
佐賀市自治基本条例素案作成等支援委託業務 第 4 回検討会 会議録 

日時 ： 平成 24 年 5 月 19 日（土） 10 時 00 分 ～ １２時 40 分 

場所 佐賀市役所本庁舎６階 ６－２会議室 

出席者（委員） 荒牧軍治、小城原直、香月道生、小林紀、下村律子、田中夏代、奈

須祐治、松尾和男、吉浦英登、西村イサ子、木塚真由美、田中丸眞

廣、森田梨嵯、江口麗子、堤惟義、西村健彦、前田治久、野方幹

子、矢坂博子、吉村レイ子、湯川淳哉、江副友美、島剛、亀山清美、

西村康喜、矢渡高次、徳永浩 

※敬称略、順不同 

佐賀市役所（石井、松尾、大城、西、白濱、福田、林田） 

出席者（事務局） 

ランドブレイン（山田、堀口、三木、宮本） 

議事内容 

１． 開 会 

２． 議事 

（１） 前回の振り返り 

・前回の質問に対する回答（地方分権の課題） 

・前回の質問に対する回答（検討会議の構成） 

  →配布資料参照。 

・前回会議の振り返り 

・これまでの会議の振り返り 

  →ＬＢより説明 

（２） 講演『一緒にやる、ということ～対話を通じて「共感」から「共働」へ～』 

講師：加留部 貴行 

１．多様な協働（共働）で地域の複雑化・複合化する課題に立ち向かう 

（１）市民、行政、企業の特性と立ち位置 

○共働の登場人物 

共働の登場人物は、市民（ボランティア/ＮＰＯ/コミュニティ）・行政・企業である。 

○ボランティアと NPO 

ボランティアの語源は、Ｖｏｌｏ（ヴォロ：ラテン語）という動詞であり、「喜んで

～する」という意味で、命令形がない。命令形がないため、自ら行動するという「自発

性」、やりたいことをやるため、償いを求めないという「無償性」がボランティアの原

則として挙げられる。ただし、無償性とは、「安い・タダ」という意味ではない。 

そのなかでも、ボランティアの言葉の根源は「自発性」であり、ボランティアはもと

もと個人活動である。 

しかし、一人では限界があるため仲間を集めて、役割分担をし、その中でリーダーを

決め、話し合いをしてルールを決める。その過程で、段々と組織だっていく。この組織

化されたものが、NPO（Non Profit Organization）であり、民間非営利組織と呼ばれて

いる。民間でない非営利組織は行政・役所である。 

○コミュニティ 



コミュニティとは、地域住民・市民が主体となって活動する集まり（自治会、町内会

など）である。 

○それぞれの特性 

      行政と市民の活動の共通点は、非営利である。非営利とは、営利を目的としないと

いう意味であり、「自分たちがやりたい、達成したい、実現したい」ことを目的にして

いる。非営利と言ってはいるが、稼いでもいいし、儲けてもいいし、営利を出しても

いい。しかし、出した利益は全額最初の目的に再投資しなければならない。つまり、

株式会社のように利益を株主に配当してはならないのである。 

    身近な例としてはバザーがある。例えば、夏休みの子供の遠足の資金補助のために

バザーを実施したならば、そこで得た利益は、遠足の資金に全額投資しなければなら

ないということである。 

    端的に言えば、非営利とは、企業ではないということである。また行政でないもの

を非政府という（政府ではないということで、民間ともいう）。 

    非営利で尚且つ非政府であるものについては、個人で活動しているボランティア、

組織で活動している NPO、地域で活動しているコミュニティがある。 

○市民/行政/企業（３領域）の意思決定の際に基準となる考え方 

何か活動しようとする時に意思決定をするための基準（ベース）となる考え方は、そ

れぞれ違っている。行政が最後に行き着くところは公平性であり、住民の総意や合意を

重視する。企業が最後に行き着くところは収益性であり、儲かるかどうかを重視する。

市民は、自発性を重視し、やりたいかどうかに重きを置く。行政は公平性を担保しなけ

ればならないが、民間は不公平であってもいいため、分野や地域にメリハリをつけるこ

とができる。 

市役所・市長は、市で起こるあらゆることを住民ニーズとして、組織全体で受ける。

ここで言う組織全体とは、分野別に役割分担する縦割りと地域別に役割分担する区役所

や支所を指し、それでも担いきれないところを外郭団体で担っていく。また、3～5 年

で人事異動があり様々な業種を経験する。 

一方で、民間は子育てだけ、環境だけ、地域限定など限定性をもって細かく踏み込む

ことができる。また、定点観測をすることができ、10、20、30 年と長い目でその分野、

地域のことを見ることができる。これらから、民間は行政から「専門性がある」と言わ

れる。だから、行政はわからないことがあれば民間に聞いた方が効率がよいこともある。 

企業が、収益を重視する一方で、非営利のグループは自発性を重視するため、時には、

時間やお金、気持ち、体力、人生までも持ち出して活動をすることもある。役所は、公

共事業などの持ち出し業務が多い。 

○３領域それぞれに特徴がある 

３領域にはそれぞれ、可能であること・不可能であること、得意なこと・不得意なこ

と、実施して良いこと・実施しては良くないことがある。 

可能であること、得意なこと、実施して良いことは進んで取り組めばよいが、不可能

であること、不得意なこと、実施しては良くないことをしなければならない時に、誰が

するか、どこと組むかを考えなくてはいけない。 

高度経済成長の頃は、行政と住民は同じ方向性で、同じような価値観を持っていた（全



体最適の時代）。しかし平成以降、特にこの 15年間は、細やかな施策やソフト政策（マ

イノリティー支援）が増え、住民ニーズが多様化してきた。また、コンプライアンスや

ハラスメントといったことにも、注意を払わなければならなくなり、仕事の幅も広がっ

てきた。このようなことから、行政では担いきれないことが増えてきた。そのような業

務について企業が参入するようになったが、企業はニーズがあるものにしか参入せず、

収益が上がらないと判断したら即座に撤退をするという姿勢である。そのため例えば、

スーパーがまちから消え、買い物難民やフードデザートが生まれてしまう状況が出てき

ている。そのような状況において、ほっておけないと感じたボランティアが買い物支援

ボランティア等のように、市民・住民を支援し始めるが、一人では限界が生じるため

NPO となる過程がある。 

ボランティアや NPO、コミュニティは事務処理や組織での活動が苦手であるが、行政

や企業は、事務処理や組織で活動することが得意である。多様性を背景に、１つだけ（ボ

ランティア、NPO、コミュニティ、行政、企業）で完璧に活動できるところがなくなっ

てきた。そこで、それぞれが組んで活動しようということになる。３つの領域は、メリ

ハリの付け方は違うが目指す方向性は同じであるということに気づいてきた。 

例えば、点字ボランティアの場合、行政では「みんなのために」なるもの、例えば広

報などから訳しはじめる。一方、NPO やボランティア等の場合は、その人が読みたい本、

つまり「あなたのために」なるものから訳す。やり方に違いもあるが、目の見えない人

に情報を伝えるという「公益性」は共通している。 

そのため、NPO は「New Public Organization（＝新しい公益の主体）」とも呼ばれる

ようになってきた。「開かれた」という意味の Public が重要となってくる。 

 

（２）地域社会に息づく市民の無限の可能性 

○「私」と「公」 

「私」と「公」は、共通の「ム」という部分を持っている。「ム」部の意味は、抱え

込む、隠すという意味である。「禾」編には、穀物という意味がある。「八」がしらには、

開く、分ける、明らかにするという意味がる。 

穀物を抱え込んでいる状態が現すのが「私」、抱え込んでいるものを、開き、分け、

明らかにする状態が現すのが「公」なのである。行政が行う情報公開は、初歩的な所作

である。 

○開くこと 

    何かを抱えて悩んでいる人が、口を開き「実はね…」と話し始める。対話が始まり

「そうよね。」となり、仲間が増えて「そう、そう、そう。」と同意が生まれる。この、

「実はね…」、「そうよね。」の間には、共感があるのである。「私の問題」を開いて繋

がっていくうちに、「私たちの問題」になり、みんなが困っているということに気づく。

気づくことから、新たな制度や仕組み、法律、ものの考え方が生まれることも多くあ

る。外出支援やバリアフリー、子育て支援がその例である。 

気づくことは身近なところにあり、極めてプライベートなことから始まるのである。こ

のようなことから、市民（ボランティア、NPO、コミュニティ）は、社会における「火災報

知器」であると言われる。 



例えば、少数の人から不満、問題点が挙げられるとする。行政は、少数意見では公平

性が担保できないため行動できないが、市民は少数意見でも即座に行動することができ

る。このように行動するまでに時間差があるところに対して連携を図っていく必要がある。

つまり、「共働」が必要になるのである。 

 

２．「当事者」としての共働の必要性 ～市民と行政の関係性の変化～ 

（１）共働へのプロセス 

○江戸から現代 

江戸時代まで遡ると、市民は諸問題を民民（市民と市民、住民と住民、民間と民間）

の間で解決していた。解決出来ないところだけ役所に税金を払って頼んでいた。しかし、

徐々に民民の関係が希薄化し、役所に頼ることが増え、役所の仕事、人数がどんどん増

加してきた。現在は、その増えた役所の人数を減らそうとしている。その上、課題が多

様化してきたことで行政だけでは手が届かなくなってきている。その状態では、ほって

おけないということになりボランティア・NPO・コミュニティが行政と一緒に活動をし

ようと参入してくる。この、ボランティア・NPO・コミュニティの人たちこそ希薄にな

ってきた民民の関係を再び結び直す役割である。そして、この一緒に活動しようという

ことが「共働」である。 

○民民の力を強めるためには 

民民での解決力が増せば、行政の負担が減るため、役所は民民の結びつきを応援する

必要がある。方法として、情報提供、場所提供、機会、チャンスの提供、補助金など公

平性を担保しながら全体を底上げしていく。しかし、補助金は団体を大きくさせるため

ではなく、サービス向上のために使われなくてはならない。 

○共働で大事なこと 

共通の課題や目的を持つこと。課題や目的に対しては、両社の関係は対等であり双方

向を向かなければならない。課題・問題が解決されたら解散しなければならず、課題が

出てきたらもう一度結び直す必要がある。 

 

（２）これからの変化 

○インターネット動画サイト You Tube「あなたは、知っていましたか」より 

▶「2010 年に需要のある仕事上位 10 位は、2004 年にはまだ存在していませんでした。」 

市役所内において、10年前にはなかった新しい係・担当、名称変更、言組織改訂が

行われた（10 年間で市民のニーズが変わった）。 

▶「今、私たちは学生を教えています。まだ、存在しない仕事に備えて。まだ発明されていない

技術を使って、まだ知らない問題を解く仕事に備えて。」 

現役世代が経験したことのない課題が今後、生じる可能性があるため、次の世代に

引き継ぎ課題解決をする必要がある。 

 

（３）「今」を生きる自治体職員の不安 

○「限界集落化」 

   行政職員のなかで、人と人との関係や繋がりが切れ「限界集落化」している。孤軍奮



闘、孤立無援の状態になっている。仕事は多種多様になった上、正社員の人員削減が進

む。組織の文化、歴史、価値が継承されなくなり、1 人職場が増加する。また、新規事

業や新たな取り組みが増えることで、相談相手がおらず、１人で悩み鬱になり自殺へと

繋がるケースもでてきた。 

○「無関心」 

    自分のことで精一杯で周囲を見ることができない。つまりは「無関心」という状態

になっている。同じ係の中でも、細かい分担になって、お互いのことを良く知らない

状態にある。そのため、庁内の全体像をつかんでいる人がおらず連携が取れていない。

人事異動で部署が変わり、慌てることになり、当事者となって始めて関心を持つよう

になる。 

○「骨粗鬆症」 

    地域の中で、行政は骨であると考えているのだが、その骨（行政）が人員削減等の

理由で細くなっている。また、極小単位で見ていくと、行政内の課や担当１つ１つは

頑張っているが庁内共働、庁内調整ができておらず骨の中がスカスカ（＝「骨粗鬆症」

状態）になっている。市民との共働以前に庁内が一枚岩になっているのかということ

を問わなければならない。 

 

（４）あなたが「当事者」となる日 

○「共働」とは 

「まさか…」は身近に突然やってくる。そのようなとき、身近に助けてくれる人はい

るかを心配しなければならない。何よりも、共働とは行政であれ住民であれ「個人の限

界を超える」ためにあるのである。 

○「相談相手」 

行政においては、組織の中に相談相手がいないのであれば組織の外に相談相手を持て

ばよい。これは、市民との「共働」の第一歩である。 

○「業務改善」 

組織だけでは解決できないことを市民と一緒に活動をすることによってブレイクス

ルーできることもある。組織の中では、解決できなかったことが多角的な視点を入れる

ことで業務改善を図ることができる。外の目を入れることで、わかること、気づくこと

もある。 

○「人材育成」 

今後、業務が多様化していくなかで、人材育成の手法も変えていく必要がある。これ

からは現場に人材育成をしてもらうことも必要となってくる。特に、ゆとり世代は考え

る力が弱いため、現場で体を動かさせ、体験させることで考える力を養う必要がある。

福岡県の宗像市でも１～３年目の職員を行事に導入し、一緒に何か実施していくような

取り組みを進めている。 

○将来の行政職員の構成 

少子高齢化とは、住民側だけではなく、住民を支える行政職員にも言うことができる。

H23 から H30 年の間に、34 歳～45 歳までの働き盛りの職員数が半減する。10 年後、昇

進スピードが上がり、一人職場でプレイヤーとして働いていた人々がマネージャーとな



らなければならなくなる。また、世代間（ゆとり教育世代とそれ以前）の仕事に関する

感覚や仕事の進め方、価値が同一性から多様性になってくる。 

また、中途採用者の採用が増えてくる。そうでなければ、経験を積んだ職員が退職し

た後の業務をこなすことができなくなるからである。財政危機もあるが人材危機も同時

に起こりうる問題である。  

10 年後に備えて今から取り組む必要がある。現在、中途採用者や女性の職員数が増

えてきている。行政の職員も多様化していくのである。 

○主役となるために必要なこと 

長崎県対馬市で、市民基本条例を作るために携わってきた。条例は今年の 4 月から施

行している。対馬において、職員と市民が一緒になって語り合う場において、「市民が

主役となるために必要なことはなんだろうか。」と投げかけた。そこで出た意見として

は、市民にも行政にも必要なものは、「覚悟」だということで、強く心に残っている。

行政は市民を主役にする覚悟はあるのか。市民は自分たちが主役になる覚悟はあるの

か。誰かがしてくれると思ってはいないだろうか。 

   そろそろ、「せざるを得ない」から「しよう」に考えを換える必要がある。主語を入

れ換え「～がやる」ではなく『私がやる』に変えなくてはいけない。 

    お互いを助け合うことをお話しする時、「自助（自分でどうにかする）」、「共助（み

んなで助け合う）」、「公助（行政にお願いする）」という言葉がある。しかし、最近は

「自助」と「共助」の間に「近助（きんじょ）」という言葉を入れる必要がある。この

「近助」という言葉は、身近なところ（小学校区、町内会、自治会等）で助けるとい

う意味である。自分たちの守備範囲や行動範囲を考えるときは、具合的で現実的なこ

とを考える必要がある。自分だったらどうなのか、近所ではどうなのかというように

自分たちの現実的なところで考える必要がある。 

○新しい公共 

新しい公共には４つのキーワードがある。「居場所」「出番」「絆」だけでは、今まで

の公共と同じなので「当事者」という言葉が入る。これからの公や町を役所だけで担っ

ていくことは厳しい。そのため、自分を当事者として考えることができるかどうかが重

要であり、他人事ではなく自分の事として考えていく必要がある。自治基本条例を考え

る上でも重要なことである。条例を通じて、検討委員を起点として周囲の人々がどう地

域に対して当事者化していくかが重要なのである。 

 

３．いっしょにやる、ということ 

（１）共働へのストーリー 

○「協働」と「共働」 

    「きょうどう」は、「協働」と「共働」という字がある。協働は、縦の関係になりや

すく頼む側の意思が強く働く。それに対して共働は、対等な関係にあり、「一緒に」と

いう意味をより強調する。 

    共働は、起承転結で例えると「転」の部分にあたる。「起」の「共有」は、自己紹介

といったお互いを知りあう段階である。「承」の「共感」がお互いの考えを認め合い理

解する段階と言える。この、共有と共感なしにいきなり共働に入るのは非常に難しい。



共有して共感する過程を「対話」と呼ぶ。対話とは、「聴く」ことと「話す」ことの掛

け算である。どちらか一方が話しても成立しない。行政が一方的にやるとか、住民が

一方的に言うのではなく、お互いに聴きあう状態となることが大切である。 

傾聴の聴の字は、「聴す」と書いて「ゆるす」とよむ。聴くことは、相手をゆるすと

いうことであり、聴いてもらえるのは、話すことを許されている、居ることを許されて

いるということである。共働で大事なことは、まず、対話をすることである。相手の話

を聴き、自分の話をするということが基礎中の基礎になる。 

 

（２）出会いと交流の向こうにあるもの～「共働」の成果とは～ 

共働は、「共働き」と言い換えるとわかりやすいと思うが、日常（家庭生活）で実施

しているようなこと（ゴミ出しや食事の準備、保育園の送り迎え等）を他人と意識的に

行うとイメージすると良い。共働する際は、行政と住民側は「無関心」という共通の敵

と戦っているともいえる。NPO だけで活動することが難しいときは、行政や民間、コミ

ュニティと組んで活動していく必要がある。 

コミュニティの中には「共に」という意味が含まれる。語源のコミネーレ（ラテン語）

には「共に重荷を担い合う」という意味がある。ボランティアの中にも「共に」という

意味がある。手話では、二人の人が寄り添いあって同じ方向に向かって歩く姿を現す。

一人でボランティアをやっているようで、相手がいないと成り立たないのである。自分

は、誰に対してのどのような存在なのかを考える必要がある。 

ぜひ、皆さんも『思い』をぶつけ合ってほしいが、『思い』の中には悪いものとして、

「思いつき」、「思い込み」、「思い上がり」がある。これらが発生しやすい環境とし

て、１人でやっているときや考えているときがある。 

条例検討の過程は他人と話して、気づくことをお互いに分かり合い、許しあった中で、

対話を通じて「思いやり」のあるものにしてほしい。条例のむこうに何があるか想像しな

がら話を進めてほしい。 

 

（３） ワークショップの開催 

[第一]説明を聞いての意見交換 

[第二]各グループの発表 

→内容については、別紙参照。 

 

（４） その他 

 ・起草部会の設置について（案） 

３． 事務局連絡 

４． 閉会 

 

○次回について 

次回は、6月 17 日(土)の 10 時から 2時間程度を予定している。 

 


