
 1

第７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 24年 3月 26日（月）14：10～17：20 

場  所：明石市役所 本庁舎 8階 806AB会議室 

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、山本委員、中谷委

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）：  

定刻を少し過ぎてしまいましたが、ただ今から、第７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、2名の委員の方が少し到着が遅れております。また、1名の委員の方が、ご都合

により欠席となっていますので、出席委員は 11名となります。 

●事務局による議題の説明 

 

２．第６回までの検討委員会での主な意見 

（会長）：  

 それでは、第 7回の（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例検討委員会を始めさせ

て頂きます。これまで、6回の検討委員会とワークショップを通じてご議論して頂きま

した。その結果、徐々に形ができてきたのかなと感じています。今度は、それを条例の

中に落とし込んでいかなければならないという作業が、前回から始まっている状況です。

本日は時間を取りながら、ある程度落とし込んでいきたいと思っておりますので、ご協

力よろしくお願い致します。 

 では、前回までの検討委員会の主な意見について、資料 1に基づき事務局よりご説明

をお願い致します。 

 

（事務局）： 

資料 1により「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 6回はある意味、協働のまちづくり推進のためのいわば、

「地域の側での組織」について議論致しました。これは行政からすると「受け皿」とい

う言い方をされたりしますが、私はそのように捉えていなくて、考える舞台だと思って

います。実は、本日午前中は高校生を対象とした標語コンクールというのを大学でして

おりまして、その表彰式に出席してきました。その折に、高校生の皆さんとお話をしま
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したが、やはり私は「考える人」になって欲しいということを、高校生の皆さんにお願

い致しました。今、政府の方でも、民意に基づく民主主義みたいなことが大事だと言っ

ています。もちろんそれは大事なことですけど、それは盲目的ということではなくて、

考えている人たちが議論して初めて民意というものが生まれてきます。そして、もちろ

んその中には民意から反する考え方も出てくると思いますが、そういった人たちをうま

く取り込みながら、調整していくというのが本来の政治だと考えております。ですから、

そのためには、「考える人」になってほしいというのが、私が高校生に申し上げたこと

になります。まさに地域の側で考える舞台を作るというのが本来的な意義でございます。

だからどうしても行政的な立場から言うと「地域の受け皿」という言い方をする場合も

あると思いますが、それは正確には間違いで、考える舞台を作る、ということです。そ

こで考えて、実施するためには何がいるのかというところを話し合うことで、今度は実

施の舞台になっていくだろうと思います。考えるためには計画性も大事ですし、透明で

皆様に分かりやすく情報を公開しながら考えてもらうこと、また、考える手続としての

民主性の必要性や、考える、或いは実施するためにはどういう人たちが参画するのかと

いう開放性、この辺りのことが議論されまして、ある程度の原則が定まってきました。

舞台としてこういった点が必要なのだということがある程度定まってきたのかなと思

います。しかし一方で、それをどのように決めていくのかということについては、まだ

まだ議論の途中だったわけですけども、しかしそれは地域毎に違っても良いですし、考

える舞台や実行する舞台を作ってそれぞれで決めていく方法を考えて下さい、というの

が前回の大きな議論の要旨ではなかったかと思います。 

それから、中間支援組織については第 5回から色々な話が出てきていまして、中間支

援組織の重要性等については皆様ご同意頂けたかと思います。それでは具体的にどのよ

うな機能を与えればいいのかについては、まだ煮詰まっていない部分がございますので、

その点についてもお話を頂きたいと思います。それから、人材についてもお話して頂い

たということでございます。私の方の少し雑駁な整理で申し訳ないのですが、今日頂い

た資料を基に、前回ご議論頂きました内容を整理させて頂きました。組織や組織の運営

の仕方については、前回議論して頂きましたが、ここまでについて何かご質問やご意見

等はございませんでしょうか。 

では、ご意見等ないようですので、よろしいでしょうか。前回の議論の中で、大体、

地域における舞台というものが揃ってきたと言いますか、形が見えてきたと思います。

この辺りは重要になって参りますので、本日もご議論して頂くことになると思います。 

それでは議題 2に移りたいと思います。協働のまちづくり推進組織、つまり先程も申

し上げました舞台でございますが、その仕組みについて、これまで議論を深めながら、

事務局の方で図を作って頂きました。事務局の方も色々と苦労されております。苦労し

て作って頂いておりますので、事務局よりご説明をして頂きたいと思います。 
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３．協働のまちづくりの仕組みのイメージについて 

（事務局）： 

資料 2により「協働のまちづくりの仕組みイメージ図」について説明 

 

（会長）： 

ありがとうございました。前回は、組織図が出てきて、少し皆様からご批判を頂いた

かと思います。舞台を作るという意味で進めていくならば、ここにあるようにプロセス

をきちんと書いた方が良いだろうと思います。それは舞台と言うならば演劇であり、シ

ナリオということですから、プロセスとして書かれた方が良いだろうということで、今

回はそのような書き方になっています。そして、周りはピラミッドではなく円、要する

に円卓であり、上下がないわけです。そういう形で、それぞれ団体や個人が関われるよ

うな仕組み、そして、しかもそれは共有するものといった考え方で作られている、とい

うことでございます。それでは、いかがでしょうか。先程のご説明と共にご質問等がご

ざいましたら、お願い致します。 

 

（委員）：  

この図を拝見しておりますと、大変ご苦労があったというのは十分理解出来ます。そ

の点は大変感謝申し上げますが、1点気になるのが、目標と課題を全く分離して書いて

いることです。一般的には、目標や目的を達成するために解決を求めるのが課題、とい

うような認識が多いと思います。そういう意味では、目標と課題をあまりにも明確に分

離するのはいかがなものかと私は感じたのですけども、皆さんのご意見も伺いたいと思

います。 

 

（会長）： 

例えば具体的に、どういう書き方であれば、良いとお考えでしょうか。アイデアを頂

けたらと思うのですが。 

 

（委員）： 

現在のところ、残念ながら私も明確なアイデアは持ち合わせていませんが、目標と課

題を分離してしまうというのはいかがなものかと感じが致します。 

 

（会長）： 

 どうぞ、ご意見を頂ければと思います。 

 

（委員）： 

ただ今のような意見もありますけども、私はこの図の外に取り巻いている「地域目標
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を共有する者」「地域課題を共有する者」、それが個人であれ団体であれ、加入できる。

図中の赤い部分の地域課題の認識とか目標の明確化とかいう部分で、地域でどのような

課題があるのか、その課題を解決する為に、或いはその課題をどのようにしていくのか

ということで目標があるので、その辺りが一緒にあっても良いのではないかと私は思い

ます。ただ、この目標を共有する、或いは地域課題を共有するという図面が出来上がっ

ても、さあそれぞれの地域で、それぞれのやり方で実施するとしても、これを進めてい

く為のリーダーをどのように養成していけば良いのかなと思います。そこが 1 番難し

い問題だと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。リーダーの件は大事な話だと思いますので、別に議論させて

頂くとして、まず事務局の方から目標と課題の考え方をまずご説明頂いて、先程のご質

問に答えられるところがあれば答えて頂くということでいかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

そうですね。少し難しいのですが、地域の中で、おそらくこれからこのプロセスで解

決と言いますか、この街をどのようにしていこうかというような話し合いをして頂くこ

とになると思います。その時にやはりまず地域の現状や課題は何かということを把握し

た上で、では今後どのような方向に向かって行こうかという目標や行動の計画、解決の

方法が出てくるのかなと考えております。その部分では、書き方や表現の方法はこのよ

うにしておりますけれども、ある意味で 1つのセットのもの、もしくは一連のものと考

えております。 

 

（会長）： 

おそらく長期的には目標なのでしょうね。目指すところがあって、そのためには色々

な筋道や過程があって、その過程を進んでいく中で課題にぶつかっていく、そういう捉

え方をされているのが、先ほどの委員の方の考え方だと思います。一方で、地域に既に

ある課題、例えば高齢化が進んでいるので何とかしたい等、そういった課題解決の為に

この舞台を使いたいという考えもあると思います。ですから、おそらく事務局の考え方

としては、目標と課題というものが、それぞれの地域によって違うのであろうというこ

とを想定して、こうした書き方をされていると思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

確かにそういう考え方もあると思います。ただ、課題があるから目標があるというこ

とも当然ございますし、全く分離して記載するのではなく、何かひと工夫欲しいなとい

うところはあります。つまり、課題のない目標というのは、果して目標と言えるのかな
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と感じます。ここに拘るわけではございませんが、その辺りについて、先程も申しまし

た様に通常は、目標を達成するための色々な困難とか障壁、それを課題と言っていいと

思うのですけども、それを想定した方が良いのではないかと思います。 

 

（会長）：  

それでは、その辺りも含めまして、例えば地域目標及び付随する課題とかですね、そ

ういった形の書き方をもう少し考えて頂けたらと思います。当然地域の目標というのは、

住み良い地域にしたいとか、人口が減少している地域であれば人口を増やしたいとか、

明るい街にしたい等、漠然としていても目標は色々あると思います。そのような目標に

基づいて課題は出るだろうという、そういう考え方に則るような形で、記述をして頂こ

うと思います。他に何かご質問等はございますか。 

 

（委員）： 

今の課題と目標につきまして、図中の赤い字で書いてあるところを、課題を先にする

のか目標を先にするのかですけども、この辺りもまた、目標の方が先かなという感じが

します。あと、周りに書かれています個人と団体が同じ大きさになっていますが、どち

らが大きいのか、小さいのかという点が気になります。団体というのはある程度団体と

してのことをまとめている、そういった考え方で出来ていると思います。個人について

は、例えば明石市は小学校区ですと１万人程度いる中の 1人を、これと同じ形にするの

か、その辺りの個人の扱いが難しくなると思います。個人をどういう扱いにするかにつ

いて、この組織図では個人が少し大き過ぎるのかなという感じがします。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。仰る通りですね。これは難しい問題です。例えば地域を作っ

ていく時に、団体がどのように関わるのか、団体というのはリーダーが全部まとめてい

るから、それを代表すべきだという考え方もあれば、団体に所属する個人個人が関わる

べきだという話もあります。確かに色々答えがあると思います。事務局で、この個人と

団体の位置付けの考え方を整理して頂いて、図の描き方の問題もありますが、その上で

いかがでしょうか。 

 

（事務局）：  

まず図の方から申しますと、大きさにはそれほど意味を持っておりません。並べるた

めだけに出させて頂いておりますので、特にその円が大きいからとか小さいからとか、

そういう部分の意味合いは、この図では出しておりません。それから、先程会長も言わ

れた通り、どういった形の組織にして行くかということだと思います。団体を中心に作

り上げていく組織にしていくのか、それとも、形は変わってくるかもしれませんが、個
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人参加を中心にした組織にしていくのか、そこの部分は地域の現状に合わせて作って頂

ければ、どちらでも良いのかなと思います。要はどちらでも、地域が上手に、このプロ

セスがきっちり取れるような組織になっていって、地域が良くなっていけば、どちらの

組織でも選んで頂いて良いのではと思います。もしくは、両方をうまい具合に融合して

頂くような良い方法も考えて頂ければ、と思います。 

 

（会長）： 

おそらく、イメージからすると、まずは団体だと思います。個人で参加するというこ

とはあまりないだろうと思います。その中で、例えば団体で活動が成熟化していくと、

団体からスピンオフして、自分としてはこういうことを課題として考えているから、こ

ういう感じで参加していけば答えが出てくるかもしれない、とそういうことも想定され

ているのだと思います。 

 

（委員）：  

個人にしろ、団体にしろ、まずは地域の課題があって、その課題をどう解決するかと

いう話し合いの中から、おそらく色々な解決方法が出てくると思います。しかし一度で

出てくるものではないので、例えばこういう解決方法を取るためには、A・B・C、と

出てくれば、まず目標 A、課題を解決するための A の解決方法を第 1 段階としてやる

のではないかと思います。その中でその計画や、予算が付いてくるということになりま

す。一遍に目標を決めて、終着点まで行けるとは考えられないので、課題があって解決

方法を色々考える中から、目標がそれに付いてくるのではないかな、と私は考えます。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。課題をどう解決していくか、課題が先か目標が先かというの

は、これは難しい問題です。理念、ビジョン、戦略、戦術というような層を分けて地域

を考えていくという発想もよく言われることですね。確かに目標や課題等は、そういう

意味では取替が可能で、曖昧です。先程仰ったように、内容的には解決策がいくつか出

て、どれを優先するのか、そういうものを決めていかなければいけません。これがおそ

らくこの解決方法の検討とか計画予算の作成の中で行われるわけですね。先程も言った

ように、団体が仮に関わっていく中で議論されていくと、おそらくその団体としては、

不本意な結果になるかもしれません。自分としては B の解決策を先にすべきだと言っ

たのに、皆さんからは Aの解決策を先にという結論になるかも知れません。その時、B

という解決策を主張していた団体も、A の解決策に協力していかなくてはなりません。

その時に例えば、その団体の個人個人がどう関わっていくかとか、こういった問題は各

地域出てくるだろうと思います。それが先ほど委員の仰った個人か団体かという議論と

も関連していくだろうなと、ご意見を伺いながら考えていました。 
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 いかがでしょうか。他にご意見はございませんか。 

 

（委員）： 

 この図では、協働のまちづくり推進組織のプロセスのところに、「地域課題の認識」

からずっと続いていますが、「成果検証」を行ったら、また違う課題についてこのプロ

セスを繰り返すということなのでしょうか。例えば、ここの中では良いのですが、各地

域の中でそれを実施されていて、その中だけで終わってしまうのか、この全体から出た

ものが一般化して外に出て行くのかという点です。外に出て行くことによって同じよう

な課題が、そうしたら解決できるのかということで共有できるのか、もう少し一つの組

織の単一的なことではなくて、この中だけで回るのではなく、アウトプットをどのよう

にするのかというイメージが欲しいなと思います。 

 

（会長）：  

組織だからこれは 1つのパターンですけれども、それを後で共有するということにつ

いても、目を配っていくべきだということですね。これはよろしいですか。その辺り、

皆さんどうお考えでしょうか。各団体が、これは私の団体の解決策だからと言うような

ことはないと思いますが、その辺りはどうなのでしょう。魚住地区では常に情報を発信

されていますが、その他の地区はどうでしょうか。解決策を団体として囲い込むものな

のでしょうか。そういったイメージがないのですが、花園地区はいかがでしょうか。 

 

（委員）： 

遅れて来て申し訳ございません。他の団体の会合がありまして、挨拶だけして参りま

した。すみません。私は遅れて参りましたので、最初にこうした話があったのかもしれ

ませんが、先程会長が仰った様に、各団体共に課題や目標は違う場合が多いということ

です。ですから、地域目標を共有するということは、話し合いの中から共有点を見出す

ことだと思いますが、これでは初めから、共有できる人、個人、団体しか集まらないと

いうのはおかしいと感じるところです。元々集まる時は、それぞれの目標が個人と団体

では違うと思います。それを話し合い共有することが、協働という形になるわけですよ

ね。初めから課題と目標を共有しているのであれば、あまり集まる必要はないですし、

すぐ解決し易いのではないかと思うのですが。PTA、子ども会、高年クラブ等色々あり

ますけれども、その中で色々な課題と目標を持っていると思います。そして、その中で

解決できないものがあるからこそ、集まってくるのだと思います。 

 

（会長）： 

大変重要なご指摘で、教科書的にはまさに仰る通りですね。私も授業等でこうした議

論をする時に、実は委員が仰った様に色々な解決策がありまして、例えばアメリカ等で
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は、モデルをきちんと作って、それを示します。先程仰った様なところの 1つに出てい

まして、つまり最初にミッション、要するに何をするべきなのかというところを出して

しまって、そこに集めて、それで解決する方が良いのではないか、合理的ではないかと

いう考え方も確かにあります。今回のこの考え方はおそらく、もう少し幅広く、地域を

良くしましょうという、非常に漠然とはしていますが、理念があります。それに賛同す

る色々な団体、町内会・自治会、PTAが入ってくることになります。そういった中で、

この地域では何が問題なのだろうかという順位付けをしていきながら、その問題を解決

するためにはどうすれば良いのかを話し合います。おそらく、そのようなイメージだろ

うと思います。委員の意見としてはその中で、町内会や自治会、そういったところが中

心に進めていくというお考えだと思います。 

先程、委員の方がご指摘されました共有化のことについて、事務局はどうお考えでし

ょうか。明石全体のコミュニティ行政の中でどう位置付けるかということについて、何

かお考えがあれば仰って頂けますか。 

 

（事務局）： 

今ここで具体的にこのシステムでいきます、というのはまだ考えておりません。各地

域、それぞれ色々なところで頑張って活動をされております。例えば研修会などで、先

進的な活動をされている内容については、事例発表という形で自治会長などに情報共有

しています。また、私共の支援と申しましては、各地域に関わらせて頂いている職員は、

そこの地域だけに関わっているわけではございませんので、そこで得た、或いは少し勝

手に横から見させて頂いたものを、例えばこんな方法がありますよといった形で他の地

域に伝えたり、アドバイスをしたりすることもさせて頂いております。また、地域によ

ってはそういった活動内容をホームページ等を使って積極的に発信されているところ

もございます。そうした地域であれば、十分他の地域の方もご覧頂けているという部分

で、共有をして頂けるのかなというふうに考えております。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。特に共有を制限するものではない、という位置付けだと思い

ます。 

目標と課題については、まだ話が煮詰まっていない部分がありますので、話題をもう

一度戻したいと思います。先程、私が付随するという言い方をしたのですけど、そうで

もないのではという意見もありました。例えば、これを条文に落とし込みますと、協働

のまちづくり推進組織とは、という定義が必要になります。或いは、地域目標を共有す

る者とは、といった定義が必要になりますので、その点を考えますと、もう少し議論を

した方が良いのではという気が致します。何かご意見を頂けないでしょうか。 
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（委員）： 

地域課題と目標についてですが、やはり地域の課題というのは小学校区単位よりも小

さい単位だと思います。地域の課題というのであれば、自治会単位辺りの方が動き易い

のではないかなと思います。それを考えた時に、小学校区単位でこうした地域の課題や

目標をと言われましても、それこそ色々な自治会がありますし、定めにくいのではと思

います。私たちの地域では防災については、高年クラブや自治会が中心となって取り組

んでいます。そして、安心して住めるまちづくりを進めるためにどうするのかという事

について、高年クラブや自治会、ボランティア団体、それに加えて個人で防災の活動を

されている方に入って頂いて、考えていこうとしています。このように自治会単位くら

いであれば、まさにこの図の通り取り組めると思うのですけれど、大きく広げて小学校

単位でということになりましたら、それぞれの地域で目標は違いますので、小学校区単

位にすると動きにくいのではないかと感じました。 

 

（会長）： 

現場のご意見ですね。今まで小学校単位で話をするということが、あまりなかったと

いうことですね。 

 

（委員）： 

個人としてはこれで良いのかもしれませんが、団体としては、協働のまちづくり推進

組織に課題や目標についての意見を出して参加するのは良いのですが、やはりその団体

に情報や活動を落とさなければならないと思います。ですから、矢印は相方向性でない

と意味がないと思います。それから、個人と団体はそれぞれの課題や問題を持っている

と思うので、その問題や課題を協働のまちづくり推進組織の中でどのような形で取りま

とめて、解決方法に導くという場合に、優先順位が入れ替わってくると、そこで大きく

変わってくると思います。先ほど委員の方が仰った様に、小さな自治会の組織になって

くると、色々と地域に特化した問題や課題が違いますし、それを 1つの小学校単位で共

通化して認識するのはなかなか難しいと思います。また、私達の PTA もそうですが、

年代別で割り切った組織に特化されたことになってくると、認識が全然違うという部分

もございますので、なかなか 1つにまとめて実施するのは難しいです。ですから反対に、

目標の明確化と書かれているところについて、目標を明確にするという気持ちは理解で

きますが、どうなのかなと思います。地域課題の認識ということは分かりますが、目標

の明確化という部分と、それを繰り返すとなりますと、またするのかなと感じますし、

やはりどうなのだろうと思います。これは小学校区の中の 1つの組織の例だと思います

が、できるならもう 1つ他地区の組織が描かれていて、それらがお互いに双方向で連絡

を取り合うということがあれば一番理想です。ある小学校区単位の中では解決出来なく

ても他の地域の事例をもって解決できるのであれば、そうした仕組みの様なものがあれ
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ば助かると思うのですが。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。確かに先程から出ていますように、実際には、小学校区で色々

と活動されているということでもないのでしょうか。具体的にはどうなのでしょうか。 

 

（委員）： 

先程の委員の方々のご意見には共通する部分があると思います。小学校区よりも各自

治会の中に課題や問題があるという話がありました。小学校区単位の団体となれば各自

治会や町内会のいくつか寄ってくるわけですから、自分達の地域の自治会で解決したい

こと、目標やその他をお互いに話し合うことで、私の自治会ではこのように解決してい

ますよという情報交換の中で解決していくことが、私の経験上よくあります。そういう

事こそ、小学校単位でやる意味があると思います。高年クラブや子ども会で解決できな

いことを話し合っていくうちに、例えば PTA で取り組んでいることが、高年クラブで

参考になる場合もあります。色々な場合が考えられますので、私はこういった組織で良

いと思います。 

 

（会長）： 

仰っていた目標の明確化ということは、やはり難しいのでしょうか。 

 

（委員）： 

例えば夏祭りであるとか、餅つきとか、校区で行事を行うことは簡単です。これに関

しては非常に有効に働くと思います。けれど、そのような簡単なことではなく、例えば

他の地域の自治会のことを、我々とか他の地域で、こういった方法はどうですかと話し

合っていくうちに、勉強になることはあります。グループで話し合っていると、誰かと

話しているうちに、自分から解決方法を見出すということがほとんどだと思います。他

の人の話を聞いて、その話し合いの中でなるほどと感じて、その場では何も発言しなか

ったとしても、後で、今日はいいことを聞いたなと思うことはよくあると思います。そ

ういう方法が良いと思うのですが。 

 

（委員）： 

小学校区単位での今までの活動というのは、お祭りや簡単な防災訓練等に終わってし

まっています。実際に何か課題があって、それを話し合うということが少なかったです。

ですから、そういうことに実際に関わって、実行していく組織にするにはどうしたら良

いのかなと思います。小学校区単位の活動というのは、お祭りをしました、もしくは、

クリーンアップ活動しました、という感じでただ決められた行事をこなしているだけで
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した。そういったものではなく、協働のまちづくりの組織作りでは、もう一歩踏み込ん

で、中身のあることが出来るような組織、そうした方向に持っていける様な組織にする

のが良いのではないかと思います。 

 

（会長）： 

初めに考える舞台というお話をしましたが、そういった意味では、考える舞台がある

ことは良いというご意見でよろしいでしょうかね。 

では、目標と課題の議論について、一度、市民活動団体協議会に所属する委員に伺っ

てみたいのですが。例えば、委員は色々な組織に関わっていらっしゃいますが、そうし

た中で常に問題に直面されていると思います。何か目標と課題の件についてのヒントが

ありましたら、アドバイスを頂けないでしょうか。 

 

（委員）： 

本当に難しいのですけども、活動力がある時というのは、課題が前提になります。そ

れとは反対に、ビジョンと言いますか、こうしたら良いなという部分の多い分野やそう

した雰囲気になると、漠然と目標が前提になるという感じです。この図に関して私も感

じたのですが、課題を共有する者と、目標を共有する者を、書き方としてあえて分けな

い方が良いのではないかと思います。 

先程、色々ご意見が出ていた自治会中心のお話は、リアリティがあって大変良く理解

出来るお話です。協働のまちづくり推進組織の中に、あえてあまり市民活動団体やNPO

等ボランティアの影がないのですね。団体という括りで消されていますけれど、後で出

てくるのでしょうか。要するに、中間支援組織やコミュニティ・ステーションとの関わ

りを入れないと、今までの自治会活動のマンネリ化と言いますか、同じようなことの繰

り返し、ただ会長さんが交代しただけでやり方は一緒、ということになりはしないかと

思います。明石市が目指しているのは、参画と協働なので、もう少し手法を変えて夏祭

りをしましょう、もしくは、今までにない幅の広い何かをしましょうとなった時に、こ

の組織図の中での中間支援組織の形を、背後霊の様な形でも良いので、出した方が良い

と思います。NPO 活動は広域的に行っていますから、自治会活動としっかり手を組む

のは難しいかなと思います。ただ、何か課題を解決する時に、例えばゴミ問題ならば一

度明石のゴミ研究会の方に意見を聞いてみようとか、何か違う解決方法を持っていらっ

しゃるのではないかとか、そのような具体的な発想が分かる様な図にしている方が良い

のではないでしょうか。 

 

（委員）： 

私もその点について、先程から少し意見させて頂こうか、どうしようかと思いながら

聞いておりました。私も地域の方には関わっておりますので、理解はできます。やはり
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自分の地域を見つめ直して、そして、地域の現状を知っていることも大事ですし、その

中で地域の自治組織の目標や計画も大事だと思います。それは非常に理解できます。や

はりその他のボランティア、それから市民活動団体等が地域と一緒に取り組む共通課題

を上げても良いのではないかなと思っていました。 

 

（会長）： 

 ありがとうございます。 

 

（委員）： 

校区まちづくり組織というのは、県民交流広場事業を取り組んだ時に、27 小学校区

が作っていますので、協働のまちづくり推進組織はその形をそのまま継続するのか、そ

れとも新しく協働のまちづくり推進組織を作るのか、どうなのでしょうか。私共は、県

民交流広場事業を 5～6年間実施しておりまして、その組織の中には自治会も入ってい

ますし、高年クラブも、PTAも、子ども会も入っていて、各小学校区それぞれで 10数

～20 団体参加しているものが、既に校区まちづくり組織として出来上がっています。

地域によって名前は少し違うかもしれませんが既に組織が出来ているわけで、そういっ

たものを土台にすると考えたら、やはり小学校区単位になるかなと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。おそらく、具体的にはやはり委員が仰った様に今既にある組

織を使うことになると思います。これを見ていてなるほどと思ったことがありまして、

組織と言った場合に、何のために組織を作るのかと言いますと、目標があるから作る、

課題があるから作る、ということになります。そうした考えがどうしても組織にはある

ために、1 番上には「地域課題の認識／目標の明確化」が書いてあるのだと思います。

ところが、先ほど委員の方が仰った様に、組織のそれぞれの状況によって課題と目標の

使い方が違いますから、書き方としては、ややはっきり書き過ぎているのではないかと

いうことだと思います。「目標の明確化」という記載ですと、明確化のプロセスが大変

になってしまいます。ですから、例えば「課題と目標」くらいの記載にしておきまして、

例えば、「解決方法の検討」という部分を「戦略の作成」とか、そういった表現にして

おくと、もう少し一般化されますね。そういう形にして、その次は計画作成、というイ

メージにしておきますと、ややぼんやりとはしますが、おそらく先程言われていた議論

の部分は少し解決するのではないかと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

この条例や協働のまちづくりが目指すところは、やはり市民福祉の向上であり、市民

の幸福の追求にあると思います。それが課題であり目標であって、その市民福祉の向上
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に対して、課題を解決していくというのが 1つの考え方だと思います。従いまして、他

市の条例の文章を見ましても、目標という言葉は一切使っていないですね。そうなりま

すと、やはりここは課題で通しても良いのではないかと思います。目標はあくまでも市

民福祉の向上だという考え方が出来ないかなと思うのですが、皆さんのご意見を伺いた

いと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。非常に良いご意見だと思います。皆さん、いかがでしょう

か 

 

（委員）： 

どうもこのイメージ図を見ておりますと、頭が混乱してきます。先程の会長の問い掛

けの中で、協働のまちづくり推進組織とはという定義を条例の中に落とし込む、という

表現が気になりました。以前頂いた資料を見ておりますと、ほぼ全ての小学校区でそれ

ぞれ、校区まちづくり組織といった組織がありますね。その中には、自治会が少ない地

域でも 10 団体、多い地域は 30 団体くらい自治会があります。その他に、幼・小・中

の PTA であるとか、校区子ども会であるとか、色々な団体が校区まちづくり組織の中

に、バラバラに入っていますね。先ほど委員の方が言われた、各組織・団体の双方向性

というのも、そこの団体の中で何か特化して問題がある場合は、双方向で落とし込んで

いく必要があると思います。協働のまちづくりで地域の課題となれば、まち全体として、

協働のまちづくり推進組織として、色々な団体からその会議に入ってもらって、この課

題をどのように解決するかというような形であれば、双方向性でなくても、その中で解

決していけば良いのではないかと考えています。いわゆる条例に落とし込む内容として、

既にある校区まちづくり組織の構成団体が、協働のまちづくり推進組織の中に入ります

という形で良いのではないかと思います。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。要件のお話がありましたので、後ほど議論になると思います。 

先程、委員の問い掛けにありました、課題で良いではないかという点について、いか

がでしょうか。要するに書き方として、地域において目標は幸福追求だというふうに、

ある程度規定されるだろう。そうなりますと、本来の幸福追求のために色々な課題、例

えば、ここは子育てに問題があるとか、防災に課題があるとか、そういう課題が出てき

て、それを解決するための組織というのが分かり易いのではないかというのが、委員の

方のご意見だと思うのですが。先程課題の話が出たので、お考えがあれば聞かせて頂け

ますでしょうか。 
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（委員）：  

私も、地域によって課題が継続してずっとあるわけではないと思います。例えば、防

災という形であれば、この前の様な大雨や地震が起こった時にここの地域の防災はどう

なのだろうとか、通学路の問題であれば、安全はどうなのだろうとか、その時々で問題

が出てきます。ですから、今我々の地域を住み良くするためにはどのような課題がある

のかという投げ掛けを、協働のまちづくり推進組織の中で話し合っていくことが大切で

す。 

課題は次々と生まれてくると考えた方が良いのではないかと思います。 

 

（副会長）： 

おそらくここで目標という言葉をあえて出されたのは、1つには会長が最初に仰って

いた様な、大きな意味での「良いまちを作りたい」ということ、それはイコールとして

「市民福祉の向上」という非常に大きな目標と一体のものだと思います。そういった

色々な意味での側面と、もう 1つは、最後に「成果検証」という言葉がありますので、

成果検証するためには目標がなければ検証が出来ないではないですかという、ある意味

行政的発想から来たものかもしれません。そういうことがあって、おそらく目標という

言葉が、無意識的であれ、かなり意図的にここに書かれてしまったのかなという気がし

ます。ここの成果検証という部分を、いわゆる行政評価的なものではなく、もう少しそ

れぞれの地域で独自の在り方での検証または評価だと理解すれば、課題に対しての検証

や更なる課題の認識という形で、理解できるのかなと思っています。 

 

（会長）： 

先ほど委員の方が仰った、あえて目標を作らなくても良いのではないですかというご

提言に準ずるということでよろしいでしょうか。いかかでしょうか。 

 

（委員）： 

28 小学校区ありますから、各地域で同じように 1 つにまとめて書くことは非常に難

しいところです。その地域によって課題や目標がありますから、どういった書き方にな

るのかは分かりませんが、「課題又は目標」といった形で、どちらでも良いですよとい

う記載をしたら良いではないかと思います。何度も申し上げますが、各団体や個人が集

まった時に、何もない状態で集まったとしても、話し合う中で課題なり目標が出てくる

こともあると思います。初めから、課題がありませんかと言っても、出るかどうか分か

りません。私は自然に課題があって、次の会合ではこういう課題を解決するために集ま

りましょう、という流れになると思います。ですから、事務局側もそれを書く、表現す

ると言うことは難しいですね。 

それから、前回の検討委員会の資料にこのような団体が入りますよというカラーの図



 15

がありましたが、あれで良いと思います。前回の図に記載された具体的な団体名を今回

の図にあてはめればよいのではないでしょうか。今、改めてこの図は必要だったのでし

ょうか。 

 

（会長）： 

前回の議論の中で、あまりにも画一的に見えてしまうというご意見がありました。し

かし、実際には地域によって協働のまちづくり推進組織は、色々な形の組織が想定され

ます。あの図が前面に出てしまうと、市民の皆さんがそれに合わせなければならないと

感じるので、もう少し柔らかくしようという話になりました。そこで、今回の図が出て

きました。ただ、具体的にはああいった協働のまちづくり推進組織が大部分を占めると

思います。ただ、それ以外の形の協働のまちづくり推進組織もあるかもしれないという

ことで、あの図に規定されない為に、少し柔らかくしたという背景があると思います。 

 

（委員）： 

先程、今回の図ではどういった団体があるのか分からないというご意見がありました

が、やはり前回の図に書かれていた団体プラス、他にもこのような団体がありますよ、

という記載の方が今回の図より詳しくて良いと思います。このままでは、分かりにくい

と思います。 

 

（会長）：  

おそらく、実際に協働のまちづくり推進組織を作る場合はこのような形になりますよ

といった形で、前回の図を市民の皆さんに見せることになると思います。 

目標というのは、やはり大きいですね。多分、理念とビジョンは分けなければいけな

くて、理念は先程も言いましたように幸福の追求ということですね。そして、ビジョン

というはそれに至る、おそらく行政が考えている目標なのだと思います。その部分を大

きく目標を書いてしまうと、理念とビジョンが一緒になってしまいます。よくビジョナ

リーカンパニーと言われますが、自分の理念をいかにビジョンするかが大事だと組織論

ではよく言われます。おそらく、ここで言う目標というのはビジョンという意味だと思

います。ですから、委員の方が仰っている目標というのは理念、つまり市民が本来目指

すべき理念なのでしょうね。その辺りを、一緒にして同じように捉えてしまうことが、

おそらくこのような議論に繋がっている原因なのだと思います。 

 

（委員）： 

確かにそうだと思います。目標は必要ないのではという議論になっていますが、仰る

ように理念は共通していますが、やはりビジョンは必要だと思います。何かをする場合

に、困っていることがあれば課題を上げましょうと言っても、何もないと大変だと思い
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ます。これに向かって取り組みましょうというみんなが同じ方向を向けるようなものが

必要だと思います。それを目標と呼ぶのか、ビジョンと呼ぶのかは分かりませんが、と

にかくこういうことを地域で成し遂げたいというものがないと、そこに向かってみんな

が気持ちを 1つにするんだという雰囲気が生まれにくいと感じます。 

 

（会長）： 

おそらく、目標とはこういうものですという説明が必要だと思いますので、その説明

をする部分に書くか、目標という言葉をビジョンと言い換えても良いかもしれませんね。

例えば、「課題やビジョンの共有化」というものを、1 番上の部分に記載するのが良い

のかも知れません。認識と書くのではなく、課題やビジョンの共有化というのはどうで

しょうか。大きな目標、理念としての目標というのは当然あって、その上で各地域が、

緑豊かなまちにすることがビジョンですといったようなものが見せられるのが良いの

ではないでしょうか。実はあまりカタカナ用語は使いたくないのでが、適切な言葉が見

つからないものですから、こうした言葉になりました。いかがでしょうか。 

 

（委員）：  

市長が仰っている、「市民幸福度ナンバー１明石」について、行政としては理念とビ

ジョンのどちらで捉えていますか。 

 

（事務局）： 

まだ市長から細かい内容を聞いていないのですが、先程会長が言われた内容からしま

すと、理念とビジョンの中間ではないかと個人的には思っています。市民幸福度の件は

別にしまして、例えば、会長が言われた様な形で、このまちを良くしましょう、住みよ

いまちにしましょうというのは、理念として当然どこの校区にもある共通の目標で、実

際にこのプロセスの中に入ってくるのはやはりビジョンなのかなと思います。例えば、

最近「孤独死がないまちにしよう」というのがあって、ではそれに向かってどのような

システムを作っていこうかと取り組んでいる様子がテレビなどで報道されていますが、

そこで言うところの「孤独死をなくそう」という部分が、ここで言う 1つの目標に当た

るのかなと感じています。 

 

（会長）：  

どうでしょうか。何か納得いかないというところでしょうか。 

 

（委員）： 

そんなことはございません。先程会長が仰った様なことで、記述に工夫されたら良い

のではないかと思います。先ほど委員の方が言われたことも、貴重なご意見だと思いま
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す。 

 

（会長）： 

では、そういう形で具体的に共有化する場合、リーダーの問題等が色々入ってくるこ

とになりますので、何かご意見を頂きたいと思うのですが。共有化して戦略を作り、実

際に計画化して、実践していくというのがプロセスですね。こういった流れを考えてい

るのですが、何か課題があれば出して頂きたいのですけども、どうでしょうか。あと

10分くらいは、この議論をしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

実際、具体的にイメージしていくと、各自治体とかが集まって来て、果たして本当に

まとまるのかなという懸念もあります。 

 

（委員）： 

私が所属している校区では、そういうことに長けている人と言いますか、順番を追っ

て解決していける人はいないように思います。ですから、そういったことに長けている

リーダーがいる地域はスムーズに出来ると思いますが、校区会長の考えだけでまちづく

りを実施していて計画性がない地域は、まずそういった土台を作らなければいけないと

思います。そのようなリーダーに研修をまず受けて頂いて、最低ラインとしてここまで

は出来ますよという状態が出来れば、地域のみんながついて行けると思うのですが。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。その辺りは、おそらく中間支援組織の役割が大きくて、中間

支援組織の役割が、プロセスの中にどのように入っていくのかという部分は図の中に書

かなければいけないところですね。他にご意見はありますでしょうか。このような壁が

あるのではないかといったことを、あらかじめ頭の中でシミュレーションして頂けます

か。実際にこういうことを目標とする様な組織ができ、例えば、今ある県民交流広場事

業の校区まちづくり組織でも良いと思います。そうした組織ができて、そこがもしこう

いった役割を担うとしたら、実際にどのようにして目標や課題を共有化出来るだろうか、

もしくは、ビジョンをみんなで持ち寄れるだろうか、その為にどういうふうな問題が出

てくるだろうか等、実際に考えて頂けないでしょうか。 

イメージ図は綺麗ですね。この図はすごく綺麗なのですが、実際に動かすとなると多

分トラブルが出てくると思います。今日の最後の議題になります中間支援組織の役割に

関係してくるところなので、この図から想定される課題を出すことは、中間支援組織を

考える上で必要だと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

中間支援組織の役割については後で議論すると仰っていましたけれど、少し今からの
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話に関係してくるかもしれません。協働のまちづくり推進組織というのは、地域の中で

どう協働していくかという基礎になりますが、その組織プラス、例えば行政であったり、

中間支援組織であったり、他地域の協働のまちづくり推進組織であったり、どこで誰と

協働していくかというプロセスが大事だと思います。そこを考えていかないと、自分達

だけで解決することは難しいですし、行き詰ってしまいます。柔軟にどこの組織ともう

まく繋がっていける様な自分達の力も必要ですし、あるいは繋いでくれる存在、そうい

う人も必要になります。自分達の組織はどこが強くてどこが弱いのか、どこに助けが必

要になるであろうということを考えることが必要です。最初の課題を抽出する時に、こ

の課題を解決するために、どのくらい力や組織が必要か考え、自分達にはどういう力が

あるのか、どこが弱いのか、どういうアドバイスが欲しいのか、協力者が必要なのか等、

そういったことは各地域によって違うので、自分達の地域の力を分析することが必要に

なるのかなと思います。 

 

（委員）： 

目標・課題の件は、非常に難しいところです。分野型組織は目標があって活動されて

いるので良いと思いますが、地縁型の組織は、その問題や課題を解決する意欲のある人、

その中間支援を受ける人がゼロでいないのです。そうした人がいないので、中間支援ど

ころではない状態です。我々が今 1番必要としているのは、人です。リーダーになる人

がいないので、こちらから引き受けて下さい、と言っています。自治会でも自治会長に

なる人がいないですし、子供会にも、高年クラブにも、PTA にもいません。どこの団

体もいないですよ。みんななりたくない、やりたくない、そればかりです。そのような

状態で活動しているので本当に大変で、中間支援を受ける状態には至ってなくて、その

ずっと手前にいる状態です。先程リーダー研修を受けるような話を仰っていましたが、

リーダー研修を受けたいという人がいないので、それが最大の問題です。 

 

（会長）：  

魚住地区は比較的うまく活動されていると思うのですが、その辺りいかがでしょうか。 

 

（委員）： 

うまく活動できているかどうかは分かりませんが、市が来年度のモデル事業を計画し

ていて、上限 100万円位出しますから、それで何か取り組みたいといった話が、今年 1

月～2月に地域で出ました。今回の東北の地震があって、4年前に作った防災マップ、

すなわちハザード・マップが、果たしてこのままで使えるのかという話題が出て、今度

はそれをどう活かそうか、作り直そうかという話になり、ちょうど良い 100 万円があ

るなという話になりました。ですから、課題からスタートしたという状態です。そうい

った話をあちこちでしておりましたら、例えば小学校では、2年 3年がまち探検という
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ことで街に出ていく活動をしていることがわかりました。また、他のところで話をして

いましたら、清水高校が通学路安全マップというのに取り組んでいることがわかりまし

た。そしてこれらと組んで、明石高専が GIS を使ってマップに落とすことになりまし

た。その辺りが本当に出来るかどうかは１年間の課題になるのですが、そういう形でと

にかく話を広げていったら、先日林小学校区で作成していた防災マップ、ハザード・マ

ップは立派なものが作られていましたので、それを見ながら作成しようという話になり

ました。あるいは、今、鳥羽地区の方では要援護者の台帳作りをされています。その辺

りを組み合わせて、とにかく 100 万円で何かやれるのではないかという計画を少しず

つ立てていくことで、1つにまとまりかけている状態です。こういった方法が良いのか

どうかは分かりませんが、とにかく声を上げてみて、この指止まれといったように、ア

ンテナに止まって頂いた方と取り組んでいます。先日は、小学校の校長先生から声を掛

けて頂き、一緒に取り組みましょうという話になりました。そうした地域の方が応援し

て下されば大変助かりますし、そういう広がり方もあるのではないかなと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。花園地区は、もしかすると課題があまりないのかもしれませ

んね。そういうことはないですか。 

 

（委員）： 

課題はいろいろあって、色々取り組んでいます。とにかく、やはり人が 1番の問題で

すね。防犯協会が 20年ほど前から小学校区単位でありますけれど、この度、社協も小

学校区毎に分かれました。ですから、非常に色々と取り組みやすいところですね。取り

組んでいることや、参加している人はもちろん色々いますが、やはり次は誰がするのか

という問題になった場合は、全然人がいないですね。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。今回この議論の中で、後継者やリーダーの問題等、人の問題

が未解決だという事が分かってきました。要するに、プロセスには多分、課題や目標、

ビジョンや戦略、計画があって実施、成果検証とその発信がある、ということですね。

そういった流れがあることは、ある程度皆さんも問題ないと思いますけれども、実際に

実施していこうと思うと、地域に人がいないという問題に突き当たります。地域に人が

いないとなると、先程申しましたNPOがどう関わっていくのかという問題を考えよう

としても、その関わり方が難しいですよね。つまり何をするのか、どのように関わって

いいのかという問題です。例えば、NPO が全部しますよということが出来るかと言う

と、もしそれをした場合に地域の反発があるかもしれません。そう考えますと、地域の

側にどのような人材や組織があるのかが、まだ明確ではないですね。先程委員の方が仰



 20

った様に、おそらく実際に実施し始めたら人材はいるのでしょうけれども、それを引っ

張り出せないというジレンマを抱えていると思います。花園地区もそうしたジレンマが

あると思います。何かご意見はありますでしょうか。前半部分を振り返って、いかがで

しょうか。 

では、ご意見がないようですので、よろしいでしょうか。協働のまちづくり推進組織

の在り方や考え方について、これである程度皆さんに認識頂けたと思います。つまり、

協働のまちづくり推進組織というのは、地域における課題やビジョン等を共有化して、

その課題やビジョンを解決していくための戦略を考えて作り、そして計画を作成して実

施していく組織である、というイメージです。その為に先程出てきたような問題があっ

て、それを解決するためには、後で出てきます中間支援の話になります。ここまで、皆

さんよろしいでしょうか。何かご意見はございませんでしょうか。 

 

（委員）：  

課題と目標は、ある程度解決出来るかなと思います。しかし、最後の成果検証につい

てですが、例えば、自治会の方が自治会の中で問題が起きた時に、皆さんと色々話し合

って解決まで行ったとして、それはよかったですねということで終わっているのか、現

状が私には分からないので教えて頂きたいと思います。そのシミュレーションに合わせ

たものを、行政の言葉ではなく、我々に分かるような言葉で、表現した方が良いのかな

と思います。今の状態ですと、どこか助成金の申請書の項目を見ているような感じが致

します。そういったものではないと思います。もっと、まちづくりを楽しくしましょう

という部分が、見えて来るといいかなと思います。 

 

（会長）：  

なるほど、何か良い言葉はないのでしょうか。例えば、花園地区では、課題があって

解決しましたといった場合、どの様に皆さんに申し上げていますか。 

 

（委員）：  

解決しました、で終わります。解決出来れば問題はないですからね。次の資料 3にあ

ります交付金を頂くと必ず報告するようにという流れになっていて、こうなると我々は

ますます負担が大きくなります。この図の流れはまさにその通りになっていますね。で

すから、交付金を出しっぱなしにすれば良いと私は思うのですが、行政としてはそれで

はいけないということですね。やはり報告が必要で、28 小学校区が集まってこういう

ことをしました、あれをしました、と報告するようなことをしたいわけです。我々も本

当に大変なのですけれども。 
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（副会長）： 

更なる課題を探していくということも大事だと思いますが、もう 1つは、そこで得た

ものをもっと活かしていくと言いますか、成果の活用や共有、市民のものとしてより一

層活かしていくという様な、そういった発想で見ていく必要性があるのかなと思います。

どこがダメだったのかと振り返ることも大事ですが、それ以上に、取り組む中で失敗も

あれば、成功もあって、その中から必ず何かを得ていますよね。それを更に活かしてい

くという視点を持った方が良いと思います。ここで行われることは、1つの経験という

資源なのだと思います。 

 

（会長）： 

いかかでしょうか。 

 

（委員）： 

私は×の数より○の数を増やしたいと思っています。だから私は反省会という言葉が

嫌いで、更なるものを考える検討会にしましょう、といった様に考えています。反省会

となると、ここが駄目だ、そこが駄目だ、と×ばかり数えていることになりますので、

それよりは○のことを考えたいと思います。 

先程から人材の話題も出ていますが、実はリーダー研修の中で、あるアンケートを取

った時に、8 割以上の方が褒められたいと思っているわけです。やはり褒められると、

より一層頑張ろうという気になりますね。ですから、今はやりのコミュニケーション学

でも、絶対に褒めようということを先生方は仰っていますので、そういう褒め上手な人

を探してきて、発掘して頂いて、まちづくりにおいても褒めちぎって自治会活動をして

もらう、というのが良いのではないでしょうか。 

 

（会長）：  

いずれにしても成果検証という言葉は良くないということですね。確かに仰る通りで、

この言葉は助成金の申請書みたいですね。 

先程申しましたように、私は課題があっても良いと思います。共有化や戦略という言

葉が良いのかどうか分かりませんけれども、解決方法というよりは戦略という方が良い

と思います。そして、実際の計画や、するべきことは何かを示して、そして実際にしま

しょうという流れですね。最後は何という言葉が良いでしょうか。褒めるにしても、や

はり何か成果を知りたいですね。それから、検証ではなくて、出来たことや出来上がっ

たこと、すなわち成果を見せたいと思うのですが、何か良い言葉はないでしょうか。出

来れば日本語で、カタカナ言葉を使わずに表現したいと思うのですが。アセスメントと

いう言葉もありますが、できればカタカナ言葉を使わないようにしたいので、何かない

でしょうか。先程、経験の蓄積という言葉が副会長から出ましたが、いかがでしょうか。 
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（副会長）：  

 成果そのものを共有するということですね。 

 

（委員）：  

明石ですと、災害時要援護者支援台帳というのがあって、具体的に単位自治会で関わ

っているところが全自治会の 5％～6％です。それについては、1 年目は何かあった場

合に皆さんが知らなかったら困るので、お知らせしますという形を取りました。440世

帯のうち、46 人の方が単身の高齢者の方だと市の方から聞いて、凄い数字だな、1 割

以上だなという話になりました。そうした形で、まず 1年目は皆さんにお知らせするよ

うにしました。 

プライバシー等の問題でなかなか助けられないということがありまして、とにかく

我々としてはその台帳をもらって、自分の地域の隣近所にどのような人がいるのかを見

ようという話になりました。本部役員の人達が実際に見て、やっぱりいらっしゃるなと

確認したら、それでは今度は本部役員としてはそこまで助けられないので、隣保長と言

いますか、組長さんまでに、その情報を出しても良いですかということを 46人の方に

聞きましたら、一応 OKですということでしたので、次に定期総会で皆さんに連絡して、

我々も共有するということをしています。それから、情報を出された方もそれで結構で

すよということでしたので、去年 1年間実施して、先程の話にありました成果検証では

ないですけれど、2月の終わり頃に自主防災事業の中で安否確認を行いました。3年目

でやっと、台帳を元に、安否確認が出来るようになりました。ただし、46人のうち 30

人位は安否確認が出来ましたが、残りの方は情報が足りない、あるいは病院に行ってお

られるということでした。では全体をどうするべきかということになり、隣保長も 1年

毎に変わりますので、その台帳は次の隣保長に引き継がれることになりました。それが

振り返りもしくは成果検証なれば出来ているのか、出来ていないかという境目になるの

ですけど、それを引き続き実施していくということが成果になっているのかなという感

じです。 

 

（副会長）：  

少し硬い言葉になるかもしれませんが、例えば、今お聞きしていた成果の発展的継承

であったりとか、成果の分かち合いであったりとか、簡単な言葉で言いますと、成果の

振り返りという様なニュアンスなのかな、という気が致しました。 

 

（会長）： 

振り返りという言葉は良いですね。振り返りは何かというと成果を分かち合い、発展

的に継承していく、あるいは、改めて課題を見つけるという意味での振り返りという事
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を考えるということでよろしいでしょうか。そういう点で、10 ページの図中の赤いと

ころは少し書き直して頂きますけれど、イメージとしては、そういうことが出来る組織

が必要だということですね。 

では、ここで一旦 10分ほど休憩させて頂いて、後半は 3番目の課題になります、協

働のまちづくり推進組織の要件と認定方法について、に入ります。これは先程ご議論頂

いた組織がある程度イメージされれば、その組織に合うかどうかといった部分が認定の

要件になりますので、先程の議論を踏まえて、ご検討頂ければと思います。 

それでは 10分ほど休憩とさせて頂きます。 

 

●15：35～15：45 休憩 

 

（会長）：  

それでは皆様お揃いですので、後半の議論に入りたいと思います。本日は長丁場で申

し訳ありません。 

では、議題の 3番目である協働のまちづくり推進組織の要件と認定方法ということで、

先ほど申しましたようにある程度このような組織ができるという点を皆様に合意して

頂いた上で、それに対して行政がどのように組織として認定するのかを議論していきた

いと思います。 

おそらく、具体的には、今ある県民交流広場事業の校区まちづくり組織とかが要件・

認定の対象になってくるだろうとは思いますが、そのことを頭の片隅に置いておきなが

ら、認定の条件を考えて頂きたいと思います。 

これはなぜかと言いますと、今回の協働のまちづくり推進条例の中の 1番大事なポイ

ントは、協働で物事を進めるに当たって、行政がお金を出してくれる部分があります。

行政のお金は市民のお金でありますから、やはり市民のお金を使うということを前提に

考えなければなりません。そうなりますと当然、市民の側から見てもある程度の条件は

必要になって参ります。 

その辺りを踏まえながら、聞いて頂きたいと思います。他の自治体の事例等もあるよ

うですので、資料 3につきまして、事務局よりご説明をして頂こうと思います。 

 

４．協働のまちづくり推進組織の要件と認定方法について 

（事務局）： 

資料 3により「交付金の概要と条例／規則等による要件／認定の記載状況」について

説明 

 

（会長）： 

ありがとうございました。人口規模と仰っていましたが、都市部かそうでないかとい
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うことですね。例えば調布市とか、あるいは一宮市というのは、名古屋都市圏あるいは

東京都市圏のいわばニュータウンの地域ですね。呉は広島都市圏ですが、長野や高松と

かは、いわば各地域のある程度中心地域であり、そういったところは認定制度を採用し

ています。名張とか越前もそうですね。多分、都市型かどうかという違いは大きく影響

している可能性はあると思います。何かご質問等はございますか。せっかく調査にも行

って頂きましたので、ご質問がありましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。ご意見やご質問がないようでしたら、我々の明石市がどうかと

いう議論に入りたいと思います。例えば認定が必要なのか、それとも届出で良いのでは

ないか等、あるいは、もし仮にどういった届出であれば、どういう様な条件やどういう

ものを満たしていなければいけないか、といった辺りの議論でも結構です。また、もっ

と簡潔に、既にあるものを使えば良いのではないかというお話でも結構です。色々なご

意見を伺いたいと思います。 

 

（委員）：  

認定か届出かという話になっていますけども、おそらく認定に近い届出になると思い

ます。今までの経緯を見ていましても、元々そういう校区まちづくり組織ができていま

すし、私は認定で良いと思います。今の校区まちづくり組織にしても、県民交流広場事

業が始まってから色々組織を作っておりますが、それが実際に機能しているかどうかと

いう問題があります。県民交流広場が終われば、それと共に終わってしまう可能性もあ

りますので、届出だけで運用するのは危険だと思います。認定と、毎年本当に機能して

いるのかという検証、そして、交付金が一部の人達だけで使われていないかという検証、

そういった意味である程度検証することが必要だと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。ある程度継承性と言いますか、あるいは、組織としての条件

を検証出来るとか、そういった意味では認定が良いのではないかということですね。他

に何かご意見はございますか。 

事務局に確認したいのですが、認定の場合は、その認定の要件を定めるのは条例で定

めている場合と要綱で定めている場合があると思います。それから認定の場合は、認定

を誰がするのかという問題があります。最終的には市長が認定されるのだと思いますけ

ど、例えば何らかの委員会を設けて認定をするとか、何かその辺りについて我々が知っ

ておかなければならない情報等はありますでしょうか。 

 

（事務局）：  

委員会を作って、そこに認定させるという方法は、今回事例として削除しました、茨

城県の小美玉市だけです。今回と前回調べました範囲ではそこだけでございまして、基
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本的には、市長に届け出るという形の届出で、届けてそれを検証して認定する形を取る

のがスタンダードとなっております。 

 

（委員）： 

委員会のお話がありましたが、この委員会がどのような内容の委員会なのか分かりま

せんが、例えば、委員会で認定したものを市長が否認するのは非常に難しいと思います。

それであれば、初めから市長へ届け出て、そこで認定して頂いた方が早いですし、それ

だけ委員会の経費がかかりませんから、コミュニティ推進室が審査して認定する形で良

いと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。他に何かご意見はないでしょうか。 

 

（委員）：  

この事例を見ましたら、ほとんどの自治体が市長に届出ていますね。そして、市長は

申請書が出たら、それを審査して認定通知を出すことになっています。明石市の場合、

例えばコミセンの利用では、様式が決まっていて、申請を出すと最終的には市長の名前

で認可いう形で書類が届きます。こういったものにつきましても、一定のフォームがあ

って、それで申請すれば審査されて、OKが出るという形式で認定される方法で良いの

ではないでしょうか。 

 

（会長）： 

貴重なご意見ありがとうございました。市長認定ということで、他の委員の方々とも

同じご意見ですね。 

 

（委員）： 

認定と届出についてですが、先程の話にも出てきました三重県名張市に視察に行きま

した。私の記憶が確かでない部分もあるかもしれませんが、2年目の時に、1年目の検

証をどのようにされていますかということを伺いましたところ、外部監査を置いておら

ず、全く内部監査だけで行っていました。それで良いのですかと聞きますと、それで良

いと言っておられました。現在は名張市の方でどうなっているのか分かりませんが、そ

の当時は大変驚きました。校区の規模によって金額は変わるそうですが、大きな校区で

約 1100万円の規模なのに、それでも外部監査がなく、内部監査を信用しているという

回答でしたので、非常に驚きました。そういった内部監査・外部監査もまた条件になっ

てくるかなと思います。 
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（会長）： 

ありがとうございます。まさにその辺りのことを言いますと、中間支援組織と関わる

話になってきます。他に何かご意見はありますでしょうか。 

 

（委員）： 

ここにそれぞれの事例が出ていますけども、先程会長が仰った様に、この中には中間

支援組織は関係していないのでしょうか。つまり、市である行政と認定団体の間には、

1つもそういった組織はないのでしょうか。 

 

（会長）： 

事務局の方、委員の方のご質問についていかがでしょうか。中間支援組織の様な団体

はあるのでしょうか。例えば、市長は何のアドバイスも受けずに認定された団体を決め

て良いのだろうか、という問題もありますが。 

 

（事務局）： 

事例を調べる限りでは、中間に立って何かアドバイスをする様な組織みたいなものは

確認されておりません。 

 

（会長）：  

せっかく中間支援組織を作るのであれば、そことの関係を考えて何かあっても良いの

ではないかという考え方もありますね。 

 

（委員）： 

そうですね、何らかのジャッジ機関は必要だと思います。地域では 1つの事業を決め

て、現在進行形の形で取り組みますよね。そして、途中でも後半でも良いですし、行政

サイドでも良いですから、必ずそれをチェックする機関というのが必要だと思います。

もう結果が出てしまってから報告するというのが今のパターンになっていますが、結果

を出してから報告するのではなく、行政としては市民税を渡しているわけですから、途

中で本当にこの申請書の通りに実施しているのかというパトロールは絶対に必要だと

思います。実は私も結構調べたのですけど、他市でもそういう作業がないようです。余

計なことをするとしんどいからだと思います。行政の立場にしたら、またこんな余計な

仕事ができたら困るのでしょうが、やはり 1地区で 1000万円単位のお金が動くことを

考えると、それなりにお互い責任持って実施しないといけませんし、その間もパトロー

ルする必要があると思います。 
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（会長）： 

パトロールと言うとか、モニタリングですね。モニタリングをしていくことは考える

べきはないかという事ですね。 

 

（委員）： 

1つの目的がある事業でしたら状況は違うかもしれませんが、協働のまちづくりを各

小学校区で行うとしたら様々なことがありまして、1000 万円ものお金のことについて

は、多分考えておられないと思います。チェックの話が出ましたが、それをする必要が

あるかどうかと言われれば、私は必要ないと思います。何か 1つだけ特化した事業でし

たら必要だと思いますが、これは協働のまちづくり推進組織であって、そのために認定

が必要なのだと思います。この認定した組織には信用して任せる形で良いと思います。

初年度の決算報告の時点でおかしい点があれば、次回から認定を出さなければ良いわけ

ですから。 

 

（委員）：  

別に 1000万円であるとか、お金のことだけを言っているわけではなくて、事業が途

中でどうなっているのかという問題です。例えば、人の問題で困っている、ここの地域

はリーダーがいないために進捗状況に支障が出ているといった問題のことを言ってい

ます。もちろん、順調にうまくいけば良いとは思いますが、少し一味違う、更なるまち

づくりを考えた時に、人材というのは必要になるものですから、その際のご用聞きみた

いなものが必要になるのではと思って、言っているわけです。ですから決して、お金や

会計監査の問題だけを言っているわけではないのです。 

 

（委員）： 

最初にお金の話が出ましたので、先程はお金について申し上げました。先ほどの委員

の方が仰る点では、各コミセンでは所長を始め事務員の方もいらっしゃって日常的に相

談業務もしておられますから、全然問題はないと思います。 

 

（会長） 

コミセンのことが出ましたね。これは例えば、コミセン所長の意見を聞くとか、ある

いは、中間支援組織を作るのであれば中間支援組織の意見を聞くとか、そういった方法

は良いかもしれませんね。委員会を作るとお金がかかるという意見もあって、それはも

ちろん分かります。ですから、地域に常駐しているコミセン所長の意見を踏まえた上で

市長が判断する、それも 1つの方法かもしれませんね。 

そして、そういった風にコミセン所長がある程度意見を述べた以上は、責任を持たなけ

ればいけませんから、そこはその後のことを見続けなければいけません。ただ、意見を
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述べるというのは、やはり責任を持つという意味合いもあると思います。市長が全部責

任を持つというわけではなく、それは 1つの考え方です。今、非常に問題になっており

ます、「原子力の某委員会は責任を持たなければいけない」といった問題も、まさにそ

この部分が曖昧だったからあのような事態になったのではないかということです。そう

いう意味では、やはり何らかの意見を述べる以上は、少しは責任を持って関わる、とい

う考え方をするのが 1つの方法かもしれませんね。 

他に何かご意見がありましたら、よろしくお願いします。 

 

（委員）： 

少し、明石の場合は方向が違うと思います。地域交付金は地域事務局とセットだと聞

いております。今のコミセンは、例えば、市から行政の方が来られて、委託あるいは職

員や事務職員の採用をするというのではなくて、地域は地域で、というのを私はずっと

言い続けています。市からお金が入ってくるのなら、そのお金によって地域の事務局長

や、あるいはコミセンといった名前で良いのか分かりませんが、そういう組織を考えて

いますので、会長が仰った内容と少しニュアンスが違うかもしれません。地域としては、

地域内で全て一括して取り組むという形で、私は考えております。 

 

（会長）： 

 どうもすみません。 

 

（委員）： 

結局仰っていたのは、事業委託なのか、交付金なのかということですね。事業委託で

あれば、市がこの仕事をして下さいということで付いたお金なので、その範囲内で色々

と決まり事もあるのですが、交付金は結局、責任の所在が問題だと思います。交付金が

しっかりと執行されているのかという責任の問題になると思います。もちろん、交付金

はもらった人たちに責任があるわけですが、そういうことを、先ほど委員の方が仰った

様に、チェック機関と呼んで良いかどうか分かりませんけれども、誰が責任を持つのか、

出した市が責任を持つのか、又はその案分するのかという問題があります。要するに、

責任の所在はきちんと決めておかないと、という問題です。そして、お金のことは必ず

どこがどのくらいの責任があるのかという点を決めておかないと、問題が起こった時に、

責任は私たちにはないとお互いが言って、大変なことになると思います。 

 

（会長）： 

 どうもありがとうございました。何かご意見はありますでしょうか。 
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（委員）： 

今の質問で気になったことがあります。他市の例を見ましたら、全てこれは交付金・

助成金という形で出ていますね。それもかなり大きな金額です。ですから、事業委託金

という地域が 1つもないという資料になっていますが、本当にそうなのかなと気になり

ます。 

 

（会長）： 

いかがでしょうか。多分、例えば地域の市の施設等も含めて管理をしてもらうのであ

れば、委託もあるのではないかということですね。 

 

（事務局）： 

この資料では、基本的に交付金として出ているものに関して紹介させて頂いておりま

す。地域によっては、例えば、地域の拠点施設の管理委託等を受けられているところも

ございます。例えば高松市には、明石の連合自治会でも視察に行かして頂いたのですが、

そこでは地域のコミセン等も、その地域組織が管理委託を受けているという形を取って

います。その部分で言いますと、人件費も入っておりますので、かなり大きな事業費に

なっております。ただここに入れているのは、その金額を省いた金額になっています。 

 

（委員）： 

事業委託か交付金かという話がありましたが、事業委託となりますと、事業主体が市

になります。やはり地域主体のまちづくりと言うのであれば、委託金ではおかしいと思

うのです。地域主体であれば、やはり交付金か補助金だと思います。 

少し話は変わりまして認定の件ですけども、いかに民意を反映しているのかという点

と、どの様な意思決定をするのかということが、認定の要件になると思います。そう申

しますのは、やはり民主的な意思決定がされなければ、組織に入っていない一般市民の

方から、特定の方が特定のことを色々と勝手にやっている、つまり私たちの知らないと

ころで知らないことを勝手にしているというご意見が出てくると思います。そう言われ

ないように、まちづくり事業が円滑に遂行するために、その辺りを押さえておく必要が

あると思います。 

具体的には、13ページに三重県伊賀市の条文が載っていて、第 24条の第 2項に「会

員には誰でもなれること」と書かれていますが、誰でもなれるという表現は問題がある

と思います。この表現ですと、会員にならなくてもよい、ということになってしまいま

す。そうではなく、19ページの高松市の例ですけども、第 2条第 2項で、「活動地域に

居住する個人および所在する法人その他の団体の構成員とするものであること」という

表現のように、地域の方々全てが構成員ですよ、というスタンスの方が良いと思います。

条文を作る際に、伊賀市のような表現では問題があると私は思います。 
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（会長）：  

まずは認定があって、その為の条件としては民主性が大事だというご意見でよろしい

でしょうか。 

 

（委員）： 

 お聞きしたいことがあります。明石市では交付金か助成金かわかりませんが、どの程

度、１団体にお金を予定されているのかということと、コミセンの管理委託もその中に

含まれるのかという点を、はっきりさせて頂きたいと思います。 

 

（会長）： 

 事務局の方、いかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

非常に難しい話で、どの程度なのかという部分は、市だけが決めることではないと思

っております。例えば、市が 1億円を出しますと言っても、それを受けられるだけのも

の、もしくはそれを使って取り組みたいことがなければ、金額だけが先走ってあまり意

味のない議論になるのではないかと思います。やはり少しずつの積み重ねだと思います

が、地域としてこんなことをしたい、その為にはこのくらいのお金が必要ですという部

分を、地域だけでも市だけでもなく、一緒に相談する中で決まってくるのかなと、金額

に関してはそう思っております。 

コミセンに関しましても、今、市からの職員として、OBの職員が所長という形で入

っております。それから、地域の方、公募した中から事務員という形で、職員も配置し

ております。そのメンバーで地域の支援をさせて頂いているのですけれど、これに関し

ても全てを地域で賄っていくのが良いのか、例えばお金だけを渡して地域で賄っていく

のが良いのか、それとも今の様な形、あるいはもう少し違った形で取り組んでいくのが

良いのか、この辺りはまだ姿がはっきり見えない部分です。その中の案の 1つとしては、

コミセンを地域に委託して、そこで取り組んでもらうという案もありますけれども、ど

の形が良いのかということも、これから皆さんと検討させて頂きながら、決まっていく

のかなと考えております。 

 

（会長）： 

よろしいでしょうか。先ほど委員の方が仰った様に交付金と委託金はやはりは別のも

のであって、これは今言いました交付金でございますので、かなり地域の方が主体とな

ります。先ほどの委員の方のご意見にも関連しまして、例えば、コミセンの運営等も、

委託ではなく、交付金になるのならどのくらいの規模なのかという部分の問題もありま



 31

すが、ただこれはまだ結論が出ていない状況です。交付金とした場合はどうなのでしょ

うか。要するに、やはりコミッサー・サイドは行政が押さえますという考え方は委託と

なりますね。そうではなくて、コミセンを含めて、あるいはコミュニティの拠点として

考えて、地域の方で考えて下さいという方向になれば、これはもう委託ではなく、そう

いうものを全部含めた一括交付金になりますね。その辺りについて、いかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

施設の管理運営の部分と、事務局の部分と 2通りで考えないといけないと思います。

コミュニティセンター自体は、市が条例に基づいて設置している施設です。ですから、

現時点で、条例で設置している限りは、事業主体を市とすることは外せないかなと思い

ます。 

そして、地域の事務局をどのような形でしていくのかという部分とに分けて考えなけ

ればならないのかなと思います。施設管理の部分であれば今の状態であれば委託という

形は必要不可欠です。そこを担っていく形であれば委託と考えています。それと、地域

事務局を委託の中で事務員を雇って頂くのか それとも別の形で地域での事務局を作

って頂きながら、市としてはコミセンの管理運営を行っていくのかを考えていますが、

そうなると二重投資になる部分もあるかと思いますので、両方ということは考えにくい

かもしれませんが、そういった話になるかなと思っています。 

 

（会長）： 

よろしいでしょうか。まだ他にご意見はございますか。基本的に、皆さん認定方式と

いうことでよろしいですね。 

 

（委員）： 

認定方式についての辺りは、この委員会で検討しているわけですが、ここで決めるよ

りも行政の方で決めてもらったほうが本当は良いと思います。色々読んでみますと、認

定されないこともあると書いてありますね。例えば、この小学校区の協働のまちづくり

推進組織は認定出来ません、となるとどうなるのかと思うのですが。そういうことは関

係なしに、28小学校区のコミセンで、まちづくりや地域作りをしてもらうに当たって、

それぞれに認定証を出しなさいというのも、いかがなものかという感じが致します。 

 

（会長）： 

確かにそうですね。実質的に考えていけば、おそらく認定を受けたい団体と行政とが、

事前にある程度、やり取りをした上でここまで成熟しているから認定を出しましょうと

いう流れだと思います。おそらく行政側は 28小学校区で同時に進めたいと考えている

でしょうから、それは何年後になるかは分かりませんが、順次ということはないと思い



 32

ます。ですから、その間に各地域に入りながら熟度を見ていくことになると思います。

いずれにしても、3年計画とかで考えていくと思いますので、そういう意味では多分認

定をしないということはないと思うのですが。 

 

（委員）： 

協働のまちづくりですので、市民と行政は協働でないといけないわけです。そうする

と、地域で課題を見つけて、それをどういう具合で解決するか、その為にはどの程度の

予算が必要なのかを考える中で、行政とのキャッチボールというのも必要なのでしょう

ね。その後に認定、という流れでしょうか。 

 

（委員）：  

すみませんが、認定というより協定という方が合うのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

なるほど。コンパクトを作るということですね。 

 

（委員）： 

協働のまちづくり推進条例なので、行政と地域との協定ではないかなと思います。そ

れであれば、委託ではなく、本当に交付金になりますね。 

 

（会長）： 

それは新しい発想ですね。 

 

（委員）： 

そうではないかなと思います。そうであれば反対に、認定されるとか、されない、は

関係なくなります。 

 

（会長）： 

 こういう方法を取られている事例もあるのでしょうか。 

 

（事務局）： 

長野市の事例が、認定という方法ではなく、地域の自治協定となっております。もち

ろん、ここもある程度実際は地域と話をして、行政が入って一緒に組織を作っていると

いう前提はありますが、交付金をお渡しするに当たって、地域と協定を結んだ上で、こ

ういう事業をして下さいという方法を採っています。その上で、この部分は必ずやって

下さいというところも含めて、協定書を結んで取り組んでいるという話は聞いています。  
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（会長）： 

これは協定書を結ぶ相手を認定するという考えでの認定ですけれども、考え方として

はあなたを選んだよというのではなくて、パートナーとして認めましょう、という考え

方は大事ですね。ありがとうございます。 

 

（委員）： 

長野市もいわゆる認定してから協定するというということになると思います。認定せ

ずに協定だけということはないと思うのですけども。 

 

（会長）： 

仰る通りです。協定するに足りる相手であるかどうかということですね。確かにそれ

は仰る通りなのですが、考え方として、要するにあなたを認めましたよという視点では

ないということを明確にするために、協定を結ぶ相手としてあなたを認めましたよ、と

いうことです。要するに、パートナーとして認めたのか、あなたに実施してもらうのを

認めたのか、この 2つは意味が違うということですね。その点をおそらく委員の方は仰

っているのだと思います。パートナーとして認めたよという形が良いのではないかとい

うことですね。認定はしますけれど、考え方はそういった視点で考えますというお話で

す。 

 

（委員）： 

すみません。その辺りについて大分前にも言いました様に、地域差がありますよね。

ですから、地域差の中で、交付金をすぐ出せる地域と出せない地域がありますので、そ

の辺りを行政が直接地域に落とし込んで、これをして下さいと指示を出すことも良いの

だけれども、それもそれでおかしいと思います。中間支援組織があれば、ゆっくりと組

織作りをしてもらって、同じような形でボトムアップする方法が一番自然ではないかと

思います。認定する団体の下で取り組むために、中間支援組織と協定をするのが一番良

いのではないでしょうか。そういう形で段階を踏んでボトムアップする方法が良いと思

います。 

委員の方が仰った様に、人丸校区が同じように県民交流広場事業を一昨年から取り組

んでいますが、出来るようになるまでは大変難しいと思います。集まっていろいろと取

り組んでいますが、トップばかり集まると、下部の団体の活動がなかなか上手くいかな

いということがあります。徐々に地域住民に浸透させる方法はどういう形があるのだろ

うかと試みていますが、それでもなかなか難しいです。 

そういう中間支援の組織があることによって、そういった取り組みが全体的にどれだ

け現実化できるのかという部分をお手伝いしてもらえたらと思います。地域の困ってい



 34

る面の手助けにもなりますから、そういう面も含めまして、認定・協定という形で両方

の取り組みを考えてもらってはどうかなと思います。 

 

（会長）： 

協働の相手方として認定をする、という考え方は持ちたいということはよろしいでし

ょうか。例えば高松市の様な考え方ではなく、協働の相手方として認定をするというこ

とですね。そういった考え方が良いと思います。皆さん、よろしいでしょうか。やはり

認定は必要ですけど、それで協定を進めていこうという事ですね。 

そうしますと、協定の相手方に足るかどうかという問題が出てきて、それは民主性等

の議論に入りますね。この辺りについては既に前回の議論にもありましたが、それを踏

まえた上でもう少し議論したいと思います。例えば、委員の方が仰ったのは、団体の 1

つの構成要因としては高松をイメージされましたね。そういった方向性もありますし、

それから少しいかがなものかと仰っていたのが伊賀市の事例でしたね。これは住民とい

う表現になっているので、あらゆる人になってしまうということでした。これは一定の

小学校区に住むあらゆる人ということで、自由参加ということでした。いくつかのパタ

ーンがあるということです。元々あの図は、団体と個人となっていますから、今回いよ

いよここで両者の問題になってくるわけですけど、いかがでしょうか。ご意見を頂けた

らと思います。 

民主性とか、透明性、継続性、計画性については、第 6回検討委員会でも出てきまし

た。それから開放性など、民主性の在り方については、とことん話し合う方法や多数決

等、色々な方法があるわけです。そこまで規定はしていませんけれども、少なくともそ

う言ったものを要件としていることは皆さんにご同意頂いております。例えば、委員の

方が仰った様に団体なのか個人なのか、その辺りの議論に入ってきそうですので、それ

を含めてご意見を頂ければと思います。 

 

（委員）： 

先程仰っていた高松市の例ですけども、第 2条「活動地域に居住する個人および所在

する法人その他の団体を構成員とするものであること」とありますけれども、この個人

というのは、最低限その自治会や町内会等入っている人にするべきだと思います。自治

会や町内会に入っていない人は、全くの個人とは言えいないと思います。法人その他団

体というのは商店街とか各種会社とか色々あって、そういう風に書いてありますが、居

住する個人、その個人というのは、最低限自治会に入っていなければ駄目だと思います。 

 

（会長）：  

どうでしょうか。その辺りについては他の人の意見を伺いたいと思います。もう 1人、

どなたかご意見をお願い致します。それからもう 1点は、高松の場合、そこに住むとい
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うことを条件としていますね。そうなりますと 1つ問題になるのは、中間支援組織とか

NPO 等がどう関わっていくのかということが、今後の問題になってきます。その地域

で活動していると言えるのかどうかです。その場合は、団体だけになりますので、個人

は入らないですね。おそらく仰った様に、もし個人が入るとなると、そこに住んでいな

くてはなりませんから、例えば、自治会に入って活動するとか、あるいは、地縁団体に

何らかの方法で関わるということになるでしょうね。一方、団体であれば、必ずしも住

んでいなくても良くて、法人の場合は活動場所がそこにあって、従業員がいて、という

ケースもあるわけです。その点をもう少しご議論頂きたいと思います。 

 

（委員）： 

私はご意見に反対です。私もそういう気持ちがありますが、任意の団体である以上は、

自治会加入を条件に入れるべきではないと思います。 

居住する個人の条件として、自治会の加入ということですよね。 

 

（会長）： 

 つまり、居住者というものの条件を、自治会加入ということですね。 

 

（委員）： 

条件としてそれを付けたら、自治会というのは任意の団体ということを謳っています

から、それは付けるべきではないと、私は思いました。 

 

（委員）： 

それは居住するだけで良いのかどうかという問題ですよね。片方は自治会や町内会と

いった 100人～200人いる団体に入っていて、もう片方は全くの個人ということであれ

ば、仮に組織に入ったとして、その個人の意見が反映されるかというと、非常に難しい

ところですね。ボランティア団体、NPO 団体、障がい者団体と色々ありますけど、そ

の団体と、自治会にも入っていない全くの個人と、同列に扱えるかどうかという問題が

あります。 

 

（委員）： 

一市民としては、同等に扱われるべきだと思います。色々な団体で、個人の参加も認

める場合であるなら、個人も団体の代表と同じように、権利があるべきだと思います。 

 

（会長）： 

まさにそれは仰る通りで、一人一票なのかどうかという問題ですね。その辺りは多分

ある程度組織によって違っても良いと思います。以前、副会長が仰った様に、過半数で
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はなく 7 割の同意を条件にするとか、あるいは、私が EU ことを例に出しましたが、

EUというのは一人一票ではないです。国連は一人一票で、小さい国でも大きい国でも

一カ国一票ですけども、EU の場合は国の大きさによって票数が決まります。例えば、

先ほど委員が仰った様に、自治会と個人とが同等でいいのか、個人の意見をどこまで反

映させるのか、そうした点は組織によって変わってくると思います。先ほど委員の方が

仰っていた、個人が関わることは非常に大事なことだと思いますので、その条件は残し

て頂きたいと思います。その時に、自治会というのは居住条件に入るのではないかとい

うのが、先ほどの委員の意見ですね。個人の参加を拒否するという意味ではありません

ので、そのあたりは納得されていると思います。 

いかがでしょうか。団体と個人の関わりについて、高松市の事例は個人も入っていま

すが、何かご意見はございませんか。 

 

（委員）：  

例はございませんけども、大阪の池田市ですけど、全て公募委員で構成されていて、

そうなりますと民意の反映や民主性は担保されていると思います。これが、地域の代表

の皆さん方になりますと、それはちょっとどうかと仰る方も出てくる可能性が大きいで

すよね。その辺りで、その民主性をいかに確保するかというのは非常に難しい問題にな

ります。名古屋と宮崎は半分ずつになっていて、行政の推薦委員と公募委員の両者がお

られますので、その辺りのバランスは取れていると思います。この民意の反映というの

は、かなり難しい問題で、なかなか大変な問題だと思います。しかしながら、まちづく

りをいかに円滑に遂行していくかということになりますと、やはり民主性の担保は絶対

に必要だと思います。ですから、何かあった時に、それまで無関心であった方たちから、

あなたたちが勝手にしたことでしょうと絶対に言わせないようにしておかないと、役員

の方が大変だと思います。そこは何とかしないといけない点です。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。第6回検討委員会の資料2の「地域の中の協働のイメージ図」

を参考に言うと、協働のまちづくり推進組織全体にはいろいろな団体や個人が参加し、

意思決定機関にその代表者が加わるというイメージでした。意思決定機関は団体の代表

者ばかりで構成するのではなく、個人も参加できるようにしてはどうか、というのが先

ほどの委員のご意見であり、大変貴重な意見だと思います。 

あともう 1つ私が気になったのは、外部のNPOやボランティア団体をどのようにし

て協働のまちづくり推進組織に参加させればよいのかということです。もう少しその辺

りを考えたいのですが、どうでしょうか。 
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（委員）：  

会長が仰ったことプラス、明日のパイロット事業の提案の中に 1つ入っていることで

すけど、私共は「通う」と言うのか、所在するのも含めてですが、学生や生徒を含めた

人たちにも、まちづくりに関わってもらおうと考えています。所在するのは学校ですけ

ども、そこに通う生徒、市内の方は少ないのですけども、そういう人たちにもまちづく

りに参加して貰おうと考えています。また、パイロット事業が終わりましたら、今度は

協働のまちづくりを一緒にやろうかという話は進めております。彼らも一緒にやりたい

と言っておりますので、そういったものをどう含めるかという点も、何かしら解決して

頂きたいなと思っています。 

 

（会長）：  

ありがとうございました。何かご意見があるようですが、どうですか。 

 

（委員）：  

前にもお話しましたが、芦屋の場合は、在住、在勤、通学している人と、勤務してい

る人と、住民票のある人、外国国籍の人でもまちづくりに参加することができます。条

件としては、芦屋に寄与してくれる活動をする人、となっています。例えば神戸の団体

でも芦屋エリアも全部包括してやりますよ、という団体であればどうぞ参加してくださ

いという様に、芦屋に何らかの寄与をしてくれる人という括りになっています。 

 

（委員）：  

以前も話をしましたが、やはり小学校区単位ですと、商店街もあります。商店街に勤

務する人の中には郊外に住んでいる方もいらっしゃいます。つまり居住している人ばか

りではありません。例えば、小中学校の義務教育の場合は小学校単位ということもあり

ますが、高校の場合はそうはいきません。また、私立保育園や幼稚園に通う方では、校

区に住んでいない方もいらっしゃいますが、その方たちをまちづくりのメンバーから省

くわけにもいきません。また、その地域に事業展開している NPOやボランティア団体

もあって、やはりそれぞれの地域で、目的や目標、課題がありますので、それらの目標

に合致するような市民団体や NPOが、参画できたら良いのではないかなと思います。 

 

（会長）： 

では、この辺りはそういう形でよろしいでしょうか。要するに、在住者だけではなく、

その地域に関わる人は組織のメンバーとするということですね。 

それからもう 1つは、やはり組織というのは先程から言っているように民主性を持っ

ている、透明性を持っている、開かれているということ、この辺りは条件として書かせ

て頂いてもよろしいでしょうか。要するに開放性があるということですね。それから、
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計画性があることも必要です。ただ、組織としての計画性や継続性といっても、実はま

だ不明確な所があります。要するに、まだ出来ていない組織ですので、継続性を担保で

きるのかという点は難しいところですし、計画性と言っても何を持って計画性と言うの

か、例えば会則を持っていれば計画性があるというのか、といった色々な解釈や問題が

あります。その辺りのについて、何かご意見はございますか。 

 

（委員）： 

先程の図中にありましたように、またサイクルが戻ってくるという部分が継続性を表

していると思います。やはり自治会に関与している方については、継続性の話をする前

に、もうそこに住んでおられる方は既にそれが原則ですので、それが蔑ろにされるのは

おかしな話でして、あえて継続性を謳う必要があるのかなという疑問があります。ただ、

あえて言うならば、その課題を維持するための目標、つまり大目標が必要ではないかな

と思います。 

先程、会長が仰いました様に、ビジョンであるとか、目標が大きいものであればある

ほど、継続性が必要になります。その辺りはやはり、先程の話に回帰しますが、あの図

の中には目標を大きく掲げておいて、それに色々な地域が別々の視点で捉えて課題に取

り組んで行く感じが自然なのではないかと思います。 

 

（会長）： 

目標や課題を共有することが大事である、ということですね。 

 

（委員）： 

そういうことです。 

 

（委員）： 

行政が協働の相手に対してどれだけ熱意を持っているか、地域交付金に関してどれほ

どの金額を考えているか気になります。また、地域の人はそこに住んでいるから仕方な

いですけれども、反対に、市はトップが替わると方針や継続性が変わってくるので、そ

のあたりの担保もお願いしたいです。 

 

（会長）： 

 なるほど。こういったご意見もありますが、事務局はいかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

この条例作りは、トップが替わっても継続していくことを約束するものです。それは

自治基本条例もそうですし、この条例作り自体、トップが替わっても方針がぶれること
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なく協働のまちづくりに取り組んでいくんだという考えの基に実施していると思って

います。ですから、ここできちんと決めて頂ければ、多少の修正はその時々によって色々

あるかと思いますが、大きくはこの方針で取り組んでいくという部分は決めることが出

来ると考えています。 

 

（会長）：  

よろしいでしょうか。条例ですから、あまり細かい部分は決めなくても大丈夫だと私

は思います。例えば、先ほど言われた会則があるかどうか等は、要綱で決めればいいわ

けです。条例としては先程も言いました様に、共通の目標を共有するとか、透明性や民

主的な運営が出来る団体かつ開放性を有しているとか、おそらくそういった記述になる

と思います。そして、そこに所属する団体は、居住者及び、そこで活動している団体、

という内容になると思います。団体もしくは構成員といった表現を使うことになると思

います。このようなところでよろしいでしょうか。口頭で申し訳ないのですが、多分こ

のような表現で進められると思います。 

先程、協働のまちづくり推進組織が作られて実際に運営をしていくそのステアリン

グ・グループ、協働のまちづくり推進組織を運営させていく部分について、どのように

運営していくのかは、委員の方々が仰った部分が大事になってきます。どのような人や

団体にどれほどの票の割り振りを行うのか、あるいは民主的に運営しているということ

をみんながきちんと分かるようにしないといけない、という部分が多分大事になります。

そういうことは条例には書き込めませんので、その辺りは要綱等で規定することになっ

てくると思います。そして、それは先ほど委員の方が仰った様に、モニタリングしない

といけないといった形かと思います。 

大体よろしいでしょうか。それでは、もう 1点、中間支援組織の件で議題があります。

急いで申し訳ないのですが、いろいろと問題もございますので、まずは事務局よりご説

明だけ頂きたいと思います。 

 

５．中間支援組織の設置について 

（事務局）： 

資料 4により「中間支援組織の設置」について説明 

 

（会長）：  

ありがとうございました。ここからはあまり時間をかけられませんが、ご意見がござ

いましたらお願いします。 

 

（委員）： 

役割の中に調査とか検証とか、評価まではいかなくても、調査機能、また調査して行
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政に提案する機能が必要だと思います。 

 

（会長）： 

③の情報共有機能の中に、先進事例の調査研究があるので、その部分に入るというこ

とですね。そして、提案というのが必要だということですね。 

 

（委員）： 

 はい、そうですね。 

 

（委員）：  

先日、芦屋の活動支援センターに見学に行かせてもらったのですけど、まさにこのよ

うなコミュニティ・ステーションだと思います。 

これに対して、我々自治会とか協働のまちづくり推進組織が交流するのかというと、

少し難しいのではないでしょうか。そう言いますのも、校区まちづくり組織や校区連合

自治会はコピーやリソグラフ等は大体持っていると思います。それとミーティングスペ

ースについても、他の方はわかりませんが、まず私は来ないですね。私が必要なパンフ

レットがあるかなと考えた場合、ここにはないと思いますね。分野型の活動組織にとっ

ては必要だと思いますが、市民活動団体協議会で十分だと思います。先程意見があった

と思いますけど、私はリーダーの発掘や人づくりがあってこそ、こういう機能が働くの

だと思います。このコミュニティ・ステーションは分野型のために出来るものだと思い

ました。 

 

（委員）： 

コミュニティ・ステーションの場所ですが、先程の説明では市議会とも色々意見があ

ったので、今後、協議してというお話でしたけれども、地縁型の方もこのような場所に

は来ないと思います。地域のコミセン、あるいは地域の自治会館で集まるだろうと思い

ます。そうすると分野型ですが、これについても、先程分野型には必要でしょうと言わ

れたのですが、明石市内の地域、例えば 28小学校区もありますし、市民活動団体も市

内あちこちに散らばっていますので、なかなかそうはならないと思います。便利の良い

アスピアの様な辺りの駅に近い所なら良いのですが、わざわざ市役所のこの場所まで来

るかなという、その辺の事が分野型組織としても疑問を持っています。ですから、今か

ら協議するということですが、協議して修正できるのか疑問です。 

 

（会長）： 

中間支援組織のコミュニティ・ステーションそのものが必要かというご意見だと思い

ます。他にご意見はありますか。 
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（委員）： 

そもそも市民活動団体協議会を立ち上げた 5年前、きっかけは市民活動の中間支援セ

ンターを作ってほしいという依頼から始まったものです。申し訳ないですけど、その時

は自治会のことまで考えていなかったですね。市民活動やNPO法人とかの団体、もし

くはボランティアとか、そこを中心に支援センターを作ってほしいということでスター

トしました。そして、5 年がかりでやっと我々の声が行政に届いたかなと思いました。

それなのに、まさかここの場所でして下さいと言われるような結果になったのは、恐ろ

しいくらいの思いがあります。このことは、まだ市民活動団体協議会のメンバー全員に

は言っていなです。ある会議の中では話をしましたけど、そうすると、誰が行くのかと

いうことや、そこで会議をするのならもう会議には出ませんとも言われました。 

5年前から支援センターを作って欲しい、作ろうじゃないかというので、この市民活

動団体協議会はスタートしているのです。気が付けば明石コミュニティ創造協会が中間

支援を行うことが決まり、全く行政よりの人事・メンバーで、中間支援をしていけるの

だろうかという不安もあります。全然我々が想像もしなかった結果になっています。実

際に我々は川西とか三田とか、色々と視察にも行きましたが、それら全てが駅から近い

ところに支援センターがあります。駅に近いから人が集まっているのです。なぜ、コミ

ュニティ推進室とアスピアにある男女共同参画課は同じコミュニティ推進部なのに、ア

スピアの場所を確保しておいてくれなかったのか、すごく残念に思います。例えは男女

共同参画というのは委託で違う分野に回して、行政が取り組んでいる業務ではない自治

体もあります。もう少し発展的なことを大改革してほしかったというのはあります。5

年前から色々と言っていたのですが。 

 

（会長）： 

他に意見はありますか。 

 

（委員）： 

私はこの条例検討委員会が始まった当初から、必要ないと言ってきました。協働のま

ちづくり推進条例というのは、小学校区ごとに活動しましょうということです。小学校

区毎にそういう場所が既にあるわけです。細かいことになりますけど、そういう打合せ

スペース等も全て小学校区にありながら、このコミュニティ・ステーションに来るのか

と言えば、私は来ないと思います。先程申しましたように、私は芦屋の活動支援センタ

ーに視察に行きましたけど、芦屋はまさに分野型の支援センターだと思います。自治会

はあまり来られていないのではないかという感じはします。連合自治会の部屋があって、

そこに立派な机もありましたし、会議室もありましたけど、そこには誰も来ないとお聞

きしました。部屋があっても誰も来ないのです。 
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（委員）： 

 連合自治会の方が一応会議はされていますよ。 

 

（委員）： 

そうは言っても、人は来ないですよね。そうであるなら、わざわざ設置することに疑

問があります。主に地縁型組織で構成される協働のまちづくり推進組織と分野型組織と

は大分違うと思います。分野型組織はどこかの小学校区に所属するのかと言えば、おそ

らくそれはないですね。例えば中崎校区に所属しますということはないと思います。つ

まり、分野型と我々とでは協働のまちづくりのイメージが当初から全然違います。だか

らこの条例検討委員会は色々な意見を反映する為に、色々な団体や立場の方が入ってお

られると思うのですけど、私は今これを見てびっくり仰天という感じです。 

 

（委員）： 

私も芦屋の活動支援センターに 1回行かせてもらったのですが、ああいうのは明石に

あっていいと思いますし、必要だと思っています。それと場所の件については、これは

仮の案かなと思っています。私個人的には、明石駅前再開発ビルに情報コーナーを設け

るという話を聞きましたので、最終的にはそこへ行くのかなという感じがします。今の

方法がベストかは分かりませんが、芦屋の状況を見せて頂いたら、こういった場所が明

石にあっても良いな、コミュニティ・ステーションというものが明石にも必要かなと思

いました。場所的には市役所では少し遠いので、先程言われたアスピアか駅前が良いと

思います。そういった場所に明石市のコミュニティ・ステーションというものが必要か

なと思いますし、その役割にも期待したいと思っています。 

 

（委員）： 

私もやはり、この場所にはちょっと首をかしげます。やはり駅前の方が居心地は良い

と思います。そして個人的には、地縁型組織としてはやはり利用しないだろうなと思い

ます。 

 

（委員）： 

今さら過去のことを言っても仕方ないのですが、何年か前に県の財務事務所でという

話が出ていた時に、場所的には良いのではないかという話がありました。その場所なら、

私達、福祉関係のボランティアグループもより良いし、近いから自治会の方も会合はと

もあれ、顔を出して頂いて、コミュニケーションをとるには非常に良い場所だったと思

います。ですから、現在のこの案を見て私もびっくりしてしまいました。これでは利用

するのは難しいかなと思います。役割的な会議にはもちろん出ますけど、それ以外で利
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用したり、ステーションとして機能したりすることは、難しいかなと思います。市民団

体の方には申し訳なく思うくらいです。 

 

（委員）： 

コミュニティ・ステーションというのは、地縁型も分野型も含めて、市民がそこに行

ってこそであって、市民に開放されていて、市民が寄ってこそ、コミュニティ・ステー

ションとしての役割が果たせるのではないかと思います。そうすると市民が一番きやす

いのは、やはり駅近ですよね。そういう意味ではこの場所はどうかなのかなと思います。

せっかく作ってお金をかけても、それなりの効果が出ないのではないかと思います。 

 

（会長）： 

先程から場所について議論を頂いております。地縁型、テーマ型、ボランティア等、

どの立場であっても皆さん共通して、場所について否定的な意見が出ている状態は同じ

である様です。 

次に、場所の問題だけでなく、機能の面では、先ほど委員の方が仰った様に、地縁型

とテーマ型ではうまくいかないことがはっきりいって多いです。それを何とかうまくい

くようにどの自治体も努力していて、それを上手くやっていくための仕組みの一つが中

間支援です。中間というのは自治会と市の間に入るというだけでなく、例えば、自治会

と自治会、NPOと NPO、自治会と NPOなど、何らかの仲介に入るものですので、そ

うした機能を行政としては求めているということですね。こうした今言っている役割と

して、コーディネーターであったり、交流であったり、情報共有であったりが可能かど

うかは難しい問題です。しかし、難しいのは十分承知の上で、例えば魚住地区では明石

高専がこの役割を作っているのではないかという気がするのですが、皆さんはどうお考

えですか。 

 

（委員）： 

4年程前に突発的に地域のバリアフリー・ユニバーサルの話が出ました。それなら明

石高専の先生に話をということで、大塚先生と取り組むことになりました。それが 1年

で終わりかけたのですが、今後どうするかで話をした中で、高校の先生は2年か3年で、

他の地域へ行ってしまうのではという話をしたところ、私は国立ですからずっとここに

いますと仰ったので、それなら我々と先生で出来る範囲で話し合いましょうということ

になりました。今のところ定年までここにいるという約束の下で取り組んでいます。 

それともう 1点、例えば子育てをテーマにした市民活動団体についてですが、会合で

他の方とも話したのですけど、3つも 4つも同じことをしている団体があるのではない

か、それを 1つにまとめるというのがコーディネーターの役割ではないかという話が出

ました。中間支援組織にはそうした機能をぜひ持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す。可能性は十分にあるということですね。そうすると、やはり

機能として役割を持つことは大事だけれども、ただステーションというのが引っかかっ

ているというのが皆さんのご意見ですね。市民活動団体協議会に所属されている委員の

方は元々どのようなイメージをお持ちなのでしょうか。 

 

（委員）： 

アスピアの会議室を 1つでも潰して頂いて、もうそれだけで十分だねという感じで思

っていました。それがプレハブですよと言われて、場所を聞いたら市役所のところでし

たので、市民活動団体協議会の総会等でも大変なことになると思います。やはり駅近と

いうのがポイントで、人が集まってこそ活動の場であるし、手伝ってくれる職員がいて

こそ、人はやっぱり集まって下さると思いますので。 

 

（会長）： 

プレハブというのは先程、委員の方も仰っていた様に、再開発でスペースができれば

そこに移動させるのに良いだろうという前提の上でされているのだと思います。そうと

はいえ、既に事業は始まっているのに、使ってくれなかったら、そのまま場所を移動し

たとしても使えないままではないかという心配があるというのはご理解頂けると思い

ます。 

他に何かご意見はございますか。 

 

（委員）： 

花園校区では、県民交流広場事業ですが、校区まちづくり組織が 1番最初に立ち上が

った時に市からどうですかという打診があったのですが、我々はコミセンでは絶対活動

しません、ここは人が来ませんよ、と言いました。人が来たいと思うところでしたいと

いうことです。結果、西明石駅前の施設を拠点に決めて県民交流広場事業に取り組みま

した。大変な努力をしながら、毎日毎日、人がいっぱい来る様になりました、もう本当

に大勢の人が来ていますよ。土日まで貸して欲しいということで、鍵を置いておくから

勝手に開けて使って下さい、という状態です。ですから、駅から離れたところでは無理

だと思います。何度も言いますが、協働のまちづくり推進組織がコミュニティ・ステー

ションに来て話し合いをするかと言いますと、来ないと思います。市に言われたら仕方

なく来る人はいると思いますが、私に関しては会議以外で来ることはないですね。芦屋

のような活動支援センターは明石には全然合わないなと思いました。 
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（会長）： 

委員の仰る様に、おそらく会議では使わないでしょうね。芦屋の活動支援センターは

会議ではなく、相談したい人が来る感じだと思います。ただ、日常的に相談をしに来た

りするには、やはり遠いなという感じがしますね。 

それから、各地域にそれぞれ拠点があるのに、なぜここに作らなくてはならないのか

という説明について、地縁型や NPOが全然違うことがわかった上で、地域で活動をす

るのに地域に出向かなければいけないという点が抜けているなと思います。 

 

（委員）： 

私のイメージとしては、中間支援組織ができて、場所が市役所かアスピアになり、地

域が困った時に出向いてアドバイスしてくれる組織なのだと思っていましたが、拠点が

できるなんて夢にも思わなかったです。 

 

（委員）： 

今までの活動で何に取り組んできたのかというと、市民活動団体同士のコラボがこの

3～4 年活発になっています。例えば、今まではただ絵本の読み聞かせでしたが、そこ

に一ひねりして、絵本の読み聞かせに音楽を加えて場の設定を変えたり、癌患者さんの

お相手をしながら絵本の読み聞かせをしたり、活動の幅が出て来る様になりました。そ

うした各団体を引っ付ける役割を、狭いながらもアスピアで取り組んできましたが、こ

れだけ場所が遠くなるとこういったマッチングがやりづらくなります。今既に皆さんが

拒絶反応を起こされています。 

 

（委員）： 

私達ボランティア連合会は、今現在 114グループで、会員数は 3500名程度なのです

が、社会福祉協議会があるので、比較的いろいろな団体と交流しやすいです。それでも

やはり市民活動団体の方々とも、もっと仲良くしていきたいという希望もあります。 

114グループのうち、地域のボランティアが 50ほどと、70ほどが色々な明石市内全

域を対象としたグループです。しかし、例えば手話でも要約筆記でも車椅子の方でも、

市内全域で活動しているのですが、自分の住んでいる地域に 1度戻ってみようというこ

とで、地域でボランティアの交流会を 6年連続して行っています。そのような活動がだ

んだん皆さんに意識されて、自治会の方も参加されたり、民生委員の方や一般市民の方

も参加されたりしています。やはり地縁型とか分野型とか、地域に戻ったらみんな仲良

くしたいと思っています。近くの場所でお会い出来たら、お互いまた支援したり、交流

したりできるかなと思っていました。この資料を見て、何とかならないかなと感じてい

ます。 
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（会長）： 

議論が白熱していますね。ただ、中間支援組織そのものを駄目だという方はいないと

思います。しかし、場所に関して多くの議論が出て来ているので、場所については議会

の方で今後どうなるのか分からない部分もあります。議会はもう終わっているのでしょ

うか。この場所については議会の承認が得られているのでしょうか。 

 

（事務局）： 

 議会は終わっています。予算の規模としてはこれで決まっていますが、詳細はこれか

ら意見交換をして、という流れになると思います。 

 

（会長）： 

では、場所についてはここでは結論を出せませんが、一応機能としては先程も言いま

した様に、こういうものが本当に地域に入っていけるかどうかという点が大事だと思い

ます。ですから、本日はこれで終了しますが、今後こういったことをすれば地域に入れ

ますよと言う議論を頂いたり、地域ではこういった形で来てくれたら良いですよといっ

た議論をして頂いたりできればと思います。ただ今日はもう時間がありませんので、ま

た場外戦で議論して頂けたらと思います。最後に何かご意見がありましたら、どうぞ仰

って下さい。 

 

（副会長）： 

時間も超過していますし、議論が十分されて、かなり有意義な委員会でした。あとは、

何人かの委員の方が仰っていた様に、地域の格差をどうしていくのかといったボトムア

ップをこの中間支援組織で取り組んでいくのかという事や、沢山の市民の方がこういっ

た形で地域のまちづくりを進めていくのだという事をどう理解していくのかが大切で

す。 

それから、もう 1点は中間支援組織の図とも深く関わりますが、地域の横断的な課題

が上がってくる中で、行政と協働していかなければならない問題について、行政側がど

う対応していくかといった視点の話がまだ出て来ていませんね。その辺りの話し合いが

今後必要だと思いました。今日は熟度の高い議論が出来たと思います。 

 

（会長）： 

うまくまとめて頂き、ありがとうございました。今日ご議論頂いたことを踏まえて、

条例の条文の問題を含めて、次回以降議論頂くことになると思います。今日も中間支援

組織について十分検討できませんでしたが、どういった組織が地域の中で出来上がって

くるのかということはある程度イメージが出来て、それに関する条例の条文についても

ある程度書ける段階に来たのではないかと思います。 
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それでは、事務局で今後の予定を説明頂ければと思います。 

 

６．今後のスケジュールについて 

（事務局）： 

今後の開催スケジュールですが、出来ましたら第 8回につきましては 4月下旬頃に、

第 9回は 6月下旬頃に開催をして頂ければと思っておりますので、日程調整をよろしく

お願い致します。 

  

以下の日程で決定。 

第 8回：4月 23日（月）14時～16時 

第 9回：6月 26日（火）14時～16時 

 

それでは、長時間にわたり、ご議論頂きましてありがとうございました。これを持ち

まして、第 7回検討委員会を終了致します。 


