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第８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 4月 23日（月）14：00～16：00 

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、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）：  

定刻となりましたので、ただ今から、第 8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。本日の検討委員会の委員の出欠の確認ですが、一

名の委員がご都合により欠席されておられます。 

●事務局による議題の説明 

 

２．第７回までの検討委員会での主な意見 

（会長）：  

これまで皆さんに色々なご意見いただきまして、条例内容の流れというものが出てき

たと思いますけれどもまだまだ不足している部分、あるいはこれはまだまだ議論が足り

ないんじゃないのか、とかそういった部分がいくつか残っていると思います。当初「こ

ういう条例を」というある種の形のようなものはあったわけですけども、これまでの議

論で中身を詰めてきて、それを形にあわせていくという作業がこれからの作業になって

いき、不足している部分はさらに検討していくという必要があります。事前に速達で皆

様のお手元に資料が届いたと思います。ぎりぎりまで事務局と協議してやりとりをしな

がら調整をしていった資料でございまして、皆様充分なご検討時間がなかったかもしれ

ませんけども、どんどん意見をいただいて、よいものを作っていきたいと思います。 

それでは、「検討委員会の主な意見」について事務局の方からご説明をお願いいたしま

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 7回までの検討委員会では、協働のまちづくり推進組織

のイメージはどのようなものなのかを皆さんに共有して欲しいという事で、事務局に

様々な図を作っていただき提示して貰いました。第 7回の検討委員会での主な意見に関
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しまして何か意見はありますか。 

協働のまちづくり推進組織とはどのようなものなのかという事についてはある程度

まとまってきたと思います。もちろん民主的な手続きとはどのようなものかといった細

やかな部分は事例を出していかないとわからないところもあると思います。民主的と言

ってもいろいろなパターンがある中、民主的手続きの方法を一つに決めるのではなく、

透明性があって、住民が納得しうるようなしっかりした手続きを行っている、という事

がわかるようにすることが重要なことだと思います。 

質問、ご意見ないようですので、次の議題に移ります。本日の中心議題となります。 

この条例の考え方の基本は自治基本条例に定めている「協働のまちづくり推進」とい

う内容を具体化するという事です。協働のまちづくり推進の中で重要なのは、協働のま

ちづくり推進組織であったり、それを支援する機関やシステムであったり、交付金など

のお金の話であると思います。ある程度そのあたりの形が見えてきた状況なので、条例

にそれらを落とし込んでいく作業が必要になります。 

私と事務局が何度もやりとりをしながら作成した案を本日は示させて頂きます。もち

ろん本日提示する資料は条例の条文ではなく、「このようなイメージで条例ができます

よ、このあたりで議論を行いますよ」という骨格です。この内容を受けてご議論頂きた

いと思います。それでは事務局より説明をお願いします。 

 

３．条例項目（案）別の検討状況について 

（事務局）： 

資料 2により「条例項目（案）別の検討状況」について説明 

 

（会長）： 

ありがとうございました。考え方としましてはやはり一番重要なのは自治基本条例で

す。この中に協働のまちづくり推進等について書かれておりますので、まずは自治基本

条例をふまえて協働のまちづくりの理念でありますとか、目的あるいは原則ですねこう

いうものを定め、それを実現する手段であるところの協働のまちづくり推進組織であっ

たり、あるいはその活動を支援するための仕組みを作っていくという流れになっており

ます。そのための役割はどうなっているのかというところが最後にでてくるわけですけ

ど、協働のまちづくり推進組織の形や支援のあり方とかいうことをずっと議論してまい

りました。そのあたりはある程度定まってきたと思います。理念等につきましては自治

基本条例を踏まえながら書いていますのでそことの調整が必要となってまいりますし、

中間支援組織についてはこれからも議論が必要となってくるでしょう。 

協働のまちづくり推進組織のイメージは出来たのですが各団体がどの様に具体的に

絡んでいくのかというところの記述はまだ不十分です。もちろんこれはたぶん地域によ

って違うだろうという予測はつくわけですけども何も書かなくていいというわけには
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いきませんので、何らかの原則なり、方式を決めておくことが必要だと思います。この

あたりが事務局と私が打ち合わせをした結果でございます。まず、ご質問とか自由に議

論して頂きたいと思います。 

ただ、ご指摘の際にどこの部分がというのだけははっきり言って下さい。何ページの

何といっていただければずいぶん助かりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委員）： 

17 ページの 9 番「協働のまちづくり推進組織の合意形成」について他の委員の方に

教えていただきたいのですが、以前、芦屋では住民投票を行わないということをお聞き

しました。住民投票を行わないで話し合いで事を解決する。そういう選択肢もあったの

かと私はちょっと目から鱗が落ちました。しかし話し合いで解決することは非常に難し

いところがあって最後には多数決じゃないかとか、そういう風に思います。少ないほう

の意見をどういう風に尊重して合意形成していくのかという部分が非常に難しいとこ

ろだと思います。例えばワークショップをやっていてもそういった部分がファシリテー

ターの一番難しいところになります。どういう風に多数決ではなくて話し合いで解決し

ていくのかについて、参考事例などあれば教えて下さい。 

 

（委員）： 

実はまだ具体的な事例というのは出ていません。話し合う過程で多数決はしたくない

というだけに留まっています。ただ多数決という住民投票しないといけないというよう

な事項ってありますよね。絶対決めないといけない条例的なものとか。そういうときも

多数決したくない、ではどうするのかというと実はまだ詰めきれていない状況です。 

みんなが意見が言えるような場をどう設定するかですよね。芦屋では集会所トークと

いうものがありまして集会所トークに市長が直接出かけて行って、住民の意見を直接聞

くという場がありますが、これは良い形ではないと思っています。行政批判で市長に対

して文句を言う、それに対してついてきた各部署の人がすぐに答えられることは答える

し、後ほどお答えしますというような、質疑応答ではないですが市へのクレーム大会み

たいになっていて、それ自体はあまりスタイルとしては参画と協働においてはよくない

と思っています。それをなんとか解消しようとして、市としては、今年度中にたぶん取

り組むと思うのですが、地域自治の仕組み作りということに取り組む予定です。芦屋市

は、その地域自治の仕組み作りの中に話し合う場であるとか話し合う方法であるとかを

決める予定です。そしてまずは協働するというのがどういうことであるという事が市の

中でもまだ合意形成されていませんし、市民の中にももちろんそのような考えが定まっ

ていないので、まずは協働していくということが簡単にわかるような概要版を作るとい

うことになっています。そのための会議等を行い、成果物としてはリーフレット的なも

のになりますでしょうか、そういうものを作りましょうという段階です。実際に住民投
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票ではなくてという事の具体策はこれから話し合われることになります。 

どういう話し合いで誰がどうファシリテートしていくのかというのはとても大事な

問題ですが、今はまだ芦屋でも具体的にはなっていない状況です。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。実際にどうやって決定していくのかという仕組みの話ですね。

地域が小さくなれば参加者人数が減っていきますし、それぞれの立場がある程度わかっ

てくる。それからあまりいい表現かどうかはわかりませんが、事前にいろんな調整がさ

れてある程結論が整理されていて、議論が進むことになると思います。そのような場合、

1か 0かというような投票ではなくても話がまとまることになると思います。恐らくそ

ういったことを模索している状況なのだと思います。何か他に質問でも何でも結構なの

でお願いします。 

 

（委員）： 

資料 2、17ページの 8番、「協働のまちづくり推進計画」ですが、今まで協働のまち

づくり推進計画についてはほとんど議論されていないと思います。この条例をなぜ制定

することになったかといいますと、社会的な経済的な変化に基づいて、従来のような公

共サービスのすべてを、行政が行うことは不可能になってきたことにあります。少子高

齢化の問題と日本経済停滞による自治体の財政貧迫状態などいろんな問題があって公

共サービスのすべてを行政サービスとして提供できないという観点からこの条例を作

ることになったのだと思います。そういうことになってまいりますと、やはり民意の反

映の必要性や民主的な意思決定方法など、いろいろな問題がありますが、私はどういう

事業を地域で協働のまちづくり推進計画に基づいて実施していくのかが非常に重要な

問題であると思うのです。 

この条例ができたことで財政負担が増え、少ない職員の負担が増えるということにな

ってくると、かえって問題であると私は思います。ですので、この条例の趣旨からしま

して、やはり行政も財政負担を軽減するようなことがなければ意味合いが薄れると思っ

ています。市民福祉といった根幹的な事業は当然行政が行っていかなければなりません

が、やはり住民の自助・共助でできるものは現在の施策でも例えばアウトソージングす

るのが良いと思います。例えば協働のまちづくり推進組織に移譲し、委託という形では

なしに行政から分離する形で、分離といいましても当然行政の支援が必要だと思います

が、そういう形でアウトソージングしてしまうというのもひとつの方法だと思います。

また例えば新しい行政事業について協働のまちづくり推進組織で取り組めるものは取

り組んでいただくという方向性もあると思います。例えばスクールガードという新しい

制度がありますが、あの事業を、行政が警備会社と契約して委託しますと多額の経費が

かかるわけです。それを現在、PTA の皆さんとか高年クラブの方々それから自治会の
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方々が取り組んでおられるわけで、これは行政としてもかなり財政的に負担が軽くなっ

ているわけです。これはかなり効果的な施策だと思いますが例えばそのような事業で、

今後新しい需要があるものについて、住民の自助・共助で出来るものについては取り組

んでいただくのが良いと思います。いろんなことをこの「協働のまちづくり推進計画」

の中に盛り込むべきではないかと思います。 

「協働のまちづくり推進計画」のあり方についてどのようにお考えになっているのか、

事務局のご意見を伺いたいと思っております。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。委員がおっしゃっていた自助・共助の部分は恐らく、むしろ

13 ページの基本理念の中身にも係わることだと思いますので、基本理念につきまして

は先ほど言いましたように自治基本条例を踏まえながら作らなければいけないと思い

ます。そこでまたご意見をいただきたいと思います。 

先ほどご質問いただきました「協働のまちづくり推進計画」について、書き方に少し

問題がありまして、「下記の通りである」と書かれていますが、下記が書かれていない

という状態になっています。下記の部分を皆さんに議論いただいて埋めていきたいと考

えていました。 

先ほどご質問がありました件について、事務局の意見をいただけないでしょうか。ち

なみに私のイメージはコンパクトに具体的にこういう事業こういう事業をこういう予

算で、といったイメージを持っています。 

 

（事務局）：  

協働のまちづくり推進計画ですが、協働のまちづくり推進組織でいろいろ議論をして

いただいてそういう計画を作っていくというものだと思います。会長も言われましたが、

できる限り地域の中で担っていくことを具体的に計画に盛り込んでいくというものだ

と思いますが、まだ我々といたしましてもそこまで充分な考えがありませんので、こう

いったご議論をいただく中で委員の方々からいろいろな意見をいただきたいと思って

います。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。皆さんのご議論にあったように協働のまちづくり推進組織と

協定を結ぶことで対等のパートナーとして校区の唯一の組織だと認めることになりま

す。協定を結ぶにあたって、要件だけを満たしていればよいのではなくて、当然この要

件を満たした協働のまちづくり推進組織が何に基づき、何に取り組むのかといった何ら

かの計画が必要になるだろうと思います。計画という書き方をしても、長期計画なのか

中期計画なのか一年計画なのかということも議論しないといけないと思います。私のイ
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メージにあったのは、いわばイギリスで行政がNPOと協定を結ぶ時の考え方です。も

ちろんイギリスでもいろんなパターンがありますし、明石市の 28小学校区すべてが詳

細な計画を作れるといったわけでもないと思います。下記の通りに続く文章としては、

必ずこれだけは含めておこうというものを記載したら良いと思います。役割分担である

とか進行計画であるとか予算であるとかそういったような記載することを定めておい

て、細かいフォーマット等は新たに別につくればいいかなというようなイメージでおり

ます。要件を満たせば良いのではなく、要件を満たして何をする組織かというところが

重要であり、そこで計画というものに価値があると考えます。 

 

（委員）：  

関連の事でございますけれども、17 ページの一番上の文言で「市と協定を結ぶこと

を望む際には」という内容になっていますが、個人的には協定を結ぶことを原則とした

方が良いと思います。それとやはり協働のまちづくり推進計画については、ただ単に協

働のまちづくり推進組織の任意による内容ではなく、ある程度行政側の期待するような

内容も盛り込んでいくべきではないかと思います。前回の検討委員会で平成 24年度の

予算でモデル事業を計画しているとお聞きしているのですが、これに関しまして具体的

にどのようなモデル事業として、補助金を交付されたのかについて教えて下さい。 

 

（会長）： 

モデル事業の予算についてご説明できる範囲で結構でございますので事務局のかた

お願いします。 

 

（事務局）：  

24年度の予算に計上しておりますモデル事業ですが、モデル事業の Aと Bという形

がございます。モデル事業 A はその地域のキャッチフレーズというものをテーマに話

し合いをしていただくことで、協働のまちづくり推進組織を皆さんで意識していただい

て形を作っていただく事業です。1 校区あたり 10 万円ということで 28 校区 280 万の

予算を計上しています。モデル事業 B は安全安心といった具体的なテーマに取り組ん

で頂くことで、計画の立案も含めた一歩踏み込んだ組織づくりを進めていただくものと

なっています。約 5校区を対象にその事業に取り組んでいただくため、1校区約 100万

円で合計 500万円の予算を計上しています。先程の 280万円と 500万円をあわせまし

て 780万円の予算を 24年度のモデル事業予算として計上しています。 

これからの取り組みにつきましては議会に予算の説明をする中で十分地域の皆様の

ご意見を踏まえた上で進めてほしいという意見もございましたので、皆様方と十分に意

見を交わしながら進めていきたいと思っております。押し付けるような形にはしないよ

うに取り組んでいきたいと思っています。 
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（会長）：  

以上ですけどよろしいでしょうか。 

 

（委員）：  

モデル事業 Bについては 1校区 100万円ということでかなりの金額だと思います。

明石市の財政も潤沢ではありません。基金もゼロに近くなっているような財政状況の中

で、もう少し事業費を精査するべきではないかと思います。 

 

（会長）：  

先ほど委員の方からお話があったように、例えばスクールガード事業のように、本来

自治体が取り組まないといけない事業を協働のまちづくり推進組織に任せたらどれく

らいの余裕が生まれるのか、といったいわば市場化テストのようなイメージの事業にな

るのではないでしょうか。そこまでは出来なくても、おそらく自治会費などを積み上げ

ていくという形を考えているのではないかと思います。ただ 1 校区 100 万円ですから

委員のおっしゃるようにもっと精査しても良いのではないか、という議論はあってしか

るべきだと思います。 

 

（委員）：  

16ページの 6番の④に協働のまちづくり推進組織は各小学校区に原則 1団体と書い

てありますが、範囲を広げたり小さくしたりするような自由度があっても良いのではな

いかと思いました。 

16 ページの 5 番ですが、自治会未加入者問題の対応という事だけが人材の幅の拡大

という事にはならないと思います。これについては自治会だけではなく、PTAなど様々

な人が協働のまちづくり推進組織に参加することで人材の幅が大きく広がると思いま

す。また人材の幅の拡大ということであれば、15 ページの 4 番に入ってくる事項では

ないかと思います。 

 

（会長）：  

ありがとうございます。活動範囲について自治基本条例にも定められている通りまち

づくりの単位は小学校区という事になりますが、小学校区の合併という可能性も将来的

にはあるかも知れませんので、広がる可能性があるかもというご指摘だと思います。た

だ、小学校区より小さくというのはどのようなケースを想定されていますか。小学校区

ではまちづくりの単位として広すぎるという意味でしょうか。 

 

（委員）： 

そうです。明石の東側の方にいきますと、児童数は少ないけど居住者数が多い。反対
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に西の方にいくと児童数は多いけれども居住人数は少ないです。児童数と居住人数がマ

ッチしない中であえて小学校区単位に絞り込んでまちづくりを進めていくことは難し

いことだと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

 

（委員）： 

小学校区単位でのまちづくりで良いと思います。子供が多い地域少ない地域色々ある

と思いますが、それぞれの地域で課題を抽出して協働のまちづくり推進組織で課題解決

に取り組んでいくわけなので、子供が多い少ない、高齢者が多い少ないというのは、私

は全然関係ないと思います。行政が子どものためにお金を出すとか高齢者のためにお金

を出すとかいうわけではないです。繰り返しますが、人口とかは関係ないと思います。 

16 ページの 5 番人材の幅の拡大についてですが、人材というのは何も人が増えれば

素晴らしい人材が増えるかどうかわからないです。いずれにしても自治会未加入者問題

をここに記載するのはおかしいなと思います。 

それと合意形成ですが、合意形成も非常に難しくて、地域によると思いますが、多数

決はまずできないと思います。その地域によって加入団体色々ありますから。たとえば

我々の地域ですと、自治会、PTA、高年クラブ等が入っています。我々の地域では自治

会が色々な団体に活動の助成を行っています。助成している団体とされている団体が意

見を言うと全く異なるものになります。同じ目的をもった団体でしたら良いと思います

が、非常に難しい問題だと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。自治会未加入者問題を 16ページの 5番に入れるのはどう

か、15 ページの 4 番に入れるべきでは。というご指摘はよく理解できます。小学校区

という考え方ですが、おそらく小学校区にコミセンを設置するなどまちづくりの単位と

して一番これが望ましいという過去の歴史があります。文言では「おおむね」小学校区

の地区としておけば、おっしゃったようにどうしても二つにわけた方がよければ二つに

わければよいという事になります。という感じで文言の調整により解決できると思いま

す。 

 

（委員）： 

15 ページの 4 番「協働のまちづくり推進組織の構成員」の②に「理念や活動を共有

する団体、個人が参加する形が望ましい」と書いてありますよね。16ページの 5番「協

働のまちづくり推進組織の人材の幅の拡大」のところで、検討途中とあり「人材不足の
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問題を解決するため、個人の参加を求めたいが、協働のまちづくり推進組織への個人で

の参加が難しいことを踏まえ」となっていますが、これは矛盾していないですかね。 

 

（会長）： 

おっしゃるとおりだと思います。ただ、実際は個人で何かを請け負うということはあ

まりなくて、ほとんどが何らかの団体が請け負う形になります。「私は意思決定だけ加

わります。活動は他の人達だけで。」というようなケースばかりだと困るわけです。原

則的には、組織として加わる方が多いのではないかと思います。とはいいましても、民

主的にという事もありますので、個人をシャットアウトするという、必ず団体に所属す

る人だけが対象という事にはできません。おっしゃったように矛盾というのは感じてい

るところです。個人というのはどうしても限界があるなという意味で難しいかなという

書き方をしているという意味です。だから可能性 0という書き方ではありません。先ほ

ど他の委員がおっしゃったように事業者についても同じ事が言えるのではないかと思

います。たとえば組合として加入するとか、事業者だから総本部として加入するとかは

可能性としてはありますが、難しい部分もあると思います。ご指摘ありがとうございま

した。 

 

（委員）：  

自治会未加入者問題につきましては、連合自治協議会の一年間の課題ということで連

合自治協議会で分科会を作り6回か7回かけて話し合いを進めて結論をまとめていると

ころです。その結果を協働のまちづくり推進条例検討委員会に提出したいと思っており、

次回か次々回ぐらいには提出できると思っています。自治会未加入者問題につきまして

はそういう形で連合自治協議会としての考えをまとめていきますので、またそれはご審

議いただきたいと思います。これまで校区連合自治会や校区まちづくり組織は補助金を

受けて、敬老会や自主防災活動等様々な事業を展開してきました。また、県民交流広場

事業や住みよいまちづくり補助金等を通じても、様々な事業を展開しています。今後協

働のまちづくり推進組織としてまちづくりに取り組むことになりますが、モデル事業や

将来的な地域交付金をもらった場合はこれまでと何か異なる取り組みを展開しないと

いけないと思ってしまう部分があります。このあたり個人的に少し混乱しているので、

少し整理していただけますでしょうか。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。そのあたりご質問がありましたので、過去の経緯ということ

もございますので事務局の考えを聞かせて下さい。 
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（事務局）： 

県民交流広場事業という県の事業がございまして、校区まちづくり推進組織で事業を

通じて地域の課題を話し合い合意形成を進めるという主旨の事業でした。県民交流広場

事業が終了した校区には、住みよい地域づくり補助金を交付しています。この補助金事

業では県民交流広場事業で発展させた校区まちづくり組織を地域の皆さんでお話し合

いされて決定した活動を通じて、さらに発展させてほしいという考えで取り組んでいた

だいています。今この検討委員会で話し合っています各校区のしっかりとした組織づく

りということにつながる補助金事業でございます。将来的に予定している地域交付金に

ついても、しっかりと合意形成できるしっかりとした組織への交付が基本となります。

我々としてはしっかりとした組織をもとにまちづくりを行って欲しいという考えのも

と、補助金や交付金を交付、検討しています。皆様が地域で活動されている事に関しま

して、今後もこれまで同様にそのような考え方で取り組んでいただけたらと考えていま

す。 

 

（会長）： 

このような話ですが、どうでしょうか。 

 

（委員）： 

このような形であれば合意形成できていると言えるのか確認させて下さい。我々の校

区まちづくり組織には 12団体が加入しています。設立から 5～6年経過していますが、

毎年こども会や幼少 PTA 等の色々な団体の新年度の総会に私が出席し、活動や市の事

業等の説明を行っています。このような中、幼少 PTA や子ども会等が自分たちの団体

のスケジュールに校区まちづくり組織のスケジュールを反映してくれるようになりま

した。このような事柄は合意形成できていると言えますでしょうか。 

 

（事務局）： 

それぞれの団体が別々に取り組んできたものを校区まちづくり組織が取りまとめて、

スケジュールを含めて同じ方向性で取り組んでいこうというのは、まさに今、この条例

でご検討いただいているような組織づくりの話に通じる部分だと思います。よりいっそ

う校区での取り組みにおいて、様々な幅広い団体に入って頂き補助金等を活用してまち

づくりを進めて頂きたいと思っています。今委員が言われた取り組みはまさにそのよう

な考えに合致したものだと考えています。 

 

（会長）： 

協働のまちづくり推進組織が動き始めて、計画ができて PTA や連合自治会等様々な

団体が協働のまちづくり推進組織に入ってきます。そうなると住みよい地域づくり補助
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金の60万円やPTA等加入団体への補助金が一括化されて協働のまちづくり推進組織に

入ってきてそれを地域でどのように分配していくのかという事になると思います。この

ような中、地域に取り組んでもらう事務量が増え、一方で市の事務量が減るので、人件

費の削減につながって財政的に助かるような協定が結ばれていく事になるのではない

かと思います。魚住地区ではある程度様々な団体が集まった中で合意形成が図られてい

るとの事だったのですが、様々な団体への補助金が一括して協働のまちづくり推進組織

に振り込まれて、全体でこのような事業を進めますよという体制が出来上がっていると

いう風に話を聞いていましたが、そのような形なのでしょうか。 

 

（委員）： 

高年クラブのお金はさわれる部分とさわれない部分があるので、今は区別しています。

子ども会や PTA等も同様の形です。 

 

（委員）： 

私も長い間地域活動していますので、県民交流広場等交付金がおりてきてという事に

は携わっていますが、こういう目的があって使ってくださいということをいわれるので

すけれども、まだ組織の中がそれに見合うような組織になっていない状況だと思います。

協働のまちづくりとは、この程度でいいのですよ、と言うのであれば明石市の 28校区

の組織はほとんど形ができているのではないかなと思っています。公共サービスのうち

地域でできるところは地域でしてくださいということがあると思います。今までどおり

の活動だったら、大きなお金を交付する必要はないわけであって、だから公共サービス

をどこまで地域で担ってほしいかという事を示す必要があるのではないでしょうか。条

例なので細かい部分までは記載できないとは思いますが、ある程度具体的に、地域に「こ

のような姿勢で、まちづくりに携わっていかないといけない」ということがわかる一文

を記載した方が良いと思います。行政も公共サービスをある程度地域でできる事は地域

で、と言っていますので、そのあたりの考えも示して欲しいと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

 

（委員）： 

私も地域のことは地域で解決する、公共のサービスを地域で担うのは賛成です。莫大

な費用を地域等に入れるということではなく、地域に入れるお金を減らした方がいいと

思っています。各校区には敬老会や高年クラブ、子ども会、スポーツクラブ等様々な団

体があり、様々な助成を受けています。これらの団体への助成を一括化して、地域で自

由に使途を決められるようにしたら良いと思います。今後地域によって住民の構成が変
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化していきます。例えば敬老会を行う、行わないという事も地域で決められるようにす

れば良いと思います。それくらいの自由度があってよいと思います。敬老会は市が主催

で行っていて、市から 2名参加して手伝っていますが、人件費すらもったいないと思い

ます。またコミセン職員についても、本当に職員が 2名必要なのかどうか疑問がありま

す。他の校区の人に聞いても、「邪魔になる」とか「コミセン運営委員長の言う事を聞

かない」といった評価も聞きます。何のために職員や所長がいるのか理解できません。

いないほうが地域としては自由度があって自分たちの思うとおりにまちづくりが進め

られると思います。こういったあたりの費用をできるだけ減らす方向で考えて頂けたら

と思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

 

（委員）： 

まったくよく似た話になるのですが、地域に住んでいる住民は地域のことを一番よく

知っています。モデル事業の 100万にこだわるのではないのですが、100万を全部使え

ということではないと思います。やはり地域にあったお金の使い方があるので、そのあ

たりがどうかなのかなと思っています。 

 

（会長）： 

皆さん言っていることはほぼ一緒だと思います。おそらく地域にお金の遣い方をある

程度任してくれたら効率的に使える遣い方があるということですね。行政が上から縛る

のではなく、縦割りになっているところをなんとかして欲しいということもあると思い

ます。要するにお金の遣い方の線引きをある程度自由にして欲しいという事だと思いま

す。それは何故かというと地域の課題は地域が一番解っていて、例えばすべてが高齢者

問題ばかりではない。今年はここに集中したい。だからこういう計画でお金を使う。こ

ういうことが明確であればその分は行政の負担でお願いしますという事です。ただこれ

が適切であるかどうかというのはチェックが必要なので、チェックシステムをどうする

のかといった議論はまだ残ってくるかと思います。協定を結ぶ時の協働のまちづくり推

進計画の中ではお金の遣い方の線引きはある程度自由であっても、どのような事業にど

れくらいのお金をかけるのかを明確にする必要があると思います。これを行政にも住民

にも明らかにするという意味で協働のまちづくり推進計画は必要なものであると思い

ます。 

 

（委員）： 

ちょっと話がそれるかもしれませんが、条例項目別の検討状況ということで、こうし
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て今までの議論を並べてもらうと全然決まっていないなと思いました。検討中というの

が多いですね。すごく議論されているところは多分、協働のまちづくり推進組織の件だ

ったと思います。その次の 17ページに協働のまちづくり推進組織における役割という

ものがあります。市民の役割、市民団体の役割とか。この部分は全部未検討か検討中と

なっていますが、役割をここまで細かく書く必要があるのかちょっと疑問です。市民と

いう表現で、全部が入っていると思います。団体も企業も市民団体もすべて市民という

概念だと思います。もう少しここはまとめればよいのではないでしょうか。 

先ほどからの話にあるように地域によって組織が違うと思います。構成組織が違いま

すし、すごく子ども会に力があって活発化しているところとか高齢者の会が活発化して

いるところ、その地域地域によって随分状況が違うので、その各団体の役割をかちっと

決めてしまうと、それが機能しない団体もありますし、それ以上できる団体もあります

ので、もう少しこのあたりをあまり区別しないで、協働のまちづくり推進組織で想定さ

れるような団体のすべてにあてはまるような役割というものにまとめたほうがいいの

ではないかなと思います。 

 

 

（会長）： 

ありがとうございます。たぶん自治基本条例に役割分担のようなものが定められてい

ると思うので、おそらくその辺を想定して作成したものだと思います。構成する要素そ

れぞれが協働の原則にのっとって活動するという事が明確であればいいということで

あると思います。 

 

（委員）： 

今まで何度も話し合ってきましたが、条例の項目別に落としこみますと、今のご意見

のように 17 ページ以降は検討中とくに 20 ページはすべて未検討ということになりま

す。私は市民活動に取り組んでいますので、市民活動の支援とか環境整備というところ

がすべて未検討ですがこのままでは意見をいいようがありません。この前からこのあた

りの環境整備の話はちょこちょこ耳に入ってきていましたし、これまでの検討委員会の

中でも、少し話があったと思います。ただ、市が具体的に話をできる状況ではないとい

うことで、議論が進まなかったと認識していますが、今後このあたりの話をどのように

進めていくのかが気になります。 

 

（会長）： 

考え方としてコアが何かということになると協働のまちづくり推進組織ということ

になります。だからまず、その部分の形を決める。その後に協働のまちづくり推進組織

を発展させていたくための支援の仕組みの話になります。例えば中間支援組織や市民活
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動センターをどうしていくのかという話です。このあたりの話はまだ始まったばかりな

ので、未検討という事です。地域交付金についてもまだ議論が始まったばかりなので未

検討の部分が多い状態です。先ほど言ったように協働のまちづくり推進組織のイメージ

を固めないと次の議論に進めないという事で、このような議論を進めてきました。先ほ

ど委員の方が言っていたように項目によってはざっくりとまとめる部分もでてきます。

中間支援組織や市民活動センター、地域交付金等支援の部分についても議論は始まって

いるので、このあたりの検討がさらに進めば条例項目はある程度埋まっていくと思いま

す。今後の検討の日程について事務局で考えがあればお願いします。 

 

（事務局）： 

一番最後にご連絡をしようと思っていました。第 6回の時に今後のスケジュールとい

うことで、本日と第 9回が 6月 26日（火）にということで、前に決めさせていただき

ました。今会長から皆様に議論いただかないといけない項目もたくさんあるとご紹介あ

りましたが、次は 6月とその後はスケジュールはわかりませんけれども、まだ残ってい

るところを一通りそういった形でご議論いただいて、例えばそこで中間まとめを行う方

向性もあると思っています。そのあたりは皆様方でお決めになっていただければと思い

ます。 

 

（会長）： 

モデル事業がスタートするという事もあります。我々はこのモデル事業結果のフィー

ドバックを受けないといけないと思います。例えば実際にこのあと、28校区 10万円で

組織化を行うことになっています。それで実際に取り組んで頂き、こちらとしてはこの

ような想定をしていたけれども、実際にはこうであったという事があると思います。そ

ういったフィードバックを受けながら検討しないといけないところは出てくると思い

ます。これまで考えていた予定と少し違ってきますけれども、ここは少し考えなければ

いけないなと思います。同じことを何回も繰り返すわけにはいきませんので、決まった

ところはそのまま進めていきますが、先ほどいったようにフィードバックを受けていか

ないと、せっかく 780 万円を使って実際にスタートするわけですから、それがまった

く反映されてないというわけにはいかないと思います。そのあたりは事務局からのフィ

ードバックを受けながらやっていこうと思っています。 

先ほど委員の方が言われた役割の中身なんですけれども、おっしゃったようにここで

細かくそれぞれの団体について書かずに協働のまちづくり推進組織にかかわる団体あ

るいは参加する団体は協働の原理に基づいて行動し意思決定であるとか、活動にしっか

り取り組むということにしておいて、市民は自治会は、という書き方はしないというこ

とでよろしいか。理念を共通していってそれぞれの理念に基づいて自分たちの役割を果

たしていくというような書き方になると思うんですけれども、よろしいですかね。あと



 15

どうでしょう。何かお気づきの点とかありますか。先ほど話があった自治会の未加入者

問題については次回次々回にでてくるということでよろしいでしょうか。 

 

（委員）： 

連合自治会協議会の役員会理事会でまとめられたものを条例検討委員会に出したい、

という話がまとまっていますので、次の６月かまたあるいは次の回に意見を提出したい

と思います。 

 

（会長）： 

それをふまえて 16ページの人材の幅のところを形にしたいと思います。自治会の未

加入者問題については、独立した章立てにするのか、協働のまちづくり推進組織の章の

中に入れるのか、協働のまちづくり推進組織の構成員の中の一文とするのかという問題

があると思います。ただ、恐らく、協働のまちづくり推進組織の構成員の中に入ってく

る内容かと思います。この人材の幅の拡大という部分に関して、事務局案として自治会

を重視する一方で自治会だけでなく各種団体についても記載されていますが、この部分

についていかがでしょうか。自治会以外の団体を使うという方法もあると思いますが。 

 

（委員）： 

そうですね。人材と幅の拡大にイコールにされていますが、イコールではないという

議論ですよね。人材の幅の拡大という事であればどうやって市民活動とか NPOとかが

絡んでいくか、ということがポイントになると思います。まちづくりの基本っていうの

は自治会だけじゃないですよ、というニュアンスが伝わる形にして欲しいと思います。 

 

（会長）： 

それは構成員の項目の中に入ってくると思います。あとなにかご意見ありますでしょ

うか。18ページ以降が支援のあり方になっています。18ページの 2番の人材育成の項

で、市職員の育成に努めるとあります。今協働については市民協働推進室が対応してい

ますが、本来は市の全ての職員が理解、認識すべき事だと思います。この部分の記載に

ついてよろしいでしょうか。このあたりは、これまでの経験から色々と意見があると思

いますがどうでしょうか。 

 

（委員）： 

芦屋では自治会のリーダーに対してボランティア養成講座をします。中間支援的な能

力を持った人を育てて、地域を活性化するための人材作りもその人が行うということを

狙いとしています。先日、芦屋市は自治会調査を行いまして、モデル的になるような自

治会のリーダー数人を抽出して、コーディネーター講座をしようという事になりました。
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その次の段階で、市の予算で市の職員に対して、ボランティアコーディネーター養成講

座をしたいと考えています。もちろんまだ検討段階なので、市の中でどういった評価を

受けて参画してくれるかはわからない状況です。ただ現段階では、自治会のリーダーの

次に市の職員、その次の段階で市内のボランティアグループのリーダーであったり、担

当者であったりにボランティアコーディネーター養成講座をしようという三段階を考

えてます。私自身講座の企画に関るのですが、非常に難しいと思っています。まず、自

治会のリーダーにいきなり「ボランティア養成講座をします」と言っても理解はしてい

ただけないし、養成講座をどうして受けないといけないのか、みたいになると思います。

地域のリーダーの活性化というと、活性化していない評価なのかという話になるので、

非常に表現が難しいのですが、なんとか人材育成につながれればいいなという風に考え

ています。人材育成という点において、コーディネーターという視点は大事かなと考え

ております。 

 

（会長）： 

コーディネーター機能、コーディネート機能を明石市の場合一つは中間支援組織にま

ずは期待しているのですが、それだけではなくて、もっと幅広く市民にもというような

意味で、おっしゃったという事でよろしいですか。ありがとうございます。他にも、中

間支援組織の話が 18ページの 3番にでていて 4番がネットワーク作り、地域格差の問

題という似たようなところから出てきている問題で、これは住民だけでは難しいところ

をどう外部の支援を入れながら解決していくか、という話になります。たぶん最終的に

は中間支援組織の部分、協働のまちづくり推進組織を支援する仕組みの中に入っていく

項目だと思いますが、何かこの辺りでもご議論いただけないでしょうか。 

 

（委員）： 

中間支援組織ですが、資料 1「検討委員会での主な意見（第 7回まで）」の 5ページ

に「新たに組織をもつと費用が発生する、その分の費用を地域に渡す方が有意であるた

め中間支援組織は必要でない」という意見があります。同じページの下の部分に「地域

の人材の問題に対しては、外から支援していくことが必要であり、そのためにも中間支

援組織が必要である」という意見があります。さらに同じページの下の部分に「ニュー

トラルな組織としてそれをつなぐ役割を果たすのが中間支援組織」つまりこの部分につ

いては結論が出ていなかったのではないでしょうか。同じページの一番下には、「中間

支援組織はコーディネート機能や交流・活動支援機能、情報共有機能、相談機能、人材

育成機能に加えて、調査機能、行政への提案機能などを持つことが必要」ということで、

色々な機能が必要であるという意見だけであって、実際に必要かどうかは何も結論がで

ていないんではないかと思いますが。 
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（会長）： 

ありがとうございます。中間支援組織は必要だ、という結論だと思って進めていまし

た。例えば地域間の格差、できる地域は良いのですが、できない地域をどう支援してい

くのかという問題があります。そのあたり全部行政が手取り足取り、ということになる

と人件費がかかってくる。しかも、はっきり申し上げて、たぶん行政ではできないだろ

うと思います。中間支援組織のようなところが、まちに入り込むような仕組みがないと

無理だろうということで、必要だという前提で話を進めていたのですが、いかがでしょ

うか。 

 

（委員）： 

中間支援組織については 20ページの市民活動団体への支援・環境整備の中に入るも

のではないのでしょうか。中間支援組織は市民活動団体と接点を持つものではないでし

ょうか。あと中間支援組織はもうできているのですよね。 

 

（会長）： 

具体的にどうでしょうか。 

 

（事務局）： 

一般財団法人コミュニティ創造協会として4月1日から設置はされているということ

でございます。 

 

（会長）： 

組織があっても、実際何をやっているのかわからないと、中間支援組織の活動をして

いるとはいえないのではないかと思うのですが、具体的に何かされていることはあるの

でしょうか。コミュニティ創造協会としての活動はあるのでしょうか。計画でも結構で

す。ただ、4月 1日にできたばかりで、華々しい成果をあげたということはないかと思

いますが、計画でも結構です。何かありますでしょうか。 

 

（事務局）： 

4月 1日に設立されたばかりで、スタッフもそろったところということで、まず地域

の入り方などそのあたりを含めて今、内部でかなり検討されているということを聞いて

おります。中間支援ということで、市民活動団体の支援だけではなく、地域活動にも入

っていこうということで、どういった形で入っていくのかと、市との役割分担というと

ころも検討を進めているところです。今、会長が少し言われたように地域の格差を埋め

るという役割も中間支援には求められているのかなというところです。市内には 28小

学校区がございます。その中で、どこに入っていくのがより効率的か、ということを含
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めて今少し検討させていただいています。今、ちょうど地域の総会の時期で、動き出す

のが来月ぐらいから、というところがありますので、その動きにあわせて、少しずつ入

って行きたいと考えている状況です。それとあわせて、市民活動団体とのつながりも少

しずつですけども、そういった活動に参加するなどしてコネクションを作っている段階

であります。地域に入っていきながら、地域と市民活動団体とのつなぎをやったり、市

民活動団体同士のつなぎをやったりとかいう取組を徐々に進めていきたいと考えてお

ります。 

 

（委員）： 

前回までの検討委員会で何回か市民センターの役割という形で少し話しをしてきま

した。4月 1日から市民センターがコミュニティ推進部から離れて市民健康部の所管に

なりました。市民センターに所属していた地域支援担当課長及び係長が本庁の市民協働

推進室に異動し、これらの方々と本庁に所属していた地域支援担当係長が、地域支援担

当という事で、複数の小学校区を担当する形になっていると思います。これらの地域支

援担当と中間支援組織はどのような役割分担を行っているのでしょうか。あと、中間支

援組織が活動する活動するという話をよく聞きますが、実際いつまで待っていればよい

のでしょうか。 

 

（事務局）： 

これまで市民センターには地域支援担当係長を配置して、市民センター地区の地域支

援を担当していました。ただ本庁の地域支援担当との情報共有が難しかったこともあり、

本年度より本庁で一括して地域支援を行うことになりました。市では地域支援担当の職

員以外に地域支援という形でコミセン所長を配属しています。コミセン所長は地域の活

動の事務応援というような地域の活動を後ろから支える役割を担うものと考えていま

す。中間支援組織は地域とコミセン所長が取り組んでいく中で欠けているパーツを埋め

るような、地域が上手にまわっていくようにコーディネートする役割を担うものと考え

ています。ただ地域が求めることは様々であり、28 校区それぞれにカスタマイズした

対応が必要です。校区によって状況もかなり違いますし、格差もあります。地域への入

り方はなかなか難しいものがあります。現在コミュニティ創造協会ではまず市民活動団

体とのコネクション作りを行っている状況です。すぐに地域に入っていって市やコミセ

ン所長と明確に役割分担しながら地域支援できる状況ではありません。当初は少し入り

混じるような形で地域に入り、活動する中で、少しずつ役割が明確になるのではないか

と考えています。 

 

（会長）： 

いわば中間支援はコーディネーター組織であって、市民センターはある種の地域の資
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源であり、また市民活動団体等も地域の資源であります。そういうものをどうつないで

いくのかというのが、コーディネーターの役割であり、そこに役割分担があるのだと思

います。ただ、現状ではおそらく、市民センターの人が引き上げてしまって、中間支援

組織の人が入ってきますよというような事になりましたので、委員の方がおっしゃった

ようにどう役割違うのだろうという話になるのはよく理解できます。 

 

（委員）： 

今おっしゃられたように色々なパターンがあって、それがうまく機能すればいいんで

すけども、コミセンの所長はどういった役割があるとかあるいは本庁に帰った地域支援

担当の課長なり係長なりはどういった役割なのか、中間支援組織はどういう役割なのか。

役割をはっきり示せばかえってやりにくいかもしれませんが、せめてこういうことです

よというのをもう少しわかるように方向を示していただけたらと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。あと何かありますでしょうか。 

 

（委員）： 

19 ページの 5 番「協働のまちづくり推進拠点の充実」については、コミュニティ・

センターを想定されていると思います。20 ページの 3 番「市民活動拠点の充実」につ

いては同じものではないと思っています。といいますのは、協働のまちづくり推進条例

の中で小学校区を中心に活動する協働のまちづくり推進組織と市民活動団体が同じ条

例の中で記載されることがおかしいと思います。そもそもまったく別物であり、それぞ

れに二つの条例を作る必要があったのではないでしょうか。例えば市民活動団体がどこ

かの小学校区に所属し、その小学校区の活動を行うということは難しいのではないでし

ょうか。 

 

（委員）： 

必要であればできる場合もあるとは思いますが、基本的には無理ですね。例えば NPO

団体としてマーチングに取り組んでいますが、加古川や神戸まで広域に活動しています。

これを特定の小学校区に限ってマーチングをやるというのは規模も違うので難しいと

思います。だから地緑型組織と一緒に活動するということは本当に難しい問題だと思い

ます。 

 

（会長）： 

委員の方の指摘はもっともだと思います。ただ検討しているのは協働のまちづくり条

例であり、まちづくりの概念が入ってきます。まちづくりに携わる組織は協働のまちづ



 20

くり推進組織だけではなく、市民活動団体もあります。どうしても二本立てのような構

成に見えてしまいますし、二つの条例に分けて作るというご指摘もごもっともですが、

検討しているのは協働のまちづくり推進条例ですし、ともに協働のまちづくりに参画し

ていただきたいという事で、こういう書き方がされていると思います。 

 

（委員）： 

何回もいいますけど、本当にまったくかみ合わない話を一つの条例でまとめてもいい

のかなという感じがします。市民活動団体と連合自治会や単位自治会がどこか一ヶ所に

集まって会議をするような必要性を感じません。また他の場所で個別にでも必要ないと

思います。また協働のまちづくり推進組織にお金を出す事もテーマ型の市民活動団体に

お金を出すのも二本立てという話になりますから、まったく別の話だと思います。 

 

（会長）： 

協働のまちづくりというのがもともと主流の話ですし、その中に市民活動団体がどう

かかわっていくのか、それを行政としてどう支援していくのか、そういう風な位置づけ

になると思います。書き方として例えば 20ページ「市民活動への支援・環境整備」と

いうのは、協働のまちづくりにおける市民活動団体の役割と支援という形になるかもし

れません。 

 

（委員）： 

以前、事務局から提示された図では、市民活動への支援は中間支援組織が行うように

なっていたのではないかと思うのですが。そうであるならば中間支援組織であるコミュ

ニティ創造協会の位置づけがここに記載されていないのはどうなのかなと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。そうですね、確かに、どうぞ。 

 

（委員）： 

芦屋市も地縁型組織とテーマ型組織をどう結びつけていくのか、が協働の大きなテー

マと考えて、それを結びつけていくのが中間支援組織の大きな役割であると考えていま

す。実際はなかなか難しい状況ではありますが。協働は地縁型とテーマ型が融合しない

と協働と言えないのではないかと思います。お互いのスタイルや考え方が違うから一緒

にやる必要はないと決め付けるのではなく、どこかに接点があり一緒に協働できること

があると思います。なぜなら「明石のまちをよくしよう」という目標は同じだと思うか

らです。向かっている方向は一緒なのです。条例で決めるのか、話し合いで進めるのか、

遠い道程かも知れませんが、それができないと協働ではないと思います。芦屋市もまだ
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うまくは進んでいませんが、地縁型とテーマ型の融合は協働を考える上で重要な視点で

あると思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。先ほど委員の方がいわれたように市民活動団体の支援は中

間支援組織が行う話なので、20 ページのように細かく市民活動団体について記載しな

くてもよいのではないかと思います。大きくは市民活動団体の活性化が協働のまちづく

りに寄与する、という事を明記すればよいのではないかと思います、そうすれば先ほど

からご意見がありましたような協働のまちづくり推進組織を中心にした条例としては

きれいにまとまるのかも知れません。検討したいと思います。ほかに何かご意見ありま

すか。 

 

（委員）： 

私は個人的にテーマ型と地縁型が融合する場合は、自治会がなにかの行事のときに専

門的な知識を持った人に来てもらうという感じで単純にお互いに一緒にすればいいか

なと考えています。それを頼みにいくところが、コミュニティ創造協会であって「今後

こういうことがしたいんですけども、それに専門的な知識を持っていらっしゃる方はい

ませんか」ということで、市民活動団体等を紹介してもらって一緒にひとつのことを成

し遂げるというイメージで良いのではないかなと思っています。 

 

（委員）： 

市民活動団体と同様のテーマ型組織であるボランティア連絡協議会として意見を言

います。私たちが地域に入っていく際、分野ごとに地域に入って各種団体と交流を持ち

ます。最近であれば、災害などについて話し合う事が多いです。あとは敬老会や自治会

の何十周年の集いとかで、レクリエーションという切り口で市民活動団体の方と一緒に

地域に入り、交流を深めるという取組もあります。このように少しずつでよいので、地

域に入っていくような形で融合を進めたらどうなのかなと思っています。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。地縁型とテーマ型がどう協働できるのかを具体的に示して

頂いたと思います。少し整理します。20 ページの「市民活動への支援・環境整備」の

部分ですが、細かい書き方をせずに協働のまちづくり推進組織にかかわるような書き方

をすること。 

中間支援組織については 18ページの 3番に「人的支援」として記載されていますが、

もう少し役割を明確にしていくこと。中間支援組織が不要であるという意見もありまし

たが、これは必要という前提で進めていきます。中間支援組織がどういう役割を果たす
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のかについては記載しないといけないと思いますので、それを整理していきたいと思い

ます。 

それから市民センターについては 19ページに記載してありますが、市民センターを

一つの資源として活用するという考えが示されているだけですが、こちらに関しては未

検討でありまして、行政側の考えも流動的な部分があるので、引き続き検討していかな

いといけないかも知れません。 

あと 17ページの協働のまちづくり推進組織における役割の部分は構成する団体が協

働を前提にそれぞれの役割を果たしていくという書き方で対応するという話でした。こ

のようにして見ていくとかなり未検討部分が減ると思います。他に何か足りないところ

はありますでしょうか。 

 

（委員）： 

「事務局作成たたき台」というのは事務局で作られたものですか。 

 

（会長）： 

事務局と私で事前に話し合って、こういうことが考えられるという事を反映していま

す。 

 

（委員）： 

結果的によくまとめられているので「検討中」となっている部分はこの事務局案の内

容でよいのではないかと思います。 

 

（会長）： 

あと他何かないですか。 

 

（委員）： 

質問というかお願いです。先ほど中間支援組織のメインの仕事がコーディネーター業

務であるというお話がありました。これに加えて市民と行政の中間として、それぞれの

情報の共有という事も仕事の一つにして頂きたいと思います。それから市民センターの

件について、地域支援の方が本庁に引き上げられたとの話がありましたが、これは全員

が引き上げられて、無人になっているということなのでしょうか。 

 

（委員）： 

担当が替わっただけです。 
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（会長）： 

担当が替わっただけですか。 

 

（委員）： 

市民センターの地域支援担当が異動し、本庁で地域支援を実施される。一方で中間支

援組織を立ち上げて、地域に入ったり、市民活動の支援を実施しようとしている。この

ように同じようなことを色々な方法で実施しようとしているのでこの辺りはもう少し

交通整理したほうがよいと思います。ただ、職員が持っているネットワークとか情報は

非常に有用であると思いますので、それをどう活用していくのかに今後期待したいと思

います。 

 

（会長）： 

そうですね。 

 

（委員）： 

我々の地域では市民センターがありませんからもともと支援もない。引き上げられて

ももともと自分たちでやっているので何も問題がないです。中間支援組織についても本

来はこの検討委員会で必要と決まってから設立されるのが筋だと思います。初めから中

間支援組織があって、それから検討して反対しても勝手にできているわけですからね。

市民が一生懸命自分たちの力でやろうとしているのに支援を押し付けているような感

じがします。あとテーマ型の方はおそらく自治会に入っていない方が多いのではないで

すか。テーマ型の人は自治会と地域で活動するいのが嫌だから、自分たちが好きなとこ

ろでテーマを決めてまちづくりに取り組んでいるのだと思います。それが面白いのでし

ょうね。我々地縁型は面白くともなんともありません。基本としてやっているわけです

から、それがまちづくりですよ。テーマ型と地縁型はまったく違うものだと思っていま

す。 

 

（委員）： 

ボランティア団体の人はほとんどが自治会に加入していると思います。気持ちはよく

わかります。ただ最初から一緒にやりましょうっていうのは難しいと思いますが、歩み

よる方がよいと思います。市民センターの件については地域に事前に説明があればよか

ったのですが、そのあたりがなかったので市民がとまどったのが事実です。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。中間支援組織については、申し訳ないですが、委員の方が

おっしゃられたことが正論だと私も思います。いかがなものかなというのはあります。
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ただ、一方では自分たちでできる地域、できない地域があります。明石市として、財政

上の問題もあって地域に事業の一部を任せていくという時に、自分たちでできる地域は

よいですが、できない地域は放っておきます、というわけにはいきません。最後まで自

治体が支援するという考え方もありますが、はっきり申し上げて自治体では僕は無理だ

と思います。三年に一回は人が変わっていく、そうであればその分野に長けた専門職を

入れていくという話は決して悪い話ではないなと思います。そういう意味では中間支援

組織は必要だと思います。コミュニティ創造協会がよいのか、よくないのかは別にして、

本来的には明石の NPO や神戸の NPO あるいは、テーマが異なる複数の NPO がフォ

ーメーションを組む形で、力の弱い校区をこのように支援するというコンペを行って契

約するのが良いと思っています。ただコミュニティ創造協会は基金を持っており、これ

は強みなので、これを大いに活用する方法を考えていくことになります。 

先ほどからのテーマ型についての議論については、テーマ型も地縁型もまちづくりに

はどちらも必要であるということで、いったん休戦いただきたいと思います。もちろん

実際汗を流すのは自治会であるということはよく理解しています、だからこそ自治会は

重要であるという文言を、条例のどこかの部分に入れたいと思っています。このあたり

については次回以降、連合自治協議会からの意見を聞きながら考えたいと思います。 

 

（副会長）： 

モデル事業を今年度に行うということですが、他の自治体を見ていましても、財政難

であるためにモデル事業と銘打っていくつかの地域に絞って事業を実施することが増

えています。ただ、それが全体の利益に結びつかないというケースがかなり多いです。

モデル事業として資源のそろっている地域は問題なく進んで、その地域で成果はあげる

けれども、それが他にとってどういった利益になるのか、というところが抜け落ちて、

モデル事業が終了したとたんに取り組んだ意味がなくなってしまうということになり

かねません。モデル事業では 28校区で実施するものと 5校区で実施するものがありま

すが、特に 5校区の方は明石市全体にとってどういった利益があるのか、という視点を

必ずもって、全体にフィードバックしていただくということを必ずやっていただきたい

なと思います。 

協働のまちづくりを小学校区単位で進め、協働のまちづくり推進組織と協定を結んで

いって交付金を活用してという自立型のやり方自体はこれからの社会にとって欠かせ

ないものですし、必要だと思います。一方でモデル事業の話と一緒ですけども、この条

例が目指す協働のまちづくりの全体がどうなのかという全体がどこまで進んだのかと

いう目を常に全員が持っていなければいけないなと思います。我が地域、我が地域、と

いう話も大事だけれども、我が地域を越えて全体としてどうか、という視点をもって全

体を評価し、全体の仕組みを見直すということを誰がどうやっていくのか、という議論

としてまだ明確にはなっていません。その評価や見直しを行う組織のあり方とか機能の
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あり方というものをこれから検討する必要があるのかなと思いました。 

人材育成の話について新しい公共を活用して人材育成をやっていこうという取り組

みがあります。NPO と地縁型組織の方々が一緒に委員会みたいなものを作って、これ

からの地域を担う人材にはどういった力が必要なのか、どういう視点とか姿勢とか能力

とかが必要なのかということを、一緒に議論をしながらプログラムを作っていくという

例があります。そういうのはすごく意味があると思います。人材育成も、市が「さぁ、

やります」という話ではなくて、異なる世界の人たちが一緒に議論して作っていくと、

本当に意味のある人材育成プログラムに結びついてきますし、いろんなところで活用で

きると思います。そういうことも非常に具体的な話ではありますが、今後事業を進めら

れる中で、意識していただけるといいなと思っています。 

 

（会長）： 

さまざまな意見いただきましてありがとうございます。ここでいったん事務局のほう

にマイクをお返しします。 

 

４．今後のスケジュールについて 

（事務局）： 

ありがとうございました。今後のスケジュールについて、次回第9回は6月26日（火）

午後 2時から午後 4時までの 2時間の予定です。場所は市民会館の第 3、第 4会議室で

ございます。よろしくお願いいたします。次回は全委員さんおそろいと聞いております

ので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。 

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８回検討委員会を終了致します。 


