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１.協働とは（定義・意義・主体） 

「協働」という言葉がよく使われますが，東海村ばかりではなく、多くの自

治体が、現在「協働のまちづくり」に取り組んでいます。さて，「協働」とは、

どういうことなのでしょうか。そして、なぜ今、全国的にこんなにまで「協働」

が叫ばれているのでしょうか。 

「協働」という言葉だけが独り歩きし，それぞれの立ち場の人（主体）が，

それぞれ違ったイメージを持ち「協働」を進めようとしてないでしょうか？こ

の「東海村協働の指針」は，東海村自治基本条例に基づく「村民主体のまちづ

くり」を進めるにあたって，まちづくりにおける「協働」について必要な基本

的な内容を出来る限りわかりやすくまとまたものです。この指針が村民と行政

が共通認識を持って取り組むための手引書として活用され，さらなる「協働の

まちづくり」の推進に繋がることを目的とします。 

 

（１）協働の定義 

私たちは、だれもが，東海村が安全で安心して住みよい魅力あふれるまちに

したいと願っています。この願いを実現させるために、村民も事業者も行政も、

みんなが一緒になってまちづくりを進めていくことが「協働のまちづくり」で

す。東海村のまちづくりの規範を定めた「東海村自治基本条例（平成 24 年 10

月 1 日施行）」では，その定義を次のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まちづくりのために，まちづくりのために，まちづくりのために，まちづくりのために，    

村民村民村民村民

※※※※

と村とがと村とがと村とがと村とが情報を共有情報を共有情報を共有情報を共有し、し、し、し、    

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの役割を担い役割を担い役割を担い役割を担いながらながらながらながら    

対等な立場で対等な立場で対等な立場で対等な立場で協力し，協力し，協力し，協力し，    

共に考え行動共に考え行動共に考え行動共に考え行動することすることすることすること    

＜東海村自治基本条例第３条（９）＞＜東海村自治基本条例第３条（９）＞＜東海村自治基本条例第３条（９）＞＜東海村自治基本条例第３条（９）＞    

    

※「村民」とは，住民及び事業者等を言い（東海村自治基本条例第３条３項），「個

人としての村民」のほか，「自治会やＮＰＯなどの民間団体」や「企業などの事業

者」も含めた意味で使用します。 
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（２）協働の意義 

協働を実施することには，どんな意義があるのでしょうか。協働の意義を以

下のとおり整理します。 

 

 

 

地域の課題を，地域の村民と行政が合意形成を図りながら解決していくこと

で，地域の連帯感が向上し，また，地域での協力の輪が広がり，更なる地域の

活性化につながります。 

 

 

協働を実施していく中で，村民自らが地域のことを考え，より一層公益的な

活動に積極的に参加し，主体的にまちづくりにかかわるようになることで，住

民自治の実現につながります。 

 

 

 

  

地域の課題解決を図ることができ，地域の活性化につながります 

村民主体のまちづくりにつながります 

事例紹介（作成中） 
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（３）協働の主体と期待される役割 

協働を担う主体は，誰なのでしょうか？協働を進めるにあたって，協働の

主体の区分，それぞれの主体にはどのような役割が期待されるのでしょうか。 

協働の主体 期待される役割 
期待される効果 

○村民 

（個人としての村民） 

東海村に在住・在勤・在

学している人など 

・地域社会の一員として，

自らができることを考え，

公益的な活動や村政に自主

的に参加すること。 

・地域の課題を主体的に解決

していくことにより，自治意

識が高まり地域の力が向上し

ます。 

○村民活動団体 

自治会，高齢者クラブ，

ＰＴＡ等：地域内で組織

され，地域におけるさま

ざまな課題解決に取り組

み，地域の力の向上を支

えている団体 

ＮＰＯ法人：ボランティ

ア団体等，専門のテーマ

を持ち地域を越えた社会

貢献活動を行っている団

体 

・自らの使命と責任におい

て，団体の特性を生かした

活動を推進し，広く村民に

理解されるよう努めるこ

と。 

・対話を重んじ，民主的な

運営を行うこと。 

・他団体とネットワークを

築きながら団体活動を拡大

すること。 

・自治会は，活動の活性化が

図れ，地域づくりの中心的な

役割を担うことができます。 

・ＮＰＯ法人等は，活動する

機会が増加するとともに，活

動実績や成果により信頼性が

高まり，その使命を効果的に

実現できるようになります。 

○事業者 

企業・公益法人など 

・地域社会の一員として，

積極的にまちづくりに参加

すること。 

・地域活動などに積極的な

活動支援（資金・技術・ノ

ウハウの提供等）をするこ

と。 

・社会貢献の意欲を生かせる

機会が増加します。 

・活動実績や成果により，事

業者への理解や評価が高まっ

ていきます。 

○行 政 

・協働を推進するために必

要な情報を積極的に提供

すること。 

・村民（個人としての村民）

や民間団体，事業者が協働

事業に多く参加できるよ

うな協働のしくみづくり

に努めること。 

・公益的な活動を行う団体

の自主性・自立性を尊重し

た協働事業の推進に努め

ること。 

・村民ニーズに沿ったきめ細

やかな行政サービスを効果的

かつ効率的に提供することが

可能となります。 

・村民ニーズを反映した施策

等の立案や事業の実施が，よ

り的確に行えます。 

・村民主体のまちづくりにつ

ながり，自治の発展に寄与し

ます。 
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２.協働推進の基本的な考え方 

（１）自助・互助・共助・公助の考え方 

協働を進めるうえで，基本的な考え方として，「地域の課題を解決し，住み

よい魅力あるまちを築いていくために，“公共をだれがどのように担うのが最

も効果的であるか”を改めて考えること」が必要です。 

 

 

 

 

このような「自助・互助・共助・公助」の考え方は，協働における村民と行

政の役割を理解するうえで重要なことです。 

 

 

  

【自助】自分でできることは自分で進んで行う。 

【互助】自分の周囲にいる近しい人に自発的に手をさしのべる。 

【共助】制度化された相互扶助としてみんなで助け合って取り組む。 

【公助】自助，互助，共助では対応できない場合の行政による支援。 

イラストによる事例紹介 

（作成中） 



- 5 - 

 

（２）協働のルール（７つの原則） 

円滑に協働を実施していくには，最低限の約束や“ルール”が必要です。 

村民と行政が協働を進めていくための“協働のルール”として，次の「７つの原

則」を提案します。 

協働は，村民と行政が，互いに情報を公開し，①情報を共有することによって，

②相互を理解し，③目的を共有することから始まります。その上で，互いの④自主

性・自立性を尊重した⑤対等な関係を築き，適切な⑥役割分担のもとに事業を実施

していきます。 

また，協働事業の実績については，互いに⑦評価し合い，この評価を次の協働事

業に活用していくことが必要です 

 

＜協働のルール（７つの原則）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 情報公開・情報共有 

各主体は，それぞれの情報を積極的

に公開し，その共有化に努めること

が必要です。 

② 相互理解 

相手の立場や特性を互いに理解し，

信頼関係を築いていくことが必要で

す。 

④ 自主性・自立性 

互いの自主性・自立性を尊重するこ

とが必要です。 

⑦ 評 価 

協働を発展・改善させていくため，協働で

実施した事業を評価することが必要です。 

⑤ 対 等 

上下関係も依存関係もない対等な立

場で合意形成し，互いの能力や資源

に見合った役割と責任を果たすこと

が必要です。 

協働の実施 

③ 目的共有 

課題を明確化し，その解決のために何

をするべきかを協議し，目的を共有す

ることが必要です。 

⑥ 役割分担 

互いの特性が発揮できるよう，果たす

べき役割や責任を明確にしていくこ

とが必要です。 
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３.協働の推進に向けて 

村（行政）では，協働のまちづくりを進めるため，下記のような取り組みを

進めていきます。 

「情報の共有化」を推進します 

村民の皆さんが協働事業に参加しやすくなるための情報発信や，新たに協働

に取り組もうとするときに，参加のきっかけとなるような事業を実施します。 

また，協働を担う損民活動組織の協力や連携が促進できるような取り組みを

行います。 

「協働事業」を積極的に推進します 

行政がこれまで行ってきた事務事業を見直しながら，積極的に協働事業を推

進します。 

地域活動の支援と活動拠点の充実に努めます 

地域において課題の解決できるしくみを検討し，地域活動の支援に努め，地

域活動の拠点の充実を図ります。 

協働の推進体制を充実させます 

協働推進担当部署がコーディネート役となり，行政内部の横の連携・調整を

進めます。 

また，協働を全庁的に推進していくために，研修等により職員の意識改革を

進めます。 
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◎協働が求められる理由（仮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複雑多様化する社会問題への対応） 

近年，私たちの生活を取り巻く社会情勢は，少子高齢化に伴う子育てや介護

の問題，台風や地震などの自然災害への不安，深刻化する環境問題，多様化す

る価値観など，様々な問題や課題があり，日々変化しております。 

そのようななか，私たちの生活を守っていくためには，行政主導の対応だけ

では解決できないものも多く，本当の意味で安全で安心した生活を送れるよう

にするには，効果的な村民ニーズの反映が不可欠です。 

 

（村民主体のまちづくりの再考） 

 本村においては，「村民主体のまちづくり」を掲げ，村民の行政施策への参画

を促し，村民の意思を尊重する取り組みが進められているところですが，まだ

まだ「行政主体」の施策が多く，村民の納得を得たまちづくりができていない

状況にあります。また，豊かな財政状況を活かし，充実した福祉施策や公共施

設の整備，インフラ整備が進んでおりますが，これらの状況を維持していくた

めには多額の財源の確保や人的資源が必要です。さらに，全国的な人口減少問

題についても，村の人口推計を見ますと，将来的な人口減少を免れることはで

きません。財源不足，人口減少問題に危機感を持ち，持続可能なまちづくりを

行うためにも，村民と行政が十分なコミュニケーションを行い，真に村民主体

のまちづくりを再考する必要があります。 

 

（まちづくりに対する意識の醸成） 

 真に村民主体のまちづくりを進めるには，行政のまちづくりに対する意思改

革はもちろんのこと，村民の意識改革が必要です。ともに意見や知恵を出し

合い，ともに考え，ともに行動し，よろこびを分かち合うなど，まちづくり

を共有し，信頼関係を構築することが重要です。まちづくりに対する意識を

醸成し，よりよい東海村を育てていくことが望まれています。    

複雑多様化する社会問題へ対応するためには，村民と行政が情報を共有

し，効果的な村民ニーズを反映した行政施策の展開が必要です。さらには，

村民と行政が，将来的な財源不足や人口減少に危機感を持ち，真に村民主

体のまちづくりについて話し合い，ともに考え，ともに行動することで，

よりよい東海村を育てていくために，まちづくりにおける「協働」が求め

られています。 
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◎これまでの村民参加のあゆみ 

時期 実施事業等名称 内容等 分野 

昭和56年 青少年育成東海村民会議青少年育成東海村民会議青少年育成東海村民会議青少年育成東海村民会議

の設置の設置の設置の設置    

時代を担う青少年の健全育成

を図ることを目的に，小学校

区ごとに支部を設置し各種活

動を行っている。 

教 育 

平成10年度～ 

 

ハーモニー東海ハーモニー東海ハーモニー東海ハーモニー東海    村内在住の女性を対象に，地

域活動をする上で参考となる

東海村の行政や男女共同参画

推進について，講義，討論を

行い，理解を深める。 

地域自治振

興・協働 

村民提案制度導入村民提案制度導入村民提案制度導入村民提案制度導入    個人要望。村政全般にわたっ

て寄せられる提案，意見等。 

行政基盤 

村政懇談会開始村政懇談会開始村政懇談会開始村政懇談会開始    村民主体の行政を積極的に進

めるため，村長等が村内に出

向き，村政に対する説明を行

い，村民の率直な声を求める

ための懇談会。 

地域自治振

興・協働 

平成13年度～ 東海村第東海村第東海村第東海村第4444次総合計画策次総合計画策次総合計画策次総合計画策

定定定定    

住民47名が参画して策定。 行政基盤 

まちづくり出前講座まちづくり出前講座まちづくり出前講座まちづくり出前講座    村政に対する理解を深めるこ

とでまちづくりの推進に寄与

する。依頼者（団体）が主催

する村内で開催される集会等

に職員が講師として出向き，

事務事業の専門的知識を活か

した講義等を行う。 

地域自治振

興・協働 

地区委員会制度の導入地区委員会制度の導入地区委員会制度の導入地区委員会制度の導入    自分たちに必要なこと，出来

ることを住民自ら考え，実行

に結びつけるため小学校区ご

とに設置。 

地域自治振

興・協働 

地域活動の拠点作り地域活動の拠点作り地域活動の拠点作り地域活動の拠点作り    

（集会所）（集会所）（集会所）（集会所）    

公民館分館を自治会集会所と

して機能転換。 

地域自治振

興・協働 

平成16年度～ 地域活動の拠点作り地域活動の拠点作り地域活動の拠点作り地域活動の拠点作り    

（コミュニティセンタ（コミュニティセンタ（コミュニティセンタ（コミュニティセンタ

ー）ー）ー）ー）    

小学校区単位での集会施設と

して整備。 

地域自治振

興・協働 

村長，ちょっと聞いて！村長，ちょっと聞いて！村長，ちょっと聞いて！村長，ちょっと聞いて！

の実施の実施の実施の実施    

    

村民と村長が直接対話できる

機会として月2回役場ロビー

で開催。 

行政基盤 
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時期 実施事業等名称 内容等 分野 

平成16年度～ いきいき地域活力助成事いきいき地域活力助成事いきいき地域活力助成事いきいき地域活力助成事

業業業業    

の創設の創設の創設の創設    

村民の自主的及び自発的な地

域活動を援助，奨励するため，

地域の活性化を図ろうとする

自治会に対しての助成事業。 

地域自治振

興・協働 

平成17年度～ 自治会集会施設建設等補自治会集会施設建設等補自治会集会施設建設等補自治会集会施設建設等補

助事業の創設助事業の創設助事業の創設助事業の創設    

住民の自治の振興に資するた

め，地域における住民活動の

拠点となる自治会集会施設の

建設補助。 

地域自治振

興・協働 

平成18年度～ 区長制度から自治会制度区長制度から自治会制度区長制度から自治会制度区長制度から自治会制度

への移行への移行への移行への移行    

行政との上意下達関係であっ

た区長制度を解消し，対等な

立場としてまちづくりを進め

るために自治会 

地域自治振

興・協働 

みんなで地域活力補助事みんなで地域活力補助事みんなで地域活力補助事みんなで地域活力補助事

業の創設業の創設業の創設業の創設    

村民が自主性と責任を持ち，

主体的に地域づくりを進める

ため，村内地区自治会へ事業

補助。 

地域自治振

興・協働 

平成19年度～ 地区社会福祉協議会の設地区社会福祉協議会の設地区社会福祉協議会の設地区社会福祉協議会の設

置置置置    

小学校区ごとに組織。村民が

自分たちの住んでいる地域に

おける生活課題（特に福祉ニ

ーズ）を自分たちの問題と捉

え，問題解決に向けての活動

を推進している。 

福 祉 

平成20年度～ 意見公募手続（パブリッ意見公募手続（パブリッ意見公募手続（パブリッ意見公募手続（パブリッ

ク・コメント）の制度化ク・コメント）の制度化ク・コメント）の制度化ク・コメント）の制度化    

施策の策定には趣旨・目的・

内容を公表し，考慮した意思

決定を行う。 

行政基盤 

平成22年度～ 地区自治会の設置地区自治会の設置地区自治会の設置地区自治会の設置    小学校区ごとに組織された住

民組織。運営委員会及び6つ

の専門部会で構成され，福

祉・教育・防犯・環境等様々

な事業を行っている。 

地域自治振

興・協働 

平成23年度～ 第第第第5555次総合計画総合計画次総合計画総合計画次総合計画総合計画次総合計画総合計画

の策定の策定の策定の策定    

村民と有識者併せて140名

及び村職員100名以上が参

画。総合計画審議会をはじめ

各部会を含めると110回の

会議を開催した。 

行政基盤 

平成24年度～ 

 

 

とうかい環境村民会議のとうかい環境村民会議のとうかい環境村民会議のとうかい環境村民会議の

設置設置設置設置    

環境活動に関して情報・課題

等を整理，調整しながら事業

を進める。 

環 境 

東海村自治基本条例の策東海村自治基本条例の策東海村自治基本条例の策東海村自治基本条例の策

定定定定（平成24年10月1日施

行）    

自治会長や公募の村民など

19名で策定委員会を組織。役

30回の住民説明会も開催し，

村民の意見を取り入れて策定

された。 

地域自治振

興・協働 
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時期 実施事業等名称 内容等 分野 

平成25年度～ 村長とのタウンミーティ村長とのタウンミーティ村長とのタウンミーティ村長とのタウンミーティ

ングングングング    

村政に関わることの少ない２

０代から５０代の住民を対象

に，村長との座談会を開催。 

各小学校区（計６回）定員２

０名で開催するため，働く世

代の普段聞くことができない

村政について，意見交換する

ことを目的とする。 

行政基盤 

平成26年度～ 村長とのふれあいトーク村長とのふれあいトーク村長とのふれあいトーク村長とのふれあいトーク    村民と村長とが村政について

幅広く意見交換等を行う場と

して実施。 

毎月1回，イオン東海店にて

意見交換を希望する村民に当

日直接来場してもらい，村長

とフリートークしてもらう。 

行政基盤 

その他 自治会要望自治会要望自治会要望自治会要望    

※平成18年度までは区

長要望 

自治会としての要望。行政に

対する地域内の提案・要望等。 

地域自治振

興・協働 

 

  



- 12 - 

 

◎協働のまちづくりの先進的な事例 

宮城県大崎市「市民と行政とが話し合うまちづくり」 

 

事例紹介（作成中） 


