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第９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９月２６日（月）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：水野委員） 

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８回会議概要の修正（１０月３日月曜日）期限日提示。 

 

○委員長 

今日は前回、第８回の全体の協議で残った部分を最初に仕上げたいと思っています。前回いただ

いたご意見を基にして、もう一度まとめ直したものを用意していただきました。お寄せいただいた

意見の方は参考資料の方に添付されています。資料に基づいて説明をお願いします。 

 

○事務局 

   資料説明。 

 

○委員長 

   資料１のＰ．１の「３．参画」からいきたいと思います。「（１）参画の対象」～「（４）参画の

機会」のところで事前にいただいている意見の追加等も含め、ご意見をいただければと思います。

「（１）参画の対象」はいかがでしょうか。 

 

  ○Ａ委員 

   自治基本条例の第３条の定義の中には、「政策の形成、実施、評価の各過程にかかわる」とある

が、枠内の例に書いてあるものではカバー仕切れていないと思います。形成はあると思うので、実

施、評価以降はせめて、逐条解説に入れてほしいです。枠外にある参画の対象としない範囲は、対

象を規定しておけば分かると思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   「参画の対象」の項目の中では、市の方がメインに出てきますが、市民等が出す提案は対象にな

るのでしょうか。 

 

○委員長 

   Ａ委員さんの意見は、考え方・意見等のところに含めておいた方がいいということですね。 

 

  ○Ａ委員 
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   考え方に入れて欲しいです。 

 

○委員長 

   「市民等の提案に係るもの」ということで、対象に含まれるのではないかということです。例示

と考え方のどちらに入れた方がいいですか。 

 

  ○Ｂ委員 

   括弧の中に書いてある部分だけを見ると、どこかにそういう部分があった方がいいと思います。

具体的には後の提案制度の考え方・意見等に出てくると思います。例示として挙げてある３つの言

葉を入れた方がいいのか、後で提案制度と出てくると記載する方がいいのでしょうか。 

 

  ○委員長 

   提案制度は後で出てくるのでそこで補足し、ここでは入れないということでいきたいと思います。

参画の対象の事例として３つ挙がっているが、他に足りないものは何かありますか。 

 

  ○Ｃ委員 

   青少年の参画は、考えられないですか。 

 

  ○委員長 

   ここでは、参画の対象となる事項に関する記述となっています。まとめたものとして全部入って

いるので、例示の形にさせていただきます。 

（２）参画の手法で前回も意見をいただき、パブリックコメント、意識調査が例示の中に入って

います。事前意見としてワークショップが入っているが、住民投票条例も含め、付け加えますか。 

 

  ○Ａ委員 

   ワークショップは今からの集まりの中で、意識を高めていくためには必要な作業ではないかと思

います。住民投票も参画の手法の大事なものの一つと思うので、加えたらいいと思います。 

 

  ○委員長 

   住民投票は既に条例として制定されていますが、改めてここで書き加えておくのは可能です。ワ

ークショップはどうですか。先日、広島でＪＣ主催の熟議をやってきて、いろいろな年齢層、職業

の方が参加され議論があったが、行政がやるとなると難しい思いがしました。これからは多くの方

が「ｆａｃｅ ｔｏ ｆａｃｅ」で議論をすることが求められる時代に入ってくると思うので、考

え方の中にこういう手法を挙げておく必要があると思います。例示ではなく、考え方・意見等に含

めたらいいと思います。住民投票条例は、防府市にとって非常に大きな意味のある条例になってい

るので、この条例に盛込むと位置付けがしっかりすると思います。今言われた２つの点については、

そういう形で入れてよろしいですか。 

 

  ○Ｂ委員 

   提案制度は後に出てくるので、それでいいと思います。 
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  ○委員長 

   「参画の手法」について、どのような形にするのか、考え方のところに追加しておきたいことは

ありませんか。 

 

  ○Ｂ委員 

   ワークショップは解説が必要だと思います。 

 

  ○委員長 

   熟議、ワークショップ、ワールドカフェなど対話型で問題を解決する会議のシステムがあり、い

ろいろな名前がついているので、きちんと解説を付けておきましょう。 

資料１のＰ．４「（３）参画の手法に関する手続」で、項目の名を「手続」に変えた方がいいと

事前意見でいただいていますが、いかがですか。 

 

  ○Ｂ委員 

   手法に関する手続と理解すれば、手続そのものはそこに含まれるかと思います。「適切な時期に

実施すること」とあるが、手続を実施するのか、何を実施するのか分かりません。 

 

  ○委員長 

   例示の最初の項目ところで、主語がはっきりしないということですね。 

 

○事務局 

   主語は、参画の手法となります。 

 

  ○Ｂ委員 

   書いたほうが分かりやすいです。 

 

  ○委員長 

   参画の手法という言葉を入れましょう。 

 

○事務局 

   何を実施するかという主語を記入します。 

 

  ○委員長 

   資料１のＰ．５「（４）参画の機会」で、「参画の機会」を「参画機会の充実（又は拡充）」とす

るや、項目名を「参画推進する環境整備」とするという事前意見をいただいています。 

 

  ○Ｂ委員 

   後で出てくる「協働を推進する環境整備」と言葉を合わせた方がいいと思います。私は、形成と

いう言葉はなじみがなく、一般的に「作るため」と理解できるのか、それとも分かりやすく計画と
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した方がいいのでしょうか。 

 

  ○委員長 

   普通は使いませんね。どちらかというと政策形成は行政用語ですね。形成は全部入っており、実

施前の調査から政策、立案、実施と幅広い概念で使われる言葉になっています。タイトルでは、資

料１のＰ．１０「（４）協働を推進する環境整備」と合わせるというご意見が出ています。 

 

  ○Ｂ委員 

   機会より環境整備の方が意味合いが強いです。 

 

  ○委員長 

   事前意見では、「参画機会の拡充」、「環境整備」という中身になっています。 

 

  ○Ｂ委員 

   こだわらなければいけないですか。 

 

○事務局 

   項目名にこだわりはありません。大事なのは骨子の部分なので、その内容に適切な項目名を委員

の方に協議いただければと思います。 

 

  ○委員長 

   参画の手法でいろいろ出てきており、そこに被さって出てくるので、機会を更に拡充するという

意味に捉えることも可能で、分かりやすい項目になるかもしれません。それを環境整備という言葉

で協働と合わせるのか、拡充と捉えるのか、どちらがよろしいですか。 

 

  ○Ｂ委員 

   できれば、協働と合わせた方が分かりやすいと思います。 

 

  ○委員長 

   「協働を推進する環境整備」とここで書かれていることの整合性はどうですか。 

 

○事務局 

   内容を比較した場合、具体的な内容となっているのが参画で、概念的な内容となっているのが協

働です。 

 

  ○委員長 

   環境整備より参画の機会を拡充していくという方が、中身としては近い気がします。参画機会の

拡充と項目名はさせていただきます。 

   資料１のＰ．６の「４．協働（２）参入機会の確保」で、それぞれ事前意見をいただいています。 

 



 5 

  ○Ａ委員 

   考え方に環境、福祉、教育とあり、いろいろな分野での協働が増えるので、全て大事だが特に子

育て、教育、福祉を打ち出して、防府市の特色が出せないかと思いました。他市の自治基本条例に

は項目として出ているので、防府市はどうですか。 

 

  ○Ｂ委員 

   「参画の対象」と絡みが少しある気がします。特に例の２つ目は、「参画の対象」の事例の中と

少し関わってくると思います。 

 

  ○委員長 

   対象のところでいろいろな事例が出てきたが、いかがでしょうか。考え方に書いてあることを枠

内の例示に持ってくるというご意見がありました。 

 

  ○Ａ委員 

   特定の分野だけを持ってくると、そこしか協働をしないのかとなるが、他市の自治基本条例の例

があったので、意見として出しました。 

 

  ○委員長 

   子育てを付け加えましょうか。事前意見に、参入という言葉が問題と出ているがいかがですか。 

 

  ○Ｄ委員 

   参入という言葉がよく分からなかったです。協働においてここだけが「参入機会」となっており、

もっと幅広く「協働の機会」としていいと思います。施策等への参入だけでなく、いろいろな協働

の方法があるので、施策を考えたとき「協働の機会の確保」とした方が幅広くていいと思います。 

 

  ○委員長 

   言葉を置き換えて問題は生じますか。 

 

○事務局 

   具体的な問題はないと思います。 

 

  ○委員長 

   参入は一般的な言葉ではないと思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   「協働の機会の確保」がいいと思います。 

 

  ○委員長 

   分かりやすいので、「協働の機会の確保」という項目でいきましょう。 

   次に資料１のＰ．８「（３）協働事業提案制度」で、事前意見をたくさんいただいておりますが、
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いかがでしょうか。 

 

  ○Ｃ委員 

   事前意見の地域コミュニティは、どういうことを想定されていますか。 

 

  ○Ａ委員 

   今のところ自治会などです。今新しい地域コミュニティの形成が進められており、いろいろな団

体もあるので、それらも含められたらいいと思います。 

 

  ○Ｃ委員 

   防府市では話は進んでいるが、この１０年間でコミュニティがどれだけ築けるか未知数です。 

 

  ○Ｄ委員 

   条例内に入れるかは分からないが、アイディアとして検討してほしいと思い、事前意見として提

出しました。①の「担い手登録」については、協働する担い手を事前に登録しておくと、協働する

場合にやりやすいと思います。②の「審査」ですが、これは、協働をする場合に受付をしますが、

受付したものを実施するかどうかは審査が必要だと思います。③の「協働確認書」については、事

業等が大きくなる場合は書き物としてお互いが確認しておく必要があると思います。④の「公開」

は、協働をする前に市民に協働することを公開しておく必要があると思います。⑤の「評価」につ

いては、協働の各過程の評価と実施終了後に行う評価がありますが、評価したものは公開し、その

後の改善に繋げていくことが必要だと思います。⑥の「協働の方法」については、どこかに協働の

方法が書いてあると、協働が分かりやすく、やりやすいと思います。 

 

  ○委員長 

   「別途定める」の中身に関わってくるところですね。⑥協働の方法と出ているが、どういう風に

しましょう。提案制度のところでいろいろ議論をいただいたので、考え方・意見等で定義をしてい

る形をとっているが、もう少し突っ込んで付け加えたい語句があれば、追加したいと思います。事

前意見にある、「協働の対象」も関わってくると思うが、いかがですか。 

 

  ○Ｂ委員 

   「協働事業提案制度は別に定める」となっているが、この中で協働の対象にふれておいた方がい

いと思います。二つの項目だけでは、漠然として協働の提案の中身が見えてこないと思います。中

身として「固定テーマ型、自由テーマ型と提案の仕方がある」と解説かどこかでふれた方がいいと

思います。提案の大きな考え方をふれておいた方が分かりやすいと思います。 

 

  ○委員長 

   前項の協働の対象となる施策事業でいくと、「（２）協働機会の確保」のところですね。詳細を別

途定めるとなっているので、もう少し具体性のあるものを入れたいというご意見です。 

 

  ○Ｂ委員 
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   「詳細を別途定める」ということは、条例と平行して定められるのですか。 

 

○事務局 

   ここでは、「条例以外の規則や要綱で定める」という意味です。 

 

  ○Ｂ委員 

   実際に一般市民等が見たとき、別の資料を探すというのは不便な感じがします。枠内か考え方に

入れた方がいいと思います。 

 

  ○委員長 

   考え方のところには、こういう制度を作って欲しいという委員の意見が書いてあります。 

 

  ○Ｂ委員 

   二項だけだと提案をすることはできるが、提案制度の内容がここでは何も見えてこないです。 

 

  ○委員長 

   市民が提案できる制度を作ったとき、「協働が推進されることが担保される」ということが項目

としてきちんと入ってないと、作っただけになってしまいます。「市民提案を促進」と形にすると

ころまで、踏み込んだ中身を決めておく必要があると思います。 

 

  ○Ｅ委員 

   お見合い制度のように、来年度予算が決まるまでに話し合いをし、来年度予算に組み込むといっ

た、予算措置前に協議の場を定期的に持っていく仕組みが制度としていいと思います。 

 

  ○委員長 

   例示内の別に定めるだけでなく、行政の提案に対する責務を入れた方がいいと思いました。市民

からの提案に対しての責務の書き方で、きちんと審査を行い、採否については結果を公表するとい

うような文言を書き加え、言葉で担保した方がいい気がしました。事務局の方で適切な言葉で文言

を作っていただき、ここはまとめさせていただきます。 

 

  ○Ｆ委員 

   「市民等は市長等に対して」となっているが、市民等の中にＮＰＯ法人、社協といろいろな組織

が入っています。市長等、市民等は協働の場での立場は、ある程度対等だと思います。市民等が市

長等に対して、提案することができることも重要だが、市民等と市長等が互いに施策に提案するこ

とができるというのもあった方がいい気がしました。 

 

  ○Ｂ委員 

   協働の目的がそこにあるといいですね。 

 

  ○委員長 



 8 

   「協働の役割」では出てきているが、「提案制度」の前段で基本的スタンスとして入れ込むとい

うことでは、今のご意見は大事だと思いました。もう少し市民等と市長等の関係について、積極性

を入れた方がいい気がしました。後で役割が出てくるが、カバーしきれないと思います。例示前に

「市民等、市長等は、協働によるまちづくり事業に取り組む」と文言として書き込む方がいいと思

います。 

 

  ○Ｂ委員 

   共通目的の「まちづくりに向けて」という文言を入れた方が、分かりやすいと思いました。 

 

  ○委員長 

   例示の最初の項目に、「それぞれの役割分担に応じて、協働のまちづくり事業に取り組む」とい

うような内容を付け加えておくということでよろしいですか。 

   次に（４）協働を推進する環境整備で、事前意見をたくさんいただいているので、説明などいた

だければと思います。 

 

  ○Ａ委員 

   例示に「協働を実施するための」とあるが、提案には予算が伴うものが多いと思うので、財源確

保など一つだけでも例示に入れたらいいと思いました。 

 

  ○Ｄ委員 

   環境整備として①中間組織を育成してほしいと思います。②市民活動支援センターを充実させ、

協働のための中間組織、センターとして、強力に推進できる形にしてほしいです。③人材バンク制

度で専門的な知識、技術、ノウハウを持っている人たちを登録しておき、協働しようとする市民活

動団体等に派遣し、指導してもらう制度があってもいいと思います。④協働推進基金は難しいと思

うが、協働するにはお金が必要なので、調達するための基金が何とかならないでしょうか。それか

ら、今インターネットが非常に普及しているので、協働に関する⑤協働ポータルサイトを立ち上げ、

幅広いコミュニケーションをとることができたらいいと思います。⑥評価制度は、効率よく協働を

やったかだけでなく、協働することにより市民が協働について関心を持ったか、地域がよくなった

のかなども評価していいと思います。そうすると協働が普及していくと思うので、こういうアイデ

ィアがあっていいと思いました。 

 

  ○委員長 

   文言をもう少し整理して、考え方の方に全部意見として入れたいと思います。項目では、参画の

ところと合わせるとご提案をいただいています。 

 

  ○Ｂ委員 

   例として出ているのが、一例なのは寂しいです。協働による施策等への機会を確保するときは、

参画と同じでいろいろな分野から入ってくるので、ここに入れたらどうでしょうか。「施策等に参

入する機会を積極的に設置、支援する」などといった文言を加えるなどして、例示の「担い手に対

して支援」の「支援」の対象をもう少し明確にできないかと思いました。 
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  ○委員長 

   協働の機会の確保で、例示に具体的に書かれているので、環境整備の一言で終わらず、今のご意

見のような中身で膨らませることはできないかということです。 

 

  ○Ｅ委員 

   この項目で議論することが適切か分からないが、行政職員の意識の問題も大きいと思います。行

政職員は自分の抱えている仕事以外にも目を向け、市民団体などと連携、協働をする意識を持って、

補助制度などの情報を伝えることが大事だと思います。環境整備にも「行政職員の協働に対する意

識を高める」と入れるといいと思います。 

 

  ○委員長 

   ご意見で例示の一項目では寂しいと出ており、「協働を推進する環境整備」の前にご意見で出た、

多様な担い手の参画、協働の手法の周知、意識改革を含めた人材育成などの文言を付け加え、より

効果的な協働によるまちづくりが推進できる環境整備を行うという形で、まとめさせていただきま

す。 

 

  ○Ｄ委員 

   「協働事業提案制度」で、「市長等は、市民等に対して、協働の機会を確保した事業等に関し、

提案を公募することができる」と、例示の一つ目と主語が逆転したものもあるべきかと思います。

協働の機会を確保しても活かされないと思います。 

 

  ○委員長 

   市民等を主語にしたものも考え方・意見等に入れておきましょう。 

   次の（５）参画、協働に関する推進機関でもたくさんご意見をいただいており、補足説明をいた

だけたらと思います。 

 

  ○Ａ委員 

   例示（２）新たな手法だけでなく、今まであった手法も検証、整備すると入れてほしいと思いま

す。市の内部の推進機関も推進していくために必要と思いますので、一緒に考え方・意見等に入れ

ていただければと思います。 

 

  ○Ｄ委員 

   事前意見で出しましたが、この推進機関は例示を読むと全般的な提言を行うものと理解できます

が、それだけでなく個別の協働についての推進機関もあっていいと思いました。分科会、下部組織

にするかは別にし、役割としては①協働事業の提案後の審査をし、②参画・協働実施後の評価を行

うことで、次の協働の改善へ繋げていくというものも必要と思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   推進委員についてどう公募するのか、解説に入れた方がいいと思います。「推進委員会の運営の
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詳細については、別に定めます」か、「推進委員の公募については、別に定めます」にするのか、

委員のところの記述があった方がいいと思います。任期、公募の人数、再任するのかなどの詳細が、

どこかに出てくる必要があると思います。 

 

  ○委員長 

   例示には、構成メンバー、任期は記載されていません。条例の中に書き加えるというご意見はい

かがでしょうか。 

 

  ○Ｅ委員 

   これも推進機関といえるか分かりませんが、行政職員と民間の市民団体が、一緒に連携する事業

はたくさんあり、行政職員がいるとスムーズに運ぶことがたくさんあります。市職員が市民団体と

一緒に何かをする機会が今後増えてくると思うので、協働して事業をするものに行政職員が参画し

やすい環境を作ると、いろいろなところで進んでいく感じがします。行政と市民が連携できるよう

な仕組みや推進機関を設置したらいいと思います。 

 

  ○委員長 

   推進委員会を条例の中に入れておくには、例示では「意見を述べること」と書いてあるだけで、

評価、検証という言葉は出てきていません。推進委員会の役割を位置づけていくには、防府市全体

の協働のまちづくり事業に対する、進捗状況の検証、評価をしっかり行うと書き込んだ方がいい気

がします。任期、構成メンバー、人数も含め、条例の中に入れた方がいいと思います。公募委員、

学識経験者と市民等の中には、地域コミュニティ団体、市民活動団体を具体的に書き込んだ方がい

いと思います。 

 

  ○Ａ委員 

   実施後の評価は、例示の中に入れた方がいいと思います。「推進委員会の運営の詳細については

別に定める」がいいと思います。 

 

  ○委員長 

   評価、検証という言葉は入れ、詳細は別途定めるというご意見でした。評価、検証という言葉は

きちんと中に入れ、詳細については別に定めるという形でまとめさせていただきます。 

   最後に６．その他は、特にご意見はないのでよろしいですか。 

   では、Ｐ．１５の説明をお願いします。 

 

  ○Ｂ委員 

   「参画の対象」に対し、「協働の対象」はどこにも見えてこないです。一番重要な部分と思い、

例示に他市の文言をそのまま挙げているが、少しコンパクトにまとめ、「協働の対象」の例示に挙

げた方が読み手にとって分かりやすいと思います。事前意見の解説で書いていますが、「協働の対

象」としてどういう事例があるのか、提案する部分、協働で参入する部分についてあった方が、分

かりやすいと思います。 
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  ○委員長 

   「参画の対象」では具体的に書いてあり、「協働の対象」ではないのでこのような文言を入れた

らという提案ですが、いかがでしょうか。 

 

  ○Ｂ委員 

   入れることにより不都合が生じますか。 

 

  ○事務局 

   内容がまだ決まっていないので、不都合が生じるか分からないが、「参画の対象」のように具体

的な記載は「協働」では難しいと思うので、その部分を検討していただくことになります。 

 

  ○Ｂ委員 

   ないよりはあった方がいいですか。 

 

  ○事務局 

   あって支障はないと考えるが、どう表現するかの問題があります。 

 

  ○委員長 

   協働事業の中身を条文化するのは難しいですね。 

 

  ○Ｂ委員 

   協働に参画、参入しようとするとき、何か見えないと非常に参画、参入しづらいと思います。 

 

  ○委員長 

   ４．協働「（２）協働機会の確保」の考え方・意見等に具体的な事例もあるので、今のご意見を

入れさせていただくのはいかがでしょうか。 

 

  ○Ｂ委員 

   何かが見えた方がいいです。 

 

  ○委員長 

   入れさせていただくということでよろしくお願いします。 

次第１は終わりましたので、次の「２．役割」に移らせていただきます。資料２は、前回の協議

で参画と協働の役割を分けた形で作るということで作成したが、見てみると分けて書くと分かりづ

らいと思いました。共通するところもあるので、資料３で役割を参画と協働で分けず、同じ項目で

最初に入れ込んでいくタイプも作っていただきました。比較していただき、判断していただければ

と思っています。 

 

  ○事務局 

   資料説明。 
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  ○委員長 

   第８回の役割の部分以外で、議論いただいたところを修正したものを出していただきました。目

的、定義、基本原則はこの形でまとめさせていただきます。 

役割については、資料２として参画と協働の役割を分けたものと、資料３として総則の中に役割

をまとめたものを用意させていただきました。参画と協働で共通しているのは、市民等の役割、市

長等の役割です。資料２の「２．参画」で市民等、市長等の役割が、Ｐ．５、６に記載してありま

す。 

 

  ○Ｅ委員 

   資料３の方が整理してあり、分かりやすいと思います。参画と協働で市民等、市長等の役割が重

なっている部分があるので、すっきりする意味では資料３のまとめ方の方がいいと思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   資料３の総則の中にまとめてある方がいいと思います。参画、協働の中身は、手法などが出てく

る方が読みやすい感じがします。手法などは、参画、協働の中で記載していく方がいいと思います。 

 

  ○Ａ委員 

   すっきりするので資料３がいいと思います。資料３で総則の中に役割が入っているが、第二章と

して役割があった方が分かりやすいと思いました。 

 

  ○委員長 

   資料３のような形でまとめさせていただいてよろしいですか。 

 

  ○Ｇ委員 

   資料３の方が見えやすいと思います。参画の役割で、市民活動団体、地域コミュニティも実際に

市の会議などに参画しているので、参画も入れた方がいいと思います。 

 

  ○委員長 

   事務局はどうですか。 

 

  ○事務局 

   役割の構成については第８回で意見をいただいた部分で、各役割の内容は今回初めて示した項目

もあるので、それについては内容を協議していただければと思います。 

 

  ○委員長 

   資料３のような形で役割をまとめていき、中身は今のご意見をこれから検討していきたいと思い

ます。条例骨子案の提言になるので、役割は独立させますか。条文を作成する段階で、総則の中に

入ることも考えられるが、提言の段階では、項目として役割は独立させておくとまとめさせていた

だきます。 
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参画の文言でご意見がありましたがいかがですか。 

 

  ○Ｈ委員 

   「（４）市民等の役割」には、例示２の文言が入っており、市民活動団体、地域コミュニティは、

協働のまちづくりの推進以外の活動もされているので、「参画及び協働する」というような文言を

同じように入れた方がいいと思います。協働のまちづくり推進委員会、地域コミュニティも参画及

び協働する同じように入れた方がいいと思います。事業者には入っています。 

 

  ○委員長 

   「（５）市民活動団体の役割」「（６）地域コミュニティの役割」に、参画という文言を入れると

いうことですね。他の文言ではいかがでしょうか。 

 

  ○事務局 

   今のところで、第８回のときには、分かりやすさということでパターン２でしたが、資料３を見

られ、資料３の作りの方がいいというご意見がありました。定義に戻るが、担い手で地域コミュニ

ティの役割、市民活動団体の役割とあるが、市民等の役割がある中で個別に分かりやすさを追求す

るために表現しています。定義を見直すようになるが、分かりやすさで資料３とそれぞれ役割を表

現しており、その辺りは議論ではなく次回ご意見いただき、今は資料３の形でよろしいでしょうか。 

 

  ○委員長 

   関わりを定義していかなければならないところが出てくると思うが、基本は資料３の方でいくと

いうことでよろしいでしょうか。後、文言のところはよろしかったでしょうか。 

 

  ○Ｃ委員 

   資料３の「（６）地域コミュニティの役割」は重要だと思います。考え方の「それらの連合組織」

で、地域コミュニティ組織として地域コミュニティを出すのはどうかと思いました。地域コミュニ

ティができつつあればリードする意味でいいと思うが、市の総合計画で平成３２年までの１０年間

で作ろうと、推進している段階で地域コミュニティを出して、どうなのでしょうか。必要性は分か

るが、実体がないものを出してコミュニティの推進が難しくなりませんか。市の現状、実態から見

るとどうかと思い、分かりやすく「地域自治活動」などの近い表現の仕方がいいと思いました。 

 

  ○事務局 

   「新たな地域コミュニティ組織の構築」というテーマで取り組みを進めているが、考え方の「そ

れらの連合組織」は、今のご意見のように捉えられる可能性もあるので、表現を別のものにするよ

うに検討をしてみます。 

 

  ○委員長 

   一般的な意味での地域コミュニティということで、具体的な特定組織を連想させるような言葉は

使わないということですね。 
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  ○Ｃ委員 

   地域自治活動などの表現にした方がいいと思います。 

 

  ○委員長 

   入れておく方向になっているが、他の委員の皆さんはいかがですか。 

 

  ○Ｃ委員 

   「地域コミュニティを作り上げることは必要である」というような、方向性を表現することはど

うなのでしょうか。 

 

  ○事務局 

   地域活動団体のような表現の仕方はいかがでしょうか。 

 

  ○Ｃ委員 

   「地域コミュニティは、作っていかなければならない」という表現はあっていいと思うが、「地

域コミュニティの役割」と入れて説明できますか。 

 

  ○Ｂ委員 

   地域コミュニティという言葉は、自治基本条例で出てくるのではないですか。 

 

  ○事務局 

   役割ではないが、自治基本条例の第３０条の協働の推進の部分に、地域コミュニティという言葉

は使われています。解説の部分でも説明をしています。 

 

  ○委員長 

   自治基本条例の中に言葉が出てきていますね。 

 

  ○Ｂ委員 

   地域コミュニティという言葉は、マスコミ、新聞も含め、地域のあり方として重要な言葉になっ

てきていると思います。今更、否定するのは難しく、防府市の中でどう進めるか時間の問題もある

が、未来の流れで方向性として進めざるを得ないです。 

 

  ○Ｃ委員 

   連合組織は地域が作り、市が命令して作るものではありません。地域コミュニティは重要なので、

リードしていくような役割、文言が必要だと思います。自治会組織はしっかりしたのはあるが、連

合組織となるとないと思います。 

 

  ○Ｂ委員 

   連合は捉え方によって、地域コミュニティの連合、地域活動の連合と、いろいろあると思います。 
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  ○Ｃ委員 

   そういったものはありますが、せっかくコミュニティの協働体勢を進めているので、その辺りは

はっきりさせた方がいいと思います。 

 

  ○委員長 

   考え方・意見等の中に入れ込むことは可能なので、そういう意見があれば入れておきます。設置

案は両論併記ということになっています。 

 

  ○Ｂ委員 

   連合というのが気になります。 

 

  ○Ａ委員 

   連合という言葉が議論になっているが、自治会でいうと一番小さな単位自治会があって、地域の

連合自治会が１５地区あり、一番大きな市の自治連合会があります。私は、新しい地域コミュニテ

ィ組織の構築の中の連合と思わず、地域連合自治会などと思っていました。懸念があるなら、考え

方の「中心とした組織又はそれらの連合組織など」は、消すことはできないのですか。 

 

  ○事務局 

   連合組織を別の言い方にしようと思っています。連合組織という言葉の意味が、一人歩きをする

といけないので、地域活動団体などで表現をした方がいいかと思っています。 

 

  ○委員長 

   「定義」の中に地域コミュニティという言葉はあるので、ここには書かないということにしまし

ょう。今日は全体を通してやってきて、一通りのまとまりができたところまできました。残り２回

ほどということで、今日までの議論を踏まえたものをまとめ、次回提示していただき、骨子の方向

へ持っていきたいと思っています。 

 

  ○事務局 

   前回同様、意見がある方は事務局に意見を寄せて下さい（１０月１１日まで）。次回の日程確認。 

 

 

（次回、第１０回の日程協議 １０月２５日（火） 午後６時３０分～） 

以上 


