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中間まとめ（案）の修正点について 
 

箇所 第 11 回検討委員会時の文言や指摘・意見 修正案、等 

P24 
2 段落目 

委員会は、学識経験者や市民団体等の代

表者等、公募市民など１２名の委員により、

公開のもとで活発な議論を行ってきまし

た。 

委員会は、学識経験者や校区まちづくり組

織の代表、PTA 代表、市民活動団体の代表、

ボランティア団体の代表、事業者の代表、他

市中間支援組織の代表、明石市自治基本条例

の元委員、公募市民など様々な立場にある１

２名の委員により、公開のもとで多様な視点

をもって活発に議論を行ってきました。当委

員会はこのように様々な立場の委員と市職員

が集まり、同じ目的に向かって議論し、より

よい成果を得ようと取り組んだ点において、

さながら「協働の実践の場」と言えるもので

あったと考えています。 

P24 
4 段落目 

この中間まとめは、これまでの委員会の

検討の経過を現段階で取りまとめたもので

す。内容については更に検討を要する課題

が残されています。 

この中間まとめは、議論により一から積み

上げてきた、これまでの委員会の検討の経過

を、一つの集大成として、現段階で取りまと

めたものです。ただ内容については更に検討

を要する課題が残されています。 

P24 
6 段落目 

委員会では、この「協働のまちづくりの

仕組み構築に係るモデル事業」の経過や検

証結果を踏まえ、「協働のまちづくり推進

のしくみ」や「協働のまちづくり推進組織

への支援・環境整備」などについて、更に

検討を深めていきたいと考えています。 

委員会では、この「協働のまちづくりの仕

組み構築に係るモデル事業」の経過や検証結

果を踏まえ、「協働のまちづくり推進のしく

み」や「協働のまちづくり推進組織への支援・

環境整備」などについて更に検討を深めるこ

とで、条例内容を更に磨き上げていきたいと

考えています。 

P26 
1 段落目 多様さと質の充実 多様さと質の向上 

P26 
2 段落目 

市民と市、市民同士の情報の共有や参画

と協働によるまちづくりなど 
市民と市、市民同士の情報の共有や、参画

と協働によるまちづくりなど 

P27 
2 段落目 

明石市では既にスクールガード活動な

ど、地域の市民を主体に、地域課題の解決

に向けてさまざまな活動を積み重ねていま

す。 

明石市では既にスクールガード活動など、

地域の市民を主体に、地域課題の解決に向け

てさまざまな活動が積み重ねられています。

P27 
3 段落目 

しかし、これからの「明石の自治」を、

更に一歩前に進めるためには、地域でのよ

り幅広い課題などにも積極的に発言し 

しかし、これからの「明石の自治」を、更

に一歩前に進めるためには、市民が地域での

より幅広い課題などにも積極的に発言し 
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P27 
4 段落目／

5 段落目 

■ご指摘内容 
「地域課題に対する市民の一歩進んだよ

り積極的なかかわりや活動」は市民自治を

別の表現で言ったものである。市民自治が

出発点であり、「協働のまちづくりを推し

進めることが、市民が自治の主体であると

いう「市民自治」を充実させていくことに

つながる」というロジックは整理が必要。

また、5 段落目の「「市民自治」によるま

ちづくりを推進し」という内容とも整合性

をとるべき。 
協働のまちづくりの前提が市民自治とい

う記述に変更するべきではないか。 

修正なし（明石市自治基本条例に基づき、

協働のまちづくりの推進により市民自治が充

実するという考えのもとに作成したため） 

P27 全般 

■ご指摘内容 
当条例は市と市民、市民同士の 2 つの協

働が基本となるはずであるが、市と市民の

協働に関する記述がない。 
ページ全般にわたって修正するべきでは

ないか。 

修正なし（当条例は明石市自治基本条例の

趣旨を踏まえ、協働によって今後の明石の自

治を考える上で最も重要となる市民自治によ

るまちづくりの推進を図るために制定される

ものであり、この部分をクローズアップした

ものであるため） 

P29 
条文エッ

センス部

分 

■ご指摘内容 
「市民力を生かした未来を拓くまちづく

り」の「市民力」の用語説明が必要。 

市民力とは「市民が自主的・自発的に地域

課題の克服に取り組もうとする力」という解

説を用語説明として挿入。（P30 に反映） 

P29 
条文エッ

センス部

分 

■ご指摘内容 
「地域の個性を生かした、質の高い、心

豊かな社会の創造」の「質の高い」という

表現の意味がわからない。 

修正なし（「協働のまちづくり」提言に記載

された内容であり、修正が難しい） 

P29 
条文エッ

センス部

分 

市民と市、市民同士が互いの特性を尊重

し認め合い、適切な役割分担を行うことで

相乗効果を生み出し、自律的な行動のもと

に 

市民と市、市民同士が互いの特性を尊重し

認め合い、自律的な行動による適切な役割分

担を行うことで相乗効果を生み出し、 

P29 
条文エッ

センス部

分 

■ご指摘内容 
「共通の目的である公共的な課題の解決

を図ること」という文言について以下のよ

うな修正が必要ではないか。 
① 「共通の目的」には、非常に遠くの大

きな目的（ビジョン的なもの）と、近

い目的の二つの意味があり、わかりに

くい。「公共的な課題の解決」だけが目

的ではないのではないか。 
② 課題を把握するというプロセスはかな

り重要。「地域の課題を把握し、共有す

る」旨を反映すべきではないか。 
③ 「公共的な課題」としてしまうと行政

だけの課題、というニュアンスに捉え

られる可能性がある。「社会的な課題」

という表現にしてはどうか。 

（削除：共通の目的である）社会的な課題

の解決を図ること 
 
理由： 
①については、「公共的な課題の解決」は市

と市民、市民同士（みんな）の「共通の目的」

であるという意味で表現したもの。ご指摘を

受け、「共通の目的である」という表現は削

除。P29 1 段落目に「まちづくりの理念を共

有し、」という文言を追加。 
②については、かなりの長文になるため、

エッセンス部分への反映を見送った。（P29 の

5 段落目に反映） 
③については反映。 
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P29 
4 段落目 

従来から取り組んできたものだけでな

く、セルフネグレクトの問題など社会的包

摂の必要性といった新たな社会問題なども

協働して解決するべきである、との意見が

ありました。 

従来から取り組んできたものだけでなく、

子育てや児童虐待、セルフネグレクトなど新

たな問題も生じており、それらも協働して解

決するべきである、というものがありました。

P29 
4 段落目 

■ご指摘内容 
障がい者の方々もまちづくりに一緒に参

加するという事を基本理念で触れるべきで

はないか。⇒障がい者の方々への社会的包

摂という意味合いになる。 
 
なお、②の中の「公共的な課題」には、

子育てや児童虐待などの問題や、防災や

防犯活動、ゴミ減量、リサイクル活動な

ど、従来から取り組んできたものだけで

なく、セルフネグレクトなど新たな問題

や、今後発生する様々な社会的問題を含

んでいます。 

そして、②にある「社会的な課題」とは、

従来から取り組んでいる防災や防犯活動、ゴ

ミ減量、リサイクル活動などの他、障がい者

の方々の社会就業支援や前述の新たな問題な

ど、社会的包摂の観点から取り組むべき課題

や、今後発生する様々な社会的問題を含んで

います。 

P29 
5 段落目 

■ご指摘内容 
課題を把握するというプロセスはかなり

重要。「地域の課題を把握し、共有する」旨

を反映すべきではないか。 

「市と市民、市民同士がそれぞれに様々な

「社会的な課題」を把握し、共有していくプ

ロセスがまずは重要であり、その後に、互い

の特性を尊重し認め合い、自律的な行動によ

る適切な役割分担を進めることで「社会的な

課題」を解決することが望ましいと考えま

す。」という文章を追記。 

P30 
図 

■ご指摘内容 
自律的な行動の配置を変えるべき。 

「適切な役割分担」と「自律的な行動」の

配置を変更。 

P30 
図 公共的な課題の解決 社会的な課題の解決 

P33 
条文エッ

センス部

分 

その課題やビジョンを解決していくため

の戦略を作り、計画を作成して実施し、成

果を振り返り発展的に継承していく役割を

有すること。 

課題を解決しビジョンを実現していくため

の戦略を作り、計画を作成して実施し、成果

を振り返り発展的なまちづくりを継承してい

く役割を有すること。 

P33 
4 段落目 

その課題やビジョンを解決していくため

の戦略を作り、計画を作成して実施し、成

果を振り返り発展的に継承していく 

課題を解決しビジョンを実現していくため

の戦略を作り、計画を作成して実施し、成果

を振り返り発展的なまちづくりを継承してい

く 

P35 

■新たなご意見 
個々の利益や関心が中心となっている個

人に対しては、例えば、自治会など何らか

の組織に入って貰い、一緒に考えて貰うよ

うな姿勢を促すなどの対処方法も考えられ

る。 

「検討過程におけるその他の主な意見・考

え方」の中に同内容を反映。 
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P38 

■新たなご意見 
① 計画作成は構成員が行う。 
② 計画の内容は課題、解決策、成果を

押える。 
③ 計画策定を市が支援する。 

修正（P49 参照） 

P39 
条文エッ

センス部

分 

① 協働のまちづくり推進組織内の合

意形成の方法は、各地域で決定すること 

① 協働のまちづくり推進組織内の合意

形成の方法は、民主的な手続きをもって各地

域で決定すること 

P39 

■新たなご意見 
個人の意見を協働のまちづくり推進組織

に反映させる方法については、例えば他の

個人とグループを創り、このグループに一

票を与えるという工夫も考えられる。 

「検討過程におけるその他の主な意見・考

え方」の中に同内容を反映。 

P42 
条文エッ

センス部

分 

■ご指摘内容 
「情報共有機能」という表現を「情報の

収集・発信機能」という表現に変えた方が

インパクトがある。 

修正なし（情報の収集・発信は情報共有に

含まれる内容であるため） 

P42 
条文エッ

センス部

分 

■ご指摘内容 
中間支援について、地域を支援するとい

う旨をもっと明確に条文に記載するべきで

はないか。 

「④ 中間支援組織は地域活動の活性化を

支援することを大きな役割とすること。」とい

う文章を追記。 

P42 
5 段落目 

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、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、人材育成機能などをもって地域

の団体間をスムーズにつなぐ 

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、コーディネート機能や

交流・活動支援機能、情報共有機能（様々な

団体から情報を収集し、また情報を発信し、

情報を基礎に団体間のネットワーク形成やマ

ッチングを行うこと。）、相談機能、人材育成

機能などをもって地域の団体間をスムーズに

つなぐ 

P42 
5 段落目 

■ご指摘内容 
中間支援について、地域を支援するとい

う旨をもっと明確に条文に記載するべきで

はないか。 

「また、これらの機能の中でも地域活動の

活性化を支援することが大きな役割になるも

のと考えます。」という文章を追記。 

P46 
4 段落目 

特定の地域で活動する団体、個人はもち

ろん 
しかしながら、特定の地域で活動する団体、

個人はもちろん 

P47 
1 段落目 

■ご指摘内容 
「自治会・町内会やＰＴＡなど地縁によ

る団体も含めて、財政的な支援」という形

で地縁型組織にも財政的支援を行う形にな

っているが、地縁型組織は協働のまちづく

り推進組織に加入するため、協働のまちづ

くり推進組織から支援されるのではない

か。 

修正なし（市民活動団体は地縁による団体、

テーマ型団体など協働のまちづくり推進組織

よりも小さな単位の組織を指す。これらの組

織への支援とは市からの直接支援だけでなく

協働のまちづくり推進組織を介しての間接的

な支援も含むものと考えられる。） 
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P47 
2 段落目 

テーマ型団体は活動の場を持っていませ

ん。市民活動センターなどテーマ型団体の

活動の場を提供していく取り組みも必要で

はないでしょうか。 

テーマ型団体の活性化のためには、活動す

るための拠点や、協働するための様々な情報

交換が可能な場を整備することも必要と考え

ます。そのために市民活動センターなどテー

マ型団体の活動の拠点を提供していく取り組

みも必要ではないでしょうか。 

P50 
■ご指摘内容 
今後のスケジュールについてもっと詳細

に書くべきではないか。 
修正（P60 参照） 

 


