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司会者

協働の経験を重ねる中で疑念も感

じているNPOの人（ライオン）

協働推進担当部署として行政内外

で奮闘中の市役所の人（ネコ）

個別の部署で諸事業に従事してい

て協働の取り組みは未経験な市役

所の人（ヒヨコ）

CSRや社会貢献活動に関心を持ち

始めた企業の人（キリン）

NPOやボランティアには未だ関

わったことのないけど興味はある

フツーな市民の人（ウサギ）

※登場人物は全てフィクションです。

本当にフィクションなんです。

協働ってブームでしょ？協働ってブームでしょ？協働ってブームでしょ？

はい、みなさん、こんにちは。

さて、本日は、さまざまなカタチ

で「協働」というものに何がしかの関わ

りもお持ちの方にお集まりいただき、「協

働」について日ごろからお感じのことを、

ぶっちゃけて語っていただこうという企

画です。着ぐるみトークですので、本音

のところが聞けるといいなあと思ってま

す。どなかた口火をきっていただくとあ

りがた…

えーっと、じゃあ、私からいいで

すか？「協働」。はっきり言って、

所詮、役所が仕掛けたブームみたいなも

んだ、と思ってます。

確かにこの言葉、特に県庁とか市

役所とかがすごい勢いで使ってる

感じがする。なんだか、お役所側の専売

特許みたいに聞こえるもんね。（笑）

そうかなぁ？市民活動団体の人も

結構使ってると思いますよ。好き

な活動をしたいけどお金がない。じゃあ、

行政と協働したらうまくいくかも！みた

いな流れで使っているケースもかなり見

かけるんですけどね。

そんなことはない！役所のほうが

絶対に使ってるって。近頃は、県

庁も市役所も台所事情が厳しいんで、「協
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働」という響きのよい言葉でもって、市

民を安くうまく使っちゃおうって魂胆が

見え隠れしてならないんだけど。

確かに最近よくそういう疑いの声

も耳にするけど、そうばかりじゃ

ないと思いますよ。最近の世の中の動き

や将来のことを考えたら、県庁や市役所、

企業が提供する商品やサービスだけでは

解決できない地域の困りごとがどんどん

増えているし。例えば、高齢者のゴミ出

しが大変とか、野良猫が増えて困るとか、

介護の問題やらなにやら。ちょっと自分

の身の回りを見るだけでも、なんだか生

活の問題って深刻になってきてますよね。

だから、私たちNPOが頑張ってい

るわけで。

確かにね。でも、そんな困りごと

はこれからもまだまだ増えていき

そうな気配だし。そしたら、NPOの人た

ちだけじゃなくて、企業とか、役所とか

いろんな人たちが協力をして課題解決に

あたったほうがよりよい解決につながる、

という話の流れで出てきているんだと思

うんだけど、その「協働」っていう言葉

は。

なんだか、教科書的な発言ね（笑）。

まあ、それって早い話が、「これか

ら社会を皆の力を合わせてよくし

ていきましょう」、つーことなんでしょ？

そうそう、三人寄れば文殊の知

恵って言うじゃない。でも、この

「協働」って字が小難しい印象を与えたり、

意味が分かりにくいから、誤解されるん

じゃないのかな。

それもあるけど、最近の風潮にも

問題あり。協働で進めましょうで

はなくて、なにがなんでも協働してくだ

さい、協働しなければならない、全部協

働でやりましょうというプレッシャーを

役所の中でも外でも感じることが増えて

きた。そりゃ、役所だけではやれないこ

ともあるけど、役所でしかできないこと

もあるんだから。

そうそう、協働でしかできないこ

ともあれば、それぞれでやるべき

こともありますよね。人生いろいろ、課

題にあわせて手法もいろいろ。でも、今

一番このキーワードを使っているのは絶

対、行政だよね。最近は「協働」の条例

とか指針とか、あちこちの自治体で作っ

着ぐるみトーク「協働ってどうよ？」
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てるし、行政の頻出用語になってるし

（笑）。

そうかなぁ？理解してもらおうと、

こちらも一生懸命なんだけど。。。

でも、めんどくさそ∼！でも、めんどくさそ∼！でも、めんどくさそ∼！

先ほど指針の話題がでました。佐

賀市も「参加と協働をすすめる指

針」を策定して、皆さんに積極的に紹介

してますよね。皆さん、読まれました？

読みました。読んだけど、やっぱ

小難しい。もう少しどうにかでき

ませんかぁ。（笑）

文章で説明するのには限界がある

かもね。経験してみて始めて理解

できることもたくさんあるだろうし。

｢皆の力を合わせて」っていうと

聞こえはいいけど、これって、実

際やるのは、結構面倒くさいんじゃない

かと思いますよ。世の中には、いろんな

考えの人たちがいるわけで、それをまと

めたり、橋渡しするだけでも相当な労力

がかかると思う。しかもそれで成果を出

そうっていうんだもの。かなり大変なこ

とだと思う。

そうそう、結局は面倒くさいだけ

で、どうせなんにも変わらんよ。

特に行政と安易に協働すると、安

く使われて疲れて終わり。そんな

もんですよ。

出た！「モンダ族」。

モンダ族？なにそれ？

｢どうせ世の中なこんなモンダ」っ

て、はなっから諦めてしまう人た

ちのことです。

そうは言うけどね。正直今だって

かなり忙しいのに、これ以上仕事

が増えたらこなせる自信ない。どうせ、

そんなに手間隙かけてやっても大変なだ

けで、あんまし意味無いって。そんなも

んだって。
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また出た、モンダ族！（笑）でも、

やればやっただけ、何かは変わる

ところはあると思うよ。目的と、やり方

さえ間違っていなければ。

その目的とやり方が問題なのよね、

役所と協働する場合は特に。仕事

増えるとか、大変だとかばかり言うし。

それは、役所ばかりじゃないかも

よ。企業もだし、ひょっとしたら

NPOにもあったりするかもよ。それっ

て、組織の問題だよね。まあ、それはお

いといても、この指針に書かれてる「協

働によるまちづくりを！」というのは、

あくまでざっくりとしたスローガン。別

に協働すること自体が目的じゃないだろ

うから、「じゃあ、具体的に何のために、

どのように進めていく？」って話をしな

いと、それぞれに意義もメリットも見出

せなくて、組もうにも組めないんじゃな

いかな。

｢協働」の言葉や意義を唱えるだ

けでは、前進も浸透もしない、っ

てことは重々承知なんですよ。でも、と

りあえずやってしまって、結局は失敗す

るケースも多いから、まずは基本をしっ

かり理解してもらいたいと思って頑張っ

ているんだけどなぁ。

それはそれでとっても大事なこと

だから、しっかり頑張って（笑）。

｢対等」って、ホントかいな？｢対等」って、ホントかいな？｢対等」って、ホントかいな？

具体的ねぇ。確かに「やり方がよ

くわからない」ってのは激しく同

意。

やり方？簡単でしょ。課題を洗い

出して、取り組む相手を見つけて、

話し合って方法考えて、取り組んで、解

決できたかどうか確認して。ってことで

しょ？

｢ＰＤＣＡサイクル」ってやつね。

企業でも事業を進める視点として、

よく用いられているよ。

あ、それだったら、この図この図。

じゃじゃーん。

着ぐるみトーク「協働ってどうよ？」
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43

だんだん良いまちになってきたね‼

※詳しくは「佐賀市『参加と協働をすすめる指針』」43頁を参照ください。

これが、ズバリ当てはまります！これに

加えて、各々の取り組みについて、協働

のパートナー同士に求められる考え方や

姿勢については、協働指針に「協働の原

則」っていうのが載ってますよ。じゃ

じゃーん。

⑴ 対等な関係で

横の関係を基本に、各主体が自由な意志に

基づいて活動しましょう。

⑵ 同じ課題と目的に向かって

活動の目的を共通理解しておきましょう。

⑶ 結果だけでなく過程も大切に

各主体で協議しながら、企画立案・実施・評

価を行いましょう。

⑷ 互いの役割と責任を明確に

各主体の特性を活かしながら、責任の所在

も明確にしましょう。

⑸ 互いの違いを認め合う

十分なコミュニケーションをとり、相互に

高めあいましょう。

⑹ 自立と自律を忘れずに

協働の関係は、自立（自律）した活動を行う

組織同士でこそ成り立つものです。

⑺ 開かれた活動を意識して

協働関係にある両者の情報を公開し、一定

条件のもとで誰もがその関係に参加できる

ようにしましょう。

⑻ 始まりだけでなく終わり方も大事

相互が過度な依存関係に陥らないよう、時

限設定も考えましょう。

えー！８つもあるの？多けりゃい

いってもんじゃないでしょ（笑）

協働の経験者からみると、いいポ

イントをついてるね。

でも、「対等性」なんて、ホントか

なって思うよね。数人で立ち上げ

たNPOと大企業が一緒に取り組んでも、

本当に対等性なんてもてるのか、ちょっ

とギモンだな。しょせん、規模が違う。

組織力とか資金力とかで比較した

らそうかも知れないけど、協働の

現場では、結構対等な感じで進めてたり

するんじゃない？
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確かに、自分達の独自の考え方や

技量といった「ここはぜひ私たち

で発揮してこそ！」というコダワリの部

分があって、それは課題解決に直結する

お宝だったりする。協働の現場では、協

働のパートナーそれぞれが持ちあわせて

いるお宝を持ち寄ることで、組織力や資

金力の差も埋め合わせられるぐらいに、

良い取り組みが実現できると思うな。逆

に、その「お宝」なくしては、対等な関

係は難しいと思う。

この「対等性」というのは、組織

規模とか資金力とかで比べるん

じゃなくて、どれだけ双方で持ち寄れる

かという視点で考えたほうがいい、って

聞いたことがある。

ありがちな、「手段の目的化」ありがちな、「手段の目的化」ありがちな、「手段の目的化」

「目的共有」というのは良く分か

る。手段が目的化してしまうのは

良くあることだから。「協働でやる」こ

とがいつのまにか「協働をやる」「続ける」

ことにエネルギー注がれるってこともあ

りがち。役所の既存の協働の取り組みも、

なんだかそういうトーンになりつつある

ものもなきにしもあらず。続けることに

価値が置かれていたり、お任せ的な補助

事業や委託事業があったり。

｢プロセス共有」は考えるだけで

もめんどくさそう。話し合いを密

に持ちながら決めていくことでしょ。で

も、どちらかが主導的に決めていったほ

うが物事はスピーディに動くし、楽ちん。

そっちのほうが絶対効率的だよ。

それだったら、別に無理に協働せ

ずに、それぞれでやったらいいん

じゃないかしら。でも、それぞれ単独で

は解決できない課題があっての話で、だ

からこそ協働で、ってことなんでしょ？

そこで効率性ばかりを求めると、かえっ

てこじれの素になっちゃいそう…。

協働の現場に、安易に効率性の論

理を持ち込まれるのは、とても危

ういことだと思う。とくに役所は、協働

を財政改革の一つの方法のように考えて

いるなんて話は良く聞くし。「ボラン

ティアだから」「NPOだから」というの

が枕詞のようになって、安価な委託も増

えがち。苦労しながら取り組んでいる団

体が多いことを忘れちゃいか〜ん！行政

は、市民の情熱や志に甘えちゃいか〜

ん！

着ぐるみトーク「協働ってどうよ？」
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どうもこうも、なんともかんとも

…。（汗）

やっぱり「協働」は、理想論？やっぱり「協働」は、理想論？やっぱり「協働」は、理想論？

まあまあ。先ほどからお聞きして

いると、どうもみなさん、「協働」

の意義に理解は示しつつも、懐疑的な部

分もかなりお感じのようですね。実際の

現場では、やはり異なる論理でそれぞれ

に動いている組織同士がいざ組むという

のは、そうたやすいことではないという

ことでしょうか。

ここであえて素人として言わせて

もらうと、「相互理解」が一番難し

く感じるんじゃないかと思う。

それはズバリそうかも。考え方も、

行動の仕方も、物事の決め方も大

きく違う人たちのことを理解して、受け

入れて、一緒に活動するって、やっぱり

大変だろうね。

友人だとか夫婦だとかを考えても、

お互いを理解し行動をともにする

のは、頭で考えるほど簡単じゃないもん

ね。でも、それができれば、越えにくい

壁も越えられれそう。って、我が家も

色々と大変ですが…(笑)。

相手を理解するってことは、自分

との違いを理解するってことだか

ら、自分のことをしっかり知ってなきゃ

できないことよね。

そうか、なるほどねー。それって

「自立と自律」ともつながってく

るね。そう考えてくると、この８つの原

則ってそれぞれに深いつながりがあるわ

けだ。

全部できれば理想的だけど、全部

はちょっと…。だってこれはあく

までも理想論でしょ。しかも、こんなた

くさん確認しながらやらなきゃいけない

んだったら、これってかなり大変で、面

倒なことで…。

また出た、後ろ向き発言。モンダ

族！(笑)

まあ、一度に全部は無理でも、取

り組むときにこんな原則をちょっ

とだけでも確認しながら進めていったら、

いい関係づくりや取り組みづくりが少し

づつかもしれないけど実現できそう。こ

の８つの原則って、ビジネスにも参考に
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なるポイントがあるかもーという印象だ

な。

あらためて、他団体も含めての協

働の取り組みを振り返ってみると、

この８つの原則が抜け落ちているものは、

確かに少なくはないね。対等性も、相互

理解も。とくに役所との協働では、上か

ら目線の職員もいるって話も聞くし、実

際に委託や補助といった資金が伴う場合

は、上下のような関係や、丸投げのよう

な形になってしまったり。まだまだ、課

題は多くて、道のり長しです…。

｢まだまだ、これから」というとこ

ろですね。でも、まだまだこれか

らだからこそ、折々でこうした本音トー

クで忌憚のない認識の共有が必要だと思

います。

それでは、次はこれから皆さんがどんな

方向性を向いて取り組んでいくのかにス

ポットをあてて話を進めていきましょう。

まずはネコさんから。

はいはい。じゃあ僕から…。

話はまだまだ続くようですが、今回はここまでといたします。

続きはまたの機会に。あ、でもこの座談会。あくまでもフィク

ションですから、ネコは誰？うさぎは誰？とかお探しにならな

いように…。

着ぐるみトーク「協働ってどうよ？」
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