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第１３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 26 年 7 月 2 日（水）10：00～12：00 

場  所：明石市役所 議会棟 2 階 大会議室 

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、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）：  

定刻となりましたので、ただ今から、第１３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いただきます。 

本日の委員の出欠状況でございますが、２名が欠席で、１０名での会議となります。 

●事務局による議題の説明 

 

２．条例（案）の構成について 

（副会長）： 

本当に久しぶりの検討委員会ですが、内容も大分熟成をしてきていると思いますので、

今日も貴重な意見をいただいて、完成に向けて徐々に詰めていけたらと思っています。 

では、議題１、「条例（案）の構成」について、まず事務局から資料の説明をお願い

します。 

 

（事務局）： 

資料 1 により「条例（案）の構成」について説明 

 

（副会長）： 

ありがとうございました。進行を会長に代わります。 

 

（会長）： 

実際に条例（案）を作っていく段階に入って、全体の構成を考えていく段階に入って

いるのですが、これにあたって、構成を変更していく提案が事務局から出てきています。 

条例を作っていくにあたっては、既存の条例と齟齬が無いようにしないといけないの

ですが、このあたりは事務局が検討することになります。皆さまには、今回の構成の変

更案について、これまで議論してきた内容が反映されているのか、その内容が理解して

貰えるような内容になっているのか、について意見を頂きたいと考えています。 

ご意見をお願いします。 
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（委員）： 

従来の構成案であれば、推進の仕組みについて記載されていてイメージがわきやすい

ものとなっているが、今回の構成案では、仕組みについての記載がないので、わかりに

くい。 

一番気になるのは、「協働のまちづくりにおける各主体」という部分です。これまで

の議論や自治基本条例では、まちづくりの主体は、協働のまちづくり推進組織だという

認識です。主体という言葉を使うのは問題があると思う。例えば、中間支援組織は主体

ではないわけで、これは支援する組織であると考えます。 

それぞれの役割をクローズアップさせたいという考えはよくわかるが、主体という言

葉はどうかと思う。主体は協働のまちづくり推進組織である。自治基本条例でもそのよ

うに謳われています。 

主体は中心という意味で使われるのが一般的です。若手選手主体のチームづくり、と

いう表現も、中心という意味合いのものです。 

また、従来の構成では、第３章で「推進組織の設立」、「拠点」についての項目があり

ました。新構成案ではそれがありません。この点につきましては、確かに自治基本条例

で既にうたわれているということがあるが、協働のまちづくりを推進するにあたっては、

やはり組織の設立と拠点というのは重要な問題だと思うので、当条例でも反映すべきで

はないかと考えます。 

また、新構成案では第３章に「市民の役割」という項目があります。市民というと、

地縁による団体も市民ですし、テーマ型団体も市民です。もちろん協働のまちづくり推

進組織も市民ですので、あえて市民の役割という項目を設けるのではなく、基本理念の

中で市民の役割をうたったほうが良いと考えます。 

他に、第５章「組織体制の見直し」という項目についてですが、「組織体制の確立」

という言葉のほうが良いのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

いくつか質問がありましたが、その中で特に主体という言葉の使い方について、他の

条例との関係もあると思うので、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

主体という言葉について、委員のご指摘は、協働のまちづくり推進組織が小学校区単

位で協働のまちづくりを進めていく中での中心的な役割を果たすという意味だと思い

ます。事務局としては、地縁による団体とかテーマ型の団体とか、まちづくりにかかわ

る多様な団体があって、それぞれに担う役割があって、それぞれの連携とか協力により

協働でまちづくりが成り立っていくものと考えています。モデル事業の取組みの中で、



 3

さまざまな団体が連携する事例も見られる中で、こういったところをまずは洗い出した

上で、協働のまちづくり推進組織の構成とか役割といった第４章への流れをつくってい

きたいということで、３章を設けています。 

ただ、主体という言葉については、しっかりと検討した表現ではありません。他市の

協働のまちづくり推進条例等の事例を見る中で、このような表現もありましたので、現

状ではこのような表現で提案しました。 

 

（会長）： 

主体と客体という言葉があって、主体は働きかける側、客体は働きかけを受ける側と

いうことになります。委員のご意見は、まさにまちづくりの中心となって、ある程度の

権限を持ち、まちづくりを動かしていくのが協働のまちづくり推進組織である、という

ことだと思います。一方、事務局の意見は、協働のまちづくり推進組織の構成員など様々

な団体が、いろんな事業を担っている、ということだと思います。 

少し気になるのは、本市の他条例での主体という言葉の定義づけがどのようになって

いるのか、という事です。このあたりは事務局で確認をお願いします。 

 

（委員）： 

事務局が言葉に困ったことは理解できます。ただ、これまでの議論の流れや自治基本

条例の内容から考えると主体という言葉の使い方が気になりました。意見について検討

してください。 

 

（会長）： 

非常に大事な指摘だと思います。 

小学校区における協働のまちづくりの推進の仕組みとして、協働のまちづくり推進組

織が中心となって進める、という議論の内容をこれまでの構成の形でまとめてきました。

新構成案はこれまでの形をより条例らしくと言いますか、法律構成にならった形にして

いるものです。このあたりが難しいので、例えば条例が出来上がった後に、ガイドライ

ンなど作っていって明確にしていく必要があるのではないかと思います。 

他の意見として、「市民の役割」を基本理念の部分に反映すべきではないかというも

のがありましたが、これについては、他の条例との関係もあるので、事務局で検討して

貰えればと思います。 

「組織体制の見直し」に関する意見については、事務局で説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

協働のまちづくりを推進するための支援環境整備として、市の体制の見直しも行って

いくという事ですが、協働のまちづくりを進めていくビジョンや方針に従って、必要に
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応じて組織の体制も見直していく事を記載しています。その時々の状況に応じて柔軟に、

相応しい形を整えていくイメージで、見直しという言葉を使っています。 

 

（会長）： 

事務局の説明についていかがですか。 

 

（委員）： 

特に問題ありません。 

 

（会長）： 

他にご意見として、拠点の話がありました。前の構成では拠点の項目や協働のまちづ

くり推進組織の設立の話がありましたが、このあたりの議論が新構成案ではどこに配置

されているのか気になります。 

拠点については、新構成案の第５章に「拠点の充実」という項目があるのですが、こ

こに反映されているのでしょうか。 

 

（事務局）： 

委員のご意見にもありましたが、「協働のまちづくり推進組織の設立」という項目と

「拠点」という項目は新構成案に反映していません。 

市民が小学校区ごとに、多岐にわたる地域課題に対応するために協働のまちづくり推

進組織を設立する。そのまちづくりの拠点は小学校区コミュニティセンターである、と

いう内容ですが、これは自治基本条例に定められているものです。 

例えば新構成案では、第３章に同内容を反映するように検討してみたのですが、最終

的に自治基本条例で定まっている内容であることから、今回は反映を見送りました。 

 

（会長）： 

検討委員の方は、実際にまちづくりに具体的に関わっている方が中心であり、どのよ

うにすれば望ましい推進体制ができるのかを具体的に議論してきました。その議論を中

間報告としてとりまとめ、その内容をモデル事業という形で実践していって貰っていま

す。このモデル事業の取組みなども踏まえて新構成案を作成したと思いますが、十分な

説明が足りないように感じます。実際に協働のまちづくり推進組織という枠組みを作っ

て、実際に動かそうとしたらどのように動かせば良いのかわからない、という事になっ

てはいけません。 

この条例は枠組みを定めていく一方で、推進していくための条例です。拠点を作る、

協働のまちづくり推進組織を設立するというプロセスが協働のまちづくりを進める上

でのエンジンとなる部分なので、このプロセスの部分は重要ではないかというご意見は
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もっともだと思います。 

このあたりについて事務局から明確な説明を頂きたいと思います。 

 

（事務局）： 

拠点については第５章の中で「推進拠点の充実」という形で取り上げています。仕組

み的に協働のまちづくり推進組織を設立して、小学校区コミュニティセンターを拠点に

まちづくりを進めていくことは踏まえた上で、この条例の中でどう動かしていくのかと

いうイメージで新構成案をまとめています。 

 

（委員）： 

新構成案の第５章の「推進拠点の充実」ですが、これは市としての役割として書かれ

ているものです。推進拠点があって、充実を支援するのが市という意味合いで書かれて

いると思います。 

自治基本条例に協働のまちづくり推進祖域の設立と推進拠点について定められてい

ますが、非常に重要な問題であると思うので、当条例でもどこかで謳われるべきではな

いかと思います。 

 

（会長）： 

委員のご意見にもありましたが、実際にまちづくりを進めていくプロセスについての

記載が不足しているのかも知れません。 

例えば、拠点を設ける、協働のまちづくり推進組織の設立を行うこと、協働のまちづ

くり推進組織の設立に協力することなど、具体的なプロセスを第 3 章に盛り込んでいく

というイメージでしょうか。単純に枠組みとしてそれぞれにこのような役割があります、

というだけではなく、具体的にこのようにしましょうという形をまとめたほうが良いの

ではないか、というご意見でしょうか。 

 

（委員）： 

会長のまとめた内容で異議はありません。 

 

（会長）： 

では次の方どうぞ。 

 

（委員）： 

第３章に「中間支援組織の役割」が入っている理由を教えてください。 
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（事務局）： 

中間支援組織は協働のまちづくりを進めていく仕組みの一つであると考えています。

モデル事業においても、明石コミュニティ創造協会が中間支援組織として関わっていく

中で、まちづくりが進んでいっています。協働のまちづくりを進めていく中で、中間支

援組織の存在や役割は重要であることから、これを第３章に記載しました。他市の条例

でも、このような位置づけで記載しているものもあり、それも参考としました。 

 

（会長）： 

これは問題がある、とか具体的に指摘頂きたいのですが。 

 

（委員）：  

他市の事例を気にしなくても良いのではないでしょうか。中間支援組織はとても重要

な組織ですが、役割は黒子です。黒子は黒子として動きやすいように、第５章の「支援・

環境整備」の部分に反映した方が良いのではないかと思います。 

 

（会長）： 

つまり第５章の「支援・環境整備」の部分の中心的な役割を果たす組織という位置づ

けになるという事でしょうか。 

 

（委員）： 

同様の意見です。中間支援組織をこの部分に入れるのはどうか、と思います。 

他には第３章と第４章の順序が気になります。協働のまちづくり推進組織の仕組みを

先に記載して、そこにいろんな人や、いろんな団体が関わるという構成にするのか、い

ろんな人、いろんな団体がかかわっていくということを先に見せて、そこから協働のま

ちづくり推進組織をつくって、具体的にまちづくりを進めていくという構成にするのか、

ということになります。 

住民は実際に住んでいる人ですが、市民は私の考え方では団体も市民であり、明石市

の協働の推進にかかわるところは市民であると思っています。だから市民も含めて、協

働のまちづくり推進組織の中に入らなくても、やはり協働していかないといけないと思

うので、そのあたりを理解してもらうために、まず３章で、とにかくいろんな人がいろ

んな形でかかわって進めていくということに触れる構成にしたということなのかなと

考えています。 

別の考え方としては、第４章を前に持ってきて、まちづくりは協働のまちづくり推進

組織で進めるのであり、そこに参画するか、周辺でサポートするのか支援するのか、要

はいろいろな団体が同じように協働のまちづくり推進組織に関わって欲しいと考える

のか、というものがあります。 
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このような考えから、順番はどちらが前に来るのが相応しいのかな、と思いました。 

 

（委員）： 

私も同じ意見です。 

 

（会長）： 

これまで、どのようにまちづくりを具体的に進めていくのかということを話し合って

きました。この流れに乗って、協働のまちづくり推進組織についての記載の章を前に持

ってきた方が良いのではないかというご意見があります。 

一方で、条例らしく構成するという意味で、他の条例の構成などとの関係もあると思

います。このあたりについて事務局のお考えをお聞かせください。 

 

（事務局）： 

自治基本条例では小学校区を中心としたまちづくりを進めていくということで、それ

が協働のまちづくり推進組織の役割だとうたわれています。 

一方で、これまでの皆さんの議論の中で、まちづくりは小学校区単位だけではないだ

ろうという意見がございました。 

例えば小学校区以上の単位ならばどこが担うのかについて、そこはテーマ型の団体が

担っていたり、小学校区以下の細かいところは自治会等の地縁型の団体が担っていると

いうことで、必ずしもまちづくりは小学校区単位だけではないということが話し合われ

てきました。 

さまざまなプレーヤーがさまざまな役割を担って、いろいろなエリアでまちづくりを

進めていくということで、まず第３章にまちづくりに携わるさまざまな方々の役割を記

載して、その後、明石市として小学校区単位をメインにまちづくりを進めると自治基本

条例でもうたっておりますので、小学校区単位のまちづくりを担います協働のまちづく

り推進組織の役割を詳しく深掘りしていくという構成にしました。 

 

（会長）： 

事務局の説明についてどう思われますか。 

 

（委員）： 

他の委員の方と同じ意見ですが、まず、協働のまちづくり推進組織というモノがまず

あって、それがこのような形で動くという構成の方が良いと思います。 

 

（会長）： 

事務局の説明についてどう思われますか。 
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（委員）： 

事務局の意図も良く理解できます。例えば協働のまちづくり推進組織を前に構成する

と、余り身動きがとれない内容になってしまうのか、このあたりの判断が難しいと感じ

ました。自分ではどちらが良いのか結論が出せません。 

 

（会長）： 

事務局の説明のとおり、まちづくりに様々な団体などが関わっていることは間違いが

ないことです。一方で、明石市では小学校区を一つの大きな中心と捉えて、そこにある

程度の権限等を与えていく仕組みになっていますので、その意味で協働のまちづくり推

進組織の役割も大きいものがあります。 

地縁団体にはこのような役割がある、テーマ型団体にはこのような役割があるという

事を示した上で、その中で協力できることを協働のまちづくり推進組織の中で取り組み

ましょう、というのが事務局の考えなのだと思います。 

一方で、小学校区を中心にまちづくりを進めるという方向性は決まっているので、ま

ず先にその方向性を示した上で、地域清掃では自治会がこのような形で中心的な役割を

果たしているとか、小学校区よりも大きなエリアではテーマ型団体がこのような役割を

果たしているといった構成にしていくのが良いのか、いろいろな考え方があると思いま

す。 

他にも意見を聞きながら少し考えたいと思います。 

 

（委員）： 

協働のまちづくりは小学校区単位で進めるということが自治基本条例で定められて

いるので、その方向性は一本柱が通っていると考えていました。 

一方で、協働のまちづくり推進組織の原型となる校区まちづくり組織は既に各校区に

設立されているので、そのあたりを考えるとまた構成の順番が難しくなると思います。 

一から協働のまちづくり推進組織を設立する場合はどうあるべきなのか、ということ

を整理して考えれば、構成の順番がわかるのではないかと思います。 

 

（会長）： 

確かにそうかも知れません。例えば単に役割を考えるべき議論になるのか、それとも

組織はこうあるべきだ、という話になるのか、ということが考えられます。このあたり

如何でしょうか。 

 

（委員）： 

まず構成員をどのような形にするのか、次に構成員の役割はどのようなものか、とい

う順番で良いのではないかと思います。 
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（会長）： 

他にご意見はありますか。 

 

（委員）： 

現在の構成案と新構成案の関係がわかりにくいです。新構成案では第３章で様々な関

係者の役割を記載しています。例えば、市民の役割や地縁団体の役割、テーマ型団体の

役割ですが、これらは全て協働のまちづくり推進組織の構成です。推進組織の構成員の

役割としては、第４章で触れられていますので、そちらで触れるだけで良いのではない

でしょうか。 

ただ、まちづくりをみんなで盛り上げて取り組もうという意識で第３章を作ったので

あれば、その内容を基本理念や基本原則の中に盛り込めば良いのではないかと思います。 

 

（会長）： 

資料の３ページ以降に地縁型団体、テーマ型団体、中間支援組織といった形でそれぞ

れの特徴を書いています。これらを踏まえた上で、第４章で協働のまちづくり推進組織

に携わる場合には、それぞれにこういう役割があるという話になるのだと思います。 

例えば４ページに「地縁による団体の役割」についての記載がありますが、身近な地

域課題の解決に努めるとか、いわゆる自治会、町内会がこれまで進めてきたことが書か

れているわけです。５ページの協働のまちづくり推進組織の役割の中に、「構成員は地

域の課題やビジョンを共有し」となっていますが、地縁型団体が何の役割を果たすのか

が明確になっていないのであれば、地縁型団体はこのような特色があるからこのような

役割を果たしているのではないかということがわかるようになっていれば良いのです

が、恐らくそこは切れているイメージがあります。切れているという表現を言い換える

と、そこは自分で考えてくださいというイメージです。 

第３章は網羅的でありますが、説明的です。この章は少し変えて、市民全体が何らか

の形でまちづくりに携わっていくのであるということを理念の部分に触れる形にして

はどうか、という意見でした。 

協働のまちづくり推進組織の構成員の役割部分ではそれぞれの主体の役割について

記載している内容ではありません。それぞれが考えましょうという内容になっています。

このあたりについて事務局から考えを説明してください。 

 

（事務局）： 

第３章に記載しているそれぞれの主体の役割は、「協働のまちづくり推進組織の構成

員の役割」の中に記載していたものを抜粋したものではありません。構成上、それぞれ

いろんなところに散在していたものを第３章に抜き出してきました。 
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例えばテーマ型団体の役割に関しましては、以前の構成の第４章の市民活動団体の役

割に入っていたりとか、地縁による団体の役割に関しては、推進組織の構成員とかそう

いったところに入っていたりとか、それぞれがばらばらに散在していました。これらを

整理する意味で第３章を作ったという意味があります。 

また、自治会は自治会として活動されています。その活動と協働のまちづくり推進組

織の活動は必ずしもリンクするものではないと考えておりまして、そういう意味では分

けたほうが良いのではないかというのが今回の新構成案の提案です。 

自治会は自治会の役割があります。テーマ型団体はテーマ型団体の役割があります。

その上で、協働のまちづくり推進組織にかかわって小学校区単位のまちづくりも進めて

いただきたいという構成しております。 

 

（会長）： 

協働のまちづくり推進組織を構成するものなのか、それとももっと広い意味のまちづ

くりの主体なのかという議論に入りつつあります。 

自治会の全てが協働のまちづくり推進組織に加入する訳ではありません。また、自治

会には自治会の課題があり、それぞれに取り組まないといけないことがたくさんありま

す。 

その意味で考えると、協働のまちづくり推進組織の中で自治会としてどのような役割

を果たしていくのか、という部分と、自治会として協働のまちづくり全体に関わってい

く部分があります。恐らく事務局としては、自治会として協働のまちづくり全体に関わ

っていく部分についても当条例で触れていこうという考えなのだと思います。 

つまり、この検討委員会でも何度も、テーマ型団体はこのような役割がありますとか、

自治会はこんなことに取り組んでいます、といった話がありました。これらの活動が協

働のまちづくり推進組織の活動全てに関係しているものではないので、テーマ型や自治

会などの個別の活動もしっかりと謳っておくというのが協働のまちづくり推進条例で

はないのか、という事です。といいますか、他にこのような活動にまで触れる条例がな

いので、当条例で謳っていこうというのが第３章を提示している理由だと思います。 

他に構成案について何かご意見はありますか。 

 

（委員）： 

私も主体という言葉に引っかかりました。知識不足というか、学力不足というか意味

自体がわかりませんでした。 

他には、中間支援組織についてですが、協働のまちづくり推進組織が立ち上がるまで

は必要ですが、組織が立ち上がってしまえば必要ないと思います。中間支援組織は無い

のが一番良いと思います。軌道に乗り出したら必要ないと思います。 
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（会長）： 

中間支援組織については、第３章に反映するのかどうかについても議論したいと思い

ます。 

組織の設立時は紆余曲折があるので中間支援組織がかなり重要な役割を担うと思わ

れますが、実際にモデル事業の中で何か感じられることはありますか。 

 

（委員）： 

中間支援組織の大きな役割は、自立を支援することです。だから、最初は手をかけて

育てて、背中押すところまで支援するのですが、あとは自立してくださいというスタン

スになります。ただ、そのフォローは必要です。 

中間支援組織には、市民の声や情報を行政に伝えていく役割があります。協働のまち

づくり推進組織に対しては、立ち上がりの支援とフォローという役割があります。そし

て、それらの情報のとりまとめなども行って行政に対して伝えるという役割もあります。 

また、人材育成という役割もあります。地域にはコーディネーターというかキーパー

ソンが必要です。このような人が地域の組織の中で中間支援組織が果たしていた役割を

果たす必要がありますが、いまそのような人が居ないので、協働が進まないのではない

かと思っています。私は芦屋市で中間支援組織として地域に関わっていますが、今はそ

のような人材育成に一生懸命取り組んでいます。なかなかそのような人が育たないのが

実情ではありますが。 

 

（会長）： 

別の委員からも意見があった、中間支援組織が主体なのか、という議論と関わるので、

また次の議題で議論したいと思います。 

いま協働のまちづくり推進組織の立ち上げ時期であるので、中間支援組織が力を発揮

している状況であると思います。立ち上げのところから後は、中間支援組織がどのよう

な働きを行っているのか、フォローの部分の事例を事務局にお聞きしたい。 

 

（事務局）： 

モデル事業では 3 校区の取組みに関わって、地域に入り込んで会議でみんなが発言で

きるようにするといった会議スタイルの見直しなど細やかな部分から入り込んでいっ

て、少しずつ実績を積み上げていって貰っている状況です。 

他にも、単位自治会の中の子ども会が維持できなくなる中で、その活動の一部を校区

まちづくり組織が担うように仕掛けたりという事を行ったり、人材の発掘を行ったり、

といった形でコーディネーター的な仕事をしっかりと担って貰っている状況です。 

現在のモデル事業は 28 小学校区中 3 校区であり、このモデル事業の取組みを 28 小

学校区全てに広げていくという取り組みの中では、中間支援組織は必要ですし、上手く
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進んでいる校区などの事例をモニタリングして、それを他の校区にも生かしてコーディ

ネートしていく中で、中間支援組織が必要になると考えています。今後は、そのような

役割を期待しています。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

本日の議論では、第３章、第４章の順番の問題が指摘されています。事務局としては、

まちづくりに携わるものはどのようなものなのかを明確にし、それぞれの地域、あるい

はより広い地域なども含めてどのような活動を行っているのかを明確にし、その上で協

働のまちづくり推進組織はどのような役割を果たしていくのか、という順番でいきたい

というものです。 

一方で、もともと小学校区を中心にまちづくりを進めていくということが決まってい

るので、そこをまず全面に出した上で、自治会がこのような役割を果たせますよという

形もあるのではないか、というご意見が出ています。 

事務局案はストーリーとしてはわかりやすい。一方、後者については小学校区を中心

にまちづくりを進めるという事を明確に示すことが出来るということで、どちらも一理

あるのではないかと思いますが、意見があればお願いします。 

 

（委員）： 

自分の住んでいる地域は、まだこれからという状況です。小学校区での取り組みはま

だはっきりしていません。全く軌道に乗っていない状況ですので、中間支援のコーディ

ネートも必要です。今回の構成案を見ていても、どちらもどちらという考えで、これか

ら勉強していきたいと考えています。 

まだまだこれからという地域も多くあるなど、地域格差があるので、これらのことも

考慮していく必要があるのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

地域の違いは大きいというお話ですね。 

新たな構成案のほうがわかりやすいという地域もあれば、いや、どういうやり方して

いいかわからないのだから、何をするのかまず示してくれという地域もあるだろうと、

こういう意見だと思います。 

これについて副会長何か意見はありますか。 

 

（副会長）： 

第 5 章の内容との整合性の関係になるのではないでしょうか。第５章は協働のまちづ

くり推進組織への支援だけではなく、市民活動団体への支援も含めて構成されています。
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それを考えると、前段で協働のまちづくり推進組織以外のものの説明も必要になるので

はないかと思います。全体構成のあり方としてはそれが相応しいのではないでしょうか。 

ただ、それをどの程度のボリュームで書くのか、基本理念などの中に含めてしまえる

のか、ということは第５章との関係でバランスが決まってくるのではないのかなと見て

います。 

地域格差の話はまさにその通りだと思います。それぞれの地域の格差は本当に大きい

と思うので、そういったところを支援していくのが中間支援組織の役割として大きな役

割となっていくのではないかと思います。 

 

（会長）： 

この条例が、協働のまちづくり推進組織だけの条例ではなく、協働のまちづくり全体

の条例であることを考えると、協働のまちづくり推進組織の部分を前に出すのは難しい

のではないかという意見だと思います。 

一方で、委員の方々からご意見があったように、これからという地域にとっては、第

３章があるからといってどうなるのかという話にもなってしまいますので、このあたり

は内容をしっかり考えることで対応していきたいと思います。 

いろいろな意見はありましたが、第３章を前に出すという事務局が提示した新構成案

で進めて、主体という表現や第３章に主体として何を含むのかなどについて、次の議題

で取り上げたいと思いますがどうでしょうか。 

 

（委員）： 

まちづくりの流れでは、基本理念があって、推進の仕組みがあって、支援体制がある

という元の構成案がわかりやすい。確かに協働のまちづくり推進組織だけの問題ではな

く、それぞれに役割分担があるので、元の構成案の第３章と今回の新構成案の第３章を

一緒にしてみてはどうでしょうか。推進の仕組みの中にも各団体の役割もあるので、元

の構成案の第３章の中に新しい項目を設けて、各団体の役割を反映してみてはどうでし

ょうか。 

 

（会長）： 

新構成案の第３章に元の構成案の第３章の仕組みを付け加えるというイメージでし

ょうか。 

 

（委員）： 

そうです。まちづくりを推進するのは協働のまちづくり推進組織だけではないという

のは、確かにおっしゃるとおりです。まちづくりの推進のために、やはり地縁団体、テ

ーマ型団体、それぞれの役割があるので、仕組みの中に各団体の役割を入れるのも１つ
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の案かなとは思いました。 

 

（会長）： 

要するに第３章は役割と限定してしまうよりも、むしろ推進するための役割だから、

そこをもっと明確にわかるようにしたほうがいいのではないかということでしょうか。 

そのご提案でいきますと、第３章をもう少し充実したボリュームにして、第４章にう

まく繋がる形にしてはどうか、というご意見ではないかと思うのですが、そのような捉

え方でよろしいですか。 

 

（委員）： 

モデル事業を３小学校区で取り組んでいます。このあたりが今後どうなるのかわから

ない部分があります。 

他にも学校警備員を２名から１名に減らすモデル事業もあります。この事業に関連し

て地域として安全安心に関する事業を一生懸命考えて取り組もうと進めていますが、こ

のあたりもどのようになっていくのがわからない。 

また、地域に事務局を作るということと地域交付金がどのように結びつくのかという

こともわからない。 

これら３つの事業がどのような形で条例に結びついてくるのかなどについて整理し

ても良いかなと思っています。 

 

（会長）： 

モデル事業との関わりについて説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

協働のまちづくりをどう進めていくのかについて、皆さんと一緒に条例づくりを進め

ています。 

まちづくりを進めていく中心的な組織として、小学校区ごとに協働のまちづくり推進

組織を設立し、構成員として自治会・町内会はじめ地域の各種団体も参画するといった

仕組みを考えている中で、この検討している内容が実際のまちづくりとマッチしている

のかという事もあり、現在３小学校区で「協働のまちづくりの仕組み構築に係るモデル

事業」に取り組んで貰っています。 

条例の検討委員会の中で、協働のまちづくり推進組織をつくり、まちづくり計画書を

策定し、そこに地域交付金を交付し、地域主体のまちづくりを進めていくことが議論さ

れてきました。その議論の内容に沿って、モデル事業では組織づくりや計画書づくりに

取り組んで貰っています。この実践の中で得られた取り組みの成果などを検証し、モデ

ル校区以外にその取り組みを広げていく予定です。このような形で条例とモデル事業の
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関係性を作っているところです。 

学校警備員を２名から１名にして、地域で取り組む安全安心事業に補助金を交付する

という件ですが、地域で安全・安心の、警備員を２名から１名になったことに対して、

地域でどんなことができるのかというあたりをしっかり考えていただきながら、将来的

にはまちづくり計画書にそのような内容を反映して、交付金の財源としてまちづくりを

進めていただきたいという考えもあります。 

地域事務局をつくる事業については、地域の中でのコーディネーターの重要性の話も

ありましたとおり、地域の組織づくりと関連させながら進めていきたいと考えています。 

 

（委員）： 

中間支援組織ですが、モデル事業に取り組んでいる 3 小学校区に入り込んで貰って、

他校区の状況などを情報誌などで知らせて貰ったりして参考にさせて貰っている。 

今後、地域事務局の取り組みや地域交付金の使い方、組織の NPO 法人化、コミュニ

ティビジネス展開などに取り組んでいく中で、地域にはノウハウがないので、中間支援

組織に応援して貰いたいと考えています。 

このように、中間支援組織は協働のまちづくり推進組織の立ち上げの際に支援を受け

るだけではなく、まちづくりの先進的な取り組みへの支援や先進事例の紹介、または組

織自体のチェック、など継続的に支援して貰うものであると思います。 

モデル事業の取組み校区のひとつとして、常にそのような事を意識しながら、中間支

援組織にお世話になっている状況です。 

 

（会長）： 

いろいろな意見が出ましたが、既に議論は二つ目の議題に入っております。二つ目の

議題について事務局から説明を受けてから、引き続き議論をお願いします。 

 

 

３．協働のまちづくりにおける各主体の役割について 

（事務局）： 

資料 2 により「第 3 章 協働のまちづくりにおける各主体の役割」について説明 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

既に二つ目の議題については議論が始まっています。市民の役割は第３章に記載する

のが相応しいのか、中間支援組織や市の役割も第３章が相応しいのか、という議論があ

りました。 

主体とは何かという事ですが、恐らくは地域のまちづくりに関わる全てのものが主体



 16

と位置付けられると思います。ただ、例えば市がある地域に対して具体的に何かに取り

組むのかというと、必ずしもそうではありません。バックアップであったり、体制を整

えたりする役割なので、関わりはするが、主体と言えるのか疑問である、という議論も

ありました。 

主体の定義については、事務局も未整理ということなので、ここでは、まちづくりに

関わる各種団体という位置づけで議論頂きたいと思います。 

第３章という位置づけをどうするのか、委員の方の意見のように、もう少しアクティ

ブな、あるいはダイナミックな書き方をすべきなのか。このような団体であるという定

義とか役割ではなく、もっと動態的な動きのあるような書き方があるのではないかとい

う意見もありました。 

意見はありますでしょうか。 

 

（委員）： 

関係するものとして、学校を含めた教育機関はどう関わっていくのかなと思いました。

地域に高校や大学があるのかは別にして、教育機関との関わりということになると、例

えば教育機関のハードを地域に提供することもあるので、教育機関の役割というものも

必要ではないかなと思いました。 

地縁による団体とテーマ型団体を市民活動団体として一本化して記載すると、説明の

ところが非常にボリュームが大きくなるので、事務局からの案のとおり分けて記載した

方が良いと思います。テーマ型団体は特にエリアに拘らずに活動するものなので、全市

レベルや全県レベル、全国レベルなど広い区域で活動するＮＰＯは数多くあります。こ

れらが地域に何が出来るのかを考えて欲しいということであれば、やはりテーマ型と地

縁は分けて記載した方が良いと思います。 

ボランティア連絡会はいろいろな地域から集まってきておられますが、どのように地

域に絡んでいっているのかという事に興味を持っています。 

 

（会長）： 

いくつか論点をいただきました。他にありますでしょうか。 

 

（委員）： 

地縁型とテーマ型団体は分けて記載した方が良いと思います。実際に活動していても

大きく違うと感じています。テーマ型の人が地域に入る時は個人の立場で入る場合が多

いですし、分けて記載した方が良いと思います。 

中間支援組織については、第３章ではなく、第５章に記載した方が良いと思います。 
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（委員）： 

ボランティア連絡会の話があったので、少しお話しします。福祉関係などは全市から

人が集まっています。 

ボランティアは地域に戻ろうということで、地域でボランティア交流会を開催するよ

うになって８年が経過しました。最初は、「どうして地域に入るのか」という話があり

ましたが、今ではスムーズに地域に入っています。 

例えば手話や要約筆記に取り組んでいる方も拠点は福祉センターですが、地域のボラ

ンティア交流会の時は自分が住んでいる地域に帰って交流するのが自然な流れとなっ

ています。 

 

（会長）： 

他の委員の方の意見もいただきたいと思います。 

恐らく、お二方の委員の意見としては、事務局案ではテーマ型の地域との関わりがあ

まり記載されていないのではないか、もっと地域との関わり方について記載してはどう

か、という意見ではなかったかと思います。 

 

（委員）： 

ボランティア連絡会のボランティアよりも小さいボランティアがたくさんあります。

例えば高齢者のために剪定サービスを行うものもありますし、ある地域ではコンビニに

行けば、１％まけて売ってもらえるサービスを提供するものもあります。 

このような小さなボランティアを市民の役割などに取り上げられないかなと思って

います。 

 

（会長）： 

社協やボランティアセンターでよく聞くご意見ですが、地域に密着したボランティア

の情報は拾いにくいという話があるのですが、そうなのでしょうか。 

 

（委員）： 

そうです。ただ、ボランティア連絡会に加入していなくても、自治会単位や高年クラ

ブの中のボランティアなど地域の小さなところも年に一度は社協の主催で集まってい

ます。このあたりの小さなグループとも交流を深めて、地域の問題に取り組んで、自治

会の行事にも参加しましょうということで進めています。 

 

（会長）： 

ほかにご意見はありますか。 
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（委員）： 

地縁型団体とテーマ型団体の役割が列挙されていますが、共通する事項があると思い

ます。例えば、テーマ型団体の役割の中にある、「自らの持つ知識、専門性を活かして

まちづくりに貢献する」という内容は地縁型にも当てはまる内容ではないかと思います。 

地縁型の「自主的に、身近な地域課題の解決に努める」という内容については、地縁

型の福祉に関わる問題であると思います。この内容を条例の中で謳う必要があるのか、

とも思います。 

テーマ型団体の「積極的に情報提供し、活動内容が市民に理解されるよう努める」と

いうものについてもテーマ型、地縁型に共通する内容であると思います。 

テーマ型団体の記載の中で気になっているのは、三つ目の「特定の協働のまちづくり

推進組織の理念と共通し、課題解決に繋がる場合は積極的に関与する」というものです。

課題解決に繋がらない場合は積極的に参加しないと捉えられるので、この文章は必要な

いのではないかと思います。 

 

（会長）： 

地縁型団体についての記載もテーマ型団体についての記載も３番目に、協働のまちづ

くり推進組織との関わり方を記載しています。 

地縁型団体とテーマ型団体の協働のまちづくり推進組織への関わり方を対比させる

ために、このような表現にしたのではないかと思います。委員の意見のとおり、テーマ

型団体は課題解決に繋がらない時は関与しないという訳ではないので、書き方を少し変

えないといけないのかも知れません。 

先ほど、教育機関に関する記載を盛り込んではどうかという意見がありました。これ

について何か事務局の方でお考えがあればお願いします。 

 

（事務局）： 

事業者の役割に関しては、これまでの議論の中で反映してみてはどうかという話があ

りましたので、今回反映しました。教育機関に関してはこれまで議論に出てきませんで

したので、反映していません。 

ただ、他市の事例をみますと教育機関の役割を定めているところもありますので、反

映することも検討のテーブルにのってくるのではないかと思います。 

 

（会長）： 

実際にまちづくりに教育機関が関わっている事例がどれくらいあるのかが気になり

ます。二つ目は教育委員会の姿勢がどうなのか、ということが気になります。 

一方で、国の方針で学校は地域と関わりましょうというケースが増えています。その

ような方向性ですので恐らく学校が地域と関わることについて全く拒否することはな



 19

いと思います。 

もしこの議題を考えるのであれば、先ほど気になると言いました件についての材料を

揃えて議題として挙げて頂けないかと思います。今の段階で教育機関について条例に記

載しましょうというのは難しいかなと思います。 

例えば限界集落と呼ばれる地域では、小学校の合併が進んでいます。学校側は合併し

たいと思います。教育はある程度の人数が居ないと集団生活等の学習ができにくいので、

なるべく規模を大きくしたいという考えから合併を進めています。しかしながら地域か

らすると小学校が地域の中心だったりするわけです。 

この意味でいくと、その中心が失われてしまう。教育機関としての学校という役割以

外の役割も持っていますので、そのような観点も必要ではないかと思います。 

ただ、検討のためにある程度の材料が必要だと思っています。 

 

（委員）： 

我々の地域には高校や大学はないのですが、小学校や幼稚園は校区まちづくり組織に

最初から参画していますので、学校を入れる入れないという問題が出ること自体が不思

議です。 

テーマ型団体の役割ですが、積極的に組織に入ってくれれば良いのですが、テーマ型

の方は地縁型組織で活動するのが嫌なのでテーマ型に特化して活動していると感じら

れる部分があります。地縁型組織に入っていただけたら良いのですが、恐らく嫌がられ

るのではないかと思います。 

 

（会長）： 

教育機関が地域に入っている実例があるわけで、それを積み上げた上で明石市の場合

はどうなのかということになります。実例があるので、それを示していただいて議論し

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員）： 

市の役割は支援と環境整備ということになっています。 

私の自治会では、総会の出席者は 20％、委任状が 60％、何もなしが 20％という状況

です。委任状の 60％の方が全く関心が無いとは言いませんが、積極的に参加している

人は 20％に過ぎません。地域に対する思いが非常に薄い事が気になっています。 

協働のまちづくりの推進にあたっては、やはり市民の関心がなければ難しいと思って

います。そこで、市の役割として市民の方々に対する啓発というものを入れて頂きたい

と思います。 

市民が条例の趣旨に沿った考え方と行動をしないとまちづくりは推進されないと思

います。市民の考え方と行動が慣習化しないと制度は成り立ちません。市民の意識を是
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非高めて欲しいと思います。 

 

（会長）： 

シティズンシップという概念ですが、まずはその部分をきちっと推進していただきた

いということだと思います。他に意見はありますか。 

 

（委員）： 

我々の校区では子ども会の活動について応援をお願いしたところ、子ども会の会員以

外の方が手を挙げてくれて最初４～５名であったのが、だんだん増えて、今は２２名に

なりました。 

協働のまちづくりについての啓発や広報は必要かも知れませんが、モデル事業を通じ

て校区まちづくり組織の組織強化を図っている中で、少しずつ意識が変わってきている

のかな、と感じています。これが長く続くのか、一過性のものであるのかはわかりませ

んが、少しずつ空気が変わってきているように感じています。 

 

（会長）： 

委員の意見は、３ページ目にある協働のまちづくり推進組織の役割の中の、「広く市

民に情報を公開し、市民の理解を得る」ことが実際に行われて、ということだと思いま

す。ある意味これは役割というだけではなく、恐らく不可欠な要素であるというご意見

だったのかなと思います。 

他はいかがでしょうか。 

 

（委員）： 

なかなか意見が出ませんので少し意見を言います。事業者の役割について意見を言い

ます。 

いろいろな地域で活動していく中で資金不足になるので、事業主の協力は必要になり

ます。事務局案の中で公共的とか公益的という言葉が使われていますが、実際に市民活

動団体が事業を進める中で事業所とどう関わっていくのかというと、協賛金を頂くぐら

いの話です。それも最近は景気が厳しいので一社当たり５万円集められれば良く集めた

ほうだと思います。社長のポケットマネーで１万円出して貰うのが精いっぱいの状況で

す。 

このような状況の中、もう少し事業主のメリットも考えた内容にしてあげないといけ

ないのではないかと考えます。 

協働の前に参画が大事であるといつも言っていますが、参画で上手くいっていると思

われるのが、審議会です。例えば、審議会に事業主の方が参画されることも多いのです

が、専門的な非常に良い意見を言われることが多いです。そのような事業主の方が明石
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市にどれほど貢献度をアピール出来ているのかわからないですが、そのようなおまけの

部分を考えてあげないと、事業主が関わっていくのは難しいのではないかと思います。 

協賛金を集めるのが難しいという実情にもあるように、企業がまちづくりに関わると

いうことはハードルが高いと思うので、もう少し何かやわらかい文章を入れて欲しいと

思います。 

 

（会長）： 

恐らく、事務局案には CSR の部分だけが記載されているが、もっと他にも記載しな

いといけないものがあるのだろうと思います。 

活動資金を集めるということは、これから企業と市民活動の間で非常に大事な部分を

占めていくと思いますので、もう少し記述があっても良いのではないかと思います。 

他に何かありますでしょうか。 

 

（委員）： 

自治会で活動する中で、企業に期待するのは、震災とか有事の時です。近くの企業に

広場があるのであれば、そこに避難できるようにするといった協力をお願いしたいと思

います。 

 

（会長）： 

地域との話し合いの場を持つという事に加えて、お金や場所など企業が持っている資

源を地域に提供して貰うということだと思います。 

一方で、企業側に何のメリットがあるのかという事ですが、それは、レスポンシビリ

ティ、企業も市民としての責任がありますということはありますが、恐らくそれだけで

は難しいという意見がありました。 

地域に関わることで発言権があるということは言えるのではないでしょうか。資源だ

けを提供して発言せず、商売をさせて貰っているだけで幸せです、という事ではなく、

地域づくりでも発言力はある、ということは一つのメリットになると思います。 

 

（委員）： 

事業者とのかかわりですが、我々の地域には川崎重工があります。川崎重工には、主

体的に通勤道路の清掃をやっていただいています。また、年に 1 回ですが、川崎重工の

職員と我々の自治会が一緒に清掃することもあります。休日に清掃しますが、若い人が

積極的に取り組んでくれています。 

敬老会の時にお店の道具を借りたり、マックスバリュには敷地の中を神輿で通しても

らったりさせて貰っています。他にも単位の自治会の話にはなりますが、本当に多額の

資金援助を受けています。 
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私が経営している会社について言えば、業界全体で明石公園の掃除や大蔵海岸の掃除

をしたりしています。ほかにもトライやる・ウィークに協力しています。また、七夕に

は学校と幼稚園に笹を提供したり、餅つき大会には燃料を差し入れたりしています。 

同業者もいろいろな取り組みを行っています。水防訓練には業界あげて協力したりも

しています。 

寄附以外でも、このように業界として支援したり、企業として支援したりしています。

全く企業がまちづくりに携わっていないという訳ではありません。 

 

（会長）： 

実際に事例があるということですね。 

 

（委員）： 

成功例とまでは言えないかも知れませんが、うまくいきつつある事例を少し紹介しま

す。うおずみんふるさと創生プロジェクトでは、いま JR 魚住駅の駅前広場の整備を行

っています。コミュニティ創造協会からのアドバイスもうけつつ、駅前をより活性化す

るために、コープこうべや但馬銀行、タクシー会社、西海商事、中西薬局など 6 企業程

度にも参画していただいて、緑の維持ということで企業の宣伝も兼ねたフラワーポット

を設置するといった取組みを進めています。 

冬に魚住駅に竹明かり 200 本程度を作ってイルミネーションにしようということで、

設計図は明石高専に描いてもらいながら、また、トライやる・ウィークの子ども達にも

協力を得ながら進めています。これもコミュニティ創造協会からアドバイス頂いたので

すが、住友ゴム工業に趣旨を説明し、30 万円のお金を出して貰って進めています。 

このように企業に地域の事情とかを話せばいろいろな形で応援して頂けます。企業や

学校も地域貢献は一つのテーマになっていますので、そういったものを上手く利用して

いけたら良いかなと思っています。 

中間支援組織については、中間支援組織からの提案機能について、どの程度の担保が

あるのかということが文章からは見えてきません。 

 

（会長）： 

事業者の役割について意見がありましたので整理します。 

まず、地域とのコミュニケーションを取るということが挙げられます。また企業が持

っている資源を提供するということ、そして同時に企業がまちづくりにかかわるという

ことが挙げられます。 

委員の方々の話にもありましたように、実際に事例があります。中には一緒に清掃す

るというものもありました。このような取組みもあるということで、事業者の役割につ

いてはもう少し充実した内容が書けるのではないかと思います。 
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他の議論について整理しますが、地縁型の役割とテーマ型の役割については分けて記

載した方が良いのではないか、という意見が多かったと思いますが、そのような形で良

いでしょうか。他には、テーマ型については地域とのかかわりが書いていないので、こ

のあたりを書いた方が良いだろうと思います。 

また、地縁型とテーマ型の記載に重複する部分があるという意見もありました。ここ

は違いを示すのではなく、共通する部分もあるということを示すということなのではな

いかと思います。 

他には中間支援組織の役割を第 3 章に入れるのかどうかという議論があったかと思

いますが、これについてはどうでしょうか。何か意見はありますでしょうか。 

これについては、主体とは何かというところとかかわる話です。市や中間支援組織な

どもまちづくりを進める原動力ではありますが、ここでいう主体が何かということなの

だと思います。何か意見をお願いします。 

 

（委員）： 

中間支援組織については第 3 章に一行だけ書いて、他に詳しく触れるような形にして

も良いのではないかと思います。 

 

（会長）： 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員）： 

中間支援組織については、ニュートラルな組織と表現されています。そうなりますと、

他の組織や団体とは次元が違う存在であると思います。そう考えるとやはり別の章に盛

り込むほうが良いと思います。 

 

（会長）： 

主体というのは本当にまちの中に入り込んでまちづくりを実際に行っているもの、と

いうのが皆さんの意見だと思います。 

事務局は、主体をまちづくりにかかわる人、つまりステークホルダー的なイメージで

考えているということなのだと思います。 

まちづくりを中心となって進めていくものが主体ということであれば、市民の役割や

中間支援組織の役割は第 3 章には入らずに別建てにしたほうが良いのかなと思います。 

副会長いかがでしょうか。 

 

（副会長） 

皆さんのご意見を反映するのであれば、中間支援組織は支援の中に反映した方が良い
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のだと思います。 

 

（会長）： 

では、そのような形で整理してみようかと思います。 

主体を中心となってまちづくりを進めるものであると考えると、第 3 章は協働のまち

づくり推進組織や地縁型団体、テーマ型団体、事業者、学校など、について記載する形

になります。中間支援組織や市については、まちづくりを推進する枠組みを作るところ

に特化した存在である、という意見なのだと思いますが如何でしょうか。 

事務局の考えはどうでしょうか。主体の考え方など市の考えについて意見をお願いし

ます。まちづくりは協働のまちづくり推進組織だけが取り組むのではなく、いろいろな

団体などが担うという考えとの整合性の問題だと思うのですがいかがでしょうか。委員

の意見を聞いている範囲では、中間支援組織や市の役割が第 3 章に入っているのは少し

違う気がしないでもないですし、いかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

今回の資料では、まちづくりにかかわるステークホルダーというイメージで中間支援

組織や市も含めて主体という表現をしました。皆さんの意見を聞いて、中間支援組織を

支援の章に入れるということも検討してみたいと思います。条例の全体的な組み立ても

含めて考えてみたいと思います。 

 

（会長）： 

委員の意見にもありましたが、第 3 章で少しだけ触れて第 5 章で詳しく触れるという

方法もあります。 

市の考え方と委員方々の議論の内容が、主体の考え方について違いがあるように思い

ます。まずは主体とは何かという用語説明を記載することは必要だと思います。 

他に意見はありますか。 

 

（委員）： 

中間支援組織の役割と市の役割は第 5 章に含むべきだと思います。中間支援組織は地

縁型だけでなく、テーマ型への支援も含むので、その意味で中間支援組織の役割は、別

にどこかにまとめて記載する方が良いと思います。 

 

（会長）： 

他に意見はありますか。 
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（副会長） 

事業者の役割ですが、人口が減少していくというこれからの社会背景を考えると、事

業者が主体の一つとして地域に対してかなり力を提供していく必要性が増えていくと

思います。イメージではありますが、事業者も協働のまちづくり推進組織に加入して貰

うような将来像ももった上で、事業者の役割を記載した方が良いのではないかと思いま

す。 

 

（会長）： 

私もまったく同じ意見です。 

ということで、今日は事業者の役割についてかなり具体的な話もあったので、反映し

ていただきたいと思います。事業者も市民としてまちづくりにかかわるということが大

事なのかなと思います。 

第 3 章については、中間支援組織と市の役割について位置づけを変更するようにお願

いします。 

また、協働のまちづくり推進組織の役割として情報公開するという事は重要であると

いう意見もありましたので、ここは原案どおり反映します。 

他には、地縁型とテーマ型の役割は分離して記載します。要するに条文の条を分けて

記述するようにしたいと思います。事業者については、もう少し充実した内容で記載し

ていただくということで第 3 章を仕上げたいと思いますがよろしいでしょうか。 

他になければ事務局に進行を戻します。 

 

４．今後の予定について 

（事務局）：  

委員の皆様には熱心に審議いただきましてありがとうございました。 

次回ですが、10 月ごろに開催を予定しております。後日、改めて日程調整させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

それでは、これを持ちまして第 13 回条例検討委員会を閉会いたします。ありがとう

ございました。 

 


