
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．住民主体の地域づくりへの意識 

 「新しい時代の公」が目指す社会は，自分たちの地域のことは自分たちで

責任をもって決めることができる社会であり，それを実現するためには，公

の活動に多様な主体が参画し，みんなで支える社会の形成に向けた諸活動を

推進していく必要があります。 

 「公」の領域の１つとして，「地域づくり」が挙げられます。新しい時代に

向けて，住民主体で取り組まれることはもちろんのこと，「地域の資源を活用

し，地域住民，NPO，企業などと協働して，個性的で魅力ある活力のある地域

づくりを推進する（『県民しあわせプラン』第３編基本政策・第２章－Ⅴ－３

「活力ある地域づくりの推進」）」ことが求められています。 

 行政において，住民主体の地域づくりの重要性および必要性は認識してお

り，生活する地域の特性を活かしていくために，地域住民が自主的に地域づ

くりに取り組むために必要な活動環境を整えていこうとしています。 

 現在，地域においても，住民の自主的な地域づくり活動が行われています。

きっかけや規模や様々ですが，地域におけるその地域ならではの住民自治が

実践され始めています。 

でも，そのような地域づくり活動や住民自治への意識は，住民一人ひとり 

の価値観の違いにより，その地域住民全体に浸透するのは非常に難しく，生

活スタイルの多様性からも住民が率先して地域づくり活動に参加する機会も

少なくなってきています。地域づくりへの意義は共感できても，実際に地域

づくりに参加しようとする住民の意識は，高いとは言えない状況です。 

では，なぜ「地域住民主体の地域づくり」なのでしょうか？ 

それは，地域のことを一番知っているのはそこに生活する地域住民だから 

です。行政は画一的なまちづくりを進めていくことが役割です。しかし，地

域特性を十分に活かしながら，どのようにすれば地域がより生活しやすくな

り，周囲に「わがまち・わがふるさと」として誇れるような，愛着を持てる

ような地域にできるかを，自分たちの問題として考えられるのは地域住民な

のです。 

誰もが，愛着あふれる魅力的な地域づくりの意義は理解できるでしょう。 

なのに，住民の参加意識が高いと言えないのは，なぜか？ 言えないなら，
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それを高めるために何が必要なのか？ 

 

  住民の参加意識が高まり，地域づくり活動が活発になるためには，いくつ

かの要素があります。そのうち，この研究会では５つの要素について，地域

づくりを取り巻く現状とその課題，また解決するための方向性を考えてみま

した。 
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Ⅱ．活動するための５大要素 
～人・資源・資金・情報・ネットワーク～ 

 

【１】人・・・地域づくりは人づくり 

 

◆ 人を巡る現状 

 

   地域づくりを考えていく中で、最も重要と思われる項目に人の問

題があります。特に考え方の部分では，生活している地域により差

があるようにも思われます。 

 

今回名張市の例を見てきた中で，中心市街地，住宅地区，住宅団

地と農山村部，農山村部などを見てきましたが，活動方針には，地

域の特性が表れていました。 

 

その中で各地に共通することは，地域づくりの活動が中心となる

メンバーの，自分達の住むまちを良くしたいという強い思いと行動

に支えられているということです。 

  

◆ 組織とリーダーの問題 

 

   地域づくりを運営する組織は，自治会が主になったりいろいろな

団体が連携し合ったりと，地域の特性がよく表れている部分です。 

 

しかし，一度立ち上げた組織がうまくいかず解散再編成するとい

う例にもありますように，地域の考え方に合う形にうまく変化させ

ていける柔軟性を持つことが必要と考えられます。 

またその中で活躍するリーダーの方は意欲的な方ばかりでしたが，

彼らへの負担はかなり大きなものになっていました。 

 

ですから，次のリーダーを見つけうまく引き継いでいくというこ

とは，どこでも共通の問題でした。 
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◆ 住民個々の問題 

 

   本来地域づくりは，地域の住民一人一人が主体的に参画し行って

いくものでありますが，実際のところは無関心な人たちも多く，そ

の人たちにどのように働きかけ，どのように考えを聞き入れていく

かという問題がありました。 

 

◆ まとめ 

 

   地域づくりは人に支えられている部分が大きいので，活動するメ

ンバーがうまく世代交代していくことが必要になります。また新し

いメンバーを確保する仕組みが必要にもなります。さらに無関心で

あった人たちに少しでも興味を持ってもらえるような働きかけも必

要です。 

 

そのためには，地域の中でいろいろな特技やノウハウを持つ人を

把握し登録する人材バンクのようなシステムも必要になります。 

また，新しい人材を発掘したり意識啓発をするための研修会や説

明会などを継続して開催していくことも必要と考えます。 
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【２】資源・・・地域の資源としての公民館から 

 

◆ 地域の拠点づくり 

 

   急激な時代の変化の中で、社会教育を取り巻く環境もまた大きく

変わりつつあります。平成１５年６月には、これまでの基準が大幅

に緩和されて、国の関与が減り自治体の自主性が高められる内容と

なった「公民館の設置及び運営に関する基準」が告示されました。 

 

 また、平成１５年９月に一部改正された地方自治法が施行され、

「公の施設」の管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」

に移行されたことにより、社会教育施設もこの制度の活用が可能と

なり民間事業者にも門戸が開かれることとなりました。 

 

   さらに、今年度になって多くの市町村では合併協議が急速に進展

し、地方自治体ごとに独自の方針で進められてきた社会教育行政は

大幅な見直しが迫られている現状があります。 

 

   国では、平成１６年３月の中央教育審議会生涯学習分科会報告に

おいて、こうした変化に対応する社会教育施設のあり方に言及し、

これまでの公民館や図書館などの取り組みが現在の社会の要請に必

ずしも適合していないことを指摘して、施設と民間教育事業者や団

体・ＮＰＯとの連携を一層進めたり、学習機会の提供について改善

したりすることを提言しています。 

 

   地域づくりを推進していく上で，地域にある資源（施設のみなら

ず自然環境，歴史文化）の活用が大切になってきます。住民自治や

コミュニティ活動の充実や活性化、役割分担による協働の観点から

地域づくりや人づくりの拠点としての機能を発揮していくことが重

要となります。 

 

◆ 名張市の事実から 

 

   名張市においては地区公民館を地域に委託し，日常に密着した地

域独特の諸課題を自ら考え解決するという自治能力の向上にありま
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す。公民館を地域づくりの活動拠点として積極的に活用し、公民館

長と地域づくり委員会はよきパートナーとして館の管理運営に当た

っていくこととなっています。 

 

しかし，地域によっては二重構造的でわかりづらいという住民の

声もあります。公民館であることから生涯学習を推進していくため，

社会教育法上の館長（名張市の場合は地域住民から人選）に施設の

運営管理の責任があり，地域づくり委員会の運営，事業実施とのズ

レが生じるときがあるかもしれません。 

 

生涯学習を広義で捉え，公民館活動の推進と地域づくりとを融合

した視点で運営していくことが大切です。 

 

◆ 地域活動の拠点 

 

   名張市においてもそうですが，施設としての公民館は、小学校区

を基本として設置されているケースが多く見られます。地域住民に

密着したところで活動が行われています。 

つまり、地域の個性や課題が一番把握しやすい立場に公民館はあ

るということです。それを、公民館の事業に活かすことで、地域づ

くりを担う住民の育成や新たな人材の発掘などの人づくりにつなげ

ていくことができます。 

 

「場をつくる」として住民や地域組織の交流や活動の拠点を確保

することは大切ことです。しかし法的な条件（設置条例等）により，

一律の運営方法をとらざるを得なく，住民が地域の特性に応じて自

らの意思による運営を進めていこうとするときに支障をきたすこと

もあります。 

地域活動を進めていこうとすれば，どうしても地域性によるそれ

ぞれの運営方法の導入も必要な部分となります。 
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【３】資金・・・お金をめぐる人と活動 

 

◆ 資金を巡る地域の現状 

 

   地域づくりにおいて，活動するための資金をどう獲得していくの

か，またその資金をどのように使うことができるかというのは，大

きな問題です。 

   現在，地域には，たとえば行政の様々な部署からそれぞれの目的

を持って補助金等の名目で資金が交付されています。それらは，交

付元も受け手も使われ方もバラバラで，地域のためにとは言いなが

ら効果的に消化されているとは言いがたいところがあります。補助

金を申請する団体同士の横の連携がないために，もしかすると同じ

ような目的を持ちながらそれを知らずに補助金を申請し，交付を受

け，重複するような活動を展開してしまっているところもあります。 

 

◆ 資金の目的と使い方を整理しよう 

 

   １つひとつの団体から見れば，自分たちの活動は地域向上を目的

とした正論の活動です。しかし，地域という全体像が見ることがな

いために，他の団体との連携を考える必要を感じないままに，自分

たちの団体だけのことを考えて補助金を使っています。 

 

確かにそれぞれの目的は果たせるでしょう。でも，他の団体と協

力しながら事業を進めたなら，その結果がもたらす可能性はより大

きいものとなるでしょうし，また経費も重複するところは抑えなが

らより有効な使い方ができるでしょう。 

 

これを補助する側から見ると，地域の全体像を見ながら補助金等

の申請がなされれば，その交付にあたって真に必要な経費を交付す

ることができ，さらに，これまで重複して出していた補助金を別の

目的で補助するなど，より地域向上につながるような幅広い使い方

をすることができるようになります。 

 

反対に受け手から見ると，これまで地域の中で地域向上に関係す

る，自分たちと同じような目的を持ちながら活動する団体の存在を
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知らずに，地域から重複して補助金を申請して 1つの目的だけを果

たすのではなく，地域全体を見ながら同じ目的で活動する団体同士

が協力しながら事業の進め方を整理し，その結果，その目的の他に

地域向上のために取り組む必要のある別事業があるなら，その分の

補助金を地域から申請するということができるようになります。 

 

◆ 目的が阻む資金の光り方 

 

   地域に交付される補助金には，その交付目的のために使途に関す

る制約があり，せっかくある資金が目的に合わないがために地域向

上につながると分かっていても使えないということがあります。 

 

補助金という性格上，目的に合わない使われ方ができないのは当

たり前のことですが，地域づくりの考え方や方法は十人十色であり，

その目的の持ち方を広く大きくし，中身についての自由性をある程

度もたせる必要があると考えます。 

 

◆ 資金に対する住民ニーズ 

 

   地域づくりに限らず，住民や地域など主体的に活動しようとする

当事者側から起こる声として，「目的を達成するために柔軟に判断し

ながら自由に使える資金がほしい」ということがあります。この声

は，例えば「自分たちの生活する地域をよりよくするために，自分

たちで納得して決めた計画にもとづいて判断しながらお金を使いた

い」という意思から起こってくるものです。 

 

      住民ニーズが多様化するなかで，限られた資金を有効に使うため

に，優先度や重要性などを考えながらあれかこれかと取捨選択し，

地域特性を活かした地域づくりをしようというのは，地域の思いで

もあり，また行政側の期待でもあります。 

 

      そのようなニーズに応えるためにも，行政は縦割りな考え方を改

め，「地域」に総合的に向かいあっていく体制を整え，全庁的に横の

連携をとりながら，柔軟に地域と向かい合っていくことが必要と考

えます。 
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◆ 名張市事例に見る資金の現実 

 

   今回，住民による地域づくりの事例として『名張市ゆめづくり地

域予算制度』を調査しました。 

 

   この制度は，「市民の参加と創意，責任によって誰もがいきいきと

輝いて暮らすことのできる地域を形成し，維持していく」ことを目

的とし，行政主導のもと，地域住民の創意工夫で進められた地域づ

くりのしくみです。地域に対する補助金等のあり方を見直し，地域

のニーズまた地域特性を活かした地域づくりを進めるために，地域

に関する補助金を一本化し，交付金として内容に自由性を持たせ，

地域に交付されています。またその使い方は，地域の責任において

計画にもとづきながら使っていくこととなっています。 

 

   地域の自由性に任せられた地域づくりのための資金であるものの，

地域づくりに対する考え方は十人十色であるがために，それを取り

巻く現実と理想のギャップは大きいものが伺えます。 

 

    ＝現実その１・・・正論どうしのぶつかり合い＝ 

      住民側は，突然一本化された行政からの交付金を，少しでも有効

かつ公正に使うため，様々な努力をされています。 

 

      公金であるがために，その使い方については，よりよい地域づく

りに結びつくよう，またその支出については地域住民に明確に説明

がつくようなものであることが必要だという認識があり，協議会が

勝手に判断したと言われることのないよう，地区説明会などを多く

開くなど，多くの住民の意向を聞き反映させることができるような

工夫をされています。 

 

      しかし，地域づくりに対する考え方は様々であり，これまで地域

の中でいろいろな団体が地域のために展開してきた活動は，その団

体にとっては正論なものであるがゆえに，それらに全部予算がつか

ない，活動資金が配分されないという事態が生じると，地域の中に

は混乱がおきてしまいます。 
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      実際，名張市においては，それまで団体の運営維持だけに補助金

が充てられてきた団体が消滅に至るようなケースがありました。地

域交付金という限られた枠の中で，どのように使うかという行程に

は，現実問題として生活する空間での様々な混乱が起こることが伺

えます。 

 

これを住民の間でどのように解決するか，また住民同士で解決に

至らない場合は，行政がどのように間に入るのかということを，住

民と行政双方が考えておく必要があると考えます。 

 

＝現実その２・・・交付金に対する課題と対策＝ 

      名張市の場合，その使途には地域に自由性を持たせています。何

にどのように使うかは，住民自らが決めていけると言う訳です。 

 

      しかし，この交付金の中身には従来からの補助金も含まれていま

す。補助金の性格上，自由に使えるとは言いながら内容によっては

使途の制約があり，全部が全部地域の自由性に任せられているとい

うわけではありません。配分しなければならない額はその分の予算

を充て，それ以外のところで予算を何に優先的に重点的に配分して

いくかを，地域の中においても考えていく必要があると考えます。 

 

      一方，交付金を交付する行政においては，地域に関する補助金を

総合的に見直し，できるだけ地域の自由性において使える交付金の

ようなしくみをつくることが必要だと考えます。 

 

    ＝現実その３・・・交付金以外の資金に関する課題と対策＝ 

      地域づくりに関する資金は，地域交付金だけではありません。住

民側の工夫の一つとして，交付金以外の資金の調達について，制度

化されている補助金があれば申請して交付を受けるなどの努力をさ

れています。 

 

      しかし，実際の問題として，住民側の努力のほとんどは，使うこ

とよりも住民の知恵と工夫を活かし，使わない工夫をされている部

分が多いことが伺えます。ソフトにはお金は要らないという住民の
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言葉にもあるように，日頃の活動の中で手づくりや様々な連携によ

って自分たちのできることの可能性を大きくされています。また，

地域によっては交付金の範囲内で実施可能な地域づくり活動にとど

め，無理をせず継続に重点をおいているところもあります。 

 

      地域づくりというと，大きなイベントを開催するようなことをど

この地域でも考えがちですが，それよりも，地域に住民主体の地域

づくりの意識が根づくような事業なり取り組みなりを継続して行う

ことが何よりも大切と考えます。過度の負担感や義務感は，活動の

継続性を妨げることにもなりかねません。住民，特に地域づくり協

議会の核になる役割を担う人々は，地域づくりに関わる人々が，意

義を見いだすことができ，楽しく取り組めることを大切にしていく

ことが必要と考えます。 

 

      また，行政においては，地域の自主性をムダにすることなく，交

付金以外にも資金的支援あるいは物的支援を含めて，地域づくりの

パートナーとして協働できるようなメニューを用意することが必要

と考えます。 

 

◆ まとめ・・・有効的な使い方と説明責任 

 

   自分たちの手で自分たちの地域をつくるということは，簡単なよ

うで実際にはお金がないと動けないことは多いものです。また，お

金があっても，自由に使えるとは言いながら使途に関しての制約は

住民の目は厳しく，限られた交付金を巡っての地域づくり委員会ス

タッフの取り組みは大変なものがあると推察されます。 

 

   住民主体の地域づくりの理想は，住民一人ひとりに地域づくりの

意識が根づき，地域の予算を地域が一番良くなるように住民自らが

判断して使い，地域住民の手で地域をつくっていく社会になること

です。しかし，地域予算制度の導入のように，地域づくりに関する

環境の変化は，役員は分かっていても地域住民全体に浸透するのは

難しく，集中と選択により地域づくりをしていこうと考える役員層

と地域づくり参加する側の一般住民層との間に意識の格差が生まれ，

心ならずも地域内の平和を乱す一因になっているのかもしれません。 
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   住民から湧き上がってきた地域づくりの気運ではないために，行

政からは地域づくり意識をもつ住民を増やすための育成の部分を担

うことが必要であるし，住民は地域の中で，何か一番最優先で取り

組まなければならないかということを1人でも多くの住民が認識し，

お金の使途についても「我が田に水を引く」ということではなく，

地区全体のことを考えながら配分していけるような計画立てなり，

方針を立てておく必要があると考えます。 

 

   また，地域づくりに関する資金はどのような性格のものでも「公

金」であるということをしっかり認識し，使い方について明確な説

明責任でもって対応することが非常に重要です。事業計画を立てる

とき，実際に事業の中で資金を使うとき，さらに事業後の振り返り

のときに，公金として地域のために効果的な使い方をすることがで

きたか，また公金として責任もって内外に使途の説明ができるかを，

地域づくりに関わる住民誰もが自覚していかなければなりません。

行政の支援のなかで，また公民館など人づくりのカリキュラムのな

かで，資金に関するマネジメント講座などの場や機会を住民側に提

供されていくことが必要です。 

 

   そして何よりも，自分たちの地域を自分たちでつくるのだから，

何があっても住民だけが考えるのではなく，住民や地域が立ち止ま

ったら，同じ「公」を担うパートナーとして気軽に相談にのり，共

に考えられるような行政であることが何よりも大切だと考えます。    
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【４】情報・・・活動の幅を広げる術 

 

◆ 情報を巡る現状 

 

   近年、新聞、雑誌、インターネットなどの媒体から多くの情報が

提供されており、情報が氾濫しています。特にインターネットの普

及により、住民が得る情報量は莫大に増えていますが、住民が消化

できる情報量には限界があるので、関心のない情報は、住民に気づ

かれないまま消え去ってしまいます。 

 

   また、情報発信は行っているが、住民が知らないような状況では、

住民の不信感、不安感は高まり，住民主体の地域づくり組織の運営

にも支障をきたすことになります。 

 

   住民にとって、興味がある情報は感度良く受け入れられます。当

然、自分の住んでいる地域づくりの大切さについて、住民に理解さ

れているのに、何故、活動の輪が広がっていかないのか考える必要

があります。 

 

◆ 名張市の現実をもとに情報を考察する 

 

   情報について、大きく分類すると①外部から地域づくり委員会に

提供される外部情報、②地域づくり委員会内で共有される内部情報、

③住民との協議会間でやり取りされる情報（情報発信、情報収集）

に分類できます。 

 

地域住民が地域づくりにもっと関心をもってもらい、さらに１歩

進んで地域づくりに参加してもらうためにこれらの情報をどのよう

に効果的に活用すれば良いのでしょうか。 

 

（１）外部から協議会に提供される外部情報の課題と対策 

 

   名張市において、他の地域づくり委員会との交流会を開催し、お

互いの活動結果や悩みなどを情報交換したり、行政から県内外の地

域づくり情報を提供したりすることが積極的に行われています。 
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他地域の情報を入手することによって、良い意味での地域間競争

が生まれ、さらに、外部から正しい評価を得られることによって、

住民が自信をもって地域づくり活動を展開していくことができるよ

うになれば活動の活性化につながります。 

 

そのためには、行政などから単なる押し付けではなく、活動のヒ

ントになるような適切な情報が提供されること。また、その情報を

住民が地域性を活かして活用していくことが求められます。 

また、行政内においても情報がいろいろな部署でバラバラに把握

されているのではなく、ある部署が住民との接点となって情報提供

できるような体制が求められています。 

 

（２）地域づくり委員会内で共有される内部情報の課題と対策 

 

   地域づくり委員会に、「自分の声を地域づくり活動にいかしたい。」

「自分も地域づくり活動に直接参加したい」と考える住民の参加は

歓迎すべきことです。 

 

そのような住民を増やしていくためには、自分の声が活動にいき

るような民主的な意思決定が行われていることや共有されている内

部情報が透明性をもって住民に公開されていることが必要です。 

 

そのためには、継続的に住民との情報共有を図っていくことが重

要です。 

 

（３）住民との間でやり取りされる情報 

（情報発信、情報収集）の課題と対策 

 

   地域づくり委員会から住民に向かって発信される情報は、住民に

地域づくり活動を直接ＰＲできるとともに、住民の参加意識を変え

ていくために、その提供手法を含めて創意工夫が求められます。 

 

   名張市において、地域づくり委員会からの情報発信については、

広報紙の発行（各地区）、イベントでのＰＲ（薦原地区）、住民説明

会の開催（名張地区）などが、また、住民ニーズを収集する方法と
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して、区長会を通して収集（薦原地区）、地域を回り情報収集（名張

地区）など地道な活動を行なわれています。 

 

しかし、なかなか地域づくりに参加する住民が増えていかないと

いう悩みが各地区にあります。今までは、情報を単に発信すれば誰

かが見てくれているのではないか。誰かが関心をもって参加してく

れるのではないかという期待を持って、無造作に情報が発信される

だけで、受け手の立場にたった発信が必ずしも行われていないこと

が考えられます。 

 

広く住民に情報提供するのはもちろんですが、既存の住民ネット

ワークをうまく利用して、人から人への「口コミ」による情報伝達

も住民との関係づくりを広げるためには重要です。また、特定の地

域情報に限定されず、もっと、住民に身近な出来事が情報発信さる

ことによって、当事者意識が生まれ、活動そのものが身近なものに

感じられることで、住民の参加意識を高めることにつながると思い

ます。 

 

      また、情報発信は伝えたい内容を効果的に発信することが必要で

す。どのようにすれば効果的な情報発信ができるを勉強したり，ノ

ウハウをもった人物に地域づくり活動へ参加してもらうことが必要

となってきます。このために、行政としては講習会などを実施し、

多くの情報のプロを育成することが求められています。 

 

◆ まとめ 

 

   住民主体の地域づくり組織が中心となって地域づくりを行ってい

く場合、その活動の理解を得るためには大きな労力が必要です。 

 

情報は、地域づくり組織と住民との距離を縮めるための大切な手

段です。多くの住民が同じ情報を共有して、共通な問題意識を持つ

ことで、地域課題が浮き彫りになり、より魅力ある地域づくりを目

指す活動に広がっていきます。 

 

そのためには、情報を有効活用し住民理解につなげていくために
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いろいろな工夫が必要です。 

      また、他地域の情報は地域づくりを考える中で大きなヒントを提

供することになります。行政も多くの情報を持っていますので、い

ろいろな成功、失敗事例を分析しながら、地域と共に考えていくこ

とが求められています。 
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【５】ネットワーク・・・活動の可能性を大きくする多様な主体の連携 

 

◆ ネットワークを巡る地域の現状 

 

これまで、住民による地域づくり活動は、主に自治会など地縁団体を

中心として展開されています。また行政は、住民からの要望を受け、様々

な施策を講じています。 

 

一方、「生活創造圏ビジョン推進条例」（平成１２年三重県条例第６１

号）が公布され、これまでになかった、「官民協働」という理念のもと、

地域の様々な課題に対して、住民・市町・県が対等の立場で、それぞれ

が何をなすべきかを考え、責任を持って実施に移していくこと、つまり、

自己決定と自己責任を原則として、住民、市町及び県が共に地域づくり

を行っていくことが提唱され、これまでの地縁団体を中心とした地域づ

くり活動だけでなく、各地域で官民協働による地域づくり活動が展開さ

れています。 

また、これまでに無かった新しい住民組織やＮＰＯによる地域づくり

活動が県内各地に広がるなど、様々な主体が地域づくり活動を行うよう

になってきました。 

 

このような状況のなかで、「新しい時代の公」が目指す、自己決定・

自己責任の原則のもとに、多様な主体が対等なパートナーとして、共に

「公」を担うという社会を実現するには、これまで以上に住民、ＮＰＯ、

行政など多様な主体が連携を取って、お互いの強みを生かしながら、よ

りよい地域づくり活動を行っていく必要がありますが、一部先進的な取

り組みが見られるものの、まだまだ県下全域に浸透しているとはいいが

たい状況です。 

 

ここでは、なぜ多様な主体（県民・ＮＰＯ・市・県など）がそれぞれ

連携を取らないのか、また連携を取るにはどうしたらよいかを考察して

いきます。 

 

◆ 名張市事例にみる連携の現実と課題 

 

名張市への調査を通じて、大きく分けて４つの課題が浮かび上がっ
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てきました。 

 

（１）意義・メリットの理解 

 

地域づくり委員会が、他の主体と連携を取ることで、様々な人と

の出会いや助け合いが増えたというお話や、地域づくり委員会が主

催する行事に関係団体の協力をいただき、円滑に行事ができたとい

うお話を伺う一方、地域づくり活動に携わる人が固定化しており、

個々の住民がなかなか参加しないという悩みも伺いました。人の固

定化には様々な要因があると考えられますが、大きな理由の一つに

は、地域づくり活動の意義やメリットが理解されていないという点

が挙げられます。 

 

したがって、まずは多様な主体それぞれが、「新しい時代の公」

が目指す、公の活動に多様な主体が参画する社会を実現することの

意義やメリットを理解し、目的意識を高めていくことが必要である

と考えます。 

 

（２）相互理解 

 

情報量の多い中心市街地地域においては、NPO や企業が事業目的

に合わせて地域づくり活動に参加している一方、情報量が少ない農

山村地域においては、NPO との協働による地域づくり活動を実施す

ることは特に検討していないというお話を伺いました。 

 

連携を取る意義やメリットを理解したとしても、どのような主体

があって、どのような活動をしているのかをお互いに知らなければ、

連携を取ることはできません。もしお互いの存在を認識していれば、

連携を取る機会が増えてくるものと考えます。 

 

（３）コーディネーター 

 

名張市においては、地域づくり活動に各団体が参加している事例

がいくつかありますが、各団体が参加するきっかけというのは、団

体同士のつながりによるものではなく、役員や会員個人同士のつな
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がりに頼っているというお話を伺いました。 

 

連携を取ることの意義やメリットを理解し、どんな主体があるか

を知ったとしても、きっかけや縁がないと、実際には連携は進みま

せん。個々のネットワークを利用することも有意義なことではあり

ますが、連携の広がりという点ではやはり限界があります。もし、

主体同士を引き合わせ、調整を図るコーディネーターがいれば、連

携を取るきっかけづくりができると考えます。 

 

（４）パートナーシップと PDCA サイクル 

 

早くから地域づくり委員会を立ち上げ、活発に活動している地域

がある一方で、地域づくり委員会組織の維持そのものに重点を置き、

以前から行ってきた事業を、以前と同じ方法で実施しているという

地域もあります。住民一人ひとりの地域づくり活動に対する意識が

醸成していないため、結果としてリーダーに負担がかかってしまい、

組織の維持そのもので手いっぱいといった状況で、新たな事業を行

うだけの余裕がないというお話を伺いました。 

 

リーダーを支えるしくみが必要なのはもちろんですが、ここは、

手間や時間をかけてでも、多様な主体が参画するような事業を企画

し、事業実施後の検証を充分行って次の事業に生かしていく必要が

あると考えます。そうすることによって、住民一人ひとりの意識が

醸成し、地域全体としての活動の活性化につながっていくのではな

いでしょうか。 

 

また、事業を企画する際に、他の主体と協働で事業を行うべきか

どうかという視点が抜けてしまうと、当然のことながら連携は進み

ません。事業を企画するにあたっては、「この事業を実施するにあ

たってのパートナーは誰か？他の主体をパートナーとする必要が

あるのではないか？」という、他の主体と協働で事業を行うべきか

どうかという検討を行い、事業実施後には、「協働で行ったことは、

（行わなかったことは）良かったのか？」という検証を行うことが

必要であると考えます。 
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◆連携を取るためには 

（１）意義・メリットの理解 

 

連携をとる意義やメリットについて理解を深めるため、行政は専

門家による講演会や先進事例を紹介するようなフォーラム等を開催

する必要があると考えます。 

 

また住民は、そのような機会をとらえて、連携をとる意義やメリ

ットについて理解を深めていく必要があると考えます。また、この

ような機会に他の主体とのネットワークを構築していくことも必要

であると考えます。 

例えば講演会やフォーラムなどに参加したそれぞれの主体の名

称や活動内容を資料として配布し、その後交流会を開催するなどし

てネットワークを構築するための機会を提供することなども必要で

あると考えます。 

 

（２）相互理解 

 

お互いにどのような主体があるかを知るためには、ホームページ、

広報紙・チラシ・パンフレット等の媒体、あるいは自らの活動その

ものを通じて情報を発信するとともに、それぞれの主体は情報収集

のためのアンテナを立て、講演会やフォーラム等様々な機会を利用

して積極的に情報を収集していく必要があると考えます。 

 

（３）コーディネーター 

 

市民団体の支援を目的とした市民団体（中間支援組織）を結成し

て、それぞれの団体間の情報共有を図るとともに、状況によっては

相談に乗るといった役割を担っていくことが必要であると考えます。 

 

一方で、行政側は協働の拠点となるような機関（市民活動センタ

ー）を設置して、総合相談窓口や主体間のコーディネーターの役割

を果たすことが必要であると考えます。 
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（４）パートナーシップと PDCA サイクル 

 

事業についての企画→実施→成果の検証と次回企画への反映、い

わゆる「PDCA サイクル」を確立することが必要であると考えます。 

まず、事業を企画する際には、その事業を協働で実施すべきかど

うかの検討を行います。次に、事業を実施する際にはそれぞれの主

体の役割を決めます。さらに事業実施後には、協働で事業を実施し

たことについてどのような成果があり、どのような問題点があった

のかを整理して、次回の企画に反映させていくのかという検証を行

います。 

 

「PDCA サイクル」を確立するためのツールとして、「２００５み

えパートナーシップ宣言」（パートナーシップ・プロジェクト編）（み

え市民活動ネットワーク有志と三重県ＮＰＯ室との協働事業体）を

利用することも良いでしょう。もちろんそれぞれの主体はお互い対

等なパートナーとして、共に「公」を担うのだという心構えがある

ことが前提となります。 

 

   ◆まとめ 

「新しい時代の公」の目指す社会、自分たちの地域のことは自分

たちで責任をもって決めることができる社会を実現するには、住民

の意見を汲み取りつつ、行政が一定のリーダーシップを発揮するこ

とや、各地域におけるリーダーを育成することも必要です。そして

多様な主体が情報を共有し、共通の目的意識をもって活動すること、

また企画→実施→成果と検証という PDCA サイクルを維持しながら

改善をつづけていくことも必要となってきます。さらには、住民だ

けではできないことを、住民に最も身近な自治体である市町が行い、

市町だけでは行えないことを広域自治体である県が行い、県が行え

ないことを国家が行うという、補完性の原理にもとづいた役割分担

を行う必要があると考えます。 

いずれにしても、それぞれの地域において目指す社会は、その地

域の自然や歴史、文化によっても違いますし、その地域に住む人や

その地域を取り巻く環境によっても違います。「新しい時代の公」の

目指す社会は、一朝一夕に実現するものではないと思います。成果
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を早急に求めず、長期的な視野に立って事業を進めていくことが重

要だと考えます。 
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