネスコ世界会議」が開

催されます。岡山市での会合は、国連機関、研究者、学校関係者、民間企業、NPO 等の
各種ステークホルダーを対象としたものであり、この会議以降に、岡山市が持続可能な

社会づくりに向けて、市民をはじめとした各種ステークホルダーと多文化の共生ならび

に定住化推進のためにどのような取り組みを行っていくかが世界からも注目されていく

と考えています。岡山市において、「ESD に関するユネスコ世界会議」以降、ＥＳＤを

踏まえた持続可能な社会づくりのための活動促進のために、市民をはじめとした各種ス

テークホルダーと協働し続けるために必要な「おかやま社会貢献条例（仮称）」や「共助

社会づくり条例（仮称）」のような条令制定や他の地方自治体に見られる事業協定に加え

て締結する「岡山市包括ＮＰＯ協働協定」のような何らかの新たな取り組みや仕組みづ

くりをお考えですか？  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容や取り組み期限を教えてください。 
 

 

【市民の政策提言・市政参加の仕組み】 

（4）	 真に市民の力を引き出し、市民参加の市政運営をすすめるためには、市民参加や協働に
対する市民の理解を進める必要があります。県内でも岡山県や倉敷市等では協働や市民

参加について市民が学ぶための講座やセミナーを、行政機関と専門性の高い NPO との

協働運営で行われています。協働・市民参加・市民参画への理解を高めるセミナーの開

催を計画・予算措置されますか？  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容や取り組み期限を教えてください 
 

 
（5）	 現在、内閣府では「共助社会づくり懇談会」の名称で、「地域の活性化を図るとともに、

全ての人々がその能力を社会で発揮できるよう下支えを進める共助社会をつくっていく

ためには、特定非営利活動法人等による地域の絆を活かした共助の活動が重要となって

くる。このような活動の推進に必要な政策課題の分析と支援策の検討を行う場」として、

NPO 等が参加した会議が開催されています。岡山市においても現在、「岡山市・NPO 協



働推進協議会」が設置されていますが、今後の市民参画をすすめるためには、会議の位

置づけを新たにし、こうした施策課題について分析と支援策の検討を行い、必要な施策

の実施決定と実施中の事業評価とクオリティの管理・改善の預託された会議が必要だと

考えております。このような会議の設置を行われますか？  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容や取り組み期限を教えてください 
 

 
（6）	 市民参加での行政運営を行っていくためには、これまでのパブリックコメントや会議開

催より一歩進んで、多くの市民が直接、地域の課題について議論し、提言を行っていく

ための場が必要です。そうした仕組みとして鳥取県智頭町では「１００人委員会」が設

置され、市民有志による委員が提言から課題解決の現場も担うほか、京都市でも同様に

市民が地域の課題を話し合い、提言する機会が設けられています。岡山市においても、

専門性の高いＮＰＯと協働しながら、こうした市民が直接地域の課題を話し合うことで

参加意識を高めると共に、市民ニーズの把握をする場を設けられますか？  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な内容、数値目標、期限を教えてください 
 

 

【市役所内部の体制】 
（7）	 岡山市のＮＰＯ窓口は、現在、安全安心ネットワーク推進室で行われていますが、政令

市移行後も、ＮＰＯ法人申請業務以外の取り組みが進んでいません。ＮＰＯとの協働推

進ためには、定例の人事異動による協働担当者の配置換えに影響されないように各課内

に協働推進のための担当職員を決めた庁内の協働体制の整備が必要と考えますが、組織

改正も含めた協働体制強化のための任命を進めますか？  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 
 

 
（8）	 岡山県および、倉敷市、津山市、笠岡市等では、市民参加、市民協働及びＮＰＯ活動支

援のための庁内組織を設けています。現在、岡山市にはありませんが、今後、市民参加、

市民協働及びＮＰＯ活動支援拡充のための新たな組織を設けますか？  



 

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 
 

 
 
 
 
 
（9）	 岡山市の公民館は、地域の社会教育の拠点であるとともに、町内会や地区安全安心ネッ

トワーク、地区交通安全対策協議会、学区ＰＴＡ等々の地縁組織等が有する地域資源を

活用した地域課題解決のための協働コーディネートの役割を期待されています。また、

支所や地域センター、ふれあいセンターなども、それぞれの課題ごとに所在地一帯にお

ける同様の役割を担う必要性があると思います。今後、これら既存施設における協働コ

ーディネートの役割を専門性を有する地域のＮＰＯと協働しながら充実させていきます

か。それとも、別の仕組みをお考えですか。  

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 
 

 

【市民活動の推進】 

（10）	 岡山県や倉敷市、津山市、笠岡市、井原市などの県内の多くの自治体において、新旧の

行政施策が届きにくい各制度の範囲外にいる市民等への支援等の活動を自己資金のみで

新規に担うＮＰＯや市民団体との協働事業が行われ、指定管理事業、事業委託又は補助

による事業実施が行われており、協働事例の積み重ねに役割を果たしています。岡山市

においても同様に、または協働のまちづくり条例指定事業とは別の形での協働事業や、

市単独事業及び国庫補助事業数と額の対前年比増強、また事業者とＮＰＯの新しい民間

協働支援をすると共に、ＮＰＯ・市民団体への資金支援として、「岡山市地域福祉基金」

や「岡山市市民協働の学校づくり基金」とは別の新たな「おかやま社会貢献基金（仮称）」

が必要だと考えられますが、このボランティア・ＮＰＯとの協働促進のための基金もし

くは同様の新規予算措置を新たに創設されますか。	 

は	 い	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 



 

 
（11）	 NPO の活動支援施設が、岡山県や倉敷市、津山市、笠岡市、井原市、真庭市、早島町

などの県内自治体や他の政令指定都市には設置されています。政令市移行に伴いＮＰＯ

法人認証業務が県から移管された岡山市においても、指定管理者事業を用いた NPO の

活動支援施設と支援専門員の配置が早急に必要だと考えますが、設置されますか？  

はい	 	 ・	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください 
  

 
 

【市政における重点課題における協働及び市民参加のあり方について】 

 

（12）	 中心市街地再開発における市民、ＮＰＯの参加について  

中心市街地は、岡山市駅前への大規模商業施設の立地、高層マンションの建設により再

開発が進む一方、表町南部の衰退など問題も生じています。2014 年秋には、岡山駅前に
イオンモールが開業し、岡山市民病院移転、岡山市民会館及び岡山市民文化ホールの移

転新築など市有公共施設の再配置が予定されるなど、岡山市の中心市街地の盛衰に直結

する事業が差し迫っています。中には市民会館の建設位置など意見が分かれ、一層の議

論が必要な案件もあります。そんな中、これら事業の推進には、行政、企業、地権者等

とともに、広く、市民、ＮＰＯや社会的起業家の果たす役割も大きいと考えます。今後

の市の中心市街地再開発事業の推進にあたり、市民、ＮＰＯなどとの協働を位置づけ、

政策決定への関与の機会を設け、協働の取り組みを進めていきますか。  
 

はい	 	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、具体的にどうしたらいいと思いますか？ 
	 	 その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください。 
 

 
（13）	 中山間地域の課題解決における市民、NPO の参加・参画について  
 



岡山市内には、合併地区をはじめ、実質的に中山間地域と呼ばれる過疎高齢化地域があ

ります。  
本来であれば過疎地指定などを受け、状況に合った支援施策が行われるべきですが、そ

れらの支援を受けることができません。県ではこうした地域に対して、モデル集落を指

定し、住民主体での人材育成や生活課題の解決のための支援を NPO と協働で展開して

います。  
岡山市においても、これらの地域に対してＮＰＯと協働した支援施策が必要であると考

えますが、施策の検討や予算措置、担当課の設置などを進めていきますか。  

	 	 	 	 はい	 	 	 いいえ  

※「はい」とお答えの方は、具体的にどうしたらいいと思いますか？ 
	 	 その具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください。 
 

 
 
 

【その他、個別のテーマについて】 

 
（14）	 市長就任後、NPO との協働に取り組みたい事業、課題、テーマなどございましたら、

お教えください。  
 
※具体的な事業内容、数値目標、期限を教えてください。 
 

 
 

ご協力ありがとうございました。  


