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 市民と行政の協働の脆弱性―さいたま市市民活動サポートセンターの事例から― 

Weakness of Collaboration between Citizens and Public Administration – In Case of the Civic 

Activity Support Center of Saitama City 

平 修久* 

Nobuhisa Taira 

The Civic Activity Support Center of Saitama City received a good reputation with respect to collaborative management 
with citizens and city.  The local ordinance was changed without any consultation to relevant citizens. Both the 
rationale and decision-making process of the change are not appropriate.  The change revealed weakness of 
collaboration between citizens and city; local politics do not obey the basic local assembly ordinance; city is lack of 
intention to support civic activities; citizens do not consider local politics.  The change heavily damaged reliance and 
collaboration between citizens and city, oppressed civic activities, degraded functions of the Center, and increased 
operating costs.  To promote the collaboration again, the reliance should be recovered and citizen participation must 
be secured with local ordinance when any rule relevant to civic activities and collaboration is changed or introduced.  
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1．はじめに 

市民と行政との協働は、まちづくりの推進に加えて、

行政ニーズの多様化や財政悪化などへの対応のため不可

欠という認識が高まりつつあるものの、それらが活発化

すると、揺り戻しの現象が起こることがある(1)。 

さいたま市市民活動サポートセンター（以下、サポセ

ン）もその例として名を刻むことになった。サポセンに

関する管理運要領及び条例（2007年制定）の変更(2)

（2015年）は、関係市民にとって協働の崩壊であった。

それまでのサポセンは、市民と市による「さいたま市型

協働管理運営」が行われ、平(2012) 2)が述べたように、

実体のある協働として自他ともに高い評価を得ていた。 

そこで、市民と行政の協働の脆弱性の要因を踏まえ

て、協働の強化方策を探ることを本稿の目的とする。ま

ず、協働がどのようにして、実体を奪われ幻想化したか

を時系列に沿って整理し、それをもたらした要因を分析

する。合わせて、幻想化がもたらした問題を見る。最後

に、協働の再度の実体化を目指す方策を探る。関連資料

をもとに分析し、対象期間は、指定管理者による第二期

の運営が終了した2016年3月31日までとする。 

筆者は、サポセンの整備検討委員及び運営協議会座長

として11年半サポセンに関わってきた。本論は、あくま

でも私見に基づくものである。 

２．さいたま市型協働管理運営の構築と実施 

2-1. サポセンの整備計画づくり段階の協働(3) 

サポセンは、NPO法人やボランティア団体、自治会な

ど、市民活動を行っている団体や、これから地域で活動

を始めたいと思っている市民を支援するため、さいたま

市によりJR浦和駅前の複合ビル内に整備された。 

サポセンの整備計画作成のために、さいたま市は整備

検討委員会（2005年9月～2007年10月）を設置した。別

途、50人の公募市民が参加したワークショップが展開さ

れた。ワークショップ第1期は、市が用意した事項を検討

した。各グループ代表が整備検討委員となり、整備検討

委員会でグループの意見を述べた。第2期は、ワークショ

ップ参加者が検討すべき事項を洗い出し、テーマ別にチ

ームに分かれて、市民が中心になり市職員も参加して検

討した。すなわち、第2期は、市民が検討事項決定権を掌

握し、参加より関与度が高い参画が行われたと評価でき

る。 

筆者が属した市民参加プロジェクトチームでは、指定

管理者の選定基準も議論した。その中で市民活動団体に

限るという意見までは出なかったが、さいたま市は、市

民活動推進及び協働の拠点ということで、サポセンの管

理運営要領案の中で「指定管理者は市民活動団体とす

る」とした。地域コミュニティ施設を市民が自主管理す

る事例は増加しているが、全市を対象にした公共施設の

指定管理者を市民活動団体に限定することは、当時も現

在も極めて珍しい事例である。この提案に、市民委員は

さいたま市の本気度に驚くとともに、市民が中心になっ

て運営するという意識を持った。 

このように、整備検討委員会では、管理運営要領案や

条例案も検討の対象とした。市民も市職員も一緒になっ

て時間をかけ、じっくりと話し合い、市民と市の相互理

解が進み、信頼関係も構築された。 

2-2. サポセンのさいたま市型協働管理運営の実体 

市民の代表としてNPO法人さいたまNPOセンターが指

定管理者に選定され、2007年10月の開設後、さいたま市

とともに協働管理運営を展開した。その主な仕組みは次

のとおりである。 
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 ・市民の代表として、市民活動団体がソフト面の運営を

担当し、ハード面は市が専門企業に委託する。 

・市の担当課（当初は市民活動支援室、2015年4月に市

民協働推進課に改組）は、サポセン内で執務を行う。 

・毎月、連絡調整会議で指定管理者と市の担当課が日常

業務などに関して協議する。 

・運営協議会(4)は、サポセンの評価を行うとともに、運

営管理全般に関することを協議し、指定管理者と市は

その結果を尊重して分担した業務を遂行する。 

・運営協議会が利用者懇談会を開催し、利用者から要望

や提案を受けるとともに、運営管理全般に関して意見

交換を行う。利用者懇談会で出された意見等は運営協

議会で報告され、必要に応じて協議する。 

・指定管理者は、専門性を持つ市民活動団体等に、一部

の業務を委託することができる。そのため、多様な市

民団体が運営に関わることができる。 

このような仕組みに基づき、実際には以下のような特

徴ある運営が展開された。 

・一般の公共施設では利用者は「お客様」扱いされる

が、指定管理者のスタッフは、利用者も自分たちも市

民という関係を貫いた。 

・夏及び春の大規模なイベントは、参加団体からなる実

行委員会を設置し、企画・開催した。 

・利用などに関するルールは必要最小限でスタートし、

市民意識を高めるため、関係者同士の話し合いで極力

解決を図った。目的外利用や署名活動の是非など、ル

ールを決めざるを得ない事項については、利用者懇談

会及び運営協議会で十分議論し、最終的には、指定管

理者と市の担当部署による協議で決めた。議論の途中

経過をサポセン内に貼り出し、透明性を図った。 

・運営協議会の評価の一部は第二期指定管理者の仕様書

に反映された。 

評価の一環として実施された、指定管理者スタッフと

市担当部署職員に対するアンケート調査(2009年) (5)にお

いて、「これまでの協働管理運営はうまくいっていると思

いますか」という設問に、スタッフ1人が「とてもうまく

いっている」、スタッフ13人と市職員全員が「おおむね

うまくいっている」とした。 

開設以来8年間、登録団体は1,727団体（2015年10月15

日現在）、利用する市民・市民団体はさらに多く、利用者

は連日1,000人を超え、年間利用者は40万人に達してい

る。公共施設の協働管理運営の成功事例として、多数の

視察も受け入れてきた。さらには、埼玉県内の類似施設

のスタッフの研修なども行い、県全体にとって重要な市

民活動施設として機能してきた。 

３．さいたま市型協働管理運営の崩壊 

3-1. 市民活動サポートセンター管理運営要領の変更 

ところが、さいたま市議会の介入により、実体のあっ

た協働管理運営はあっけなく崩壊した。 

まず、2015年6月5日に、市がサポセンの管理運営要領

を、企業や外郭団体なども指定管理者になれるように変

更した。この変更は、サポセンの運営協議会ばかりでな

く、条例設置の市民活動推進委員会に対しても、何らの

相談なしに行われた。どのようなことでも市民と市の相

談の上で決めるという、さいたま市の協働が幻想化した

ことの始まりであった。 

さいたま市型協働管理運営の今後に影響を与えかねな

いため、8月24日に、運営協議会有志を中心として、市

長宛に、次のような内容の質問状(6)を提出した。 

①管理運営要領の変更の理由は何か。変更が現状の何を

改善し、市民活動の支援や協働の推進にどのようなメ

リットがあるのか。

②サポセンの管理運営は、管理運営要領により市民と市

との協働により行うことになっている。さいたま市市

民活動及び協働の推進条例（2007年制定）第8条によ

り、事業者は市民には含まれない。市民活動団体以外

が指定管理者となった場合、一括再委託禁止を逸脱し

ない限り、主たる業務の範囲で、市民がその応分の役

割を担えないことになるが、市民と市による協働管理

運営はどのように担保されるのか。

③本格的な協働の経験・実績のない団体が、協働の拠点

であるサポセンを管理運営することが可能なのか。

④管理運営要領の変更に際して、関係する市民の意見を

聴取し、市民活動推進委員会やサポセンの運営協議会

で議論するプロセスを採らなかった理由は何か。

9 月議会の開催という事情もあり、質問状に対する回答

(7)は 10 月 26 日になった。主な内容は次のとおりで、関係

市民にとって満足できるものから程遠いものであった。 

①サポセンの運営にあたり、多様な主体の情報や資源を

活用することが効果的であると考え、指定管理者の応

募の門戸を広げた。

②指定管理者募集の要項や仕様書等で、協働管理運営の

考え方を踏まえ、サポセンを管理運営する旨を明示し

ているため、従来どおりの協働管理運営を行える。

③仕様書に、総括責任者、総括責任者補佐は、市民活動

及び市民活動の支援について知識と経験を有すること

を条件とし、事業担当者も市民活動に対する知識と経

験を有することとしているため、協働推進の知識や経

験のある職員は確保される。

④市民がサポセンの管理運営に参加し、関わるための利

用者懇談会や運営協議会は維持しており、今まで通り

サポセンの運営を協働管理運営で行うことに変わりが

ないため、意見を聴取しなかった。

再度質問状を出すことも考えられたが、この回答の前

に協働の実体は大きく崩壊した。 

3-2. さいたま市市民活動サポートセンター条例の変更 

10月9日の決算・行政評価特別委員会において、決算

の承認に際して、①サポセンにおいて行われる施設利用

の許可や団体登録等の行為は公権力の行使に当たり、本
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 来、行政自ら執行すべき性格を有し、②登録された団体

の活動の一部において、政治的な目的に基づく主張を強

く反映した施策の推進を図り、支持し、又は反対を企図

したものが見受けられることから、「さいたま市議会は、

市執行部において、市民の福祉の増進に最大限の配慮を

しつつ、より適切なセンター（注：サポセンのこと）の

管理運営を確保するため、指定管理者の指定に当たって

の施設管理の基準その他の必要な事項等の見直しを図る

とともに、多くの市民の利用に供する機会が確保される

よう、関係条例等の見直しを含めた措置を早急に講ずる

ことを強く求める。」(8)とした附帯決議が採決された。 

①は行政改革の一環として導入している指定管理制度

を否定するものであり、他の公共施設の指定管理者制度

になぜ言及しないのか、大いに疑問である。②について

は、さいたま市市民活動及び協働の推進条例において、

政治上の施策の推進、支持、反対は市民活動から除外さ

れておらず、このような活動を問題視することは市民活

動の抑圧である。このように、論理性は全くなく、関連

条例の無理解に基づく決議であった。 

附帯決議の中で、指定管理者の指定(9)と基準の見直し

を関係づける巧妙な表現が使われた。これが、サポセン

条例変更の伏線となった。仮に、利用許可および登録の

判断を市に移したとしても、指定管理者の選定に大きな

影響が出るとは考えられない。 

そして、2015年度9月定例会の本会議（10月15日）に

おいて、議員提出議案第10号「さいたま市市民活動サポ

ートセンター条例の一部を改正する条例の制定につい

て」が上程され、議案の説明、質疑応答を経て、市民生

活委員会に付託された。同日、同委員会において、同議

案の審査が行われ、議案の説明、質疑応答、討論がなさ

れ、原案が可決された。翌10月16日の本会議において、

条例改正に関する議員提出議案が上程され、討論、採決

が行われ、賛成多数により原案が可決された。これは、

「管理基準の見直しがすむまで指定管理者制度を適用さ

せない」というものであり、さいたま市型協働管理運営

の根幹をなす、市民の代表による運営を一時的に差し止

めるものであった。 

仮に、議案を提案した議員（以下、A議員）が指摘し

たように、管理基準が十分に整備されておらず、サポセ

ンが不適切な状態であるのであれば、「指定管理者制度を

適用させない」というのではなく、直ちに休館にすべき

である。逆に、休館にするほどのことではないと判断し

たのであれば、利用許可と登録の判断を指定管理者から

市に移管すれば済むだけのことである。A議員は、「利用

者には迷惑をかけたくない。」とも発言しているが、一連

の発言に矛盾がある。 

４．協働の幻想化への市民の対応 

4-1. 指定管理者の対応 

サポセンスタッフは、条例変更とそれに伴う直営化(10)

に関して利用者に説明しようとしたが、市担当課から

「待った」がかかった。そこで、NPO法人さいたまNPO

センターが急きょ10月19日に説明会を開催し、30名の市

民が参加した。説明会には指定管理者タッフは出席しな

いようにという「お願い」が市からあったという。 

続いて、10月23日に、同法人は、さいたま市議会議長

に、「市民活動の規制につながり、市民との『協働』を否

定する『サポートセンター条例』改正に強く抗議し、撤

回を求めます。」という声明文(11)を提出した。 

そして、11月9日に、再度、「『さいたま市市民活動サ

ポートセンター条例』改正に関する説明会」を開催し

た。説明会には利用団体の代表など130人が参加した。

「議会で十分な論議がされたか」「事前にヒヤリングはあ

ったのか」「市が利用者を選ぶことになり、自由な活動が

できなくなるのではないか」「平場で、経緯について市長

や議員から直接説明を聞きたい」など多様な質問・要望

が出された。しかし、同法人が答えられることは限られ

ていた。 

4-2. NPO法人の対応 

サポセン条例変更に対して、全国のNPO法人が抗議声

明を発表した。条例変更が政治的政策に関する市民活動

の制限につながる恐れ大きかったためである。たとえ

ば、NPO法人日本NPOセンターが、「市民活動団体によ

る活動を不当に制限しようとする動きへの懸念～さいた

ま市議会の市民活動サポートセンターに関する条例案可

決を発端として～」という意見表明(12)を10月21日に発表

した。全国54団体が組織としてこれに賛同した（2016年

1月13日現在）。 

4-3. 利用団体の対応 

サポセンを利用する市民団体の有志が、「みんなのサポ

センを市民の手に取りもどそう！キャンペーン」をウェ

ブ上（http://saitamax.info/）で展開し、1,307人の署名

（2016 年3月23日現在）を集めた。 

また、11月9日の説明会に参加した91の利用団体と36

人の個人が、市長及び市議会議長あてに、「さいたま市市

民活動サポートセンター条例改正に関する説明会開催の

お願い」という要望書（11月30日）を提出した。この要

望書に対するさいたま市の回答（12月14日）は、「市民

の皆さまが安心して市民活動サポートセンターをご利用

になれますように、今後の方向性が固まり次第、説明会

を開催してまいりたいと考えております。」というもので

あった。市民団体は2015年内の開催を希望したが、説明

会が実現したのは、翌年の3月15・16日であった。主な

説明内容は4月以降の直営化に関することであり、利用団

体等が期待した内容とは異なっていた。 

4-4. 運営協議会の対応 

 運営協議会は、10月26日に緊急の会合を開催し、条例

変更の内容・経緯を確認した上で、利用者に正しいこと

を伝えるために、A議員が問題視した事項がそのとおり

か否かの判断を、評価(13)として行った。  
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 指定管理者の説明を踏まえ、運営協議会は、①団体登

録は適切に行われ(14)、②利用内容と③利用の公平性に問

題はなく、適切に管理運営されていたと評価した。そし

て、12月1日に、「市民活動サポートセンターの運営につ

いて」（市民活動サポートセンター条例の変更に関連し

て、市議会議員の主な指摘事項に係る評価）(15)を公表し

た。評価結果は市とは異なるものとなったが、その妥当

性は、市が行った弁護士への法律相談で証明された。  

しかし、運営協議会は条例変更を取消すことは困難と

判断し、2016年度からの直営化に際して、利用者の考え

を把握することにした。そこで、12月11日に、追加の利

用者懇談会(16)を約90名の参加を得て実施した。①今後に

望むこと、②なくなったら困ること、③変わってほしい

ことに関して意見交換を行った。「指定管理者による運営

がよい」という評価、「協働を大事にしてほしい」「柔軟

な登録や利用」「異なる意見・多様性の尊重」という要望

とともに、「なぜ直営にするのかわからない」「直営が不

安」という意見が出された。基準・規制については、政

治についての基準づくりを求める意見があった一方で、

自由の保障を求める意見もあった。 

利用者の「なぜ直営にするのかわからない」という疑

問を受け、2016年1月26日に、運営協議会有志として、

市議会議長に、条例変更の理由としてのサポセンの問題

を明らかにしてもらう質問状を提出した。それに対し

て、市議会議長は、2月9日に、「条例改正の理由や経緯

等は、全て本会議録及び委員会記録に記録されている」

旨を回答した。 

それらの記録(17)からは問題の内容が不明であるため、

運営協議会有志は、さいたま市議会基本条例(2010年制

定)第４条に議会の活動の原則「⑹議会への理解と信頼の

向上のため、議会運営の透明性を確保するとともに、議

会の諸活動を市民に説明すること」と、第15条に議員の

活動の原則「議会における政策の決定の過程等につい

て、市民に説明すること」を踏まえ、3月7日に、市議会

議長に、説明会の開催を求める要望書を提出した。しか

し、市議会議長は、3月17日に、「決定に至る議論は、原

則的にすべて本会議および委員会の場で行われることに

なっている。今回の件も、議論の過程は本会議録及び委

員会記録がそのすべて」という旨を回答した。 

議会事務局によると、政策決定過程に関する説明会開

催の議会への要望は、サポセン条例変更が初めてとのこ

とであった(18)。議会基本条例の逐条解説(19)によると、第

４条(6)は、「議会における意思決定過程の透明性を確保

するとともに、議会におけるさまざまな活動について広

く情報発信をしていく」というものに過ぎず、「説明」の

内容とは程遠いものである。これでは、一方的な情報提

供であって、説明責任を果たしているとは到底言えな

い。逆に、市議会は、説明会を開催したくない、条例変

更の根拠をきちんと説明できないと解釈できる。 

５．サポセン条例変更に関する疑義 

今回のサポセン条例変更について、市民が問題視して

いるのは根拠とプロセスである。今回の事例は、公共性

の有無・程度に関する評価で重要な２つの側面で疑義が

あるという珍しい事例である。 

5-1. 変更の根拠に関する疑義 

この条例変更において、A議員が問題視したと思われ

る事項を、関連する議事録(20)から判断すると次のとおり

である。 

①団体登録

・施設利用の許可や団体登録等の行為は公権力の行使に

当たり、本来、行政自ら執行すべきである 

・政治的活動と類推される活動を行っている登録団体が

いる 

②利用内容

・政治的活動と類推される活動をサポセンで行っている

団体がいる 

③利用の公平性

・特定の団体が優先的にサポセンを利用している 

団体登録については、指定管理業務の一つとして指定

管理者が行ってきた。登録可能な団体は、市民活動及び

協働の推進条例第２条に定義された市民活動団体であ

る。政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対す

ることを目的とする活動は除外されるが、政治上の政策

の推進、支持、又は反対は市民活動から除外されていな

い。 

「政治的活動と類推される」という表現は、あえて混

乱を招くために使用したと思われる。A議員は、決算・

行政評価特別委員会（2015年10月5日）において、「原発

埼玉県民投票準備会は、埼玉県議会に対して住民投票、

県民投票を求める請願を提出しています。（中略）しかも

県議会に請願を出すということは、政治活動ではありま

せんか？」と質問している。A議員は議会への請願も政

治活動とみなし、市民活動の範囲を狭めようとする発言

を繰り返した。「政治活動」という表現により、「政治上

の政策」に関する活動も市民活動から除外されるべきも

のと主張した。A議員独特のレトリックであるが、さい

たま市市民活動及び協働の推進条例とその背後にある

NPO法を無視した主張である。 

特定の団体が優先的に利用し不公平であるという指摘

に関しても、問題視された団体は、他の団体と同じルー

ルでサポセンを利用しているので、事実誤認である。 

唯一の瑕疵は、登録団体の優先利用をサポセン条例な

いし管理運営要領に規定していなかったことである。こ

れだけで直営化の根拠とすることは合理的とは言えな

い。すなわち、条例改正案には確たる根拠は見当たらな

い。 

5-2. 決定プロセスに関する疑義 

決定プロセスにおける最大の問題は、関係する市民へ

の問い合わせも、意見聴取も全くなかったことである。 
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 A議員はサポセンの近くを地盤としており、多くの市

民の声を聴いたと主張した。その市民はA議員の支持者

であり、利用者はほとんどいない。数字的裏付けも示さ

れていない。一方、市により利用登録団体アンケートが

毎年行われ、2015年（回答数628）において、窓口対応

と電話対応が「よい」「まあまあよい」の合計が、それぞ

れ96％、91％であり、利用者の間でサポセンの評価は極

めて高い。 

議会基本条例第3条の議員の責務として、「市民の意見

を的確に把握し、広い視野から情報収集を行い、市民全

体の利益を勘案して職務を行わなければならない。」と規

定されているが、市民の意見を的確に把握したとも言え

ず、広い視野から情報収集を行ってもいない。同条例の

第5章「市民の議会」では、公共性を意識して市民の参画

と広聴が謳われているが、条例に反し、決定プロセスに

関する公共性は担保されなかった。 

６．さいたま市型協働管理運営の脆弱性 

さいたま市型協働管理運営の協働が幻想化したのは、

A議員が最大の原因ではあるが、その言動に対応できな

かった要因を考えることが、同様な事態の発生防止とな

る。その要因を、政治、行政、市民について整理する。 

6-1. 政治  

市民と市が10年の年月をかけて築いてきた協働を、2

日間という短時間の議論だけでひっくり返す政治の恐ろ

しさを市民は目の当たりにした。これは、議会基本条例

第17条「自ら行う政策の形成の過程において市民が参画

できる機会の提供に努めなければならない。」に反する行

為である。また、前文「市民の多様かつ広範な意見を把

握し、市の意思や政策に適切に反映させていく使命を担

っている」、第3条（議員の責務）「市民の意見を的確に把

握し、広い視野から情報収集を行う」、第4条（議会の活

動）(3)「市民の意見の調整を行い、政策の決定を図る」

という規定に反し、一部の市民の意見に基づいた政策決

定が行われた。 

行政に対しては、行政不服申立て及び第三者による審

査制度があるが、議会に対してはそれがない。市民に与

えられている手段は、議員解職あるいは議会解散のリコ

ールである。政策決定過程に十分な市民参画が確保され

ないのであれば、その決定に対する不服申立て制度(21)が

あってしかるべきであるが、そのようなものはない。リ

コールについても、有権者の3分の１の署名を集めてよう

やく請求が成立し、さらに議会で過半数の賛成が必要で

ある。さいたま市の有権者は88.4万人（2015年4月現

在）おり、約30万人の署名を集めることはほぼ不可能で

ある。すなわち、市民の意に反する決定を行った市議会

への実行可能な対抗手段を市民は持っていない。 

一方、今回の条例変更は、政治上の政策に対する賛成

や反対の意思表示行動などに対する、議員の懸念と不安

という解釈もありうる。市民活動が、議員の注視すべき

ものとなったという証左であれば、救われもある。 

6-2. 行政 

今回の条例変更は議員提案であり、質疑や討論は議員

だけで行われ、市長や市の幹部には発言権が与えられな

かった。地方自治法では、首長は、条例の制定や改廃、

予算に関する議会の議決に異議がある場合、審議のやり

直しを求めることができるとしている。議会の議決の送

付を受けた日から10日以内に首長は臨時会を招集し、出

席議員の3分の2以上の賛成により、首長の主張が認めら

れる。しかし、市長派議員は少数派であることもあり、

再審請求はなされなかった。 

議会に対する行政の弱さも、市民と行政の協働の脆弱

性を露呈した。市議会での、市民活動団体に対する疑義

に対して、市の上層部が十分な確認もなしに、サポセン

に問題があると答弁した(22)。市民活動と政治活動の違い

を十分に把握していれば、A議員の質問に適切に答弁で

き、今回の問題は発生しなかったはずである。  

議員が市民活動に批判的で、市長が市民活動を守らな

いのであれば、二元代表制の意味はなく、市民の立つ瀬

はない。  

行政組織は上意下達であり、市民協働推進課として

は、上層部の指示、議会の決定に従って業務を遂行せざ

るを得ない。市の上層部は市民活動や協働の推進の重要

性を十分に認識しておらず、「議会を刺激したくない」と

いうことを優先した。そのため、市民協働推進課は利用

者に条例変更の経緯や背景を説明せず、指定管理者にも

説明しないように指示した。同課は、条例が変更された

こと、指定管理者募集を中止したこと、2016年4月から

直営化になるということだけをさいたま市のHPに掲載し

た。市政の顧客である市民に背を向けた姿勢と言わざる

を得ない。協働パートナーとしての行政の頼りなさ・限

界を露呈してしまった。  

A議員が問題視した14の市民活動団体の活動につい

て、市は弁護士に市民活動の除外規定に該当するか否か

を相談し、該当しないという回答を得た。10月に指摘を

受け、2月の市議会でその旨を説明した(23)。市民活動を

推進する市としては、素早く弁護士に意見を求め、その

結果を団体に伝えるべきであったにも拘らず、4か月間、

団体を不安な状態に放置した。 

6-3. 市民 

政治が市民活動に悪影響を及ぼした事例は、さいたま

市が初めてではない。横浜市の市民団体は、市民と市の

協働に関する「横浜コード」の充実を図ろうと思ってい

たところ、突如、市議会の政治と直面することになっ

た。市民が基盤にしていた市民活動推進条例（2000年制

定）が、議会により、全面的に変更され、行政よりの協

働推進条例（2012年制定）に取って代わられた。まちづ

くり情報センターかながわの菅原敏夫は、「緊急学習会 

どこに行く？協働管理運営」（2016年2月16日）におい

て、横浜市民は市民自治を主張しすぎ、間接民主主義や
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 行政へのリスペクト不足が原因だったと語った。 

サポセンの場合も、市民は、議員というプレーヤーの

存在を失念していた。市民が議員の存在を意識する必要

があることに違和感がある向きもあるが、市民の敵にな

りうる存在であることを忘れていた。 

サポセンは、市民活動と、市民と行政の協働を推進す

る施設であり、そこには、議会や政治という要素は眼中

になかった。一方、議会を否定したり、排除したりする

意識もなかった。サポセン利用に関する様々な問題に対

して、当事者同士で解決してきた自負が、政治によって

粉々にされた。 

指定管理者も利用者も、自分たちは正しいこと、地域

貢献をしていると自負してきたが、代表性を有していな

いという、政治的弱さを露呈し、その認識を迫られた。 

７．さいたま市型協働管理運営の崩壊がもたらした問題 

条例変更に伴う問題の指摘は、前述したように、多数

の団体が抗議文や声明文の中で行っている。これらの指

摘を整理すると下記のようになる。 

条例変更に伴う最大の問題は、市民と市の信頼・協働

関係から不信・対立関係への激変である。信頼関係を築

くには時間と努力を要するが、それを壊すには少しの時

間と手間で済んでしまう。信頼はもろいものである。 

指定管理者スタッフは、条例変更関連の市の対応に強

い不満を抱いた。2015年度の評価のために条例変更後に

実施した指定管理者スタッフ向けアンケート調査では、

回答する意味がないとして全く回答しない人がいたとと

もに、市の対応に対する不満が多く見られた。行政に関

する豊富な知識や議会への対応能力という能力・知識・

経験に対する信頼も、市民を裏切ることはないという意

図に対する信頼も、幻想だったと感じた指定管理者スタ

ッフがみられた。 

2番目の問題は、市民活動や市民と市の協働の停滞であ

る。議会や市が市民活動の内容に干渉しうることは、市

民活動団体にとって脅威である。市から指摘されないよ

うにと、活動が控え目になる。さいたまNPOセンターで

も、「サポートセンターの利用は政府や行政の認めた活動

しか利用できない」と市民に圧力をかけるようなことで

あり、まちづくりへの市民参加を規制することにつなが

る(24)としている。実際に、サポセンの登録を取り下げた

団体もある。 

3番目の問題は、サポセンの6つの機能の低下である。

整備検討委員会において、①市民活動の入り口機能、②

活動拠点・事務所機能、③交流・ネットワーク機能、④

情報収集・提供（発信）機能、⑤相談・コンサルティン

グ機能、⑥学習機能をサポセンに持たせることにした。

①については、窓口対応が重要になる。市民活動に詳し

くない人が受付を担当する可能性があり、市民活動の関

心層に十分に満足してもらえない懸念がある。②につい

ては、3月の市による説明会で、カラープリンター、大判

プリンターなどが業者選定手続きのため数か月間利用で

きなくなることが知らされ、利用者は唖然とした。③に

ついては、夏と冬の交流イベント及びコムナーレフェス

ティバルが、これまで参加団体からなる実行委員会で企

画・開催され、その過程等において団体同士の交流が生

まれ、ネットワーク形成に大いに貢献した。直営下で

は、これらのイベントが委託会社によって企画・実施さ

れる。内容や企画方法は未定であるが、従来のように、

交流及びネットワーク形成の推進につながるかは不透明

である。また、市民活動サロンや企画展示により、団体

間の交流が図られてきたが、これらが継続される見通し

はない。④の情報発信として、情報誌「おーぷん」が定

期的に発行された。この継続も不確かであり、継続した

としても、情報量・知識量の減少から質の低下は否めな

い。⑤については、法律相談等の専門的な相談は継続さ

れるものの、市民活動の内容や方法に関するコンサルテ

ィングのレベルが低下することが予想される。⑥につい

ても、情報量が限られている市役所が適切なテーマ設

定、講師選定・依頼が十分にできない恐れがある。 

4番目の問題は、利用者の意識の低下である。これま

で、指定管理者は、自分たちを市民の代表と認識し、利

用者に対しても市民として対等な関係で接してきた。そ

のため、大半の利用者は、自分たちを律しながらサポセ

ンで活動し、サポセンの事業に参画してきた。直営に移

行すると、市職員あるいは委託事業者が利用者を「お客

様」扱いするようになる。そうすると、利用者は依頼心

を持つようになったり、サポセンの事業への参加が減る

ことが予想される。 

5番目に、費用増加の問題がある。2016年度の委託予

算は、指定管理者への年間支払い額よりも200万円多

い。委託予算は外注費のみであり、この費用に加えて、

市職員の人件費もかかる。すなわち、税金の無駄遣いが

発生する。また、市民活動や協働の不活発化、市民の議

会・市役所に対する信頼の喪失といった社会的費用も発

生する。先進的という評判のあったさいたま市型協働運

営の評価がマイナスになるという社会的損失もすでに生

じている。 

８．さいたま市型協働管理運営を取り戻す方策 

地方自治は市民自治と団体自治の両輪で成り立ってい

る。市民は地方自治の主人公として、①自ら治める、②

行政・議会に信託する、③行政とともに治める、のいず

れかを選択する権利を有している。今回の条例変更は、

市民の立場からすると①に対する侵害である。財政が厳

しくなるとともに、地域問題やニーズの多様化に対応す

るために、①と③がますます重要になることは誰もが認

めるところである。この認識の再確認と共有化が、協働

管理運営の実体を取り戻す第一歩である。 

次に、市民、行政、議会の間の信頼関係の再構築が必

要である。信頼関係を壊したのは、議会と行政なので、
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 両者が関係改善に努力する義務がある。市議会は、今の

ところ、条例変更に関する市民に対する説明会を開催す

る考えを見せていない。そのような態度をとり続ける限

り、利用者である市民は、説明会開催の要望やサポセン

の指定管理者と市の協働管理運営の早期復帰に関する請

願を市議会に提出するなど、議員が懸念する「政治的な

行動」をとらざるを得ない。このようなことを回避し、

市民活動団体に安心して活動してもらい、市議会との関

係の修復を図るためには、市議会及び議員は、議会基本

条例に基づき、政策決定に際して、幅広い市民の意見の

聴取、市民参画の場の提供を行うことを再度宣言する必

要がある。 

その上で、制度面での担保として、市民による議会基

本議会基本条例遵守の監視制度、違反に対する不服申立

て制度の確立が求められる。また、市民活動や協働に関

連する条例、要綱、要領、規則等の新設・変更に際し

て、必ず、幅広く市民の意見を十分に聞く機会を設ける

ことを条例レベルで明確に担保することが必要である。 

行政は、早急に、協働管理運営に戻るための条件整備

を行うことが求められる。その際、幅広く市民の意見を

聞き、市民の活動の自由を損なうことがないようにする

ことが求められる。 

市民は、サポセンの不活性化の程度を抑えるため、継

続的に主体的、積極的な関わりが求められる。今こそ、

市民力が試されているとも言える。 

今回のできごとを教訓として信頼関係を再構築し、市

民活動と協働が安定的に推進できるような制度を拡充す

ることにより、サポセンが市民とともにさらに成長する

ことを期待したい。 

 [補注] 

(1) たとえば、横浜市では、議会の主導で、市民活動推進条例の

全面「改正」し、市民協働条例を 2012年に制定した。 

(2) 本来は「改正」であるが、改めて正しくしたとは判断できな

いため、中立的な「変更」という表現を用いた。さいたま市

市民活動サポートセンター条例についても同様に表現した。

ただし、議案名については、条例改正（案）のままとした。 

(3) さいたま市（2008）に詳細に紹介されている。 

(4) 第１期は、市民団体関係者 5人、サポセン設立準備参加者 4

人、学識経験者 2 人、企業関係者 2 人、市民活動支援団体な

ど 3 人、指定管理者 1人、さいたま市市民活動支援室１人、

計 18人で構成。 

(5) 「さいたま市市民活動サポートセンター協働管理運営に関す

るアンケート」2009.11 

(6) さいたま市 HP（http://www.city.saitama.jp/006/002/009/007/ 

p045103.html, 2016/4/4） 

(7) 同上 

(8) NPO法人さいたま NPOセンター「『さいたま市市民活動サ

ポートセンター条例』改正に関する説明会」（2015年 11月 9

日）資料 

(9) 第 3 期の指定管理者の募集が 7 月 27日～8 月 26日に行わ

れ、3団体が応募した。10月 4日に公開プレゼンテーション

が行われ、条例変更の前（10月前半）に、指定管理者選定委

員会は、候補団体を選定した。NPO法人さいたま NPOセン

ターによると、同法人と NPO法人都市づくり NPOさいたま

の共同事業体が選定されたとのことであった。10月中に選定

結果が通知される予定であったが、通知はされなかった。 

(10) 指定管理者から直営に代わった例として、名古屋市市民活

動推進センターがある。 

(11) NPO法人さいたま NPOセンターHP(http://sa-npo.org/sa-

city_sapocen_zyou_kai_p.html#ss_kaisei_p, 2016/4/4) 
(12) NPO法人日本 NPOセンターHP(http://www.jnpoc.ne.jp/?p= 

9138, 2016/4/4) 
(13) 運営協議会の評価は、指定管理者及び市民協働推進課の委

員を除いて行う。A 議員の指摘事項に対して、市は発言する

立場にないので「評価」という形式をとった。 

(14) 貸出施設等の利用団体登録に際して、指定管理者は、届出

を、規則に従って受理しているだけである。審査、許可等と

は、まったくその業務の性質が異なる。指定管理者が、活動

実態を知りえたとしても、活動内容によって、利用停止や登

録取消を、指定管理者が判断することは許されていない。 

(15)さいたま市市民活動サポートセンターの直営化条例問題のま

とめ HP (http://saitamax.info/2015/12/06/evaluation201511/, 

2016/4/4) 
(16) 利用者懇談会は年 4 回程度開催することになっており、12

月時点において、サポセン以外での開催も含め 10回の開催が

実施あるいは計画されていた。 

(17) 2015年 6月定例会の本会議(6 月 15日)、2015年 9 月定例会

の決算・行政評価特別委員会(10月 5 日、9 日)、本会議(10月

15日)、市民生活委員会(10月 15日)、本会議(10月 16 日)の議

事録 

(18) 2015年 12月 14日に、「さいたま市市民活動サポートセン

ター条例改正に関する説明会開催についての請願」が出され

たが、不採択であった。 

(19) さいたま市議会 HP (http://www.city.saitama.jp/gikai/004/ 

gikaikaikakunotorikumi/p034228.html#4jyou, 2016/4/4) 
(20) (17)に同じ。 

(21) 市民は条例改正の撤回を求める請願や陳情を行うことはで

きるが、それを審議するのは議会であり、中立的な立場から

の検討は保証されない。 

(22) 市民局長は、決算・行政評価特別委員会(2015年 10 月 9 

日)において、「団体のホームページなどを確認したところ、

条例で市民活動から除外されているような活動をおこなって

いる団体があるなど、適切でない状況となっていることは認

識したところでございます。」と発言した。この言葉により

A 議員は「いくかの団体は局長の言葉を借りれば不適切。私

から言わせれば条例違反。少なくても正常な形ではない。今

の市民活動サポートセンターが正常な形で運営されていると

は言えない」と述べ、条例変更につながった。 

(23) 説明資料の中で、「市の見解」として、「登録団体の調査

については、法律相談の結果を受けて、市で検討した結果、

上記団体の登録取消しを行うことは難しいと考えますが、

（以下、略）」と記述されるなど、市議会に対する説明文と

は言え、市民団体に対する配慮に欠けた表現として市民の間

で批判があった。 

(24) NPO法人さいたま NPOセンターHP(http://sa-npo.org/sa-

city_sapocen_zyou_kai_p.html#ss_kaisei_p, 2016/4/4) 
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