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１ 開催日時  平成２９年１月１３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 山田 悟 委 員 吉岡 眞史 

委 員 小林 亨 委 員 安田 紀美子 

委 員 池田 弥栄子 委 員 井口 清一郎 

委 員 二宮 義文 委 員 松井 恭子 

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 出席職員 

市民活動支援課 課長 小島 悟 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   

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 １０人 

傍聴人数   ０人 

 

６ 議 題 

・ 情報提供 他自治体の類似条例の事例 

 これまでの検討内容と条例の構成との対応関係 

・ ワ ー ク まちづくりにおける市民、区・自治会等各種団体、 

ＮＰＯ・ボランティア団体、事業者の役割や市の責務とは？ 

（あらためて今後の地域コミュニティのあり方とは？） 

・ 質疑応答・その他 

 

７ 議 事



【第 5回協働のまちづくり推進条例市民検討会議 会議録要旨】 

2 

開会 

 

（１）前回のおさらい 

 ファシリテーターより、第 4 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、第 3回までの市民検討会議を踏まえて開催した、協働のまちづくりフォーラム

や意見交換会についての報告があった。また、袖ケ浦市がもつ現行の協働のまちづくり

のしくみ、加えて、現在はないしくみとして「まちづくり協議会」について情報提供し、

条例に盛り込む「しくみ」について話し合った。 

・ 今回は、これまでの検討内容を条例の構成に当てはめるタイミングになる。また、条例

の構成に当てはめてみて、まだ十分に検討していない部分として、協働のまちづくりに

関わる主体の役割や市の責務といったことがあるため、主に「主体」について話し合う。 

 

（２）情報提供 他自治体の類似条例の事例 

        これまでの検討内容と条例の構成との対応関係 

 ファシリテーターより、資料 1-1（木更津市協働のまちづくり条例）、資料 1-2（富里市

協働のまちづくり条例）、資料 1-3（佐倉市市民協働の推進に関する条例）をもとに、他自

治体の類似条例の事例について説明があった。 

・ 第 5回で初めて他自治体の類似条例について情報提供する。ファシリテーターの考えと

して、あまり早いタイミングで他自治体の条例を学ぶと、条例の言葉だけをつなぎ合わ

せた、安易なモノマネになりかねないため、まずは袖ケ浦市の地域コミュニティや協働

の実情に即して、自分たちの言葉で話し合ってきた。それがある程度たまってきたので、

今回から条例の形を意識していきたい。 

・ 今回取り上げる類似条例は、いずれも千葉県内の他自治体の条例である。木更津市は平

成 24年 4月改正施行、富里市は平成 22年 4月施行、佐倉市は平成 19年 1月施行である。

木更津市は、もとは都市計画を扱うハード系のまちづくり条例として平成 22年 4月に施

行されたが、地域コミュニティや協働を扱う条例として大幅に改正されたので、平成 24

年 4月改正施行としている。 

［類似条例の共通点］ 

・ 3 つの条例の表紙のような形で、それぞれ構造図を示したが、協働のまちづくりに関す

る条例には、構成に共通点があり、「前文」「総則」「主体」「しくみ」「その他」となって

いる。富里市、佐倉市は、条例を見やすくするために章立てがあるのでわかりやすいが、

章立てのない木更津市の場合でも、この構成に当てはめていけば区切りがわかる。 

・ 「前文」は必須ではなく、「前文」をもたない条例や法律の方が多い。しかし、協働の

まちづくり条例のように、まちづくりの基本的な考え方を示すような条例の場合は、ど



【第 5回協働のまちづくり推進条例市民検討会議 会議録要旨】 

3 

のような思いを条例に込めたのかを表現するために「前文」を置くことが多く、事例と

した 3つの条例についても同様である。 

・ 「総則」は、条例の目的、用語の定義、基本理念や基本原則などを指す。基本理念と基

本原則は少し違うものであるが、何を大事にしながら以下のことを定めているかを示す

もので、「主体」の役割や「しくみ」などが立ち返る理念や原則である。 

・ 「主体」は、まちづくりに関わる様々な主体の役割、また、市の場合は公的な主体なの

で責務というが、それらを書いたものである。富里市を例にとると、市民、市、地縁に

よる団体、市民活動団体、事業者といった主体が書かれている。 

・ 「しくみ」は、条例の目的を達成し、「主体」がそれぞれの役割や責務を果たすための

制度である。行政は基本的に、制度をつくって課題解決を図るスタイルをとるため、ど

のような制度を整えるかを書いたものである。木更津市を例にとると、活動助成、まち

づくり協議会の設立等への支援、協働のまちづくりの提案制度などが書かれている。ま

た、木更津市では、本条例の代わりに、協働のまちづくり活動支援基金条例を廃止する

など、協働のまちづくりの重要なしくみの根拠に条例がなっていることがわかる。 

・ 「その他」には、条例の「推進体制」に関する条文、また、条例に定めていないことで

必要なことは他に定めるとの「委任」に関する条文などが含まれる。 

［類似条例の相違点］ 

・ 条例にどの程度詳しく書くかについては、それぞれの考え方がある。木更津市は、全 4

ページのシンプルなものである。一方、佐倉市は、地域まちづくり協議会、市民協働事

業の「しくみ」について、かなり詳しく書いてある。条例に詳しく書くと、改正するの

にそのつど議会の議決が必要となるため、最近は、条例はシンプルにして、個々の「し

くみ」は別に詳しく定めることで、柔軟に改正できるようにしているものが多い。 

・ 富里市と佐倉市は、「しくみ」として市民参加や市民参画に関するものも含めている。

木更津市は、地域コミュニティや協働に関するものだけであり、袖ケ浦市も同様の条例

の範囲であることを、第 1 回市民検討会議で確認している。ただし、木更津市は、第 9

条「まちづくりへの計画策定の参画」のところだけ市民参画に関するしくみがあるが、

これは、市の総合計画づくりなどへの市民参画を指している。この市民検討会議でも、

協働に取り組むにはまちづくりのビジョンを示す必要があるとの話が出ていたように、

まちづくりのビジョンを描く総合計画などへの市民参加は、協働の前提ともいえる。 

・ 条例においては、誰がその条文に基づいて動くのかという意味で、主語が重要になるが、

木更津市の「しくみ」（第 9 条、第 10 条、第 11条、第 12 条）では「市は、」、富里市の

「しくみ」（第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条）では「市民等及び市は、」となって

おり、条例をもとに取り組みを進めていくうえで違いが出てくるかもしれない。なお、

富里市の「市民等」とは、第 2条（1）に「市民、地縁による団体、市民活動団体及び事

業者（以下「市民等」という。）」とあり、個人としての市民だけでなく、団体や事業者

も含めた用語であると定義されている。 
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 ファシリテーターより、資料 2（（仮称）協働のまちづくり推進条例 骨子案のたたき台）

をもとに、これまでの検討内容と条例の構成との対応関係について説明があった。 

・ 市民検討会議のゴール、アウトプットするものをあらためて確認すると、（仮称）協働

のまちづくり推進条例に盛り込むべきことを表す条例骨子を提言することである。 

・ そこで、ファシリテーターとして、これまでの検討内容を条例の構成に当てはめ、条例

骨子案のたたき台をまとめてみた。本日検討することをさらに追加し、次回の第 6回で、

中間的なアウトプットである条例骨子（素案）として確認したい。 

［前文］ 

・ 「前文」はまだ検討していないので、空白にしてある。 

［総則］ 

・ 「目的」は、市民検討会議の設置時点で市から示されており、「地域コミュニティの活

性化」や「市民と行政の協働の推進」を図ることで、少子高齢化の進行、家庭や地域の

助け合いの変化、地方分権などに対応したまちづくりを行う、としている。 

・ 「定義」は、まだ検討していないので、空白にしてある。本日、「主体」の検討をする

中で、ある程度、導けるのではないかと考える。 

・ 「基本理念」は、これまで図式化して検討の枠組みとしてきた、「市民の地域コミュニ

ティへの参加を促す」「地域コミュニティ内の連携を図る」「地域コミュニティと行政の

協働を進める」を当てはめた。 

・ 市民の地域コミュニティへの参加については、負担になるような参加の仕方ではなく、

自主性を大事にすること、また、そのために各団体等も工夫し、行政も支援するとした。 

・ 地域コミュニティ内の連携については、地区ごとのまちづくりのテーマに取り組むにあ

たり、地縁にねざす活動、NPO などのテーマによる活動など、それぞれの持ち味を生か

すとともに、連携を図るとした。 

・ 地域コミュニティと行政の協働については、行政からの依頼が地域コミュニティの負担

になっている場合の見直しも含めて、役割分担や協働を進めるとした。 

［主体］ 

・ 「市民の役割」「区・自治会等各種団体の役割」「NPO・ボランティア団体の役割」「事業

者の役割」「市の責務」と仮に置いてみたが、本日、検討を行いたい。 

［しくみ］ 

・ 「しくみ」に入れた内容としては、一つは現行のしくみに根拠を与えるという意味で、

第 4 回のときに事務局から情報提供のあった現行のしくみに関するもの、もう一つは、

第 4回で検討する中で新たに出てきたしくみに関するものである。 

・ 「情報共有」は、現在ある、予算説明会や職員出前講座など市政の情報を共有するもの、



【第 5回協働のまちづくり推進条例市民検討会議 会議録要旨】 

5 

市民活動情報サイト「ガウラ・ナビ」など地域コミュニティの活動や参加募集などの情

報を共有するものの根拠となるようにした。 

・ 「まちづくりの計画策定への参加」は、木更津市を参考にした面もあるが、市民検討会

議でも、まちづくりのビジョンを共有することが協働の前提として大切であることが話

し合われていたので、市の総合計画づくりになどに市民が参加するとした。 

・ 「担い手づくり」は、現在ある、市民対象のまちづくり講座や職員対象の協働に関する

手引きなどの根拠となるようにした。 

・ 「拠点づくり」は、多世代間交流の場、子育ての場、常設で立ち寄れる場、大型の懇親

ができる場があるとよいといった、第 4回で多く出た意見を踏まえたものにした。 

・ 「資金的な支援」は、現在ある、地域の課題解決の事業やイベントへの補助金、区等の

集会施設の建設・修繕などへの補助金の根拠となるようにした。 

・ 「まちづくり協議会」は、第 4回での情報提供とこれまでの検討を踏まえ、新たなしく

みとして、地域コミュニティの各種団体で構成し、情報交換、地域のまちづくりのテー

マを設定しての取り組み、団体間の役割分担などを行う、とした。 

・ 「協働事業提案制度」は、現行のものを周知・改善する必要があるとの話し合いがなさ

れてきたが、その根拠となるようにした。 

・ 条文の形式とするには、主語が必要になってくるが、条例骨子では考え方を示すことが

重要であるため、条文の形式にはなっていない。 

［その他］ 

・ 「推進体制」「委任」について出てくるのではないかと考え、項目を入れておいた。 

 

 情報提供した内容をもとに、質疑応答を行った。 

○ 条例ではなく「指針」で対応している自治体もあるが、条例と指針ではどのような違い

が出てくるのか。（岡田委員） 

○ 私が以前関わっていた四街道市のように、条例をつくらず指針をもとに協働のまちづく

りのしくみを整え、取り組みを進めている自治体もある。条例にするか指針にするかは、

それぞれの自治体の考え方や状況による。ただし、条例は、議会を通じて住民の意思と

して定めるものなので、より重みのあるルールになることは確かである。 

  富里市について補足すると、条例をもとに協働のまちづくり推進計画をつくり、スケジ

ュールを入れてしくみの整備や取り組みを進めている。条例ができると、どのように実

際の取り組みが進むのかの事例として、第 6回で情報提供したい。（ファシリテーター） 

○ これまで市では、協働のまちづくりのしくみを様々に整備してきたが、個々のしくみが

総合的に機能しておらず、協働のまちづくりが推進できるようになっていない。職員だ

けでなく、市民の意識改革を進め、協働のまちづくりを進める根拠にしていくために、

市としては条例を定めることを選択した。（事務局） 
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○ 本日紹介のあった 3つの自治体では、条例をつくったことで、実際に協働のまちづくり

でどのような変化があったのか。事例などがあれば知りたい。（三浦委員） 

○ 先ほど富里市の事例が出たが、条例をつくったことで、10年単位の協働のまちづくり推

進計画をつくり、5 年ごとの実行計画をつくって取り組んでいる。実際に視察に行って

みたが、ハード面では市民活動サポートセンターが整備されたり、ソフト面でも人材育

成の取り組みが行われたりしており、着実に協働のまちづくりの取り組みが進められて

いると感じた。袖ケ浦市でも、条例に基づいて計画をつくるかなどは決まっていないが、

10年単位などの計画を示して実行できれば、行政にとっても市民にとっても、協働のま

ちづくりが進んでいると実感できるのではないかと考える。（事務局） 

○ 富里市の担当課から、条例にもとづいてどのような取り組みを行いどのような実績が上

がっているかがわかる資料をもらっており、第 6 回で情報提供したい。佐倉市について

は、第 4回の情報提供でも触れたが、条例で詳しく定めてある「地域まちづくり協議会」

や「市民協働事業」について、実際に制度化されて取り組みが進められている。（ファシ

リテーター） 
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（３）ワーク まちづくりにおける市民、区・自治会等各種団体、 

       NPO・ボランティア団体、事業者の役割や市の責務とは？ 

 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、書記役を決めて、グループワークを行った。 

■ワークのねらい 

 条例の構成のうち、袖ケ浦市のまちづくりにおける各「主体」の役割（市は責務）に

ついてアイデアを出し合う。 

 

■ワークの進め方 

(1) まちづくりにおける、区・自治会等各種団体、NPO・ボランティア団体、事業者、市

（行政）のそれぞれの「強み」「弱み」について、サインペンで黄の付箋に書き出す。 

(2) 順番に付箋の内容を紹介しながら、ワークシートの該当箇所に貼り出す。一通り紹

介し終えたら、話し合って、付箋を増やす。 

(3) 貼られた「強み」「弱み」をもとに、各主体（ここで「市民」が加わる）に求めら

れる「役割」（市は「責務」）について意見交換し、書記役がサインペンで赤の付箋

に書いて貼る。 

(4) 班で話し合ったことを、全体の場で発表する。 

(5) 全体で意見交換を行う。主に共通点の確認と相違点の検討を行う。 

 

［A班 発表内容］ ＊9～10ページ参照 

  メンバー 青木委員、山田委員、小林委員、島村委員、竹元委員、田中委員、玉井委員 

                                     （発表者） 

 区・自治会等各種団体は、強みは地域をとりまとめる力があること、子ども会では役員

の努力があること、青少年相談員では世代が近いので意見や方向性がまとまりやすいこと

であり、弱みは役員や人材の不足、団体間で子どもの取り合いになっていることである。 

 NPO・ボランティア団体は、強みは地域によって異なる面もあるが NPO法人としての信頼

があること、弱みは資金が不足していること、NPOはお金もうけをしていると見られる場合

もあることである。 

 事業者は、強みはボランティアに参加する時間を確保しやすいこと、弱みはお金になら

ない活動はやりにくいことである。 

 市（行政）は、強みはお金の配分ができること、弱みは担当者が変わるので一からやり

直さなくてはならず、引き継ぎができていないことである。 

 各主体の役割は一言ずつでまとめてみたが、市民は、自分から積極的に「参加」できる

ようになるとよい。区・自治会等各種団体は、活動している人の力や情報を地区ごとに集

めて「地域の連携」を図れるとよい。NPO・ボランティア団体は、自分たちの活動について

自信をもって「提言」するなど、発信できるとよい。事業者は、もっとちょっと地域に「貢

献」できるとよい。市（行政）には、心から「支援」してもらえるとよい。 



【第 5回協働のまちづくり推進条例市民検討会議 会議録要旨】 

8 

 

［B班 発表内容］ ＊11～12ページ参照 

  メンバー 根本委員、天羽委員、池田委員、佐藤委員、吉岡委員、安田委員、井口委員 

                           （発表者） 

 区・自治会等各種団体では、PTAの強みは一定の強制力があるため参加率が高い一方、弱

みは役員のなり手がいないこと、区・自治会の強みは行事や共同作業の体制がしっかりし

ていること、歴史があること、組織がしっかりしていることの一方、弱みは加入率が減っ

てきている、役員が 1年程度で交代するのでは早すぎるといったことである。 

 NPO・ボランティア団体は、強みは自由に活動できること、特定の課題について特定の意

識が強いことであり、弱みは人材不足である。 

 事業者は、強みは専門的な学習の場があることであり、弱みはお金にならないことはや

らないことである。 

 市（行政）は、強みは課題解決する能力が高いこと、財源があることであり、弱みは市

民の課題の把握に時間がかかることである。 

 市民の役割は、自ら地域とつながりをもつこと、全員参加の意識向上をすること、行事

に参加することである。区・自治会等の役割は、課題の把握と問題解決をすること、でき

ない場合は市と協議すること、情報提供をして住民と市をつなぐこと、地域の伝統行事を

継承することである。NPO・ボランティア団体の役割は、特定の問題に専門的に取り組むこ

と、課題解決において行政と連携することである。事業者の役割は、社会貢献である。市

（行政）の責務は、課題の把握と解決策の提示、財政支援、市民への啓発である。 

 

［C班 発表内容］ ＊13～14ページ参照 

  メンバー 岡田委員、湯浅委員、二宮委員、小島委員、三浦委員、松井委員 

                  （発表者） 

 市民については、自分たちのまちは自分たちでつくる意識が大事であり、参加意欲が低

い、問題意識がないといった話も出たが、先日、四街道市で学んできた「みんなで地域づ

くり」、みんながまちづくりの主役であるとの意識が大事である。 

 区・自治会等各種団体は、自分たちの地域の課題を把握して、市と協力して課題を解決

することであり、市政協力員という正式な役割もあるのでしっかりと行う。 

 NPO・ボランティア団体は、市の手の届かない様々な活動をしているが、意外と知られて

いないので、それぞれの団体がきちんと PRするとともに市も PRを行う。 

 事業者であるが、袖ケ浦市は知らなくても東京ドイツ村は知っている人もおり、事業者

は利益を上げなくてはならないが、市の PRや元気につながるようなアイデアやモノを出し

て、市とともに発展することが大事である。 

 市（行政）は、様々な活動を把握するのはもちろん、場の提供、人材の育成、人材の発

掘などを行い、こういうまちにしたいという思いを市民に仕掛けていくことが大事である。 
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［A班 ワーク結果］ 

 

 

市民 役割 主役 参加 

区・自治会等 

各種団体 

強み 地縁が強く事情に明るい 

区・自治会 ・地元の状況をはあくできる 

      ・市に対する要望の取りまとめ 

区・自治会 地域の特性を生かした課題解決 

市政協力員（区・自治会）は市への連絡事項のとりまとめ 

民生委員 地域の人々の様子がわかり対応しやすい 

子供会 役員一人ひとりの努力が強み 

子供会 子ども達 笑顔が楽しみ 

青少年相談員 子育て世代、働き世代から（当時 25 才～45 才）

集まっているので、考え、方向性がまとまりやすい 

青少年相談員 袖ケ浦市の全地区から 1 人ずつ出ているので（2

人もありますが）、いろいろな情報が得られる 

弱み 参加が強制的になる傾向がある 

区・自治会 高齢から、責任者のなり手がいない 

民生委員 老人が多く活発な動きが出来ない 

参加する子ども達の取り合い 

役割 地域の連携 
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NPO・ 

ボランティア 

団体 

強み NPO テーマによるネットワークの多様さ、拡さ 

NPO サービス提供のサポート 幅広さ、素速さ 

NPO 法人としての信頼 

ボランティアセンター 広報紙などでボランティアを必要とする

人に情報の提供 

弱み NPO 安心して動ける為の保険に入るのがむずかしい 

NPO 人集めがむずかしい 

NPO お金もうけをしているようになっている 

資金がない 

ボランティアセンター ・ボランティアの確保 

 ・ボランティアでは出来ないことを求められる 

役割 自信をもって提言 

事業者 強み ボランティアに参加しやすい 

事業者 実行力（事業の） 

弱み お金にならないと活動に参加しない 

役割 もっと。ちょっと。貢献 

市（行政） 強み 法的に行う マジョリティー 公平 

・情報が得やすい ・はっしん力が強い 

お金の配分 

弱み 画一的で柔軟な対応に欠ける 

・担当がコロコロ変わる ・何を言っても通じない 

引き継ぎが出来ない 1からやり直し 

たてわり つながりがない 

役割 心から支援 
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［B班 ワーク結果］ 

 

 

市民 役割 （市民） 

1．自ら地域とつながりをもつ 

2．全員参画の意識向上 

3．行事に対して参加すること 

区・自治会等 

各種団体 

強み 区・自治会 組織に歴史がある 

区・自治会等 各種行事、共同作業等への協力体制は強い 

ムラの意識 

区・自治会 ほとんどの世帯が加入しているので課題を把握しや

すい 

自治会 住民の顔が見える 

自治会はコミュニケーションの場であり、良い 

啓発活動で情報の伝達 

活動中の訪問宅での意見、でき事等の情報 

PTA 子育て世代に近いので要望が入りやすい 

PTA 子どもがいる全世帯に発信できる 

PTA 学校（子ども）という共通のテーマがある 

PTA 年代が近い人の集まり 

PTA 参加に強制力がある 
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弱み 区・自治会はマニュアル化して役員の業務に新たな発掘がない 

自治会の加入率がだんだん低下して来ている 

自治会 役員になりたがらない、役員の任期が短い 

区・自治会 役員の任期が短いので課題を解決するスキルを伸ば

しにくい 

PTA 役員の仕事を負担に感じる人がいる 

役割 （区・自治会） 

1．課題の把握とその問題解決 解決出来ない問題は市と協議 

2．情報の提供（市、地域住民） 

3．地域の協働（共同）作業の実行 

4．地域の伝統行事の遂行、継承 

NPO・ 

ボランティア 

団体 

強み ボランティア 経費が掛からない 

NPO 活動テーマが自由に決められる 

NPO ・特定の問題について ・問題意識が高い 

弱み ボランティアに対する地域の認識がうすい 

NPO 組織の継続にエネルギーが必要か、人材不足 

役割 （NPO、ボランティア） 

1．特定問題について専属に取り組む 

2．課題解決について行政と連携 

事業者 

 

強み 事業者（ヘルパーステーション） 関わりある家庭とは連絡でき

要望を聞ける 

専門的な学習の場の提供 

弱み 事業者 責任が明確とならない 

お金にならない事はやらない 

役割 （事業者） 

1．社会貢献 

市（行政） 強み 市（行政） 合併市ではあるが、いわゆる「平成の合併」ではな

いので、市全体を考える市民レベルがあると感じる 

市（行政） ・課題を解決する能力が高い ・財源がある 

弱み 市 ボランティア活動に行政の支援が少ない 

市（行政） 市民の課題を把握するのに時間がかかる 

役割 （市） 

1．課題の把握、解決策の提示 

2．財政支援 

3．市民への啓発 
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［C班 ワーク結果］ 

 

 

市民 役割 “みんなでまちづくり”（一人一人がそんな気持ちをもてば一

歩！！） 

区・自治会等 

各種団体 

強み 自治会、自治連 市民の意見を直接聞くことが出来る 

自分の部落の長・欠所（課題）が良く分かる 

地域住民への周知活動（広報、回覧の利用）がしやすい 

節分祭などの行事がさかん 

民生委員 生活上弱者の方の意見を聞ける 

地区住民会議 一部の方の活動が大変熱心である 

地区住民会議 理事の人は協力意識が高い 

構成員、対象が明確なので働きかけが出来る 社福協議会 

弱み 隣近所のつながりが弱い 

自治会 構成メンバーの減少 

自治会 新しい住民を巻き込む意識に欠ける 

後継者不足 

リーダーの資質により物事の進捗が左右される（実行力） 

自治会行事への参加意識が希薄 

自治会のだるま会（推進）への参加が旧住民ばかり 

神社氏子 意識が希薄 広げようとする意識も少ない 

さくら会館の利用度低い 
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自治連だけでは問題解決にはいたらない 

民生委員、青少年相談員選択の仕組がない 

自治会と地区住民会議の連携が不足 

役割 市民の要望（ニーズ、課題等）を拾い出し、行政と連携し、実現

に向けた活動をする。 

NPO・ 

ボランティア 

団体 

強み 協力的仲間がいる 

組織を動かしての活動がしやすい 

参加の自由（ボランティア） 

NPO 提供会員と利用者は信頼関係が高い 

NPO 活動は楽しく行なわれており和気あいあい 

弱み リーダーの不足、継続性に不安 

おおむね無関心 

環境保全会などが限られた住民になっている 

NPO 利用者の要望を叶えられない ・東邦病院 ・帝京病院 

NPO 行政（市長）は自立を訴えるが利益構造を理解していない 

役割 団体、NPO法人の活動、団体の存在を市民に PRすると共に、行政

の手の届かない部分をになう。 

団体、NPO法人等の貴重な木目細かな活動 PR（行政、各団体） 

事業者 強み 事業拡大の可能性は大きい 

弱み 採算がとれるサービスばかりではない 

役割 町の PRになる様な企画、元気になるような品物などを行政と連携

する、協力をする。 

町の PR、自らも市も元気になる物等 事業者と市の連携 

市（行政） 強み 市民の思い、考えを聞ける場、吸い上げることが出来る 

企画した活動を市民に向け動員しやすい 

施設、設備 効果的に使える 

市政運営がクリーン 

自主防災コーディネーターの養成に熱心 

弱み 担当部署によって協働意識に大差がある 

スピード遅い 

税金は有限 

市の取組が市民内に浸透していない 

ビジョンは定量的に！ 

役割 場の提供、コーディネイト（・仕かけること ・人を育てる ・

人材の発くつ）をする必要がある 

市 ・場の提供 ・人を育てる ・人材発掘 

  仕掛け、コーディネイト 
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［意見交換］ 

○ 各班の発表を比較すると、各主体の役割や市の責務について、概ね方向性が一致してい

たといえる。 

  市民の役割は、地域に積極的に参加すること、そのための意識向上を図ること、一人一

人がまちづくりに関わっていくことなどであった。区・自治会等各種団体の役割は、地

域のとりまとめをして市につなぐこと、地域の団体の連携を図っていくことなどであっ

た。NPO・ボランティア団体の役割は、様々な課題に対して提言や行動をしていくこと、

また、そのために市と協働することなどであった。事業者の役割は、この会議には事業

者の立場で出ている委員がいないので考えにくかったかもしれないが、地域への貢献、

市の PR や元気につながるような活動をすることなどが出ていた。市（行政）の役割は、

地域の課題を把握して方向性を示し、様々な主体をコーディネートしたり、支援したり

することなどであった。 

  今回出た方向性をもとに、条例骨子案のたたき台の中の各主体の役割・市の責務の箇所

に盛り込みたい。また、用語の定義にも、反映させていきたい。（ファシリテーター） 

○ C 班の発表の追加として、目標の達成については、市（行政）も地域活動も、定量的な

数値を示しながら行うことが大事である。（二宮委員） 

○ 取り組みをチェックして、次の展開につながるようなしくみを条例にも盛り込むのが望

ましい。（岡田委員） 

○ 二人が言われたのは、条例の構造図の「その他」に入るかと思うが、条例の取り組みを

チェックしたり、検証したりすることに当たる話かと思うので、こちらも条例骨子案の

たたき台に反映したい。（ファシリテーター） 

○ 他自治体の条例のパターンを示してもらったが、あまり条例に細かく書くと、改正が大

変になるので、条例自体はソフトにまとめて、個々のしくみについては実施の要領を定

めていくのがよい。（小林委員） 

○ 袖ケ浦市は合併を経てできてきた成り立ちがあり、地区ごとの特色や強み、弱みがある

ので、そういった違いも大事にすることを、前文などに盛り込んだ方がよい。（岡田委員） 

○ 今日は、これまでの検討内容を条例の構成に当てはめたことで、これまでやってきたこ

とがどのように反映されているかのゴールが見えて、やりがいを感じた。ワークでは、

各主体の役割・責務を話し合ったが、役割だけでなく責務を果たすことの大切さがある

ことを感じた。（青木委員） 

○ こういった条例には夢が必要だと思うので、前文では夢を語りたい。（二宮委員） 

○ 次回の第 6回は、条例骨子（素案）について検討する。本日の検討を、条例骨子案のた

たき台に反映して検討材料としたい。次回の検討を経てできる条例骨子（素案）が、市

民検討会議としての中間的な成果物、アウトプットになり、パブリックコメントにつな

がっていく。なお、最後の方で話題になった前文は、第 7回で検討する予定である。（フ

ァシリテーター） 
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今後の案内（事務局より） 

・ 今後のスケジュールであるが、次回の第 6回市民検討会議で条例骨子（素案）を検討し

ていただく。条例骨子（素案）が市民検討会議としての中間報告となる。その後、パブ

リックコメントを 4月いっぱい行う予定である。 

・ 2月 10日（金）の第 6回市民検討会議は、通常と異なり、午後 2時からとなる。 

 

午後３時４５分閉会 


