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第９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 6月 26日（火）14：00～16：00 

場  所：明石市民会館 第 3／第 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、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）：  

定刻少し前ですが、ただ今から、第 9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。本日の司会進行をさせて頂きます、市民協働推進室の

小川でございます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。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．検討委員会での主な意見（第 8 回まで）について 

（会長）： 

平日の午後という一番お集まりにくい時間帯にお集まりいただき、ありがとうござい

ます。 

今日は大変傍聴の方が多くて、これだけ関心を持っていただくのは大変幸せなことだ

なと思っています。この委員会のスタイルにのっとりまして、今日も議論を進めさせて

いただきます。 

先ほど事務局よりご紹介がありましたように、明石市連合自治協議会 会長からこの

委員会あてに要望書が出ております。これについては、協働のまちづくり推進条例の中

身に関係することですので、後程、皆さまにご確認いただきながら、この趣旨をどう考

えていくのか、あるいはこれをどういうふうに生かすのかも検討したいと思います。 

現在検討している協働のまちづくり推進条例では、実務型といいますか、どういうふ

うに実際に協働のまちづくりを進めていくのか、ということを定めるため、これまでこ

の部分について集中的に議論してきました。といいますのも、自治基本条例、市民参画

条例という二つの条例で、理念についてはある程度明確になっているからです。ただ一

方で、この条例でも協働とは何か、ということをもう少し考えていかなければなりませ

ん。 

今回、明石市連合自治協議会 会長から提出されている書類を見ながら、協働のまち

づくりとは何か、というところを、もう少し本当は議論しといたほうが良いと考えてお
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ります。それにつきましては、次の議題の中で議論させていただこうと思います。 

どういうふうに実際に協働のまちづくりを進めていくのかという実務の部分と同時

に、やはり理念のところを振り返りながら進めていくということで、皆様のご意見を賜

りたいと思います。 

それでは、議事に従いながら進めさせていただきます。 

まず１点目が、検討委員会での主な意見で、この委員会はご存じのとおり必ず振り返

りと位置づけを行います。このような委員会はあまりなく、非常に貴重な委員会です。 

それでは事務局からお願いします。 

 

（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。先ほど私が申し上げたように、常に理念は何ぞやというと

ころに立ち返りながら議論をしていただければと思っています。 

今、ご説明いただきましたのがこれまでの振り返りと第 8回でご検討いただきました

ことの位置づけでございます。これにつきまして、何かご質問とかご意見がありますか。 

 

（委員）： 

過去にありましたコミュニティ活動助成金や現在交付されている住みよい地域づく

り補助金の究極の形が一括交付金という事になるのでしょうか。一括交付金の意味とそ

の総額について確認させてください。 

 

（事務局）：  

交付金、一括交付金、包括交付金など様々な呼び方で呼ばれています。この検討委員

会で議論頂いているものは、地域の中で自由に使途を定めて使えるお金を交付金と呼ば

せて頂いています。ここに一括や包括という言葉が加わりますと一般的に、既に今地域

に交付している補助金や仕事などを全て足したものという意味になります。 

交付金の総額や内容については、まだ具体的に固まっていません。よって、どこまで

が普通の交付金でどこからが一括交付金なのかということは決まっていない段階です。 

 

（会長）：  

ご質問の意図と合致していますか。 

 

（委員）： 

その話については過去にも説明を受けているので理解しています。 
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例えば防犯とかスクールガードとかそのような既に地域に交付されている補助金等

以外に、学校警備など現在は市の事業となっているものは一括交付金の中に含まれてく

るのかという事が知りたいです。 

今、地域に交付されている補助金等を足せば 150万円～200万円程度という金額にな

るのではないかと思いますが、検討されている交付金は膨大なお金であると聞いていま

す。その場合、学校警備のような事業のお金まで含める事をお考えなのか教えてくださ

い。 

 

（事務局）：  

地域の様々な団体に交付している補助金等の合計は、どこまで足しこんでいくのかと

いう問題もありますが、数百万円レベルかなと考えています。先程委員がおっしゃった

よう学校警備のような、市が現在業務として行っている事業も交付金の中に含めていく

と 1,000万円という金額を超えてくるのかなと思っています。 

ただ、このあたりの話については、市が取り組んで下さいと言っても、地域によって

取り組めるところ、取り組めないところがあると思っています。また、業務の内容上、

地域にお任せしにくい事業もあるため、どこまでを交付金に含めていくのかについては、

これから地域の方々とも議論しながらという話になると思います。 

もちろん可能性は大いにあり、その場合は 1,000万円を超えるような交付金の額も見

えてくるのかなと思っています。 

 

（会長）：  

先端的な地域と少し行政が主体的にやっていかないといけない地域など地域協働に

も様々な形があると思います。恐らく先ほどから委員がおっしゃっているのは、先端的

な地域での話なのだと思います。このような先端的な地域の場合、行政が事業を実施す

るよりも地域住民に任せたほうが、こういったメリットがあります、だから包括的にお

任せします、という話になると思います。ただ、そのためには決定システムをどうする

のか、住民参加をどう図るのか、という事を議論していく必要があると思います。 

もう一方で、そこまでは成熟していないが、お祭りなどに関しては出来るだけ自分た

ちで取り組みたい、そこに自由度が欲しい、という地域もあるでしょう。このように恐

らく様々なパターンがあると思います。 

委員のお話では、先端的な地域が取り組むような事業も含めて交付金を考えてはどう

か、ということだったと思います。事務局の説明では、そのような可能性もある、とい

う話だったかと思います。よろしいでしょうか。 

ほか、何か御質問、御意見でも結構でございます、いかがでしょうか。大体よろしい

ですか。前回議論の振り返りと位置づけについては以上とさせていただきます。 

では本日の二番目の議題に移ります。条例項目（案）別の検討状況ということで、ご
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議論の内容を条例項目別に落とし込む作業を現在進めています。前回資料と変更された

部分が相当にあるので、そのあたりを中心に事務局から説明をいただき、皆さまにご検

討頂きたいと思っています。 

明石市連合自治協議会 会長より私宛に要望書が届いていますが、これについてこの

後に引き続きご説明・解説いただくという順番で議論したいと思います。 

それでは、まず事務局から、現在の「条例項目（案）別の検討状況」について御説明

お願いいたします。 

 

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）：  

先ほど触れましたが、前回の議論の中で、地縁型組織のあり方をどのように考えるの

かという事で、その重要性を条例の中で謳いたいという皆さまの合意を得ております。

このような中、明石市連合自治協議会としては、もう少し自治会の役割の明確化を考え

て欲しい、という事もあると思われます。このような背景より明石市連合自治協議会よ

り要望書が提出されたと私は理解しています。 

この要望書の内容について、明石市連合自治協議会 会長よりご説明頂きたいと思い

ます。 

 

（委員）：  

概要につきましては私から説明し、明石市連合自治協議会 顧問よりもう少し詳しい

内容をお願いしたいと思います。 

明石市連合自治協議会は毎年 6月に定期総会を開催しております。昨年の定期総会で、

連合自治協議会の活動やあり方はこのままで良いのか、という話が出てきました。その

中で、自治会のリーダーとして、自治会に対して指導的なところも見せていくべきでは

ないか、という話がありました。 

自治会・町内会の加入率は現状 80％程度に下がってきています。連合自治協議会と

して、まず、自治会の未加入や未結成問題について何か出来ないかということで、連合

自治協議会の分科会として自治会未加入・未結成問題対策検討部会を 2011年の定期総

会後に立ち上げました。 

これまで、この自治会未加入・未結成問題対策検討部会を 9回開催し、今後も引き続

き検討していく予定です。まだ、検討途中の段階ですが、協働のまちづくり推進条例の

中に自治会未加入・未結成問題対策について条文に加えて頂きたいと思い、今回の要望

書を提出しました。 
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要望書は京都市や横浜市の条例を参考に、6名の委員が様々な意見を出し合って作成

したものです。 

分科会にも参加している明石市連合自治協議会 顧問からも補足説明をお願いしま

す。 

 

（委員）：  

いま明石市連合自治協議会 会長から説明頂きました内容が全てです。自治会・町内

会の加入率が低い、自治会に対して無関心な方が多いということで、どのようにしてい

くのかについて昨年の総会以降に自治会未加入・未結成問題対策検討部会が立ち上がり、

私もその部会の一員としていろいろと検討を進めました。本当は、23 年 3 月に検討が

終わる予定でしたが、まとまらない部分もあり、協働のまちづくり推進条例の検討が終

了するまで検討を続けようというぐらいの意気込みで取り組んでいます。 

本音を申しますと、協働のまちづくり推進条例の中に自治会加入を義務付けるという

文言を入れたいのですが、それは難しいという結論となりました。京都市や横浜市の事

例を見ると、義務化を謳うのではなく、入るのが望ましい、といった表現になっていま

す。 

ただ住民から行政に対して、自治会・町内会加入は義務付けられているのか、という

問い合わせがあった時に、自治会・町内会は任意団体なので、行政としてはどちらでも

良い、としか回答出来ないわけです。京都市や横浜市では、義務ではないが協力しなけ

ればならない、といった形で少し踏み込んだ格好にしております。できましたらそのよ

うな形で、協働のまちづくり推進条例にも盛り込んでいただきたいと考えています。 

先ほど明石市連合自治協議会 会長から自治会・町内会加入率の話がありましたが、

分母となる部分が正しいのかどうかわからない状態になっています。行政としても把握

していないし、自治会長としても把握が難しいのが実態です。同じ町内で自治会が 2～

3に分かれているなど、行政の区画と自治会・町内会の範囲が異なるケースが多くなっ

ています。世帯数を正確に把握するには 1軒 1軒数えないといけない。だからそれを誰

が実施するのかが難しい。単身者やワンルーム居住者などは住民票がそこになくても自

治会・町内会に加入していたり、事業者などそこに住んでいない人も加入しているケー

スもあります。加入率という話になると、把握が難しいのが実態です。このような事も

自治会未加入・未結成問題対策検討部会で討論しています。 

自治会未加入・未結成問題対策検討部会は 6人で頑張っていますが、意気込みだけは

すごく持っております。全員、この条例に期待しており、協働のまちづくり推進条例に

義務付けとまではいきませんが、それに近い文言が入ればという願いをもって、本日の

要望書を提出しました。よろしくお願いします。 
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（会長）：  

ありがとうございました。今日このような形で一つの問題提起をいただきました。 

協働のまちづくり推進組織という組織があります、その中に自治会が入っています、

という事は皆さんからも異論なく進んできました。 

先ほど、自治会・町内会加入の義務付け、という話が出てきました。協働のまちづく

りは誰が担うのか、という話になった場合、加入が義務付けられた自治会・町内会が中

心になっていくのと、加入は任意である自治会・町内会が中心になるという考え方があ

る。一見すると自治会が中心である事にはかわりがないが、協働のまちづくりとは何か、

を考える際に大きな違いがあると思います。 

つまりどういうことかと言うと、地域自治組織型のようなものであれば、ある程度義

務付けられた加入者が居ないと多分実働が難しいと考えます。一方で、特定の課題、例

えばお祭りを何とかしたいといったところの自由度が欲しい、といったところについて

は恐らく任意型の加入者が居る形の方が効果的であると考えます。 

このように、協働のまちづくりとは何か、というところに議題の中心になることがあ

るという事を、私はこの要望書を読んだ時に感じました。 

だから、皆さんには、ご検討に際し、自治会・町内会加入の義務付けがどうか、とい

う話ではなく、協働のまちづくりのイメージにはこのようなイメージがある、あのよう

なイメージがある、といった事を考えながら議論いただければと思っています。 

前置きが長くなりましたが、要望書の内容と先ほど事務局からご説明いただきました

条例の検討状況について、ここからは自由闊達なご意見をいただきながら進めていこう

と思います。 

ある程度意見が出た段階で、私がこういうところを議論してくださいという方向付け

をしますので、まずは皆さま方からいろいろな意見をいただきたいと思います。ご質問

でも結構です。いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

要望書の件について発言します。協働のまちづくり推進組織が各地域に出来て、その

組織に対して交付金が交付されることになると、この予算の範囲内で地域住民が使途を

決定して事業を実施するような形が出来ることになると思います。前にも述べましたが、

これは新たに公共団体が出来る状況になってくることになります。従来の地方自治の骨

子は団体自治と住民自治ですが、この二つでは語りつくせないような要素が出来ること

になります。まさしく地域自治です。 

そのようなことから考えると、住民の皆さんの自覚を促す、あるいは意識の高揚を図

ることが是非必要になると思います。そうでないと、従来のお任せ民主主義では立ち行

かない状況となります。このことから私は、この要望書の内容を基本理念の中に入れて

欲しいと思います。 
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（会長）：  

私が最初に述べましたが、先端的なと言いますか、地域自治を目指すのであれば、こ

れは基本理念の部分に反映すべきである、というお考えでよろしいでしょうか。 

ほかにもご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（委員）： 

京都市にしても横浜市にしても、条例化で努力義務化を図るということで、「コミュ

ニティ活性化推進条例」であるとか、「絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促

進する」といったように、非常に苦労した条例の文章になっているなと感じました。自

治会に加入しなさい、という直接的な表現ではなく、実際、地域で住むためには、こう

いうことでいろいろやっているのですよということを理解してもらうような形の条例

になっています。 

明石市としても、自治会未加入・未結成問題対策検討部会でいろいろご苦労されたよ

うですが、我々の地域でも徐々に自治会加入者が減ってきております。このような中で

やはりワンルームの方の未加入が非常に多いと感じます。ワンルームの住民は次々と新

しい土地に移っていきます。 

地域の中で一緒に住んでいるという意識を持ってもらうために、協働のまちづくり推

進条例に今回、提案されているような条文を反映することについては、私は非常に良い

と思います。 

自治会にとっても、こういう地域の皆さん協力しましょう、という言葉が入っていれ

ば、非常に良いと思います。 

 

（副会長）： 

一つ関連情報について情報提供させていただきます。具体的な資料も持っていません

し、少し聞いた話ですので、後ほど裏をとっていただきたいのですが発言します。 

草津市では明石市と同様に自治基本条例を制定した後に、市民参画条例と協働のまち

づくり推進条例を作ろうとしているようです。その草津市の協働のまちづくり推進条例

の検討の中で、自治会未加入者問題を位置づけようという事を考えていると聞いていま

す。現在、条例の検討委員会を立ち上げて協働のまちづくり推進条例の検討を進めてい

るところだと思います。このように、自治会未加入者問題を条例の中で検討するという

動きは他の市町村でも出てきている状況となっています。 

 

（会長）：  

有用な情報ですね。もし調べることが出来るのであれば、草津市の事例について事務
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局が調べて貰えないですか。少し興味深いのは、大阪を中心と考えると、草津市も明石

市もある種位置づけが似たようなところがあるかと思います。参考になるかも知れませ

んので、事務局の方で調査をご検討ください。 

他に何かありますか。ご質問でもご意見でも結構です。 

要望書の内容に賛成である、協働のまちづくり推進条例に反映したほうが良い、とい

う意見が多かったのですが、いかがでしょうか。他の観点からでも結構ですし、まずは

いろいろな意見を出していただいて、そこからいくつかのテーマを決めて突っ込んだ議

論をしたいと思いますので、何かご意見を頂けますでしょうか。 

 

（委員）：  

協働のまちづくり推進条例は市民のために作る条例だと思っています。そうすると、

市民が条文を見た時に強制ではなくてもそれに近い文言が入っていると、行政からの押

しつけ感を感じ、行政のための条例であると感じるのではないでしょうか。自治会・町

内会が置かれている状況は理解できますし、要望書に書かれている内容にはすごく共感

できるのですが、実際に文言に落とし込んでみると、この条例に相応しいのか疑問に思

いました。 

意地悪な言い方をすると、例えば自治会・町内会の加入者が増えたら本当にまちづく

りがうまく進むのか。皆さんが加入し参加してくれるとこうなります、という道筋が見

えないといけないと思います。「皆さんが少し気にかけてくれると、こんなふうにみん

なが安心して暮らし続ける街ができます」というようなイメージを見せないといけない

のではないでしょうか。ただ加入してください、という部分だけを強調するような形に

すると、市民としては違和感を感じるのではないでしょうか。 

 

（会長）：  

ご指摘いただきました行政のための条例か、住民のための条例なのかという事に関し

まして。例えば先ほどお話ししました地域自治組織型の組織であると、多額の地域交付

金が交付された際にそれを自由に配分していく事になります。例えばその組織の中心が

自治会等の地縁組織である場合、これらの地域自治組織への加入率が 20％しかない場

合、恐らく行政としては交付金を交付出来ないという話になるのではないでしょうか。

つまり、この組織は本当に住民の意見を広く反映できる組織になっていますか、という

問題が出てくると思います。100％加入であれば交付金を交付できますという形になれ

ば、行政の条例ということになってしまうのではないかというご懸念だと思います。本

当に良い指摘だと思います。 

他にも意見がありますでしょうか。 
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（委員）：  

明石市連合自治協議会の自治会未加入・未結成問題対策検討部会では、今度、自治会

長向けにアンケートを実施する予定です。また、自治会長も 1年ごとに変わる地域も多

いので、地域交付金の内容や市で設置してくれない街路灯や防犯灯の設置の仕方、溝の

蓋のなおし方などといった事を周知していく必要があると感じています。 

アンケートについては、昨年実施した内容とは異なるものを考えています。少し表現

をやわらかくして周知と調査を兼ねたようなアンケートを実施したいと思っています。

そのようなアンケートを実施することで、自分たちの気づきで自分たちのお金を使って

事業を実施するようになることが期待できるのでは、と考えています。そのような形に

なれば、自治会に加入していない人からも、ここに防犯灯が欲しい、といったような形

の協力が得られるようになるのではないか、と期待しています。 

甘い見込みかも知れませんが、そのような内容を含めたアンケートを繰り返していく

事が必要ではないかと考えています。 

 

（会長）：  

地域住民の意向を把握する目的だけではなく、まちづくりに関与して頂けるような思

いを持ったアンケートを実施したいという事ですね。 

 

（委員）：  

明石市連合自治協議会の自治会未加入・未結成問題対策検討部会が実施するアンケー

トでは、昨年、加入率 100%と回答された自治会などに本当に 100％なのか、加入率が

正しいのか確認してくださいという内容も含みたいと考えています。毎年、自治会長が

交代する地域もあれば、何年かに一度交代する地域もあるので、そういった方々への意

識づけの意味も持たせたいと思います。このような意識づけを行うだけでも意味がある

のではないかと考えています。 

自治会が地域の代表であるという証左ですが、例えば道路標識や防犯灯などの設置を

自治会長が依頼すると警察や行政がすぐに動いてくれることが多いです。自治会が地域

住民の代表であるという事を行政も警察も認識しているからこそすぐに動いてくれる

わけです。私も安全設備や通学路などについていろいろと要望を出しますが、驚くほど

すんなりと要望を聞いていただいています。 

自分が所属する自治会だけではなく、校区内の新自治会長を訪問し、「夜どこか暗い

ところはありますか」という働きかけをし、「ここが暗い」という話があれば、私のほ

うから行政に働きかけて設置して貰う、といった活動も行っています。といいますのも、

新自治会長はそのような意識が薄いわけです。例えば、いま県が設置を推奨している防

犯カメラについて、県の補助に関する案内を回覧しても「何かきているな」程度の認識

しかないわけです。 
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校区がまとまれば多くの事を聞いて貰えるという事で、自治会の加入ということは、

まちづくりにおいて一番大切な事だと思っています。 

 

（会長）：  

自治会は力があるにも関わらず、それを自治会長が認識していない。それが未加入者

問題にも密接に関係してくるのではないか、というご意見でした。協働のまちづくり推

進組織の中心になると考えられる自治会が、地域住民を組織化しているという強みを本

当に生かせているのか、というところに課題があるのではないかという事をご指摘いた

だいたと思います。そういったあたりを協働のまちづくり推進条例で明確にすると自治

会長もしっかりと認識できるのではないか、恐らくそういった意見だったと思います。 

もう少し他のご意見も頂きながら議論を整理しようと思っていたのですが、明石市連

合自治協議会からの要望書に関する意見が多く出ていますので、もう少しそのあたりの

議論を続けたいと思います。この件に関して、資料 2の 20ページの「市民活動団体の

役割」の部分と表裏になっていると思っています。この部分についても議論していかな

ければならないと思っています。 

要するに、協働のまちづくりとは何か、という話は、まさにこの部分に係る話です。

例えば、協働のまちづくり推進組織の中にテーマ型の団体も入ってくることになると思

いますが、ではその役割は何なのか、という事が多分問われてくると思います。 

恐らく、明石市連合自治協議会が提起した問題と、市民活動団体の役割は非常に大事

な関連があるのかなと私は思いながら議論を聞いていました。 

そのあたりを少し議論させていただいて、先ほどから出ています、自治会の位置づけ

をどういうふうに取り入れていくのかについて考えたいと思います。今の段階では自治

会は重要であるという記述だけですが、例えば協働のまちづくり推進組織を動かしてい

くためにも、もう少し力を自治会に与えるのも一つの方法だといった議論を頂きたいと

思います。では、市民活動団体やもうちょっと任意的な組織はどういうふうにまちづく

りにかかわっていくのか、福祉的な活動なのか、それとも主たるものになれるのではな

いか、このような議論を少し皆様でしていただければと思っております。 

前置きが長くなりましたけど、どうぞご発言をお願いします。 

 

（委員）：  

PTA の立場として発言します。子供たちを通学させる際に、防犯や安全を考える必

要があります。通学の際にはそれぞれの自治会の中を通ることになるので、自治会にし

っかりして貰ってネットワークを作らないといけないと思います。このようなことから、

PTA も学校ばかりを意識するのではなく、地域とのネットワークづくりに取り組んで

います。その中の一つとして子ども会がありますが、これも地域によって活発に活動し

ていたり、そうでなかったりと温度差があります。また、マンションなど大きな集合住
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宅になると自治会に入っていない事もあるなど、連携が取りにくいこともあります。こ

のような事を考えても、明石市連合自治協議会からの要望書で書かれている事は大切な

事であると感じます。 

もう一点、事業主の立場から発言します。自分の住んでいる地域以外に、会社がある

地域の自治会にも加入しています。会社としては自治会に加入していますが、社員の一

人一人は職場で自治会に加入していません。防災、防犯を考えると、事業主として社員

の安全を考えていく必要があります。市民だけではなく、明石に何らかの関係がある人

たちの安全・安心を図れるような仕組みも考慮したまちづくりを図らなければいけない

と思います。 

 

（会長）：  

他に意見を頂いていない委員の方、ご意見をお願いします。 

 

（委員）：  

協働の意味について何かという事をよく考えますが、私のこだわりとしては、参加、

という事になります。参加があって協働があると考えています。このような考えを自治

会の方にお話しすると、その参加が難しいのですよ、とよく指摘されますが。 

この条例には、参加イコール皆さんの協力があってまちづくりが進む、といった意味

の条文を入れた方が良いと思います。 

参加には行政の参加というものもありますが、主役は自治会のメンバーや市民活動団

体であって、行政は事務局的な位置づけ、つまり黒子であって欲しいと思います。この

ような事に係わっている行政マンはそのあたりの事を良く理解していますが、例えばこ

の検討委員会の場にいない行政マンは全く理解していないので、このあたりは我々が指

導していかないといけないと感じています。 

余談ですが、先日、市民活動団体協議会のメンバーでワークショップを行いました。

その中で、自治会など地縁型組織と協働したいというニーズも少なくないと感じました。 

例を挙げると、ローンボウルズをされている団体があるのですが、高年クラブの方々

に自分たちの活動を PRしたいという話がありました。ただ、どのようにして自治会に

入っていけば良いのかわからない、自治会長名簿も行政からはもらえない、という状況

にあるようです。このような話を聞いていると、やはり中間支援やコーディネーターと

いうものが必要であると感じます。 

市民活動団体にも自治会を視野に入れて活動したいというところもありますので、こ

のような方々を自治会が受け入れると、また自治会活動も変化してくると思います。 

このような事を感じたので、地縁型とテーマ型というものをあまり分けない方が良い

のかなと思いました。市民活動団体としてこれまでも校区に呼ばれてゴミの分別を指導

したり、子どもの環境教育をおこなったりもしておりますので。 
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（会長）：  

研究者の悪い癖ですが、きっちりと色分けして議論する方が良いと思っていました。

確かにおっしゃるとおりで、自治会と市民活動団体の活動を区分する必要はないかも知

れません。協働のまちづくりを推進する上で、17 ページに書いてある通り、地域ビジ

ョンを共有していれば誰でも参加できますので。 

先ほどから議論しています自治会の未加入者問題については地縁型とテーマ型が明

確に分かれるお話だったので、私の表現が足りなかったのであれば、それはお詫び致し

ます。 

 

（委員）：  

明石の校区まちづくり組織を見ると、その構成団体はバラバラです。ボランティア団

体が全く入っていない校区もありますし、NPO が入っていない校区もあります。みん

な入ってこその協働のまちづくりであり、それで情報の共有が出来ると思います。また、

新しい人材もそれにより見つかると思うので、「とりあえず参加する」という意味の文

言を入れて欲しいと思います。 

 

（会長）：  

幅広い参加ということですね。 

 

（委員）：  

私も自治会に関係しているので先輩の会長の方々がおっしゃったことは良く理解で

きますし、同じような苦労も経験しております。 

私は自治会で協働のまちづくりを考えてみました。高齢者が多い自治会なので、安

全・安心が一番活動するには適しているかなと思い、名前は正式には決めていませんが、

防災という観点から、何かあったときには高齢者や弱者をどのように助けられるのかと

いう取組みを、今、自治会活動とは別にメンバーを募って始めているところです。 

そのときに、やはり問題になるのは、人道的な立場では自治会の会員以外の方も対象

にするべきだろうということです。しかし、そこまで手が回るのか、弱者というくくり

は何をもって弱者とするのか、といったようにいろいろな問題が出てきています。 

いま悩んでいるのは、まちづくりって本当はどういうことなのかということです。協

働のまちづくりと言っていますが、どういうことが協働のまちづくりなのかなというこ

とがきちんと言えないというか、自分自身でどういうふうに整理したら良いのかわかり

ません。こういうことをしたらまちづくりになりますよ、みんなのためになりますよ、

安全・安心に暮らせる街ができますよということが伝わらなかったら、自治会に入って

いない方が注目してくれないと思います。 
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今はこつこつと、防犯関係の取組みや外灯の取り換えを自治会がお金払って行ってい

ます。ただ、そういうことも自治会の役員にならないと、知らなかったという声しか返

ってきません。 

まず、自分の地域がどういう街なのかということを理解していこうとしています。自

分たちの住んでいる地域は高齢者が本当に多いです。700 世帯ぐらいあるうち、75 歳

以上の人が 300人近くいます。小学生は 40人以下です。だから、そういう点について

どうしたら良いのかなということを、いま原点に戻って考えて、取り組んでいこうとし

ています。 

協働のまちづくり推進条例は、細かいことまでは言えないと思いますが、そういう気

持ちが伝わる条例であってほしいなと思います。自治会に入って欲しいという気持ちは

強いですが、おそらく 100％の方が自治会に加入してくれないと思います。そういうと

きにどういう対応ができるかということも考えられる条例であったら良いなと思いま

す。 

 

（委員）：  

協働のまちづくりに不可欠なことは、目的の共有といいますか、共通認識とやはり信

頼関係だと思います。自治会も同じで、やはり信頼関係があってこそ初めて機能するわ

けでして、まちづくりにおいて信頼関係は非常に重要なことではないかと思います。 

条例検討委員会の 1回目か 2回目のときに、私がまちづくりとは何ですかと定義につ

いて事務局にお伺いしましたが、そのときは「協働のまちづくり提言」どおりのご回答

をいただきました。最近、まちづくりとは一体何なのかと考えてみますと、究極的には、

これはきずなづくりではないかと思います。きずなさえあれば街として機能しますし、

ハード面は別として、ソフトの面でかなりの取り組みができると思います。 

一つの例をとりますと、阪神・淡路大震災のときに救助された方の 3分の 2ぐらいの

方が、近隣住民の方に救助されました。平素からきずながもっと強固になれば、もっと

多くの方が救助されていたのではないかと思ったりします。まず動かなければならない

のは住民自身であって、住民自身が住民自身を助ける、いわゆる自助が非常に重要では

ないかと思います。災害の初期の段階で、当然、自衛隊とか消防は来てくれないわけで

すから、まず動かないといけない。それはやはり地域自治の一つではないかと思います。

地域でいろいろな事業に取り組むことは、きずなづくりのための手段ではないかとさえ

思ったりします。私の考え、間違っているかもわかりませんが、そのように考えていま

す。 

 

（委員）：  

自治基本条例では、市民活動に関して、市民活動への支援を行うものとする、という

程度の内容の記載しかなかった。今回、20 ページの市民活動団体の役割と支援の部分
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で市民活動について事務局案で明示されていることは良い事であると思っている。自分

たちがサービスを受けるだけではなく、市民活動団体の一員として何をするべきなのか、

どうあるべきなのか、ということを考えて行動することや、このような支援をして欲し

いと思うことは事務局案に含まれているので、こういう内容が条例に盛り込まれると、

市民活動団体にとって非常に良い事だと思います。 

 

（会長）：  

これまでの検討委員会で事務局に協働のイメージ図を作成して貰った際に、自治会の

役割は大きいということで、図の中で自治会をもっと大きく表現した方が良い、という

議論がありました。また、様々な議論の中で、まちづくりの中心となるのは住民であり、

その住民がまちづくりに一番参画しやすいのが自治会を通じてであろう、という話にな

りました。しかし、先ほどもご意見がありましたが、そのような形での参画が難しい地

域や、高齢化が進み自治会費を払うのも難しい場合はどうするのかという問題がありま

す。そのような地域の場合は、市民活動団体や NPOが入ってきて活動しないとまちづ

くりが難しいでしょう。地域によって様々なパターンがあると思っています。 

自助がしっかりと出来ていて、自治組織としてしっかりとまちづくりに取り組める組

織もあると思います。一方で、そこまでは達していないが、もうちょっと頑張りたいか

ら助けて欲しい、という地域もあるでしょう。そのような様々なケースを同列には議論

できないでしょう。 

このことから市民活動団体の役割は、しっかりと自分たちで取り組める地域に対する

ものと、そうでない地域を支援する役割といったように、いろいろな役割があることに

なります。そのような様々な役割を果たしていくために、市民活動団体と行政とがどう

いった形で協働のパートナーシップを組んでいくのか、という議論が必要であると思い

ます。 

では、次の委員の方どうぞ。 

 

（委員）：  

他の委員の方からの意見の中で、きずな作りが重要であるとの話がありましたが、ま

さにそのとおりであると思います。そのきずなが切れるのを防げたというお話をしたい

と思います。 

自治会の中のある班で、みんなが自治会をやめると言い出しました。自治会長として

急いで話を聞きにいくとそれぞれがそれぞれの言い分がありました。やめる理由の一つ

として防犯灯の問題があったようです。暗い場所に防犯灯を設置したいが電柱が無い。

そこで一軒の家に協力してもらって自治会で防犯灯を設置しました。そうすると防犯灯

がないからやめると言っていた人たちは留まることになりました。 

またある高齢者に話を聞きに行きますと、障害を持つお子さんがいらっしゃったので
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すが、地域でそういったことが放置されている、と泣かれました。近くの役員が様子を

窺うようにしたら、我々の集まりにそのお子さんを連れて参加するようになりました。

街でお会いしても挨拶出来るようにもなりました。このようなことでその方たちを自治

会から脱退するのを防ぎました。 

私は、自治会も PTAも子ども会も全て一体だと思っています。PTAの会長は毎年交

代するのでどのような事をすれば良いのか良く相談されます。そのため、一緒に活動す

ることが多いです。今度、三木の防災公園とクリーンセンターの見学に行きます。この

際に若い人たちにも参加して貰うために PTA などに声掛けを行っています。子供たち

は喜ぶと思います。 

通学路の問題について、こどもの飛び出しを防ぐために、ストップマークをつけよう

ということで話を進めています。「いったんとまれ」というものではなく、子どもが喜

ぶようなカエルのマークを貼ってほしいという要望を出しています。カエルのマークな

ら子供たちは喜んで踏みつけて、そのことで止まりますので。こういった事を地域全体

で取り組んでいけばよいと思っています。 

あと、他の委員の方がおっしゃった市民活動団体のお話について意見します。テーマ

型組織の方は、地域に入っていくというより、自分の活動の仲間を増やしたいという意

識が強いと思います。仲間を増やしたいのであれば、自治会に加入して、１年くらいそ

の自治会の掃除とか手伝えば自然に仲間は増えるでしょう。自分たちの活動のために自

治会や高年クラブに手伝ってという話ばかりが多いです。 

先ほどのローンボウルズの話にしても、実際のところ自分たちの仲間を増やしたいと

いうのが真意だと思います。自治会のためになれば必ず地域の仲間は増えるのではない

でしょうか。そのように伝えてあげてください。１年間、その校区で、月１回ペースで

掃除すれば仲間が増えるのではないでしょうか。 

 

（会長）：  

委員の方自身がコーディネーターを行われた事例をお話いただきました。委員の方自

身が中に入ることによって、住民の方が自分の土地を提供してくれて防犯灯を建てた、

それによって組織が維持された。またそれを機会にして今まで会合に出てこられなかっ

た人が参加されるようになった。きずなを再構築するのにコーディネーターが大事だと

いうお話でした。 

また、地縁型の活動の難しい部分をテーマ型がどのように協力してくれるのか、地縁

型の活動の難しい部分に取り組んでもらわないと難しいですよといったことで、コーデ

ィネーターの役割が果たせる人材が必要であるという事をご経験の中からお話いただ

きました。これは資料 2の 19ページの 2番もしくは 3番に関する内容のご意見だった

と思います。 

このような議論も進めたいのですが、私としては自治会の扱いを条例の中でどう設定
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するのか、これについて皆さんの合意を得たいと思います。 

委員の方の意見で、強制的な文言は避けたい、という気持ちは良くわかります。ただ

一方で、高度な住民自治を求めるのであれば、やはり中核となる組織がしっかりとした

ものでないといけない。一つは加入者の割合が低いとそれは難しい。もう一点は、自治

会といった組織がしっかり動いて責任と自覚を持たないと難しいと思います。 

例えば、明石市連合自治協議会より頂いている要望書の 2番に「地域住民は、地域自

治を担う住民組織に多くの地域住民が主体的に参加する状況になることを目指し･･･」

と書いてありますが、これに住民組織はどのような自覚と行動をもってまちづくりを推

進する、といったまとめ方もあると思います。このようなことがしっかりと出来る地域

もあり、地域交付金も自由に使える地域もあると思います。ただ、そのような地域ばか

りではないでしょう。小学校が廃校されたり合併されたりという事も考えられますし、

自分たちだけでまちづくりに取り組めない地域まで全て、このような条文で縛れないで

しょうから、条文に少し幅を持たせる必要があると思っています。 

ここからが皆さんの合意を得たい部分になります。この要望書について、私は非常に

前向きに捉えたいと思っています。高度な住民自治、出来る限り自分たちのことは自分

たちで取り組むという住民自治を求めるのであれば、そのための組織として、自治会を

中心としてその加入率を高める、あるいは自治会そのものが協働のまちづくり推進組織

の責任を持ちその認識を高めるといった内容を謳う必要があると思います。 

一方で、出来る限り自分たちのことは自分たちで取り組むという住民自治が出来ない

地域は中間支援組織や市民活動団体がお手伝いをする。この両面が必要であり、このあ

たりについて濃淡があるような何かそのような表現が出来ないのかなと思います。 

出来る限り自分たちのことは自分たちで取り組むという住民自治が可能な地域を基

準にし、これが目標ですという条例を作るのではありません。いま作っている協働のま

ちづくり推進条例は実務条例です。現在進んでいる地域はそれをもうちょっと進めまし

ょう。そうでない地域は助けていきましょう、このようなこところをまとめないといけ

ないので、そういったところを何か濃淡を含めるような形にできればと思います。 

このあたりの表現を上手く変えて、まちづくりを自主的に行える、かつその成果を享

受する地域住民は、という形に、つまり自分たちで積極的に住民自治にしっかり取り組

みたいなら加入してくださいよという義務付けにするということだと思います。ただそ

うでない地域の事については、資料 2の 19ページの部分でカバーできるような仕組み

にする。そういう濃淡を表現できないかと思います。 

これは私のアイデアですので、皆さんからご意見を頂きたいと思います。この条例は

実務的なものです。住民自治を強化しましょうという事だけでは多分全てをカバーでき

ませんので、そのあたりを含めてご意見をいただけますでしょうか。 
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（委員）：  

先ほど参加というお話がありましたが、この参加というものは反映する形でお願いし

たいと思います。 

県民交流広場事業で、お話にも出ている濃淡がありますが、校区まちづくり組織とい

うものが各地域に出来ています。魚住小校区では自治会を母体とし、ボランティアや市

民活動団体も含めた 13団体で構成されております。納涼祭があるのですが、これまで

校区子ども会が主体になって取り組んでいました。ただ、それが立ち行かなくなり、こ

れに対し、校区まちづくり組織や自治会が応援する、あるいはボランティアグループを

紹介したりする。このような形の参加の意味を条例でも取り上げられたらと思います。 

校区まちづくり組織でコーディネーター的な活動も行っていますが、明石コミュニテ

ィ創造協会は中間支援組織としてどのような役割を果たしていくのか。条例項目別の検

討状況では検討中となっていますが、検討にあたり実際に何を行っているのか、具体的

な活動があれば教えていただきたいと思います。そのあたりを含めて校区まちづくり組

織としてどのようなことができるのか、中間支援組織からどのような支援を行って貰え

るのか、今後考えていきたいと思います。 

 

（会長）：  

これについては後ほど事務局にお答えいただきます。他にまだご議論頂きたいので。

では他の委員の方お願いします。 

 

（委員）：  

お二人の委員の意見に繋がる話になってしまいますが意見を述べます。資料 2 16

ページの④に「自治会・町内会は、住民に最も身近な立場の組織であり、総合的な活動

を行うことから･･･」と記載してあります。私は自治会自体が既に実践されていますが、

中間支援組織だと思っています。それとは別にこれまで議論してきたような中間支援組

織、つまりニュートラルな考え方を持ってスーパーバイズできるような中間支援組織は

必要だと思っています。 

先ほどからお話が出ています地域格差の解消についても大きな視野で動けるコーデ

ィネーターが必要であり、そのような能力を自治会にも中間支援組織にも持っていただ

きたいと思います。 

きずなという言葉がありましたが、これはコーディネートの事であると思います。コ

ーディネーターとは何かですが、いろいろな役割があります。どこかとどこかを繋ぐと

いうことが中心になりますが、情報を公開する、情報を受信して発信する、研修を行う、

そのスキルを高める、などいろいろな役割があります。自治会も既に実践されています

が、自治会にはやはりこのような機能が必要であり、このような考え方をもって取り組

んでいただきたいと思います。 
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（会長）：  

確かに自治会はきずなづくり、個と個を結ぶ中間点であると思います。余談になりま

すが、家族の中にでも個が孤立している家族が孤立しているという社会問題があります。

これまでであるとこの問題を血縁がカバーしてきました。少子化でこの意識が薄れてい

く中、こういった問題を地域のきずなでカバーせざるを得ない状況になってきています。

もちろんそれだけで良いのかという問題はありますが。 

ただ自治会に加入するには自治会費が必要です。今後、自治会費を負担できない人も

出てくるでしょう。そうなるとこのような方々をどうしていくのかという問題が出てき

ます。こうなると組織の意思決定には加われないけど、その組織が提供するサービスも

受けられないのか、という話が出てきます。ただこれは違うという事になるだろうと思

います。選挙権は 20 歳以上ですが、サービスを享受するのは 20 歳未満も含めてとい

う事になっています。もし仮に地域自治区ができた時に意思決定はそれに参加している

メンバーが行うが、受けられるサービスはそれ以外の人も含めて全てという事になると

思います。これが前提になると思います。 

このようなことを考えると、明石市連合自治協議会からの要望書の中にある二番目の

項目だけではこれを実現するのは難しいのではないかと思います。だからプラスアルフ

ァの議論が必要だと思います。恐らくそういったところも含めて検討する必要があると

思います。 

中間支援組織の話は後ほど議論するとしまして、この問題については協働の理念の部

分に係ることだと思いますので、先にここを結論付けたいのですが、副会長いかがでし

ょうか。 

 

（副会長）：  

先ほど会長がまとめられたご意見で、この条例は実務的に、地域の実情に応じて使え

るものにしていくという方向性で、私は良いと思います。先ほど委員のかたもおっしゃ

ったように、自治会が地域のニーズを掘り起こしてくれる存在であるということがすご

く大事で、ニーズを掘り起こして解決する手段に結びつけていく、そこに参加や協働の

仕組みが働いていくという、そういう形をつくっていくのが重要だと思います。それが

地域の方々の共感を呼び起こしていく、そういった理念で文章を書き込んでいただける

と、多くの方が単なる押しつけではなくて、これは自分たちのための条文であると理解

できるのではないかなと思います。 

 

（会長）：  

明石市連合自治協議会からの要望書については、基本的に賛成の方が多かったと思い

ます。ただ、押しつけにならないようにという事で、先ほど副会長がおっしゃったよう
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に、それが一つは高度な住民自治に役立ちますよ、ということと、自治会がきずなづく

りやニーズの掘り起こしに役に立ちますよ、といった側面から強調したらどうかという

ことで、このような内容を検討したいと思います。 

自治会に参加することは大事だと思いますが、参加者だけではなく、参加していない

人にも目を配っていくことが重要だと思います。地域には参加者ではない方もたくさん

いますので、ここに目を配ってこその協働のまちづくりという事になるのではないかと

思います。そういったところに次の議論になります中間支援とかコーディネートの役割

が必要になると思います。 

このような形で要望書の内容については条文の中に入れて貰う事を事務局にお願い

しますので、明石市連合自治協議会に返答が必要であるならば、そのような形で検討し

ている旨を、委員の方からお伝えください。お願いします。 

 

（委員）：  

わかりました。 

 

（会長）：  

先ほど話に出ました中間支援組織やコーディネーターに関する議論を進めたいと思

います。 

まず、明石コミュニティ創造協会の取組みについてのご質問が先ほどありましたので、

事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局）：  

中間支援組織ですが、今年 4月から明石コミュニティ創造協会が中間支援の役割を担

うということで、スタートを切っております。中間支援組織を設置した目的は、実際に

まちづくり活動にそれぞれ取り組んでおられます団体の主体的な活動が、よりよい形で

継続していくようにということで、団体と団体の連携を支援するなど、第三者的な視点、

立場から各主体を側面的に支援する、ことです。 

具体的には資料 2の 19ページにも書いておりますコーディネート機能でありますと

か、交流活動支援、情報共有機能、相談機能、人材育成機能等、こういったところ、幅

広く支援の内容は求められているのかなと考えております。 

ただ、4月からスタートして約 3カ月という状況でありまして、実際、今の内容で言

いますと、こういった中間支援の役割が担えるようにということで、今は具体的には各

小学校区の校区連合自治会とか校区まちづくり組織への会合等に出席をさせていただ

いたり、あるいは市民活動団体の活動の機会をとらえて、団体に個別訪問させていただ

いたりしております。そういった中で、それぞれの状況を把握する、また先ほどもあり

ましたが関係性をつくっていく、そういったところに重点を置いて活動しているところ
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であります。そういったことを通じて、合わせて職員のスキルアップを今、図ろうとい

うことで取り組んでいます。 

まだ、評価の段階までは行ってないですが、将来的には資料 2の 19ページに書いて

ある役割をしっかり担えるように、今、スキルアップを図っているという状況でござい

ます。 

 

（会長）：  

このような話ですが、いかがでしょうか。今の段階は準備段階、いわば基盤をつくっ

ている段階であるというお答えです。 

私から逆に質問ですが、大体それはいつぐらいまでにめどをつけられて、いつぐらい

から実際に取りかかれて、条例できる前で大変申しわけないですけど、ここに書かれて

いるような活動ができそうなのでしょうか。 

 

（事務局）：  

発足して 3カ月です。実践をこれから積みながらになりますが、やはり目処としては

それぞれの活動のワンサイクルでということになると思います。地域の団体などが１年

間の活動をどのように展開されているのかということにしっかりと係わり、また、いろ

いろと状況も把握する。また先進事例と言いますか、そういった事例の研究もしていま

す。できれば様々な団体の活動が一巡する 1年ぐらいをめどに、次の展開が考えられる

ように取り組んでいきたいと考えております。 

 

（会長）：  

1年くらいかかるという事ですね。 

 

（委員）：  

それはそれでお願いします。 

行政への提案機能についてですが、明石コミュニティ創造協会が単独で提案するのか、

協働のまちづくり推進組織と組む形でもっと質の高い提案にしていくのか。その場合、

地域とどのようにタイアップして提案していくのか。そして提案については予算がつい

て回ることですが、そのあたりの予算はどの程度、どのようにお考えなのか教えて下さ

い。 

 

（会長）：  

中間支援組織の役割ですから、この場でもう少し議論させていただいて、それで中間

支援組織と行政の関係をどう関係づけて、それに対してどう手当てをうつのかについて

教えてください。 
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（事務局）：  

今も地域とのかかわりを持っております。コーディネートの中でいろいろな情報を上

げてきてもらっていますので、そういった中での提案を受けて、我々の中で政策決定し

てという流れになっていこうかと考えております。 

 

（会長）：  

そういう意味では、行政の延長線上のところにあるということですね。つまり、中間

支援組織からの提案はある意味においては、その施策に落としやすい立場にある可能性

はあるということですね。 

例えば実際に中間支援に取り組んでいらっしゃる委員の方は、まさにこの政策提言能

力、いわゆるアドボカシーは多分、一番大きな課題だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員）：  

どちらかといえば、いろいろな事例などを情報収集して、いろいろなコーディネート

をしてみて、結果、アドボカシーにつながると思います。これはかなりスキルというか、

考え方をレベルアップしないと、ここまで行かないかなと思います。 

中間支援組織の方はこの条例検討委員会に参加されているのでしょうか。この委員会

の報告は受けているのでしょうか。 

中間支援組織はどこを向いて仕事をしているのか、ということが非常に大事です。や

はり行政ではなく、市民の方を向いて仕事をして、必要があればそれを行政と繋いでい

く、本当に市民にとって必要であれば行政に提案していかなければならないと思います。 

だから、市民が考えている事からニーズを掘り起こして一緒に考えたり、一緒に苦労

をして、このような提案をしていきましょう、という事になれば提案していくという形

であって、あくまでも市民の代弁者であるという事であると私は思います。 

 

（会長）：  

アドボカシーという行政提案能力については、もっと持たせていかすべきというお話

でしょうか。 

あと、中間支援組織の役割について、まだ検討途中ということなので、ここについて

議論したいと思います。 

先ほど委員の方が自治会長としてコーディネーターの役割を果たされたという話が

ありましたが、このような内容を中間支援組織で取り組むのが難しいという事になった

場合、例えば協働のまちづくり推進組織でそのような取り組みが可能なのでしょうか。

1年ごとに交代される自治会長もいる中で、その方々も協働のまちづくり推進組織を形

成される。その方々がコーディネーター的な役割を果たすために良い手法はないでしょ
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うか。 

 

（委員）：  

上から目線と言うものがありますが、これではいけません。私の場合は自治会長とし

て、「何々が欲しいから取りに行きます」と言われたら、「私が持っていきます」と言い、

私が自転車で持っていきます。自治会長はサービス業であると思っています。 

花園校区は地域で学童保育を行っています。私は子供を預かる一方で、私の考えを母

親に伝えるようにしています。 

ある子どもと子どもが喧嘩して、母親同士の喧嘩に発展した時、周囲に何とかして欲

しい、とお願いされました。もめている親を訪問し、「子ども同士の事なので」といっ

た感じでたいしたことは言っていませんが 30分程度話をしただけで、両方の親が納得

されて丸くおさまりました。例えば、こういった事を教育委員会に訴えて、教育委員会

から先生が来たら、余計にもめることになる。火に油を注ぐことになります。我々が同

じ立場でいう事で丸くおさまることになる。このように連合自治会長や自治会長は無償

奉仕のサービス業と考えて良いと思います。 

因みに、花園校区では連合自治会が子ども会に驚くほどのお金を提供しています。各

自治会長にもそれは納得して貰っています。 

コーディネーターというのは、その場所に実際に入っていって、その人のためにとい

う事を考えながら取り組むものなのだと思います。 

 

（会長）：  

資料 2の 19ページの人材育成のところに書いている内容は、本当にその通りなので

すが、実際にこれを実行するのは結構大変な話だと思います。ただ、これがないと恐ら

く円滑に進んでいかないのだと思います。協働のまちづくり推進組織が出来ても、これ

が実際に動かないという事にならないためにも、コーディネーター、つまり潤滑油役に

なるような役割になる人が必要です。ただ、これはなかなか育たない。 

先ほどの委員の方はまさにそのような役割を果たしておられます。その経験をどうや

って他の人に伝えていくのか、ということになります。その一つのヒントが中に入って

いく、という事でした。座学ではなく実際に中に入って係わっていくということが人材

育成に必要なのだと思いました。中間支援組織も人材育成機能を持つので、このあたり

のことは意識して頂きたいと思います。 

中間支援組織や人材育成について他に何かご意見はありますか。 

無いようですので、大体このような役割については書かせて頂く方向ということとし

ます。人材育成については難しいという事を認識した上で、先ほどの委員の方の事例な

どを参考に、実際に人材育成を進めて頂きたいと思います。 

中学校区との係わりをどうしていくのか、というものがまだ議論の途中だったかと思
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います。まちづくりは小学校区単位でということが基本となりますが、一方で人口が減

少していく中で、将来的には小学校区が合併されることも考えられます。本来は複数の

小学校区が集まって中学校区が形成されるのが望ましいのですが、人口減少の中でそれ

も難しくなりつつあります。 

また、中学校区はもともと一つのコミュニティでありましたが、それを小学校区に分

けているところもあります。また、財政上の問題で施設を中学校区単位で作っていたと

いう歴史もあります。このような事もありますので、これをどう活用していくのかにつ

いて、何かご意見がありますでしょうか。これはいわゆる補完性の原理と言いまして、

小学校区でまとまらないところは中学校区でということを言っています。この話は、地

域間の格差是正といった話とも若干関係しますが、何かお考えのところがあればご意見

を頂きたいと思います。 

例えばボランティアで高齢者対応という事になりますと、小学校区だけでは進まない

部分も多いと思います。例えば地域包括支援センターなども中学校区単位だと思います。

このあたりいかがでしょうか。 

 

（委員）：  

少し地域格差があり、小学校区で上手く取り組めるところと中学校区でないと難しい

のかなというところがあると思います。ただ、ボランティアの皆さんはいずれは小学校

区で取り組んでいかないといけない、という考えをお持ちです。細かく討議することに

ついてはやはり小学校区において利があると思います。ボランティア交流会も小学校区

ごとに行っていますが、まとまった意見が出やすいなど小学校で実施する利点がたくさ

んあります。私も、将来的には小学校区単位でボランティア活動を行うのが良いと思っ

ています。 

 

（会長）：  

中学校区については施設の話があり、既にある施設をどのように生かしていくのか、

という意見があったかと思います。先程も言いましたように補完性の原理というものが

あります。何かこのあたりについてご意見を頂けますでしょうか。 

 

（委員）：  

自治基本条例にもあるとおりまちづくりの基本単位は小学校区です。私も中学校区単

位の必要性も感じますが、それ以上に市民センターの活用について重要性を感じていま

す。小学校区単位では出来ないことが市民センターには出来るのではないかと思います。

だから市民センターを含めたまちづくりをもう少し考えた方が良いのではないかと思

っています。 

以前、市民センターは西明石にはない、それでもまちづくりが出来ている、という意
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見もありましたが、西明石に市民センターがないのであれば間借りで整備することを考

えても良いのではないでしょうか。 

市民センターの活用をもう少し考えて欲しいと思います。大きな災害があった時に、

どこがどのように指示を出して誰が消防団を動かすのか、そのような事を考えたら小学

校区コミュニティ・センターで対応できるのだろうか、という疑問があります。 

 

（会長）：  

どういった事を市民センターの役割にするのかもう少し議論が必要ではないか、とい

うことですね。議論としては中学校区という事よりも市民センターに絞った方がよいと

いう事ですね。 

これについては、事務局より市民センターの現在の役割や、小学校区というコミュニ

ティ単位で取り組めないような防災面に関する防災計画について次回検討委員会で資

料提供いただきたいと思います。 

 

（事務局）：  

以前は、市民協働推進室と市民センターが同じ部でしたが、市の組織変更ということ

で、平成 24年 4月からは別の部になりました。但し、市民センターは所管している範

囲の広域的なまちづくりはこれまでと同様に市民センターが担う事になっています。こ

のために、市民センター所長はコミュニティ推進部の地域支援担当次長、市民センター

課長は市民協働推進室の課長ということで兼務する辞令が出ています。 

小学校区単位のまちづくりという事については、市民協働推進室が全ての小学校区を

支援する役割になっています。昨年度までは市民センターに地域支援担当係長が在籍し

ていましたが、それを市民協働推進室に配置し、意思決定の迅速化、コミセン所長との

情報の共有を一層図っていくという狙いもあり、これらのような見直しを実施しました。 

このような形ですので、それぞれの部門とも従来通りの形で担うべきところは担って

いるという形となっています。 

 

（会長）：  

行政の内部ではそのような内容で位置づけは出来ていると思いますが、市民から見る

とどうなのでしょうか。今までは多分、小学校区コミュニティ・センターから市民セン

ターに情報があがって、それが本庁に届くといったような形もあったかと思います。 

このような地域階層別の情報のあがりかたや、あるいは支援のあり方が、今後はダイ

レクトに本庁が担うという事になると、では市民センターの役割は何なのか、というこ

とが市民の側から出てくる話だと思います。機能として何が果たせるのかということを

考えないといけないと思います。中間支援組織とどのような役割の違いがあるのか、そ

ういったあたりも少し検討しないといけないと思います。 
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市民センターや行政内部の組織の関係など、そのあたりをまず整理して貰い、事務局

より情報提供して貰ってもう少し議論したいと思います。 

まだ議論できていないところがいくつかあります。大きなところでは、市民活動団体

の役割、という事になりますが、これについては少し時間をとって議論したいと思いま

す。 

それと検討途中のところでは、協働のまちづくり推進計画の部分があります。これは

今日私が提案した、濃淡があります、という話と関係があります。ある程度自分たちで

住民自治が出来る地域、つまり本当の地域自治組織に近いところは、この計画はかなり

大規模な計画となり、予算的にもある程度大きな予算で、それを担保できるだけの組織

や住民参加状況がある。そういう計画に基づいて行政と協定を結ぶという地域もあると

思います。そうではなくて、この部分は自分たちの地域では無理なので行政に任せる、

しかしこの部分は一緒にやりませんか、この部分はもうちょっと住民自治の力を使いた

い、といった地域もあるでしょう。恐らくいろいろなパターンが出てくるだろうと思い

ますが、本日、協働の考えの原則を貰ったので、それを踏まえてこの中身を今後検討し

ていきたいと思います。 

事務局にお願いがあります。非常に進んでいる地域自治組織に近いような地域は、こ

のような計画を。そうではなくて、とりあえずお祭りだけは住民自治で取り組みたい、

そのかわりこういった団体が一緒になって取り組むから、といったような地域はこれく

らいの計画を。このようにいくつかパターンはあると思うので、このあたりについて他

の自治体の事例を調べて欲しいと思います。これに基づいて次回検討を進めたいと思い

ます。 

他に検討事項で不足している部分はありませんか。大体このあたりの議論を進めれば、

ほぼ骨格というか中身が詰まったものが出てくると思います。事務局、何か不足はあり

ますか。よろしいでしょうか。 

では、大体このような形で進めることで、過不足なく条例項目案が埋まることになる

と思います。 

最後に、恒例です。副会長よりご発言をお願いします。 

 

（副会長）：  

毎回、熟度が高い議論が行われていて本当に素晴らしいなと思って参加させて頂いて

います。 

余談になりますが、今大阪市で市政改革プランが出されていろいろな問題が起きてい

るようです。そこでやはり痛感するのは首長がどうといった問題よりも、むしろ市民が

何もかも行政任せにしてきたことのツケが回ってきているという事を一番大きく感じ

ます。 

この検討委員会での議論を聞いていると、委員の皆さんが市民としての当事者意識を
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持って議論されているのでそれは素晴らしいと思って学びたいと感じています。是非そ

のような当事者意識を持った市民をたくさん作っていって、その当事者としての市民が

自ら作った条例を自らの地域に上手く活用するというか生かしていく、使いまわしてい

く、そういう大きな流れを作っていけると、他の地域からもこれを参考にしていきたい

というものになっていくと思います。議論をさらに深めて、より実務的な条例ができて

いくことを本当に期待しながら、また次回も楽しみにしているところです。 

 

（会長）：  

ありがとうございました。 

では、事務局から今後の日程についてお願いします。 

 

４．今後のスケジュールについて 

（事務局）： 

お手元に今後のスケジュールという資料が１枚あるかと思います。事前に皆様方に日

程もお聞きしまして、次回は 8月 28日の火曜日の午前 10時から 12時までの予定で、

場所は市民会館の第 1／第 2会議室で第 10回の検討委員会を開かせていただきたいと

思います。 

次回は、会長からございましたような点についてご議論をいただきまして、ある程度、

それで全体をご議論いただいたような形になりましたら、事務局でこれまでのそういっ

たご意見をまとめた格好で、一たん、中間的なまとめをさせてもらうのもいいかなと思

っています。次回にその後の取り扱いを、また皆様方でご検討いただけたらと思ってお

ります。 

事務局としましてはそのような形で、一たん中間的なまとめをしたらどうかなと思っ

ています。 

 

（会長）： 

本当に長時間にわたりまして熱心なご議論ありがとうございました。これで終了させ

ていただきます。 


