
グループ 協働しなきゃいけない理由 アクション 質問・助言・提案 いいね投票 川北先生コメント

Ⓐ

・高齢者の増大に対応して、高齢者の居場所・コミュニティを
確保するため。
・買い物代行などの生活支援について、地域自身で対応で
きる仕組みづくりの協働
・少子化などによる人口減で生じるニーズの多様化への対
応の協働
・中心市街地の衰退に対応するため
・税収減へ対応するため
・松江市で起業してもらうための対応
・宍道湖の水質悪化への対応
・安全な道路環境のための見直し等対応
・障がい者の雇用のための対応

・先進地視察・事例調査による情報収集
・市の問題点の整理
・市長・団体の長に報告・解決策の検討
・関係団体が集って事業計画
・予算編成
・協働の指針のルール作り
・協働したい事例を提示
・相互派遣

・高齢者が集う物理的な場所をどう確保するのか。
・地域とは、具体的に？
・障がいはそれぞれ違います。
・公的利益になるのかな？
・松江市のシンボル「宍道湖」を中心とした考え方ってありだと思いました。
・具体的なスケジュールは？
・いつまでにが入っているといいですね。まずは市の問題点の整理からでしょう
か。
・時期的な視点がない。
・受け皿となる体制ができていない。
・市長報告があると市内部の事業推進力が良くなると思います。
・検討・個別は具体的にできるように
・よその事例はよそのことなので、まず自分たちの社会の課題を見つけるのが先で
は。
・誰が情報収集するのか？その対象は？先進自治体のことか？
・問題点とは個々未来の問題点ですか？松江市として協働を全庁的に行うに当
たっての問題点ですか？
・事例調査は良いと思うが、実現するためにはトップの決断がいるのでは?学習だ
けして前進しないこと多し。
・県の仕組みを勉強してみるところからスタートしては。
・いつ頃しますか？すぐできますね。
・関係団体であるかどうかはいつ分かるのか。情報交換の場が必要なのでは。
・相互派遣のとき、普段は大方無給のＮＰＯ職員との差を考慮してほしい。
・協働したい事業では行政の側からでてくる事業が最小限になりませんか？
・市民参画のための方法は？審議会等の公募制を推進するためのガイドラインを
条例化することについては？

・お互いの活動の場に出向いて学んだ方が真剣にな
れる。（講義+体験）
・相互派遣・・お互いを知る良いチャンス
・理解が深まる。人脈が広がる。⇒スムーズ化
・専門分野における交流は必要
・「にぎわい」を取り戻すために必要ですね。
・規模・方法にもよるが、市民団体の力量や情報収
集もできる。
・同業者の連携ｇｏｏｄ　パートナーも複数課

・緊急にルールやしくみを作らないと結局は勉強で終わってし
まいませんか？⇒その委員会はある？
・統計の基本課題と合致してる？
・数字！！がないと緊張感が伝わらないのでは。

Ⓑ

○少子化→税収減、人口減
・若者の市外・県外流出へ対応する必要
・働く場の提供のため、連携
・出会いの場づくり
・安心して子供を育てられるまちづくり
・郷土に対する愛着心を育てる
・歴史・文化の継承（後継者育成）
・Ⅰターン・Ｕターン促進
・地域の魅力創出（観光資源の見直し）
・若者の起業支援のあり方
・地域による子育て支援のあり方

・法律・条例の勉強会　H25.2
・総合計画・実施計画の勉強会　H25.2
・松江NPOネットワーク　できますﾘｽﾄづく
り　H25.3
・先行地調査　H25.4
・市長合同インタビュー　H25.6
・協働のプレお見合い　H25.5
・議員勉強会　H25.7
・行政側の協働窓口（担当者）　H25.4
・議員との指針・条例づくりに向けた運動
（行動）
・事業の評価・検証・情報公開

・子どもを育てられるという視点だけでなく、子どもが育つという視点も大切だと
思った。
・子育てに高齢者のパワーを活かせないか。高齢者の生きがいづくりにもつなが
る。
・安心して子どもを・・具体的に「安心して」とはどのような問題点を感じておられま
すか。
・地域での子育て支援で、今できていることと不足していること、すべきことの洗い
出しが必要。
郷土の愛着心を育てるのは大切だと思います。教育プログラムにしっかりと組み込
まなければいけませんね。
・「出会いの場」　誰の何の出会い？
・法律や総合計画の勉強会は合同ですか?NPO法人のみですか？
・市の行政システムについてNPOも研修が必要では。
・議員のみならず、多くの市民と協働について勉強会する必要があると思う。
・議員勉強会について参加を義務づけるか欠席理由等を公表することを前提とし
てほしい。
・議員勉強会にどうすれば議員が出席して本気で考えるようになるか。
・議員勉強会や条例に向けた行動など、官民一体となって進めるイメージですか？
・行政側の縦割りをどう解消するのか。窓口を一つ決めてもその課で統括できない
のでは。
・勉強会の前に計画の見直しをする必要があるのでは。
・リストはNPOネットワーク団体が自ら作成して自治体や他の団体に提示する仕組
みが良いと思います。
・インタビューの結果、どのようなことを具体に引き出すもくろみでしょうか。
・プレまでで、協働実施はいつからですか。
・協働の評価も必要。
・団地・町内会単位でコミュニティをつくり、地域社会雇用促進につなげたら。
・条例ありきの前にまずは「協働したい」と思わせる意識改革が必要では。研修や
勉強会など。

・総合計画の市民やNPOを対象にした勉強会をした
ことがないので、ぜひやるべき
・総合計画の勉強会は大切。まずそこからだと思っ
た。
・市長の合同インタビューで市長の直接の声が職員・
市民に具体的に届くととても良いと思う。
・市長の決断は必要

・お見合いから予算化までに要する時間は現実的にどれくら
い？
・総合計画の勉強会はすばらしい！ぜひ「市民が望む優先
政策（事業じゃなくて）リスト」提案も



Ⓒ

・商店街などまちづくりについての連携
・子どもだけではなく高齢者もまきこんで。
・アオコの発生など湖の環境も考えた協働、自然教育に力を
いれて
・地縁も薄くなってきている中、ニーズが複雑になっている。
行政では無理。スピード感も強い民間に頼ることも多い。
・コミバスの利用、伸び率が問われる。地域とのつながりが
大事。行政がやることに限界も。
・ガン検診についても地元とのつながりが大事。行政では限
界もある。宣伝など。

＜平成２４年度＞
・管理職研修　12月
・NPO側の市のシステム研修　12月
・一般職員全体研修　1月
・NPO・市の財政システム研修

<平成25年度＞
・協働推進専門機関を置く　4月
　（NPO団体が出来ることﾘｽﾄを作る。行
政側で行いたい事業を公表する。）
・ニーズの調査
・お互いができることの事業ﾘｽﾄ　7月
・お見合い　8月
・予算要求　10月
・条例をつくる　11月　H26.4.1施行
・事業評価　H27年度

・NPOの専門性をいかせるといいですね。
・市民のために行政があるんですもんね！　市民とともにやる！
・協働するテーマに何？（子どもだけでなく・・）
・コミュニティは市民力を活かすべき。
・お見合い＝協働提案会ですか？
・広報誌にのっていても読まれない場合もあります。口コミによる宣伝が機能する
と効果大です。
・研修は年1回は少ない。最低でも2回。
・全体研修だとどうしても講演中心となってしまうので、グループワークを数回に分
けての研修がいいと思います。
・市のシステム研修　事例などはありますか？
・専門機関の予算と人数は？
・事業ﾘｽﾄを読み込み、協働のあり方を考える期間が必要では。
・条例をつくることが目的とならないように。
・条例は簡単にはできないと思います。まずは充分な話し合いでスケジュールを
作っては。
・ニーズ調査では受益者の人数で評価が決まる。それでは協働する意味がない。
どのような軸で調査するのか。
・ニーズ調査はどの程度までやりますか。
・ニーズ調査は必要だが、すでにデータはあるのでは？分析と実行の方が大切か
もしれない。

・協働推進専門機関　4月からぜひ設置しましょう。
・橋渡しになる組織がある方がスムーズにいくように
思いました。
・専門体制はやはり必要
・研修から入り、評価もあるのがいい。
・やはり管理職やトップの意識改革が必要。協働を業
務の一環として位置付けることが大切。
・一般職員の研修も必要。
・意識改革のため研修は必要
・市の仕組みを知るプログラムを組み込むべき
・まずは「お知り合いに！！」定例化するともっと良い
かも
・相互理解が進み、現実的な取り組みになる。
・条例を作ると分かりやすくなて

・研修の順序として（必ず事前・事後にアンケートをつけつつ）
現場→課長級→部長級の順で行くとしたら、ベストタイミング
は？
・お見合いから予算までの間は2カ月で大丈夫？

Ⓓ

・急激な高齢化
・少子化
・市民の役割を認識する必要性
・得意分野の発揮により効率を上げる
・財政の危機に対応する
・職員数の減少
・核家族化・女性の社会進出による家庭力の低下
・市域の広がりによる特徴あるまちづくり
・住民が自らまちづくりに参画することでよりよく、また責任を
みんなが持つことができる
・ニーズの多様化

<平成24年度＞
・協働連携会議の設置　2月
・通信の発信　2月

<平成25年度＞
・協働先進地の調査　5月
・派遣研修の継続　7月
・財政状況の一覧公開　7月
・合同研修会の開催　8月
・行政側の協働可能事業の提案　9月
・互いの窓口機能の明確化　10月
・推進員制度の確立　10月
・ＮＰＯの得意分野の公表と協働人材バ
ンクの設立　12月

・通信の発信とは？　誰に向けて何を発信するのか？　発行頻度は？方法は？
・メーリングリスト・ＳＮＳ等随時情報発信するのも良い。
・協働連携会議のメンバーは？　どう活かしていくのか？
・若者の雇用・定住との関連は？
・財政の危機を市民と分かち合うことも必要。今までの行政サービスは望めない。
・職員数の減少は協働の理由？事業を減らせばよいのでは？
・女性の社会進出＝家庭力の低下？　男女共同の視点が必要だと思う。
・家庭力が低下した原因は女性側に比重が大きいのか？男性の意識向上と役割
の増大・変化は？
・「女性の・・」というより男女共同参画社会づくりという視点ではいかが？
・ニーズの多様化・・ニーズとは具体的にどういったことを想定されていますか。
・派遣研修の対象者と派遣先はどこですか。
・相互派遣に研修内容を拡大するという考えもある。
・協働するためのルールの明確化は実施しませんか。
・先進地調査に旅費（予算）が必要では？　具体的にどのように調査するのか。
・調査活動は場合によってはゼロ予算ですぐに可能では。
・先進地調査より川北先生から先進事例を聞き、ＨＰより収集して当市に不足して
いる問題は抽出できる。
・ＮＰＯ得意分野の公表時期が遅いように思う。
・研修会はもっと早い時期にやって、行政側の提案も早くしないと予算に間に合わ
ないのでは。
・研修の受講者のイメージは。
・ＮＰＯ、市民団体、個人、行政の「協働人材バンク」松江ＮＰＯネットワークで！
・協働事業の評価・ふりかえりの仕組みが加わるともっと良くなると思います。
・予算と規則等の制定は？
・まずは意識改革からやらなければ足並みがそろわないのでは。
・市長の考え・動きも重要と思います。

・得意分野の公表と人材バンク・・ＮＰＯネットワーク
の各事業の広報を市と協働することで毎月発表する
サイトの公開に続けていける仕掛けになると良い。
・協働人材バンクは良いと思う。
・相互の窓口が機能することは大事です。
・困っている当事者だからこそ、必要な施策を提言で
きますからね。

・できますﾘｽﾄの　民→官提案はいつにしますか？（8月より
前では？）
・ＮＰＯから市長への緊急提案があってもいいのでは。
・特徴をそれぞれに打ち出す場合の体制は、自治会や商工
会ではなく、夜間・休日の会議にしか出られない人中心で！



Ⓔ

・子どもが魅力を感じて子どもの生きる力を育てるため
・高齢者・単身世帯が増える。買い物支援、地域見守り隊、
交流の場の提供、健康維持のための仕事の確保
・観光客の減少。　おもてなしの充実、子どもにもおもてなし
教育、美化
・環境保全活動。　生活排水、森林整備
・松江市で使えるお金が少なくなる。　税収減少、施設管理
費の増
・各活動団体と横断的な話をする場が少ない。

<平成24年度＞
・市長（トップ）のやる気ＵＰ
・他の自治体の状況調査
・研修会（市民、行政、議員）
・指針・ルールづくり
・協働候補者リストづくり
・市外（第3者）専門家のアドバイス
・予算の確保

<平成25年度>
・広報・報告のための場
・行政・ＮＰＯ以外の市民意見の募集
・研修会

○市長のやるきＵＰ
・どういう方法で、具体的には？　それを公開する方法は？
・市長はやる気がないのか？
・ＮＰＯからの働きかけが不可欠。　例えば市民の声を届ける事業を行うなど。
・市長の意識改革をするのか、やる気のある人を市長にするのか。
・市長選の活用をどうはかれるか。
・市長に任せるのではなく下から提言していくことが大切なのでは！

・私たち自身の自治体の状況調査も必要
・行政内部における連携不足（タテ割り）
・予算の確保は具体的に？
・当年度の予算確保はどのように？　補正？
・市民意見の募集　どうやるか？　むずかしいな～
・市民誰もが意見を出せる場は必要と思います。「ご意見お待ちしています」だけ
では集まってこない。
・報告会が内輪の盛り上がりで終わらないために、いかに多くの市民を引き付けら
れるかが大切。
・第3者のアドバイスは必要だと思う。ただし「よい人」でないとかえって進まなくな
る。
・広く情報発信することは大切。ＮＰＯの広報力はすごいのでぜひ一緒にすればい
いですね。
・継続性を確保するには情報をいかに共有化するか
・子ども向けの観光パンフ・ツールなどあると良い。
・観光で松江に来る子どもたちへのおもてなしですか？　リピーターになってもらう
ため？
・団地高齢化は現実→小単位のコミュニティを作り交流の場づくりとしては。地域で
雇用創出、コミュニティーのリーダー養成。

・そう！　目的は市民の幸福
・最初だけでなく定期的に協働に関する知識・刺激・
モチベーションを維持する意味合いから参考になりま
した。

・研修は全員同時？それとも分ける？
・トップのやる気を引き出すきっかけを　いつ・何回設けると効
果的？（わざとシンポ開くとか）
・出会いの場から予算化までに必要な時間は？

Ⓕ

・リスクの高い生活者の個人情報を持っているのは行政（き
め細かいつながりを作れる市民は情報が不足している）
・少子×核家族×共働き
・放課後生活の格差が拡大
・市町村合併による地域格差
・地域の共助・互助力を高める（個別に行政サービス依存は
無理）
・保育・育児の外注化により子どもの生きる力がつきにくい
（大人の管理下のみ）
・道路付属物の管理は行政だけではできない
・インフラ延命のため
・独居老人の増加
・地元産業の拡大のため
・観光・おもてなしは市全体で
・若者の地元就職・定住をすすめる
・健康な高齢者増　保つ
・結婚機会（出会い）
・生産人口の健康

<平成24年度>
・管理職への研修報告づくり　11月
・協働の手引き（Ｑ＆Ａつき）ルール　12
月～
・議員勉強会　～1月まで
・だんだん市長室　12月
・ＮＰＯできますﾘｽﾄ　2月
・松江市の現状把握
・出前講座を活用した事業棚卸し
・国・県の協働補助の活用
・Ｑ＆Ａ　12月～
・協働推進条例・指針

<平成25年度>
・管理職研修（職員も）　4月
・提案の場をもうける　6月
・協働推進条例の策定　6月
・国・県の協働補助の活用・追加　9月
・課題の共有　4月
・協働の仕分け→当年度　　→次年度予
算要求

・行政として収集した情報は個人情報保護の観点から他利用・公表できない。別に
情報を集める方法は？
・個人情報の扱いは課題がある
・地域格差は本当にあるのか
・市民の力が必要・・大いに賛成
・ＮＰＯネットワークの拡大・充実を
・若者の定住化に向け、ＮＰＯが雇用の場としてもどんどん活躍してほしい。
・全般的に行政の役割が多く設定されていないですか?市民団体のアクションも入
れた方が良いと思います。
・ＮＰＯと行政の合同の研修や勉強会もあった方がいいと思う。ＮＰＯも行政の仕組
みなどを勉強する場がほしい。
・松江市の現状把握は市議・ＮＰＯが勉強してから
・課題の共有は早くおこない、その後に協働のＱ＆Ａを作ってはどうか　具体的な
ものになる。
・行政側からの事業提案のあるといいかも
・マニュアル・指針・Ｑ＆Ａは必要
・だんだん市長室で何をするのか
・だんだん市長室に出席した結果、どのくらいの反響があるのかないのかフィード
バックが必要では。
・最初から国・県の補助金のことを考えず、どこからどれだけできるかを考えてから
の方が良い。

・市域の拡大に伴う市民の活動促進は必要
・個人情報保護法によりＮＰＯだけでは活動できにく
い（できない）ことが多い
・ハード事業でも協働できるとよい
・ソフトだけでなくハードも考えてあってよい
・行政の目が届かないところを協働でカバーするとい
うのはハードの面でも大切だと思う。
・国の予算を行政と一緒に申請すること。25年度から
実現するといい。
・出前講座という企画は思いつかなかった。講座をし
てより広く知ってもらうのは大事
・教育の原点は地域から行われるもの。松江というす
ばらしい資源（環境・人）があるところでしっかりと教
育出来る場ができている。
・児童クラブの存在意義がとても大きくなっている。こ
の部分の対策はとても大事。
・ＮＰＯできますﾘｽﾄはぜひつくりましょう。
・研修から入っているのがいい。

・松本市では「健康寿命延進都市」宣言をしてから、協働へ
の意識が動き始めた。
・出会いの場から予算化までの時間はどれくらいあるとい
い？
・管理職は全員同時？　それとも階層別？
・条例の必要性は議員にいつどう分からせる？

Ⓖ

・65才以上の高齢者のみ世帯及び独居世帯の増加
・核家族化による妊産婦の孤立化
・災害時要援護者数の増加
・少子化に伴う子どもの遊び場・仲間・学びの場の減少
・介護等施設及び従事者数の不足
・不況による大企業支店等出先機関の撤退や中小企業減少
による雇用の場の不足→旧町村中心部も同様
・若者を中心とした就業不足とそれに起因する定住者数の減
少
・支所機能の整理
・公民館の役割→地域各種団体事務局の業務移管
・まちの良さを再認識

<平成24年度>
・「こんなことできます」リスト市民団体側
が作成　　2月
・「こんなことできませんか」リスト行政側
が協働したい事業　3月

<平成25年度>
・まちのニーズ調査　4～3月
・協働コーディネート
　　行政の専門部署　8月
　　ＮＰＯネットワークの担当　8月
・合同勉強会（団体・市議・行政）

・具体的にどうやって協働で解決できるのか。
・支所機能・公民館機能を見直すことと協働とがどう結び付くのか。
・支所と公民館について、並行して見直しが必要か。
・公民館の体制をもっと強化する必要あり。かなりバラつきある。
・市議を含めての勉強会ぜひやりたいです。そういう事例はありますか？
・勉強会後のアクションが必要です。
・受け皿と体制づくりが必要では。
・ＮＰＯネットワークに加盟していない市民団体は不可ですか。
・ＮＰＯネットワークのＮＰＯ法人化の検討を。
・協働するためのルールづくりはその後の予定ですか。
・予算・規則等事業実施前にしなけらばならないのでは。
・事業についての予算・運営はどうするの？
・事業を実施する上で仕分けが必要では。
・協働コーディネートはどういう立場の人が担うのか。
・ニーズ調査は行政主導でするのか。限界があるのでは。
・市民アンケートを使うとスピーディーでは。
・ニーズはすでに10の理由の中に表現されているのではないでしょうか。
・出来ることV．Ｓ．してほしいこと　　というより、民間と市とで話し合って両者が考
えてもみなかったやり方を見つけられたら。
・「いっしょにやる」という体制が必要だと思うので、全事業を出すのがいいと思う。
・「こんなことできませんか」リスト　良いですね。
・行政側でやることのほか、やらないことﾘｽﾄを作るのはどうですか。
・委託先探しではなく、一緒にやる相手探しの視点を忘れずに。
・リストの公開方法・手法はどうしますか。特に行政側で一定数の事業を確保する
ためにどうしますか。

・行政の体制の見直しが必要
・課題も多くあるが、公民館の今後は重要
・支所機能と公民館の役割がはっきりせず、協働に
も「支所機能の整理」が必要だというアクションがスト
ンときました。
・協働をコーディネートしてくれる担当がいるのはとて
もいいと思う。（マッチングがスムーズになる）
・双方に窓口が必要だと思う。
・不足する介護職員の養成は大事な項目ですね。
・団体・市議・行政の研修会は定例化したい。
・合同勉強会は共通認識のため大切
・市議もまきこんだ勉強会はいいと思う。
・合同での勉強会は交流の場にもなるし、ぜひやりた
いと思う。

・協働の最前線を支所にするか本庁にするか、原則はどちら
にしますか。
・行政の事業リストを見て「これも協働したら？」提案リストを
行政（市長）に提出しては。



Ⓗ

・独居高齢者
・乳幼児（共働き夫婦、子育て環境）
・税収の減（市民の労働負担）
・生きがいづくり
・買い物難民
・健康管理
・限界集落
・公共交通の利用減
・学校、子ども（不登校、いじめなど）
・観光客減、観光資源の活用

・研修　　H25.1月～
・意見交換会（市、NPO等）　2，3月
・事例研究　　5月
・視察　　6月
・指針づくり　　4月～9月
・組織づくり（協働推進課）4月～
・周知　10月～
・提案会（お見合い）　10，11月
・協働のQ&A作成　H26.2月
・子どものころからの学び（教育）　随時

・PDCA　評価、情報公開はどこでやりますか。
・組織体制と検証がない。
・周知はもっと早いうちからやったらどうでしょう。
・視察に係る旅費（予算）はどうなるのか。
・視察より川北先生から先進事例を紹介受け、HP等で収集すれば良いのでは。
・ネット等で情報収集が容易な昨今、本当に旅費をかけて視察の必要があるか。
また、有意義なものにするための視点は何か。
・提案会はもっと早い時期に。次年度予算に間に合いません。
・指針づくりはどのような人たちがどのように作るのでしょうか。
・組織づくりは行政組織全体での大きな共通した認識と行動のルールが必要。
・組織には市民団体も加えてほしい。
・NPO側の体制づくりは何が必要だろう。
・協働の実施は26年度からですか。
・既存の制度では救えない弱者（経済的＆関係性における）に対するセーフティ
ネットを張りめぐらせる必要あり。

・事例研究　成功事例・失敗事例をまずは研究するこ
とで、協働のイメージもできると思う。
・協働推進課・・待ち遠しいです。
・意見交換→事例研究→視察→指針づくりの流れが
いいと思う。
・子どもの頃から、生まれた松江に愛着を持ち、地域
のためにと思える感性が育つことは大切だと思った。
・確かに必要だと思う。子どもへの教育が地道で大
切だと思う。
・これからの社会システムのひとつとして、教育は必
要だと思う。（市民啓発も含め）
・子どもの時から協働を理解している方が後々の社
会づくりのためになると思った。
・子どもの教育機会が親の所得水準等に左右されな
いことが大事。子どもが育ち（生き）やすいまちづくり
を子どもも市民の一員となって形づくってほしい。
・子どもの頃から教育を受ければ、大人になった時、
そういった意識が強い人が増えると思うので大切。
・教育という観点は思いつきませんでした。イメージ
がしづらいですが、重要な分野だと思います。
・教育・・気が付きませんでした。良いと思います。中
学校・高校での授業に取り入れると良いと思う。
・協働を意識づけするためには、教育が効果的。指
導する側もまだ協働の意を理解していない。

・研修は全て同時？あるいはどう分ける？
・行政側の協働へのインセンティブはどう高める？


