
第４回小浜市協働のまちづくり市民会議 会議録 
 
日時：平成２３年１１月１０日（木）１３時３０分～１５時５０分 
場所：庁舎３階防災対策室 
出席者：１４名（委員１１名（７名欠席）・事務局３名） 
 
１．開会 橋本市民協働課長  
（会長）今日、福井県が幸福度日本一である新聞記事を見た。住んでいる人には実感はないのかなと思

う。あれは統計的な数字であるが、離れていて遠くから見るとそう感じると思う。統計的な数値だけで

なく、数値には表せない食文化などたくさんの豊かな資源もある。今回の調査で住みにくい下位のとこ

ろにたくさんの人が福井から出ていってしまい、豊かな地方に定住しないという矛盾が悩ましいところ

である。 
 この市民会議は、小浜のまちを良くしていくこと。改めて前回の会議録を見ると、ふるさとの議論に

ついて、 
時間をかけており、すごいなと思った。ふるさと小浜よりわたしたちの小浜を良くしていこうというと 
ころで収まったと思うが、「協働」とはの始めのところでいろいろな議論があったことは、良かったと思

う。今日も、２時間お付き合いをよろしくお願いする。 
今回は、次第を見てもらうと、報告事項は、前回、結構時間をかけて議論したので、かなり熟度が高

まっていると理解していただきたい。仮の確認をしていただく。みがきをかける余地は残している。協

議事項については、少し議論したもの、かなり突っ込んで議論しないといけないものがある。そして、

４番目の協働の推進方策については、まだ、見えてないものなので、今日時間があれば、フリーでご意

見を伺っていきたい。時間配分については、１時半から始まって２時間程度ということであるが、今日

はボリュームがあり、議論をしていただかないといけない部分が多くあり、いい意味で時間をオーバー

することがあるかもしれないが出来るだけ時間内で終了するように終わるつもりである。 
それでは、報告事項の説明を事務局お願いする。 
２．報告事項 （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）太字のゴシックのところが修正した案である。まだ、修正する余地はあるが、前回の会議で熟

度が高まっているので、これでよろしいか。 
（事務局）前回の意見を踏まえ、文章等については、反映させたものである。 
（会長）協働についての報告事項はよろしいか。 
（委員）異議なし 
（会長）それでは、協議事項の（１）を事務局お願いする。 
３．協議事項（事務局説明） 
（１）協働の形態 別添資料 



（会長）協働の方法ということより形態の方が適切であるということであるがよろしいか。あとは、前

回、意見が出た部分について事務局が修正してくれていたと思うが何かご質問ご意見はあるか。 
（A委員）５番の共催と７番の後援については、内容が共通する部分があるのかと思うが・・・ 
（会長）共催は対等でお互い責任を負う部分であるが、後援については、後方支援というものと理解し

ている。そういう意味で事務局は表現していると思う。 
（事務局）後援は、一定の公益性、公共性を認めて後方支援すると考えている。 
（B委員）共催は財政的支援を含んでいるが、後援は含んでいないと考えられる。 
（A委員）共催というのは、対等な立場であると理解する。 
（会長）共催となると、実行委員会を開いて、お互い意見を述べ合い、協力して事業を行っていくが、

後援は、あるイベントをする場合、主催は団体であり、行政は、その団体の支援として広報、ＰＲした

りするが、あくまでも主は団体であり、事業の責任は団体である。お金の面で支援となると補助になる

かと思う。ここは、抽象的な概念というかイメージで書いているので、あいまいになっている部分もあ

る。 
（A 委員）９番までは、形態について詳しく書かれているが、共催については、共通する部分があり、
あいまいな部分があるのかと思った。 
（会長）ガイドラインを作成するときは、ある程度分けておいた方がいいかと思う。 
（A委員）たしかに、物的支援ということで、細かく上げているので、詳しく書かれていると思う。 
（会長）行政と市民、団体が関わっていく形態を、より細かく書いているということでご理解願いたい。 
（A委員）やりやすいと思う。 
（会長）これから事業をして行く中で、どのような形態でするとやりやすいかである。 
（C 委員）７番で、なぜ廃止したのかということを書いたが、もともと承認、不承認の基準を決めるた
めに、最初記入をしていたかと思うが、他に形態に成果報告書がいるのかということを聞きたい。後援

数１５０件が多いか少ないかというのは、多いものではないと思うし、何か意味があって書かれたと思

う。他に成果報告書がいらないものは何なのか、また、出さないといけないときはどのような形態のと

きなのか教えて欲しい。 
（会長）９つの形態のうち、成果報告書を求めていないのは何なのか。 
（事務局）成果報告書を求めているのは、１番の事業委託については事業報告、２番の補助については

実績報告、３番の物的支援については、完了報告という形でいただいている。あとは、義務付けられて

いない。 
（会長）１番から３番は、必ず、成果報告は行っているということであるが、ガイドラインに記入しな

くてもいいのか。 
（事務局）現在、補助金については、補助要綱に実績報告が明記されている、委託についても、契約で

事業報告が明記されている、物的支援についても要綱等で完了報告が明記されていて、事業ごとにきっ

ちり書かれたものがあるのでここで明記しなくてもいいのかと考える。この形態を表わす部分では明記

しなくてもいいかと判断をしたところである。 
（C 委員）わかりにくいかなと思う。わたしは、５番までいるのかと思っていたところである。なぜ、
それなら後援だけ書いて消したのかなと。説明理由の内容では、よくわからないと思った。 
もともと協働を立ち上げたとき、後援するのに承認、不承認の基準がいるのではないかと考えられたと



思うので、それをいきなり消しましたというのは、どこからか、何か言われたのではないかと思ってし

まう。別に消さなくてもいいのかなと思う。 
（会長）先ほどの事務局の説明では、事務局の負担軽減のためということか。 
（事務局）この成果報告書を出してもらうのは、団体さんが市の方に出してもらうわけなので、団体さ

んにも負担になってしまう。 
１番から４番までであると、市が何らかの財政的、物的支援をしているので、当然、報告書を出しても

らう必要があると思うが、後援であると、後方支援であり、支援といっても名義のみなので、団体さん

にそのような手間をとらすのはどうかと思った次第である。 
（会長）名義のみというのは語弊があり、何らかのきっちりした理由で後援をすると思うが、団体さん

への負担を考えた時は、報告はいままでどおりしなくてもいいと事務局は考えたようである。ところが、

C 委員のご指摘は、それでは解決しないわけで、いままでどおり申請のときに説明してもらえればわか
るよというものではどうかということである。たしかに、成果報告書等、慣れていないと市民には負担

になるわけである。 
（C 委員）後援に例えば、小浜市、京都橘大学とついたとして、その事業の内容がいい加減な内容でク
レームがつき、後援しているのにどういうことなのかと言われたときに、報告書みたいなものがないと、

来年から名前を貸していいかというチェックにもなる。ここに承認、不承認という基準を定めておくと

いうことが書かれているのに、消してあるのは疑問。後援の名前は、対等でなくても、少し責任がかか

ってくる。必要である感覚でいたので、責任がないとは言えないと思う。 
（会長）妥協案として成果を報告してもらうのはどうか。報告書というのは、書類になるので事務局も

相手に負担になることを危惧していると思う。C委員の意見は最もな意見であるわけであるが・・・ 
（A 委員）報告書を提出してもらう場合もあるではどうか。後援というのは、対外的な信用を得るため
のものであると思っている。後援の基準はしっかりあると思う。申請の時に担当課が基準を見て出して

いると思うし、それに照らし合わし、むやみやたらに出していないのではないかと思う。 
（B委員）判断基準として事業の公益性、社会的有用性に基づき後援しているということである。 
（D 委員）すでに後援をいただくときに書類を書くと思う。それに基づきいままで認めてもらっている
のではないか。 
（C 委員）これから、協働をしていく上で、形態をみんなに知ってもらわないといけないと思うので、
報告書でないものでもいいと思う。１５０件について市民も知る権利はある。 
（会長）情報提供、交換の形態もあり、後援数、後援理由等これから情報を出していかないといけない。 
報告書の提出を求めるのか、その場合もあるのか、報告でいいのかそのあたりになってくる。 
（事務局）現在も、１５０件あるが、任意で出していただいている団体もあるということを聞いている。 
（会長）後援いただいている団体も、筋からいえば、財政的、物的支援でなくても社会的信用をバック

アップしてもらったということで礼儀として、マナーとして報告が必要なのかなと思う。協働のまちづ

くりを進めていく中で、まったく消してしまうのではなく、もとの文章を活かしつつ、どう表現するの

かということかと思う。 
（事務局）後援はたくさんあるが、それを確認したことがあるかという議論かと思う。たしかに他の形

態は、報告があるのに、後援だけはなかった。依頼書で判断をしている。公益性とか利益を求める事業

ではないかとかいろいろな判断をして決裁をとって認めている状況。これから、依頼書のところに必要



に応じて報告を求める等文言を書けば他の形態と均衡が保てるのではないかと思う。 
協働をしていくのに、住民団体の手間も増えるのもイメージが悪いのかなと思い、事務局で議論をして

消させていただいた。ここでは、書かずに、他と合わせて運用していくのがすっきりするのではないか

と思う。 
（E 委員）それでいいと思う。例えば、補助金などは要綱できっちり報告書の提出をうたっている。後
援などは、財政的、物的支援でないので、後援を許可する課が必要に応じ、報告書の提出をもとめるの

でいいかと思う 
（会長）それでは、議論したが、事務局の案どおり、報告書の提出は消させてもらう。この意見等はし

っかり記録に残してもらうのと、実際の執行において、報告をしてもらうという事務局の回答があった

ので、このあたりとしたい。 
それでは、次は、協働の原則について事務局お願いする。 
（事務局）協働の原則 別添資料 
（会長）この原則については、全国どこでも書かれていることは同じであり、小浜市だけのものではな

い。普遍的なものであるので議論はしにくいと思うし、並べ方についても、むずかしいと思うが、これ

について意見等はどうか。前回の意見を踏まえて事務局が整理をした。 
（E委員）全文で、協働を推進するために、市民協働団体とあるが、市民活動団体との違いはどうか。 
（事務局）市民活動団体である。訂正しておく。 
（会長）あとは、くどくどしい文章はやめて、コンパクトにしている。それでは協働の原則はこれでい

いか。 
（委員）異議なし 
（会長）それでは、本市の協働の現状と課題について事務局お願いする。 
（事務局）協働の現状と課題 別添資料 
（会長）何かご意見、ご質問はあるか。１ページの「より」と「より良い」では意味が違うと思う。 
（F委員）私の意見であるが、よりというのは、どう理解するのかなと。 
（会長）もっとという意味である。より良いと言ったらまちづくりの良しあしであり、よいまちをつく

る、よいまちとは何なのかという疑問も出てくる。 
（F 委員）よりはさらに、いままで以上にいうことであると思うがもう少しわかりやすい言葉がないの
かなと。 
よりだけでは言葉がたらないと思う。 
（B委員）よりいっそうではどうか。 
（会長）ここでは、外部評価で、市民が関わるようになってきたという評価を得たことを書いている。

それにつづく言葉として、以前にまして市民がまちづくりに・・・という感じである。 
以前にもましてでいかせてもらう。 
（E 委員）２ページのところで、介護状態になることを地域で支えるのは文章おかしい。ならないため
にである。 
（事務局）なることを防ぐということで書いたつもりが言葉が抜けた。ならないためにに直しておく。 
（会長）文章を読めば、時系列になっているのでわかるが、年表として、参考資料としてつけるという 
ことなのでいいかと思うが、最初のタイトル本市の協働の現状でいいか。中身をみると、協働のまちづ



くりに至るまでの歩み、経緯みたいな感じであるが、それが本市の現状という意味合いとしてとらえら

れるのかと。タイトルで想像すると、現段階の協働のイメージであるが。 
最初の会議で協働の現状を出したときに、これで協働が出来ているのかという疑問ももたれたと思う

が、これは、市民の協働のまちづくりの参加の取り組みの歩みみたいなかんじである。行政がこれに関

わっているので、これから協働のまちづくりを全面に出して、ガイドラインを策定し、もっと進めてい

こうということ。この文章は、前の歴史を述べている。タイトルに合わせて原稿をつくるというよりは、

書かれたものに納得するのであれば、タイトルは、もう１度事務局で考えていく方がいいと思う。 
歩みであれば、みなさん納得すると思う。 
課題のところはどうか。前半は、市民の参画が随分進んできたという話であるが、まだまだであるとい

うことや特定の人に偏っていることである。また、市民の固定化というのはどうなのか。もっといい言

い回しがあるのかと思う。 
（E 委員）参加と参画が文章に使われているが、意味合いが違うのでそのあたりをきっちりしてはどう
か。 
（会長）事務局は意識して使い分けしていると思うが・・・参加は、行政主導のものに参加をしていく

ということ。参画は、行政といっしょになって進めていくことであり、参画の方は責任が重い。 
（事務局）一応、参加、参画、協働という言葉を認識しながら、文章を考えている。 
（E 委員）ここだけでなく、全体の流れで考えていってもらいたい。３つの言葉 参加、参画、協働と
いう言葉が多く出てくるので、気をつけてほしい。 
（会長）これは、事務局に預けるので、全体を見てお願いする。読み手は、なぜここだけこういう言い

かたをしているのか疑問を持ってしまうことが多いので、そのあたりを考えてほしい。 
それから固定化、温度差という言葉はいいか。温度差という言い方は、なんとなくいいたいことはわか

るが・・・ 
（E委員）市民がというよりは、リーダーが固定化しているとか 
（会長）たしかに頑張ってやっている方が高齢化してくる。これは、全国いたるところで問題化してい

るし、継続ができない状況。日常会話の中の温度差はわかりやすい言葉であるが、ガイドラインでこの

言葉はどうかと思う。 
（A委員）格差ではどうか。 
（B委員）もっと厳しい表現になる。 
（会長）意見でそのようなことは差が出るのは当たり前であると言っておられる方もいる。しかし、行

政としては、差をなるべくつけないようにが基本の原則である。それは行政としての宿命であると思う。

行政としては、悩ましいところである。 
（G 委員）これは、私の意見であるが、全体を底上げしていくのはいいと思うが、温度差という言葉を
使うと、 
強制感というか差があるというのを強調していて、そのような言葉は使わない方がいいと思い、意見を

書いた。 
（会長）そのとおりであり、活動に違いがあるということであるが、それが課題であるかという問題に

もなるが・・・もう少し言い回しがないのかと思う。 
（H 委員）これは、否定的に書くのでむずかしくしている。市民が固定化のところでは、更に市民が参



加する人を増やしていく工夫とか、温度差というところでは、地域の特性を生かした取り組みを深めて

いくとか否定的な言い方より肯定的な言い方に変えていってはどうかと思う。 
（会長）それは大事なことである。書き方がネガティブな書き方なので、課題を前向きに書くようにし

ていく。H委員に素晴らしい意見を言っていただいたので、解決できたかと思う。 
ネガティブな書き方より、ポジティブに書いていく。よりいろいろな人が活動できるような環境づくり

が課題であるとか地域の良さを前面に出していくとか全地区を輝かしていくというふうに前向きな表現

で事務局お願いする。前半は、抽象的な感じで書いているが、後半はより具体的に書かれている。 
交流センターの話が出てくるが、コーディネート体制が課題であるのでこれでいいかと。事務局の認識

としてはこういうところが課題であるということである。 
それでは、次に協働の範囲を事務局お願いする。 
（事務局）協働の範囲 別添資料 
（会長）範囲についてはいかがなものか。上の方は、まさに概念で抽象的である。市民がやるべきもの

が左であり、真ん中に行政と市民がいっしょにやっていくことが協働としての３つの範囲である。その

一番真ん中が、まさに行政と市民が対等に同等にやっていく範囲である。一番右は行政がやるべき仕事

であるということのイメージ図である。 
（H 委員）このページの下から２行目に、市民が自発的にというのがややひっかかる。どういう意味な

のか。概念図を見ると、主体性により行うということであるが下の方は自発的にとなっている。 
整えるとしたらどちらかに統一してはどうか。全体と通して主体性、主体的にいうトーンである。これ

は、悪くとると、いままで行政がやってきたことを市民が言ってくるまでやらないよというニュアンス

にもなる。そういう意味であると思うが・・・ 
（会長）これは、上の図の補足的な文章であれば、主体的にで通した方がいいと思う。 
行政の主体性は、法律、社会的規範に基づいて決まっていて、また、各市長の判断にもなってくるが、

市民の主体性というのは、いつどんな形で現れ、どうとらえていくかである。 
（H委員）最初のうちの啓発は、誰がいつどこでやるのかいうことを自発的という言葉で想像した。 
もし、市民の間で、協働というものが浸透しているならば、自発的という言葉は素晴らしいと思う。 
しかし、まだ行われていない状況では、自発的は言葉としてはどうかと思う。 
（会長）ここは、協働の概念の基本の整理なので、この表は、協働の先生のヤマオカヨシノリさんが出

した資料である。この図はあまり変わらない。当たり前のことであるが、協働というのは、１００％行

政でやること、市民がやることの間の部分の確認の図である。今の話は、協働をどのように進めていく

のかということであり、いつどんな形で誰がやるということは、進め方や推進方策で探っていきたいと

思う。ここは、上の図と同じように主体的に進めていくという形にしていく。 
（F 委員）事務局でも気にされていたと思うが、太枠の②～④のところで真ん中③に対等とあるが、同
等という言い方でもいいかということであった。協働の理念というのが対等な立場いうことであり、こ

の力加減をさすのか市民主導でも対等になるのか、行政主導でも対等になるのか、真ん中に対等という

言葉が出てきて、左が弱く、右が強いのかということなど、そのような感じで市民がとられるのかと思

った。これは体系的なことで決まっていると思うが、どういう意味でこの体系図が作られ、この言葉が

でてきたのかと。 
（会長）これはどこもこのような形であると思う。 



（事務局）このような形であるが、この図の対等という言葉が、対等の原則という言葉と同じように使

われると困る。市民主導と行政主導の間の対等という言葉が適切かどうか心配である。 
（会長）協働をしていくうえで対等が大原則であるが、広い意味の対等という言葉である。ここで言っ

ているのは、せまい意味の言葉であり、同じ言葉で表現されているのでまぎらわしい。意見が出たので、

小浜バージョンで、同等という言葉にしてはどうか。太枠全体でやる時が対等であるということである。 
協働全体の枠組みが対等である。この図は、せまい意味での範囲の対等であるが、③は、工夫して対等

という言葉より同等でいかせてもらう。 
それでは協働の担い手を事務局お願いする。 
（事務局）協働の担い手 別添資料 
（会長）文書と図のセットとなる。お互いパートナーとしてやるとか事業をコラボレーションでやると

かは非常に広い世界であり、団体同士もあるが、今回は、行政と市民活動団体等がパートナーシップで

協働してやっていくことである。これをしっかり整理しておかないといけない。ここは、結構大事な点

でもある。なにかお気づきの点があったらお願いする。 
（C委員）商工会議所はどこに入るのか。 
（会長）商工会議所法で決められている団体であると思うので、公益法人に近いのかなと思う。 
（C委員）公益法人なら、小浜商工会議所の前についていると思うが・・・ 
（会長）基本的には会員組織であり、会員さん向けに勉強もすれば、相談に応じたりすると思うので、

どちらかというと、行政区と同じで共益性に近い団体でもあるのかなと思うが、しかし、地域のために

貢献をしている活動を行っているので公益性もある。だから公益法人等にはいるのかなと思う。 
（E委員）事務局に調べてもらった方がいい。法人登録がどうなっているのか。 
（A委員）社団法人であると思う。 
（事務局）特別認可法人と規定されている。 
（会長）やはり、地域の団体はどこに当たるのかということをガイドラインで周知していく中で、気に

なるところでもあるので、事務局調査をお願いしたい。 
（事務局）商工会議所の位置づけを明示できるよう検討する。 
（富田委員）団体の数も多くないのでどこに当たるのかを一覧にしておけばいいと思う。 
（会長）地域貢献している団体はしっかり明示しておくべきである。他に事務局は市民のところを担い

手にいれるべきかという疑問はあるみたいであるが・・・ 
例えば、行政と個人が仕事をすることがあり得るのか。以前も議論をしかかったときに、グループに属

していないとパートナーになれないのではいう意見もあったと思うが、ただ、ここは、個人とか団体と

かではなく、哲学のところである。市民が参加や参画から始まりますというスタンスである。ガイドラ

インには、入れておくべきであると考える。有名な芸術家と行政がコラボレーションするということも

ないこともない。可能性を考えたら入れておいた方がいいかなと思う。 
（H 委員）担い手の説明文であるが、市民活動団体等のところに書いてある文書はわかりやすいが、市

民のところは、市民一人ひとりが協働の担い手に成りえますの方が参加することが必要ですよりわかり

やすいような気がする。行政区、まちづくり委員会のところも、重要な役割を持っているので、協働の

担い手として十分やっていける団体であるという言い方の方がわかりやすい。 
（会長）文章については、メッセージが前向きになるような語りかけをしていかないといけないと思う。 



あまりにも行政的で淡泊なのもいけない。ここでは、書き方がまちまちのような気がする。H 委員が言

われたように成り得るという書き方に前向きな形で書いていく方がよい。 
（H委員）どういう文章表現をしたらいいのかここでは出てこないが・・・ 
（会長）事務局の方で担い手の説明文についてもう１度精査してほしい。いろいろな団体があるので、

どこに位置づけられるか説明がつけられるようにしてほしいのと、担い手になりますよというような前

向きな統一した文書に事務局の方でお願いしたい。 
（H 委員）前提として事業を継続することが求められていたり、積極的にまちづくりに参加するという

大前提があるうえで、もし、応募してくる市民があれば、参加することが必要ですよという言い方より

は、ひとりでもできますよという方が前向きになれると思う。 
また、指導していくところもＷＡＣ小浜さんであったりしながらつながりもでてくるのかなと思う。 
（会長）それでは、協働の進め方を事務局お願いする。 
（事務局）協働の進め方 別添資料 
（会長）意見等はございませんか。 
いま気付いたが、広い意味の協働の進め方と協働の事業の進め方では意味が違ってくる。これは協働事

業の進め方の手続きではないのか。 
（事務局）協働事業の進め方になる。 
（会長）タイトルは直した方がいい。これから協働事業を進めていくことになったら、事業の検討や形

態の選択、事業者の選定になってくる。これは事業を進めていく流れ、フローでみていただいたらいい

かと思う。 
協働そのものをどう進めいくのかは、第１ステップとしては、協働ということを市民に周知、喚起して

いく必要があり、環境づくりから入らないといけない。そこから始めて協働事業をやりたいと湧いてく

る。手が挙がってきたら事業展開としてはこういう流れであるということである。 
少し具体的な流れを書いている。その前に議論をしなければならないことがあるのではないかと思うが、 
そのあたり、協働の推進方策にあたるのかと思う。 
これはちょっと考えてさせていただき、次の推進方策にもつながることなので、結論は出さず、推進方

策とセットで議論する。休憩をはさんで、協働の推進方策について、意見交換をしていきたい。それを

もとに戦略的に協働全体をどう進めるのかということを次回議論していく。総論の概念から入り、これ

からガイドラインを作ってどのような戦略で進めていくのかということが大事なので議論したいと思う。 
協働の意識啓発と人材づくり、情報提供・情報共有できる仕組みづくり、市民活動団体などの取り組み、

行政区、まちづくり委員会などの取り組み、推進体制の整備・充実など５項目あるのでこれらどう具体

的に進めていくのかを書いていただきたい。 
 
１０分休憩 
 
１０分推進方策を個人で検討 
 
意見交換 
（会長）ガイドラインで考え方を整理したり、原則を書いたり、今まで議論したことをベースに、これ



から実際どのように進めていかなければならないか方針を示していかなければいけない。 
行政もそれなりの体制を組んで、また、市民側にも心づもりというかわきまえてもらいながら、事業を

実施していく必要がある。事業を例示させていただいたが、福祉関連、環境保全関連、文化関連等多く

の協働事業がある。このような事業が活発に起こっていくように方策を考えてもらいたい。 
今日は、意見交換という形でお願いする。 
（H 委員）単純には、周知をしっかりしていかなければいけないと思う。市政広報等でこのようなチャ

ンスがあるということを伝えてほしいが、少し単純すぎる。意識啓発と人材づくりのところでは、協働

の説明会的なことも必要かと思う。情報の提供という部分では、先ほどもいったように市政広報だと思

うし、公民館等人の集まるところにチラシを配布してはどうか。 
それと、推進体制の整備の部分では、今市役所に案内の方がおられるが、協働を推進していく上で、相

談窓口等のデスクがいるのではないかと思ったりもする。そこにいけば、協働に関する情報が手に入る

とわかりやすい。進め方のステップ１のところで検討委員会いうのが書かれていたので、検討委員会の

メンバーがどうなるのかいう疑問もある。 
（C 委員）行動したり、事業をする中で、どういうことが協働事業なのかということが連想できるよう
にどのような事業をしたら協働なのかを意識啓発していかないといけない。市民、団体にどのようなこ

とでまちづくりに参画したいのかヒアリングを行い、行政とかぶったところが協働として取り組むのも

方法のひとつである。意識啓発をしていく中で、いろいろとやりたいことを出してきて、議論していく

のも人材づくりにつながるのでないかと思う。前回の会議で協働とはの最初の文言が大事であるといわ

せてもらったが、それについてもどう思うか聞ける範囲で聞いて、それにより具体的にどのようなこと

をしていかないといけないのかを考えていく必要がある。 
あと、情報提供とか情報共有の部分では、文書を出したり、本を出すというのはお金がかかるので、ホ

ームページを利用して、公開をしてコメントを入れてもらうようにしていかなければいけないと思う。 
市民活動団体の定義がわからないのでノーコメントとしたい。 
わたしたち商工会議所の青年部でやっている事業は、かなり共催や実行委員会等の観光、イベント等事

業の中で貢献していると思っているが、やはり自分たちは、商売人の集まりなので、自分たちの商売の

ことも頭においてやっている。そのあたりもいいのかわるいのか検討していだだきたい。 
ただ、Ｂ級グルメということに関していえば、岡山の津山にホルモンうどんの研究会があって、それは

市役所内で打ち合わせができる仕組みになっている。連携して取り組んでおられる。そして、他県で売

り上げたものを、自治体に持って帰ってきて、表向きには言われていないが、それをまちづくりに生か

してくださいという感じになっている。そのような意思でやられているならこれも協働かなと思う。 
推進体制の整備と充実では、協働事業が終わったあとには、アンケートをとってもらう。このような事

業はどうでしたかというものが次のステップにつながるのではないかと考える。 
（F 委員）私は、郷土研究会に所属しているが、５月に小浜市の実施したいいとこ小浜づくりのプレゼ
ンテーションで残念ながら落ちた。落ちたので、この事業をどうしていこうと思ったが、自分たちで落

ちたけれど、何とかしないといけないと思い、自分たちの手作りでやろうと取りかかった。 
その中で、市民協働課の方から財政的な援助はなかったが、精神的に大きくサポートをしていただいた。 
そういうことが協働のひとつなのかなと思う。 
写真展を実施するにあたり、呼びかけをどうするか、見ていただくにはどのようにしたらいいのか、今



年初めて小学校に案内を出した。そうすると、親子でまた、おじいちゃんおばあちゃんと多くの方が見

学に来ていただいた。また、学校の先生からしまうのであれば小学校に関連があるものを貸してほしい

と言われた。落ちたのが幸いしたかわからないが、審査に通っていたら、全部業者にまかせたのが、自

分たちの力でほとんどしたことを市民にもわかってもらえうれしく思う。 
お金のことになって申し訳ないが、別の市民活動団体と話している中で、やはり、やる気のある団体に

は少しでも財政的な援助を出していただけないかなという意見もあった。 
やはり、多くの団体がいろいろなことをやっていく中で、広がり、つながりが出てくると、これからの

まちづくりに生かされるのではないかと思う。 
（会長）ある特定の事業でこれが協働の事業であるというおさめ方ではなく、広がりとか深みとかやわ

らかさを持った進め方というのが市民感覚であるので、多様な展開ができるように進んでいければいい

かなと思う。 
（E 委員）情報提供というのは、ホームページで協働と打ったらリンクして、先進地につながったり、
いろいろな情報を広報していく必要がある。市民団体等の取り組みは、女性を取り込んでいかないとい

けない。例えば、地縁団体の区長会でも女性がいない。小浜市は以前１人おられたが、福井市は、結構

おられる。また、区の役員についても非常に少ない。そのあたり女性を取り込んでいくことも協働の力

になるのかなと思う。 
行政単位では、今まちづくり、むらづくりをやっているのは、合併前の単位でやっている。１２地区が

残っており、公民館も１２地区ある。これは、将来学校の統合問題のなか、４校にまとめようとすると、

行政区単位のまちづくりは議論が出てくると思う。それと公民館体制では、地域の中核施設としてコミ

ュニティが大事なので、これから、教育委員会の所属でいいのかということも問題につながってくる。 
市長部局でまちづくりの中核施設としてやっておられるところもあるので、そのあたり将来的にビジョ

ンをもって検討していかなければならないと思う。 
（会長）協働というのを議論してきたが、実はまちづくりである。まちづくりは非常に広くてかつ深く

て、いろいろなものが絡んでいる。協働のまちづくりというものだけをつかんで、みえる形で進むとい

う形でもない。やっていくなかでいろいろなことが絡んできて、このところがしっかり議論しないと協

働は前に進まないなどむずかしい問題もある。いろいろな人に関わってもらうチャンスを与えるなど女

性の活躍の場面とか若者の活躍の場面とかも先ほどいわれたように必要にもなってくる。自発的にとい

う言葉も出たが、わたしたちにやらせてという進んだ団体も出てくると、それもまちの活性化につなが

っていく。いろいろなことが絡んでくるので、具体的にとなると、ものすごく広がってしまう。 
推進方策については、各市まちまちなので、小浜らしさも必要になってくる。ひな形はないので、自由

に意見交換し、それを小浜の協働の推進方策としてリアイティーのあるものを取り入れていきたい。 
意見交換のメモについて、事務局に送っていただき、事務局で次回までに整理し、次回議論していきた

い。 
（事務局）どのような手段でもいいのでお願いする。 
（会長）期限は、１１月の末までにお願いしてはどうか。 
（事務局）お願いしたい。 
（会長）集めてもらったのを整理してもらい、事務局原案を次回までに策定してほしい。 
資料は、委員さんに事前に送ってもらい、１２月２２日（木）の市民会議で議論したいと思う。 



２グループに分け、フリーで議論をしていただく予定である。白紙より原案があった方がいいかと思う。

事務局は、いままでの議論を踏まえつつ、全体を見て原案を作成してほしい。 
それでは、皆さん次回もよろしくお願いする。                

 終了 １５時５０分 
 

（備考）第６回の協働のまちづくり市民会議 １月１９日（木）１３時３０分からに決定。 
 
 
 
 
 
 
 


