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平成 29 年度第１回鈴鹿市地域づくり検討会議 議事録（要点筆記） 

 

日 時 平成 29 年 11 月 10 日（金）19 時 00 分～21 時 30 分 

場 所 市役所本館 12 階 1201 会議室 

出席者 委員：・学識経験のある者 

岩崎恭典（四日市大学学長） 

       ・地域づくり協議会の代表者 

岩波正夫（夢ある稲生まちづくり協議会会長） 

         宮﨑孝教（天名まちづくり協議会会長） 

         伊藤正二（長太地区まちづくり協議会会長） 

         水谷哲生（旭が丘地区まちづくり協議会設立準備委員会委員長） 

       ・地域に存する各種団体の代表者 

麻生洋一郎（鈴鹿市自治会連合会会長） 

中川久子（鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会副会長） 

渥美秀人（鈴鹿市社会福祉協議会事務局長） 

川下正一（鈴鹿市青少年育成町民会議連絡協議会会長） 

吉村紀之（箕田地区スポ・レク振興会会長） 

宮﨑由美子（国府小学校地域コーディネーター） 

戸口孔二（鈴鹿地区みえ防災コーディネーター会長） 

是枝徳義（河曲公民館運営委員会委員長） 

事務局：杉野副市長（開会挨拶後退席），地域振興部長，地域振興部次長 

地域協働課長，地域協働課総務グループリーダー， 

協働推進グループリーダー，協働推進グループ 

 

傍聴者：１名 

 

事 項 １ 開会あいさつ 

    ２ 委員紹介 

    ３ 地域づくり検討会議について 

    （１）趣旨 

    （２）会長・副会長の選出 

    ４ 検討事項 

    （１）地域予算制度について 

    （２）地域づくり協議会と行政との関係について 

    （３）その他 

      ①地域づくりに関する規定の整備について 

      ②地域カルテの作成について 

    ５ その他 
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１ 開会あいさつ 

 ○杉野副市長 

本来であれば，市長がご挨拶をさせていただくところ，他の公務のため出席させて 

いただくことができないため，お詫び申し上げるとともに，大変恐縮であるが市長に 

代わり，また，第１回目の地域づくり検討会議開催にあたり，私から一言ご挨拶申し 

上げる。 

   本日お越しいただいた委員の皆様におかれましては，平素より市政各般にわたり格

別の御理解と御協力をいただき，感謝申し上げる。また，本市の地域づくりに関し

て，各分野にて活発にご活動いただいていることに心から御礼申し上げる。 

   そして，本日は皆様大変お忙しい中，本検討会議の委員をお引き受けいただき，重

ねて御礼申し上げる。 

   さて，本市は他の自治体と比べて比較的若くて人口も増えているまちだと言われて

いるが，皆様もご承知のとおり，2008 年（平成 20 年）を境に，全国の自治体と同様

に，本市においても人口が減少に転じ，少子高齢化が進んでいる状況である。 

   この人口減少とともに，財政状況も徐々に厳しさを増す中で，本市も持続可能なま

ちづくりに向け，総合計画 2023 に掲げる，いわゆる住みよい鈴鹿市を目指して，地

域と行政が一緒になり，新たな自治の仕組みを構築して，本市に相応しい住民自治の

実現に向けて取り組まなければならない。 

   このような中，本市においては，平成 24 年に鈴鹿市まちづくり基本条例を制定し，

地域の皆様と協働で住みよいまちをつくることを基本理念とし，まちづくりに取組ん

でいるが，中でもそのまちづくりを具体的に推進する仕組みとして，条例の第 14 条に

は，地域の実情又は必要に応じて，市民が主体性をもって一定の地域におけるまちづ

くりに取り組む組織，いわゆる地域づくり協議会を掲げている。 

   そして，この地域づくり協議会を地域づくりにおける協働のパートナーとして，地

域づくりの軸に据え，地域の課題解決に御尽力いただいている自治会や各団体の皆様

方が，協議会の一員となって，組織横断的な連携を強めながら地域活動に取り組んで

いただくことが，本市が持続可能なまちであり続けるためには不可欠と考え，平成 30

年度を目標年度に，市内全地区での協議会設立に取り組んでいるところである。 

そして，これからの地域の概念として，地域を包括する地域づくり協議会を地域の

代表として捉えるとともに，協議会が地域にとって本当に必要なことを地域全体で考

え，自主的に取り組んでいくことができるよう，その仕組みを整え，そして様々な支

援策を講じていきたいと考えている。 

人口減少に伴う少し厳しい状況を申し上げたが，実感として，本市に危機的な状況

が迫っているということは，把握しづらいところもあるかと思う。 

しかしながら，この先，人口が減少し，行政の力そして地域の力が縮小していくで

あろうということは，本市にとっても避けられない事態であり，そのような事態を迎

える前に，行政のあり方，また地域の形を将来の社会環境に相応しい形に変えていか

なくてはならないと考えている。 
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鈴鹿市地域づくり検討会議は，そのあり方，あるいは形について，地域づくりに関

係の深い主体の皆様にお集まりいただき，これまで全庁的に庁内で協議してきた行政

の案に対し，広く御意見をいただき，一緒に考え，よりよいものにすることを目的と

したものである。 

このことから，地域づくり，また地域における様々な活動に携わっておられるお立

場から，忌憚のない御意見をいただき，それらを参考にさせていただきながら，本市

の実状に合った地域づくりを進めてまいりたいと考えているので，ぜひとも活発な御

議論をお願い申し上げる。 

以上，甚だ簡単ではあるが，第１回目の鈴鹿市地域づくり検討会議開催にあたって

の挨拶とさせていただく。本日は，どうぞよろしくお願い申し上げる。 

 （杉野副市長はここで他の公務のため退席） 

 

２ 委員紹介 

各委員の紹介及び事務局の紹介 

 

３ 地域づくり検討会議について 

（１）趣旨 

○事務局 

    それでは，本会議の開催にあたり，何点かお断りさせていただく。 

本会議の運営は，お手元の「鈴鹿市地域づくり検討会議要領」に基づき運営する。 

会議は原則公開とし，会議の内容は，記録のため写真撮影を及び議事録作成のため 

録音させていただく。 

議事録作成にあたり，内容を要約したものを会長と発言者に御確認いただいた上 

で，鈴鹿市ホームページに掲載する。なお，本日の会議の終了は 21 時の予定であ 

る。本日の傍聴者が１名お越しいただいているので，ただいまからご入室いただく。 

（傍聴者１名入室） 

 

では，本日の会議の趣旨をご説明する。 

人口及び財政的に厳しい社会環境の中，本市も将来に向け，持続可能なまちづく 

りを進めるため，地域と行政が総ぐるみで取り組まなければならない。行政のスリ 

ム化はもちろんであるが，地域においても住民同士の絆を強くするとともに，自助 

共助の考え方に基づき，地域の様々な課題解決に向け，団体同士の横の連携を一層 

図りながら，できることに取り組んでいただくことが，本市の地域力を強くすると 

考えている。 

現在，平成 30 年度を目標とし，市内全地区に地域づくり協議会を設立に取り組 

んでいるところである。本市のこれからの住民自治は，協議会を地域として捉え， 

地域のことは協議会と行政が協働して取り組んでいくものと考えている。 

本会議の目的については，そのための自治の仕組みについて地域づくり協議会の 
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中心となる主体の方々から広くご意見をいただき，一緒に考えていきたいというこ 

とが趣旨となっている。 

意見を伺う項目は要領第２条にも記載しているが， 

・地域づくり協議会に関すること 

・地域づくり協議会の活動に関すること 

・地域予算制度に関すること 

・地域計画に関すること 

・その他地域づくりの推進のために必要な事項に関すること 

これらについて，鈴鹿市総合計画 2023 の前期基本計画の期間内（平成 31 年度）ま 

でに地域づくりの基礎を固めると考えているので，委員の皆様の任期についても３ 

年間（平成 32 年３月末）となっている。会議の開催回数は年３回程度としている。 

今年度については，本日が１回目，11 月末に２回目を，来年２月あたりで３回目と 

考えている。 

 

 （２）会長・副会長の選出 

   鈴鹿市地域づくり検討会議要領第４条に基づき， 

会長に，岩崎恭典氏（四日市大学学長） 

副会長に，麻生洋一郎氏（鈴鹿市自治会連合会会長）をそれぞれ選出。 

 

（以降議事の進行を会長に交代。） 

○会長 

    地域づくり検討会議の会長をさせていただく。 

鈴鹿市との付き合いは長く，１つ前の第５次総合計画やまちづくり基本条例の策 

定，市内各地区の地域づくり協議会の立ち上げ準備にかかる住民の方との話し合い 

等に参加させていただいていた。 

地域の事情はこれからどんどん変わっていく。鈴鹿市全体で取組まなければなら 

ないことがある一方で，それぞれの地域で取組まなければならないことが顕著に変 

わってくるだろう。 

おおよそ小学校区単位で見て，起こりうるだろう課題をどう解決していくか。行 

政でないと解決できないこともあるが，自分たちで解決できるものは自分たちで解 

決していくような仕組みが，今後の人口減少社会においては必要だと思う。 

伊賀市での合併協議の際にそのような話が出たのをきっかけに，県内や鈴鹿市に 

おいても小さな自治の塊がどうあるべきか，私自身も地域の皆様と勉強させていた 

だいた。 

市ごとに違う自治の形を一斉になくしてしまうという話ではなく，過去の積み上 

げを尊重しながら，人口減少や高齢化にどう対応していくか。その話し合いの場を 

作ることが，この地域づくり協議会だと思っている。 

決して行政のスリム化だけではなく，人口・税収が減っていく中で，市民ではで 
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きないこと，やらなければならないことを行政で行っていただくために，地域で何 

ができるかということを見つけることが必要なのではないか。 

人口が減っていくことは我々にとって初めて経験すること。今年生まれた子ども 

は日本の平均寿命 84 歳で計算すると 2101 年まで，22 世紀まで生きることになる。 

この子どもたちに，22 世紀まで存続できるように，これから人口が減っていく中 

での仕組みづくりを次の世代に引き継ぐことが，人口増加と人口ピークを経験した 

我々の責務ではないか。 

鈴鹿市らしい，そして皆様方のそれぞれの地域の自治の積み重ねに相応しい地域 

の仕組みを市から提案をいただきながら，皆様の忌憚のない意見をいただきたいと 

いうことをお願いし，挨拶とさせていただく。 

 

４ 検討事項 

  事務局から本日の資料確認 

 

（１）地域予算制度について 

○会長 

では，検討事項の（１）から，皆様にご意見いただきたい。 

    まず，市で考えていることを説明いただき，それに対して意見交換をしていく。 

事務局に対しての質疑応答だけではなく，委員の皆様の間でも意見交換をしてい 

ただきたい。 

今回の事務局からの素案については，次回も意見をいただくので，本日は意見を 

まとめることをしないつもりである。むしろ，できるだけ多くの意見をいただきた 

いと思っている。 

事前に委員就任にあたり，事前の説明を受けていると思うので，まずは事務局か 

ら，意見交換に当たっての論点を説明いただきたい。 

   

○事務局 

資料１，２，３，参考資料をご覧いただきたい。 

地域予算制度は，「地域の裁量によって活動に充てていただく一括交付金」と 

「使途が限定される協議会の活動に対する補助金あるいは業務委託料」の２つで構 

成される。 

前者は資料１の草色（11,666 千円と 10,088 千円）・黄色（87,092 千円）・白色 

（26,100 千円）で構成されるもの，後者はピンク色（19,706 千円）の部分とな 

る。特に一括交付金については，地域に交付している補助金をできる限り一括し， 

その使途を地域の裁量とし，交付に関する手続きを簡素化し，地域にとって本当に 

必要な活動に取り組んでいただくことが目的である。 

地域の活動に使途を限定しないで交付することは，予算のあり方を大きく変えるも 

のであるが，限られた予算の中での地域支援という観点から一括交付金のあり方，協
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議会の捉え方についてご意見いただきたい。 

一括交付金の構成・原資・運用について，資料１の２，３ページ目となるが，これ

を第１次的な一括交付金として平成 30 年度予算からの交付を考えている。統合する

予算としては，まず，９事業が対象となるが，毎年見直しを図るものと考えている。

この統合のあり方・考え方についてご意見を伺いたい。 

参考資料は，現在地域に交付している補助金等について，一括する事業以外にも地

域に出ている事業を共有した方が良いのではという岩崎会長からあらかじめご意見が

あり，まとめたものである。掲載金額については平成 29 年度予算となっている。この

参考資料中の色のつけ方は，事務局費の白色以外は資料１に準じている。 

続いて，コミュニティ活動費（黄色）については，自治会事務委託料を原資として

考えている。理由は，地域の課題把握の中心は単位自治会がされているが，要望等の

取りまとめについては，その課題解決をすることが地域づくりに直結することから，

単位自治会が協議会の一部として機能していくためには，その予算を統合し，使い道

を一緒に考えていただきたいと思っている。 

これは，決して単位自治会の「自治」を侵すものではなく，これからも単位自治会

でできることは単位自治会で行っていただきたいが，単位自治会で解決が難しい課題

は地域全体でサポートしていくことが必要であり，そのサポートの部分を協議会が補

完していくことがねらいである。単位自治会の事務委託料を原資とすることは，様々

な意見が出ると思うが，その是非，また単位自治会と地域づくり協議会の役割分担な

どについてもご意見をいただければと思う。 

次に，事務局費である。これは地域づくり協議会の自主・自立を促すための経費と

して必要不可欠と考えている。90 万円の根拠としては臨時職員の賃金をベースとした

想定額である。主な用途は人件費であるが，必要に応じて一部を事業費に流用できる

ようにしたいと考えている。事務局は各地域の中で人材を探していただき雇用してい

ただくというところで，ご意見いただきたい。 

次に４，５ページの事業補助・事業委託については 12 事業挙げており，各地域で該

当する案件がある場合には，協議会に委託，あるいは補助金を交付することを考えて

いる。 

先に各団体が行っている事業もあるが，そこから予算を取って協議会が行うという

ことではなく，協議会の中でこれまでどおりその団体が取組まれるのか，他にも様々

なところが連携し，部会として行うのかは協議会の中で考えていただきたいと思って

いる。地域でできることを増やしていくという観点からも，今後地域にお願いしたい

と考える部署もあるので，ご意見いただきたい。 

事業補助・事業委託は一括交付金に上乗せする形で交付したいと考えている。 

地域予算については 30 年度の１年間を移行期間とさせていただき，一括交付金へ

の統合も含めて，地域予算のあり方を考える期間としたい。その間に，まだ協議会未

設立の地域は平成 30 年度末には設立できるように推進していく。 
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○会長 

地域予算制度について，概要と市が考えた案を説明いただいた。 

皆様に意見を伺いたいことは，地域予算制度の趣旨の部分と，一括交付金につい 

て，統合する原資の部分，コミュニティ活動費，事務局費について。そして，事業 

補助金・委託料についてである。まずは地域予算制度の趣旨についての意見はどう 

か。 

  

○委員 

地域の裁量と記載されているが，地域づくり協議会を構成している団体は地域に 

よって違うのではないか。ただ，聞くところでは農業関係が入っていないところも

あったりする。３色の色分けで見たときに，どう考えていけばいいのか。 

  

○会長 

構成団体の差によって，どのように地域予算制度を考えたらよいかということで 

あるが，地域に対して，市が現在持っている補助金を地域が使いやすいように，市 

から地域へ一括で交付するということであり，構成団体数によって変動するもので 

はなく，一律という考え方なのではないか。 

  

○委員 

例えば，２ページ目の統合候補の中でスポーツ活動事業があるが，これについて 

体育振興会がない地域についてはどう考えるのか。 

  

○事務局 

地区によって協議会の熟度の違いがあり，それぞれでどのように取り組んでいく 

かを考えていただいているが，我々としては地域の団体全部が関わって入っていた 

だく想定をしている。各地区によってはそれが難しいところもあるとは思う。 

委員が言われた２ページ目の９事業について，現状は青少年育成町民会議，体育 

振興会の補助金しか集まっておらず，他の団体については協議会に入っていなが 

ら，一括交付金ではなく，これまでどおりの補助金対応となる。ここに挙げられて 

いる事業以外でも，今後，できるだけいろいろな団体に出ている補助金を一括交付 

金としたいと考えている。 

 

○委員 

徐々に一括交付金に入れていく話はわかるが，30 年度 31 年度になって全地域で 

これらの団体が協議会に入れば問題ない。地域の事情の中で，構成団体数に差があ 

ったときに，一括交付金もそれによって変動する仕組みになっていない。 

  

○会長 
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地域づくり協議会を構成する団体でよく聞くのは，地域の様々な活動に関係して 

くる指定の団体は必ず入ることが条件となっているということである。 

 

○委員 

地域の裁量としたときに，対象となる団体が地域によって違い，配分も足りなく 

なるところも出てくる。将来は全て入ることが望ましいことはわかるが，最低この 

団体は入ってほしいということが言えるのか。 

 

○会長 

将来的にはそうであるが，地域づくり協議会発足にあたり，一括交付金の使い勝 

手がいい仕組みを考えるときには，防災防犯等を具体的に担っている団体は入るよ 

うにということは必要になると思う。 

 

○委員 

一括交付金は地域づくり協議会に入って，それを地域の裁量で配分するというも 

のであり，極端な話，今年度は青少年育成事業を大幅に減らして，別のところに充 

てるということも可能であるということである。そうすると，例えば地域で青少年 

育成事業が入っていない地域では，お金はもらえるということ。団体の数が多けれ 

ば配分が少なくなってしまうのではないか。 

 

○委員 

現に鈴鹿市でも町民会議がないところもあるが，そのようなところをどうするか。 

私の住んでいる地域では，体育振興会がいろんな事情で団体としてないが，そのよ 

うな場合はどうするのかは気になるところである。 

 

○事務局 

担当課の意向としては，これまでの補助金は事業を行う場合は支給し，行わない 

場合は支給しなかった。今回の一括交付金によって，これまで取組みをしていなか 

った地域にも配分されるので，事業について考えていただくきっかけになればいい 

という思いもある。 

 

○委員 

例えば，青少年育成町民会議がない場合，これまで補助金はもらっていないが， 

一括交付金であれば，相当分がもらえるということであるか。 

 

○事務局 

そうである。これまでもらっていなかったお金が増えるということもあるが，こ 

の制度の根底には，これまでの補助の色を無くすということである。 
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○委員 

    しかし，収入が増えることになる。 

 

○事務局 

その使い道は，青少年育成事業に限らず，どの事業に使っても良い。 

 

○委員 

そうすると，たくさん団体を抱えているところは足りなくなってしまう。 

 

  ○事務局 

確かに，実際の金額を合算すると，これまでより増減はあるかもしれない。これ 

までの補助金では各団体に対して一定の額を交付して使っていただいていたが，地 

域の予算を一括化し，地域に裁量を持たせるという趣旨で各課と協議したところ， 

この原資が集まったということである。 

今後，一括したものは，地域の規模に応じて配分をするとしているが，９事業し 

か集まらなかったことについては，庁内でもまだ一括化に向けて課題が残っている 

ことの表れだと考えている。 

 

○委員 

補助金は行政区として出ている予算があり，今後，協議会としての小学校区で行 

う取組みもある中で，行政区のものから小学校区のものへ仕分けをしていかなけれ 

ばならない。地域によって熟度の違いでスタートラインに大きな違いがある。この 

中で一律にスタートができるのか。事業内容が地域によって違いがある。全地域で 

一律に事業を行うということで交付金を交付していくのか。実状に合わせた形にす 

るのか，あるべき姿に持っていくようにするのかで大きな違いが出てくる。 

 

○会長 

一括交付金化をしている他の自治体を見てみると，補助金によって地域も縦割り 

になっている。町民会議の方は町民会議のことをしっかりとしているが，学校や体 

育振興会とうまく連携ができていなかったりする。もっと連携できることがあるが， 

各課からの補助金を使うことが忙しくて，横の連携がとれなかったりしている。 

それをできるだけ使いやすいように，例えば，地域の体育祭がこれからも必要で 

あれば，地域の合意が必要であるし，やめて他のことに使おうということであれば， 

他のことに使うことができるのが一括交付金である。 

補助金が出ているところと出ていないところがあったとしても，地域住民の合意 

があれば，全員の合意をもらうのは難しいため，これから地域まちづくり計画が必 

要になってくるが，体育祭は２年に１度にして，その分を他の事業に使うといった 
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裁量があるということである。 

地域によって補助金があるところ，ないところ，地域の熟度の話もあったが，熟 

度というよりも地域でこういうまちにしていこうといった合意がなされているかど 

うかのほうが重要な気がする。これまでの補助金の不公平感は否めないような気は 

する。 

 

○委員 

これを来年度からといったときに，今の団体の数によって地域に差はある。将来 

的にはよいが，来年度からとなると暫定がないと説明がつかない。現在の地域の活 

動費割みたいなものができるか，あるいは構成団体数割であるとか，活動のレベル 

差を多少反映させて，徐々に進めていくことができないか。 

地域づくり協議会の予算が少ないのであれば，多くの団体が加入している協議会 

は返って損ではないか。 

 

○事務局 

原資を活動団体数や活動量に応じた分配も考えてほしいとの意見であるが，庁内 

でも均等割と一定のベースに上乗せする形で人口割を議論してきた。人口だけでみ 

ると，どうしても人口の少ない地域と多い地域では差が出てくる。面積割の話もあ 

った。耕作放棄地もあり，加味すべきという意見はあったが，計算上，協議会ごと 

の面積が難しい。 

当初は均等割３割，人口割７割としていたが，かなり地域によって差が出てく 

る。これまで地域に出ていた補助金と比較すると，目減りする地域，増える地域が 

出てくる。初年度となる平成 30 年度については，均等割７割と多くし，人口割３ 

割というところで庁内では決定し，お示しをしている。 

今後，均等割や人口割，また加味すべきところを検討していくべきであるが，活 

動量や活動団体数についても把握や計算することも難しい。面積割についても，西 

部地域のほうには白地の部分あり，滋賀県と接するところもあり，今後の課題であ 

る。 

 

○委員 

協議会の活動量とか，活動団体数という話が出たが，定量的，客観的に判断する 

ことは非常に難しい。もし反映するということであれば，いろいろと議論が必要で 

ある。 

 

○会長 

お金のことになるので，納得できるものでないといけない。 

 

○委員 
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現在，自分の地域の自治会の実情を調べてきたが，会費が約 70％から 80％を占 

めている。他の部分を含めて，重要なことは何かというと，地域づくり協議会に一 

括交付金としてお金が入るということを自治会に仕組みとして理解してもらわない 

といけない。各団体に対しても同様である。 

 

○委員 

    今無い協議会に交付金が行き，今，補助金や委託料をもらっている団体にはお金 

が行かなくなるということである。今までどおり欲しいから協議会に入らずに活動 

するといった単位自治会等が出てきた場合どうするか。その点は想定されているの 

か。 

 

○委員 

一括交付金の仕組みを自治会や各種団体が理解できるかどうか。自治会事務委託料 

が単位自治会に交付されず，地域づくり協議会にまとめて交付されることが理解され 

るかどうかが不安である。 

 

○事務局 

一括交付金の大前提として単位自治会を無くすための制度ではない。行政にも地域 

にもそれぞれ課題があり，協働しながら変わっていかなければならない。単位自治会 

の活動は今後も継続するであろうし，自治会事務委託料については，庁内でも議論を 

行ったが，地域づくり協議会と単位自治会との協力関係がないとこれまで行われてき 

た広報配布などの事務委託が履行できないことも想定される。ついては，自治会事務 

委託料の交付先は地域づくり協議会になっても，その一部が単位自治会にそのまま交 

付されることも十分想定している。 

 

○会長 

伊賀市では当初，地域自治組織と自治会の２本立てで進めていたが，長い議論を経 

て，地域自治組織の中で自治会が活動するようになり，自治会事務委託料の交付先が 

地域自治組織となり，そこから自治会の活動量に応じて自治会へ交付金が流れるよう 

になった。自治会が頑張っているからこそ地域自治組織の活動が保たれる。自治会が 

現在地域で果たす役割は，正直言って広すぎる。自治会の負担が大きすぎて，役員の 

成り手不足に陥っていると思う。自治会が地域自治組織の中で活動するようになると， 

自治会本来の役割を果たす，つまりもう一度「面識社会」を形成することにつながる 

のではないかと思う。 

自治会がこれまで担いすぎていた役割や機能が，地域の他団体に引き継がれ，自治 

会の役割が純化され，それに応じた交付金が交付されるようになるのではないか。 

 

○委員 
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根本的に地域づくり協議会とは何か。私の地区では自治会連合会を地域づくり協議 

会の部会の一つにしており，全ての業務を洗い出して，地域づくり協議会で取り組む 

業務と自治会連合会部会で取組む業務を役割分担している。単位自治会が地域づくり 

協議会の機能の一部であることを住民が納得できるかどうかが問題である。コミュニ 

ティ活動費を地域づくり協議会に交付するのは相当問題が生じると思う。 

自治会事務委託料のメインは広報の配布であり，地域づくり協議会に交付するとな 

ると，自治会から広報配布事務も協議会で行うように要望されると思う。地域づくり 

協議会が地域の代表として交付金を受け取り，自治会に配分し，事務も配分するとい 

うことが納得されないと，自治会長から不満が出る。一括交付金の原資に自治会事務 

委託料を含めることは止めておいていただきたい。 

 

○委員 

地域づくり協議会にコミュニティ活動費が交付されるなら，それに付随する事務も 

協議会で行えばよいという声も聞こえてくる。市と自治会でもっと議論が必要である。 

 

○委員 

自治会事務委託料は自治会ごとで使い方や管理方法が異なる。それを統一しないと 

地域で混乱が起きるし，一括交付金の原資とするのは困難だと思う。 

 

○会長 

自治会事務委託料が地域づくり協議会に交付されることで，これまで自治会が行っ 

てきた広報配布が行われなくなった場合，一つの可能性として，協議会で職員を雇用 

し，その職員が配布するという方法もある。 

 

○委員 

広報配布時のコミュニケーションにも大きな意味がある。顔を知らない職員が配布 

するのではなく，顔見知りが配布することで，高齢者の見守りや地域コミュニティの 

形成につながる。 

 

○事務局 

地域づくり協議会の中で単位自治会がこれまでのような活動を行うことについて 

は，協議会と自治会の認識の差が大きいのだろうか。 

 

○委員 

コミュニティ活動費を平成 31 年度から一括交付金に含めるのではなく，事務委託 

内容を見直した上で，協議会と単位自治会の役割分担についての議論を深めるべきだ 

と思う。 
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○事務局 

単位自治会が地域づくり協議会と協力しながら，単位自治会本来の役割を担ってい 

くことが望ましいため，現時点では，一括交付金の原資に自治会事務委託料を含める 

方針であるが，先ほどいただいた意見を参考にもう一度整理をしたいと思う。 

 

○委員 

単位自治会への補助金の整理よりも業務整理の方が先だと思う。 

 

○会長 

事務局費の可否についてはどうか。 

 

○委員 

あるべきだと思う。これまでやっていない業務が増加する。事務員を雇用せざるを 

えないと思う。 

 

○委員 

事務局員１名分の業務は絶対無い。また，現在役員が行っていることは，事情を知 

らないと事務局員に依頼することはできない。役員の采配が必要となる。事務局費で 

はなく役員に対する事務費としてほしい。そうでないと無駄が生まれる。 

また，問題なのは事務局費の原資がないことである。事務局費のもともとの趣旨は 

職員数を増やすことができないから地域に業務を依頼したいというはずだが，その施 

策とセットになっているのか。 

 

○会長 

委員の意味するところは，原資が「事務事業の見直しによるもの」では根拠として 

弱いということである。 

 

○委員 

行政の業務のやり方をどのように変えるのかという施策とセットにして，事務局費 

を議論していきたい。 

 

○事務局 

庁内においては，地域の自主性を重んじるための事務局費であるということは整理 

されている。その原資をどこから生み出すかについては，職員数をこれ以上増やさな 

いか，給与面のベースを下げるのか，事業をスクラップするのか等，同時進行で進め 

ているところである。事務局員１名を積算根拠にしているが，それを２名で分担する 

ことは可能である。 
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○委員 

１名専任の事務局員は現実的には無理だと思う。役員の業務が増えたということで， 

事務費として運用するという考え方のほうが現実に合っていると思う。 

 

○会長 

地域の合意が形成されれば，事務費として運用することは制度設計上可能であると 

思う。ただし役員報酬としてみなされないよう注意しないと，税務署から指摘される。 

 

○委員 

地域づくり協議会の活動拠点は公民館とされているが，現実的に活動できる場所が 

無い。皆，各々の自宅で事務を行い，それを持ち寄っている状況である。一括交付金 

の交付や事務局員の雇用を考えるならば，環境整備が必要。職員の人件費の減少と地 

域での事務量のバランスを取ることが必要である。 

 

○会長 

地域づくり協議会に対して交付を検討している事業補助金や委託料等について，地 

域に委託されている事業が参考資料として示されている中で，12項目が使途を限定 

しながらも一括交付金に上乗せするということである。 

 

○委員 

現在市が行っている業務を地域におろすということか。 

 

○事務局 

そうである。例えば，これまでシルバー人材センターに委託していたものを今後は 

地域づくり協議会にお願いしたいということである。 

 

○委員 

事務局員の適任者が見つかりにくい。現在は地区市民センターが事務局を担ってい 

るが，今後事務が増えてオーバーフローになることは目に見えている。現在の地区市 

民センター職員に負担がかかるので，事務局員は必要だと思うが，どのような立場に 

なるのか。 

 

○事務局 

事務局費を地域づくり協議会に交付することから，地域づくり協議会で雇用しても 

らうものと考えている。地区市民センター職員もこれまで地域づくりに関わってきた 

が，地域づくりという性質上，地域にお願いしていくことも必要であると考えてい 

る。 
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○委員 

地域の中での人材育成が必要である。 

 

○事務局 

一括交付金の内容については，庁内でも十分議論したところであるが，これが完成 

形というわけではなく，皆さんの意見も頂戴した上でより良いものにしていきたい。 

 

○委員 

一括交付金の中の流用はどの程度認められるのか。例えば，公民館運営委託料を地 

域づくり事業費に流用することは可能か。 

 

○事務局 

公民館運営について責任を持って遂行していただくことはもちろん必要であるが， 

流用は可能である。 

 

○委員 

現在の公民館運営委託料は費目に色々制約がある。出来る限り柔軟な制度にしてい 

ただきたい。 

 

（２）地域づくり協議会と行政との関係について 

○会長 

地域づくり協議会と行政の関係についての事項に移りたい。論点の説明を事務局か 

らお願いしたい。 

 

○事務局 

地域づくり協議会と行政との関係について，主に自治会事務委託事項について説明 

している。これまでの中でご意見を伺っている部分もあるが，今後，地域が地域づく 

り協議会を軸として，地域で連携し，担い手を増やしながら活動していく中で，行政 

としては，その組織を新しい地域として捉え，行政とパートナーとして地域づくりを 

考えていくと考えており，地域づくり協議会が地域を代表した窓口である。 

地域づくり協議会の中でいろいろ考え，地域でできることに取組んでいただき，で 

きないことは行政と協議していただくようなルールを作りたいと考え，自治会事務委 

託事項をもとに整理をさせていただいた。 

これからは，協議会の設立範囲を地域の概念とし，１地域で１協議会として市長が 

認定するものと考えている。地域の各団体の活動範囲も協議会の範囲となるべく合わ 

せながら，地域の代表，地域の窓口として確立していきたい。 

例えば，地区社会福祉協議会との関係については，地域づくり協議会の福祉部会と 

イコールとなるような形に整えていきながら，地域づくり協議会の活動として，これ 
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までの活動も含めて地域みんなで取組んでもらえるように整理をしていきたい。 

それにあたっては，地区市民センターが所管する行政の区域についてもこれまで 

23 の行政区があるが，これからはいくつかの地域づくり協議会を地区市民センター 

が所管するといったことも必要と考え，このようなことも含めて地域づくり協議会と 

行政の関係を検討していきたい。 

 

○会長 

地区社協や民生委員と地域づくり協議会との関わりについての課題であり，問題提 

起でもあるが，地区社協の考え方はどうか。 

 

○委員 

市内 23 行政区のうち，20 地区に地区社協は結成されている。地区社協の考え方に 

ついては，地域福祉の課題を自治会長や民生委員など地域住民が集まり，行政ででき 

ること，社協でできること，地域でできることを考えていただいており，結成されて 

からはかなりの年数になる。 

補助金についても共同募金の財源を中心として地区社協の活動費としている。出し 

方についても地区社協の連絡協議会と連携し，地域協働課とも歩調を合わせて，いか 

に地域の中で有効に使ってもらえるか今後も検討していかなければならない。 

体制については現在，行政区単位でできているため，これについても地区社協連絡 

協議会とも協議をしながら，住民の単位で活動しやすい範囲を考えると，地域づくり 

協議会の範囲が基本のスタイルではないか。 

民生委員の場合は，またブロック単位となるため，大変だと思う。 

 

○会長 

地区社協についてはある意味，存在自体がまち協である。今後の高齢化社会の中で， 

地域包括ケアをどうしていくかという課題もあり，地区社協としては，事務局から話 

のあったように地域づくり協議会の中の福祉部会の活動としても問題がないという 

ことか。 

 

○委員 

そうである。いくつかのの地区については，そのような体制となっている。 

 

○委員 

現在，協議会を来年４月設立に向けて準備をしている。福祉部会の中に，民生児 

童委員からは地区社協をぜひ入れて欲しいという意見があるが，小学校区を範囲とす 

ると，どのようになるのかが難しい。来年４月からは難しいかもしれないが，具体的 

にどのようにしていくか考えはあるか。 
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○委員 

白子地区社協については，旭が丘，白子，寺家，江島地区で分割されるのであれば， 

やはりその単位で地区社協を考えていく必要があるのではないか。今後，地区社協と 

会議を重ねていき，そのような形になっていくのかなと考える。 

 

○委員 

私は，現在，地域づくり協議会の福祉部に入っている。現在，私たちの地区は，隣 

の小学校区といっしょになっており，今度，そこで地域づくり協議会が立ち上がり， 

７自治会が移ると聞いている。民生児童委員は４人いるが，協議会から抜けるといっ 

た弊害が出てくるのではという話や，補助金や委託料もこれからはまとめて交付され 

るといった話もあった。 

現在は，みんな行政区域での協議会の福祉部に入っている。小学校区で取組むのも 

良いが，７自治会が隣の小学校区に移るとなると，来年度以降は少し難しくなってい 

くような気がしている。 

 

○岩崎会長 

地区割りの問題である。 

 

○事務局 

行政区をまたぐ区域である。他の地区も入ってくる。今後小学校区で立ち上げるに 

あたっては，民生委員との関わり，地区民児協の範囲も含めて，今後の課題である。 

 

（３）その他 

①地域づくりに関する規程の整備について 

○会長 

地域づくり協議会や一括交付金そのほか諸々の規程は作っておく必要があるのか 

どうか。この点についても意見をいただきたい。事務局から説明をお願いする。 

 

○事務局 

資料６をご覧いただきたい。現在，地域づくり協議会の根拠として運用している規 

程は，鈴鹿市まちづくり基本条例第 14 条である。 

補助金については，現在は交付金ではなく，補助金のため，「鈴鹿市地域づくり活 

動団体設置事業補助金交付要領」外２つの規程を運用している。 

最終的には平成 31 年度に，鈴鹿市まちづくり基本条例に加えて，「（仮称）鈴鹿市 

地域づくり協議会に関する条例」の中で，住民主体の地域づくり，地域づくり協議会 

と行政との関係，地域づくり協議会が地域の代表であり，公共的な団体として公共の 

一部を担っていただくような位置づけを明記するとともに，一括交付金交付規則の中 

で地域づくり協議会の範囲も明記をしていくことを考えており，現在よりも詳細な部 
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分を定めていくこととしている。「（仮称）鈴鹿市地域づくり協議会に関する条例」に 

ついては，当初平成 30 年４月制定を予定していた。しかし，地域づくり協議会の設 

立については，平成 30 年度末まで時間がかかることを見込まれること，また，先ほ 

ども意見をいただいているが，地域づくり協議会と行政の関係，単位自治会と行政と 

の関係についてもまだまだ詰めていく必要があると感じており，それに対する行政の 

対応についても少し検討に時間を要することから，地域づくり協議会へのこれからの 

支援体制の整備も踏まえて，条例案について平成 30 年度にこの検討会議においても 

お示しをさせていただき，委員の皆さまから意見をいただく中で，まとめて，平成 31 

年４月に制定いたしたいと考えている。 

一括交付金については，平成 30 年４月から交付を考えている部分もあり，これま 

では補助金交付要領であったが，交付金交付規則を定め，交付する協議会の認定要件 

についても明記する。 

平成 31 年度は，その上の条例において地域づくり協議会の位置づけについて明記 

することを考えている。 

 

○会長 

平成 31 年度の最終形でいうと，みなさんの活動してもらう地域づくり協議会の設 

置根拠については，条例において裏付けをさせてもらう。現状の地域づくり協議会の 

ような任意の団体ではなくて，あいまいな言い方ではあるが，準公共的な団体という 

位置づけとなる。 

それに伴い，来年度は交付規則で定めることについても平成 31 年度は条例におい 

て，地域づくり協議会の認定の要件を付与し，交付金を交付するというような書き方 

になるということでよいか。 

 

○事務局 

そうである。 

 

○会長 

細目については交付規則になるが，財政的支援を行うことは条例に盛り込むという 

ことになる。今の行政の考えについて何か意見はあるか。 

 

○委員 

この問題は大きい。平成 31 年度に先送りになったことを私たちが知ったのは今日 

のである。我々は平成 30 年４月に条例が施行されると聞き，これまで活動をしてき 

た。どういうまちづくりをするのかということが条例に入ってくる。 

条例ができて，準備委員会の段階であれば，その条例に向かって準備をしていけば 

よい。 

条例が先ではないか。今各地域で自分たちの考える地域づくりの基本線として，ど 



- 19 - 

 

の団体が入るかとか，行政区か小学校区かという点をきちんと市として条例にした上 

で，準備委員会を作る必要がある。既に協議会として活動しているところについては， 

条例に内容によっては，極端な言い方をすればひっくり返るかもしれない。今，私た 

ちが行っていることがそうではないと否定されたら困ってしまう。 

条例が１年延びたときに，なぜ 30 年度に一括交付金を交付していく必要があるの 

か。それよりはもっと検討して，条例と一緒に交付しても何ら支障はないように思う。 

一括交付金の上にある条例が決まらないうちに，一括交付金だけが制度として走っ 

てしまい，それがかえって条例を合わなくなることも考えられる。地域づくり協議会 

はこうあるべきというものがあって，それに基づいて行政の施策がある。下の施策が 

先にあり，上を作るとこけてしまうのではないか。 

 

○委員 

私も賛成である。方針があってみんながやっていくというのであればよいが，行政 

から作れと言われて，作ったまちづくり協議会であり，マッチしていない。 

 

○会長 

条例にどこまで書き込むかによる。今，皆さんが活動している根拠となるのは，ま 

ちづくり基本条例の第 14 条で「地域づくり組織」というものを作るということが書 

いてある。 

 

○委員 

「地域づくり組織」の中身は何も書かれていない。 

 

○委員 

私たちの地域は条例の前から団体ができている。 

 

○会長 

鈴鹿市の場合は，昔から伝統がある地域もあるし，今，一生懸命検討している地域 

もあり，かなり地域によってタイムラグがあることは私も承知している。その中で， 

基本条例の中に目指すべき方向があって，旧来からある地域はリニューアルをし，新 

たな地域はその方向に向かっていく中で，全部で 29 の協議会が出来て，市の考えと 

しては，それらを最低限の共通な部分を条例で規定していく考えなのかなと思ってい 

る。全く食い違うような話ではなくて，地域課題を解決していくための共助の組織で 

あるといった共通した部分を規定していくように思う。 

 

○委員 

精神論は理解している。具体的な団体ではなくて，どういう機能をもった組織なの 

かということが必要である。例えば青少年育成であるとか，農業関係は入れていくの 
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かどうか，基本的なところは決めてもらいたい。 

 

○会長 

そのとおり。そのようなイメージである。 

 

  ○委員 

一括交付金についてもインフラの部分はどうか。インフラなど土台を造るのは市と 

考える。これを一括交付金化されたら地域ではできない。これについてはまだ指針が 

ない。やはり指針になる条例というのはあってほしい。 

 

○会長 

それはそうである。 

 

○委員 

素案でもいいから提示してもらい，ここで議論できたらと思う。一括交付金につい 

てもその条例がどうなるか分からないのに議論すると言われても困る。理念は分かる 

が方針については分からない。 

私の地区の場合は，市で「地域経営」という「経営」という言葉が使われたため， 

全組織を入れた。 

 

○会長 

それは市も受け止めなければならない。 

今日は何かを決めるということではない。まずはひととおり意見を出してもらい， 

次回は今日の議論の延長線上で進めていく必要がある。地域カルテの説明については 

なくてもよいか。 

 

○事務局 

    はい。 

 

○委員 

最後に資料１の２ページ目，一括化される９項目の補助金のうち，消防施設等整備 

事業補助金であるが，消火栓のボックスと思われるが，これが一括化されるのはどう 

か。大きい自治会と小さい自治会では消火栓の数は全く違う。 

 

○委員 

自治会によっては消火ボックスがないところもある。 

 

○委員 



- 21 - 

 

これについては，今までどおり必要に応じて自治会からの要望により，補助金とし 

て交付するということであれば理解はできる。 

 

○事務局 

これはホースの格納庫のことである。消防課としては，この補助金制度を見直した 

いということが根底にあり，今は各自治会で管理し，自治会の予算に直結するもので 

あるが，今後，地域づくり協議会の中で地域全体のホースの維持管理を考えてもらえ 

るのであれば，この制度は廃止をするので，その原資については一括交付金の中に含 

めていきたいというのが考えである。 

 

○委員 

予算は限られているため，全自治会から上がってきた場合，地域づくり協議会で優 

先度を付けることは考えられる。一括交付金化されることが分からない。 

 

○事務局 

現在，この９つの補助金以外の補助金についても全庁的に見直しする方向で進んで 

いる。約 400 の自治会があり，格納庫ができているところ，できていないところが 

あることから議論があり，昨年度は 11 件補助している。既にこの制度については， 

形骸化や一定の目的が達成されていることも含めて，原課はこの制度を維持していく 

のかどうかという視点をもったときに，補助金の見直しの観点からいうと，個々に補 

助していくというよりもスクラップし，一括交付金化していくことを消防課としては 

考えていただいたと認識している。消防予算として他の事業に使うということではな 

く，もともと地域への補助であったため，一括交付金の中に入れてもらうことを考え 

てもらった。 

 

○委員 

整備している状況が違う。設置するところがもうないところはよいが，私たちは増 

やしている状況である。必要なところには補助すべきと考える。 

 

○会長 

年間 11 件しか補助できないということであれば，何年経っても受けられないこと 

も考えられる。そうであれば，一括交付金を使って一気にやってしまうことも可能に 

はなる。 

 

○委員 

それは地域づくり協議会の中の話になる。これだけの限られた予算であるため，申 

請が上がってこないことも考えられる。 
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○事務局 

最初に，一括交付金予定の９つの事業について，性質が違うものも含まれるためも 

う少し丁寧に説明をすべきであった。 

ほぼ全部の地域に出ていた補助金については，個々に交付していたものを一括化さ 

せてもらったものと，補助金の見直しの中で廃止していく方向のものについて一括交 

付金の中に入れさせてもらったものがある。 

 

○委員 

この消防施設等整備事業補助金については，可能であれば，来年度ではなく平成 31 

年度からにしてもらったほうがよい。予告しないと，来年度の自治会の予算を組んで 

いくときに，補助金がないとなると計画がおかしくなる。地域づくり協議会でその分 

を負担することも苦しい。クレームがくるのではないか。 

 

○委員 

それは，どの補助金にもあてはまるのではないか。 

 

○委員 

そういう意味では，来年度から一括交付金を交付していく必要があるのかという話 

になる。条例に基づいていろいろと議論したほうがよいのではないかということにな 

る。 

 

○会長 

この補助金を見たときには，鈴鹿市には，まだこんな零細な補助金を持っているの 

かと思った。逆に言えば，この補助金がなければ，地区の体育祭はできないのかとも 

思った。 

 

○委員 

自治会費からのお金がほとんどである。補助金は助けにはなる。 

 

○会長 

自治会費がほとんどであるが，零細な補助金が残ってしまっている。 

地域に対しては丁寧な説明は必要であるし，来年度から一括化すると少し課題が残 

るといった意見をいただいた。もう一度改めてこの議論も行いたいと思うが，本日の 

議論はここまでとする。 

 

５その他 

閉会あいさつ 

○地域振興部長 
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閉会にあたり，一言御挨拶申し上げる。本日は，お忙しい中，御出席いただき，ま 

た，夜分遅くまで長時間にわたり，それぞれのお立場で御議論をいただき，御礼を申 

し上げる。また，会長の岩崎先生におかれましては，円滑な議事進行を務めていただ 

き，重ねて御礼を申し上げる。 

本日，委員の皆さまからいただいた意見については，課題はまだまだ多くあるが， 

本市としては，新しい地域のあり方として，これからも検討を重ねて参りたいと考え 

ている。 

委員の皆さまには，引き続き，地域づくりに対し，御理解と御協力を賜りますよう 

お願い申し上げ，簡単ではあるが，閉会の挨拶とさせていただく。本日はありがとう 

ございました。 

 

 

○次回開催予定 平成 29 年 11 月 30 日（木）18 時 30 分から 1201 会議室 


