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「自治体における住民協働の意義と課題」　 　PART 1

　　明治大学 政治経済学部 教授　　牛山　久仁彦

自治体における住民協働の意義と課題

１．なぜ「協働」に関する政策が求められるのか
　「協働」という言葉が、自治体現場で語られるようになってから、かなりの時間が経過した。しかし、そ
れにも関わらず、依然として協働についての理解は十分ではなく、自治体現場では、「協働」ってどういう
ことなの、という疑問が発せられることも多い。多くの自治体で、「協働推進課」や「市民協働課」といっ
た名称を付した部署が設けられ、総合計画や首長公約にも「協働」がしばしば用いられるにも関わらず、
である。
　その理由として考えられるのは、協働が多面的な要因によって求められてきており、また、それが意味
する内容も多様性をもっているからだと考えられる。自治体をめぐる環境は、地方分権や財政危機といっ
た行政の状況を巡る変化に加え、人口減少や少子高齢化、東日本大震災など頻発する激甚災害への対応など、
大きく変化してきている。特に、自治体財政は窮迫しており、人口減少・少子高齢化の進展により、その
改善は長期的には展望しがたい現状がある。こうした状況を踏まえ、自治体行政が直面する課題に対処す
るためにも、住民と行政の協働による行政運営が求められる面があるだろう。
　その一方で、地方分権の推進によって、自治体の権限が拡大し、自治体行政への住民の関心の高まりが、
住民自治の強化を求めている側面もある。住民が、行政のあり方に注目し、その方向性の決定に関与しよ
うとすることは、ローカルデモクラシーの高まりにもつながり、今後の地方自治の進展にとっても好まし
いものとなろう。そうした高まりの中で、自治体行政への住民参加が促進され、さらには政策を形成する
ための住民と行政が協働するという場面が生まれている自治体も少なくない。こうした状況は、多方面で
共感をえることも想定されるが、ともす
れば、財政危機にともなう行政サービス
の負担転嫁であるという主張や、協働が
住民の直接参加的な手法を用いることか
ら、代議制民主主義をないがしろにする
ものだという主張を惹

じゃっき

起することがあり
うるのだろう。
　本稿では、こうした批判も意識しなが
ら、協働を進め、行政の機能やあり方を
見直すことなくして、今後の日本の地域
社会を維持・発展させていく方策がない
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ことを論じてみたい。ただ、協働には、さまざまな批判に内在するような課題が存在することも事実であ
り、ただ、単に協働を理想論として論じるだけではすまない面もある。そこで、さらに協働が抱える課題や、
それに対する自治体の先進的な取り組みなどについても言及することとする。

２．公共サービスの改革とその課題
　自治体行政において、特に住民と行政の協働が求められるようになった理由は、既にふれたように、多
様である。国・地方を問わない財政危機によって、バラマキ型の行財政運営が困難になり、多くの住民が
望む施策に効率的に財源を配分していかないと、自治体運営がままならない状況がうまれている。そして、
行財政危機は、行政による公共サービスの〈独占的〉供給を困難にし、サービス供給の担い手の多様化を
もたらした。こうした状況が、企業や住民・NPOといった集団の地域社会における役割を変化させてきたし、
住民と行政の協働を求める背景にある。
　先にも触れたように、こうした公共サービスの担い手の多様化の背景には、財政危機があるが、あわせ
て集権的なシステムの改革による、分権的で市民自治の強化につながるような側面を評価していく必要も
あるだろう。また、このような状況を受け、自治体政府がどのようにあるべきかを検証すると同時に、行
政と民間の役割分担という、重要な課題についての検討も求められている。
　そうした中、公共サービスの民間化が進み、一部の分野では、民間が提供するサービスの「危うさ」も
顕在化している。それゆえに、公共サービスの提供主体が多様化する中、それが公共的なサービスである
以上、そのコーディネートや監督については行政が公的責任を果たすことは不可欠である。また、公共サー
ビスの担い手が、十分な力量を持っていない、あるいは担い手が存在しない、という場合には、行政が直
接サービスを供給しなければならない地域や場合もありうる。
　そうした点を踏まえると、特に、重要と思われるのは、行政と住民の関係についてであり、そこに求め
られるのが「協働」の視点である。市民が必要としている公共サービスは、必ずしも企業が担うような採
算のあうようなものばかりではなく、あわせて、行政が直接担うことができない、ないしは不適切なもの
も存在する。そこで、住民と行政が協働して公共サービスを担うという考え方が注目されてきた。同じ、
行政事務の外部化でも、協働と市場化は必ずしも同じものではない。しかし、そうした協働をめぐる理解は、
十分に進んでいるとは言いがたいことは、既に述べた通りである。
　行政から見れば、住民の提供する公共サービスは、安定性に欠け、供給量にも不安があるように見える。
また、住民からすれば、行政が、財政危機の中で困難になっているサービス供給を住民に肩代わりさせよ
うとしている、という疑念も生じる。双方の対等性や協力のあり方についても意見の相違が存在し、相互
理解が進まない場面にもしばしば直面する。行政は、住民を、本当の意味でのパートナーたりうるのか、
と考えて参加の拡大に踏み切れず、住民は、行政が負担を転嫁して分任させようとしていると考えること
も少なくない。また、研究者からも、行政が仕掛ける協働の問題点を指摘する批判も多い。したがって、
住民と行政の協働については、基本的な視点を明確にし、公共サービス提供における協働の位置づけを検
討しておく必要があるだろう。

特　集　「住民協働の現在・未来」
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３．住民自治と参加・協働
（１）住民参加への注目
　「協働」という言葉が表す意味・内容については、
後に言及するが、協働の前提となる住民の自治体
行政への参加・参画については、既に、60-70 年
代を通じて取り組まれてきた経緯がある。高度成
長にともなう都市問題や公害問題を解決するため
には、日本の集権的な中央－地方関係ではなく、
地方自治確立による解決と、住民の参加・参画に
よる取り組みが重要な意味をもっていたからである。
　深刻化する諸課題に対して、公害問題を告発する地域住民の動きが活発化し、都市部におけるマンショ
ン建設反対運動や日照権の主張などが繰り広げられた。こうした動きが、新しいコミュニティ形成の運動
にもつながったが、市民運動・住民運動の高揚は、政府や企業を告発する性格が強かったため、行政の側
からは警戒する向きも強かった。しかし、そうした活動が、地域の諸問題を顕在化させ、地域住民が安心・
安全に暮らせるために自治体はどのように行動するべきかという課題を提起する役割を果たしたといって
良いだろう。
　さらに、この時期多くの自治体で取り組まれたコミュニティ形成の動きや取り組みは、自治体行政の運
営を住民とともにどのように進めていくのかという今日的な課題を先取りしていた。従来、行政と役割を
分担してきた自治会・町内会の組織率は、大都市部を中心に低下しており、行政にとっての課題となって
きていた。そこで、いくつかの先進自治体では、地域コミュニティを再構築し、地域住民の参加・参画を
進めていくという政策的な取り組みがなされた。自治体における住民の参加・参画は、戦後地方自治の根
本的な課題であり、それが高度経済成長の地域社会の問題解決に大きな意味をもつことが明らかになって
きたのである。

（２）住民の参加・参画と協働
  しかし、こうした住民参加・参画の動きは、高度経済成長が終わり、低成長の時代を迎える中で変化して
くる。その要因のひとつとして、市民・住民の自治体との関わりの変化がある。高度成長期の住民運動や
コミュニティ形成運動は、住民の行政参加を促進し、参加・参画のあり方についての議論をした。後にみ
る NPO や市民活動の取り組みも、こうした流れの延長線上にあると考えられる。
　行財政の状況にも変化が生まれ、低成長以降や後のバブル崩壊に伴う、国・地方を問わない財政危機によっ
て、バラマキ型の行財政運営は困難になり、増大する行政需要に対して効率的に財源を配分していかないと、
自治体運営がままならない状況が生まれたことも、こうした状況を加速した。いかにして、住民の意向を
反映した施策を実現するのか、そのための住民参加手法が問われたのである。
　また、先にも触れたように、行政による公共サービスの供給の独占的供給は困難になり、企業や NPO と
いった「民」の力を借りなければ、安全・安心の地域社会を維持することが難しくなってきた。このサー
ビス供給のあり方について考える際にも、参加・参画にとどまらず、住民と行政の協働が求められていく
こととなるのである。

「自治体における住民協働の意義と課題」
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 ４．住民と行政が協働するということ
（１） 自治体行政と住民の参加・協働
 　このように、自治体現場で語られることとなった協働であるが、それについては、さまざまな見解があり、
また批判も多い。そこで、協働については、以下のような二つの視点からの整理が必要であると考えてきた。
すなわち、第一に、協働を政策形成時における行政と住民の関係の中で位置づけ、第二に、それらを踏まえ、
行政と住民の役割分担を踏まえた公共サービスの提供を行なっていく、というものである。
　これまで見たように、公共サービスの供給にあたっては、多様な供給主体が役割を分担しながら住民の
生活を支えていくことが不可欠になっており、現実にさまざまな政策分野でそうした試みが進められてい
る。しかし、場合によっては、それが行政の責任放棄とみられる場合や、住民への負担転嫁と考えられる
場合があることには既に触れた。それは、結局のところ、公共サービスの供給のあり方について、行政が
決定をし、住民が「下請け」をさせられるのではないかという、住民の不満に起因するのであろう。したがっ
て、第一に指摘した、政策形成時における協働が重要になるのであり、この両者がセットで初めて、本当
の意味での住民と行政の協働が意味のあるものになるのである。
　
（２）政策形成と協働
　政策形成の過程において、住民と行政が協働していくという場合、具体的にはどのようなことが想定さ
れうるのであろうか。全国の自治体においては、既にそうした取り組みが先進的に行われているが、それは、
以下のように整理することができる。
　第一に、行政の総合計画や各種基本計画を策定する際に行う参加・協働、第二に、施策を具体化するた
めに規則を制定したり、条例を議会提案する際に行う参加・協働、第三に、政策が執行された後に、その
内容を評価し、次の政策執行にフィードバックするための参加・協働などが考えられる。
　こうした、政策形成の過程での参加・協働は、計画の策定や条例提案に向けた作業において、既に全国
の自治体で具体化してきている。市民参加の方法や手続について定めた市民参加条例やまちづくり条例な
どが、その例としてあげられるであろう。
 　重要なことは、近年、こうした条例の制定過程そのものが、住民の参加・協働によって支えられてきて
いることである。総合計画の策定過程に住民が参加する手法は、既に、コミュニティ形成の課題と共に、
多くの自治体で取り組まれてきており、その手法も、ワークショップを取り入れるなど、多様化、高度化
している。同様に、条例制定の過程においても、専門家の助力を得ながら、住民と行政職員、あるいは住

民と議員の共同作業で検討、立案される例が増えてきてい
る。このことは、自治体のルールそのものが、住民と共に
策定されるということを意味しており、参加・協働による
政策形成の実践が行われているのである。
　このような取り組みは、分権の受け皿として進められた
市町村合併の推進の結果としての基礎自治体の大規模化
（人口規模拡大）の中で、市町村を「遠い自治体政府」にし
ないための地域自治強化にも位置づけられている。地方自
治の本質ともいうべき住民自治を進める観点からも、積極

特　集　「住民協働の現在・未来」
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的に住民と行政の協働による政策形成を進めることが求められる。

（３）公共サービス提供における協働
  一方、既に多くの自治体で公共サービスの提供について、NPO や市民活動がこれを担い、行政との協働
を進める例が増えている点は、周知のことであろう。高齢者介護や子育て支援の現場で、多くの NPO や
市民活動によって公共サービスが担われている。激甚災害が頻発する中、危機管理や災害対策においても、
協働は不可欠なものとなっている。
　しかし、その一方で、どのような住民と行政の関係で、協働による公共サービスを提供していくのかと
いう点については、さまざまな論点がありうる。行政の仕事を民間が担う例は、アウトソーシングという
形でも進んでいる。アウトソーシングをめぐっては、「公共サービス改革法」が制定され、自治体において
もこうした市場化の流れを先取りする事例が見られてきている。ここで考えておかねばならないのは、市
場化と協働の共通項と相違点であろう。今後は、多くの自治体で試行されてきている「協働事業提案制度」
を検証する必要があるだろう。いわゆる「協働事業提案制度」にもさまざまなものがあり、制度設計もい
ろいろである。単なる団体への補助金提供にとどまるものもあれば、協働事業として大きな効果を上げて
いるものもある。「協働事業」への取り組みは、全国的に見られるようになってきており、これらがこれか
らの公共の担い手の事業として、どのように発展していくのか、その取り組みについての検証が不可欠で
あるだろう。以下では、こうした活動の担い手として注目されている NPOや市民活動についてみておこう。

５．協働の担い手としての NPO・市民活動
（１）NPO・市民活動と協働
　NPO とは、Non-Profit Organization の略称で、NPO 法（特定非営利活動促進法）が施行されて以来、
特定非営利活動法人と称されてきた。この対象となったのは、従来、「市民活動」と称されてきた市民の自
発的な活動である。
　いわゆる NPO などの市民活動は、阪神・淡路大震災の際に、多くのボランティアが被災地に駆けつけ、
活躍したことによって注目を集めた。自治体において「協働」が注目されるようになったのもこの時期に
重なる。欧米では、こうした活動に対する認知が早くから進み、活動が活発化していたのに対し、日本では、
そうした活動に対する認知や制度化が進んでいなかったが、社会経済情勢の急激な変化によって、こうし
た活動が日の目を見ることになったのである。

（２） NPO・市民活動の意義
　日本の NPO や市民活動は、政府による基盤整備や支援方策の遅れにもかかわらず、法制定以前には、株
式会社や個人企業を設立することで法人格を取得し、「仕事」として地域にサービスを供給してきた。福祉
分野において、在宅介護支援としてホームヘルパーの派遣や配食サービスなど、自治体行政から業務委託
を請けて地域社会で高齢者を支えるような事例も多く見られる。こうしたいわば市民事業として展開する
ことが可能になった NPO が存在する一方で、極めて小規模でボランティア・サークルに近い市民活動団体
も多い。これらの団体は活動基盤も脆弱で、メンバーも少なく、活動資金も活動の場となる空間も保有し
ていないのが現状であった。
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特　集　「住民協働の現在・未来」

　そこで、自治体行政に求められてきたのは、そうしたNPOや市民活動の多様性に対応する、多様な活動
支援メニューの提示である。そのためには地域に存在するNPOがどのような活動を行なっているのか、また
どのような行政との関係を求めているのかを把握しておく必要があるが、自治体行政のこれまでの状況を見
ると、そこにはいくつかの問題が存在してきた。ひとつには、これまで、自治体行政にとって、市民の自発
的活動がしばしば行政の施策と衝突し、行政が市民の活動を好ましくないものとして捉えてきたことがある。
それゆえに、市民活動やNPOとの関係整備に消極的となり、法制度化が進んでこなかったといえる。さらに、
もうひとつの問題点としては、行政がもつ縦割り行政のために、自治体が総合的にNPO政策を展開できなかっ
たこともある。市民の活動が所管毎に系列化されれば、NPOが身近な視点から総合的に施策を判断し、サー
ビスを提供するという利点を、行政の縦割り文化に埋没させることにもなる。したがって、自治体は、NPO
法の制定を踏まえて、NPOについての総合的な窓口を整備して担当所管課を新設し、そこへの地域住民の参
加や基盤整備を促進することが必要になったのである。その点で、冒頭でも触れたように、市民活動推進課
や協働推進課といった名称の部署が設置され、協働施策を総合的に担う例が増えてきているのである。今後は、
協働政策の特徴に鑑みて、企画部門との関係の整理や、連携のあり方についても検討する必要があるだろう。

（３）自治体における協働と NPO・市民活動の推進策
　NPO 法の制定は、自治体にも多くの課題を課すこととなった。直接的には、NPO 法人が事務所をおく都
道府県知事がその所轄庁となり、法人申請の書類を受理して法人設立の認証を行わなければならず、報告
徴収、立入検査、改善命令、認証の取り消しなどの監督を行うこととされている。こうした事務が、自治
体の事務として取り扱われてきた。
　こうした都道府県レベルでの取り組みは NPO 法の制定によって始まり、全国的に多くの NPO 法人が誕
生し、認証を受けている。また、全国の自治体に広がっている、「活動サポートセンター」の設置にみられ
るように、NPO など市民の活動を支援するための施設設置などの試みも広まっている。
　そして、こうした法制定や都道府県レベルでの取り組みの進展は、住民にもっとも身近な政府である市
町村にも政策的対応を求めるものである。そこで、自治体は NPO との協働を進めるための施策を展開する
ことになるが、それらの多くは、NPO の活動を「支援」するためのものであり、具体的には、活動場所の
提供・資金の提供・情報の提供・人材育成への協力などが考えられてきた。その内容については、市町村
によって違いがあるが、共通しているのはあくまでも活動を「促進」し、「支援」するということであり、「協
働」を推進するための政策を前面にうちだしていくことができているのかを問う必要がある。条例や要綱
によって活動の場を提供し、補助金を交付することはあっても、行政が協働するパートナーとして NPO や
市民活動を位置づけることができているのかを検証する必要がある。
　そうした中、先進的な自治体の取り組みとして、行政が提供してきたサービスを、NPO に委託するなど
単なる資金援助ではなく、NPO や市民活動を行政が協働する相手として積極的に位置づける努力もなされ
ている。例えば、愛知県岡崎市の協働推進条例は、市民協働を「市民、市民活動団体、事業者および市が、
対等の立場で相互の関係を持ち、地域における公共的活動について、各主体だけでは成し得ない、創造的
状況が生まれることをいう」と定義し、市民協働についての基本的な考えを示している。市町村が NPO 政
策を進める際の基本的な論点を整理し、多様化し、複雑化する住民ニーズに応えるために、自治体がどの
ように対応するべきなのかが問われているのである。
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（４）政策の評価と NPO
　NPO の活動がもつ波及的な効果として、協働の考え方が導入されるのに対応し、行政自体の改革が進む
ことがあげられる。NPO が公共圏の拡大をもたらすことについては、しばしば指摘されているが、このこ
とは、NPO の担い手たる市民の行政に対する関心を深めると共に、市民が福祉やまちづくりといった政策
について知る、考えるという効果をもたらす。実際、公共サービスを供給しながら、行政のあり方やその
改革について、NPO や市民活動は多くの貢献をしている。
　しばしば指摘されるように、行政改革は行政自らの手で進めることが難しく、より客観的で、住民ニー
ズに応える形で実現されるためには、第三者的な観点からの提言も重要である。その意味で、NPO が市民・
住民の視点から、しかもより政策や制度に精通している視点から、行政の改革に寄与することの意味は大
きい。こうした試みの一つとして、NPO による行政評価実施の試みがある。三重県や岩手県、神奈川県な
どで試行されてきた NPO による行政評価は、基本的には行政と NPO の協働事業について、行政と NPO
のそれぞれが評価を行い、その結果にもとづいて今後の協働事業のあり方を考えるというものである。そ
して、それは市民活動・NPO の事業へと拡げられ、みずからの活動そのもののあり方についても振り返る
ツールとして発展していくこととなる。こうしたシステムの導入は未だ開発途上にあるとはいえ、NPO が
行政を変える契機を制度化する大きな第一歩であると考えられる。NPO の活動は、行政の革新にも一役買
うこととなり、行政、特に自治体行政のあり方を問い直し、まさに分権時代における市民・住民のニーズ
に応える行政の実現に大きな役割を果たしつつある。

６．これからの協働と自治体経営の課題
　このように、協働は、地域社会の環境変化を受けた自治体マネジメントのあり方に大きな影響を与えて
いる。自治体行政が地域社会を支えるには、住民や住民団体・NPO との連携や協力が不可欠であり、また、
それを踏まえた協働型の自治体経営を進める必要があるが、課題が多いのも事実である。
　いくつかの課題に目を向けておこう。協働事業については、NPO や市民活動、さらには自治会などといっ
た住民の積極的な地域貢献活動を活性化させるための取り組みとして注目されるが、十分な財源と事業提
案に向けた支援が必要である。大都市部自治体の一部を除き、協働事業に十分な財源を確保できている自
治体はそれほど多くなく、結果的に事業採択団体の数が限定される、あるいは、十分な資金が供給されな
い可能性がある。さらに、申請の方法やポイントについての理解が十分でなく、事業提案がうまくいかず、
事業採択から漏れることもありうる。あるいは、事業実施の観点から見ても、公金使用という観点からいっ
ても、問題のある事業が提案されることもある。
　これらのことから、協働のための資金確保や、
NPO・市民活動など、住民団体を支援する中間
支援組織のあり方が課題となる。行政による資
金の投入に加え、市民の寄付等による基金の創
設や民間企業との連携による資金確保などの工
夫が必要であるだろう。NPO・市民活動による
自主的な資金確保の経営努力や寄付文化の醸成
なども必要である。また、そうした資金確保や

「自治体における住民協働の意義と課題」
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協働事業提案の支援をはじめ、NPO や住民の活動を活性化させるための中間支援組織の存在が不可欠であ
る。協働の担い手である民間の活動が、いつまでも行政の支援によって支えられている状況は適切なもの
ではなく、本当の意味で、協働が実現するためには、こうした中間支援組織の存在と活動が大きな とな
るだろう。
　また、そうした活動に多くの団体が取り組み、協働の取り組みが活性化するためには、人材の育成も不
可欠であるだろう。特に、ここで言及したいのは、NPO や市民活動、自治会活動、さらには社会的起業な
どを担う人材の裾

すそ

野
の

を広げることである。協働への理解がなかなか進んでいないことは繰り返し述べてき
たが、自治体や地域社会の現状を理解し、課題解決のための取り組みとしての協働についての認識をもっ
た住民が存在することが必要である。浦安市、横浜市、相模原市などでは、そうした協働の人材を育てる
ための「地域大学」が創設され、「地域公共人材」ともいうべき協働の担い手づくりが進められている。　
杉並区では、「すぎなみ地域大学」の卒業生を、具体的な NPO 活動の現場につなぐ取り組みも行われてき
ており、単に知識を得るのみならず、自治体現場へのつなげていく努力もなされている。
　協働については、それが提起されてからかなりの時間が経ち、政策の検証も求められている。協働事業
への応募団体数が減少し、その内容や意義について疑問が呈される自治体も少なくない。しかし、現状に
おいても、「共助社会」の実現が謳われており、人口減少社会の到来と少子高齢化による行政の課題は、「共
に支える」ことによってしか解決し得ないことに変わりは無いように思える。協働による自治体経営の刷
新も、引き続き必要であろう。本稿においては、あらためて協働の意義についてふりかえるとともに、そ
れが、今なお求められていることを確認した。協働政策が、自治体行政のあり方の刷新に与えるインパク
トや、今後の政策的な課題を検証し、今後の地域の課題への解決に備えるためには、どのような自治体の
姿を描いていくべきなのかを考えなければならないだろう。
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