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第 17 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 7 月 8 日（水）13：30～15：00 

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 17 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 

 

議事に移らせていただくまえに、本日が 後の検討委員会としておりますので、副市

長より、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 

（副市長）：  

皆さん、こんにちは。 

平成 22 年４月に施行されました明石市自治基本条例に基づきまして、平成 23 年２

月から 17 回にわたる検討委員会と５回の地域の意見交換会を開催させていただいてま

いりました。この間、様々なお立場にある 12 名の委員の皆様より、活発なご議論をい

ただいてきたところでございます。会長初め各委員の皆様に厚く感謝を申し上げます。 

少子高齢化に加えて、自治会を初め地域組織の加入率、会員数の減少、また市民の皆

様の価値観の多様化など、大きく社会状況が変化する中で、行政だけでは様々な市民ニ

ーズ、地域課題に対応することが困難な時代になってきています。行政に委ねられてい

たこれまでの公共から、協働まちづくりで新たな公共を築いていくこと、そして新しい

形の行政運営が求められているところでございます。この条例の制定が、そうした新し

いまちづくりの大きなステップになるものと思っております。 

しかしながら、条例を制定すればそれでいいというものでもございません。協働のま

ちづくりを進めていくには、これからも実践と検証を重ね、それを地域へ、現場へと返

していくことが大切であります。今後も効果的なコミュニティ施策を展開し、協働のま

ちづくりを推進してまいりたいと考えておりますので、委員の皆様におかれましては引

き続きご支援、ご協力をお願い申し上げまして、冒頭お礼の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 
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（事務局）：  

それでは議事に移らせていただきます。会長よろしくお願いいたします。 

 

２．提言書案について 

（会長）： 

先ほど副市長よりお話がありましたが、今回で 後の検討委員会ということになりま

すが、やはり協働のまちづくり推進条例を作っただけではだめだということと同時に、

作ってきた過程をどうやって皆さんに共有していくのかということも１つ課題と思っ

ています。 

条例の作成に非常に時間がかかりました。ただそれだけ多くの人の目に通ったという

ことです。また、より多くの方の経験が蓄積されたという事です。 

更に、数年間で市を取り巻く状況は変化してきました。少子高齢化ももっと進みまし

た。地方創生のように地域に重点を置いた施策も展開されるようになりました。これら

のような新しい動きも考慮しながら、条例を作ってきました。このあたりが検討に時間

を要した理由であると考えています。 

まちづくりに終わりはありません。皆さんの目で実際に動いていくのかを見ていく事

が、先ほどの副市長の話にもありました課題と思います。作るだけではなく、これを動

かすにはどうすれば良いのかについても意見をいただければと思います。 

それでは事務局より資料の説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

資料 1、資料 2 により「提言書（案）に関する修正点について」説明。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

皆様におかれましては、事前にお目通ししていただきまして、いろいろなご意見をい

ただきまして本当にありがとうございました。 

先ほど事務局からご説明がありましたように、事務局案を含めてどう提言書に反映さ

せていくのかということについて、これからご議論をいただきたいと思っております。

まず資料２の内容を１つずつチェックしていきたいと思います。 

まず、一番上の部分ですが、修正案が 2 つ示されています。「自分たちで考え、選択

する」ことは以前から出来ることである、現在はもっと自分たちで考えていくことがで

きるという事を表現したいのだと思うのですが、何かこれについて意見はありますか。 

 

（委員）： 

資料 1 の 1 ページは主に自治基本条例に関する内容が記述されています。2 段落目か
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らの論旨の流れから言うと、修正案 1 の方が適切であると感じます。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

修正案 1 で良いのではないか、というご意見ですが、皆さんはいかがでしょうか。修

正案 1 か 2 を選ぶだけではなく、修正案 1 のこの部分を修正して、といったご意見で

も良いので、お願いします。 

修正案 1 は、「地方分権の考え方を推し進め」という形で、少し主体性を持たせてい

るとか、自分たちでまちづくりを進めていく重要性が増していることを強調する形にな

っています。 

それに対して、修正案 2 は、より住民への期待が強いという言い方をしている形なの

で、主体性ということを考えれば、修正案 1 の方が、主体性が強いように感じられると

思います。 

皆さんいかがでしょうか。 

 

（委員）： 

私もどちらかと言えば、修正案 1 の方が良いと思います。限界が来たからということ

をあまりにも強調されると、自主的に市民が取り組むという事が弱められてしまうので、

修正案 1 の文頭の「したがって」という表現は「一方」という表現に戻した方が良いの

ではないでしょうか。「したがって」という表現にすると、限界が来たから皆さんで取

り組みなさいよ、という感じで強調されてしまうように感じます。そうなると、まちづ

くりに携わる者としては、自分たちで頑張って出来る、という希望の面より、押しつけ

られる印象が強くなってしまうように感じます。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

「したがって」の方が流れとしてはわかりやすいのですが、確かにその表現で前文か

ら受けてしまうと限界があるから住民に手伝いなさいと言っているように受け取られ

る部分があるのかも知れません。 

 

（委員）： 

私は修正案２のほうがいいと思います。 後の結びが「望まれるようになってきまし

た」のほうが良いと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 
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修正案 2 のように「望まれるようになりました」というのは、ある意味、社会全体的

な雰囲気を表すようにも感じます。 

一方、修正案 1 は住民の主体性のようなものを感じることが出来ます。ただ、限界が

あるから住民がやらないといけないという事を強調してしまうようにも感じられます。 

修正案 2 の方が柔らかいイメージがありますが、皆さんはどうお感じでしょうか。 

 

（委員）： 

モデル事業には 3 校区が取り組んだだけなので、まちづくりはこれからという状況で

す。そのような状況の中、修正案 2 のように「市民・地域でも可能なもので、市民・地

域が実施するほうが」という表現をすると、住民に全面的に押し付けられているように

感じてしまいます。 

これに対して、修正案 1 は、時代の背景を説明し、自分たちで考えて選択することが

重要になってきているという事を説明する方が良いのではないかと思います。私は修正

案 1 が良いと思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。 

考え方としては恐らく委員のおっしゃる通りだと思います。恐らく修正案 2 の「公共

サービスの担い手になる」という表現が押しつけということで気になる部分なのだと思

います。 

他にご意見はありますか。 

 

（委員）： 

先ほど申し上げた通り、私は修正案 2 の方が良いと思います。やはり「望まれるよう

になってきた」という方が表現として柔らかいように感じます。 

 

（会長）： 

では折衷案で、修正案 1 に修正案 2 の内容を少し組み込んで、「自分たちで考え、選

択することが、社会として望まれるようになっている」といった表現にするのはどうで

しょうか。「望まれる」だけだと誰が望むのか、という話になりますので、「社会に」と

いうことにすれば、柔らかい表現になるのではないでしょうか。 

 

（委員）： 

いま議論している箇所は 初の条例制定の背景についてですので、あまり細かい事を

いう必要はないと思います。文章の流れから言うと修正案 1 だと思います。全体の文章

の雰囲気とか、前後の文章の意味などを考えると修正案 1 が相応しいと思います。 
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（副会長）： 

私も全体の流れからすると、この場所に入れるとすれば修正案１なのかなと思います。

ただ、他の委員の方がおっしゃったように、市民がまちづくりの担い手になっていかな

いといけない、という事をもう少し強調するのであれば、「自分たちで考え、選択する

ことが重要に」というところにもう一言入れて、「自分たちで考え、選択し、まちづく

りの担い手になることが望まれるようになってきました」といったように、何か主体性

をもう少し一歩前に進めるような表現にしてもいいのかなと思いました。 

 

（会長）： 

「まちづくりの担い手になる」という表現は柔らかい表現になるので、反映しましょ

う。一方で、「望まれる」という表現は、誰が望むのかという話になるので、「重要にな

ってきました」という中立的な表現にしてみてはどうでしょうか。折衷案になりますが、

「自分たちで考え、選択し、まちづくりの担い手になることが重要になってきました」

ということで、前後の文章と合うように事務局に考えて貰うということでよろしいでし

ょうか。それではそのような形でお願いします。 

では資料 2 の 2 ページに進みます。一番上の修正点については、文章を追加すべきと

いうご意見だったようですが、「自分たちでできることは自分たちで」と限定してしま

うと、これまでとあまり変わらないというようにも捉えられるので、どうかと思う部分

があります。私は追記が必要ないと思いますが、ご意見を下さった委員の方、何かご意

見はありますか。 

 

（委員）： 

追記なしで良いと思います。 

 

（会長）： 

意図はそれほど大きく変わらないと思います。原文のままでお願いします。 

次に、資料 2 の 2 ページの真ん中の修正点ですが、「市民自治」という表現は自治基

本条例からの流れであるということですが、これは、逐条解説などで言葉の定義を説明

されているのでしょうか。 

 

（事務局）： 

具体的に文言の説明があったかについてはわかりませんが、同条例の解説などで、「市

民自治」という言葉はかなり多く使われています。 

 

（会長）： 
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では、この内容で修正なしということで良いと思います。 

次に、資料 2 の 2 ページの一番下の部分ですが、これは、「市は」が主語だと思うの

ですが、ここに「市民が」という言葉を入れるとわかりにくくなると思うのですが、事

務局からこのあたりの背景や意図について説明をお願いします。 

 

（事務局）： 

特に意図があって反映したものではありません。 

会長のご指摘のとおり、「市は」が主語で、ここに「市民が」という言葉を入れると

わかりにくくなると思いますので、原文のままということも考えられると思います。 

 

（会長）： 

全体の文章でどう読み取っていくのか、という考えで見ますと、今、市に課題があり

ます。そして市民が自治の主体であるという市民自治を充実させていかなければいけな

い。このような意味の文章に繋がる一文になります。 

だからこそ、市は市民の自主性を尊重して、これを幅広く支援して、協働のまちづく

りの推進に努めていかなければいけない。 

これは市の努力義務だと思いますので、原文のままで良いと思いますが、いかがでし

ょうか。 

では、これは原文どおりということでさせていただきます。 

次に資料2の3ページの一番上の部分については、修正案のとおりとさせて頂きます。 

次に、資料 2 の 3 ページの真ん中の部分について、「社会的包摂」という言葉が難し

いというご指摘ですが、これはいかがでしょうか。ここについては、過去にも、「社会

的包摂」という言葉は難しいから、「顕在化しつつある課題」にしてはどうかという意

見もあって、でもやはり「社会的包摂」だよねということで何度かやりとりした部分だ

と思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

「社会的包摂」という言葉に注釈をつければ良いのではないでしょうか。セルフネグ

レクトの解説もあるので、その下で説明する形で良いのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

説明を入れればよいというご意見ですが、いかがでしょうか。 

ソーシャルインクルージョンは、日本では 2000 年から使われ始めています。当初は

アルコール依存症や薬物依存の方の話から始まって、今は、児童虐待の問題などかなり

幅広く使われるようになっています。要するに、社会がそのような方々を見捨てない、

あるいはそういった方々を排除しないという考え方です。 
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説明を入れるとすれば、スペース的に問題はないですか。 

 

（事務局）： 

「社会的包摂」という表現は確かにわかりにくいところがあるので、この表現を使う

のであれば、説明を入れるべきだと思います。 

 

（会長）： 

「社会的包摂」は 2000 年から使われ始めた言葉なので、それほど時間も経っていな

いこともあり、わかりにくいという方もいらっしゃるのではないかという事ですが、こ

れについては、用語の説明を行うという形で原文のままとさせていただきたいと思いま

す。 

新たに顕在化しつつある課題ではあるのですが、そういう意味では人口減少や高齢化

も含まれますので、市民が取り組むべきものは何かという事を明確にする意味でも、社

会的包摂という言葉を使っていくべきではないかと思います。 

考え方は、市民が関わりを持ちながら支え合っていけるという仕組みを作っていかな

いといけないという事だと思います。もっと簡単に言うと、一人一人を大事にするとい

う人権思想だと思います。ですので、その意味をしっかりと説明すれば多くの方は意味

を理解してくれるのではないかと思います。 

このような形でよろしいでしょうか。私の専門分野が社会福祉なので、この部分は社

会的包摂という表現にしたいと思います。よろしくお願いします。 

資料 2 の 3 ページの一番下の部分については、まさに委員の方のご意見のとおりだと

思います。 

余談になるかも知れませんが、個人情報保護は重要ではありますが、何のために個人

情報を保護しているのか、と感じる部分もあります。例えば、その方の生命に関わる場

合に、そのような個人情報保護の話が必要なのか、という部分もあります。 

個人情報保護というのは、本来は個人情報を使うために保護しなければいけないとい

うのが本来の趣旨です。大規模なデータを産業界が使いたい、そのためには個人情報保

護が必要というもので、情報を隠すためのものではありません。 

今回、委員からいただいた、民生委員の問題のように、その人の生命に関わるような

場合にはどうするのか、という議論は本来はしっかりやっていく必要があると思います。

しかし、やみくもにできないので、自治体がガイドラインを決めるなどの事例もありま

すので、参考にしながら、市の他の部局とも協議して問題を解決していって欲しいと思

います。 

この部分については、このようなご意見があったということで、修正等は行いません。 

次に、資料 2 の 4 ページの一番上の部分いついて、○○の原則という表現を入れてい

るが外してはどうか、というご意見ですが、これについてどうお考えになりますか。 
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（委員）： 

これは私の意見です。（2）協働のまちづくりの基本原則の①～⑥に原則の説明があり

ますが、それぞれの文末に括弧書きで原則の名前を書いています。これをやると非常に

堅苦しく感じます。 

検討委員会の考え方の下に図が掲載されていますし、この説明で充分ではないかと思

い、条文になる部分について、一つ一つ原則の名称を記載する必要はないと思いました。 

 

（会長）： 

恐らく 終的に条文になる時には、原則の名称は反映されないのではないでしょうか。

例えば逐条解説などの説明で説明される程度に留まるのではないでしょうか。条文にす

る際には、このような内容はあまり書かないと思います。 

そうしましたら、一応、この報告書の中には残させて頂いて、条文には反映しないと

いうことでよろしいでしょうか。 

次に、資料 2 の 4 ページの真ん中の部分ですが、「公共サービスの担い手」という表

現について、安易に肩代わりさせるものではないことは当たり前の事なので、記載する

必要がないのではないか、というご意見ですがどうでしょうか。 

この検討委員会の中で何度か出てきた話ですが、公共サービスを全て市が市民にお願

いしますということではなく、やはり市の役割はあるという事を何度かここで確認した

ことを文章化しているものです。これについてはいかがですか。 

 

（委員）： 

私は、わかりやすいと思うので、このまま残す形が良いと思います。 

 

（会長）： 

一言いうとすれば、「効率的にサービスを提供していく一つの手法として」という表

現は修正したほうが良いのではないかと思います。市民がやるから効率的かどうかとい

う事ではなく、市民がやるからもっとよりよいものができるというのが本来の意味では

ないかと思います。 

効率的だけではなく、例えば効果的であるとか、成果が上がるようとか、そのような

内容を盛り込むべきではないでしょうか。 

先ほど話がありました民生委員との関係づくりの話も、例えば行政が情報を一元化し

て取り組むという事であると、ものすごく非効率だと思います。例えば、それを地域住

民の中で話し合って、進め方を住民同士で合意できれば、より効果的な支援が出来るか

も知れません。 

そのような意味から、効率的という事だけを挙げるのはどうかと思います。この部分



 9

の修正をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

あとは、委員の方がおっしゃったように、原文の内容をそのまま残すという形にした

いと思います。検討委員会の中でも何度かこのような議論が出てきていますので、再確

認する意味で残させて頂きたいと思います。 

次に資料 2 の 4 ページの一番下の部分ですが、「仕組み」という表現を「協働のまち

づくりを推進する仕組み」という表現に変更してはどうかという事ですが、これについ

てはどうでしょうか。 

これについては、「協働のまちづくりを推進する仕組み」という修正を行うと、一文

の中に「まちづくり」という言葉が 2 回でてくることが気になります。 

このご意見を言っていただいた委員の方は、恐らく、ここに書く内容が強力な推進機

構になるという事で、それを明確化しようとされたのではないかと思うのですが、「ま

ちづくり」という表現が 2 回続くことになる上、なくても意味は変わらないことから、

原文のままとしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（委員）： 

文章の丁寧さという意味では追加する意味は理解できるのですが、原文のままで良い

と思います。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

それでは、資料 2 の 5 ページの一番上の部分について、「市民」を「住民」に変更し

た方が良いのではないか、というご意見ですが、これは先ほどの「市民自治」という話

と同じなので、修正なしで原文のままということでよろしいでしょうか。 

その次の資料 2 の 5 ページの真ん中の部分については、文章構成を変えるという意見

でして、これについては、意見を出された方からの説明をお願いします。 

 

（委員）： 

地縁による団体は協働のまちづくり推進組織の中核というのは、この検討委員会の中

でも認識されているとことなので、その部分を文章の冒頭にもっていくという意味です。 

 

（会長）： 

資料 1 の 10 ページを見て頂きたいのですが、ご指摘されている一文よりも上の文章

にも、「地縁による団体は協働のまちづくり推進組織の中心的なメンバーとなる団体で

あるなど」という表現があります。つまり表現が被っているのですが、2 つの文章で同

じような表現をするのでしょうか。 
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（委員）： 

原文のままで良いのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

ただ、先ほどの委員の方が言いたいのは、恐らく、一番下の文章を表現が被っている

場所に持ってきたらどうかという意味ではないかと思うのですが如何でしょうか。 

 

（委員）： 

そのとおりです。 

 

（会長）： 

一番下の文章をもっと上に持ってきて、「地縁による団体は協働のまちづくりの中心

的なメンバーとなる団体であることから、住民の理解の促進と参加機会を確保すること

を定め、協働のまちづくり推進組織に参画、協力するように努めると明記すべきである」

といった内容にするということではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

要するに、同じことを 2 つ繰り返しているので、そこをしっかり整理してはどうかと

いうご意見だと思います。このあたりについて事務局は何かご意見ありますか。 

 

（事務局）： 

資料 1 の 10 ページの検討委員会の考え方の部分ですが、会長のおっしゃるとおり、

後の段落の文章を上に配置して、「協働のまちづくり推進組織の中核となるメンバー

であることから」という文章を削除すれば良いのではないかと思います。 

 

（会長）： 

恐らく時系列的にまとめているので、同じような表現が何度か出てきているというこ

とだと思います。 

要するに、地縁による団体の重要性はここで議論されました。それはどういうことな

のかというと、後に書いているように、小学校区よりも小さな区域で動いていて大事な

のです、だからこれを明記した方がいいと思いますという形で、時系列で表現している

からわかりにくくなっているのだと思います。 

委員の方からの意見のとおり、文章の順番を前に持ってくる形で、事務局は修正して

もらえますでしょうか。 

 

（委員）： 

話は変わるのですが、メンバーを構成員に統一した方が良いと思います。ここの部分

だけがメンバーになっているので、その修正が必要ではないでしょうか。 
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（会長）： 

いまここで文章を作るのは時間がかかるので、先ほど言った内容で、事務局が取りま

とめて頂けますでしょうか。 

次に、資料 2 の 5 ページの一番下の部分について、ここはいかがでしょうか。 

この文章は、テーマ型団体をどう位置づけるのかということ、もう一つは協働のまち

づくり推進組織だけではなく、市全体の協働も網羅しないといけないという 2 つの背景

があって、そのあたりの説明が入っています。このような構成なので少しわかりにくい

文章になっているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

「担えない」と断言していることが問題というご意見なので、「担えないこともある

ので」と表現を変えれば問題はクリアできるのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりだと思います。 

 

（委員）： 

今の委員のご提案で私も良いと思います。「担えないので」を例えば「考えられるの

で」とか「想定されるために」といった表現に変更すれば良いと思います。 

 

（会長）： 

先ほど少し申し上げましたが、この文章はいくつかの要素が重なっています。テーマ

型団体はどのように協働のまちづくり推進組織に関わっていくのか、ということと、市

全体の課題に対してはテーマ型団体が一生懸命関わって貰わないと難しい部分がある

という事です。これを条例にも盛込んでいかないといけないという議論を書いています

が、先ほどの皆さんのご意見だと、大きく文章を変える必要はないということですので、

軽微な変更をするということで良いでしょうか。担えない場合もあるとか、そういう限

定しない言い方に修正していただくということでここは対応したいと思います。 

それでは次のページに行きます。資料 2 の 6 ページの上の部分についてですが、「地

縁による団体の力が衰えていくことが予想されます」という表現を変更してはどうかと

いう事ですが、確かにこの表現はどうかと思うところもないわけではありません。如何

でしょうか。 

 

（委員）： 

「流動的」という表現はどうでしょうか。 
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（会長）： 

事務局としては、地縁による団体が住民の減少や担い手の高齢化によって厳しい状況

にあることを言いたいのではないかと思うのですが、修正案の表現も少し難しい表現に

なっているように感じます。如何でしょうか。 

 

（事務局）： 

事務局としても同じように考えます。修正案につきましては、委員から頂いた内容を

そのまま載せている形ですので、そういう意味なら、「衰えている」という表現を少し

緩める形で対応できないのかなと思います。 

 

（会長）： 

「流動的」というご意見や、例えばレジリエンスとか、強靭性といったりしますが、

そのような部分に課題が生じているとか生じることもあるといった形で、何か「衰える」

以外の表現を考えて欲しいと思います。先ほどの「流動的」というのは良い表現だと思

います。「流動的」以外にもなにか良い表現があれば入れ替える形でお願いします。 

様々な団体が支援しなければならないということは、これからの協働のあり方の一つ

であると思います。自治会がコミュニティビジネスに取り組む場合に、自分たちだけで

はなかなか難しいので NPO と組んで取り組むといった事を想定されてこのような文章

になっていると思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員）： 

弱くなっていく、というのも同じ意味なのだと思います。結局、弱くなってきて、そ

の状況を継続しにくくなってきているという中、様々な団体が支援しなければならない

という事に私は違和感がありました。これは少し上から目線のように捉えられるので、

様々な団体等と協働しなければならないといったように、困ったところがあっても対等

に進めるのが協働だと思います。 

だから修正案の「支援しなければならない」という表現は問題があると思います。 

 

 

（会長）： 

ありがとうございます。 

そういうことで、少し表現を変えてください。「地縁による団体も流動的である、そ

れゆえに様々な団体と関わりあいながら協働していく必要が出てくる」とかそのような

内容で表現を事務局で考えてください。 

事業者のまちづくりへの貢献が必要なのだと思います。この文章については、先ほど
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の委員の方のご意見のとおり、対等な関係だということがわかるように修正して欲しい

と思います。 

次に、資料 2 の 6 ページの下の部分についてですが、「推進に寄与」という表現はい

かがでしょうか。 

 

（委員）： 

「推進」という表現だけだと事業者の方は抵抗を感じるのではないでしょうか。 

 

（委員）： 

事業者の立場からすると「推進」という言葉だけだとどうかな、と思う部分がありま

す。これだと、絶えずまちづくりに取り組まないといけないように感じてしまいます。

やはり事業主は大小もあれば強弱もあるので、出来る範囲が限られると思います。イメ

ージとしては「余力があれば」という感じなのだと思います。 

 

（会長）： 

CSR という言葉がありますが、日本の場合、どうしても社会的貢献ということで、

余力があれば社会のためにというニュアンスがあります。言葉の意味をもう少し深く考

えると、企業の決断が社会にどう影響を与えるかを考えて行動するのが社会的貢献だと

思います。 

株主利益ということが企業にとって大事なのですが、それと同様に社会の利益を考え

て決断するのが CSR であると。そういう意味で考えると、まちづくり推進を考えて決

断して貰えるようなまちが出来れば良いなというのは想いとしてはあるわけなのです

が。 

 

（委員）： 

私は「推進」という言葉を和らげるために「推進に寄与」という内容にすればどうか、

と意見したのですが、「推進」をとって、「寄与」だけにしてみてはいかがでしょうか。 

 

（会長）： 

それで良いと思います。皆さんがこれで良ければ、そのように修正してください。 

それでは次のページお願いします。資料 2 の 7 ページの上の部分をお願いします。 

中間支援組織という表現が重複しているので、一つにすべきではないか、ということ

ですが、修正案の内容の方が意味が通じやすいでしょうか。 

修正案にある「地域外部」の「地域」という言葉は必要ないのではないでしょうか。

例えば「支援していくための中間支援組織に関する規定」といった形でも良いのかも知

れません。 



 14

言いたいことは、中間支援組織の規定が要るよということで、それを我々組み込んだ

わけなので、その理由として、やはり自分たちの地域だけではもちろん大変だというと

ころもあるし、もちろん自分たちでできる地域はたくさんあるのですが、そうでないと

ころについてはやはりサポートしなければいけない。その役割として中間支援組織があ

るということです。もう少しシンプルに表現する形で良いのかも知れません。 

 

（委員）： 

「検討委員会では中間支援組織が外部から支援していく事に関する規定が必要では

ないかと考えます。」で良いのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

では、その形でまとめてください。非常にわかりやすいと思います。ありがとうござ

います。 

次、資料 2 の 7 ページの下の部分についてですが、いかがでしょうか。 

事務局としては、どのようにお考えでしょうか。人材育成機能も団体をスムーズに結

ぶものであるという意図はあったのでしょうか。それとも、特にそこまではあまり考え

ていなかったのでしょうか。 

修正案では、交流・活動支援、情報共有、相談機能などで地域の団体をスムーズに繋

ぐ人材育成ということか、それとも、交流・活動支援、情報共有などをもって地域の団

体間をスムーズに繋ぐとともに、相談機能、人材育成なのでしょうか。 

 

（事務局）： 

特に意図はありません。修正案で意味が通じると考えています。 

 

（会長）： 

相談機能は団体間をスムーズに結ぶ役割に寄与していると思うのですがどうでしょ

うか。また、団体をパワーアップさせるのも相談機能であると思います。 

 

（委員）： 

課題を出して貰って、それを相談するというところから中間支援組織は動き出すので

すが、その結果として人を育てようということになるのではないかと思います。 

 

（会長）： 

少し文章を変えましょう。「中間支援組織は、市と地域の団体をつなぐだけのもので

はなく、地域の団体間をスムーズにつなぐために、交流・活動支援機能、情報共有機能、

相談機能、人材育成といった役割があると考えます」という形にすれば、恐らく皆さん
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の意見が網羅できるのではないかと思います。人材育成については「機能」という言葉

を取った方が良いと思います。 

 

（委員）： 

まちづくりに携わる組織の中にそれらの機能が必要になるのだと思います。中間支援

がそれを育てるということなのだと思います。まちづくりの組織の中にそのような機能

を担える人を置くために、人を育てていくという事になるのではないでしょうか。 

 

（会長）： 

その意見には大賛成です。特に懸念されているのは、東南海・南海地震の際にどうや

ってまちを守っていくのか、ということです。要するに、人命を損なうことなく、しっ

かりと避難の誘導が出来て、なおかつ 低でも 3 日間はサバイバルしないといけません。

その時に核になるのが協働のまちづくり推進組織のような組織なのだと思います。そう

いった時に、それぞれの地域にコーディネーターが出来る人が居るのか居ないのかで、

まちのレジリエンスに大きく影響すると思います。そのような方々が地域の中に埋め込

まれていると言いますが、通常は顕在化しないのですが、何かあった時に顕在化するこ

とができるというのが、地域を強くしていくものの 1 つになると思います。このあたり

については、先ほどの文章のどこかに反映することを考えても良いのではないでしょう

か。 

先ほどのご意見は、防災のことを考えるとすごく大事な事だと思います。例えば、東

日本大震災でも孤立した地域がどう生き残るのかというのが大事な話になりました。3

日間と言いますが、人によっては 1 週間は生き残らないといけません。南海・東南海の

地震があると、東京からの支援はすぐには来ません。3 日では来ないかも知れません。

このような中、どのように生き残るのかという事を考えるのは、そのような地域でのコ

ーディネーターが出来る人が居るのか、居ないのかで大きく異なるのではないでしょう

か。 

受援力という言葉がありますが、援助を受けるための組織を作っていくためのコーデ

ィネーターが各地域に居るのか、居ないのかは大事な要素になってくると思います。南

海・東南海地震があまり遠くない将来に来ると言われている中で、このような事は考え

ていかないといけない問題なのだと思います。 

次に、資料 2 の 8 ページに移ります。上の部分ですが、これは、「地域が感じ」とい

う表現が口語調なので「地域が把握し」に変更すべきではないか、というご意見ですが

如何でしょうか。その前の部分には「市では気づかないような課題」という表現があっ

て、これも口語調なのですが、とりあえず、ご指摘の部分について修正案のとおり変更

する形にしてよろしいでしょうか。特に問題なければそうさせていただきます。 

次の資料 2 の 8 ページの真ん中の部分について、テーマ型団体や地縁による団体の記
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述よりも、協働のまちづくり推進組織を前に記載した方が良いのではないか、というご

意見ですが、これはそのようにしてよろしいでしょうか。主に、協働のまちづくり推進

組織について議論してきましたので、そうさせて貰ってよろしいでしょうか。事務局は

この順番に何か意図はあったのですか。 

 

（事務局）： 

特に意図はありません。 

 

（会長）： 

それでは修正案のとおりとさせていただきます。 

次に資料 2 の 8 ページの下の部分ですが、「必要」という言葉が重複しているという

ご意見ですが、これも修正案のとおりでよろしいでしょうか。特に異存がないようでし

たら、修正案のとおりとさせて頂きます。 

続きまして、資料 2 の 9 ページの上の部分について、「面白い内容のプログラム」と

いう表現が口語調であるので、どうかというご意見です。「面白い」というのはファニ

ーという意味ではなくて、興味深いという意味だと思うのですが皆さん如何でしょうか。 

「面白い」を「効果的な」という表現に変えた方が良いのではないか、という修正案

となっていますが、他に表現はないでしょうか。例えば「ユニークな」とか、他にも表

現はあると思いますが如何でしょうか。 

 

（委員）： 

人材育成にしても何にしても、面白い内容は確かに人が来ます。ユニークだとか興味

を引くような内容とか、魅力的なとかはいかがですか。 

 

（会長）： 

ありがとうございます。「魅力的な」に修正しましょう。 

次の資料 2 の 9 ページの真ん中の部分ですが、「無理に創出するものではなく」とい

う表現を削除してはどうかというご意見ですが、いかがでしょうか。これも修正案のと

おりで良いと思いますがよろしいでしょうか。 

後になりますが、資料 2 の 9 ページの下の部分について、「例えば」という言葉が

重複しているということですが、修正案の内容でよろしいでしょうか。では、事務局で

修正してください。 

以上で、資料 2 の内容については皆さんのご意見を頂きました。少し急ぎながら進め

たのは、資料 2 以外にもお気づきの点があったのではないかということで、そのご意見

を頂きたいと思います。資料送付から意見締め切りの期間が 1 週間程度しかなかったの

で、全てを見ることが出来なかったかも知れませんので。この数日で見直して、修正点
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がある、という事もありますので、何か資料 2 以外の修正点があればお願いします。 

 

（委員）： 

資料 2 の 7 ページの下の部分について、括弧書きで情報共有機能についての説明があ

りますが、これは不要ではないでしょうか。括弧以外の文章と意味が重複する部分もあ

ると思いますので、不要かと思います。 

 

（会長）： 

これはどうでしょうか。括弧内は情報共有の説明になっています。情報の収集、発信

とマッチングも含めたものが情報共有であるという事ですが、特に説明は不要ではない

か、ということです。相談されただけでも情報共有されたり、マッチングされたりしま

すので、あえてここで括弧書きの内容を記載する必要はないのではないかとの事です。

これは削除してシンプルにしましょう。 

他に何かお気づきの点はありますか。 

では、先ほど修正いただいたところを修正するという形で、皆さんのご意見をいただ

いたということで、これを提言書としてこの委員会として提出ということにさせていた

だきますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

もう少しだけ時間をください。本日が 後の検討委員会ということで、できましたら、

この条例に対しての想いであるとかを 1 人 1 分程度頂けませんでしょうか。 

副市長からのあいさつにあった、条例をどう生かしていくのかという事の一つの手掛

かりになるような言葉も頂けるのかもしれません。 

それではお願いします。 

 

（委員）： 

自治基本条例から市民参画条例、そしてこの協働のまちづくり推進条例とシリーズで

勉強させていただきました。その中から学んだことを実践しているところです。新しく

協働のまちづくり推進条例が出来るという事で、これからも頑張っていきたいなと思い

ます。 

一気通貫というか、一貫的な流れがわかりました。また、その仕上げが地域事務局で

あったり、地域交付金であったりという事になるので、その制度の仕上がりが今後気に

なるところです。 

地域事務局については、コミュニティ創造協会や市民協働推進室からいろいろと指導

やアドバイスを頂きながら進めています。 

これまで地域の会議は、何月何日の 6 時半からや 7 時半からといった日時設定をして

定例的に開催していました。私の校区では今年度より部会制になり、子ども会から今ま

での会議時間からこの時間にかえて欲しいとか、高齢者の方からは夜は困るので昼にし
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て欲しいといった意見が出てきて、それを事務局が丁寧に対応してくれることで対応で

きるようになりました。 

このように、まちづくりについて地域のより多くの人で考えられるようになってきた

のではないかと感じています。これからも皆さんと情報共有しながらまちづくりに取り

組んでいきたいと思います。 

 

（委員）： 

我々の校区では昨年の 11 月 4 日に事務局が出来まして、事務員の方と打合せしなが

ら、まちづくりを進めています。事務員との話の中で、この条例の検討委員会で話した

内容のこの部分が該当するのかな、などと条例の内容を思い浮かべながら、まちづくり

を進めています。 

条例は本当に走りながら中身を深めていったような感じでした。本当に長い期間を要

したのですが、いろいろ勉強になりました。本当にありがとうございました。 

 

（委員）： 

我々の校区でもモデル事業に取り組んできました。その中で、協働のまちづくりの推

進組織の要件である、民主性や開放性や透明性や計画性などを意識しながら取り組みま

したが、やはり一番大事なのは人と人の繋がりなのだろうと思います。 

我々の校区では、23 の自治会があります。これらが力を合わせやっていこうとする

といろいろと難しい問題があります。組織の要件で、開放性、民主性、計画性、透明性

がありますが、これを満たすのも非常に難しいです。モデル校区でも難しいと感じるの

で、これから同様の取り組みを進める他の校区も大変だと思います。 

良い経験をさせて貰ったと同時に、皆さんから様々な意見を聞けたので、これからの

まちづくりに生かしていければと思います。 

 

 

（委員）： 

私も自治基本条例から始まってたくさんの勉強をさせていただきました。今後これを

どう生かしていくのかが大事だと思っています。 

地域格差があります。これも難しい問題だと思います。自分の地域を考えても非常に

頭が痛い事です。 

今後、一緒に検討したことを頭にしみこませて、何かの役に立っていきたいと思って

います。本当にありがとうございました。 

 

（委員）： 

私は PTA の代表として検討委員会に参加して、4 年半が経過しました。当初、小学
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生だった子どもがもう中学生になり、今年卒業するというところです。何とか、子ども

が居る間に PTA 代表のまま検討委員会に参加できてよかったなと思っています。 

小学校区単位のまちづくりですが、中学校になると少し薄れてしまいます。中学校区

は複数の小学校区で出来ているので、そのあたりが難しい問題であるとも感じています。 

我々の中学校区には 2 つの小学校区があります。2 つの中でもまちづくりに対する大

きな温度差があります。今後、中間支援組織やテーマ型の団体が小学校区のまちづくり

に関わっていって、良いまちづくりが出来るようにしていくということが今後の課題に

なるのではないかと思っています。 

それと、もう一点、高齢化は大きな問題だと思っています。高齢化に伴って、やる人

間と、ただ見守っている人間に分かれてくるので、それは本当に大変なことになってき

ているのではないかと思います。 

本当に 4 年半ありがとうございました。 

 

（委員）： 

今、話にありましたが、高齢化は非常に大きな課題だと思います。また、やはり国と

か地方公共団体の財政の逼迫状況も大きな課題です。 

そのような中、我々市民も、また行政も変化を求められてくるのではないかと思いま

す。その変化を求められることの 1 つの道が、大げさかもわかりませんが、この条例の

制定ではないかと思っています。 

変化を求めることイコール進歩ではありませんが、変化を求めなければ進歩はないと

思っていますので、この条例が有効に働く事を切に願っています。 

この検討委員会に出席して、いろいろな分野の方々のご意見を聞きまして、自分の未

熟さを痛切に感じたとともに、いろいろな勉強をさせていただきました。その点につい

て心からお礼を申し上げたいと思います。 

この資料作成の原案につきまして、事務局の方々は大変苦労されたと思います。事務

局に方々にお礼を申したいと思います。 

 

（委員）： 

4 年半ということで、本当に長い期間を要した会議でした。4 年と言えば、やはり、

なでしこジャパンでして、優勝から準優勝までの間に、我々は何回も何回も集まって検

討を進めました。 

私はこの検討委員会以外にもいろいろな審議会に参加していますが、この委員会のメ

ンバーの質の高さは誇れるものではないかと思っています。 

検討委員会は 4 年半前にスタートして、地域での意見交換会ということでワークショ

ップを実施しました。その際には条例はどうなるのかと不安に思っていましたが、ある

程度の形になりましたし、またそれが実行、実演、実施できる状態にまで作り上げられ
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たのではないかと思います。 

私は市民参画条例の推進会議にも委員として参加していますが、市民参画条例ととも

に、絵に描いた餅にならないような条例であって欲しいと思っています。我々も各地域

に戻ればリーダーなので、絵に描いた餅にならないように頑張っていく必要があると思

います。 

本日の検討で、人材育成の話が出てきました。しかし、人材育成を今やっていると遅

いと思います。既に地域でいろいろな問題が起きているので、リーダーとなりうる人や、

ある分野のスペシャリストがどこに居るのかを把握し、その方々に関係していくという

コミュニケーション力を鍛えていく必要があると思います。そのあたりを意識しながら

頑張ってまちづくりに取り組んでいきたいと思います。 

皆さん本当にありがとうございました。 

 

（委員）： 

私は尼崎に住んでいます。また、芦屋で仕事をしているときに、明石に縁があって、

全て A、A、A で来たので、成績は良いと思います。因みに、この検討委員会が終わっ

たあとは、地域の NPO 法人の理事長になる予定でして、それも頭文字に A がつく団体

です。 

それは少し置いておきまして、皆さんがおっしゃったように、この検討委員会が素晴

らしかったと思うのは、これだけ条例を丁寧に丁寧に作っていくという会はないという

事です。これまで、私もいろいろな審議会に関わってきましたが、これだけ丁寧に、自

分たちの言葉でしっかりと作り上げたことはないですし、それだけにこの条例を私たち

は大事にしていく必要があると思います。 

このような審議会は形骸的な会になることが多くなっています。市が作った案に、良

いか悪いかだけを述べて終わることが多くなっています。しかしながら、この検討委員

会では、市はあくまでも叩き台ですということで示されて、皆さんに相当に叩かれたの

で、すごく良いものが出来たと思います。 

また、やはり長い時間をかけた分、地域に対し、そのような取り組みをやっていくの

だな、ということが浸透しやすかったのではないかと思います。いきなり条例で決まり

ました、さあ地域でこれをやりなさい、という事だと、何のことか、という話になった

のではないかと思います。市外の人間として、このような進め方をすごくうらやましく

感じています。 

私も、ここで皆さんからいろいろなご意見をいただき、意見交換したことを是非、自

分の地域に持って帰って生かしていきたいと思います。 

明石市では、交付金を交付することを検討しているとの事で、それがどのような制度

になるのかまではわからないのですが、これから地域を支え合う仕組みにはお金が必要

です。全てボランティアという時代ではありません。もちろんボランティアで頑張るべ
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き部分もありますが、地域の仕組みづくりに関する部分は有償であるべきだと思います。

多くのお金を設ける必要はないのですが、有償にして、関わる人がやりがいを感じられ

るシステムにしていく必要があると思います。 

これからの人材は、ボランティアでお願いしても受けて貰えないのと、団塊の世代の

人がまだまだ元気なので、有償の制度を取り入れていくことで上手く回る部分があると

思います。これらの方々が NPO 法人を立ち上げて、NPO 法人の中で事業として展開

することもあるかも知れません。 

このように前向きに、市が一緒に歩んでいく必要があり、そのような形で継続する仕

組みづくりが出来れば良いのではないかと思います。 

本当に皆さんいろいろ教えていただいてありがとうございました。 

 

（委員）： 

私は自治基本条例の検討委員に引き続き、今回の条例でも検討委員として携わらせて

頂きました。 

またその間、地域活動にも並行して取り組んできましたので、地域ではこの条例で話

し合われている内容がどのように取り組めるのか、ということを常に考えてきたつもり

でいます。そのように言えば真面目に、と思われてしまうかもわかりませんが、いつも

家では、一夜漬けかと言われながら資料を読んで翌日来るということの繰り返しでした

ので、その点は反省しています。 

我々の校区はこれから本当にゼロからのスタートを切る状況です。それがいい機会だ

と思っています。これまで、検討委員会で学んだことを地域でこれから実践していかな

いといけないと言い聞かせながら取り組んでいきたいと思います。 

この提言書を見ただけでは、何をすれば良いのかわからない人が多いと思いますが、

私は幸いこのような会で勉強させていただきましたので、地域の方々には少しは説明す

ることが出来ると思っています。 

本当にありがとうございました。 

 

（副会長）： 

今日、委員の皆さんのお手元に資料をお配りしています。お配りしている資料は、私

が所属する大阪ガスエネルギー・文化研究所が発行している資料です。私どもは社会貢

献型の研究活動を行っていますが、情報誌を年に 3 回発行しています。その 新号が 7

月 1 日に発行されました。 新号では「幸せな地域の暮らしをつくる」という特集を組

んでいます。 

内容はホームページでも公開されていますので、大阪ガスエネルギー・文化研究所で、

略称 CEL と言いますが、検索頂いてダウンロードして頂ければと思います。傍聴者の

方もご関心があれば是非ご覧ください。 
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前回の検討委員会の中で、地域の様子を知ったり、目指すべき目標を作ったりするた

めの指標の話が出ていました。その時に幸福度というものを指標にするケースが増えて

いるという話をさせていただきました。 

今日の資料はそのような事例を紹介しているものですが、全てを印刷してくるのが難

しかったので、総論的なことを書いている部分をピックアップして印刷してきました。

具体的な事例はインターネットで見て頂ければと思います。 

これは無理に幸福イメージを押し付けるというのが目的ではなく、自分たちの地域が

どういう状況なのか、人々がどのような感じで暮らしているのかという現状を把握して、

目標を定めていく事を目的にしたものです。 

これまで、人はどのような時に幸福感を感じるのか、といった調査結果は相当蓄積さ

れてきています。その結果を見ると、例えば人と人との関係性が豊かな人ほど幸福感は

高いとされています。他にも、これからの高齢社会を生きていく中で、地域で何に重点

を置かないといけないのかということが、それらのデータから読み取れます。 

そうすると、多くの方が地域で暮らしていく時に、まちづくりの活動に参画していく

ことが実は個人の充実感にとっても必要な事でもあるし、地域の充実感にとっても必要

なことが非常に説明しやすくなります。そのような意味でも有効に使えるツールになっ

ていきますので、皆さんの地域でも何かそのような話が出た時にでも、データを活用し

て貰えれば良いのではないかと思います。 

因みに市という規模ですが、長久手市では市民参加型で、市民と一緒に指標を作ると

いう取り組みをされています。 

後の情報提供になりましたが、何かお役に立てば、という事で情報提供させていた

だきました。 

少し話が長くなりましたが、この検討委員会に参加して、恐らく私が一番勉強させて

いただいたのではないかと思います。そしていつも検討委員会の 後に「では副会長」

と話を振られるお決まりの芸風が 4 年間ですっかりと定着しましたので、きっとどこか

で思い出していただけるのではないかと思います。特に、なでしこジャパンの季節が来

た時に、「そういえば」と思い出して貰えるとうれしいなと思います。 

この検討委員会でやってこられて本当に良かったと思っています。今日、委員の方々

がおっしゃったことは、私も全てそのとおりだと感じました。付け加えるとすれば、傍

聴の方がこれだけ多い審議会は他ではなかなかない事だという事です。私は他市でもい

ろいろな会議に参加しますが、傍聴者はゼロであったり、1 人や 2 人であったり、その

ようなケースが圧倒的に多いのが実態です。そのような状況で本当に公開していると言

えるのか、参画していると言えるのか、といった疑問を感じざるを得ないようなケース

も世間にはあふれています。そのような中で、これだけの方が傍聴に来てくださって、

一緒に作っていけたという事は本当に素晴らしい事だと思います。 

職員の方も異動でかなり入れ替わられました。人事異動で担当がどんどん入れ替わっ
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ていく事はよく批判の的になっています。ただ、これに携わった職員の方々は異動があ

っても、次から次へとしっかりとバトンタッチされていて、当初の想いが新しい職員の

方にも引き継がれていっているという事を感じました。 

担当が変わるたびに、どんどん投げやりになっていくようなことが、世の中では往々

にしてあるのですが、そういうことがなくて、むしろ目標に向かって非常に果敢に努力

していっている様子を感じとることが出来ました。そのような事も、非常に幸運な関係

性を作ってこられた一因なのかなと思っているところです。 

先ほどから申し上げてきましたが、この検討委員会の場自体が学びと情報共有の場で

あったかなと思っています。皆さんが多分この条例を、「こう使おう」「ああ使おう」と

いうイメージを持ちながらこの議論を重ねてこられたと思います。これから 28 校区す

べてで、ここで話し合ったようなまちづくりの進め方を実践されていく事になります。

モデル事業というものを超えて、それを普遍化していくということなので、本当に大変

な事であるとは思いますが、その勘どころのようなものをこの場で、皆さんが少しずつ

手にされたのではないでしょうか。そのような意味で血の通った条例になってきている

のかなと感じています。 

そして、今日傍聴にお見えになられているのは、コミュニティ創造協会、市会議員の

方々、地域の方々などいろいろな立場の方々がいらっしゃいますが、皆さんと一緒に、

筋肉質の地域を作っていければいいなと思っています。 

私は大阪に住んでいますが、ずっと明石の様子はどうかと気にかけていきたいと思っ

ていますし、またいろいろと教えて頂けたらと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

（会長）： 

ありがとうございました。また資料の提供も助かりました。ありがとうございます。 

私からも一言申し上げます。本当に皆様のお力添えによりまして、何とかまとまった

なと思います。皆様の言われたことの繰り返しになりますけども、これをつくっていく

過程が多分大事だったのかなと思います。先ほどありましたように、皆さんが勉強にな

ったというのは、そういった過程を学んでいただいたということでもあると思いますの

で、これをまたどこかの機会で生かしていただければと思います。 

それから、職員の皆さん、本当にありがとうございました。いろいろとお世話になり

ました。 

以上で検討委員会を終わらせて頂きます。事務局に一旦お返しします。 

 

３．今後の予定等について 

（事務局）：  

本当に長い期間にわたりましてご審議いただきまして、ありがとうございました。 
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後になりますが、コミュニティ推進部長より一言挨拶させていただきます。 

 

（部長）：  

コミュニティ推進部長でございます。冒頭、副市長からご挨拶申し上げましたが、私

の方からも一言挨拶をさせていただきます。 

今日は第 17 回の検討委員会ということで、 後の 後まで熱心にご議論、ご討議い

ただきましてありがとうございました。まだ若干、今日の会議の中で修正し切れなかっ

た部分はありますが、その部分については、会長と事務局で調整し、 終の案が取れた

資料を委員の皆さまに送付します。 

思い返しますと、平成 23 年 2 月に検討委員会が始まりましたので、委員の皆さまも

何人かおっしゃっていたように開始から 4 年半が経過しました。これも何人かの委員の

方がおっしゃっていましたが、私も行政の人間としていくつか条例づくりに携わってき

ましたが、今回の検討委員会ほど熱心にしっかりと時間をかけて、また委員の方全員が

それぞれしっかりとした意見をお持ちになって発言いただけたようなものはありませ

んでした。感謝申し上げます。地域での意見交換会におけるワークショップやモデル事

業の実施など、本当に特徴的な検討委員会で、事務局としても大変勉強になりましたし、

心から感謝を申し上げたいと思います。 

いただいた提言を今後、市議会で報告し、議会の意見をいただきながら、また、条文

案のパブリックコメントも行って、今年度中に議会に条文として上程させていただきま

す。 

その経過において、やはり条例になりますので、法令的な文章の精査や文言の精査が

必ずありますので、その点についてはご了承と言いますか、ご理解いただきたいと思い

ます。仮に表現が変わりましても、逐条解説などで皆さんの想いはしっかりと伝えてい

きたいと思っています。 

条例は議会でご審議いただきまして、 終的に本年度中に完成させて、来年 4 月 1

日からスタートさせることを、我々の目標としています。副市長が申し上げましたよう

に来年の 4 月 1 日の条例のスタートが目標ではなく、それから先の地域のまちづくりが

本番です。委員の皆さまはそれぞれ地域活動や市民活動にずっと取り組んでこられた

方々ばかりなので、今後もそれぞれの活動をよろしくお願いします。 

市もコミュニティ創造協会と一緒になりまして、地域活動、市民活動ともに明石市内

の協働のまちづくりを盛り上げていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い

します。本当に長い期間ありがとうございました。 

 

（事務局）：  

提言書ですが、本日の意見を反映させていただきまして、確定をしまして、会長に相

談の上、受領させていただきたいと考えております。 
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それでは、これをもちまして閉会いたします。長期間にわたりまして、本当にありが

とうございました。 

 

 

 


