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第６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６月２９日（水）午後６時３０分～８時３０分 

２ 会  場  防府市文化福祉会館 ２階１０号会議室 

３ 出席委員  １３人（欠席：倉重委員） 

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５回会議概要の修正（７月８日金曜日）期限日提示。 

 

○委員長 

第６回ということでこれまでの議論の全体を振り返りながら、提言書に盛り込む骨子案の内容に

ついて、具体的に進めていきたいと思っています。第６回の次第にある協議事項の整備について簡

単に説明をお願いします。 

 

○事務局 

   資料説明 

 

○委員長 

条例骨子案に盛り込むべき内容を大項目で整理すると資料１番～５番までの大項目になり、これ

まで議論をしてきました。このような内容で中身を確定していきたいと思っています。前回は参考

資料１にあるように協働についてテーマを絞って議論をいただきました。今日は防府市における参

画、協働の仕組みを具体的に形にしていきたいと思っています。それで、資料の３～４番のほか、

これまで検討してこなかった６番でこんな参画の手法があるという提示をしていただきました。現

在、参画のいろんな手法が各自治体で行われています。防府市においてはどういう手法が市民、防

府市にとってよいのかという議論をし、ある程度の形にしていきたいと思っています。そのあたり

で前半の方はご意見をいただきたいと思います。 

参考に一つ先日、名古屋市の桶狭間にある学区の地域委員会を視察してまいりましたので紹介し

ます。それは市の予算の一部を住民が決定するというものです。学区のモデル事業が始まり一年近

く経っています。特色は委員の選出方法にあり、半分は公募で選ぶということです。半分は地域の

組織から推薦されたもので、あとの半分は登録制です。つまり地域委員として公募委員をやりたい

方は手をあげて登録し、登録名簿に対し１８歳以上の学区民が投票を行います。私が行った学区で

は、投票枠８人に対し２倍近い立候補があり選挙が行われるというもので、上位者が当選し地域委

員会を構成するということです。その学区では１０００万円の予算が市から出ていて、学区でこれ

からの地域づくりを進めていく上で必要な事業について検討し市に提案します。つまり提案し、市

が認定すれば市は責任をもって施行する仕組みです。この仕組みのすごいところは、公選制です。

枠以上の人が立候補した事実は住民の意識を変え、その結果１０００万円の予算で様々な事業が展
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開され、その中にこれまでの事業にない多くの方が参加され、非常に学区が活性化されたという成

果が得られました。しかし、今年度予算がつかず議会から不承認されたが、一年間実践して大きな

成果があったという話を伺いました。政令市でこういうことをやったという事実は大きな重みがあ

るという印象を受けて帰ってきました。翻って地方の中小都市における市民参画で、防府において

どんな住民自治の確立に資する参画の仕方があるか、今日の前半はご議論いただければと思います。 

 

○Ａ委員 

前回市民参画の議論があったようですが、対象とするものはいろんな市で条例があり参考になる

ところもあります。県内では、周南市、下関市は大体同じようなつくりになっています。その辺り

を参考にすればいいかと思っています。手法については資料に書いてあるように、今でも防府市は

提言箱、公募委員、パブリックコメントをされてきてますが、これは続けていくべきです。住民投

票については条例ができてまだ実施されてないが、条例等があるので必要なときにやっていくとい

うことになると思います。地域課題について協議できれば、これは条例の中に市民会議とか、他の

市にもあるような○○参画協働推進協議会などいろんな名前で出ています。そういうものを防府市

でも作っていければといいと思っています。いろんな市の条例で参画の機会を見たが、たくさんの

市で出ており、滋賀県栗東市、浜松、鳥取、山口市があり、防府市で特徴のあるものが出せるとい

いと思うが、なかなか難しいと思います。出来るだけ目新しいものがあればいいと思っています。 

 

○委員長 

   従来行われている懇談会、提言箱等はこれからも、当たり前のこととしてやっていくことと思い

ます。住民自治というものをより実質化していくために必要な制度、仕組みが地域委員会の名古屋

市の例で話したように、防府の市民にとって市政が自分に関わってやっているというような意識を

持てる仕組みがないかと考えています。みなさん何かよいアイディアはありませんか。 

 

○Ｂ委員 

市民活動ガイドブック２０１０の作成に際して、６５０団体にアンケートを実施しました。２１

３団体から回答が有り、その結果をガイドブックに掲載しています。その中には「協働について」

という項目があり、「行政や企業との協働を考えていますか。」という問に対して「はい」と回答さ

れたのは２７％でした。若干低い値になっているのは、防府市は生涯学習宣言都市だけあって、回

答された団体には、趣味や生涯学習系のサークルが多い点と、公益的に活動されているＮＰＯ法人

は年にいくつもアンケート調査がくるせいか、アンケートに回答が無かったため等考えられます。

「どのような協働を行いたいか。」という問には、イベント開催・運営、助成金の提供などでした。

また「協働の相手は」という問には、市民活動団体同士、教育機関、行政、社協、企業などでした。

さらに「市民活動支援センターの協力、応援できること」という問いについてもＰＲや活動の場の

提供、助成など、団体への支援が回答として出ています。これらのアンケート結果から市民活動団

体が求めている部分について条例に反映できるといいと思います。 

 

  ○委員長 

   参画の手法で何か防府らしさのあるアイディアというのはありませんか。 
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 ○Ｃ委員 

   参画、協働の一つの対応の仕方として、個人で参画、協働する場合と、ある団体や地域で参画、

協働する場合があるが、個人、団体の対象はどうなりますか。その部分についてこのハンドブック

を見て、個人の場合は趣味を広げるための参画や協働の形である場合と、団体の場合は環境整備、

ボランティアになってくると思います。それを興味ある形で進めようとすると、一つの事業を提案

するやり方もあると思います。大勢の人を対象にするかある特定の分野で活躍する人を対象にする

のか積み上げとして非常に重要と思います。例えば、ある特定の分野でいうとプロジェクトを提案

するというやり方もあると思います。防府にとってよいプロジェクトを立ち上げ参画、協働してい

きます。趣味、ボランティアの方面に参画、協働するのが一般的だと思います。ある特定の分野は

テーマがきちんとしていないと進まないので、その分野で意見公募や論文を出すやり方など工夫や

仕組みが必要と考えています。 

 

 ○委員長 

   参画が市民自ら実感できるかということで資料の３（２）の一番下に記載してある地域課題につ

いて協議できる場の市民会議、まちづくり委員会などの制度をご紹介していただいたが、全市的な

視点から防府市の施策課題について市民が直接意見を行政に対して言える場を作っていくことは

非常に重要だと思います。その際どんな形がいいのでしょう。団体の代表の方、一般市民の方の参

加をどう扱い組み込んでいくのかも大きなテーマになると思います。今の現状において、まちづく

り委員会や市民会議というものは防府にとってどうでしょうか。市民にインパクトを与えて施策課

題に関する意識を高められるものになってくるのでしょうか。 

 

 ○Ａ委員 

   社会教育の関係では、防府市は平成１６～１７年に１５地区でまちづくり委員会などができ、当

初はモデル地区をやり全１５地区に広がっていろんな活動に取り組んできました。現在では、数え

る程しかない状態と聞いています。これを今後どう維持してくか、市民の関心を持っていくかが大

事だと感じています。 

 

  ○Ｃ委員 

   継続、維持することは重要なことで、活性化をいかにするかに繋がってくると思います。企業の

場合、テーマやプロジェクトの区切りがつくとテーマに関してはある期限をもって終了し、次の新

しいテーマを探します。ずっと一つのテーマだとマンネリになり頭打ちがでてきます。祭りなど同

じ手法でやっていると興味なくなるので、そこの工夫が地区活動など主催者のしどころだと思って

います。 

 

  ○委員長 

   参画の対象になるテーマでできない理由がでてくるので資料の３（１）に出ている条例、参画の

対象である市民が直接協議で意見が言える対象をどの範囲で設定しますか。市民の生活に直接関わ

る事項については全て委員会、市民会議にかけることになるのでしょうか。あるいは、条例、まち

づくり総合計画にとどめるか、範囲の問題も大きな課題になると思います。その辺りや手法、範囲

を含めて何かご意見をいただければと思います。 
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 ○Ｄ委員 

   市民税１％というあるものを使わせるよりも、あえて１％市民税をかけそれを基にどういったこ

とに使っていくか協議してほしいです。例えば、自治会など各団体が自分たちが使いたい財源とし

て使っていきます。そのために１％市税を付加することは是か非かとテーマにして、啓蒙の場作り

をやっていきます。その主動となるところは、誰がやりどういう答えを求め、どこまで実行がある

ものにしていくか大事となってきます。基本的には自治会や社協、公の組織があるので、自分たち

の活動財源を作ろうという問題点があるのなら、新たな提案型の問題を提示したらどうかと思いま

す。どこかで動きが出ればそれを審議委員会や募集をし、協議しながらやっていきます。テーマと

しては安心、安全、施設を作るなど出てくるので、制度などいろんなものに対して自分たちがどう

関わっていくか興味を引き出していく話をしていかないと、既存のものを求めていくと結局いい結

果がでていないと足踏みしてしまいます。税源を確保することはいいことなのかというテーマも出

てくると思います。テーマを受け自分たちが決めていけるために組織を作ったらどうかという提案

を出し、それを行政が認めていける話ができてくると防府らしい必要な協議が出てくる気がします。 

 

  ○Ｅ委員 

   地域に出てみて思うのが防府市をどうするかではなく、地区ごとで地域づくりについて活発に意

見を交わされています。ボランティア活動も多く、団体がしっかりと結束しているので、地区ごと

に１％市民税を下ろしてみて話し合うのが近い気がします。自治会、ボランティア、環境美化があ

る中で非常に活発な意見が出たりしているので、投げかけてみるのもいいのかと思います。防府の

中央に出て意見を戦わすのもいいが、まず地域の中で「こういうことがやっていけるのでは。」と

投げかけるのはどうでしょう。 

 

 ○Ｆ委員 

   地域の課題を自分たちが変えていくという意識を住民が持っていくというのが一番なのかと思

っています。昨年から子どもの職業体験を国の予算でやっています。子どもたちをいかに育ててい

くかというテーマの中で、文科省もキャリア教育で就職難というが、高校を卒業して３年以内にや

めるのが４割、大卒では３割です。きちんとした職業観が育っていないのではないかと、小学校、

中学校辺りから働くことの知識を身につけようと取り組み始めています。商工会議所と一緒に子ど

も達がいろんな職業体験をすることが大事という取り組みをやっていく中でいろいろ見えてきま

した。つまり自分たちが動き始めるといろんなものが見えてくる、あるいは目をむけるといろんな

活動が発展するという体験を市民がするのは大事だと思います。キャリアアップなどの教育は、今

まで全部行政がやってくれたが、地域の中でいろんな仕事があると自分たちが意識を持って地域を

変えていく、子どもたちを育てていかなくてはいけないと気がついてきました。参画、協働は行政

がやるものを受けてやるのではなく、自分たちが日頃気になっていることを声に出したときに拾い

上げ、課題解決のためにできるものもでてくると思います。住民が意識を変えていくというのが一

番大きな参画と協働の方法で、それに気がついてもらうための制度や役割が必要かと思います。何

が課題なのか住民と行政が一緒にやるものが形として見えることで、複数の団体を連携させるとい

った新しい仕組みを作っていく必要があります。これは、参画・協働が既得権益の団体に従来通り

お金がおりてくる仕組みではないと理解して欲しいです。 
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 ○Ｃ委員 

   特定課題に対し活動団体として取り組んでいくやり方は必要ですが、自治会の立場から考えると

市民、住民としての責務は一工夫いると思っています。市民あるいは住民としての権利は主張する

が、義務を果たすためにはどうするのかというところです。そのやり方は、財源問題も絡んでくる

と思います。責務、義務を果たすのに完全にボランティアだけで人が動くのかというところが根本

にあります。特定課題を見つけ興味がある人は参画するが、責務、義務を果たすためには動かない

です。取り組んでいる地域コミュニティの構想があると思うが、市として仕事の一環として行政が

担うなど大義名分がないと人は動かないので、工夫が必要な気がします。 

 

 ○Ｅ委員 

   責務、義務を前面に押し出すと人は逃げてしまいます。一緒に団体で話し、やっていくと育って

いくものだと思います。言葉に出し言わないが責務、義務を感じている人たちが行動していくのも

大事なことです。それは、交流しあう中で育っていき、教えてくれる人もいると思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   京都の市民参画推進計画の中に審議会等の市民参画の一つで、市民公募委員が交流する市民公募

委員サロン開催があります。いろんな委員会、懇話会があるが、その中に参画されている委員の交

流サロンをやってお互いに情報交換や情報共有しているのを見つけ、市政に興味を持ち参画してい

くのもいいと思いました。 

 

○Ｆ委員 

責務のところで、いろんな財団が市民の自主的な活動に対し補助金、助成金を出すなどたくさん

あります。公金に近い形でお金が出てくるが、計画書を見てどうなのかという計画書が出てくる場

合があります。地域をよくしていこう、お金がないなら応援するというところに統合していくには、

最低限お金は透明にし、こういう目的のためこうすると説明できないとどこへお金が消えたかとな

ります。ある程度の経験、実績と、活動するときには最低限のルールが必要と誰が教えるのでしょ

うかとなってきます。協働するときに、ルールが必要であり新しいアイディア、発想の元を応援し

ていく仕組みを作っていかないといけないと思います。そのためには、団体、住民側がまだまだ力

不足な部分を十分感じています。自分たちが課題解決しなければならないことに気がついた人たち

が、課題を解決するときにサポートし、参画、協働の中で育てていく仕組みも必要かと思います。 

 

  ○Ｇ委員 

   行政に任せっぱなしという面は無きにしも非ずですが、防府市の自治会活動を見れば、ほぼ自分

たちのまちは自分たちでやるという気概でやる自治会が多いのではないでしょうか。それ以上のこ

とは、組織を運営する財源、政策を実現する政策面の財政支援を行政がやってくれれば、市民の参

画、協働の力はぐんぐん出てくると自負しています。団体か個人かいろいろあるが、市民が参画し

やすい、参画したらおもしろい環境づくりをしていくことが大切です。行政あげて自治会を育て守

るという市政を打ち出してもらえれば自治会は育っていくと感じています。 

参画や協働の条例を作ったとしても維持、管理、継続という面で、５～６年経つと絵に描いた餅
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になる気がします。行政の方でしっかりと理解してもらい、油を注いでもらうと市民、住民の力出

てくると思います。今までの行政の政策の企画、立案、意思決定、実施、評価、改善等にいたる段

階まで市民が参画することも大事だと思います。 

 

  ○委員長 

   予算、財源の裏づけというのが非常に大きなポイントになってくるということです。 

 

○Ｈ委員 

参画ということで、政策の意思決定、実施、評価に参画していくことになるが、資料にあるよう

に参画、協働の定義はまだしっかり議論されていません。参画の手法ということで、防府市全体を

カバーしている今の既存の団体の自治会、社会福祉協議会の調査や商業工業団体への調査だと思い

ます。職域的なもので、医療関係なら医師会の代表など組織のところからそれぞれ代表を選出して

もらったり、公募して委員など組織から選出し、それぞれの立場から意見を多く吸い上げ政策の意

思決定などに汲み取っていく手法も一つの考え方だと思います。 

 

  ○委員長 

   提案ですが、行政は８月に入ると来年度予算の編成に入っていきます。新しい事業を入れていく

ときは、８月が一番最盛期になってくるので、それ以前に政策形成過程に住民の意見を入れていか

ないといけません。そのときに、市民、住民の意見をどう政策の中に反映させていくか仕組みが必

要になります。政策決定の過程に市民が参画できる仕組みとして、まちづくり委員会、団体の代表、

公募委員を交えた形で作り、防府市全体の政策について市民が直接意見を行政に述べる場を作るの

は非常に意味があると思いました。８月の予算編成の段階前に市民が意見を述べ、地域に持ち帰り

地域の方と話をし持ち帰るという往復議論の中で、政策形成に大きく市民の意見が予算編成の中に

反映できる仕組みになる気がします。このような仕組みは大きなポイントになり、防府市で始まる

ととてもインパクトがあると思います。これを仕組みとして条例で位置づけられると、市長が変わ

ってもやらざるを得ない、市民の非常に大きな権利になってくると思い提案しました。 

 

○Ｃ委員 

その方面に参画するならＰＤＣＡサイクルの各段階で全て参画するのも一つのやり方と思いま

す。プラン、実行段階で参画しチェックして、悪ければ是正するという４段階で参画するようにな

れば全体のサイクルの中で参画でき、よく見えてきます。プランだけで参画しても見えてこず、一

つの仕組みを作るのは大きな意味があると思います。 

 

○Ｇ委員 

政策の企画、立案は全市的な問題や、地域限定の問題もあり、大小含めその段階から入っていか

ないと、条例を作っても今まで通りの繰り返しになります。民主主義は時間がかかると言われてい

るが、各段階に市民の代表は入って行政と一緒に協議をやらないといけません。政策の立案、企画、

実行の各段階に市民が入っていくことは、非常に夢や希望ありが大事だと思います。 

 

○Ｂ委員 
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   先程提案された会議や委員会は、何人くらい想定されたものですか。 

 

○委員長 

かなり大規模で３０名近い人数を想定しています。分野ごと、医療や介護の問題を含めていくと

広がってくる環境だと思います。政策の立案、実施、評価と全ての段階にわたって市民が直接意見

を述べることができる委員会を防府市が作っていくことは、非常に意味があることだと思います。 

 

  ○Ｆ委員 

   その仕組みで気をつけることは、陳情、要望の要求団体や圧力団体とならないことです。防府市

の財政等、将来を予想し、税負担やインフラ整備にお金がかかることや、まちづくりのための優先

順位が分かる人たちでないといけません。行政として、財政状況の状態や人口予想やまちの産業構

造を見せたとき、優先順位で今何が大事かと住民の意見をしっかり吸い上げ、政策に反映させるの

はとても大事だと思いました。議会の問題で、議員は市からの提案について住民の声を聞き議会の

中で審議をしていきます。その絡みが出てくるので、要求団体ならず議会との対応をしっかりしな

いと足元をすくわれます。市民が参画して、まちづくり委員会を設置するのはおもしろい発想で、

そこの整合性が大事だと思います。 

 

  ○Ｉ委員 

   私は、興味のない人たちが参画する方法を考えたいと思っています。まちづくり委員会で分野的

な人もだが、資料のその他にある無作為抽出という方法はいいと思いました。ですが、無作為抽出

しても参画率は数％で、そういう人たちがどうしたら興味を持てるか考えていきたいです。興味の

ない人がどうしたら参画し、協働したらいいなと思わせるものが考えられればいいと思います。市

役所からの防災のメールに結構みなさん入っているので、そういう方法の参画もあればと思いまし

た。アンケートも難しいものでなく、メールなど簡単な方法で行ったり、ポイントが貯まると市役

所で特産物と交換できる方法だと口コミで広がると思います。そういう簡単な一歩から始め、自分

から来ない人へどうアピールできるかを考えていきたいと思います。 

 

  ○委員長 

   関心のない市民を参画させ、意識を持ってもらう仕組みはなかなか難しいですね。名古屋市の地

域委員会の例では、公選制の選挙だが選ばれている人は、その多くが地域で活動している人が選ば

れているという結果でした。 

 

  ○Ｊ委員 

   名古屋市の委員会は、選挙をするほどなぜたくさんの方が応募しているのか驚いています。防府

でも委員会はあるが、群がり出るほど応募されてないと思います。防府にまちづくり委員会を作っ

たとして、３０人の委員に対し１００～２００人の方が応募されるといいです。１００～２００人

応募されるほどの素晴らしさ、おもしろさが何かわかればいいです。その後、まちづくり委員会が

質の高いものになってほしいです。防府の市政、財政を勉強しよく知って、その場に臨んでやって

いく必要があると思います。登録制の話が出たが、２００～３００人と応募された方に年間通じて

防府市全体の勉強や課題について議論してもらい、委員会があったときその中から応募して出ても
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らいます。そうすれば質の高い委員会になり、いろんな提言や具体的な提案もできるので、市の方

でも取り上げることができます。委員制とはなにか、どうしたら登録制にし、質を高めることがで

きるのか考えていきたいです。 

 

  ○委員長 

   名古屋市においては、明確に予算の一部を市民が編成するということが大きいです。予算の一部

を市民が決定するという仕組みが地域委員会という位置付けがあり、課題が明確だったという点で、

ＮＰＯの方などが選挙で選ばれていきました。 

 

  ○Ｇ委員 

   市民の選ぶ首長と議会の二元代表制を盛りたてると、防府の人口では議会の存在がいらないのか

となります。防府でもやれば手をあげる方は多いが、やると二元代表の組長と議会の存在はどうな

るのかという問題も出てきます。ある程度、常識の範囲内でやった方がいい気がします。 

 

  ○Ｊ委員 

   議会がどうなるのか問題です。われわれも公募委員として公募されているので、質の高い議論を

していかないといけません。 

 

  ○Ｃ委員 

   参画、協働する対象を行政全体という形では現実的に関われません。例えばまちづくり委員会で

は、防府をどうするかで関わっていくことになります。それは議会、行政の全体の仕組みの中で反

映されていくという形になります。まずは、特定のテーマ、特定の地域、自分たちが住んでいる地

域をどうしたいかというところで参画することになります。長崎県では、表示などまち全体が分か

りやすい形のまちづくりをしています。防府には、分かりやすいまちはないと思います。防府の市

街地、住宅地に入ると道路に表示があるところが非常に少なく、そこの町名や区が分かりません。

第三者からは非常に分かりにくいまちと感じられるのではないか、そういうところで協働の第一歩

が生まれるのではないかと思います。 

 

  ○Ｇ委員 

   参画をするからには、防府市全体、地域限定に通ずる政策も含め、政策の立案、企画、実行、評

価の段階に関わっていくのがいいと思います。あまり名古屋の真似をする必要はなく、防府は防府

らしいまちづくり委員会でいいと思います。 

 

○Ｃ委員 

   参画の仕方はいろいろあるが、大きく市全体に関わってくる参画、協働のあり方と、地域の住環

境や生活に密着した形と両方あると思います。 

 

  ○Ｇ委員 

   まちづくり委員会で参画し意見を出すことが、市全体、地域限定の意見なのですか。行政がある

ものを決め、全体の問題を打破するというのがまちづくり委員会の参画、協働だと思います。政策
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の企画、立案の段階から防府らしいまちづくり委員会として関わっていけばいいと思います。 

 

  ○Ｆ委員 

   予算の１％で、地域は自分たちが支え、変え、責任を持って運営していくという意識が芽生えて

くると思いました。地域の課題を見つけ、優先順位を決め、こんな行政の仕組みがあると気がつい

てきます。参画、協働のきっかけ作りの一つとして税金１％があり、その範囲内でいろいろ経験を

し改善点や勉強した方がいいと見えてきます。まちづくり委員会が設置され、住民たちが議論をし

ていく中で育っていき、地域を育てていくという意識が変わることにより、１％でない１０％、２

０％のまちづくりにつながると思います。 

 

  ○委員長 

   こういう委員会を通じて市民が政策提案をできるようになれば、議員の参考になるので矛盾して

こないと思います。まず緩やかな市民提案制度ができる組織を作っていくことが第一歩だと思いま

す。そういうのを今回の条例骨子案に盛り込みたいと思っています。現在行われている懇談会や提

言箱、パブリックコメントは当たり前の手法とし、一歩進めて市民が行政に直接提案、実施、評価

まで関わっていくことのできる仕組みを作っていくことを理解いただきたいです。 

 

  ○Ｇ委員 

   行政の手伝いかという風評があるので、打破するために住民、市民がその段階から参画し一緒に

働いていくのは非常に大事と思います。 

 

○委員長 

参画の手法でまちづくり委員会の中身は、各団体の代表及び公募委員によって構成するのはいい

と思います。行政側が地域コミュニティ組織を作ると入っているが、地域で確立されていくと両輪

となり動いていき、大きな仕組みとなる可能性があると思います。 

協働の方で、協働事業の提案制度をどんな制度にもっていくのか大きな課題になってくると思い

ます。防府市は今度の条例の中にどういう内容で盛り込んでいきますか。前回自由提案制度でいく

と問題が出てくるので、行政側がテーマを絞りそのテーマについて協働提案制度を求めていると言

った方がいいと意見が出ました。 

 

  ○Ａ委員 

   他市では自由テーマとテーマ設定型と両方入れているところがあります。テーマを決めると範囲

が絞られ提案される方が少なくなる思いがするので、両方入れたらいいと思っています。 

 

○委員長 

協働事業提案制度を作った場合、想定される思いはありますか。 

 

○Ｂ委員 

市内のＮＰＯ、委託事業、協働事業をしている法人から実際にどんな事業の出方をしているか話

を聞くと、テーマに絞られたもので募集しているケースが多いです。対象が絞られているが、今年



 10 

度は新しい公共、人材育成、どんな費目も作れると広い意味での公募の話がありました。企業が出

している助成金制度を見ても、まちづくりや環境整備が今までは多いです。最近はそれを受ける団

体が決まってきており、新しい団体が出にくくなっています。ノウハウや力がついてくるので、活

動が積極的な団体が上手にプレゼンをこなし、書類も書けています。テーマにそったものあれば広

く提案を応募するという割合。防府では３年協働の勉強会をＮＰＯ、行政と取り組んでいるが、市

民の参画機会にもなるので、手法としてできたらいいと思います。 

 

  ○委員長 

   市民活動団体からするとテーマを与えられるより自由提案で協働事業をやりたいですか。 

 

  ○Ｂ委員 

   例えば福祉で活動している団体は、福祉に特化したものがやりやすいと思います。市の施策や方

向性をきちんと把握しないととんでもないのが出てくると思います。 

 

  ○Ｋ委員 

   地域での活動は本業ではないため、自分達が出来る範囲で行っています。そこに行政との協

働を行うことで行政責任が発生すると、その活動することにプレッシャーを感じてしまうので

はないかと危惧します。そのため、まちづくり活動をする団体が、ある程度自由な発想で提案

し、それを協議、検討して、取組みの優先順位をつけていって活動を実施していく形が望まし

いと思います。また、違う分野の団体であっても自由に提案できる仕組みをとれる委員会を設

置することも一つの方法と思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   企業から見た形で、事業を展開するとき注意している分野にコンプライアンスの問題があります。

協働の中でやっていくときコンプライアンスの問題はつきものになり、抜きにはできないと感じて

います。自分たちのやり方でやればいいのではなく、そこに法令遵守の部分が対象や分野によって

は関わってくると思います。そこを踏まえてからやらないとやったことが活きないので、頭の中に

入れておくといいと思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   今までも出たが、環境整備も大事かと思っています。市民活動支援センターにＣＳＲコーナーが

あり、企業が社会へ営利目的だけではないボランティア活動に、防府でも取り組み始めていると感

じています。全国の会社が取り組んだ内容の冊子を集め、コーナーに設置しています。センターに

は徐々に企業の方が来られており、現在社協にボランティア登録しているがセンターにボランティ

アの話がきたときは声をかけてほしいという話もあります。そういう意味でも、企業と協働ができ

るような環境整備、組織作りが必要かと思います。 

 

  ○Ｋ委員 

   福祉の分野における企業との協働を考えたときに、大切になるのは目的や対象などを明確に

することです。現在、社協にも企業ボランティアという形で何社か登録していただいています
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が、これらの企業とは常時交流が無くても、災害時のように目的が明確であれば実際に動いて

いただけます。 

   そこで、目的等を明確に示して協働相手を募集できる委員会などを設置すれば、企業の方も

手を挙げていただけると思います。目標を持って頑張るＮＰＯと地域に密着して地域課題に取

組む自治会等だけでなく、これに企業を巻き込み、補完することでより継続した活動が行える

と思います。そのためには目標を共有し、目的達成のためにそれぞれが参画していくことが大

切だと思います。 

 

  ○Ｆ委員 

   子育てをテーマに、商工会議所とＮＰＯが一緒にアンケート調査を行っています。企業は昨年１

１月に認証された、ＩＳＯ２６０００（社会的責任に関する推奨事項が示された国際規格）につい

ての勉強会をしたり、その他いろいろな取り組みをしています。地域の中で企業の役割が重要にな

ってきています。子育ての分野の中でＩＳＯ２６０００に関わっているところもあります。商工会

議所、市民活動をしている人、企業などですが、それらは一緒に勉強し関わりをもっています。一

つだけでなくいろんなところが関わることにより、新しい発想や取り組みが出てきます。ＮＰＯと

住民が関わるとこんなことができるんだということを、企業に理解してほしいと思います。いろん

なところが関わることによって、こういうやり方、方法だとスムーズにいくと分かってきます。協

働は一対一ではなく広がっていく方が発想やアイディアが生まれ、いろんなことを組み合わせるこ

とによって、今までできなかったことが生まれてくると思います。テーマについて、行政が今まで

やってきたことを一つのＮＰＯ、自治会ではなく、自治会と企業を組み合わせ何かをやってみると

いうこと。課題を解決していくのは、そこに住んでいる住民、企業、自治会、ＮＰＯが地域をどう

していくかという視点で、経験し実際にやっていくことで、組み合わせが見えてきます。いろいろ

なパターンで組み合わせができるよう、投げかけやテーマを引き出せるように考えることが必要と

思います。 

 

  ○委員長 

   担い手については、これまでの意見にありましたように地域課題や企業の話を含めると、幅広い

分野で課題解決に向け意欲を持っているのが防府の現状だと思いました。取捨選択するのは行政と

市民でつくられる協働推進委員会だと思いますが、自由提案制度の方がおもしろい提案が出てくる

気がしました。行政側が一定枠をつける協働事業の提案よりは、市民側から企業やＮＰＯなどが協

働をしてほしいと行政側に提案する方が防府ではおもしろい気がしました。 

 

  ○Ｃ委員 

   最初から枠を決める方法と委員会で枠を決める方法があるが、どっちが一体感が生まれるのでし

ょうか。一体感がないとなかなか人は動かないと思います。そこは、防府市の２０２０年のプラン

の中で考えるのがいいのか離れて考えるのがいいのかに繋がってくると思います。 

 

  ○Ｅ委員 

   両方あっていいと思います。県では、委託料も補助金も協働としています。協働の話が出始めた

ころは、テーマが初めから決まっているがやりやすいところや自由なところもあるので、最初は両
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方入れた方がいいと思います。 

 

  ○Ｊ委員 

   次の話になるが、提案し書類に書いて出し、審査して通ったらやるというのが提案制度になると

思いますが、それを公開にしてオークションにするとおもしろいと思います。いろいろ出てきたと

きにやりたい市民団体か市が、公開の場で発表しみなさんによさを話してもらいます。その場にた

くさんの市民や企業、団体の方に集まっていただき、聞いて、投票してもらいます。市民や企業の

方がいいと思ったら支援金を出していただきたいです。資金提供など支持をするといった協働への

参画もあると思います。提案を公開でオークションにかけやる形はいいと思います。 

 

  ○委員長 

   協働事業の提案制度を条例骨子案の中に盛り込んでいく方向で同意いただいています。事業提案

の仕方で、自由型とテーマ型の両方を入れていく方向でよろしいですね。進め方については、これ

から作られる制度の下で、審査する委員会が公開の場でやっていくのはいいですね。公開の場で発

表が行われ、皆さんがそこで意見を言えるのはいいことだと思いました。 

今日は大きく参画と協働というテーマで、具体的に盛り込む内容について話を進めさせていただ

きました。これから条例骨子案に盛り込む内容を具体的にもっとつめていかなければいけませんが、

今日は重要なポイントになるところを確認していただきました。 

 

（次回、第７回の日程協議 ７月２５日（月） 午後６時３０分～） 

以上 


