
第６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１月１９日（木）１３時３０分～１５時３０分 
場所：庁舎３階防災対策室 
出席者：１８名（委員１４名（５名欠席）・事務局４名） 
1 
１．開会 市民協働課長  
（会長）新しい年を迎えた。昨年は、大変な年であった。現在も、厳しい状況が続いている。 
大学の教員というのは、毎年２０歳前後の学生とずっといっしょにやっているのでうらやましいなあと

思われることが多いが、こちらは歳をとっていくのでかなりきつくなっている。 
時代はだんだんと厳しい時代になっているが、失われた２０年というのがあり、今の学生は高度成長期

の経済、文化を知らない世代。先行き暗い中で、学生たちと話していると、２０年のうち震災を２度経

験している。その中で、ボランティア活動を精力的にやっている。そこに感動を覚える。右肩上がりで

育ってきた者としては学生と日々接していると魅力を感じる。そういうことであると先行き暗いことで

はなくて、社会経済の総論は暗くても、身のまわりに素晴らしい人たちがいっぱいいることで、協働と

いうのは、人や組織の新たな魅力や可能性を引き出すしくみがある。明るくみていく材料というか切り

口でもある。夏の暑い時期からこの寒い時期まで議論し、もう少しでまとまる所まできたので、頑張っ

て仕上げたいと思っている。このプロジェクトをよろしくお願いする。 
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）（１０分） 
   ・「協働」とは 
   ・「協働」の歩みと課題 
   ・「協働」の基本的な考え方 
   ・協働のポイント、基本指針の資料編 

意見等（３０分） 
（会長）先程の報告事項で、意見交換を３つに分けたいと思う。 
まず（１）～（４）について気になるところ、意見などはないか。 
それではないようなので、協働のポイントのところはどうか。 
事務局が市民向けに苦労しているのがわかるが、皆さんどうか。 
 
（Ａ委員）協働のまちづくりを野球に例えているのがどうかと。お互い行政、市民も良くないのではな

いのかと思う。野球をやっていたので外野かいみたいな感じになる。市民は内野ができないのかという

ことになるし、この例えはいかがなものかなと思う。 
（Ｂ委員）外野のこともあるが、ニュアンスとして仕事が増えてきて手に余るようになったので手伝っ

てほしいという感じに見え、そういう捉え方をされると思う。 
仕事が増えてきたし手が回らないとか、行革しないと手が回らないとかは、いずれも行政側の都合であ

り、行政が自分の所で手が回らないので市民に手を借りるようでは、市民は人夫という考え方になり、

それまでの考え方と変わらないのではないかと思う。 



（会長）この野球の文言はわかりやすいという応援演説はないか。 
（Ｃ委員）いる、いらないということではなく、市民に対してこのようなことが協働のまちづくりです

よということを例えていうことはいいと思う。野球ではなくてサッカーでもいいし、バレーでもいいし、

チームワークの中で、こういうふうなポジションをしっかりとこれから守ってくださいと、この方がわ

かりやすい感じは年配の方から見ればわかりやすいやすいと思う。 
（会長）これは、ひとつのコラムであり、読みたい人、目がいった人は読んでもらおうというものであ

るが・・・わかりやすい例えというのは簡単そうで難しい。イソップの童話などは、老いも若きもわか

りやすく簡単そうであるが、ストーリー的には奥深い。 
確かに、野球の例えは、Ａ委員やＢ委員が言われたように危なさを持っている。読む人には、あれと思

われるかも知れない。 
（Ｂ委員）昔、研修で使ったことがあるのが、みんな参加しようということでコンサートに例えたこと

もある。演奏している人間と聴いている人間がきっちり分かれていて、聴いている人間は椅子に座って

じっと聴いている。あまり盛り上がらないが、いっしょに歌ったり、踊ったりする一体的なコンサート

って盛り上がるよねと、みんなで参加すると楽しいよねという例えならしたことはある。 
要は何を伝えたいのか。これまで内野しか飛んでこなかったのを外野に飛ぶようになったというのは何

を伝えたいのかということである。 
（会長）一方通行的な論理はまずいということである。市民側から踊りでるような側面を加味した例え

話であったら、まだ、すっと入っていけるような感じがする。対等で双方向でいいのかもしれない。 
野球は行政の都合が匂い過ぎている気はする。 
野球の場合は、ポジションが良くも悪くもはっきりしているのと内野、外野という言い回しなどは誤解

を招く。そういうことであればオーケストラの方がいいのかと思う。また、ミュージカルでもいいのか

と。観客はじっとしていられなくて、踊ってしまうような感じで見るだけでなく、いっしょに踊って楽

しく盛り上がるような作品になるのがいいかと思う。Ｂ委員は、何か良い文章はないのか。 
（Ｂ委員）研修でしゃべったことである。 
（事務局）いろいろご意見をお聞かせいただき、事務局側の身勝手な書きっぷりだったかもしれないと

いうことを反省している。今、具体的にアイデアを頂いたので、ここは再検討させていただく。 
市民の皆さんにも積極的に入って来られるような例えを考えたい。事務局に一任させていただくようよ

ろしくお願いする。 
（会長）他にポイントのところはどうか。１ページ目のところや３ページ目のところは、今の例えとは

違ってきっちり理論的に整理しようという文章であるが、こういうのは、何かテキストみたいなものが

あるのか。 
（事務局）他市町の資料等を参考にしながら、一番適切のものをリストアップして記入させていただい

ている。 
（会長）小浜流に直して書いていただいたということである。ただ、わかりやすく説明したようである

が、かえって理屈っぽい感じがしなくもない。Ｂ委員、１５ページのＮＰＯの疑問のところはどうか。 
（Ｂ委員）ポイントは押さえていると思う。 
（会長）それでは、資料編についてはどうか。 
（Ｂ委員）２３ページの協働にふさわしい事業というところで例示がある。疑問に思うところがいくつ



かある。例えば２番の地域の実情に合わせた事業のところで具体的にどのようなものかイメージが湧く

かなと。道路の環境整備というものが妥当なのか。４番の当事者となり行うものというのは、どういう

ふうなイメージなのか当事者に近い形で行っているのはむしろふれあいサロンでないのかなと思う。７

番の機動性が求められている事業というのは、災害時の救援ではなく、被災者の支援ではないのか。一

般市民が救援活動するのは危ないと思う。神戸でも東北でもやられているのは、避難所に集まってきた

被災者を行政と連携して支援することではないかと思う。救援物資など行政が公平性を考え、なかなか

配れなかったのを、ＮＰＯが業を煮やして配ったのがきっかけである。そういうことを言われるのなら

支援であると思う。 
（事務局）７番については、災害の救援活動というのは不適切であり、ここは、被災者の支援活動に訂

正させていただきたい。２番について道路、公園等の環境整備というふうに書いたのは、小浜市の方で

協働事業の形態の中で、物的支援があり、具体的には、道路の維持補修を各地区でしてもらったり、河

川の浚渫などにも取り組んでいただいているので、そういうイメージで書かせていただいた。わかりに

くいのであれば表現の方を変えさせていただく。 
（Ｄ委員）道路というのを一定せずに、わたしたちが住んでいる地域環境など溝そうじ、河川の清掃な

どいろいろあると思う。除雪なども町内会で協働でやることも必要になってくるので、地域環境等の方

がいいのではないかと思う。 
（Ｂ委員）これを本文の中で具体的に例示していない。具体的にどのようなものかと市民が思ったとき

に出てくるのがふさわしい事業ではないのかなと思う。そのあとに例示が書いてあるので、例示はあく

までも例示なので、ここのふさわしい事業は大事なのかと思う。もう少し、例を具体的に書き込んでは

どうかと思う。例えば、何とかみたいなこういうものとか。地域の溝掃除とか道路を整備するために土

砂を支給してもらうとか、獣害のフェンスを立てたりするためになど材料を支給してもらうなどの地域

の環境整備というふうな感じで具体的に書いてはどうか。ボリュームが増えるがわかりやすいのでない

かと思う。 
道路等の環境整備と言われてもピンとこないと思う。例えばこういうふうなものというのを入れられた

ら入れたらいいと思う。 
（会長）他の方どうですか。これは、協働を実際やっていく上でのまさにヒントである。数行で書く概

念も押さえておくことが大事であるが、市民の方が理解するのは、（例）でイメージしていくかと思う。

詳しい事例はこのあとのページで書いてあるが、今は、この例示を会議の中で、ふくらましてはどうか

という提案である。 
（Ｅ委員）先程Ｂ委員がおっしゃった４番は、子育てサポートだけでなく、ふれあいサロンが当たるの

でないかと言われたが、ふれあいサロンというのは目に余るほどのように見受けられる。ふれあいサロ

ンだけでなく、やはり若い人たちの集いを、若者のサポートをしていくことがまちを元気づけるのかと

思う。 
（会長）これは、今やっていることではなく、ヒントを与えるという点では可能性も書いておきたいと

ころである。小浜だけでなく、他のまちでやっていること。例えば、地域の実情に合った事業では、身

近な環境整備だけでなく、街道沿いの観光を意識した看板を立てていくような各自治会が連携してつな

いでいく。各自治会だけでは完結しないので、行政と連携してやるような協働事業が始まっているので、

可能性を含めて、例のところの書きっぷりをもうひと工夫するということでよろしいか。 



それでは、少し休憩をとる。 
 
（会長）それでは、協議事項の協働の推進方策、仕組み図について事務局の方からお願いする。 
３．協議事項 事務局説明（２０分） 
   ・「協働」の推進方策 
   ・「協働」の推進の仕組み図 

意見等（１時間） 
（会長）１７ページの中身は２２ページの図と重なっていて、まず、総論、枠組みをまとめていただい

たので、総論について意見を伺う。特に２２ページについては、前回、Ｂ委員のグループが協働のまち

づくりを導き出す総論をまとめていただき、それを前回の会議で確認をしたところである。それを事務

局が理解できるようにまとめたものである。 
（Ｆ委員）基本的に１２地区の小学校単位でいわゆる合併する前の旧村単位であるものであるが、そこ

に公民館がある。これから小学校が合併していく中で、地区の形態がどうなるか先の話であるが、課題

のひとつである。それをさておいて、今は１２地区で地域活動をやっていくことはそれでいいが、中心

になる組織というものは、今はまちづくりの委員会と区長会である。この資料等を説明していくとどこ

が中心となって、誰が引っ張るのかということになってしまう。この場合は、まちづくりの委員会が中

心となっていくのが１つの例である。しかし、懸念されるのが、各区長というのは、将来的には継続さ

れると思うが、まちづくり委員会というのは平成１３年に出来た団体であり、市から補助金によって運

営されている。補助金がなくなってしまうと継続できなくなる。そうすると、寄付金を募って運営せざ

るを得ない。その形態が根づきにくく、委員会がいつまで続くのかということも問題になってくる。そ

のあたり中心組織として、区長会と連携していけるかということであるが・・・ 
この図、方策で、そのあたりのこともはっきりしておいた方がいいのかと思う。 
今、ここにおられるＣ委員やＧ委員などは、まちづくり委員長としてリーダーシップを持って持続して

やっていただいている。区長というのは、毎年交代していて、あまり区長の用務については前向きな人

はいない。果たしていいまちづくりができるのかは疑問であるので、地縁として区長会を中心に持って

いかれても難しいのでないかと思う。 
（Ｄ委員）言われるとおりである。市役所と公民館の配り物をするのが区長の役目でない。阪神大震災

からいろいろ防災のこともやってきたが、町内会で中心となるのは区長なのか疑問に思っている。 
今のサラリーマンで週末にしか帰って来ない人が地域の中心になれないと思う。顔の見える組織である

と大丈夫であるが、都会型になっているので厳しい。今の区長は地域の現状すらわからない。そのよう

な人たちは地域の中心となるリーダーになれない。 
（Ｆ委員）越前の方へ行くと、区長を長くやられているので、自治会が中心になっている。 
（会長）まさにコミュニティの根源的な深い話である。協働のまちづくりを越えた議論になってくる

が・・・ 
（Ｅ委員）区長が区民を知らないこともあるが、今は区民が区長を知らない。 
（会長）難しいのは１２地区全部同じパターンかということであり、これはいろいろ地域の実情がある

が、この問題を超越したひとつのイメージとしてこのような１つの考え方はどうですかということを訴

えられないかなと思う。Ｂ委員そのあたり補足説明をお願いする。 



（Ｂ委員）他の市町に比べ小浜の特徴は、やはりいきまちがあるということである。他のところで市民

協働をやろうとすると行政といきなり市民団体となってしまう。二極化してしまい、この図で真ん中を

飛ばして進めていっている。小浜は越前とは全然違い、例えばＰＴＡの会長も向こうは３年するのが当

たり前。なぜなのかと思うが、小浜の地形があって、それぞれの谷にそれぞれの地区があり、あまり人

が動かない。その中で小浜であると新しい公共のサービスを何に求めるのか。スケールメリットを活か

してそこに集約してそこへ行ったら何でもあるというようなものがほしいのかというのではなくて、地

域できめ細かい高齢者サービスだったり、子育てサービスであったり、何でもした方がいいかと思って

いるのではないかと。日本では、昔からとなり組など地域互助の習慣があるので、ボランティアなどあ

まりいらなかった。小浜にはそれが残っている。残っているから地域がきちっとまとまっている。 
まとまっているというのは、ひっくり返すと閉鎖的ということである。だから、今でも地区ごとに小学

校が残っている。そう思うと、やはり地域サービスが一番市民のニーズとしてあるのではないかと考え

られる。それが出来るとすると、まずは公民館である。これまで公民館がそれを担っていた。そこで市

民参加型でこれからはやっていかないといけないよ。行政サービス型ではいけないよ。それでは多様な

サービスに対応しきれませんよというようになっている。地域の拠点である公民館を土台にしてその上

で地域の人が集まって作っているいきまち。それも区長会みたいに毎年変わるのではない。区長さんは

なりたくてなった区長は現在いないと思う。区長会は自分たちで考えて何かをしようというのはまず無

理なので、これをしてほしいと頼んだことをしてくれる。これから自分たちでこの地域をどうしていこ

うと考えているのはいきまちしかないと思う。しかし、地域によってかなり差があり、どんどん考えて、

どんどん活動しているところや公民館活動の手伝いだけになっているところもあるし、単発イベントだ

けのところもある。それは、ここの本文のところに書いてある意識改革が必要かと思う。 
それがあってこそ、まちづくり委員会が主役になれると思う。まちづくり委員会は、これからのまちを

考える。新しいことを考えるだけでなくて、地道な公共サービスをきっちりやっていく。気がのった時

だけやるのではなく、しっかり組織もスキルも整備して住民サービスをしっかりやるというような意識

づけがしっかりできていけば、資料でも少し触れられているが、いずれは公民館の運営をまかせて市民

が公民館を運営していくような形もいずれはできるのではないかと思う。 
市役所が細かいサービスまで行き届いてやるのは無理があり、これからは市民グループがそういうこと

もする。小浜のボランティア団体は市街地に集中しているところがあるので、郡部の端の方までいくの

も難しい。今なら公民館。その公民館で今育ちつつあるまちづくり委員会にもっと意識を持ってもらい、

もっと強くなってもらってという思いである。 
（会長）理想と現実のせめぎ合いのところで、わたしたちは５年、１０年を描いて進んでいっている。

この２２ページの図も完ぺきではない。以前研修会をしていただいた仲野さんのいる草津では、市民活

動団体等が積極的に動いていて、行政と連携してやっているような構図のところもある。各地区の状況

など区長の問題等はあるが、ざっくりみれば、小浜は地区別の歴史、積み上げ、活動自体のサービスを

見たときに、施設でいえば公民館、活動であればまちづくり委員会に着目し、そこは、いままでやって

きた途上でもあり、それは経験、実績でもある。そういうものをうまく活かして、とりあえず、歩み出

しませんかというひとつの提示、提案の構図であると考える。 
市民にこれを提示して、概ねよければこのようなことでスタートを切ってはどうですかということであ

る。 



５つめの項目にあるように１度やってみて見直しをかけていく。１年で変えていくのは大変であるが、

３年から５年していく中で、いろいろ総括して手直ししていくこともあり得る。 
（Ａ委員）図はあった方がいいと思っている。絵を見て具体的なイメージを描くと思う。 
協働の基本的なことは、立場が同じ行政と参加している市民、参加してない市民の円を３つ書いて矢印

をかわす中で、その団体を入れるというやり方の方がいいかと思う。行政の組織も変わるかもしれない

し、１２地区も変わるかもしれない。この中の具体的なことは、別添に書くようにして、絵がないと読

んでもわかりにくい内容なので、内容がこの図でまとまっているというようにするといいかと思う。 
ＮＰＯの図もわかりにくい。絵はいいと思うが、わかりやすくしていただきたい。市民も小さいので、

このようなものなのかと思われるかも知れない。これを見せていっしょに頑張っていきましょうという

ことであるなら、もう少しわかりやすい図を描いてほしい。絵をみたり、吹き出しをみたりしておもし

ろそうやと思うと具体的なところも見てしまう。一般市民の感覚で言わせてもらっている。 
（Ｈ委員）公民館の立場からだと気になる。こういう図になった時に、公民館の立ち位置がどこにある

のか。公民館の本来的な機能についてどうなるのだろうか。１２地区が話題になっているが、小学校の

合併などが進んで、公民館もどうなるかわからない状況であるが、Ｂ委員が言われたように大きなこと

をどこかに書いておかないと、反対意見ばかりが出てくるのかなと思う。そのような気がしてならない。

まちづくりセンターが中心となってコミュニティセンターがあって、コミュニティセンターの枝分かれ

に公民館があってもそれでも構わないと思うが、その中で、公民館を地域の拠点として活用の検討と書

かれているのでそのあたりがどうなのか。大きなまちづくりが中心となっていくようなコミュニティを

考えてみた時に、本当に、まちづくりを考える成り手がいるのだろうか。先程区長が１年ごとに交代す

るという問題があったが、本当にまちづくりを担う人が出てくるのかという心配もある。１２地区と書

いてあるが、新たな行政区割りも書き込まないといけないかと思う。 
（会長）行政の区割りとか学校の統廃合などは、私は小浜の実態をつかめていないので、不勉強であり

お叱りを受けるかもしれないが、このような問題をここで処理していくのは、会長としては重たい課題

である。 
（Ｂ委員）数字を書いてしまうのでややこしくなる。本当は地区があって団子みたいな横串を通してい

る感じである。お団子の中にまちづくり委員会があって公民館があって、細かく書いてしまうと見づら

くなるので書けないと思うが、イメージは串団子である。これが１２あるかという問題ではなくて、地

域ごとにサービスをしましょうという感じである。そこにある市民の丸が小さいのは、あれは個人個人、

一市民のイメージで書いたわけで、公共サービスを受ける人というイメージで書いた。市民は参加しか

書いていないが、大多数の市民は参加する前に公共サービスを受けてる訳で、そのサービスを受け取る

人の中で、自分もという人が参加するのであって、大多数はまずサービスを受ける。全体のサービスは

地域だけでないが、地域で住民サービスをしましょうという考え方の図である。その担い手はいきまち

みたいなものですよということである。それが１２あるとかないとかというものではない。まずは地域

でサービスを提供しましょうということなので、まずいきまちで対応し、頼りにならないのなら次は公

民館である。それで、時間をかけていきまちが育ってきたら、公民館といきまちが連携してやっていく

ような感じである。 
（会長）２２ページの図は、Ａ委員が言ったようにわかりやすく抽象化し、デザイン力でわかりやすく

するとして、まず１２地区の１２は取る。あえて言えば、市内各地区、各地区の歴史性とか特性を尊重



し、主体性を活かし、身近な人達にサービスをしたりサービスをし合うというところを大事にしつつ、

その実体が行政と協働するということだろうと思う。しかし、地区にこだわらない全市的な市民活動団

体などは多様であり、地域に根づく団体もあったりもするし、あるテーマで全市的なものもある。それ

らが市と連携するということをひとつで表現しようとするので大変である。工夫して書くことにしたい。 
人に関わる悩みは置いといてほしい。区長の問題とか、委員長がどうなのかとか。これも永遠のテーマ

である。ここの各論のところで逃げておかないと仕方ない。そのような人が出てくるのを期待したり、

育てるとか育むような取組みをしましょうということしかないと思う。 
１７ページから２２ページについては、尊重しつつ、図を抽象化してすっきりさせる。細かく書いたり、

具体的に数字を入れるからそこに引っ張られる。地区とかコミュニティとかになると区長とか委員長と

かという話になるので、そういう所に一気にいかないように抽象化するのと、１７ページはそれに連動

する形で書いていく。 
それでは、１８ページから２１ページの所はどうか。 
（Ｄ委員）２０ページの（２）であるが、各地域には壮年会というものがあり、中核的な存在であるの

で入れてはどうか。 
（会長）などがあるが、書いてあるのと書いてないのでは存在感も違うので、壮年会を入れておく。青

年団がなくなっていると聞くので、青壮年会として記入する。 
（Ｂ委員）最初に人材育成と意識改革から入るのはいいと思う。まず担い手がしっかりしないといけな

いところから入る。意識改革は２段階あると思う。最初は自分も参加しようと思う能動的な段階。その

あと継続的にサービスをできるようにならないといけない。ボランティアというのは危うさがある。気

が変わって辞めてしまうかもしれない。介護しなければいけないとか、病気になるとかその人の都合で

明日辞めてしまうこともある。そうなると、恐ろしくて行政の一部を担ってくれとは言えない。組織と

してしっかりしないといけない。主にいきまちになってくると思う。いきまちの中でこれから地域サー

ビスを担っていくことになると本当にしっかりしないといけない。全体としてサービスを受ける側では

なくて、自分も参加しようとアイデア言ってくれよと行動に参加してくれよというような呼びかけはい

っぱいあるが、もっとその先に公共サービスを担えるようしっかりしてくれよといくような部分も少し

入れたほうが良いのかと思う。結局それがないと今と変わらないと思う。思いつきのアイデアだけを言

っていると、しっかりした部分は行政が担わないといけなくなる。そうすると、勝手なアイデアを言っ

て公民館が振り回されることになる。そのあたり活動基盤をしっかりさせるということかなと思う。 
（会長）それは市民活動団体の取組みのところになるのかなと。 
（Ｂ委員）行政から働きかけてもいいのかなと思う。 
（会長）これは両面あってもいのかなと思う。最初の段階で呼びかけをしたりちょっとした支援をする。

自立をしないといけないが、行政側もＢ委員が言われたように認識は十分でないと思う。 
（Ａ委員）対価をどう決めるかが難しいところである。公益活動をして自分たちのためにもなって、街

のためにもなってお金が入るということでないと持続ができない。 
（会長）先ほどのＮＰＯの説明の中でも、誤解があって、ＮＰＯはこうしてはいけないということがあ

るけれど、持続性から考えると稼がないといけない。コミュニティビジネスということが出てきたが、

持続するために経済というものを回していかないといけない。民間であると当たり前であると思う。市

民活動団体の世界はそのあたりはまだまだ弱いところがある。単なる一般的なセミナーよりは、コミュ



ニティビジネス講座みたいなマネジメントや経営ができるものを多くやっていくのがいいのかと思う。

そのあたりもうひと工夫をして書きこまないといけない。 
（Ｉ委員）全体的にはいいと思うが、文章的に羅列しているのでわかりにくいような気がする。ここだ

けはしっかりして欲しいというようなポイントを示したらいいのかと思う。活字で工夫をしてはどうか。

読む気にさせる工夫が欲しい。 
（会長）そういう作業をここでやるのは物理的には難しい。このデザインについては、正副会長や事務

局に預けていただいて、最終回あたりで確認をしていきたい。パブリックコメントになるので、市民に

公表の時にデザイン的にメリハリをつけたのがいいのか、それとも素朴な文章で出すのか。読みやすい

のは、メリハリをつけた方がいいのかと思う。しかし、よその市町の例で太字やアンダーラインを入れ

るのはないと思う。そうしてしまうと、そこに意図が入ってしまう。ここを優先的に読みなさいという

ようになってしまうといけない。 
（Ｉ委員）市民活動団体の取組みと行政の取組みがぼやっとしているような気がする。 
（会長）読みづらいのであれば小見出しをつけて読みやすくする。 
（Ｂ委員）ガイドラインはこのような形であるが、市民向けに概要版を作ると思うのでそのところでメ

リハリをつけたものにすればいいと思う。ガイドラインは正確にきっちり書かないといけないものであ

る。 
（会長）ガイドラインは操作をせずに出していくのが妥当である。ただ見出しぐらいはわかりやすくし

なければいけない。 
（Ｆ委員）推進体制については、公民館を中核にして地域協議会的なものを各地区に作って、そこの中

に区長会があったり、各種団体があったりして、その協議会がリーダーシップを取るようなことも一つ

の方法である。そのあたりが地域を中心にやっていくので聞かれると思う。そのあたりをきっちりしな

いといろいろな団体の会議で聞かれると思う。そのあたりのことがどこにも書かれていない。 
（会長）その辺りは事務局どう考えているのか。 
（事務局）そこの部分は苦慮している部分であり、推進体制のところに書くのが良かったのか、事務局

の方では、地域協働型のまちづくりの推進のところの行政の取り組みの中で、地域の夢づくりや地域課

題の解決等を促進するための支援策の調査・研究や人材、情報、ネットワーク、財源等の地域資源を地

域社会で確保する仕組みづくりを記載しているのが、Ｆ委員の言われる協議会づくりである。 
まちづくり委員会があって区長会があってその辺りをどのようにしていくかが今後研究していかないと

いけない問題である。また、次のページにもまちづくりの拠点としての公民館のあり方の調査、研究の

ところで記載させていただいている。 
（Ｆ委員）そういう理解もできるが、館長さんがおられるので、そういう指摘を受けた時に、どういう

ふうに答えていくのかが疑問である。 
（Ｈ委員）公民館長の中でこれ以上仕事を増やすのかと今、手いっぱいですよという話になる。今ここ

の会議に出て話を聞いていると、公民館のあり方も含めて、小浜市の体制を含めてすべて考え直しまし

ょうという中で公民館が話題に上がっていると、即仕事が増えますよということがないような文言が欲

しい。あと、古い考えであるが、社会教育法に基づいた、公民館設置であり、そのような中でこういっ

たことが本当に可能なのか、勝手に拠点施設として言っているが、条例改正からしないといけない。そ

ういったことが可能かという質問が必ず出てくると思う。その中で立ち位置はなんですかと聞いたのは、



いきまちの委員長がいてその下で公民館長が動くのか。わたしたちは教育委員会ですよという質問がど

んどん出てくると思う。 
（会長）この推進方策は大変悩ましい。小浜に限らず、私が関わっている現場でも社会教育の公民館の

あり方論を含めてどうなるかを講演してくれとあるところから頼まれている。非常に難しい問題である。

講演して解決する問題ではない。これは相当時間、エネルギーをかけて研究しないといけない。今確か

に時代が変わる中で、研究、調査して編み出さないといけないのが事実である。 
（Ｈ委員）それで、地域のまちづくりの拠点としての活用を検討しますと書いてある。次のページでは、

まちづくりの拠点としての公民館のあり方の調査、研究とあるので矛盾している。 
（会長）はじめの文章は断定している形である。 
（Ｈ委員）検討するという形であるとこうなるんだと思ってしまう。公民館長会議の時はつつかれると

ころである。 
（Ｊ委員）基本的にハード部分での問題とソフト部分での活動内容というのがごっちゃになっている。 
（Ｈ委員）拠点というのが場所のことなのか機能のことなのか。 
（会長）事務局の意見は 
（事務局）どちらもである。 
（Ｊ委員）市民側からのイメージはハード部分であると思う。 
（会長）わたしもいろいろ回っていると、公の施設はそのような問題に立たされている。図書館も地元

の資料館も博物館も公民館も問われている。それぞれの法律があって、やっている訳である。その中で

まちづくり拠点の期待がきている。そのあたり議論になっている。 
両面から調査、研究していかないといけない。公民館については、小浜は先進事例として頑張ってもら

いたい。ここの書き方を今の議論を十分踏まえて、より適切な表現に改めたい。 
（Ｂ委員）公民館と言わず地域拠点とかでいいのではないか。結局地域の地縁団体のところが、担い手

になろうとすると地域拠点がいるよねということである。そうすると、今ある地域拠点は何かとなると

公民館にいきついてしまう。将来的には地区の合併になった時にコミュニティセンターのようになるか

も知れない。それはどうなるかわからないので公民館に決めつけなくてもいいと思う。これからの議論

は地域の拠点というのがこれからどうあるべきなのかということを調査、研究していく方向がいいのか

と思う。 
（会長）公民館にこだわらなくていいのかと思う。滋賀県で合併しているところは、旧の役場が残って

いる。そこが新しい拠点になってハード面、ソフト面で活用されている。結構うまくいっている。 
いまＢ委員がおっしゃるようにどんな施設、どんな仕組みが出てくるかわからないので、あまり既存の

施設にこだわらない方がいい。そのようなことを配慮しつつ、表現していく方がいい。 
（Ｄ委員）今は旧村単位で１学校１公民館となっている。これから学校統合が出来たとしても、地区に

はこのような施設が必要であると思う。財政的な問題があると思うが、まちづくりには今のせまい伝統

的なコミュニティが必要でないかと思う。 
（会長）まちづくりというのは、立体構造であり、複雑にいろいろなことが絡んでいる。学区の編成の

問題とか公民館のあり方とかまちづくり拠点の問題も協働のまちづくりということで、次のステージで

研究をしていかなければいけない。ここで断定的な文言を入れすぎるのは厳しい。 
（Ｈ委員）協働のまちづくりを考えたときに、将来的に小さな公民館でいくのか、生涯学習的なことに



特化してまちづくりに参加することで生きがい感とかお役立ち感とか学ぶのか、それとも大きな枠組み

のコミュニティセンターということでまちづくりをしていくのか、そのあたりわたしの立場としては気

になっている。 
（会長）よくわかるが、今回の調査、研究の中でみなさんに問いかけていく。この問題は大変難しいと

思う。案外、全国的に見て安易に流れている。 
（Ｊ委員）先ほどから出ている図とかはイメージ的な問題であるが、指針自体が世界地図であるとする

と、カーナビ的に次はここにいくなど時系列に沿ったページがほしいと思う。目的地はいっぱいある。

みどころもいっぱいある。どの順番でたどればいいのか全体を通して読んでいるとわかりづらい。これ

も次の段階かもしれないが・・・現状にたったとき、次はなにかその次はなにか進んでいかないとわか

りづらい。 
（会長）ガイドラインは、先ほども言われたように粛々と原文を中心にセッティングして決着をみると、

そこから、これから委員で順序だてた行動指針をつくったりしていくことも大事である。 
それでは、予定の時間になったので今日のところはこの辺りで終了したい。 
概ね一通りの形のものが出来た。ところどころ詰めないといけないところがあり、今日もいろいろな意

見が出たので、手直しするところはあるが、だいたいで揃ってきたので、前回のスケジュール話を含め、

事務局の方から今後の流れをお願いする。 
（事務局）今後の予定としては、１月３１日に市議会の方へ素案を説明する。そのあと２月１０日から

２月末までパブリックコメントを実施し、市民の方々の意見を聞く。意見をいただき、３月上旬に、そ

の意見等を皆さんにお知らせし、最終の会議を開催させていただく。この会議で、パブリックコメント

の意見等や指針の最終案を提示したい。あと２４年度の市民会議の検討をお願いしたい。それが終われ

ば冊子を作成し、また概要版も作成する。そして４月からこの指針がスタートとなる。 
最後に次の７回目の会議の日を決定願いたい。 
（会長）わたしの勝手であるが、３月１３日（火）でお願いしたい。よろしくお願いする。最後事務局

の方から連絡事項はないか。 
（事務局）皆さんに今日いろいろ意見をいただいたのでこれを修正させていただき、また、図について

ももう少しわかりやすく表現したい。それをパブリックコメントにかけるが、ぜひ皆さん、各団体に周

知していただきたい。ご意見等をいただくと協働に対する市民の方の関心が高まっているということが

認知できるのでご協力をお願いしたいと思う。               
 
 終了 １５時３５分 
 

 
 
 
 
 
 


