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第１４回 （仮称）明石市協働のまちづくり推進条例検討委員会 議事録 
 

日  時：平成２６年１１月６日（木）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、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）：  

定刻となりましたので、ただ今から、第１４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すが、１名の欠席で１１名の出席となっております。 

●事務局による議題の説明 

 

２．「第３章 協働のまちづくり推進の仕組みと役割分担」の内容について 

（会長）： 

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

条例の検討状況ですが、既に大体の構成の検討を終わりまして、内容の精査になって

まいります。そうなると、当然、具体的な政策にどう生かされるのかということが見え

てまいりますので、実際に市民活動の 前線にいらっしゃる皆さまにとってみれば、具

体的に見えてくるがゆえに、ここは課題ではないかというところの指摘も出てくるので

はないかと思います。 

本日の資料の作成等は事務局と私が行いましたが、市が考えていることと、市民協働

の 前線におられる皆さまの見方は違っていたり、確かに意味はわかるけども、別の立

場から見るとこうだよという指摘もあるのではないかなと思っております。 

特に今回は、３章、４章、５章で、推進の仕組みとか役割分担とか、本当に政策その

ものにもかかわってくる部分の内容が中心になってきますので、先ほど申し上げた観点

からも忌憚のない意見をいただければと思っております。 

それでは、議事に従いまして進めさせていただきます。 

まず、本日の議題の１番目でございますが、「第３章 協働のまちづくり推進の仕組

みと役割分担」の内容についてということで、資料１について事務局から説明をお願い

します。 

 

（事務局）： 

資料１により「協働のまちづくり推進の仕組みと役割分担の内容について」説明。 
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（会長）： 

ありがとうございました。 

事務局からの説明のとおり、前回の議論を踏まえて修正し、内容を補足して今回お示

ししました。前回指摘された場所が修正されているかどうかという観点だけでなく、先

ほど事務局からも、こういう考え方でここを修正したという説明もあったので、それも

含めて議論いただきたいと思っています。 

時間もある程度限られていることもありますので、前のほうから順番に意見を聞きた

いと思います。 初の１番、２番、３番で、意見や質問はありますでしょうか。 

 

（委員）： 

１ページの「１.協働のまちづくり推進の仕組み」の③に「小学校区コミュニティ・

センターを地域における協働のまちづくりの拠点にする」と書いてありますが、我々の

校区は、小学校区コミュニティ・センターをまちづくりの拠点として利用していません。

条例でこの様に定めてしまうと、小学校区コミュニティ・センター以外の拠点を認めな

いという事になってしまうと、我々の校区は困ってしまいます。 

 

（会長）： 

小学校区コミュニティ・センターをまちづくりの拠点としては使っていないという校

区もあるという事ですし、小学校区よりも小さな範囲の活動に取り組んでいる組織では、

拠点は小学校区コミュニティ・センターだけではないということもあります。 

この意見について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

小学校区コミュニティ・センターをまちづくりの拠点とするという内容は、自治基本

条例に定められている内容ですが、重要な内容なので、繰り返しになっても掲載すべき

という意見がありましたので、今回資料に反映したものです。 

ただ、委員のご意見にもありましたとおり、地域によって実情は異なり、小学校区コ

ミュニティ・センター以外に拠点を持って、そこを中心にまちづくりを進めている地域

もあることは認識しています。 

自治基本条例に規定された内容ではあるのですが、地域の実情と異なる部分もありま

すので、地域の実情にあった形で、実際の運用は考えていきたいと考えています。 

必ずしも、小学校区コミュニティ・センターでないといけないという姿勢で臨もうと

するものではありませんので、そのあたりは理解いただきたいと思います。 
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（会長）： 

ただ、条文に書かれてしまうと、例えば協定を結ぶ際などに、小学校区コミュニティ・

センターを使用していることが条件になってこないのかという事を委員が心配してい

るのだと思います。 

例えば、「原則とする」という言葉を追記するなど、実態に出来るだけ合わせる表現

に変更すべきではないかと思います。 

 

（委員）： 

自治基本条例が制定されたときから思っていたのですが、コミュニティ・センターと

いう呼び方はこの先も続いていくのでしょうか。今後、地域事務局が出来たときに、連

絡先は「コミュニティ・センター内地域事務局」といった様な名称になるのでしょうか。 

 

（事務局）： 

コミュニティ・センターという名称については自治基本条例の中でも定められている

内容です。いろいろな政策の中でこの名称を変更していこうという動きになるのかも知

れませんが、現状では条例の中で位置づけられている名称であるということです。 

地域事務局の連絡先ということであれば、「何々小学校区コミュニティ・センター内」

という形になるのではないかと思います。 

 

（会長）： 

名称としては、自治基本条例にも定まっているとおり、「小学校区コミュニティ・セ

ンター」ということで正式名称を使っていくことになるのだと思います。例えば愛称と

して別に名称をつけるといったことはあると思いますが、当条例で条文にする際には正

式な名称を使わないといけないと思います。 

コミュニティ・センターという言葉が今後変わっていくのかということについてはわ

からないですが、その際は自治基本条例から変更して、当条例も合わせて変更していく

事になると思います。 

 

（委員）： 

資料１の３ページ「３．協働のまちづくり推進組織の役割」の③と④は内容があまり

変わらないので、一つの文章にしてしまえば良いのではないかと思います。もし、④の

文章で、「小学校区におけるまちづくりで中心的な役割を果たす」ということを重要視

するのであれば、③の文章の 後に「継承していき、中心的な役割を果たす」という文

章を追加すれば良いと思います。 
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（会長）： 

③は企画や計画という部分について、④は運営についてという違いで分けて書いたと

思います。企画と運営は一緒の文章で良いのではないかという意見はその通りかと思い

ます。事務局で③と④を分けた理由について説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

皆さんのこれまでの意見を反映した内容となっています。 

③と④を分けた理由としては、会長のお話しされた通りです。もし内容が重複すると

か、内容を削りすぎた部分などがあれば、いま一度、委員の皆さんの意見を頂いて、精

査したいと思いますので、ご意見をお願いします。 

 

（会長）： 

個人的には、③は企画という部分で、④はまちづくりの中心であることの明確化を謳

っているものと認識しています。 

①は市民主体、②は民主的な手続きで運営すること、③は何をするのかといった枠組

み、④はまちづくりの中心であることの明確化、⑤校区住民全てに対してまちづくりを

行う事、⑥は市との関係、⑦は情報公開という内容がまとめられています。 

事務局からは、②については、「第４章 協働のまちづくり推進組織」の「協働のま

ちづくり推進組織の要件」部分と内容が重なるという意見がありました。もし、③と④

の意味をしっかり考えていくということであれば、②を削除せずに残していくという考

え方も出来るのではないかと思います。 

何かこの件についてご意見はありますか。 

 

（委員）： 

資料１の３ページ「３．協働のまちづくり推進組織の役割」の②で軽く触れて、資料

２の「第４章 協働のまちづくり推進組織」の「協働のまちづくり推進組織の要件」部

分でその内容を詳しく説明するという解釈で、資料１の３ページ「３．協働のまちづく

り推進組織の役割」の②はそのまま残せば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。 

 

（委員）： 

資料１の３ページ「３．協働のまちづくり推進組織の役割」については、以前は「運

営と役割」ということであったが、今回は「役割」に限定している。その意味で、私は

事務局案のとおり資料１の３ページ「３．協働のまちづくり推進組織の役割」の②を削
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除しても良いと思います。 

資料１の３ページ「３．協働のまちづくり推進組織の役割」の①も運営に係る内容で

あるので、これも不要ではないかと思いますが、基本的には事務局案に賛成します。 

 

（会長）： 

２つの意見がありました。役割の中に②を残して、運営に関する内容も記載していく

べきではという意見と、運営に関する内容は、資料２の「第４章 協働のまちづくり推

進組織」の「協働のまちづくり推進組織の要件」で記載するので、資料１の３ページ「３．

協働のまちづくり推進組織の役割」の内容は役割に特化すれば良いのではないかという

意見がありました。 

この２つの意見についていかがでしょうか。 

 

（委員）： 

「３．協働のまちづくり推進組織の役割」以外にも、「４．地縁による団体の役割」

「５．テーマ型団体の役割」といった形で、役割についての記載が続きますが、それぞ

れに運営的な要素が含まれています。この意味で「役割」という表現が相応しいのか、

ということが気になりました。 

 

（会長）： 

「役割」という言葉をどう定義づけるのかという話だと思います。英語でいうと「ロ

ール」つまり、本当の役割というだけに特化してしまうのか、もう少しそれに含まれる

機能的な部分も含むのか、という意見なのだと思います。 

このあたりの「役割」の定義について事務局で何か考えはありますか。 

 

（事務局）： 

「役割」という言葉の定義までは検討していません。 

ただ、役割だけに特化するという形ではなく、できれば、背景的なところも含める様

な形で理解して頂きやすい様に文言は整理しています。 

 

（会長）： 

事務局から、資料１の３ページ「３．協働のまちづくり推進組織の役割」の②を削除

してはどうかという提案があり、この②をどう扱うのかというのは「役割」というもの

をどの様に解釈するのかという事だと思います。 

他の考え方を持っている方でも結構ですので、これについてご意見はありますか。 

このあたりは難しい問題だと思っています。条例とは骨格だけをしっかりしておくこ

とが大事であるという考え方と、血の通ったものなので、「役割」の意味を膨らまして
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おいた方が良いという考え方があります。因みに理念型の条例には後者の立場の考え方

があります。 

 

（委員）： 

私は「役割」という言葉に拘っていません。市民やテーマ型や市など様々な立場のと

ころの役割が書かれていて、そこには連携協力しましょうという内容が書かれています

ので、条文としての 初のところでは特に役割がダメだとは思っていないので、説明が

あれば良いと思っています。 

 

（会長）： 

次の委員の方、意見をどうぞ。 

 

（委員）： 

非常に難しい話だと思います。普通は全体像が見えた上でこの部分はここが、この分

は市が、ここは両方で、といった様に役割分担していくものなのだと思います。ただ、

この全体像が見えにくいというか、まだこれからの仕組みというところが難しいのだと

思います。全体像が見えて、図などで役割を示せる様なものであればもっとわかりやす

いと思います。 

 

（委員）： 

資料１の５ページに「教育機関の役割」という項目があります。ここで事務局として

は、「教育機関の役割」というものは定める必要がないのではないか、という見解を示

しています。 

当校区は、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いますが、

モデル事業の中では、幼稚園、小学校、中学校の教師や PTA、子どもたちも含めてま

ちづくりに取り組んでいるので、「教育機関の役割」についての記載は必要ではないか

と考えています。 

大学や高専については係わりが無い地域もあるので、これらを「事業者の役割」に含

むことでも問題ないと思いますが、幼稚園、小学校、中学校にについては「教育機関の

役割」として残しておくべきではないかと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。この内容については、後ほどの議論とさせて頂きます。 

この学校の話を聞いてふと思いましたが、学校の役割は法律上、教育といった内容が

書かれている訳です。しかしながら、例えば緊急時には避難所になるとか、教育という

骨格のものだけではないものがあります。これを「役割」の議論に置きかえると、単な
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る機能を述べるのではなく、もう少し幅広く役割を位置付けるべきであるということに

なり、資料１の３ページ「３.協働のまちづくり推進組織の役割」の②を残すのか残さ

ないのかの基準になるのではないかという意味に繋がると私は感じました。 

これに反対の意見の委員の方、いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

役割とは、運営方法があって役割があるのではなく、役割を果たすために運営方法が

ある訳です。その様な意味で役割を幅広く捉えれば良いのではないかと私は思います。 

先ほど、資料１の３ページ「３.協働のまちづくり推進組織の役割」の①の意味は本

来の役割の意味と違うが、①も残しても良いと言ったのは、役割を広義に考えれば良い

という意味からのものです。 

一方で②については、先ほども述べました通り、要件でも述べているので、必要ない

と思っています。反対意見をお持ちの委員の意見ももっともだと思いますが、私は事務

局案で良いのではないかと考えています。 

 

（会長）： 

他に意見はありますか。 

 

（委員）： 

私も、事務局案のとおりで良いと思います。 

ただ、資料１の３ページ「３.協働のまちづくり推進組織の役割」の④の「中心的な

役割」という表現が気になっています。他に良い言葉がないでしょうか。中核という表

現が良いのか、中心のままが良いのかわかりませんが、ここが少し気になっています。 

 

（会長）： 

意味的には「中核」という事だと思いますが、他に良い表現があるでしょうか。 

法律用語として「中核」という事は使いません。「中心」という言葉もあまり使わな

いのではないかと思いますが、事務局、何かありますでしょうか。 

 

（事務局）： 

ここでの表現は、これまでの議論の中で出た委員の発言を出来るだけ生かそうという

ことで、その発言のニュアンスが残る様にという意図で残してきたものですので、今の

ところ代替案はありません。 

 

（会長）： 

表現については事務局でまた考えてください。 
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資料１の３ページ「３.協働のまちづくり推進組織の役割」の②について、残すべき、

削除すべきという意見に分かれていますが、何か意見はありますか。 

 

（委員）： 

資料１の３ページ「３.協働のまちづくり推進組織の役割」の①と②を合体させては

どうでしょうか。①を「協働のまちづくりの理念に基づき市民が主体となって、民主的

な手続きにより運営する」という内容にしてはどうでしょうか。開放性は民主性にも含

まれるものだとも考えられますので。 

②を削除するということであれば、①に合体させて、両方の委員の意見を反映すれば

良いのではないかと思いました。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

意見も出尽くした様ですので、資料１の３ページ「３.協働のまちづくり推進組織の

役割」の②については事務局案のとおり削除する方向で進めます。ただし、先ほど委員

から意見がありました様に、民主的という言葉は単に要件という事ではなく、大きな考

え方なので、①に何らかの形で反映したいと思います。 

運営を民主的にということは、資料２の「第４章 協働のまちづくり推進組織」の「協

働のまちづくり推進組織の要件」にも含まれる内容ですが、やはり協働のまちづくり推

進組織が民主的であるかどうかということは大事なことだと思います。 

これは明石市の中の話ではありませんが、例えば一部の自治会・町内会に見られる様

に、なかなか意見が通りにくいとか、全ての住民の意見が反映しにくいとか、その様な

組織ではいけない。参加するあらゆる人が何らかの形で組織の行動に責任を持ったり、

組織の行動に対して意見が言える、あるいは実際に動かしていけるという組織でないと

いけないと思います。その様なものが民主的という言葉に凝縮されており、これを切り

捨てるのではなく、残そうということです。 

そこは少し残そうと思いますが、いかがでしょうか。 

意見がない様なので、事務局と委員の意見の折衷案となりますが、その様な形にした

いと思います。 

他に２ページなどで意見がありますか。特に意見が無ければ、４ページ以降について

話し合います。先ほど、「教育機関の役割」について意見がありましたが、ここについ

て何か意見はありますか。 

 

（委員）： 

前回の委員会で私がこの点について意見しました。私としては、大学など専門的な研

究をしている学校をイメージして発言しました。この様なところが、地域に何かを還元
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出来ないかなという考えでした。 

幼稚園や小学校、中学校は避難所になるといった様に公的な施設としての役割がある

とは思いますが、教育的な成果の役割という事では少し違うのではないかと思います。 

私がイメージしているのは大学ですが、そのあたりはあまりイメージ出来ないという

ことですので、大学は事業者の役割に含んでしまって良いのではないかと考えました。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。一方で、他の委員の方からは、幼稚園や小学校、中学校が

担う部分の役割は残した方が良いのではないかという意見がありました。この意見への

補足はありますか。 

 

（委員）： 

小学校区のまちづくりは、まちづくり協議会やコミュニティ推進協議会が中心となっ

て進めていく事になります。 

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いて、幼稚園、小学校、

中学校の校長先生や教頭先生、PTA もまちづくりに関わっています。この様な中、子

どもがどういう形で地域の中で学習し、運動し、地域と交流していくのかについて、教

育者の人にも実態を知って貰う必要があると思っています。 

この様な幼稚園、小学校、中学校は地域と連携していく必要があるので、ここを「教

育機関の役割」として残しておくべきだと考えます。 

 

（委員）： 

我々の小学校区では、学校はオブザーバーという形でまちづくりに参画しています。

主に地域の中で活動するのは PTA です。この様な状況ですので、幼稚園や小学校は、

「市の役割」の中に含んでしまっても問題ないと思います。 

ただ、幼稚園や小学校が市、大学や高等教育機関は事業者という考え方は、一般の人

には難しいと思います。「教育機関の役割」を条文から外すのであれば、幼稚園や小学

校が「市の役割」に含まれる、といった解説が必要ではないかと思います。 

 

（委員）： 

確かに委員の意見のとおりかも知れません。 

２８小学校区でまちづくりを進めるとなると、それぞれ地域特性が異なると思います。

「市の役割」の中に、幼稚園、小学校、中学校が含まれるとしても、地域の中で教育機

関にどの様な連携協力を求めるのかというのは、地域によって異なりますし、地域の実

態に応じて行うことになると思います。ただ、条例のどこかに幼稚園、小学校、中学校

に関する内容が入ってくれば良いと思っています。 
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（委員）： 

PTA の立場として意見を言います。 

幼稚園や小学校はまちづくりの範囲と一致していますが、中学校は複数の小学校区が

集まっている地域も多くあります。こうなると小学校区のまちづくりの会議や活動の両

方に参加するのか、片方だけに参加するのか、という問題が出てきます。高校でも同じ

問題があります。 

この様に中学校や高校ということになると地域性が薄れますので、先ほどの意見にも

あった様にオブザーバーという感じで参加していくイメージになるのかと思います。 

また、学校には避難施設という役割があります。小学校などの教育機関の役割は「市

の役割」に含んで、これとは別に、公共施設の役割の様な項目を設けるのも一つの方法

かと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

 

（委員）： 

魚住地域では、災害時には、より多くの人で助け合った方が良いということから、高

校や高専も含めた形でお互いに助け合おう、そして地域活動も行おうという「うおずみ

ん・ふるさと創生プロジェクト」という枠組みで様々な活動を行っています。ここには、

中学校や高校、高専、大学も参加し地域活動との係わりがあります。 

また、幼稚園は敬老会で発表会を行うということで年間スケジュールを組んでいます。

また、小学校や中学校は子供たちが地域の防災活動に参加して AED の訓練を受けたり

もしています。 

更に去年から、明石清水高校や明石商業高校も地域とより交流・連携していこうとい

うことで、地域と取組めることを一生懸命探しているところです。 

条例でどうするというのは抜きにして、学校に地域活動にも参加して貰って、地域活

動の担い手の一つになって貰うという事も必要ではないかと思っています。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

意見をまとめると、大学の様な専門的な知識を提供する機関もあれば、小学校の様に

地域の拠点になる機関、その中間の中学校や高校など地域性の薄い機関に分類されます。 

教育機関ということで一つにまとめて条文に落とし込むのは難しいというのが皆さ

んの意見だと思います。 
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（委員）： 

私も、教育機関の役割ということで全ての機関をひとくくりにしてしまうのは少し厳

しいと思います。 

皆さんも意見を言われていますが、市の役割に含んでしまう方が柔らかいイメージに

なると思います。中学や高専がまちづくりに携わるケースというのは、たまたまそうい

う先生がいたというのが実態です。その先生が異動してしまうと学校と地域の関係が切

れてしまうことが多い様に感じます。 

私はマーチングについての市民活動を行っていますが、マーチングを教える先生が違

う学校に異動すると私たちの活動もガタガタになってしまいます。本当に学校と一緒に

まちづくりを進めるというのは本当に難しいです。 

実際に市民活動に携わるものとして、教育機関の役割をひとくくりにするのは難しい

と思います。市の役割の中に含んでしまうのが良いと思います。 

 

（委員）： 

「教育の成果を地域に生かす」という表現がされているので、小学校や中学校はこれ

に該当しないと思います。 

それよりも教育機関以外の例えば県立図書館などは地域との関連がある様に思いま

すが、この様に教育機関以外に定めることがあるのではないでしょうか。 

私も、小学校や中学校などは市の役割に含んでしまって良いと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

図書館や公民館などの社会教育機関の考え方について、事務局からの説明をお願いし

ます。 

 

（事務局）： 

社会教育機関は市の一施設であったり機関であったりするので、地域活動をサポート

する立場になると思いますので、その様な位置づけで考えた方が良いのではないかと思

います。 

 

（副会長）： 

明石市でも生涯学習の計画を策定していると思います。生涯学習プランには、参画と

協働の人材育成ということが大きな骨組みとして記されており、この様なまちづくりに

関する記述があると思いますが、そのあたりはどの様な事が定められていますか。 
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（事務局）： 

数年前に生涯学習ビジョンを策定しています。例えば ESD といった様な考え方も含

まれており、当然その中に参画と協働の意識という内容も含まれていますが、明言する

様な形にはなっていません。 

ただ、その様な生涯学習により、市民がまちづくりに参画していくという精神は前提

として定められています。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

教育機関とは市であっても、教育委員会の管轄になります。教育の独立性というもの

があります。市の役割に含んでしまっても、市長がこれに指揮ができるわけではありま

せん。 

教育委員会は社会教育をつかさどっています。社会教育は生涯学習の中で地域づくり

を担う人材を育成していく事になっているので、非常にまちづくりと親和性が高くなっ

ています。 

意見をまとめると条例に教育機関の役割を定めるのは難しいということだと思いま

す。かといって、市の役割の中で教育委員会を通さないと出来ない話は書くことができ

ないと思います。なので、地域の現場の中で、培ってきたものを実際の運営の中で生か

していくという形しかないのかなと思っています。 

条文で教育機関の役割は触れるのが難しいという皆さんの意見に従います。教育委員

会の独立性を守りつつ、しかし、教育委員会が教育以外にも地域に対する役割を果たし

ていくという意識を持って欲しいという思いもありましたので、皆さんに議論して貰い

ました。 

では、この部分については、位置づけが難しいということで、先ほどから意見があり

ました様に、小・中学校など地域に根差す様な教育の現場は市の役割の中で包含しつつ、

高等専門学校あるいは大学など、いわゆる専門的な知見を持つところは事業者の役割と

いうところに含むことにしたいと思います。中学校や高校は恐らくそれぞれがどの様に

関わっていけば良いのかについて悩んでいるのだと思いますし、明確に定めることは難

しいということで、ここでは取り上げないということにしたいと思います。 

ですので、逐条解説には、市の役割の中に教育委員会の役割もきたしているという事

を書き、事業者の役割の中には知見を持って地域に関わって貰う事を期待するという事

を記載して欲しいと思います。 

また、社会教育機関についても、住民の意識を変えていく教育に寄与して欲しいとい

う期待を逐条解説に触れる形にして貰えればと思います。 

他に意見はありますか。 

例えば、事業者の役割のところは事務局案でよろしいですか。 
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（副会長）： 

事業者の役割は事務局案で良いと思います。 

中間支援組織の役割の中のニュートラルという表現やコーディネートという表現は

このままで良いのかなと思います。 

 

（会長）： 

表現は少し考えます。ニュートラルは中立的なという意味ですので、その様な形で良

いと思います。あまりカタカナを使わない形に修正していきたいと思います。 

他に何かありますでしょうか。ありませんか。 

第３章については頂いた意見の部分を修正して反映したいと思います。 

次の議題ですが、「第４章 協働のまちづくり推進組織」、それから「第５章 市によ

る協働のまちづくりの支援・環境整備」の内容について議論頂きたいと思います。 

第３章に定められた役割に従って、具体的にどの様に運営していくのか、どの様な政

策にするのかというところになります。 

それでは資料の説明をお願いします。 

 

３．「第４章 協働のまちづくり推進組織」／ 「第５章 市による協働のまちづくり

への支援・環境整備」の内容について 

（事務局）： 

資料２により「第４章 協働のまちづくり推進組織」／ 「第５章 市による協働の

まちづくりへの支援・環境整備」について説明。 

 

（会長）： 

民主的な組織というものが、将来的に恐らく地域自治として組織化されていくと思う

のですが、その時もやはり民主的な手続きが必要になってくるだろうと思います。参加

ができるというところの重要性はものすごく大事なところで、誰かが決めているのでは

なくて、きちんと自分たちが決めているという部分は非常に大事なところですので、そ

の部分が表現に表れていると思います。 

ご意見が無い様でしたら、３番については、その様な形で事務局の提案に従いたいと

思います。 

３ページの５番の「認定は一地域につき一団体とする」は、先ほど言った地域自治を

組織化していくことを前提にするならば、そうなっていかざるを得ないだろうと思いま

すがいかがでしょうか。 
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（委員）： 

 地域というのは、小学校区のことですね。 

 

（会長）： 

そうですね。そこは明確にしておかないといけないところです。 

 

（委員）：  

条例の条文とは直接関係ないですけども、５ページ７の「地域交付金の交付」という

項目がありますけれども、以前、地域交付金につきましては１地域当たり１,０００万

円を超える可能性もあるというお話がありました。そうなりますと２８地域で３億円近

いお金になってくる。明石市の決算状況を見ると、経常収支比率が９３％ということで、

尼崎市は財政逼迫で有名ですけども、それとほとんど同じ率です。市債残も２,０００

億円近くあると思うのですが、義務的経費の中の扶助費もかなりの額を占めており、扶

助費についてはどんどんこれから増加するだろうと思います。 

その中で、財源を生み出さなければいけないわけですけども、既存の地域に対する関

連事業を精査して、あるいはアウトソーシングすることも考えないと財源は出てこない

と思います。やはり推進計画の中で既存の市の事業をある程度謳う必要も出てくるので

はないかと思います。まちづくり事業について、その比重が増えると市の施策の肩代わ

りをするということになってくる可能性も出てくるということがあります。その辺りを

懸念しています。 

市では、既存の地域に対する補助金や委託料を精査して、まちづくり事業の中に盛り

込む考えがあるのかどうかということですが、地域に委ねることによりまして効率的で

あったり、より市民のニーズを獲得できることもありますので、全く悪いとは申しませ

んが、どの程度までしようとしているのかは気になります。地域交付金についての考え

方について、既存の事業との関連を考えまして、お伺いしたいと思います。 

それと、先ほど地域事務局のお話が出ましたけれども、もし、地域事務局が２８地区

にできるとすれば条例で謳う必要はないのかということは気になります。地域事務局に

ついては、詳しい説明がこの場でなかったものですから、要点だけで結構ですから、そ

の辺りも説明いただきたいと思います。 

 

（会長）： 

今あるそれぞれ違う制度に基づいて行われている補助金を一本化することによって

無駄を省く、あるいは、地域のニーズに合わせて、それが自由に動かせる様にする。例

えば、この地域ではこの事業よりもこっちの事業のほうが重点ならば、そっちをすると

いうことで、ﾌﾞﾛｯｸﾌﾟﾗﾝというのは１つの方法だろうと思います。 

まず１点目のご指摘あったところの今ある既存の各地域で行われている補助事業も
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含めたものを、どうつぎ込んでいくのかというところについて、事務局の考え方をご説

明いただけますでしょうか。 

 

（事務局） 

地域交付金は、既存の地域に対する補助事業や委託事業を見直しまして、地域の創意

工夫や実情に応じた形で効率的にやっていただきたいという思いがあります。 

単に、市の肩代わりということでは地域の特色を生かしたまちづくりにはならないと

思います。 初、額的な言葉もありましたけれども、実際、小学校区で運用していただ

く金額として、どれぐらいが適正に管理、執行していけるのかという問題もあると思い

ます。 

また、どの事業を交付金化できるかとかは、もう少ししっかり精査をしていかないと

いけないですし、いきなり多くの事業を束ねて実際に地域でやっていただくというのも

難しいと思いますので、ある程度、額的にも絞り、また事業的にも少し絞った形でスタ

ートさせていきながら、そこの領域を広げ、発展させていくという段階が要ると思って

おります。 

地域事務局支援事業ですけど、今年度から始めた事業でございまして、今、市内の４

つの校区で取り組みを、まさに始めていただいたところです。地域主体のまちづくりと

いう中で、校区ごとに協働のまちづくり推進組織を設立していくという流れですけど、

それについては、組織の中のコーディネーターといった運営の下支えをできる事務局を

しっかりと組織の中につくっていただくことが大事と考えています。そういった地域が

事務局を作るために必要な経費を市からの補助金という形で補助をさせていただいて

支援を行う取り組みを始めたところです。これまではコミセン所長の役割として地域の

活動支援も担っておりましたけども、そういった支援の部分を地域自らの取り組みでや

っていただくことになります。なお、まだ試験的に開始したところで、今、条例の中に

謳うところまでは今のところ考えてはいません。 

 

（会長）： 

恐らく条例に組み込むのは難しいと思います。ただ、委員がおっしゃった様に、何ら

かの制度化をしなければいけないとも思います。 

 

（委員）： 

 財源の問題を言われておりましたけども、地域交付金に一括化すれば、経費が削減で

きると思います。増えるというより、逆に減ります。地域事務局を作ることによって、

今、所長が置かれているところは地域事務局に代わり予算が減ることになる。今年度か

ら敬老会の経費が削減されましたけど、当校区に関しては、多くのお金が余ることにな

った。それから、警備員が１人減ったことで、安全安心活動に係る補助金を受けました
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が、それによって経費が大幅に削減されたと思います。今、行政がしていることを地域

で全部取って変わるとものすごく経費の削減になって、協働まちづくり条例ということ

は、まさに行政の経費を減らすための条例じゃないかと考えております。 

   

（会長）： 

 行政の立場で、人件費を含めたトータルコストは多分減るだろうと考えておられると

思います。もちろん、地域のニーズをちゃんと反映する様な、だからこそ計画をきちん

とつくって、ニーズを把握した計画をつくって、ちゃんと民主的に運営できる様にして

くださいというのが条件になるのだと思います。 

 

（委員）： 

 事務局としまして、既存の事業をほとんど地域に移譲する様な形が果たして適切なの

かどうかということが懸念されるところですけども、その点はいかがでしょうか。 

 

（会長）： 

 このあたりは行政の役割は何かというところですね。まさにそこに出てくるところで、

もう一つ言うならば、この部分というのは、今、非常に変化の激しい時代に来ています。

特に、明石はまだ直接ではないですけども、いずれ、直面するであろう財政難の中で、

まさに行政の役割は非常に問われることになってまいります。明石市として、行政の役

割はどこまで果たすべきか、どこまでを地域に委ねるべきなのか、何かそういったこと

の考え方ありますかということについて、いかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

 今回の条例の中でも、交付金の仕組みの中で、地域で計画づくりをしていただくとい

う経緯をたどっていただくわけですから、行政の方からは、公共的な役割を押しつける

ということではなくて、地域の中で合意形成のうえ、それに応じた交付金を交付させて

いただくということになります。メニューごとの交付金になるかもわかりませんが、ま

だ、制度設計の詳細はこれからですけども、押しつけにならない様な形で考えていると

ころです。 

 

（会長）： 

 恐らく２８校区同時にはできないというところで、できるところとできないところが

あり、しばらくの間は、場合によっては非常に無駄が出る可能性もあります。しかしな

がら、例えば、先ほどの地域事務局についても、地域の中で担う組織がなかったりとか、

そういった人材がいなければ、当面の間は市の職員を派遣していかなければいけないと

なってくるときに、一方は、地域で自主的にできますが、そうでないとこは、ずっとで
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きない場合もあります。もちろん、そういったところを改善していくために中間支援組

織の役割があって、そこに期待が大きいというのはもちろんあるのですけども、２８全

部同時にやるというのは難しいということです。 

 

（委員）： 

 コミュニティ・センターの将来について、例えば名称が地域センターに変わるとか、

指定管理者制度を行うということもあろうと思うんですけれども、今後どうなるのかわ

からない部分もありますので、どう条例で定めるのかが気になります。 

それから、地域交付金の原資をどういった形で交付するのかですが、例えば、人口に

よって算出するなども検討していく必要があるかと思います。 

 

（会長）： 

 指定管理者制度との関わりと、地域交付金の算出根拠ですが、例えば、かつて「ふる

さと創生１億円事業」みたいに、どの地区も１億円といった形ではなかなか難しいと思

います。どういう算出根拠で考えられるのかということですが、いかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

 指定管理の件ですが、条例の中では、コミセンが拠点ということにはなっております

けれども、一方で、現在は公の施設ということで、市の施設としての運営がございます。

将来的には地域の組織がそういったところの運営までしていただける様なことになっ

てくると、より地域に根づいたコミセンになってくるとは思います。しかしながら、指

定管理者制度は、基本的には民間の力を利用して、サービスの向上と経費の削減を目指

すシステムですので、それがこういった地域の組織になじむのかということも整理が必

要ですし、一部委託とかの可能性もあります。地域組織ができて、事務局ができて、ど

ういったところまでできるのかということを、これから見きわめながらその形も考えて

いきたいと思っています。ですから、条例でそこまで決めるということは、今のところ

は考えておりません。 

交付金の算出の根拠ということですけど、どういった補助事業を地域のほうに渡して

いくか、一括化する対象をどう定めていくかにもよるのかと思います。いろいろ各市の

取り組みを見ていますと、積算の方法として、基本額があって、事業に対して加算する

方式もあったり、あるいは、人口規模に応じたやり方もあります。まずは、余り過度に

お互いに負担がかかるというものではなくて、それぞれの校区のご意見もお聞きしなが

ら、作っていきたいと考えているところです。 

 

（委員）： 

 こういう委員会に出席したり、あるいは自治会の役員とかをされている方は、大体は
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理解していると思いますが、地域ではどの辺りまでわかっているのかは疑問です。モデ

ル地区は別として、本当にまだまだ今からだと思いますので、その辺を、しっかりとし

ていかなければ、やはりできる地域とできない地域が出てくると思います。 

 

（会長）： 

まさに、地域住民の意識の向上が大切ということだと思います。 

 

（副会長）： 

地域交付金のところでは、非常に大きなくくりで、協定を締結して、交付金を交付す

るという簡素な型でまとめてあるのですが、ここでこの条例の肝である交付金の話につ

いて、どの程度、条例上で手続的なことを押さえておくべきかというところを、少しご

検討いただく必要があるのかなと思います。 

 

（会長）： 

交付金のところにはどうしても注目が集まりますので、手続きはどうなっていますか

ということですが、いかがでしょうか。 

 

（事務局）： 

ある程度まとまった額を地域のほうにお渡しをして、まちづくりをやっていただくと

いう中では、そういった手続的なところを盛り込み、もう少し踏み込んだ部分が要ると

考えております。例えば、地域の計画の中でどんなことが謳ってあって、どんな事業を

協働でやるのがふさわしいのか、認めて補助対象にするかとか、そういったところも、

もう少し必要になってくると思いますので、このあたりは市の方で、もう少し考え方を

整理してお示しする必要はあると考えています。また、次回以降、このあたりの交付金

の手続きとか、交付金に必要となる計画の内容とか、もう少し踏み込んで具体化できる

様なところは案を提示して、また、皆さんにご検討いただけたらと思います。 

 

（会長）： 

条例の中には、ある程度イメージ出来る様な仕組みを盛り込んでいるのですが、手続

きをもう少し条例の中で明確化していくべきではということを副会長が意見されたと

思います。 

ただ、手続きの部分は我々だけでは作れないので、事務局から提案して欲しいと思い

ます。 

具体的な手続きということになると、例えば、資料２の３ページの「協働のまちづく

り推進組織の申請・認定等」の④認定の取り消しの部分とかも具体的に定めるという感

じになってくることになると思います。 
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他にも協働のまちづくり推進計画に盛り込む内容は交付金とも関連するものですの

で、考えないといけないのではないかと思います。ただ、本日はその資料がないので、

次回以降その内容を決めていきたいと思います。 

他に、資料２の５ページの「８.市民活動団体への支援」についてはどうでしょうか。

場の提供や協働機会の創出などが記されています。 

協働の条例ということで、市民活動全般を含めて条例で定めるという事ですので、市

民活動団体への支援についても記載していますが、この部分について意見はありますか。 

 

（委員）： 

ここで言う市民活動団体は、協働のまちづくり推進組織に入っていない団体を指して

いるのでしょうか。協働のまちづくり推進組織を小学校区単位で作って貰ってそこを中

心に小学校単位のまちづくりを進めていくという条例であるのに、条例の 後にそれ以

外の団体への支援が出てくることに違和感があります。 

この構成であれば、協働のまちづくり推進組織に入らなくても金銭的支援などが受け

られると解釈されてしまうのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

この点について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

協働のまちづくり推進組織に全ての団体が入って活動するということも難しいとこ

ろがありますし、いろいろな形で公共を担っている組織もありますので、その様なとこ

ろへの支援も行いつつ、協働のまちづくり推進組織への参画も期待するということにな

ります。 

 

（委員）： 

いろいろな団体がいろんな役割を担って協働していることは 初の方で触れるので、

協働のまちづくり推進組織を中心にまちづくりを進めるという中で、この様な位置に市

民活動団体への支援を組み込むことはどうなのかと思います。 

 

（委員）： 

認定は一つの地域に一団体と定めている中で、別枠で支援があるという内容になりま

すので少し違和感があります。同じ小学校区から複数の団体が認定されると混乱すると

思います。 

 

 



 20

（委員）： 

この市民活動団体には交付金は交付されないと思います。協働のまちづくり推進組織

は認定されて、協定を市と結んで、交付金を交付されるという手続きがあります。 

この市民活動団体の記載のところは広く様々な団体を支援しますよという市の姿勢

を見せたいという意図のものではないでしょうか。 

 

（事務局）： 

この条例は自治基本条例を受けて、協働のまちづくりの詳細を決めていくものです。

この条例では、協働のまちづくり推進組織と市との協働という規定が大きな意味を持つ

ものではあるのですが、他にも NPO や市民活動団体などと市が直接協働していく場面も

あります。この様な事から、第５章 第３節の様な規定も必要と考えた次第です。 

小学校区単位で活動に参加する団体としての市民活動団体もありますし、独自に市と

直接協働する場面もあると思います。 

 

（会長）： 

協働のまちづくり推進組織には関わらない、しかしながらまちづくりに不可欠な組織

と、協働で進める場合の市のスタンスをここで示しておきたいという意見だと思います。 

委員の意見にもある様に、地域に自立的な組織ができ、地域で自立する組織の設立を

進めていく中で考えると少しの違和感があります。ただ、一方で、協働のまちづくりと

いうタイトルを考えれば、協働のまちづくり推進組織という部分だけではないものも含

めていくべきものだと考えます。 

第５章の第３節については、内容はまだ検討中の状況です。ただ、この内容であると

少しイメージがしにくいので、もう少し詳細に書いて貰って、後日検討したいと思いま

す。 

 

（委員）： 

資料１の第３章の「５.テーマ型団体の役割」のところで、「協働のまちづくり推進組

織等と連携・協力する様に努めるものとする」という記載があります。これ以外の役割

として、団体として独自に市域全般で活動するという役割もあります。この様な活動に

対しても市が支援していきましょうという考え方を第５章の第３節「８.市民活動団体

への支援」で示したものだと理解しています。このあたりは条例で定めていないとうや

むやになってしまうと思います。 

 

（会長）： 

他に意見はありますか。 
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（委員）： 

条例に定め様としている組織が２８小学校区全てで揃えば良いということで、現在モ

デル事業を進めていますが、市はどの様にして２８小学校区全てで組織の設立を支援し

ていく予定でしょうか。 

我々の校区も取り組んでいるモデル事業では、２年間かけて検討チーム会議だけでも

３０回以上開催してきました。そこには市の担当かコミュニティ創造協会の担当者が必

ず参加してアドバイスや支援を頂いています。 

この様な取り組みが他の校区に広がっていく中で、支援してくれる担当者が足りなく

なってくると思いますが、このあたりどの様に対応していくのか、市の考え方を聞かせ

ていただきたい。 

 

（会長）： 

お願いできますでしょうか。 

 

（事務局）： 

２８校区全てにこの様な組織を作っていただくことが 終目標ですが、地域の実情か

らいくと一気に進めるということは難しいと思っています。このことから先進的な地域

からモデル事業に取り組んでいただいている訳で、そのモデル事業の中で、明石コミュ

ニティ創造協会が会議等に参加するなど、いろいろな支援をしている形です。 

例えば、数年かけて５校区ずつ増やしていこうという目標を市が作っても、それが現

実的にどう進むのかは地域の事情によるので、明確に何年までに作って欲しいというこ

とは示せませんが、大きな方向性としてはその様な目標を持っているという事です。 

人員体制についてですが、モデル校区については立上げの段階で集中的に支援をして

いるところですが、その中で組織としてレベルアップが図られる中で、徐々に支援を他

の校区に移していく形になると思います。 

 

（委員）： 

いま支援をしているとの事ですが、まず現場に入らないとわからないことが多いと思

います。入ってみると色々な支援が必要になっていると感じると思います。ここは人、

ここは組織、ここはお金、ここは団体の調整、不満者がいるから進まないなど色々なケ

ースがあると思います。地域への入り方など地域に入る方法についてどうお考えでしょ

うか。 

 

（会長）： 

事務局から具体的に答えてください。 
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（事務局）： 

地域の状況はそれぞれ異なるので、その状況に応じていろいろなものを踏まえてどの

様に対応していくのか、地域の中で相談しながらアドバイスしていくのは当然のことだ

と思っています。 

ですので、校区によって全く進め方が違ったり、アドバイスの内容が変わってきます。

場合によっては、力のかけ方も多少変わってくることもこれから起こってくると思って

います。 

今、支援に入っている校区は、立上げの段階ということで、重点的に支援しています。

その目的ですが、事務局を作っていただいて、全てとは言わないですが、何割かを自分

たちで回していける組織になっていただきたいと思っています。今後支援していく地域

についてもこの様な形で一緒に取り組んでいきたいと思います。 

 

（委員）： 

我々の校区では 近、事務局が立ち上がったところです。その準備段階から、支援の

し過ぎだと感じていました。こここまでして貰わなくても出来るのだけどと感じていま

す。 

この様な状況なので、つい頼って楽しようかなとか、支援が仕事ならやって下さいと

思ってしまいます。人間とはその様なものです。 

新たに組織を立ち上げるところは、既に立ち上げた校区に行って指導して貰えば市の

マンパワーは現状と同じでやっていけるのではないでしょうか。 

やはり、自分たちで努力していかないといけないと思います。何でも頼ってはいけな

いと思います。 

私の感覚は変わっているのかも知れませんが、そこまで支援して貰わなくても良いと

思っています。 

 

（会長）： 

意見はすごく大事なところで、自立心を失ってはいけないということだと思います。

私は福祉学部の教授をしていますが、福祉とは自立を助けることだと思います。自立さ

せることが基本であって、何でも支えるという訳ではない。その観点は、中間支援組織

が地域に入っていく中で認識していかないといけないし、恐らく認識しているだろうと

思います。 

一方で、中間支援組織は合理的な効率的なノウハウも知っているので、そのような内

容を伝えていって頂きたいと思います。 

もう一点良いことを言っていたのは、地域が見学に行くと言う、派遣するというので

はなく、他の地域をどんどん受け入れる体質というのは良いと思います。 

恐らくインターンシップをやって貰うとか、そういうのも良いのかなと思いますので、
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非常によい提案をいただいたと思います。 

時間が来ましたが、何かありますか。よろしいですか。 

では 後に副会長お願いします。 

  

（副会長）： 

大阪市では１年前に小学校区単位で地域活動協議会が立ち上がって活動しています。

もちろん地域差があって、活発に活動しているところもあるのですが、民主的な運営と

いう面で課題を抱えて苦労しているところが多いのが実態です。 

本日議論されていた民主的な運営をしっかりやって貰うために、相当な目配りをしな

いといけないと思います。そこは皆さんが気にされているところなので、心配ないとは

思っていますが、従来型の管理型の組織になって、逆に権力構造が強化されていってし

まうところも多いのが実態です。そこはしっかりとより地域が民主的になっていく方向

にベクトルを持っていくという配慮をしていかないといけないと思います。それを条例

でしっかりと担保していくことがいかに大事なのかということを本日の議論を聞いて

いて感じました。 

 

（会長）： 

長時間にわたりましてありがとうございました。 

これをもちまして第１４回条例検討委員会を終わります。事務局にお返しします。 

 

４．今後の予定について 

（事務局）：  

委員の皆様には、熱心にご審議いただきましてありがとうございました。 

いただきました貴重なご意見は資料に盛り込みまして、改めて提示させていただきた

いと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

次回の検討委員会は、２月５日（木）１０時からの開催予定とさせていただきたいと

考えております。場所等の詳細につきましては、事務局から追って連絡いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、これをもちまして、第１４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。 

 

 


