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I はじめに

近年人口減少や少子高齢化，市町村合併による地域コ

ミュニティの相互扶助精神の希薄化など農村をとりまく

状況が刻々と変化している。それに伴い市民の公共サー

ピ、スへのニーズは多様化しこれまでの行政が行ってきた

公平均一的なサービスの提供では対応することが国難な

状況になってきている。そのようなJ:tNPO等を中心と

した新しい公共の担い手を支援し行政との連携協働を促

進する動きが全国的に観られ 1) 千葉県でも両様の取り

組みがみられる 2)iU)。平成 18年に 7町村が合併して出

来たi菊房総市は，町村合併で低下した公共サービスの一

部を行政と市民または市民間士の協働によって改善しよ

うとこれまで取り組みを行ってきた。しかし一方では!日

7町村間の歴史的文化的背景や協働に対する市民・市役

所職員間の認識の違いによって，協働を市域全体へ一律

公平に推進するのは顕難であろうとされるなど，地域の

実情に応じた市民と行政の関係づくりや協働支援の方策

等が諜題とされてきた。

市民活動推進に関する既柱研究では，近年市民協働・

住民自治に関連した市民と行政の関係性に関する研究が

多分野で進められている。例えば都市計画分野では大石

ら3)の自治体の施策毎に市民と行政の関係伎を解明し，

市民と行政の役割分担について整理した研究がある。ま

た市民活動推進における NPO等と行政の協織の視点、から

問中 4) は，市民参画の場のデザインの在り方を検証し，

地域特性に合った場の運営支援や協議体の成熟段階に応

じた行政支援の重要性を指摘している。一方農村計画分

野では地縁系の住民自治組織支援における地縁組織と行

政との協働の視点から中塚ら 5)によって，集落単位の既

存組織と地域課題のミスマッチの実情を明らかにし，小

学区の自治組織再繍と新たな地域経営体の組織化等の支

援の必要性を説いた研究もある。このように既柱の協働

支援分野の学術的知見は挙後的評価から導き出されてき

たものが多くなる一方で、，地域の実状等(例えばまちづ

くり活動の実態や協働に対する市民・市役所職員聞の認

識差など)に基づく協働支譲にむけた知見も意義深し州

2)。これらの知見は南房総市のように協働推進の専門部

署による協働の指針づくりや施策の設計運用で市民と行

政の役割等を設定する際においても有益な示唆を与えこ

とが期待され，今後更なる知見の蓄積が必要と考える。

そこで本研究では，協働の推進を最優先事項としてき

た千葉県南房総市を調査対象地とし，1)市民と市役所

職員の協働のまちづくりに対する参加実態や現状認、識の

相違を捉え，協働推進における課題を明らかにする。さ

らに 2)地域の協働推進体制の強化につながる地域づく

り協議会への市民の参加意向や協働のまちづくりへの参

画要件を属性的な婆西と併せて分析することで，今後の

協働推進方策の方向性を示す。以上 2点を問的とする。

直 研究の方法

1.南欝総市の地域特性と協働のまちづくりの取り組み概要

千葉県南房総市は，房総半島の南端に位龍し，首都圏

から 100km盟 2時間程度の時間距離にある。平成 18

表 1 人口・世帯・過疎化状況表
Tablel Population，homo，ando depopulation situation table 

①人口 ②I!t{!f数 ③Il!tl在
④人口取

日I6吉5良線i齢以化ヰ
活動⑥防Ni4P42O数号事(餓)

2当たりの

地区名
{人) (戸)

人民(人)
fmネ(%) 以上溺 ?、;円。 そ{※の他

企('1 法人 ) 

富 j議 5，451 1，841 2.9 ム4.18 34.1 2 7 
釜山 5，751 2，024 2.8 ム5.25 35.9 。 6 

三7i 4，656 1，383 3.3 ム1.85 31.4 l 6 
丸山 5，440 1，792 3.0 ム5.83 35.6 2 15 
千倉 12，381 4，488 2.7 ム5.92 37.1 5 16 
白浜 5，589 2，145 2.6 ム7.29 41.0 l 10 
和田 5，495 1，860 2.9 ム3.32 37.5 3 20 

;菊房総市
44，763 15，533 2.8 ム5.07 36.3 14 80 

(総計)
※データ(j)~③ i軒泌総市殺到判部締結推進主義「片HJi総 rli統計数(初定級)J 平成22年強刊

'"ヂータ⑥ I桂泌総dirみんみんネットJ(h24.5) ，千葉~HNPO・ボラJティア情報ネットJ (h24.5) 
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表 2 南房総市における協働のまちづくりの変遷
T'able2 community planning by ∞llaboration in Minamibousou city 

都度 i 行政側の変遷(行政主導による実施事業/行政悼の協畿に関する躍1緩体制 市民側の変遷{行政の市民活動主援/市民l!討の協働に隠する軒1機体制)

-20051 地方分権一括法Jの施行、千葉県がf合併推進要請奇」を発表(2000)，r合併新法Jの飽if(2005)
2006 1 滋泌総市の発足(安房IlIIld，lJ町、市浦町、三芳村、白浜際f、千食提r、丸山町、和際費fが合併II協働の祭政綴関・合併後の1日町村i簡の語調整

金i両政策課に市民主高官訪推進グループの設絞・戦略プロジェクト般進室の設立

fi也域がi1!燐して取り組むグリーン・ブルーツーリズム五千然保lr目白ー -

，Ij民活動被進グループから企樹政策グループへ移行 p庁内1協犠搬撃の体勢 11r'l'f&20Ij三度まちづくりチャレンジ事業チャレンジコース五市]
a づくりやFトルづく~E

協働のまちづくり推進指針・男女共同参向機進計i廷の第定 ~I 

[[ヰ土交通i'il

zIi民協徴課へ移行(本m 協閥抗t進室の設{授
. 市減全体

T'-)&22年1)[地域jJを ffむモデル事~J/rNPO設立支援事業J[ il1l !への事梁展関

・・・ー・一一-一一一一価輔副-----------耐帽帽網---・一一一一-.l.品叫曜品晶..!

年 3月に富浦町，富山町，三芳村，白浜長，千倉町，丸

山町，和田町の 7町村が合併し新しく南房総市となる(国

1 )。人口は表 1 r④人口増加率%Jにあるように全地区

で5年前の値と比べてマイナスになる。全市的にも若年者震

の人口流出に伴う少子高齢化(⑤参照)，核家族化(@参

照)に歯止めがきかない状況である。過蝶地域の指定は，

昭和信年に三芳村，昭和 55年に丸山町，和田町，平成

9年白浜町，平成 12年に富浦町，千倉町がそれぞれ指定

された。財政化指数は千葉県下で最下位。この状況を受

けてこれまで南房総市は行財政改革と市民協働の推進を

最優先事項として取り組みを進めてきた。

南房総市の協働推進の取り組み経緯を行政側と市民側

の担点から整理したのが表 2になる。南房総市の協織の

まちづくりは平成 19年度企画政策謀内に市民活動推進

グループが設置されたことから始まる。以降行政側では

庁内の協働推進の体勢やノレールづくりを進め，平成 20

年度には「南房総市協働のまちづくり推進指針Jを策定

し公開した。市民側では行政支援のもと閣の事業を活用

し，平成 21年度に過諌地域の和田・白浜地臨をモデル

地区とし協働事業の推進体制の組織化にむけた準備が進

められた。まず地域づくりを考える会では，円卓会議方

式で運営を行い活動としては大学等専門家を招いて協働

について学び，ワークショップを通じて地域の課題や資

源を整理し計額策定と協働実践にむけた協議が計8回程

度行われた。白浜ではこの時点で観光・産業振興，環境

美化分野から 4つの自主的な活動グループが誕生し取り

組みが始まっている。またその後両地区では考える会を

母体とした地域づくり協議会準備委員会が設置され協議

会設立にむけて目標や名称，活動計画について週 1自の

頻度で計四回程度の協議がなされた。翌年平成 22年度

には協議会が設立され活動が開始されている。他 S地域

についても同様に平成 22年度から地域づくり協議会設

立にむけた取り組みが始まった。なお今回分析対象とす

る「協働に関するアンケート調査」は平成 21年度の終

盤で協働推進の課題や協働支援の要件を探る主旨で符わ

れたものである。
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表 3 協働の概念整理
Table3 Arrangement of concept of collaboration 

よ員二γ----
協豊島の 1:事業対象範溜

婆葬者の特徴

広域な市民の多様な暮らしのニ-7，'へ対応

新たな発想とハ二トナーシップによる課題解決

社会全体の公主主共主主を前擦とした溺律

f場J 1I探題解決方針

議後の
ための
f資護軍j

書童話動実態

まちづくり徳動

協議会

組現状認識

事業対象

範F喜
場

詳細解方決針

滋窓 IIlj

協議会の襲加

参両空審判

ヒト

組織 ノιトナー関の役苦手J.資伎の対等性確保

資金 公費に頼りすきγよし、ための資金調透

笠墾 社会に対する情報の公開と共有

表4 アンケート調査項目

Table4 Questionnaire surey items 

或I:Jno 内容 援対象サンフ・ル ili!主トゲー十市役所総!l

[i苫QJ) まちづくり民動(一段}への参加の限度

i問Q2) 地域づくり協議会への参加実務{重参加しているか符か)

項目 no 内容 援対象サンフ・JY: ifi民トタに+市役所験t.¥

UZ議QJJ，1i全体--:UH客か
ヒト I認識Q3Jコ叩テイネω タベ調教役)由記、盛性

資 組織 l認識Q4)ハートナーとの対等性

主事 資金 l認識Q5)資金総i童d、の与え
i認識Q2J均等か選択か

t宵綴 l認議Q6)外!;i]きなコミコニケーJヨン.U:議室

項目 no. 内容 ※対象サンア・ルマ rli!止リヲ'一

[.l!:、Ql)今後における民主ナ或づくり協議会への奉加立件1(参加したも、かどうか)

[.l!:Q2) 協織のまちづくりの為に必要なこと(協働のF場jベf資問、JIこっL、亡)

2.調査・解析方法

本研究では， i有房総市が定義する「協働Jit 3) を，恵

国ら 7)の地域社会における互助関係を捉える視点(ヒ

ト・カネ・組織・情報・モノ(場))を参考に各構造要素

に分解した(表 3)。各構造要素の特徴は，南房総子行協働

のまちづくり推進指針で示されている協働の基本原則

(例えば対等性，自主自立性，情報公開ほか)の内容や

市役所担当課の職員・協働事業に取り組む市民(地域づ

くりを考える会等)へのヒヤリングから抽出した協働で

大切とされた要素の特徴を著者らが仮説的に整理したも

のである。協働の構造要素に対応させて設定した調査項

障は表4の通りである。なお調査対象とした市民は自治

区区長，市民活動自体代表者等法4) でまちづくりに取り

組む地域の団体組織の代表者であり，本研究では f市民

リーダー」とした。調査は平成 21年末~平成 22年 1月

に行われ，回収率は 88% (回収 523/配布 593)，有効票

数は市民リーダ…で 173票，市役所職員で 350索であっ

た。属性別のサンプル概要を表 5に記す。

データ分析にあたってはまず市民リーダーか市役所職

員か，協働のまちづくりの先行地域(和田白浜)か発展途



上地域か(その他 5地域)か，といった属性問士の組み合

わせによって 4つの類型を設定している(函1)。その上

で協働のまちづくりに対する現状認識特性を各類型聞の

相違から捉えたit5)。また市民リーダーの協働のまちづ

くりに対する参加意向の特性は属性別の指向を明らかに

し，属性的要閣を数量化n類や独立性の検定によって検

証したうえで捉える。

麗.市民リーダー・市役所職員における協働

のまちづくりへの参加概要

市民リーダー・市役所職員の協働のまちづくりへの参

加実態について明らかにするべく，アンケート調査を通

じて fまちづくりへの参加状況j と f地域づくり協議会

への参加の有無」の実態を調べた(関 2，表 6)。まず

鴎 2のまちづくりへの参加状況を観ると，市民リーダー

は「積機的に参加している」が 50免~60免と市役所職員を

大きく上回り，地区別でみると「和田・白浜地区j でよ

り積極的であった。表 6の地域づくり協議会への参加の

有無の実態をみても和田・白浜の市民リーダーは f既に

参加しているJが 32人で全体の 8割におよぶ。さらに，

協議会へ参加している市民リーダーの属性をみると男

性が 70%，自営業・無職・農林漁業者が 90誌を占め，居

住歴が 30年以上で 60誌となる特性が明らかなり，このこ

とからも当集団には「地域づくり協議会準備会J構成員

が多く含まれていることが予想された。

IV. 主体開・地域開における協働のまちづく

りに対する現状認識の相違

本主主では協働のまちづくりに関する主体間・地域聞の

現状認識について考察する。分析はまず協働主体の 4類

型別の現状認識(%)の統計的な有意差を独立性の検定

で検証する技5) (結果は国 3 [認識 Ql]~ [認識 Q6]中

「独立性の検定欄J，*印は関連の有無を示し，数値はク

ラマー係数で関連の高さを示す)。その上で協働の場や資

源に関する認識結果を4類型毎に整還し(悶 3中横榛グ

ラフ)，共通認識や認識差を分析し特徴を捉える。

1.協働!こ対する全類型の共通認識

図3中の独立性の検定結果を観ると{認識 Q3][認識

Q6]に対する認識は類型開の認識に統計的な有意差が確

認されなかった。それを踏まえると全類型共通の認識と

しては約 7割以上が協働事業推進する際に関係者間の調

整役が必要と考え，現行の行政区・集落毎の意思決定機

能の及ぶ範圏の限界を認識している(図 3 【認識 Q3])。

表 5 アンケート回答者概要
Table5 Outline of questionnaire respondent 

全体

その他5地区 和回白浜

i¥!髭 {①市民リグー i 【<2Ji¥!!悪リゲ叩 ~ 

リゅー(その他5地区)]1(鞄ID'S浜)J
(n=92) (n芯75) .;.1 A 

l主

ω柑摘録 iω市役所糊tli!
〈その他5縫I&)JI<その依S緑区)] 1'-' 

術役所 (n=247) (n=98) 
凝員

"晶効ザンブ.，故時l(ま:人} 512 92 247 

3-16 77 154 53 62 
I;:.r 166 15 9:1 22 36 

持代 I 5;・4600i代t 
:176 17 243 232 1195 
88 48 5 

70代~ .19 27 。 ')? 

続"'1摂終点pf.業 50 36 o 14 
n営業 32 11 o 21 o 

揖母国間目寄軍 378 16 248 16 98 
能髄 .j.j 26 。 1お O 

民{UP1 l 1i0O~210249J4A 子 61 3 30 15 13 
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密2 まちづくりへの参加状況
Fig.2 participation frequency to community planning 

2.協働に対する主体関の認識差

図3中，独立性の検定結果が有意で，市民リーダーと

市役所職員との間で大きな認識の傾向差がみられたのは

思 3 [認識 Q2][認識 Q5]である。中でも{認識 Q2]諜

題解決方針に対する認識では，市民リーダー(特に和田・

白浜)が，より「寂れている地域や緊急課題に協働のハ。ワ

ーを集中させて取り組む必婆jがあると強く認識している

一方で，市役所職員(全地区)の約 5回以上が f地域毎

に万遍なく均等に取り組む必要j ありとし両者の認識が

異なる。さらに{認識 Q5]資金に対する認識では市民リ

ーダー(全地区)が f協働を継続させるには行政の補助

金が必要jとするのに対して市役所職員(全地!K)は「補

助金に頼らず自分たちの活動を自立させることが大切j

といった認識差が明確になる。これらの傾向は地域差が

小さく，双方の底流にある認識であることを意味する。

3.協働に対する地域閤の認識差

次に圏 3中独立性の検定結果が f有意」で， rf口閃・

白浜j と fその他 5地区j との問で大きな認識差がみら

れるのは図 3 [認識Ql][認識 Q4]である。{認識 Q1 ] 
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密 3 協働に対する現状認識
Fig.3 R告cognitionto community plannin耳bycollaboration 

事業対象範囲への認識は，関 3 [認識Qll横様グラ7中 1

番高い回答率に注医すると全類裂で，事業対象範盟は

「合併前の!日町村の範閤Jがふさわしいとする認識が際

立つ。ただしその次にふさわしい範囲への認識が地域開

の市民リーダーで異なる。具体的にはその他5地区の市

民リーダーが f自分の住む行政医や集落Jを指向するの

に対して和田・白浜の市民リーダーでは f南房総m全体j

を指向するといった公主主性への認識が高い点で異なる。

さらには[認識 Q4]組織に対する認識で，和田・白浜の

m民リーダーは「行政と市民が対等な立場に立つことが

重要」とし対等性への認識の高さが際立つ。いずれも本

研究で定義づけた質の高い公共サーどスを提供するこ

とに繋がる協働構造要素の特徴(表 3) にそぐう認識で

ある。またその他として{認識 Q2]課題解決方針に対す

る認識では，和田・白浜の市民リーダー・市役所職員と

もにその他 5地区と比べて「寂れている地域等に協働の

ハ。ワーを集中させて取り組む必要Jありとする認識が強か

った。地域差が小さい市役所職員の認識においてこれは

特殊であり，和田・白浜住民特有の危機意識を示す。

V.今後の協働のまちづくりに対する市民

リーダーの意向・要望

1.地域づくり協議会への参加意向

ここでは地域づくり協議会へ既に参加をしているサ

ンプルを除いた市民リーダーを対象とし今後 f地域づく

り協議会へ参加したし、か否か」の意向を分析した。表 7

中左側の表部分は参加意向を属性別に整理した結果であ

る。伺じく表 7中の布側の横棒グラフは参加意向を践的

変数にした数量化n類の解析から生成された属性別のカ

テゴリースコアで，意向への影響の度合いを表現してい

る。表 7左表部の市民リーダーの「協議会へ参加したしリ
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意向をみると全体で 83入 (81%)にも及ぶ。また右側へ

延びる横榛から f女性，自営業・会社員， 30年未満の居

住歴jの属性からの高くて新規な参加ニースーが捉えられた。

2.協働のまちづくりで必要とすること

次に協働の f場j や f資源j に対する要望を協働の場

や資源を示す 8項目(表 8中)への問答(複数回答)と

属性との関連性から分析する。属性別にデータを集計し

た結果と，協働のまちづくりへの参癌要件と属性との独

立性の検定it5)結果を整理したのが表 8になる。

表8をみると最も高かった「協働の場Jに対する要望

は f①さまざまな人々が参画しやすい環境Jで回答率 3

約 30%と高い。次に「②市民が提案できるしくみJr③ 

市民会議など新しい参加の方法Jと続く。属性別に①②

③の要望の高低を表 8中綿掛けから観ると「女性，自

業・会社員， 30年未満の居住歴j 震からの要望が高い。

一方f農林漁業者」からはその要望は低く対照的である。

また表 8中 f協働のための資源Jに対する要望を属性

差の祖点からみる。表 8中独立性の検定において属性問

で有意な認識差があるとされたのは「③行政芭などの今

ある組識を最大限生かすjことで，表 8中回答率から f男

性若しくは農林魚業者jの要望が高い実態が捉えられた。

主， tバ

性別

総 3主

表 7 地域づくり協議会への参加意向

Table7 re弓uirementof participation to 
community planning conference 

全体
協議会，、の参加意向 カフゴリースコア(数録{ヒII績の分折結県)

カテコワー
{人) 参加 参加したく

したい f品、 .1.0 ・0.5 0.5 1.0 

リj性 81 62 19 

主性 22 21 

!良村本政~ 35 24 11 

iJ常業 17 15 2 
;，IHH刑事植民nt. 25 24 

祭殿 26 20 

!~fl 朕 10'1主i萌 5 

10-29'ド 11 

30'1以上 87 19 

iU)数民{ヒII官1による解析の判中J(fJqlれ60ちら

it.:n解折{こは怠向山{j器及び怜う'111.1議1告白/，，)1[肢の設11111こ有効な郎容をわ fルとして}郎、た



表 8 協働のまちづくりへの参画要件
Table8 requirement in community planning by collaboration 

一一一一一一一一 その他 干JlUl
fUl'1 摩書%i 対ftl援

全f!;
5lt!l1ズ -自浜 男性 k位 妻家、工性の 関本水 主役員ー |腕性の '0年来 IO......Z9130'if-以設立性的

後索 。営索開{住職 焦緩
漁年上織:.i:媛検定滋 検定議

1主 ki 有効サンプル数 n= (167) (92 (95 (130) (37) (50) (32) (32) (44) (18) (20) (29) 

ff場D』 時1111や場所、応募M}:;など、さ主ざまな人々が参両しやすい環境音終える。 29，9 54，0 34，5 27.7 29，7 20，0 21.9 28.1 43，2 27，8 25.0 28.7 

② ，!i(/)，it!lgjや '1'染に対し、 rliL，が提案できるしくみをつくる。 18.6 61，3 20.7 17，7 21.6 18.0 28.1 21.9 6.8 22，2 40，0 14，7 0，2U** 

③ さまざまな人が参加l寸る市民会議など、新しい参加の方法を取り入れる9 12，0 30.0 20.7 10.0 13.5 。。 6，3 28.1 6，810.36*** 38，9 10，0 7，0且31*神

I安0係〕1113i止がすべきこと、行政がすべきこと、 t!hJJしてすべきことの役刻分卯ーをはっ

失りえせ?:
53，3 56.2 65，5 53.8 48，6 50，0 56，3 59.4 50，0 38.9 45，0 ss.a 

② dil<lこ総持;o'，に呼び方けながら、参加の機遂を尚める。 34.7 50.0 44，8 29.2 45，9 30.0 31.3 28.1 15，9 33，3 30，0 33.3 

@ 行政iメゐなどの今ある剥i織をJil大限生かす。 26.3 45.5 39.7 30，0 10，8 0.18キキ 40，0 25.0 12.5 22.7 0.23** 16.7 初日 26.4 

@ 主むづくりのut絡を、広報やホームベ…ジなどでわかりやすく伝える。 19，8 54，5 20.7 1且2 13，5 24，0 21.9 6.31 20.5 11.1 20，0 18.6 

⑤ その他 2.4 50.0 5，2 3.1 2.7 4.0 6，3 3，1 。 0，0 。。 3，9 

※j晶、主性の検定 注)J<中の数鋭イ1効サンプル数に対する回答率%
[紋統}クn 係欽('I~J í}!Jで{fJJ:とされたも0，")1>) (判別J*本ホイi.{J:Ad終1%でmJiMあり 1** "'1f.i!:水準5%で関連あり IE)総務け:;}磁性録的問答率の長をも，fliい鑓所を示寸

VI.考察

1.協働推進!こおける課題

本研究は千葉県南房総市の市民リーダーと市役所職員

安対象とし，協働のまちづくりに対する現状認識の栂違

から特性を捉え協働推進のための課題を幾っか抽出する

に至った。主な内容をまとめると以下の通りである。

1)市民リーダー・市役所職員は共通して，協働の事業

対象範閉として相応しいのは行政鹿・集落IKを超えた113

町村や市全体とし，協働事業で解決するべき地域課題を

広域的に挺える傾向があった(図 3)。それに伴って全類

型の 7割以上が協働事業推進にあたっては f関係者間の

調整役Jが必須とし(図的，現行の行政亙・集落毎の意

思決定機能では限界とする認識構造が捉えられた。これ

を考慮すると協働事業の推進の擦は，現行の行政区・集

落毎の意思決定組織と協働課題とのミスマッチが予想、さ

れ，協働推進における行政支援においてはこの点を踏ま

えた地域経営体の組織化支援が諜題と言える。

2)市民リーダーと市役所職員の認識の相違では，協fl!J

事業の諜題解決の場において，協働の資源の f選択と集

中j 指南か「均等J指向かで，また事業資金の調達等で

f行政頼みj か「市民側jの自主自律j かの認識で紹違が

生じやすい。これは夫々の底流にある認識で根深いこと

が予想される。さらに地域聞の認識の相違傾向としては，

和田・白浜の市民リーダー・市役所職員の住民特有の危

機意識を示した f寂れている地域等に協働のハaワーを集中

させて取り組む必婆Jありとする認識があり(密 3)，こ

れは地域の人口減少や高齢化の実情(表1)が反映され

たと考えられる。協働事業の推進にあたっては協働の効

果を高めるうえで市民行政問の棺互理解，意識共有など

が大切である。それと問時に地域の実情に即した協働事

業計画づくり等で市民と行政叙Ijの均等指向等に関する

識羨を如何に克服できるかが課題なってくる。

3) 4つの類型間の認識の相違について，協働者多業の先

行地域である白浜・和田の市民リーダーは，事業対象範

囲の「広域・公益性」や事業主体問の「対等性Jを重ん

じているなど本研究で定義づけた協働への意識が高い。

これは白浜・和田が他地域に先んじて実施してきた「協

働の各種モデル事業J(表 2)や f地域づくりを考える会J

の運営 (II-l)，それに伴う先特的な取り組み(図 2，表

6) による知識・経験の蓄積を反映した結果と考えられ

る。また前記の底流意識と比べると比較的醸成し易い。

よって協働事業の推進にあたっては，公益性・対等性の

認識が協働による地域課題解決において根幹をなす重要

な部分であることからも，如何にしてこれらを早い段階

から関係主体構で認識共有していけるかが課題と言える。

2.協働推進にむけた方策の方向性

南第総市の市民リーダーを対象とし，地域づくり協議

会への市民の参加意向や協働のまちづくりへの参瞬主要件

を属性的な婆菌と併せて分析し特性を捉え，そこから協

働推進方策に参考となるような知見を幾っか得た。

1)地域づくり協議会への参加意向では参加したしリ

とする市民リーダーは 8割を占め女性，会社員等，

30年未満の居住歴の人Jからの高くて新規な参加ニーズ

を捉えることが出来た。それは協議会に既に参加してい

る市民リーダー(和田・白浜，主に行政が呼びかけた人

達)にみられる f男性，自営業・無職・農林漁業者， 30 

年以上の居住歴j の属性とは異なった新たな層からのニ

ーズと言える。これは協議会等の構成要員や住民参甑の

場のデザインを考えるうえで注障に値する。

2) r居住摩初年未満，女性，会社員等」らは f市民が

提案できるしくみJr市民会議など新しい参加の方法j等

まちづくりへの新たな参画法への要望が高い。他方でf男

性もしくは農業者Jはそれを要望せず f行政区などの今

ある組織を最大限生かすj 指向にあり対極的な構臨が捉

えられた。このことは多様な主体の参闘の場やしくみづ

くり，協働推進の体勢づくりを検討する上で意義深い。
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Vll.おわりに

以上の知見をもとに協働事業推進のための方策をまと

めると以下の通りである。

①市民リ}ダーと市役所職員の協働の概念に対する認

識をと共有する f環境整備」と各々の認識を醸成する「人

材育成」への対策が重要と考えられる

その為の一つの環境づくりとしては，先行的に和田・

白浜地区で実施してきた rI日町村j 単位の協議会等で地

域の課題認識を共有し限られた資源を活かして協働事業

を検討する場づくりなどが考えられる。それは結果とし

て各主体聞での棺互の交流と理解，認識共有を促がし，

同時に相方の意識改革につがなると思われる。

②多様な主体による協働のまちづくりへの市民参画の

機会拡充への対策が必要と考えられる

新たに市民が提案し・参闘できるしくみへの対策が必要

である。多様な主体が地域の公益活動や住民自治へ参画

することは多様な地域ニーズへの対応機能を高める。ま

た各地区単位でその仕組みを運用し継続させる為にも地

域づくり協議会等新たな協働推進体制の確立にむけた支

援が重要になってくる。タiJえば構成員を決める際には多

様性を重携しただけの女性・会社員・移住者等が参画で

きる環境づくりを促すだけでなく，地域の意志決定機能

を有する地縁型の組織機関との利害関係を調整し活かし

合意形成を留って行くような協働支援も重要であろう。

注

注1)千葉県では平成 21年時点、で56市町村の 84%がf総

合計画等に市民との協働を位置づけているjとし 1) 

協働の条例指針の策定状況からは 14語体 (25引が

「指針または条例のどちらか一方を策定jする等今

後における各市町村の協働の拡がりが考えられた。

注 2)例えば小野ら 6) は環境基本計画を協働型の計画策

定7
0

時スにおいて市民と行政職員との経験差・意識

差への課題や克服の重要性を指摘している。

注 3)協働のまちづくり推進指針 1)における協働とは「住

んでいて良かったと思、えるまちを実現するために

目標を共有し市民と市民がまたは市民と行政が，対

等な立場で主体性と自発性のもとに責任と役割を

分按し，お互いの特性や能力を持ち寄って連携協力

して取り組むこと j である。

注 4)調査対象とした市民リーダーは， 117自治区区長，

和田， 白浜地域づくり協議会準備委員会メンハij;"

Pティ7セント登鎌田体代表，過年度におけるチャレンシ、、

業採択団体代表(NPO等)である。

注目市民・市役所職員の居住地男IJの分析を試みたのは，

協働の認、識が!日町村局IJの過諜化，高齢化の実情やま

ちづくりへの取り組み実態が反映されたものにな

るか密かその傾向を捉えようとした為である。
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Summary: The purpose of my study is intended for citizens and Public officials in Minami-Bousou city， analyze the characteristics 

of intensions and awareness of Community Planning with Collaboration， search a task for social enterprises. The differences in 

Consciousness are investigated by cross-analysis of questionnaire-date in Collaboration Consciousness of citizens and Public 

officials. As a result， we found the following. 1) The citizens and Public official of 70% and more have anxieties for coordinators 

in social enterprises. 2) The citizens and Public official's understanding ofCollaboration resources"area" "human""money"tend to 

have different 樹 itude. 3) The citize出 intentionof participation to conference with community planning occupies 80%. 

Keywords:まちづくり (CommunityPlanning)，市民参加(Citizen Participation)，協働 (Collaboration)
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