
第７回小浜市協働のまちづくり市民会議 会議録 
 
日時：平成２４年３月１３日（火）１３時３０分～１５時４０分 
場所：庁舎３階防災対策室 
出席者：１７名（委員１３名（６名欠席）・事務局４名） 
 
１．開会 市民協働課長  
（会長）昨年７月からスタートして寒い時季まで行ってきた。ふつうは、冬来たりなば春遠からじで、

そろそろ春になるはずであるが、まだ寒い日が続いている。いうまでもなく、春を待ち望んでいるのは

東北の方々であり、気候だけでなく、せつない思いをしておられる。私たち自身もいろいろとやりくり、

辛抱すれば、景気がよくなるなどいいことがあるような思いで来ていたが、根本から変わらざるを得な

い状況になっているのが昨今の皆さんの感覚でなかろうかと思う。変わる、変えていく、変わらざるを

得ない中で協働もその一つでいいテーマなのかなと思う。 
今回、とりあえずいい区切りができ、いい指針（案）が市長に届けられればいいかと思う。 
最後なので、２時間集中していきたい。よろしくお願いする。 
２．協議事項  
  （１）「小浜市協働のまちづくり基本指針（素案）」パブリックコメントに対する考え方について 

（事務局説明） 
（会長）行政の政策、施策を決定するときに広く市民、地域社会から意見を求めるパブリックコメント

というような方式がとられる。この原案をオープンにして意見をいただいて、その意見に答えていき案

として固めていく。まず、その結果を事務局から報告してもらい、それから議論し、（２）の基本指針（案）

に生かしていきたい。 
それでは、パブリックコメントの状況、内容、それに対してどのように回答するか事務局から説明をお

願いする。 
（事務局）このパブリックコメント２月１０日から２月２９日の２０日間実施した。２名で２２件のご

意見をいただいた。人数は決して多くはなかったが、件数としては２２件いただいたので、結構多かっ

たのではないかと思う。意見の内容は、真摯な意見が多くて、パブリックコメントとしての一定の成果

があったのではないかと考えている。事務局としては大変有難かったと思っている。ここでは、２２件

のうち、基本指針に関する１５件の意見に対する考え方のみ説明をさせていただく。 
（事務局）意見の概要、意見に対する考え方を説明 
（会長）７ページ以降は、直接関わらないということなので、省略させていただくが、意見として見て

いただくということで事務局は資料をつけた。それでは、皆さんと確認作業に入らせていただく。 
番号１はよろしいか。これは指針に限らず行政の計画書等は、国、県を含めてカタカナは多いというこ

とであるが、ご批判はあるが今回はわかりやすい文書になっているということでよろしいか。 
番号２は、体制づくりであるが、今後、誰がどのようにやっていくのかということは必要である。この

ようなことをきっちり書いてほしいということであるが、わたしたちが整理したことは、体制づくりと

いうよりは推進方策という形で表現している。これは、体制づくりをカバーしており、膨らみをもった

形で整理している。 



（Ａ委員）２番もそうであるが、１０番１１番なんかは鋭い意見である。わたしも新しい公共をやって

いて、従来の委託業務と協働との違いというのがすごく難しいと感じている。これは、まずやってみな

いとわからないなと。やりながら試行錯誤しながらやっていこうと思っている。委託と協働のことにつ

いて述べられているので鋭い指摘であるなと思った。 
（会長）パブコメは、ここの議論では収まらない角度からスパッと切り込んでこられるところに意義が

あると思う。先ほど、Ａ委員がおっしゃったことは、わたしたちが整理するほど実際はうまく収まって

いかないものである。アドバイザーである仲野先生の草津でもやり始めてから１０年経っているが、 
なかなかうまくいかないこともありもがいておられる。 
総合計画自体が行政だけがまちづくりをやっていきましょうという時代ではないので、これからは協働

しましょうというのがうたわれている。しかし、総合計画におけるその説明書き部分は１ページのみで

あり、これでは実際のアクションは起こせないので指針＝ガイドラインがいるというステップで策定し

ている。７回会議をしたが今回の指針がオールマイティで具体的な問題の全てを解決するという道具に

は達しない。ガイドラインにも限界がある。実際、指針に基づいてやりながら答えを探していくという

ことをやらないといけない。 
３番は、人材と交流の話が出ている。これについてはよろしいか。 
４番についてはどうか。 
（Ａ委員）これは書かれているとおりである。 
（会長）これを機会に理解を深めていただき、市民にわかりやすいセンターづくりをやっていただくこ

とでよろしくお願いする。５番についてはどうか。本当の実態について、わたしは小浜に暮らしていな

いのでどうかわからないが・・・ 
（Ａ委員）たしかにそのとおりであるが、他の市町に比べれば小浜市は交流がある方である。私たちと

社協の人もいっしょにイベントをやったりもするし、他の市町であると公民館などは、NPOは敷居が高
いと言われるが、それに比べると小浜は、まだ連携をとってやっていると思っている。これから、例え

ば、市民協働課が社協とボランティアセンターの連携をこれからとるというような気概を持ってもらえ

たらと思う。市民協働課に求められているのはそのような部分であり、いろいろなところに横串しをさ

してもらうことかと思う。 
（会長）市民協働課という名前を出さなくても、推進方策のところにも庁内の連携をとり、コーディネ

ートしていく体制を整備していくということが書かれている。 
（事務局）今回、回答を書かせていただき、推進方策のところで、登録された団体が一堂に会す意見交

換できる場が必要であると考えている。この部分で対応していきたい。 
（Ｂ委員）登録団体は、それぞれが重複というのはないのか。 
（事務局）重複団体はいくつかある。未登録の団体を含め、市民活動団体を調査し、このような人たち

にも集まっていただける機会を設けたいと考えている。 
（会長）６番については、もう少し使えるようにいうことであるが、今の体制で利用率を上げる取組み

などを行うということであるが・・・ 
（Ｃ委員）行政全体の施設のことを言っているのか。 
（事務局）これは、中央公民館にあるボランティアセンターのことを指している。 
（Ａ委員）これは、中央公民館にあるボランティアセンターだけの意見だけでないような感じはする。



他の施設も夜間、休日も活用してはどうかという意見だと思うが・・・ 
例えば、文化会館なども有料であるが無料でできないかということもとれなくもない。ふれあいセンタ

ーや交流ターミナルセンターや働く婦人の家などの施設もある。 
（会長）パブリックコメントは、そのようなことが一番難しい。ヒアリングなど出来たらいいがこの制

度ではできないので、読みとらないといけない。適切により深く読みとるということでいけば、ボラン

ティアセンターのことを触れていくのはいい。あと議論があった他の場所については、もうひと工夫で

きる表現にしてはどうかと思う。後ろの３行についてもセンターの利用に限られているので、他の施設

を含めて、市民活動団体が有効に利用しやすい環境づくりについて検討しますという回答になるのかと

思う。 
（事務局）これは、もともとは５番と６番はつながっている文書であり、便宜上分けさせてもらった。 
そのため、１文だけ読むと、他の施設のことにも言及している文書になっているように感じられる。 
つなげても、どちらともとれそうなので、内容については検討させてもらう。 
（会長）広い意味で対応する回答をお願いする。 
（事務局）関係部課とも調整したい。 
（会長）市としての回答なので、事務局の方で連携して対応してほしい。それでは７番についてこれは

行政だけがやることではないということでよろしいか。 
（事務局）それぞれが行うということである。 
（会長）８番はどうですか。 
（Ａ委員）これは機動性が求められるということで災害が起こったとき東北がそうであったように状況

がどんどん変わっていく。とにかく助けなければいけない状況から個別のケアが必要になってくる段階、

今は自分たちで立ち直ろうとしていることをサポートする段階とボランティアの役割が変わっていって

いるが、そのあたり行政がついていけない部分である。やはり柔軟に動けるのはボランティア団体なの

で、直後よりその後のことを書いたらいいのではないかと思う。ケアの部分とか地域コミュニティの再

生のサポート部分などボランティアが動ける部分を例として挙げておいてほしい。 
（会長）機動性、柔軟性が必要であるということであり、同感である。災害後は刻々と状況が変わる。

行政ではどうしても回りきれないことがある。臨機応変にやっていくことが災害ボランティアのいいと

ころである。 
（Ａ委員）避難物資の配布を行政にまかすと一歩も動かないことになる。このときに力を発揮できるの

が災害ボランティアである。避難所から仮設住宅に移ったあとのケアなども行政よりＮＰＯの方がいい

仕事ができる。 
（会長）配布などの中にいろいろなことがあると思うが・・・後方支援的な被災者支援の言い回しはど

うか。 
（事務局）「災害時における避難所の運営や避難物資の配布などの災害時ならびにその後の生活における

後方支援的な被災者支援ほか」に修正させてもらう。 
（Ｂ委員）３．１１のような大規模災害であると誰が指揮するのかが疑問である。系統立てて組織をつ

くらないとスムーズにいかないのではと思う。 
（会長）調整役というか現場のコーディネーターが必要である。文言を追加すると、災害時ならびにそ

の後の生活における後方支援ということになる。事務局整理をお願いする。 



９番については、具体的な事例の書きっぷりであるが、この文書は担当の課と調整した文書だと思う

が・・・ 
（Ａ委員）やっぱり気になるのが事業を委託するになっている。事業委託が方法なのか疑問。事業委託

でだけではなくて、活動しやすいように支援することが大事である。例えばその団体を育成していくた

めに環境を整えるとか、人材の育成をするとかいろいろ考えられる。事業を委託するというひとつに絞

ってしまうより、事業委託等の支援を行うとか、ちょっと幅を持たせてはどうかと思う。 
（会長）事業委託等を行うという文言はどうかということであるが、平時から活動しやすい支援という

のはなかなか難しい。 
（Ａ委員）ケースバイケースであると思う。旭座のことも記されているが、例えば旭座を指定管理に出

した時に、そこを市の指定の文化財にすることにより付加価値を高めることもできるので、ただ単に委

託事業を行うというのは、手段の一つであるので少し幅を持たせてはどうかと思う。 
（事務局）今ご指摘いただいた委託等の支援をするという表現を加えてはどうかというご意見であるが、

本文の２７ページは、今ある事業の内容を説明する文書であるので、現在はきめ細かなサービスが出来

るようにＮＰＯに委託している状況である。また、ここで利用料金を説明し、誤解を招いているので削

除する。今後、協働を進めていく段階においては委託だけでなく、ご意見をいただいた取組みも行って

いく必要があると思う。 
（会長）それでは１０番はどうか。 
（Ｄ委員）順番に問題があるのではないかと思う。まず事業委託が前に来ていたら、誰でもそこに目が

行くから、それがメインなのかという取られ方もある。例えば補助とか共催などが前にあればイメージ

がかわるのではないかと思う。 
（会長）心理的なものはあるかもしれないが、順番で中身の本質的な部分は変わってくることはないか

と思う。協働のイベント等は１年間そのときだけの取組みになってしまうが、平常時というのは、一定

の長い期間のことを言っている。１年間の事業を積み上げながらやっていくと良好な関係が結ばれてい

くと思う。わたしもＮＰＯの経験もあり、うまくいかないこともあった。 
（Ａ委員）はじめの文章は協働の方法ではなく、心構えのことをいっているのかなと思う。気持ちの上

で対等なパートナーであるということ。対価を支払うのでなく、心構えであるなら、まさに基本指針の

内容である。答えとしては、協働とは定義でいいのではないかと思う。 
（会長）心構えをわかってもらえればいいのかと思う。１１番はどうか 
（Ａ委員）基本指針でそこまで踏み込む必要はないのではと思うが・・・ 
あえて基本指針なのでそのような数値目標は上げないというような答えの方がいいのではないか。 
数値目標はアンケートなどを取るなど比較して出来なくはないと思うが、そのような細かいことまでは

いかがなものかと思う。方向付けをするのが基本指針である。 
（会長）総合計画は、大変エネルギーを使い、全市民的に使用している。序章のところで地域力を結集

した協働のまちづくりを進めるということを言っているが１ページしかない。これでは動かないので、

ガイドラインが必要になった。次のステップの方向付けである。そこから数値目標に限らず、具体的な

アクションというのはガイドライン以降の話である。基本指針は、総合計画を受け、今後進めていく方

向付けをするということであって、年度ごとの数値目標の設定でない。随時必要なものを今後検証して

いくというようなことでいいかと思う。その中で市民の気概を検討していくということにしておいては



どうか。 
１２番については、鳥取県のまちのことを挙げている。この意見はすごいことであると思うが、これは

行政とか議会のあり方とか地方自治の根幹にかかる大テーマになるので、協働のまちづくりのガイドラ

インの中では、簡単に処理できる問題ではない。よく研究をして先進地の事例などを勉強して、今後、

取り組んでいかなければならない問題である。 
１３番は、これは今でもやっていっているので、今後も継続してやっていくということでよろしいか。 
１４番は、これはいいことを書いていただいている。コミュニケーションもコラボレーションも協働で

は重要なことである。 
１５番は、協働の必要性をもう少し考えてくださいということである。市民のまちづくりへの関心が年々

高まっているのもひとつであるということであるが・・・ 
それでは、意見がないようなので、パブリックコメントの意見等については終了するが、なかなか鋭い

指摘があり、この指摘、意見を今回確認、議論した。これからまちづくりで行政が何か指針を出したら、

パブリックコメントというのをどんどん使っていくべきであると思う。やる前にオープンにしていく。

この会議は、７回集まったが限界がある。まちづくりは学習であるので行政から出た計画を読んでいた

だき、パブリックコメントを委員の方もこれから活用をお願いする。それでは、５分休憩する。 
 
（会長）次に、基本指針の変更点について事務局から説明をお願いする。 
（２）「小浜市協働のまちづくり基本指針」（案）について 

（事務局説明） 
（会長）修正点だけ説明していただいた。確認をしていく。２ページの（３）行政だけのまちづくりに

は限界があるだけでなく、市民のまちづくりに対する関心も高まっているのは、小浜だけでなく、全国

的に各地でも確認できている。小浜も例外ではない。 
１５ページは、地縁団体と各種団体というのは、意識的に区別して使っていない。総合的に見ると区

長会や行政区などは地縁団体であると思う。各種団体のところでは、体育協会、文化協会、観光協会は

特定目的としてはっきりすると思う。他の団体については、ある程度事務局側で処理をした。 
２４ページの立体図は、もともとはグループ討議で A 委員が総括してくれたのがスタートである。小
浜の特色として各地域コミュニティが非常にまちづくりにおける実績を積んできている。協働のまちづ

くりにおいてもここが中心になる。そのことを表現しつつ、市民活動団体も育ちつつあり、今後も出て

くる団体をからめながら、関係させながらやっていきましょうという図である。 
２６ページは、災害のところであるが、先ほど意見があったように、その後の生活における後方支援

を加えていく。 
２８ページについては、取組みの事例をわかりやすく書き換えたものである。先ほど確認したもので

ある。 
（会長）それでは、全体を通して何か質問はあるか。 
（Ｅ委員）パブリックコメントの意見を聞いて、一人も協働は別にしていかなくてもいいという意見は

少ないと思う。間違いなくこのような内容で協働のまちづくりが進んでいくと思う。この意見の中で、

市民活動団体やボランティアセンターのことが出てきており、ボランティアに精通している人が意見を

言っているのがうかがえる。 



私たちが単純に思うのは、協働を行う上で PTAや体協や子ども会などは、子どもがいるとか、地域に
住んでいると関わるものであり、おそらくやっておられる方は、どのように市に関わっているかその内

容がわからないのではないかということを書かれているのかと思う。あまり難しく考えず、協働という

のをシンプルに考えていくべきということを私の出身団体に持ち帰りたいと思う。 
また、パブリックコメントで細かい意見が出たということは、指針がわかりにくいのかと思う。わた

したちが聞かれたときにどのように答えていくかであるが・・・先ほども言ったが、結構、PTA や子ど
も会などはたくさんの方が協働ということを知らずに関わっている。これから、いままでやっていたこ

と、また新しくやっていくことを発信していく必要がある。 
（Ａ委員）福井県の方で新しい公共という取組みがあるが、つねに取り組んでいる団体は、スキルであ

るとか、経済基盤がしっかりしている団体であり、そのあたりがしっかりできていない団体と２極化し

ている。しっかりしている団体とは連携しながら出来るが、それだけでは発展しないと思う。これから

わかりやすい取組みを行っていくには、言われるように身近な地縁団体が一番なのかと思う。いきなり

ボランティアセンターに来るのは無理である。地区の公民館などの活動から参加していけば協働という

のが理解していけるのかなと思う。 
（Ｃ委員）PTAや子ども会などは、子どもがいるから存在するのであって、あとの任意団体というのは、
リーダーがいない、役員にならないということで衰退している。宗教団体の活動などは若い人がたくさ

んいて、活発に活動しているが、地域の団体は衰退の一途をたどっている。今日の福井新聞にも福井市

内の担い手がないという自治会のことが書かれていた。しかし、災害の時は区長が大事であるというこ

とは、つねに言っている。地域のリーダーシップをとるのは区長であるが、今は当てられてしているの

が現状である。 
（Ｂ委員）先ほどＥ委員が言われたように、PTA や子ども会など私も、協働とは思わずやっていた。喜
びとしてやっていた。いま考えると、自分たちがやってきたことは、協働のひとつであったんだなと思

うと、これからそのようなことに携わっていく人に意識啓発をしていかないといけない。なにも知らず

に活動をしているよりは、そこに意識を持っていくことは大事である。 
（会長）いまちょうどコミュニティは曲がり角に来ている。個々のコミュニティで盛り返してもらうこ

ともいいが、オール小浜のなかで、ステージを移してやっていく。せっかく協働の基本指針を策定した

のだから、これに沿って協働を進めていく。方向性をつけていくことが大事である。小浜の社会の活性

化に取り組んでいく。このようなことを取り組んでいかないより取り組んでいく方がはるかにプラスに

なる。時間差はあるが市民に返っていく。 
（Ｃ委員）この会議に参加させていただき、勉強になった。やはり、組織として続いている団体はしっ

かりしたリーダーがいるということ。根気よく続けているということである。あとはすそ野を広くして

いくということである。人口が減少していき、担い手がなくなってきているのも課題のひとつである。 
（会長）厳しい状況であるが、その中でどうしていくかということ。行政はプロの集団で給料もらって

まちづくりをやっているが、市民は惜しみなく自分の才能を出していく。そのようなことを突き付けて

いく資料でもあると思う。私が協働の講演会をしても限界がある。これだけの方が集まって出来たガイ

ドラインを手にもって訴えていかないといけない。先ほどの立体図ではないが、地縁型のコミュニティ

がしっかりしているので、その機能を継続させつつ、新しい組織を生み出していく働きかけ、活動をこ

れからやっていかなければならない。若い人の中では、地元の青年団に入るのはいやであるが、趣味に



近いテーマ型の活動団体に入るのは好んで入っていけるというケースも考えられる。そういうポケット

をたくさん作っていく。女性についてもそうであるが、情報をたくさん持っているのでネットワークを

作ってもらう。 
（Ｆ委員） 
１５ページの一定の地域内という意味は、小浜市という意味かそれとも小浜地区なのか行政区なのか。

もうひとつ、子ども会も PTAも広い意味で協働をやっていくというご意見があったと思うが、具体的に
PTA というのはどう関われるのだろうか。そう思ったときにいままでこれに関わってきたものとしては
イメージが違うような気がする。文化協会で例えるなら、小浜市なら文化協会のレベルはわかる。地区

に文化協会はあるのか。書き方の問題なのか、一定の地域という定義にこだわりすぎているのか、いま

まで思ってきた協働のイメージと違っているような気がして、もう一度教えてほしいと思う。 
（Ｇ委員）具体的に言われると、区長会も行政区でも地縁団体でもない。文化協会の関係も地域でサー

クルもあるので小浜市全体でもない。 
（Ｆ委員）子ども会は、地域の子どものことを考えて地域の安全、福祉、教育を考えましょうというこ

とはわかるが、PTA というのは小さくまとまり過ぎている感じがする。協働を考えたときに何ができる
のだろうとイメージがしにくい。 
（Ｅ委員）取られ方ではないのかと思う。その活動に参加をすることが協働を行うステップであるのか

なと思う。協働事業の理解にもつながるのでないかと思う。その活動ですそ野を広げていけばいいとい

うことをはじめに言わせていただいた。 
（Ａ委員）仕事があって自分のプライベートがある。それ以外何もしないということはない。ほとんど

の人はしている。仕事と家庭以外の社会に何らかのつながりがある。協働のまちづくりをするのはまっ

たく新しいものをつくるものであるが、これまでのつながりは別ではない。全部包含している。だから

PTAは、仕事でもないし、家庭でもない。だから全部入ると思う。 
（会長）どんな事業が生み出せるのか。これもアイデアレベルでこれから生み出していけばよい。いま

までやってきたことの中にも、Ｅ委員が言われたように、協働というものを意識してやってきたわけで

もないが、後付けで説明できるものもある。これをきっかけに考えてみる。わたしも、PTA をやってい
たが、NPOのリーダーを呼んできて、親の自然観察のトレーニングをしたこともある。いろいろな団体、
人の知恵をコラボレーションして企画をする。子どもの見守りや学校とのコミュニケーションはベース

であるが、いろいろなことはできると思う。その前の一定の地域内という言い方はあいまいであるが、

逆に言うと、両方解釈できる。 
（Ａ委員）一定はしていないと思う。範囲で使い分けられるので、ひとつに決めなくてもよいと思う。

範囲で決まっているということ。 
（会長）Ｆ委員どうですか。 
（Ｆ委員）よくわかった。ありがとうございます。 
（会長）今日、この案をみなさんにお認めいただけたらと思う。この会議を７回行い、ここに到達した

原案を認めていただきたい。これを市長にお渡ししたいと思うが、ご了承いただける方は挙手をお願い

する。 
● 全員挙手。 
（会長）全員挙手をいただいたので、市長の方に提出させてもらう。事務局の方、記録をお願いする。 



皆さんがこれまでやってきた蓄積、苦労話を添えながら、市長に報告したい。 
次に、事務局から平成２４年度の市民会議について説明をお願いする。 

 
（３）平成２４年度協働のまちづくり市民会議のついて 
（事務局説明） 

（会長）来年度についても予算がついており、いろいろな提案事業もやられるので、また、お付き合い

いただけたらと思う。副会長からもお言葉をいただく。 
（副会長）区長会の代表で寄せていただいたが、いろいろな団体の方に集まっていただき、意見を出し

ていただいた。ありがとうございました。先ほどＣ委員さんからお話があったが、福井新聞に福井市の

自治会のことが書かれていた。福井市の方にお話しを聞くと、その会長さんは十数年来連合会長をされ

ているが住む環境が変わってきて大変厳しいと言われていた。今、私たちがどのような住みやすい場所

をめざしているのかそれぞれ変わっていくと思う。プライバシーが非常に厳しい時代であり、郵便物の

配布なども大変である。孤立死とか無縁社会などが昨今言われ、福井市も孤立死があり、救えなかった

ので泣かれていた。無縁社会を好む方もいれば、救わなければいけない方も多くいる。いろいろ考え方

はあるが、小浜市は無縁社会になってはならないと思う。わたしたちもその役割を担っていると思う。

協働ということは、そのようなことにも関係してくると思う。このような団体の方が集まって住みやす

い小浜市をつくらなければいけないのは皆さん同じであると思う。将来的には、コミュニティセンター

など市民活動団体等が一堂に活躍する場があってもいいのかと思う。そこが情報共有、情報交換の場に

なればいい。これから、協働という考え方などを委員の皆さんから周知していただきたい。 
（会長）７回もお集まりいただきありがとうございました。時間が足りないことも多くあり、大変であ

った。いろいろなところで関わってきたが、まじめに真摯に取り組んでいただいた。市民の気概という

言葉があったが、まさにこの会議であると感じ、感動もした。 
最近、あらゆることが崩れていくことが多くあり、大変な時代になった。京阪神に住んでいるが、そ

こにはたくさん人はいる。ここにも地域コミュニティの希薄化が書かれているが、向こうは崩壊状態で

ある。自治会、町内会に入らない、役の担い手がいない。持ち回りで維持している。ただ、最近、防犯、

防災の関係で自主的に防災訓練が行われるようになった。そういうことは、時代の空気を察してやって

いる。防災の関係で話あうこともコミュニティの再生できるひとつであるが、プライバシーの問題がう

るさい。事前に連絡先などを聞いても断られる。いざという時に、わからないと何もできない。これか

ら日常のレクリエーションとか交流の中で、しっかりつかんでいかないといけない。そういう意味で小

浜はいい意味でまだまだコミュニティの機能が残っている。 
一番始めに、協働の定義のところで、みなさんと「ふるさと」について議論したが、小浜はふるさと

的である。このあたたかいつながりを守りながら、新しいものを取り入れながら、対応する努力をして

ほしい。これから協働でやっていっても、すべてが可能性であるわけではなく、限界はある。東北の震

災は国力を超えている。すぐに解決できないことはわかっている。生きていくうちのなかで最善の努力

をすることこそが大事な時代なのだと思う。 
協働に関しても、１０年２０年やっているところでも、少しずつしか成果が出ていない。わずかなが

らのステップアップである。かつてアメリカのエンターテイナーとして活躍したサミー・ディビス・ジ

ュニアというタップダンサーがいたが、彼は「僕は世界一幸せな男さ。だって薄い階段を一歩ずつ上が



るような人生だったからね」と言ったという。今の世相はじっとしていたら下がっていくエスカレータ

ーのような状況だが、その上でも上っていけるよう、今こそまちづくりに向けて英知を結集し、階段を

上がる姿勢が大切だと思う。 
私は学識経験者として、もっと専門的かつ幅広い知識を出してまとめるべきであったが、力不足だっ

た点は申し訳なかった。しかし、みなさんとざっくばらんに意見を出し合いながらここまで辿りついた

ことは良かったと思う。皆で作ったということは、この指針は皆のものであるということである。 
今後もこういう機会があったらぜひ参加していただき、人と人とのつながりを大切にしながら、一気

でなくてもじわっと少しずつでいいと思うので、小浜を盛り上げていってほしい。本当に９カ月間あり

がとうございました。 
（企画部長）お礼のあいさつ 
（事務局）冊子については、３月中に作成予定。概要版も作成する。何かあれば意見をお願いする。 

 終了 １５時４０分 


