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第１回市民参加と協働を推進するための指針策定委員会 議事概要 

 

日時   平成２６年７月３１日（木） １０時～１２時 

場所   市役所５階５０３会議室 

出席委員 蒔田勝義，井上苑枝，樋口径子，久畑年生，松原文香，岩波正夫，伊藤輝義，福本悦子，高田

克明，小﨑生磨（以上１０人，敬称略・順不同） 

事務局  生活安全部長（西山），生活安全部次長（宮﨑），地域課長（山本），地域課市民協働推進室長 

（仲道），市民協働推進室（市川，山﨑） 

傍聴人  １人 

配布資料 事項書，「市民参加と協働を推進するための指針策定委員会」委員一覧，座席表，市民参加と

協働を推進するための指針策定委員会設置要綱，鈴鹿市協働推進指針骨子，他市指針（川越市

協働指針，伊勢市協働の基本ルール，亀山市協働の指針） 

【追加資料】鈴鹿市協働推進指針（案）策定にかかる取組スケジュール 

 

■１ 開会・２ 委嘱書の交付 

（事務局） 

委員会の開催に先立ち，市長から委嘱書を交付する。 

 

～市長より委嘱書交付～ 

 

（事務局） 

鈴鹿市市民参加と協働を推進するための指針策定委員会を開催する。 

市民委員会設置要綱では，委員会の議長は委員長があたることになっているが，初回のため，委員長選

出まで事務局で進行する。 

会議の公開について諮る。 

・鈴鹿市情報公開条例第３７条，及び審議会等の設置及び見直しに関する要綱で，会議は原則公開と 

なっている。 

・会議の様子や会議の内容は，今後，ホームページ等で公開したい。 

・傍聴は，事前に鈴鹿市ホームページで案内している。 

・会議の写真撮影，録音，傍聴について了解いただきたい。 

・会議資料は，「鈴鹿市情報公開条例」及び「鈴鹿市情報公開条例施行規則」に基づき公開としたい。 

 

～各委員 異議なし～ 

 

（事務局）  

会議は原則公開ということですすめる。 

 

～傍聴人入場～ 
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■３ 市長あいさつ 

（事務局） 

市長から御挨拶申し上げる。 

 

市長のあいさつ 

平成２４年１２月施行した「鈴鹿市まちづくり基本条例」は，まちづくりの基本となる考え方を示した

もので，市民が「まち」への関心や愛着を持ち，互いに理解し，尊重し，支え合う，住みよい鈴鹿市を協

働してつくっていくことを目的に制定したもの。 

今の元気な鈴鹿市では，まちづくりの必要性が実感として持ちにくいが，元気なうちに２０年後，３０

年後の住みよいまちづくりのための指針をつくり，協働によるまちづくりを進める必要がある。 

指針を策定することで，協働に必要な仕組みやルールを明確にして，市民と行政が協働に関する認識を

共有できればと思っている。 

先日，８時間耐久ロードレースのＰＲに東京へ行った。外に出ると改めて鈴鹿のネームバリューを実感

する。これは，先人が残してくれたものであり，多くのファンに支えられているもので，何もせず続くも

のではない。 

今後も皆さんから愛される鈴鹿を目指し「さあ，きっともっと鈴鹿。海あり，山あり，匠の技あり。」

のキャッチコピーを作成し，更なる本市の魅力発信にも取り組んでいる。 

人口減少社会となった現在，２０４０年には半数の自治体が消滅するのではという報道もあり，手をこ

まねいている状況ではないと考えている。市民参加と協働によるまちづくりを推進し，ずっと愛される

持続可能である「鈴鹿市」をつくっていくときではないかと考えている。 

様々な方々にまちづくりに参加していただけるよう，皆さんの思いと協働を実施してきた経験で，この

指針づくりに助言をいただきたい。総合計画をつくるにあたり，無作為に市民の皆さんにアンケートを

取った結果，７０パーセント強の方が「住み続けたい」「住みよいまち」だと実感している。 

第６次総合計画をつくるにあたり，協働，参画が重要な役割を果たす。忌憚のない意見をいただき，７

０％が１００％になるよう，皆さんに愛される鈴鹿市を目指すので，今後ともよろしくお願いしたい。 

 

 

■４ 委員紹介 

（事務局） 

本委員会は，市民参加と協働を推進するための指針策定委員会設置要綱第 3 条の規定に基づき，学識

経験を有する方，及び各関係団体から選出いただいた方，並びに公募により選出された市民の方から構

成されており，現在１０名で組織されている。 

 

～委員紹介・あいさつ～ 

 

（蒔田委員） 

皆さんと一緒に協働づくりの指針について考えていきたい。 
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（井上委員） 

皆さんと一緒に話し合いながら，前向きに取り組んでいきたい。 

 

（樋口委員） 

社会福祉協議会の意見も反映していただければと思い参加させてもらった。 

 

（久畑委員） 

商工会議所青年部も，地域の経済発展のためいろいろ取り組んでいる団体。皆さんの意見を聞かせても

らい，よい会議になるようにさせてもらいたい。 

 

（松原委員） 

鈴鹿青年会議所の立場からも意見をさせてもらいたい。 

 

（岩波委員） 

鈴鹿市自治会連合会副会長という立場で参加させてもらう。 

 人口減少社会で自治会が消滅するのではないかという危機感は，多くの自治会が感じている。その中，

まちづくり基本条例は大切なものという認識で参加させてもらった。 

自治会の立場で話を聞いたり，意見ができたらありがたいと思っている。 

 

（伊藤委員） 

地域づくり協議会から出席している。 

それぞれの地域は，それぞれのまちの元気を出すような取り組みをしようと活動をしている。今回の指

針作成づくりに少しでも力になれればと思っている。 

 

（福本委員） 

NPOの立場からこの指針に対するご意見をさせていただければと思う。また，まちづくり基本条例策

定のメンバーであったので，その経過も含めていろいろな立場からご意見をさせていただければと思う。 

 

（高田委員） 

一般市民の目からみた，より住みよい，より愛される鈴鹿市に少しでも，アイデアなどを出せればと思

っている。 

 

（小﨑委員） 

白子サンズショッピングセンターの３階で Wara ひろばという子どもが集まる場の主催や，モーター

スポーツ友の会でモータースポーツの振興や交通安全についての活動をしている。 

一般市民の立場で何か手伝えればと思い応募した。 

 

（事務局） 
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事務局を紹介する。 

 

～事務局紹介～ 

 

（事務局） 

市長は別途公務があるため，ここで退席させていただく。 

 

～市長 退席～ 

 

（事務局）  

配布資料の確認をお願いしたい。 

本日は，委員のみなさま全員の参加をいただいており，委員会設置要綱の規定により，本会議は成立し

ている。 

本委員会では，議事録の要約を作成して公開するが，発言者の氏名の記載については，委員長選出後決

めてもらいたい。 

 

 

■５ 委員長の選出 

（事務局） 

委員長を選出したい。 

 

（井上委員） 

事務局案があれば。 

 

（事務局） 

委員長は蒔田委員にお願いしたいと考えている。 

地域福祉の観点から市民活動や地域での協働に取り組んでおり，経験も豊富なためお願いしたい。 

 

～異議なし，の声あり～ 

 

（事務局） 

委員長に蒔田委員と決定させていただきます。 

 

～委員長 席移動，委員長 挨拶～ 

委員長挨拶 

生まれも育ちも四日市市だが，学校が鈴鹿高専で鈴鹿市には非常に思い入れがある。一般企業に勤めた

後，社会福祉協議会に勤め，今，学校が鈴鹿ということでお世話になっている。 

社会福祉協議会では，地域福祉をベースで仕事をしており， 学校に来てからも地域のまちづくりのお
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手伝いをしている。 

私自身は福祉の仕事に入るまではずっと手話を３７，８年ぐらいしてきた。 

地域活動をしてきた経験を生かして皆さんと一緒に鈴鹿の協働をキーワードに考えていければと思っ

ている。 

よろしくお願いしたい。 

 

（事務局） 

要綱に従い，委員長には職務代理者の指名をお願いしたい。 

 

（蒔田委員長） 

すずかのぶどうの代表理事の井上委員にお願いしたい。 

 

～はい，の声あり～ 

 

（蒔田委員長） 

職務代理者を井上委員とさせていただく。 

発言の際は，挙手いただき，私の指名の後，発言をお願いしたい。 

会議録の氏名の公開について。意見がなければ氏名が入ったものを公開したいと思う。この方針でいい

か。 

 

～はい，の声あり～ 

 

（井上委員） 

公開前に一度確認したい。 

 

（事務局） 

会議録は，事前に委員の皆さんに確認いただき，次回の会議等で承認いただいた後，公開する。 

 

 

■６ 議事 

～事項書６の（１）から（３）について事務局から説明～ 

 

（１）これまでの経過と取り組み状況について 

・平成２４年１２月１日に施行された鈴鹿市まちづくり基本条例は，市民参加，協働，情報共有を柱とし

てみんなで一緒に住みよいまちをつくっていくことを目的に制定された。 

・条例の検討時，これからも鈴鹿市が住みよいまちであるため，皆が参加し，一緒にまちづくりを行うこ

と，特に協働は，互いに理解し，互いの立場を尊重しながら役割及び責任を分担して取り組むことが重

要と話し合った。 
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・第１３条は協働について述べている。指針の策定は，協働の仕組み整備の一環として，協働に関する認

識を共有し，協働によるまちづくりを推進することを目的としている。 

・協働によるまちづくりは，全庁的に考える必要があるため，鈴鹿市行財政改革アクションプランに位置

づけ，組織横断的な推進体制のもと議論を行うことになった。 

・様々な団体と連携することが多い部署の職員で庁内委員会を構成し指針の骨子を作成し，本部会議で

市民委員会にて意見を聞く了承を得，本日の開催に至った。 

 

（２）指針策定委員会について 

・本委員会は，市民参加と協働を推進するための指針策定委員会設置要綱に基づき設置している。 

・市民参加と協働を推進することに関し，皆さんから意見を聞くことを目的としており，指針策定の意

義，目的，指針に盛り込むべき内容について検討いただきたい。 

・協働は，市民と共に進めていく非常に重要な項目と考え，このような場を設けた。 

・指針は，２７年度の初めに公表したい。そのため，本委員会は短期集中的に開催し，意見を集約させて

もらいたい。 

・本委員会からの意見をもとに，再度全庁的な検討を行い，詳細を作成し，議会への説明を経て，パブリ

ックコメントを実施し，策定を目指したい。 

・本委員会の委員の任期は，委嘱書にあるよう，指針が策定されるまでとする。 

・指針の最終案がある程度まとまった段階で皆さんに説明する機会を持ちたい。 

・会の進行は委員長にお願いする。進行上，ルール等が必要であれば，委員会の中で諮ってもらいたい。 

 

（３）指針骨子について 

・市民参加と協働の考え方は幅広いため，本指針ではどの範囲の取り組みを扱うかということを庁内委

員会では議論した。 

・本指針では，市民と行政の協働と限定せず，公益的なまちづくりを行ううえでの協働を扱いたい。 

・市民参加は協働のまちづくりを行うための前提条件とし，その必要性を述べた上で協働をメインとし

た骨子とした。 

・本委員会での意見を庁内で検討し，最終案を作成するため，本委員会での意見を全て反映できないかも

しれないが，最大限尊重したい。 

・指針骨子は，１指針策定の目的， ２協働によるまちづくりの必要性，３鈴鹿市の現状と課題，４鈴鹿

市の目指す協働のまちづくり，５協働を進めるためには，の五つの項目で構成している。 

・構成は，すでに制定している他市と同様。事例として川越市，亀山市，伊勢市のものを用意した。 

・最終的には，絵や表，用語集や協働事例集を掲載し，分かりやすいものとしたい。 

・他に，指針にどのように鈴鹿市の特色を出すか，市民活動に重要な役割を果たす市民活動センターにつ

いて記載するかなどを庁内委員会では議論している。 

・鈴鹿市の特色は，ボランティアやＮＰＯといった志縁団体に限らず，志縁団体と自治会や地域づくりと

いった地縁団体を融合し，市民が中心となって行う公益的な活動として一緒に推進していくと考えた。 

・議論いただく骨子は，指針の最終版ではなく，本委員会での議論のための骨格的なもの。大きな視点で

の方向性や考え方，必要な項目について意見をいただきたい。 
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・どのような難易度の文章にするか，指針のタイトルやサブタイトルをどうするか，用語集や事例集など

が必要かということも意見をいただきたい。 

 

 

（蒔田委員長） 

骨子の詳細も説明してもらいたい。 

 

～骨子について事務局から詳細説明～ 

 

（事務局） 

１指針策定の目的 について 

・「①指針の位置づけ」は，鈴鹿市まちづくり基本条例の理念に基づき，市民と行政の協働の実現につい

ての方針を示すことである。 

・市民と行政の協働が核となるが，市民と行政に限らず，公益的な活動は協働と認識していきたいという

ことが，最終形では入るのではないかと考えている。 

・「②指針の目的」は，協働によるまちづくりを推進することであるが，そのために市民，行政ともに統

一した協働に関する認識を持つことで， お互いが一緒に協働の認識をもちながら事業を実施すること

で，より成果が出て，より今後につながっていくような形につなげることを目的としていきたいと考え

ている。 

２協働によるまちづくりの必要性 について 

・「①現在の社会環境」では，現在の日本全体の状況という部分，一般的な部分を入れていく予定。 

人口減少社会・少子高齢化の中で社会の枠組み自体が変わっていく中で，地方分権改革等により，地方

それぞれが責任を持って，政策を立てて実行していかなければならない，という流れになっている。 

・地域コミュニティの希薄化や市民ニーズや価値観の多様化の中での社会の全体の状況も書く予定。 

・「②まちづくりの課題」では，地方の時代，社会の変化，地域コミュニティの希薄化，市民活動の活性

化，適正な行財政経営，の五つを挙げる予定。 

・「③協働によるまちづくりの効果」は，一般的な考え方であるが，協働によるまちづくりの効果を説明

する。 

３鈴鹿市の現状と課題 について 

・鈴鹿市の協働の現状と課題について書いている。協働を進めていく必要があると述べていきたい。 

４鈴鹿市の目指す協働のまちづくり について 

・「①基本的な考え方」には，協働のまちづくりを実現するための考え方を述べている。 

・地縁団体については鈴鹿市の特色として述べている。市民参加，市民参画，協働の関係性については，

ここで整理したい。 

・「②新しい公共」の名称は今後変わるかもしれないが，一般的な認識として記載したい。 

・「③協働の基本原則」では，ステップ①②③に分け，基本的な事項，計画検討時における事項，事業推

進時における事項で整理し，それぞれの原則をあげている。 

・「④協働の主体と役割」では，協働の主体に期待される役割の説明をしている。市議会の本来の役割は
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執行機関のチェックなど別にあるが，ここに入れた。 

・「⑤協働の領域」では，一般的に言われる「自助・共助・公助」や，誰が中心になってするのが一番効

果的かの「市民主体，市民主導，市民と行政が対等，行政主導，行政主体」の五つの分類を掲載した。 

最終的には，表を掲載したい。 

・「⑥協働の形態とその効果」では，形態と分類について簡単に述べているが，最終的には表などで分か

りやすくしたい。補助とか後援とか事業協力については，誰が主体であるかということで区分けがされ

る予定。 

５協働を進めるためには について 

・市民と行政が共に協働を担うとの考えのもと，必要なことを書いた。 

 

～委員からの意見～ 

（福本委員） 

詳しくタイムスケジュールを説明してもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

事務局の資料が整いしだい説明してもらう。 

 

（井上委員） 

市民とひとくくりにするが，団塊の世代，介護中や子育て中，若い人，市民活動に参加しやすい人，特

定の分野に特出している人など，いろいろな人がいる。市民に対する定義がおかしいのではないか。 

 

（事務局） 

まちづくり基本条例の中で市民を定義した。本指針でも定義をする必要があると考える。 

市民と言っても，一般的な市民もあれば，志縁団体や事業者もある。 

協働にもいろいろな形があり，それぞれに期待される役割が異なるため，どのような人がどのような形

で協力したら結果が出るかを指針の中で整理して行きたい。 

協働の指針で，市民の年齢を絞り，子どもや高齢者で分類することは，今までなかったと思う。年齢を

絞ることが協働の広がりにつながるのであれば，それは一つの視点ではないかと思う。 

協働は，枠を超えて広い市民を対象とし，呼びかけていくことが大切で，協働の大きな目的だと思う。

参加しやすい人が参加するだけでは，協働の効果は少ない。 

 

（蒔田委員長） 

市民と言った場合に，自分のことだと多くの人が感じられる仕掛けが必要。 

何でもそうであるが，自分は関係ないと思っている部分が多い。多くの人が自分のことだと感じられれ

ば，指針を読もうという気になると思う。そのような工夫が必要。 

 

～事務局からスケジュールの説明～ 

配布資料「鈴鹿市協働推進指針（案）策定にかかる取組スケジュール」のとおり 
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（福本委員） 

市民委員会の開催は９月までに三回ということか。 

 

（事務局） 

お示ししたのは目安。 

委員の都合もあるので，必ずしも９月末で終わりではない。 

 

（福本委員） 

本委員会の意見を庁内で検討し，議会に説明することとなると思うが，議会まで説明した後，その結果

が本委員会に戻ってくることはないのか。 

庁内や議会で，委員会の意見が変わる可能性はあるのか。 

 

（事務局） 

議会の後，本委員会へ議論が戻ることはない。 

庁内や議会で，委員会からの意見が変更になる可能性はある。 

 

（蒔田委員長） 

最終的な報告だけではなく，段階を踏んだ方が意見を聞ける。 

本委員会の意見を実際削られるとしても，説明を聞きたい。 

 

（事務局） 

その場で案を訂正するということはできないかもしれないが，可能であれば，経緯などの説明をする機

会をもちたい。 

 

（蒔田委員長） 

パブリックコメントを出すぐらいのところでそのような機会が欲しい。 

 

（事務局） 

本委員会で意見をいただいた後，本部会議での承認をもって案がまとまる。 

パブリックコメント実施前に，委員会後の経過や，出来上がった指針案を説明する形で報告させてもら

おうと思う。 

 

（蒔田委員長） 

パブリックコメントの実施あたりに皆さんに集まってもらい，説明してもらうということで。 

 

（樋口委員） 

「３鈴鹿市の現状と課題」で，現状の表現が全て否定的になっている。 
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 市民や関係者の中には，全部否定されることを疑問に思う人もいるのではないか。表現を前向きに変

えてもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

現状をプラス評価しつつ，課題について述べた方が分かりやすいかもしれない。 

 

（岩波委員） 

「鈴鹿市まちづくり基本条例」では，まちづくりには協働が大切とうたっており，協働は基本条例の理

念を実現するための一つの手段。 

「協働の位置づけ」に「『基本条例』の理念に基づき，市民と行政の協働の実現に向けて」とあるが，

「協働の実現」は「基本条例実現のために協働を大事にする」という表現の方が，目的と手段が分かりや

すいのではないか。 

 「鈴鹿市まちづくり基本条例」の理念を実現するためのロードマップに協働の指針や組織，まちづく

り・地域づくりの話が入るのではないか。そうであれば，「まちづくり基本条例」のロードマップに協働

の指針を位置づけ，それぞれの活動を入れたほうが分かりやすいと思う。 

 

（蒔田委員長） 

協働と言った場合，岩波委員が言われたことは一つのベースではある。協働の範囲をどうするかという

こともあると思う。 

 

（岩波委員） 

いろいろな団体が，市民であれ行政であれ，目的に向かって協働することがまちづくりに大切というこ

と。 

協働の範囲を広げるのではなく，今の内容で「あらゆる市民」とするとニュアンスが広がる。市民の階

層とは言わず，あらゆる市民とすれば「全部の市民」となると思う。 

市民同士の問題もあれば，行政と議会・市民の関係もある。いろいろな協働のかたちがあるが，共にす

ることが大切。 

自治会という立場で言うと，地域づくり協議会や活動団体が地域のまちづくりをまちづくり基本条例

の理念に基づいて行っているのかどうかが全くわからない。協働と言うが，具体的にはどのように動く

のか，理念ばかり先走り実務がついていってない。 

 

（蒔田委員長） 

「まちづくり基本条例」を基に各地区でまちづくりを実施してもらうためのツールとして協働をはっ

きりさせるというのは，その通りだと思う。この点を明確にしたほうがいい。 

 

（事務局） 

可能な範囲で説明する。 

今，行政改革アクションプランで協働のまちづくりを推進するため，協働の指針の作成と，地域支援の



11 
 

あり方について検討している。 

本委員会では，協働の指針について検討いただきたい。 

「まちづくり基本条例」の理念の実現のためロードマップをとの話だが，条例制定時あやふやだった

「まちづくり基本条例」の位置づけが次期総合計画の検討の中で見直される可能性がある。 

今まで協働という言葉は使われてきたが，定義はなかった。まちづくりをしていくために市民参加や協

働が必要と考え，「まちづくり基本条例」をつくった。 

協働の指針の中で，協働について詳しく説明することが，「まちづくり基本条例」を理解してもらうの

に効果があると考えている。 

 

（蒔田委員長） 

協働をツールと書いていないが，主旨は岩波委員が言われたことと同じと思う。 

煮詰めていければと思う。 

 

（伊藤委員） 

「まちづくり基本条例」策定時，地方分権の流れで，全国的に住民自治基本条例を策定する動きがあっ

た。「鈴鹿市まちづくり基本条例」には，市民自治や住民自治という言葉は前面に出ていないが，まちづ

くりという言葉自体が住民自治だと私は理解している。 

市民自治や住民自治を推進していくためのツールの一つが協働。 

協働指針骨子には，市民自治や住民自治については書かれていないが，まちづくりの基本は住民自治だ

と思う。どのように住民が行政と対等に協働を進めていくかはこれからの話し合いになると思う。 

文言の整理の中で，住民自治や市民自治という言葉が入れば分かりやすくなるのではないか。 

 

（蒔田委員長） 

三重県内で地域づくりが行われているが，鈴鹿市は，住民の盛り上がりを待ちながら丁寧に行っている

と思っている。 

指針に市民自治や住民自治を含めることで，分かりやすくなり，協働の指針ができることで地域づくり

に弾みがつくのではないか。 

地域づくりには，社協が関係してくるが，他市の地域づくりは社協と地区社協の関係がうまくすり合わ

せができていないところがあるが，鈴鹿市の地域づくり協議会は丁寧にしている。協働の指針作成です

り合わせに弾みがつけば，住民の協働ということで，みんながこっちを向いてくれれば弾みがつくので

はないかという思いがある。 

 

（松原委員） 

この指針は誰に対して発信するのか。対象がはっきりすると，掲載の方法，表の付け方，事例の見せ方

など，より分かりやすいものができるのではないか。 

時代の移り変わりと共に背景も変わってくると思うが，指針は何年かごとに見直す予定はあるのか。 

 

（事務局） 
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より効果が出るものにしていくという意味で，見直しが必要との声があった時点で考えてもいいので

はと認識している。 

 

（井上委員） 

「まちづくり基本条例」ができて以降，横の関係で，行政内部の勉強会などは行われたのか。 

 

（事務局） 

制定時には，職員が同じ認識を持たなければならないということで，管理職対象の職員研修を行った。 

協働に特化したものではないが，市長もいろいろな場でまちづくり基本条例に則って発言している。 

市民との協働について職員から確認があるなど，反応はある。職員の視点が変化してきていると感じて

いる。 

指針の検討のため庁内委員会を実施している。 

指針はアクションプランに位置づけられているので，本部で検討する案となるものを作成するのが庁

内委員会の役割。案を作成するための情報を持っている実務担当の職員が集まり，全庁的な議論をする

ことで，全庁的な認識がなされていると思っている。 

 

（蒔田委員長） 

 他にどうか。 

 

（久畑委員） 

各団体それぞれの認識になると思うが，その団体の視点からこの指針を考え，いろんな意見を取り入れ

ていけばいいと思う。 

 

 

（４）次回日程等について 

２６日の午前中。 

場所は未定。 

 

 

■７その他 

（蒔田委員長） 

次回へむけて，各委員から意見をもらいたい。 

意見集約について，事務局に説明してもらう。 

 

～事務局 説明～ 

・メール等で意見を提出してもらう。 

・提出してもらった意見は，事務局で一覧にし，事前に委員に送付する。 

・次回，意見の集約を行い，委員会の意見として市に提出してもらう。 
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・締め切りは８月１１日（月）。 

・締め切りを過ぎても追加の意見提出も可とする。 

 

（蒔田委員長） 

議事で決めるべきことは決めたため，進行を事務局に返す。 

 

（事務局） 

次回から，本格的に意見をいただきたい。 

スケジュール案を示したが，回数は必要に応じて変更もありうる。 

本日はありがとうございました。 


