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第７回「防府市市民参画及び協働の推進に関する条例検討委員会」会議録概要 
 

１ 開催日時  平成２３年７月２５日（月）午後６時３０分～８時３０分 

２ 会  場  防府市文化福祉会館 ３階４号会議室 

３ 出席委員  １４人（欠席：なし） 

４ 概  要  （発言要旨の文章表現は、簡略化しています。） 

    

  （以下「防府市市民参画及び協働の推進に関する条例検討委員会」を「委員会」と表示。） 

 

◆協議事項 

○事務局 

   資料確認。第６回会議録概要の確認依頼。 

 

○委員長 

協働のまちづくりということで、非常に重要なテーマである参画と協働に関するこの協議会も７

回となりました。今日は前回、ご意見いただいたことについて更に深めていただきたいと思ってい

ます。第７回の次第のとおり、まず前回の会議の内容について再確認していただくため事務局の方

から資料説明をいただきたいと思います。 

 

○事務局 

   資料説明 

 

○委員長 

 協働に関する用語の定義について再確認していきたいと思います。自治基本条例にも使われてい

ますが、この委員会の中で今後使用していくにあたって、用語の確定をしていくという意味で定義

を再確認します。では、事務局から資料の説明をお願いします。 

 

○事務局 

 資料説明 

 

○委員長 

   自治基本条例の定義には、第３条第１号に「市民」について「市内に住所を有する人を言います」

と定義してあります。第２号には「市民等」について、「市民、市内で働き、若しくは学ぶ人又は

市内で事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。」と「市民」、「市民等」は定義さ

れています。これに基づき今度の参画と協働の条例の中では、具体的に「市民活動」、「市民活動団

体」について定義しておく必要があると思っています。事務局説明にありました「市民活動」とい

う言葉は前回、前々回の議論で出ましたが、「市民公益活動」という公益という言葉はここでは使

わないことで合意がありました。今回の資料にある「市民活動」の定義は、自治基本条例解説の中

に書いてあり、参考に他市のもあげてあります。参画と協働の条例では、どのような内容で定義を

していくかについてご意見をいただきたいと思います。まず、市民活動という言葉についてご意見
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を伺いたいと思います。 

 

○Ａ委員 

他市の条例にあるように、政治、宗教、選挙活動といったことは自治基本条例の解説に入れてあ

ります。ただ、そのまま定義として持ってくるのはどうかと思います。また第７回の資料にある市

民活動の２行だけではちょっと足りないのではないかと思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   下関市の条例の中にある特定非営利活動促進法別表の中身を教えてください。 

    

 ○事務局 

   平成１０年に制定されたＮＰＯ法で定められている、ＮＰＯ活動の１７分野についての記載です。 

 

○Ａ委員 

   来年度から分野が３つ増えます。 

 

  ○Ｃ委員 

   「社会的な」という意味が分かりにくい気がします。社会的貢献という内容について、公益は前

回否定されました。社会的貢献は分かりにくい気がします。 

 

  ○Ｄ委員 

   山口市の場合、市民活動とはどういう内容のものかというと、条文に社会的貢献とあり、団体メ

ンバーだけでなく団体以外の方を対象に自分たち以外の人にも利益をもたらすということです。そ

れを条文でははっきりと示してあります。 

 

  ○委員長 

   一般的に社会的貢献とは、自ら有する資源を活用してその地域の発展に資するという意味ですが、

防府市ではどうしていくかです。そういう言葉でいくか、具体的にまちづくり活動という言葉を当

てはめるのかと具体的な話になってくると思います。山口市の場合は、条文の後半に排除する項目

で宗教、政治、選挙の３つが入っています。下関市の場合は、そこがＮＰＯ法人の要件で規定され

ているのが特徴です。宇部市は山口市と同じで条文に、宗教、政治、選挙の３つを排除するという

ことが記述されています。いずれも自主的、主体的で営利を目的としないと明記されています。社

会参加、社会貢献、まちづくりなどの文言は自治体により違いはあると思いますが、防府市の市民

の皆さんが条例を読んだとき、理解しやすいものにした方がいいと思います。では、今の３つを排

除するのを条文に入れ込むということでよろしいかと思います。社会参画を条文にどういう言葉で

入れ込むかです。 

 

  ○Ｃ委員 

   解説に書いてある方が分かりやすく、社会貢献は一般的で分かりにくいです。人々の利益増進、

地域社会の発展辺りが具体的に書いてあります。これに変わるような言葉が適切ではないかと思い
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ます。 

 

  ○委員長 

   解説文のＰ．２５の５～６行の社会的な社会参画活動に関する記載は充実しています。それでは、

「市民活動」の定義は解説文Ｐ．２５の定義の６行といたします。次に市民活動団体で、解説文に

は「ＮＰＯ活動、非営利活動、ボランティア活動などを行うことを主たる目的とする団体」と記載

があります。参画と協働の条例ではいかがですか。 

 

  ○Ｅ委員 

   市民活動の定義で３つが排除となっているので、団体のところにものせた方がいいと思います。 

 

  ○Ａ委員 

   山口市でそれぞれ条文に入れたのはどうしてですか。 

 

  ○委員長 

   市民活動団体を厳密に定義して、そういう団体が入る余地を完全に排除するために入っています。 

 

  ○Ｄ委員 

   こういうのは法令の処理ではどうなりますか。 

 

  ○部次長 

   法令の審査の段階では省略するのではと思います。 

 

  ○委員長 

   最終的には法令の方に任せてここでは、市民活動団体にも３つの排除について入れた方がよろし

いですね。 

文言ですが、自治基本条例解説文と他市の条文を比較すると語句が違います。読んだ人が分かる

ようなものにした方がいいですね。 

 

  ○Ｅ委員 

   宇部市、山口市、浜松市にも継続性という言葉が入っており、単発や単年度だけの活動で終わる

団体を協働の対象としないために入れてあると思います。協働事業のために組織を作り、事業を企

画するということを他市では排除していると思います。単年度であってもいいとするなら、あえて

継続性を入れる必要性はないと思います。 

 

  ○委員長 

   継続性という言葉を入れると、申請の部分で誤って解釈されないかが危惧されますね。 

 

  ○Ｄ委員 

   既存の団体で構成されている映画制作委員会などは出来たら解散する、これなどがここで言う継
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続性のない組織ですね。 

 

  ○委員長 

   ここでは、あえて継続性は入れないということでいいですか。どうでしょうか。 

 

  ○Ｆ委員 

   テーマによって継続性の有無があると思います。ボランティアは継続性が無いと信用の問題があ

るので、団体は継続してやっていくことで相手は信頼してくれます。 

 

  ○委員長 

   自治基本条例解説文では、ＮＰＯ活動、ボランティア活動は書いてありますが、地域コミュニテ

ィ活動が抜けています。具体的な団体をイメージしやすい言葉で入れるか、ＮＰＯのような形でま

とめて入れるのか、どうですか。継続性はあった方がよさそうですね。 

 

  ○Ｇ委員 

   例えば、法人、個人といろいろありますが、団体、組織をどう捉えますか。一人、二人でも組織

なのですか。 

 

  ○委員長 

   協働事業のテーマによっては、複数名で手をあげる場合も想定されます。 

 

  ○Ｈ委員 

   いろいろ事業を見ているが、一人、二人で出来るものはないでしょう。多くの人の力で協働しな

いと出来ないことが多いと思います。そうすると、団体になってくると思います。 

 

  ○Ｆ委員 

   ボランティアでいうと、個人では限界があります。個人を集め団体を作っていき、継続性を求め

ていくという形があります。一人、二人という形ではすぐ崩壊する場合があります。 

 

  ○Ｈ委員 

   行政としても個人を対象とするわけにはいかないと思います。 

 

  ○Ｆ委員 

   個人はだめでも団体があることによって次に繋がります。 

 

  ○Ｄ委員 

   団体は人数、数の問題ではなく、組織という人格が入れ替わってもその営みが継続されるもので

す。そのために役職や役員がおり、役割分担をしていきます。 

 

  ○Ｇ委員 
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   少人数で頑張っているグループもあります。グループと捉えるか団体と捉えるか定義は何でしょ

うか。 

 

  ○Ｄ委員 

   集団の中に組織がある集団とない集団があり、人が集まっているだけだと、役割分担がないので

組織とは言いません。活動を展開すると考えたとき、どういう構造だと信頼を得れるような活動が

できるのでしょう。 

 

  ○Ｃ委員 

   合議で進められない組織は、組織とは言えないのではないですか。組織を入れないなどの定義が

いると思います。 

 

  ○Ｇ委員 

   長年続いている５～６人のグループは団体と見るのか、ボランティアと見るのでしょうか。継続

的、組織的なところを見て団体、ボランティアを判断するのですか。細分化したボランティアがあ

りますが、団体と比べると小さい場合は尻込みに繋がりかねません。 

 

  ○委員長 

   組織だと解釈が多様になるということで、防府市における条例としてどうしますか。浜松市のよ

うな市民活動団体の定義の仕方や、自治基本条例解説にあるような具体的な目的を記載した定義の

仕方もあります。ただし、地域コミュニティ活動が抜けているので、非営利、ボランティア、地域

コミュニティと３つの分野を主とする団体になるかと思います。具体的に非営利、ボランティア、

地域コミュニティ活動を主とすると書いた方が分かりやすいかと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   無名で団体と言えるのでしょうか。制限をして、ある程度認識がないと団体と言えない気がする

ので、考えておく必要があると思います。防府市の自治基本条例の中の市民活動団体の基本形をき

ちんとしておくといいと思います。 

 

  ○Ｉ委員 

   先程の市民活動の定義と違ってきているので、一致させておいた方がいいです。 

 

  ○委員長 

   先程の定義と合わせるということで、「市民活動団体」の定義は浜松市の条例文のように定めて

いくということでまとめたいと思います。 

   地域コミュニティで、「自治基本条例などの地縁型の活動組織」と組織という形になっています。 

 

  ○Ｆ委員 

   「自治会などの地縁型の活動組織」のなどとは、他団体、組織でいうとどういうところが想定さ

れますか。 
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  ○Ｄ委員 

   それは、婦人会、老人会などの各種団体などになろうかと思います。 

 

  ○Ｅ委員 

   どちらかというと地縁型の組織ですね。 

 

  ○Ｄ委員 

   地縁型だがこれらはテーマ性がはっきりしているボランティア活動をしています。 

 

  ○Ｅ委員 

   地区社協などはどちらですか。 

 

  ○Ｄ委員 

地域密着型でいうと、活動の範囲や構成メンバーを考えなければいけません。範囲内という意味

が強いかもしれません。 

 

  ○Ｃ委員 

   参画、協働の定義からすると地域だけでなく、市政全体にも関わる部分の両方が入ってくると思

います。 

 

  ○Ｄ委員 

   市民活動団体と地域コミュニティはどういう位置関係になっていますか。市民活動団体は公益性

がありますが、地域コミュニティをあえて盛込んでいるのは意味があると思います。 

 

  ○Ｉ委員 

   地域コミュニティ団体は地域活動団体の一つになりますか。 

 

  ○Ｄ委員 

 山口市では地域コミュニティ団体と市民活動団体とが区別されています。地域コミュニティ団体

の協働主体としての期待が強かったのかもしれません、また、市民活動団体を大きいカテゴリーと

し、その活動団体の一つに地域コミュニティという考え方もあるかもしれません。 

 

  ○Ｃ委員 

   今まで行政が取り組んできた課題が、地域や個人を含め今では複雑かつ多様になってきています。

それを自主的に解決するため地域に密着した団体の一つが地域コミュニティと言えます。そういう

意味では、市民活動団体より地域に密着していて、行政への影響力もあると思います。地域コミュ

ニティは、地域を守るなど大きな目標を持った団体です。 

 

  ○Ｄ委員 
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   地域コミュニティで地域という言葉を付けているのは、昔はコミュニティ＝（イコール）地域コ

ミュニティだったということですが、最近はインターネットなどで地理的な範囲は関係なく集う人

たちをインターネット上のコミュニティといったものも出てきました。それと区別するため地域コ

ミュニティ団体とし、地理的な範囲があるというのが特性です。地域をなくすと市民活動団体など

との違いが分からなくなります。実態と理念は両方あります。防府市では、地域コミュニティ団体

の行政との関係がある部分、そこを意識して考える必要があると思います。理念的には、地域限定

やテーマで集う団体だと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   地域コミュニティがないと市全体は動いていかないと思います。市民団体は後から出てきた団体

で、今までなくても動いてきたが、広く取り組むのは地域では出来ない部分があるので、市民団体

がカバーしていくようになると思います。 

 

  ○Ｄ委員 

   大都会などは地縁的な繋がりが弱くなっており地縁団体が力を失っているところに、テーマ性を

持った団体が活動をしています。京都は自主的な活動をしており、神戸などは、市民団体が協働主

体として行政と一緒にやっており、地域性によって違うと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   最近ＩＴ自治会という、ＩＴを利用して地域のコミュニティを他と連携していくというものがあ

ります。防府市でもいろいろな団体があり、ＩＴによるインフォメーションを含めた自治会、地域

のあり方がこれから中心になってくると思います。ネットワークや情報の共有化を市、住民、活動

団体も含めてやっていくようなことを議題とする必要があります。活動の一つのあり方として議論

していくことが必要かと思います。 

 

  ○委員長 

   自治基本条例の方に、地域コミュニティという風に市民活動団体と並べて定義されています。地

域コミュニティ団体を地域コミュニティと言っていると思います。条文の解説に書いてある自治会

などの地縁型の活動組織の活動、団体のなどの中に推進コミュニティ協議会も入ってくると思いま

す。いくつかの自治会を単位とした階層構造である地域が出来上がってくると思いますが、それも

含めた団体が該当すると想定した場合、条文に地縁型という言葉は入れますか。 

 

  ○Ｊ委員 

   栗東市くらいの表現の方が分かりやすく、両方の言葉を加味して入れているので、地縁型はあえ

て入れる必要はないと思います。 

 

  ○Ｈ委員 

   栗東市は「自治会及び地域振興協議会」と定義してあり、それを分かりやすく言うといいと思い

ます。 
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  ○Ｋ委員 

   宇部市の条例の目的には、暮らしをよくしようと、具体的に分かりやすく記述してあるところを

入れたいです。「暮らしを良いものにしようと取り組む地域住民一人ひとり」というところが、た

だ自主的参加や創意、協力というような表現にはなっておりません。何が協働の事業の参考になり、

どういうことをすれば協働となるのかと考えたとき、暮らしを良いものにしようといえば、自分が

していることも該当すると納得がいくと思います。 

 

  ○Ｈ委員 

   栗東市の「市民がお互いに助け合い、育み合う心豊かな生活を送ることを目的とする」は、ある

程度一般的で、現実に近い表現をしているのでいいと思います。 

 

  ○委員長 

   では、心豊かな生活、地域の暮らしをよくするという点を加味した文章にしていきます。地縁型

という言葉は入れないで、栗東市と宇部市のこの二つの条文を上手くアレンジをして条文化してい

くという方向でいきます。 

次に協働事業に関する提案制度の方に入ります。 

 

  ○Ｂ委員 

   条例の中に入れるのは３つだけですか。他にも入れるのですか。 

 

  ○事務局 

   第７回では協働に関する文言の定義を先にし、市民活動、市民活動団体、地域コミュニティにつ

いて協議し、共通認識を得て進んでいただきたいです。今後の骨子案の協議の中で意味が不明だっ

たり、使用方法が曖昧な文言があればその時に定義をしていきます。 

 

  ○委員長 

   提案制度は、自由型、テーマ型の二本立てということで、選考する審査委員会等の手順と期間で

複数年度を含めてご意見をいただきたいです。 

 

  ○Ｂ委員 

   手順と期間ですが、条例でここまで小さいことを規定する予定がありますか。提案によって２～

３年かかるところもあり、制度の具体的な内容まで議論する必要があるのかと思います。 

 

  ○委員長 

   条文の中では細かく書くことはなく、提案制度も書き込むだけだと思います。ここでは踏み込ま

ないということでいきましょう。 

 

  ○Ｃ委員 

   解説版は出ますか。 
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  ○事務局 

   条文に詳しく説明することはありませんが、解説版には、協働事業提案制度について委員の意見

などを記載させていただくようになるので、このようなテーマ設定をしています。 

 

  ○Ｈ委員 

   参画と協働の基本的な考え方の問題としては、ある程度説明出来る形で、市民の参画については、

最初から最後まで責任を持つという目は必要だと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   予算化までの協議をすると、制度の中で提案や参画の時期というものがあります。そういう部分

も解説に入っていた方がいいと思います。予算化の時期を過ぎて提案した場合、翌年以降でないと

参画できないなどの点も考慮する必要があると思います。 

 

  ○Ｅ委員 

   他市の例でいうと８月くらいまでに来年度の予算で決めます。なので、半年以上前に再来年度の

事業をやってみたい方には協議会を持ち、夏までに来年度の予算まで間に合うか何度か協議し、予

算を決めて翌年度の４月からという制度を作っているところがあります。手順でいうと、いいもの

にしようと思えばそのくらい期間がかかり、事業として予算がつけられるか担当課と調整する必要

が出てくると思います。制度の中で１２月、１月、２月くらいにお見合い制度を持って協議し、８

月に実際に話してだめなら来年度予算をどうするか検討するというように、スタート時点から決め

ているところもあります。 

 

  ○Ｈ委員 

   単年度、４～５年、１０年というようにかかるのもあるが、行政の方が実施計画で取り組んでい

るので、その中でまかなえると思います。 

 

  ○委員長 

   この制度の期間は具体的な事業内容によって、協働事業提案されるということです。来年度に関

しては、予算編成の段階から協働で、予算を含めて議論できるような制度が必要だというご意見だ

と思います。 

 

  ○Ｇ委員 

   市民活動の立場から言えば、行政の選考、実施までの期間を分かりやすく提示していただきたい

です。団体も年間計画を立てており、市民が協働できることが見える内容の文章にしていただきた

いです。 

 

  ○委員長 

   対象となる分野は、市民活動分野、地域課題分野、テーマとなってくると思います。 

 

  ○Ｈ委員 
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   選考から実施までの手順として事業報告が入っていますが、協働するからには責任を持ち、評価、

改善の最後まで入れた方がいいと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   ＰＤＣＡに関わってくると思います。 

 

  ○委員長 

   ＰＤＣＡサイクルに関わっていくという意見が出ました。この委員会で、他に協働事業提案制度

の中に入れたいものがありますか。骨子案の形で見直すことになるので、そのときにまたご意見を

いただきます。 

次に次第の２－③「協働の推進に関すること」で３つテーマをいただきました。 

 

  ○Ｃ委員 

   市全体に係る課題というのはここに入ってきますか。それとも市民活動分野の中で入ってきます

か。 

 

  ○Ｂ委員 

   分野は大きく分けて自由型、テーマ型の２つになるかと思います。それからあとは、市民活動分

野、地域課題分野だけに絞るのですか。 

 

  ○事務局 

   今までの協議で触れられていない部分に意見をいただきたいのですが、テーマの設定の部分では

なく、どういう活動分野を対象にして協働に関する提案を求めるかということです。 

 

  ○Ｇ委員 

   資料２－②「提案テーマの設定」では「自由型、テーマ型」と、「対象となる分野、対象事業規

模」では「市民活動分野、地域課題分野、対象の規模」と記載してあります。自由型の方はある程

度自由だと思いますが、こういう分野でテーマが出てくると記載がしてある気がします。 

 

  ○事務局 

   市民活動分野、地域課題分野のどちらにおいても自由型、テーマ型の両方があると思います。提

案制度を導入する際、分野を絞るのか、それは必要ないのかなどについてご意見をいただけたらと

思います。 

 

  ○Ｄ委員 

   自由型、テーマ型というのは、こういう協働事業をやろうという仕組みを作ったとき、全く枠を

作らずに出してもらうのか、テーマを決めその中から応募してもらうことだと思います。対象とな

る分野はそういった意味では、どちらも可能性はあると思います。テーマ型の場合、踏み込んでい

るのでテーマ設定としては前提されていることだと思います。 

 



 11 

  ○Ｃ委員 

   対象となる分野で市民活動分野、地域課題の分野とありますが、これだと対象が狭い気がします。 

 

  ○事務局 

   そういう部分でご意見をいただき、提案制度を検討する際の参考にさせていただきたいと思いま

す。 

 

  ○Ｃ委員 

   防府のプランの２０２０では、よりいいものになっています。 

 

  ○事務局 

   実際に協働事業は相手がいて成り立つことになります。防府市として現実的な協働とはどういう

ものかについてご意見をいただけたらと思います。 

 

  ○Ｇ委員 

   テーマが自由型のとき、行政側、企業側からなど、どこから提案が出てくるのでしょうか。最初

どういう風なスタートを切るかによって、参画、協働のあり方に関して非常にここは大事な問題だ

と思います。 

 

○Ｅ委員 

   市の予算を全部使って協働する訳ではなく、分野ごとで行政がやる部分と行政だけでは目の行き

届かない新しいニーズに対応できない部分があります。なので、定期的に地域活動や市民活動をし

ている人と地域をよくするためにどうするかというのが元の考え方です。防府市ではこの予算でと

いう中で何テーマ、こういう課題でと絞られてくることが想定できると思います。子育て、福祉の

分野など市民が得意とする分野や環境の分野があると思います。市民活動団体、地域コミュニティ

団体がやれる範囲で地域の課題を解決すると考えていけば、大きく外れていると感じていません。

自分たちが日頃思っていることを参画、協働の条例が出来ることによって手を挙げたり、担い手に

なろうと考えてもらえればいいと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   佐賀県では、協働の事業に対して協働化テストというのを採用しています。協働化する案件につ

いて、テスト的に事業を起こしています。防府市の中に取り入れる問題ではないが、協働事業を始

めるに当たって一つの試みとしてやってみるのもいいと思います。協働化テストの中には、ＰＤＣ

Ａがありそれぞれの事業について評価し、次年度あるいは制度としてやるかに繋げていこうという

ことだと思います。協働の事業についても評価を含めてやっていかないといけない部分が出てくる

と感じました。 

 

○Ｅ委員 

   佐賀県は協働ができると思われるものを一覧表に出しています。市民は一覧表を見て提案し、メ

ニューを見て自分たちが手を挙げやすい仕組みを作っています。予算がある中で市民団体が得意な
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ところに手を挙げ提案していくという形です。佐賀県の方は、行政担当者が考えられる項目は一覧

表で出し、協働が進めやすいように開示しています。予算規模について市民が分かると提案しやす

く、各課、部署が市民、市民団体、地縁団体と一緒にやろうと分かりやすくしているのが佐賀県の

協働化テストで、市民の意識が変わってきていると聞いています。 

 

  ○Ｃ委員 

   市民活動団体が起こす事業だけでなく、行政が改革のところまで踏み込んだ部分がいると思いま

す。その手法の一つにＩＴを使った手法があり、市のサービスの改善ができ、あるいは事業の入札

に関係するのか、届出の申請書の改善も含めてするのか、幅広くやっているので協働の提案の中に

入ってくると思います。 

 

  ○Ａ委員 

   参画と協働の条例作りに向けて、今回の会議のテーマは協働ですから、個人の参画の視点と協働

の両方の視点で話される方と協働だけで話される方がいますが、今回は協働の資料だけなので協働

について議論した方がいいと思います。参画の定義について後日議論するのでしょうか。 

 

  ○Ｃ委員 

   対象の分野は今出ている２つでいいですか。 

 

  ○Ｌ委員 

   提案制度で分野という細かいものでなく、最初に記載してある自由型、テーマ型で、テーマ型は

行政の方が自分たちでは足りない、補ってほしい部分を提案してほしいというものだと思います。

自由型は活動団体がこういうことができると提案し、補え、協働しあえる提案制度です。ですから

分野というのは、深く考えなくてもいいと思います。 

 

  ○委員長 

   対象となる分野は市政の全てになろうかと思います。 

 

  ○Ｉ委員 

   現実的で、荒唐無稽な協働にならないためには、ある程度分野や予算規模を絞ったところで始め

るのかと思います。 

 

  ○委員長 

   条例の条文には出てこないところだと思いますが、山口市では要綱はどうですか。 

 

  ○Ｄ委員 

 市民活動団体に対する支援に加え、最近では地域コミュニティ団体の活動に対する助成事業が始

まっているようです。市民活動団体、地域コミュニティ団体、自治会、まちづくり委員会などが一

緒に事業を進められるといいと思います。 
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  ○委員長 

   この部分の議論は、条文に直接は影響してこない文言だと思いますが、解説の中でいろいろな形

で反映したものになっていくと思います。これを骨子案の形で議論をし、つめていきたいと思って

います。 

 

  ○Ｂ委員 

   次第２－②内のＰ．４「提案制度の対象となる担い手」で市民活動団体、地域コミュニティの２

つが出ていますが、企業も入れた方がいいと思います。 

 

  ○事務局 

   今までは、協働の担い手としては出ていますが、提案制度の担い手という形で企業についての議

論は出ていません。その部分の意見は、骨子の解説の方へ反映していくと思います。 

 

  ○Ｇ委員 

   中小企業など幅広いので、どの程度の規模を企業として捉えていますか。地域の協働を目指して

企業も担い手として参画し、協働の担い手として目標を持っているのであれば、理解していただけ

ると思います。公益を理解していただきたいです。 

 

  ○委員長 

   グループを作って応募する方が出てくると想定され、これを市民活動団体に含めればいいのか、

市民等の定義の中には含まれています。 

事業者は項目であげないとだめだと思います。事業者という言葉を担い手として位置づけるのな

ら、定義を書かなければなりません。 

 

  ○Ｇ委員 

   事業者も一つの団体なので、入れることが可能なら担い手に入れていいと思います。 

 

  ○Ｈ委員 

   提案制度の対象となる担い手は企業、事業者と出ているが、次元が違う気がします。営利を追求

しているので、その価値観で提案に踏み込むのは違うと思います。市民活動、コミュニティの方が

市民に分かりやすいです。 

 

  ○Ｋ委員 

   企業からも知恵をもらいたいですし、企業の利益に結びつかないことについて市民と一緒に行動

し、提案するということがあってもいいと思います。企業が推進し、呼びかけることがあってもい

いと思います。新しい発想や若い年代の発想で多様な意見がもらえると思い期待したいです。 

 

  ○Ｊ委員 

   協働を一緒になってするのは、企業、個人、市民として参画されているのでいいと思います。提

案制度の担い手が企業だと営利が出てくる可能性があるので、提案の担い手に関しては企業、事業
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者はいらないと思います。他の参画、協働では一緒になり、お金、知恵を借りなければいけないの

で、働きかけは必要だと思います。事業者が参画、協働できるような環境づくりを意識していかな

いといけないと思います。 

 

  ○Ｈ委員 

   企業としての営利の部分とそうでないところをきちんと区別するべきだと思います。 

 

○Ｅ委員 

   どこまでを提案制度と見るかだと思います。今年度県は、子育て支援に関する協働事業提案制度

を設け、企業も対象になっています。食育のテーマで、企業の貢献活動として場所や施設、指導の

提供など提案がありました。テーマによれば事業者は協力でき、利益の追求を考えず、どうすれば

地域や社会に関われるかについて話ができると感じています。企業からの新しい発想での、協働提

案事業が考えられると思います。 

 

  ○委員長 

   提案制度で担い手をどう位置づけるかで、事業所を含めた場合、危険性と可能性の問題の両論あ

りました。行政が運用の中で事業者を含め、考えていくと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   企業はボランティアなど自主的にやっています。企業は地域に反対されると出て行かざるを得な

いので、悪いことはしていないと思います。 

 

  ○Ｈ委員 

   地域と企業の姿勢として、地域密着を目指してすることは当然です。私たちが、手を差し伸べる

必要はないと思います。企業はこれからの時代の流れの中で地域密着型を出していくといいと思い

ます。企業の姿勢として地域社会や地域に密着するのは、当然のモラルであり、姿勢だと思います。

地域、地域社会を大事にするのは当然で、協働と提案はかけ離して考えるべきだと思います。 

 

  ○委員長 

   運用の中でそういう問題は解決されていくと思います。最後の推進に関することで、特に推進機

関でご意見はありますか。 

 

○Ｅ委員 

   配布した白い資料のＰ．２「市民参加型の政策立案」で、参画が入ってくれば市民が提言し、実

践で協働するところまで視野に入れた考え方をしていく必要があると思います。単なる参加から実

現性のあるところまで考えていく必要があると思います。「業務執行」では正当化された資金の分

配で今まで市民は利用者だったが、今後は「継続・基盤形成的」と事業の継続性を考え、物事を考

えていく必要があると思います。市民の担い手化を支えるという視点を持っていく必要があります。

市民側が積極的に行政へ提言し、実際に協働していこうという意識を持っていくことが大事になっ

てくると思います。「自治会・町内会」で、今まで全部複合的に自治会の中でやってきたが、少子
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高齢化など社会的な課題が出てきたため、これからはいろんな機能が分散化されてくるので、「基

本機能」と「独自の魅力づくり」といろんな視点を考えていく必要があります。こういうことを誰

も市民に教えてくれないので、推進機関の設置が必要になります。市民は新しい時代に向け自分た

ちが学習し、積極的に行政に提案を投げるため、中間支援的役割、学習機会の充実が一番大事にな

ってくると思います。他のところがやっていることのアドバイスや指導、助言ができる体制を作る

ことが重要になってくると思います。 

 

  ○委員長 

   中間支援組織は今の市民活動支援センターだと思いますが、提案制度を始め、協働の取り組みが

始まった段階で果たす役割は条例でなく、解説の中にその位置付けや啓発も含め書いておく必要が

あります。 

 

  ○Ａ委員 

   市役所とは違う組織として、社会福祉協議会などがあると思うが、市民が参画、活動しやすい環

境づくりを中間支援組織が出来たらいいと思っています。今、団体の情報開示、公開で信頼を持っ

てもらえるよう、それは行政側も一緒と思いますが、情報開示することでいろいろ共有し、中間支

援組織として市民と行政、企業等の間での協働を進めていけると思います。防府市でも企業は地域

の社会貢献ということで、営利ということとは別で取り組んでいます。 

 

  ○委員長 

   中間支援組織は、市民活動団体だけでなく、地域コミュニティ、事業者との協働で重要な役割を

これから担っていかなければならないと思います。中間支援組織をサポートする行政の役割も重要

なので、解説の中に書き込んでもらいたいと思います。 

   最後に推進機関のところはいかがですか。 

 

  ○Ｉ委員 

   支援の中に入るかもしれないが、育成もあっていいと思います。なかなか協働を担う組織はでき

ず、実績がないので、作り出し育てていくことが必要だと思います。その一つとして、既にＮＰＯ

として活動しているところがさまざまな事業を引き受け、大きくなったところで分裂し、またさま

ざまな事業をやっていく方法もあるかと思います。育成を明確にしていくといいと思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   委員については、団体の代表などで構成される委員会がオーソドックスで、公募がだんだん増え

ている気がしています。推進機関は、そういう形にならざるを得ないかと思いました。 

 

  ○委員長 

   市がやっている委員会はどういうパターンですか。 

 

  ○事務局 

   学識経験者、公募委員、団体からの推薦者で構成される委員会が多いです。 
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  ○Ｃ委員 

   今の実態の弱みや強みはどうですか。 

 

  ○事務局 

   その部分のメリット、デメリットを委員の方で協議していただき、推進機関の構成を作るときの

参考にさせていただきたいです。 

 

  ○Ｃ委員 

   現状の実態を洗い出す必要があります。その役割は市の方がやってくれるのですか。 

 

  ○事務局 

   委員会等の構成はデータとしてはありますが、個別の委員会等の運営などは客観的判断ができか

ねますので、しておりません。 

 

  ○Ｂ委員 

   委員構成で、男女共同参画社会の中、公募の半分は女性にするなど女性を増やしていく方向でや

っていけたらと思います。 

 

○Ｅ委員 

   それぞれ専門の分野や選考があって一般公募の方も入っています。委員が共通の基礎知識をつけ

る機会も必要かと思います。最初の１～２回の内に最低限のことを共通理解すると、事務局が誘導

しなくても議論が進みやすく、より深まると思います。学習会や途中に視察、関係ゲストを呼ぶな

ど、柔軟な協議委員会の運営が必要と思います。 

 

  ○委員長 

   公募委員の数が大切な意味を持ってくるので、重点的に取り組んでいけたらと思います。次回は、

これまでの７回の議論をまとめた骨子案の形として議論をいただけたらと思っています。 

 

 

（次回、第８回の日程協議 ８月２９日（月） 午後６時３０分～） 

以上 


