
【第 7回協働のまちづくり推進条例市民検討会議 会議録要旨】 

1 

１ 開催日時  平成２９年５月１９日（金） 午後１時３０分開会 
 

２ 開催場所  袖ケ浦市保健センター１階集団指導室 
 

３ 出席委員 

委 員 根本 雅史 委 員 竹元 悦子 

委 員 青木 秀幸 委 員 小島 直子 

委 員 岡田 康 委 員 佐藤 志津子 

委 員 湯浅 榮 委 員 田中 雪夫 

委 員 天羽 光一 委 員 三浦 邦夫 

委 員 小林 亨 委 員 吉岡 眞史 

委 員 池田 弥栄子 委 員 安田 紀美子 

委 員 二宮 義文 委 員 井口 清一郎 

委 員 島村 佳伸 委 員 玉井 まゆみ 

ファシリテーター  市民社会パートナーズ 代表 庄嶋 孝広 
 

４ 欠席委員 

委 員 山田 悟 委 員 松井 恭子 

 

５ 出席職員 

市民活動支援課 参事 斉藤 明博 市民活動支援課 主査 須藤  浩二 

市民活動支援課 副課長 森  和 博   
 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 １０人 

傍聴人数   ０人 
 

７ 議 題 

・ 情報提供 パブリックコメントの結果報告 

・ ワ ー ク パブリックコメントを踏まえた検討 

・ 情報提供 他自治体の類似条例の名称・前文 

・ ワ ー ク 条例名称・前文の検討 
 

８ 議 事
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開会 

 

（１）前回のおさらい 

 ファシリテーターより、第 6 回市民検討会議の会議録要旨、振り返りシート記載内容を

使って、前回のおさらいを行った。 

・ 前回は、それまでの検討をもとに、市民検討会議としての条例骨子案をまとめた。その

条例骨子案も含めて中間報告を行った。中間報告を受けて、庁内検討を経て、市として

の条例骨子案とし、パブリックコメント手続にかけた。 

・ 今回は、前半で、パブリックコメントで寄せられた意見の検討を行い、後半で、条例の

名称と前文の検討を行う。内容が盛りだくさんとなっており、いつもより 15分長く行う。 

 

（２）情報提供 パブリックコメントの結果報告 

 事務局より、資料 1-1、1-2をもとに、パブリックコメントの結果報告、資料 1-4をもと

に、条例骨子案市民説明会の結果報告について説明した。 

・ 市民検討会議としての条例骨子案をもとに作成した、市としての条例骨子案についてパ

ブリックコメント手続を行った。今後は、市としての条例骨子案を検討の対象にしてい

ただきたい。 

・ 3月 28日から 4月 26日にかけてパブリックコメントを実施し、4人から 16件の意見を

いただいた。 

・ パブリックコメントへの回答は、現在は市民検討会議で検討している段階のため、市民

検討会議より条例骨子の提言を受けた後、市が条例案を作成する段階で行いたい。 

・ 昨年度まで予算説明会として開催していた「～市長が語る～『わがまちの今・これから』」

に合わせて、条例骨子案市民説明会を行い、アンケート方式で意見をいただいている。

これまで 3 回行っており、あと 1 回行う。個々の意見について検討は行わないが、参考

にしていただきたい。 

［パブリックコメント手続における提出意見］ 

・ ①は目的に対する意見である。協働について市民の理解が低いのではないか。まちづく

りの目標や協働の必要性がわかるような、市民の多くが共感できるような条例にしてほ

しい。市民検討会議でも前文に盛り込みたいとしていた意見が出ている。 

・ ②は定義に対する意見である。市内に居住する住民と通勤、通学者では、果たす役割が

異なるのではないか、市民＝住民と整理した方がよいのではないか、という提案である。 

・ ③から⑤は条例により市民の負担が増加するのではないか、というものである。③は地

域コミュニティへの参加が難しい人もいるため、参加に義務感が出て負担にならないよ

うに配慮が必要という意見である。④と⑤は、役割の見直しにより市民側の負担が増え

ることや役員の引き受け手が見つからない中で、条例によりさらに役職が増えて負担が

増加するのではないかという意見である。 
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・ ⑥は、袖ケ浦市では自治会が住民活動の主体になっているが、少子高齢化により運営に

苦労しており、自治会の役割について単独で項目を設けてはどうかという提案である。 

・ ⑦は行政の責務についてである。要約すると、協働のまちづくりにおける行政の責務が、

地域コミュニティが主体となる活動の支援に偏っていないかということで、行政が主体

となって行う協働事業についての行政の責務や個別の項目を追加する必要があるのでは

ないかという意見である。⑧⑪⑮が関連する提案となる。 

・ ⑧は、⑦の意見に関連して、行政の責務に、地域コミュニティの活性化に必要な役割と

支援を行う、というように「役割」を追加する提案である。 

・ ⑨は、市の予算の関係で自治会の要望が実現できていないが、条例を制定して推進する

取り組みを担保する予算は確保されているのかという意見である。 

・ ⑩は拠点づくりについて、新たな施設を建設するのか、管理は誰がするのか、その費用

はどうするのか、という具体的な取り組みへの意見となっている。 

・ ⑪は財政的な支援について、⑦の意見に関連して、市が主導するような事業について、

「協働としての支出」を加えるという提案である。 

・ ⑫は、市は財政的な支援以外にも地域活動に積極的に関わり、フォローする体制づくり

をしていく必要があるという意見である。 

・ ⑬と⑭はまちづくり協議会について、物事を決定するのに多くの団体を束ねる会議体だ

とまとまらないのではないか、従来の地区住民会議と重複して負担が増加するのではな

いかという、協議会の制度や運営方法についての意見である。 

・ ⑮は、⑦の意見に関連して、行政が実施責任を負う事業の項目を追加してはどうか、と

の提案である。 

［市民説明会における提出意見］ 

・ 「（1）目的」では、強制されるのではなく、市民が自らの意思で、進んでまちづくりに

参加するという自主性が前に出るとよい。 

・ 「（3）基本理念」では、地域・郷土愛の育成や協働のまちづくりの必要性、袖ケ浦市が

どのように変わっていくのかイメージを示した方がよい。 

・ 「（4）各主体の役割と責務」では、市民の役割について、義務感より自発性を感じさせ

るように、今後の市民への周知についてどのようやっていくのか。 

・ 「（5）協働のまちづくりを推進するしくみ」では、まちづくり協議会への意見が多くな

っており、地域の連携への今後の期待と新たな協議会の設置が負担の増加につながるの

ではないかとの懸念があった。 

・ 「（7）その他全般的なご意見など」として、地域コミュニティの活性化や協働のまちづ

くりの重要性はわかるが、市民に「協働」といっても伝わりにくい、条例化することの

必要性がわかりにくいとの意見、周知して広めていく方法や条例制定後の取り組みにつ

いても多く意見をいただいた。 
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 次に、ファシリテーターより、資料 1-3をもとに、今回取り上げる検討項目について説明

した。 

・ 時間も限られているため、パブリックコメントで寄せられた 16 件の意見のうち、明確

に修正提案と受け取ることができる 5 つの意見、すなわち、②⑥⑧⑪⑮（下記）を取り

上げる。 

②  市内に居住する住民と通勤、通学者では、果たす役割がおのずと異なると思うの

で、市民＝住民と整理した方が適切なのでは？ 

⑥  袖ケ浦市では、自治会が住民活動の主体になっていると思いますが、若い人が少

なくなり、高齢化してどの自治会も運営に苦労していると思います。自治会の役割

について、単独で項目を設けてはどうでしょうか。 

⑧  定義の「協働」に対応した責任と役割を反映して、次のように修正を希望します。 

 （行政の責務） 

 ・・・・・・地域コミュニティの活性化に必要な役割と支援を行う。 

⑪ 定義の「協働」に対応した責任と役割を反映して、次のように修正を希望します。 

（財政的な支援） 

 ・・・拠点づくりなどに対し協働としての支出や補助を行う。 

⑮ 定義の「協働」に対応した責任と役割を反映して、次のように修正を希望します。 

（行政が実施責任を負う事業）【追加】 

 NPO等が広域の公共サービスを対象とした事業に協力する形の協働事業 

・ それ以外の意見は、おおまかにいうと、1 つは、負担の増加に対する懸念やまちづくり

協議会と地区住民会議の関係のように、すでに市民検討会議で検討してきたもの、もう

1 つは、どんな拠点をつくるのか、予算が確保できるのかといった、具体的なしくみを

整備するときに検討すべきもの、である。 

・ また、条例骨子案市民説明会で出ている意見は、読むのに時間もかかるので今回は取り上

げないが、気になる意見があれば次回取り上げたい。 
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（３）ワーク① パブリックコメントを踏まえた検討 

 ファシリテーターより、資料 3 をもとに、ワークの進め方を説明した後、全体でワーク

を行った。 

■ワークのねらい 

 パブリックコメントで寄せられた条例骨子案への修正意見について検討する。 

 

■ワークの進め方 

(1) 検討項目についての意見を、サインペンで黄の付箋に各自で書き出す。 

(2) 順番に付箋の内容を紹介しながら、ワークシート 1の該当箇所に貼り出す。 

(3) 全体で意見交換を行う。意見が分かれた場合は、多数決で結論を出す。 

   ※ 時間が足りない場合は、次回に持ち越す。 

［委員各自の付箋の紹介］ 数字は修正意見の番号 ＊12～14ページ参照 

竹元委員 ⑥自治会だけが高齢化しているわけではなく、どの住民活動でも人集めは大変

なので、単独にするともっと大変になると考える。 

     ⑮市職員には NPO にやらせてやっているという見下す態度も見られるので、一

緒にやっているという気持ちがもてるようにしてほしい。 

佐藤委員 ②通勤、通学者にもできることをしてもらえたらと思うので、市民＝住民に修

正する必要はない。 

井口委員 ⑥区・自治会等各種団体が総合的に複合しながら取り組んでいくことが大事な

ので、自治会単独の規定を設ける必要はない。 

根本委員 ⑧「役割」という言葉を入れると意味があいまいになる。原案の方が、「活性化

に努める」と積極性が表れているので、修正の必要はない。 

     ⑪「支出」という表現ではあいまいになる。「補助金の交付等により」の方が、

支出の根拠や範囲が明確になるので、修正の必要はない。 

湯浅委員 ②住民と通勤、通学者はイコールではないので、変える必要はない。 

     ⑥区・自治会は地域によって状況が異なるので、単独にしない方がよい。 

岡田委員 ②住民に限る必要はないので、住民とそれ以外を区別する必要はない。 

     ⑥自治会の役割は地域ごとに違うので、表現の工夫は必要と考える。 

     ⑧行政の果たす「役割」はきちっと書いた方がよいと考える。 

     ⑮行政が実施責任を負う事業の実例は多く示した方がよい。 

安田委員 ②住民でなくても通勤者などが活動する形はあり、一緒にやっていく仲間とし

て区別する必要はないと考えるが、自分が活動している立場だからそう思う

のかもしれず、一般の市民にはわかりづらいかもしれない。 

青木委員 ⑥区・自治会等と明記してあるので、自治会単独に修正する必要はない。 

     ⑪補助は「支出」という行為に含まれるので並列にする必要はなく、また、「補

助金の交付等」の「等」に補助金以外の財政的支援も含まれるといえる。 
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田中委員 ②通学に関しては、袖ヶ浦高校が該当するが、生徒たちが地域行事に参加して

おり、また企業の地域参加もあるので、市民に含めて考えてもよいと思う。 

     ⑪財政面の支援を明確にして打ち出した方がよいと考える。 

小島委員 ②市民＝住民にしたいとも考えたが、地域によっては通勤、通学者も多く、そ

のエネルギーも生かしながら活動できたらと思うので、修正の必要はない。 

     ⑥各種団体も横並びの方がうまくいくと考えるので、修正しなくてよい。 

小林委員 ⑮協働の中で、市の補完的な業務を行う場合は、行政に責任の所在があること

をはっきりさせる必要があるので、修正提案のような内容が必要である。 

三浦委員 ②袖ヶ浦高校と一緒に花の会をやっており、高校側も地域との協働を大切にし

ているので、修正は必要ない。 

     ⑥～⑮は、これまで練ってきたものなので、いずれも修正の必要はない。 

天羽委員 ②市民＝住民という理屈はわかるが、やれる範囲の中で共通点を見つけてやっ

ていくことが大事と考える。 

     ⑥自治会単独にするとはどういうことか、どんなメリットがあるか見えない。 

     ⑪財政的な支援が必要な事柄は何か、その基準が必要だと思うが、財政支援が

なくてもできる活動もあるので、その辺りを具体的に決めた方がよい。 

二宮委員 ②通勤、通学者は恩恵はあるが負担はない、住民は恩恵も負担もあるが、災害

時などはそこにいる人で対処することになるので、市民にすべて含めてよい。 

     ⑥自治会は現状も将来もメインだと思うので、現状でよい。 

     ⑧「努める」だけでなく、行政も一歩踏み込む姿勢を表せるとよい。  

池田委員 ⑥自治会を単独で設けると新たな考えが必要になるので、原案の通りでよい。 

玉井委員 ②市民と住民の違いがよくわからないが、高校生や企業の従業員など市外から

来ている人にも協力してもらっているので、分ける必要はない。 

吉岡委員 ⑧⑪⑮は、協働という言葉に熱が入りすぎていて、修正の必要はない。特に、

⑮は NPOだけを取り上げており必要ない。 

     ②住民は特定の土地に住む人の意味であり、きれいな表現の市民の方がよい。 

     ⑥自治会だけ分ける必要性を感じない。 

《補足》 

井口委員 ⑨（検討項目ではないが）予算の話が出ているが、地域課題の解決はお金をか

けなくても、地域住民の協力によってできることがある。 

安田委員 ②わかりやすさを重視して、市民＝住民の方がよいかもしれないと思ったが、

市民の定義に「市内に通勤又は通学する者」とあるので伝わると思い直した。 

根本委員 ②市民の定義には、住民のほかに通勤、通勤者も含めているが、修正案では通

勤、通学者を除外して住民だけでやろうということになってしまいよくない。 
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［意見交換］ 

○ ワークシート 1の右の方に貼ったのは修正の必要なしという意見、左の方に貼ったのは

修正した方がよいという意見、真ん中はその他の意見である。 

  ②は修正しない、つまり、市民を住民に限らない、との意見でまとまった。 

  ⑥も修正しない、つまり、自治会だけを単独で書かない、との意見でまとまった。 

  ⑪も修正しない、つまり、支出という表現は入れない、との意見でまとまった。 

（ファシリテーター）  

＜⑧について＞ 

○ ⑧は「行政の責務」に「役割」という言葉を入れた方がよいという提案で、賛否それぞ

れ意見が出ていた。（ファシリテーター） 

○ 「行政の責務」の中で、すでに様々な役割が細かく書かれており、中身の定義づけもし

ないで「役割」という言葉だけを加えるのがよいことなのか。（佐藤委員） 

○ 「行政の責務」をいろいろと柔らかく書いてあるので、「役割」という言葉を単にくっ

つける必要はない。（小林委員） 

○ 条例骨子案を見ると、市民から事業者までは「役割」とあるが、行政だけは「責務」と

なっている。それとの関係を考える必要はないのか。（青木委員） 

○ 行政だけは「責務」と表現しているので、「役割」という言葉を使うと整合がとれなく

なる面はある。この提案をされた方がおっしゃりたいのは、協働のまちづくりにおいて、

行政により積極的、主体的な役割があることを表したいということだと考える。ただ、

それが、「役割」と入れるだけで果たせるのか、かえってあいまいになるという意見も出

ている。（ファシリテーター） 

○ もともと「支援」という表現があるが、「支援」も「役割」の一つだと思う。（湯浅委員） 

○ 書かれていること全体が「責務」であり、言い換えれば「役割」ということなので、あ

えて「役割」と入れなくてもよいということになるか。（ファシリテーター） 

○ 原案は「地域コミュニティの活性化に努めるとともに、必要な支援を行う」とあるので、

「支援」は地域コミュニティの活性化にとどまらない書き方になっているが、修正案で

は「地域コミュニティの活性化に必要な役割と支援を行う」とあり、「支援」が地域コミ

ュニティの活性化に限定されてしまい、かえって意味が狭くなっている。（根本委員） 

○ 「役割」という言葉を加える修正案では、意味が狭くなったり、あいまいになったり、

また、「責務」という言葉と整合がとれなくなったりするということで、修正しないこと

でまとまったということでよいか。（ファシリテーター） 

⇒ 口頭で承認 

＜⑮について＞ 

○ ⑮は、協働のまちづくりを推進するしくみに「行政が実施責任を負う事業」を加えると

いう提案だが、行政の責任をはっきりさせる意味で必要という意見、逆に、NPO だけを

取り上げているなどの理由で必要ないとの意見も出ていた。（ファシリテーター） 
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○ 例えば、平川いきいきサポートのように、行政を補完する事業については、行政の実施

責任を明らかにした方がよい。（小林委員） 

○ NPOだけを取り上げるような書き方になっているが、メリットはあるのか。（佐藤委員） 

○ NPO だけでなく他の団体でも、行政から委託された業務をやっていて、大きな事故が起

きたときの責任はどうなるのかという問題がある。（竹元委員） 

○ それだけに、NPOを主語にする必要があるのかと思う。（佐藤委員） 

○ NPOではなく、参加する活動者、賛同する活動者などを主語にしてもよい。（竹元委員） 

○ 表現の問題は後でもできるとして、この提案をされた方の意図としては、自分たちが実

際にやっている活動が踏まえられた項目がない、行政の責任に触れた箇所がないので、

提案したということではないか。 

  また、この提案の前段となっている⑦の意見には「ぜひ、市が責任をもって主導する協

働の事業を項目として位置付けていただきたい」とあり、協働のまちづくりを推進する

しくみとして「行政が実施責任を負う事業」が提案されているが、協働事業である以上、

行政が責任を負っていない事業はないはずなので、「しくみ」として追加するというより、

「行政の責務」の中で責任についても触れた方がよいのではないか。（ファシリテーター） 

○ 「行政の責務」でいろいろと書かれているので、「行政が実施責任を負う事業」を個別

に書くとわかりにくくなるのではないか。（岡田委員） 

○ 車で送迎するボランティアをやっているときにケガをさせたら、あるいは、草刈りのボ

ランティアをしているときにケガをしたらどうなるのか、といった懸念はある。ボラン

ティアは手弁当で参加すべきものだから自己責任であるともいえ、市も保険をかけてい

るので一定の保障はされるが微々たるものである。どこまでが行政の責任でどこまでが

ボランティアの責任かは、事業ごとに明確にして行う必要がある。（根本委員） 

○ 協働事業に取り組んでいる団体で何か起きたらどうするか、ということか。（佐藤委員） 

○ おそらくそうだと考えられる。⑦の意見の内容からすると、行政がやるべき取り組みを

市民が補完的にやっている場合は、なおさら責任をもつべきという意味ではないか。 

  提案であるが、「しくみ」として他のしくみと同列に書くと違和感があるので、「行政の

責務」に何らかの表現を入れるのでどうか。（ファシリテーター） 

○ 「行政の責務」には「支援」という言葉もあり、それに含まれているといえなくもない

が。（岡田委員） 

○ いずれにせよ、「しくみ」に修正提案のような形では入れない、という点はよいか。「行

政の責務」に入れる場合の表現は次回までの宿題にさせてもらう。（ファシリテーター） 

⇒ 口頭で承認 

○ 行政と協力してやっている市民の活動は、保険には入っているが、万が一大きな事故が

起きても市民には手に負えない。行政と一緒にやっているとか、行政に代わってやって

いるとかを、何らかの形で入れておかないと不安である。（二宮委員） 
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（４）情報提供 他自治体の類似条例の名称・前文 

 ファシリテーターより、資料 2 をもとに、他自治体の類似条例の名称・前文について説

明した。 

［名称］ 

・ 袖ケ浦市の条例の範囲である、住民と行政の協働、地域コミュニティの活性化などに関

連する条例の名称について情報提供を行う。 

・ 多くの自治体に見られる、最も一般的な名称は、協働のまちづくり条例、協働のまちづ

くり推進条例などである。 

・ 地域コミュニティの活性化に特化した条例としては、「京都市地域コミュニティ活性化

推進条例」や「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」がある。品

川区の条例は、マンション事業者への町会加入促進の協力要請の根拠にもなっている。 

・ 住民と行政の協働、地域コミュニティの活性化を並列にした名称もある。福岡県の「宗

像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」である。 

・ 名称を工夫したものの例としては、「所沢市地域がつながる元気な自治会等応援条例」

を挙げている。また、条例ではないが、「四街道市みんなで地域づくり指針」では、「協

働」を「みんなで地域づくり」と言い換えてある。 

［前文］ 

・ 前文は、一定の形式のある条文と異なり、自由な形式で書くことができる。条例の検討

に携わった人たちの思いを表現できる箇所でもある。 

・ これまでも検討の参考にしてきた「木更津市協働のまちづくり条例」「富里市協働のま

ちづくり条例」「佐倉市市民協働の推進に関する条例」の 3つを例に前文を説明する。 

・ 木更津市の条例を例にとると、最初の 2つの段落は、わがまちの成り立ち・特色に関す

るもの、つまり、自然や歴史・文化、産業や地域コミュニティについて書かれている。 

  3 段落目以降は、協働のまちづくりとはどういうものか、どういうまちをつくっていき

たいか、が書かれている。「地域における問題を市民と市が自覚し、お互いが取り組む課

題を認識し、共に行動するという協働の精神」という箇所に協働の意味が書かれている。

また、「市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、地域資源を活用するとともに市民が

持つ豊かな社会経験、知識、創造性などを十分に活かし、市民と市が協力、連携しまち

づくりを進め、魅力ある個性豊かな地域社会の実現を図る」という箇所にどんな地域社

会をめざしているのかが書かれている。 

・ 富里市の条例には、第 2 段落に、「協働のまちづくりは、市民と市が互いに負担を求め

合うものであってはなりません」との留意点が書かれている。 

・ 佐倉市の条例には、第 2 段落に、「今日、地方分権による地域の自立が求められていま

すが」という背景や状況が書かれている。 

・ 袖ケ浦市の条例検討の前提としてきた、条例制定の背景や目的については、パブリック

コメント手続にかけた条例骨子案の 1ページに書いてあるので、参考にしてほしい。 
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（５）ワーク② 条例名称・前文の検討 

 ファシリテーターより、資料 3をもとに、ワークの進め方を説明した後、ABCの 3班に分

かれ、班の進行役を決めて、グループワークを行った。 

■ワークのねらい 

 「市民の多くが共感できるような条例」（パブコメでの意見の一つ）となるような名称

と前文を検討する。 

 

■ワークの進め方 

(1) 前文に盛り込みたい内容を、サインペンで黄の付箋に各自で書き出す。 

(2) 班で、順番に付箋の内容を紹介しながら、ワークシート 2の該当箇所に貼り出す。 

(3) 貼られた黄の付箋をもとに、話し合う。班でまとまったことは、赤の付箋に書き直す。 

(4) 班で検討した結果を、全体で発表する。 

(5) 名称案を、サインペンで赤の付箋に各自で書き出す。 

(6) 各自で考えた名称案を全体で発表する。付箋をワークシート 3に貼り出す。 

 

［A班 前文 発表内容］ ＊15ページ参照 

  メンバー 根本委員、湯浅委員、島村委員、竹元委員、佐藤委員、井口委員 

       （発表者） 

 わがまちの成り立ち・特色では、自然環境が豊かで農業や工業がさかん、教育もさかん、

アクアラインに近い、発展の可能性が高い、といったことを入れたい。 

 なぜ協働のまちづくり条例をつくるのかは、市民の意識改革を進める、市民のニーズが

多様化していて、課題の解決には行政だけでなく市民の参加が必要である、地域コミュニ

ティの活性化が必要である、幼児から高齢者まで連帯感のもてる温もりのある地域社会を

つくる、といったことを入れたい。 

 

［B班 前文 発表内容］ ＊16～17ページ参照 

  メンバー 青木委員、岡田委員、小林委員、小島委員、田中委員、安田委員 

            （発表者） 

 わがまちの成り立ち・特色としては、合併を経てきた歴史を踏まえ、それぞれの地域の

特性を活かす、5つの公民館があることなどを入れたい。また、歴史、文化、自然に恵まれ

ていることも表現したい。 

 なぜ協働のまちづくり条例をつくるのかでは、袖ケ浦らしさを表現したい。例えば、子

どもたちが輝く未来とか、高齢者を人生経験が豊富な人たちと表現して、その知恵を生か

すなどとしたい。また、協働という言葉は固いので、「みんなでつくる」といった表現を入

れたい。いろいろな団体が有機的につながることも表現したい。 
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［C班 前文 発表内容］ ＊17～18ページ参照 

  メンバー 天羽委員、池田委員、二宮委員、三浦委員、吉岡委員、玉井委員 

                 （発表者） 

 わがまちの成り立ち・特色では、もともとは漁業と農業の寒村であったが、昭和 39年に

大企業がたくさん来て発展してきたことを入れたい。また、いいところがいっぱいあるの

で、ロマンのある表現、例えば、弟橘媛（オトタチバナヒメ）のことを入れたり、袖ケ浦

八景を探して入れたりしたい。自然が豊か、人も豊か、お互い一人一人を大切に心の通う

まちづくりをしていることを入れたい。 

 なぜ協働のまちづくり条例をつくるのかは、高齢化、少子化の課題を抱えながらもこれ

にめげず、市民自らの手で隣人愛に満ちた住みやすいまちづくりを進めることを入れたい。 

 

［各委員 名称 発表内容］ ＊18ページ参照 

☆ みんなで作る明るく、楽しいまちづくり（条例）〔岡田委員〕 

☆ みんなが輝けるまちをみんなでつくる〔小島委員〕 

☆ みんなで参画街づくり条例〔小林委員〕 

☆ 袖ケ浦市みんなで作る協働のまちづくり条例〔田中委員〕 

☆ みんなで進める or つながる協働のまちづくり条例〔青木委員〕 

☆ “みんなでつくろう自分のまち”協働のまちづくり推進のしくみ〔三浦委員〕 

☆ 大人も子供もみんなで参加できる心つなげるまちづくり〔池田委員〕 

☆ みんなでつくる袖ケ浦協働まちづくり条例〔玉井委員〕 

☆ 愛に満ちた袖ケ浦市協働のまちづくり条例〔吉岡委員〕 

☆ みんなが輝く夢のまち条例〔二宮委員〕 

☆ 袖ケ浦郷土と人のまちづくり推進条例〔天羽委員〕 

☆ 協働とふれあいのまちづくり条例〔湯浅委員〕 

☆ わがまち袖ケ浦協働のまちづくり推進条例〔井口委員〕 

☆ 袖ケ浦市市民が輝く協働のまちづくり推進条例〔根本委員〕 

☆ 住みやすいまちづくり（条例）〔竹元委員〕 

☆ みんなで手をつなごうまちづくり推進条例〔島村委員〕 

 

○ ワーク 1で行ったパブリックコメントを踏まえた検討では、これまで市民検討会議で話

し合ってきたことを、再認識することができたのではないか。ワーク 2 で行った前文と

名称の検討では、「みんな」という共通点も見えてきて、委員の思いが 1つの方向に向か

ってきているように感じた。（青木委員） 

 

午後４時００分閉会 
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［ワークシート 1 結果］ 

 

 

②  市内に居住する住民と通勤、通学者では、果たす役割がおのずと異なると思うの

で、市民＝住民と整理した方が適切なのでは？ 

 

修正に賛成 住民でなくても、その市で働いている立場や活動している立場で、より活

動しやすいアイデアや参加のしかたは生まれてくると思う 

住民と市民（住民外の通勤）の区別は必要かも 

修正に反対 修正する必要なし 市民≠住民 在勤、在住の人達で作られているコミュ

ニティとして、それぞれの立場でできる事をすれば良いと思う 

多様な意見、例えば袖高などの若い力も必要なので骨子案通りで良いと思う 

果す役割がおのずと異なる… 理屈としては分かるがそれをやってしまっ

たら進歩しない やれる「共通点」があるはずだ 

住民≠通勤 住民≠通学者 住民＝市民としない 

市民の役割 在勤と在学を含める 

通勤、通学者 住民税を払っていない 恩恵は得ている 

住民 負担も恩恵もある  現状で OK 

まちづくり推進活動の内容から…考えて市民＝住民としたい。 

但し、地域によって通勤・通学者も含めて市民としたい。願い！ 

市民と住民の違いがよくわからない 特に区別する必要はないと思う 
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⑥  袖ケ浦市では、自治会が住民活動の主体になっていると思いますが、若い人が少

なくなり、高齢化してどの自治会も運営に苦労していると思います。自治会の役割

について、単独で項目を設けてはどうでしょうか。 

 

修正に反対 自治会活動だけが高齢化しているのではなく、どの住民活動でも大変であ

り、単独にしなくとも良いのでは 

自治会の役割について単独で項目を設けるとは具体的にどんな事か。「単

独」にしたらできるのか？ 

自治会について単独の項目は必要ないと思う 

区・自治会各種団体が複合的であった方が良い 

自治会がやはりメインだと思う 現状で OK 

自治会の項目を単独で… → 必要なし（区・自治会等
・

で役割と責務を明示） 

住民活動の主体は ・自治会 ・各種団体等 

横並びでは無いのか？ ダメなのか？ 

単独項目設ける × 

地域によって自治会の内容が少しずつ違うので単独で項目は設けない 

単独にするのではなく他の団体と協力した方がよいと思う 

その他 自治会の役割は地域毎に異なる側面があり、どう表現するかは工夫がいる 

 

 

⑧  定義の「協働」に対応した責任と役割を反映して、次のように修正を希望します。 

 （行政の責務） 

 ・・・・・・地域コミュニティの活性化に必要な役割と支援を行う。 

 

修正に賛成 行政の果す役割を明確にするのは良い 

コミュニティの活性化に必要な役割と支援 一歩踏み込む 

修正に反対 条例案の「地域コミュニティの活性化に努めるとともに」のほうが積極性

が感じられるので、修正の必要はない 

 

 

⑪ 定義の「協働」に対応した責任と役割を反映して、次のように修正を希望します。 

（財政的な支援） 

 ・・・拠点づくりなどに対し協働としての支出や補助を行う。 

 

修正に反対 「協働としての支出や補助」では、支出の範囲があいまいになるのではな

いか 
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「補助金の交付等により」のほうが支出の根拠や範囲が明確になるので修

正の必要なし 

支出や補助＝支出に含まれる → 修正の必要なし 

行政の役割 財政的支援 

その他 ・財政的な支援が必要な事柄は何か、どの程度の支援か等一定の基準づく

りは必要。 

・財政支援が無ければできないことばかりではないと考える。 

 

 

⑮ 定義の「協働」に対応した責任と役割を反映して、次のように修正を希望します。 

（行政が実施責任を負う事業）【追加】 

 NPO等が広域の公共サービスを対象とした事業に協力する形の協働事業 

 

修正に賛成 NPOが行うと、どうしても一緒にやっていると考える人が（市の職員が）少

なく、対応が「やらせている」と言うような気持ちになるので 

行政が実施責任を負う事業の例を具体的に多く示すのは必要かも 

行政の補完的事業を行う場合がある この場合、行政が責任を負うべき、

と考える 責任の所在 

 

上記の修正意見以外（⑨の意見）について 

地域の課題解決とあるが必ずしも予算（金）がなくとも解決出来る事があると思う。こ

れがこの条例の重要点だと思う。 
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［ワークシート 2 A班結果］ 

 
 

①わがまちの成り立ち・特色 

付箋内容 

自然がある 

食物が豊か（農業など） 

以前から地域の人達が、地域（袖ケ浦市）のために活動をしてきた 

・アクアライン ・少子高齢化 ・地方分権 ・発展（高い） 

自然環境 教育 工業 農業 

まとまったこと 自然環境が豊かで農業と工業がさかん 

 

②なぜ協働のまちづくり条例をつくるのか 

付箋内容 

・協働のまちづくりをする必要性 ・地域コミュニティの活性化が重要であること 

・協働のまちづくりを進めて、その結果どのような地域社会にしたいか 

まとまったこと 条例を定める意義（市民の意識改革を図る） 

協働のまちづくりがなぜ必要か（市民のニーズの多様化、課題解決の

ためには行政だけでなく、市民の参加が必要） 

推進機関として、地域コミュニティの活性化が重要 

社会が常に変化している 市民のニーズも変化する 課題の把握・解

決には市民の協力が必要 

幼児から高齢者まで連帯感？のもてるぬくもりのある地域社会をめざす 
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［ワークシート 2 B班結果］ 

 

 

①わがまちの成り立ち・特色 

付箋内容 

地域コミュニティの活動の拠点として 5館の公民館を設けている 

袖ケ浦市が色々な地域の合併で成り立ち一体化して来た 

地域の特性 ※工業地帯 ※住宅地 ※農村地域 

地域の特性 

地域の特性を活かした 

市の歴史、文化 

地域特性 歴史等 

歴史・自然環境など恵まれて成立っている点 

先人達が育んで来たふるさとを次代に引き継いで行く（歴史） 

袖ケ浦の名の成り立ち 

みどり輝く町（街） 

まとまったこと 地域の特性を活かした 

歴史・文化・自然 

 

②なぜ協働のまちづくり条例をつくるのか 

付箋内容 

袖ケ浦市らしい 

子どもたちを大切に輝く未来 

高齢者問題、特に高齢化率が高い地域をとり込む 

全国各地から集まってきた人達との連携が進んでいる 

新しく転入してきた人たちへの歓迎の気持ち 一緒に良い街を作っていきたいという思い 
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協働の精神をわかり易く説明 

市民一人ひとりがまちづくり活動の主体 

市民の地域への参加 

各団体への参加 

まとまったこと 袖ケ浦らしさ 

子どもたちが輝く未来 

経験豊富な人たちの知恵を活かす 

みんなでつくる 

 

［ワークシート 2 C班結果］ 

 

 

①わがまちの成り立ち・特色 

付箋内容 

清流、ホタル、野鳥、里山 

袖ケ浦市の発展（漁業、農業→工業、自然豊かな地域へ変化） 

袖ケ浦の良さ ・東京が近い、アクセス良い ・工場もある ・農業、工業が共存 

       ・自然が豊か 

緑と自然あふれるまち 

・袖ケ浦市の歴史・文化をロマンあふれる表現でうたう（オトタチバナ姫…） 

・そこに市民が互いに協力し暮らしていることを表現する 

袖ケ浦八景 

市の紹介的な事項はサラッと流す程度でよい（観光パンフ的ではダメ） 

ブランド米 
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特色 教育、学びに重きを置いたまち 

人を大切にするまち 

支えあい心の通うまちづくり 

一人ひとりが生き活きと 

まとまったこと 発展の歴史 農業と漁業の寒村→S39年頃工業地帯が来て、発展した 

ロマンのある表現 ・弟橘媛 ・良いところを探す（袖ケ浦八景） 

         ・自然豊か 

お互い一人一人を大切に心の通うまちづくり 

 

②なぜ協働のまちづくり条例をつくるのか 

付箋内容 

高齢化・少子化である 

高齢者と子供達のつながりのあるまちづくり 

地域問題を地域で解決してゆく社会 

皆んなが一人のため、一人が皆んなのために頑張る 

市民自らの手で住みやすいまちづくり 

隣人愛に満ちた地域づくり 

まとまったこと 高齢化、少子化の課題を抱えながらもこれにめげず 

市民自らの手で隣人愛に満ちた住みやすいまちづくり 

 

 

［ワークシート 3 結果］ 

 

 


