
1

平成２５年度 第３回浜松市市民協働推進委員会

日  時：平成２５年１２月１６日（月） １０時００分～１２時００分

場  所：浜松市役所本館８階 第３委員会室

出 席 者：下澤嶽委員長、山口祐子副委員長、青木早苗実委員、秋山淳一郎委員、

石野充香委員、大塚晴義委員、古賀玲子委員、古橋理委員、

藤田由香子委員（オブザーバー）鈴木恵子市民協働センター副センター長

報道関係：１名

傍 聴 者：なし

事 務 局：岩井市民部長、山下市民部次長、冨永専門監、井川副主幹、渡邊、高橋、

北山、白井

会議次第

１ 開会 

２ 議事 

  （１）今後の委員会における活動について

（２）その他

３ 閉会 

≪資料≫

・ 前委員会における議論の概要     ･･･ 資料１ 

・ 市民協働関連資料集                ･･･ 資料２ 
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１ 開会 

（事務局）    ただ今より、平成２５年度第３回浜松市市民協働推進委員会を開催す

る。

          本日は、冨士川委員が欠席とのご連絡をいただいているため、委員９

名での開催となる。なお、オブザーバーとして市民協働センター鈴木副

センター長にご出席をいただいている。

（市民部長挨拶）

（資料確認）

２ 議事 

（１）今後の委員会における活動について

（下澤委員長）  本日は今後の委員会の活動について議論したいと思う。本委員会は、

委員会自体が何か活動をしなければならないというものではなく、市が

行っている様々な協働事業に対して、提言や公正な判断を行うものであ

る。また「はままつ夢基金」の審査も行っている。

前委員会では、市民が気軽に読むことができる冊子を作成した。また、

企業の CSR 活動についても議題とした。

前委員会の活動内容を参考に、今後の委員会の活動についてご議論い

ただければと思う。

（資料内容説明）

（下澤委員長）  今回の資料に基づいて、質問等あればお願いしたい。

（山口副委員長） まず１つ目は協働に関する実績・評価の資料についてであるが、評価

しづらいせいか協働効果の点数が低いものがいくつかある。逆に評価が

５と高いものもある。評価が高い事業を選び、もう少し詳細な評価をし

ていくと、どうしたら協働の効果が上がるのかが見えてくるのではない

か。

２つ目は、市内 NPO 法人の状況調査についてであるが、雇用されてい

る人の数とその対価の支払い方法や自分の事務所を持っているかについ

て調査をすると、状況把握の一つの尺度になると思う。また解散の理由

について、特徴的なものがあれば教えていただきたい。

３つ目は、市民アンケート調査の中の「地域コミュニティの自立に向

けた支援」について、重要であると思っている方が多いようだが、回答

者は地域コミュニティの自立についてどういうイメージをしたのだろう

か。

         最後に、県の緊急雇用対策事業が３月に終わるが、この事業の調査も



3

やっていただけるとうれしい。

（事務局）    まず、協働事業の評価についての分析であるが、庁内でも協働の意識

についてかなり温度差があることが分かった。庁内で共有できる指標の

ようなものを作成できれば、今後の調査がもっと有効になると思う。

         ２つ目の NPO の調査についてであるが、各法人が提出している事業報

告書を集計して作成した。雇用の状況や事務所の所有については大事で

あると思う。NPO 法人には、このような内容のアンケート調査が非常に

多く届くようである。既存の情報を活用することも考えていきたい。

NPO 法人の解散についてであるが、事業報告書未提出の団体等の認証

取消を３団体程行った。中には、当初の目的を達成したため解散した団

体もある。解散に関連した相談では、団体メンバーの高齢化の問題も伺

っている。

         ３つ目の地域コミュニティの自立の支援についてであるが、アンケー

トにお答えいただいた方の認識の中での回答となっている。浜松市は自

治会活動が活発であるので、地域コミュニティというと自治会をイメー

ジされる方が多いのではないかと予想される。

         最後に緊急雇用事業についてであるが、ここ数年、緊急雇用事業のほ

か、新しい公共支援事業も行われてきた。市民ファンドに係る財団の設

立は、新しい公共支援事業に関連するものだと聞いている。緊急雇用事

業などで活動規模を拡大してきた団体の今後を分析し、状況を把握して

いくことも必要だと考えている。

（秋山委員）    協働に関する実績・評価の資料についてであるが、評価内容があまり

あてにならない感じがする。事業の改善や向上に結びつかない。この評

価が職員の昇給等に関係してくるのだろうか。そうでないのならば、職

員の意識改革が必要ではないか。これから先、市民協働をどう活発にし

ていくかが見えてこない。共催についてだが、市は手を引くわけにはい

かないのだろうか。また、掲載事業が新規か継続かの項目があるが、一

度全ての事業内容を見直していただくのはどうか。本当に継続する意味

があるものなのか。マンネリになっていないのか。事業は何年位継続で

きるものなのか。

         次に夢基金についてであるが、仕組みが分かりにくい。また、本当に

この制度で団体が育っていくのだろうか。資料に夢基金通信があるが、

これは市民にも届くものなのか。基金制度の見直し方によっては、財源

も増えるのではないか。

NPO の件についてであるが、第１世代はやる気があったが、次の世代

が育ちにくくなっていると感じられる。馬力のある世代が世の中に目を
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向けにくくなってきている。

         市民協働の冊子についてであるが、職員向けの冊子をもう少し噛み砕

いた市民用の冊子を作ってみてはどうか。

（事務局）    まず、市民協働の実績・評価についてであるが、これらの評価は自己

評価となっているため、第三者からの視点で、実施された事業が良いか

悪いかの判断にまでは至っていない。だが、それぞれの部署で実施して

いる事業を改めて評価する事や、協働という視点で見たりする事で、事

業を振り返る良いきっかけになっていると思う。評価の仕方については、

これから考慮していく必要があると思う。

         共催事業や事業の継続についてであるが、事業の実施方法は、目的を

達成するためにどのような形態を取るのが望ましいのかで決まってくる。

その中の一つの方法として、共催もありえるのではと思う。

また、事業の継続については非常に難しい所がある。事業を廃止する

ことによって、その事業の受益者がどうなるかも考えなければならない。

もちろん継続するにしても、より良い方法で継続できるよう、見直しが

必要であると思う。

         次に夢基金ついてであるが、どのような方向で進めていけば良いか、

今後もご意見をいただきたい。

         市民協働の冊子についてであるが、前委員会では、どのようなきっか

けで活動を始めたのか、まずは団体の活動の導入部分を示した方が分か

りやすいのではないかという事で、このような内容で作成した。市民向

けの冊子についてもご意見があれば考えていきたい。

（藤田委員）   市の事業を受託するためには、入札参加申請が必要と聞いたのだが、

この申請をしなければ受託できないものには何が該当するのか。また、

市民協働事業の実績で多数の団体が挙げられているが、これらの団体は

全てこの申請をしているのだろうか。

（事務局）    行政の行う契約は競争が原則である。競争をするのは企業や NPO 等さ

まざまであるので、一定の条件を満たしているかの枠を作っている。そ

れが入札参加資格である。

         しかし、この団体でなければできない等、特筆すべき理由がある場合

は、入札参加資格を保持していない場合であっても契約が可能である。

NPO 法人で参加資格を持っているのは、約３０団体である。地域で活動

している市民活動団体は、申請をしてまで市の事業を受託しようとは思

わないと思う。協働事業の実績はこれだけあるが、入札参加資格を得て

いる団体は少ないのではないか。

（下澤委員長）  入札の基準はどうなっているのか。
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（事務局）    浜松市の入札の仕組みだと、30 万円以下は１者特命随意契約できると

されているが、なるべく２者以上の見積もりを取り価格競争をする事を

推奨している。工事関係については 130 万円が基準となっている。

（山口副委員長） 入札参加資格は更新があったと思うが。

（事務局）    調達課で定期的に更新をお願いしている。

（石野委員）   市民協働の実績・評価の資料に協働形態のバランスがあるが、適切な

バランス等はあるのだろうか。

         ２点目に、子どもにボランティア等についてアンケートを実施してい

るが、ボランティアをやりたくないと答えた子が多いとの事であった。

理解を得るための啓発活動等はされているのか。

         次に、寄付をもらっていない NPO ともらっている NPO が二極化して

いるとの事だったが、寄付をしてもらうための方法等はあるのか。

（事務局）    協働形態のバランスについてだが、それぞれの形態の適切なバランス

が決まっているわけではない。ただ、補助という制度は団体の活動をサ

ポートするという趣旨で行われている場合が多いので、団体の自立を考

慮しながら補助を行う必要がある。浜松市では補助金ガイドラインとい

うものを定め、補助金交付の適正な運用に努めている。

         子どもに対する啓発についてであるが、現在十分にできていないとい

う実態である。市民活動というと年齢層が高い方を対象に考えられてい

た傾向にあるが、子どもや若い世代にアプローチしていくことで、今後

の市民活動が活発になっていくと考えられる。次世代の育成について検

討していく必要がある。

         寄付の集め方については非常に難しく、なかなか明確な回答ができな

い状態である。

（鈴木副センター長） 寄付についての相談は最近多い。安易にお金を欲しいと言っても

集まらないので、例えば企業から寄付を受けたい場合は、企業側にどの

ようなメリットがあるのかを明確にすることが必要である。また、寄付

はお金ばかりではないので、マンパワーの提供等をしてもらい、団体の

活動を知ってもらうことも必要である。

（下澤委員長）  学生にボランティアについて聞くと、やはり二極化する。ボランティ

というとやらされた感が強い気がする。

（大塚委員）   子どものボランティアについてだが、最近小学生が非常に荒れている

と聞く。月に１・2 回、授業の一環としてボランティア活動をした方が良

いと思う。将来の浜松を担う世代に、今の時点でしっかり教育をしてい

かないといけないのではないか。

また、市の職員についても、協働をしっかり理解しているかの教育を
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お願いしたい。小さな活動がひとつの大きな活動へと繋がっていけば良

いと思う。

（古橋委員）   ４つ質問がある。

         １つ目は、協働事業の実績について関連であるが、市の窓口へ寄せら

れる相談にはどのようなものがあるのか。団体の要望等が解消できれば

と思う。

         ２つ目は、子どもへのボランティア活動についてであるが、オースト

ラリアでは学生時代のボランティア経験の有無が就職活動を左右してい

る。市内の市民活動団体が学校に出向いて、ボランティア教室等ができ

れば、段々と重要視されてくるのではないか。

         ３つ目４つ目は夢基金と、市民ファンドについてであるが、夢基金制

度は殆ど認知されていないと感じている。夢基金の仕組みも分かりにく

い。ファンドについてはメリット・デメリットをしっかり認知し、説明

いただきたいと思う。

（事務局）    団体側の声の把握についてであるが、団体から質問を受ける中で資金

調達の事がよく出される。活動資金を調達するにあたって、現実と見込

みが食い違い、活動が停滞する事例がいくつか見られる。同じく、団体

メンバーの高齢化による活動の低迷についてもよく受けるが、NPO 法人

という組織の若返りも必要であると思う。また、活動していく中では、

いろいろな法律の縛りも出てくるが、そういった部分の認識が不足して

いる団体も見られるので、アドバイスさせていただいている。

（青木委員）   夢基金の認知度が低いのが衝撃的であった。夢基金通信はどうやって

配付されているのか。

         子どもの頃からボランティアや寄付に接することで、自然とそういう

活動ができるようになると良いと思う。

（事務局）    通信は、夢基金への寄付者に郵送している。また、ホームページでの

発信や各協働センターへの配架もしている。

（山口副委員長） 子どもへのアンケートについてであるが、ボランティアで動物の保護

をやりたいと回答している子が多い。子どもの興味に寄り添い動物園等

で何かできないだろうか。

         ボランティアというとやらされているというイメージがあるが、社会

を作っていくのは自分たちであるという理念の元に、ボランティアを考

えていかないといけない。

NPO 等で活躍している人達は良い社会を作りたいと思っている人がほ

とんどだと思う。そういう人達と子ども達が接する場所を作っていくと

良いのではないか。
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（古賀委員）   子どもの時から、ゴミを拾う等のボランティア活動をする前に、人に

迷惑を掛けないようにゴミを捨てない、ということを家族等が教えてい

かないと市民協働は成り立っていかないのではと感じた。

（下澤委員長）  今までのご意見の中で、問題意識が強いと思われる課題をまとめたい。

１点目は、NPO の自己財源の基盤の問題についてであるが、寄付等の

活動資金の集め方が夢基金に上手く反映されなければならないと考える。

２点目は、協働事業の実績についてであるが、いつまでも自己評価のみ

で良いのだろうか。事業形態の割合や事業の仕方等も課題である。

３点目は、子どものボランティについてであるが、若い世代の活力増進

策は気になる。

         資金作りや夢基金については、かなり幅広い範囲となるので年数がか

かると思う。基金の改善案は提案すべきであると考えている。

         また今回で現行の協働事業の基盤が出来たので、ここに委員の提案が

追加できればと思う。

         まずこの２点について、ご意見をいただきたい。

（秋山委員）   委員長の提案の２つ目が分かりにくかったのだが。

（下澤委員長）  例えば、委託・補助等の分類に沿って、推奨したい事例等を取り上げ、

委員会で評価をする。

（秋山委員）   いくつか事例を絞って、第三者として評価を実施すればいろいろ分か

ってくると思う。

（下澤委員長）  できればモデル事業を評価した方が良いと思う。また、研修用の職員

冊子に良い事例を盛り込むのも良いと思う。

（古橋委員）   夢基金について、企業等への周知方法は何かないだろうか。

         子どもについて、各地域の市民活動を紹介できる 3、40 分位のプログ

ラムができないだろうか。NPO とはこういうものだという話をしながら、

子ども達に参加を促すという感じで枠を広めていく。

（下澤委員長）  市民ファンドが設立した時に、夢基金がある必要があるのだろうか。

廃止の方向も確認していく必要がある。

（山口副委員長） 学校側の実態に合うような提案をしていかなければ、学校側は受け入

れられないくらい過密状態である。

夢基金については補助金額が少なすぎる。また、もっと制度をシンプ

ルにした方が良いと思う。

（古賀委員）   夢基金のメリットは税金の控除ができる所である。もっと市民の方に

も分かりやすい PR 方法があれば良いと思う。

（古橋委員）   フローチャートを活用したらどうか。

（下澤委員長）  夢基金の見直しについては、委員会の中だけで完結できるものがある



8

と思う。２つ目の協働の部分評価の実施は、良い事例を選んで実施でき

ればと思う。最後に学校へのモデル作りであるが、教育委員会との調整

も必要となるので、本委員会で全て責任を持つのは難しい感じがする。

前者２点の中で、可能な所を選んでいきたいと思うのだがどうか。

（山口副委員長） 議会に提出されている情報はどうなっているのか。

（事務局）    市民活動団体に対する委託や補助金交付状況の資料は議会に提出され

ている。

（山口副委員長） そこで継続や廃止の議論はされているのか。

（事務局）    政策事業評価を実施しているので、その中で継続や廃止は議論されて

いるが、市民協働の切り口ではできてはいない。もう少し煮詰まってい

くと良いと思っている。

（下澤委員長）  提案だが、今すぐ何かをするには材料が少し足りない気がする。方向

性が良ければ、次回は夢基金の実績と課題の話をしっかりしていただき、

評価ポイントを見つけ出していきたい。また、協働事業の制度的な部分

の説明や良い協働事例についての資料を提供いただければ話がしやすい

と思う。

（山口副委員長） 市民活動団体は行政の資金だけでなく、人・物・こころざし等他の資

源も導入し、全体の成果を上げていく必要がある。

（２）その他

（事務局）    次回の委員会は２月か３月頃を予定している。委員長、副委員長と調

整の上、日程を決めさせていただく。

３ 閉会 


