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第８回 明石市自治基本条例市民検証会議 会議録 

 

日時 平成２８年１１月１７日（木曜日）午後３から午後５時まで 

場所 明石市役所 議会棟 大会議室 

出席委員 
加藤恵正会長、田端和彦副会長、橋本浩司委員、山本洋子委員、松本誠委員、

小田幸子委員、小島彰夫委員 

傍聴者 ８人 

審議事項 

１ 協働のまちづくりについて 

２ 検証報告書（案）について 

３ 今後のスケジュールについて 

配布資料 

資料１  協働のまちづくり制度について 

資料２  検証報告書（案）について 

資料３  今後の検証会議の開催スケジュールについて 

事務局 コミュニティ推進部市民協働推進室 

※委員の発言は、委員が所属する団体等の立場を反映するものではなく、委員個人として

の意見です。 
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開 会 

【会議次第１】協働のまちづくり 

 協働のまちづくりについて、資料１に基づき市民協働推進室から説明。 

 

○加藤会長   

本日の議題については、委員の皆様も活躍されている分野のことだと思います。まずは

協働のまちづくり推進条例の制定に関わった田端副会長からコメントをいただいてから、

ご意見、ご質問をいただきたいと思います。 

 

○田端副会長 

協働のまちづくり推進条例は、自治基本条例に基づく協働のまちづくりを推進するため

の条例です。明石市はこれまで小学校区単位のコミュニティ活動を重視し、熱心に取り組

んできました。ただ、地域を基盤とする地縁型団体だけではなく、テーマ型団体もあり、

条例の検討委員会においても、テーマ型団体で活動する委員から、テーマ型団体にもきち

んと配慮するべきだという意見が多く出ましたので、この条例では、協働の仕組み全体を

地縁組織だけでなく、非常に大きな枠組みで捉えています。 

 その上で、明石市の特徴である地域コミュニティ活動の考え方を取り入れました。その

中で重要なのは、閉じた組織ではなく、組織が民主的で開放的であることです。組織で多

くの住民が関わりながら計画をつくり、その計画については市との間で協定を締結します。

この協定に基づき、行政からの包括的な補助金を活用して自分たちでつくった計画を推進

していく仕組みです。 

地域組織側の条件としては、民主性や開放性などを有する組織にしなければならなりま

せんので、２８小学校区すべてで同時に始めるのは難しく、時間がかかります。条例の検

討途中で、実際に取り組みがどの程度進むかを３つのモデル校区に試していただき、そこ

で出てきた課題も反映して条例を組み立てており、単なる手続条例ではなく、地域課題も

解決できるような考え方を盛り込んだ条例になっています。 

 ただ、組織を動かしていくことは大変なので、中間支援組織の支援を受けながら発展し

ていっています。現在、モデル３校区の後に７校区が続いており、これに続く校区も増え

ていくだろうという状況です。 

 

○加藤会長  

 小島委員の校区は、先行しているモデル校区の一つですので、最初に意見をいただけま

すでしょうか。 

 

○小島委員 

話にありましたように、自分たちで実践するにあたり、初めはどのように進めていくべ
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きか戸惑いましたが、市民協働推進室や中間支援組織である明石コミュニティ創造協会に

相談しながら一つの形をつくっていきました。当初、ワークショップを開催するにしても、

人を集めることに苦労しましたが、何回か開催するうちに人が自然と集まってくるように

なりました。また、役員会と理事会を毎月１回ずつ開催していますが、その場にも人がた

くさん集まるようになり、その意味では取り組みの成果はあったと思います。 

 「地域」、「こども」、「安全」、「元気」というキャッチフレーズも、キャッチフレーズで

終わらないように、それを各校区で取り上げて、活動に結びつけていくことがまちづくり

を進めていく上で非常に大事なことだと思います。 

 取り組んでいくうちに、教わったノウハウが自分たちに身につき、自主的に活動が進ん

でいくようになったという点では、勉強になり、地域にとっても良かったと思います。 

 

○小田委員 

私は花園校区まちづくり協議会の事務局をやっています。まちづくり計画書の策定に取

り組んで２年目になります。当初、地域の人がまちづくり計画書を理解するまでにかなり

時間がかかり、市民協働推進室や明石コミュニティ創造協会の職員が、地域に寄り添いな

がら熱心に説明してくれました。 

既存の事業を活発に行っていましたが、計画書をつくる中で、課題が浮き彫りになりま

した。まちづくりは人がするものなので、組織として後継者を育成する仕組みの必要性な

ど、これまで触れていない部分が明らかになったという意味で良かったと思います。 

 また、長年まちづくりに携わっている方が多く、次世代の方の参画が少なかったのです

が、計画書づくりをきっかけに次世代の方を探して、今はその方々が快く参画してくれて

います。まだ計画書は作成中ですが、有意義な会議を持ちながら計画書をつくっています。

また、その場には女性が多く参画しており、「女性が元気なところは元気なまちです。」と

褒めていただきながら育っている状況です。 

 計画書自体が飾り物とならないように継続していくために、地域全体がどう認識を持つ

かが大事だと思います。校区によって条件は違いますが、地域の方は素人なので、いろい

ろと指導してもらいながらの計画書づくりは、私たちの校区にとっては良かったと思いま

す。 

 

○加藤会長 

校区によって進め方などは違うと思います。 

 

○小田委員 

私の地域は、コミセンはあまり使っておらず、事務局も単独で建物があるなど、いろい

ろなやり方を認めていただきながら、きちんとまちづくりを一緒にやってくれているとこ

ろはありがたいと思います。行政にだめと言われると、こちらもできませんが、少し歩み
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寄ってくれて、お互い協働ができていることを活動する中で実感しています。 

 

○山本委員 

モデル校区に加えて、現在まちづくり計画書を作成中の校区もあり、これからまちづく

りがどんどん進んでいくと思います。まちづくりを進めるには数人ではなく、校区全体が

その気にならなければいけません。私の校区は、まちづくり計画書の策定は２８校区で最

後になるだろうと自ら言っているほどですので、一番やりがいのあるところだと思います。

住民の中には能力のある方もいますが、まだ見出していないという状況で本当にこれから

が楽しみだと思います。今後、良い発表ができるように進んでいきたいと思っています。 

 

 ○加藤会長 

先行できるところは先行して、それを見ながらじっくりと取り組んでいくことも大事な

ことです。 

 

○山本委員 

明石は広いので、地域格差があって当たり前だと思います。ゆっくりですが、わかって

もらえる人には少しずつ話をしているところです。 

 

○橋本委員 

私の校区も、来年３月の完成を目指してまちづくり計画書の策定に取り組んでおり、今

のところ組織の骨組みができて、これから肉をつけていく段階です。四つの部会がありま

すので、部会ごとに独自の構想を立てて、全体で集まる際に発表してもらい、そこでの意

見交換を通して統一された一つのストーリーを考えています。中には脱線するような意見

も出てくるので、お互いに指摘して本題に戻すなど、百人十色で、いろんな人が関わりな

がら進めていくこともまちづくりだと思います。人材を集めることについては、サポータ

ーを募集して、多くの方にサポーターになってもらうことを進めていきたいと考えていま

す。 

計画書は、先進地域のものを参考にすれば簡単にできますが、市連合まちづくり協議会

としては、人のまねではなく、２８校区がそれぞれ特徴的なものを出して独自のものをつ

くっていくべきという考えを持っています。 

  

○加藤会長 

協働のまちづくりの制度について、課題や改善点はありますか。 

 

○橋本委員 

今のところは、踏み出したばかりで見えていませんが、これからいろいろな問題が出て



 5 

くると思います。 

 

○松本委員 

４点ほどお聞きします。校区まちづくり組織は、自治基本条例の参画と協働のまちづく

り、つまり、行政をどう進めていくかという仕組みに関わることだと思います。主に仕組

みの点で、課題とこれまでどのように動いてきたのかについて、説明をお願いしたいと思

います。 

 質問の１点目として、明石市では協働のまちづくりという表現を使っていますが、全国

的には、小学校区単位でのコミュニティ自治、あるいは地域自治ということで、コミュニ

ティのまちづくりや地域自治組織という表現をしているところがたくさんあります。その

ようなところでは、校区まちづくり組織が中心になって、地域の課題は地域で解決しても

らおうという考え方が基本であり、自治基本条例や協働のまちづくり提言についてもそれ

に基づいていると思います。 

しかし、実態は旧来の組織、明石市の場合は、コミュニティ推進協議会、あるいは校区

連合自治会による親睦活動を中心とした活動にとどまっているところが多いです。小島委

員の松が丘小学校区では最初から地域課題の解決を掲げるなど、モデル校区は、比較的、

課題解決に取り組んでいますが、多くの校区はそこまで到達していません。本来、地域が

持っている課題は地域で解決する取り組みが求められているので、その方向に向かうため

には、どのような課題が残っているのかを検証しないと、検証の意味がありません。 

 今回の２８校区の一覧表を見ると、モデル校区の活動はかなり進化していることは間違

いありません。また、まちづくり計画書作成中の７校区には、モデル校区に次いで努力を

している、あるいは実績を上げているところもあります。ただ、それ以外の校区について

は、従来の校区連合自治会やコミュニティ推進協議会などの看板をまちづくり協議会に掛

けかえただけのところがかなりありますので、そのあたりの質的な分析が行われないと、

どこから手をつければ良いのかがよく見えてこないと思います。協働のまちづくりの取り

組みが、地域の課題を解決するための組織強化や議論につながってきているかが検証のポ

イントだと思いますが、この点について、市で検証した結果、あるいは現状を教えていた

だけますか。 

 また、この質問に関連する話が二つあります。一つ目は、先ほど、まちづくり計画策定

中の７校区に４０万円の補助金を出し、計画策定後は一括の地域交付金として１００万円

程度を交付するとのことですが、従来、行政が地域の課題に取り組んできたことを任せる

ことになるので、地域住民で解決しようとしたら、このような金額では足りません。例え

ば、宝塚市のまちづくり協議会の場合、将来的には１億円から３億円規模の地域への財源

移転をする話が出ています。また、群馬県、三重県でも億単位の金額を地域で担ってもら

うという展望を持っています。しかし、明石市の場合には、そのあたりがまだ見えません。

まちづくりに取り組めていないところに画一的にお金を積むよりも、積極的に取り組んで
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いるところをバックアップしていくことが基本であることは間違いないので、財源移転に

ついてどう考えているのかという話です。 

 二つ目は、活動の拠点を小学校コミセンに置くことは自治基本条例で明確に位置づけて

ありますが、それ以外を拠点にしているところもあるという説明がありました。資料１の

３ページの検証シートに記載があるように、明石市が協働のまちづくりに本格的に取り組

むより先に、兵庫県の県民交流広場事業が始まり、多額のお金が投入されての施設整備や

運営補助が行われました。その後、各校区にスポーツクラブ２１ができましたが、スポー

ツクラブ２１と校区まちづくり組織との関係について、ぎくしゃくしているところがある

と聞いています。これは校区まちづくり組織の担当部署と、スポーツクラブ２１の担当部

署が違うという行政の縦割り組織に問題があるのではないかと思いますので、このあたり

の現状と課題を説明いただけますか。 

 質問の２点目は、モデル事業及びまちづくり計画書策定事業に取り組んでない校区への

対応についてですが、中間支援組織である明石コミュニティ創造協会の支援もあり、看板

を変える段階まで来ましたが、そこから先は地域がその気にならないと、なかなかできな

いと思います。そのような校区について、校区の取り組み具合に応じていくつかのレベル

に分けて把握していると思います。２種類のレベルがあるとすれば、それぞれのレベルに

何校区が位置づけられているのか教えていただけますか。 

 質問の３点目について、協働のまちづくり推進条例をつくる際の意見公募手続などで以

前から意見していることですが、協働のまちづくりは小学校区単位だけで進めるものでは

ありません。小学校区の課題を校区まちづくり組織が担い、市の連合自治協議会が連合ま

ちづくり協議会に変わったことで、全市に関わる問題は連合まちづくり協議会で取り扱う

ことになります。ただ、全市の課題ではないが、複数の小学校区に係る広域的課題にはど

う対応するのかについて、常に投げかけてきましたが、まだまだ手が回らないという話し

か聞けていません。例えば、魚住町全体や大久保町全体に係る課題であったり、西明石地

区全体や東部明石地区、あるいは明舞・朝霧地区などにおいて、校区まちづくり協議会を

越えた広域的な課題解決の必要性が出てくると思います。宝塚市の場合、小学校区単位の

まちづくり協議会をつくった際、２０のまちづくり協議会に対して８個のブロック協議会

を置き、その上に全市の協議会があるという枠組みになりました。そのようなことを構想

しておかないと、自治基本条例ができて７年目に入っていますので、今後の対応にいろい

ろな齟齬が生じてくると思います。広域的な課題は実際にたくさんありますが、市はどこ

を住民組織のパートナーとして対応するのかが見えてきません。 

 質問の４点目は、テーマ型の市民活動への支援についてです。先ほどの説明で触れられ

ましたが、市民活動を支援する場の設置が、来年からアスピア明石の３フロアの運営を抜

本的に変える中で進められています。しかし、市民活動を支援する体制づくりについては、

約１０年前の協働のまちづくりの提言と同時期から議論されてきており、その後、複数の

案が出ましたが、全く進みませんでした。また、案は場所をどこにするかということだけ
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で、どのような施設をつくるかの検討もなかったため、地縁型団体への対応と比べ、テー

マ型団体への支援は遅れてきました。この点について、背景と原因を考察することは、自

治基本条例の検証として避けて通れないと思います。 

 

○市民協働推進室 

 質問の１点目について、コミュニティ推進協議会などの組織は、現実にはお祭りをはじ

めとした親睦行事が活動の中心でしたので、そのあたりをまちづくり計画書の策定を通し

て、地域課題の解決という方向性に変えていく取り組みを行っています。計画書の策定に

ついては、様々な課題をみんなで考えて解決に近づくための方向性をつくるという趣旨を

実際に取り組む方が納得するのに半年から、場合によっては１年近くかかることもありま

す。そのように納得いただいた上で、地域の課題や今後の方向性を議論しながら計画をつ

くりますが、計画書で示しているのは５年、１０年と比較的長期的な方向性ですので、そ

の長期的な計画の策定後、具体的にまちづくりを進めていくための向こう３年間位の実施

計画をつくっていく流れになっています。これは既に長期的な計画を策定済みのモデル校

区が現在取り組んでいます。 

また、課題解決を進めていくため、まちづくり計画書に沿っているかも含めて、既存事

業を見直していく作業を計画策定後に行っています。これはモデル校区だけではなく、ほ

かの校区も同じような形になっていくと思います。計画をつくる２年間では、気持ちの部

分もあり、なかなか既存事業の見直しまでは至りませんので、時間をかけながら見直し、

予算配分も変更していく作業を行っています。このような取り組みを通して、徐々にイベ

ント色の強いものから、課題解決に向けた事業の実施に変わっていけるものと考えていま

す。 

 課題解決のためのお金が足りないという話について、現在、モデル校区に１５０万円の

交付金を出していますが、事業が増えるとお金が足りなくなることは、特にモデル校区か

ら聞いています。地域交付金の形として、現在は住みよい地域づくり補助金など、各校区

に出していた基礎的な補助金の額を足し込んだ金額になっていますが、今後は一律の金額

ではなく、福祉や安全など、校区によって力を入れていく分野には加算することも一つの

案として、庁内での調整を始めています。 

 また、基本的にはソフト面での取り組みが大部分になっており、ハード面となると金額

も大きくなり、維持管理など様々な問題があります。一つの考え方として、大阪府池田市

の予算提案権のように、地域からの予算の提案を受けて、市でハード整備を進めていると

ころもあり、そのあたりはこれから検討していく部分で、場合によっては交付金の金額も

変わってくると思います。 

 活動の拠点について、平成１３年頃から県主導でスポーツクラブ２１が全小学校区につ

くられていき、全校区で立ち上がった平成１８年より県民交流広場事業で約１，３００万

円の財源が県から各校区に出ていました。 
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 県民交流広場事業も含めた地域への支援とスポーツクラブ２１の関係については、市民

協働推進室において一括で担当しています。スポーツクラブ２１は、従来のコミセンのサ

ークルが母体で、コミセンを拠点にして地域の中でも重要な団体として動いており、立ち

上げの経緯などから、コミセンとして手厚く支援をしていたところもあります。 

 まちづくりを進めていく中で、コミセンのあり方について利用者と相談しないといけな

いことが出てきています。特に校区まちづくり組織の事務局をコミセンに設置する際は、

全校区一律に進めるのではなく、各校区のスポーツクラブ２１などの利用者にこれからど

のような形で支援をしていくのかについて、ある程度納得をいただき、方向性が定まった

段階で事務局を設置していく場合が多いです。従来はコミセンで全面的に事務を手伝って

いたところも、例えば、地域事務局の設置に伴って、スポーツクラブ２１がその事務局に

有償で事務を委託するような関係が出てきています。このあたりの調整は今後さらに出て

くると思いますが、丁寧に一つ一つ話をしていきたいと考えています。 

 質問の２点目のまちづくり計画書に取り組んでいない１８校区について、確定はしてい

ませんが、来年度に取り組む見込みの校区が４、５校区で、再来年度以降に取り組む意向

の校区もいくつかありますので、ほとんどの校区が数年先には取り組んでいくという意識

は持っていると思います。できるだけ早く取り組めるように、市民協働推進室も明石コミ

ュニティ創造協会と連携し、随時、担当者が役員会などに出向いて説明を行うなど、地域

の方の気持ちを高めていきたいと考えています。 

名称だけを変えたという話については、市連合自治協議会がこの６月に市連合まちづく

り協議会へ名称を変えたことに伴い、形だけではなく中身はこれから変えていくというこ

とを地域と市ともに十分認識した上で進められています。 

 質問の３点目の小学校区以外の課題について、全ての課題が小学校区だけで終わるわけ

ではないのは十分認識しています。小学校区よりも小さな単位は、自治会などがあります。

中学校区単位の課題に対しては、その課題についての連絡協議会などで協議しており、市

民協働推進室も一緒に入って考えていくこともあります。 

大久保町や魚住町など、４、５小学校区に係る課題については、地域によって自治会の連

絡会や連合組織がまだ残っているところがありますので、必要に応じて話し合いをされて

いると思います。また、西明石については６小学校区が集まる協議会も開かれています。

全市的な課題については、連合まちづくり協議会で対応していますが、小学校区単位で福

祉部会や安全部会などの部会が整ってきた段階で、市も入った中で各分野の課題をみんな

で考えていくことも将来的には進めていきたいと考えています。 

質問の４点目のテーマ型の市民活動への支援について、市民活動サポート事業、以前は

市民活動実践活動助成という名称で十数年前から支援を行っており、市民活動の裾野を広

げるよう取り組んできました。 

 また、自治基本条例ができたときに、市民活動提案型パイロット協働事業として３年間、

特定の行政分野又は行政の隙間の分野において、市民活動団体や地縁団体が中心になって、
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市の各所管部門と協働する事業を実施したという経緯もあります。その意味では、テーマ

型の市民活動団体とも協働していくという姿勢はありましたが、パイロット事業以降の支

援は、市民活動サポート事業へある程度集約されましたので、なかなかそれ以上の手が打

てなかったという面はあります。 

 今回、生涯学習センターを変えていく中で、市民活動センター的な機能もつけることに

なっており、これまではコーディネートなど、バラバラになっているものを結びつけると

いう機能が不足していたことは認識していますので、そのノウハウを持つ明石コミュニテ

ィ創造協会と連携しながら機能向上に努めていきたいと考えています。 

 以上のような取り組みを行っていますので、支援が遅れたということについて、そのあ

たりの判断は難しいところですが、課題は認識していますので、今後も取り組んでいきた

いと考えています。 

 

○松本委員 

協働のまちづくりの進め方は、比較的うまくいったと評価しています。特に、地縁型団

体である自治会などを中心とした校区連合自治会から、テーマ型団体も含んだ校区まちづ

くり組織に変わると、地縁型団体とテーマ型団体のどちらが主導するかという話になりが

ちですが、他市の場合と比較すると、明石市はこの１０年間、各地域が努力して協働のま

ちづくりを推進してきたため、その部分は非常に上手く移行できたと思います。その上で、

校区まちづくり組織が、行政と協働を進める主体になっていく中で出てくる課題について、

検証しておく必要があるということです。 

 地域への財源移転については、先行しているところから足りないという声が出ています

ので、一括で金額を増やすのではなく、地域で立てた計画に応じて出していく必要がある

と思います。地域事務局についても、住民組織の事務局で働くスタッフに人件費を払う必

要がありますが、そのためにはこれまでの交付金ではとても払えません。会議費の補助程

度ではなく、人件費をきちんと払っていくような金額が必要なので、金額を上げる努力を

しなければ、住民から不満が出てくるのではないかと懸念しています。 

財源移転にあたって、行政が行うよりも１０分の１、あるいはそれ以下の費用で済むは

ずですので、行政として余分に金がかかるということではなく、財政健全化に資するとい

う見方をしなければいけないと思います。 

 また、テーマ型の市民活動への支援について、例えば、パイロット協働事業のように、

年間１，０００万円の予算で公開プレゼンテーションをして支援を受ける団体を決定する

取り組みは画期的ですが、その過程で行政の各部署と市民のコラボレーションがどう行わ

れるかというポイントの検証が十分なされないままになっていると感じます。校区まちづ

くり組織との協働事業においては、モデル事業の実施校区はさらにステップし、その後に

続く校区がその次のモデルとなるような形で支援していくシステムになっていますが、テ

ーマ型の市民団体に対する取り組みについては遅れていると感じますので、なぜ前に進ま
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なかったかの分析が必要だと思います。進まなかった理由として、行政にソフト優先では

なく、ハード優先の発想が根強くあったのだと思います。市民活動センターの設置場所な

ど、ハードの話は出てきましたが、支援の基本的な方針や考え方など、ソフトの部分でど

のような形で支援するかについて、まとまったものがない中で、場所の話が出てきている

ことに、市民活動団体が危機感を抱いて提言する動きになっています。市民活動団体が自

ら提言を行うことは良いことですが、それだけに頼るのではなく、行政として行うべき支

援を速やかにまとめていく必要があると思います。 

 

○小島委員 

連合自治会からまちづくり協議会へ変わった際に、形だけ変えただけではないかという

話がありました。私の校区には、１５の自治会と２１の各種団体で全３６団体があり、６

個のグループに分けてワークショップをして「住民みんなが交流し助け合える松が丘」と

いうまちづくりビジョンをつくりました。それを具体的に実現していくため、自治会での

活動経験者の主導の下で進めるべきだという意見も踏まえながら、安心・安全部会、子ど

も・交流部会、地域福祉部会、環境部会の４部会に分けて、自治会の意見に偏らないよう

に取り組みを進めているところです。 

 その取り組みの中においては、人材配置は悩ましい問題で、現在は希望を基に人的配置

をしながら、各部会で具体的な活動を考えています。 

 

○加藤会長 

地域に根を下ろした活動だけではなく、部会に分けることで、機能別という横軸を入れ

ながら組織運営をしているということです。 

 

○田端副会長 

テーマ型の市民活動については、協働のまちづくり推進条例の検討においても位置づけ

が難しいところでした。 

 パイロット事業については、私も関わりましたが、テーマ型団体と市のそれぞれの部局

が真摯に向き合いました。例えば、ＮＰＯ法人フルーツバスケットの事業のように、本来

は難しい幼稚園の開放もパイロット事業だから実現できたことであり、行政内部の縦割り

を改善していく一つの方法だったと思います。また、高齢者など、自動車を運転できない

住民向けの予約型乗合タクシーを運行させる取り組みについては、タクシー事業者との調

整が難しく課題解決には至りませんでしたが、事業者を巻き込みながらの取り組みでした

ので、まさにパイロット的な役割を果たしたと思います。 

 それぞれの取り組みがどのように遺産として残ったかについて、現在まで続いている活

動はたくさんあり、取り組みがなくなったわけではありません。また、行政がどこまでテ

ーマ型団体と連携するのかについて、行政に財源がない中、各団体が持っているビジョン
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や目的が必ずしも行政と方向性が同じになるとは限りませんので、本来、テーマ型団体は

自立した運営を行っていくべきだと思います。そのため、例えば、休眠口座の活用や寄附

を集めるなど、様々な資金調達の仕組みが大事になってきます。あるいは、財源の問題で

いえば、取り組みによって財政の支出を何割か減らせるというようなメリットをテーマ型

団体がきちんと説明できれば、資金調達の仕組みがなくても、行政が飛びついてくると思

います。 

 先日、ある自治体で文化団体の話をしていましたが、市が主催で開催していた美術展な

どを自分たちで開催できるように寄附を集めることは難しいです。そこで、例えば、美術

展の開催に向けて、資金調達のプロであるファンドレイザーを活用するための金額を行政

が出して、そのファンドレイザーが行政が出した以上の金額を集めてくれば、行政として

はその差額の分は得をしたことになります。もしこのような方法を取ることが可能で、い

ろいろな取り組みを提案できる団体であれば、パイロット協働事業のような制度がなくて

も、行政と結びついていけますので、テーマ型団体はそのあたりの力をもっとつけるべき

だと思います。そのため、例えば、民主党政権時に寄附税制の拡充や、寄附のための広報

支援など、ＮＰＯへの支援に向けて取り組んでいましたが、このような考え方はこれから

も必要だと思います。 

 

○松本委員 

市民と行政の協働は、余分なお金を行政が市民に渡すことではなく、一つは、これまで

行政で行ってきたことを財源移転によりアウトソーシングすることです。もう一つは、企

業や行政がなかなか取り組めない問題について、市民が取り組むのがふさわしいというこ

とに対して支援をしていくことです。その意味では、協働とは何かを行政内部できちんと

捉えていなければ、お金をどこから調達するのかという話に終始してしまいます。 

 市民からすれば、行政にお金がないから市民に押しつけるという見方になるかもしれま

せんが、本来、そのような形でなければ、これからの社会ではやっていけないので、田端

副会長の発言のように、協働で行うことで、どれだけ行政の支出を抑えられるかをきちん

と示しながら事業を提案しないといけません。パイロット協働事業についても、３年間も

行えば十分で、問題はそれを具体定な事業に移していくために、成果と課題を徹底的に検

証して議論することが必要ですが、それが全然できていないと思います。 

 

○小田委員 

私は地域事務局の専従職員をしていますが、地域事務局の人件費として別枠で補助金が

出ています。校区によって人材配置等が違いますが、無償で働いているわけではありませ

んので、そのことはこの場でお伝えしておきます。 

 

○加藤会長 
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まちづくり計画書の策定後、地域交付金として１５０万円が交付され、それとは別で地

域事務局が設置されている校区については２００万円が出るということです。 

 

○松本委員 

給料が仕事の内容に見合っているかどうかの話だと思います。 

 

○小田委員 

その点については校区によって格差はあると思います。まだ始まったばかりですので、

これから取り組んでいく中で課題が出てくると思います。 

 

○加藤会長   

 協働のまちづくりについて、基本的には順調に進んでいる領域ですが、いくつかの指摘

がなされたと思います。まず、取り組みが深化していく過程で、様々なことが発見されて

おり、それをうまく取り込みながら活動を充実させていくことが重要です。また、まちづ

くりの過程は人づくりだという指摘は重要だと思います。 

 ２８校区で進められているまちづくりの取り組みについて、それぞれの校区の個性を大

事にし、どこかで成功したものをコピーするのではなく、その地域に合った形で地域の方

が自ら工夫して展開していくということが重要です。 

 また、仕組みを一律に適応するのではなく、地域の方が柔軟に使いこなせるようにして

いくことが大事です。地域交付金は、行政の縦割りの仕組みから一歩外に出て、地域の側

で資金をうまく使いこなしていくものなので、それだけに難しいこともあります。このあ

たりについては、柔軟に仕組みを適応しながら、豊かで住民が安心して暮らせる地域を目

指していってほしいと思います。 

 財政移転の問題については、大変な課題で、大学院で授業をしてくれたスコットランド

の専門家は数年前のスコットランド独立運動のときは悪夢のようであったと漏らしていま

したが、そのような財源を地域の中でうまく使いこなしていく取り組みは、ぜひ明石市で

進めていただければと思います。先ほどの各校区の個性を大事にしたまちづくりの話と重

なりますが、行政の縦割りの仕組みとは関係なく、地域をベースにいろいろな取り組みが

展開されることにより、現在の行政組織の枠組みでは対応が難しいケースが出てくるかも

しれませんので、そのような場合は柔軟性を持って対応いただきたいと思います。 

 小学校区単位以外での連携については、広域的な課題もあるはずなので、そのあたりの

配慮も必要だと思います。 

 パイロット事業については、パイロットということで、きちんと検証して、テーマ型の

市民活動の領域をより充実させて、実践につなげていくことが大事だと思います。 

 では、次の議題に移ります。検証報告書（案）について説明をお願いします。 
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【会議次第２】検証報告書（案）について 

 検証報告書（案）について、資料２に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長   

 検証会議での議論をまとめたものをこれまでに蓄積していますので、基本的にはそれを

検証報告書として使っていくという提案だと思います。 

 このまとめ方についても、意見をいただいて、次回、報告書の素案をつくっていきたい

と思います。 

 

○松本委員 

たたき台ということで、未記入のところを除けば、８ページ以降は大方の内容が記載さ

れていますので、このような内容でまとめるという素案に近いものだと思います。 

内容について、総合計画等のテーマの「委員の主な意見」で、１４ページの一番下と、

１５ページの上から四つ目、五つ目、六つ目、七つ目、八つ目の意見は全部、総合計画等

ではなく、広報の話だと思いますので、確認をお願いします。また、１６ページの「まと

め」の一つ目についても広報の話だと思います。 

 ほかに気づいたところもありますので、いくつか挙げてよろしいでしょうか。 

 

○加藤会長 

具体的に指摘いただけたらと思います。 

 

○松本委員 

まず８ページ以降の体裁としては、このような形で良いと思います。また、「はじめに」

という内容ではなく、総論として、全体を通したまとめが報告書のどこかで必要だと思い

ます。 

 広報のテーマにおいて、広報活動における市民の参画がないという話をしました。９ペ

ージで「委員の主な意見」としては出ていますが、「まとめ」には抜けていると思います。

広報の内容、あるいは様々なチャンネルのあり方について、市民の意見を継続的に吸収す

ることが不可欠で、一方的に送るのではなく、市民の意見を聞くことが毎年、定期的に行

われなければならないという話がどこかに記録されていると思います。情報共有に係る広

報のあり方や、広報を行うプロセスにおける市民参画についての内容は、ここの「まとめ」

では必要だと思います。 

 

○加藤会長 

「委員の主な意見」の内容を「まとめ」にも記述するべきということだと思います。 
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○松本委員 

「委員の主な意見」は、矛盾する意見同士も列挙されており、意見の紹介にとどまると

いう位置づけです。一方、「まとめ」は、委員の意見を踏まえた上で、検証結果としての提

案だと思いますので、そこにはどうしても今お話したことは必要だと思います。 

情報公開（情報の共有）のテーマで、１１ページの「主な委員の意見」の一つ目で、「…

情報公開条例は自治基本条例の精神を踏まえるものだと思う。」とありますが、これでは今

はきちんと踏まえていると読み取れるので、ここは「…踏まえるべきものだと思う。」とす

るべきだと思います。また、「自治基本条例の精神」だけでは、意見の趣旨が出てきません

ので、「情報公開条例は公開から共有へという自治基本条例の精神」と補足していただけた

らと思います。 

同ページの「主な委員の意見」の二つ目で、「情報を公開する側の行政と情報を請求する

側の市民の双方がレベルアップしていくことが重要である。」とありますが、自治基本条例

の情報共有についての議論をしており、情報公開は情報共有以前の考えなので、「情報を提

供する側の行政と情報を共有する側の市民の双方が…」としなければ、この発言自体が自

治基本条例の情報共有の原則を踏まえていないと受け取られかねません。 

  

○加藤会長 

委員の意見なので、松本委員の発言でしたら、発言の趣旨に合うように修正できますが、

他の委員の発言の場合は発言者に確認が必要です。 

 

○松本委員 

１１ページの「主な委員の意見」の一つ目は、私の発言です。二つ目については私の発

言ではありません。 

 

○加藤会長 

このあたりは事務局で議事録を確認しておいていただきたいと思います。 

 

○松本委員 

同じく１１ページの「まとめ」の一つ目で、「…市民のレベルに合わせた情報の出し方の

バランスを取ることが大事である。」とありますが、これでは市民のレベルが低ければ、そ

れに合わせた情報を出したら良いというように受け取られかねませんので、誤解を生じな

いような表現にする必要があると思います。 

個人情報の保護のテーマにおいて、１２ページの「委員の主な意見」の三つ目で、「自治

会活動などにおいて地図上に各世帯の電話番号を記載できないなど、活動を行う上で不便

を感じるときはあるが…」とありますが、地図に電話番号を記載することはあまりないの

で、ここは「…名簿に電話番号を記載できない…」という話になると思います。 
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○松本委員 

総合計画等のテーマにおいて、１４ページから１６ページに広報の話が入っていること

は、先ほどの指摘のとおりです。 

 財政のテーマにおいて、１７ページの「委員の主な意見」の一つ目で、「…秋の予算編成

段階で公開し、市民の意見を新年度予算に反映させる取り組みを行っているが…」とあり

ますが、これではよく分からないと思います。秋の予算編成段階の予算編成の作業のステ

ージに合わせて、順次、公開とフィードバックを繰り返していくことがポイントで、早く

公開してくれということではなく、秋に一度公開をするという話です。ステージに合わせ

て市民と一緒に予算編成をしていくという情報の共有が必要だという趣旨になるように補

足していただきたいと思います。 

 同ページの「委員の主な意見」の二つ目について、例えば、まちづくり基本条例（自治

基本条例）を全国で初めて制定した北海道ニセコ町は、予算をＡ４で２５０ページの冊子

にして全戸配布しています。ホームページを見れば分かりますが、５万円の予算の使い方

まで全部記載し、説明をつけて市民と共有しています。１８ページの「まとめ」の一つ目

についても、この表現だと結局は難しいということで終わったという検証結果になります

が、やろうと思えばいろいろな工夫があると思いますので、そのあたりを補足していただ

けたらと思います。 

 評価のテーマにおいて、自治基本条例では、「評価に関して必要な事項については別に条

例で定める。」とありますが、２１ページの「検証会議における市の説明」で、現時点では

条例をつくるのは難しいとの説明があります。その点について、２２ページの「委員の主

な意見」の最後で、条例はつくるべきだという意見がありますが、「まとめ」にはそのあた

りの結論の記載がありません。条例をつくるべきですが、当面制定される見通しがないに

もかかわらず、意見としてはあったというだけでは、そのままになってしまうので、検証

会議として触れるべきだと思います。２２ページの「まとめ」の二つ目で、「評価に関する

条例を制定していないことは課題だが、自治基本条例ができた後、自治体における評価制

度の傾向が変わってきたので、場合によっては今後それにどう対応していくかの議論も必

要である。」とあり、難しいということで終わっていますが、ＰＤＣＡサイクルへの理解と

その検証が十分ではないので、このような表現になっていると思います。評価をどのよう

に進めていくかについて、自治基本条例では定めがありません。ＰＤＣＡサイクルへの対

応について、まだコンセンサスができていない、行政職員の意識もそのレベルに達してい

ない中で、リードしていくような条例がなければ、いつまでも評価ができないと思います。

条例をつくることの是非について、必要であれば、次回の検証会議でも議論をしていただ

きたいと思います。条例の制定は難しいということですが、議論が必要であるという消極

的な形のまとめにはしないことが大事だと思います。 

 行政改革のテーマにおいて、２４ページの一番下の「まとめ」で、「公共施設の配置適正
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化の取り組みは、単に削減目標の達成を目指すものではなく、まちづくりの一環であり、

社会環境を見ながら進めていくものである。」とありますが、抽象的でよく分かりません。

ここは、「社会環境の変化を見ながら、施設のあり方、需給バランス等を議論して進めてい

くべきではないか。」という程度の補足をしなければ、前に進まず、この「まとめ」が生き

てこないと思いますので、検討いただけたらと思います。 

 ２５ページの「まとめ」の下から二つ目で、「自治体が市民と現状についての情報共有を

進めることは、市民にも一緒に取り組んでもらうための啓発につながる。そのプロセスを

経て市民の参画と協働を得ながら進めていくことが重要である。」とありますが、これは計

画段階から情報を共有して、市民と議論を重ねていくプロセスを経るということですが、

検証会議で説明を聞いた結果や、日頃から見ていても計画段階から情報を共有する姿勢が

乏しいように感じますので、ここではそのことに触れておいていただきたいと思います。 

 組織のテーマにおいて、法令遵守及び公益通報のテーマでも出てきますが、フェリー跡

地のマンション建設に係る開発許可に対する異議申立ての審査に関係する部分で、開発調

整と開発許可を行う部門が、それに対する異議申立てを扱う審査会の事務局を兼ねること

は良くないので、検討しないといけないと市長も以前言っています。この件だけではなく、

組織上、右手で事業を行い、左手で審判を行うという仕組みがほかにも影響を及ぼしてい

るのではないかと思いますので、そのあたりを「まとめ」に盛り込んでいただくよう提案

します。 

 行政手続のテーマにおいて、意見公募手続（パブリックコメント）の話が多く出ており、

２８ページの「委員の主な意見」の一番下で、個別に回答を通知するべきだという意見も

出ています。意見公募手続は自治基本条例以前の９０年代後半から制度化しているはずで

すが、個別に回答を通知するのではなく、一括で回答を公表するという前提になっていま

す。それが自治基本条例制定後もそのままなので、案件によっては、自治基本条例以前の

やり方を変えなければいけないと思います。個別回答は意見公募手続を有効にしていくた

めの改善策につながると思いますので、「まとめ」に盛り込んでいただくよう提案します。 

 要望、苦情等への対応のテーマにおいて、３１ページの「まとめ」の二つ目で、「市民の

声をきちっと整理した形で、どのように対応していったかを見える化していくようぜひと

も改善していくようにほしい。」とありますが、見える化するための方法として、要望や苦

情を受ける所管課で、明石市に寄せられた全ての要望や意見、苦情に対してどのような対

応をしたかという一覧表を分類して作成して公表するなどの作業をしなければ、見える化

はできないと思います。出した要望がどうなったのか分からないという不満を持っている

市民は少なからずいるはずですので、そのような不満などを拭うためにも、個人情報に関

わることにも十分配慮した上で、要望、苦情に関するまとめの表をつくるべきだと思いま

す。 

 法令遵守及び公益通報のテーマにおいて、私が出した６事例が３６ページの欄外表示に

なっていますが、これを出した時点では、市の説明を求めず、取り扱いは後に検討すると
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いう話になっていたと理解しています。「まとめ」の一つ目で、「…その事例について検討

する必要がある。」という表現になっていますが、ここでは具体的事例が指摘されており、

もう少し突っ込んだ表現にする必要があると思いますので、次回以降に検討していただき

たいと思います。 

 危機管理のテーマにおいて、３９ページの「まとめ」の一つ目で、「…これからも防災関

係についてはきめ細かい努力をお願いしたい。」ありますが、これではよく分からないと思

います。自主防災組織が全ての地区でつくられていますが、その自治防災組織にも温度差

があって、実態は既存の組織に看板を掛けただけのところもあります。そのような組織が

有事に機能するかどうかは分かりませんので、実際に動ける組織になっているのかどうか

の検証が大事ですので、そのあたりを補足した方が良いと思います。 

 国及び他の自治体との関係のテーマにおいて、隣接地域との関係についてのいくつかの

事例を出しました。４１ページの「まとめ」の二つ目で、「行政連携制度の検証にあたって

は、近隣市との関係における個別具体的な事例を取り上げ、課題等を検証することが重要

である。」とありますが、検証会議を行う前でしたらこの表現で良いですが、検証報告の段

階は表現を変える必要があると思います。また、ここで触れた具体的事例についても挙げ

ておくべきだと思います。例えば、明舞団地における神戸市と明石市との関係について、

住民は市境を挟んで一本化していますが、行政が別枠になっているので、現場ではいろい

ろな支障も出ているという話をしました。また、神戸市西区との関係については、市バス

をやめて神姫バスにしてからは改善されました。東播磨におけるため池の問題での広域的

な課題と連携や、明石と淡路間のフェリーなどの海上交通利用をめぐっての問題の話も出

ました。これらの問題も検討すべき課題の一つということで、「まとめ」に補足する必要が

あると思います。 

 以上です。 

 

○田端副会長 

八尾市や富士見市の報告書にありますが、全体を通したまとめについて、ぜひ加藤会長

に書いていただきたいと思います。 

 

○加藤会長 

 松本委員から具体的に指摘をいただきましたが、同意した部分と少し意見が違うと感じ

た部分があります。皆さんにも検証報告書を読んでいただいて、次回会議で意見をいただ

ければと思います。 

 次回、素案という形で出すためには、松本委員の意見も含めて加筆修正が必要だと思い

ますので、私と田端副会長で、この検証報告書の素案を総点検させていただいて、できれ

ば修正後のものを一度皆さんに読んでいただいた上で、次回会議に臨めればと思います。 

 では、次の議題に移ります。今後のスケジュールについて説明をお願いします。 
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【会議次第３】今後のスケジュールについて 

 今後のスケジュールについて、資料３に基づき事務局から説明。 

 調整の結果、次回会議は平成２９年２月１日 午前１０時からで決定。 

 

閉 会 

○事務局 

それでは、これをもちまして第８回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたします。 


