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第２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８月２６日（火） １０時～１２時 

場所   市役所１２階１２０１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  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，第１回議事概要（案），委員意見  

 

■１ 第１回会議録の確認 

委員から修正等がなかったため，前回送付内容で議事概要を確定した。 

 

■２ 議事 

（１）指針骨子に対する意見のまとめ 

（蒔田委員長） 

今日は，本委員会の指針骨子に対する意見のまとめと，指針の名称についての議論を行う。 

 

（福本委員） 

先ず，事務局に指針のボリュームについて確認したい。 

例として川越市，伊勢市，亀山市をもらったが，ボリュームが厚い分だけ川越市はしっかり書かれてお

り， 川越市を参考にすると目的や歩み，協働の事例紹介の部分が厚くなると思う。 

 

（事務局） 

ボリュームについては決まっていない。 

委員から，どのような分量，内容が読みやすいか意見をもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

川越市，伊勢市，亀山市を参考にし，市民目線で，どのような内容がいいか意見をお願いしたい。 

 

（井上委員） 

鈴鹿市まちづくり基本条例の逐条解説の配布について聞きたい。 

 

（事務局） 

施行時に一定期間各地区市民センターなどに設置した。今は市のホームページに掲載している。 

 

（井上委員） 

指針の印刷物のサイズや印刷方法は現時点で決めているのか。 
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（事務局） 

他市では，2ページぐらいの縮小版をつくっているところもあり，まちづくり基本条例も逐条解説とは

別にカラーのパンフレットをつくった。 

印刷物の方針は決まっていないが，分量が多いものをカラー印刷にすると配布部数が問題になり，あま

り配ることはできない。 

 

（蒔田委員長） 

市民の皆さんに手に取ってもらいやすいもの，読んでもらいやすいものが基本。 

 

（福本委員） 

川越市のものが，一番ボリュームがあり分かりやすい。 

参考資料にある川越市の実践事例は，昨年三重県が作成した事例集を参考にすればいいと思う。 

鈴鹿市の特色として，鈴鹿市の協働の歩みや，鈴鹿市まちづくり基本条例からの経緯で協働の指針がつ

くられるということは押さえておいた方がいいのではないか。 

 

（岩波委員） 

「協働の目的，必要性を述べるところが最初にあったほうが良いように思う。」という意見を出した。 

記載案として「協働の目的は「基本条例」の理念を達成する大きな手段として「あらゆる市民と事業者

と行政のいろんな形の協働を達成することである。」と書かせてもらった。 

また，「指針の位置づけの項と指針の目的は合体した項にした方がわかりやすいと思う。」も私が出し

た意見。目的と位置づけが分かりにくいため，シンプルにした方が考えに幅ができるのではないか。 

鈴鹿市まちづくり基本条例には，協働の大切さが書いてある。市民と事業所と行政が協働を達成するこ

とを目的に指針をつくるという表現でもいいのではないかと思った。 

協働の指針が鈴鹿市まちづくり基本条例からの経緯でつくられるという位置づけを示す必要があると

思う。 

 

（蒔田委員長） 

鈴鹿市まちづくり基本条例から協働の指針策定の流れについては，「指針の位置づけ」に明記する。 

 位置づけとして，協働の指針は鈴鹿市まちづくり基本条例がベースとなっていることを明確にし，そ

れを目的に入れ込む方が鈴鹿市らしくわかりやすいと思われるが，そのようにまとめるのでいいか。 

 

（福本委員） 

記載案に「あらゆる市民と事業者と行政」とあるが，鈴鹿市まちづくり基本条例の市民の定義には事業

所も含む。 

まちづくり基本条例と指針の整合性を取るため，市民の中には事業所も含むとご理解いただきたい。 

 

（蒔田委員長） 
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今までの内容をまとめる。 

定義は必要。鈴鹿市まちづくり基本条例との整合性をもたせる。 

内容は川越市に近いものを目指す。事例は三重県の作成した冊子を参考する。 

 位置づけは，鈴鹿市まちづくり基本条例をベースにしたものと明確にし，位置づけに目的も含めて書

く。 

 

（井上委員） 

「協働」という言葉は，市民に浸透していない。 

協働について表などを入れて説明することは難しいのか。 

 

（事務局） 

協働の説明は，鈴鹿市まちづくり基本条例の協働の定義を抜粋と考えていた。 

「1指針策定の目的」は，「①指針の位置づけ」「②指針の目的」について述べているが，協働の目的や

協働の説明を指針の冒頭に置いた方が分かりやすいか意見をもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

協働についてはまちづくり基本条例と整合性を図ることは必要。 

協働について理解が進むような内容を入れることについての意見はどうか。 

 

（伊藤委員） 

「住民協働」「市民協働」「団体との協働」「企業との協働」など，協働には広い意味があり，一つひと

つ意味合いがある。協働についての認識の共有が必要。 

 協働の指針は，今まで活動していた人や新たに活動する人，活動に関わる団体にとって，ガイドライン

や手引書になり，活用されるようにするためにも分かりやすいものにする必要があるのではないか。指

針の完成時には，どのような意図で作成したかを発表する必要があると思う。 

 

（井上委員） 

まちづくり基本条例に協働についての記述が少ない。 

協働の意味などを理解できるようなものにしてもらえればと思う。 

 

（福本委員） 

 協働にスポットを当て，詳しく載せておいた方がいいのではないか。その方がツールとしてもいい。 

 川越市のものを参考にしながら，定義やイメージ図も入れたほうがいいのではないかと思う。 

 

（蒔田委員長） 

意見をまとめる。 

協働についは，明確に位置づけなどが分かるよう，図示も含めてもらいたい。 
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（井上委員） 

協働とまちづくりを別のものと考えている人がいる。協働とまちづくり協議会の関係はどうか。 

 

（蒔田委員長） 

協議会によって考え方はバラバラ。指針は，今活動をしている協議会には活動を見直すツール，これか

ら設立するところは指針を参考に地域にあったまちづくりを考えることになるのではないか。 

 

（事務局） 

今，市内に１３団体地域づくり協議会があり，設立の経緯はさまざまで，地域の特色を生かして活動し

ている。 

今まで，地縁，志縁共に沢山の団体がつくられ，行政は補助金を出すなど一緒に活動をしてきた。人口

が減り，税収が減っていく中で，今までの団体にコンパクトに動いてもらう必要がある。同じような目的

で，同じような活動をしている団体が協力し，お金も人も効率的にすることで，もっといいかたちのもの

ができるのではないかという話を地域にしている。 

地域づくり協議会を鈴鹿市全地区に設立し，福祉など，行政だけではできないことを地域にお願いする

際の受け皿を担ってもらいたい。 

地域の方と話をしながら進めたいと考えている。 

 

（伊藤委員） 

「協働によるまちづくりの必要性」に「④地域づくりの組織」を追加し， 地域づくりの組織を協働の

中で位置づけてはどうか。 

団体の立ち上げの経緯が異なることもあり，志縁団体と地縁団体がうまくいかないことがある。地縁団

体である地域づくり協議会と目的を持って活動している NPOとは若干ずれがある。お互いが譲りあわな

ければならない。 

鈴鹿市の地域づくり協議会で，構成員に自治会や地域の各団体は入っているが，商店街や大型店，NPO

などが入っているところは少ないのではないか。 

 地域づくり協議会は，自治会を中心に各団体がまとめられている。その体制に賛同するところは排除

していないが，最初から大きな枠で話し合いをして住民自治を考えるということにはなっていない。 

このことから，既存の団体を見直さないと，行政との市民協働は成り立たないと思う。 

 

（井上委員） 

自治会長が一声かければ，協力体制が整う，防災訓練も活発になる。しかし，自治会組織には，自治会

外で活発に活動している人は参加していない。非常にもったいない。 

自治会を中心にしたまちづくり協議会では，もれている穴が大きい。 

 

（蒔田委員長） 

委員からは，事務局案では不足している部分があるので，追加してもらいたいという意見が出ている。 

 地域づくりの組織を追加することについて，意見はどうか。 
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（福本委員） 

協働にはいろいろな主体がある中で，NPOの一つである地域づくりの組織をあえて特出しするのはな

ぜか。 

 

（伊藤委員） 

協働の指針は，まちづくり基本条例の内容を具体的に説明するガイドブックだと思っている。 

まちづくり基本条例に地域づくりの組織が記載されている。まちづくり基本条例に具体的に書かれて

いない地域づくり協議会の活動の内容を分かりやすくし，指針が手引書となりまちづくりに動き出す地

域が出てこれば，指針作成の意味があるのではないか。 

鈴鹿市がこれから地域づくりを進める場合，市として具体的に示した方がいいのではないかと思う。 

 

（蒔田委員長） 

これから地域づくりを進めていくためにも，最低限これくらいの記述は必要ということか。 

 

（伊藤委員） 

地域づくりを行っている１３の団体も，地域づくりについて自問自答しているのが現状だと思う。 

そういう人達に対して，また，これから行うところにインパクトを見せたいし，指針がそうなればいい

と思う。 

 

（福本委員） 

地域づくり協議会について，鈴鹿市の総合計画や数値目標があるのであれば，特出しをし，指針に入れ

ることも一つの方法だとは思う。 

NPOの立場からすると，地域づくりの組織だけ特出しなのはさびしいが，そうすることで協働が進む

のであれば一つの方法ではあると思う。 

 

（伊藤委員） 

そのようなつもりはない。 

NPOが地域づくりと一体になっていないと言ったが，言いすぎた部分もあるかもしれない。 

地域づくり協議会が一緒に活動したいと思っても，NPO法人はある程度収益を上げなければならない

ので，身銭を切って行っているボランティアである地域づくり協議会とは一緒にできない部分がある。 

 子育て支援の事業や研修をしているが，民生委員児童委員と同じようなことを行っている。NPOの専

門性を借りて一緒に行えばもっといいものができるはずであるが，今は独立して行いそれぞれが自己満

足をして終わってしまっている。 

 

（岩波委員） 

地域づくりには NPOも何でも入っている。地域の住民が協働してよくしようという精神が，たまたま

地域づくり協議会という名前になっている。既存の地域づくり協議会がこの精神に合っているかという
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と違和感がある。 

既存の協議会を全て確認し，行政に指導してもらいたい。そのためには，協働の考え方をしっかりして

おかなければならない。 

 

（蒔田委員） 

現状が違うところもある。改めて見直しをたり，設立するところは今から考えられる。そういった意味

で，明確に書くことは必要ではないか。 

 

（岩波委員） 

まちづくり基本条例の精神を実行するための組織は必要。ただ，その組織にどれだけの人の参加し，協

働するかが現実問題難しい。 

 

（井上委員） 

行政と市民活動団体が協力しあうことだけが協働だと解釈している人が沢山いるが違う。市民活動団

体同士でも協働ということが市民に浸透していない。 

いろいろなつながりが協働で，行政が入っていなくても協働ということを理解してもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

協働のまちづくりが始まった時点は，行政も分かってない部分があったが，全庁的な取り組みが出てき

て変わってきていると期待している。 

私は，地域にも事情があるが，今あるものを見直してもらい，これから始めるところは，より理想に近

いかたちを考えてもらうためのものが協働の指針ではないかと思う。 

 ④として地域づくりの組織の記述を加えることについて，特に意見がないようなので加える方向で進

めさせてもらう。 

「３鈴鹿市の現状と課題」についての意見はどうか。 

 

（井上委員） 

鈴鹿市は人口流動が大きい。一見，都市部的なところがあるが，田舎のところもある。それを認識して

おく必要がある。 

自治会に入らない人が増えてきているのではないか。 

 

（蒔田委員長） 

全国的には七割の加入率。 

 

（事務局） 

世帯の数は住民基本台帳上わかるが，自治会の加入率は自治会への事務委託の申請上の数でしか分か

らない。その数字から，鈴鹿市は全世帯の８２パーセントが自治会に加入していることとなる。 

少し減りつつあるということと，単身世帯を中心に加入が進んでいないと地元から聞いている。 
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（伊藤委員） 

地震や台風，防災の取り組みでコミュニティは非常に重要。しかし，アパートやマンションに住んでい

る若い人は自治会に入っているメリットを受けることはあまりないと感じている。 

自治会での役割や自分たちの生活が拘束されることを嫌う傾向がある。自治会が地域で果たす役割を

見えるかたちで活動できればいいが，コミュニティ活動が停滞し，自治会から人が離れている。 

自治会も新しい手法を取り入れ頑張っているが，自治会長は一年二年で交代のところが多い。意欲的に

全体を取りまとめていくような人が出てこないと難しいのではないかと思う。 

 

（蒔田委員長） 

先日行かせてもらった白子地区の連合自治会長の研修では，会長が一，二年で交代し，次のなり手がい

ないということが課題にあがっていた。 

 

（岩波委員） 

地区に住む限り義務や責任がある。街灯も，自治会が要望書を出し，自治会の費用で設置している。道

路の整備も自治会経由で行っている。自治会が果たしている役割を２３項目ぐらいにまとめ，自治会に

入ることでしなければならないこと，反対に受益していることを見直し，全世帯加入してもらいたいと

お願いしている。 

会長が一年交代という問題は，全部の地区に，二年交代にしてもらいたいと連合会長名で依頼したら無

理と言われた。稲生地区の２８自治会の内，半分は一年交代。中には，年齢順などで順番が決まっていて，

２０年後まで決まっているというところもある。一方，来年の人がいないという自治会もある。 

アパートと一世帯ごとに建っている家とは異なる。 

防災の面から考えると，大雨警報などで避難の受け入れの問題があるため，条例で，アパートの人もみ

んな自治会に加入するように言ってもらいたい。 

アパート住民と地域づくり協議会がどのように関係していくのかという問題もある。 

稲生地区は，農家の出身が多いといっても，サラリーマンが多く，新しく入ってきた人が半分近くで，

ギャップが出ている。 

まちづくりの前に，自治会があり方を示しておかないといけないと感じている。 

 

（蒔田委員長） 

他の地区はどうなのか。 

 

（岩波委員） 

自治会連合会の正副会長会で，いろいろな課題を話し合う場をつくらないといけない。他の地区と交流

もし，お互い勉強しなければいけない。一番の問題が，多くの自治会長が一年交代だということ。 

 

（蒔田委員長） 

自治会は，まちづくりの一つのベースと考えられる。 
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（岩波委員） 

全住民からお金を集め，行事等に使っているのは自治会しかない。 

自治会に入っていない人からは集められないが，地域活動に参加しないことや，街灯の電気代を負担し

ないことはどうなのか。 

 

（蒔田委員長） 

 鈴鹿市の自治会の現状と取り組みについて，ある程度分かっていただけたかと思うが，協働の指針で

はカバーできない部分もある。 

 

（小﨑委員） 

３０年前に茨城県から鈴鹿市に引っ越してきて，鈴鹿市では地域の人がよそ者を受け入れない，若い人

の話を聞かない，しかし，役割は押し付けてくると感じた。鈴鹿市で暮らし，父親が自治会長をしている

のを見たり，活動をしていて鈴鹿市は特殊な市だと感じている。 

一つの大きな会社とそこの関連会社がある中で，人が流動するのでなかなかお金を使わない，まちづく

りをしようとしない。そのような人に，まちづくりに参加してもらえるようにすることが課題ではない

か。原点に戻ることは大切だが，新しい形態で物事を考えていくことも大事ではないかと感じている。 

 

（蒔田委員長） 

３０年前と今と，鈴鹿市の印象は変わっているか。 

 

（小﨑委員） 

正直に言うと，何も変わっていない。 

鈴鹿市は大きな企業があるのに，まちづくりや協働に企業が参画していないことが疑問。 

市民活動団体や自治会も問題はお金。行政にお金を出してもらうのは無理。 

企業のトップの人に言われることは，団体は，自分の主張だけで，何がしたいのか，何が言いたいのか

分からないからお金が出せないということ。うちの団体は行っていることがシンプルだから協力しても

らえる。 

一番難しいことだが，企業も行政も，市民も自治会も，NPOも若い人も学生も一緒にできればまちづ

くりは簡単ではないかと感じた。 

 

（岩波委員） 

昨日，地区市民センターに行ったら他県からの転入者がおり，自治会について話をすると，以前住んで

いたところでは入会金はなく年会費が二千円だったが，稲生は入会金があり，年会費が二万円とのこと

だが何に使うのかと聞かれた。稲生地区でも，入会金があるところとないところがある。調べてみると，

旧村は入会金が高い。 

入会金のことなどもあり，自治会の飛び地ができ，エリア２０軒全部自治会が異なるところもある。改

革を進めないといけないのではないかと言っているが，旧村の人は難しいと言う。 
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状況は自治会によって違う。その中でまちづくりをどのように行っていくかは，実際に活動をしようと

思うと難しい。 

NPOには自治会に入ってもらいたい。自治会に入ってもらえば人集めなどで NPOに協力する。 

 

（蒔田委員長） 

現状を踏まえて，原点をしっかり押さえつつ，新しい人も入ってもらえるようなまちづくりを，どのよ

うにやっていけるかが一つの課題とは思うが，協働の指針で書ききれない部分もあるかと思う。 

 

（岩波委員） 

協働は一番大事なもの。それだけに，協働の事例や解説をしっかり書いておいた方がいい。協働による

まちづくりの解説であれば，それがそのまま指針でもいい。 

 

（久畑委員） 

 私もそう思う。協働は手段。 

協働の過程をいくつかあげておくことが，理解しやすいのではないか。 

 

（岩波委員） 

指針をきっかけに，一緒にやろうと声をかけられる。 

 

（伊藤委員） 

地域づくりの組織は，母体が市によって異なる。四日市市の地域づくりの組織の母体は社会福祉協議

会，地区社協になっているところが多い。鈴鹿市は地区社協が入っているところと入っていないところ

がある。 

どの団体でもそうであるが，団体の長を長期間していたり，ある程度仕切っている人は意識が強いが，

自分たちだけでの活動で満足しているので逆に接触を持とうとしない。自治会は人やお金を集めている

ので，団体の長を充て職で自治会長がしてしまうこともある。このような人がいる間は若い人や女性，子

どもは活動に入りにくい。 

変えるためには地域づくりは今ある組織に取って代わるのではなく，ネットワークを組織し，補い合

い，助け合いながら，地域をよくしようと活動することになる。 

NPOや各団体は力を十分発揮できるよう，団体間で交流する意識がこの指針でつくれるかが大事。 

 

（蒔田委員長） 

最初，鈴鹿市の地域づくりに関わったとき，社協との関係が見えてこなかった。 

県内では，旧上野市は社会福祉協議会，地区社協をつくっていた関係で，一市六町村が合併して伊賀市

となった時にトップダウンで地域自治組織を全小学校区で組織した際，福祉部会の一部を，旧上野市に

ついては地区社協が担当するということで合意した。 

名張市もトップダウンで地域自治組織をつくったが，社協は社協で地区社協をつくってきている。歩み

が別のまま。 
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鈴鹿市は，伊賀市に比較的近い形。 

各地区のやり方があるが，地区社協と地域づくり協議会がバラバラでは住民にとっては意味がない。社

協と行政の議論が必要。地域づくり協議会の設立を進めていこうとするところには，社会福祉協議会が

進めている小地域活動と接点を持ってもらいたいとお願いしている。 

 

（樋口委員） 

鈴鹿市は２３地区中２０地区，地区社協ができている。活動には違いがあるが，地域づくり協議会があ

るので地区社協がいらないという話でもない。大きな地域づくり協議会の一つの部門，福祉部門的に地

区社協の活動が残っていってもらいたい。 

アパートの方が自治会に入らないという話があった。社協では県からの委託で賃貸が難しい子育て世

代や外国人，高齢者の相談を受けている。このような方が自治会から漏れていくのは，防災の面からもよ

くないと思っている。 

 

（蒔田委員） 

鈴鹿市の現状と課題として，地域づくり協議会と社協が進めている地域づくりと重ねてもらい，その中

で自治会が抱えている課題などを，指針に盛り込めるものは盛り込むという形で進んでいければと思う。 

 

（高田委員） 

何か問題があるから条例をつくるということだと思う。 

 自治会もいろいろな面で苦労している。また，行政の手が届かないところを NPO がカバーしている

が，数が増えすぎ，活動が重複しているところが出てきているとのこと。 

行政の話を聞いていると，既存の組織で無理なので，もう一つ別の組織をつくろうとしているように感

じるが，鈴鹿市が理想とするまちづくりが何に向かって行われているのかが見えてこない。 

 担当課として何を感じているのか。 

 

（蒔田委員長） 

この話は「４鈴鹿市の目指す協働のまちづくり」になる。 

正解はないと思うが，どこを目指しているのかということは関わってくる。 

 

（高田委員） 

地域はいろんな問題を抱えている。誰と協働して解決するのか，結局は自治会の力に任せるしかないの

か悩む。 

もし，今の自治会に限度があるのであれば，一軒ずつまわって自治会に入るよう勧誘する NPOをつく

るのか。 

 

（事務局） 

鈴鹿市まちづくり基本条例で目指しているのは，住みよいまち。 
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（高田委員） 

自治会に入らない人にとっては，自治会に入らないことが住みよいまち。そこのところも考えないとい

けない。だから困っている。 

 

（事務局） 

鈴鹿市は危機感がないと言われる。企業が頑張り，ボランティアや皆さんが動いてもらい，幸い災害が

少ないこともあり，何もしなくてもいいという感じがある。人口が減っていき，そうはいかなくなる。ま

ちが立ち行かなくなる前に次の一手をどう打つか。実際に活動している人もそうでない人も満足できる

まちが理想だと思う。 

 地域は昔からの村社会で，みんなで仲良く何があっても助け合うという精神でやってきた。NPOは目

的があり，個別の課題を解決する組織。地域と NPOが一体化できるところは一体化するし，協力できる

ところは協力でいい。地域については，目的が一緒であれば，組織の一体化をしてもいいのではないかと

いうことで，地域づくり協議会を柱とした地域の一体化を目指している。 

NPOは行政や地域から漏れるもっと細かい課題を扱っている。地域と NPOは一体化でなく，協力で

いいのではないか。こういった部分を整理していければと思っている。 

 

（蒔田委員長） 

「４鈴鹿市の目指す協働のまちづくり」の「①基本的な考え方」もう少しこのあたりを打ち出した方が

いいのではないか。お互いが果たすべき役割や責任を分担するということや，新たな公共なども後で触

れられているが，ここをわかりやすくするということではないか。 

 

（福本委員） 

鈴鹿市の第五次総合計画のサブタイトルが「市民一人ひとりが夢や生きがいをもって安心して暮らせ

るまち すずか」であり，平成１８年に１０カ年計画で策定されている。それを目指してやっている。 

私は鈴鹿生まれの鈴鹿育ちであまり不自由を感じてこなかった。企業の収益もあり，財政上も潤ってい

てあまり困っていない。 

困った感がない幸せなまちだったが,少子高齢化が進み，大きな企業もどうなるか分からない中で，市

民としても何かやっていかなければならないということで，NPOをしている。地縁の団体もあるが，志

を持った，新しい団体も出てきた。 

総合計画に向かってやっていく中で，行政だけでなく住民も，みんなでまちづくりをしていこうという

ところで，まちづくり基本条例ができている。 

まちづくり基本条例だけでは，どういった役割で市民と行政が協働していくのかという基本的なルー

ルがなかったので，協働の指針の作成という経過になる。 

鈴鹿市の地域づくりがどこに向かっているのかということは，「市民一人ひとりが夢や生きがいをもっ

て安心して暮らせるまち すずか」で異論はないと思う。そこへ向かうためのルール作りが協働の指針。 

 

（高田委員） 

自治会に入らないことが幸せだと考える人がたくさんいることで自治会長か困っていることをわかっ
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てもらわなければならない。 

 

（福本委員） 

まちづくり基本条例には，参加をしたい人は参加ができる，参加しない人を参加しないからいけないと

言ってはいけないとしている。 

 

（高田委員） 

参加しませんかという投げかけは必要ではないか。 

人の幸せを考えてのまちづくりは難しい。全く逆のことをしていることが幸せと思っている人もいる。 

自治会長がやっていくということは難しい。コミュニティが煩わしくて仕方がないという人を啓発し

ていくことも大切ではないか。 

地域の清掃には一度も参加しないのに，NPOがどこかを助けに行くとなると行くというのはどうなの

か。 

 

（伊藤委員） 

言われることもわかるが，何もしないわけにはいかない。 

いろいろな活動をしている人が活動しやすい状況をつくれば，少しはまち全体が良くなる。 

 私の住んでいるところは鈴鹿川のすぐ側で川の底よりも低い位置に昔からの集落がある。 

 先日，避難指示が出たが，実際に避難した人は６０人ぐらい。 

 地域では自主防災隊や防災委員会などをつくっているが，肝心な行政との相談が十分にできていなか

ったので避難指示が出ても６０人しか避難しなかった。地域も，連絡体制など防災をもう一度考えなけ

ればいけない。事前の話し合いがなされて避難指示は生きるのではないか。 

 命に関わることで，自治会に入っていないからしなくてもいいということはない。協働の取り組みを，

大事だと感じられるようなかたちですることで，取り組みが生きてくるのではないか。 

 

（岩波委員） 

稲生でも，この間の避難指示は，川に近い自治会と山の上の自治会を同じように避難させるのかという

話があった。今回の避難指示は，地域と行政が一緒になって防災計画をつくらなければならないという

教訓だと思う。 

地域によって状況が異なるので，行政は計画をつくるという方向までは指示し，残りは自治会や地域が

考える。地域全体で考えようとすると自治会だけでは無理がある。どうしても協働が必要。地域にあった

まちづくりのかたちをつくらなければならない。そのために行政にはしっかり方針を示してもらいたい。    

地域のことは自分たちで実践するが，そこに NPOなどの専門性を持った人に入ってもらったりして行

っていきたい。 

 

（井上委員） 

今の自治会のかたちでは無理ではないか。自治会が変わっていくタイミングは，団塊の世代が頑張って

いる今。 
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（岩波委員） 

自治会が中心になっていいのかということもあるが，自治会が音頭をとる必要があると思う。まちづく

りの方向性を定めたうえで自治会のあり方を考えていった方がいいと思う。 

 

（蒔田委員長） 

協働のまちづくりとして目指すところは協働の事例を示すことで見えてくることもあるかもしれない。

「４鈴鹿市の目指す協働のまちづくり」にこのあたりも触れるということでお願いしたい。 

 「５協働を進めるためには」やタイトルについてはどうか。 

 

（事務局） 

タイトルについては，「鈴鹿市協働推進指針」という硬い名称にするか，もう少し柔らかくするか。サ

ブタイトルを付けるのか。どのようなものがいいと思われるかの意見をいただきたい。 

 

（井上委員） 

「５協働を進めるためには」で「①意識改革」や「②啓発」などもう少し具体的に書いてもらいたい。 

 

（事務局） 

「４鈴鹿市の目指す協働のまちづくり」の「⑤協働の形態とその効果」で自助・共助・公助の仕分けの

表などを掲載すると思う。 

 

（井上委員） 

市民への啓発は難しい。 

 

（事務局） 

自助をしっかりおさえた上で，自分と周りの人との共助の関係については地域や行政が声かけなどを

行い，それぞれが一緒にするということで整理させてもらう。 

意識改革や啓発については，まちづくりはみんながするという意識の中で，行政も市民も事業者も一緒

になって鈴鹿市を盛り上げていただくというように書かせてもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

今の意見を参考にしてもらいたい。 

タイトルについての意見はどうか。 

 

（事務局） 

方向性を示していただければと思う。 

今日いただいた意見も含め，庁内で検討させていただく。 
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（岩波委員） 

「鈴鹿市協働推進指針」となっているが，大切なのは，まちづくり基本条例の理念を達成するための指

針ということではないか。まちづくり基本条例の理念を達成するためには協働以外のこともしなければ

ならないがそのあたりのガイドラインはない。協働の部分だけ取り上げ指針作りを行っているが，指針

作りが目的になってしまっている。 

鈴鹿市まちづくり基本条例の下部に「協働推進指針」があるということしか見えてこない。 

協働が大きな手段ということは分かっている。しかし，まちづくり基本条例があり，中間として，その

次にまちづくり基本条例の精神を達成するための何かということがあり，その下に協働があるのではな

いか。 

 

（蒔田委員長） 

まちづくりをしていくためには協働が必要というイメージか。 

 

（岩波委員） 

協働が必要というつながりが見えない。 

いいまちづくりをするために協働をしましょう，協働は大切です，くらいの柔らかさがいい。 

 

（久畑委員） 

指針は指針として，今のタイトルでいいと思うが，いいまちづくりをしていこうというイメージにつな

がるようなサブタイトルがいいのではないか。 

 

（岩波委員） 

基本条例を達成するための委員会は他にもあるのか。 

 

（事務局） 

地域づくりについては別に議論している。 

まちづくり基本条例に連動する部分については，次の総合計画である中・長期計画とどのようにリンク

するかということになる。 

 

（高田委員） 

今は団体やグループが一緒にやれればすごい。 

いろいろなグループがあり，いろいろな考えの方がいる。 

代表となるものを決め，まちづくり基本条例を推進し理想のまちをつくるために地域課が中心となっ

て団体を集め，いろいろな情報や知識を借りてやっていきましょうということではないのか。 

 

（久畑委員） 

協力ということでいいのか。 

市民が主体となって，私たちが協力しあう。行政が主導して皆さんで協力というか手助けをするのか。 
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（蒔田委員） 

お互いが対等ということがベース。 

どこかが主体となるのではなく，お互いが持っているものを出し合って手を携えるという意味で協働

を使っている。 

 

（伊藤委員） 

鈴鹿市まちづくり基本条例は，地方分権や住民自治が言われる中，行政はこのまま同じようなサービス

は続けられないという流れの中でつくられた。 

協働を，行政が今までしてきたことができなくなるので住民と行政が一緒に動く仕組みを作っている

とされると，市民が行政に言われたから協力している人もいる。 

 

（伊藤委員） 

住民自治組織である自治会は行政が言うと行動する。行政に言われたからやったのであって，自分たち

でしたという意識がないので協働の認識の仕方が異なる。 

 

（福本委員） 

自助・共助・公助の体系や協働の領域を指針でしっかりと示せばいいのではないか。これらのことが委

員の中でも認識できてない。 

 

（伊藤委員） 

それは行政にも言えることだ。 

自分たちの都合で押し付けているような協働ではマイナスになる。 

行政の側も，何かするときに協働の視点にたち，市民と一緒にする意識を持たなければいけない。 

都合のいいところだけ協働と言って，自分たちのやりやすいようにだけやったのでは本当の協働には

ならない。地域課だけでなく行政のそれぞれの部門がそのような意識を持っていないと，そのようにな

るのではないかという心配がある。協働の仕方が難しい。 

 

（蒔田委員長） 

タイトルについては，わかりやすいタイトルにすることで合意と思う。 

次回は，九月下旬に開催し，皆さんの意見をまとめたものを示させてもらう。 

 当初は，次回で仕上げるという予定だったが，どうするか。 

 

（岩波委員） 

あと二回は必要。今日の意見を踏まえた案に意見を出し，最終案をつくるのがいいのではないか。 

 

（事務局） 

骨子に対しいただいた意見を踏まえて，市で詳細版をつくることを考えている。 
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委員会で骨子自体を修正してもらうのではなく，骨子に対して意見をもらう予定だった。 

 

（岩波委員） 

詳細については議論をしないということか。 

 

（事務局） 

詳細版に反映される意見を議論してもらいたい。 

 

（福本委員） 

今日の議論の結果，「協働とは」という項目が増えるので，大きな項目が六つになるのではないか。 

 

（事務局） 

委員からいただいた意見を参考に，詳細版にする。言葉については，わかりやすい表現にしたい。 

今までいただいている意見と，今日議論いただいたものを集約したものを，次の委員会で議論いただけ

るのであれば，調整させてもらいたいと思う。 

 

（福本委員） 

委員会からの意見を受けて，庁内の委員会で詳細を考えるということか。 

 

（事務局） 

委員会の後，皆様に見ていただくのは庁内で詳細版にした段階であり，市民委員会の委員とは違う立場

で見ていただくことになる。 

 

（蒔田委員長） 

今日の議論も含めて意見をまとめたものを確認するということが当初のスケジュール。 

 当初の予定通り，次回，委員会の指針に対する意見をまとめたものを確認するということにする。 

 

 

（２）次回日程等について 

日時 ９月２５日（木）午前９時から１１時。 

場所 市役所５階 ５０３会議室 

 

■３ その他 

なし 


