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第 6 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 2 月 9 日（木）18：30～20：30 

場  所：明石市民会館 第 3・4 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、松村委員、西野委員、森川委員、海士委員、岩濵委員 

 

 

１．会議開始のあいさつ 

（事務局）：  

ただ今より、第 6 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。寒さ厳しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

本日の検討委員の方々の出欠状況ですが、12 名全員出席となっております。 

●事務局による議題の説明 

 

２．第５回検討委員会での主な意見について 

（会長）： 

実は、今日大学で卒業論文の報告会に出席致しました。卒業研究にはいろいろなもの

があるわけですが、研究と言いますと、いかに客観的にものを見るか、科学的にものを

見るかが大事になります。大学の卒業論文を見ていますと、客観的とは言っても自分の

主観にかなり引き付けるものがあります。自分をオープンにして、さらけ出すというこ

とはかなり勇気がいることだと思います。客観や主観というのは、客観的だと科学的、

主観的だと情緒的だと思われるかもしれません。また、客観的というのは一方で、どこ

か他人事という部分があります。そして、主観的というのは、一見すると情緒的と思わ

れるかもしれませんが、自分のこととして考えるという意味では、もう尐し評価されて

もいいのではないかなと思います。この協働のまちづくりは、まさに自分のこととして

いかにまちづくりをしていくかという話になりますので、客観的に見て何が正しいのか

ということよりも、自分たちがまちづくりを行う上で良い制度なのか、仕組みなのかを

考えていただきたいと思います。そして、自分たちのまちは、こうした枠組みだったら

上手くいくだろうかという視点で議論していただきたいと思います。今日は、条例の組

み立てにも入って参ります。おそらく条例の文字を追っていくだけではイメージがしに

くいと思いますので、事務局にはビジュアル、イメージ図も工夫していただきました。

ご不明な点等はどんどん質問して下さい。そして、みなさんの中で自分だったらと考え

ていただいて、議論していただければと思います。 

では、早速始めさせていただきます。まず事務局より第 5 回検討委員会での主な意見

について、資料の説明をお願い致します。 
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（事務局）： 

資料 1 により「第 5 回検討委員会での主な意見」について説明 

 

（会長）： 

 事務局より、前回及びそれ以前の検討委員会で出されました意見について、項目ごと

に取りまとめの説明をしていただきました。何かご質問やご意見等がございましたら、

お願い致します。 

 

（委員）： 

資料 5 ページ、コミセンの位置づけについての中の解決方法案／結論等について意見

があります。この項目では、「小学校区単位のまちづくりを進める中で、コミセンを事

務局ではなく拠点とするのであれば、みんなが行政の方を向くことになり、地域の特徴

が出にくくなるのではないか」という記載があります。これについて、当時私が聞き漏

らしていた部分があるかもしれませんが、現状の方向性としてはこうした方向に進んで

いると思います。つまり、「地域と行政」という形であれば、地域が行政の方向を向く

のは当然かなと思います。私自身、うまく解釈できていないかもしれませんが、この点

が気になりました。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。コミセンの役割について突き詰めて考えた時、行政との関

係をどこで作っていくのかという話に繋がると思います。これについては、また後ほど

議論する予定です。解決方法案／結論の部分に書かれているのは、コミセンについての

意見として第 3 回検討委員会で出されたものになります。以前こういう意見がありまし

たというものだと考えていただければと思います。本日は、協働のまちづくり推進組織

について検討していきますので、市と協働のまちづくり推進組織が関わりを持つ際の拠

点もしくは窓口をどうするのか、という話も出てくると思います。その際に、コミセン

の扱いについてこの資料に書かれていることは一つの解釈として捉えて、みんなが市の

方を向くとよくないのではないかという意見でした。何もコミセンそのものを全く使わ

ないということではありません。地域と行政の関係を作る際に、どうすれば地域の特性

を生かしつつ、協働がうまくできるのかという点で、ご議論していただきたいと思いま

す。 

皆さん、よろしいでしょうか。他に何かご質問等ございましたら、お願い致します。 

それでは、ご質問等ないようですので、次に進めさせていただきます。本日の中心議

題であります、協働のまちづくり推進組織についての話題に移りたいと思います。これ

までの議論で地域交付金の話などもありましたが、やはり組織をどのようにするのかと

いう議論も重要な話だと思います。前回は、中間支援組織について主に議論させていた

だきましたが、自分たちのまちの組織をどうするのかを皆さんに考えていただきたいと
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思います。１つは、自治会を中心にしたらどうかという意見もございます。もちろん自

治会が中心となる地域もあるでしょうし、あるいはもう尐しフラットな組織の方がうま

くいくという地域もあると思います。いずれにしても、地域毎の特性を捉えながら、そ

れを最大公約数的にぐるっと取り囲むような要件が必要になります。この要件を備えて

いれば協働のまちづくり推進組織となる、というものを考えていただきたいと思います。

事務局にはこれまでの議論や他の自治体の事例を踏まえて、要件をまとめていただいて

おりますので、まずは事務局より説明していただき、その後皆様のご意見を聞かせてい

ただきたいと思います。なお、先ほども申しましたが、自分たちのまちだったらこの要

件で十分ではないか、いや、この要件は尐し違うと思う等、ご自身の立場に置きかえて

ご意見を賜りたいと思います。 

では、事務局より、協働のまちづくり推進組織の仕組みイメージについての説明をお

願いします。 

 

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。先ほど私が申しましたように、大変綺麗な図ではあります

が、非常に客観的な図になっていると思います。おそらく自分たちの地域に置きかえて

考えた場合、これでは問題があるというところや、尐し違うのではないかという部分が

色々とあると思われます。そうした部分は先ほど申しましたように、どのようにして最

大公約数を探していくかが大切になりますので、皆様から色々なご意見を賜りたいと思

います。私個人的には資料 9 ページの「地域の中の協働のイメージ図」について、これ

は協働組織のイメージ図になると思います。確かに図の下の方には「地域住民」が出て

いますけれども、あくまで協働組織のイメージだと思います。組織や客観的に制度を作

っていくという点においては行政が強い部分になります。しかし、実際に地域の人々が

日々感じていることや、実際に動くのはこういった組織ですよ、実際に活動の中心にな

っているのはこの辺りの人ですよとか、この人たちは代表と言うけれども全然民主的に

動いていない等、そうしたことが分かるのは地域の方々だと思います。特に委員の方々

は普段活動されている内容からこのあたりの事が分かると思いますので、ご意見を伺い

たいと思います。それからもう一つ申しますと、この 9 ページの図は県民交流広場事業

の図に近いですね。県民交流広場事業でもこのような図を描いています。明石の場合は

ほぼ全小学校区で県民交流広場事業を実施していますので、尐なくとも形式的にこうし

た組織は揃っていることになります。そこで皆様には、実質的にちゃんと動く、あるい

は民主的な決定ができるためには、どういったイメージが望ましいのか、というところ

を皆さまのご経験等を踏まえながら、ご意見を賜りたいと思います。 
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では、ここからは自由にご議論をお願い致します。 

 

（委員）： 

8 ページ、9 ページの組織図に共通して気になることは、地区社協についてです。私

たちの校区ではこれから小学校区単位に分かれる手続きをして、今年の 4 月から小学校

区単位にしたいと思っています。地区社協は、ボランティア、民生児童委員、高年クラ

ブ、子ども会といったところにより形成されています。この 9 ページの図では、地区社

協と民生児童委員、その他子ども会も全部同列の団体として掲載されていますが、これ

から小学校区単位で社協という組織を作るに当たっては、尐し考えてしまいます。 

 

（会長）： 

 具体的には、何かお考え等ありますか。 

 

（委員）： 

私のイメージで言いますと、どちらかと言うと地域福祉部会というのが、地区社協の

これからの役割、位置づけとして分かりやすいかなと思っています。地区社協というの

は共同募金の還元金など、ある程度助成金をいただいて活動をしていますが、中に入っ

ている人は全員地域ボランティアや民生児童委員で、それぞれの小学校区での団体の方

たちが参加しています。それを別々に振り分けたら、活動がしづらいかなと思います。

もう尐し分かりやすいように私たちも組織を考えていかないと駄目なのですが、今のこ

の図では引っかかってしまいます。 

 

（会長）： 

 事務局より、地区社協について何かお考えがありましたら、ご意見をお願いします。 

 

（事務局）： 

図を作っている側がこう申し上げるのは大変申し訳ないのですが、委員のおっしゃっ

た通りだと思います。説明の中でも申し上げましたように、明石の中で地区社協は、小

学校区単位に分かれようとしているところ、分かれているところ、今後も中学校区単位

で取り組むところ、もしくは小学校区を何校区分か合併したような形で地区社協を形成

させているところ等、色々な形がございます。そのため事務局の中でも、ここに地区社

協を入れるのはどうかという議論はありましたけれども、あくまでも一般的なイメージ

図ということで入れさせていただいております。先ほど委員がおっしゃったように、実

際には自治会長や PTA の役員の方で組織されていますので、特に小学校区単位で地区

社協を再編されたところに関しては、例えば協働のまちづくり推進組織の福祉部会でそ

の役割を担うというような形を取るのが、スムーズにいく形かと考えております。 
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（会長）：  

逆に言いますと、社協は完成された組織であるということですね。その中で協働のま

ちづくり推進組織に係わっていくことは、実際のところ難しいのではないかという点を

懸念されたのだと思います。なかなかすっきりとはいかないだろう、ということですね。

民生委員の方とも係わりが強く、民生委員を補佐する社協の推進委員会等も社協と係わ

っています。非常に不可分なところもあるので、すんなり組織化に向いていくのかなと

いった部分を懸念されていると思ったのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員）：  

同じようなメンバーだということですね。地区社協だけを取り上げたなら、他の団体

にいるメンバーが入っているので、結局同じようなメンバーが集まってお金だけは独立

して持っていく、ということになります。 

 

（会長）： 

おっしゃるとおりですね。事務局の方も、事情はご理解いただいていると思います。

先ほど事務局の方からご説明があったように、図は一般的なものになるため、地区社協

が入っています。ただ、おっしゃるように、すでに完成された組織と言いますか、自主

的にお金を動かしている組織をこういう中に組み込むと、結構問題は出るかもしれませ

ん。この点は非常に良いご指摘だと思います。それに、実際にこういう組織を動かそう

と思えばお金がかかることになります。地区社協がお金を持ってきて、そのお金を全部

ここに入れて一緒にしましょうということになれば、それは素晴らしいことだと思いま

す。けれども、それは無理ですということになりますと、なかなか難しくなります。そ

うした状態になった時に、どのようにガバナンスを取るのか、どのようにして協働して

実施するように持って行くのか、非常に難しい問題を含んでいると思います。 

  

（委員）： 

資料 8 ページと 9 ページの図を拝見しておりまして、気になったことがございます。

私は、協働のまちづくりにおいて、やはり民主的な意思決定が重要だと思っています。

8 ページでは協働のまちづくり推進組織の中に、「意思決定機関」と「実行機関」とい

う記載があるのに対し、9 ページでは「運営委員会」と「理事会」という表現になって

います。この運営委員会と理事会の役割分担や意思決定はどのようになっているのかが

気になります。事務局よりいただいた資料によりますと、名古屋や宮崎市の場合は、公

募委員と推薦委員の両者で地域委員会が構成され、そこで意思決定されるとなっていま

した。それによって民意の反映や民主主義が担保されているわけですが、本市の場合は

それをどう確保するかが重要ではないかと思っています。先ほど、組織の要件を綿密に

規定して認定するというお話がありました。事務局がおっしゃったように、組織の要件

をいかに綿密に規定するかが重要になると思います。私としましては、どうしても民主
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的な意思決定という部分が気になるところです。事務局に意思決定の方法について、具

体的なご説明をいただきたいと思っております。 

それから中間支援組織についてですが、他市の中には中間支援組織を設けていないと

ころもございます。中間支援組織を作らず、市がその役割を担うとしたら何か問題があ

るのか気になります。シンプルイズベストという言葉もありますように、機構や組織は

シンプルな方がいいのではないかと思っております。8 ページに記載の「市の支援」と、

「中間支援組織の支援」はどのように違いがあるのか、そして両者の役割分担が明確に

見えてこないという点が気になります。また、行政側は財政的な支援だけを指して、こ

れが支援ですということであれば、それは無理があるのではないでしょうか。行政と市、

あるいは議会の 3 者がスクラムを組んでやっていく必要があると思います。この図を見

ていると、中間支援組織が本当に必要なのか気になるところです。PPP（パブリックプ

ライベートパートナーシップ）という考え方がありますように、この点からも市の支援

についてもう尐し考えたほうがいいのではないかと思います。 

9 ページのイメージ図ですが、このイメージ図の組織では各部会が日常生活のあらゆ

る分野を含んでいます。それぞれに部会長がいて、さらにその上に会長と副会長がいる

という組織になっていますが、このイメージ図を見ると地域ごとに権力構造が生まれか

ねないと危惧しています。ある意味では、政令指定都市の中に区が誕生するようなイメ

ージがあります。そういうことがないように会長や副会長等の役員は、長期間の在任を

禁止する等、ある程度年数の制限を設けたほうがいいのではないかと思っています。特

定の方が長期間役員をするとどうしても弊害が出てまいります。そのあたりについて、

条例に盛り込むことは難しいと思いますので、規則や何らかの形で規定すべきではない

かと思います。そうは申しましても、人材の関係でどうしても長期間役員を続けなけれ

ばならない場合もあると思いますので、その辺が悩ましい問題だと思っています。中間

支援組織と意思決定の件について、事務局から意見を伺いたいと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。民主的な意思決定は、非常に大事な部分ですね。民主的と

は何かについても、また突き詰めて考えていかなければならないところです。そのあた

りの重要性は要件にも深く関わってくるところだと思います。ご質問に対して事務局か

らお答えをいただきたいと思います。1 点目は理事会や運営委員会の役割についてです

が、民主的な意思決定が担保されるのかという事も含めて、お答えいただきたいと思い

ます。続いて、2 点目は中間支援の役割ということですが、中間支援の役割と市の直接

の支援とでは何が違うのかお答えいただきたいと思います。3 点目が役員の在任期間に

ついてですね。先程、政令指定都市の中に区をつくるイメージという表現がありました。

いわゆる地域ごとに地域自治組織を作っていくという考え方ですので、確かに近いイメ

ージかも知れません。そのあたりの議論に対してお答えいただきたいと思います。 
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（事務局）： 

なかなか難しい問題提起をいただいたと感じています。まず１点目の民主的な意思決

定については、色々な方法があると思います。例を挙げますと、各部会にそれぞれ市民

や団体が参加し、その中で代表者を選んで、その代表者による運営を決定していくとい

う方法が一つ考えられます。これなら、直接ではないですが、代理という形で意思決定

を担保することができます。そして、部会には個人の方も団体の方も自由に入っていけ

るという方法もあると思います。また、自治会の中から代議員を出し、部会長と代議員

による意思決定機関を作る方法もあるかと思います。小学校区には多くの人がいますの

で、直接全員での総会は難しいと思います。そこで、大きく分けるとこの 2 つの方法が

考えられます。また、先ほど委員がおっしゃったように小さな政府を作っていくような

形であれば、名古屋で実施している選挙というのも一つの方法としては考えられます。

選挙をするまでの規模になるのかどうかについても、またこの検討委員会の場でご議論

していただけたらと思います。 

２点目の中間支援組織の役割については、いろいろ難しいところがあると思います。

現在、市では、コミセンの所長も含めた地域の事務局の支援や、財政的な支援等、様々

な支援をまとめて実施しています。このあたりは今後市の中でも検討していく必要があ

りますが、地域の事務局の裏方としての支援が中間支援組織の役割になるのかなと思い

ます。財政を含めた制度等の大きな枠組みの支援に関しては市が担う役割なのかなと思

っています。ただ、個別のことに関しては今後検討させていただきたいと思います。 

３点目の役員への権力の集中を避けるための在任期間の定め、については、先ほど委

員もおっしゃっていましたように地域内の人材の問題とも関わってきます。例えば、地

域の中から会長に立候補して下さる方が大勢いる状態であれば、選挙という方法も考え

られます。しかしながら、なかなか担い手がおらず輪番制になっている等の問題もあり、

この件についてはもう尐し議論が必要ですし、組織や地域の状況に合わせて考えていく

必要があると思います。 

 

（委員）： 

9 ページの図の運営委員会・理事会の両者の役割分担についてお考えを伺いたいと思

います。 

 

（事務局）： 

まだこの部分については明確に決まっておりません。イメージとして作った図であり、

何かの規約に基づいて作ったものではないので、細かい部分までは特に決まっていませ

ん。ただ、運営委員会は各部の代表者による比較的大人数の会というイメージを持って

おります。決め方にもよるかと思いますが、片方が尐し大きくて、その中に三役会とか

理事会とか役員会があるというイメージで描かせていただきました。あくまで、イメー

ジだと考えていただければと思います。 
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（会長）： 

 よろしいでしょうか。他に何かご意見はございますか。 

 

（委員）： 

事務局の説明の通り、9 ページの図は全くのイメージだと思います。イメージ図のよ

うになればいいなとは思います。しかし、例えば単位の自治会長を決める場合でもなり

手がおりませんし、選挙で決めるわけですが、その選挙をするのも大変なんですね。投

票用紙を各世帯に配布しますが、全役員の立候補がゼロです。みんな白紙で、ほとんど

の人がなりたくないと答えます。場合によってはくじ引きで決めるという状態で、自治

会長および役員のなり手がいません。高年クラブ等も風前の灯火のような状態です。こ

ういう 9 ページのような組織になればいいなと思いますし、先ほどの話で出ました権力

構造の問題が出てくるくらいならありがたいなと思うような状況です。現状では、自治

会自体が崩壊寸前ですね。自治会への加入を義務付けるような規定を条例に盛り込まな

ければ、9 ページの図のような組織は成り立たないと思います。社協や防犯協会を見て

も、ほとんどどの組織も同じような人が集まっています。権力構造の問題で予算の分取

り合戦ができるくらい盛り上がれば、本当に有り難いことです。 

それから、8 ページの図の地区社協についてですが、防犯協会も同じように、各支部

があって、その中で完成された組織になっています。一方、高年クラブに関しては内部

で完成されているかといえば、そうでもない部分もあります。先ほど委員がおっしゃっ

たようにやはり社協があるのは、尐し違和感がありますね。とはいえ、いずれにしても

結局は同じ人たちが担っています。なり手がいないですし、後継者が居ません。 

また、他の委員がおっしゃった中間支援組織が必要なのかどうかという問題ですが、

私も必要ないと思います。そう申します理由は、以前コミセンの所長を支援するために、

係長が小学校区に配置されました。その際に私は、係長は必要ないと言ったのですが、

行政から配置させてほしいという要望があり、配置されることになりました。ところが、

何の連絡もなく、いつの間にか配置されなくなった、そのシステムはなくなったという

のが実情です。それと同じような状況じゃないかと思います。それに加えて、中間支援

組織が優秀な人材の集まりでしたら、何も中間支援という感じではないと思います。独

立した行政組織になりますので、「中間支援組織」という名前から「中間」を外すべき

ではないかと思います。私の意見としては、「中間」が名前に付こうが、付かなかろう

がいずれにしても、この組織は必要ないと思います。ただ、行政が作ると言われていま

すので、仕方がないのかなとは思っています。 

 

（会長）： 

ご意見としては、後継者の問題があるので、民主性の重要性とは別に継続性の問題が
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あるというご指摘だと思います。継続性のある組織でなければ機能していかないという

ことですね。ここは、議論のポイントになると思います。 

 

（委員）： 

先ほどの説明で、中間支援組織のイメージ図については第 7 回の議題としたいという

話がありましたが、若干気になることがありましたので意見させていただきます。前回

配布の資料にあったイメージ図と比べると、かなり分かりやすくなっていると感じまし

た。会長が言われたように、確かに県民交流広場事業で構築した校区まちづくり組織の

形がまさにこの通りだと思います。先ほどの地区社協の話に関しては、例えば現在私達

の地域では地域福祉市民会議と地区社協の方が一緒になって、地域福祉部会のような部

会が校区まちづくり組織の中にできていて、実際に活動しております。組織や取組みと

いうのは、各地域によって変わってくると思いますし、地域毎のやり方が組織図の中に

盛込まれていけばいいのかなと感じています。それぞれの地域の独自性がそこに生きて

くると思います。中間支援組織はいらないというご意見が出ましたが、中間支援という

名称が問題であって、ここに書かれていますように、活動支援や連携支援という名前の

方が中間とは何かという感じにならなくて良いと思います。 

そして、前回のイメージ図の中では行政が後ろにしっかりと見えていたので、行政の

中の各部が対応するという様子が見えました。しかし、今回の 9 ページの図はそのあた

りが見えてこないです。中間支援組織からの支援だけが描かれています。行政と市民が

共に協働するというのであれば、しっかり行政がイメージ図の中にも出てこないとおか

しいのではないかと感じています。 

 

（委員）： 

私も同じように思います。先ほどから出ています地区社協についてですが、PTA や

子ども会や民生委員等、校区内のいろんな団体がほとんど入っていますが、活動をほと

んどしていません。今まで地区社協の名前も知られていませんでした。目立った活動と

いえば、共同募金くらいで、地域内で大きな活動はしていなかったと思います。地区社

協にはほぼ全ての団体が入っていて、その中にはボランティアも含まれていますが、私

はボランティアの立場から言わせていただきますと、やはり図中にボランティアはこの

ように入れておいてもらいたいと思います。地区社協は地域の福祉部会等に入るという

形も良いと思いますが、民生児童委員や地域ボランティアはこのように図の中に入れて

ほしいです。また、中間支援という名称については、活動支援や総合支援でも良いかな

と思っています。 

 

（委員）： 

9 ページに色々と部会が書かれていますが、地域の思惑を生かした形でそれぞれに部

会を作ったほうが良いと思います。そして、必要最低限この図に掲載されている 6 部会
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は必要かなと思いますが、それぞれの地域にこの図のような組織を作りなさいと最初か

ら言うと大変です。それぞれの地域でこういった関係の部会を作って下さいという大ま

かなケースを見せる形で地域に提案する必要があるのかなと思います。現状だと、この

図のままの形で部会を作ってくる可能性もありますので、出来ればもっと、参考ですよ、

という形で表現する方が良いと思います。 

それから、申し訳ないですが、9 ページのイメージ図では行政が全然出てこないので、

もっと行政のバックアップが見えるようにしていただきたいです。また、図中の「小

PTA」という表現が気になります。PTA は小学校だけでなく、地域の幼稚園や保育園、

育友会等を含めて、地域で子どもを持っている親全般ということで同様に掲載して欲し

いと思います。先ほど委員もおっしゃったように、地域の組織は全てリンクしています

し、またそれぞれの組織の上に連合組織もあります。それぞれがどのような形で連携し

ていくのか、という図がもう一つあれば良いなと思います。 

 

（委員）： 

私が芦屋で仕事をしているあしや NPO センターは、今ここで言うところの中間支援

組織に当たります。「中間」という言葉を除いたらどうかというご意見も出ましたが、

中間支援組織というのはそれで一つの言葉です。中間支援組織が必要ないという意見も

ありましたが、こういった組織は必要です。この枠組みの中にこのまま入れていただき

たいと思います。どこが取組むのかという問題は別として、例えば、芦屋における私た

ちの組織では、行政や地域自治会等、色々なところの相談を受けています。私達で受け

きれない相談内容については専門の弁護士等を紹介することもありますし、中間支援組

織では相談機能が一番重要になります。スキルの高い相談対応ができるかが中間支援組

織に必要な能力だと思います。さらに、第三者的な視点を持てるかどうかが大切です。

行政であれ、事業者であれ、地域団体であれ、どこの組織とも寄り添える、どこの組織

とも共感できる、というニュートラルな組織としてお互いを繋ぐという意味が中間支援

組織にはあります。中間支援組織とは、行政でもなく、地域でもなく、みんなを応援で

きる形で、誰もがここを使えるような組織であると思っています。言うならば、無色透

明な組織、黒子に徹する組織だと私は捉えています。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。中間支援組織の役割について詳しく教えていただきました。

「中間」というのは、真ん中ということですね。例えば、行政と団体を繋ぐだけでなく、

団体と団体を繋ぐこともあります。前回の図では行政と地域を繋ぐという意味合いが強

く見えましたので、中間支援組織が無駄ではないか、という意見が出ました。しかし、

先ほどの委員の説明にあったように、何も地域と行政を繋ぐだけではなく、様々な組織

を繋ぐという役割があります。そうであるなら、行政の外郭団体でいいのかというご意

見もあると思います。神戸市等の経済活動のバックボーンがある地域では独立して活動
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することもできますが、やはり明石市を含む東播磨より西側の地域では、まだまだ行政

との結び付きが強いと思います。これは地域の経済力の問題とも絡んでいると思います。

例えば、兵庫県には兵庫ボランタリープラザという中間支援組織があって、この団体は

県の社協が運営しています。これは、かなり行政に近い組織になります。この組織は神

戸市にあるのですが、神戸にある必要はないのではないか、もっと経済力の低い地域に

設置すべきではないか、という意見も一部では出ています。中間支援組織をどこが担う

のかは色々と議論があると思います。今は市の外郭団体であっても、将来的には独立し

て活動できる可能性もあるのではないかという期待もあります。組織についての詳細は

次回の議題ということですが、尐なくとも役割に関しては市の支援とは違うという事だ

け理解していただきたいと思います。 

色々な議論が出てまいりました。まだお話されていない方からもご意見をいただき、

まとめていきたいと思います。お願い致します。 

 

（委員）：  

市民活動を十数年している立場からお話させていただきますと、中間支援組織は絶対

に必要だと思います。広域で活動していると、調整役というのは必要になってまいりま

す。8 ページの図には、NPO が 2 つ描いてありますが、明石市にもナイジェリアで道

路を作っている NGO もありますので、将来的なことを考慮した上で NPO と NGO 両

方を入れていただきたいです。また、図中に「参画」と「協力」という言葉が入ってい

ますが、私は思い切ってこの「協力」を「協働」に変えたほうが良いと思います。そし

て、残念なのが、皆さんからご意見が出ていますように、行政が表に見えないというこ

とですね。行政としてどのような支援を行うのか、まちづくりを行うのかを図に落とし

込んでいただきたいと思いました。 

 

（会長）： 

行政の話が出てきましたが、9 ページの図に関して、行政はどのように考えていらっ

しゃるのでしょうか。ご意見をお願い致します。 

 

（事務局）： 

9 ページの図というのは、8 ページの「協働のまちづくり推進組織・意思決定機関・

実行機関」という部分をアップにしたイメージで作っています。ですから、行政はどこ

かに飛んで行ってしまったということではなく、8 ページの図をズームアップにしたと

考えていただければと思います。意図的に行政を飛ばして表現しなかったわけではござ

いません。当然、意思決定機関や実行機関を持った協働のまちづくり推進組織や行政、

中間支援組織などがあり、色々な役割分担をしながらまちづくりに取り組んでいくと考

えています。 
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（会長）： 

ありがとうございました。全てを地域に押し付けているわけではないということです。 

では、次の委員はいかがでしょうか。 

 

（委員）： 

中間支援組織を明石コミュニティ創造協会が担うと書かれていますが、本当にそんな

ことができるのかなと感じています。また、協働のまちづくり推進組織に参加する事業

者については、商業や工業など色々なものがありますし、その後ろには商店街、そのほ

かの企業があります。商店街組織以外の商業については、地域の中でどうなるのかなと

思います。あるいは、商業の中でもいわゆるロードサイドショップなどの出先機関はど

うなるのかという点も気になります。商業振興条例の中では、参加や協力だけでなく、

地域へもっと貢献をしていただきたいと考えその内容を記載しています。私は様々な商

業・工業含めた地域の総合経済団体を代表するものとしてこの検討委員会に入っており

ますので、実際のまちづくりについて、どのように考えたらいいのかはよく分からない

部分はあります。ただ、事業者は市民であるので地域の活動にも参画すべきだと思って

います。 

あと、協働のまちづくり推進組織の組織についてですが、各部会を作っても、部会長

によって一生懸命に取り組むところと全然取り組まないところとありますので、なかな

か大変だと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。皆様からいただいた意見をまとめていきますと、最初に民

主的という言葉がでました。協働のまちづくり推進組織の中で民主的であるということ

が重要な考え方になると思います。民主的とは何ぞや、という事ですが、例えば国連は

1 国 1 票制です。一方、EU はドイツやフランスなど経済力が強い国に票が多く割り当

てられています。どのようなものが民主的であるのかについては色々な要件があると思

いますが、まずは民主的であるという考え方が一つの鍵になると思います。 

次に、継続性の話ですね。人材を含めての継続性や組織としての継続性といったとこ

ろが、お金の問題も含めて、組織について考える上で必要です。 

また、複数の委員から出ましたように、どのような人が参加するのかという議論があ

りました。市民というのは、住民だけでなく、この地域で事業をされる方々も含みます

ので、様々な人々が入れるような組織としての開放性という点が大切になると思います。

そして、組織性という部分もあります。先ほど委員がおっしゃった地区社協の問題にあ

りますような、既に様々な組織が集まって構成されている組織をどう組み込むのか、と

いったような問題です。実際に組織として動かせるかどうかといった事も組織を考える

上で重要な事項になると思います。 
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（副会長）： 

今、会長がまとめて下さった通りだと思います。ご意見にありましたように、初めか

ら 9 ページのような完成されすぎた図を作ってしまっては、硬直的な発想に繋がってい

きやすく、結果、実際に機能していく集団になりにくいと思います。やはりこの図の示

し方についてはもう尐し考える必要があると思います。また、民主的な運営についても

良く似たことが言えるのではないかと思います。一昨年、ISO26000 という全ての組織

における社会的責任についてのガイドラインができました。その規格作成の議論にはか

なりの時間をかけて、多数決という手法をとらずに、7 割の人が合意できるレベルにな

るまで議論を煮詰めて合意を積み重ねて最終到達点に持っていくという手法を採りま

した。この手法により年を経過するごとに参加する団体が増えていったという事です。

新しい民主的な手法を開発しつつ、規格を作っていったという事です。全てにおいてそ

うした手法が取れるわけではありませんが、どういう問題が地域にあって、どういった

部会が必要なのか考える際などは、このような手法を取り入れていくこともできるので

はないかと思います。 

それから、中間支援組織については、お二人の委員がおっしゃっている通りだなと思

いました。みなさんが、実際に機能するかどうかを懸念されていますように、人材の問

題や人材の枯渇に対して、外から支援していく必要があると思います。支援のネットワ

ークを張り廻らしていくことは大切だと思います。その際に中間支援組織が人材が枯渇

しているような地域の相談を受けたり、サポートしていくという役割を担わないといけ

ないと思います。それが可能な中間支援組織を作っていかないといけないと思います。 

もう一点、自治会の担い手自体が減ってきているので、今後条例の中に自治会加入に

ついて盛り込んではどうかという意見も出ていました。例えば、人口が増えている滋賀

県守山市では 95％の組織率があり、マンション等の開発の段階で自治会へ参加するこ

とを行政指導しています。都市計画の中にもコミュニティ政策の考え方を盛り込んだ市

政運営を展開されています。また、農村を中心とした元々地域にあるコミュニティの伝

統行事に新しい人々が入っていけるように、旧地域側も寛容な動きをしていると聞きま

す。市のマネジメントと地域側の寛容性という両方をうまく合わせていくことで、新し

い住民が入ってきても地域の力をうまく保持していくことを実現されているという例

もあります。そういうことも参考にしつつ、明石市の場合も新しい住民をどう地域に巻

き込んでいくのかを、コミュニティ政策を考えると同時に市政の中に作っていかなけれ

ばいけないと思います。そういった点は、市の役割の中にもう尐し意図していただく必

要があると思います。 

 

（委員）： 

私は、8 ページに記載されている市の役割、地域の役割についてはこれでいいのかな

と思っております。それから、現在県民交流広場事業を二十数箇所で実施しているので

すが、5 年間経過した私たちの魚住まちづくり協議会では、協働のまちづくり推進組織
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とほぼ同じようなスタイルとなっています。地域の中に、例えば先ほどから話が出てい

ます地区社協など様々な単独の組織があり、今まで各々がテーマを持って取り組んでい

るので、それはそのままの取組みを展開してもらっています。 

県民交流広場事業ということで新しいテーマを持ち、まちをどうしようかと考えなが

ら、予算や財政の範囲内でまちづくりを行っています。組織に関しては、それぞれ地域

団体の代表あるいはグループから行事や事業によって参画してもらうという考え方で

進めています。例えば、防犯であれば防犯協会やスクールガードの方に活動に携わって

もらっています。子育ての場合はテーマによっていろいろな団体に参画してもらってい

ます。それから、現在推進している故郷づくりであれば、高校生にも参加してもらって、

一緒に事業展開しています。そういう形で各種団体に入っていただくと、それぞれ主体

性やテーマを持った団体が単独ではできないことにも取り組めます。日本の中で明石が、

そうした地域としての品格を作るという地域づくりが、協働のまちづくりではないかと

思っています。それを実施するための支援として、地域交付金であったり、自分たちで

運営する地域事務局といったものが、これからの支援策なのかなというイメージを持っ

ています。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。皆様のご意見を聞きながら、民主的なところをどうするの

か、意思決定の在り方をどうしていくのか、民主主義の考え方をどのようにするのかと

いう点が大切だと思います。先ほども申しましたように、民主主義の考え方は地域によ

って違ってくる場合もあります。例えば、多数決の地域もあれば、話し合って全員合意

まで持っていくという地域があってもいいと思います。そうした何らかの意思決定の仕

組みを持っていて、それが客観的に見て妥当なものである、ということが必要だろうと

いうのが皆様に共通するご意見だと思います。それから継続性の問題ですが、これにつ

いてはまだ十分なご意見がなくて困っている状態です。先ほど副会長がおっしゃったよ

うに、外部からどのように人を入れていくのかという議論に関係します。これは NPO

のように、参加を希望する方に対して拒否しないで、組織を運営・維持するためにうま

く解放していくということが、前提になるだろうと思います。完全に開放しなくても、

ある程度うまく開放するような形です。その中で、委員がおっしゃったような事業毎に

参加者が変化するという例のように、いわゆるプラットホーム型の組織であっても良い

と思いますし、あるいは、この指止まれ型の組織であってもいいわけです。魚住地区で

実際にそうした組織が機能している事例を考えれば、このような組織も立派な協働のま

ちづくり推進組織になるだろうというご意見だと思います。協働のまちづくり推進組織

の参加の在り方の多様性といった考え方を市としては持っていた方が良いのではない

か、といったご意見をいただいたと思っております。こうした点を踏まえながら、協働

のまちづくり推進組織をどのような要件で認めていけばいいのかを、事務局の案を伺い

ながら、考えていきたいと思います。先ほど皆様にご意見をいただいた要件は、だいた
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い含まれていると思います。そうした皆さんのお考えと、事務局が調査した他市事例と

合わせながら、では明石市ではどうだろうかという点を議論していただきたいと思いま

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「地域自治組織の要件と認定」について説明 

 

（会長）： 

ありがとうございました。資料 17 ページ目以降は、市町村毎に条文を切り出してい

ただいたものですね。こちらも参考にしながら、議論を進めていただきたいと思います。

先ほど何点かまとめさせていただきました項目も、いくつかこの要件の中に入っていま

す。やはりこういう地域自治組織（地域に根差した自主的な組織活動）には、皆様から

ご指摘いただいたことが密接に関係していると思います。ただ、マネジメントや継続性

の部分が他市事例にありませんでしたね。このあたりを踏まえた形であれば、皆さまが

こういう形であれば、協働のまちづくり推進組織として認めることができるのではない

かという事を議論いただきたいと思います。図が一人歩きしてしまうというご意見はお

っしゃる通りです。例えば、委員の魚住小学校区では、図中のような組織が既に出来て

いますが、実際はプラットホーム方式で動いているという実態が表現できません。とり

あえず組織の形式だけ整えて、補助金をもらってしまおうという話ばかりになってくる

と、実際に活動している人たちにお金が全然届かないということになってしまいます。

具体的に協働を進めるエンジンの部分を考えなければいけないと思います。とりあえず

は色々な観点からで結構です。先ほど皆様からご指摘いただいたところが要件と関わっ

てきますので、ご意見を賜りたいと思います。 

 

（委員）： 

協働のまちづくりでは、計画性が大事だと思います。私達のまちをどういうまちにし

たいのかを考え、だからこういう計画を立てて実行しますという柱を立てて、それから

予算を立てたり、事業を実施したり出来るのだと思います。そういう計画性がなかった

ら、いったいお金を何に使うのかなと思いますし、今まで行ってきたことの繰り返しに

なってしまいます。地域づくりに取り組みしていく上で、やはり計画性が大事になるか

と思います。 

 

（会長）： 

例えば、魚住小学校区は、どのように目標を立てて計画されているのでしょうか。何

か工夫等があれば教えていただきたいと思います。 
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（委員）： 

小学校コミセンが設置されたのは、私たちの地域は 28 小学校区で最後でした。その

後、校区まちづくり組織が出来上がって現在 7 年目になります。何をしようというより

も、とにかく地域には話し合う場や交流する機会がなかったので、まずは他の地域のい

いとこ取りをしようということで始まりました。他の地域でこういう行事を行っている

よ、こういう組織を作っているよというのを聞いて、いいところを真似してきました。

そうしている時に、たまたま県民交流広場事業があったので取り組むことになりました。

同事業は何かテーマを決めて組織を作って実施することが必須でした。コミセン活動と

しては最後からですので遅れましたが、恵まれたスタートだったと思います。地域とし

ては自治会長が中心になって、我々が出来なかったことで他の地域が行っていることを

習って、実施してまいりました。コミセンを作ったのは遅れましたが、方法としては、

テーマを拾い集め、いいとこ取りをしながら取組みました。私共としましては、遅れば

せながらではありますが、頑張っているという状況です。 

 

（会長）： 

 ありがとうございました。皆様、ご意見をお願い致します。 

 

（委員）： 

最近つぶやきが流行っておりますので、私もつぶやきたいと思います。市民活動をし

ていますと、明石の中で自治会活動というのは恵まれているな、特に予算面等で非常に

恵まれているなと感じることがあります。市民活動や NPO は必至に資金を取りに行っ

ているという感じがします。自治会を通してのまちづくりと、市民活動や NPO を通し

てのまちづくりというものが、明石の場合は根本的に違うのではないかと感じています。

だから中間支援組織がいらないと平気で言えるのではないかと思いました。私達として

は絶対に中間支援組織は必要ですので、この考え方の違い一つを取ってみても、同じフ

ィールドには立っていないと思います。まちづくりの平等性と言いますか、何かまちづ

くりの偏差値のようなものがあればいいのにと思います。特に資金や予算の面では非常

に差があるため、まちづくりの平等性という事について考えてしまいます。 

継続性等の話も出ましたが、やはり最終的にはチェック機能が必要になると思います。

それは、何も金銭面だけでなく、事業の質に対する監査が必要で、それが積み重なって

明石らしさが出てくるのではと思います。 

 

（会長）： 

ここはディベートの場ではないのですが、考え方としてはテーマ型組織と地縁型組織

がありますね。自治会については、先ほど委員がおっしゃっているように会員が減り、

自治会費が減っているという問題が確かにあります。しかし、確実に会費が入ってくる
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という部分で安定した基盤があります。あるいは行政からの委託金もあります。もちろ

んその金額は決して大きくなく、本当に事業を展開するのが精一杯だという事は理解し

ています。ただ、先ほど委員がおっしゃっていたように、市民活動や NPO はゼロから

立ち上げるところではそうした部分も全部自分で作っていかなくてはならないので、要

するにスタートラインが違うということを意図されているのだと思います。 

何かご意見はございますか。 

 

（委員）： 

自治会では、各々が自治会費を集めます。また、イベント毎にあちこちを回って寄付

を募るわけですね。別に恵まれているわけではないですよ。お金を集めることは本当に

大変な作業です。イメージやスタートラインが違うというお話がありましたが、自治会

広報紙では、我々も企業から広告料を取って運営資金にしています。また、市からの委

託金については、活動資金ではありませんし、金額も小額です。我々はもっと努力して、

市からのお金がなくても、自分たちでしていきたいと思っています。 

それから、中間支援組織については、お二人の委員とかなりイメージが違うなと感じ

ました。私が中間支援組織を不要だと考えた理由は、組織にはお金がかかるという事で

す。拠点となる場所も必要になります。その費用は何千万円にもなるのではないかと思

います。もしそのお金を各校区に渡せば、もっと素晴らしいことが出来ると思うので、

中間支援組織は必要ないと申しました。確かに組織があるほうがいいとは思いますが、

経費がかかるから必要ないと思っています。 

9 ページの図ですが、イメージモデルとのことですが、私の地域では、自治会をはじ

めとする各種団体の代表が集まって話し合っているだけです。部会というのもありませ

んので、そういう地域があっても良いのではないかと思います。そのような地域があっ

ても良いという事にならないと部会の数の役員数が足りないことになってしまいます。

何か事業を行うからみんな集まって下さい、という形になっています。そのようなイメ

ージ図も作られた方が良いのではないかと思います。このイメージ図を渡すとみんなが

こういった組織を作る事に一生懸命になってしまい、実際は組織が機能しないという事

になりはしないかと懸念しています。 

 

（委員）： 

因みに市の予算案を見ましたら、来年度予算原案で、ステーション活動センター900

万円、中間支援組織に 4,600 万円、それだけの金額が出るように予算原案はなっていま

す。 

 

（委員）： 

私は予算とは違う話になりますが、先ほど他の委員がおっしゃったように、地縁型組

織や分野型組織が一つの地域に入って協働でまちづくりをしようとすると、何となく違



 18 

和感を感じることがあります。お互いに心を開いて、どういうふうに進めていくかが大

事になります。そうなりますと、認定方法について計画性が必要になると思います。地

域のボランティア団体等も何らかの面白い計画を持っていると思いますので、その辺を

地縁型組織の活動とどう結びつけるかが課題だと思います。 

 

（会長）： 

先ほどの議論についてですが、自治会というのはいわゆるブランドだということです

ね。例えば広告一つを取りに行くにも、取りやすいということだと思います。ゼロから

始める団体に比べると、違いはあると思います。そういった意味ですので、恵まれてい

るという意味ではありません。 

先ほど委員がおっしゃった課題については、他の委員のほうがお詳しいと思います。

地縁型組織と分野型組織が地域においてどのように協働していくのかについて、何かお

話をいただけますでしょうか。 

 

（委員）： 

芦屋も１番の目標は、自治会と NPO の協働ですが、残念ながらこれは進んでおりま

せん。自治会については芦屋も明石と同じで、ブランドになります。自治会は今までの

長い歴史の中で地域を支えまちを作ってきてくれたというイメージですが、NPO は新

参者で何をしているのかわからないというイメージが芦屋では強いと思います。新しい

考え方や新しい風、これからの目標や希望を NPO の方が持っていると思います。ノウ

ハウも自治会とは違うものを NPO は持っているので、自治会は自治会のやり方を尊重

しつつ、NPO の新しいやり方を尐し得ていくのが良いのではないかなと思います。そ

れこそ中間に立って考えると、両者とも良いものを持っていますから、1＋1 は 2 以上

になると思っています。けれど、なかなかお互いに何者なのかという感じでうまくいか

ず、大変です。NPO は自由ですので、どこにでも入っていきたいと思っていますが、

果して自治会の活動に入って良いものかと躊躇する部分があります。自治会側が一緒に

取り組んでいこうという姿勢や誰でも活動に参加出来るというシステムを示していた

だければ、NPO も地域の活動に入りやすくなると思います。 

 

（委員）： 

地域自治組織の要件と認定に関する資料の中で、8 つの項目が入っていれば条例とし

て良いのではないかという説明がありました。その中で私が気になりましたのは、透明

性の中の事業計画書や予算書とか、そういった部分をはっきり地域住民に情報公開しな

ければいけないのではないかという点です。 

また、8 ページの図の中に市の役割で交付金をはじめとした各種支援といった支援策

が 5 項目ほど出ていますが、地域のまちづくりの中で一生懸命計画を立てて、そのたび

に事業予算を考え、その内容を PR していける団体は良いと思います。しかし、活動が
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活発でないところや、底上げをしなければならない団体に対して何もしないのでは、明

石市として問題があると思います。既に各小学校区などで取り組んでいる各地域への支

援について最低限考えていかなくてはいけないと感じました。市が地域から何も提案が

ないから何もしない、というのでは困ると思います。 

 

（会長）： 

そのあたりについて、事務局はどのようにお考えでしょうか。交付金事業についても

ある程度議論されていると思いますので、その点について今の状況で結構ですので把握

していることをご説明いただけますでしょうか。 

 

（事務局）： 

何もしない地域は放っておくということはございません。自分たちでまちづくりに取

り組める地域は、ますます進んでいただきたいと思いますし、自分たちだけでは取り組

めない地域はその原因を何らかの方法で取り除いていく、もしくはカバーする、違う方

法を考える等を考える必要があると思います。その方法にはいろいろな形があると思い

ます。市が入っていくという方法も一つあるでしょうし、中間支援組織が入っていくこ

ともあると思います。また、出来ない原因が人材やノウハウという部分であれば、NPO

やボランティア等の外の力を入れる等、その力を持った所に入ってもらうというのも一

つの方法だと思います。色々な方法があると思います。前回の議論でご意見をいただい

たように、自分たちだけではまちづくりに取り組めない地区をあえてモデル地区にして、

一緒に力を入れてやっていく事も考えられます。方法は色々ありますので、何もしない

という事はありません。できる限りその地域にあった形で支援をしていきたいと思いま

す。 

 

（委員）： 

9 ページの図では、各団体について同じ大きさの四角が同じレベルで並んでいますが、

全ての地域が当てはまるわけではないですね。ある地域は地区社協が全部包括していた

りもするという話もありました。つまり、大きい小さい、濃い薄いなど、元気に動ける

地域もあれば、団体はあるけれどもほとんど動けない地域もあります。いったい自分の

地域にはどれだけ団体があるのか、そしてどの団体が活発に動けるのか、あるいはどの

団体は今動けないのか、それらの状況を把握した上で、お互いの違いを認識することが

必要だと思います。それぞれの役割も今の状況も違いますから、自分の中の地域の元気

のいい団体や会員の尐ない団体等、まず自分の地域の状況を示す 9 ページのような図を

作るのが良いと思います。そして助けられる団体があれば助ければ良いし、全ての団体

が同じ量の役割を担わなくても良いと思います。お互いの違いを認め、それを共有しな

がら、この体制だったら何が出来るかを考え、役割分担していくことが基本になるので

はないかと思います。 
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（委員）： 

現在、高齢化の進展と尐子化が進んでいる中で、行政ニーズが非常に多様化していま

す。その中で従来のように「行政サービス＝公共サービス」という観点ではなく、公共

サービスを市民と市が協働で支えていくという観点が必要だと思います。そういう意味

で PPP という考え方があるのだと思います。明石市では、中間支援組織が色々と支援

していく事を考えていますが、市としては、財政面の支援以外にどのような支援をして

いるのかを教えていただきたいです。 

 

（会長）： 

 事務局の方は、このご質問についていかがでしょうか。PPP の考え方というよりは、

現場の考え方を聞きたいと思いますので、お願い致します。 

 

（事務局）： 

色々な形で本格的に協働のまちづくりに取り組み始めたのが、平成 18 年です。協働

のまちづくり提言という形で、本格的に明石市で取り組んでまいりました。みなさんが

一番目に見えやすい形のものは、コミセンだと思います。コミセンは市の施設として設

置をしていますが、地域の方々も自由に使えるように、市と地域と一緒に使える施設を

提供しています。平成 18 年から様々な変化はありましたが、地域の事務やまちづくり

を支援する形で、希望する校区だけですが、現在もコミセンの所長と事務員を配置して

います。 

それから、小さな市民活動を応援する目的で実践活動助成や、新しい公共という部分

の事業を育てていきたいということもあり、2 年前から市民提案型のパイロット協働事

業も実施しております。こちらのパイロット事業では金額的にも大きな事業を団体、地

域、NPO 問わずにご提案いただいて、実施しています。この他、防災や福祉関係等、

小さな補助金なども交付しています。 

 

（委員）： 

 芦屋市の場合の行政支援について教えていただけますでしょうか。 

 

（委員）： 

自治会に対しては、連合自治会にお金が出ています。連合自治会に独立してほしいと

の意図もありまして、かなりの金額を出しています。各単位自治会は、それぞれ会費を

集めて自分達で活動しています。ただ、地域内の清掃活動と緑化に対しては申請すれば

若干のお金が出ています。金額は非常に尐ないです。NPO やテーマ型に対しては市民

活動センターを建てて、その運営費を出していますが、補助金や助成金が出ているとい

うことはないです。市は協働のモデル事業として行政提案型のモデル事業を今年 2 つ実
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施しました。それに関しては市の予算が付いています。 

 

（会長）： 

終了時間が来ておりますので、今日の議論をまとめさせていただきます。本日は、ど

ういう組織が協働のまちづくり推進組織なのかというイメージを作っていただきたか

ったのと、本当はその認定方法にも話を進めたいと思っておりました。ただ、認定方法

までは話が進みませんでした。皆さまの話を伺っておりますと、会長はどうする、それ

を選挙で選ぶといった組織に関する議論よりも、先ほど委員がおっしゃったように、目

標や課題を共有するという部分の議論が出てきたと思います。民主的な手続きというの

は、いわば地域の課題や目標を共有し、計画を立案していく。そのプロセスへの参加の

方法や意思決定の方法が明確になっているという事が大事なのだという事です。つまり

何らかのルールがあって、それに従って参加し、目標を共有するプロセス、あるいはそ

の目標に向かってどのように進んでいくのかというロードマップを作っていくプロセ

スです。そして、そこに参加するきちんとしたルールがあるということが一つの民主的

な考え方であり、一つの答えだと思います。地縁型組織が中心となった協働のまちづく

り推進組織の中に、テーマ型組織が入っていくときの一つの考え方として、ルールが必

要になってくるといえると思います。 

二点目は、その目標を共有する団体であれば、原則として開放していくということで

すね。参加するかしないかは、もちろんある程度自由だと思います。全ての住人の一人

一票という形の民主主義ではない組織の動かし方になるようなイメージを皆さんの話

から感じました。9 ページにある協働のまちづくり推進組織は全員の理想かもしれませ

ん。しかし、皆さんの話を聞いていると、この組織を作るのが精いっぱいとなって、こ

の図の通りでは実際には動かないのではないかと懸念されます。それならば、ある種、

目標を明確にするプロセスがあって、それに対して計画が作られ、それに参加してくる

人が出てきて、そういう人たちがしっかりとメンバーとして関わっていける、というこ

とが大切ですね。その方が本当に動いていけるのではないでしょうか。そうすると先ほ

どの社協の問題も解決していくわけです。この地域で問題があるのは福祉だという事が

はっきりすれば、社協がどう関わっていくのかということが、計画の中で議論されてい

くということになります。そういう様なイメージがあるのではないでしょうか。 

社協とは、社会福祉協議会のことですね。要するに社会福祉事業会ではありません。

ただ取り組んでいるのは事業です。まちづくりに自分たちで取り組んで下さいというの

が、社協の元々の考えであり、原点なのです。GHQ が命令したので上部から組織化し

ていった経緯があるが、実は社協の本来の目的は、色々な団体が集まって、自分達で協

議して、福祉課題について地域の方たちと話し合って、その解決のプロセスを作ってい

くというのが、社協の精神だったわけです。だからある意味、原点に立ち戻るような形

になるかもしれません。そういった様々な組織が関わりながら、一緒に参加するルール

は明確にしていきましょう、それを共有する人には原則開放しましょう、ということで
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す。それがおそらく、今日皆さんにご議論していただいた意見の一つの終着点になるか

なと思います。ただ悩ましいのは、どのように継続性を担保していくのかという部分で

す。これはある意味において、同じ人がずっと続けていくというのはたぶん難しいと思

われます。目標が変わってきて、あるいはテーマが変わってきたら、もしかしたら中心

メンバーは尐しずつ変わっていくかもしれません。これによって継続させていくという

形になるのかもしれません。そしてそれは地域によって違うでしょう。地域によってこ

ういう組織がいいですといったものではなく、こういった要件のほうが協働のまちづく

り推進組織には大事な部分ではないでしょうか。雲をつかむような表現になってしまい

ますが、おそらく 9 ページのような綺麗な図を描くことよりも、そうした点のほうが重

要なのだと感じました。 

 

（委員）： 

言われてみれば、その通りだと思いました。 

 

（委員）： 

モデル組織というよりも、PTA や自治会などの一定の組織を入れた上で、各地域に

自由に組織図を作らせたほうがいいですね。それを市が認定するという形が良いと思い

ます。市でモデルの組織図を作ると、どうしてもそれに合わせようとしてしまいますの

で、このような団体が入っていれば良いという形だけを提示し、その他は何もなしで組

織を作らせる方が上手くいくと思います。 

 

（会長）： 

 地域の課題に対してどのように解決するかは地域が分かっているということですね。

それに係わるのはこういった団体が中心にやっていけば良いという風になっていくの

でしょうね。 

 

（委員） 

小学校区ごとのまちづくりと全市的に活動している NPO や市民活動団体は違うので、

どこかの小学校区に入るのは無理だと感じます。 

 

（委員）： 

尐し PR になりますが、メリディアン・マーチングフェスタでは、実はある自治会の

方が山のまちと交流があるので、助成金を引っ張ってくれることができれば、山のまち

の方を明石に招待して、できたら 10 月のマーチングも一緒に見ていただくという話が

あります。地縁型組織でも、明石は音楽を通してこのような青尐年育成事業に取り組ん

でいるんだ、と言って下さった自治会の方がいます。それを聞いて嬉しかったですね。

このような形の地縁型組織との係わり方があるのだなと感じました。これは柔軟な発想
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ですし、これからのまちづくりにとってもこのような係わり方も良いのではと感じまし

た。 

 

 

（会長）： 

先ほど私が申しましたが、組織図を描くより仕組みやプロセスを描いた方が良いと思

うのですが、いかがでしょうか。組織図を描いて会長をどう選ぶのかという事ではなく、

むしろプロセスを明確にするほうが大切だと思うのですが、皆さんのお考えはどうでし

ょうか。 

 

（委員）： 

その通りだと思います。 

 

（会長）： 

 本日の議論を踏まえまして、事務局には再度図をまとめていただくことになります。

最後に、副会長よりご意見をお願い致します。 

 

（副会長）： 

会長の話は私もそう思いますし、皆さんも納得していらっしゃるかと思います。何度

も議論に出ていますように、ここの 9 ページの図は、かなり優秀な職員の方が作ったん

だなと思います。まさに小さな市役所があるような感じですね。たぶん地域自治を進め

ていく時に、これから一番重要なことは縦割り化するのではなく、むしろ横断化するこ

とだと思います。委員の方の話にありましたが、地域の課題に対して、それを解決する

ために知恵がある人や汗をかける人が集まれ、というやり方を実践されている地域があ

るという事は、それを証明していると思います。声や経験を横に繋いでいき、色々な知

恵を持ち寄って課題を解決していけるような地域自治像みたいなものを作っていく必

要があると思いました。そういう考え方からすると、今回のこの図はやや役所的な感じ

がしました。本日は、活発な意見が出てきて、良い議論ができたと思います。 

 

（会長）： 

本日は協働のまちづくり推進組織の認定方法にまで入りたかったのですが、間に合い

ませんでした。この点は、次回の検討委員会で、中間支援組織の在り方等を含めて、議

論させていただきたいと思います。本日は、多くのご意見やご議論を賜りまして、あり

がとうございました。 

 

５．今後のスケジュールについて 

（事務局）： 
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皆様、どうもありがとうございました。あっという間に 2 時間となりました。本日の

図につきましては、これはこれで良かったのではないかなと思いました。様々なご意見

をいただき、本当にありがとうございました。 

今後のスケジュールですが、第 7 回は 3 月 26 日 午後 2 時～ 市役所 806 会議室で

開催予定ですが、今日のように時間が過ぎるのも早いですし、午後の早い時間からの委

員会ですので、可能であるなら午後 5 時までの 3 時間バージョンでお願いしたいと思い

ます。 

 それでは、本日はこれをもちまして第 6 回検討委員会を終了致します。 


