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第１５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 27 年 2 月 5 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 15 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）： 

これから一文一文をチェックしながら、という事になりますが、その一文の中にどの

ような意味が込められているのかということが大事になるので、そのあたりについて皆

さまの意見を聞きながら調整していきたいと思います。よろしくお願いします。 

では、次第に従いまして、 

まず、１番「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、

資料１をご覧ください。事務局より資料の説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

資料 1 により「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」

説明。 

 

（会長）： 

冒頭に申し上げたとおり、文言について話し合ってください。文言に何かと意味があ

ったりしますので、このあたりについて議論していただいて、最終的に内容を確定した

いと思います。 

よく「原則とする」という表現がありますが、原則に対して例外があり、この例外を

どこまで認めるのか、については、手引などのマニュアルを作る際に議論されることに

なります。細かい話はマニュアルの中で想定していかないといけないのですが、条例の

中では、原則という言葉でもって少し自由度を持たせる必要もあります。このあたりに
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ついて、言葉一つ一つで意味が変わってくるので、文言の検討が必要になるということ

です。何かありますか。 

   

（委員）： 

資料 1 の 2 ページの 4 番に、協働のまちづくり推進組織について、「小学校区を代表

する」という表現があります。通常は代表というと既存の組織の中で誰かを選ぶという

意味です。協働のまちづくり推進組織は新たな組織をつくるということですので、代表

という表現は少し違和感があります。 

協働のまちづくり推進組織はこれまでの住民自治や団体自治という概念では語りつ

くせないような、いわゆる地域自治のような意味合いのものを期待していると思います。

そのような意味から言うと、代表というのは既存の組織の中から選ぶのではなく、新た

に組織をつくるということなので、小学校区を包括するとか、総括するとか、全体をま

とめるイメージがあったほうが良いと思います。統括といってしまうと強制の意味が入

ってしまうので、総括とか包括といった言葉が適切ではないかと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

確かにご意見のとおりだと思います。事務局との事前打合せでも、代表という表現と

中心という表現は意味が異なるという話をしました。 

例えば包括するといったように、全体をカバーするというイメージの言葉にできない

のかということと、代表という言葉であるといくつかあるうちの一つと思われがちにな

るという点について何かご意見はありますか。 

 

（委員）： 

文言の調整は非常に難しいものです。 

自治基本条例の、地域コミュニティの位置づけと役割や小学校区コミュニティ・セン

ターの役割などの部分に記載されている内容を見ると、「小学校区において地域の多岐

にわたる課題で、総合的に対応する協働のまちづくり推進組織」というような表現がさ

れてあるので、小学校区を代表するという表現ではなく、自治基本条例にあるような地

域の課題に総合的に対応するまちづくり組織という形でも良いのではないかと思って

います。 

 

（会長）： 

総合という言葉が良いという事ですね。自治基本条例の言葉に合うようにすれば、と

いうご意見だと思います。 

他にご意見はありますか。 
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（委員）： 

例えば、「小学校区を網羅して、多岐にわたる地域課題の解決に向けた取組みを行う」

といった表現にしてみてはどうでしょうか。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

代表という表現であれば点というイメージになりますが、網羅という表現では面とい

うイメージになるというご意見だと思います。 

総合的、網羅、包括的という言葉が出てきましたが、他にご意見はありますか。 

 

（委員）： 

役割とは運営していくために取り組むことなので、組織の位置づけについてここで定

めるのはどうかという考えもある。役割だけを記載していけば、位置づけを書かなくて

もイメージ出来るのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

 

（委員）： 

組織ということになれば、そのあたりの規定が必要になってくるので、包括とか総合

とかそのような表現で良いのではないかと思います。 

 

（会長）： 

事務局に確認したいのですが、組織の位置づけについて記載することについて、意図

を説明してください。委員の方の意見として、役割に特化した記載をした方が良いので

はないか、というものがあがっていますが如何でしょうか。 

 

（事務局）： 

小学校区を基本にした協働のまちづくりを進めていく上で、協働のまちづくり推進組

織がその推進主体になります。現在、小学校区を活動の範囲として網羅するような組織

として、自治会の連合体である連合自治会とか、民生委員の連合体などが校区のまちづ

くりを担っています。このような協働のまちづくり推進組織を作っていくにあたって、

現在の校区まちづくり組織をステップアップする形になると考えており、いろいろな団

体が小学校区のまちづくりを進める中で、代表する、という文言を入れたものです。 

組織の位置づけがこの第 3 章に含まれているという事については、自治基本条例には
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協働のまちづくり推進組織の位置づけが記載されているものの、より詳しい内容をここ

で含めて記載する形としています。 

 

（会長）： 

例えばここの④のところは、協働のまちづくり推進組織はという主語がありません。

例えば、「協働のまちづくり推進組織は、地域における課題に総合的に対応する」とか

「網羅的に対応する」などの文言に変更していくと良いのかも知れません。主語を書く

というのも一つの方法だと思います。その中に、本日委員の方々から意見があったよう

に、点ではなく、面というイメージがわかる言葉を組み込むという形ではどうでしょう

か。 

事務局に文案を少し練っていただいて、時間もないので、文章を確定したいと思いま

す。この検討委員会の間に文言案を事務局に検討いただき、皆さんに提案して貰う形で

お願いしたいと思います。 

 

（委員）： 

3 ページの「8.中間支援組織の役割」の③の文章でコーディネートという文言を調整

という内容に変更されています。コーディネートと言えばまだ浸透していない言葉にな

りますが、コーディネーターという事になりますと、交流活動とか情報共有とかを行う

人であり、全てこれらはコーディネート機能になってきます。 

自分でもどのようにすれば良いのかわからないのですが、意味がダブっているように

も思えるのですがどうでしょうか。 

 

（会長）： 

先ほどの話に戻します。先ほどの「協働のまちづくり推進組織の役割」の部分につき

ましては、主語に「協働のまちづくり推進組織は」と付け加えて、その後の文章は事務

局でこれからこの時間に考えて貰って、後ほど皆さんに諮って貰いたいと思います。事

務局はこの後、「総合的」とか「包括的」といった言葉を使って文章を考えてください。 

それを踏まえて、「中間支援組織の役割」の部分ですが、ここをどうするのか、とい

う話になります。 

 

（委員）： 

コーディネートのコアとなる部分は繋ぐということです。このような言葉を入れて貰

うと、意味が繋がっていくように思うのですがどうでしょうか。 

 

（会長）： 

確かに調整と繋ぐでは意味が少し違ってきますね。ただ、言葉で繋ぐという表現をす
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るのは難しいですね。 

 

（副会長）： 

②のところで様々な団体などを繋ぐ役割を果たすことが書かれています。この流れで、

繋ぐという役割の中身を③のところに記載するという構造になっているのではないで

しょうか。 

 

（会長）： 

それでは調整という言葉でよろしいでしょうか。コーディネートは非常に幅広い言葉

なので、それを③だけではなかなか言い尽くせないというご指摘は良くわかりますが如

何でしょうか。 

 

（委員）： 

このままで良いです。 

 

（会長）： 

では、この内容のままで良いでしょうか。 

最近はテレビでもコーディネーターという表現がされるので、言葉として浸透してい

るとは思いますが、実際に「私の仕事はコーディネーターです」という人は居ないので、

イメージが掴みにくいと思います。 

他にご意見はありますか。 

 

（委員）： 

話が戻るのですが、「協働のまちづくり推進組織の役割」について⑤だけ主語があり、

他は主語がない、という事については、同じことを思っていました。主語を入れるなら

全てに入れて、入れないなら全てから外す必要があるのではないでしょうか。 

①から⑦を読んでいると同じような内容が並んでいるなぁと感じています。例えば④

と⑤は一緒にできるのではないかと思いますがどうでしょうか。全て見直せば、4～5

くらいにまとまるのではないでしょうか。このあたりの整理をすればどうでしょうか。 

 

（会長）： 

確かにそうかも知れませんね。 

このあたりのご意見も踏まえて、事務局で文章を検討いただけますでしょうか。 

他にご意見はありますか。 
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（委員）： 

「協働のまちづくり推進組織の役割」の③について「戦略を作り」とあるが、「戦略

を立て」ではないでしょうか。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。「戦略を立て」に修正します。 

少し戻っていただいて、1 ページ目の「1.協働のまちづくり推進の仕組み」の③につ

いては、この内容で良いのか確認いただきたいという事です。 

2 ページの「3.協働のまちづくり推進組織の役割」については、①と②を統合すると

いうのが前回の検討委員会の意見でしたが、これでよろしいでしょうか。また④につい

ては⑤との統合も含めて、今事務局で調整中ということで、後ほど提案して貰って、皆

さんで後ほど議論するという事でお願いしたいと思います。 

3 ページの「8. 中間支援組織の役割」については英語表記を日本語に変更したという

修正でした。日本語に変換するとなかなかぴったりとニュアンスが合わないのですが、

概ね意味が通じるというご意見がありましたので、このままの文章でということでよろ

しいでしょうか。 

では、資料 1 については、これで皆さんにご確認いただいたという事になります。一

部まだ残している部分はありますが、一旦これで第 3 章の議論は終わらせていただき、

第 4 章、第 5 章の検討に進みたいと思います。 

では、資料 2 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）： 

ありがとうございました。 

第 4 章について、前回の検討委員会で、各種手続きについて内容を追記していくべき

という意見がありました。その意見に基づいて手続きを付け加えたものを A3 の資料に

まとめて貰っています。 

委員の方々は、実際にここに記載されているような手続きを行っておられる方々なの

で、この内容が妥当なのか、そうではなく難しいものなのか、といったことが感じ取れ

るのではないかと思います。 

そのような経験を踏まえた手続きへの意見やご質問を頂けますでしょうか。 
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（委員）： 

魚住小学校区の事例を少し紹介したいと思います。この条例で定めようとしている内

容をどのように地域で進めて行こうとしているのか、実際に組織をどのように作ってい

こうとしているのかを知って貰いたいと思います。 

校区まちづくり組織が校区を代表する組織に相応しいように、規約の内容を検討して

います。具体的には、各種団体と個人の参加をどのようにしていくのか、というところ

ですが、まちづくり委員という形で組織に携わりたい人を募集し、団体だけでなく個人

も参加できる形にして、更に部会にも希望に応じて参加できるような形を検討していま

す。今後は団体と個人の議決権のあり方などについても考えていきたいと思っています。 

先ほど事務局から説明があった手続きなどについて、実際に地域ではどのように進め

ているのかを参考に聞いていただけたらと思いお話しさせていただきました。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

協働のまちづくり推進組織とはどのようなものなのか、という一つのイメージを紹介

して貰ったものだと思います。魚住小学校区の校区まちづくり組織では、まちづくり委

員という形で個人も含めて希望するものが参画できる機会を作ったという事例の紹介

でした。そのうえで自治会などの団体も幹事ということで決定権を持つということで、

この事例についても質問があればお願いします。 

 

（委員）： 

紹介いただいた事例と関係するかどうかはわかりませんが、資料 2 の 3 ページの「5.

協働のまちづくり推進組織の認定等」①の（ウ）にある「自治会・町内会の半数以上が

加入している」ということを条件に協働のまちづくり推進組織に認定してはどうか、と

いうことですが、この基準は難しいと思います。例えば校区全体で 5,000 人の住民がい

て、その中で 1,000 人規模の自治会が 3 つ、20～30 人の自治会が多数という時に、こ

の 20～30 人の自治会が校区まちづくり組織に参加せず、協働のまちづくり推進組織と

いう認定を受けられないという事例も出てくる可能性があります。自治会数ではなく、

人口ベースという基準でも難しいのではないかと思います。 

資料 2 の 4 ページの「7.協働のまちづくり推進計画に基づく基本協定」の①の（ア）

～（カ）については、事務局から例示のために記載するとの話がありましたが、このよ

うな例示が必要なのか、と思います。例えば、ここに記載されていない歴史に関する取

組みなどはどこに分類されるのか、といった話が各校区でいろいろ出てくることが懸念

されます。例示の内容が適切かということも含めて考えて貰えたらと思います。このよ

うな例示という形も良いとも思う部分もありますが、どうでしょうか。 
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（会長）： 

ありがとうございました。 

一つ目の意見の小さい自治会が多く校区内の半数以上の参加が難しい場合はどうす

るのか、という問題提起ですが、このあたりは実際どのような感じなのでしょうか。 

 

（委員）： 

我々の小学校区では、小さな自治会やマンション自治会が多くあります。これらのう

ち、校区まちづくり組織に入っていない団体もあります。現状では 7～8 割の団体が加

入しているので問題ないのかと思いますが、団体数ではかるのではなく、住民数や活動

者が大事なのではないでしょうか。 

魚住の事例については、個人参加というのがどのようなものなのかを教えていただき

たいと思います。 

資料 2 の 4 ページの「7.協働のまちづくり推進計画に基づく基本協定」の①の（ア）

～（カ）については（カ）に「その他、地域福祉の向上に関する事業」とあるが、「そ

の他」という文言は不要ではないかと思います。もしくは「その他、地域における必要

事業」という形にしてはどうでしょうか。 

 

（委員）： 

私も、資料 2 の 3 ページの「5.協働のまちづくり推進組織の認定等」①の（ウ）にあ

る「自治会・町内会の半数以上が加入している」という部分が少し引っかかりました。

最近は 50 戸以下のマンションも多く建設されています。そのようなマンションは管理

組合だけで自治会を結成していないことが多くなっています。大きなマンションでは管

理組合と自治会の両方がありますが、管理組合だけのマンションというのが意外に多く

なっており、このようなところは地域活動には参加しないという事になってしまってい

ます。この協働のまちづくり推進組織を作るにも、このような部分がネックになってく

ると思います。 

また、自治会・町内会というのは市に登録している団体だけから半数以上とするのか、

といった母数の考え方についても検討が必要と思いました。 

資料 2 の 4 ページの「7.協働のまちづくり推進計画に基づく基本協定」の①の（ア）

～（カ）については、参考程度に提示して、「このような事に取り組んでくださいね」

というもので良いのではないかと思います。「協働して行う事業は以下のとおり」とい

う表現は少しキツイ言い方になるのではないかと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 
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論点は 2 つ出てきています。自治会の半数以上という基準、それと資料 2 の 4 ペー

ジの「7.協働のまちづくり推進計画に基づく基本協定」の①の（ア）～（カ）という部

分についてです。このあたりは後ほど議論頂きますが、魚住小学校区の事例について質

問があった件についてご回答をお願いします。 

 

（委員）： 

まちづくり委員については、各種団体の代表者と個人とをどのように切り分けしてい

くのかについて議論しているところです。 

小学校区には民生児童委員に関する団体もありますが、個人での参加は難しいが、組

織として加入しても良いという話になっています。 

地区社協については、部会に地区社協がそのまま入ることは難しいが、部会の応援は

したいという話を貰っている。 

他にもさまざまな団体があり、団体としては加入しにくいけど、個人では加入できる

という方もいたりするなど、事業はバラバラであり、このような方も含めて出来るだけ

多くの人にかかわって欲しいということで、この制度を考えて規約化しようとしている

ところです。 

 

（会長）： 

まちづくり委員というある種のステータスを与えることで個人も参加しやすくなる

ということなのだと思います。お話にあった地区社協という組織が部会に入ることは出

来ないが、地区社協に参加する個人が部会に入ることで活動の連携が図られるという事

になるのだという事なのでしょう。 

 

（委員）： 

気軽に誰もが参加して、やっていきたいという事です。 

 

（委員）： 

例えば、中学校の PTA であると複数の小学校区にまたがるので、小学校区外の人で

あれば参加できないことにもなるが、このような場合でも個人であれば参加できる、と

いうイメージなのでしょうか。私はこのような場合、顧問という形で参加させて貰って

います。 

 

（会長）： 

まちづくり委員として個人にステータスを与える方法と顧問という形で関われる方

法もあるということで、それぞれ地域によっていろいろなやり方があるのだろう、とい

うことです。ありがとうございました。 
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（委員）： 

資料 2 の 3 ページの「5.協働のまちづくり推進組織の認定等」①の（ウ）にある「自

治会・町内会の半数以上が加入している」という基準については、自治会・町内会だけ

を特記する形はどうかと思います。先ほどの魚住小学校区の事例では、自治会・町内会

以外にさまざまな個人や団体も加入しているとのことで、それが前提になっているとい

うことです。だから、自治会・町内会だけが半数以上加入すれば良いのかという話にな

るのだと思います。 

自治会・町内会が協働のまちづくり推進組織の中心になるとは思いますが、そこだけ

をここに特記するのはどうかと思います。この（ウ）の基準は必要ないと思います。記

載するのであれば、「小学校区を網羅する組織である」ということを書いた方が良いと

思います。 

資料 2 の 4 ページの「7.協働のまちづくり推進計画に基づく基本協定」の①の（ア）

～（カ）については、ここで言う「地域福祉」というのは「公共の福祉」という意味で

事務局が捉えていると思います。よって、非常に幅広い意味合いを指しますので、この

表現のままで良いと思います。 

 

 

（会長）： 

論点に沿ってご意見をいただき、ありがとうございます。 

一点目については自治会・町内会に限定せず、入れるのであれば、もっと網羅的な意

味合いの文言を入れた方が良いという意見だったかと思います。 

他の委員の方々の意見としては、半数以上というものがどうかということで、なぜ半

数以上という事なのかという説明も難しいというところもあります。また、半数以上と

いう言葉を入れてしまうとそれをクリアするのに一生懸命になってしまうという懸念

もあります。 

 

（委員）： 

魚住小学校区の組織の事例について、まちづくり委員ということで個人が参加できる

仕組みになっていることがいいなと思いました。構成する各種団体の長ばかりで取り組

むと、実際に活動する人が足りなくなってしまいます。実際に活動する人が欲しいのが

校区まちづくり組織の実態です。実際に活動する人は公募し、部会活動に関心がある人

がどんどん参加すれば良いのだとわかる事例であり、我々の校区でも参考になると思い

ました。 
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（会長）： 

まちづくり計画書の策定がどのように行われるのかという中で、非常に誤解を生む言

い方かも知れませんが、形式的な人が集まって作成するのではなく、実質的な人が集ま

って議論することが、計画書づくりに参加することなのではないかと思います。恐らく、

このあたりの実際に動く人が組織に入ってくることが重要という意見ではなかったか

と思います。 

 

（委員）： 

我々はそのような思いで今、紹介した事例のような取組みを進めています。いろいろ

な人に、まちづくり委員あるいは部会員になっていただきたいと思っています。いま地

域の各種団体の代表者には充て職や兼職が非常に多くなっており、できるだけ兼職をし

ないことを基本にしたいと考えています。 

個人参加した団体の肩書のない人が部会の部会長になったり副部会長になったりで

きるようになるなど、そういった仕組みづくりをゆっくりじっくり説明しながら進めて

いきたいと考えています。とにかく充て職、兼職を可能な限りなくしたいと考えていま

す。 

 

（委員）： 

先ほどから同じようなことを私も考えていました。 

ボランティアの方ですといろいろな活動をされている方がいますが、いろいろな分野

で活躍されている方々が地域の中でも活動したい、地域のために何かしたいと関心を持

っています。 

このような各種団体の長ではない個人の方もたくさん居るので、そのような方々が参

加できる仕組みになっていれば非常にいいと思いました。 

自治会の半数以上という話については、自治会がまちづくりの中心になることが多い

と思いますし、一方で自治会だけということではなく、各種団体もありますので、少し

見直す必要があるように思いました。 

 

（委員）： 

ボランティアとか、NPO で活動していると、隠れた人材というというのはたくさん

いるので、そこを何とか引き出して地域に貢献できるような組織づくりを進めることは

非常に大事だと思います。 

資料 2 の 4 ページの「7.協働のまちづくり推進計画に基づく基本協定」の①の（ア）

～（カ）の表現についてですが、最近、防災関係の活動をすることが多いのですが、あ

る時は安全であると言われたり、ある時は環境と言われたりとかで振り回されていると

ころがあります。だから、例えば防災関係で活動しているところがうまくすんなりと入
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れるような言葉の表現が必要ではないかなと思います。 

地域交付金の交付窓口は市民協働推進室になると思いますが、さまざまな活動には各

課とのパートナーシップが必要になってきます。その際に、防災だったら総合安全対策

局にとか、やっぱりこれは環境であるとか、振り回されると困るのは住民です。そのあ

たり住民が振り回されないような表現にして貰えたら、と思います。 

 

（会長）： 

いろいろなご意見をいただきましてありがとうございます。 

まず、自治会の半数以上という話ですが、これを条文に反映するのはどうか、という

ご意見が多数だったかと思います。 

しかしながら、地方自治法で定められる地域組織は自治会ぐらいしかありません。事

務局として、自治会の半数以上という案を提示された背景はどのようなものでしょうか。 

 

（事務局）： 

これまでの議論にもありましたが、自治会・町内会が協働のまちづくり推進組織の主

要な団体であるという位置づけから、校区を代表する組織と言われるには主要な団体と

される自治会が少なくとも半数以上は加入していることが必要ではないのか、という考

えに基づき提案したものです。 

しかしながら、条例の中にこれを規定することについては、いろいろな事態も想定さ

れますし、校区によっても事情が異なる中で、本当にこの内容を盛り込んで良いのかに

ついて皆さまのご意見を頂きたかったところです。今回のご意見を踏まえて、少し考え

させて欲しいと思います。 

 

（会長）： 

自治会の半数以上という部分について、「小学校区を網羅する組織である」と表現に

してはどうかという意見がありましたが、条例では非常に広い意味で捉えておいて、具

体的なことは別に定めるという形にもできます。別に定める中で自治会の半数以上が加

入しているとか、他の地域に関わる組織が含まれているとか、そのような条件を定める

ような感じではどうでしょうか。条例上は網羅する組織、といったように条件を細かく

記載しない方向でどうでしょうか。 

 

（委員）： 

いま検討している校区まちづくり組織の組織見直しでは、自治会について、自治会連

絡会という形で自治会が情報共有できる場を持てるような仕組みにしています。 

明石市連合自治協議会では、校区連合自治会が集まる組織にするのか、校区まちづく

り組織が集まる組織にするのかを協議しています。方向性としては、校区まちづくり組
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織が集まる組織にしようとする流れですので、校区としてもその方向性にあわせて、校

区まちづくり組織の強化に取り組んでいるところです。 

このような流れですので、自治会は重要ですが、校区まちづくり組織に含まれるもの

なので、先ほどの委員のご意見のように「網羅的」といった表現が相応しいように感じ

ます。 

 

（委員）： 

基本的なことですが、協働のまちづくり推進組織は小学校区に一つなのですか。そこ

はどこかで記載されていますか。 

 

（会長）： 

記載しています。 

 

（委員）： 

それであれば問題ありません。ただ、競合する組織が出てきた時にどのように判断す

るのかということで、その際に自治会・町内会の半数以上というような基準があれば確

かに判断しやすいように思えます。 

 

（会長）： 

先ほどマンションの管理組合の話がありましたが、今後高齢化が進むと自治会で活動

するよりも、どこかにお金を支払って自治会の代わりに動いて貰うようなケースも増え

てくるのではないでしょうか。 

そうすると自治会以外の地域組織などができてくる可能性もあります。現状ではまち

づくりの中心は自治会・町内会ですが、このような可能性も踏まえて、条例上は大きな

表現で捉えて具体的な基準は別で定める形にしてはどうでしょうか。 

 

（委員）： 

資料 2 の 6 ページの「3.情報の発信」についてですが、自治基本条例や市民参画条例

を見る限りにおいては、ここは「情報の共有」とすべきではないでしょうか。 

 

（会長）： 

その話は後ほどの話とさせてください。 

ご意見として小学校区の代表的な組織として自治会・町内会の過半数が参加している

ということが大事というものもありました。他に競合する組織が出てきた時にどうする

のか、ということで過半数というのが重要になるかも知れないということですが、他に

ご意見はありますか。 
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この 50％以上という数値はこれで良いのかという問題もありまして難しい問題です。

また、組織数にするのか、住民数にするのか、といったところも難しいところです。 

 

（副会長）： 

母数をどこでとるのか、という問題にもつながります。団体数の把握とか、住民の母

数をどうするのか、など難しい問題をはらんできて悩ましいです。 

 

（会長）： 

条例上は大まかな表現にしておいて、別に何らかの基準として自治会・町内会の過半

数は組織に関わっているというのを明文化するようにしていただきたいと思います。 

ただ、半数以上という数値基準を設けた場合、どこに基準を設けるのかが難しくなり

ますね。中学校区の組織が加入してくる場合もないとは言えませんし、基準が難しいと

思います。 

 

（委員）： 

いま明石市の自治会の加入率は何％くらいなのでしょうか。 

 

（事務局）： 

全市平均では、大体 79％という状況です。地域によっては 9 割あるとことか、逆に

半分ぐらいのところもあり、地域によって差がある状況です。 

 

（委員）： 

設定が難しいとは思いますが、一つの目安としてこの過半数という基準は大事なのか

なと思います。 

 

（会長）： 

その場合は、組織数ではなく、住民数というお考えですか。 

 

（委員）： 

そうです。 

 

（会長）： 

基準を考える場合は住民数ベースではどうか、ということです。 

 

（委員）： 

地域交付金ですが、申請して市と協議して交付されるとのことですが、例えば年度に
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よって事業が異なるとか、事業を拡大するとか、そのたびに申請を出すような形になる

のでしょうか。 

何かをするためにこれだけの交付金を出します。次年度はこうです、というイメージ

なのでしょうか。 

 

（事務局）： 

A3 資料のステップ 2 に記載していますが、中長期的なビジョンや方向性を示した計

画書を市が審査し、その内容に基づいて協働する事業について協定を締結する形を考え

ています。この協定の内容が交付金の対象事業になると思います。この基本協定の内容

に基づいて年度ごとに細かい事業を設定して申請していただく形になると考えていま

す。 

今年度は取り組んでいたが来年度は取り組まないとか、更に事業を拡大するとか、そ

れは地域の実情に応じて取り組んで頂けるように、上限はありますが、ある程度まとま

った金額を交付金としてお支払し、地域の中でどの事業にどう配分するのかということ

は地域の中で裁量を持って決めていただくというイメージを考えています。 

 

（委員）： 

例えば地域が敬老会をやりますと申請し、30 万円を交付金に積上げますといった形

になったとき、この 30 万円は敬老会にしか使えない、ということになるのでしょうか。 

 

（事務局）： 

そのような縛りはありません。地域で敬老事業を 20 万円でやると決めれば、10 万円

が浮くことになり、これを防災事業に回すなどの運用が可能になります。 

 

（会長）： 

地域交付金の話は、このあと議論しようと思っている、資料 2 の 4 ページの「7.協働

のまちづくり推進計画に基づく基本協定」の①の（ア）から（カ）のところと関わるの

で、重要な質問だと思いました。その議論の前に先ほどまでの箇所をまとめておきたい

と思います。 

資料 2 の 3 ページの「5.協働のまちづくり推進組織の認定等」①の（ウ）については、

条例上は大まかな表現として別で基準を設ける形にしていただきたいと思います。その

基準については組織数だけではなく住民数も踏まえたものを検討すればどうかと思い

ます。自治会・町内会はやはりまちづくりの基本ですので、ここは重視していくという

事を条例以外で基準として示していくということが望ましいと思います。 

そのうえで、資料 2 の 4 ページの「7.協働のまちづくり推進計画に基づく基本協定」

の①の（ア）から（カ）の話ですが、事務局に 3 つの質問があります。 
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一つは、ここに挙げられている事業全てに取り組まないといけないのか、ということ。

二つ目は、ここに書いているもの以外には取り組んではいけないのではないか、という

こと。三つ目は地域福祉という言葉については公共の福祉の地域版という意味なのか、

ということです。 

これらについてお答えをお願いします。 

 

（事務局）： 

（ア）から（カ）まで全てに取り組む必要はありません。協定を結ぶ事業の例示とい

うことです。このような分野の事業を網羅して取り組んで欲しいというメッセージ性を

出したものです。 

地域福祉の向上については、公共の福祉の地域版という意味で、地域で考えた分野の

事業は出来るだけどのようなものでも取り組んで貰えるように（カ）を付け加えている

ものです。 

 

（会長）： 

（カ）の部分はそのような意味ということで皆さんよろしいでしょうか。 

あと例示という説明ですが、明記する以上は例示では済まないように私は思います。

例示であるならば記載する必要もないと思います。NPO 法では事業を列挙する形で取

り組む事業を決めていますので、そのようなイメージになるのではないかと思います。 

 

（事務局）： 

（ア）から（カ）は基本協定を結ぶにあたっての事業例となっています。この中身を

見ると、行政が担っている仕事をほぼ網羅しています。 

協働のまちづくり推進組織が行政と協働せずに自分たちだけで実施する事業もある

と思います。そのような事業は自分たちでどんどん取り組んでいただければと思います。 

市と協働する事業というのは、市と目的が一致している事業ということで、市と協働

のまちづくり推進組織が協働できる部分は市が取り組んでいる業務の範囲である、とい

う意味合いの列挙です。 

 

（会長）： 

ただやはりある程度の縛りはあるように思います。 

市が実施する事業はここに記載しているものだけでなく、消防とか水道などもありま

す。ただこれらは協働できる事業ではない、ということで、市と住民とが協働できる可

能性が高いものをここに示しているということだと思います。 

その意味で考えると制限列挙という事はなく、これ以外のことで自分たちで取り組む

ものについては自由に取り組んでいただいて、その内容については協定を結ぶ必要はあ
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りません、ということなのでしょうか。 

 

（委員）： 

第 5 章についてですが、市民活動団体向けの章ではないかと思います。協働事業の機

会創出というところは市民活動団体の話であって、これまで話し合ってきた協働のまち

づくり推進組織のものとは違う話ではないかと思います。 

あと、協働のまちづくり推進組織というのは小学校区を代表したものですが、市民活

動団体というのは小学校区の代表ではなく明石市全体で活動しているものです。よって、

この条例で何故とりあえげる必要があるのかわかりません。 

 

 

（会長）： 

そのご意見も後ほどの議論になりますので、後回しにさせてください。 

先ほどの議論について先にまとめたいと思います。先ほどの事務局の説明で皆さんが

納得頂けるようでしたら、特にここは修正を加えません。つまり、ここに列挙する事業

は協定の対象となる事業であるという位置づけであるということで、この内容でよろし

いでしょうか。ご意見がないので、そのまま進めさせていただきます。 

当てはまりそうな事業であるが、当てはまらないという時は、この事業を増やしてい

くという可能性があっても私は良いと思います。そのような可能性も踏まえながら、こ

の内容で進めるということにさせて頂きます。 

 

（委員）： 

やはり（カ）のその他の部分が引っかかります。 

 

（会長）： 

具体的にどのように変更すれば良いでしょうか。 

 

（委員）： 

歴史的な風景を残さないといけない地域など、その地域に特化した事業というのもあ

ると思います。そういったものが地域福祉というものに含まれるのか、という事が気に

なります。 

 

（会長）： 

制限列挙になると、逃げの意味で必ず「その他」と入れるのが通常ですが、この「そ

の他」を外すことで問題が生じますか。 
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（事務局）： 

条文になる時は、「その他」という表現は必要になると思います。 

 

（会長）： 

これは条例上の言葉とお考えください、ということです。 

あと、情報の共有という件について説明をお願いできますか。 

 

（事務局）： 

ご意見をいただきました箇所については、協働のまちづくりを推進するための支援や

環境整備という中で、市の情報提供に努めたり、市民活動を行う方々の情報発信を支援

することを記載しています。 

その情報発信のキャッチボールの結果が情報の共有に繋がるというところで、自治基

本条例を意識して共有という表現をということであれば、変更を検討したいと思います。 

 

（会長）： 

では情報の共有ということで変更いただくという事で良いでしょうか。 

 

（事務局）： 

変更します。 

 

（会長）： 

では、もう一点意見が出ておりました、第 5 章が市民活動団体に関する内容になって

いることに違和感があるという事についてです。一点考え方を申し上げると、これは協

働の条例であるという事です。まちづくり組織条例ではなく、協働の条例であるという

大きな考え方があります。 

そうなると全市的な取組みを実施する市民活動団体なども条例の対象となります。た

だ、これまで地域に根差した組織の事をずっと話してきたのに、これはどういう議題な

のか、という話になってきます。 

このあたりについてご意見いただけますでしょうか。 

 

（委員）： 

NPO 法では、事業の内容として、いろいろな分野を列挙して、最後にその分野の全

部を網羅するような中間支援の組織のための分野が記載されています。そのような意味

では、先ほどの件については、具体的に事業を記載する事務局案のような形で良いので

はないかと思います。 
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（会長）： 

先ほどの議論にありました協定を結ぶ内容についてのご意見でした。これについては

事務局案で良いのではないかというご意見です。 

次に、第 5 章の位置づけについての話になりますが、事務局としてはどのようにお考

えでしょうか。 

 

（事務局）： 

前回の事務局案では、第 5 章の第 3 節に独立して市民活動団体への支援をまとめてい

ました。 

協働というのには、小学校区単位の協働のまちづくり推進組織との協働だけでなく、

単位自治会であったり、テーマ型団体との協働といういろいろな形の協働があります。

こういったあらゆる協働する団体への支援について第 1 節でまとめたということです。

全ての団体に共通する支援を第 1 節に、追加で協働のまちづくり推進組織にのみ行う支

援を第 2 節に記載しています。 

 

（会長）： 

この条例は自治基本条例に基づき制定されるものです。その考えでいくと地域団体に

係るものが中心になるのですが、協働という言葉が入った時に、地域団体に係るものだ

けで良いのか、という話が当然出てきます。ですので、そこも網羅していかないといけ

ないということになります。市民活動団体に係る条例というのはまだありませんので、

そういったところをこの条例の中に組み込みたいという事なのですが、それをどの場所

に組み込むのかということと、唐突感というお話もあって、悩ましいところだと思って

おります。 

 

（副会長）： 

唐突感という話は良くわかるのですが、一方で、地域を超えて活動する NPO やボラ

ンティアの方がたくさんおられますし、今後そういった活動に目覚める人とかさまざま

な人たちを幅広く人材として育てていくことは大事だと思います。そのような方々が地

域に還流していくという関係を作っていく事はすごく大事なことだと思います。 

協働のまちづくり推進組織が活発に活動していて、よりクリエイティブな組織になっ

ていくことは重要なことですが、そこ以外からも人が育っていって協働のまちづくり推

進組織に貢献していく、という姿も将来的にイメージしておく必要があると思います。 

このような意味から、市民活動団体に関する内容も少しぐらいは盛り込んでおく必要

があると思います。 
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（委員）： 

この条例で、NPO や NGO などについて全く記載しないのであれば、活動している

人からとれば、市から無視されているように感じると思います。長らく活動している

NPO などはかなり専門性を持っています。このような方々が無視されるというのもど

うかと思いますので、程よい感じで記載して欲しいと思います。 

 

（会長）： 

削除すれば、という事ではなく、入れる場所がどうなのか、というご意見をいただい

ているのかなと思っています。 

ただ、市民活動がどのように地域に関わるのかというところがあまり明確にされてい

ません。市民活動は地域に関わるものだけではない事はわかっていますが、そのような

内容をもう少し強調すれば少しおさまりが良くなるのかも知れません。 

専門性と地域性という事をまとめていく中で、地域性のことは記載してあって、一方

で専門性を発揮するところは他に記載するところがないということで、ここに記載する

以外にないということです。 

皆さんのご意見として、市民活動団体に関する記載が必要ないというものではなく、

記載する場所がどうなのか、という事で意見は一致しているのではないかと思います。 

このような専門性がある団体が地域と関わることで地域を盛り上げていく。専門性が

高いが故に地域で出来ないことも出来るので、そういったところを盛り上げていくとい

う事です。ここに記載することで、むしろ地域の組織にとっても役立ちますよというそ

のような思いを込めて記載するという位置づけではいかがでしょうか。 

ここで支援を行っていくということを記載するだけではなく、協働の相手としてこの

ような専門性が高いところは非常に重要であることは他で触れておいて、支援しますと

いう流れにしないと唐突感があるという事になります。 

よろしいでしょうか。この部分にこのような記載をさせていただく、つまりこの事務

局案のままで進めるということでよろしいでしょうか。 

 

（委員）： 

細かいことで恐縮ですが、資料 2の 2ページの「4.協働のまちづくり推進組織の要件」

の⑥の文章は主語が何なのかがわかりません。「協働のまちづくりを担う個人や団体は」

となっていますが「協働のまちづくりを担う個人や団体が」に修正した方がよいと思い

ます。 

 

（会長）： 

ご指摘のとおりなので修正します。 
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（委員）： 

資料 2 の 8 ページの「4.地域交付金の交付」の⑦ですが、ここで言う事業終了後とい

うのは、年度終了後という意味なのでしょうか。複数年の事業終了後に報告をという話

であると、市の立場としてはどうなのかなと思いました。これは年度末という表現に変

更した方がよいと思います。 

 

（会長）： 

事業終了とはいつなのかという話になります。例えばイベントが 5 月にあるからとい

う話になると、年度を超えて報告という事になってしまいますが、このあたり市として

困ることにならないのでしょうか。 

 

（事務局）： 

事業終了の定義の話になってきますが、年度ごとに申請して貰って、その申請して貰

った事業ということなので、年度末に実績報告を頂きたいということなのですが。確か

にこの表現であれば、そのように捉えられてしまうのも仕方ないとは思います。 

 

（会長）： 

市は年度末に縛られるが、地域は縛られないという部分はあります。地域が年度を超

える事業を実施して、それでも結構ですということになれば、地域としてはやりやすい

のかも知れません。ただ、そのような制度が可能なのかという問題はあるとは思います

が。交付金は渡しきりのものになりますか。 

 

（事務局）： 

渡しきりといいますか、年度ごとに交付していく形になりますので、それに基づいて

年度終了後にその報告をいただくという話になります。 

 

（会長）： 

余談ですが、姫路に生涯学習サポート兵庫という NPO 団体が儲けたという話を聞き

ました。3 月末から 4 月にかけて事業を実施して儲けたということです。3 月末から 4

月初めに子供向けの事業を実施することで、学校も閉まっている、公民館の活動はない、

行政に近い YMCA にも事業がないという中でビジネスチャンスを見つけるという形だ

ったようです。 

地域の団体もこのように時期に縛られない形になれば、より活動が充実する部分もあ

るかと思いますが、市もこのような事に対応できますよというのも一つの考え方かと思

いますが如何でしょうか。 
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（事務局）： 

市の補助金は単年度会計となっていますが、補助金制度でも「事業終了後」という表

現をしているので、このままの表現で良いのではないかと思っています。 

 

（委員）： 

地域としては事業終了後にという方が楽です。県の補助金では年度末という形ではな

く、事業終了後という形になっています。 

 

（会長）： 

ここについては、市が言うように、このような内容のままで良いでしょうか。他にご

意見はありますか。 

 

（委員）： 

資料 2 の 8 ページの「4.地域交付金の交付」の⑩の（エ）は「交付金の用途以外に使

用したとき」ではなく、「交付金の目的以外に使用したとき」という表現の方が良いと

思いますが如何でしょうか。 

 

（会長）： 

この点は私もそのほうが良いと思います。 

 

（委員）： 

資料 2 の 1 ページの「1.協働のまちづくり推進組織の構成員」の②ではテーマ型団体

は NPO、ボランティアグループなどとなっていますが、④には NPO やボランティア

グループ以外に社会福祉協議会というものがテーマ型団体として記載されています。こ

れは表示を統一した方が良いと思います。また、社会福祉協議会というのがテーマ型と

いうのもどうなのかなという部分があります。 

あと、③については文章を整理した方が良いのではないでしょうか。ここで伝えたい

ことは地域住民に自治会・町内会などのコミュニティ活動に取り組んで欲しいというこ

となのだと思うのですが、そこになかなかたどり着かないので、このあたりが少しわか

りにくいなと思います。 

あと、タイトルが構成員となっていますが、その構成員がどのような状態なのかがわ

からないので、タイトルを少し変更した方が良いと思います。 

  

（会長）： 

まず、項目のタイトルを構成員ということで切ってしまっているが、構成員の何か、
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ということがわからないというご意見です。これは構成員についてかなり幅広く位置づ

けとか特徴などを記載しています。ですので、多分、「構成員について」という表記が

当てはまると思うのですが、そのような表現が相応しいとは思えませんので、ここはこ

のままで良いでしょうか。 

あと、社会福祉協議会をテーマ型に含めるのかという事については、事務局としては

どう考えていますでしょうか。 

 

（事務局）： 

社会福祉協議会というものをテーマ型に含めたのは、この検討委員会での話し合いの

中で出てきたので反映したものですが、社会福祉協議会をテーマ型に分類するのも相応

しくないので、削除して②の表現に統一する方が良いと思います。 

 

（会長）： 

では、その方向でご検討下さい。 

あと、③についてですが、ここはいろいろと議論して自治会・町内会の重要性を明記

するということで作った項目ですが、ここについてはかなり苦労して文章を協議してき

たというところなので、もしもう少し分りやすくできるのであれば修正する、という考

え方でご意見を下さった委員の方はよろしいでしょうか。 

 

（委員）： 

はい。 

 

（会長）： 

他にありますか。事務局にお願いしておりました宿題の件はどうでしょうか。 

 

（事務局）： 

資料 1 の 2 ページの④の部分のところですね。例えば、「協働のまちづくり推進組織

は、小学校区における多岐にわたる地域課題に総合的に対応し、解決に向けた取り組み

を行う」という役割だけを書くというのではどうでしょうか。 

 

（会長）： 

主語をつけて、役割を明記する形にして、その中に総合的という言葉を入れることで

どこかの組織の代表ではないということを明確にする、というご意見ですが如何でしょ

うか。 
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（事務局）： 

自治基本条例の中には地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するための組織を設

立し、この組織のことを協働のまちづくり推進組織というといった表現になっています。

これを何か上書きしてしまったような形になってしまっています。この限られた時間の

中で的確な文章を考えるのは難しかったので、持ち帰って会長と相談させていただくこ

とでお願いします。 

 

（会長）： 

では、その内容は私に預けて頂いて、皆さんの意見を反映したような形にしたいと思

います。 

最後に資料 3 の説明をお願いします。 

 

4．「第 1 章 総則」／ 「第 2 章 協働のまちづくりの基本理念・原則」の内容につ

いて 

（事務局）： 

資料 3 により「第 1 章 総則」／ 「第 2 章 協働のまちづくりの基本理念・原則」

について説明。 

 

（会長）： 

時間も限られていますので、1 ページ目のところは、もし修正があれば後で事務局に

提出ください。ここについては、中間まとめまでにかなり議論して皆さんでおまとめ頂

いた部分なので大幅な変更はないと思います。ここで議論していただく内容でもないと

思いますので、文言の修正などがありましたら後程、事務局にお伝えいただければ、と

思います。 

 

（委員）： 

第 2 章の「1.協働のまちづくりの基本理念」でパートナーという英語表記があります

が、ここはこれで良いのでしょうか。例えば市民と市が対等に協働してとか、そんな言

葉に置きかえられますが如何でしょうか。 

 

（会長）： 

ここは少し検討させて頂きます。 

第 2 章の「2.協働のまちづくりの基本原則」について、対等の原則、公開の原則以外

に案と示している 4 つの原則を定めてはどうか、ということですが如何でしょうか。 
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（事務局）： 

平成 18 年に作成されました「協働のまちづくり提言」の中に盛り込まれている内容

を示したものでして、文章としてはもう少し精査する必要があると思っています。 

 

（会長）： 

これら以外に新たに付け加えるべきものはないと思いますが、いま提案されている内

容についてはどうでしょうか。 

目的共有の原則については、皆さんの議論のなかで既に話し合われてきた内容だと思

います。 

相互理解の原則についても先ほど議論した情報共有という話に通じるものだと思い

ます。 

ご意見があるとすれば、自主性尊重の原則か補完の原則という事になるのではないか

と思いますが、補完の原則については、先ほど議論した専門的な市民活動団体という話

に繋がりますので、必要ではないかと思います。 

自主性尊重の原則については民主主義に関わる話で重要な話になります。要するに例

えば地域組織が自主性自発性を発揮するには、その組織で民主的に決定された裏付けが

あるからこれが発揮できるということになります。民主性という話はこれまでも何度も

出てきていますので、ある意味これまでに議論されてきた内容と言えると思います。如

何でしょうか。 

 

（委員）： 

⑥の補完の原則については、先ほど議論がありました第 5 章の市民活動団体に関する

記述のところに含めてはどうでしょうか。唐突という意見もありましたので、そのよう

な形にすれば解消されるのではないでしょうか。 

  

（会長）： 

ありがとうございます。ただ、これをこの位置に入れていれば、第 5 章が唐突ではな

くなるということがあるかも知れません。 

 

（委員）： 

第 5 章に市民活動団体が地域組織に専門性をもって協力するとかそういった事を記

載してはどうでしょうか。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

地域と市民活動団体ということで、互いの活動と互いの専門性の補完の関係という事
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になるのであろうとは思います。 

ここについては原則ということでこのままで良いですかね。 

他にご意見はありますか。 

 

（副会長）： 

大したことではありませんが、原則の順番はこれで良いのかということはもう少し検

討してみても良いと思います。 

 

（会長）： 

「協働のまちづくり提言」での順番はこの並びでしょうか。 

 

（事務局）： 

順番は違うと思います。検討委員会で出た意見を①、②に並べていますので、それを

上に持ってきているということです。 

 

（会長）： 

では順番は調整できるという事ですね。 

 

（事務局）： 

できます。 

 

（会長）： 

では、資料 3 については 1 ページ目のパートナーという表現を日本語に変換するのか

という事は少し検討させていただきます。ただ、なかなか適切な表現はないかも知れま

せん。ぴったり意味があう言葉があれば良いのですが。 

パートナーには対等というだけでなく、夫婦がパートナーになる、という表現もある

など、互いに信頼し合って分かち合うという意味もあると思います。そのあたり、対等

という表現だけでは意味が異なりますし、非常に難しいと思います。 

今日は時間をオーバーして本当に申し訳ございません。皆さん熱心なご議論をいただ

きありがとうございました。 

言葉という大事なところを見直して頂いたということで、十分に検討を進めることが

できました。 

それでは一旦、事務局のほうにお返しいたしますので、よろしくお願いします。 
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5．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。 

なお、今年度でモデル事業が終了となることから、来年度にはその検証を交えながら、

検討委員会での検討結果をまとめていきたいと考えております。具体的なスケジュール

につきましては、改めてご案内させていただきます。 

それでは、これをもちまして、第 15 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。 

 

 


