
第４回八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例評価委員の会議 

議事概要 

 

日  時 平成２３年１月２７日（木）１９：００～２０：３０ 

場  所  八尾市役所本館８階 第２委員会室 

出席委員  １２名（５０音順、敬称略） 

嶋田哲夫、砂原庸介、中路明雄、中西勝晴、西寺美代子、久隆浩、平野光次、 

福井勇、藤本高美、細合道子、森川昭平、山本賢 

欠 席 者 ２名（５０音順、敬称略） 

     乾真治、宮田さち子 

事 務 局 光久政策推進担当部長、森理事、吉川政策推進担当参事、 

田中政策推進担当参事、北園政策推進課課長補佐、森田政策推進課係長、 

藤木政策推進課係長、森尾政策推進課副主査 

 

配布資料 資料１ 第３回評価委員の会議 議事概要 

資料２ まちづくり基本条例に基づく取り組み状況集計（修正） 

資料３ 八尾市第５次総合計画（概念図） 

資料４ 地域分権を推進するための主な取り組み 

資料５ 地域分権の推進に向けた取り組みスケジュール 

資料６  地域分権にかかる検討項目整理表 

資料７ 今後のスケジュール(評価委員会の開催予定) 

参考資料１ 審議会等の設置等に関する要綱 

参考資料２ 審議会等の委員公募実施指針 

参考資料３ 会議の公開に関する指針 

参考資料４ 八尾市公文書公開条例 

（第１回評価委員の会議 資料５．「八尾市の描く『地域分権』でめざす姿」修正版） 

 

１．委員の交代について 

事務局 

誠に残念なご報告となるが、自治振興委員会よりご参画いただいていた中尾委員が、昨年

の１２月にご逝去された。ここに謹んでご冥福をお祈りするとともに、お知らせする。 

新しい委員には、委員会から改めて推薦頂いた福井委員が新たに評価委員となった。 
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２． 開会 

 事務局 

資料確認 

 

３．委員による質問・意見への回答 

 久委員長 

 （挨拶） 

  では、委員による質問・意見への回答について、事務局から説明をお願いする。 

 

<追加資料の配布> 

 

 事務局 

前回委員に頂いたご意見に関する調査等についてご説明させていただく。追加でお配りし

た資料は、第１回の会議資料５「八尾市の描く『地域分権』でめざす姿（第５次総合計画に

おける地域分権の考え方構成図）」の修正版である。右下にテーマ型活動団体の例示があるが、

第５次総合計画の共通施策の一つである、国際交流推進に関するテーマ型活動団体が例示か

ら漏れているというアドバイスを頂いた。人権、平和、男女共同参画、団体支援のテーマ型

活動団体の例示に国際交流を加え、資料を差し替えさせていただく。 

次に、前回のご意見に基づき、追加・修正をした、資料２．まちづくり基本条例に基づく

取り組み状況集計の２７ページをご覧いただきたい。 

第６条の情報共有に関して、下から６行目でホームページ外国語版の設置に触れている。

当初「ハングル語」という記載があったが、「ハングル」という記載だけで言葉という意味も

含まれているという指摘があったので修正した。また「５ヶ国で行った」とあったが「語」

が抜けていたので追加した。 

次に、３２ページに第８条、市の責務に関する取り組みがある。前回会議で研修に関する

ご意見を受け、職員研修に関する記載は前回の資料では１項目のみであったが、障がい者理

解のための講座研修の表記の追加を含め、大幅に改善した。 

また、３３ページ、障害福祉課において、手話マニュアル本の作成、手話マニュアル研修

会が実施されていたため追加した。 

後に、３９ページをご覧いただきたい。第１０条、対話の場に関する取り組みがある。

交通まちづくり懇話会に関する取り組みが抜けているという指摘があったので、４０ページ

に追記した。当初、交通まちづくり懇話会に関しては第６条の情報共有に関するものとして

記載していたが、ご指摘を受け、掲載場所の変更および記載内容の改善を行った。 

 

 久委員長 

  ここまででご意見・ご質問はいかがか。 
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 一同 

  なし。 

 

 久委員長 

  では、続いて事務局より説明をお願いする。 

 

 事務局 

  同資料４９ページをご覧いただきたい。第１４条審議会等の運営に関する状況について、

ご意見・ご指摘等を３点いただいた。 

  １つ目は、委員の公募がないものに関して、公募をしたが、結果として応募がなかったの

か、そもそも公募していないのかという点。 

  公募のない理由について所管課に確認した。非公募の理由としては参考資料１の３ページ

をご覧いただきたい。第６条（委員の公募）に非公募とする４つの事項を規定している。 

 （１）法令等により委員の資格が限定されている場合 

 （２）専門的な知識や経験等を要する場合 

 （３）特定の個人や団体等に関する内容を扱う場合 

 （４）その他審議会等の設置目的や審議事項等から公募が適さないと認められる場合 

  資料２の４９ページをご覧いただきたい。非公募理由の欄に、この４つの事項に対応する

番号を記載している。専門的な知識や経験等を要する審議会等が多い事がわかる。なお、公

募したが結果として応募がなかったという状況はなかった。 

   

２つ目は、審議会等の公開・非公開について。先ほどの非公募理由の右の欄に会議の公開・

非公開及び非公開の理由について追加記載している。 

参考資料３．会議の公開に関する指針の１ページをご覧いただきたい。 

第３条に審議会等の会議の公開の基準の記載があり「審議会等に関する会議は公開とする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は非公開とする」となっている。非公開となる

事項として３つの事項を規定している。 

 （１）法令等の規定により、会議が非公開とされている場合 

 （２）当該会議において、八尾市公文書公開条例第６条各号に定める情報に該当すると認め

られる事項について審議等を行う場合 

 （３）当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認

められる場合 

 

（２）の八尾市公文書公開条例第６条各号に定める情報に該当すると認められる事項につい

ては、参考資料４．八尾市公文書公開条例の２ページをご参照いただきたい。 

・個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。 
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・法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公

開することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認

められるもの。 

などが事項として挙げられている。 

  

参考資料３の１ページ、第４条をご覧いただきたい。公開・非公開の決定については、 

・「審議会等の会議を公開するかどうかは、前項に規定する「審議会等の会議の公開の基準」

に基づき、当該審議会等の会長等が、その会議に諮って決定しなければならない。」 

・「審議会等が、会議を公開しないことを決定した場合は、前項に定める非公開理由のいずれ

に該当するかを明らかにしなければならない。」 

としている。 

資料２の４９ページ、右のカッコ番号を記載しているが、非公募と同様にこの３つの要件

に対応する番号を記載している。５１ページに参考として抜粋しているので、そちらも参照

していただきたい。 

 

３つ目は、同一人が複数の審議会に選任出来るのかという指摘に関して、参考資料１．審

議会等の設置等に関する要綱の２ページをご覧いただきたい。第５条第１項第５号において、

同一人を委員として選任できる審議会等の数は、４機関までと規定している。 

以上で、前回の会議でのご意見等に関する説明を終わらせていただく。 

 

 久委員長 

  ただいまの説明に関してご意見、ご質問はいかがか。 

 

 一同 

  なし。 

 

 久委員長 

 これまで、現行の条例の条文に基づいた取り組みについて評価をしてきたが、多少の課題

はあるものの、概ね良好に取り組まれているということでよろしいか。 

現状の取り組み状況という面から判断すれば、条文を見直すまでの事案は見当たらない。

ということになりますが、評価としてよろしいか。 

  

 一同 

  異議なし。 
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 久委員長 

  確認が取れたのでこの委員会の 終的な判断として、条文を見直すまではない、条文に沿

って今後も運用を図られたい、ということでまとめとする。 

   

４．本条例における地域分権の仕組みの位置づけについて 

 久委員長 

次に、第５次総合計画では「地域分権」の取り組みを充実させるということが謳われてい

る。 

地域分権の仕組み、中でも地域のまちづくりを支える仕組み等を総合計画基本構想の中に

は書き込んでいるが、条例で位置づける必要がある。１番近いものの一つにまちづくり基本

条例があるので、この条例に地域分権の仕組みを位置づけるのが妥当かどうか、位置づける

のならどういう形で位置づけたらいいのかということを、残された時間で検討したい。 

もう一度、基本構想に位置づけられている地域分権の仕組みを共有したいので、確認とい

う意味を含め再度、事務局から説明をいただきたい。 

 

 事務局 

  資料３をご覧いただきたい。第５次総合計画の基本構想については、第１回の会議資料と

してお渡ししている。この資料は、総合計画におけるまちづくりの考え方をごく簡単に表し

ている。総合計画の基本構想においては、目指す将来都市像を「元気をつなぐまち、新しい

河内の八尾」と定めている。これは、一人ひとりの市民、団体や企業など、あらゆる活動主

体や、自然や文化、産業など多彩な地域資源の「元気」を引き出し、新たな視点で「つなぐ」

ことにより、「まち」の価値を高めていくこと。そして、歴史に根差した河内の進取の気風を

受け継ぎ、八尾の良さを 大限に発揮し、「新しい河内の八尾」を力強く作り上げていくとい

う意味から定めている。 

基本計画については、「目標別計画」と「地域別計画」の構成となっている。 

まず、「目標別計画」だが、従来は福祉や環境など、行政の分野別の基本計画としていたが、

次期総合計画では何を目指すのかというまちづくりに関する目標を、市民をはじめ、まちづ

くりの多様な活動主体と共有するため、それを明示し、その達成に向けたまちづくりの目標

別に道筋を明らかにしている。 

次に、地域別計画は、地域に暮らす市民とともに、地域ごとの現状と方向性を整理し、関

連する行政の取り組みなどを、市民・行政の協働で学校区ごとにとりまとめた計画として定

めている。地域が抱える課題は様々で、地域特性に応じたまちづくりを進めるためには、地

域と行政のパートナーシップは必要不可欠となっており、地域と行政の適切な役割分担によ

って、地域の課題に対応し、市民主体のまちづくりを進めていくこととしている。 

  まちづくりの推進方策について、八尾市全体のまちづくりと地域のまちづくり両方の視点

でまちづくりを進めていくとしている。八尾市全体のまちづくりとは、学校教育、都市基盤

5



整備、行財政改革など、市全域を視野に入れたまちづくりを意味している。地域のまちづく

りは学校区を単位とし、地域の視点に基づくまちづくりを意味している。まちづくりを推進

する視点をもとに、地域の想いがまちづくりに反映しやすくなる仕組み、体制作りを進め、

多様性や自発性を尊重しながら、まちづくりの充実を目指していくこととしている。 

 

次に、資料４．地域分権を推進するための主な取り組みをご覧いただきたい。 

今後の取り組みの一つとして、「わがまち推進計画」がある。地域が主体となって暮らしに

身近なまちづくりや、様々な地域活動を進めていくために、住民の思いやまちづくりの方向

性をまとめるもので、地域の現状や課題、目指す将来像、地域が主体的に行う取り組みや、

地域と行政が協働で行う取り組みなどを内容とする計画となっている。主な内容として、地

域の現状と課題の把握、まちの目標、将来像（スローガン）、課題解決のための活動・事業な

どを想定している。 

次に、校区まちづくり協議会については、市民や地域が市民一人ひとりの日常生活の場が

自分たちのものであるという「わがまち」意識を共有し、地域の未来を守り、支えるために、

みんなの力で地域の特色を活かしながら、さまざまな分野において身近な地域の課題を解決

していく組織となる。位置づけとしては、「地域の多様な主体が参加し、協議、決定ができる

場」、「地域の取り組みを実施する場」、「わがまち推進計画を策定し地域予算制度を活用しな

がら事業を実施する場」であり、主な構成は、自治振興委員会、地区福祉委員会、民生委員・

児童委員地区委員会、小学校・中学校ＰＴＡなどの団体等で構成される組織を想定している。

体制については総会、役員会、実施体制としての部会等を想定している。組織作りについて

は、市が地域、校区に対し、準備会設立の働きかけをして、協議が整った校区から準備会を

設立し、改正条例施行後には準備会から校区まちづくり協議会へ移行していただく。改正条

例施行後に準備会がない校区については、地域で協議の整った校区から、校区まちづくり協

議会を設立していただきたいと考えている。 

次に、地域予算制度については、わがまち推進計画に沿った地域のまちづくりの推進に向

けて、限られた財源を効果的に活用していくために、各地域において柔軟に利用できる地域

予算制度を導入していく予定としている。活用主体は、校区まちづくり協議会であり、活用

事業は、わがまち推進計画で位置づけられた取り組みに基づく事業、校区まちづくり協議会

が自ら取り組む事業となる。現在考える地域予算制度活用の流れとしては、まず校区まちづ

くり協議会に対し、年間予算限度額を提示し、次に各校区まちづくり協議会が市に対して事

業を提案する。市は、提案を受けて、提案事業の事業費の精査及び法的要件等をチェックし、

限度額以内であれば校区まちづくり協議会に対し、交付金として一括交付を行う。校区まち

づくり協議会ではその予算をもとに事業を実施し、事業完了後、市に報告するといった流れ

を想定している。 

次に、地域まちづくり支援事業については、校区まちづくり協議会設立準備会および、校

区まちづくり協議会が実施する地域の防犯・防災、地域福祉を推進するための事業を対象に

6



助成を行う事業である。助成期間としては、平成２２年度～２４年度の 大３年間としてお

り、その後は地域予算制度に移行したいと考えている。この地域まちづくり支援事業につい

ては、昨年の１１月より、各校区で校区まちづくり協議会設立準備会の設立、事業計画の作

成および助成申請に取り組んでいただいている。校区まちづくり協議会設立準備会について

は、昨年１２月までに２６校区で設置されている。地域まちづくり支援事業について、青色

防犯パトロールや防災マップづくり、防犯・防災の取り組みとして合計２４事業の申請をい

ただいた。また、世代間交流事業や地域福祉交流の場づくりなど、地域福祉の取り組みは合

計２３事業の申請を頂いており、取り組みが進められている。 

資料５．地域分権の推進に向けた取り組みスケジュールをご覧いただきたい。資料４の説

明と重複する部分もあるが、現在本市が、地域に対し校区まちづくり協議会設立準備会の立

ち上げについて働きかけをし、用意の整った校区から準備会が設立されている。 

表の２段目、準備段階としているが、校区まちづくり協議会設立準備会により、地域まち

づくり支援事業の活用に取り組んで頂いているところである。 

評価委員の会議で、まちづくり基本条例の見直しの検討を行っているが、まちづくり基本

条例の改正後、校区まちづくり協議会設立準備会から、校区まちづくり協議会へ移行してい

ただきたいと考えている。改正条例施行後は、校区まちづくり協議会によるわがまち推進計

画の策定、平成２５年度以降は、計画に基づく地域予算制度等の活用による地域での事業展

開を考えている。 

以上、今後の八尾市のまちづくりの方向性や現状等の説明をさせていただいた。 

 

 久委員長 

  ありがとうございます。我々の役割は仕組みをどうするかではなく、これを条例に位置づ

けるのか、位置づけるならどのように位置づけられるのか、という点を再度確認しておく。

提示した仕組みを理解、共有しないと議論が出来ないので、事務局からの説明に対して質問

等はないか。 

 

 中西委員 

  昨年度１２月末まで何地区申請しているのか。 

 

 事務局 

  ２６地区から申請があり、内訳は防犯・防災の分野で２４事業、地域福祉の分野で２３事

業の申請があった。 

   

 中路委員 

  地域まちづくり支援制度は３か年の事業となっているが、３年後には打ち切るということ

なのか。もう一つ、２６地区が設立準備会を作ったということだが、平成２２年度分の助成
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金はいつごろ降りてくるのか。 

 

 事務局 

  今年度の分は各団体から申請を頂き、既に交付決定し、会計処理をし、２月上旬を目途に、

決定額の９割を概算払いということで考えている。また、この制度は平成２２年度～２４年

度の３か年に限定させていただいている。平成２５年度からは地域予算制度ということで、

地域まちづくり支援事業の経験を踏まえて新しい制度をつくり、移行したいと考えている。 

 

 久委員長 

  今後は校区まちづくり協議会が中心となっていきたいということで、そこまでの助走期間

として５０万円をうまく活用しながら、校区まちづくり協議会設立準備会の事業として展開

する中で、地域の方々にも協議会の役割や位置づけを理解していただき、平成２５年度以降、

本格的に予算が付いて実施されるということだと思う。 

 

 中路委員 

  地域まちづくり支援制度について、助成金額５０万円（上限）と書いているが、交付決定

額が半分も出ていないのは、申し込みが多かったのか。 

 

 事務局 

  平成２２年度については、もともと全校区の半分程度しか予算が取れていないこと、申請

が２６校区から上がっていることもあり、予算の範囲内で按分ということでご理解いただき

たい。平成２３年度については各校区５０万円（上限）を助成出来るよう予算要求をしてい

る。議会等もあり、 終確定には至っていないが、要求はしている。 

 

 久委員長 

  他に質問はいかが。 

  

嶋田委員 

 構成の部分で、自治振興委員会、地区福祉委員会、民生委員、その他諸々のものなど、団

体等で組織すると明記されているが、協議会の段階では、個人としては参加できないのか。

あるいは、地域によっては参加を認めているところもあるのか。自治振興委員会とか民生委

員は地区福祉委員会の構成団体なので、もっと色々な構成団体があるのではないか。大きな

問題としては、個人として協議会に参加出来るのかということが一つ。 

もう一つは、予算は５０万上限となっているが、すでに金額が下がっている。いつまでも

５０万円のままで行くのか。下げたら下げたで予算の問題をどう解釈するのか。 

後に、資料４．地域まちづくり支援制度（５）－②、事業費、事業の公益性・実現性、
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継続性等について学識経験者の助言を踏まえ審査し認定するとあるが、認定されないところ

も出てくる。そのあたりの解釈が協議会を作る人の認識と違うのでは。そのあたりをどの程

度考慮しているのか。 

 

 久委員長 

  ２番目については先ほども事務局より説明があったと思うが、今年度は予算がつけられな

かったが、来年度の予算計上はそれぞれ５０万円（上限）までいけるようにするという内容

であった。あとの質問に対して事務局よりご説明いただきたい。 

 

事務局 

組織の問題と思うが、地域で説明する際に、準備会の参画団体は地区福祉委員会を基本と

することでお願いしている。ただ今後協議会に発展する過程では、もう少し幅広い団体の参

画をという話もしており、そのあたりどうするかは準備会、連絡会等の中で決めていきたい。

参考までに言うと、地区福祉委員会の中には、団体だけではなく、アドバイザー的に個人が

入っているものもある。 

先ほどの審査の問題だが、防犯・防災で２４事業、地域福祉で２３事業あり、事業そのも

のは審査が通ったが、経費についてなじまないものは除いて補助対象としたケースもある。

申請したからそのまま通るということではない。今後、準備会、連絡会等でそのようなケー

スがあったことを報告させていただく。 

 

  嶋田委員 

  防災関係の中で、今回市全体の計画としては自主防災組織というものの立ち上げを進めて

いる。それとはまた別の防災組織という認識でいいのか。それを逆に地域で受け持ってやる

という認識を持つのか。防災としてどういう考え方でいくのかという点を教えていただきた

い。 

 

 事務局 

  防災については、全てを地域にお任せするということではなく、まず行政としてやるべき

ことをしっかりとやっていく。地域、町会単位で自主防災組織を作おり、町会単位で備品を

備蓄するというケースが自主防災組織中心に行われている。準備会そのものは対象が校区な

ので、例えば避難所である小学校に倉庫を設置して、小学校区全体としての備蓄も別途進め

ていきたい、という地域の方々の思いもあったので、それは町会とは別に小学校区という形

で認めている。 

 

 久委員長 

  根本的な話をすると、行政がどうするかではなく、地域の方々が使いやすいようにするこ
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とが原則であり、地域の方々が個人単位で入った方が良いという判断でもいい。行政が決め

るのではなく、地域に馴染み易い形を考えていただくのが原則だと思う。 

他に質問はいかがか。 

 

 一同 

  なし。 

 

 久委員長 

  地域分権の制度をご理解頂いたということで本題として、これをどういう形で条例の中に

位置付けていくのかという議論に移りたい。仕組みをいうと校区まちづくり協議会、わがま

ち推進計画、地域予算制度、この３つが柱になって動いていくので、一つ一つ検討していき

たい。 

  資料６．地域分権にかかる検討項目整理表が検討材料になると思うので、事務局より説明

をお願いする。 

 

  

事務局 

資料６をご覧いただきたい。今回条例への位置づけを検討していただきたい項目は３つあ

る。それは校区まちづくり協議会、わがまち推進計画、地域予算制度である。本市の現状と

しては明確に条文に位置づいていない。資料において本市の条例の条文のうち、３つの項目

に関連すると思われる条文について記載している。一方、３つの項目については、他市の事

例では既に条例に位置づいているものもある。資料ではその中から岸和田市、朝来市、高浜

市を例としてあげているので、他市の条文および資料３，４，５を参考に、本市の条例文の

位置づけについて考えていただきたい。 

大阪府岸和田市では組織に関するものとして、コミュニティ活動を小学校区単位で実現す

るための組織として、地区市民協議会を設立する事ができ、地区市民協議会は当該地域の市

民に開かれたものとし、市・自治会・町会その他の組織と連携しながら協力してまちづくり

を行うと規定されている。住民はコミュニティ活動、住民自治を実現するため、その核とし

て小学校区単位で地区市民協議会を設立する事ができる。地区市民協議会は当該地域の住民

に開かれたもので、多様な組織と連携し、協力し合うことで、単に組織というのみならず、

多様な人々や機関に開かれた場でもあるということを想定している。地区市民協議会が地域

の住民活動を連携させ、手作りのまちづくりを目指す事を規定している。 

次に、計画策定に関する部分だが、岸和田市は計画策定に関する規定はない。 

次に、予算制度と支援に関する部分として、第１４条第２項において、市長は前項に規定

する、市民の自主的な地域における活動の役割を尊重しながら、適切な施策を講じなくては

ならないと規定されている。岸和田市では、コミュニティ活動の役割、自主性を尊重して、
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住民自治を損なわないよう、主体となる住民の自治の意識や体力を弱めることのないよう配

慮する中で、その必要性に応じて金銭的、人的支援などの様々な施策を講じていく事とされ

ている。 

 

兵庫県朝来市では組織に関するものとしては、一定のまとまりのある地域内の市民は、そ

の地域内において多様な主体によって構成された自治組織を設立する事ができる。また、地

域自治協議会の要件として、地域の総意が反映され、民主的で透明性を持ち、地域内の誰も

が希望に応じて運営に参加できることと規定している。朝来市では、地域自治協議会を地域

協働の基盤として位置づけており、１つの地域に１つの地域自治協議会として、今後、市と

の各種協働事業を実施、推進できるものとして期待されている。 

一定まとまりのある地域とは、日常的な顔の見える範囲であり、概ね小学校区を範囲する

ことが適当であると考えられており、小学校区を範囲として、市内全域に１１の地域自治協

議会が設立されている。 

次に、計画策定に関する部分だが、朝来市においては第１５条第２項第２号に計画策定に

ついての規定がある。朝来市では地域自治協議会の要件として、地域の課題を共有し、その

解決に向けて地域自治協議会が取り組む地域のまちづくり目標、活動方針等を定めた地域ま

ちづくり計画を策定することと規定されている。 

次に、支援に関する部分として、第１６条第２項において市長等は、前項の自発的な活動

を促進するために、前条に規定する地域自治協議会及びその他のまちづくり活動を行う団体

等に対して必要な支援を行うことができると規定されている。自発的なまちづくり活動を促

進するために市長等の支援を定めているものである。対象となる団体等には、第１５条で規

定している地域自治協議会や区（自治会）など地縁型の団体やまちづくり活動等のテーマ型

団体などを対象としている。 

 

後に愛知県高浜市の例をご覧いただきたい。組織に関するものとして、地域内分権を推

進する組織として、小学校区ごとに一を限り、その地域の市民で構成するまちづくり協議会

を設置する事ができる。まちづくり協議会はその地域の市民に開かれた組織とし、身近な地

域の課題を話し合い、解決できるよう、地域の市民の意思を反映してまちづくりを行う。ま

ちづくり協議会に関する必要な事項は別に条例で定めると規定されている。高浜市の条例で

は、まちづくり協議会は、身近な課題は出来るだけ市民に近いところで主体的に考え、対応、

解決するための住民自治を充実、強化する具体的な仕組みであり、まちづくり協議会は小学

校校区域とするという地域的要素、小学校区内の市民全てが構成員であるとする人的構成要

素を謳っている。 

 計画策定に関する部分だが、高浜市でまちづくり協議会は、自らが取り組む地域のまちづ

くりの目標、活動方針、内容等を定めた地域計画を策定する。行政は市政運営にあたり、地

域計画を尊重することが規定されている。高浜市では地域計画は地域にはこんないいところ
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があるといった長所や魅力、地域にはこんな課題があるといった問題点などを見つめ直し、

それらを踏まえてどうしたら地域のいいところを維持、伸ばすことができるか、課題を解決

できるかを、地域の市民にアンケートなどを行いながら地域で考え、こんな地域になったら

いいな、という夢やアイデアを出し合って策定されている。いわば小学校区単位の総合計画

ともいうべきものである。地域のまちづくり目標や活動方針、取り組み内容等を長期的な視

点で定められている。行政は各種行政計画の策定や、施策・事業の推進にあたっては地域計

画を尊重して、地域内分権の推進につなげていくとされている。 

支援に関する部分では、行政はまちづくり協議会、町内会等の基礎的なコミュニティ団体、

その他の市民公益活動団体及び市民が活動しやすいよう必要な支援と協力を行うと規定され

ている。高浜市では、地域自治を豊かにするための支援・協力の例として市民予算枠事業、

まちづくり協議会特派員制度、コミュニティプラザの運営支援などが実施されている。地域

内分権の推進として、これまで行政が行ってきた地域市民に対する公共サービスに対して、

まちづくり協議会から希望があると、地域で行うことが出来るよう行政が権限や財源の委譲

など、必要な支援・協力を行っていくこととされている。 

以上が他市の状況についての説明である。 

 

 久委員長 

  説明の中で資料にないものもあった。例えば支援の仕組みについての説明があったが。 

 

 事務局 

  今のものは条文の逐条解説の部分から拾った。条文での記載は資料６のとおり。 

 

 久委員長 

  条文には支援の仕組みの位置づけはないのか。 

 

 事務局 

  支援の仕組みについては明文化されていない。 

 

 久委員長 

  条文に位置づいているか、位置づいていないかというのはきわめて重要なので、整理して

おかないといけない。 

 

 事務局 

  条文に位置づいているのは資料６に書いているものが全てで、それ以外のものは逐条解説

を説明させていただいた。 
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 久委員長 

  校区まちづくり協議会については、八尾市の場合はそれに相当するものはなく、地域で集

まって話をするのはラウンドテーブルで、第１０条で対話の場は位置づけているが、校区ま

ちづくり協議会は条文の中ではないということ。条文を作るのかどうか、作るのならこうい

う観点、こういう内容は書いてほしいなどという意見を頂いたら、事務局のほうに再度お願

いする。質問、意見があれば伺いたい。 

  高浜市のところで、第１７条の２行目で「小学校区ごとに一を限り」という部分がある。

他市では明確になっていないが、小学校区に２つ以上の協議会は出来ないと高浜市は条例で

謳っている。そうしないとＡ協議会とＢ協議会のどっちを認定するのかというような話にな

る可能性があり、この部分は重要である。岸和田市、朝来市の場合はそういうことは起こら

ないという性善説に立っているのだろうが、不足の事態をできるだけ事前に防ぐという意味

で、明文化することも必要ではないか。 

 

 山本委員 

  亀井小学校区に住んでいるが、東地区に新しい福祉委員会が立ちあがり、校区全体で協議

会を持とうと立ち上がっている。他の地域でも一校区に二つ福祉委員会があると伺っている

ので、そういったことを踏まえると、一を限りという条文は必要なのではないか。 

 

 久委員長 

  他の観点でも構わない。この協議会を位置づけるにあたって重要な点などはあるか。 

  岸和田市の第１５条第２項と朝来市第１５条第２項はほとんど同じであり、開かれた運営

をするということが書かれている。これも当然といえば当然のことである。 

 

 砂原副委員長 

  開かれた運営は当然にしても、それがうまくいかなかった場合のことを考える必要はある。

コミュニティだけで解決できない問題が発生した場合の対応は議論があってもいいのでは。 

 

 久委員長 

  手続上は、市としてはどういう形で協議会を認知するのか。 

 

 事務局 

  条例は、総合計画が何を進めていくのかということが書かれているが、それをどうやって

実施していくか、原則としてのルールを明文化した条文であると考えている。手続きという

点だと、校区まちづくり協議会を協働の主体として、積極的に支援できる組織として位置づ

けたい。 
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 久委員長 

  条例は、性悪説に立たなければいけない部分がある。先ほど砂原先生が言ったことを具体

的に言うと、透明性、公開された運営がなされていないという声ができた場合はどうするの

か。それを条例の中で謳っておくのか、それともそこまでする必要はないのか。 

 

 事務局 

今までの経過を含めて話すと、校区まちづくり協議会をどういう形で、地域の方々にどう

やって認知されていくのかが一つの課題。課題は、現実面の課題と条例上での課題がある。

現実面の課題では、準備会を地域の方々にお願いするとき、従来から地域で活動してきた地

区福祉委員会や自治振興委員会など、地域で認知されてきたという前提に立っている。準備

会を立ち上げて、協議会へ移行する間に実績を積み、さらに認知を受け、現実面での認知を

とっていきたいと考えている。法的な部分でいうと、要件に沿わない場合の規定までは今の

ところ考えていない。地域の方々と話すときは、性善説に立たなければ物事が進まない。準

備会の連絡会などで意見交換をしながら進めていきたいと考えている。 

 

 久委員長 

  私が言葉遣いを慎重にしていたのは、行政が一つの協議会を認定する仕組みもあるが、そ

うなると行政が組織にお墨付きを与えるという関係になるので、対等な関係とは言いがたい

ため、あえて「認定」という言葉は使わなかった。お互いが相手を認識、認知するというほ

うが対等な関係を表せる。認定制度をとってしまうと、行政がお墨付きを与えるという上下

関係の中で決められていくような色合いも出てきてしまうと危惧しており、条例の中では認

定というところまで謳う必要はない、というのが私の個人的な見解である。岸和田市、朝来

市、高浜市のような位置づけが妥当ではないか。 

 

 砂原副委員長 

  どうやって認知するかというときに、地域で一定の実績を積み重ねたところを認知してい

くということを岸和田市、朝来市、高浜市もやっていると思うが、八尾市の現状を考えると

それでいいのか。認知された側も地元代表の協議会といえるかどうかは、八尾市の特殊な事

情で議論されるところなのではないか。手続きが必要だというところがあればその議論もす

るべきだし、運営上それでいいということなら、特に認知について規定を置かないというの

も一つの方法ではないか。 

 

 中路委員 

  八尾市の福祉委員会という組織はしっかりとしている。校区まちづくり協議会設立準備会

の立ち上がる前にも、組織は小学校区単位でお願いするということだったので、しっかりと

言ってきた。福祉委員会でまとめて八尾市独自の組織構成があってもいいのではないか。校
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区まちづくり協議会設立準備会を設立する際に、福祉委員会にお任せするとの話があったの

で、各種団体が集まって頂いて３２ある地区福祉委員会の一つではあるが、一つの校区をま

とめさせていただいた。八尾市民の一人として、地域まちづくり支援事業には満足している。

福祉委員会といっても全部の団体が集まっているので、しっかりしているという考えを持っ

ている。 

 

 久委員長 

  私も八尾市の地域の実情を知っているので、中路委員の言うとおりだと思う。ただ逆に、

条例に位置づけるということになれば、条例を盾に言ってくる場合を想定して、不足の事態

をどう防ぐかというところを書くのかどうか。そんなことは起こらないし、起こったら地域

で何とかするというのなら、条例に書き込む必要はない。先ほどおっしゃったように、地域

の実情に合わせて運用の中で決着をつけるのか、法で裁くのか色々な方法があるので考えて

いただけたらと思う。 

 

 中西委員 

  ３年後に地区福祉委員会と校区まちづくり協議会が、スムーズにドッキングしないで自分

たちの行事をやっていけるのか、それを懸念しており地域の方もそう思うのではないか。福

祉委員会はＡという行事をやり、校区まちづくり協議会はＢの事業をやるという分類ならう

まくいくかも知れないが、Ａ，Ｂの行事を取り組むとなると難しい問題が出てくるのではな

いか。 

  

事務局 

  今までの経過で言うと、地区福祉委員会の取り組む事業は基本的に一定決まっている。 

校区まちづくり協議会が取り組む事業は、八尾市からお願いするというよりも、地域で足

りない事業を取り組もうという流れを期待している。 

 

 中西委員 

  これが実施された場合、勢力争いが出てくる。福祉委員会はそこも懸念している。制度内

容をより充実しようとすると、取り合いになるのでは。そのあたりを、市はどういう風に考

えているのか。 

 

 事務局 

  行政が強制するのでなく、地域の方々にまず考えて頂き、地域の方々と行政で一緒に考え

ることもある。我々も地域の中が混乱する事を一番懸念している。そうならないように地域

の方と向き合って進めていきたい。 
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 久委員長 

全国的に色んな協議会が設立されていて、その経緯を巡っていると、地域によって役割分

担の仕方が違う。八尾市も２８地区で同じような形にはならず、地区の中で一番使い勝手の

いい形の連携、役割分担になっていくのでは。例えば、いくつも組織があって複雑になって

いるということで、協議会で一本化していく動きになっているところもある。具体的に、枚

方の菅原東コミュニティ協議会の場合、従来の地域福祉委員会はコミュニティ協議会の福祉

部会に位置づけられているし、自治会、町会もコミュニティ協議会の地域振興部会という形

に再編されている。更に、今までの組織はしっかり残しつつ、組織の連合会という形で協議

会が運営されているところもある。新たな行事をやるという形で位置づいているところもあ

り、様々な形が全国的に見られる。どれが正解ということでもなく、地域の中でうまく協議

調整をして、新たな形での連携、役割分担が大切だと思う。行政はどう考えているのかとい

う話があったが、正解はないので、一緒に模索していくという形になるのではないか。地域

に任せたままではなく、行政には呼びかけた責任もあるので、これからも一緒に地域にふさ

わしい形を探していく事が必要なのではないか。私も他の地域のお手伝いをしているので、

呼んで頂ければ情報提供も含めて一緒に考えていきたい。 

 

 中西委員 

八尾市だけが混乱するのではないかと思った。福祉部会とかがあるのであれば、そう進ん

でもいいと思う。しかし、福祉委員会からは「なぜ、そのような新しいことをするのか」と

いう意見があったと思う。それでも申し込みが多かったのは助成金があるからである。 

 

 中路委員 

  予算がないから結局、こういう助成金があればさまざまな活動が出来る。私は地域のカラ

ーが出てもいいと思う。私の場合は、地域のカラーを出していこうと思っている。 

 

 久委員長 

  私も１０年以上に渡り、地域の方と一緒にさせて頂いているが、今でも運営の仕方、連携

の仕方は地域ごとに違う。その延長線上で校区まちづくり協議会をうまく活用して頂けたら

いい。場合によれば、年に何回かそれぞれの校区まちづくり協議会がどういう形で運営され

ているかを情報交換して、お互いのいいところを勉強し合うことも一つの手段だと思う。 

  徐々に協議会の本質の話に入ってきているが、我々の役割は条例にどういう形で位置づけ

るのかという話。もう一つの考え方として、別の条例をつくるという手段もないことはない

が、このまちづくり基本条例に位置づけさせて頂くということでよろしいか。 

   

 一同 

  異議なし。 
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 久委員長 

  あと二つ積み残しになるが、校区まちづくり協議会についてのご意見等は事務局に持ち帰

っていただく。残されたわがまち推進計画、地域予算制度については次回に検討させていた

だきたい。 

全体を通して何か質問等はないか。 

 

 一同 

  なし。 

 

 久委員長 

  なければ、その他、次回の日程を含めて事務局からお願いする。 

 

 事務局 

  資料７．今後のスケジュールをご覧いただきたい。次回第５回目の会議は２月２４日（木）

午後７時から、場所は青少年センター（旧商工会議所）２階の集会室で開催させていただく。 

なお、本日、できれば３月の第６回目の会議の日程についても決めさせて頂ければと考え

ている。候補日は、諸般の事情により３月２９日（火）午後２時からの開催。あるいは午後

７時からの開催のいずれかで考えている。 

 

 一同 

  （日程調整） 

 

 事務局 

  第６回目の会議については、平成２３年３月２９日（火）午後２時から開催させて頂く。場所

については、確定次第ご連絡させて頂く。今回使用した資料は次回の会議にご持参いただく

ようお願いしたい。新たに資料が出てきた場合は、その都度ご送付させていただく。 

 

 久委員長 

  条文を新たに検討というのは知識も必要で難しいが、非常に重要な事項なので次回も色々

ご意見いただきたい。これにて本日の会議は終了させていただく。ありがとうございました。 

 

以上 
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