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１．はじめに
1.1 背景
• 北上市自治基本条例の理念に基づく、
北上市まちづくり協働推進条例

「市民、市民活動団体、事業所及び市長等が協働できる体制を
構築するための基本的事項及び仕組みを定め、自主的なまちづく
り活動の意義について、互いに認識し合い、まちづくりを協働で推
進する」

• 2011（平成23）年３月『協働手順書』作成

• 『北上市総合計画』（2011年度～2020年度）
「市民の皆さんと計画内容を共有し、連携と協働のもとに、一体と
なって取り組む」
協働のまちづくりの取り組みは、既に10年。
次期『総合計画』に向け、今後を見据えた検証が必要。
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『協働手順書』 2011（平成23）年3月
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1.2 報告
前半：解説 後半：検証の結果（報告）

①解説

北上市における協働事業の「領域」や「事業
手法」「協働による事業実施がふさわしい分
野」等

②検証結果の報告

協働事業の現状と課題について
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1.3 検証の方法
①予備調査

・業務担当課から「協働」を抽出

②一次調査（アンケート調査）

・105事業、回答率69.2％

③二次調査（ヒアリング（聞き取り）調査）

・19事業（担当課、協働相手）
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協働の必要性

地方分権から地方主権へ、まちづくりの意識の変
化、市民や企業の意識の変化

まちづくり主体との協働

「地域コミュニティ団体、市民活動団体、企業、行政
」それぞれへの波及効果や相乗効果

お互いが守るべきルール

①対等性の確立、②自主性の尊重、③相互の理解
、④情報の共有、⑤責任の分担
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２．解説
2.1 北上市における協働の考え方① 2.1 北上市における協働の考え方②

←・・・・・・・・・・協 働（Ｂ～Ｄ）・・・・・・・・・・→
Ａ：市民単独

市民が責任
を持って独自
に行う

Ｂ：市民主導

市民主導の
下で行政が
協力する

Ｃ：双方対等

市民と行政が
連携・協力し
て行う

Ｄ：行政主導

行政主導の
下で市民の
協力で行う

Ｅ：行政単独

行政が責任
を持って独自
に行う

自治会行事
などの独自事
業

補助
事業協力

共催
事業協力
協働型委託

事業協力
協働型委託

協働型指定
管理

アドプト

課税・許認可
生活保護など
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表１ 協働できる「領域」



2.1 北上市における協働の考え方③
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表２ 市が協働事業の事業手法として捉えているもの

手 法 内 容

共 催
その事業の実施にあたり企画又は運営の段階から参加し、協働主催者と
して責任を分担するもの

事業協力
市又は市民活動団体等が主導する事業について、協定などにより役割分
担等を取りきめ、双方が人的、物的、資金的協力を行うもの

アドプト
市民活動団体、地域コミュニティ団体、企業等が公共施設の美化活動や
施設の現状報告を行い、市は保険加入や物品の支給など行う形態

協働型

委 託

市が行うべき事業のうち、市民活動団体、地域コミュニティ団体、企業等の
専門性や先駆性が活かされる事業や将来的に市以外が担うことができる
可能性のある事業で、市が直営で実施するよりも成果が期待できるときに、
事業全部または一部を委ねるもの

協働型

指定管理
公共施設の管理運営について、単に効率的な施設管理だけでなく、施設
活用のためのソフト面での事業実施を含めた（目的とした）指定管理

分野 概要及び事業例
ア．きめ細かな対応が
求められる事業

市民公益活動団体の柔軟性や機敏性を活かして重点
的にサービスを行うことが必要な事業

イ．地域社会との連携
が必要な事業

地域課題を解決するために取り組むことが必要な事
業

ウ．高い専門性が求め
られる事業

市民公益活動団体の持つ特定の分野に関する専門
性やネットワークを活かして取り組むことが有効な事
業

工．計画立案に幅広く
意見が必要な事業

施策について計画立案する場合等その分野における
専門知識やノウハウを持つ団体等の意見を取り込む
ことが有効な事業

オ．多くの人々の参加
が有効な事業

市民活動団体が持つ広いネットワークを十分に活かし、
多くの参加を促す必要のある事業

力．行政が着手したこと
のない先駆的な事業

新たな行政課題に対して知識やノウハウを持ち先行
的に取り組んでいる事業 10

2.1 北上市における協働の考え方④
表３ 協働による事業実施がふさわしい分野

職員が協働を実践する際の留意点

①市民ニーズの把握

②分かりやすい説明

③パートナーとの対話

④柔軟で総合的な力

⑤コーディネート能力の強化

⑥できることから始めて意欲を引き出す
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2.1 北上市における協働の考え方⑤
事業実施のステップ

①内部検討・企画段階

課題・ニーズの把握、目的・目標明確化

事業手段・手法の検討、企画案・予算案

パートナーとの話し合い・協定書作成

②実施段階

事業の実施、進捗確認、情報公開等

③終了・評価段階

協働事業評価、評価の公開、次回への反映
12

2.1 北上市における協働の考え方⑥



2.2 取り組みの概要（2017年度）

協働推進事業

• まちづくり活動・協働推進に向けた相談・企画な
どを行う「市民活動情報センター事業」

• 公募型で地域や団体の活動に補助を行う「市民
公募型協働事業補助金」

• 「地域貢献活動企業の褒賞制度」「協働フォーラ
ム」「市職員の研修」「委員会・審議会の開催」な
ど。

• 市民と行政の協働事業＝105事業。
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３．検証の結果-1
3.1評価の手順
協働事業の第三者評価

市と市民活動団体、事業所等が協働で実施した事業を対象に、協働
の質的向上を図るため、2019年5月～9月に実施。

一次調査 アンケート調査：市の事業担当課及び協働相手対象

調査項目／①費用、②働きかけ、③事業手法、④事業目的、⑤活動
概要、⑥成果概要、⑦事業の性質、⑧役割分担、⑨協働の経過。⑩
事業見直し、⑪特記事項。

「事業準備」「事業実施過程」「事業実施後」について
Ａ評価：仕様書等の実績をあげた場合
Ｓ・ＡＡ評価：仕様以上の実積
Ｂ・Ｃ評価：仕様書以下の実績

二次調査 ヒアリング調査：一次調査の結果より、19事業を抽出
関係する事業担当課及び協働相手対象14

3.2 一次評価の結果①
• 一次調査、対象事業数：105
• １事業に複数の協働相手がある場合を含む、回
答数：延べ326、回収率：69.2％

市の評価結果

• 全体的に、仕様書等に則って事業実施しており
、「Ａ」評価の占有率が高い。

• 検証実施について「Ｂ」評価としている事業が全
体の約1/4を占め、検証実施について課題を感
じていることが読み取れる。
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市側の評価
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協働側の評価
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3.2 一次評価の結果②
協働相手評価結果

• 協働相手は市よりも全体的にプラス評価が多い。事
業効果、目的実現、総合評価等において、それぞれ
プラスの評価が10％を超え、概ね結果は良好。

• 一方、市に比較してマイナス評価も全体的に高い。検
証実施、事業効果等について、マイナスの評価が８％
を超えている。

• 「市との役割分担」に課題を抱えている事業が多い。
• 高齢化等に伴い、協働相手側で事業を継続していけ
るのかという部分に不安を抱いている事業者も多い。
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評価－実施後

20-2 高齢化の進展により生涯学習の必要性は高いものの、時代に即した事業の企画、その後
の独自に活動を行うなどの人材・グループの育成などにはあまり効果を上げられていない。

76-1-36

協働の成果は大いにあったと思う。行政任せの考え方でなく、自分たちが共同してやって
いけることはやっていこうという考え方を地区民が持つようになったことは事実である。だ
からこそ、今後もっともっと協働の成果を検証していくことが大切と思う。事業費交付金が
不足気味で、事業達成が難しくなってきた。草刈りの範囲がどんどん拡大して予想外と
なってきた。人手が予想外に多く必要である。

76-1-49 当初の計画したものはできたと思っており、成果はあった。少子高齢化が進む中、地域と
して事業を実施するに当たり十分検討しなければならない。事業費は、十分とは言えない。

76-1-50
子どももいない地域であり、あまり積極的な利用がされていない。しかし、管理は地域でし
なくてはならないという状況の中、協働事業として位置づけられたことにより活動が明確化
され、公園管理についての地域住民の一体化が促進された。

76-1-52 事業が広範囲に効果的に活用された。除草作業等、維持管理のみならず公園管理全般
について意識が広まり協力的になっている。

76-1-54 清掃後、公園内の改善点〈課題）が提案され、地区民の公園活用に対する意識が生じて
いる。
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総合評価

14-2 本事業は、多文化理解につながる活動を始めるよいきっかけとなった。補助金を受けた
平成29年度以降も、多文化理解の活動を主体に継続しており、活動を通して、当初の事
業目的と意義により近づいてきていることを実感している。

71-16 内部外部の連絡と情報の共有に心がけ職員のコミュニケーションもうまくかみ合ったと思
います。外部からもお褒めの言葉を頂き、評価に値したことでＡA評価とした。

76-1-24 管理地域内のフェンス補修を都市計画課にはたびたびお願いしているが、予算面から
対応が難しいとのことで先送りされており残念である。地域住民から不満の声あり。

76-1-20 住宅地にある公園なので自分たちだけが使用する公園でもあるので、役割分担はしっ
かりできていると思う。

76-1-47 住民のほとんどは、当地域に移り住んで半世紀を迎える方々で占めており、また、２世
代は独立し転出しているため、高齢者及び独居世帯が年々多くなり各種行事への参加
者も急激に減少傾向にあり、事業の継続も難しい面があることから、検討の時期を迎え
ている。

76-1-54 公園の維持は、住民の協力によりできている。市の協力を得ながら、より公園活用でき
るようにしていきたい。

92-1 全体を通じて、事前準備、実施過程、実施後において、協働の相手方と連携し事業を達
成することができており、総合評価をAAとした。
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3.3 二次評価の結果①
• 一次調査の結果をもとに、①「Ｓ」・「ＡＡ」など評
価が高いもの、②「Ｂ」・「Ｃ」など評価の低いもの
、③見直し必要など担当課の段階で課題認識の
あるもの、④担当課と協働相手において、異なっ
た評価となっているもの、

二次調査対象19事業を抽出。

• 各事業、担当課より事業概要等を把握すると共
に、協働相手を対象に、一次評価の背景や個別
の事情などの聞き取りを実施。
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3.3 二次評価の結果②
• 一次評価の結果、担当課及び協働相手共に
、「Ｓ」「ＡＡ」「Ａ」評価の事業（11事業）

• これらに共通して、
良好なコミュニケーション、情報の共有、明確
な役割分担、事務局機能の発揮などの傾向
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3.3 二次評価の結果③
• 一次評価の結果、「Ｂ」「Ｃ」評価が含まれてい
た事業（８事業）

• 共通点として、担当課と協働相手との間でコ
ミュニケーション不足

• その結果、情報共有が不十分な状況となり、
目的の共有、協働の必要性、役割分担、事
業実施や実施後の検証等に課題あり
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４．検証の結果-2
4-1．事業分類別の傾向①
← ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・協 働（Ｂ～Ｄ）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・→

Ｂ：市民主導
市民主導の下で行政が協力する

Ｃ：双方対等
市民と行政が連携・協力して行う

Ｄ：行政主導
行政主導の下で市民の協力で行う

補助
事業協力

共催
事業協力
協働型委託

事業協力
協働型委託
協働型指定管理
アドプト

4-2 自治公民館活動交付金
7-2 バス借上補助金
20-6 交流センター生涯学習事業
29 公募型定住化事業費補助金

12-2 地域教育力向上活動費補助金
30-1 市民公募型協働事業補助金
39 北上市情報センター委託事業
52-1 絵本ふれあいボランティア
57-1 市民提案型協働事業
71-4 花いっぱい運動推進協議会

補助
76-1-24 公園管理活動交付金
92-1 保健推進員協議会運営費補

助金
94-7 高齢者見守り安心ネットワー

ク事業
98-1 在宅医療・介護連携推進事業
102-1 手話奉仕員養成事業
104-1 北上市ふれあいスポーツ大会

24



4-1．事業分類別の傾向②

• 二次調査対象事業を「Ｂ．市民主導」～「Ｃ．
双方対等」に分類したものの、ここで明確な
傾向は見いだせなかった。

・・・そこで、協働による成果に注目して、

再分類し、傾向を分析した。
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4.2 協働による事業成果の整理
どのような視点から成果を捉えるか・・・

①市民の強みを活かした質の高いサービスの提供
②費用対効果、当初の想定を超えた効果や展開
③市だけでは出来ない成果、事業の発展や波及
④事業に関わる市民、職員のエンパワーメント
⑤人材の掘り起こしや育成による事業の継続

といった状態で判断することができる。

その背景について、ケース別に整理すると・・・
26

①協働側の有する専門性が高いことが、市との対等
性につながっている

②事務局が、場づくりや支援などの役割を担うことで
、関係性が良好となっている

③市と協働相手の情報共有によって相互理解が深
まっている

④関係する方々から協力を得る関係づくりで、拡がり
や発展性がみられる
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4.3 協働側の専門性発揮 → 大きな成果 専門性が求められるもの（例）

ア．きめ細かな対応が求められる事業
ウ．高い専門性が求められる事業
工．計画立案に幅広く意見が必要な事業
力．行政が着手したことのない先駆的な事業

12-2 地域教育力向上活動費補助金
39 北上市情報センター委託事業
52-1 絵本ふれあいボランティア
98-1 在宅医療・介護連携推進事業
102-1 手話奉仕員養成事業
104-1 北上市ふれあいスポーツ大会

28



4.4 幅広い人の活動への参加→大きな成果

①地域において、多くの幅広い参加に向けた時
間、場所、内容などの工夫がみられる

②事業を通して、ノウハウの蓄積、人材の掘り
起こしや育成、活動の拡がりなど、地域力の
向上が見られる

③地域の方々が多数関わり、交流機会が創出
され、コミュニティ推進に寄与している

29

多くの人の参加が有効なもの（例）

イ．地域社会との連携が必要な事業
オ．多くの人々の参加が有効な事業

4-2 自治公民館活動交付金
7-2 バス借上補助金
20-6 交流センター生涯学習事業
76-1-24 公園管理活動交付金

30

専門性が求められるもの
＆多くの人の参加が有効なもの（例）

ア～カの事業

71-4 花いっぱい運動推進協議会補助
92-1 保健推進員協議会運営費補助金

31

花いっぱい運動

健康づくり支援活動

協働側の専門性発揮、幅広い人の活動への参
加、両者の共通点として、

①活動を通しての満足感や達成感、充実感

②交流・ふれあいによる、様々な関係性の拡
がりや深まり

③活動を通してのノウハウの蓄積や人材育成

④毎年の積み重ねと中長期の視点での事業
の取り組み

協力しあって課題を解決 → 地域力の向上
32



５．市役所の取り組みに向けて

①内部検討・企画段階

・前年度の取り組み状況把握

・協働の再確認

（事業手法、分野、企画、予算）

・経過や背景ふまえた協働相手との協議

（協働の必要性、目的・目標、役割分担等）

33

②実施段階
・実態の把握（現場へ）
・進捗状況の確認、情報の共有

③終了・評価段階
・事務局の役割ふりかえり
経験やノウハウが蓄積されたか
人材育成や人材の掘り起こしにつながったか
地域力の向上、市民の力を引き出せたか

・課題の共有、改善方向の検討 →次年度へ
34

５．市役所の取り組みに向けて

６．協働側の取り組みに向けて

①企画段階

・これまでの経過、取り組みのふりかえり

・担当課との話し合い

背景や経過などの共有

目的や目標の明確化

具体的な取り組み内容、予算

役割分担

前年度の課題について、どう対応するかなど

35

②実施段階
・経過を伝え、情報共有を図る
・問題が生じた場合は、随時、相談・話し合い

③終了・評価段階
・ふりかえり
達成状況の確認
経験やノウハウが蓄積されたか
人材育成や人材の掘り起こしができたか

・担当課との話し合い
取り組み結果、課題の共有→次年度、改善へ

36

６．協働側の取り組みに向けて



７．第三者評価の意義

• 二次調査、全てが「Ａ」評価となった事業につ
いて問題なしと判断（評価は回答者による）。

• そこで、担当課と協働相手、両者を対象とした
聞き取り調査、第三者評価が有効。

• 双方が気づかない協働事業推進の意義
• 協働をより深化（進化）させていく提言
とくに、住民力の向上に向けた市のリーダーシップなど
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