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１ はじめに 

伯耆町は、過疎化、少子高齢化、住民ニーズ※の多様化、財政構造の硬直化な

どの様々な分野で課題に直面しています。 

一方、地方分権推進一括法の施行以来、国と地方自治体の関係が対等協力へと

変化し、本格的な地方分権、地方自立が求められる時代を迎えました。 
このような状況下、本町においては、今後も厳しい財政状況が続くことが予想

されるなかで、公平で均一なサービスを求められる行政だけで、多様化する住民

ニーズに応えていくことには限界があります。 
そこで、住民が主体となり、自らの責任のもとで施策を選択し、自らが決定し、

その結果に責任を持つ分権型社会の仕組みとして、協働※に取り組む必要が生じ

てきました。協働は、住民と行政が知恵と力を出し合い、ともに汗をかく住民自

治実践の場であります。また、協働によるまちづくりは、住民が住みたいまちを

つくる住民主役のまちづくりであり、公共サービスの向上、行財政改革など地域

の自立にむけた手段となります。 
この指針は、協働のまちづくりについて、その推進策の基本方向をまとめたも

ので、住民と行政が目指す方向性を示すものとして策定しました。 
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２ 協働のまちづくりが求められる背景 【なぜ、協働が必要か】 

 

（１） 地方分権の進展 

平成１２年の地方分権推進一括法の施行や合併特例法の改正などに伴い、本

格的な地方分権、地方自立の時代を迎え、分権型社会が構築されつつあります。

それを受けて、伯耆町においても自己決定と自己責任の原則により、簡素で効

率的な行政運営に取り組み、地域特性に応じたまちづくりを推進することが必

要になりました。そこで、住民と行政が協働でまちづくりを進めること（パー

トナーシップ型のまちづくり）が求められています。特に政策立案や具体的な

事業実施について、これまで以上に住民の知恵やアイデアを幅広く活かしてい

くことが必要となっています。 
 
（２） 住民ニーズの多様化 

少子高齢化の急激な進行や経済の長期低迷など、今日の社会経済情勢は大き

く変化しています。そのような中で住民ニーズは多様化、複雑化してきており、

伯耆町も公平で一律な行政サービスの提供方法だけでは対応できない課題や

行政だけで取り組むことが困難なさまざまな課題が生じています。このような

中で価値観の多様化が進み、心の豊かさやライフスタイル※の自由な選択を望

む傾向が強まっています。特に雇用形態や介護などの社会システムが変化し、

性別や年代による固定的な役割分担の意識も変わりつつあり、さまざまな個性

や価値観をお互いに尊重し、認め合うことが求められています。 
 
（３） コミュニティ機能の低下 

高度経済成長を経て、大都市への人口と中枢機能の集中、交通網の発達によ

る地域生活圏の拡大、生活基盤の整備など生活様式の変化などにより、日本の

社会構造が大きく変化しました。 
これに伴って、過疎化、少子高齢化、核家族化、住民ニーズの多様化など様々

な要因により、従来の地域社会の結びつきが弱まり、地域に対する住民の愛着

や住民同士の共同体としての連帯意識が薄れて、地域社会や家庭の相互扶助の

力や自治機能が低下し、住民コミュニティ意識が希薄化しています。 
これまで集落や地区などの地域コミュニティが果たしてきた自治活動や互

助機能が低下してきています。 
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(４) まちづくり活動意欲の増大 
阪神淡路大震災時にボランティア団体が災害救援や生活の復旧・復興に活躍

したことから、市民活動団体の存在とその役割が広く社会に認識されてきまし

た。このような中で住民自らが社会課題に関わっていこうとする動きが台頭し、

「特定非営利活動促進法」（通称：NPO法）が施行され、幅広い領域にわたる
社会参加活動が普及し、まちづくりの担い手としての役割に大きな期待が寄せ

られています。 
また、個人としての生活の充足を求めるだけでなく、社会貢献活動に参加し、

地域の発展を目指す中で自らの暮らしの質を向上させ、人生を豊かにしたいと

望む人も増えています。このような背景の中で伯耆町においても、各種ボラン

ティア活動や NPO の活動が行われています。 

 
（５）  行財政改革への対応 

長期にわたる経済の低迷、地方財政改革による地方財源の減少、加えて起債

償還のピークにより、伯耆町の行財政運営は非常に厳しい状況となり、これま

で以上に抜本的な行財政改革が求められています。 
住民が求める真に質の高い公共サービスを提供するためには、行政から一方

的にサービスを提供するという構造から行政、住民団体や経済団体などのさま

ざまな公共サービスの提供者が適正な役割分担により、公益性を増進していく

という構造に転換する必要があります。 
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３ 協働の基礎知識 

（１）「協働」とは 

住民、ＮＰＯ※、企業、行政などの社会的立場や目的が異なる組織が共通する課題の

解決や目標実現にむけて、対等な関係のもと、互いの特性や立場を理解し、それぞれ

の役割や責任のもと、おのおのの持つ資源（人材、物資、ノウハウ等）を持ち寄り、協力

しあうこと 

 

 

協働のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協 働

目的・目標の共有 
相互理解と相互尊重 
責任と業務分担 
透明性・公開性の確保 

住民・NPO・ 

企業等による貢献 

・政策の提案 

・専門的な知識 

・自主的、自発的な活動 

行政による貢献 

・情報の提供 

・技術的支援 

・資金提供 

・地域活動への参加

・庁内の協働体制の整備
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B：住民主導 ～行政が住民の活動や事業をサポート※する場合～ 

 

 

 

 

 

C：対等１ ～事業の企画・実施までを住民と行政が協働で行う場合～ 

 

 

 

 

 

C：対等２ ～単独の企画や事業を合わせて新しいものをつくる場合～ 

 

 

 

 

 

 

 

D：行政主導 ～行政が住民に参加・参画※を呼びかける場合～ 

 

 

 

 

協働の区分図 

A：住民主体

住民が単独で

自主的に行う

活動 
 

B：住民主導

住民が主体で

行政が支援す

る活動 

C：対等 

住民と行政が対

等に協働して行

う 活 動

D：行政主導

行政が住民の

協力を得て行

う活動 

E：行政主体

行政が単独で

行う活動 

行政活動の領域 住民活動の領域 協働の領域 

・網掛けは行政の関わり度合い 

住民 行政サポート 

住民 行政

住民 

行政

事業を協働
で企画・実施

単独の企画・事業 

単独の企画・事業 

新しい協働事業 

住民 参加・参画 行政
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（２）協働の効果 

○住民・地域組織への効果 

・集落や地域での人間関係が深まる 

・行政依存からの脱却につながる 

・住民満足度の高い地域づくりの主体になる 

・一定の公共サービスの担い手になる 

  ・雇用機会の拡大につながる 

○ 住民活動団体（NPO等）への効果 

・団体としての信頼を得られる 

・より効果的な活動ができる 

・住民活動全体の促進・成長につながる 

・新しい公共サービスの担い手になる 

○ 経済団体への効果 

・企業イメージのアップにつながる 

・新しい公共サービスの担い手になる 

○ 行政への効果 

・行政の限界を補完することができる 

・職員の意識改革につながる 

  ・日常業務の改善を図ることが出来る 

  ・事業経費の削減につながる 

  ・住民ニーズを把握できる 

 

○公共サービスの向上 

 住民が求めている多様で充実した公共サービスを提供するためには、公平で一

律なサービスを提供する行政と自発性、独創性、柔軟性、先駆性、迅速性をもっ

た住民、住民団体及び経済団体が役割を分担し、協働することが必要です。 
これにより、多様なニーズに対応した効率的で質の高い公共サービスが提供さ

れることが期待されます。 
○住民主役のまちづくり 

これからは住民や各種団体が従来の行政主導から脱却し、自らが主体となって

様々な地域課題の解決を図るように取り組むことで独自性や意欲の向上が図られ

ることになります。すなわち協働の推進が住民主役のまちづくりを進めていくた

めの原動力となります。 
○行財政改革 

住民、NPO、あるいは事業者と行政との協働は、行政が単独で事業を行うよりも、

より効率的で地域への波及効果を生み出す可能性があります。さらに、協働から

生まれる相乗効果は、実質的に公共サービスの向上と経費の削減につながります。 

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
・
住
民
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
・行
財
政
改
革 
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（３）協働のパートナーとめざす役割 

地域組織、住民活動団体、経済団体を総括して地域課題に取り組む協働のパー

トナー※とします。 
○地域組織（自治会・地縁型団体※） 

最も基礎的な地域自治組織である区や集落の自治会は、居住を基準にして組織

される団体で地域社会におけるネットワークの基盤となっているとともに、地域

生活の充実と問題解決、親睦を兼ねたまちづくり活動をはじめ、行政への参加・

要望に関するものなど地域に密着した多岐にわたる活動を行い、住民一人ひとり

が互いに支えあい、安心して快適な暮らしを実現していく上で、住民と行政を連

結する重要な役割を果たしています。しかし、過疎化、少子高齢化、核家族化、

住民ニーズの多様化など様々な要因により、コミュニティ※の希薄化が懸念されて

います。 
 
○住民活動団体（NPO やボランティア団体） 

福祉や環境など社会的な課題の解決のために主体的に取り組んでいる営利を目

的としない民間の組織を言います。一般的に専門的で柔軟性があり、先駆的な性

格を持つといわれています。 
住民に自己実現の場や生きがいを持ってもらえる機会を提供するとともに他の

活動団体とのネットワークづくりなどにより継続した住民活動ができるよう自立

化を促進していかなければなりません。また、自らの活動内容を積極的に社会に

発信し、社会的評価を得られるよう努める必要があります。 
 

○経済団体（企業・商店） 

地域を経済活動の拠点としている経済人の集まりを指します。 
経済団体は、地域の中では、一住民としての役割と責任があると考えられること

から、地域社会を構成する一員として住民活動に対して参加や助成などで協力し、

協働のまちづくりの推進に努める必要があるいう考え方から「企業住民※」として

位置づけます。そして、その結果として、企業イメージのアップを目指して社会

貢献（企業活動として協働を行う）を行う「企業住民」としての意識転換を目指

します。 
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４ 協働のまちづくり指針の位置づけ 
第１次伯耆町総合計画では、まちの将来像として「森と光が織りなすうるお

いのまち 共生と交流の伯耆町」～誇りと愛着のもてるまちづくり～を実現す

るため、「住民と行政による協働のまちづくり」をまちづくりの基本方針とし、

「協働のまちづくりプロジェクト」を重点施策に掲げています。 
この指針は、協働のまちづくりについての理念や推進のための住民と行政が目

指す方針を示すものとして策定します。 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１次伯耆町総合計画施策構成 

まちの将来像 森と光が織りなすうるおいのまち  共生と交流の伯耆町 

サブテーマ ～誇りと愛着のもてるまちづくり～ 

住みよさ

を感じる

まち 

地域産業を

育むまち 
まちづくり
の基本方針 

□快適な住環

境プロジェク

ト※ 

□地域の人づく

りプロジェクト

□ブランド育成

プロジェクト 

豊かな心が

育つまち 

健康で安心 

して暮らせ

るまち 

住民と行政に

よる協働の 
まち 

□暮らしの安心

プロジェクト 

□協働のまち

づくり 
プロジェクト 

重点施策 

分野別施策 

○ 住民参画の仕
組みづくり 

○ 地域活動拠点
の機能強化 

○ 地域リーダー
や NPO・ボラ
ンティア団体
などの組織の
育成 

○ 情報公開の推
進と行政評価
制度の確立 

○ 住民ニーズを
踏まえた公共
施設の有効活
用 

○ 町の一体感を
醸成するため
の取り組み 
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５ 協働のまちづくりへの取り組み状況 

 本町の「協働のまちづくり」への取り組みとしては、「まちづくり講演会」を開

催し、広く住民の方々に「協働のまちづくり」への基本的な理解を深めていただ

く取り組みを行っています。 
 また、住民公募による「まちづくり委員会」「地域交通会議」「みんなの健康・

福祉を語る会」などにおいても公募による委員を構成員とし、住民からの提言を

とりまとめ、住民の意見が直接、行政運営に反映させるシステムをとっています。 
さらに、小学校区を単位として、住民の生の声を聴くとともに行政の現状に対

する理解を深めてもらう意見交換の場として、「地区懇談会」を町内２地区で開催

し、地域の課題解決に向けた取り組みをすすめています。 
そして、地域の活性化には地域リーダーの育成が大変、重要なことから「ほう

きまちづくり塾」を開催し、協働への理解、地域の課題の検証、先進地事例の調

査などを行い、地域を担う人材の育成を行っています。 
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６ 協働の形態 

協働の実践にあたっては、様々な形態の中から、最も効果的と考えられるもの

を選択することが大切です。これまで行ってきた事業をさらに発展させるため、

新しい協働の形態を取り入れ、協働の意識を高めることは事業効果の向上や別の

協働の芽を育てる可能性があります。事業やパートナー※との関係を考慮して、協

働形態の選択が必要です。 

形態の区分 メリット 事業例 

住民参画 
行政が行う企画立案、事
業実施、評価への参画を
行う 

 

・ 幅広い住民の意向を調査できる 
・ 住民の意識を変化させる 

アンケート・ヒアリ
ング調査・講演会・
学習会・パブリック
コメント※・公募委
員・行政評価※ 

情報共有・情報交換 
住民と行政が持ってい
る情報を双方の意思に
基づき継続的に提供し、
活用しあう 

・ 双方の事業の質をより高いものにする
ことができる 

・ 誤解を避けることができる 
・ 新たな施策や見直しのヒントとなる 
・ 互いの情報を知り、理解を深めること
ができる 

情報紙・広報紙・懇

談会・ホームペー

ジ・地区懇談会 
・パブリックコメン

ト 
政策・事業提案 
意見や提案を受け、行政
にはないアイデアを事
業に活かすこと 

・ 施策形成への住民参画を促進すること
ができる 

・ 住民のニーズに的確に対応し、行政サ
ービスを向上させることができる 

・ 見落としていたあるいは新たな課題が
発見できる 

審議会・委員会・協

議会・政策提案箱・

パブリックコメン

ト・公募委員・行政

評価 
事業協力 
パートナーと行政が目
標や役割分担を取りき
め、協定書を取り交わす
などして一定期間、継続
的な関係のもと事業協
力していくこと 

・ 住民と行政が対等で安定した関係のも
とで事業を検討し、実施することがで
きる 

 

 

後援 
パートナーが実施する
事業の公益性を認め、支
援するため後援名義の
使用を許可する 

・ 事業に対する理解や関心、社会的信頼
が増すことが期待される 

 

実行委員会・共催 
住民と行政が新しい組
織を立ち上げ、主催者と
なって事業を行うこと 
事業の実施責任や成果
は構成しているそれぞ
れの主体が共有する 

・ 事業の企画段階から各主体の意見を出
し合いながら実施することで適切なパ
ートナーシップを築くことができる 

・ 参加する各団体が協力することでそれ
ぞれの団体が持っている情報やノウハ
ウ、人的パワーなどを活用できる 

・ 住民ニーズに即した企画やより規模の
大きなイベントの実施が可能となり、
幅広い参加を促すことができる 

イベント実行委員

会 
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形態の区分 メリット 事業例 

補助 

特定の事業や研究等を

育成、助成するために行

政が公益上必要である

と認めた場合に相手か

ら対価を受けないで支

出するもの 
原則として、実施責任や

成果の帰属は補助を受

けた側に帰属する 

・ 住民が自主的に行う様々な社会サービ

スの提供を促進する 
・ 多様化する住民ニーズに適切に対応で

きる 

各種補助金 

委託 

行政が担当すべき分野

の事業を行政にはない

優れた特性を持つ第三

者に契約をもって委ね

ること。事業についての

最終的な責任と成果も

委託者である行政に帰

属する 

・ これまで行政が自ら行ってきた事業に

住民の能力を取り入れることでより、

住民ニーズにあった公共サービスを

提供できる 

各種業務委託 
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７ 協働の原則  

（１） 目的・目標の共有 

○共通の目的・目標の実現に向け協力しましょう 

 協働する住民と行政は、積極的に話し合いの場を持ち、協働により達成しよ

うとする目的や目標を共有しましょう。両者の利害や担当者が代わることなど

によって、目的や目標が時間とともに変わってしまうことがあります。お互い

に目指すゴールが一緒なのか、目的や目標から目を離さぬよう確認しましょう。 
 また、協働の推進は、全町的な取り組みです。経験の有無にとらわれず、互

いに意識改革に努め、協働の感覚を磨きましょう。 
（２） 相互理解と相互尊重 

○対等な立場で話し合いの場につきましょう 

 協働する住民と行政はお互いに対等な立場を保つよう心がけましょう。パー

トナーであるとの認識を持ち、行政の下請けとならぬよう、また行政も一方的

に住民の言いなりにならないようにしましょう。住民と行政が信頼関係を築く

ためには合意に至るまでの過程が大切です。お互いの情報を共有するとともに

積極的に話し合いの場を持ちましょう。また、課題解決のアイデアを受け止め

る体制を整備しましょう。 
○ 互 い を 認 め 、 尊 重 し ま し ょ う 

 協働する住民と行政は、互いの特性や立場を理解しあい、信頼関係で結ばれ

ていることが重要です。行政は、住民活動が自主的かつ自己責任のもとで行わ

れていることを理解し、その主体性を尊重することで住民活動が、より柔軟な

取り組みとなります。 
（３） 責任と役割分担 

○役 割 分 担 を決 め、責 任 を持 ちましょう 

協働する住民と行政は、おのおのの役割分担を明確にすることが重要です。

今まで行政が抱えていた公共サービスを誰が担うことが効率的で効果的なの

か、もう一度見直しを進めましょう。それぞれが主体的に取り組むべき役割や

一体となって行うべき内容を明らかにしましょう。そのため、持てる資源を出

し合い、協働によってプラス効果がないのであれば見直しをしましょう。 
 また、話し合いで決められた役割によって、決定権限は増えますが、それに

伴い責任が生じることを自覚しましょう。取り組みを円滑に進めるためには、

責任の所在を明らかにすることが重要で、途中で投げ出すようなことがあれば、

互いの信頼を失うことになるので、責任を持って最後まで成し遂げましょう。 
（４） 透明性・公開性の確保 

○情報を公開し、説明をしっかりしましょう 

 どんな目的を持っているのか、どんな事業を行っているのか、どんな仕組み

なのかなどの情報を公開することが重要です。行政の情報は、住民との共有財

産であることを認識し、個人情報の保護に配慮しながら積極的に公開すること

が大切です。そしてお互いを知る努力をしましょう。そして、協働事業の一連

のプロセスを公開し、透明性の高めることがその後の住民参画につながり、協

働についての社会的な理解を深めます。 
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８ 協働の実施プロセス 

 協働の取り組みは、事業の目的や選択した形態、役割分担によって変化しま

す。事業の性格に合わせて、可能な部分から実施します。 
 ここで重要なのは、無理に協働を取り入れる必要はなく、協働によって事業効果

のさらなる向上が期待できるときに協働事業の検討をすすめていくということです。 

 

協働の検討から評価までの流れ 

 

○現状の把握・課題の抽出 

○事業目的・目標の明確化、見直し 

○協働の形態・手法の検討 

○企画案・予算案の作成や事業計画・予算の見直し 

○協働のパートナーを選択する 

○パートナーとの話し合いと協定書の作成 

○事業の実施 

○進捗状況の確認（中間評価） 

○情報公開と説明責任 

○協働事業の評価 

○情報の公開 

○次回への反映 

発議（こんなことは） 
課題や目的などについて

話し合い、共通の認識に立

って事業を進める 

計画（どのように） 
事業内容を具体的に協議

するとともに、協働の形態

を検討 

実施（やってみよう） 
中間段階での検証を行い、

適宜改善しながら事業を

進める 

評価（どうだったか） 
実施結果を評価し、効果や

課題を検証 

見直し（どうする） 
評価結果の検証を踏まえ、

新たなステップへと展開 

検討段階 

実践段階 

終了・評価段階 
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９ 協働への課題と対応 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題と対応 

番号 課題 対応 

① 

協働への認識が不足している 

住民、行政共に協働の必要性や意

義、互いに関する理解、認識が不

足している。 

協働への意識啓発 

（人材育成講座の実施、講演

会などの啓発活動、協働への

地区懇談会、協働指針の配布） 

② 

協働の推進体制が未整備 

住民活動に関心があり、自らそれ

に参加する意思のある住民の適

切な活動の場に結びつけるよう

な体制がない。 

協働推進体制の整備 

（庁内推進体制の整備、活動

拠点の整備、提案制度の整備） 

③ 

情報の共有、相互理解が不足 
協働する団体等や行政が互いに

どんな考えをもっているか、どん

な資源をもっているか、どんなサ

ービスを提供できるか、どんなと

ころで協力できるかなどの話し

合いの場が少なく、コミュニケー

ションが不足している。 

協働に関する情報共有 

（情報環境の整備、行政情報

の提供、地域資源情報の収

集・提供、協働事業情報の提

供） 

 

 

・ 協働の経験、認識不足 
 

・各団体の基盤の脆弱さ 
・コミュニティの希薄化 
・情報共有などコミュニケーション※不足 

・ 協働の経験、認識不足 
・ 協働可能な事業が不明確 
・ 縦割り組織の弊害 
・ 異動による継続性の欠如 
・ 情報提供の機会や方法に問題 

住民の課題 行政の課題 

①協働への認識が不足している 
②協働の推進体制が未整備 
③情報の共有、相互理解が不足している 

協働への課題

① 

② 

③ 

P15 

P16 

P17 
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１０ 協働を推進するための施策 

① 協働への意識啓発 

住民及び行政職員の協働に対する認識と理解を深め、協働を推進する基礎づ

くりを行う。また、住民と行政が対話を通してお互いの信頼関係を築きます。 
施策 内容 備考 

人材育成講座の実施 協働推進や地域活性化の中心

的な役割を担う活動のリーダ

ーになる人材を育成するため

の講座を開設 

まちづくり塾 

講演会などの啓発活

動 
協働に対する認識と理解を深

めるため、協働の基本的なもの

から先進事例などを紹介し、協

働への参加を促す講演会の開

催 

まちづくり講演会 

協働への地区懇談会 住民と行政が対話を通してお

互いの理解を深め、信頼関係を

築くため、小学校区の自治会を

対象とした懇談会を開催 

地区懇談会 

協働指針の配布 協働のまちづくりについての

理念や推進のため住民と行政

が目指す方針を示し、広く住民

の啓発を行う 

協働のまちづくり

指針 

職員の意識改革 職員の協働にむけた意識改革

を図るため、職員研修の一環と

して取り組む 

まちづくり講演会 
職員研修 
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② 協働推進体制の整備 

協働のまちづくりを推進するためには、住民と行政が協力しあいながら取り組

みを進めていけるような体制づくりが必要です。 
行政においては全庁的な推進体制を整備し、各課室の連携を強化するとともに、

住民活動を支援するため、活動拠点の整備を行います。また、自治会を基礎とし

た地域自立に向けた取り組みを推進します。 
施策 内容 備考 

庁内推進体制の整

備 
行政が全庁をあげて協働の推進が図

れるよう協働担当部署に総合調整機

能を持たせるともに、庁内の横断的

な連絡調整の役割を果たす協働推進

機能を整備する 

庁内プロジェク

ト 

協働コーディネー

ター※の設置 
協働担当部署は地域組織、住民活動

団体、経済団体との協働がすすむよ

うコーディネーターの役割を果たす 

 

活動拠点の整備 まちづくり活動やボランティア活動

を支援するため、公民館等公共施設

を地域活性化センターとして、各種

の団体の活動拠点として活用 

 

区長協議会等との

連携強化 
住民生活に密接に関係した自治会の

代表者との連携を深め、行政情報の

提供や住民意向の把握を行う 

 

地域自治組織設立

にむけた検討 
集落の集合体で、公民館等を拠点に

予算と権限を委譲し、地区自治を目

指す組織設立に向けた検討を行う 

地区懇談会の開

催 

協働の役割分担の

検討及び協働領域

の拡大 

行政サービスついて、行政が責任を

持つ領域、住民が担う領域、共に協

働する領域に視点をおいて見直しを

行う。また住民との合意形成を図り

ながら住民、住民活動団体、経済団

体との協働領域を拡大する 

 

NPOの育成 ＮＰＯ設立や活動への相談業務  
自治会の活性化 自治会活動の活性化に向けて補助金

等による活動助成、資料提供やアド

バイスを行う 

地域自治活動交

付金、地縁団体設

立の支援、区長協

議会の開催 



 - 17 -

 ③ 協働に関する情報共有 

協働を円滑に進めるためには、住民と行政が日常的にコミュニケーションを取

り、地域課題や取り組みへの情報が共有され、情報が活用されることが重要です。 
また、各団体間のネットワーク構築を行います。 

施策 内容 備考 
協働事業情報の提

供 
協働に関する様々な支援策、活動や

事業などの情報を住民等に周知する

ため、複数の媒体を通じて情報提供

を行う 

CATV、ホームペ
ージ、防災行政無

線、 

行政情報の提供 行政の行財政の状況、事業や施策に

ついてより一層の周知を行う 
CATV、防災行政
無線、区長・部落

代表者会議、広報

紙、ホームページ 
地域資源情報の収

集・提供 
地域にどんな資源があるか、情報収

集によるデータベースを作成し、必

要な住民や団体へ提供する 

 

パブリックコメン

ト制度の導入 
行政施策について、住民の意見を聴

くシステム導入 
 

提案制度の整備 行政施策についての住民の視点によ

る提案を受け止める制度 
提案箱の設置 
ホームページの

掲示板・お問い合

わせ 
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１１ 協働の実践事例 

○地域組織（自治会・地縁型団体※） 

事業 パートナー 協働の区分 協働の形態 
道普請事業 河内長野市内自治会 対等 補助・共催 

幅員が 1.5ｍで未舗装の府道（約 660ｍ）の整備を地元自治会が要望したが、１日
の通行量が２０台のため、財政難の府では整備が難しい。そこで府と自治会が協

働による道づくりを行うことになった。改修工事にあたっては、地元住民が参加

し、府の職員も作業に加わった。経費は府が材料費を負担し、地元住民は労働力

と農機等の提供により、通常１千万円かかる工事費が１５０万円に削減された。 
 

事業 パートナー 協働の区分 協働の形態 

地域自治組織活動 
鳥取県南部町・ 
日南町 住民主導 情報共有・情報交換 

事業協力・補助 
小学校区を単位として自治会を包括する地域自治組織を結成し、地域の問題を地

域で解決を図る。この地域の事業を地域自治組織が主体で実施し、これに必要な

財源を行政から地域自治組織に委譲するとともに、行政職員を地域自治組織に配

置し、活動を支援する。 
地域づくり計画、環境美化、生活安全、産業振興等 
 

事業 パートナー 協働の区分 協働の形態 
国道、県道の草刈 梼原町

ゆすはらちょう

及び自治会 対等 委託 
梼原町
ゆすはらちょう

では自分たちの町は自分たちできれいにしようという取り組みに対し、県

管理の国道、県道の草刈業務を業者にではなく地域住民に委託し、一定の対価を

支払っている。その結果、その財源が地域コミュニティ活性化に使われるととも

に行政経費の削減になった。 
 
○住民活動団体（NPO やボランティア団体） 

事業 パートナー 協働の区分 協働の形態 

都市農村交流事業
NPO法人 

えがおつなげて 
住民主導 

情報共有・情報交換 
（ワークショップ開催） 

山梨県北杜市の鉱泉施設を管理運営し、地域の遊休農林地や自然、文化、観光資

源を活用して都市農村交流事業を行い、地域の総合的活性化事業を行っている。

延べ数百人の若者ボランティアによって約３haまで開墾を行い、農地を復活させ
年間 1,000人以上参加のグリーンツーリズム※ファーム運営。 
NPO 直営農場（構造改革特区）、特産品開発の食品会社、レンタル農園、都市農
村交流型産直市場（東京日本橋）、ファームウエディング 
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○経済団体（企業・商店） 

事業 パートナー 協働の区分 協働の形態 
ぎふまち育て隊 企業・市民活動団体 対等 事業協力（覚書） 
公園、河川、駅前、繁華街等の環境美化のため企業や市民団体等と岐阜市が協働

で美化活動を行う事業。市は、実際の活動する団体に対して保険料を負担し、美

化活動する施設にその活動団体名を入れた看板を設置し、環境美化に役立ててい

る。企業や市民活動団体が活動を始める際に市と「覚書」を交わして活動内容や

ゴミの処理方法などを確認。実施後は年度末に活動報告書を提出する。 
アドプト・プログラム※（里親制度）  
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用語集 

行 用語 解説・意味 
アドプト・プログラム

（里親制度） 
住民と行政が協働で行う環境美化事業などで、施設を

養子にする（Adopt）という意味で公園、河川、道路を
「地域の養子」に見立てて行政はこの活動を支援する。 

あ 

NPO Non Profit Organizationの頭文字を取った省略で法人
格の有無に関らず住民活動団体やボランティア団体な

ど一定のテーマを持って公益的な活動を行う団体を言

う。一般に住民活動団体やボランティア活動団体、NPO
法人も含めた総称として用いられることが多い。 
NPO法人：特定非営利活動法人 

企業住民 企業が地域社会を構成する一員として役割を果たすこ

と 
協働 社会的立場や目的が異なる組織が共通する課題の解

決や目標実現にむけて、対等な関係のもと、互いの特

性や立場を理解し、それぞれの役割や責任のもと、お

のおのの持つ資源（人材、物資、ノウハウ等）を持ち

寄り、協力しあうこと 

 

行政評価 行政が行っている様々な仕事について、どの程度の成

果を上げたか、また期待できるかなど、指標等を用い

て評価することによって、今後の仕事の改善に役立て、

より良いものにしていこうとするもの 

グリーンツーリズム 農村などに滞在し、農林業体験やその地域の自然や文

化に触れ、地元の人々との交流を楽しむ旅 

コーディネーター 協働の取り組みが円滑にいくように調整する人 
コミュニケーション 社会生活を営む人間が互いに意思や感情、思考を伝達

し合うこと 

か 

コミュニティ 共同体。地域社会 
あるいは目的や興味を共有した人同士の集団。 

参加 行政がつくった事業に住民が受動的に加わる 
参画 まちづくりなど町政の課題について、主に計画や評価

段階で今後の方向などについて意思形成過程に能動的

にかかわること 

さ 

サポート 支えること、支持・支援すること 
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 住民ニーズ 住民の持つ要求や需要 
た 地縁型団体 住む土地のつながりに基づいてできる縁故関係による

団体 
目的 最終的に成し遂げようと目指す事柄 ま 
目標 目的を達成するための指標であり目安 
パブリックコメント 行政が政策の原案段階でその趣旨や目的、内容を公表

し、広く意見を募り、その内容を検討・考慮して政策

等の決定を行う一連の手続き 
プロジェクト 企画・計画 
ヒアリング調査 聞き取り調査 
パートナー 共同（協働）で仕事をする相手 

パートナーシップ：協力関係・共同・提携 

は 

ボランティア 自主的・自発的に社会貢献する活動、またはその活動

を行う個人のことを示す 
ら ライフスタイル 生活様式、暮らしぶり、生活に対する考え方や習慣 

 


