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喋．はじめに

（嘩1協欝型まちづく琴登場の背景

　2i継紀に入ってから市民鶴働型まちづくりは奉格

的な展畷が始まった。これは行政サービスのあり方が

供給主義から需要主義に転換したことを基本的な特徴

としている。転換することになった背景の第iは，国

家及び地方自治体の績務が拡大し行政歳鐵の白癬度が

後退したことにある。国家財政はバブル経済崩壊後の

累積俵務甦理への公的資金投入や饗本経済再生を名目

に発行された国縫の撹還費などにより破綻寸蔚に来て

いる。主要な財源を地方交付税交付金や補鋤金に依存

する地方良治体も，累積債務と義務的経費が拡大し，

一方的な財政鐡動によって市民支持を誘導する鴻糧

紀型統治方式に限界がきた。新たな市民統治方式とし

て登場するのがゼ官長」あるいは「公民」による対等

平等の関係での連携を強講ずる市民参撫としての「協

働型盛まちづくりであるi。

　財政状溌が比較的良好である場合には，国や地方自

治体は主として施設整備によってまちづくりを進める

ことができる。比較的良好な財政状溌下では，安緬な

行政サービスが続く霞むにおいて，市民は使い勝手は

ともかくとして，費題辮効果について関心を払う必要

がなかった。しかし財政支繊に鰻度があるとか，より

高い費購あるいは税負担が求められるようになると，

市民は硬い勝手のみならず費灘対効果について麗心を

高める。こうした麗心に行政がどのように応えていく

のか，市民の要望へのきめ綴かな行政対癒は極端な場

合には財政的麟癒の代替措置としての意味をも持つこ

とになる。ただし市民協騰型まちづくりが自治体再構

築戦略にとって財政支出の補完ないしは代替措置にと

どまるのであれば，連携者としての市民の熱意と希望

を裏綴ることになる2。

　市民が協轡型まちづくりにこだわりや希望をもつの

は，単に財政支繊の費耀対効果のみにあるのではな

い。そこにはグローカルの視点が内在する。商品や資

本だけでなくサービスや労鶴の流動性や市場化が地球

規模で急速に進み，WTOによる通商障壁の低下や為

替や株式帳場の動向をみるまでもなく，蟹際的な勧請

が地域経済に直接的に影響するようになった。企業活

聾や生産活動は地球的な規摸での「最適立地涯を求め

て移動しており3，比較優痘をもつ国民経済にあって

も比較劣位にある地方遷は産業の空溺｛ヒに直錘させら

れる。麗放経済系にあっては，産業振興にかかわる地

域内達縫効果はそれほど大きくない。そのなかでデジ

タル椿報ではなくアナログ椿報を機軸とする生活や文

集などによる地域振興や環境保全は，その取り緩みが

空間的固定牲を強くもち，そこに定住する市民との脇

艪が注欝されることになった。市場経済化が促進され

流動建や不安定化が麟面に患てくるほど，市民は地域

における生活面での危機管理を意識する「安全・安心」

を求める動きを強めるのである尊。

　こうした臨鱒型まちづくき3がうまく作動するために

は，連携者間での精報の共有が不可欠である。異なっ

た立場にある連携者はそれぞれが異なった利害を背景

に持ちながら協働するので，信頼関係の構築は侮より

も大潮になる。この信頼関係には講じ水準での熔報共

有が保障されなければならず，これを支援するのが椿

報技衛活購の推進である。精報技衛革命は処理能力の

海上だけでなくインターネットの普及によって生産様

式や生活様式の転換に決定的な影響を与えている。イ

ンターネットの普及は捲報魑理を集中方式から分散方

式へと移行させ，インターネット・ホームページや電

子メール，携帯電話による各種精報の受発信が綴人レ

ベルにおいても急速に進んだ。行政や企業等の精穀の
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公開や露示が麟痩的に保障されることで，椿報の受け

茎には精報取集の選択肢が増撫した．公開椿報であれ

ば，市長は行政担講者とほぼ繕時的に入幸できるよう

になり，精報格差が著しく縮小した。また椿報受発欝

の蔑方向性が簾時的に確保され，ネットコミュニティ

での意見交換が社会的影響力を持ち始めている3。

　2雛紀のジ地域再生」は厳しい財政難状態のなか

で提起されている地域政策である。財政鐵動というか

つての馳域づくり」とは異なって，糧麟緩報という

麟度的支援が中心である．また織上講錘においては多

様な主体難論が展開され，これまでの共購方式や鶴岡

方式ではなく，異なった立場ξ二ある■数体が連携する纏1

働方式が登場している6，

（2〉協｛動とは簿か

　￥誌oo．ごG、婚で「協働型」を綾索すると，約88，8§G件

（2§総年i蝦27雛が該嘉する。瞬むく「協購璽」を

検索すると約3鐙件が，「共購型」では2，麹§件が該爵

する。「協働型董がいかに時代を語るキーワードであ

るのかがわかる一、a本において「脇働重が涯騒される

のは「敬神淡整大震災」における市漢ボランティア活

動を契機としている。この協轡の考え方が奉格的に展

開する基盤となったのは餐P（）（特定非常廓1活動ミ盗人〉

法の公奮（給98年3恥であった。

　ではなぜ織働なのか。懲高察は2Gl）2年i2弩にボラ

ンティア曇艶0パートナーシップ会議からζボラン

ティア贋PO活動促進のための脇艪に関する提欝蟹以

下，ぎ提言麟を受けた。ゼ提言垂では協働は「それぞ

れの纐1織体の主簿性・祭主牲を醜提としつつ，相塩の

存在意義を認識し，尊重し合い，帽章釜に持てる資源を

饑し合い，婦等の立場で其通する騒的の実遷発に陶け，

公共サービスを提供する活動」と定義されている。

　このぎ提言遜は「鶴懲の意義」を4点にまとめて

いる。

　①溝POにとっては，行政との協働によって，公

　　其的サービスの領域拡大，公共的サービスを提供

　　するヒで責任ある体麟の構築，行政への政策提霞

　　能力の陶一髪二などの意義が鱗待される。

　②行政にとっては，馨POとび）協働によって，多

　　様秘し高度秘する歓会的二一ズヘの柔軟な対癒，

　　政策への新しい発想の導入，行政綴織や体質の変

　　箪促進などの意義が蟻待される。

　③企業にとっては，NPOとの協働によって，社

　　会貢献活動をより地域のニーズにあったものとす

　　ることができ，また，協働を通して特定分野6）專

　　門的情鞍やノウハウを取得することができ，経営

　　戦略に役立てることができるなどの意義が鱗待さ

　　れる。

　④県民にとっては，鴛政，企業，翼POによる臨

　　饒は，公共的サービスの編と深みを増大すること

　　になり，県鋭はこの恩恵を享受することができ

　　る，また，察民のボランティア・NPO活爵に参

　　醸する機会の増大にもつながり，生き甲斐づく

　　りや霞己実現の機会綴鐵としての意義も顯待で

　　きる，，

　このζ提言週での定義や意義は，あくまでも協働の

禰手方としての欝》Gを育成する1鐸的のための提書と

いう隈定性をもつ。そこで罫提言盛よりも毒疑サイド

にあり，しかも「協働」事業を推進する綴発点となっ

た「ふくしま市民脇騰型まちづくり懇談会達での議論

を取り、しげよう。懇談会のゼ提善書週7は暫協働垂

とは，いろいろな立場の膚浅と行政とが，鰐等なパー

トナーとして，適騨な役講分担のもとに，成果と責任

を共有しあいながら，其に行動していくこと」（夢．2／

と定義する。協働は「鰯姓を生かすことが，嚢己を実

現する鐵発点」であり，ヂ青斑がまず鰹木として蓑箋宣

することが肝・む」と強講ずる。まちづくりには，「市

民が露分らしさを実理するゴ「場」が麟度として保障

される必要がある。

　ではなぜ「共瞬」や「協講雲ではなく，「協働」が

必要になったのか、，それは「公」「共感「私」のあり方

が変わってきたことにある、，「公」の変｛ヒは財敢闘題

を背景とする民営化や地方分権化など行政の後難や守

鰭範顯の見直しに端を発している。麹方，「私」が求i

める豊かさも，所得水準の高さと高齢・高学歴社会の

進展のもとで，「もの」から「こころ」へと変化して

きた，、癒えてインターネット・POS4Cタグ等の精

穀技衛革命や阪神淡銘大震災を契機とした溝PO法の

誕生，説明責任を求める惰鞍公麗法の制定等によっ

て，経済社会システムの機軸が供給鋭義から需要主義

へと転換してきた。経済社会システムの転換は「公ゴ

「私」関係を雛鯵結ぶ「樹のあり方に変化をもたら

し，対等・平等の役割分担と成果・責任の共有・行動

を基盤とする「公と私」との新たな「協働」の構築を

要議しているのである8。

　ヂ私」の鰯で「麹の豊かさ」が「心の難かさ」につ

ながらないのは，市民が「まちの難かさ」を感じられ

ないからである。「まちの豊かさ」はこれまで箱物と

しての「物の豊かさ」の基準で灘定されてきた。しか

しそれは地域牲を反紋させない全溝一一律の基準であっ
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た。2i糧紀での「まちの豊かさ」は地域牲9を蓑硬さ

せた「心の豊かさ」を基準にする必要がある．では「心

の豊かな」まちづくりをどのように進めるのか。その

手掛かりを提供するのが「織働」である．協商とは行

政がF一方的」に支援するのではなく，「お互い重に

支援しあう餐＝緩みのことである．、

　商民が地域において議分らしさを実理するために

は，それにふさわしい「まちづくり」が必要である、「ま

ち」が抱えている課題にだれが対応するのかを考える

際，従麟では薙ぎ講ぎ季重という穿学政機馨凝ξ二1誇華寿や陳∫躊1を窪寺

ち込めば良かった。しかし行政次元での画一的な鰐癒

では市民ニーズの地域姓が膜験されず．結果として費

用対満足度は低い水準にとどまることが多かった。市

民の多様な要望に癒えるには．行政の仕緩みを「轟疑

の霞線」に降ろさねばならないのである。

　「毒疑協薄型グ）まちづくり」と1ま繕かと濁われれば，

それはまちづくりの蕪業や濡働において，行政と市費

とが互いに学び，持ち場を尊重しつつ，対等平等に進

めていくことにほかならない。財政的な理密あるいは

制度的な理由だけで行政への毒幾参撫が求められるの

であれば，毒民活励は従来型の霧政の下誘けにとどま

る、，また市民も考え方を「誰かがやってくれる」から

「露分たちがやる」へと変わらなければならない欝。

海浸協働型では斎甕が縄入として察宣することが前提

となる。薦民がその鰯樵を生かすことが鐵発点であ

り，これが蓑妻己実現へとつながっていく。もとより市

民といっても様々な麟を持っており，懸人としてだけ

でなく，ボランティア懇体や振鈴0法人を通じて係わ

ることが求められている．

（3）醗究の目的と方法

　本稿の濤的は，以上の課題意識を持ち，「ふくしま

毒民協働型まちづく糾の経験を通して，籍しい方式

としての「市幾協働型」まちづくりのあり方を考える

ことにある、、

　以下においては，まず野協働とは縛か」などの考え

方や「侮をめざすのか」などの基本的な方向性が，

2§§2年度の「ふくしま市長協働型まちづくり懇談会」

（以下，懇談会）で行われた議論や『提講書当の検討

を通じて，どのようにして福島市の雛進指針叢へと

結実したのかをたどる（2、／。この蓼推進毒針圭の具

体建は，鱒§3年度の「ふくしま協働のまちづくり市

民雄進会議」が「モデルプラン」等の検討を行い，「毒

民事業」とするべきマニュアルとしての「季題講」に

取りまとめられた（3．／。これをうけ鎗縫年度には，

企溝公募としての「こらぽ☆ふくしま」，議論の場と

しての「電子会議室」，人材育成としての「まちづく

鉦）楽校」などが発足し，市民鶴趨1の事業が巽，確約に進

められた（4．〉。2§薦年度には，前年痩に醜き続い

て毒民協働事業が進められているが，市民協働型事業

がまちづくりのあり方をどのように評慰すべきかが闘

われることになる（5．）、

2．市民協働型まちづく蚤ナの指針づく辱一

　　『提言書豊は何をめざしたのか

　以トにおいては，簸島毒を事擁として甫疑鰯働型ま

ちづくりを考えてみよう，まちづくりであるか盃かに

かかわらず．それが甫民協欝璽であるためには，発想

の転換が求められる（2一玲，，しかしこの協働型へ

の転換にあたっては．「私感である義民がうまく受け

とめられるのか（2－2／ということだけでなく，「公」

の現場にある市役所職嚢が縫織として，また麟人とし

てどのような意識を持っているのかが重要となる（2

－3）。懇談会は「私」と「公」の耀人的代表として

の委鑓によって構成され，議論を積み重ねて．窮らの

手によって蓼提講書達を取りまとめ，それを横島毒の

推進指針に結実させた（2－4／。

2一葉　まちづ“ナは壌トムアップから

　橿鶏姦は人口2§万人の県庁所在趨毒であり，地方

中核都市としては秋田市などとともに中心毒街地の空

漏化が顕著に進んでいた。空濁乾への対癒として，福

島毒は釜編鶏権鍵時懸都市構想薫（欝9倉年度／を策定

し，r地方難点都市地域」（欝93年度／や「器欝紀活

力圏麟造事業」（欝96年度／の地域指定を受けた，、

1鱒8年にはゼ福轟毒中心市街地活性化基本計麟（新

しい騰ふくしま讃瞬〉圭を策定し，ハード事業メニュー

が整えられた。このハードメニューを進めるために，

「都心羅綾の醸復」（茎9§7年3弄騎や「薦疑参簾と麟

際連帯」（欝98年欝聯，「歴史を活かしたまちづくり」

（2§艇年3炉わなどをテーマとする…1編潟毒塞時嶽都

市フォーラム謹が1灘催され．た。しかし，これらはなお

ハード整備を巨1的とし行政によってお膳立てされた

「街づく瞬の域を醸していなかった。

　臆磁年の轟長交代を契機とし，「トップダウンから

ボ誉ムアップヘの転換r玉が騒られた，，2§§2年度には

「市民協働型盛が政策評鱗の葉軸に置かれ，「薄野協

欝型まちづくり」のあり方をめぐる模索がはじまっ

た，、ぎ市民協働型まちづくり推進振舞策定事業につい

　』総　『
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て垂里2（以ド，ζ策定事業について欝はぎふくしまヒュー

マンプラン髄　（橿鳥毒総合計麟珪（塾磁年i紛　を御

幣し，まちづく1り」）基本的な考え方として「協働」を掲

げた。それは喰分たちのまちのことは藏分たちで考

え，霞分たちで翻り，守り，そして育んでいくという

蕪事一音としての意識を毒疑も行政もしっかりともち，

ともに考え，行動していく」（嚢．騒／ことであった、，

　では協働とは飼なのか．ζ策定事業について」はぎふ

くしまヒューマンプラン2蓬の漣記を引賭し，「市民

と行政が共闘の担い乎として，適弱な役割分鷲舞）もと

に協力して働くこと．遅いの成果と責紐を共有し合

う，対等な協力関係が麟提となる」と遊べた。ただし

「この場合の市民とは懸1人としての市長ばかりでなく，

懸人や地域が主体的に縄織的な活動を行う懸体，企業

などの法人，また場合によっては，瞬・県の機灘や公

社・公懸などを含む」のである，

　懇談会を始めるにあたって．事務羅が庁内から「市

民との協働事業」に穣当すると考えられる事業を講蒼

したところ，憩4件があがってきた（表i）．これら

σ）事業を捻6）タイプ分けすると，最も多いのはプロ

ジェクト型であり，これにイベント型が続いた、．そし

て少し離れて’溝鞭共有型と繕体育成型が続いていた。

2－2　まちづく昏ノヘの常民意識

　瀬戸孝轡福島市長は祷当選してまもなく，「わいわ

い夢会議」をはじめとして，市浅鶴働塑まちづくりを

進めたが，協働の嬢手方としての市民はどのような意

識を持っていたのであろうか、、橿轟毒は20§3年i縫

に『第欝繕市政鐙論調査墨を実施しており，ここに

は「5．羨氏との協鱗のまちづくりについて」が訴殺

されているので，これを善がかりとして市観の協饒意

識を考察したい。

（董）市民参糠に必要なこと

　「鴛政への市民参簾を進めるために轄が必要だと思

いますか」との質問に対して，薦疑から鍛も多い選撫

麟箒は「毒民の声を聴く広聴麟穫備長への手紙肖

治振興協議会，わいわい夢会議／の充実を図る」

（38、§％）であった。以一ド，「地域ボランティアの育成・

支援活動，醤POとの連携を推進する」（28．3％／，「ま

ちづくりを考える産業界・大学・行政・市民連携によ

る醗究綴織を設立する」（27．2％／，「講民アンケート

などの調査活聾を充実する」（25．2％／などがし粒を

霞めた。姓磯で差が鐵るのは「まちづくりを考える産

業界・大学・行政・市渓連携による醗究綴織を設立す

る」であり，男性の選択率が女性を大きく1二翻った、，

年齢携では「市疑の声を聴く広聴、麟度（議長への手紙，

嚢治振興協議会，わいわい夢会議／の充実を図る」が

各年代で高い舗合となり，「地域ボランティアの育成・

菱援活動，餐POとの連携を推進する」は2暮歳代から

5暮歳代で高い離合を示した。市浸参旛での新たな担

い手への鰯待が高まっている圭3，，

表罐　欝鶏との協働事業講査について

⑤
斑
、
轡
⑧
⑦

　事業タイプ

縫穣共糞型
プロジェケト璽
実施墾
警発墾
イベント璽

縷体膏域鍵
籍綾支援饗
機1難・施設運営型

ライフライン墾
カウンセ婆ング弄贅
窓1－1璽

内灘璽

童蒙昼

厳 比蓄 事　　鱗

王3 ｝2、5 翼女共講参灘鱗鞭誌「しのぶぴあ」発駕事業，箆学煮受入事業
27 2§、奪 姦轟瀧£業振興謎癖策定事業，篠島ふれあいバーケ整欝事業
尊 3．8 ノーマイ毒一デー登録事業，飯蝦舞ぎ湯沢霧遷鍵域露なみ環境整薦事業
6 5．8 絶縁交流擁i進事業，青少年健全蕎歳事業．搬出災害蝶策事業

　　2i．2
i3、董2・5・

8　　7、7．
2‘ @i．9
6　　§．8

3　　2．§
馨1 @0．§
馨　　魯．§

わらじまつり．農産勃フェア，欝鱗舞彗鑑まちづく吟フォーラム

グリーンツーリズム推進事業，橿轟轟幼麗交遜安全クラブ
建築鴛致モニター，食生活叢薄推進事業，消費者橡嚢モニター麟穫
藩驚ぎ峯鱒・、葛の森の運営．金谷鱗集会湧建設費補勤事業

びん類・ベットボトル分欝取集事業，由嚢地腹農業集落醗水事業
すこやかテレフォンガイド鬢髪談事業，弁護i譬事i談縫滋遺事業

董｛｝淫I　i（｝｛｝．9

系
注il鐘1鑛蟻の舞茸幾と磁彗鐵する餐垂進甚1雑嚢」　（2蟹雛年5鐸策定〉によるタイプ分諺．

　21講象となった事業は次4）逓馨である．
　　・2蓼（緯年度に実施・完ゴした事業，

　　・協銚の段表的な事業で、欝98年度に実絶したもの
　　・2§乾年度に新たに響嬉した事業，

　　・29鍵年度以懸から継続して実超している事業．
撫典：嶽轟誌｝濃疑蕩欝難壁まちづくり雛進指舞策定委嚢食事霧縁（企幽講整諜／編

　　舞嚢銭三との籏1嚢魏事業li講糞シートま2｛鎗2年7霧．．
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（2）弱い市疑参撫への意識

　次に「暮らしやすく，魅力あるまちに1するためにボ

ランティア．属PGといった市民活動に参撫したいと

思いますか」との質問には，全体では「現在も鱒まち

づくりの主体は市民聲という気季薯ちで積極的に参撫し

ている」（2．5％／と「今後．積極的に参撫したい涯（3．9％／

を合わせた積極的参綴型がわずか6．4％であった，。こ

れに対して「参醸や協力を求められれば参醸したい」

（25、5％／と「参撫したいが余絡がないため参綴でき

ない」（33．2％），など消極的な比率が6麟弱をしめた。

また「特に必要がなければ，あえて参饑したいとは思

わない員欝、i鶉／や「参醸したくない」（5．7鑑／といっ

た参綴拒否の擁答が4分のiをしめた．

　繭懇調査との比較では「現在も‘‘まちづくりの主体

は市民讐という気持ちで積極的に参策している曇と

「今後，積極的に参撫したい」，新参纐や協力を求めら

れれば参醸したい」とする人の離合はともに大きく減

少し，反対に「参撫したいが余絡がないため参撫でき

ない」とする人の離合が二1藩増した。また「参擁した

くない」比率も著干増撫した．毒難参撫の意識は厳し

い水準．にとどまった。

　積極的参簾型は男女ともほとんど差がない、ただし

「参綴や協力を求められれば参撫したい」や「参撫し

たいが余絡がないため参癬できない」は男性に多く，

一方，「特に必要がなければ，あえて参醸したいとは

思わないまや「参擁したくない」等の消橿滋は女性が

L羅まわる。年齢幾では「現在も翼まちづくりの主1本

は海民難という気持ちで積癒的に参撫している」比率

が撫対的に高いのが鎗歳代（3．8％／，6§歳代（3、2％／

であり，「今後，積極的に参験したい」とするのも弱

歳代（6、○％〉，6馨歳代（5．○％）に多い。また，ヂ参旛

や協力を求められれば参擁したい」は6春歳代
（29．3％／，欝歳・韓歳代（各28、8％／に多く，ヂ参撫

したいが余絡がないため参撫できない」は韓歳代
（39．9％／，5§歳代（39．馨％／，30歳代（38．5％／に多い。

一方，ヂ特に必要がなければ，あえて参撫したいとは

思わない」や「参醸したくない謹は2む歳代，3§歳代，

7§歳以駈でやや高い。居住地匡甥では土湯，蓬莱，

松灘，北繕地区などで「現在も“まちづくりの主体は

甫甕柑という気持ちで積極的に参濾している」や「今

後，積棲的に参撫したい」が全体的抵水準のなかでは

檬対的に高い。「参簾や協力を求められれば参擁した

い」や「参緩したいが余裕がないため参撫できない豊

では地籔差はほとんどない。

（3〉どうずれば斎民活動を活発にできるのか

　ではどうずれば甫浸活動を活発にできるのか。前職

で参醗1に欝定的な鱗答をした毒観に，羨民活麟を活発

にするための支援策を尋ねると，全体では「活鐡の機

会や場などの梼報を提供する」（畿、○鴨／が最も高い。

以下，ギ醗修会や講演会などの学習機会を提供する」

（駐、i嚇，「活動の挺点となる場所の整備と提供を鑓

る」（37．《｝％）がし｛立を霞めた、、ig99年の調査での第

賛立は活動の拠点となる場所の整備と提供を綴る」の

ハード整備であったが，騰韓年の調査では精報や学

習機会といったいわゆるソフト海の充実を求める傾癖

が強かった。

　女権の場合の瀬序は全｛本結果と1薄じである。男性で

の選択比率が女権を大きく蕊懸るのは「活動の拠点と

なる場所の整備と提僕を図る憾（45．9瞬で2緯にき

た。絶対に女権の離合が男性を大きく墨纏るのが「醗

修会や講演会などの学習機会を提供する」，ヂ経済的な

支援をする」などである。年齢購で「活麟の機会や場

などの鋳報を提供する」選択率は3§歳代絡8．2輸，

2§歳代（68、○％〉と著い年代で高い、、繕葺修会や講演

会などの学習機会を提供する」や「活動の撰点となる

場所の整備と提供を図る」はどの年代でも3§％～

鱒％麟後であった．

　蔀幾協働攣まちづくりでのパートナーとしての蕃民

は，毒民活動の場を望むものの，参濾意識が高くなく

消極的である。さらに市疑の声は闘いてほしいとは述

べるものの，受動性をぬぐい去れないのである、、

2－3　壕罫役斎職眞の意識から

　では市民のパートナーとなるべき毒役瞬職責の意識

はどうなのか。ぎふくしま市民編働型まちづくり推進

指針策定に係る調査圭から発ておきたい。この『調査至

は庁舎内各藩課に冠して実施された．その質闘項髪1は

①毒裟協働型まちづくりにおける「脇艪の愚妹」と

「まちづくり」のとらえ方，②各課の立1場及び市民の

嚢線からの市民脇艪型まちづくりの必要性，③業務に

灘達して薦渓協働を進める垂1で瞳害となっているこ

と，⑫事務改善からの解決策・具体策，⑤解決や異体

化を進めるための条件整備，⑥その毯の疑問や提案、

等である、、麟答は記違式であり，述べ数は288件で

あった。麟答内容は多轟郵こわたるが．分類すると以下

のようになる。

　第一・は職員にとってのヂ協働の意味」であり，これ

は「ビジ3ンを其糞」し，「互いに連携しながら，露

分のミッシ望ンを責任を持って遂行」し，「それぞれ

　皿灘　一
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の多様盤を認め合いながら」，「癖民と行政が役舗分担

し，完成まですすめ」，「成剰，「責任，1フスク，評懸

も共鳶する」こととしてまとめられる。ただしそうな

るためには1薦疑と行政がパートナーとして，ゼ下の

関係でなく3，「姦いの精報を徹底的にオープンにする

とともに，理解し合うための絶え闘ない学習努力と議

論」が必要で，「瀧銭の主体性，提案力が灘われるが，

行政も鋳穀提供は元より，毒幾のアイディアをうまく

弓1き幽す［夫が求められる」。

　第二は業務の立場からである。新市昆編働型まちづ

くりの必要軽岩があるかと1携われると，「市民は権雫畦

としてのまちづくりへの参薩，行政は仕事としての参

鰹であるので，薦疑への押しつけは行政の責任転嫁，

任務の放棄になってしまう」，「藩疑の意見を取鯵入れ

ることで，発想の転換となり，薦幾にとって春益で効

率的な行致サービスを提｛共できる」，「行政だけでは予

算や人的な麟約を受け灘時対応できないことも，毒裟

のもつカを緩み合わせることで，海戻サービスの提供

がスムーズになるコ，「参濾考の要望や評癒を取り入れ

る結果．参簾一考の満足穫の高い行事となっていく」，

「まちづくりにおいては行政の灘与する夢公共の福緩悉

と住浸がセ体となるべき罪地域の公』が混在しており，

両者一体のまちづくりを進めるため」など，パート

ナーとしての必要性が繕答されている、

　第三三は職賛も市民の撃義であり，潅長の縫線から覧

た協働の必要性についてである。、ここでは「毒疑の海

政参撫への高揚と実感の鮒llで，行政主導より効果的

な展灘が鱗待できる」とかヂ行政に頼まなくとも，｛生

民が察分でできる，地域イ髪鉄三でノ3を合わせればできる

ことを認識し，行嚢すること力蕎重要」といった積権耀彗

での意見が譲る．そして「弱蓄に醗臆したまちづくり

が必要」とか「多数決によってだけ勧事が決定されな

いため，少数意見でも行政に反映されるまちづく辱の

システム」が必要であるという市疑の銭線も明確に現

れた。

　第轡は業務で市民鵜鱒を進めるうえでの緯害につい

てであり，酢、蒙が指摘された、　一点1・1は1二資態各課にお

いて「縦割り綴織のため連携がとれない」ことである。

縫えば「職鑓麗の鋳報の共有建がなされていないゴと

か「行政肉離に横藪的な市民の人材活躍システムが無

く，各課ごとの擢握にとどまっている」などである。

このことは「必要な課ごとに審議会などの仕緩みを作

り，進行管理を行政麟で行うため，情報交換のコスト

が高くなる」という醐題に波浸する。一二点嚢1醤は予算の

佳緩みであり，「事業の内容より，補勘金の有無で事

業の実施が決まる」という指摘である。．三点醸ま行政

の毒民に嬉する姿勢であり，「役所のやることは聞違

いないと思っている．椿輻を聾し渋る傾海がある」と

か薪既成凝念や濤彗擁主義に拘る．、飽嶽治体の動海を気

にするなどの体質」とかである。

　瞬震建1はこうした姿勢を転換するにしても，羨鋭鴇

働に関するルールがないという指摘である。潤えば

「市民参撫のシステムはあるが，時賜が無いために鴛

政が業尊してしまう」とか「協働に臠する推進幸法

（極1えばワークシ醤ップ等〉の知識が不足，その結聚

として建長意発の取りまとめ龍力に弱さがある」とか

である。酢素建1は蕎政と1簿誌との精報交換の佳緩みに

関する開題である．野行政と海難が綴接精報や意見を

やり取静できる簿聾蔓でヒさ孝tた錘謬暑が少ない」とか「餐彗

穣を必要としている人に的確に精報を羅ける手段の不

足涯，「直接｝警民と接する機会が無く，市民の声が伝わ

りにくい≦などの指摘がある。最後は編欝の椿事とし

ての毒残への注文で，「各分野で專轡矯識を持つ毒民

のネットワークが少ない」とか「毒疑の1要望遥意識

が強く協働意識が低い涯などが指摘される．

　鶏姦は業務。しで感じていることである。これについ

ては、三三点に整理できる，　一点髪おま住民綴織が弱体秘し

ているという意見である，，纒えば「地縁型住銭綴織が

轟齢乾，雛入者滅で活動が低ドしてきている」ことや

「縦麟舞補鋤金で行政の下離綴織慰している」聡題で

ある。、二点骸1は新しい毒民活働やその綴織への鰐癒が

できていない指摘である。具体的には「瀧の綴織や職

鑓がぎ発霞する甫幾墨を警戒し，市民活動綴織を活題

するノウハウが欠娘している」とか「臨働のパート

ナーと考えられる毒鶏活動に対する支援のあり方，各

課の役離が庁内で十分議論されていない」などがあ

る。　三点騒は毒役所の綴織灘彗題だけでなく職襲懸人の

意識や資饗雲こ対する亀嶺である．1粥えば「政策形成遜

程における離縁横籔的な調整機能の欠嬢」とかギ行政

綴織の横の連携を強めるという，職員の意識改革が必

要である」といった綴織1二の開題だけでなく，「窓1…1

役やとりまとめを嫌う領海がある」とかの職員綴人の

特性などにかかわる開題の指摘がある．

　第六は解決策についての提起である、以しのような

課題に対癒するためには，「人材育歳」野人耕撮発」

隣pojなど担い手をどグ）ように膏成していくのか、

「精報公鰻」「ホームページの活用」「議明義務曇「進捗

精報の公表」「第二三煮評鱗システムの導入」など精報

公露や評鰹システムの導入などをどう進めていくのか

が鍵である、、では実際どのように待うのか。まずは「意

　㎜器
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見聴取型から政策決定プロセス型への転換」が必要

で，「窓口対癒遥だけでなく　「行政と藩幾を調整する

ためのコーディネータまが重要である。そして1公民

館等を市民ネットワークの縫点に活矯する」とか汀

を活嬉した「メー1フングチャット」，「翼P（）等市民活

動綴織の支援にかかわる早急な行財政改革」が要請さ

れる。具体的には野ボランティア憑依の設立を働きか

ける」「市民活動纏PO等／支援する課の体麟充実や，

一本化した総合的窓獲の設置」瞬PO支援センターの

設置ゴなどが浮上する。

2－4　r捷書書王づく辱

　このようにパートナーとなるべき市民漫び毒殺所職

員のいずれもが協働する意識が高くない状溌の下で，

2§§2年に市民協欝型、まちづくり懇談会は発達した。

しかしこの懇談会は縛よりも公募墾委鑓が半数弱をし

めたことに特徴があり，こうした委員の構成が提言書

を手作りで行う大きな原動力となった。

（唾）懇談会設立の背景

　ふくしま毒長編鱈型まちづくり懇談会（以下，懇談

会／は『福島市市民協轡型まちづくり推進指針遜の策

定を目的として2§02年4簿に設置された。第i翻懇

談会での市長の発言によれば，その設置の背景は「国

と地方との関係が地方分権建の推進によって変化して

きており，地方は自立していかなければならないが，

そのためには市費の多様な意見をどのように暖い配げ

ていくのかが課題となっている」ことにあった。この

課題に商けて市疑が紅思いを語るだけでなく，どう具

現化するのか」をルールとして策定するが必要であ

り，「福島市のおかれた中での，地に足をつけた」「ま

ず第一歩」の議論が要請された。

　罫策定事業について調は編薄型まちづくりの必要性

を次の4点にまとめた。

　①　地方分権化で纒牲ある地域づくりが必要とされ

　　ている。

　②少子高齢化や高度情報建，核家族や高齢者縫帯

　　の増撫などから，行政に対する市民ニーズが多様

　　化・高度飽してきており，その対癒が求められて

　　いる。

　③まちづくりへ参錘したいという市長意識が高揚

　　してきている。

　④　低域長橋の隈られた財源の中で，市民の目線に

　　立ち，市民満足度を重擬する新しい行政のあり方

　　や意識改革が求められている。

　福島毒における瀧疑からの意見の蔽いしげは，麟吉

田市長までは主として霧内会・肖治会の連合露体であ

る「自治振興協議会」を通じて行われた。甕治振興協

議会からの要望の多くは地元の道路や施設などハード

整備に関わるものに集中しがちであった。瀬戸孝則氏

が市長になって，各界各層の綴人から意見を直接聞く

ギわいわい夢会議」が，これに換えて立ち一tげられた。

ただし「夢」という形式で多様な意見が患されるもの

の，薮初においてはこれらの意見をどのように具現化

するのかの行程は明示されていなかった。また欝盛

年に「福鶏らしさ」を政策的ζ二追求するために葬編島

毒シンクタンク」が構想されたものの，その設立はr長

期整備（案Mと先送りされた。かくして懇談会には，

轟幾レベルの纒磯の要求をどのように実現していくか

という視点とその行程を，ルールとして確立すること

が要請された。

（2〉懇談会委員構成の特徴

　臆倉2年6零露鮭毒に発足した懇談会は，1舞役所が主

催するこれまでの審議会や委員会とは異なる特籔をい

くつかもった。

　第一は委員の構成であり，公募毒浸が実質的に委員

の単数を占めた。委員23名のうち「公募による毒民

代表淫が欝名，「学識経験制が3名，「各種縷体・

企業等の推薦による剖が欝名であった。「公募によ

る市民代表」は，①年齢2§歳以上であること，②福

島市に住所を有すること，③福島市の飽羅羅機灘等の

委員でないこと，＠現在，福島市議会議員及び福島市

職員でないこと，などが申込者資格とされた。そして

「私が参撫したいまちづくり」ないしは「私がめざす

市民鶴働のまち」をテーマとする総鯵字程穫の小論文

によって，公募委員は選考された。公募委員への癒募

は32名あり，欝名に絞られた。その欝名の公募委暴

の構成は，職業磯では礒体職員i名，媛PO役員圭角，

会社役員i名，会社員3名，主婦里名，看護麟i名，

無職i名，学生i名となり，性磯では男6名と女4犠

であった。

　縫方「懸体推薦」委員欝名の権威は，分野磯では

民間企業からi名，饗P（）法人から2名，市内団体協

議会等から5名，市内地域協議会等から2名であっ

た。性驚では男4名と女6名となった。基本的には羅

体等からいわゆる「あて職涯を擁して選出された。学

識経験者は大学から墨名，短大からi名，県瞬際交流

委員からi名が選幽され，性磯では男2名と女i名の

構成となった。県鑛際交流委員は外国人であり，より
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広い複野から検認できるように仕掛けられた。

　こうして委曇はいずれも海渓懸人として選綴された

という性格を色濃く持ち，このことが懇談会における

議論を積極的に進める原動力となった。懇談会委曇に

は交通費が支給されるものの，謝金は支給されないボ

ランティアとしての参簾であり，このことがさらに委

員の協欝1意識を高めることにつながった崇

　第二の特徴は懇談会のもとに設置されたワーク

ショップ（以下，WS）に，羨庁舎内公募による職曇

参綴があったことである。WSへの市役所職賛の参醸

は小論文によって選考された。職員のWSへの参毅

は，「協働型まちづくりの必要性」の④と関わってお

り，嚢膏修としての愚昧も持った。参簾者の都合を考え

て，従来の審議会等とは異なり，WSは平馨の夜ない

しは進ll宋・至本欝に闘耀した。市職員は「肩書：き」をは

ずして，勤務暗闘外のボランタ1ナーとして参織した。

WSに参撫した市職嚢は，主査ないしは三皇事クラスの

著手焉名であり，各部からi～3犠が選鐵された。

性購は男9犠と女5名という構成であった。

　第一三の特徴は実質的な議論がKJ法至4を中心とした

WSによって実施されたことにある。WSの進行はシ

ンクタンク、挙くしまの醗究鑓が蒼い，ファシリテ一

夕ーとしての役離に徹した。WSでの議論に基づいて

最終的には提言書置いっしょにやつぺない玉（2§競年

ii月〉が作成されることになるが．その文薦からレ

イアウトに至るまですべて委員霧身が行うことに結実

した。懇談会委彦議は当祷は「いずれ，市灘から原案が

承される」と思い込んでいたが．それは委員の予噺に

遺ぎないことがWsの進行とともに瞬らかになった。

　第獲の特徴は定溺の懇談会兼WS（6繕／だけでな

く，現状理解を深めるために，当初予定していなかっ

た良主的な学習会（3翻をも行ったことである。ま

た箏麟の班購打ち合わせも頻繁に畷鍵された．

　この享援護書垂作成途中に懇談会委鑓と福轟市長と

の懇談会がもたれた。ここでの発言分布から臨働型ま

ちづくり議論における委農の関心がどこにあったのか

を知ることができる（表2〉。全体とすれば，「鴇働と

は響か」といった理念次元よりも，活動する毒民とし

ては当然のことではあるが，意識敗革や講度改革など

に関心を持一）ていた．

2－5　『提善書いっしょやつぺないllやっつおい1揺

　ふくしま市民脇艪型まちづくり懇談会は2§02年ii

月24欝に罫提言書　いっしょやつぺない1！やっつお

い！1』を取りまとめた。この『提言書遍は，①理想と

する「編働のまちづくり」への思い，②「協働のまち

づくり」の基本的な考え方，③今自分たちの姿から疑

えてくるもの，＠「協饒のまちづくり」をすすめるた

めに取り緩むべきこと，⑤今後に1顛ナた取り緩み，の

5章から構成された。

（葉）まちづく辱への2つの思いを実現する協騰

　この『提言書聖では，まず「理想とする鶏働のま

ちづく鰐への想い珪が語られる。この「想い」は七

点にまとめられる。①いっしょにみんなが参策する

「ものjから「こころ」への，②少数意見にも耳を傾

け人が支えあえる，③にぎやかでひとがうごく元気一

番の，◎やってよかったと実感できみんなによろこん

表2　福島毒長との懇談会での委員の発書内容分奮

発叢テーマ 件数 舞峯 発　　叢　　溺

③1青鷺と費敵とのギャップについて i 5．3 よかれと懇って実麓することがもたらす開題。

②構蓬是とぞ葬霞の縫孫のとらえズy 3 i5．8 窓鱗の一一本｛ヒの・必要．、なおトド関係ごこあること

の舌澤議

③市鍵から発て必要な康巽脇欝とは

㊦毒鍵も鴛致も変わらなければならない

（参琵誓垂垂至嘉醗盛を支援する餐コ毅里みとは？

　麟獲i改革とは？

3　　i5．8　運営と内容をボランティアに一難任せることの

　　　　必要。

6　3i蔭、地域鮭会の入潮関係に歪み。愚民意識は高まつ

　　　　ている，

6　鍵、§　麦所にまちづくり権獲の醤㌦まちづく弩への
　　　　継続的支援。

矛…『昌 19　緯§．む

費麟：「第尋1羅ふくしま青銭と繍麟整まちづく舞懇談会一葭長との懇談会一」（2融聾2年9羅7旺葺

　　でグ）委嚢発露を整鍵．したも夢）。
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でもらえる，⑤ペンフレンドの毒と市民が精報の共；禽

化により薦頼を深める，⑧｛薄でも話し合える場によ1り

市民と行政グ）「わ」ができる，⑦いっしょに評慰しつ

づける新かおり」ただようふくしま，以ヒの7つであ

る（第i章）。

　こうしたまちづく轄ヘグ）「想い盛は，その実現に向

けて「協働蓬という凝念を登場させる。「これからの

私たちには，市民（欝分・地域・企業），行政それぞ

れの優れたところを尊重し合い，脇方して行聾してい

くことが必要となります。　　　　とは，いろいろな

姦場の毒疑と蒼政とが，対等なパートナーとして，適

窮な役麟分担のもとに，成果と糞蕪を共有しあいなが

ら，具に行動していくことです盛徳．2）と。ではな

ぜ「協働」が必要なのか，それは「蔭1分らしく生きた

い」ことと「愛されるまちを禽1りたい」ことの藝薄方の

思いを実現したいためである。脇艪への姿勢は，「i

つiつは小さい流れでも協力すれば大きな流れに」が

基本となる（第2章／。

　しかしなぜこうした流れがこれまで形成されていな

かったのか。今の鶴分たちの姿を振り返って疑ると，

①糠鶴（郷土／への愛や誇りや知識の不是，②市民穰

猛，1縫避と行政との縫の理解と連携の欠餅，③毒幾と

行政双方が意欲不足な数，お亜いについての学習不足，

精報不足，認識不建，④叢幾の活動を支えている仕績

みの未整備，⑤市民の声を聞いて生かす場の欠癩，な

どの開題点が醗らかになった（第3章／．

（2〉人秘育成と情報共有が協麟の畿発点

　それでは協働のまちづくりに必要なことは醤なのか

と闘われれば，醍言書盤は①入替の雛発と育成，②

情擬の其脊化，③1活動の支援，の3つであると答える，

　第iの人材の瞬発で強講されるのは，ギ脇艪盛のコー

ディネータとして行動できる毒疑を育成する必要性で

あり，羨疑には学習への参旗を呼びかけると瞬時に，

行政には毒民活動に参織するきっかけを提供すること

が求められる，，行敢職興も薦民として行動ができる

「もう一枚の名索撰をもつことが要請される。

　第2の精報の共鳶化については，行政との鐘離感を

いかに縮めていくのか，それが市長協働の鐵発点とな

る．それにはまず事業の講鞠進捗・評麟等の広灘，

濃長への毒浅の声とそれへの対癒，各課の仕事を簿っ

てもらうための承一ムベージなど行政から毒甕への情

鞍提供や講本が必要となる。構報開示だけでなく積極

的な市長参撫がこれと轡蒼しなければならない．露治

振興鶴議会からの意見の暖い、とげ，羨長への手紙，わ

いわい夢会議など残存の公聴麟痩の飽に，パブ筆ナック

コメント麟痩，審議会・委鑓会委継の一締に公葬麟を

導入するなど，藏疑からの声を饑く凝痩の充実が求め

られた。

　充実を撞保するために「傭鞭共有プラザ」が提起さ

れた。憐報共有プラザにはこれまでの「蔽紀椿報室」

にあった続報公聡窓嚢機能に，蔽疑と行政の精鞍共蕎

機能をfせ撰葦することが求められた。　さらに｛吉報共有プ

ラザは公募市民と行政職興とが黄経で運営するものと

して提案された，

　第3は活動支援のあり方である。燐報の具有建が必

要なのは市民と行政といった範1環にとどまらない、，毒1

幾活動を促進するには，飽羅体の活動状溌や意見交換

が必要で，これを行うには「羨残活動センター」の設

置が欠かせない。姦民活i勤センターに求められるの

は，①ハード的には殿存施設の有効活用，②ソフト的

には講民活融の1嚇容やイベントスケジュールが・覧で

きること，③そして人材的にはボランティアや鶴働に

かかわるコーディネータの醗置，⑤運営としては義民

活動羅体と行政との共瞬事としつつも癖民1髭体とするこ

となどである（第珪華／，

（3）協欝のレベルアップに請けた評緬システム

　ギ協働のまちづくり」のレベルアップのためには「協

鱗のまちづく難」評懸システムが欠かせない。「評懸

のものさしは溝疑の満足度jが基本であり，「現状認

識を藝有」しつつ「懸果鱒標の共有」できる評極の仕

纐みが必要である、、この評極の佳緩みの特綴は評緬の

段階性と多元牲とにある。評懸の段懸盤とは事業の進

捗状溌に轍暮して，事離，実行中，事後の、三段隣にわ

けて評鱗するものであり，詳懸の多元姓とは，評懸が

肖己評懸，構互評懸，共闘評懸，第三者評纒というよ

うに異なった蓄三体によって行われることを愚昧する。

　そして市疑満足痩サイクルの観点を評緬の仕緩みに

取む入れると，次のような展雛が必要となる。①事業

騎予算・決算評懸を灘駕三義から必要主義へ醗皮を図

る，②婁体的かつ責任ある参撫をチェツクシ一目二よ

り協働で評慰する，③第二三餐儀汽）等／による評懸，

④綴えば毒長春空会議など市鋭に雫等に露かれた場で

行う，⑤ホームページにより事薦・進行・事後評極を

その擁痩公開する，⑥市疑・行政・コーディネータで

構成する評癒改善実施本部で事業見直しや改善を行

う．以■蚤二の遜程を経て再び①につなげることになる一

（第4章／

　今後に海けた取り緩みとしては，①協働の普及・啓
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発活動，②継続的な対話の場づく翰，③「協働」）まち

づく鯵」条纒化などが掲げられた、、（第5章／

2－6　福島市協働のまちづく琴推進指舞への結実

　織島毒はふくしま薦蔑協働肇まちづく静懇談会の提

案を受けて，また公醗シンポジウムでの毒長の発叢を

受けて，『ふくしま羨疑嬬簿のまちづくり挺進指針蟹以

ド，『推進振針聾をi2弄・鰺6垂二1に策定した。懇談会の

提案のほとんどがこの罫推進指針墨の申に盛り込ま

れた。

　第iは精報σ）共有建であり，㊦パブリックコメント

麟度の導入，②精報の積権的な提供，③構報の共有化

懇談会の設置，などが盛翰込まれた。

　第2は人財育成であ鯵，①輻広い講修，②地域の

り一ダーづくり，③青銭活動縷体の育成などが進むこ

とになった。

　第3は協騰への取り緩み支援についてであり，①協

働のモデル事業，②縫眠活動縛鉢への支援，③衛浅活

動センターの設置，などが具体策として鐵された。

　第4，は「協働のまちづくり」σ）評懸の佳編みである。

これも懇談会の提案を受けて，葭炭・行政の協働によ

る「（仮称／ふくしま爺民協欝のまちづくり推進会議」

で，①チェヅクシートの作虞，②遵繕簿の公表，③満

足度の鶴Lを灘定するアンケート調査の実施，などが

異体策として鐵された。

　これらの翼棒先については，2§縣年度のヂふくし

ま市戻協欝型まちづくり講疑推進会議藩に壌き継が

れた。

3．市民協働型まちづく昏ナの手願書作辱

　　　　　そして「推進指針」を受けて．2§総年度

の市民推進会議では瀧民鶴働事業び）マニュアルづくり

が議論された。潅裟推進会議それ藍ll体が市疑協働のた

めの人材脅威の「場」になる必要がある（3－i）。

誰でも取り縛めるということを騒的とするマニュアル

は，灘に一越隻性を持つゼ手1類書」（3－3）だけでは，

毒践提案璽の協働事業には対癒できないので，性格が

異なる複数の事業をモデ鳥プランとして検討しておく

必要がある（3－2）。こうした験討から脇種彰餐の取

む纏みをどの場面から懲発させればよいのか，新たな

矯発を得ることにつながった。

3一蓬　まちづく毎ナ常餐推進会議とその成果

　この推進会議の特徴は，公募委貴の半数入れ替えと

醇役所の係長級の職鑓が繕書きつきで参撫したことで

あり，これはここでの議論が職場に直接覆験されてい

く簿能牲を持つものとして涯謎される。また籍しい委

嚢が驚1わることで，協働とは構かという考え方を群点

験する機会が保障された。

（脅市民推進会議の発足とねらい

　綴鴎燕ま雛進指錐を受け．総年7舞31二1に「ふ

くしま臨働のまちづくり藁幾雄進会議」（以下，薦裟

推進会議）を発足させた。麟年度の懇談会と瞬様に，

公式鴇議は会議で，実質議論はワークショップ（WS）

で行なった。甫民推進会議は麟年度懇談会経験者5

名，績規一般公募委嚢憩名，学識経験者2名という

i7名体麟で懸幽した．，　・般公募委鑓の羅牲は，韓i磯

では男8名，女9名であり，年齢購では2e穀代i名，

鶴綴代6嶺，灘歳代6名，6§歳代3名，簿歳代i名

であった。，職業燐では嚢営業i名，無職4鴉（主鱗を

含む／，塾講紳i名，隣体職曇i名．会社曇2名，会

被後輿i名，鑛科技r亙1士i名，まちづくり協議会i名，

馨費0騨係者4名，大学畷係轟i名であった。

　一般公募委嚢が新たに入ったこと玉慕で，今後の進め

方等に臠する議論が行われ．①この青髭推進会議の最

終目標は「まちづくり条椀盛への中醗ステ・ソプなのか，

②嬉職曇WGメンバーが男性ばかりである，③この

会議の全行程はどうなっているのか，⑤実数事纏を脇

饒の擬点から点検したらどうか，などの意見や質闘が

でた．これらについては，事務局（藩企醸政策課）と

議長から，①については条経紀できるほど協働の議論

が熱していないこと，歪）については市の綴織がそこま

で到達していない状溌にあること，③については事務

局に原案があるわけではなく，原案そのものをこの会

議で作り1急げていくことになること，⑤については昨

年度は事纒を検討しておらず，これこそが今年度の仕

事になることなどが説購された、、

（21庁内推進委貫会轡G委員

　wSの役麟は推進会議で協議する内容の原案づくり

にある，このWGへの市役所職員の参旛は麟年度の

ようなボランティア庁内公募墾ではなく．欝部総（水

道橋，消防本部，教育委曇会を含む）から推薦された

係長級であり，肩書き付きぴ）参綴であった。

　まずはメンバー闘の意思疎通を行うことから始ま

る。畠雛メンバー27名のワークショップ経験を尋ね

ると，「ワークシ葺ップに参撫したことはある」が最

も多くi3名であり，これに「ワークショップを企薩・
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運営したことがある」5名，「経験も無識もない」5名．

「雑誌や講義での知識はある」4名などが続いた，半

数超が経験者であるが，未経験者もいるので，経験の

差を克服することがはじめの仕事となった。霞己紹介

や旗揚げアンケート，「ウィッシュ・ポエム・シート」

による「轟轟の夢を語る」グ篤一プワークなどが行わ

れた。

　第2羅WSでは割り欝てられた48事業（慧の部・

委農会〉のなかから，5つのグループがそれぞれ工つ

事業を選択した。選択されたのは，①ファミ董ナーサ

ポート事業，②花発出公園周辺環境整簾事業，③その

飽のプラスチック製容器包装分購収集事業，（塗ふるさ

との絹・蒐耀づくり協議会，⑤宮癩遺跡整備計麟策定

事業，の5つであった。そして次癬のwSで全曇で

考えるのにふさわしい事業として＠が選択された。

（3〉協縁とはの再確認

　第2醸までは，特に新規の■一一般公募委員が「脇触と

は侮か」について6）理解を深めるために，また昨年度

経験委鑓がそれを再確認するために懇談会を行った、、

継続委員から昨年度の経験が発表され，新規委最から

も内容のある発議が続鐵した、脇艪とは縛かゴが駿

めて闘われた、、発言内容は協働とは「霧たな轟纏を麟

造する」ことに集約できる。主捧的な擬角からすと，

これは「翻る喜びであり，使う婁び」ということであ

る。懸銭一的な関わりではなく最初から最後まで責任を

持ってかかわることでなければ，この毒びは経験でき

ない。潔民は与えられるのではなく，髭体的にかかわ

ることでその満足度を高める。

　問題はどのようにかかわるかである。社会全体の緬

纏観が変化し，ニーズが多様化してきていることから，

行政サービスは麟■一的なものでは満足されず，きめ纒

かさが求められる。これまではきめ綴かいサービスは

轟コストとして礎解されてきた。しかし羨鋭の矯恵を

集めて積極的に取り緩むことで，コスト醗滅が意外な

ほど薯能となる。そのためには侮よ鯵も籍報の共；禽龍

が不擁欠で，これが講親繍鱒型の第一歩となる、，脇鱒

肇における青髭の責任の取暮方とは職を辞するという

ことではなく，改善に向けた反省と知恵をいかに次に

引き継いでいくかにある。

3－2　モデルプランでの検財

　この会議の羅的は毒職鍵が協欝型まちづくりにどう

接すればよいのかにかかわる手引書を作成することに

あった。ただし脇欝のあり方は，事業の性格によって

異なるので，手引書作りと鍾行しながらいくつかの事

纒を検討することで，手引書そのものの内容を豊かに

することが求められた。

（b篭デルプランの選建まで

　懸島市協鐡のまちづくり彗葱薄推進委員会（以下，庁

内委員会／は，瀧疑協働事業の基準・方法覆びモデ

ルプランを作成するにあたり，協働の擬点から点検す

ることを竸的に講査が行われた至ε．調査対象となった

のは，9部（総務部3件，商工観光謬6件，農政部5
件，　灘輩蔦諦3件，環墨髭部3鶴二，｛建康福魯1譲謬4件，建轟斐

諦5件．轟毒政策部6件，下水遠部2件〉と2委員会

（教育委縫合9件，農業委員会夏件〉における48件で

あった。

　事業タイプ驚では，ハード事業9件，ソフト事業

38件，ハード兼ソフト事業i件であり，ソフト事業

が翫．3％をしめた。ハード事業の内訳は土木事業がi

件，施設整備事業が8件であった。ただしハード事業

に分類されていても，事業名はヂ瀬島藤道鶏整備懇談

会」であった圭7。施設整備事業としては，子どもの夢

を育む施設建設事業．飯坂鱗湯沢綴込琶域街なみ環境

整備事業などがあがった。ソフト事業はプロジェクト

i2件，イベント8件，育成6件，梼報5件．受授4件，

その飽2件に分けられている，、そして協働という観点

から，これらの事業は以下のように4つに区分された。

　①　事業実施の各段繕（計麟段購も含む／において，

　　瀧民（南属活聾穣捧等を含む／σ）参撫・参露が再

　　能と思われる（思われた〉事業…蔓件

　②毒民硫疑活動縷体等を含む〉の参濾・参錘を

　　得なければ事業匿・1的が達成しにくいため，なかな

　　か効果がヒがらない（11がらなかった〉事業…2

　　件

　③　市民（市疑濡聾轡体等を含む／の参濾・参薩を

　　得たいと考えている（いた／が，どのようにすれ

　　ば喪いのか分からずに瞬っている（いた／事業…

　　2件
　④　行政（市役所／以外の錘の主体でも実施できる

　　薄能牲がある　（あった）事業…i2件

　複数選択可であるため，麟答延べ件数は不明茎件を

含め，58季隼となった、市疾1との協働事業調査という

こともあってか，瞬答の7§．7％が①に集中した。しか

し第2位には⑤がきて，2§．茎鵯をしめたことは注嚢鐸に

纏する、、ただし⑤のみで選択された事業はわずかi件

にとどまる。

一麟一
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（212つのモデルプラン

　こうした基礎データをもとに検討した結果，「その

勉プラスチック製容器包装及びその飽の紙製贔容器包

装分聡叡集事業（以下，プラ紙分収事業肖（図麟と

「ファミ讐一サオ『一ト事業（以一下，FS事業／j（翻21

とがモデルプラン辮象事業として選定された。

　プラ紙分暇事業が選壽ミされた理藝茎葺ま4つある賂。①

社会的実験を行うことができるという擬点で，モデル

弛緩を孚鱗設定することで事業を改善できる。②人材

脅威という茎髭点で，学校と連携したゴミ分鍵教室の購垂

催や家庭でゴミについて話し合うだけでなく，毒民自

身がゴミ分購サポーターやゴミ分携の講錬になること

ができる。③協働の事業に斎甕が楽しく参撫するとい

う視点である。饑えば瞬藤蔓と行政が協働で実行する

会」を綴織達することや，親子ゴミ分磯競争などのイ

ベント麗催することでそれが可能となる。④毒浅に分

かりやすい憐報の共有建を重擬するという擬点で，縦

えばゴミ分懸醇典を公募毒民により編集することや，

ゴミ分購をテーマとする嚢密な意莞を交換できる場と

して電子会議室を設置することなどがある。

　次にFS事業欝が選択された理密としては，これか

らの子育て支援と市民による市民への支援で，地域の

あたたかいネットワークづくりや新しいコミュニティ

づくりが期待された。これを進めるため，次の尋点が

提起された。①計癬段隣から薦民委員を核として，市

民のニーズや意見を共有すること．②市民や蓑PO等

が積麺的に醸修や事業実施に参醸し，地域での人材発

概やネットワーク作りを行えるように，行政が毒婦修会

を支援すること。③事業の決定遜程を公饑し，公開コ

ンペにより委託先を決定すること。④地域医療機関等

との連携を行うこと，などであった。

3－3　r霧罠協嚢」の事業とするための手願書

（葉1手願書の諜題と発見

　モデルプランの検討と難行し，手顯書の作成が行わ

れた。墨顯書策定の第iの課題は，事業推進のポイン

トと手瀬との溺連付けにあった。ここでは講爵実施・

評騰・改善（PLA糞→DO→C｝犯CK→ACT｛0鵡
というマネジメントサイクルを基本に，各段購での事

業推進ポイントが整理された。

　第2の課題は「手顯書に常に改定を換え，新しい考

えを取り入れていく必要ある」ことである。この視点

から評懸§的，評徳対象，評懸主簿，評懸方法のあり

方や仕緩みに継続的な検討の必要性が強調された。こ

の検討を保障するには，鰯働の下地となる精報の共

有，理状羅握，人材育成などを，①事業構想段購，②

実施段購，③事後段階の3段繕において「構造的」に

実施することが大難となる．

　第3の課題はこの手類書を策定する遜程で「発発」

された「企麟構想援路からの棄民参麟」をどのように

墨1顛｛ヒするかである。毒が予算化し実施することが決

まった事業に「参画達するといっても，その事業化の

蕗線はすでに敷かれてお馨，事業そのものを大縞に修

配することは不可饒に近い。それは率疑参麟というよ

りは癖浸参籏1にとどまる。毒の事業として予算飽され

る以蕾のギ企画構想段階」から市民参藏がなければ真

の協働とはいえない。これは推進会議の中で1ま「事藩

の事麟」段階と呼ばれ，このことの重視が企醸段購部

分でび）手瀬数とポイン1・数が多くさせる原纒となった
2奪B企爾構想段隣から毒民参爾を求める薦民協働を真

体的に推進するには，市疑発意による編懸垂事業をいか

に政策化できるかにかかっている。これが次年度の

「市民企麟公募型麟痩涯の麟設につながった2｝。

（21「市民事業まの事業とするための手瀬書

　この手瀬書は「行政が事務事業を進めるとき，こん

な局面でこんなことを考えて（験試して／ほしいとい

う遊蕩を示したもの」であり，ヂ推進のポイントは瞬

じでも，局面によって意纒するところが異なる」性格

を持っている．

　PLA翼段隣は3つの尉面に分かれる鼻第iは「企

瞬・構想の策定簸醜」で課題への縫心をもつ局面であ

る。この局面での推進のポイントは，まずは椿報の提

供であり，「行政が持っている情報を理解しやすく撫

工し，できる鰻り麟暮広く提供する葺　ことが求められる．

次いで現状・ニーズの摺握で，このためには「地域の

課題を良く知る人とのつながりをもつ」ことや「様々

な窓ξ峯に寄せられる潅幾の開題や憾みを良く聴くこと

からニーズを探る3ことなどが必要である。最後は人

財育成であり，これを進めるには，「行政の職鑓鱗修

や挺鷺課ごとに罫市渓協働遍について話し合う場を設

けるよう努める」ことや，「市民向けに『市買協働遍

についての啓発事業の実施や学習の機会を設定する」

ことが求められる。

　PLA翼の第2の縁面は課題解決策を検討する「企

瞬構想の策定難」である。この局面で重要なことは，

鶴働の目標設定と広報とである。脇饒の躍標設定は3

つの内容を含むことが必要である。それは①「なぜ協

働することが必要なのか」というR標の明確建，②

「なぜその糧手を織働のパートナーとしたのか」とい

　皿絡　］
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ふくしま毒疑鵜欝1型まちづく誇の獲麟毒と課題 （55鰯

図2　市費協働による筆ヂルプラン　ファミリーサ潔一卜事業モデ卿プラン体系図
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（55鯵 醸潟大学地域創造　第i7巻　第2琴　2§編、2

う選峯餐の透響1韓i．③「どんなプロセスを踏んでどんな

プログラムで実施するのか」という段麟の明確建，以

臥の3つである、。いうまでもなく蜜業の企麟1・構想は

行政が発意するケースと羨畏・醤P（｝が発意するケー

スとに分けられる。行政が「この課題はぜひとも協働

でやる必要がある講ということだけでは脇艪の対象と

はならない。、市民穣彗が「こ窪）地域課題を協働で解決し

たい」との思いがなければ、それξま行政のト請けとな

るだけである。2つσ）思いが合致することで纏めて協

働は成、甑する、威1立した協働プログラムは，その騒標

やパートナーの選択遜程などを，サービスの受益者，

闘係煮，その飽市民に魑広く公表し，意見を求めなけ

ればならない、、

　PLA餐段購の第3燐酸郵ま「課題解決策の決定」を

行う事業計爾の確定鱗である，この第3髭掘1は次の

iX）段購への橋渡しともなる、，この髭凝1では，事業計

瀬の審査と綴織運営の編弄糞が推進のポイントとなる，、

事業講麟の審査では，まず総合計麟との整合性や類似

事業との講整が必要となる、、次いで予算化に著たって

の開題点を整理し，議会への説明とr承といった事続

きが行われなければならない，、この手続きが叢冬わると，

運営綴織の編成に進む，。運営綴織の編成には，その形

態や構成，どこに事務懸を置くのか，そして運営資金

をどうするのかがかかわる。運営資金は，全麟斎費と

するσ）か．委託，補麟，完全議費などの琶分けが必要

である，、

　至）（）段隣は事業の嬉動鱗と事業グ凄讐雛幾との2つの

騰麟に分かれる．課題解決に鶴けて取り緩む事業の始

動難では，活動の場をどのように設定するかが推進の

ポイントである。，活動の場では，行政のパートナーと

なるべき毒渓懸人あるいは講じ思いを持つ青銭1講■1コが

集い．話し合うことが求められる。解決への取り績み

が蒼われる事業の展麗鱗での雄進のポイントには評懸

とニーズの掘握とがある、。ここでは「サービスの受益

煮グ）ニーズに合致しているかどうかを検証しつつ，事

業を展開する」ことが霞要である。

　C暮狂CK段購とACT董｛〉蓉段結は縁簸1としては事業

の完了期後に一膳される鼻ただし推、進のポイントとし

ては，評懸と改善・見直しとに、、二分される。評懸は，

㊦鱈を評慰するのか（評懸講象／，②縛」）ために評慰

するのか（評懸嚢的／，③誰が認癒するのか（評鱗主

体／，㊦どのようにして評慰するのか（譜憾事法）な

どの4つの項舞から構成される、，そして評癒の内容を

公表し，次年度以降の事業のありか（拡大・継続・縮

小尋韓Dや改善方法を，次の事業計爾策定蠧毒に綾講

ずるという改鋳・箆直しにつながっていく22、、

4．市民協働型プロジェクトの募集と展開

　毒幾編働型まちづく蓄）のための乎纈書（マニュア

ノのづくりは，2つのモデルプランと併行しながら進

められた。議議｝の過馨愛での発発は，協働というこ二とで

あれば，「企醸構想段罷皆」からかかわることが望まし

いということであ一）た、、また欝よりも公募委鑓を半数

入れ替えることで，鰯働の意義をさらに深めることが

でき，結果的に人材脅威につながるという効果も理れ

た』企1懸構想段階から」ということを意識したもの

が，「企麟公葬」事業として動き始めた。この企麟公

募事業を協働型とするためには，どのような基準が必

要であるのかが横長諺されなければならない（4，一1／，

またこうした協働型まちづくりを進めるにあたって公

開された議論をどのようにおこなっていくか（縷一

2／，人材膏虞を継続するにはどのようにすれば良い

か（4，一31，などが必要とされることになる。

4一｛　企画公募の考え方と事業化過程

　ぎ提案講書で提起された「企麟の公募」はおおむね

次ぎの4段隣の流れが想定された．。第i段購は金山案

の作成と癒藝である。，公募対象蓄は市民グループ，

溝P（〉，企業などの「羅体」とされた。企薩蕃の作成・

応募には奪1警的な矯識も必要なので，応募者を支援す

る舗痩・綴織が必要となる、第2段1駿は審査である。

審査塾童象は金繰案が提供するサービスの必要奮卜効果，

「市浸協働」の形態の妥｝蕪性，號存事業との関係性，

事業としての実現薄能性などである。第3段繕は事業

化決定であり，審糞で承認された企瞬案は庁内の続き

によって事業建が決定される、．第4段階は結果の共有

と評鱗であり，これは事業完了後の改善のために綾1講

される、．

（樽ふくしま協簿のまちづく辱事業のへ取巻ナ緩み

　麟年度の「企薩の公葬」を受けて，海幾推進会議支

援分科会は，§4年6長騒斜1に，事業名稔，補助内容，

審査会，講象潟，婦象活動などについて悉発を交換し

た。支援分科会の議論を受けて．7辱9雍の第2瞬継

民推進会議で決定され，公募されることになった，

　事業名称は中身が矛）かるよう1二という観点からド青

髭協饒のまちづくり支援事業～いっしょにやつぺな

い！」など5件が，また地元の霞葉で協働のまちづく

りのイメージがわくものという観点から「諺珪蓑と行政
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試郵くしま毒民協鐙1饗まちづく離の1護欝1と諜題 （55鰯

のタイアップ事業」とか「南疑アクション公共活動事

業」　などi蓼｛1隼寿叢蜜蓬案さ津tたユ　最華冬的ξ二1ま，　この事業

の性格が，①共通する課題解決や社会的縫的実現のた

めの縄題解決詣海型の事業であること，②責任感ある

薦鍵づくりの事業であること．などから「ふくしま編

欝のまちづくり事業」に決まった23，ただし毒疑に広

く認矩される名称をつけるべきということで，「やら

んしょ事業」や「まがせらんしょ事業」なども候補に

とがった、、

　補鋤対象者は，市内を髭な活動の籔鰯とする羨銭活

麟縷｛本文は懸人とし，縷体の場合は海内にその代表灘

が往往もしくは事務所を有していること．綴人の場合

は2名以墨1の共麟参懸者を有していること2尋が必要条

件とされた。補鋤の対’象2§となるのは市混が主体的ξこ

行う公共公益を1窪的とし，これを達成する活動である、、

ただし活聾の室たる効果が落磐で発生するもグ），飽の

補勤・受授麟痩を瞬時に受けるもの，政治・宗教・営

秘活動を套1的とするも」），公序良俗に反する等交慧対

象活動として適嚇でないと認めるもの．その催青長が

適灘でないと認めたもの，などはこの対象から除外さ

れた、、補至鎗経費雄1，予算1内での補鋤であるものの，購

体の餐蓬常的活動を維持する経費，騰｛本の構成曇による

会合の飲食費，繊体の構成鑓に帰する人件費や謝礼，

その飽海長が趨楽でないと認めた経費などは，冠象か

ら除磐される，、補助金の補跡率は3分の2以内で，そ

の額は4§万胃がL獲とされた，、

　繍議・審査は，この事業が協働型三なので，まず

癒募の活聾内容に臠して「協働の可能性」などについ

て羨縫孫部署との協議を行い，市はその結果を審糞委

員会に報蔑する。審査は事麟審査会と公闇審査会との

2段階で行われる。事葎｝審査会1ま癒募講1類及びぎ蕎獲1係

部署との協議結果に基づいて鴛われる。公雛審査会は

活動内容についてのプレゼンテーションに基づいて審

査を行う。事鹸審査と公麗審査の結果より，補鋤金の

交酵先と金額を決定する。

　審査会の委轟構成では，市会議員を委鑓に入れるか

どうかが議論となった．これについてはヂ入れたらど

うか」といった意見から「議麟という立場ヒ，稀春闘

係も発生することから，オブザーバー的参濾にとどめ

るべき」，「オブザーバーにするにしても，誰を入れる

のか選鐡基準が難しいj．「入れるべきではない」と

いった意発まで鵜広く患された、、最終的には，ふくし

ま協鐡のまちづくり溝鍵推進会議委曇3名，学識経験

欝3名、行政職嚢3名という構成になり，羨会議曇は

除かれた，、学識経験者は大学教麟i名，醤P（）法人i

名，県産業支援センターi名から構成され，鴛政職責

は部長i名，課長涯名，係長i名となった。

　審査基準は，①活動の申に行政と連携する内容があ

り，かつその羅能盤が高いかどうか（協働の的確讐i／，

②活動に対して熱意があり，かつ主体的であるかどう

か（実理牲〉，③活動による波及効果や，新たな展罷

が期待できるかどうか（発展可能性／，＠活i勧説醸や

費葬無力叢実現豪奪能であり，カ・つ妥1蕪であるかどうカ・（妥

薯窪牲／，⑤不特定多数の市疑の利益，または社会金離

の利益につながるもグ）であるかどうか（公益性／，以

1二の5つである2尋。

　各霧誌・糞こついての評1懸の観点は，協働の的確性で

は，①蒼政と鯵標を共有し，講じ方向に両かっている

か，②行政と明確な役離分担がなされているか，③行

政と協鬱しなければ解決できないか，＠行政と協働す

ることにより効果が上がるか，などにおかれた．、実現

性．発展性及び妥蛮性の3項慕では癒募あった活動内

容や計錘，資金計錘等翼体的な要素により判断され

る。公益姓では，①活動内容によって講象縫醗が異な

るため，属地的な規定はしないこと，②特定鰐象者の

ための活動ではないこと，③イベント等グ）場合，　過

性ではなく継続性が求められること，などが評懸の擬

点として掲げられた。

（2〉応募とその審査結果

　G4年7燵9薩に1ま「、墾くしま協働のまちづくり事

業補励金交付要綱葺が策定され，潅昆の嶽量的・茎三体

的なまちづくり活働が広く葬集された、、7目i7蘇に

構鶏市長会館において事業譲渡説明会が鵜縫された。

一一 復W後の8弄糞7監llに募集が締め切られ，焉件の絡

募があった。応募懇紳のうち3件1ま応募要件を満た

さないこと等の理嶽から，公麗審査の対象とはならな

かった，。9晃三鍾21鷺こ公禰審査が行われた。公淵審査

はプレゼンテーション7分，質疑5分で行われた。

　採点は事麟審糞と公翻審査の2段階で行われた。．事

鹸審査は協働の的確性と公益牲の2項羅で採点され，

この評懸結果と癒葬内容，縄孫譲との事藩協議結果を

総合的に糎慰し，事業鰐象と認められないものには．

その理由を付してその濤が通箱された。そのポイント

しては，①公糖蜜糞申込書は，1ξ確にきちんと記載さ

れているか，②応募の要件を満たしているか、③行政

との脇鍵事業として成立するか，（参癒募された活動

が，円滑に実施できる体調にあるか．⑤活動の計醸や

スケジュールに無理がなく，実現驚能か，⑧予算の見

積もりは遷延か（特に麟己資金の調達方法や支墨経費
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（5蓉鰍 醗轟大学地域劔造　第i7巻　第2琴　2§春6．2

ぴ）発積り額など），⑦備品類を購入する場合は，活動に

果たす役麟やその必要性が明確か，⑧活動終ず後の奉重

活購書牽晦が明らかになっているか，などがあげられる。

ただし事麟審査は「振るい落とすゴことが醤的ではな

く，応募蠕動の実現を最優先することが求められた27．

　公辮審査は，協麟の的確性，実現性，発展可籠牲．

妥灘盤，公益性の5項欝で採点された．評鱗は5段隣

で採点され，詳懸点数を合計し，さらに審査委曇全曇

の合計点を集請する、，また事醗審査の2項凝の合計点

数をこれに合算する。この結果．得点1二紘8件が合格

となった（表3／。、

（3〉実績輯告会

　採択事業がどんな事業をどこまで行われたのかを点

験することは必要である。ただしそれ以駐二璽要なこ

とは，蔭疑と行政との協働がどれだけ進んだのかであ

る。2奪縫年度の採択事業については，実績報告によ

れば，事業蓑重鉢の成果が1二がつたことは確認できる。

臨鋤の形態は，共催・後援，広報・P貧．情報提供，編

集編方，講査麹力などがあるが，広報・PRが比較的

多く発られた。開題は「鶴働の成果」である．、残念な

がらそれを確認できたのは8件中3件にとどまった，

4－2　毒渓電子会議室

　編働のまちづく翰を進めるためには，傭報の共有が

不可欠である。梼鞭6）共有という場合，行政と南疑と

の闘での共鳶と市民闘での共有との2つが揃わなけれ

ばならない、行政情報の共有はホームページなどでの

表3　2食餌年度ふくしま協働のまちづく善ナ事業として採択された事業

応募蕎懸体路 滋麹タイ旨し 髭な濤麟野建 関孫譲

ふくしま蕪謡

ヱ高ﾌ会
銭姦をひも解く公雛講療～理我を生
ｫま混くカや知恵を民謡力・ら学1蜜う

餐謡をテーマとする講縷の騰催

i4鋤『

文亀課

麟三鋸一捧㌧イ’ 蓑鱗茎　ア　‘　ノ鍔ま　塩鱈新ぞナ“　　’　々“ ♂｛銭拶懸守び》’“　　’ノ々“　フ縫　　力・ 鷲書澄孟鱒黛象轟構報デザイン
［二霧海箆欝

4塊羅垂華（子どもを馨鴛ますンェン歩一

フ琴一なことば〉の発窒～｝

子｛銭拝痕ナのンェンターフ琴一な

露葉がけの事編集舞戒。

異食多矯鐸謬藪

センター

驕織鯉顛，眠漉縫嫌フェスティ疏
ネ・プト

毒疑に晦けた毒幾活i動の総弁
や，各漂麟1謂鉢穣運の交流・連

携を蕎う。

生活課

擁轟繕地縫を

考える会

螺夕峯控室騰縫にお1ナる公其施設のコン　瞬蓬莱幼稚織乗り活麹策を中心・生瀬学習諜（蓬
バージョンのための纂渠楚的濤麟～蓬莱『1二，蓬髪麺1週の詳罫翻を霞窪是蓑葉身　 莱公銭館／蓬莱1

縫地1こお哮る灘蓬莱鱗碓騰を睦もむξこ　　が考える活動．　　　　　　　　　支醗

儲鵡濃霧生活
轟藩鷹グループ

　　　　　　　　　　　　　　　ぎ姦嚢費生活センター1講談に欝
欝甑した濃費蕎をめざして～選ぶの‘せ．生活騰達の諸課題に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活課
はあなた，確かな櫨叢　　　　　　　　精鞭を分か鞍やすく提蝶するな…

　　　　　　　　　　　　　　　ど聲発活i勢，、

魅ノ3ある纏織

をめざす会

こっちもいいぞい！欝夫出精籔サイ

ト鵠ζ惣疑徽”

「

鶴夫露マププの発蕎を踏まえ，

さら毒ニインターネット垂装こ欝夫

出に臠する精鞭の発鱈を鴛うサ
イトを醗讃する，

観尭課
藻境諜，

公購緑地課

、築くしま花案

内人

森合ボランテ

ィアネットワ

ーク

ふくしま・花“み賢シンポジウム

莞発露という資源を，観髭嚢だ

けでなく農業や中心藩街地の簸『

わい麟撫など様々な藪から活撰『公購緑地諜，

できないかについて多様なメン…溝水支瞬

バーで考えるシンポジウムを灘
催する，

荏いっぱい運動で美しいまちづく陰

森合鍵籔1ノ潔こ花跳の苗木舞嚢栽を

艀びかけ，地藝全体で艶のある
まちづく畜㌶二取り緩む．

公騰緑地課、

溝水受所

資準導：冨蚤くしま騒縁σ）まちづくり蓄葬圭結雛進会議1難無窮享楽よ跡誓三至愛
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ふくしま藩幾離縁灘まちづくりの襲聡と課題 （5弱7）

表4　20｛）4年度こらぼ・ふくしま事業実績

応葬毒麟体1名 事業の歳渠
　　　　　　し
C騰の形慧i 協簿の効果

羨疑ま
会

し
の

く
購

ふ
茶

受講された方々は，民謡の本質を学び、竣・　　　　　　　蒼敢と達撰したことで．露分

代を生き重震くノ糞琴菱を得たと考えられる一　　　　　　　達の活勧が多線な弩とも髭愚め

文選鵡と黙る楯旛郵aこ恥ず… ^．麟1ら紅という識を鶴こと
かしさを感じていたむ々も寿，営こ睾誇1りを持　　　　　　　ができた、そして，そのこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝嚢つことが鐵来たと思う、舞謹承1語辱藩の譲轟　　　　　　　　によ鯵護媛ζを持って墨架り舞望む

1製も楽しく難くことが畠来，斑、話の理解　　　　　　　ことができた．

煮が増えた．

憐報デザイン

正1鋳凝鷺麹

擁羅藥愛糞P〔）

ネット

3，曇§む都発蕎．すべての葺どもたちが，ジェ

ンダーにとらわれることなく．　・入ひと琴　編集雛力・

の鱗難1を艦かした隼きかを縫指してほし　鑑鋒．精鞭

い、そんな駿いを込めて，この小醗影を　握供

つくりました。
鯉。ξ査人のミ．シ，ン顯とも、う妻奥海一＿逢≦≧　とったこと

，課題に1轍ナた協欝が纏縫なこと，②滝登0の　　　　　　　　で，事業の企瞬・運営を鴛酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実蕎委鍵会
報鍾理解と鶴寿への環境が層整えられた　　　　　　　と体的に進めることができ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編成，広難
こと，③蓬POの持つ專讐賛窪と矯葱をノ重三かし　　　　　　　　た．蕎嚢嚢との連携の申で，購
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝嚢た分野欝σ）ネ・ソトワーク俺と濡麟の縷覇が　　　　　　　捧の濡鹸1瀕的が達成できると

典選に認識されたこと。、参艇欝欝本3竈　　　　　　　　　　　　いう羅氈難iを感じた．

麟嵩籍地籔を

考える会

醸灘酒費／妻三濤

醗鷹ゲ膨一ブ

饗灘饗轡饗瓢霧』『「
る』磯禰纏象につ磁ま・｛酬赫蹴
灘鑑識棊錫論議森禦ll響1後援
ことが，必ずし綴遜とぱ、㌻いが鰹、．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一

魅力ある織鵜

をめざす会

ふくしま葎1案

内人

躍如サ纏醗ノ帰薯妻醐魂罐媒
事業．②漉費舞講縷2鶴，③食の安全愛心　素縫．広鞍

騰纏 @　　　　、　』段＿」、
ホ弘ぺづ綾豪紬．ε鰍紡ぶやまド1

姿，ト譲～、1，犠鷲、、鱗芽驚！i離農

織麟轟嫉灘親臨孟。　　陛鞍照
醸欝：／／www．s難産紬瞬齢。徽／

参簾養の参纐した聾機は、苑が好き5§％，　　　　　　　　繕捧として捉えていた課題を

礎蕪欝欝難籠嬬応だ…朧広撮磐講無論哲嘉、，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P貧縫・む3姦％．織鶏のことを知葬りたい2i％…．　　　　　　　　聾き織すきっか1ナを｛乍り濃す

纐齢ケートに鐡 @』一巳力蓬で翫
森会ボランテ

ィアネットワ

ーク

地域嬬賛みんなが健康で楽しく馨らせる建i

奮鋸鎌灘麗欝、1惣幽晦構
騒動継を勧だ　　　　1

驚準等：「、払くしま1霧鰻1のまちづく誇箏業

　　2馨｛蔦年§縫i51鯵によ鞭韓…戒．

撃疲i§年度　補鐘鋳豫韓舜勢の籔要」（活動鞍圭絵資料．
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薦§8／ 鵜轟大学地域震蓬遷　第i7誉　第2茱多　2暮§導．2

公総によって進めることが溝能であるが．毒民間の椿

撮共；蕎は単純ではない．燕疑の簸纏観はその羅盤iに

よっても異なるのであり，こうした多様盤をもつ市民

購1での意思疎通をどのように図るのかが大きな課題と

なる、

（9欝鶏電子会議室の欝的

　ふくしま協種紹）まちづくり事業の第2の柱は市民電

子会議室（通税｛，e一ネットふくしま，以下，電子会

議室／である。これは「市民講士及び毒疑と行政が協

鱒によりまちづくりを進めるための基盤として，蔀

民，企業，行政など地域鴛会を構成するさまざまな烹

捧が相互に情報交換を及び意見交換を行い，本毒にお

ける青銭参撫と新しいコミュニティづくりを推進する

ため，インターネットを活賭した」28ものである。磯

の震い方をすると，「インターネットを活用し，ある

特定のテーマについて議論を行う電子ネットワーク、翫

の意見交換（会議／6）場，行政や癖蔑，企業，馨P（）

など地域挫会を構成する様々な主体が，より良い地域

縫合の実現をめざして，既存の闘係を超えた霧しいコ

ミュニケーションを行うことを髪1…1請す」2曾のである、，

　この9的は2つある．第iは行政へび）参綴機会を拡

大することであり，絵鑑存の公聴簿1痩ξこ換え，iCT（イ

ンフォメーシ醤ン，コミュニケーション凌テクノロ

ジー／技衛を活用することによって，今まで声を撫す

ことのなかった多数の市民からの声を集めることが畿

来るとともに，鴛政へのチャンネルが増えることで参

旛の機会を拡大することが餓来る」．第2は新たなコ

ミュニケーションを形織することであり，「市費綱董f

による榎il密な意見交換によって多様な意見の存在を認

識すると共に，新たなコミュニティの霞発的形成を図

ることができる13暮，

　設置者は編轟轟であるが，運営委費会は公募市長代

表，学識経験者，各種羅体・企業等の推薦による舞，

行政職曇，その飽毒長が必要と認める者によって構成

される。設置・運営の特徴は2つである。第三は「公

設協働運営」スタイルで，これで「行政が設置し，毒

民と職員とにより構成される委轟会が運営にあたるこ

とで，『簾疑vs行政蚕の構図を避け，蓼市幾との協欝遜

推進の具体的事｛難とすることができる」。第2は「行

政への提案・鞍書量」システムである，これにより「会

議室での議論が簿らかの形で行政へ伝才）ることで，参

撫する市長の大きな讐徴づけとなる。また，単に議論

する場にとどまらず…■建の意発集約の場とすることが

できるゴ。

（2）運営委員会と運鴬ルール

　では運営主｛本はどのような役割を果たすことになる

か。「要領注によれば，運営委員会の役欝蓬は，①企麟．

管理及び運営，②テーマの設定と廃窪，③荒一ル違反

のトラブル業蠣さ，②議論のまとめと提言，⑤馨滑な運

営に必要なルールの凝定と廃絶，⑧その飽，などを廼

理することにある。③の許ラブ鳥対応には，ルール違

反者に対する参癬の麟1製．及びルール違反発欝に対す

る事麟の欝欝と醗除が含まれる．⑤での提言は藩に鰐

するものである。⑤の轡滑な運営とは，参纐者への

テーマの明示，議論に沿った発露の促し，議論の活発

化，場合によっては参簾舞と行政との仲介役を果たす

こと，などを意味する。

　穂綿菱1のルールは以下の9点に整理できる。①発議

沓氏名，ただし1薦名も醒とする。②氏名　（匿名響／及

び連絡究（メールアドレス等）などの発言登録を審議

に行う3i。③参渡者に録する麟縷を求めない。⑨会議

室での発覆及び情報等は一般公鵜を麟提とし，その梼

嬢提供等に関する責任は鰯人が負う，、傭擬提供等によ

り．参簾者または第一＝三者が不麟益を被った場合には．

その責めを負わない。⑥ルール違反または問題発議に

ついては参癖者へ警告の一勤，離除することができる，，

⑦講き込み内容の著作権は参癩者本人あるため転載や

引絹を認めない．＠婆ンクはルー膨グ）範獺内で発露中

に麺ぴ）サイトヘの1ナングを認める，、⑨データの管理傑

存は灘該会議終了6ヶ月闘とする。

　参旛者に求められるルール（心得1の基本は次の2

つである。この電子会議室は，第1には地域における

様々な課題を解決するために，ピ縫避と行政がお琵いに

尊重しあいながら意莞交換を行い，建設的な議論を行

う場である。第2に発1禦こ対する繕答は行政としては

行わない．この会議室は甫鉄三が行政に対し要求する場

でもなければ，行政がその要求・要望に録して纏答を

するあるい1ま説明する場でもないからである。

　こσ）駈で，「要領」第欝条は参旛書が遵守すべきこ

ととして，①営利を欝的としない，②特定の宗教・京

浜そ・教縷を支持するものではない，③纏人の通観の秘

密またはプライバシーを侵害しない，（釜）錘人を誹議・

中傷・差聡しない，⑤縫人の権麟・財産・利益を浸害

しない，㊨著作権など絶入の権利麟益を侵害しない，

⑦有害プログラムを含んだ鋳報を流通させない，⑧偽

造，虚構または詐欺的鰭報を流通させない，⑧公職選

挙法に違反する有為をしない，＠その飽法令に違反

し，または違反する恐れのある行為をしない，⑬公の
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一基くしま撃蓑肇蓑携1勢薄彗まちづく1つσ）穣1欝iと課題 （§599）

秩序または善良の風俗に反する行為をしない，などを

あげている。以上グ）ことを甥の表理をすれば，　一方的

な窯張に終わらず，纏者の声にも耳を傾けること，

テーマや議論の流れから大きく外れる発議はしないこ

と，公共の場で共有すべき椿報かどうかに涯意を繧け

ること，単なる行政へのクレームは書き込まないこ

と，会議室の欝溝な運営を阻害する蒼為はしないこと

などである．

　瞬時に協働型まちづく韓の電子会議室であるので，

甫役所職嚢養は書き込みに対する適時発言を心がける姿

勢が求められる。それは「義務的な精報公騨」ではな

く「積権的な精報提供」という姿勢を持つことである．

ただし綴織としての発議と騒人（毒媛1としての発繕

との靉靆が求められる。所掌事務の範灘内で行政繕織

としてぴ）見解や精報を伝える必要がある場合は，「所

麟謬署と実名を明示」して所用の手続きを行う。蠣入

（市民1として発㌫する場合には「実名のみを明示」

し，職輿として知梅えた構報としての霞分の湧掌事務

に関する発薦は控える，

（31行政への提案・報告システム

　会議室における議論は運営委員会がまとめ，その内

容を行政（設置者／へ報告（提案／する。このねらい

は，第iに会議室での議論が轡らかの形で行政に伝わ

ることが，この会議室への毒疑の参簾動機を大きくす

る効築がある。第2にそうすることでこの電子会議室

が議論や意発を畿す場にとどまることなく，一定の意

見集約の場となりうる。擬ね3ヶ燵程度おこなわれた

会議室での議論は，運営委曇会で擬ね！ヶ月程度かけ

てまとめ32、庁内推進委曇会に提案・譲告する。庁内

推進委曇会はこれを検認し，駿ねiヶ騒程度で毒幾会

議室に麟吝し，併せて掲示されていく。

（4）麗設・運営扶溌の概要

　電子会議室1ま2（｝04年ii鰐9韓に畷彗設さ才tた。2｛｝〈｝尋

年簸更葺91『1から鎗縣年4騒8嚢までの書き込み実績

は，総登録巻数が72犠，総アクセス件数35，5綴件で

あった。一翼蕪ξ）平均アクセスは2§2件であり，最大

はi葺賛91二1（翻設奮、bのi，欝2件，最小は建弩26冒の

39件であった（図3）。暗闘帯甥では穏～聡時が

2馨．9％と最も多く、これに9～i2時畏びi2～蔦時が

いずれも欝％台で続いた。

（ξ5）会議室に書き込まれた意見分布

　会議室のテーマは2§編年2卸贅8謎までは，第iテー

マ「いよいよスタート《ε一ネットふくしま》！電子

会議室をみんなで考えよう」，第2テーマ「街なか広

場で，あれが冤たいiこれがしたい肩，第3テーマ

「ゴミを患さない生活のために～シンプルライフの知

恵霞慢」の3本のテーマがたてられた。

　第iテーマヘの書き込み件数は麓g件であり，その

意見は大きくは①電子会議室への意見，②街（中心南

街地／の活性紀，③その地」）3つに籔分される，①に

ついては1管理人・設置者への呼びかけ」と1電子会

議室への改善策」とに分かれる、，羨養については

「もっと軍ナアクションがほしい」とか「市燧からの醤

籔3　電子会議室へのアクセス状況

讐敵

至，2§§

i，韓善卜

8§舞

6韓

韓§

29魯一一

馨 1一

～

卜
　
　
　
　
　
　
I
I

一

賢鯵i蟹1 i2舞9弱　　i21稔鮮l　　i擁i8繋 2罫重7鑓　　2霧27縫　　 3鐸i｛賢妻　　4舞8縫

鐵典二醸翻／w照．c戯．猛琶噛撚．鯨紬1搬．溶ε鵡et／G壷r贈侮融融量鰻擁
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き込みがない」などがその駐な意発であった。後書に

ついての1三な意見としては，携帯電譲への対応（◎1，

会議室の自密な創設，チャットで会議室／◎／，縫い

勝姜のよいシステムへ変更，初めて季鵬華する方のため

の練習サイト（◎／，その飽電子会議室の活かし方な

どがあった。②についてはハード聡達，交通関連．

P貧弱連，意識雛連などに分けられる。ハード麗連で

は路藪竜華の復活，街なかに託晃翫（◎），地下駐華

場と地下道の鳶効朝絹，ショッピングモー卿などσ）提

案があった。交通難連でバス料金の高齢者麟醗が提案

された，P裂離連ではフ1ナーぺ一パーの発行（◎1や

QCコード33で携帯に特乾した取綴（◎1などが講き

込まれた。意識経連では「編欝のココ好き」をテーマ

として取り蛋二げてほしいとか，「福島の名鞠を発掘し

よう」などが提案された。③については福轟轟飯野欝

纈俣瞬の合併濁題と部癒づくり，闘病した旧さくら野

葭貨虞に臠する意見が多数出された34。，

　第2テーマヘσ）叢き込みは第iテーマと購様に賛g

件あった。意見は⑦様々なアイディア，②抱えている

課題，③街（中心市街地1全体への意見，などに分類

される，、①については，生音楽の活用（◎1，公園等

としての広場利用（◎／，廷大スクリーンやステージ

の設置．移動販売型の屋台村の誘致（◎〉などが提案

された。②については．イベント等の定働建や墨狼・

告知の促進（◎〉，轟業的活用（◎／などが書き込ま

れた。③については人が集まるための仕掛けや雰醗気

づくりに向けた様々なアイディアが畿された。その勉

として1ま「鱗台や，榔露のお客さんを引っ張ろうとす

る発想の欠嫡や「萢役所に求められるのはハード構

築ではなく，ソフトと億報を疑問に提供すること」な

どがあった，

　第3テーマへび）書き込みについては，①ゴミを鐵さ

ない（減量勧，②ゴミをゴミにしない，③意識改革，

などに分けられる，、①については買物袋（マイバック／

の持参，ヒに帰る素材の麗発（◎／，ワユースカップ

の活躍（◎／、買物を控えること，無（紙／農薬野菜

を購入して度ごと食べること，ゴミ擁畿の有料化（◎〉

などがその審三な意麗であった、、②については，生ゴミ

と野菜との物々あるいは地域通貨による交換（◎〉，

エコステーションの設置（◎／，デポジット麟の導入，

「譲ります＆譲ってください」揚示板の設置などが

あった．③についてはりサイクノ冒二熱心な企業やお店

をPR（表彰1すること（◎／や市民意識への亀慎な

どが繊された、

（6〉書き込み意見の受け取辱と設置者への具申

　こうした書き込み意見に録して，運営委貴会は独自

に◎簿をつけて「ナイスアイディア」として評難しつ

つ，以駅のような印象を取りまとめている。第iテー

マ「街なか広場で，あれが見たいにれがしたいi」

については「瀾設時に意図した方向とは多少ずれてし

まった感はあるが，広場を含めた街なか（中心市街地／

全体への強い思いが感じられた」及び「異体的な場醜

を扱ったためか，轟鍵の方々にとってもイメージし易

く活発に意見が交わされた」こと。第2テーマ「ゴミ

を轟さない生活σ）ために～シンプルライフの矯恵欝

糧3については，「発議から，ゴミ問題に高い関心を

持っていることが十分野て取れた」及び「書き込まれ

た意琴芝はあまり多くなかったが，注視していた方は多

かったのではないか藩ということ。第3テーマ「市長

電子会議室をみんなで考えよう！」については，ジ多

くの改善案が鐵されるなど，駿ね購1設汐）欝的に沿った

意墾が交わされた」及び馳会議室と娩べ，管理人や

設置考に問いかける発講が多かった1と集約した。

　こうした意舞を受けて，電影会議室蔭＝1体は，第茎に

佳編みとして．①意見のやり取鯵が進むにつれボ

リュームが鐵てくるため，その流れが分かる仕績みが

あると途中からでも参撫し易くすること。②ユーザー

が任意に会議室を騰設できるよう，全体の佳緩みを検

講すべきこと．③初めて利驚いただく方でも，入り易

く苧講き込み易い構歳にすべきこと，などを掲げた。

第2は電子会議室露体のPRが不足しており，パソコ

ン（茎T／教室でのチラシ醗鞍な積権的かつ継続的な

広鞍が必要であること。第3に管理人の役麟として

は，①スムーズな進行を妨げないよう，管連人への聡

いかけに適宜対癒すること。②侮でもありの会議室で

はないことを短ってもらうためにも，必要に感じ電子

会議室開設の套二1的などを説明すること．③意疑のやり

取りの途中でも，入り易い雰醗気づくりに努めるこ

と，などを改善策として掲げた、，

　そのうえで設置養（毒／に緩しては，①畠された意

見をきちんと受け1重三め，検討桝料として活かして欲し

い，、②テーマに臠する行政の精穀提僕をスムーズに

行っていただくと其に，より詳しい情報を得ることが

できるよう対応すること。③テーマに関する詳しい椿

報を提供できるようにすべき。⑤テーマ提鐵の理密や

期待すること，露設状溌（結果1への感想等を知るた

めにも運営委員会と設置者（海士テーマ橿裏部署）と

の意見交換の場が複数1鑓必要，などを求めた，
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．事くしま薦民編鱒墾まちづく弩の展囎と課題
（弱毒玉／

4－3　甫戻協働のまちづく琴楽校

　締民協鱒はこれまでの市民参綴とことなるものであ

辱，新しい参籏方式としての藩疑脇鱗を身につけた人

爵の育成をどのように図るのか，それは協働方式の市

民参簾がどび）程度普及していくかの鍵をにぎっている
3蓉D羨疑推進会議は人爵育成の仕緩みとして薪市民協

麟のまちづくり楽校」（以下，楽校）を立ちヒげた。

（潅）帯餐協働のまちづく琴楽校の欝的

　2§｛）4年度の青銭協働のまちづく着り事業は3本から

購成された。この楽校は「人材育成をlll指す」ことが

その主要な繋的である、、人財育成の視点は「市民と行

政の協働」という理念を理解するとともに，講座を通

じて以下の点について学びながら，受講生霞身による

実践へつなげることを欝指している、，①どんな領域・

手法なら，毒民と行政が協触できるのか。・②毒1民と行

政とが協鬱することで，どんなことができるのか（あ

るいはできないのか〉。③毒鉄三と行政が協働すること

で，どんな効果が得られるのかなどである。

　本講座の縫的達成のためは受講者窃身の主体的・積

極的な姿勢が重要である，そのためギ課題発見型」の

講癌とし，福祉・生活・環境等分野，経済・観光分野，

及び教育・支箆分野毎に，①それぞれの開題意識に基

づき，受講者根互の議し合いによって難麟テーマを決

定する。②話し合いによって決めたテーマに沿って，

　　　　罫フィールドワーク織として実施すること

になった認。

（2〉うるおいのある街を考える

　第2～3織37では，もう一度この講塵の欝的を再確

認しようという観点から「うるおいσ）ある街を考え

る」をテーマに講義とフィールドワークが行われた。

ふくしま餐P（）ネットワークセンター饒藤穣子常務理

事からは，①「市民臨働」は蕎財政の厳しさ，ニーズ

の多様牝，共に饑くという市疑意識の向、ヒなどを背景

として登場してきたこと，②3年隷こして協働事業が

立ちtがり，それが人財育成締民楽校／，欝報共有

の場の形成（電子会議室／，事業支援（コラボふくし

ま／の3本桂から構成されていること，③企麟段階か

ら市浅が1馨わらないと協働とはいえないこと，（塗協働

は行政灘からと毒疑灘からの両方から働きかけが必要

であること，⑤事擁として「新しい颪ふくしま懇談会」

による「まちなかイベントカレンダー」の作成では資

金は行政が鐵し，知恵は毒残が思したこと，などが語

られた，

　次いで「轟渓協働蛙を矯るための事纒を学ぶでは，

①在宅弁護支援センター「あづまの郷3は高齢者や障

がいを持つ方々が生き生きと暮らすことが鐵来る環境

を竪ll指して地域の方々とのふれ合いや交流の場（サロ

ン／づくりに取り緩んできたこと。②薦島南総鱗覇で

は地区の老人クラフの人達がヂ孫箆守り隊」を結成し，

通学絡の安全確保に取り絡んできたこと。③奪合ボラ

ンティアネットワークから，身近な公共施設である

“公園樽を，利離する灘である議鋭（地土盛の公園と

して麟活躍するため，花の植栽などを通した地域つく

り活嚇に取り緩んできたこと、以一隻二3事擁が報魯さ

れた。

（31にぎわいのある街を考える

　第4～5懸は「まちなか居住から置市野鶴働まを考

えてみよう一まちなか・にぎわい麟鐵の一場面から」

をテーマに「まちなかに人が住めば衝はもっと簸わう

のではないか」という燐リロから，麟年9月に市内

緊稀瞬にオープンしたうヴィバレ一番野（二欝、、k市営

控宅早穰瞬羅地／を事綴として取りしげた。企業と蕎

政からそれぞれの立場での説明があった。行政からは

①この事業が中心市街地の活性建を衣食住といった生

活面を充実させることで空濁建を防重し，まちなかの

入費減少をストップさせるという　「新しい嵐ふくしま

講露」に基づいている。②懲1二市営住宅ラヴィバレ早

穰欝は憩齊を募集したが，これにi26家族が癒募した。

癒募には若い縫代が多かった，などが説明された。

　株式会社ラヴィバレ代表取締役からは，①賑わいの

原点は「いつも誰かいる，人の滋かさがある，また行っ

てみたくなる盛などにある。②ラヴィバレび）コンセプ

トは「集う，蔭う，住まう」にあり，i隣にスーパー

とインフォメーシ甚ン，2階にテナントとホール，3

隣以ヒが市営｛主宅という構成となった。③：3馨皆以一しが

儀、L市営住宅（2魯年闘／となることでビ膨経営が安

定した。選）行政からの鋤成金がまちづくりセンター

（丁薩（〉〉に助成金が鐵されることによって，テナント

料金を低減させたり，ホールを瞬会行事への無料貸し

議すことが擁能となった。⑤こうしたことの波及効果

がすでに出てきており，近隣の空き店にカレーショッ

プが聡癒した。

　フィールドワーク編では，①常光禅寺墨欝麟（清明

小学校北髄では清明瞬会会長から羅来から暮らす住

民とマンシきン入居者との交流鞍報を図る（ふれあい

づく瞬活動。②「コミュニティハウスひだま1擁を

運営する学生からは20§3年9慰二難所し，井戸端ス

　一得　㎜
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ペースで，住疑醗捧の方々や餐PO化を含めて横試

していること。③御倉町かいわいまちづくり協議会会

長からは，行政と一緒に幾分達も地元を盛り、もげ蕃叢

が帰ってくる瞬にする「おぐら茶渥iの取り績み，な

どを取材’した。

（4〉うるおいのある街を考える

　第6～7翻では「交建・教育の藤からぎ市買協働遷

を考えてみようユという擬点から「うるおいのある街

を考える」をテーマに甫立爵壽館を中心に様々な活聾

を展醸している図書ボランティアの会について，図書

ボランティアの会代表から，2暮年以しにわたり幸藩羅

羨左図講館と共に行ってきた絵本の読み闘かせや麟書

修理等の活動とそれに至った経緯について説明を受

けた。

　またフィーノしドワーク編では，曝書の修理活動体

験，点字作業体験，手でさわる絵本の製作過程見学と

ミニ体験，絵本と紙芝居の読み闘かせ見学，磯架書庫

の見学（バックヤードツアー／などを行った，，

（51市鍵協働のまちづく垂ナ楽校の成栗

　協鱗のまちづくりには，侮よりもその担い手を育成

することが必要であり，この講塵はその役舗を担う．

以L3分野で6麩1に及ぶ講義・フィールドワークには

ig名が参擁した。その成果は参綴音懸人レベルでは

「取材講議舅から読み取れる。取材疑誌は，①活動の

経遜・状溌，②私の結論欝協働の芽蹄はここにあ

る瑠，③「協働の芽」を育てるために私（市疑／が

できること，④ジ協簿の芽」を育てるために，市（行

政／がすべきこと，び）4つから構成された。

　新鶴働三は，それを紬象的に考えるのではなく，講

義を受けた1二でフィールドワークを行い，現地の確認

やボランティア活動の体験をすることが重要性であ

る。受講生からは，誓轄かやりたい！という仲闘が集

まれることが協働の第i審」であること，「多くの布

銭がそれぞれぴ）立場で，様々なまちづくり活動を行っ

ている」ことを知ったこと，「轟聞は一発にしかず」と，

「継続はカな奪」を実感したこと，「多くの毒厩と行政

が罫ハヅピィ雲に鐵会えるかが脇種彗のポイントだ」と

いうこと，「協欝は郵郷土婁う」であること，「この場

に通うことで畠会い，韓激を受け，相通ずる方織を探

し覧る方々とお会いでき来たことゴ，「今騒の参撫で監

督した鰯働の芽を膏て，露花させる今後を楽しみに。

さて，どんな実がなりますことか盛などの感想が寄せ
られた，，

　卒業式（2§§5年i月221麟には醗蓋K番線麟作局生

活食料番総藻「難問解決！ご近駈の底力」デスクの小

堺姦記氏を講麟に招き，離職解決1ご近所の底力か

ら市民協働を考える」の記念講演と受講生によるディ

スカッションと総揺とが行孝）れた。こうした楽校の成

果のつとして．受講生が呼びかけた「中心南街地の

縛来｛象を毒疑携らが検討しよう～毒疑奮志によるワー

クショップ聡鍵について～」総4年i舞3§嚢露催／が

ある、、これは04，年3弩末に決まった「さくら野百貨蔭封

の擬癖問題を契機に「籏なかへの関心」を高めるワー

クシ望ップを翻絶した38。

5、市民協働型まちづくりの評価

　まちづくりの効果は短期的に量れるものではない。

ましてや協商型においては特殊な評鰯軸が必要であ

る。この特殊な評鱗軸をどのように緩み立てるのか，

さまざまな模索が行われた（5－i　l、、公開審査での

審査基準も「協饒の効果」をどグ）ように量るのか試行

錯誤が縫われることになる（5－2／。

5一蓬　南冥協衡璽まちづく誓ナの窪己評極

（董1協働の手懸書にみるC経旺α《段階

　2G盤年玉2月欝1難二歳裟推進会議から畠されたゼ提

案書圭は，「協働の手類書」でのポイントの聾番監1に

「評緬」を置いている。手顯書では「評鱗」が2鶴で

てくる。第i襲は亙）（）ステップの「事業の展闘鶏」に

おける「評鰻であり，ここでは「サービスの受益者

のニーズに合致しているかどうかを縷議しつつ，事業

を展離する」という愚昧をもっている．擁えばふくし

ま協縁のまちづくり事業であれば，癒募事業に鰐する

公器審査会等での「評鱗淫がこれにあたる．

　第2繕鷺の「詳懸」はC難狂CKステージから
ACT欝翼ステージにかけての「事業の完了購後」に

登場する。ここでの評綴は隠協働の竪蓬擦違が達成で

きたのかをはじめ，改善のための詳細を実施します、

というものである。購の誘い方をすれば「評懸の内容

を公表し，次年度以降の事業のあり方（拡大・継続・

縮小・中豊Dや改善方法を検討する」ための評懸で
ある。

　では評懸はどのように行うのか。『提案離によれ

ば．「評癒の蛋圭二緩み」は以■下のような点に留意する必

要がある。第！は「鰐を対象とするか」であり，評無

雑象事業の選定が課題となる。第2は「簿のために評

鱗をするのか」であり，ここでは公平性，公共性，効
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ふくしま毒鋭蕩縁璽まちづく酵の濃鵜と、課題 （5懸3）

率牲，必要性，費購対効果などがその蕎・1的となる。第

3は誰が評鱗するのかある。ここでは其瞬による評癒，

市長による評懸，議会による評懸などがある。最後は

評懸手法である。その中で特に重要なのは市民の満足

度であり，騨溝民協働」の事業グ）満尾度チェックリス

ト通力㌶奪備された。

　この準チェック1ナスト遜は①講疑ニーズとしての

「必要レベル」，②役離分担としての「協働レベノ列，

③事後の振り返翰としての撫民購捉度レベル」の3

つから構成された。それぞれについては「市裟の評

癒葺，「行政の詩嚢」，「其懸の評懸」の3つの評懸視角

から5段1砦渉綴わり，数続銘される。

　「必要レベル」としての海疑ニーズは7麟翻で点検

される，，

　⑦　この事業は青銭のニーズがありますか？

　②爵標纏は適1垂垂ですか？

　③効果が期待できますか？

　④　予算は適購ですか？

　⑤　タイムスケジュールに無理はありませんか？

　⑥鋳報収集は充分にできましたか？

　⑦事業に市民の声を反駁できていますか？

　「編働レベル」としての役離分担も7項縫で点験さ

れる。

　　　協働の役割は果たしていますか？

畑
③
　
　
㊦

　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
　
　
⑦
一

蔭銭と行政の講話はスムーズに行っていますか？

この事業は継続すべきと思いますか？

協働の充実感はありますか？

人麩の育歳は進んでいますか？

支援体麟は機能していますか？

精穀の興奮はできていますか？

　「満足度レベル」としての毒渓満足度も7噴霧で点

綾される。

②　
③

　
　
　
◎

　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
　
　
　
⑦

協働事業としての役割は果たせましたか？

雛標纏に対して達成度はどうですか？

毒民は瀞碁足したと思いますか？

費絹対効果は満足すべきものでしたか？

協働事業を実施して良かったと思いますか？

燐報公畷・椿報の共有はできましたか？

今後も継続すべきと思いますか？

（21ギ窮民協灘の成果を検証する観点

　ぎ提案書垂の「評癒の佳縛み」は3つの事業を経験

することでどのように進達したのか。2§縫年度市長

推進会議が§5年2月24aに麗鍵された。これに先立っ

て各委員に対して窪市民協働垂の成果をチェック（穣

証1するための意饗・アイディア涯アンケート調査が

行われた。その項藍二繋ま，①「繕のために」評癒するの

か（欝藩擁，②健轡を」評鱗するのか（講象），③rい

つ」評癒するのか（時期，④「誰が」評慰するのか（主

体／，⑤ギどうやって」評簸するのか（方法／，⑧評懸

結果を「どういかすのか」（結果の駁硬／，以L6つで

あった、委鍵略名から瞬答があった、，

　唾）分散した詳極§飽

　評懸霧的に臠しては意見がかな1り分散している。そ

れを整理すると．第工は市民ニーズに対癒したかであ

り，潤えば臣葉的は，あくまでも南疑のために，毒疑

ニーズに対応して，諜野市の事業及び，市長が必要とし

た事業が適溺であったかどうかを確認する。」洋種会

課題垂を解決するため。罫地域コミュニテ擁の大郷

さを具有するため。」などの意墾があった。

　第2は協鱒を通した地域づくりである。其体的には

「協働とする事によって，官と援が・義民としてそれ

ぞれの分野での特性を生かし，この街を活気ある住み

良い街にするため。」「南渓の声を取り入れて，ハード

＆ソフト鶴瀬の質を1薄、もさせ，羨幾満足度を高めるた

めに癩」「行政，民縷の圭蕪根をとり除き，嵐市雛ぎ丁が街

をつくっていくための心根づくり．」弩地域主監住民墨

にマッチした心の鴛政を行うため．」などである．

　第3は鴇鐡の進展度に関する意箆である。爾えぱ

「綴働が多少でも成果を成しているのか。」「市民，鴛

政，企業，騰体との協働を進めていく為に行う譜「「支

え合うこと」「補完しあうこと」の大騨さ，必要縫，

重要性を周知させるため。」「そグ）事業がどのように行

政（糧嚢課〉と甫民との協働の事業であるカ・を検証す

るため。」「毒σ）事業を多くの南疑が理解し関わる．」

などがそれである。

　第4は欝標纏の達成痩である，「税金が布銭のため

に終われているか等をチェックする．」「予算を効果的

に使うヒントを探すために。」「事業の透醗姓，公平

性。」rR標績の達成（数纏1三1標が必要か？擁「次縫（次

年痩／の欝標を明確にするために評綴要する」などがそ

れである．

　2〉4つに分類される評緬麺象

　轟率鱗対象については，これも意見が多綾にわたって

いるが，擬ね4つに分類できる，、

　第iは羅標纏鱒連であり，「計麟書の検証」，陣1標

纏の達成痩合い」，新客分科会で初めに決めた鱒標がど

れくらい達成されたのか？について評極ずる。露ジ事業

の1三奮的が達成できたのか，プロセスも含めて結果をも

評懸，．」などがそれである，
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　第21ま事業の羅令妹にかかわる意髭である。異体的1二

は「事業が本当に市民の要望を望んでいることか？そ

の事業が本垂i喬に必要か？脇簡事業のプロセスに問題が

ないか？ム鱗，ムダがない事業なのか刻「本選毒に必

要な事業実施であるか，その内容や過程。、」「実施する

段踏での疑羅点や意発の洗い出し。」などがある。

　第3は取縄遜程での鴇鱗状溌についてである。纒え

ば「脇欝の鍛尋）績み度合い、」「事業が，計爾一実施一・

終rのどの時点においても，擾蚤課と市民との闘に協

働のまちづくによる擬点で関わむ合ったかを、，」「結果

を矯期的に追うのでなく，仕振りと経過をチェックす

る．」「プロセスが大事．事業の発案から常に脇鰍

を意推して取1り緩むべきです，たとえば，PL齢1－

DO－C蘇狂CK－ACT紛蓑の各段階でチェックすれ
ば，かなりの動きに反映できる，，チェックする人がこ

れに覆れれば，無理なく遂行できる，」「事業実施の各

段隣での評纒は大鰺，特に，事業実施麟の企翻段繕か

らどれだけ協働できたかを評慰する。」影事業の■・手連の

流れが家来の欝的に沿っていたか，」新市疑，行政，双

方の役麟内容。」などである。

　第4は評懸期懸と評綴1システムに関することであ

り，「2段階方式を採勝する。（祷欝箋は繕体ぜい弱，試

行錯誤のため〉。①欝灘羅響彗とする一締1絹評餐嚢（i～3

年1橿及び後期詳細給年以上～）とする。②内部評

懸と解離詳懸に区分する一轟事者闘での努力評懸及び

一般毒疑からの評髄とする。」などがあがっている，，

　3）　3つの評憾1鱒…類

　評癒時期については，①事業終r後のみ，②事業の

中開と終了後の2麹，③事業進捗の各段隣，の3つに

集約できる．①については6件の意箆があった，②で

の単年度事業は2鶴であるが，長鱗継続事業について

は単年度ごとにというものであ1り，6件の意箆が寄せ

られた。③については5件あり，その趣鷺はギ詳綴な

チェックは事業終r後に行う，各段隣ごとに，簡単に

チェックしていく必要はあると思う。ただし，チェッ

クすることが欝的ではなく，事業の進め方を振り返る

意味で，その都度チェックしていくことが索窮」とい

うことである。

　41自己評懸主が中心
　評懸垂三体については，擬ね「難事者による蓑・肇己評纒

（漏評懸項舞は苦■野饗1なること，行政傾戴こ1ま意識改革

の度合いを評慰すること／及び蕪雑重者以外の市民，二

段隣方式とする　（＃第一三者評極／」ことに集約できる。

　5）4種類の評無方法

　評懸方法についての意見は纏つに分類できる．第i

は調査媒体についてであり，e一ネット，チェック

シート，アンケート，ヒヤ1ナングなどがある、，ただし

「チェックシートをつくること撫体は開題ないが，そ

のこと　（チェックすること／が雛的やマニュアルとな

らない涯意が必要。」「いずれ誰にでも理解できる内容

にするためには，チェックシートが望ましい。もちろ

ん，マニュアル化がなじまない事業もあるだろうから，

その時は糧蟻者の斜懸で新しい様式を綴えてもいい．」

などの留意点が鐵された。

　第2は各種講査方法をi罎み合わせる必要があること

の指摘である、「異体的には「第三蓄による事業評懸

シートによる採点とヒア蓼ング」，「チェックシートに

よる点数化と，難事者と第三叢も含めた所でのヒア｝ナ

ングとの欝欝。点数化の場合は筏点を異体的ないくつ

もの項講にすることが必要」，薪チェックシートやヒア

リング」、「お務いσ）ヒアリング」，「難事煮の嬢互ヒア

1ナングによって，意見をまとめる」，「轟事穣互のヒア

リング」，「共通項1蔀こ燵してのチェックをしたうえで，

縄係の方々による議し合いj，「チェックシートによる

評懸」などである、

　第3は評懸調査を韓段繕かにわけて行う必要がある

という意疑である。異体的には、すでに述べたような

嚢己認懸→構対評懸陣共講評懸についてベンチマー

クを設けて市鍵満足度談査を行うべきというもので

ある。

　最後は結果の公表の仕方等である。単に結果をホー

ムページや広鞭誌に掲載するにとどまらず，パブリッ

クコメントが＞長められた。

　6）タイミングを逸しない評極

　彰浮露結果の反映については，「どのように協働のま

ちづくりの観点でなされたか，なされなかったかにつ

いての，どのように破善したら良いのかを，みんなで

話し合ったものを次につなげていく」必要性や，「改

善点や矢数縫などはデータベース化し，携帯でもアク

セスできるように公麗する」ことが幽された。その理

lllとして次のような意疑が参考となる。「事業の大き

な方形舞を間違えないために，効果がある。いくら立派

なアイディアでも，タイミンゲを違えば効果は半減す

る。。それを纈かにチェックすることで，最も効果的な

運購が羅能となる。、特に役所では，撞灘暫が頻繁に交

代することから，あらためて魑強し醒す時にも参考に

なる，、いずれ精報公開が当たり醗になったとき，事業

の進め方の記録として，貴重な資料となる，、もちろん，

政治的であったり，承濤1下で進めなくてはならないも

のも承難しているから．可能な限鯵と申し監急げる」と。
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5－2　蒸ラボふくしま20肪の公縫審査

　縢縣年5髭賢5鄭二2§鱗年度σ）実績報告会と瞬時に

鱒縣年度の説明会が行われた．「ふくしま協働のまち

づくり事業補鋤金交緯要綱3は変更ないが，薩年度の

反省を踏まえて「決定を受けた鐡体と聡係辮管部署と

の二次協議涯が補勘金交付申請季顯に挿入された。前

掲表4にみられるように，鋳年度では「協働の形態」

はあったものの，「鶴働の効渠」は空欄とならざるを

得ない状溌，つま辱どのような鴇働が実質的に進めら

れたのかがはっきりしない事業があった。これは傷魯

募事業において協働とはどのような内容を持っている

のか盛が必ずしも慧識されていない繕募が少なからず

みられたことの籏映であり，次年度の公雛審査のあり

方として課題が残った。

　2§縣年度には24件の応募があった。公麗審査に臨ん

だのは22件であ翰，結果は表5の欝件が採絹された。

審査委鬢長からの講評によれば，公綴審査に臨んだ22

件は協働についての考え方が麟年度よりしっかりして

きていること，プレゼンテーション能力が暗闘麟穣の

厳守を含めて著しく向、1二していることなど，いずれも

難かな内容を持つものとなった．今後6）課題として，

①この公鰻審査会を毒観想体問がコラボする機会とし

てほしいこと，及び②事業の熟度鍵及び分野園の区分

が必要となってきていること，などがあげられた。

　①については，NP（）法人は設立の縫的や活動の分

野が異なると，全編次元での分野購交流はあるもの

の，地域での異なった輿的をもつ醤PO法人グ）交流の

場は，意外と設置されていない。地域づくりを布銭鶏

鱒型で進めるにあたっては，斎疑灘の鋭要な覆い手と

しての舞P（）法人が地域次元で経験交流・意見交換が

必要である。纒えば轟轟県載鐸PGネットはそうした

貴重な「場」となっている。

6．おわ琴に

　まちづくりにおける「公」と軒私達とのあり方がこ

こ数年大きく変化してきた．ヂ公」の変化は民営化や

地方分権建，財政開題を背景として，行政の役麟や守

備籔呈露の発直しに端を発した。「私3においても求め

られる豊かさが，高齢・高学歴娃会のもとで「もの並

からrこころ」へと変化してきた。そしてインターネッ

ト・POS等の嬉幸覆技衛革命や薮神淡諮大震災を契機

としたNP（）法の誕生，説明責任を求める精報公調法

の凝定等によって，経済椎会システムの展開機軸が僕

給サイドから需要サイドヘと転換してきた。こうした

経済嫉会システムの転換は，公私関係を騨韓結ぶ「共」

のあり方にも変化をもたらし，ここから燐等・平等の

役割分担と成果・責任の共有・行動を基盤とする「公

と私涯との新たな「臨働まの構築が要請された。

　編島毒では羨長が交代したこともあり，2暮競年度

から「市民鰯働型まちづくり」に取り縛んだ。第i段

隣（2§§2年度／は毒渓鴇働型まちづくり懇談会を発

表5　2G◎5年度ふくしま協騰のまちづく鞭事業採択事業

採絹された事業 活銚タイト篤

溝P（〉法人1二湯濃漿観光まちづくり協議会 籏なかク琴一ンボヅクス設置蓼業

ふるさとの鱗・蔑辮づく舞鶴議会 荒鱗流域の露然環境の保護と保全整騰事業

轟轟潔生瀬学習アドバイザー蔵方蔀会 穣鵜轟輪舞の生活披講支援講療

鍵i域活雛、化プロジェケトチームS混真夏譲 金谷舞1駅繭花纏えフPロジェクト

藏鶴露地薮を考える余

熱磐窪宅鑓地における協騰の罫公共空1醸づく瞬こ
i舞けたまちづくり活麟一蓬莱羅縫1二おける睾1もむ縫i設

の醤縷説を中心に

（勧姦霧曝建築設計協会難麓支部壽年部 地震災霧1二羅する謹まいと街の安全

福酷毒欝大鵬会
儲轟毒災害時要援護毒紡災蕎勇マニュア珍の点字級
及び跨声簸σ）偉疲

飯鍍が部長餐懲捧凝結協議会 EMによる磯境づくり、まちづくり

ふくしま女鮭企業購甕会 農業との共生事業「餓前教室承ります≦

ふくしま薙案内人 ふくしま花案内入養成講癌

資料：ふくしま霧鐘蟄のまちづく陰毛藝業審糞委嚢会による
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足させ，1編綴1型のまちづくり振鉾を策定することで

あった。指針策定にあたっての特徴は，第玉に懇談会

委費の半数が一一般公募によって選ばれ，委員の構成に

は年齢劉や性斑，職業購でも多様性が確保された。第

2は市役所庁内公募；で選出された常職嚢も肩書きをは

ずして参擁した、、第3はワークショップを軸にそれぞ

れσ）特性や轄蘇醗を生かした意見交換が鴛われた。第

4に定擁の懇談会だけでなく，境栽理解を深めるため

に蕪初予定していなかった自主的な学習会をも行い，

事前の斑購蕎ち合わせも頻繁に聡催された。，第5に提

欝欝1いっしょにやつべない1の作成は．シンクタン

クの支援を受けながらも，懇談会委輿が文欝からレイ

アウトに至るまですべて委嚢嶽身が行った、，珪ぎ役所は

この「提議講」を受けて，ほぼ繕内容の「編島南脇働

のまちづくり推進指針」を策定したのである。

　第2段階（2§総年度）は薪ふくしま鶴働のまちづ

く無毒疑推進会議」を立ち長二げ，「指針」を市役所職

鑓の新手弓1書」となる「年譜幾協働垂の事業とするた

めの提案書」として糞体化することであった。ここで

の特徴は，第iに市民蕩髄が行政によってお膳、莚てさ

れた「毒鍵参撫」であってはならず，企癬の「事鋳の

事前」段繕から対等平等の関係で進めていく必要があ

ることが，第2にしかもそれをチェヅクシートで確認

して進めていく必要があることが，2つのモデルプラ

ンの検討を壷青させて，具体的に提案されたことであ

る。これは懲島薦の「ふくしま型ぎ市民鵜鱒墨の事業

とするための推進要綴ま（経年4庸に結実した。

　第3段階（2魯艇～絡年度〉は「市民協働璽jプロ

ジェクトの実施であり，市残金麟提案墾事業としての

「こらぽ・、峯くしま事業（ふくしま協働のまちづくり

事業）盛，情鞭興奮を推進する「ピーネットふくしま

（市餐電・子会議室〉」の潔譲1運営，鰯働型まちづくりの

人材奮成に晦けた「毒野鶏触まちづくり楽校」など3

つのプ鷺ジェクトが市民協働型として実施された。第

3段濃はなお進有中であるので，結果的意味での評懸

を行うことは鱗難であるが，こらぽ・ふくしま事業へ

の応募は増撫しており，事業のなかで義民鵜麟型まち

づくりへの運解は前進しつつある，、ただし企露公募型

事業であることからなかなか実績を聾しづらい萌1芽的

取縫をどのように詳晒するのかといった課題は残され

ている。電子会議室は3つのテーマを決め意発を求

め，電子会議室のあ1り方，まちなか広場の灘浜幣，ゴ

ミヘの対処方法など多くの書き込みがあった，そのう

ち有益と評鱗された書き込みについては設置者として

の市役所にきちんと受け生めて欲しいとの意見をつけ

て報告した、、この設置煮への報告がどのように生かさ

れるかは今後の課題となっている。まちづくり楽校1ま．

「鶴働の芽盛を育てることに駿的をおき，20艇年度に

はテーマを決めて講義とフィールドワークとを緩み合

わせて6麟雛講され，婚人が参縅した。修r者達が

懲島駅近くに立地する藪貨店「さくら野」の聚篠後の

奉1活騨郵こかか才）るワークショップを隣聾鬱したことは．

短期的な成果としても評懸できる．

　以k，ふくしま市疑協働型まちづくりは事業建とし

ての第3段畿まで来ており，　一定の成果が議ている。

こうしたことを踏まえて2§§6年度にはチェックとし

ての第4段階を遼えることになる。今後の課題は，甫

役所によって実施される事業においてこうした義援鶴

鱗璽まちづくりの取り緩みがどの程度の広がりを熨せ

ているか，毒役醗職鍵の協働意識がどのように深まっ

ているのか，毒民に脇艪型まちづくりの考え方がどの

ように広がっているのか，などを綾証することにある。

ただし毒渓鵜働型まちづくりの評懸については，「い

かなる事業を」，「鱈のために」，「誰が」，「どのように」

行うのかといった多元的な擾点と，「ニーズとしての

必要レベル」，「役麟分担としての協働レベル」，「満足

度レベル」といった多段購的な擬点から行われること

が想定されている，こうした多元的かつ多段隣的な評

懸が毒残協働型まちづくりの今後の展騰にいかなる影

響をもたらすのかについて涯税して行きたい。

（謝辞等〉

　本稿は，本文でも述べたが，2§§2年度の「ふくし

ま市民脇欝型まちづくり懇談会」，2蓼倉3年度以降の「ふ

くしま協働のまちづくり市民推進会議達での鶴島毒提

とダ餅隻解職最とによる議論と実践の努力と汗の結轟を

再整理したものである．この取り緩みに筆者はアドバ

イザー・議長・鰻筒等として参饑したが，この取り績

みはなお進行中であり，本稿は纒人的な立場からの申

開的な雍己点鹸を試みたという意妹をも持つ。そのた

め分析や評繕に編むや不一十分さが残ることは避けられ

ず，その責は筆者にある、

　本稿が評懸されるとすれば，現在も市幾繍働型事業

に積癒的にかかわり，かつ運営に携わっている佐藤虞

沙子・二隣堂徳雄さんらをはじめとする毒浸推進会議

のメンバーの努力に対してであることを強調しておき

たい。こうした機会を提供していただいた瀬戸孝則市

長・黒澤勝利元総務部長をはじめとする福島市役駈企

麟政策課の方々，特に事務局として活勇を頻り強く支

えてきた後藤真理・清野一一浩さんに感謝したい。、また
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ふくしま毒野鶏欝墾まちづく1りの態1灘と課題 髄馨7）

エンドレスのワークショップを牽引してくれた星響雅

fさん（環白海蘿役解職藝蔀を始めとするシンクタン

グふくしまの醗甕曇の方々にも感謝したい。

　本稿を取りまとめるにあたっては．ξ棄本学衛振興会

科学醗1究費基盤（C〉「地方都珪葬事事心市街鍵鍍こおける

欝）0活聾の経済的波及効果に関する概究」（平成騰～

亙7年度）（課題番号：穏53艇74，代表者：lll瞬充夫〉

の一部を活離した、，また本報告の骨子は，経済地連学

会中離支部2蓼05年2弄賢郵1会（於：蛙率藩）において

発表した。
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　薩，2巷経年9髭1，

6　神秘によれば，協働羅念は人調存在の根源にかかわ

　る概念であり，それが登場するのは「労欝を含む活麟

　が分離された現実」グ）もとにおいてである。それは紘

　会的器係の基礎的な紐帯であ1り．人聞の諸欲求を充足

　する生活様式を保障するものであるという、これは新

　しい時代における「公莫姓」の趨隻的基盤として擢握

　される，、（麟繍書酸文「鍵｝域における生活と労麟のネッ

　トワーク」壼灘東・蔦纈・綿種縮縫疆域ノレネッサンスと

　ネットワーク遥ミネルヴァ翻芳，鱒編年3辮

7　ふくしま毒民協働型まちづく1り懇談会ζ握誘書一

　いっしょにやつぺない！1，やっつおい！！一舞春総年簸野駆

8　由購充夫「市民協鐡型まちづくり一嶽島毒での経験

　から一」経済地理学会享経済地礫学年鞭悉第欝巻筆2

　警，2§鱗年，β．98，

9　地域纏は，麗象的には市浅ニーズの蓬として擢握で

　きるので，この潅民ニーズの差を解明することで，構

　造的箆i握が薄能となる。

欝　「脇鱗のまちづくりとは，住民の自己決定．

　長に基づき地域社会の持続的で綴牲的な条件づく1りを

　行うことをめざして，住疑が主捧となった行政や企業

　との鵠饒」）仕緩みによって地域づくりを実践していく

　取り緩みである遥（嚢．2§6／（蒲韓　資「地方蕎財政の

　構造改革とず主僕1携治3浮葉・蔦ll軒轡噛童舞萎望羅婁域ノしネヅ

　サンスとネットワーク圭ミネ馬ヴァ講携，2§§5年3勝

藍　ζ海鹿新報邊2§02年i員22縫馨。

鷺　第i駿懇談会資料（鎗§2年61三稔§鋤。

鷺　夢藩鋳南甫民慧織講査結果垂が欝欝年凄絶に公表さ

　れている。こσ）舞寺に1ま段畿域ボランティアの膏成・支1

　援漂動．鬢茎｝（》との連携を推進する」という選書餐駿は

　なかった．

慧瞬奮絹1郎蓼続発想法蓮中実公論社，緯8峨年。

欝　会議を運営する灘からすれば．義民推進会議に懇談

　会メンノ竃一を至貴弓1き継ぐことの方が議論グ）効率｛窪が

　良いのだが，脇線型まちづく葦）の擬い手を継続的に創

　議していくことも青髭推進会議の役麟でもあることか

　ら，公葬委鑓の約半数グ）入れ替えが行われた、、1卒業」

　した懇談会委員は．その協触の考え露を普及していく

　ために，麹の験離会議や委嚢全等に参擁していくこと

　になった．縫方．新たな公募委嚢を受け入れることで、

　継続委嚢にとっても，改めて協鶴とは簿か，霞分たち

　が議論してきたことが本’繁二脇欝だったグ）か，などを

　考える契機ともなった。

i6　　編轟講協鐡のまちづくり庁内推進委員会繍蓼難民と

　の脇艪事業講奄（｝盤溝結果墨織島毒総務藻企燐酸策

　課，騰03年7舞。

　　橿轟蒔道跳整備懇談会の事業はギ糠島叢叢井田・成

　矯・大森地縫において．■一般縫遵玉3馨線編島西連跳（i

　．玉『嚢薮／が魅む的な連絡として濡繕され．地域と道

　路が一抹となった住み良い環境をつくるための綾里馨を

　行い，その雲理と推進を図ることを騒的」としていた，

　事業の内容としては．⑦通学跳の安全確保，②道路遊

　体地の利酒矯，③茜遜譲の鰻観（歩道・植栽等のデザ

　イン／，確）篠政と｛主蔑の殺害軽分甚墨（維季寺管理の分葦葺，

　などを懇談会で験試して霞遵捻弩線懸轟海道絡の設癒

　に反硬しることにあった。この事業そのものは麟の直

　轄事業であるので，費昇1は瞬が負撫した。脇艪という

　醗点からは（影が蓄象縫される．ただしこ：の懇談会は茜選

　路の是葬を換離するものではなく，麟道臨整備を薩提

　としたオープンハウスや各瞬内会でのワークショップ

　ヘの参鰭という次元にとどまった。参撫した委翼の橋

工7
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鰯総／ 馨葬差毒i大’鉾多崔域奪1造　 第i7巻　 第2奮i｝　2（》（》6．2

　議不建や事務局（1鋤の準備下尾という開題はあった

　にもかかわらず，「事業講購のプ狐セスを通して謙題

　や開題を理解し，住民の意思が群雨に反験することで，

　遵諮への愛着が生まれ，住民難らが維持管理活動を蒼

　う」という効果があった。

鰺　ふくしま脇鐵のまちづく鯵市長推進会議ヂ市長への

　提案書提鐵及び懇談会の記録」鱒§3年鎗醤欝欝での委

　舞やWG員の発議から一部修正して引綿，

欝　藏揚漣i8／でのWG員の発露から一一藻修歪して畷欝．

鴻　協働の手懸書は，事麟，途中，事後の一三二三段賠に分け

　て検討が進められた。しかし験討が進む中で，事蔚と

　いっても舞政灘の企癬書ができあがった時点からの鐵

　発では，行政がお膳宣した「市民参撫蓬であって，第

　一・楽章の主題としてのヂ市民脇艪」にはなりえないと

　の疑聡が出された。事業が「覆践協餓」であるために

　は，「事離の事前」の段獲が必要であり，この検討に

　かなりのエネルギーが投入された。勝徽　唇。→

　C癖盈→Ac老麺難という4段繕のなかで，Pl鍛段隣が

　大きなボリュームをしめることになったのは，こうし

　たことを反駁している。まちづくりの「企麟構想プ録

　が脇簿を媒介とした時空闘の遺程として構築され，表

　現されたと叢ってもよかろう。，

璽　瞬t二でのWG員の発艦から，，

22　ふくしま脇欝のまちづくり瀧民推進会議聾甫渓協

　欝」の事業とするための提案書一群やつぺないっ！”

　から“やつてっつおい！慧2§総年珍弄登6程1。

23　ふくしま協饒のまちづくり市民推進会議・支援分科

　会「会議録薩（経年6界葦憩鋤。

塞騒人を含めるべきではないが，数人の支援者がいれ

　ば検討しても良いという奮発を受けている（経年6舞

　鰺霧事務溺メモ〉。

25　越象とする活動については，分野を決めてしまうと

　霞由な癒募ができなくなってしまうので．できるだけ

　縣広く捉えるべきといった議論を受けている。

26　橿島薦内にはまちづく1り餐POが十分に育っていな

　いが，鰯働の構手究としてのN釈）の選定方法につい

　ては、小懸切康彦・浦疲純子ギ金聾公募型事業の委託

　プロセスにおける意思決定要欝一大阪府を事灘として

　一」蔭本構P（）学会ぎノンプロフィット・レビューま

　第5巻第i号，尊3－55，2§縣年6月，が参考となる。

27　「ふくしま協働のまちづくり事業」）流れ」（平成藩年

　度ふくしま脇艪グ）まちづくり南渓推進会議《第2麟》

　資料〉2癖経年7選9欝。

器　ふくしま協鱗のまちづくり織民電子会議室秘一

　ネットふくしま至実施要譲（2§鱗年6爵舞の第i条
　（藝櫓／。

2§　ふくしま協麟のまちづくり市買推進会議（第i瞬潅

　民会議汀（糧秣／協働のまちづくむ毒民電子会議室（素

　案肩（欝添資料／，騰雛年6舞3巨．夢．i。以下，引

　題文は瞬ページ．，

3（）　　1擁妾二〔、

駁　ユーザー登録に臠しては，フリーメール登録と家族

　登録，小・中学生登録などが議餓となった，）フ琴一メー

　蔦については簡単に羅霧できるというメ至ナットととも

　にトラブル欝欝癒の難しさというデメ蕃卦ソi・が指摘さ

　れた。いずれにしてもフ1ナーメール登録を不饗にする

　と欝き込みがなくなっても繕るので，書き込み状溌を

　発ながら輝晒するとされた。家族登録についてはアド

　レスを其濡する場合が多いことから，複数登録は3件

　までとした。小・中学生の登録については，保護蓄の

　購意を求めることとした。（ふくしま協饒のまちづく

　り市民推進会議・運営分科会②会議録．2倉鱗年6月

　22鋤
32　これに醸しては，会議室内の議譲を「まとめるゴこ

　とはできない。客観的な立場から薪整理暮するにとど

　めるべきであり，必要があれば，運営委員会としてコ

　メントを添える程度でよいのではないか，との意発が

　段～さ才tた　（馨董ま二2鷹32／。

33　2次元バーコードの・一種で，この中にいろいろな椿

　報を詰め込むことができ，逐年雑誌等で多編途に活編

　されている。

34　e一ネットふくしま運営委員会事務局纒島叢脇簿

　のまちづくり市民電子会議〈e一ネットふくしま〉運

　鴬委員会報告誉〔第玉麟藁擁鶏毒総務部企ll蚕政策課，

　2§総年7　鰐12膿（墾鞠ゾ／ww澤厚．cl弩．鯨琶s難融a．

　多血s襲職．1夢／琶囎t／麟擁s琶ノ競一i．舞糠1〉．

35　こうした鶴醗が奉格的に成立するため1こ1ま，E達本に

　おける「公と私3関係の転換が麟られなければならな

　い（種々木毅・金泰轟縮細水における公と私選東京

　大学綴版会．鴻懸年1月／。

3§　この楽校の企麟・運営には橿編大学行政投会学藻の

　今西一一男跡教授が懲鶏毒総合企醸アドバイザーとして

　かかわっている。

37　第i麟は入学式である。

38　毒民脇艪型まちづく鞭としては，飽に「新市庁舎に

　おける市費科絹施設検認委員会」や「瀧民活活動サ

　ポートセンター」などがある。
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