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第４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２７年２月２７日（木） 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，これまでの取組（条例制定以降），市民参加と協働を推進するための指針骨子に対す

る意見書について，鈴鹿市協働推進指針（案），意見募集について（説明），意見提出様式（案） 

 

委員長あいさつ 

・今回が最後の市民委員会になる。 

・昨年 9月までの委員会で議論したことを行政がまとめ，「鈴鹿市協働推進指針（案）（以下，「指針（案）」）」

となった。 

・今日は内容を議論するのではなく，パブリックコメントの前に市から報告を受ける場である。 

・今日の意見で，「指針（案）」が修正されるものではない。意見は，パブリックコメントとして提出して

もらうこととなる。 

 

 

■１ 鈴鹿市協働推進指針（案）について 

（1）これまでの取組（配付資料・これまでの取組 参照） 

～事務局から説明～ 

・配付した資料の，黒枠の部分で示した部分が第 3回市民委員会以降の取組。 

・本委員会からの指針骨子に対する意見を基に，市民活動や協働に関わりのある所属の職員で構成する

協働の仕組みづくりに関する庁内委員会（以下，庁内委員会）を 3 回開催し，指針骨子に肉付けを行

い，その後，事務局で「指針素案」を作成した。 

・「指針素案」を基に，各部局の主管課長などで構成する「協働の仕組みづくり検討委員会（以下，検討

委員会）を開催し，全庁的に検討を重ね，本日示した「指針（案）」を作成した。 

・「指針（案）」は，行財政改革推進本部会議で承認を受け，市議会の全員協議会へ説明したものである。 

・「指針（案）」に対し，市議会からは，次の指摘があった。 

・まちづくりの課題で人口減少に触れられていない。 

・適正な自治体経営の部分に，経営環境診断など市の情報の提供を入れるべきではないか。 

・鈴鹿市の現状と課題で，教育の領域について言及されていない。 

・「はじめに」で定義した市民を，「2.協働の基本的な考え方（4）協働の主体と役割」の市議会の 

項目に書かれている市民にあてはめるのは無理がある。 

・「3.協働によるまちづくりの必要性（1）まちづくりの課題」の適正な自治体経営の項目は，コスト 

意識が前面に出ており，これは事業の切捨てに繋がるのではないか。 
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（２）指針案の概要（配付資料・市民参加と協働を推進するための指針骨子に対する意見書について，鈴

鹿市協働推進指針（案） 参照） 

～事務局から説明～ 

・「指針（案）」の概要と，本委員会からの意見書の「指針（案）」への反映を説明する。 

○タイトルについて 

・「タイトルは，親しみやすいサブタイトルなどを用いてわかりやすいイメージをつけてほしい」という

意見を受け，「みんなでつくろう 住みよいまち すずか」というサブタイトルをつけた。 

・表紙にはイメージ図を入れる予定。 

 

○目次について 

・市民委員会終了後大きく変わったのは次の点。 

・わかりやすくという観点から｢はじめに｣と「おわりに」という項目を入れた。 

・専門用語などを解説した用語解説を付けた。 

・「協働の詳しい説明が必要」をいう意見を受け，「２．協働の基本的な考え方」を追加した。 

  

○はじめに 

・指針策定の背景と本指針の基本的な考え方に触れた部分。 

・委員会からの意見を受け，指針共通の考え方として，「鈴鹿市まちづくり基本条例（以下，「基本条例」）」

との整合性や市民の定義，まちづくりの基本が住民自治である点などを明記した。 

 

○１．指針策定の目的 

・本委員会からの意見を受け，市民参加や協働のあゆみや，指針は「基本条例」がベースであること，「基

本条例」の理念を達成するため協働が必要ということを明記した。また，指針の位置づけと目的を一体

化した。 

 

○２．協働の基本的な考え方 

・わかりやすい表記を心がけ，協働の考え方を六つの中項目に分け，表などを用いて記載。 

・中項目①では，協働の定義や市民参加や市民参画の違いについて記載。 

市民参加と市民参画の違いについて，「骨子（案）」では「鈴鹿市の目指す協働のまちづくり」に記載し

ていたが，協働の定義と併せて記載した方がわかりやすいと判断し，こちらに記載した。 

・中項目②では，市民が中心となって担う新たな公的サービスである「新しい公共」について説明。 

・中項目③では，協働を進める際の共通のルールである協働の基本原則について記載。 

・中項目④では，多様な主体と期待される役割について説明。 

・中項目⑤では，活動の状況に応じたパターンや分類を示す協働の領域について説明。 

・中項目⑥では，協働の形態とその効果について説明。 

 

○３．協働によるまちづくりの必要性 

・二つの中項目に分けて記載。 
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・中項目①では，まちづくりの課題について説明。 

・中項目②では，協働が，市民や地域コミュニティ，市民活動団体など，多様な主体にもたらす効果と説

明。 

・本項目は，「骨子（案）」に対し，庁内から意見の重複の指摘があり，記載内容を整理して策定した部分。 

・本委員会からの「『協働によるまちづくりの必要性』に『地域づくりの組織』を位置づけてほしい。」と

いう意見は，下記の理由から反映させていない。 

・地域づくりの必要性は，指針全体で触れている。 

・地域コミュニティについて中項目①，②で触れており，さらに「地域づくりの組織」について触れ

るのは，内容が地域づくりに偏り過ぎになる。 

 

○４．鈴鹿市の現状と課題 

・「市民参加」，「協働」など，さまざまな視点から本市の現状と課題を示した。 

 

○５．鈴鹿市の目指す協働のまちづくり 

・本市のまちづくりについての基本的な考え方を説明している。 

・本委員会からの「『鈴鹿市の目指す協働のまちづくり』の『基本的な考え方』については，わかりやす

くしっかりしたものを打ち出してほしい。」という意見を意識し，「基本条例」の前文を入れるなど，わ

かりやすくしっかりした記述を心がけた。 

 

○６．協働を進めるためには 

・相互理解や情報の共有化等，協働を進める際の注意点等について触れている。 

 

○おわりに 

・本市が目指す協働のまちづくりについて簡潔にまとめることで，協働の結果について触れている。 

 

○その他 

・最後に用語解説を付けた。 

・協働の事例は作成中。指針と一緒に公表する予定。 

・随所にカット等を入れ，市民にとって親しみやすいものにしたい。 

・本指針の周知・啓発については次のように考えている。 

  ・職員に対して研修を行い，協働について理解を深めさせる。 

・パンフレット配布やホームページへの協働事例の掲載を通じて，市民への啓発を行う。 

 

 

■２ 意見交換 

（事務局） 

「指針（案）」に対して率直な意見をもらいたい。 

本日の意見がパブリックコメント用の「指針（案）」に反映されることはないこと，市からの正式な回 
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答を求めるものは，パブリックコメントとして提出してもらいたいことを了承してもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

具体的な意見等はパブリックコメントとして提出してもらうこととし，今後の協働に繋がるような意

見をもらいたい。 

 

（福本委員） 

「指針（案）」がまとまったのはいつか。 

2月 16日の市議会の全員協議会の際の議員からの意見を受けて「指針（案）」の修正等はあったのか。 

 

（事務局） 

「指針（案）」は，庁内での議論を経て，年末にまとまったものであり，議員からの意見を受けての変

更はしていない。 

 

（福本委員） 

事務局の説明では，「３．協働によるまちづくりの必要性 （1）まちづくりの課題 『適正な自治体経

営』」の記述は市議会の意見を記載内容に反映していると聞こえた。市議会からの指摘を詳しく聞きたい。 

 

（事務局） 

事業を切り捨てていくという危惧を持たれたようで，コスト意識を前面に出しすぎではないかという

意見があった。 

 

（福本委員） 

わかった。市議会での意見を反映し，市民委員会の意見を反映しないのはおかしいと思い確認した。 

 

（井上委員） 

庁内委員会や検討委員会の構成などを聞きたい。 

 

（事務局） 

庁内委員会は昨年度から実施しているもの。協働に関する実務を行っている職員を中心に 10人程度で

構成している。 

検討委員会は，各部の主管課長が部の代表として集まり 10人程度で構成している。 

部，課という構成を採っていない防災危機管理課長も参加している。 

 

（井上委員） 

今後，市の業務はすべて協働に関係するようになるのではないか。 

検討委員会は幅広く構成したようだが，もっと実務者レベルで協働の必要性を認識してもらいたい。 
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（事務局） 

検討委員会は各部局を代表する職員で構成しており，検討委員会の内容は全庁的に共有されている。 

また，各課から協働の事例を推薦させるなど，指針の作成に全庁的に取り組んでおり，各課の業務が協

働につながることを周知している。 

 

（福本委員） 

2004年に愛知県が「あいち協働のルールブック」を制定した際，ポケット版を作成し，全職員が名札

等に入れ携帯しているかチェックがあったと聞いている。 

市民側も協働について認識し，市民同士の協働を進める必要があるが，市民側が頑張るだけでは協働は

進まない。職員に協働について認識してもらいたい。行政側が受け入れなければ市民と行政の協働は進

まない。 

このような取組を参考に，鈴鹿市でも進めてもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

職員の持ち場は換わっても，協働の考え方は変わらない。 

全職員がこのようなものを持つのは，インパクトがある。 

 

（福本委員） 

鈴鹿市が，市として協働に取り組むという意識があってこそ，愛知県のような取組ができると思う。鈴

鹿市の覚悟や市長の考えを示すところになるのではないか。 

 

（蒔田委員長） 

愛知県のものは，表紙に，「本ルールブックを尊重し，ＮＰＯと行政の協働に積極的に取り組みます。」

と記載してあり，その下に，日付，所属名，自署となっている。 

この方式を取り入れるかは別であるが，参考にして取り組んでもらいたい。 

 

（井上委員） 

「指針（案）」は，市民，行政，双方の立場にとってわかりやすい内容になっていると思う。しっかり

活用していきたい。 

 

（蒔田委員長） 

「２．協働の基本的な考え方 （6）協働の形態とその効果」は，表になっており，協働の形態がわか

りやすい。 

大学の地域福祉の授業で協働の概念が出てくるが，なかなか理解できない。しかし，地域福祉は協働の

概念がないと進んでいかない。この表は協働の概念を整理するのにとてもいい。授業で使わせてもらう。 

 

（伊藤委員） 

事例集は別冊という扱いになるのか。 



6 
 

 

（事務局） 

指針本文と同じ，一冊の中に入れる。 

 

（伊藤委員） 

事例集がどれだけわかりやすくなるかが，市民にとって大切。 

市民の側が，どのように協働に取り組んだらいいかがわかるよう，具体的な事例を載せてもらいたい。 

行政からの視点だけでなく，協働の相手である市民側からも聞き取りを行い，市民側の団体名，活動地

域，協働の目的等を掲載すれば，取り上げられた団体のやる気になるのではないか。 

 

（福本委員） 

掲載事例の数は。 

 

（事務局） 

冊子への掲載は，ページ数の関係で数を絞らざるをえない。 

市のホームページでは，事例を随時更新しながら沢山掲載していきたい。 

 

（蒔田委員長） 

事例は，行政と市民の協働が掲載されるのか。 

 

（事務局） 

 その予定。 

 

（蒔田委員長） 

自分たちの団体が，行政や他の団体と協働すれば，どのような活動ができるかということがわかり，市

民にとって協働のハードルが低くなるような事例の示し方をしてほしい。 

 

（福本委員） 

活動のヒント集にしてほしい。 

 

（岩波委員） 

伊賀市は毎年地域づくりの取組をまとめていると聞いている。将来的に，伊賀市のような事例の示し方

が団体側からできるのではないか。 

地域づくりは，行政と地域づくり協議会の協働ではなく，地域づくり協議会と地域内の他の団体との協

働が重要なのではないか。 

 

（蒔田委員長） 

伊賀市は合併の際，市内全域で小学校区ごとに住民自治協議会を設置しており，活動報告が毎年できる
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まで取組が進んだ段階にある。 

地域内の協働も大切であるが，鈴鹿市は，団体と行政の連携を進める段階にあるのではないか。 

 

（岩波委員） 

地域づくりが一番大切。 

行政との連携を強めるという意味ではなく，地方自治，住民自治が地域づくりの基本精神。それぞれの

地域で，どの程度住民自治が行われているかだと思う。 

「基本条例」の精神で言うと，住民同士の協働が一番大切なのではないか。 

地域づくり協議会には，地域内でいい協働を行っている団体があると思う。そういう事例を掲載しても

らいたい。地域づくり協議会をイメージできる事例を掲載してほしい。 

 

（伊藤委員） 

地域だけでは解決が難しい課題もある。 

昨年，スウェーデンの行政関係者が鈴鹿市を訪問した際，牧田にも来た。 

フランスやスウェーデンは，人口減少対策のため政策として難民を受け入れたが，地域レベルではうま

く行っていないと聞く。 

牧田地区では，地域に住む人が暮らしやすくという観点で，実際に困っていることを解決するために活

動している。牧田のような活動を，国からの指示で行うのは難しい。また，一地域では解決が難しい。 

牧田の取組は，国と市，市と地域が一体となった，協働の一例と思っている。 

毎年，いろいろな国の人，地域住民が参加して「多文化共生のつどい」を行っているが，行政の支援が

ないと継続して行えない。これは，環境や子育ての問題でも一緒ではないか。国や県が，直接地域と具体

的な活動をしてもいいのではないかと思う。 

 

（福本委員） 

協働の領域もいろいろある。多様な領域の事例を示す必要があると思う。 

 

（蒔田委員長） 

鈴鹿市は地域づくり協議会を全市的に設立している最中。地域と行政，地域での団体同士，両方の協働

の事例を掲載してもらいたい。 

幅広い協働の概念を扱っているので，協働の事例も幅広いものになるのではないか。 

 

（岩波委員） 

「はじめに」にも記載されているが，本指針は市民と行政の協働のイメージが強い。 

地域づくり協議会を立ち上げようとしている中で，市民と行政の協働だけでいいのか考えてほしい。 

住民同士の協働を強く打ち出すことが必要なのではないか。 

 

（事務局） 

協働の領域の区分をどこまで掲載するかは庁内で議論になった。先ず，市民と行政の協働を扱うという
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ことでこのような内容になったが，市民同士の協働の推進も行政の役割だと考えている。 

市民同士の協働に行政が加わるという感覚が大切と思っており，研修等で職員に示していきたい。 

 

（蒔田委員長） 

現時点では，行政とは別に市民同士の協働が行われている。 

今後は，公共の領域に市民活動団体の占める割合が増え，行政が占める割合は小さくなっていくのでは

ないか。 

行政は小さな政府となり，市民と行政の協働だけではなく，市民同士の協働も，行政が支援する時期に

来ている。そのためには，行政には協働をしっかり理解してもらう必要がある。 

 

（岩波委員） 

市は，地域づくりを推進しているが，実際は進んでいない。このような現状の中，協働の指針をどのよ

うに使うのか疑問を感じる。 

「基本条例」について，実際，地域は理解していない。 

このような段階で協働の指針が策定されても全く使えないのではないか。 

「まちづくりとは何か」ということを市民に周知した上で，協働を進めてほしい。若しくは，まちづく

りの周知と協働の推進をセットで行ってほしい。 

行政内部でもっと連携をしてほしい。協働の領域に行政同士の協働も入れてもらいたかった。 

行政は，地域に地域づくり協議会の設立を説明する際，地域を一本化するように言うが，行政は地域に

対して一本化できていない。「基本条例」の精神が行政に浸透していないのではないか。 

市民，行政共に「基本条例」と「協働の指針」を受け入れる土壌を作ってほしい。 

 

（松原委員） 

協働の事例には，地縁団体だけではなく，ＮＰＯや事業者，企業等も取り上げてほしい。そうすれば，

見た人に，このようなことが協働になるとわかってもらえるのではないか。 

わかりやすいものができても，発信が一番問題だと思う。市民活動団体が行うイベントで発信する等，

いろいろな方法で発信してもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

いろいろな課題が出た。 

協働を推進していくと，庁内で問題が出てくるのではないか。 

縦割り等の庁内の体制について，市民の側が思っていることは，研修等を通じて職員に理解してもらい

たい。 

地域づくり協議会の設立など，地域づくりを進めていくと，いろいろな場面で協働が行われ，協働の理

念などへの理解が深まるのではないか。 

 

（岩波委員） 

指針が一人歩きするのではなく，つくった後の使い方が大切。 
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市は，パブリックコメントを行えば全市的に意見を徴収したと思っているが，パブリックコメントを気

にしているのは一部の住民だけだ。そんなものは意味がないのではないか。 

地域づくりや協働について，地域にしっかりと説明をしていってもらいたい。そして，説明の場で地域

から指摘されたことは訂正していけばいいのではないか。 

 

（蒔田委員長） 

指針にはそのような使い方もあると思う。 

 

（事務局） 

市民の皆さんには，協働の指針をいろいろな場所で使ってもらいたい。 

「基本条例」は，担当が考えていた以上に，庁内では理解されているように感じる。 

やはり，「基本条例」も「協働の指針」も制定されることに一定の意味があると考えている。 

担当として，周知方法は考えなければならないが，パブリックコメントを通じていろいろな人に知って

もらいたいと考えている。 

指針が制定されることで，指針の基となった「基本条例」も併せて知ってもらえると思う。 

 

（福本委員） 

「基本条例」の制定にかかわり，ＮＰＯ活動をしている市民としては，今の事務局のコメントに賛同す

る。 

理解する土壌ができていないのに，条例や指針を制定し誰が使うのかという考えもあるかと思う。しか

し，土壌を豊かにしていきたいと思っている市民も少なからずいる。そうするには道具が必要。道具がな

いと何もできない。 

「基本条例」は理念条例。理念だけがあってもルールがなければ理念が達成できない。協働の指針は，

市民活動をしている私たちが 10年以上欲しかったものだ。私たちは，指針を道具として使っていきたい

と思っている。 

土壌が広がらないことについて，私たち市民活動をしている者の責任も感じている。 

土壌は，急激に広まるものではない。まちづくりに友人を誘う等，地道にしていかなければいけない。 

時間はかかるが，「基本条例」や指針があることで，私たちのこれからの活動は変わっていく。 

 

（蒔田委員長） 

指針をいろいろな分野の人が活用することは，土壌をつくるよいきっかけになるのではないか。 

 

（井上委員） 

最近の傾向は，複数のグループが協働して行う活動。指針は活動の助けになる。 

団体が活動する際，行政は縦割りになっており，どこに声をかければいいのかという思いがあり，行政

には声をかけずに活動だけが進んでいくということはよくある。 

市民にも責任があるのかもしれないが，行政の縦割りのネックだと思う。 
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（事務局） 

市内部の縦割りについては，協働の考え方や行政と市民の協働と共に，研修等を含め，庁内で周知して

いきたい。 

 

（蒔田委員長） 

時間はかかるが，そのような事をわかってもらえるかどうかで，今後の展開が変わってくる。周知して

いってもらいたい。 

 

（福本委員） 

事務事業評価シートに，協働の視点があるかを評価する項目を入れれば，その事業は行政が単独で行う

事業かわかるのではないか。 

市民と行政が協働で行う事業は多々ある。事務事業評価で協働について評価するなど，行政の仕組みを

少し変えれば，協働は進んでいくのではないか。 

 

（井上委員） 

市の職員は，協働を意識せず，市民を使っていることが多い。 

 

（福本委員） 

事務事業評価シートの項目になれば，必ず協働を意識しなければならない。 

 

（蒔田委員長） 

一つ項目を加えるだけで，大分視点が異なる。 

 

（事務局） 

市民と行政にはいろいろなかかわり方がある。 

委託事業であっても話し合うことにより，良いものにしていくという視点ができる。そういったものも

協働と捉えられなければ，行政の協働は進まない。 

こういったものを協働に位置づけられるよう，庁内に周知していきたい。 

 

（樋口委員） 

社会福祉協議会は，住民の協力を得て事業を行っている。 

今，第三次地域福祉活動計画を策定しており，協働の指針を参考に進めていきたいと思っている。 

社協も，ＮＰＯや団体とも，さらに協働を進めて行きたい。 

事務事業評価の項目に協働の視点という意見があったが，協働に限らず，社協の職員も事務事業評価的

な視点を持たなければいけないと思った。 

 

（高田委員） 

指針をきっかけに，何かしようと思う人がいればいいのではないか。 
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例えば，土日に複数の地域が一緒に清掃活動を行い，その日にゴミの回収に来てもらうというのは，地

域と行政の協働と考えてもいいのか。 

 

（蒔田委員長） 

いいと思う。 

 

（事務職） 

市民からの提案を，行政で検討することになる。門前払いはしない。 

市民からの提案をちゃんと聞き，行政の考えをしっかりと回答するという認識を持っていかなければ

いけないと思っている。 

 

（高田委員） 

清掃を協働の例として，町内会の定例会で話すことは問題ないか。 

 

（事務局） 

 地域での清掃は，今もしてもらっている。 

 市民から行政に意見をもらい，それに対して行政が回答していくことが，協働の認識につながってい

くと思う。 

 

（蒔田委員長） 

協働は，各々が持っているものを活用することが大切。 

そういった意味では，これからは行政を巻き込むことが必要になってくる。 

 

（小﨑委員） 

私は，孫の孫の孫の時代が，いい世の中になればと思い活動している。 

指針を見ると，目前の事だけの話になっているのではないかと思う。 

私は，いろいろな活動をしており若い親御さんが集まってくるが，広報を読まない人が沢山いる。 

昔と比べると地域のコミュニケーションがない中で， 30 代，40 代の親御さんはこのような状態だ。

他市には市民活動センターがあり，若い人が集まってきている。 

市民活動センターでは，行政がお金を出し，若い人を雇用し，人材を育てている。そして育った人は次

の活動の場へ移っていく。 

ボランティアや市民活動の種を蒔くには，指針はいいものだと思う。そう思う反面，ドライな若い人に

どのように周知していけばいいのか懸念される。 

物事を浸透させるには時間がかかる。時すでに遅しとならなければいいと思っている。 

 

（蒔田委員長） 

指針にはいろいろな使い方がある。この協働の指針を学生に渡して，レポートを書かせるのもいいので

はないかと思った。 
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社会福祉士を目指す学生を育てている。学生が鈴鹿市に残らず，遠くに行ったとしても，その地で花開

くこともある。 

このような生きた教材は大切だと思う。地元の例であれば，生徒が活動をしている人の話を聞きに行く

ことができる。そういう意味で使い勝手がいい。 

 

（久畑委員） 

指針を作成することで，幅広い協働について，基本的なルールなど明確になったことはいいことと思

う。どのように周知するかが一番大切と感じた。 

時間はかかると思うが，わかりやすい市民目線の事例を出すことで協働が広がっていくと思う。 

 

（蒔田委員長） 

事務局が，庁内や市民に対し，上手に周知し，活用していってもらいたい。 

それぞれの立場で協働を考えることで進むこともあると思う。 

 

（井上委員） 

この委員会には指針を見守っていくという務めもあるのではないか。 

 

（高田委員） 

指針や協働の評価や反省をする場が必要ではないか。 

一年後ぐらいに，この委員で集まる場をつくってほしい。 

 

（小﨑委員） 

せっかくこの場なのでお願いがある。 

先日，とある課から団体の紹介があった。 

話をすると，鈴鹿市が設置している市民活動団体を紹介するインターネットサイトを知らないと言わ

れた。できたら，職員は鈴鹿市のホームページを見るようにしてほしい。 

 

（福本委員） 

鈴鹿市には市民活動センターがない。場があると人が集まり，その場で情報発信や情報収集ができる。

他市を見ていても，場があるところはやはり強い。 

協働の指針に市民活動センターについて明記されるのであれば，お金のかかることなので，どのように

予算を割くのかということは庁内で検討されることであるが，しっかりと予算付けをし，場をつくって

いく必要があると思う。 

 

（蒔田委員長） 

場があり，そこに看板があれば，活動をしようと思う人が集まってくる。そのようなものがあれば，次

のエネルギーになるのではないか。 
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（伊藤委員） 

「基本条例」をもとに，どのように推進していくかの指針ができた。 

今後は，指針をもとに，いろいろなことが取り組まれ，次の段階に進むことが大切。 

この指針を公表するだけで終わらないでほしい。 

今後，市民同士の協働が大切になってくる。 

自治会も含めたいろいろな団体の協働や，組織のことを考える機会や場を持つことが，今抱えている課

題を解決する一つの方法になるのではないか。 

団体の中には，その団体だけで完結してしまい，他とのかかわりを持たないところがある。 

 団体自体は，一生懸命されているが，ネットワークを持てれば，よりよい活動がお互いできると思って

いる。 

 団体間の協働を進めていくためにも，一緒に地域づくりやまちづくりを話し合う場があればと思う。 

 委員長には，協働の指針についての講演をぜひお願いしたい。 

 

（井上委員） 

ある程度月日が経ったら，協働が浸透したかを知るために，シンポジウム等を行ってはどうか。 

 

（蒔田委員長） 

行政と社協と協働で実施してはどうか。 

私は社協出身で，今，地域づくりにかかわっているので，地区社協が一つの課題だと思っている。 

鈴鹿市の地域づくりは，発展途上。今後どうして行くかが課題。社協は足踏みをしているので，どう一

歩を踏み出すかだ。シンポジウムを一緒にするというのは，お互いが理解しあう大きなきっかけになる。 

 

（樋口委員） 

地域福祉の分野で行政と協働でしているので，来年，提案させてもらいたい。 

 

（蒔田委員長） 

社協内部で，地区社協をどうしていくか真剣に考えなければならない時期。行政が進めている地域づく

り協議会とどう進んでいくかが大きな課題だ。 

 

（樋口委員） 

地域からも意見をもらっている。 

 

（井上委員） 

地区社協は地域による温度差が大きい。 

 

（岩波委員） 

市社協と地区社協はつながっていないと聞いた。 
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（樋口委員） 

市社協と地区社協は組織が異なる。地区社協は市社協の構成員。 

地区社協は，地域福祉について取組を行っており，市社協からの事業のみをするわけではない。 

  

（蒔田委員長） 

市社協があって，県社協があって，全国の社協があるが，これもつながっているようで実はつながって

いない。別の法人。 

 

（井上委員） 

活発なところは地域づくり協議会と地区社協のつながりがある。 

お金がもらえるから，それを消化すればいいという地区もあると思う。こういったことも考えながら協

働していければと思う。 

 

（蒔田委員長） 

協働の指針を作成することで，課題が浮き彫りになったと思う。 

それをバネにして，それぞれの立場で今の取組を進めてもらえれば，協働が少しでも進むのではない

か。 

私は，自分の立場から，地区社協と地域づくりのことを考えていきたいと思う。 

学生に地域福祉を教えていると，協働という言葉が出てくるが，そこで終わってしまっている。この生

きた教材を使って教えていきたい。また，結果を報告させてもらう。 

この委員会では，いろいろな方法があると勉強させてもらった。 

指針の評価をしても，実践がなければ，何も進まなかったとなってしまう。 

それぞれの立場で，協働をキーワードに取り組まれているとい思うが，さらに一歩進めてもらいたい。 

協働にはいろいろな方法があると思う。鈴鹿市らしい方法で協働が実現され，市民にとって変化が目に

見えるような取組をしてもらえたらうれしい。 

ありがとうございました。 

 

■地域課長あいさつ 

・本日も活発に議論いただきありがとうございました。 

・今後，パブリックコメント，公表となっているが，指針を作成することが目的や目標ではない。啓発を

しっかりしていきたい。 

・市民の方々に手にとってもらえるよう，Ａ4一枚ぐらいの概要版を作成し，それを入り口にしていきた

いと考えている。 

・協働の意味を知らない職員はいない。ただ，それぞれの業務に置き換えたとき，どういったものが協働

なのかの理解が深まっていないのが現状。 

・検討委員会は，指針の作成をもって終わりではなく今後も続いていく。そういったことを引き続き議論

し，庁内に伝えていきたい。 

・市民が見て活動のきっかけとなるような，わかりやすい事例集を作るよう市長から指示がでている。 
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・個々の団体の情報，市民同士の協働，事業者同士の協働など意見をいただいた。掲載はホームページに

なるかも知れないが，わかりやすい事例を作成し，協働の考え方の浸透につながるような取組を行って

いきたい。 

・今後，委員の皆さんには，協働への協力，地域への参画をお願いしたい。 

・短い期間でしたが，各々の立場から多くの意見をいただいたことに感謝します。 

・ありがとうございました。 


