
 

第６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３月２９日（火）１４：００～１５：１０ 

場  所  八尾市立青少年センター ２階 集会室 

出席委員  １２名（５０音順、敬称略） 

乾真治、嶋田哲夫、砂原庸介、中西勝晴、西寺美代子、久隆浩、福井勇、藤本高美、

細合道子、宮田さち子、森川昭平、山本賢 

欠 席 者 ２名 

     中路明雄、平野光次 

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、 

野本政策推進課主査、森尾政策推進課副主査 

 

配布資料 資料１  第５回評価委員の会議 議事概要 

資料２  提言書（案） 

資料３  今後のスケジュール 

 

１．開会  

 事務局 

資料確認 

 

２．議事内容 

 久委員長 

このたび大変な災害が起こったが、こんなときこそ地域や自治の力が発揮される。今回の

検討結果をしっかりと取りまとめたい。 

前回の会議では、本日の資料２、提言書（案）の３５ページ、第１６条の提言部分まで、

委員の皆様と確認し、また、協議をした。第１６条の提言部分までについても、修正された

箇所があろうかと思うが、まず、前回の会議での「地域のまちづくり」を支える仕組みに   

関する議論を受けて、前回の資料では、空欄となっていた「わがまち推進計画」及び「地域

予算制度」に関する提言が追加されているので、「地域のまちづくり」を支える仕組みに   

関する提言部分について、事務局から説明をお願いする。 



事務局 

 資料２、提言書（案）の３６ページをご覧いただきたい。「地域のまちづくり」を支える「仕

組み」に関する提言について説明させていただく。 

 まず、前段において、検討するうえでの視点を記載しているので、読み上げさせていただ

く。 

 

八尾市においては、「地域分権型」のまちづくりに向けた取り組みが、重要であるとの認識のもと、

「地域分権」の実現に向けた取り組みが進められています。 

「地域のまちづくり」を支える「校区まちづくり協議会」、「わがまち推進計画」、「地域予算制度」と

いう３つの「仕組み」を担保していくためには、この条例をどう発展させることが必要なのかというこ

とについて他市の状況も参考にしつつ検討を行いました。 

 

引き続き、「地域のまちづくりを支える仕組みの位置づけに関して出された意見」、及び 

「地域のまちづくりを支える仕組みの位置づけに関する提言」を読み上げさせていただく。 

 

地域分権の推進にかかる「校区まちづくり協議会」をはじめとする協働のまちづくりの「仕組み」を

この条例で担保するかどうか。 

別の条例として、「地域分権条例」を策定する方法もある。 

 

「まちづくり基本条例」は、市が政策を推進していく過程全般にわたって貫かれる市政運営の原

則であり、市民参画と協働のまちづくりを進めていくための理念、原則、制度、仕組みなどが条文化

されています。 

今回の「校区まちづくり協議会」や「わがまち推進計画」、「地域予算制度」といった、第５次総合

計画に掲げられている「地域のまちづくり」を支える仕組みについては、これらを条例で担保するこ

とにより、これまで以上に、市民参画と協働による地域のまちづくりが積極的に進められ、「地方自

治の本旨に基づく、地域力を活かしたまちづくり」につながっていくと思われることから、「まちづくり

基本条例」への位置づけが適当と判断しました。 

 

以上が、「地域のまちづくり」を支える仕組みに関する提言の内容である。 

 

久委員長 

ただいま、「地域のまちづくり」を支える仕組みに関する提言の説明があった。地域分権の

推進にかかる「校区まちづくり協議会」をはじめとする協働のまちづくりの「しくみ」をこ

の条例で担保するかどうかについては、この条例で担保していくという方向で確認していた

が、提言内容等についてのご意見等はいかがか。 

 



一同 

なし。 

 

久委員長 

では、続いて「校区まちづくり協議会」に関する部分について、事務局から説明をお願い

する。 

 

事務局 

  それでは、資料２、提言書（案）の３７ページをご覧いただきたい。 

「校区まちづくり協議会」に関する内容について、読み上げさせていただく。 

  

・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スムーズに移行できるように、 

支援体制や支援内容の整備が必要。 

・「小学校区に一を限り」の明文化が必要ではないか。小学校区に一つの組織として規定しておか

ないと、「校区まちづくり協議会」が複数の組織される可能性がある。 

・「市民に開かれた組織」、「地域の多様な主体で構成する」の明文化は必要ではないか。 

・協議会の位置づけにかかる手続きをどうするのか。 

・行政、地域住民にどう認知されるか。 

・現在、各学校区において「校区まちづくり協議会設立準備会」が立ち上がっている。準備会から協

議会への経過、実績も含めて、実質的な認知を得る。 

・手続きを条文で謳うかどうか。認定等の文言を入れた場合の協働の上での対等関係との整合性

において、上下関係の色合いが出てくるのでは。 

・条例の中で認定までは謳わなくても良いのでは。 

 

第１０条での提言でも触れましたが、本条例には、地域内で合意形成をめざす「議論の場」や具

体的な取り組みを進めていく「推進の場」については、具体的な仕組みを位置づけた条文はありま

せん。「校区まちづくり協議会」をはじめとする新たな仕組みについては、こうした機能も期待できる

ものであると考えますので、然るべき規定を設けることが必要と考えます。 

また、規定にあたっては、下記の要件について明文化することが適当であると判断しました。 

①「小学校区に一を限り」など、一校区に一組織（のみ）とする旨の明文化。 

②公平性や民主制の観点から、「地域の多様な主体で構成する」、「市民に開かれた」などの明

文化。 

③「地域の住民の想いを反映してまちづくりを行う」など、地域全体の意思の反映及び執行機関

である旨の明文化。 

なお、「校区まちづくり協議会の位置づけにかかる手続きをどうするのか」、また、手続きを条文

で謳うかどうか、「認定」等の文言を入れた場合の協働の上での対等関係との整合性はどうかなど



についても議論となりました。今後、「認定」等される予定があるのかどうかということです。 

現時点では、準備会から協議会への経過、実績も含めて、行政、地域での現実的な認知を得る

という方向のようですが、公的位置づけにかかる手続きについては、地域の状況等を十分に把握し、

また、考慮しつつ、さらなる検討をお願いします。 

現状において条文で認定までは謳わなくても良いのではと考えます。 

 

以上が、「校区まちづくり協議会」に関する内容である。 

 

久委員長 

ただいま、「校区まちづくり協議会」に関する提言内容等の説明があった。「小学校区に  

一を限り」など、これまでの議論を踏まえた内容となっている。条文になる時は数条の条文

になると思うが、それを導くための考え方あるいは方向性が提言となっている。提言内容等

についてのご意見はいかがか。 

 

一同 

 なし。 

  

久委員長 

 続いて「わがまち推進計画」に関する部分について、事務局から説明をお願いする。 

 

事務局 

それでは、資料２、提言書（案）の３８ページをご覧いただきたい。 

「わがまち推進計画」に関して出された意見について、読み上げさせていただく。 

 

・校区まちづくり協議会と既存の地域団体等との役割の違いをはっきりさせておかないと混乱する。 

・校区まちづくり協議会の具体的な役割を設定する必要がある。 

・「協働と参画」は、まず、まちづくりにおける目標があって、その後でついてくるものではないか。 

・地域の「カラー」が出ることは、地域活動を活発にする上でよいことである。 

・総合計画等の市全体の計画や、他の地域団体等が策定する計画との関係はどうなるのか。 

・「わがまち推進計画」の定義づけが必要ではないか。策定主体を明文化すべき。 

・「わがまち推進計画」が複数策定されることを回避する意味も含めて、策定主体を明らかにしてお

く必要がある。 

・「○○を進めていくために、地域のまちづくりの目標、活動方針、活動内容等を定めた」などの明

文化が必要である。 

・総合計画との関係から、「市政運営に当たり、「わがまち推進計画」を尊重します。」などの表現を

明文化する必要がある。 



事務局 

続いて、「わがまち推進計画」に関する提言の内容について、読み上げさせていただく。 

 

まちづくりを推進するには、まちづくりの目標が必要です。また、校区まちづくり協議会の役割を

明らかにしておかないと、具体的な活動が進まず、他の地域団体等との役割分担が混乱し、却って

地域のまちづくりに支障をきたすことも考えられます。 

わがまち推進計画は、それ自体が、地域住民が地域のことを知り、考え、議論する極めて重要な

「ツール」でもあることから、わがまち推進計画の策定と推進を校区まちづくり協議会の役割の一つ

として本条例上に位置づけるべきであると考えます。 

わがまち推進計画は、あくまで、地域の想いを地域が主体となってとりまとめ、推進していくもの

であることから、その策定手法や内容は、地域における議論に委ねることを基本とし、「校区まちづ

くり協議会は、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、地域のまちづくり

の目標、活動方針、活動内容等を定めたわがまち推進計画を策定するものとする。」など、一定程

度の内容の担保と策定主体が明らかとなる表現が必要であると考えます。 

なお、地域の合意を形成しながらこのような計画を策定、推進することは、校区まちづくり協議会

及び地域住民にとって、非常に難しい作業になると思われますので、例えば、計画策定時における

手引書や事例集、各種地域情報などの提供、及び計画の推進にあたっては、行政や中間支援組

織等のきめ細やかなサポートを期待します。 

さらに、地域の想いを地域が主体となってとりまとめた計画を市全体のまちづくりの上でも最大限

尊重する旨を「市は、市政運営に当たり、「わがまち推進計画」を尊重します。」などの表現で条文

化されることを望みます。 

 

以上が、「わがまち推進計画」に関する内容である。 

 

久委員長 

  ただいま、「わがまち推進計画」に関する提言内容等の説明があった。「校区まちづくり協

議会」の重要な役割として「わがまち推進計画」を策定するということと、それを、行政が

支援をし、さらには進めていく時のさまざまなこと、「わがまち推進計画」を尊重しながら行

政の施策展開をお願いするような条例にしていきたいという内容であると思うが、ご意見は

いかがか。 

 

一同 

  なし。 

 

久委員長 

  では、続いて「地域予算制度」に関する部分について事務局から説明をお願いする。 



事務局 

  それでは、資料２、提言書（案）の３９ページをご覧いただきたい。 

「地域予算制度」に関して出された意見について、読み上げさせていただく。 

 

・予算の規模等は決まっていないのか。 

・地域のまちづくりに対しては、地域予算制度だけでなく、さまざまな支援が必要となる。 

・地域予算制度の担保については、第１１条「市民公益活動への支援」の条文でも読み取れなくは

ないないが、「校区まちづくり協議会」を中心とした地域のまちづくりを促進させるということとの関係

性から、他市の事例に倣い、「支援する」ということを明確に表記してはどうか。 

 

事務局 

  続いて、「地域予算制度」に関する提言内容について、読み上げさせていただく。 

 

校区まちづくり協議会（体制）、わがまち推進計画（取り組み）、地域予算制度（財源）は、３つが

「セット」として運用されてこそ、地域のまちづくりを推進する仕組みとして効果的に機能するものと

考えます。 

地域予算制度については、第１１条「市民公益活動への支援」の条文でも読み取れなくはありま

せんが、「校区まちづくり協議会」が「わがまち推進計画」を基に地域のまちづくりを進めるということ

との関係が明確でないため、その点も含めた条文化が望ましいと考えます。 

なお、条文化にあたっては、地域のまちづくりに対する支援は、その時々の社会経済環境や地域

の実情等に合わせて柔軟に展開することが求められるとともに、地域予算制度を明文化することに

より、却って他の支援施策が相対的に疎かになることも考えられるため、本条例では、むしろ、「校

区まちづくり協議会」に対する多様な支援が展開されるよう、地域予算制度等も含め、「市は、校区

まちづくり協議会に対して、必要な支援を行うものとする。」などの表現が望ましいと考えます。 

 

以上が、「地域予算制度」に関する内容である。 

なお、4行目の「なくはないない」は「なくはない」の誤りであるので訂正させていただく。 

 

久委員長 

ただいま、「地域予算制度」に関する意見、提言についての説明があった。従来も全体的な

「市民公益活動への支援」については議論をしてきたが、いままで議論をしてきたような、

組織と計画と予算という３つがまとまって、地域のつながりの中で出来たほうがいいのでは

ないかという、内容をいただいているが、ご意見等はいかがか。 

 

砂原副委員長 

地域予算制度に関して出された意見の中で「地域予算制度だけでなく、さまざまな支援が



必要となる。」や、提言内容で「読み取れなくはありませんが、」という部分について表示す

る意味はなにか。 

 

事務局 

「地域予算制度だけでなく、さまざまな支援が必要となる。」をここで記載する意味がある

のかと問われると悩むところではあるが、出された意見に関してはこれまでの提言をまとめ

る中で、いただいた意見については可能な限り記載させていただきたいということである。 

地域予算制度については第１１条の「読み取れなくはありませんが、」については、削除す

る方がいいとの評価委員の皆様のご意見であれば、削除させていただく。 

 

 砂原副委員長 

  「読み取れなくはありませんが、」については、これを入れることによって、どういう違い

が出るのか。 

 

 事務局 

  違いは出ない。 

 

 久委員長 

  第１１条で記載はしてあるが、あえて強化したいとの趣旨ではないのか。 

 

 事務局 

  そのとおりである。広義でみれば市民公益活動にはなるので、「読み取れなくはありません

が、」という表現を入れているが、ここでは繋がりをはっきりとさせて、「校区まちづくり協

議会」が行うまちづくりに対して市が支援していくということを、「わがまち推進計画」の主

体と制度も合せて、明文化しておくべきではないかと考えた内容としている。 

  

 久委員長 

  八尾市では市民公益活動ネットワークセンター「つどい」があるが、その活動がＮＰＯや

テーマ型の活動に限定されてイメージされがちである。しかし、本来、地域活動、自治会活

動等の地域活動も市民公益活動の一環のはずであるので、テーマ型と地域型を切り分けるの

ではなく、まとめて市民公益活動と呼んだ方がいい。「つどい」のネットワークの中には住民

の活動や地区福祉委員会の活動も含まれているはずである。そう考えると第１１条だけでい

いのではないかという議論になってしまう。ところが、組織、計画、予算が１つになってこ

そ、地域のまちづくりを応援、運営することが出来るということを強調するのであれば、第

１１条の話を少し触れておき、しなしながら、と繋げていくのが事務局としての意図ではな

いか。 



事務局 

  補足説明をさせていただきたい。前回、行政の今後の支援という意味について、地域予算

制度などだけでいいのかというご質問をいただいた。その背景には２つの地域課題がある。

１つは地域活動の担い手の問題がある。積極的に活動していただいている地域の方々の高齢

化が進んでおり、新たな担い手もいないという課題である。 

 もう１つは、八尾市全体で考えた場合、町会の加入率の低下の問題がある。 

これまで、地域での説明会を開催している中でこの２つが大きな課題として、地域の方々

も懸念を抱いており、さまざまなご意見をいただいている。 

  評価委員の会議での議論以外でもさまざまな課題があり、それらについても支援方策が求

められる可能性がある。そういった部分が背景にあるため、地域予算制度に関して出された

意見の中に「地域予算制度だけでなく、さまざまな支援が必要となる。」というご意見をいた

だいたと認識している。 

  それに対して、行政としては、これまでの取組に加えて総合計画で「地域のまちづくり」

の中で「地域と向き合う行政」を進めていくために、「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つを条例に位置づけて進めていこうということである。そ

れ以外の支援策についても対応出来るように提言の最終部分で「市は、校区まちづくり協議

会に対して、必要な支援を行うものとする。」ということで、単に地域予算制度だけでなく、

他の分野でも支援できるように抽象的な表現としている。 

 

久委員長 

神戸市や世田谷のまちづくり条例では、専門家の技術的支援について記載している。例え

ば、計画策定においては、さまざまな方がさまざまな意見をお持ちで、それをまとめ上げて

いくときの支援、計画書に仕立て上げていく時の支援がある。これはノウハウを持っている

方のほうが効果的であり、さまざま手伝いが必要になってくる。具体な話をすると、「地域予

算制度だけでなく、」の後ろに、「地域の課題解決に向けての支援や計画策定のための技術的

支援等、さまざまな支援が必要となる。」とすると、どういう支援がさらに必要かということ

になる。そういう表現の追加をしてはどうか。他にご意見はいかがか。 

 

一同 

なし。 

 

久委員長 

最後に、評価委員の会議からのメッセージとして、前回の提言（案）から、新たに“「参画

と協働のまちづくり」の着実な歩みを願って”というページが追加されているので、その内

容を確認したいが、その前に、３５ページまでの内容について追加修正等があれば説明いた

だきたい。 



事務局 

全体を通しての修正として、まず、「地域のまちづくり」という表現と、「地域でのまちづ

くり」という表現が混在していたので、「地域のまちづくり」という表現に、整理をさせてい

ただいている。 

また、総合計画の表現にもバラツキがあったので、整理をさせていただいている。 

さらに、各提言部分における語尾の表現、についても、「～していただきたい」、「～をお願

いします」など、表現にバラツキがあったので、整理をさせていただいている。 

漢字の間違い、表記間違いにつきましても確認の上、整理、修正させていただいている。 

その他の内容的な追加修正としては、まず２３ページをご覧いただきたい。第１０条の提言

欄、下から五行目に「別条文で明確に規定し」という記述を追加している。 

  次に、２７ページをご覧いただきたい。第１２条の取り組み状況欄について、市民意見提

出制度及びパブリックコメントという言葉が混在していたので、市民意見提出制度（パブリ

ックコメント）という形に統一させていただいている。 

以上が、提言書全体に関して、前回からの主な修正点である。 

 

久委員長 

ただいま、事務局より、提言書全体を通しての修正点等について、説明があった。 

お気づきの点、ご意見等はいかがか。 

 

一同 

 なし 

 

久委員長 

では、最後の４０ページの確認をしたいので説明いただきたい。 

 

事務局 

それでは、資料２、提言書（案）の４０ページをご覧ください。 

条例策定時の積み残しの課題のうち、「地域のまちづくり」の仕組みづくりについては、提

言としてまとめることができたが、「議会・議員」、「住民投票」等の位置づけについては、地

方自治法改正の動きから、議論を進めるに至らなかったことについて述べるとともに、評価

委員の会議からの「市民参画と協働のまちづくり」に対するメッセージ的な内容としてまと

めさせていただいている。 

それでは、読み上げさせていただく。 

   

  条例施行後、初めての評価、見直しとなりましたが、「まちづくり基本条例」という市政の根幹に関

わる条例の評価及び見直しに関与できたことは、評価委員１４名の大きな喜びであると同時に、議



論を通じて、八尾市のまちづくりの基盤となるところを検討する責任の重さを痛感いたしました。 

私たち１４名は、本条例策定時にも議論に関わった団体からの代表と公募に応じて参画した市

民等で構成しておりますが、この約５年間、各々が、それぞれの活動分野において市とも協働しな

がらまちづくりを実践してきました。これまでの歩みを振り返り評価する中で、概ね順調に条例の理

念が浸透し「参画と協働」が進んでいることを実感できたことは、大きな喜びであります。 

一方で、条例策定時の積み残しの課題のうち、「地域のまちづくり」の仕組みづくりについては、

提言としてまとめることができましたが、「議会・議員」、「住民投票」等の位置づけについては、地方

自治法改正の動きから、議論を進めるに至らなかったこともあり、議論が十分に尽くされたかという

想いがあるのも正直なところであります。 

「まちづくり基本条例」は施行後約５年が経過しようとしていますが、条例に基づく市民参画と協

働によるまちづくりは着実に進んでいるものの、その歩みは第一歩を踏み出したところであると考え

ます。 

八尾市を取り巻く環境が変化する中で、第二歩目に歩みを進めていくためには、第５次総合計画

の期間であるこの先の１０年間を見据え、市民や地域団体、ＮＰＯ等が、まちづくりの担い手として

元気に活躍できる仕組みをどう整えて行くべきかを検討することが最優先であると判断し、議論を

重ねてきました。 

「議会・議員」及び「住民投票」等については、すでに「地方自治法」において、その役割や権限、

内容等が定められており、その「地方自治法」については、現在、国において「地方自治法抜本改

正」等の動きがあり、国の動向によっては、大きく影響を受けかねない状況にあります。 そうした動

きをしっかりと押さえた上で、昨今の社会状況も鑑みながら必要に応じて熟議をしていく必要がある

と判断しました。 

政府は、内閣府に地域主権戦略会議を設置し、全国一律の行政サービスの提供を目指した中

央集権型から脱却し、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる、活気に満

ちた地域社会を形成していこうとする地域主権改革を進めています。 

市町村においては、国や都道府県に依存するのではなく、自らの責任と権限において地域の独

自性を活かした政策を展開し、自立的に発展していくための基盤と仕組みを構築していくことが求

められていると考えます。 

今後、この提言をもとに、さらに検討を進められ、条例案を策定する予定とお伺いしておりますが、

条例を制定、改正してもその運用が適切に行われなければ、地域の独自性を活かした政策を展開

し、自立的に発展していくための基盤と仕組みの構築などは、到底実現できるものではありませ

ん。 

今後の検討にあたっては、「評価委員の会議」において取りまとめた提言における諸点を十分に

斟酌され、「地方自治の本旨に基づく、地域力を活かしたまちづくり」を後押しできる条例へと改正さ

れるとともに、新しい条例の下、そうしたまちづくりが一歩ずつ着実に進んでいくことを心から願って

います。 

 



以上が、“「参画と協働のまちづくり」の着実な歩みを願って”の内容である。 

 

久委員長 

ただいま、説明があった内容に関して、ご意見等いかがか。 

 

一同 

 なし。 

  

事務局 

先ほどの“「参画と協働のまちづくり」の着実な歩みを願って”の２行目と５行目に「１４

名」とあるが、評価委員の会議が始まり１名が交代になった。また、不幸にして途中でお亡

くなりになった委員がいらっしゃるので、「１４名」という表現は削除したい。 

 

久委員長 

  「評価委員の会議」の議事は、本日で全て終了となるが、提言書（案）については、これ

でよろしいか。 

また、「てにをは」をはじめ、今後、修正箇所等が生じる可能性が残るが、その点について

は、委員長預かりとさせていただきたいがよろしいか。 

 

一同 

異議なし。 

 

久委員長 

では、これをもって、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での議

事を終了とさせていただきたいが、最後に砂原副委員長から一言いただきたい。 

 

砂原副委員長 

本委員会で議論してきたことが条例化されていけば、他市の参考としても大変良い事例に

なると思う。ただ、条例は作ること自体が目的ではなく、それを運用して政策を実現するこ

とが本来の目的である。検討結果を踏まえた条例によって、八尾市における地域のまちづく

りがしっかりと進められていくことを期待している。 

 

久委員長 

冒頭でも触れたが、東北・北関東地域では、阪神淡路大震災を越える大きな被害が発生し

ている。我々も１６年前に復旧から復興への道筋を経験した。今回は状況の違う被害が起こ

っているので、新たに考えざるを得ない状況にある。阪神淡路大震災では特に密集地が被災



をしたが、神戸市では災害が起こる以前に、災害時にどのように再開発すればいいのかとい

うことを考えていた。 

行政が住民と協議をせずに、再開発の計画を出したために住民と数ヶ月協議を重ねること

となったが、イメージがあったことにより復興を早く進めることができた。 

今回の震災では想定外のことが多く、建物が流されたまちを今後どのように復興するのか

というイメージを持っていない地域が多いのではないか。どういう形で復興していくのかと

いう話から始まり、時間をかけながら模索していくことになると思う。 

平常時に将来について議論を重ね、不足の事態が起こったときの方向性だけでも皆が共有

出来ている状況にあれば復興が早い。その手段の一つとして「わがまち推進計画」がある。

心に余裕がある時期にこそ、将来の展望を時間をかけて共有していただきたい。 

「わがまち推進計画」をこれから地域の方々が作っていくと思うが、なぜ、長期の話をし

ないといけないのかなど、平常時であればあるほど無関心にも繋がりかねない難しさがある。

ただ、教訓を活かして、より強い地域を作っていくためにも、行政だけでは難しいため、参

画と協働という仕組みを平常時に作ることで、さまざまな困難も乗り越えられるはずである。 

そのような根幹部分の条例の検討を短い期間ではあったが充実した議論が出来たと感じて

いる。ただ、砂原副委員長のご指摘のように、文章にしただけでは意味はなく、実際にまち

づくりを推進していかなければならない。今後ともできる限り協力していきたいと思ってい

る。 

皆さんも引き続きご協力をお願いしたい。 

 

最後に、田中市長から、委員の皆様方に挨拶をいただけるとのことである。 

 

田中市長 

「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例評価及び見直しに関する提言」ということ

で、６ヶ月にわたり６回の会議を開催いただきありがとうございます。 

３月１１に発生した東北地方の大地震で大変な状況となっている。行政も、地域コミュニ

ティも完全に崩壊してしまった状況であるが、そのような状況を見て、市民としっかり協働

のまちづくりを進めるという方向性が間違っていないことを改めて確信した。 

条例をつくるだけでなく、市民の皆様とともに実践していくことが大切だと感じている。 

これまで、多くの意見を聴かせていただきながら市政を進めてきたが、解決できるところ

は解決しつつ時間をかけてもさらに前に進めていこうと思っている。 

「校区まちづくり協議会」、「わがまち推進計画」を作りあげていくことが、新しい歩みで

あると考えている。市役所でも組織、機構改革を行い、新総合計画を進めていくための組織

体制でスタートする。さらに、地域担当制をはじめとした組織体制の強化を行い、地域のみ

なさんとともに、条例にもとづいて、点検をし、見直しをし、より良いまちをつくっていか

なければならないと思っている。 



本当に多くの貴重なご意見をいただき感謝しており、新総合計画を、そして協働のまちづ

くりを進めていくには、さらに皆様方の貴重なご意見が必要である。これからも市政を見守

りながらご協力をお願いしたい。 

 

久委員長 

 事務局から他に連絡等はないか。 

 

光久部長 

委員の皆様方におかれましては、大変短い期間に、精力的にご議論いただき、心より感謝

をしている。 

「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」の議事については、本日

で終了とさせていただくが、本日のご議論をふまえて、委員長からのご指示にもとづき、提

言書を取りまとめていく。 

当評価委員の会議から市長への提言については、来月、４月４日月曜日に、久委員長なら

びに砂原副委員長より、田中市長へ提言していただく予定としている。どうも、ありがとう

ございました。 

 

久委員長 

委員の皆様には、委員長として心より感謝申し上げる。 

先ほど、事務局からの説明にあったとおり、本日の議論を受け、必要な箇所については、加

筆・修正をしたうえで、来月４月４日に市長に提言書をお渡しする。 

提言書をもとに、地域のまちづくりが進むことを願っている。これで全ての議事を終了する。 

以上 


