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第 1 章　基本的な考え方

１　これまでの経緯

（１）基本方針の策定から現在に至るまでの経緯

本市では、平成１４年度に「とよかわ市民活動活性化基本方針」を、

翌年度に「とよかわ市民活動活性化基本方針実施計画」を策定し、市民

活動※１の推進を図るとともに、平成１６年度に協働※２による事業を推進

するための手法を定めた「協働の手引き」を作成し、市民活動団体など

と市との協働事業を積極的に推進してきました。平成１９年度に市民活

動活性化基本方針と同実施計画の一部を見直し、市民活動に対する姿勢

を明確にしました。

※１　市民活動

　営利を目的とせず、社会的な課題の解決に向けて、身近な社会から国際社会ま

でのあらゆる場面で活発に展開されている、自主的、自発的な活動で「市民活

動」「社会貢献活動」「ボランティア活動」などと呼ばれ、活動形態も多種多様

です。本市では、市民活動の要件を次のように定義し、これを継続的、組織的に

行う団体を市民活動団体と称します。

〈市民活動の要件〉

　●市民の自主性・自発性に基づく活動であること

　●営利を目的としない活動であること

　●不特定多数の者の利益増進に寄与する活動であること

　●市民に対して内容が開かれた活動であること

　●政治活動や宗教活動を主たる目的としない活動であること

※２　協働

　市民、企業、市が、共通の目的に対し、対等な立場で協力しながら活動するこ

とをいいます。協働は必ずしも市民と市、企業と市が行う取組ではなく、町内会

と市民活動団体、企業と市民活動団体などの協働も考えられます。
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その後、本市は旧宝飯郡４町（一宮町、音羽町、御津町、小坂井町）

との合併が平成２２年２月に完結し、１８万人都市の新豊川市としてス

タートしました。この合併を契機にさまざまな分野で活動する市民活動

団体が増加し、協働によるまちづくりが盛んに行われています。

平成１９年度の市民活動活性化基本方針の見直しにおいて、「５年後

を目途に見直すこと」が定められています。新たな豊川市が誕生してか

ら３年が経過するとともに、本市を取り巻く社会情勢も大きく変化して

いることから、今回の見直しを行うものです。 
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（２）基本方針の考え方

これまでの市民活動活性化基本方針は、ＮＰＯ法人※３及び市民活動団

体、ボランティア団体を市民活動の主体と位置づけ、市民活動の一層の

広がりと活性化を通じて、市民活動団体などとの協働によるまちづくり

を進めることを目的としていました。今回、市民活動活性化基本方針を

見直すにあたり、社会情勢の変化の中で、これまで市に委ねられていた

公共という考えを見直し、市だけでなく、市民※４、企業※５、市がそれぞ

れの役割を明確にし、責任を果たす「新しい公共※６」という考え方で、

公共サービスを広げていくことが求められています。

そこで、市民、企業、市が協働という手法をもちい、今後のまちづく

りを進めるために必要なルールや施策などをまとめることとしました。

基本方針の名称もこれに合わせて「市民活動活性化基本方針」から「市

民協働基本方針」に変更します。

※３　ＮＰＯ（ Non Profit Organaization）、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）

　民間非営利組織（ＮＰＯ）。非営利すなわち営利を目的とせず、公益的な市民

活動を行う民間団体の総称です。平成１０年施行の特定非営利活動促進法（ＮＰ

Ｏ法）により法人格を認証された民間非営利組織をＮＰＯ法人（特定非営利活動

法人）といいます。

※４　市民

　市内に居住、勤務、就学する者及び連区や町内会、市民活動団体など非営利の

公益活動を行う団体の総称です。

※５　企業

　市内に事務所または事業所を置く事業者の総称です。事業者は営利を目的とし

て行う個人または法人をいいます。

※６　新しい公共

　「官」だけではなく、市民の参加と選択のもとで、市民活動団体や企業などが

積極的に公共的な財・サービスの提供及び提供主体となり、医療・福祉、教育、

子育て、まちづくり、環境などの身近な分野において共助の精神で行う仕組み、

体制、活動などをいいます。
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２　協働を推進する背景

私たちを取り巻く社会環境は、バブル崩壊後の低経済成長による財政

の硬直化、本格的な人口減少・高齢社会の到来、社会経済のグローバル

化などにより急速に変化しています。これらの社会環境の大きな変化に

伴い、個人のライフスタイルが変化し、価値観が多様化・複雑化してい

ます。市民生活においても、人と人とのつながりが希薄となる中、地域

や社会における課題は実に多種多様なものに及んでいます。

従来の市民の要望に対して「公平性や平等性」を重視した画一的なサ

ービスを提供する市と市民の関係では、多様化・複雑化した市民生活の

すべての市民ニーズに対して、市だけできめ細かく応えていくことが難

しくなっています。

かつて、私たちの地域の問題は、自分たちで解決し決定するなど、地

域の一員としてお互いが理解し、協力し合い、快適な生活を送る仕組み

がありました。

そこで、今、市民の多様化・複雑化したニーズに対応していくために

は、町内会や市民活動団体、企業、そして市が、さまざまな形態で協働

することにより、質の高いサービスの提供が実現できます。また、市民

が主体的にまちづくりに関わることで、参加する人や地域に暮らす人々

の満足度を高めることにつながります。

本市で暮らす人々や町内会、市民活動団体、企業には、これからのま

ちづくりに意欲と実行力があり、「新しい公共」のサービスの担い手と

して、大きな潜在能力と可能性を持っています。そして、この力を協働

という手法でさまざまな分野において、発揮されることが求められてい

ます。
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◆背景にある要因◆

　・地方分権（市民自治）
　・少子高齢化
　・社会経済情勢の変化
　・市民ニーズの多様化・複雑化
　・市民活動への参加意識が高まり、新たな担い手の登場

　

　　

◆背景にある要因◆

　・地方分権（市民自治）
　・少子高齢化
　・社会経済情勢の変化
　・市民ニーズの多様化・複雑化
　・市民活動への参加意識が高まり、新たな担い手の登場
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図表１－１　多様な主体が担う公共サービスの領域（｢新しい公共」）イメージ図

公共サービス領域 私的領域

《これまで》 市が担う公共サービス 市民、企業など

《これから》 市が担う公共サービス 市民、企業など

多様な主体が担
う公共サービス

多様な主体が担う公共サービス
(市民、企業、市など）

市が整備したほうが効率的であることや個人や企
業では担えないサービスの領域
(社会基盤整備、制度・仕組み、環境の整備など）

　新しい公共の拡充

市も含めた多様な主体が役割分
担し、協働・連携しながら行う
サービスの領域
（防災・防犯などのまちづくり
活動、子どもたちが育つための
地域での取組、生活関連サービ
ス事業活動など）

市民活動フェスティバルの様子



３　協働を推進する理由

協働を推進する理由として、次のような社会的意義と役割が期待され

ます。

●より多様な公共サービスが期待できます

これまで、公共サービスはもっぱら市が担うものと考えられてきま

した。しかし、多様化・複雑化する市民ニーズに対し、法令や予算に

基づき公平・均一的なサービス提供を基本とする市では、十分に対応

することが困難になってきました。

一方、市民活動は、多様性や柔軟性、先駆性、専門性などの特性を

生かし、個別的なニーズや新しい社会的課題への対応など多様な公共

サービスを提供することができ、新しい公益の担い手として期待され

ています。市民と市が協働することによって、より市民ニーズに沿っ

た多様な公共サービスの提供が可能となります。

●市民の社会参加、自己実現の機会が広がります

地域には、さまざまな知識や経験、能力を持った人材が蓄積してお

り、生きがいや仲間づくりの絶好の機会として市民活動に参加する

人々が増えています。市民活動や協働事業の発展によって、市民の社

会参加や自己実現の機会を広げることができ、さらに新たな雇用機会

を創出することが期待できます。

●自立的な地域社会の活性化につながります

市民が市民活動や協働事業を通じて、よりよい地域づくりを目指し

て自発的に地域課題の解決に関わることで、自治意識や主体的なまち

づくりへの参加意識を高めることができます。また、市民が市民活動

に参加することにより、地域における自立的・自主的な課題解決能力

がより一層高まり、地域社会の活力が増すことにつながります。

●市の公共サービスの効率化と意識改革につながります

これまで、市が直接実施していた事業を、市民との協働により実施

することで、公共サービスの効率化・スリム化を図ることができます。

また、市とは異なる価値観や多様な行動原理を持つ市民と協働で事業

に取り組むことは、職員の意識改革につながります。
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４　協働推進の原則

協働による取組を行う際には、公共サービスの担い手となる主体が立

場の違いを越えて対等なパートナーシップを築くための重要な原則があ

ります。主なものとして次の５つの原則があります。

●対等の原則

協働を進める前提として、市民、企業、市は、お互いに上下の関係

ではなく、ともにまちづくりの主体として対等なパートナーであるよ

う心がける必要があります。協働を進めるにあたり、市は、活動が自

立的・自主的に行われていることを理解し、その主体性を尊重しなけ

ればなりません。そうすることで、それぞれの特性を生かした柔軟な

取組を実施することが可能となります。

●相互理解の原則

協働は、相互理解なくして成立・成功はあり得ません。市民、企業、

市は、価値観や行動原理が異なります。まずはお互いの立場や特性、

長所・短所を理解し、尊重し合うことが重要です。市はそれぞれの

“想い”を受け止めるとともに、市の仕組みを理解してもらうよう努

める必要があります。そのためにも、日ごろから積極的に話し合いの

場を持ち、相互理解を深めることが協働への第一歩となります。

●目的・目標共有の原則

市民、企業、市は、協働しようとする事業の目的と目標を相互に共

有する必要があります。この目的と目標を共有することで、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などを明確

にすることができ、円滑な取組を進めることが可能になります。

留意すべきは、協働とは、協働すること自体が目的ではなく、多様

化・複雑化する市民ニーズや新たな社会的課題に対応するための一つ

の手段であるということです。事業の目的と目標を共有できない場合

は、公共サービスの充実を望むことはできず、無理に協働を進める必

要はありません。
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●公開の原則

協働事業に関する情報は、事業の企画や協働相手の選定の段階から

事業の実施、事業実施後の評価に至るまで、公開を原則として透明性

を確保し、社会的な理解を得るように努める必要があります。また、

協働への参画機会を広く確保する観点からも、協働のプロセスを積極

的に公開するよう努めることが重要です。

●時限性の原則

協働が「馴れ合い」にならないように、市民、企業、市は、常に緊

張関係を保ち続けることが大切です。お互いの依存感が高まることは

それぞれの自立性の妨げになりかねません。そのためには、事業実施

前に、事業期間や事業の目標達成（または未達成）によって関係を終

了することを明確にしておく必要があります。

また、事業実施後は必ず事業の振り返りを行い、事業自体の継続や

協働相手の適否も含めて見直しを行う必要があります。
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　平成 23 年度

　豊川市市民協働のまちづくり事業

　「マリンアートキャンドルナイト 2011」



５　協働の役割分担
　　　

協働によるまちづくりを進めていくうえで、協働の相手やテーマ、内

容などに応じて、ふさわしい手段で進めていくことが必要です。主体が

誰かによって、次のＡからＥまでの５つの領域に分類されます。

 

許認可や課税のように「市の責任と主体性によって独自に行う領域

（Ｅ）」と、逆に、宗教や特定の価値観の普及といった市が介入できな

い「市民の責任と主体性によって独自に行う領域（Ａ）」があります。

その間に、福祉や教育、道路や河川の管理、各種の公共サービスの提供

や新規サービスの開発などといった「 市民と市が協力して行う領域

（Ｂ・Ｃ・Ｄ）」があります。

今後は、市民と市がさまざまな領域において、それぞれの特性を生か

した適正な役割分担のもとでまちづくりを進めることが必要であり、市

民と市が協力していく領域においては、積極的に協働を推進することが

重要です。
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図表１－２　市民と市の関わりモデル（横浜市「市民活動推進検討委員会報告書」引用）
　　　　　

(市 民 の領域 )

（Ａ） （Ｃ） （Ｅ）

( 市 の 領 域 )

（Ｂ） （Ｄ）

市の責任と主体
性によって独自
に行う領域

市民と市との協働

市民の責任と主
体性によって独
自に行う領域

市民の主体性の
もとに市の協力
によって行う領
域

市民と市がそ
れぞれの主体
性のもとに協
力して行う領
域

市民の協力や参
加を得ながら市
の主体性のもと
に行う領域



企業においては、市民活動に積極的に関わり、企業の持つ専門性や組

織力、資金や人的資源を生かして、まちづくりに対する支援を進めるこ

とにより、まちづくりの促進や活性化に寄与することが求められていま

す。このため、企業も、それぞれ独自に市民活動団体、地縁組織※７、市

などとの協働を推進することが重要です。

※７　地縁組織

　連区や町内会、子ども会など、地域を活動基盤とする組織です。

※８　公益法人

　公益を目的とする事業を行い、営利を目的としない法人をいいます。
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協働で担う
新しい公共

福祉、子育て、環境、
まちづくり　など

図表１－３　協働のイメージ図

市　民
・市民活動団体
・ＮＰＯ法人
・公益法人※８

・地縁組織

企　業
・事業者
　事業所、商店街、
　各種組合など

市

用 語 解 説
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◆協働によって期待される効果◆
〔市民にとっての効果〕
　・柔軟できめ細かな公共サービスを受けることができます。
　・多様なキャリアを持つ市民の活躍の場や新しい雇用の機会が拡大します。
　・市政への関心が高まり、市政が身近になります。

〔市民活動団体にとっての効果〕
　・経済的に安定してサービスを提供できます。
　・事業報告や会計処理などを適切に行う必要が生まれ、責任ある体制でサー
　　ビスを提供できるようになり、社会的評価が得られます。
　・活動領域の広がりによって新たな活動の場が生まれます。

　 〔企業にとっての効果〕
　　 ・信頼を築く取組が信用度や知名度を高めます。
　　 ・地域への貢献によって社員の満足度が高まります。
　　 ・市民の新たなニーズの探索が可能となります。
　
　〔市にとっての効果〕
　　・市民の多様化・複雑化するニーズに柔軟・迅速に対応できます。
　　・異なる発想と多様な行動原理を持つ組織と協働することで市の体質改善の
　　　契機となります。
　　・事業の見直しなどにより市政運営の効率化・スリム化が図られます。

　

　　

◆協働によって期待される効果◆
〔市民にとっての効果〕
　・柔軟できめ細かな公共サービスを受けることができます。
　・多様なキャリアを持つ市民の活躍の場や新しい雇用の機会が拡大します。
　・市政への関心が高まり、市政が身近になります。

〔市民活動団体にとっての効果〕
　・経済的に安定してサービスを提供できます。
　・事業報告や会計処理などを適切に行う必要が生まれ、責任ある体制でサー
　　ビスを提供できるようになり、社会的評価が得られます。
　・活動領域の広がりによって新たな活動の場が生まれます。

　 〔企業にとっての効果〕
　　 ・信頼を築く取組が信用度や知名度を高めます。
　　 ・地域への貢献によって社員の満足度が高まります。
　　 ・市民の新たなニーズの探索が可能となります。
　
　〔市にとっての効果〕
　　・市民の多様化・複雑化するニーズに柔軟・迅速に対応できます。
　　・異なる発想と多様な行動原理を持つ組織と協働することで市の体質改善の
　　　契機となります。
　　・事業の見直しなどにより市政運営の効率化・スリム化が図られます。

　

　　

　 　 平成 24 年度

　 　 東三河市民協働推進協議会「第６回どすごい交流会」の様子



６　協働の手法　

協働には、さまざまな手法があります。事業の目的、内容や協働相手

などを踏まえて最も効率的、効果的な事業となるよう適切に選択するこ

とが必要です。主な手法として、次の６つが考えられます。

●参画、政策提案

各種計画の立案過程や事業の企画段階から市民の意見や考え方を

反映させます。それぞれの特性やノウハウを生かし、市民ニーズに

あった事業を推進することができます。

●委託

市民が有する専門性、柔軟性、機敏性などの特性を活用した効果

的な取組や、より良い市民サービスの提供を進めるため、市が業務

の実施を委ねるもので、サービス内容の充実やコストの削減にもつ

ながります。　

●補助金・負担金

市民が主体的に行う公益性・公共性の高い事業に対し、市が資金

を提供する方法で、専門性や機敏性を生かし、市では対応の困難な

市民ニーズに対応できます。

●共催

市民と市が主体となり、共同でひとつの事業を行います。この場

合、それぞれの得意分野を生かした役割分担で、効率的・効果的な

事業展開ができます。

●後援

市民が主体的に行う公益性・公共性の高い事業に対して市の後援

名義の使用を認めて支援することにより、事業の信頼性や認知度が

高まり、円滑な事業の展開や拡大を図ることができます。

●実行委員会

市民や市職員などで構成された「実行委員会」や「協議会」など

が主催者となって事業を行います。それぞれのネットワークを生か

し、市民と市が対等な立場で責任を共有した事業の展開ができます。
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