
第３回小浜市協働のまちづくり市民会議等 会議録 
 
日時：平成２３年９月２９日（木）１３時３０分～ 
場所：庁舎３階防災対策室（市民会議） 
出席者：１９名（委員１５名（４名欠席）・事務局４名） 
 
１．開会 橋本市民協働課長  
（会長）前回から今回の間にアンケートを兼ねた資料が送付されてきたかと思うが、会議の次第に基づ

き、事務局から説明をいただき、その後議論していきたいと思う。それでは、協議事項の（１）私たち

のメインテーマである協働とはいったい何なのかということからはじめたいと思う。それでは、事務局

から説明をお願いする。 
 
２．協議事項 （事務局説明） 
（１）協働とは 別添資料 
   ・「協働」とは 
   ・「協働」が求められる背景と必要性 
   ・「協働」で期待される効果 
（会長）最初の協働とはというところで、将来の夢のところを目標にかえてはどうか。この意見を書い

ていただいた方、また、この意見を受けて何かあったら発言をお願いする。将来の夢はどうか。 
意見、質問 
（Ａ委員）夢と目標というのは微妙な表現であるが、どうしたいかであれば、目標でもいいかと思うが・・・ 
（会長）まだ、夢の方が抽象的であるが、おぼろげな感じであり、ロマンチックな言葉ではある。小浜

市は夢、無限大と言っているので、当面、小浜のキーワードであるのは確かである。 
これについては夢にする。 
（会長）それでは、つぎのふるさととお互いについて、これはＡさんよろしくお願いする。 
（Ａ委員）小浜がふるさとでない人、結婚されたり、就職されたりする人もいる。そのあたりの表現で、

小浜だけであるとおかしいと思うので、何かいい言葉があったらいいなと思い記入した。 
（会長）新しくこられた方とか結婚された方など、小浜をふるさとにしてほしい、愛着をもってほしい

という思いを込めてもあると思うが。 
（Ａ委員）説明しないとわからないと思う。 
（Ｂ委員）心のふるさとのような感じ。 
（Ｃ委員）ふるさとにこだわるのであれば若狭小浜でもいいと思う。心のふるさとも若狭小浜に込めら

れている。 
（Ａ委員）ふるさとという言葉がわかりにくかったので、小浜の前に何か言葉を付けた方がいいかと思

い、若狭と御食国を付けた。 
（Ｃ委員）インターネットで検索すると、小浜だけであるといろいろな小浜が出てくるので、若狭小浜

がキーワードになってくると思う。 
（会長）これは、古くから習慣的に用いられるひとまとまりのことばにしてはどうかという意見も同じ



である。 
（Ｄ委員）若狭小浜であると、観光客に対するアピールの方が強いのでないかと思う。それを考えると、

ふるさと小浜のフレーズがいいのではないかと思う。 
（Ｅ委員）これは、ふるさとの前に書いていないが、わたしたちの住んでいるということが入ってくる。 
（会長）そのことは、このふるさとに込められている、入っている。 
（Ｆ委員）例えば、やわらかい表現などであると「わたしたちの小浜」とかになる。市民が自分たちの

まちという意識を持ってほしいという願いが込められている。 
（会長）この指針自体が、誰に向かってこれを訴えようとしているのか。Ｄ委員が言われたように観光

客向けではない。市民向けに作っていく必要がある。そのような人たち向けにふるさとという原案であ

った。Ｆさんは、「わたしたちの」、Ｅさんは、その前に「わたしたちの住んでいる」と言われた。 
（Ｅ委員）この言葉は、ふるさとに中に入っている意識である。 
（Ｂ委員）それが、わたしたちの心のふるさとであると思う。 
（会長）文章が長いと訴える力が弱くなる。指針の文章は簡潔が大事。短い文章の方が、読む方も聞く

方も入りやすい。説明するのにレポート的な文章よりは、圧縮版がいいと思う。「ふるさと」にするか、

「わたしたちの」というのは、より一般的な言い方な感じが若干する。ふるさとの方は情感に訴えられ

る、情緒的な感じがする。 
（Ｂ委員）ふるさとというのは、ひらがなであるのが良い。大きな意味がある。 
（会長）会長提案としては、原案の「ふるさと」で行きたいが、いかがかものか。 
（委員）異議なし。 
（会長）お互いはどうか。 
（Ａ委員）前が対等な立場なので、この言葉を入れた方がよいかと思う。多分、指針ができた時にこの

文章しか覚えないと思うので、この文章に協働というものが詰まっていた方がいいと思う。 
（会長）お互い知恵や力を出し合いというのは、協働を進めていく上での協力体制の思いであるが、責

任というのは、自覚を持つということで協働を行っていく上で必要なことであると思う。 
対等な立場でということに含まれているともとれるが、責任を共有しということを間にきっちり入れる 
か。 
（Ｇ委員）お互い責任を共有し、知恵や力を出し合いというようにを間に入れてはどうか。 
（会長）それがひとつの方法かと思う。 
（Ｈ委員）対等な立場で責任を共有し、お互い知恵や力を出し合いになると、対等な立場とお互いはい

っしょになると思うが。 
（会長）責任という言葉、概念をこの文章に明記するかということであるが、Ｇ委員は間に入れるべき

であると。 
（Ｇ委員）お互いの次に「責任を共有し」を入れるということ。例えば、何らかの事業をする時に、単

独でやられれば、そこが責任を持つことになるが、みんなが共催するとかお互い協力することになると、

お互い責任の分担ということになる。そういう意味でお互い責任を共有し、を入れた方がいいと思う。 
（会長）あとで共催など協働の方法ということを議論するが、全体にかかわるところで、責任の共有を

ということをどう表現していくか。対等な立場で、お互い責任を共有し、知恵や力を出し合いという感

じか。 



（Ｅ委員）お互いより互いに知恵を出し合う方がいいのでは 
（会長）とりあえず、仮に決定し、あとで議論し、みがきをかけていく。今回は、修正する（案）とし

て、「市民・団体・事業者・行政が対等な立場で、責任を共有し、」を入れたら、言い回しとしては大丈

夫か。 
（Ｃ委員）責任を共有する対等な立場は・・・ 
（会長）事務局の方は何かないか。 
（事務局）この件についても、事務局でも議論をした。意見をいただき、確かに責任の部分は、ここに

明記しておく方がいいかなと思う。また、互いという言葉も大事であり、責任を共有しという部分を、

前に入れるか、お互いの後ろに入れるか、どちらかに入れ込むのがベストであると思う。 
（会長）この文章については、事務局預けということにする。入れるということだけ了解でどうか。 
お互いの「お」はとるということで。 
（委員）異議なし 
（Ｅ委員）出し合い、協力し合いの「合い」が続いているので、修正が必要である。 
（Ｇ委員）出しで止めた方がよい。 
（会長）次のまちづくりは市民一丸でという部分で、次ページの背景と必要性の部分と重なり合ってい

るのではないかということであるが、書いてある内容が重なっているということか。 
（Ｄ委員）そのような感じでとらえたと思う。 
（会長）小浜で協働ということを定義したらこういうことですよということが１ページに書かれている。 
２ページは、なぜ、協働ということをしないといけないのか表現しようとしていることであるが、それ

がどのように重なりあっているのかということの説明をお願いする。 
（Ｄ委員）似たような文章があったと思うが・・・ 
（会長）まちづくりは市民一丸でというところで、地域の課題解決というところをとってしまうと、最

初で議論した３行と同じになってしまう。また、２ページ目のオール小浜体制で地域課題に取り組んで

いきましょうという文章とほとんど同じになってしまう。Ｄ委員は、この重なっている部分をどう処理

したらいいと思うのか。 
（Ｄ委員）あまり同じような言い回しがあっても、どうかと思ったが、指針づくりということはこうい

うものなのかと。 
（会長）それでは、２ページ目のところで、議論するということで、まず、個性や魅力のところでご意

見はどうか。ないようなので、元の原案の個性や魅力でいかせてもらう。 
次に、求められる協働のまちづくりにいくが、行政だけのまちづくりには限界という表現がいいのか、

行政だけのまちづくりは成り立たないという言い方の方がいいのか。Ｆさんはどうか。 
（Ｆ委員）私は、限界というのがいいと思う。 
（会長）限界がありという原案でいかせてもらう。それからとりわけ以下の文書を前にもっていったら

どうかという意見であるが・・・ 
（Ｆ委員）とりわけの以下の文書は、自然、歴史、文化の地域資源を強調していてポイントである。 
（会長）事務局はどう思っているのか。 
（事務局）前段については、一般的なことであり、特に小浜市では、脈々と受け継がれた自然、歴史・

文化、これが小浜の地域資源なのかなと思うが、特にそうした部分をまちづくりに活かして取り組んで



いるということを強調したく、そういう意味で、とりわけという文章になった。 
（Ｆ委員）そういう意味であると、後ろの方がよい。前に出すと、地域資源に限定した文章になってし

まう。 
（会長）そのような方向でいかせてもらう。それでは、さっきも議論があったオール小浜体制であるが、 
この文章は、はじめのこの難局を乗り切るには、のところと、全体の問題であるが 
（Ｄ委員）１ページのまちづくりを市民一丸での文章で、夢を実現していくことが、まちづくりに欠か

せないものになってしまう部分が背景としてとらえられたので、協働とはというところにはそぐわない

のかなと思う。 
（会長）１ページ目の協働とはという定義をものすごくシンプルに圧縮すれば、最初の３行で終わりで

ある。次の２行は、協働でやることが目的ではなくて、まちづくりをやっていく手段のひとつである。 
協働をなぜしないといけないかというところで、２ページ目の必要性の求められる協働のまちづくりに

なってくる。みんなでやらないといけないということが、必要性になるのか。 
（Ｆ委員）最初の１ページが協働とはというタイトルなので、協働とはという言葉の説明で受け取ると、

ここは書きすぎになるが、説明だけであると、味気ない気がする。もう少し、理念が必要になってきて、

協働をこうしていきましょうと語りかけになっている。そうすると、こうしていきましょうというのは

こういう背景で、こういうことが必要なんですよという流れになる。いわゆる説得力のある文章の構成

になる。だから、２回出てきてもいいのではないかと思う。 
（会長）そのあたりもふるさとのところで議論があったように、市民、団体、事業者の方たちにこれを

訴える趣旨である。論文やレポートではないので、辞書で書いてある協働の定義の文章では、市民はあ

まりわからないのではないかと思う。みんなでやりましょうという思いが書かれている方がいいのでは

ないかと思うが。 
２ページも、背景、必要性を述べていて、このオール小浜体制もくくりの文章の構造である。１ページ

は、定義の中で述べているし、２ページは、背景、必要性の中でいっしょにやることを強調してある。 
このような感じであるが、Ｄ委員はどうか。 
（Ｄ委員）いいと思う。 
（会長）事務局はどうか。 
（事務局）たしかに、Ｄ委員にいわれたように重なる部分はあると思うが、定義の部分を補完するよう

な位置づけがあるのかと思うので、まちづくりは市民一丸でという部分は残していただけたらと考えて

いた。 
（会長）その他この難局の部分についてはどうか。 
（Ｅ委員）難局の感じかたであるが、東北であるとわかるが、小浜の難局であるのはどうなのか。 
（Ｉ委員）平たい言い方で地域の課題とかはどうか。 
（会長）課題を乗り切るにはなのか。 
（Ｉ委員）言葉にこだわりすぎると、どういうふうに行動していくかが具体的に見えてこないような気

がする。たしかに言葉は大事であるが、われわれが作る協働のガイドラインがどなたにもご理解いただ

けるようなものにしないといけない。そのために、今議論していると思うが、協働の事例がないので、

協働という言葉が独り歩きしてはならないと思う。 
（会長）部分的なものは、意見がでたので、議論しつつ、全体のなかで伝えたいことも議論していく。



やはり、市民の方がこれを読んで、気持ちが伝わらないといけないと思う。 
（Ｆ委員）この書いてある意見は、そこまで難局ということを言わない方がいいのではないかという意

見ではなくて、難局を乗り切り、ふるさと小浜の地域力を高める提案である。一方で難局というのは言

い過ぎであるのではないかいうことである。 
（会長）そのことについては、Ｅ委員から先程言われた意見であり、この場での意見である。難局とい

う言葉があまりにオーバーであれば、課題や問題点を解決するにはという考え方もある。また、自分た

ち当事者が、小浜市の危機感という思いでいれば、行政も市民も、同じ思いを共有するということも必

要である。 
（Ｃ委員）難局と言われても、危機感が難局であると言われても、ピンとこない。文章だけ読んでいて

も、なにが難局なのかということがわからないとぼやけてしまうような気がする。 
（Ｆ委員）「地域の課題を解決していくには」を前に持っていって、「あり方を考えていくことが必要で

は」はどうか。 
（会長）Ｆ委員の意見は皆さんどうか。 
（Ｆ委員）あと、最後の文章は、ふるさと小浜の地域力を高めいくことが必要ですというのはどうか。 
（会長）この修正案で皆さんよろしいですか。 
（委員）異議なし 
（会長）それでは、３ページ目の地域コミュニティの活性化というところで、あたたかいつながりとい

うのを共同性にしたらどうかという意見であるが皆さんどうか。 
意見がないようなので、あたたかいつながりでいかせてもらう。 
（会長）つながりと活動は同じものと考えてよいかという質問であるが 
（Ｆ委員）あたたかいつながりであると、例えば、道でこけた子供に声をかけることもあたたかいつな

がりになる。それを活動とは言わないと思う。 
（会長）小浜は、地域のつながりなどの風土があり、ベースがある中で、その上でその良さを活かしつ

つ、いろんな活動をしましょうという趣旨であると思う。事務局はどうか。 
（事務局）たしかにつながりと活動は、文章的にもつながらないかと思う。例えば、このつながりを活

かした活動を大切にして、市民の皆さんのそのような動き、活動を大切にして活性化していきたいと考

えている。 
（Ｇ委員）このような風土というのはどうか。 
（会長）つながり、つながりなどの同意語は好ましくないと思う。また、あたらしくこられた人など特

に若い人たちに風土などを押し付けるのもどうかと思う。 
地方都市の伝統的な良さを大事にしつつ、いろいろな新しい目も出てきてほしいと思っている。 
昔ながらのいい伝統、風土というのは素晴らしいことなので、地方文化都市は抑えていかなければなら

ない。小浜らしさのひとつであるので、今後もこのような風土を大切にするアレンジするということで

ここはよろしいか。 
（委員）異議なし 
（会長）それでは４ページ目協働で期待される効果のところで、市民にとって効果のなかの市民主導の

ところで、市民主導より、地域の特性を活かした提案はどうですか。 
地域の特性を活かしたというのもいいと思うが、これを入れていくと大変である。最初のところで、地



域の個性をということを全体的にいっておけば、ここでは、省略してもいいのかなと思う。 
意見がないので、入れない方向でいいか。 
（委員）異議なし 
（会長）それでは、行政にとっての効果であるが、行政の効率化を行財政の効率化にしてはどうかと 
行政の効率化だけでなく、スリム化はどうかという意見があるがそのあたりはどうか。 
（Ａ委員）スリム化は、事務局側は、あまりいいたくない言葉であると思うが・・・ 
（会長）われわれを含め、行政の方も行政改革、行財政改革という言葉をよく使っているが、そのあた

りどういう言い回しが適当なのか。 
（事務局）１回目の会議で、そもそも協働とは何のためにするのかいう議論があったが、一つの効果と

して、行政支出が少なくなる効果は出てくるところもある。行財政を強調しすぎると市民協働というの

が市の下請けをするのかと誤解を招くおそれがある。当然、協働を行っていくと、行政の効率化、スリ

ム化になっていく。あえて財と書くことによって、支出を減らすためにやるという目的でやるのは避け

たいと考えている。 
（会長）結果的には、財政上もメリットが出るところもあるのではないか。 
（事務局）出るところもある。市民協働の範囲が増え、委託や補助にするならプラスになる。 
（会長）行政と財政というのは、概念、専門的には別である。それを両方含めて行政と使っているのか。 
（事務局）始めのころは、行革であったが、今は、行財政改革といっている。 
（会長）市民感覚、庶民感覚、国民の関心事は、行政よりは財政である。 
（事務局）行財政の効率化といったときに財政面だけが表に出ないようにしたい。効果としていいメッ

セージが市民に伝わればいいと思う。協働するのに、行政が市民に押しつけていくことは避けたい。一

般には、行財政の改革で問題でないと思う。 
（会長）行政側の意見を聞いたのでどうか。原案のままでいくか、修正するか。効率化とスリム化は、

行政側としてはどう見ているか。 
（事務局）一番典型的なのは、スリム化としては職員の削減である。効率化というのは、従来やってき

た仕事を短時間でするとか、行政経営の投資効果を図ることであり、効率化、スリム化は意味が違う。 
（会長）スリム化の中で、民主党政権になってから事業の見直しをやったが、このこともスリム化であ

ると思う。５年後１０年後の小浜が協働により事業の効率、スリム化になっているかが期待されること

はわかる。 
（Ｆ委員）私も、財政を入れた方がいいと思う。これは、全体的にみると、始めはサービスを受ける側

の立場、その次はサービスを提供する側のメリットであり、行政にとっての効果で、より細やかな公共

サービスが提供でき、担い手の育成にもなり、行政の効率的になりますよとセットなので、当然財政は

入れてもよいと思う。 
（Ａ委員）スリム化は、ここで議論していくために投げかけた。 
（会長）まとめに入るが、今回スリム化は、入れないということでいいか。行政という言葉で財政をい

れるのか、それとも含めて行政という言葉にするのか、言葉として財という言葉をいれるのかというこ

とであるが・・・それでは、ここでの議論は、行財政の財という言葉をいれさせてもらうということで

決定する。 
（委員）異議なし 



（会長）資料のＮＯ１については、ひととおりやってきたが、全体を通して意見はあるか。 
（Ａ委員）もう１回だけみなさんに聞きたいが、全体的に今回、文章を読み、県外に住んでいる方がこ

れを見られたら、自分たちのふるさとであると思うが、実際は、その方は、協働の事業に参加するわけ

ではない。例えば、Ｆ委員がおっしゃられた「わたしたちの」とかにされると、今、小浜に住んでおら

れる方とか、ここの生まれでない方とか、小浜の出身で他府県に住まわれている方も「わたしたちの」

小浜という感じであると、注目してくれるのが増えるのではないかと思う。ふるさとということに限定

してしまうと、いろいろな言葉のイメージはあるが、東京がふるさとの方もいる。わたしは、そこのと

ころいい言葉がおもいつかなかったので、御食国、若狭にしたが、いろいろなところで、私たち、オー

ル小浜体制とかが入っていて、この体制でいくのならここに住んでいるすべての人がふるさとでないわ

けなので、そこのところはもう１度考えていただきたいと思う。そこが納得していないところである。 
（会長）先ほど議論したとはいえ、この３行は大事のことであるので、もう１度議論する。 
先程は、原案どおりふるさと小浜でいくことにしたが・・・ 
（Ｈ委員）わたしも外からきていて、小浜は長いが、わたしもふるさとと言われたとき、最初、Ａ委員

の言われたように思った。わたしのふるさとはここではないなと。長年住んでいると、ここがふるさと

になっているのかなと。時間とともにそのようなことになっていくのだなと思っている。 
（Ａ委員）最初の５年間をどう思われたか。 
（Ｈ委員）帰りたかった。 
（Ａ委員）そうすると、今そういう方たちもいるということであるし、受け入れなければならない。 
失礼であるが、よそ者って呼ばれる方は、すごくいいアイデアをもっていると思われる。 
（Ｂ委員）この間、小浜から国富に嫁がれた方が放生祭の練習の笛や太鼓が聞こえてくると、夕方無性

に涙が出てくると、自分の気持ちは実家であると。わたしのふるさとは小浜であると。同じ小浜にいて

もそのような例もある。Ａさんが言われたことは大切なのかなと思う。大きく見ると、永年住んでいる

と、そこがふるさとになる。 
（Ａ委員）協働という観点からみれば、Ｆ委員の言われた私たちの方が、最初の新しい協働のテーマと

しては、しっくりくるのではないかと思う。 
（Ｆ委員）協働するためには、自発性が大事であり、お金で人をつなぎとめるわけではないので、自発

的に動くエネルギーで、ふるさとになると、原体験、原風景とか、感じたとかそのようなことにウエー

トが行くが、わたしたちのと言うと、いろいろな立場は違うけど、このまちはおれたちの町である、 
よくしていかないといけないという積極的なイメージになってくる。それは、どっちに重きをおくのか

ということであるが、逆にいうと、ふるさとという言葉をネガティブにとらえて少し排他的にここに生

まれ育った人だけでやりたいというふうにとられてしまう恐れがある。逆にわたしたちのであると、元

気な人だけでやるというふうな思いになるかもしれない。一長一短はある。どっちがしっくりいくのか

と。いろいろな立場の人がこのまちなかにおられるので、その辺の立場をふまえて考えていかないとい

けないと思う。 
（会長）いまの議論は深くて重たい感じがするので、無視はできない。みなさん意見をいって整理しな

ければならない。 
（Ｇ委員）お寺の仕事をしているが、小浜からよそに出ているかたは、ふるさとは小浜であるが、その

人たちが亡くなっていって、その子供たちが生まれたところは小浜ではなく、お墓も向こうに持ってい



く方が増えてきた。逆になっていて、親のふるさとは小浜であるが、子どもは自分の生まれ育ったとこ

ろがふるさとになってしまった。 
（会長）日本語の特にひらがなのふるさとのもっているよくもわるくも重たさは、素晴らしいことでは

あるが、協働のまちづくりを展開していく中でどちらがいいのか、この３行が大事である。自発的に自

分たちでやろうとすることをエネルギーとすることをこれからしかけていこうという話である。 
（Ｃ委員）ふるさとというのは第２第３のふるさとがある人もいる。実際、小浜だけに限らず、日本の

ふるさとをイメージすると、小浜で住んでいたところなどイメージができる。ふるさとを定義するとき

に小浜が浮かぶそういう目標的な面でもふるさとがいいのではないかと。 
（会長）結果としてふるさとになっていくという話であると思うが、現状の小浜を表現している。今あ

る小浜をよくしていこうとする文脈である。小浜がふるさとという人は当たり前ではあるが、１０年２

０年小浜にいる人はふるさとになるかもしれないが、すぐ小浜のために自発的になにか協働をやろうと

いうエネルギーをもってもらうにはどうかという問題提起があったので、それであるなら、素直にわた

したち、小浜はわたしたちのものであると、来られた方 何かやろうというエネルギーを喚起するとい

う呼びかけでいえば、わたしたちの方がいいのではないかと思う。 
（Ｊ委員）わたしたちは、地元で生まれて、住んで、育っている。自分たちの住んでいるところをふる

さとと思っている。来られた方も、出て行った方も、どなたでも、全員が、おっしゃたようにわたした

ちのふるさとにおきかえただけであると思っている。 
（会長）そのように理解している人はなにも問題はない。ところが、そうでない人もいるということも

理解してすべての市民を想定して考えていかないといけない。新しい市民のエネルギーを取りこんでい

こうと思えば、ふるさとと書いてあってもなんら問題がない人以外の人たちを刺激するベクトルを出す

べきである。 
（Ｊ委員）そうすると、わたしたちの方が入っていきやすいし、みなさんにわかりやすいのでないかと

思う。ふるさとは、わたしたちには入りやすかったので、そうかと思ったが・・・ 
（Ｆ委員）田舎なので生まれ育った人が多いので、そのような人はいいが、なにか事業をやるときにお

前のふるさとなのでやろうというのは説得力があるが、そこがふるさとでないと、ふるさとでないので

やらないという人も出てくる。それを全部カバーしようと思うと、わたしたちの小浜なので頑張ろうと

いうことになる。 
（Ｊ委員）郷土誌を作ったときに、わしは遠敷を知らんのやという言い方もあった。そういうことをト

ータルに考えると、わたしたちの方が説得力はある。 
（Ｆ委員）より新しいものを作っていくイメージがあるかと。 
（会長）もちろん生まれ育った人は多いというけれど、結婚を機にこられたとか、企業であると異動が 
あり数年単位で変わっていくかたには、ふるさとよりは、わたしたちの方がいいし、たった数年間であ

っても、小浜に関係しているのだから、自分たちの小浜の意識が芽生えるべきであると。学生さんはど

うか。 
（奈須委員）学生は３年、５年、７年という方がいるが、ふるさと小浜という成句がどこまで浸透して

いるのか。さっき事務局の方がいわれたように港町敦賀とか。一般の方にどれだけ知れ渡っているのか

と。自分自身でいうと自分のふるさとでもないし、でも、若い人は、ふるさとのイメージは、実家（ふ

るさと）より今住んでいるところの方が居心地がいいので、ふるさとのイメージはないのかと。 



（Ｋ委員）ふるさとという代替えとして愛する小浜というのはどうか。アイラブ小浜というのは、いろ

いろな年代に浸透してきている。 
（Ｆ委員）例えば、地域コミュニティのことだけを考えると、コミュニティがあまり良くないところは、

新興住宅であったりするわけで、そういう人たちに語りかけようとすると、ふるさとはなんやという話

になるのではないか。 
（Ａ委員）愛するは踏み込みすぎなのかと。 
（Ｉ委員）あまり言葉にこだわると、意味がわからなくなる。わたしは文章のなかに表す言葉としては、

ふるさとという言葉はやわらかい言い方で、ガイドラインでつくる言葉としてはご理解して頂けると思

う。 
（会長）言葉は非常に大事である。例えば、こちら側が意図していることは、なかなか相手に伝わらな

いことが多い。読んで理解をする。読んだ時にどう理解してもらうか。われわれが伝えたい意図と結び

付くような一番適切な文章を作ろうと努力をしている。この３行は大事なので、慎重に議論をしてもい

いと思う。こちら側の意図としてふるさとの中に、わたしたちのという意味も含まれているが、しかし、

受け止める側は、必ずともそうは受け取らない可能性はある。 
このまちに関わっているということを明確にいうのであれば、わたしたちのいうあたりがベターなのか

と思う。 
（Ｂ委員）わたしたちはひらがなか。 
（会長）ひらがなでいく。夢に向かって、わたしたちの小浜をよくする・・・ 
（Ｂ委員）わたしたちのふるさと小浜はどうか。 
（会長）議論がもどってしまう。ここは、ふるさとかわたしたちのどちらかを選ぶ必要がある。 
（Ｅ委員）小浜がどういうまちであるかをイメージしてもらうために、海のある若狭小浜、御食国若狭

小浜などの形で観光を含めてＰＲしてきた。今度は、ふるさと小浜であると新語になる。ふるさととす

ると、田舎っぽい、まほろば的な風景が浮かぶ。そうなると、ここで、まったく新しい言葉を作ってい

く。ちがうイメージをもたれるのはどうかと思うので、わたしたちの方はよいと思う。 
（会長）Ｅ委員もわたしたちの小浜でいいと 
（Ｅ委員）そういうイメージをもたれるとすればわたしたちの小浜の方がいいと思う。 
（会長）あえてこういうカラーの小浜は付けない方がいいと思う。それぞれが小浜と関わるということ

でいいのではないか。今回は、最終の判断としてわたしたちの小浜でいってはどうか。 
それでは、わたしたちの小浜でいかせてもらう。よろしいか。 
（委員）異議なし 
 
５分休憩 
 
（会長）それでは、（２）の小浜市協働の基本指針（ガイドライン）構成（案）のところに移らせてもら

う。事務局から説明をお願いする。 
（事務局）説明 
（会長）この意見の方発言をお願いする。 
（Ｄ委員）第２章の２に協働の実現に向けての課題という項目があったので、課題だけでなく、もうひ



とつ課題の解決のためにどういう組織を作ったり、報告会とかしたり、解決策が書いてあればいいかと。 
（会長）まちづくりは、問題点がみつかったら、どういってそれを直せばいいのかまでいかないと、完

結しない。これについて事務局はどう処理されるか。 
（事務局）Ｄ委員の言われることはもっともなことであり、事務局としては、第４章の協働の推進方策

と指針の実行性を高めるための取り組みのところで、解決策等の取り組みを記載させていただきたいと

考えている。 
（会長）ご指摘あったが、意見があったことは、第４章で協議していくことでよろしいか。 
（Ｄ委員）異議なし 
（会長）中身の議論は、全部出来あがったものではないので、詰め切れないところがある。今の段階の

目次案なので今日は、これぐらいの議論としたい。 
次に（３）協働の方法・協働の原則を事務局から説明をお願いする。 
（事務局）説明 
（会長）さきほど、仮の目次案というかこの指針の構成案を示させていただいた。これをどういう順番

で議論していくのが論理的でいいのかというのはあるが、手探りでやっている状況。前後することも出

てくるだろうし、この話はさきにやっておけばよかったのにという事も出てくる。一番はじめに議論し

て協働とはという哲学的な話から今度は協働の具体的な方法の話にいくので、この間のつながりがある

はずではないかと議論もあるかもしれないが、これを１度やりながら、他のことも、今日、次回とやっ

ていくことになるかと思う。 
ここでは、協働は、行政（小浜市役所）と民間（市民）とが協働する場面のことを想定してやっている。 
場合によっては、市民同士の協働はありうるかもしれないが、行政と市民との協働として捉える。 
順番に協働の方法を並べながら、みなさんの方でお気づきの点があれば聞いていきたいと思っている。 
まず、事業委託では、これは行政側として委託をするわけなので、委託契約を交わしてやっていくわけ

であるが、何かあるか。 
それでは、２番の共催はどうか。特になさそうなので、３番の補助はどうか。ここは、お金が動くので、

いかがか。 
（Ｆ委員）事業委託と補助は、いずれもパートナーを選ぶということであるが、そこのところのルール

づくりはいいのか。事業委託になってくると入札になってくる。プロポーザルになってきたりもする。

そのあたりのルールづくりが全体のところの別のところで、ルール化されるならいいかと思うがどうな

のか。 
（会長）事務局はどう思っているか。 
（事務局）協働の進め方のところで相手方とのやり方というのが一般論で入ってくる。委託になるのか

実行委員会になるのかは別にして、どういう相手を選んでいくか第３章の５節で入ってくる。 
（Ｆ委員）あえて、こちらでいれなくても、第３章で入ってくるということ。 
（会長）それでは、実行委員会等をいうところはどうですか。 
（Ｉ委員）５番の事業協力の中で、一定期間という文言があるが、事業の内容によるが、どのくらいの

期間を言われるのか。日頃私たちが事業を取り組んでいる中、期間については気になるところである。 
（Ｆ委員）これだけでは、例えばどのようなことかイメージできない。 
（事務局）例えば小浜市の場合であると、みんなで減らそう鳥獣害モデル事業を農林水産課でやってい



るが、鳥獣害の専門家、それと集落リーダー、さらに小浜市の職員が連携して地域の実情を把握した上

でそれぞれの地域に応じた鳥獣害対策に取り組むという事業であり、このような事業を事業協力と考え

ている。 
（会長）総合プロジェクト方式のような感じであり、実行委員会方式でもなさそうである。事業委託で

もないし、補助でもない。方法のひとつとして事業協力をたてておいた方がいいのかなというのが事務

局提案である。あと、一定期間というのは、事務局として目的が達成される期間のことである。 
協定書を締結して、その中で期間をうたっていければと思っている。 
（会長）イベントがあるが、これは４でも５でもいける。 
（事務局）実行委員会方式をとるなら４になるし、とらないのなら５ということである。市の事業、地

域の事業のなかで、連携をしていくのが５番である。 
（会長）政策提言・企画立案はどうか。 
（Ｉ委員）この場合、提言したいという場合は、どの課へ行ってどういう説明をしたらいいかわからな

い。いつも市役所にいくと迷ってしまう。窓口を明確にしていただくとありがたい。 
（会長）実務的な処理で今後の検討課題である。 
（事務局）統一的な窓口を作り、そこから中身を絞り、各課に振り分ける。また、はじめから担当課で

説明をする。二通りがある。またがっていると、統一的な窓口を作っておいた方がいいが、たらい回し

になってしまう。後者は、複数にまたがる場合は、その場でお答えができない。実務的にどうすればい

いのかは検討していく。 
（会長）７番の後援については これはいまではよくやっていることであるが、協働の方法であるなら

あげておくべきである。 
それでは、８番の情報共有について、これももう一つピンとこないが。 
（Ｈ委員）行政では把握できない地域の実情や課題を把握することが可能であるとともに、市民活動団

体等の活動の幅が広がるというのは、行政側の立場である。市民活動団体が、あとで知るより、さきに

こういうふうにしたいと思ったときに、どのような団体があるのか行政側に教えてほしいというのが一

つである。多くの情報をいただきたいし、こちら側の情報を行政側に伝えていきたいと考えている。 
（事務局）貴重なご意見をいただき、ごもっともな意見である。出来たら情報共有の部分ではなく、第

４章の中の推進方策の中で、うたわせていただきたいと考えている。 
（事務局）情報の共有ではなく、情報の提供、情報の交換の方が、双方向の情報のやりとりになるよう

にも思うので、ここでも取り上げてもいいかもしれない。 
（Ｂ委員）これらの情報については、市の広報で掲載されているのか。 
（事務局）広報誌は紙面が限られているし、月１回になっている。ホームページの方が情報が多く出せ

る。市民活動団体として絞ることができるなら、そこへ直接情報を流すことは可能であると考えられる。

ただ、すべての人が対象となると、ホームページ等になってくるのかなと思う。 
（Ｆ委員）何かをやる時にあそこといっしょにやろうということを行政の方で考えていただけるとあり

がたい。似たような人が結構いると思う。また、市民活動団体側としても、同じようなことをしている

同士で集まりたいというニーズもかなりある。事業はもちろんであるが、活動の悩みとかを共有したい

というのもものすごくあるので、そういう意味で情報の共有は入れてほしい。協働をはじめると、サー

ビスが細かくなっていく、多種多様なサービスが提供できるようになっていく。サービスを受ける側の



市民にどのように広報するかが重要になってくる。 
（事務局）５次総合計画の中で、協働というのがキーワードとなっているが、協働の事例をなんらかの

形でＰＲをしないといけない。ＰＲすることにより、協働の理念というのが全市的に広がるのではない

か。よりよい方法が出てくる可能性もある。こういう事例を含めてＰＲをしていかなければならない。 
（会長）今ある話は、水際というか動いている窓口レベルの対応の情報の扱いがかなり大事であるとい

うこと。協働に関わる市民団体同士が情報交換をする支援を行政が配慮してやっていくことも大事であ

る。そのあたりが、ここの表現では物足りないというのは感じる。ここで表現できることを検討しても

らう。しかし、棲み分けて第４章で表現していくならそこでもいいと思う。 
（事務局）方法のところで、情報を共有する。そして同じ思いの市民活動団体同士の情報交換を行政が

支援する言い方もあるのかなと思う。 
（Ｉ委員）情報というのはいろいろあり、いろいろな課が持っている情報を、まとめてもらうのが、前

向きな考え方であると思う。情報がありすぎるので、これだけでは、情報の共有は難しいと思う。 
（会長）それぞれが持っている情報が孤立しないようにという思いがある。それをどう活性化させるか

は方法論で表現していかないといけない。情報というのは無限大なので、この枠でどう表現できるか。

もう１度ここは工夫するのと、推進方策のところで考えてもらうということでお願いする。 
あと３ページ物的支援はどうですか。 
（Ｆ委員）全体の順番はどうか。市民団体が何かをやることによって補助金をあげます、後援してあげ

ますなどいろいろな支援がある。意見を聞くのと事業を応援するものをある程度固めておいた方がいい

のではないか。前後しているので入れ替えておいた方がいいと思う。 
（会長）事務局の方で整理をお願いする。協働の方法を一通りご覧いただいたということで、次に協働

の原則について協議する。 
（事務局）説明 
（会長）順番は整理する必要がある。協働の趣旨や性格を確認する要素と自立性の確認があって、事業

を行っていく上での公開とか評価になってくるかと思う。 
構成や並べ方や順番の整理、また、大事な考え方が抜けているなどご指摘があるなら意見をお願いする。 
どこでも共通性を帯びている内容でもあるが、協働をしていく上で、パートナーを選ぶときに、このよ

うな基本やルールがないといけないし、このルールに基づいて行っていかなければならない。 
（Ｆ委員）順番だけかなと思う。目的をはっきりさせる。評価をしっかりするということが大事である。

そのあと公開する。この流れがセットで、あと、対等し、相互理解もするけど自主自立をするというセ

ットがいいと思う。協働をしていく上で一番重要なのは、対等かなと思う。 
あと、情報の公開は場合によっては個人情報が入ってくるので、すべて公開するというのは、避けた方

がいいのではないかと思う。 
（会長）順番はここできめるのは難しいので、意見だけ聞かせていただいて、会長、副会長、事務局で

調整させていただく。 
原則なので、抽象的な概念である。私も、ＮＰＯを立ち上げて事業に取り組んだことはあるが、対等の

原則というのはかなりむずかしい。実際の現場は大変である。しかし、これをたてて理想形を目指して、 
努力するというのが協働のまちづくりの原則である。ガイドラインを示す以上は、しっかり示さないと

いけない。こちら側の意図も大事であるが、読み手側にも意図が入っていくように相手の立場を考えて



こちらの伝えたいことを表現する。 
今日はこのあたりで議論を終えたいが、全体を通してなにか意見はあるか。なければ、今後の展開、ス

ケジュールを決めておきたいと思う。 
（Ｉ委員）来月は具体的な事例が出てくるのか。 
（会長）協働の方法の事例について事務局で入れていただく。 
（事務局）４回目は出来れば骨子の部分に入らせていただきたいと思う。 
（会長）骨子のイメージはどのようなものか。 
（事務局）構成案のところで、協議が残っているのは、協働の担い手、協働の範囲、協働の進め方、協

働の推進方策であり、次回提示させていただき、あと、いままで協議したことを修正し、全体の骨子を

提示したいと考えている。 
（会長）大筋見えるものを出していくということである。これが終われば、年末年始に向けて、作文を

し、原案というものを作っていくという感じである。 
（Ｆ委員）事例は、資料として送っていただくとありがたい。わからなかったら、次回委員会の冒頭で

説明をするかんじでお願いする。 
（Ｉ委員）これから活動をしていく上で、ステップアップしていかないといけないので、事例はお願い

する。 
（会長）第４回は、１１月１０日でお願いする。また、直前に資料を送付するので、あらかじめ見てい

てもらう。あと、意見があったように、ワークショップも出来たらしていきたい。この場合、ある程度

原案の調整のときに、３グループに分かれ、ザックバランに語りあってもらう機会をつくる必要がある。 
いずれ、１２月の会議のときにやりたいと思う。 
一応、今日の会議はこの辺りで終了する。                     １６時終了 
 
（日程の調整） 
第４回目 １１月１０日（木）１３時３０分~１５時３０分に確認 
第５回目 １２月２２日（木）１３時３０分~１５時３０分に決定 
 
（第２回目の会議録について） 
意見がないので、来週初めにホームページにアップする。 


