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担当者必読！
官民パートナーシップを実現する100の心得

２０２２年３月２９日
東北経済産業局企画調査課



はじめに

「担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得」は、官民パートナーシップを阻
む「壁」とその壁を突破し官民パートナーシップを実現するための「心得」をまとめたものです。

当局では、官民パートナーシップの「事例、ノウハウ、悩みの共有」や地域の枠を超えた「仲間
づくり」を目的に「令和3年度官民パートナーシップによる地域課題解決セミナー～“小さなまち
の戦い方”を磨き上げる～」を開催しました。

https://www.tohoku.meti.go.jp/kikaku/chihososei/topics/220112.html

本心得集は、セミナーにご登壇いただいた青森大学の石井先生、釜石市の金野さん、鹿角市
の成田さん、西和賀町の高橋さん、三戸町の中村さん、Urban Innovation Japanの吉永さ
ん、MAKOTO WILLの菅野さん、そして参加者の皆様の経験知や暗黙知から紡ぎ出した「官
民連携担当者の集合知」です。

自治体の官民連携担当者の皆様にとって、官民パートナーシップを阻む壁を乗り越えていくた
めの勇気と技巧を与えるバイブルの１つとなりましたら幸いです。



官民パートナーシップを阻む、いくつもの「壁」

壁を認知し、突破していくための勇気と技巧を

「官民パートナーシップを実現する100の心得」 3

上司の壁

合意形成の壁

公平性の壁

実行主体の壁

予算の壁

マッチングの壁

意思決定の壁

上司が話を聞いてくれない、関係者に働きかけてくれない・・・

特定の企業・団体を“えこひいき”することが困難・・・

新しい事業を始めたいが“予算がない”・・・

課内→部内→庁内→議会→地域と連なる“修練” 新しい提案はなかなか通らない・・・

畢竟（ひっきょう）、“誰がやるのか問題”にいきつく・・・

地域外パートナーとの接点がない、協働が生まれない・・・

決められない、辞められない・・・

人材育成の壁

実績の壁

言語化の壁

アイディエーションの壁

人事異動の壁

文化の壁

若手が育たない、成長の機会が不十分・・・

自分だけ目立つと“打たれる”・・・（but 、ちゃんと出れば案外打たれない）

姿形や成果の見えにくい事業を説明できない・・・

アイデアが見つからない、企画に落とし込めない・・・

築いた信頼関係が継承されない・・・

行政と民間の間での言葉、常識、慣習、仕事の進め方等が異なる・・・

前例主義の壁 前例がないと理解されない、従来のやり方を変えるには相応のエネルギー・・・



担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得
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″アイディエーション″の壁を突破するための心得
「アイデアが見つからない、企画に落とし込めない・・・」

「偶然性」を愛する

これできたらいいな！とピンときたらアリ（理屈は後で考える）

起きたことを意味づける

創発戦略≓たまたまの集積

地域の潜在的ニーズを発掘する観察力が必要

地域のニーズは必ずしも顕在化しているわけではない

「個」の経験やつながりを豊かに

「個」の経験によるアイデアを持ち続け、機をみて押し進める

連携の“手法”も工夫する

地域課題を解決したい人材が自治体と協働できるおもしろい
手法も試行錯誤する

相談できる人を周りにつくる

アイデアをもらえるような関係性の構築が重要

インプットの工夫を

グーグルアラート／書籍／Youtube・・・

2枚目の名刺を持つ

行政とは別の立場から得られた経験が官民連携に活きる

どんなたたき台にも意味がある

「０→１」こそ官民パートナーシップの醍醐味

・

自分たちがやりたいことをやる

やらされるのではなく、本気で取り組めることをテーマにする



″前例主義″の壁を突破するための心得
「前例がないと理解されない、従来のやり方を変えるには相応のエネルギー・・・ 」

・

新しいツールは無理しても使ってみる

SLACK／ZOOM／SNS・・・

・

プロセスを味わいきる

状況をメタ認知できれば、大抵のことを消化できる

・

失敗を許容する

石橋をたたいて渡らない

・

１歩先をリスクをとってやる

自分たちがモデルだと思って挑戦してやってみると予算も
ついてくるかも
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″言語化″の壁を突破するための心得
「姿形や成果の見えにくい事業を説明できない・・・」

・

担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得

論点から考える

自分たちは何を解決したいんだっけから考える

定量目標と定性目標を使い分ける

大きな論点から考える

偉い人と話す時ほどOrder of Magnitudeを意識

「Why 」と「Will」が事業推進のエネルギー

「なんでやりたいのか (Why）」、「何を実現したいのか（Will）」を
言語化することで、エビデンス集めや上司の説得に熱が入る

地域課題をなぜなぜ分析

広範囲なテーマに関わるまちづくりこそ、論点分解が重要

ディスカッションの機会を設け壁打ちする

新しい取組の言語化には対話が必要
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情報をログする

起きたできごとは記録する

定量化が難しい場合でも定性目標で評価できる
手法 定量：SMART 定性：セリフメソッド

内容
Specific（具体的な）／Measurable（測定可能な）

Achievable（達成可能な）／Relevant（適切な）

Time（期限内に）

プロジェクト終了後に、重要な関係者から引き出したい
「セリフ」を設定する。
引き出せたかどうか（0or1）で評価



担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得

上司の壁
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″人材育成″の壁を突破するための心得
「若手が育たない、成長の機会が不十分・・・」

議会答弁力を磨く

議会答弁作成＆答弁こそ、ロジカルシンキング実践の場

つながる力を磨く

SNSでは自分からコメント＆リクエスト

質問力を磨く

率直で短い/偏見や予断がない/前の質問や答えを発展
させる/違った視点に気づく・・・

スライドライティングを磨く

ふんわりと話をまとめる力を

若手とつながる

ランチや飲み会に誘う
若手職員から後押ししてもらえる関係づくり

ワークライフ・バランスはロングタームで考える

今の忙しさ／頑張りは将来の糧

ストレス耐性を身につける

事業を形にしていく過程ではストレス耐性が必要

民間との共創はおもしろい

若手職員でも一歩踏み出してみよう！

つべこべ言わずに“椅子を並べる”

行動あるのみ

「遊び心」と「寛容性」を磨く

官民パートナーシップの担当者は“コミュ力”が重要



″上司″の壁を突破するための心得
「上司が話を聞いてくれない、関係者に働きかけてくれない・・・」

・

オープンマインドを持つ

よそ者を受け入れ、理解を示し、一緒にやっていくという姿勢

・

担当者に権限移譲する

✕ マイクロマネジメント
✕ 上司に気軽に相談出来ない組織

・

折れないこと

上司に根気強く説明すれば企画が通ることがある
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″実行主体″の壁を突破するための心得
「畢竟（ひっきょう）、“誰がやるのか問題”にいきつく・・・」

・

「出島」をつくる

新しいことを始めるための組織をつくり、分野横断で取組を進める
個人でも心持ちしだいで出島の機能を果たしていくことが可能

出島と本島をつなぐ「渡し舟」を見出す

・

自分でつくった価値は、自分で守りたくなる

自治体の本質
中越地震／東日本大震災時の主観的復興感

出島と本島をつなぐ「渡し舟」を見出す

・

変な人（仲間）を10人集める

出島と本島をつなぐ「渡し舟」を見出す

・

広域連携は飛び地もアリ

近隣はなにかと競合しがち

数 (ｎ） の管理が大切
１人だと悪目立ち、10人集まれば周りの目が変わる 出島と本島をつなぐ「渡し舟」を見出す

・

地域の企業や人を巻き込む

外部と組む際、危機感や課題意識の高い地域の企業・人材
とのチームづくりが肝要
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・

出島と本島をつなぐ「渡し舟」を見出す

役所内に「出島」への信頼できる理解者をつくる



上司の壁
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″マッチング″の壁を突破するための心得➀
「地域外パートナーとの接点がない、協働が生まれない・・・」

課題は最大の“商品”

地域社会の「課題」を様々な企業・人材の関われる「余白」
に転換していく

鉄板コンテンツを持つ

地域に企業が来たときにこの体験を一緒にするというコン
テンツを磨き上げる

平時のつながりを有時に生かし、有事のつながりを平時に生かす

つながりのメンテナンスが重要

DAY0が勝負

初対面／初打ち合わせの前にできることは全てやる

最大の情報収集は情報発信

面白い人／地域に面白い人は集まる

相談と報告はセット

誰かに相談したとき、誰かをつないでもらったときは
必ず報告を

車移動の時間も有効活用

外から来た人を車で案内する時は横顔コミュニケーションの
チャンス

「混沌」からイノベーションは生まれる

新しい情報・人・金（ゆらぎ）が触媒として入ることで化学変化が
起き、混沌を生み出すことで、新しい挑戦が生まれやすくなる

何かが起きやすい地域・組織に

自分／自組織でコントロールできないことも多い

コンフィデンシャリティの意識を高く持つ

情報意識を高く持つ



上司の壁

・

担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得

上司の壁

地上戦を8割制する

地上戦（官民の事務方での調整）を制し、空中戦（首長と社長の調整）に持ち込む

誰とやるかを決めて、その後で何をするかを決める

連携協定などゼロ予算で進めることも有効

自治体と一緒に事業開発を

◯ 実証実験フェーズ
✕ 営業フェーズ

意思決定ができる社長やキーマンで対応

✕ その場で意思決定できない
✕ リソース不足
✕ 途中でメンバーが変わる

まずは一つ小さな実績づくりから

随意契約等で小さな実績をつくり、その実績をてこに事業
を育てていく

“準公共”の分野で協働

民間で完結してビジネスできちゃう場合はうまくいかない

互いに理念に共感する

官民が担当者レベル・代表者レベルで理念に共感できている

民間

民間

民間

民間

民間
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″マッチング″の壁を突破するための心得②
「地域外パートナーとの接点がない、協働が生まれない・・・」



″予算″の壁を突破するための心得
「新しい事業を始めたいが“予算がない”、国の施策が膨大で必要な施策を見つけられない・・・」

必要な施策をみつけれらない・・・」・

資金はある

資金はあるところにはあるのでアンテナを張っていく

・

公的予算に頼らずやってみる

民間の資金を集めてやってみるという発想も大事

・

「タマないのか！」を逃さず、差し込む

・

交付金の二重性の醍醐味を味わう

国の管理職は積極的な活用を望むが、担当者から申請時
にいろいろな指摘が入るのが当たり前

・

予算取りは意気込みが重要

待ちの姿勢でいれば予算は取れないため、自分で取りに行
く姿勢が必要

国の政策を翻訳する政策ナビゲーターに

日頃から事業アイデアややりたいことをストックしておく

国の予算情報を民間が自治体にナビゲートすることも有効

民間
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″公平性″の壁を突破するための心得
「特定の企業・団体を“えこひいき”することが困難・・・」

・

ルールメーカーたれ

地域のためになる事業をやってくれる企業・人材をうまく巻き込める公明正大なルールや仕組みをつくる



″合意形成″の壁を突破するための心得➀
「課内→部内→庁内→議会→地域と連なる“修練”、新しい提案はなかなか通らない・・・」

・

担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得謝る勇気

謝れるから始められる、謝れるから挑戦できる

仁義を通しながら無視していく

新しい事業をつくる際に100％の合意形成はあり得ない、割り切りを持つ

まず2割を抑える

新しい取組に対して2割の人は関心を持ってくれる

楽しいは正義

人を動かす2つの源泉
危機感とわくわく

苦手な人にこそ自分からいく

追われるのではなく、追う

アドバイザーはうまく使う

権威のお墨付きは様々なシーンで有効

第一声をとる

挨拶でも、ミーティングでも、懇親会でも（やる気をみせる）
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上司の壁

″合意形成″の壁を突破するための心得②
「課内→部内→庁内→議会→地域と連なる“修練” 新しい提案はなかなか通らない・・・」

・

担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得

上司の壁

計画に入れる

記録に残すことにより既成事実化する

議会答弁に入れる

オーソライズの方法として課長職以上に推奨

共感はするが迎合はしない

地域内の声の大きい人や企業に対し共感は示しつつ、
全体最適を図る妥協点を絞って提案する

敵を作らない

特に大きな力を持った人は、味方じゃなくていいので、
敵にはしない

他部署への打診は担当者から

他部署の上司も部下の提案であれば理解を示す

メディアを上手に活用する

テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、SNS・・・
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・

課題解決に対する欲求を醸成する

解決手段や技術先行ではなく、課題を解決したいという欲求が高まっているテーマでないとうまくいかない



″意思決定″の壁を突破するための心得➀
「決められない、辞められない・・・」

・

最後はなんとかするという胆力

偶然性を愛していくための必要条件

・

黄金フレームワーク「理念・制度・運動」

何かが足りないと感じたら顧みる

・

事実を見る

・

目的と手段を分ける

目的を官民が共有することが大前提
迷ったら、目的に立ち返る

・

事実と意見を分ける

事実の方が情報の客観性が高い
原理・法則／理論・論理／定量的・定性的事実

・

即レス

現場と数字
◯ インタビュー、データ｜✕ 感覚、経験、感情

「別途、お返事します」もアリ
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・

時おり現場から自分をはがす

冷静と情熱のあいだ

・

プロジェクトの中身を嗅ぎ分ける

・

迷ったら現場に行く

・

やらなくてもいい仕事は手放す

民間資本によるアジャイル形式か
公的資金によるウォーターフォール形式か

課題の設定や明確化においては、住民との対話が有効

これからは公務員が本当にすべき仕事が何かを考える



″文化″の壁を突破するための心得
「行政と民間の間での言葉、常識、慣習、仕事の進め方等が異なる・・・」

・

人間は多重人格だから面白い

人は、いくつもの役割・立場を内包しているもの

・

翻訳力を磨く

多言語対応こそ、官民パートナーシップの要
都市の言語 VS 地域の言語 ／ 民間の言語 VS 行政の言語 ／ 保守の言語 VS 革新の言語 ・・・

・

行政の特性を理解しアンテナを立てる

役所の物事の進め方（議会・庁内調整）や“タマ出し”のタ
イミングを理解し、担当職員を後押し

民間
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担当者必読！官民パートナーシップを実現する100の心得

横顔でコミュニケーションする

互いに対峙するのではなく、共通の課題や理念と対峙する

“チャーム”は本当に重要

あらゆるシーンにおいて、関係性構築のカギはチャーム（愛嬌）にあり

「肩書き」ではなく、「氏名」で仕事をする

名刺交換は最後に（肩書きを外す練習）

官民パートナーシップは愛なんだ

地域愛／同志愛／自己愛・・・愛こそ全て



″実績″の壁を突破するための心得
「自分だけ目立つと“打たれる”・・・（but 、ちゃんと出れば案外打たれない）」

・

苦手な食べ物を忘れるくらい、がむしゃらに

官民Partner's High！

・

出る杭ネットワークを持つ

ちゃんと出れば、意外と応援してもらえる

・

成功体験を積み重ねる

実績の積み上げが周りからの信頼に繋がる
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・

“形”になるまで理解はされない

外部の評価を内部の推進力に変える

″人事異動″の壁を突破するための心得
「築いた信頼関係が継承されない・・・」

・

自治体のキーパーソンを見つけて、つながる

キーパーソンと繋がって、おだてる
キーパーソンはおだてられ上手に

民間
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東北経済産業局 総務企画部 企画調査課 横田、成田
電話：022-221-4861（直通）
E-MAIL： thk-kikaku@meti.go.jp

お問い合わせ先

当局では、次世代の東北の地域づくりを担い、地域課題解決に取り組む仲間づくりに
取り組んでまいりますので、集合知がアップデートされましたら、心得集を101、102・・・
と更新していきます。

おわりに

https://www.tohoku.meti.go.jp/kikaku/index_meetup.html

https://www.tohoku.meti.go.jp/kikaku/index_meetup.html

