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６ 結果の分析 
１、全体の傾向 

全自治体の平均値より、岡山県の全体的な傾向を調べた。「１－２」であがった設問に対しては「把握してい

ない」という回答が多かったことから「１－３」において全自治体が共通して「弱い」設問をあきらかにしてい

る。 

１－１．県内全自治体の平均点が高かった設問 

設問 
（１）（ａ）協働環境を向上するために、指針や条例が定められ、推進し評価する体

制が策定されているか？ 

平均／標準偏差 ２．５７点／１．７４点 

最高点／自治体名 ５点／備前市、美作市 

設問 （５）（ａ）ウェブサイトは発見しやすいか？ 

平均／標準偏差 ２．０４点／２．３２点 

最高点／自治体名 ６点／笠岡市、浅口市 

設問 
（３）（ｂ）協働事業、協働先の選定方法 ア）審査の手順・基準や、結果・根拠は

公開されているか？ 

平均／標準偏差 １．７１点／１．５６点 

最高点／自治体名 ６点／井原市 

 

１－２．県内全自治体の平均点が低かった設問 

設問 （７）（ａ）協働の対象となる事業数は、予算を伴う事業全体の何割にあたるか？ 

平均／標準偏差 ０．０６点／０．２４点 

最高点／自治体名 １点／勝央町 

設問 （６）（ａ）指定管理者制度について、選定までのプロセスへの市民参画状況 

平均／標準偏差 ０．３９点／０．７２点 

最高点／自治体名 ２点／岡山県、岡山市、津山市、瀬戸内市 

設問 （６）（ｂ）指定管理者に対する、監査・モニタリングの機関の有無、市民参画状況 

平均／標準偏差 ０．５７点／０．６８点 

最高点／自治体名 ３点／井原市 



47 

 

１－３．「指定管理者制度」や「しくみの活用度」以外で平均点が低かった設問 

設問 （２）（ｂ）職員を全庁的に育成しているか？ 

平均／標準偏差 ０．６８点／１．００点 

最高点／自治体名 ４点／浅口市 

設問 （２）（ｄ）庁内で協働事例は共有・活用されているか？ 

平均／標準偏差 ０．７１点／０．８４点 

最高点／自治体名 ３点／岡山県、久米南町 

設問 
（４）（ａ）協働事例の評価・ふりかえりが行われ、制度の改善に生かされている

か？ 

平均／標準偏差 ０．８２点／１．１７点 

最高点／自治体名 ４点／岡山県 

 

「１－１」の結果については岡山県内で比較的点数の高かった設問となるが、全国平均と比較すると決し

て高い点数ではなかった。特に「平均点が低かった設問」に対しては「最高点／自治体名」の取り組みを参

考にした早急な改善を期待したい。 

 

２、人口規模別の結果比較 

岡山県及び県内２７市町村を人口規模別にグループ分けし、グループの平均値を比較した。 

（※）「人口規模」の根拠となる人口は岡山県統計調査課「１０１の指標からみた岡山県」の「付表・市町村

編」を参照している。（http://www.pref.okayama.jp/page/329136.html） 

人口規模 自治体名（行政順） 平均値 

- 岡山県 ２．６８ 

７０万人以上 岡山市 ２．５３ 

３０～７０万人 倉敷市 ２．８２ 

１０～３０万人 津山市 ２．９４ 

８～１０万人 該当なし ‐ 

５～７万人 玉野市、笠岡市、総社市 １．３９ 

３～５万人 
井原市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、 

美作市、浅口市 
１．４２ 

１～３万人 
和気町、早島町、里庄町、矢掛町、鏡野町、勝央町、美咲町、 

吉備中央町 
０．４６ 

１万人未満 新庄村、奈義町、西粟倉村、久米南町 ０．４６ 

 

平均値の分布が２点台、１点台、０点台と３つの段階に分かれており、協働環境の整備状況と人口規模

には密接な関係があることがあらためて確認できた。また、段階が発生する要因としては市民活動団体の

http://www.pref.okayama.jp/page/329136.html
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数や人口に占める公務員数の比率など、人口規模に直接関係のあるものから、政治的、文化的、地理的

なものまで多岐にわたると考えられるが今回の調査では深く追求していない。 

 

７ まとめ 
（１）協働をしくみにするためのプロセスについて 

『市民参画と情報公開を大前提としつつ、「総働」（※）を見据えたしくみづくりを目指す！』 

各自治体の条例・指針の整備状況を今回の調査結果に基づいてまとめると以下のとおりとなる。 

自治体名（行政順） 条例・指針等の名称 施行・策定の年月日 

岡山県 岡山県とＮＰＯとの協働の手引き 平成１７年２月 

岡山市 岡山市協働のまちづくり条例 平成１３年４月 

倉敷市 倉敷市協働の指針 平成２０年３月 

津山市 津山市市民活動促進指針 平成１６年８月 

玉野市 玉野市協働のまちづくり基本条例 平成２３年４月 

笠岡市 笠岡市自治基本条例 平成２０年１０月 

井原市 市民協働の基本指針 平成２１年３月 

総社市 なし  

高梁市 なし  

新見市 新見市まちづくり基本条例 平成１７年３月 

備前市 備前市まちづくり基本条例 平成２２年４月 

瀬戸内市 瀬戸内市自治基本条例 平成１８年２月 

赤磐市 準備中  

真庭市 真庭市協働のまちづくり推進指針 平成１９年３月 

美作市 協働のまちづくり指針 平成１９年３月 

浅口市 検討中  

和気町 なし  

早島町 なし  

里庄町 なし  

矢掛町 矢掛町まちづくり基本条例 平成１７年４月 

新庄村 なし  

鏡野町 なし  

勝央町 なし  

奈義町 なし  

西粟倉村 なし  

久米南町 なし  

美咲町 準備中  
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吉備中央町 なし  

 

岡山県では１３の自治体で指針・条例のいずれかが策定済み、３つの自治体で準備・検討中、残りの１２

の自治体ではいずれも整備されていないことがわかった。 

先行して施行・策定された指針・条例においては、プロセスに市民参加の機会が設けられていなかったり、

公開されていなかったことにより、市民と行政の相互理解や協働そのものに対する理解が十分に深まらな

い状態で運用されているケースが多く、適正な評価と見直しがなされるための土壌が育っていないことが

悔やまれる。 

そのため、現在準備中、検討中の自治体には本調査の評価指標ならびに先行自治体の成果と課題を

ふまえつつ、プロセスの重要性を意識して条例や指針の整備を進めていただきたい。 

また、予定も含めて指針・条例のない自治体は必ずしも先行自治体の模倣をする必要はなく、時代に合

った目的・進め方を検討していただきたい。特に人口規模の小さな自治体はパートナーとなるＮＰＯ法人の

不在を理由に指針・条例の策定を後回しにするのではなく、町内会、コミュニティ協議会などの地縁組織の

育成と同時に社会福祉法人、医療機関、学校、その他事業者など、地域課題と関連のあるあらゆる利害関

係者を対象とした協働のしくみを整備していただきたい。なお、喫緊の課題に対応するうえでは管外組織の

協力を得ることや自治体間での事業連携なども想定しておくべきだろう。 

すでに施行・策定されている指針などには「見直しを行う」旨が記載されているものが多く、今後、各自治

体がその機会を設けることになると思われる。いずれの自治体も整備・見直しのプロセスへの「市民参画」

と「情報公開」を大前提としつつ、「総働」のためのしくみづくりを進めていくべきである。 

 

（※）ＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］が提唱する協働の一概念。本来は多様な形態がある

協働が、「行政の特定の部署の業務を、特定の市民活動団体に委託し、行政の負担を軽くすること」と矮小

化して捉えられる傾向が強くなっていることから、地域の持続可能性を高めるための、総力を挙げた地域づ

くりなど、「多様な主体による協働」こそが重要である、という主張に基づいている。「地域円卓会議」に代表

されるマルチ・ステークホルダー・プロセスも、総働の一つの態様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料提供 

ＩＩＨＯＥ〔人と組織と地球の 

ための国際研究所〕 
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（２）しくみが効果的に活用されるための整備について 

『協働を自治の基本理念に据え、全庁的な推進体制の整備が急がれる！』 

各自治体の協働推進体制と職員の研修（今回の調査結果に基づいてまとめたもの） 

自治体名 推進体制に関すること 研修に関すること 

岡山県 ・備前、備中、美作県民局に「協働推進室」

を設置。 

・備前、備中県民局にて年１回の職員研修

を実施。 

岡山市 ・協働関係部署３７課によるワーキングチー

ムを設置。 

 

倉敷市 ・各課に「協働調整員」を配置。 ・調整員を対象に年２回程度の研修を実

施。 

・市民と行政の対話の場となる「まちづくり

サロン」へ参加（希望者のみ）。 

津山市 ・関係部署に「協働推進員」を配置。 

・「協働推進マニュアル」を全職員へ配布。 

・推進員と希望者を対象とした研修を年１回

実施。 

玉野市 ・全職員へまちづくり条例を配布。 ・新規採用職員を対象とした簡易研修の実

施。 

笠岡市 ・地域担当職員を配置。  

井原市 ・地域担当職員を配置。 

・協働の指針及び協働施策に関する資料を

庁内ＬＡＮに掲載。 

・地域担当職員を対象とした研修を定期的

に実施。 

瀬戸内市  ・一部の職員が研修を受講。 

赤磐市 ・協働のまちづくり推進庁内組織の設置。庁

内に推進担当者を配置。 

・庁内情報誌の発行。 

・協働のまちづくり推進本部会議への参加。 

 

浅口市 ・協働推進の手引きを作成中。 ・職員を対象とした研修の実施。 

奈義町  ・担当職員が研修に参加。 

 

「６ 結果の分析」で示したとおり、「職員の全庁的な育成」や「全庁的な推進体制の整備」において県内

の多くの自治体が全国平均値を下回る結果となっている中、調査票に具体的な記述があったものが上記

の１１の自治体となっている。各自治体からの回答と実行委員がＨＰから調査した結果によると、県内の５

つの自治体にて調整員、推進員、地域担当職員の配置によって協働推進体制が整備されているが、いず

れも住民自治のしくみと切り離して考えることができないものであり、今後の成果や課題の検証が他の自

治体にも共有されることが期待される。 

なお、協働が進まない理由として（特に市民側から）「担当者の異動」が挙げられ続けているが、多くの自

治体が人事異動の意義を認め、採用している以上、異動を前提とした「全庁的な」協働推進体制の整備が

必要不可欠である。知識と経験だけでなく市民との関係性までも蓄積・引継ぎできるような合同研修・合同

会議の実施や事例集の共同作成が多く実現されることを期待したい。 
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（３）しくみを活用するために、協働のパートナーと共に学び、互いが育つしくについて 

『担当部署は「募集要項」の改善を！町内会等への補助事業には「地域経営」の視点を！』 

今回の調査結果によると全２８の調査対象のうち、２１の自治体にてＮＰＯに対する補助・助成制度が設

けられていたが、選考結果のフィードバックや相互の協議の場づくりなど、改善の余地は多く残されている

ことが分かった。ないものをつくる場合と比べると、すでにできあがっているしくみ・制度の改善にかかる手

間と時間はそれほど大きくないはずなので、担当部署には今回の評価指標をもとに積極的な見直しを図っ

ていただきたい。 

また、自治体によっては補助・助成制度の主な対象が町内会やコミュニティ協議会などの「地縁組織」と

なることも多いと思われる。従来は住民同士の楽しみや交流の創出を目的とした事業の実施が多かったの

ではないかと思われるが、前述（まとめ（１））のとおり、地縁組織が地域の安定と活性化の担い手となること

が期待されている現在、「福祉」、「防災」、「経済」など地域の課題となっているテーマへの挑戦とノウハウ

の蓄積を促すような制度の設計が急がれる。 

 

（４）協働事例の評価・ふりかえりについて 

「評価・ふりかえりを『形式』から『継続・発展に欠かせないプロセス』へ変える！」 

「評価・ふりかえり」については、多くの自治体で伸び悩みを見せ、前述（まとめ１、１－３）のとおり、全体

で６番目に平均点の低い設問となっているが、その背景には適切な評価・ふりかえりの方法がわからず、

プロセスに組み込まれていない、または組み込まれていても報告書作成のための形式的な評価で終わっ

ているといった現状があるものと考えられる。 

以下に紹介する「協働評価シート」は仙台市（宮城県）によって作成されたもので、事業工程を「内部検討

段階」、「協議段階」、「実施・終了段階」の３つに分けて、それぞれの段階で評価を行うことのできることか

ら、事業成果と評価効率を同時に向上させることのできるツールとなっている。方法よりその後の展開に生

かされることが重要であることは言うまでもないが、市民と行政が目線を合わせ、対話の機会を設けるため

に必要不可欠なものであり、岡山県内の自治体でもぜひ参考にしていただきたい。 

 

『「仙台協働本 ～協働を成功させる手引き」を作成しました』 

http://www.city.sendai.jp/shimin/ti-shinkou/tebiki/ 

※『「協働評価シート」【ＥＸＣＥＬ９６ＫＢ】』をクリックするとシートがダウンロードできます。 

 

お問い合わせ先：仙台市市民局市民協働推進課 

ＴＥＬ：０２２－２１４－８００２、ＦＡＸ：０２２－２１１－５９８６、電子メール：sim004100@city.sendai.jp 

 

（５）ウェブサイトの活用について 

「わかりやすさ、見つけやすさへの配慮が市民の関心・反応を引き出す！」 

今回の調査において最も点数にばらつきが大きかったのがこの設問である。実際に各自治体のウェブ

サイトを拝見して感じられたのが「温度差」である。個人の主観に基づいた意見となるが、例えば、今回の

調査で最高得点の６点を記録した浅口市では市のトップページに「みんなが主役のまちづくり」と題したバ

ナーが貼ってあり、市政において協働や市民参加を重要視していることだけでなく、積極的なアクセスを歓

http://www.city.sendai.jp/shimin/ti-shinkou/tebiki/
mailto:sim004100@city.sendai.jp
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迎しているように感じられた。わかりやすさ、目に触れやすさへの配慮が自治体の「力の入れ具合」として

感じられることで市民の積極的な参加を引き出す効果があると考えることもできるだろう。 

 なお、周南市（山口県）では、事業提案の募集や委員の公募に限らず、パブリックコメントや公開会議も含

めて、市民が市政に参画できる主な機会を整理して、おおよそ月２回（１日頃・１５日頃）の頻度でホームペ

ージにて公開している。市政における市民参画の位置づけとともにぜひ参考にしていただきたい。 

 

「市民参画スケジュール」 

http://www.city.shunan.lg.jp/section/kyodo/kyoudou0/topikku/sukejyu-ru.html 

 

お問い合わせ先：周南市地域振興部コミュニティ推進課 

ＴＥＬ：０８３４－２２－８２０３、ＦＡＸ：０８３４－２２－８３５７、電子メール：kyodo@city.shunan.lg.jp 

 

（６）指定管理者制度の導入・運用と市民の参画状況について 

「県内全域での指定管理者制度の見直しと共有が急がれる！」 

平成２４年１１月に総務省が発表した「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」に

よると岡山県内では１，５６８（県：６９、岡山市：２５４、その他の市町村：１，２４５）の施設で指定管理者制度

が導入されている。これは全国での指定管理者制度導入施設数（７３，４７６）を４７都道府県で割った数字

（全国平均）をわずかに上回る結果となるが、本設問（市民の参画状況）に対する回答は小規模市平均を

大きく下回る点数となっており、制度の導入状況に対して市民参画のしくみの整備が大きく遅れていること

を意味していると言える。 

今後、老朽化や人口減少を要因として県内の多くの公共施設で指定管理者制度の導入や統廃合の検

討が行われることと思われるが、必ずしも既定・前例に倣うだけでなく、制度設計、選定、監査の各工程に

おける公募市民の参画を大前提としつつ、民間の能力を最大限に発揮できるような柔軟かつ弾力的な運

用を期待したい。 

なお、当施設（岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター）も指定管理者制度によって民間の組織が運

営を行っていることから、自らの襟を正しつつ、岡山県内全域での適正な指定管理者制度の運用に向けて

できるかぎりの貢献をする所存である。 

 

（７）協働のしくみの活用度 

「庁内での情報共有のしくみ化を進めつつ、あらゆる事業で協働が選択肢に含まれる状況を目指す！」 

本設問では（ａ）（ｂ）ともに平均点が０点台であったうえ、多くの自治体において「協働の対象となる事業

数」、「募集定数を上回る応募数」ともに「把握していない」という回答がなされた。当センターが十分な調査

期間を確保できなかった点にも問題があるが、一般的に言われる「縦割りの弊害」として、庁内での情報共

有の難しさを表した結果であるとも言えるだろう。これらの情報を一元化するためには協働を担当部署のみ

の役割・分掌とせず全体的な事業の実施方針に位置づけ、管理する必要があるため、一部署で改善に着

手することは難しいと思われるが、協働のしくみの活用度を正しく把握し、市民の活用を促すためには不可

欠な作業であり、挑戦する意義は大きいと思われる。以下の「岡山県」の事例を参考にしていただき、少し

ずつ点数を高めるための取り組みを検討・実践していただくとともに将来的には佐賀県における「協働化テ

http://www.city.shunan.lg.jp/section/kyodo/kyoudou0/topikku/sukejyu-ru.html
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スト」のようにすべての事業において協働が選択肢に含まれるような状況が実現されることに期待したい。 

 

「岡山県ＮＰＯ関連予算説明会（ヒアリング）」 

２００２年以降、岡山県が毎年１回、岡山県の当初予算のうち、ＮＰＯに関連する予算の説明や情報提供等

を行うため開催している事業。担当部署（以下の「お問い合わせ先」）から庁内各課へ文書を送付して、ＮＰ

Ｏが参加可能な補助・助成事業の情報を収集している。また、収集した情報を一覧表にするとともにＮＰＯ

法人岡山ＮＰＯセンター等との協働で説明会を開催している。 

 

お問い合わせ先：岡山県 県民生活部 県民生活交通課 県民協働推進班 

ＴＥＬ：０８６－２２６－７２８７、ＦＡＸ：０８６－２３２－５３５４、電子メール：ＨＰにメールフォームあり 

 

「協働化テスト」 

佐賀県が提供する公共サービスに対する県民満足度の向上を図るため、県の全業務（警察及び県立学校

を除く）を定期的に見直してその結果を公表し、民間企業、市民社会組織などから公共サービスのよりよい

担い手のあり方について提案を募り、提案者との対話を重ねることにより、公共サービスの担い手の多様

化に取り組んだもの。佐賀県では平成１８年度から平成２０年度まで行ったこの取り組みを「協働化テスト」

と呼称し、公共サービスに対する新たな役割分担を練り上げるための提案の多くを採択・実施に移しており、

２０１０年には日本初の「国連公共サービス賞」を受賞している。 

 

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1363/_29095/kyoudouka_test.html 

 

お問い合わせ先：佐賀県 経営支援本部 人材育成・組織風土グループ 

ＴＥＬ：０９５２－２５－７３４５、ＦＡＸ：０９５２－２５－７４７７、電子メール：jinzai-soshiki-g@pref.saga.lg.jp 

 

おわりに 

調査結果が示しているとおり、岡山県内の協働環境は決して進んでいるとは言えないかもしれないが、

次の段階へ進むための指標は示されており、先進自治体の取り組みなどを参考・活力にしながら少しずつ

改善に着手していただきたい。 

また、昨年度に実施した「市民の社会参加状況調査」で示したように私たち市民も自治の当事者として、

「投票」行動に限らず、積極的に協働環境を活用して行政の呼びかけに応えていく必要があるだろう。 

この報告書が行政と市民の双方に活用され、岡山県及び県内２７市町村における協働環境の整備と活

用促進に寄与することを心から願うものである。 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1363/_29095/kyoudouka_test.html
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発行元：岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター「ゆうあいセンター」 


