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第５回 （仮称）明石市協働のまちづくり推進条例検討委員会 会議録 

 

 

日  時：平成 23年 12月 22日（木）17：00～19：00 

場  所：明石市生涯学習センター７階学習室１ 

出席委員：田端会長、弘本副会長、武久委員、池内委員、桑原委員、中谷委員、山本委

員、西野委員、森川委員、海士委員、岩濵委員 

 

 

１．会議開始のあいさつ 

（事務局）：  

ただ今から、第５回（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例検討委員会を開催させ

て頂きます。本日の検討委員の方々の出欠の確認ですが、1 名欠席で、出席委員は 11

名となっております。 

●事務局による議題の説明 

 

 

２．第４回検討委員会での主な意見について 

（会長）： 

では、議事に入りたいと思います。協働のまちづくりに関しては、これまでに複数回

議論を重ねてきまして、段々とイメージも固まってきました。これからは、それをいよ

いよ形にしていくという段階に入ってきております。形にする方法はいくつかございま

すが、やはりパーツ毎にきっちりと議論を進めた上で、組み上げていく必要があると思

っています。全般的な話はこれまでにある程度終わっておりますので、今後はパーツ毎

に議論を深めてまいりたいと思います。その組み立てを行う時に重要になってきますの

が、市の考え方になってきます。これについては、後ほど事務局より説明をして頂く予

定です。 

それでは、早速ですが次第に従いまして、まず 1点目の議題である「第 4回検討委員

会での主な意見」について、事務局より取りまとめの報告をお願いしたいと思います。 

 

（事務局）： 

資料 1により「第 4回検討委員会での主な意見」について説明 

 

（会長）： 

ありがとうございました。第 4回で話し合われた内容や、その中からある程度見えて

きたものを的確にまとめて頂きました。また一方で、まだ見えてこないもの、未決のも

のもありますので、これらに関してはこれからパーツ毎に組み上げていきたいと思いま
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す。 

ご質問や、ご自身の発言趣旨と違う点がある等、何かご意見がございましたらお願い

致します。いかがでしょうか。議事録に関しては、事前に皆様に配布させて頂いており

ますので、それと見比べられた上でまとめ方についてのご意見等ございませんでしょう

か。 

 では、ご意見が無いようですので、よろしいでしょうか。先ほど申しましたように、

非常によく整理され、まとめて頂いておりますので、どこが議論済みなのか、そしてど

こが議論できていないのかがよく分かりますね。次の議論がしやすい状態だと思います。

もし、何か気付かれた点等ございましたら、途中でも結構ですので、その都度ご発言を

お願い致します。それでは、次第の 1番目の「第 4回検討委員会での主な意見」につき

ましては、これらの意見を踏まえて、これから議論を重ねていきたいと思います。 

 では、次に参ります。本日は、大きな議題がございます。前回も話がありました「市

の考え方について」です。おそらくこの件については、皆様それぞれ賛成、反対といっ

たご意見があると思いますので、時間を取りたいと考えています。まずは、市の方から

説明を頂いて、その上で議論を進めていきたいと思います。では、事務局の方お願い致

します。 

 

 

４．市の考え方について 

（事務局）： 

資料 2により「市の考え方について」説明 

 

（会長）：  

どうもありがとうございました。先ほども申しましたように、条例を作るに当たって、

いよいよ形にしていくという中で、協働の雰囲気やイメージというものを取り交わして

きました。具体的な形にしようと考えると当然、制度設計が必要となります。今、こち

らに出させて頂いたのは市の考え方、一種の素案、たたき台ということになると思いま

す。これから実際に条例に踏み込んでいくに当たって、みなさんの意見を戦わすという

か、出し合いながら、たたき台をより良いものにしていきたいと考えています。もちろ

んこれまでの議論と重なる部分もあります。例えば、今日の最初の議題である検討委員

会の主な意見の中にありましたように、小学校区をまちづくりの単位とすること、その

中で様々な組織が協働していくことがあります。このあたりのイメージが、資料 2の 8

ページ左側の小学校区単位の図あるいは 9ページ下側の図に該当し、検討委員会の中で

出た意見を踏まえて協働のまちづくりのイメージを描いていると思います。しかし、こ

の図からは、検討委員会で出てきた意見にもありましたが、実施できない地域はどうす

るのか、中間支援組織はどこまで支えるのか、ということがよく分かりません。今まで

の議論を踏まえて作られた図ではありますが、十分でないところは多いです。また、み
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なさんはそもそも議論の中でこういうイメージを描かれていたでしょうか。この図はフ

ラットな協働のイメージで考えていますが、それも少し違うのではないか、もっと自治

会を中心にするべきであるとか、小学校区だから PTAを中心にしたらどうだろうか等、

色々とイメージをお持ちだと思います。市の考え方についての図では協働をフラットな

イメージとして捉え、テーマ型組織のことを分野型と呼んで、その分野型組織と地縁型

組織がフラットに並ぶイメージを考えています。しかし、例えばもっと地縁型を中心に

したほうがいいのではないか等、具体的になればまだまだ多くの意見があると思います。

私個人としては、おそらく全ての地域が同じイメージではないと思います。自治会が中

心になった方がうまくいくだろうというところと、もっと色々な支援を必要としている

ところ、分野型がもっと関与した方が良いといったところもあると思います。一つのイ

メージに定まらないと思いますが、そういったところを可能にする仕組みを条例の中に

作っていきたいと考えています。そのあたりを含め色々なご意見を頂きたく思います。 

では、ここからは自由にご議論頂きたいと思いますので、どなたかご意見をお願いし

ます。 

 

（委員）： 

資料 2の 9ページのあたりですが、自治会及び各種団体が組織に入るというイメージ

になっていますが、一番の問題は、自治会の未加入、マンション住居者の未加入の問題

です。自治会加入者でない人が PTA やスクールガード、高年クラブ等に入っている可

能性もあると思います。それでもいいのでしょうか。基本的には全ての人が自治会に加

入してこそ成り立つものだと思います。自治会未加入の問題については、明石市連合自

治協議会で自治会未加入対策検討部会を設置して、私もその部会で色々と検討していま

す。しかし、どうしても新しくできたマンションの場合は自治会に入ってもらえません。

また、団地や戸建ての場合も入ってもらうのが非常に難しい状況です。他市の例として、

京都市の条例にあるような自治会加入についてマンション開発業者にある程度話し合

いを義務付ける条例、そういった踏み込んだ条例が明石市にあってもいいのではないで

しょうか。資料 2の 9ページには自治会と書かれていますが、自治会自体が衰退してし

まうと意味がなくなると思います。 

次に資料 2の 8ページのイメージ図についてです。中間支援組織と協働のまちづくり

推進組織との間に「地域の活動支援」として矢印が一方的になっています。これに対し、

その上には「地域で解決できないこと、地域で支援、地域課題を解決」という双方向の

矢印がコミュニティ推進部と直接結ばれており、この 2つの役割が曖昧で分かりにくい

ように感じます。また、明石コミュニティ創造協会に関して、別紙「明石コミュニティ

創造協会の概要」中の 4(1)に助成団体として市連合自治協議会や中学校コミセンが書か

れていますが、実際に明石コミュニティ創造協会が市連合自治協議会に助成しているの

か認知していません。そのあたりのことも気になっています。 

資料 2の 10ページの中で来年度から明石文化芸術創生財団を創設することになって
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いますが、現在コミュニティ創造協会は主な事業に記載があるように色々なことをして

いるので、私は何も新しく財団を作らなくてもできるのではないかと思います。そう申

しますのは、ある程度明石コミュニティ創造協会で実施してみて、その結果、事業が大

きすぎるとか事業が難しいため創設するということなら分かります。しかし、まず組織

を作ってからという考えは理解出来ないところがあります。文化芸術推進事業について

財団が何もせずに管理監督するだけのイメージ、組織が増え、人が増えるようなイメー

ジに捉えられ、時代性に合わないと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。まず 1 点目は、組織イメージですね。まずは資料 2 の 9

ページの図を見て頂けると分かりますが、あらゆる組織がフラットになるように書かれ

ています。その中でも自治会は少し大きくは書かれていますが、自治会というのは子ど

も会や高年クラブ、民生委員と独自のネットワークを持っています。さらには連合自治

会という形で、他の地域とのネットワークも持っていることから、例えば PTA とは違

った特性を持っていると言えます。そのような関係をフラットに描かれているので、そ

れは違うのではないかと感じたという事だと思います。先ほど私が申し上げましたよう

に、一つのイメージとして自治会あるいは連合自治会を中心とした、いわばそのネット

ワーク性を評価したような形での協働のまちづくり推進組織の作り方もあると思いま

す。先ほどの委員の考えとしては、多数の地域は自治会を中心とした組織のほうがスム

ーズに動くのではないかというイメージだと思います。自治会はこれまでの歴史もござ

いますし、加入率が下がったといっても PTAよりも加入者数は多いわけです。PTAは

お子様がいないと入れませんので。そうした意味では、もう少し自治会をメインにする

というのも一つの意見になるかと思います。この点については組織についての検討の中

でも非常に重要なところなので、議論しなければならないと思います。 

2点目ですが、地域の活動支援は中間支援組織が行なうのか、市が行うのか、という

質問です。こちらに関して、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

中間支援組織の役割について説明致します。現在地域の支援は市が行っているのに、

今後、市は支援しないのかという問題になりますが、そういったことはございません。

市は独自に支援をさせて頂きます。中間支援組織の大きな役割としては 2つ考えており

ます。1つは、地域内で各種団体が活動する際に組織間の連携を図っていくような役割

を担って欲しいと考えています。それにより、協働のまちづくり推進組織の組織づくり

の支援を行っていきたいと考えています。2つ目は、組織作り、運営支援を行っていく

中で、併せて地域の中での人材育成を支援していきたいと考えています。色々とご意見

はあると思いますが、今考えているのは以上 2点です。 
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（会長）： 

 ありがとうございました。みなさん、よろしいでしょうか。 

 

（委員）： 

明石コミュニティ創造協会の現在の人数は局長 1 人、係長 1 人、事務局 4 名ですの

で、これではとても手に負えないと思います。もっと専門的な人と申しますか、助言が

できる方に入って頂きたいと思います。そうなりますと、20人から 30人という組織に

なってくると思います。我々を指導する能力のある方でなければなりません。専門的知

識のある人が数多く必要であり、そのような体制でないと意味がないと思います。 

また、自治会について言いますと、私が住んでいる校区では、現在 PTA、子ども会

を支援している形にあります。資料 2の 9ページのイメージ図では自治会の円を他の団

体より大きく描いてありますが、それ以上の関係にあると言えます。そして、資料 2の

8ページの図では、校区連合自治会が下の方に小さく描かれていますけれども、大半の

役割を担っています。実際には知恵を出してアドバイスもしていますし、お金も出して

いるという状況です。PTA や子ども会は組織が弱いと感じています。毎年役員が変わ

りますから、そのたびに指導しなければ成り立たないという問題もあります。図の表現

の細かい部分の話ですが、それだけ自治会や校区連合自治会は地域で重要な役割を果た

しているということです。 

 

（会長）： 

3番目の問題として、明石コミュニティ創造協会を分離してコミュニティ推進に特化

したものを作るということに関して、まず取り組んでみてはどうですかというご意見が

ありました。こちらについては、事務局のご意見はどうでしょうか。最初に組織ありき

の議論ではなく、実際に取り組んでみてから組織を考える、という点に関してはどうで

すか。 

 

（事務局）： 

非常に難しいところではあると思います。別紙「明石コミュニティ創造協会の概要」

という資料で、主な事業を記載しております。元々の設立趣旨であります地域活動振興

事業と、近年新しく追加されました文化芸術推進事業がありますが、事業費のウェイト

の中で、文化芸術推進事業のウェイトが現在非常に高くなってきています。外から見た

場合に、名称と活動内容が非常に分かりにくいというご意見を多数頂いています。その

ような背景が 1点ございます。そして、もう 1点ですが、今ご説明をしております協働

のまちづくりの推進を図っていくことと、文化面におきましても、文化芸術創生条例の

下の創生基本計画を昨年度に策定致しましたので、文化活動を今まで以上に行っていこ

うと考えているところがございます。コミュニティ分野においては、事業の内容が今ま

で以上に重たくなるといった現状を踏まえまして、今の協会を 2つに分けさせて頂くと
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いうのが大きな背景にあります。 

 

（会長）： 

コミュニティからの要望というよりは、行政サイドからの側面が強いということです

ね。文化行政を推進するにあたって、明石コミュニティ創造協会から文化推進機関を分

離して、そうすることで文化推進のエンジンを作りたいというのが元々のお考えだとい

うことでしょうか。 

 

（事務局）： 

現在 2つの事業を展開していますが、現実的には地域活動振興事業というのは少額の

助成金を出して支援しているだけという状況です。元々は地域活動振興事業のほうが中

心でしたが、ウェイトが非常に低くなり、文化芸術推進事業のほうが拡大している状態

です。今から協働のまちづくりを進めていくためには、設立趣旨の中にあるように本来

の創造協会の機能を強めて行かないといけないだろうというところと、文化芸術もすで

に大きな動きをしていますので、ここは分離をしていこうというところです。また、文

化芸術と地域活動では活動のノウハウも全く異なっていますので、同じ組織で同じ職員

ではなく、組織を分けて取り組んだ方がより効率的であろうと考え、分離する方向性に

あります。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。では、次の委員お願いします。 

 

（委員）： 

明石コミュニティ創造協会という名前については以前から知っていました。しかし、

芸術や文化の話は聞いたことがありますが、私も他の委員と同じくこの中でまちづくり

の話を聞いたことがありません。だからこそ、これからまちづくりについて支援してい

くというご説明もして頂きましたが、やはりもう少し組織を固めないと不安ですね。 

それと、これも他の委員と同じ意見なのですが、組織のイメージとしてほとんどの地

区が自治会の占めるウェイトが大きいと思います。ただ、自治会未加入者が多い地域も

あります。そういう人の問題も含めてイメージ作りを考えて欲しいと思います。 

 

（委員）： 

私も他の委員と同じ意見です。私は、芦屋市で中間支援組織の立場を担っています。

この NPO法人は市民活動推進のために市が作った組織で、市民活動センターという拠

点の管理運営などを行っています。中間支援組織の役割というのは実はすごく重たいで

すし、図の中で全体のキーパーソンとなるように描かれています。このことを重要に考

えないと、市からは作ったけれどもどうするのかという声が上がり、市民からも何をし
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てくれるのかと言われ、中間支援組織は板挟みになって大変になると思います。本当に

中間支援組織としてしっかり取り組みたいのであれば、人を集めてスキルやノウハウを

高めないと、ここを信頼して、ここを通して推進していくということができないと思い

ます。他の委員の方がおっしゃったように、格差はあっても自治会が各地域をまとめて

おられるのであれば、むしろそのあたりから人を出すとか、知恵を出すとかして、中間

支援組織の組織を強化するのも一案だと思います。自分たちのための中間支援組織だと

いうふうに、地域のみなさんからどんどん声をあげて組織を作っていくべきではないか

と思います。市がこういう組織を作りましたということでは、その作られた箱に誰も入

らないのではないでしょうか。 

 

（委員）： 

私も同じような意見を持っています。明石コミュニティ創造協会の概要を見ましたら、

現状は地域活動振興事業として 13中学校区コミセン運営委員会への助成というものが

挙げられています。これを今回の 8 ページのイメージ図に照らし合わせると、28 小学

校区ありますから、それぞれのところに中間支援として関わっていくためには絶対的に

人員が足りないと思います。 

それから、先ほど会長よりフラットな考え方で枠組みが描かれているというお話があ

りました。分野型組織というのは、NPO の広域的な活動をされている方や市民活動の

方、ボランティアの方もいます。ボランティアの中でも地域ボランティアや地域でふれ

あいサロンやミニケアサロンをされている方は地域に密着していますが、それ以外のボ

ランティアは明石市内全体で活動されていて、校区にとらわれていないと思います。9

ページを見てみると、地縁型組織ばかりで、分野型組織の団体の名前が出てきません。

これを見るとやはり別物だと感じました。広域的な活動を行う分野型組織などは、この

ような枠組みの中には入らない団体だと思いました。別物であるなら、このような団体

は枠組みに入らない組織と考えて、そこをどう中間支援するのか考えなければならない

と思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。中間支援組織に関するご意見がたくさん出てまいりました。

1番目に、皆様の中にも中間支援組織についてよく考えることが重要であるという認識

があると思います。それが今の明石コミュニティ創造協会を分割してできた組織で大丈

夫なのかというのが 2番目の意見であろうと思います。 

これは 1億円くらいの基金を予定されているようですが、分離したときには具体的にど

のような比率になるとお考えでしょうか。 

 

（事務局）： 

最終的な金額を確定しているわけではないですけれども、元々明石コミュニティ創造
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協会として立ち上がったときに運営資産が 6,000万円くらいございましたので、最低で

も地域活動を担う今後の明石コミュニティ創造協会についてもそれくらいの額は見越

していこうかと考えております。 

 

（会長）： 

金額は 6,000万円程度ありそうだということですね。いずれにしても枠組みとお金は

市の方が用意するとして、中身をどうするかという点は自治会中心型もあるでしょうし、

NPO で強化していくという考え方もあると思います。いずれにしても、議論はこれか

らしていかなければならないかと思います。中間支援組織についてはもう少し中身をし

っかりしましょう、このままではダメだ、という点でみなさん共通の認識をお持ちだと

いうことですね。 

2点目ですが、組織のイメージの中に地縁型組織ばかりでテーマ型組織が入っていな

いというのはなぜなのかという点です。これについては、事務局のお考えを聞いてみた

いと思います。別物と考えているのか、それとも資料 2の 9ページの図中の青い無記名

のところにそのような組織が入るのか、教えて頂けますでしょうか。 

 

（事務局）： 

資料 2の 8ページのイメージ図の左側には入っていて、9ページには入っていない点

については、記載漏れと申しますか、9ページ下の空白のところに色々な組織が入ると

いう意味合いで表現しました。イメージとしては 8ページのものと同じ物を考えており

ます。9ページ上の文書で書かせて頂いている部分には地縁型組織、2行目のところに

NPO、ボランティア等の分野型組織を挙げさせてもらっています。考え方自体は、8

ページと 9ページは同じものを考えております。空白のところに色々な団体が入るとい

う意味合いで作った際に、記載を省略してしまったようです。申し訳ございませんでし

た。 

 

（委員）： 

私が先ほど言いましたのは、各小学校区にNPOやボランティアといった組織が入っ

てないということです。そういった組織はそれぞれ明石市内の色々なところで活動して

います。これに対して、地域ボランティアは校区に密着しています。ミニケアサロンや、

ふれあいサロン、会食サービス等、そういった方たちは地域の中で活動されますが、そ

の他のNPOやボランティアや広域的活動をされている方などは明石市内のあちこちで

活動していて、一箇所に固まっていません。様々な場所にいる人たちが集まって 1つの

グループを作っていますので、こういう括りにはできないのではないかと思い、申し上

げました。 
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（会長）： 

フラットではなく、むしろ地域組織は地域組織で固めた上で、NPO やボランティア

の力を借りるようなイメージのほうが現実に近いのではないかというご意見だと思い

ます。ありがとうございました。 

では、次の委員お願いします。 

 

（委員）： 

色々と意見を聞きたいところがあります。その中でも特に、今言われている資料 2の

9ページの組織のイメージについてです。8月から 9月のワークショップにも出ていま

したが、幼小中の学校や園は外せないと思います。そして、事業主を含めた商店街です。

住んでいなくても、その土地で業をなしているということは、地域づくりの大きな要の

1つになってくるので外せないと思います 

そして、資料 2の 8ページ上の各小学校区の中の記載で、「住民個人で解決できない

問題についての支援解決」と書かれた部分です。こういったことは大体自治会や PTA

から上がってくる問題で、その団体から提議された形でその地域の問題となったものが

市などに持ち込まれるようになるので、このような形では分かりにくいです。 

また、資料 2の 8ページ下の図の「協働」の中に人が見えません。地域住民の中にあ

る協働のまちづくりだと思います。そのあたりも踏まえた形で考えて頂けたらと思いま

した。 

明石コミュニティ創造協会については私もよく存じ上げております。当初はまちづく

りに関する事業を展開していたと思いますが、そのあたりのことも含めてなかなかよい

ことだと思います。 

第 2回検討委員会からずっと意見が出ていましたが、やはり市民センターの捉え方と、

市民団体や NPOとの連携の取り方という事が気になります。検討委員会の第 3回や第

4回の時も出てきましたが、協働するに当たってファシリテーターがいない場合はどの

ような形で派遣するかという問題に対して、市民団体や NPOが担うという話になると

思います。お金を使わなくても、その人材を生かせる形をもっと考えてもらったらどう

かと思います。 

それから、それぞれの位置付けを明確にしてもらわなくてはどうしようもないと思い

ます。特に、小学校とコミセンの位置づけについてです。今は小学校の中にあります。

小学校区コミセンで活動する場合、小学校に許可を得なければならないのか、小学校が

コミセンに許可を得なければならないのかといった問題が出てきます。その位置付けを

明確にしなければ、協働のまちづくり推進組織は創ったけれどもその組織は学校の中に

ありますから様々な活動に制約が出ますよ、というようなことがないようにしなければ、

やりにくいと思います。今の小学校でも、小学校、コミセン、スポーツ 21の役割分担

が難しいというのが PTA の中で問題になっています。そのあたりをもう少し明確にし

てもらわなければ、次のまちづくり、地域作りという点で大きなネックになってくると
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思います。まずはそこからお願い致します。 

 

 

（会長）： 

色々なご指摘ありがとうございました。まず組織について、地縁型組織に自治会と子

ども会が入っていますけれども、もっと広く見れば学校や商店街とか本来入っているべ

きものがあるというのはおっしゃるとおりだと思います。地縁型組織のイメージはもっ

と広いだろうということですね。 

2点目ですけれども、資料 2の 8ページの下の図の描き方についてのご意見で、私も

なるほどと思いました。ここは大きな枠組みで描かれていて、地域の中の協働とはどう

なるのかというところをもっと描いて欲しかったと思います。そうすると、青い部分に

は地縁型組織が、緑の部分にはボランティアや NPO、白い部分には市民が入ることに

なると思います。おそらくそれが小さな地域ごとの協働のイメージではないでしょうか。

地域の中の協働が描かれていないことに、考え方の問題があるのではないかと思います。 

もう 1つ言われた小学校とコミセンの関係に関しては、事務局の方から見解を聞きた

いと思います。 

 

（事務局）： 

非常に答えにくい問題なのですが、このような議論の中で皆様にいろいろなご意見を

頂きながら、そのあたりを明確に、すっきりとした形にしていきたいと考えています。 

 

（委員）： 

今お答え頂かなくても問題ありません。条例を 25年度から施行されるのであれば、

それまでに解決していかなければならない問題の 1つだと思います。 

 

（会長）： 

 よろしいでしょうか。それでは、次の委員お願いします。 

 

（委員）： 

先日神戸新聞にも記載がありましたが、来年度の市の組織について、環境、福祉、防

災というのもコミュニティ推進部の組織に取り込むというような記事を読みました。ま

た本日話がありました中間支援組織といった組織がいろいろと出来るみたいであるが、

今後コミュニティ推進部が考えている組織について、新聞情報がすべてなのか、他にも

あるのであれば教えて頂きたいです。 

また、協働のまちづくり推進組織のイメージについて、自治会がリードしていく、ま

とめていくという形を取るのかという点です。現在自治会の加入率は 80％です。その

中には子ども会や高年クラブも入っています。そのあたりも、どのように自治会が地域
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をまとめるのか、そういう能力も必要だと思います。 

そしてもう 1点、来年度からのモデル事業のことが出ていました。年が変われば、自

治会も予算を組むために事業計画を作ることになりますので、事業計画にモデル事業を

どう組み込めば良いのかという問題が出てきます。モデル事業の時期の問題も含めて、

もっとスピード感がなければならないと思います。 

私もよく知りませんでしたが、資料 2の 11ページの拠点施設の運営に記載がありま

す通り、「地域の意見を踏まえ、一部のコミセンで所長を配置していない状況」となっ

ています。これもモデル事業に入るのか、あるいはこれはある程度こういう形で出来て

きているのであれば中間支援もいらないのではないかとも思います。意見と質問と混ざ

りましたが、そのあたりの回答をお願いします。 

 

（会長）： 

まず 1点目に、新聞情報を含めて、環境と防災をどう扱うのかというコミュニティ推

進部の組織についてですね。2点目の自治会が中心となる場合のイメージは、これから

議論していきたいと思いますが、質問というよりはご意見でしたね。3点目はモデル事

業を行うのであれば、市の取組みにもっとスピード感が必要ではないか、というご意見

と、モデル事業でコミセンの扱いをどうするのかについて、事務局の方から説明をお願

い致します。 

 

（事務局）： 

1点目の市の組織については、今まだ検討中です。防災とか福祉とかをコミュニティ

推進部がワンストップで取り組む形は、将来的にはあるべき姿だという議論は行ってい

ます。しかし、来年度にすぐに実施するというのは、なかなか難しいのが現状で、今は

まだ内部で検討中です。できる限りワンストップ窓口で、と考えておりますし、一歩ず

つでもワンストップ化を進めていきたいと考えています。現状では、具体的な内容まで

言える段階ではないため、ご了承頂きたいと思います。 

モデル事業と予算の関係ですが、モデル事業は新設する予算であり、今まさに予算編

成の最中でございます。正式な発表と言いますか、具体的に取り組んでいくのは年明け

以降という事になります。最終的には予算について議会の承認を得なければなりません。

どういった段階で、どのような案を出せるかというのは今後のことになってしまいます。

市の予算の組み立て方でご迷惑をお掛けしますが、モデル事業は年度当初から取り組ん

で頂く事業としては考えていません。どのようなモデル事業にするのかについても検討

しているところで、地域の事業の成果を上げるということも大切ですが、協働の組織作

りについてのきっかけ作りとなる、地域の体制作りに資するモデル事業にできたらと考

えています。 
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（委員）： 

ご説明の最後の方に関して、今の我々の地域の事情から言いますと、県民交流広場事

業を 5年間実施して、終了したところから住みよい地域づくり補助金制度で年間 60万

円を頂いています。これは今年度限りと聞いています。では、来年度はどうなるのかと

いうこと含めて、スピード感が欲しいと思っています。そして、既に 28 校区のうち 5

校区が県民交流広場事業を終えましたが、今年度でまた新たに 5校区が終了します。そ

うなると、今年度に県民交流広場事業が終了する 5校区についてはどのように考えてい

るのか、詳しく教えて頂きたいと思います。もう 1点、地域の意見を踏まえ、一部のコ

ミセンで所長を配置していないのは、28 校区中いくつくらいあるのか、どういった地

域の意見だったのか、わかる範囲で教えて頂きたいと思います。 

 

（会長）： 

具体的にお答え頂きたいのですが、できるだけ手短にお願いします。 

 

（事務局）： 

今年からの住みよい地域づくり補助金に関してですが、支給要件は今おっしゃって頂

いた通りで、それは特に単年度事業とは想定していません。県民交流広場事業を 5年間

計画的にやって頂いたところは、それをベースにして続けて地域力を伸ばして頂きたい

と考えています。さらに、地域交付金としてもう一段進んだものに向けての組織作りと

いうところで、引き続き活動して頂きたいという趣旨で住みよい地域づくり補助金を交

付しています。地域交付金に移行した場合は無くなっていくのかなと私個人は思ってい

ますが、それまでの間は今の状況で出させて頂こうかなと思っています。地域の方から

申請がありましたら、お応えさせて頂こうと考えています。 

 

（会長）： 

もし仮に協働のまちづくり推進組織ができてモデルが始まった場合は、子ども会に入

ってくるお金や自治会に入ってくるお金などに関して、地域の財布を 1つにするという

お考えなのでしょうか。要するに、委員の方が危惧されているのは、自治会等各組織で

予算を立てなければならない時期なのに、地域の予算編成方法が変わりますよというの

は困るということだと思います。 

 

（事務局）： 

モデル事業の段階では、色々な補助金や委託料や交付金を統合していくという考え方

はありません。別ものとして、モデルとしてやっていくという考えです。 

 

（会長）： 

 今のところは、普通に予算を立てて問題はないということですね。 
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（委員）： 

 コミセンで所長を配置でしていないところが 28校区中いくつくらいあるのか、回答

をお願いします。 

 

（事務局）： 

22 校区に所長を配置していて、6 校区に配置していません。これに関して、配置す

る前に地域の役員の方々とご相談し、不要である、今の段階ではいらないというご意見

があった地域については配置せず、ご要望のあったところには配置しているという状況

です。 

 

（委員）： 

明石コミュニティ創造協会に関してですが、目的を一から白紙に戻して、今のまちづ

くりに合うような目的に変えてほしいと思います。環境部門などは無視されていて目的

に全く含まれていません。まちづくりは昭和から大きく変わってきています。まず、明

石コミュニティ創造協会の目的は変えて欲しいと思います。 

そして、色々な予定や計画もあるかと思いますが、職員やスタッフなど関わる人材の

スキルアップを十分に行ってからスタートさせて欲しいと思います。見切り発車で進め

ると、それに関わる各種団体がとても大変です。自治会は目に見えているので自治会か

らスタートするのも構いませんが、今回は焦らずにきっちりと組織・体制を整えた段階

でスタートした方がいいと思います。今回は石橋を叩いて渡って頂きたいと思います。 

また、協働、協働と申しますが、協働の前にまず参画があります。市民参画があって

初めて協働があります。市役所の縦割りの問題で、参画の部分は総務部を中心に取り組

まれています。例えば、協働のまちづくりの仕組みを考えていくこととか、モデル事業

のこととか、モデル事業を進めるに当たっての評価をどうするのか考えると、協働だけ

ではなく、まず参画から始まりますので、総務部や政策室も一緒になって議論して頂き

たいと思います。コミュニティ推進部が独走してしまうと、それは違うのではないかと

思います。絶対に参画あってこその協働ですので、そこを落とさないで欲しいと思いま

す。市民参画は総務部が担当しており、現在も色々な審議が進められていますが、手続

きができ、それを見直し、チェックするにはどうしたら良いだろうか、そうした点も踏

まえて、協働のまちづくりを考えて欲しいと思います。補助金、委託金、交付金の違い

なども、キーマンになる市民が学習していかないとズレが生じると思います。 

 

（会長）： 

ご意見をまとめますと、明石コミュニティ創造協会の新しい組織については、まちづ

くりの現状を踏まえたものを考えて欲しいという事ですね。そうすると、2番目の中間

支援組織の体制をしっかりと整備して欲しいという意見に関わってきますが、このあた
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りについて事務局のお考えはどうでしょうか。今のところ不明確だとは思いますが。平

成 24 年 1 月に明石コミュニティ創造協会を分割する予定となっていますが、例えば、

コミュニティ事業を担当する協会の定款等を見直すのかについてどう考えておられま

すか。 

 

（事務局）： 

コミュニティ創造協会の設立趣旨のところなのですが、元々が自主的なコミュティ活

動の促進を図り、明るく住みよいまちづくりに寄与するというところにございますので、

今ある定款がベースになると考えています。 

 

（会長）： 

明石コミュニティ創造協会が取り組む事業については、環境とか防災とかあるという

ことだろうと思います。2点目の協働の前に参画があるのではないか、ということに関

して、市役所内の協働についての検討体制はどうなるのでしょうか。 

 

（事務局）： 

その部分につきまして、コミュニティ推進部だけでは協働のまちづくりを進めていく

ことはできないと考えております。各部から次長級が集まった検討会議と係長級を中心

としました作業部会の中で協働のまちづくりの枠組みというのを考えていきたいと思

っています。 

 

（会長）： 

それが、資料 2の 10ページに記載がある庁内検討会議ということですね。 

 

（委員）： 

議論の途中で申し訳ありませんが、市民主体のまちづくりをスムーズに進めるために、

民意の反映、意思決定の問題も大きく出てくると思います。他の委員もおっしゃってい

た自治会未加入の方の問題もあります。それと例えば、高年クラブに入っておられる方

は、高年クラブのことについては高年クラブの役員や代表者の方に委任をしているけれ

ども、その枠を超えたことについては委任していないという反論も出てくると思います。

そうなりますと、民意の反映、意思決定の問題というのは非常に難しい問題になってく

ると考えます。前回の検討委員会の資料を拝見致しますと、公募委員を募って、公職選

挙法なみの手続きを経て、選挙を行って地域の代表者を決めているという他市事例もご

ざいます。この方法は市にとっても大変な負担になると思います。例えば、公募委員や

推薦委員を決定して、そこに使途が自由な交付金を交付するということになりますと、

これはまさしく明石の中に別の地方公共団体ができてくるという形になります。推薦委

員、公募委員が交付金を使って地域の事業を自ら決めて展開するということですから、
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市会議員の方々のご理解も必要でしょうし、そのあたりは、1つのネックになってくる

と思います。民意の反映、意思決定をどうするかというのが非常に大きな問題だろうと

思います。市で来年度から新たなモデル事業を展開するとお聞きしましたが、この地域

の意思決定のルール化をどうするのか、民意の反映方法をどこまで考えているのか、具

体的なお考えがあればお答え頂きたいと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。非常に大事な指摘で、おそらくこれはこの検討委員会の議

論の中で非常に大きな検討課題であろうと思います。要するに、協働のまちづくり推進

組織を作って誰が何を決めていくのかという問題です。例えば、県民交流広場事業の場

合は同じような組織を作っていますけれども、代表者が集まって補助金の使いみちを決

めるやり方をしています。県民交流広場事業の場合は県民交流広場事業の内容だけを議

論し、決定するだけだったので、その方法で大丈夫でした。しかし、そのやり方ですと、

これから目指していく様々な地域に関わる部分の意思決定について、その方法で大丈夫

なのかという不安が生まれます。他にどのようなやり方があるのか、非常に大事な検討

課題だと思います。地域によっていろいろ違いがあるでしょうから、一概にこれがいい

という方法はありませんが、ただ私個人的には、民主的な手続きというのは明確にして

おかないと、色々な問題が起きてくると思います。 

モデル事業を考えておられるのであれば、このような民主的な手続きを行えば瑕疵は

ないだろうという地域の意思決定や民意の反映方法についての具体的なイメージをお

持ちだろうと思いますので、そのあたりについて事務局のほうであればお答え頂きたい

と思います。 

1つは資料 2の 9ページの真ん中にある組織の要件（案）のところにあるように、「対

話とルールを基に課題解決に向けた取り組みができる組織」というものがベースになっ

てくると思います。では、具体的に 1人 1票制を採用するのか等、もし仮に地域の意思

決定や民意の反映方法についての考えで何か具体的にありましたらご説明をお願いし

ます。 

 

（事務局）： 

正直に申し上げますと、この方向で進めます、という市の決定事項は現時点では持ち

合わせておりません。来年度から実施予定のモデル事業では、協働のまちづくり推進組

織の組織作りに取り組むことを考えています。実際には県民交流広場事業などを通して、

自治会を中心とする校区内の各種団体を含めた地域課題解決のための組織はある程度

できていると感じています。そこで、先ほど会長がおっしゃったように、その組織を一

段高めて地域の総意を作っていくという方向性の中で、地域毎における組織の違いを考

慮して、このような地域ではどのように意思決定していくのか、という事も含めてご議

論して頂きたいと思っています。 
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加えて、民意を拾うという観点からは、やはり自治会やいくつかの団体に関してはあ

る程度必須で入って頂いて、その他の団体に関しては委員の方がおっしゃったように、

商店街が中心の地域は商店街の方に加入して頂く、漁業が強い地域には漁協にも参加し

て頂く、といった形で、地域毎の特徴を捉えた形で組織作りをするのが良いと考えてい

ます。現時点では、このように必須となる団体と地域毎の特色を踏まえた団体で構成す

ることで民意を拾う形に出来れば、と考えています。 

 

（委員）： 

各地域組織の代表者で協働のまちづくり推進組織を組織するというご説明について、

確かにそれは 1つの方法としてあると思います。しかし、その代表者の方々で出した決

定を、各組織の構成員の方々や一般の地域住民の方々が受け入れられるのかという問題

があると思います。委任の限界と申しますか、やはり自治会であれば自治会内部のこと

は委任しているけれど、それ以外のことは越権行為ではないですかと地域内で言われた

場合に、どのように説明するのかという問題が残ってくると私は思います。そうした点

から考えますと、非常に大げさにはなりますが、名古屋市の事例にあるように選挙も 1

つの方法として考えられると思います。私は現時点でどの方法が適しているのかについ

て考えが固まっているわけではありません。今後、皆様方のご意見を聞きながら、考え

ていきたいと思っております。 

そして、名古屋市や池田市の場合は、予算の提案を地域から市に行って頂いて、実際

の執行を市が行うという形になっております。明石市ではモデル事業を考えていらっし

ゃるようなので、その予算執行の方法については協働のまちづくり推進組織が行うのか、

あるいは市が執行するのか、お考えを聞かせて下さい。また、ここで問題になるのが、

年度末の予算残についてです。予算残があった場合にこれを市へ編入するのか、その手

続きに関しても様々な問題が出てくると思います。事務手続きとしてどちらがいいのか

はよく分かりませんが、市の現在の考えを教えて頂きたいと思います。 

 

（事務局）： 

モデル事業につきましては、現在のところお金を地域に交付する方法を考えておりま

す。しかし、あくまでもモデル事業であるため、それほど大きな金額にはならないと思

います。将来的には、名古屋市や池田市のような予算提案権という形もあるでしょうし、

実際に自由に使えるお金を渡す方法もあると思います。また、その両者の併用という方

法もあると思います。 

 

（会長）： 

私はこれに関して、資料 2の 9ページの組織の要件（案）に書いてあるような組織で

あることが重要だと考えます。認証という方法になるかは分かりませんが、その部分の

ルール作りはしっかりしなくてはいけないと思います。おそらく各地域によって違いは



 17

あるでしょうから、これがベストだという方法はなくて、各地域に合った方法になると

思います。ですから、この協働のまちづくり推進条例では、資料 2の中で組織の要件と

して 5つ挙げられているものを満たす組織かどうか、その上で認証されるかどうかを決

めることが重要になると思います。その組織が 1人 1票制を採っており、地域の規模が

小さければ、おそらく住民投票や選挙に近いものができるでしょうし、また、大きな地

域であれば、組織代表型のほうがおそらく効率的であろうと思います。ただし、いずれ

にしてもこの要件は満たしていなければなりませんという項目に関して、この条例の中

に明記されるのだと思います。そうすると、自治会の中でもほぼ 100％の加入率に近い

ところであれば、自治会がある程度民主性を担保しているのであれば、自治会が地域を

コントロールしても問題はないと思われます。そうした地域毎の違いは出てくるとは思

いますが、条例に盛り込まれるのは、協働のまちづくり推進組織が近隣性、包括性、民

主性、正当性、自律性という 5つの要件を押さえているかどうかになるでしょう。また、

あるいはこの 5つの要件以外の項目も出てくるかもしれませんし、この 5つの中から必

要ない項目があるかもしれません。このあたりはまだ議論していませんが、そうした要

件を押えた組織であるかどうかを判断し、認証するということが条例の中に含まれてく

るのだと思います。 

ただ、先ほど委員がおっしゃったように、モデル事業をもう既にお考えのようでした

ら、具体的なものをお持ちになっているでしょうというご意見があるのもその通りだと

思います。何か決まっていることがありましたら、それを示して頂けたら我々の理解も

進むのではないかと思います。何かお考えがあるようでしたら話して頂きたいですし、

なければせめてモデル地区がどこかということだけでも教えて頂けませんでしょうか。 

 

（事務局）： 

本当にまだこれからという状態です。モデル事業を通じてどのような形で進めていく

かという検討も行い、先ほど出てきたような項目について見定めていきたいと考えてお

ります。また、当検討委員会でのご意見も十分踏まえながら複合型で進めていきたと思

っているのが、正直なところです。 

 

（委員）： 

今の件につきまして、魚住小校区は県民交流広場事業では 5年間で 1,300万円使用し

た経緯があります。こうした感じであれば魚住小校区は以前から取り組んでいますので、

モデル事業に取り組んでみたいという話を地区のみなさんとしています。 

そして、もう 1点は明石コミュニティ創造協会についてですが、資料 2の 10ページ

真ん中の枠内に記載があるように、先ほど事業の分割という話がありました。私はこの

創造協会の評議員もしておりますので、先日評議員会に出席して参りました。事業分割

と定款変更に関して、資料中では平成 24 年 1 月上旬となっていますが、実際には 12

月 20日に実施された理事会・評議員会の議決で決定しております。具体的に今後どう
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するのかについては、まとまったものを県に提出して定款だけを変更する必要があると

いうことでした。また、前回の評議員会の説明では、明石コミュニティ創造協会が二本

立ての事業で力を発揮していくことが難しく、少しでも地域づくりに力を入れていくと

いうことで分割したい、という話がありました。 

 

（委員）： 

伺いたいことがあります。先ほど他の委員から出ました県民交流広場事業ですが、全

ての小学校区が申請しているわけではないと思います。例えば、人丸地区では昨年度か

ら実施している状況です。この県民交流広場事業を実施していれば、すでに協働のまち

づくり推進組織に近い組織が出来上がっているという事になろうかと思います。どのく

らいの数の小学校区が県民交流広場事業を実施しているのか、または、実施していない

校区はどれくらいあるのか教えて頂けますでしょうか。 

 

（事務局）： 

明石市内 28校区中、申請しているところや現在申請中のところ、終了したところも

含めて27校区が実施しております。1つの校区だけが申請しなかったという状態です。 

 

（委員）： 

そういうことでしたら、県民交流広場事業により、殆ど全ての校区で協働のまちづく

り推進組織に近い組織が既に出来上がっていることになりますので、申請していない 1

校区だけを何とかして組織を立ち上げれば、ある程度組織については出来ていると考え

てよいでしょうか。 

 

（会長）： 

その１校区は、県民交流広場事業のような組織はないけれども、何か別の組織がある

のでしょうか。 

 

（事務局）： 

残りの 1校区については、なかなか連合組織ができず、うまくまとまらなかったため

に締切期限であった平成 22年度の県民交流広場事業に申請ができなかったという状況

です。今後は、この県民交流広場事業を 5年間実施して頂いた際の組織や経験をベース

にして、先ほど会長がおっしゃっていたガバナンス等を高めた組織作りをして頂くこと

になるのではないかと思っています。 

 

（委員）： 

県民交流広場事業の話が出ていますが、私の校区では学校や幼稚園、幼稚園の PTA、

中学校の PTA等の様々な団体が校区まちづくり組織に入っています。資料 2の 8ペー
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ジのイメージ図では、協働のまちづくり推進組織に地区社協が入っていますが、地区社

協は通常中学校区単位で活動しているのでこれが入るのはどうなのかなと思います。

我々の地区では、地区社協は小学校区単位となっていますが。 

先ほど会長もおっしゃっていたように、新しく財団ができるというお話ですが、今日

の検討委員会でも何名かの市会議員の方々が傍聴されていますが、新しく財団ができる

ことを市会議員の方々はご存知なのでしょうか。私が 1番心配しているのは組織の肥大

化です。組織は増殖すると申しますか、中央官庁も一緒ですが、市民のために行ってい

るつもりでも実際は自分たちの組織のために行っているということになりがちです。そ

ういう財団であれば必要ないと思います。ここで話題に出ている財団はそんなことはな

いと思いますが、なぜそんな無駄なことをするのか、という気持ちもあります。 

それから、先ほど他の委員より参画が大事だという話がありましたが、自治会はもち

ろん、PTA にしても子ども会にしても実際は参画したくないというのが実態です。参

画したくないところを無理矢理、抽選で PTA の会長や子ども会の会長を決めるわけで

すから、常に引き継ぎすらまともにできていない状態です。そうした参画意識が住民に

ないのも問題だと思います。こういう協働のまちづくり推進組織ができた場合に、明石

コミュニティ創造協会が地域住民に参画意識を植え付けることができるか、そうした力

があるかどうかも問われることになると思います。先ほど他の委員が言われたように、

協働のまちづくり推進組織から人を何人か出して、そこで話し合いをした方がはるかに

良いのではないかと私は思います。費用も発生しませんし、職員の人件費も発生しない

というメリットもあります。 

先ほど委員の方から明石コミュニティ創造協会が市の重要な役割を果していたとい

うお話がありましたが、私の地区ではそういった役割を果たしてもらった記憶がござい

ません。何かしら自治会を指導してもらったということは 1回もないと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。では、まだご意見を頂いていない委員の方、お願いします。 

 

（委員）： 

明石コミュニティ創造協会で記憶にあるのは、クリーンアップ等の事業を行った際に

たすきを作って頂いたといった現物支給による協力や支援のイメージです。平成 12年

頃からずっとそうした支援を実施して頂いていて、ある時にお金がないので今後は支援

できませんと言われたことぐらいしか私も記憶にありません。 

 そして、校区まちづくり組織についてですが、現在私たちの校区では県民交流広場事

業を終えて、自分たちの中では協働のまちづくりについて改めて言わなくても実施でき

ていると感じている部分があります。 

ただ、新たに協働のまちづくりの条例を考えるに当たって、校区まちづくり組織のメ

ンバーの中に事業者、NPO、技術面が専門分野のボランティアの方たちが、どの校区
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も加入していないのではないかという点が気になります。そうした団体の方々に加入し

て頂いた上で組織化することが重要だと思います。そういう方々が新たにつくる協働の

まちづくり推進組織に入っていないのであれば、今までの校区まちづくり組織と変わら

ないと思いますので、モデル事業を実施する際は、ぜひ先ほど挙げた方々を巻き込んだ

事業を考えて頂きたいと思います。そうした事例が分かれば、私たちもこうした形で実

施すれば交付金が交付されるようになった場合にスムーズに自分たちも活動できるの

かなという目安になると思います。モデル事業が来年度の初めからとなるとあまり時間

はありませんが、そうした点を踏まえてモデル事業を実施して頂きたいと思います。先

ほど他の委員が言われた校区では、学校も校区まちづくり組織に参加していますし、何

もないところに比べるとモデル事業を実施しやすいと思います。ただ、学校や高校、大

学等がない地域が 1番大変ではないでしょうか。どのようにして、新しい知恵等を巻き

込んでまちづくりに取り組めるかがネックになると思いますので、できる地域ではなく、

できない地域を意識していろいろと考えて欲しいと思います。 

 自治会に関しては、私も自治会長をしていて感じますが、やはり高齢者になると何も

できないからと言って自治会を辞めていかれる方がいます。しかし、自治会としては、

そうした高齢者のための各種見回りも行おうとしていて、少しアンバランスな感じも致

します。最近は子ども会もだんだん縮小していますので、自治会がそうした面を一手に

引き受けようと考えています。また、PTA については毎年役員が変わっていくという

問題もあります。そうしたことを考えると、資料 2の 8ページの組織イメージ図を見て

いて、不安に感じる部分もあります。スクールガードについても防犯協会とスクールガ

ードの 2通りがあって、それについてもきちんと組織化されていない地域もあります。

こうした協働のまちづくり推進組織を作る場合に、これらの問題をどのように解決して

いくのかということが一番の問題になる点だと思います。この図があると、一般の方た

ちは、こういう人が入ればいいんだなと判断してしまうと思います。それが一番危険と

感じますので、組織図を作る時はよく考えて頂きたいと思います。 

 

（会長）： 

 ありがとうございました。 

 

（委員）： 

短くお話させて頂きます。自治基本条例を作る時から言ってきましたが、協働のまち

づくり推進組織の中に絶対にボランティアを入れて頂きたいと思っています。資料 1の

2ページにありますように、世の中何でもボランティアということで、世間では必要な

時だけボランティアが叫ばれます。ぜひ協働のまちづくり推進組織の中でも、地域の中

でもボランティアを活かして頂きたいと思います。よろしくお願いします。 
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（委員）： 

モデル事業のことですが、今も地域を見ていると地域格差を感じます。モデル事業で、

1等賞を取るところばかりに注目すると地域格差は広がる一方です。ある程度、平均点

をアップすることを考えてまちづくりの底上げ事業のようなものにポイントを置いて、

モデル事業を実施するのも良いと思います。何も新しいことをすることばかりがまちづ

くりではなく、現状を維持することも大変な状況ですので、そういったこともモデル事

業の対象校区選定の評価基準に入れて頂きたいと思います。やはり地域格差の問題が懸

念されます。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。終了時刻が近づいて参りましたが、他に何かご意見がある

方はいらっしゃいますでしょうか。 

今日も色々な議論をしてきましたが、後半の交付金事業や拠点の話はまだ議論がされ

ておりませんので、こちらはまたパーツを分けて細かい部分を議論していきたいと思い

ます。 

では、本日の議論をまとめさせて頂きますと、資料 2にありました小学校区単位を基

本にまちづくりを進めることに関しては、検討委員会の 3回目、4回目の議論でもまと

まった結果ですのでこれは問題ないと思います。その次の協働のまちづくり推進組織の

イメージについては議論がありましたが、最後に委員の方がおっしゃったように、県民

交流広場事業で作ってきた組織では十分ではないと思います。それに何か加えた形、要

するに、テーマ型も協働できるということが本来のイメージではないかと思いますし、

そこが 1 つの鍵だろうと思います。その組織の要件というのは、資料 2 の 9 ページに

ある 5つのものが関わってくるだろうと思います。そうした組織をどう協働させていく

のか、小学校区ごとに県民交流広場事業で作られた校区まちづくり組織に NPOやボラ

ンティアが関わってきて、そして、それが市民と協働していくというイメージがあると

思います。そうすると、委員の方が懸念されているように、どのように民主的運営がで

きるのかということが課題になってきます。それはモデル事業の中でも検討していくこ

とになりますが、そうした組織が 5つの要件を満たしているかどうかは条例の中で検討

しなければならないと思います。 

そして、もう 1つ出てきましたのが、明石コミュニティ創造協会の話です。私個人的

には 6,000 万円の基本資産を持った枠を設けてもらうということは決して悪くはない

と思うのですが、やはり中身をどうするのかという点について、今のままでは 28校区

を支援するというイメージが沸かないと思います。それでは具体的にどうするかに関し

ては、いくつか意見があったようにプラットホーム型の組織にして情報を共有できるよ

うにしていくと、最小限の組織で動くことができます。そのようなイメージにするのか、

あるいは明石コミュニティ創造協会を運営していくようなNPOと連携する等、様々な

方法をこれから考えることになるだろうと思います。少なくとも今日の議論では、枠は
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ともかくとして中身がこれではダメだというのが、みなさんに共通する意見だと思いま

す。この点に関しては、事務局の方々も今日の議論を踏まえて検討して頂きたいと思い

ます。委員の方が言われたように、自治会にはノウハウがあるのだから組織はプラット

ホームにしておいて 6,000 万円を持った財団を作るのではない方法を考えるというこ

とも検討頂きたいと思います。また、専門性を高めてほしいというご意見もありますの

で、事務局の方も、今日出てきた意見を踏まえて考えて欲しいと思います。 

では、本日の議論のまとめを私が行いました。最後に副会長からひと言お願いします。 

 

（副会長）： 

密度が高く、水準の高い議論をされていて勉強になります。その中で、私もやはり資

料 2の 8ページの仕組みのイメージ図が気になりました。この図に入っていない人たち

には自分には関係ないことだと思わせてしまうのではないかという疑念を感じます。ま

た、校区住民については、誰か困ったことがあれば協働のまちづくり推進組織に相談し

て課題解決をするという位置付けにされていますが、この人たちこそ責任をシェアする

担い手であるわけです。この図は、そこがわかるような書き方をしなければならないと

思いますし、そうすることで参画につながっていくと思います。また、責任ある主体と

して生きているということになると思います。このあたりの表現をもう少し変えること

で問題点が見えてきやすくなると思います。つまり、どういう意思決定をするのかとか、

能力や責任があるのかが非常にイメージしやすくなると思います。 

そして、人材が不足している地域等、地域格差の問題は深刻だと思いますので、そこ

をどのようにこの仕組みによって支えてくのかを考えていかなければなりません。地域

と密接に関わっている方が中心になるとは思いますが、私の意見としましては、外の人

材を活用する、地域を離れて広域で活動されている方をうまく地域に結び付けていくこ

とで力が発揮されるケースも多くあると思います。例えば、地域の中に複数の商店街が

あって仲が良くない場合があります。それが競争力となるとも言えますが、そうした場

合に広域的な活動をしている NGOやNPOがそれらをうまく繋いでいくという事例も

結構出てきています。地域の外側に視点を持っていくことで、地域の力を伸ばすための

重要なパートを担えるということがありますので、そのあたりを意識していくと良いの

かなと思います。これからはどんどんネットワーク型の社会になっていきますので、少

ない人材をどう活性化させていくのかという発想で、組織作りや運営のイメージ作りを

進めていき、それが結果として力が減退している地域や高齢化が進んでいる地域の役に

も立つという方向性を作っていけたら良いと思います。ここでの議論は地域特性に応じ

て考えていきましょうという視点で進められていますので、そこはとても画期的だと思

いますし、非常に新しい手法だと思っています。その点を今後も伸ばしていって頂きた

いと思います。 
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（会長）： 

ありがとうございました。私が言い足りなかった点をフォローして頂きながら、まと

めて頂き助かりました。以上で、議論については終わらせて頂きます。 

 3つ目の議題にございました、今後のスケジュールに関しては、事務局よりご説明し

て頂きます。 

 

 

５．今後のスケジュールについて 

（事務局）： 

 今後についてですが、今年度はあと 2回程度、検討委員会の開催をお願いしたいと考

えております。2月に 1回、3月に 1回という予定で皆様スケジュール調整をお願い致

します。 

 

スケジュール調整の結果、以下の日程で決定。 

第 6回検討委員会   2月 9日 午後 6時 30分～ 

第 7回検討委員会   3月 26日 午後 2時～ 

 

ありがとうございました。それでは、これをもちまして第 5回検討委員会を終了致し

ます。 

 


