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はじめに 

 

 三重県では、新しい総合計画『県民しあわせプラン』の中で「新しい時代の公」という

言葉で表現された、県民が主役となり、多様な主体と共に地域づくりを担っていく地域主

権、住民自治のビジョンが提示されています。 
そこでその実現へのステップとして、北勢県民局と今後積極的に協働社会を目指す鈴鹿

市との間で、組織の枠を超えて中堅職員と呼ばれる世代を中心に「新しい時代の公」研究

会（以下、「研究会」と称す）が設置されました。 
「新しい時代の公」について自由に意見交換していこうということで研究会を設置した

ものの、当初は、余りに広い課題に対して研究会メンバー全員がどのようにアプローチを

していったらいいのか、どのように運営していったらいいのかなど五里霧中のような状態

でした。 
しかし、話し合う中で見えてきたのは研究会メンバーのスキルアップを目的とした勉強

会だけで終わるのではなく何らかの形で研究成果を今後の事業に生かせることをやってい

こうというものでした。 
この考えのもとに、行政として地域の自治組織に期待することはある程度見えているも

のの、地域の自治を担っていく側の住民から見た、自分たちが担うべきだろうと考える役

割や担っていく中で課題となることなどが視点として抜け落ちていることが、事業を行う

うえで空回りに終わってしまう現状があるのではないかと考え、住民の視点を重視したベ

ンチマークを行い今後の行政や地域づくりに生かしていこうという方針が定まりました。 
今回、研究会が調査対象とした名張市はいち早く地域内分権を進め、市内各地区に地域

づくり委員会を設け、各地区に一定金額を交付し、地域住民の知恵やアイデアによる施策

や事業の実践を行っています。ここで補完性の原理がどのように働き、住民・市・県がそ

れぞれどのような役割を担っているのかを研究会メンバー全員が名張市及び各地域に行き

調査し、体感してきました。 
本調査に際し、ご協力いただきました名張市内の４つの地域づくり委員会の皆様および

名張市まちづくり支援室様、アドバイザーとして参加いただきました特定非営利活動法人

コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」様に、全面的にご協力をいただきましたことに

感謝するとともに、本調査報告書が、少しでも「新しい時代の公」を進める住民・市町・

県の全ての皆様の参考になることを祈念し、はじめの言葉とさせていただきます。 

 

「新しい時代の公」研究会 一同 

 （三重県北勢県民局・鈴鹿市職員有志） 
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Ⅰ.調査の設計 

 

１．本調査事業の目的と成果 

 

本調査事業は、「新しい時代の公」における住民自治のあり方とその可能性を明らかにするため

に、すでに住民自治の取り組みが始まり、経年での成果が確認できると考えられる名張市の「ゆ

めづくり地域予算制度」を調査し、今後の三重県、鈴鹿市における住民が主体となった地域づく

りとそのための行政施策の形成・実施に活かすことを目的として、事業、実施体制、成果を多面

的な観点から検証するものです。 

また、本調査結果は、最終的に総括という形で、 

① 行政（基礎自治体）は住民の方からどういうことが求められているのか 

② 行政（三重県、広域での行政施策）の地域づくりのあり方 

③ 住民・市・県の役割分担 

ということを中心に報告書としてまとめ、今後、三重県と鈴鹿市の行政施策の参考にしていただ

くとともに、また、研究成果を公開することで、これから住民主体の地域づくりやそのための制

度導入について検討されている他の自治体や市民の方にも役立てていただくことを最終目的とし

ています。 

 

２．調査にあたっての方法論 

 

 「新しい時代の公」は新しい概念であり、「住民自治」および「住民主体の地域づくり」も各地

で取り組みが始まっているものの、取り組みの手法は確立されていません。 

地域づくりは、その地域の歴史、伝統、文化、風習、自然と切り離して考えることは出来ず、

そこに住む人、地域を取り巻く環境といった要素でも大きく異なってきます。 

また、継続して行われるため、経年変化を追うことも必要となります。 

 今回の調査は、「新しい時代の公」における住民・基礎自治体・広域自治体がそれぞれ担う役割

に関して基準ないしは指標（ベンチマーク）を住民が主体となった事業の実践から抽出すること

を試みるものであるため、成功した１事例だけでなく、成功も失敗も含めた複数の事例の検証を

踏まえ、そこから浮かび上がる共通点あるいは相違点、行政として注意すべき点を抽出すること

にしました。 

 

（１）調査地選定のポイント 

 

 「新しい時代の公」の仕組みづくりや今後の行政施策の参考にすることを念頭に、鈴鹿市との

比較をする上で役立ちそうな他府県での先行事例や県内他地域での取り組みなどについて、検討

を進めました。 

  ① 地域性を考慮 

・ 歴史、文化、風土、産業構造 
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・ 自治体の人口、高齢化率 

・ 大都市、隣接する市町村との関係性 

② 住民が主体となって地域づくりを始めた時期（時代背景、経年変化の確認） 

③ 遠くの事例よりも近くの事例の方が、基礎自治体や住民にとって身近に考えられる。 

④ １つの事例の調査だけで「住民自治のあり方」ということを断定できない。 

この４つの観点から、「名張市ゆめづくり地域予算制度」事業であれば、同じ三重県ということ

で距離的にも、意識的にも近く、行われている事業を複数調査できる機会が持て、また、制度が

導入されてから２年半が経過しているため、一定の結果が確認できると考え、決定しました。 

 

（２）調査地区選定のポイント 

 

「ゆめづくり地域予算制度」は、名張市域内を公民館区分によって 14 分割し、区域ごとに立ち

上げられた住民組織がその地区の「地域づくり」を担い、名張市から地区に交付された予算を利

用して事業を実施するという形態を取っています。 

14 地区それぞれで多様な事業が実施され、また運営方法も異なることが考えられたと同時に、

全ての地区の調査にあたることは時間的に無理があり、今回、目的とする「住民自治のあり方と

その可能性」に影響を与える要因について検討を重ね、取り組みに大きく反映されると考えられ

る以下の３つの要因に着目し、調査地区選定の基準としました。 

① 地域づくりの歴史（マスタープランの有無） 

② 地区の特徴（中心市街地、住宅地、農村部と住宅団地の複合、農山村部） 

③ 地区の人口（千人以上 5千人未満、5千人以上 1万人未満、１万人以上） 

 

今回の調査は、「新しい時代の公」における社会の仕組みづくりの研究を前提としているため、

地域予算制度導入とその経過・結果に重点を置き、制度導入以前にマスタープランが存在し、住

民による地域づくり活動の経験が蓄積されていると考えられた地域は避け、制度導入時から地区

での具体的な地域づくりが始まったと考えられるマスタープランの無い地域で、かつ、地区の特

徴、人口等において比較がしやすく、また、鈴鹿市の特徴とも似ていると考えられる 4 地区（名

張、つつじが丘、百合が丘、薦原）を選出しました。 

 

地区名  

名張地区 つつじが丘地区 百合が丘地区 薦原地区 

地域づくり 

の歴史 
＊マスタープラン無 

地域性 中心市街地 住宅団地 住宅団地と農山村部 農山村部 

人口 

(地区割り) 
8,368 人 11,571 人 7,779 人 2,257 人 
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（３）調査方法 

 

① ヒアリングによる現況調査 

 

 調査の内容が、住民主体の地域づくりにおける役割だけでなく、サポートを要すると考えられ

るシャドウ部分についても光をあて、検証する必要があったため、より深く状況や内容を把握で

きる対面での聞き取り調査とし、住民のみならず、支援者である行政にも独立した形でヒアリン

グを行い、情報を総合することで、「ゆめづくり地域予算制度」と実際の事業の全体像の把握に努

めることにしました。 

 

 

「新しい時代の公」名張市ベンチマーキング調査 

実施主体 支援者（推進者）

各地区の事業の状況、組織運営のノウハウ、課題 制度・事業の状況、今後の展望

関係性
名張市 

担当者 

住民組織 

代表・副代表・事務局など

住民と市との役割分担抽出 

（住民が主体的に行う地域づくりの）共通点、相違点、

秘訣、注意すべき点を抽出 
（行政として）秘訣、注意すべき点、

市と県との役割分担を抽出 

●「新しい時代の公」における住民自治のあり方 

● 住民主体で行う地域づくりにおいての住民・市町・県の役割分担 

 

地区ごとで調査者が替わることへの配慮として、調査者の意思統一を図る目的で調査項目を確

定し、それを元に調査者がヒアリング（聞き取り調査）を行い、ヒアリングの均質性を高めてい

ます。 

また、ヒアリングを効率的に行うために、名張市まちづくり支援室を通じて、ヒアリングにご

参加いただく住民の方に事前に質問項目をご確認いただきました。 
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② ヒアリング対象者の選定 

 

本来「ゆめづくり地域予算制度」と地域づくりを担う住民組織という関係性（事業主体者・事

業参画者・事業周縁者）においてヒアリング対象者を区分し、全体像を把握すべきであると考え

られましたが、ご参加いただく住民の方の負担を考慮し、事業と組織の運営に中心的に関わって

いる複数名の住民の方にご参加いただくことで、地区の取り組みの全体像をそれぞれの方が補足

し合いながら進められるグループヒアリング形式にしました。 

また、同事業の担当である名張市まちづくり支援室に、事前レクチャーと事後ヒアリングを行

うことで、行政は住民による「地域づくり」をどうとらえているかという視点を補完しました。 

 

区分 属性 対象者 時間 形式 

各
地
区
地
域
づ

く
り
委
員
会 

事業と組織の

運営に中心的

に関わってい

る住民 

代表 

副代表 

または役員 

2 時間×4回 ３～４名でのグループヒアリング

担当者 2 時間×1回 事前レクチャー 名
張
市
ま
ち
づ

く
り
支
援
室 

導入推進者・支

援者 
担当者 3 時間×１回 担当者ヒアリング 

合計 13 時間 ６回 

 

 

③ ヒアリング事後検討会 

 

ヒアリング作業後に、正しく話者の意図を汲み取ることができたかどうか、各地区ヒアリング

担当者間で事後の検討を行うと共に、調査者全員でヒアリング記録（音声・文書）を基に、全体

での検討会議を行い、共通点、相違点、注意点を洗い出し、傾向を抽出しました。 
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（４）調査の観点と質問項目整理 

 

名張市「ゆめづくり地域予算制度」についての資料を元に、「新しい時代の公」研究会メンバー

各自が、「新しい時代の公」の仕組みづくりにとって重要と考える項目や切り口、確認を要するポ

イントについて 87 項目を掲出し、類似する項目を 31 の中項目に整理した上で、６つの大項目に

分類しました。 

項目数の多い大項目区分については、丁寧な確認が必要と考えられたため、優先順位を付け、

聞き取る時間数を増やすことにしました。 

87 の小項目は、確認すべき対象者によって振り分け、事前に確認できる項目を除き、設問の切

り口を変えて補足的質問と分けることで、できるだけ具体的な質問として反映しました。 

切り口 大項目 中項目 具体的観点 住民 市 

１．地域づくりの歴史 平成 15 年度（導入）以前の住民の地域づ

くりへの関心 
○ ○ 

２．制度導入過程 住民の了解の程度／住民：制度の受け入

れ・対応、行政：住民への配慮 
○ ○ 過

去 

導
入
・
経
緯
に
つ
い
て 

３．地域づくり委員会

立ち上げ 

地域（住民）が果たした役割と名張市（行

政）が果たした役割 

★今後導入をはかる地域へのアドバイス 

○ ○ 

４．地域計画 地域づくりのビジョン／住民：住民合意の

計画の策定、行政：想定と危惧 
○ ○ 

５．事業プロセス 予算確保～計画～実施～検証のプロセス

の確認／住民：住民との情報共有・合意形

成の方法、行政：現状をどう見ているか 

★軌道に乗るまで行政が行うべきサポー

トを探る 

○ ○ 

地
域
づ
く
り
事
業
に
つ
い
て 

６．連携 他の組織（事業体）・ＮＰＯなどとの連携 
○  

７．組織運営 運営方法（委員会、理事会、事務局など組

織形態や機能、財産管理）／住民：組織運

営にかかる負荷、行政：住民組織への対応 

○ ○ 

８．役割分担 組織内部（役員会、委員会、部会等）の役

割分担と負荷の軽減／情報の共有・公開／

効率的・民主的運営の秘訣 

○  

組
織
・
人
材
に
つ
い
て 

９．住民の参画 地域住民の合意形成（参画の裾野の拡が

り）／後継者の育成（人材発掘） 
○  

10．事業の成果 （2 年経過時点での）地域づくり委員会と

交付金事業の成果とその認識 
○ ○ 

現
在 

導
入
の
結
果
・

成
果 11．事業の課題 住民による地域づくりにおける課題とは

何か／解決方法／秘訣 
○ ○ 
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将
来 

今
後
に
つ

い
て 

12．今後について 住民：今後の地域づくりの継続の見通しと

行政に期待すること、行政：民の領域を広

げていくビジョンの有無 

○ ○ 

三
重
県 

県
の
役
割
に

つ
い
て 

13．県の役割について 今後の地域づくりの継続の見通しと県に

期待する  ○ 
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３．本調査事業の流れ 

 

本調査事業は、以下のような手順で実施されています。 

9 月上旬・中旬 三重県北勢県民局と鈴鹿市との研究会（２回開催）により、研究の骨子

を決定。 

9 月下旬 ・ 名張市を含めた三重県内外の地域住民が主体となった地域づくりや

行政施策の取り組みの情報を共有 

・ 具体的な調査のイメージを共有 

・ 調査地（名張市）の決定。 

10 月上旬 ・ 「住民主体の地域づくり」「行政と市民の役割分担」という視点から

の「事業」「組織」についてイメージを共有 

・ 鈴鹿市から、ベンチマークとしての鈴鹿市加佐登地区の地域づくり事

業の情報提供 

10 月中旬・下旬 

・ 調査に向けてのアウトラインの設定 

・ 質問項目（ポイント）検討 

・ 調査のためのヒアリング項目のタタキ台作成 

10 月下旬 
・ 研究会において調査全体設計完成 

・ 調査項目シート完成 

11 月上旬 

・ 名張市を訪問し、調査概要を説明 

・ 「ゆめづくり地域予算制度」について概況を確認 

・ 調査のためのヒアリングシート完成 

11 月中旬・下旬 

・ 名張市４地区の代表者ヒアリング実施 

・ 名張市に対する確認事項についてのヒアリング実施 

・ 調査者全員による報告会・検討会の開催 

12 月上旬・中旬 
・ 各地区調査担当者による調査結果の分析と報告作成 

・ 調査報告とりまとめ、調査報告書執筆・作成 

12 月下旬 調査報告書提出 
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４．調査作業の実際 

 

県の視点、市の視点から調査を行うこととし、市民の視点の担保として特定非営利活動法人 コ

ミュニティ・シンクタンク「評価みえ」が調査補助として同行しました。当日は、リーダーとサ

ブリーダーを決め、司会進行役を担うとともに、事後、班別に県の視点、市の視点により所感を

とりまとめることとしました。 

 

■ 地域づくり委員会調査 

調査地区 名張地区 百合が丘 薦原地区 つつじが丘 

調査日程 11 月 18 日（金）

午前 

11 月 21 日（月）

午前 

11 月 21 日（月） 

午後 

11 月 25 日（金）

午後 

調査時間 ２時間 ２時間 ２時間 ２時間 

調査員 ４名 ４名 ４名 ４名 

県民局 1 名 1 名 2 名 2 名 

鈴鹿市 2 名 2 名 1 名 1 名 
班
構
成 

評価みえ 1 名 1 名 1 名 1 名 

リーダー 鈴鹿市 鈴鹿市 県民局 鈴鹿市 

サブリーダー 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 県民局 

班
員
役
割

分
担 

記 録 県民局 県民局 県民局 県民局 

 

■ 名張市担当者調査 

調査地区 名張市役所 

調査日程 11 月 22 日（火）

午後 

調査時間 ３時間 

調査員 ６名 

県民局 ３名 

鈴鹿市 ２名 
班
構
成 

評価みえ １名 

リーダー 県民局 

サブリーダー 鈴鹿市 

班
員
役
割

分
担 

記 録 県民局 
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Ⅱ.名張市における地域づくりの経緯とゆめづくり地域予算制度 

 

１．伊賀地域の合併問題と名張市の位置づけ 
 

伊賀地域では、平成２年に７市町村が一体となったまちづくりを進めるビジョン「伊賀創生計

画」がつくられ、平成 13 年 2 月には、実現に向けて、正式に伊賀地区市町村合併問題協議会が発

足しています。 

しかし、名張市は当初、この協議会に参加していませんでした。（平成 14 年 6 月参加） 

平成の大合併という大きな流れの中で「伊賀はひとつ」という合言葉に象徴される共同体形成

の意識と「名張市」の地域アイデンティティの間で、地域の方向性が揺れ動いていたことがうか

がえます。 

一方で、伊賀地域の合併構想は、行政区が拡大し、周辺部として位置づけられる可能性のある

地区において、継承してきた伝統文化や歴史といった価値が飲み込まれ失われてしまうのではな

いか、公共サービスから取り残されてしまうのではないかという危機感を持って受け止められて

いました。 

 

 

２．「名張市ゆめづくり地域予算制度」 企画から実施への推移 
 

名張市では、平成 7年度から 12 年度までの間に､12 の地域で「まちづくり協議会」が組織され、

地域の個性を生かした地域づくりの計画が策定されました。 

まちづくり協議会の多くは地域づくり委員会に発展的に統合され、この動きが地域予算制度導入

の基礎になりました。 

 

（１） 計画立案以前 （平成 2年～平成 13 年度） 
 

名張市においては、平成 7 年に国津地区で過疎化による小学校の廃校を危惧した住民が主体と

なり、将来の国津地区のヴィジョンを描き、マスタープラン（総合計画）を策定して、地区の特

性を活かした地域づくりと地域の活性化をめざした事業が行われ始めました。 

それを皮切りに、意欲を持った他地区でも次々に地域計画の策定に取り組む動きが起こり、平

成 14 年までに 5つの地域で地域づくり計画がつくられ、市に提出されました。 

そういった住民の動きに対応して、平成 8 年に名張市では市職員を地域振興推進チーム員とし

て任命し、まちづくり協議会が組織された地域のサポートにあたる仕組みを設置しました。 

但し、まちづくり協議会は任意で結成された組織であったため、策定された地域計画も名張市

の総合計画に正式に位置づけることができず、その実行に関して行政から財政支援を受けること

もなく、実施面では不安定でした。 

 

 名張市地域づくりの状況（一部） 伊賀地域の動き 

平成 2年  ・ 

・ 

伊賀創生計画策定 

ふるさと市町村圏に選定 

平成 7年度 ・ 国津地区活性化委員会組織化（住民アンケ

ート、先進地視察など実施） 

地方拠点都市の地域指定 

平成 9年度 ・ 12 月、国津地区 くにつくり計画「アラ

ラギプラン」策定 

・ 7 月、赤目町地域振興推進協議会設置 

 

平成 10 年度 ・ 4 月、赤目まちづくり計画策定委員会設置

・ 10 月、赤目まちづくり計画策定アンケー

・ 「伊賀市を考える議員の

会」設立  

・ ７市町村長が「伊賀市」の
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ト実施 

・ 錦生地区、まちづくり協議会設立 

実現に向けて合意 

平成 11 年度 ・ 4 月、長瀬地区ふるさと推進協議会が発足

・ 11 月、長瀬地区住民意識調査アンケート

実施 

・ 2 月、滝之原 あかいほ 21 構想策定 

 

平成 12 年度 ・ 5 月、赤目町マスタープラン 新しい時代

へのスタート！（赤目町まちづくり計画）

策定 

・ 3 月、長瀬 長瀬清流プラン 21 策定 

平成 13 年 2 月、６市町村で構

成する「伊賀地区市町村合併問

題協議会」が設立 

平成 13 年度 （名張市経常収支比率が 89・５％、公債費比

率が 17・８％） 

平成 13 年 8 月、伊賀地区７市

町村の住民 3,000 人を対象に

アンケート調査を実施 

平成 14 年 ・ 4 月、錦生まちづくりなごやかプラン策定  

 

 

（２） 計画立案段階（平成 14 年度） 
 

 新市長の就任直後に、住民自らが考えて、地域ニーズに応じて活用を工夫できるまちづくりの

財源として、「ゆめづくり地域予算制度」の構想が施策方針として打ち出されました。 

平行して、「伊賀地区市町村合併問題協議会」への参入が決定され、９月には「財政非常事態宣

言」を発するという市政の大きな転換と機を一つにして、行政が主となって地域予算制度導入を

進めました。 

 

 ゆめづくり地域予算制度 名張市市政の動き 

4月  亀井利克市長就任。 

6 月 ・ 市長が施政方針の中で打ち出す。 

・ （仮称）ゆめづくり地域予算制度（素

案）を名張市が公表。 

名張市が合併問題協議会に加わり、７市町

村で協議会を再構成。 

9 月  財政非常事態宣言を発する。 

10 月  市町村合併に関する住民投票条例可決（住

民説明会 120 回） 

12 月 区長会において「ゆめづくり地域予算制

度」について説明、依頼。 

 

1 月 ・ 地域説明会開催（延べ 20 回） 

・ 出前トーク/パブリックコメント募集 

市議会議員の報酬額減額。 

2 月 パブリックコメント結果公表（12名 45件） 住民投票の結果により合併断念 

3 月 「名張市ゆめづくり地域交付金の交付に

関する条例」制定 

名張市「市政一新プログラム」を発表 
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（３） 導入・実施段階（平成 15 年度） 
 

 地域交付金の交付に関しては、各地区ごとに受け入れの地域づくり委員会が設置されることが

条件であったため、地区住民による組織化が図られ、9月には全 14 地区で委員会が設立されまし

た。 

 同年 11 月には、14 地区の代表者が意見や情報を交換する場として「地域づくり協議会」も結

成されました。 

 

 ゆめづくり地域予算制度 名張市市政の動き 

「名張市ゆめづくり地域交付金の交付に

関する条例」施行 

4 月  

6 月 

各地区ごとに区長会や各団体の代表者な

どを中心として地域づくり委員会の組織

化に向けた話し合いが行われる。 

（4月～9月） 
行政改革 10 項目の具体的な実施計画を策

定 

9 月 全 14 地区で同委員会が設立  

10 月 ・ 公民館の地域委託が 2館でスタート 

・ 15 年度交付金（約５千万円）の交付が

完了 

シティズンズチャーターについて、「共通

の指針」を定める 

11 月 「名張市地域づくり協議会」を設置。 

（各地域づくり委員会の代表者で構成） 

行政評価制度を試行的にスタート 

2 月 協議会で「事業中間報告会」を開催  

 

（４） 本格運用・運営段階（平成 16 年度～現在） 
 

 平成 15 年 10 月から、中央公民館が中心となり、事業費を付けて地域づくり委員会への公民館

運営委託を始め、平成 17 年 10 月には全地区において住民組織が公民館運営を行うこととなりま

した。しかし、その道のりは決して順風満帆というわけではなく、平成 16～17 年にかけて、２つ

の地区で住民組織が解散し、再出発を図っています。 

 また、平成 16 年度から策定が進んでいた自治基本条例は、平成 18 年 1 月から施行される予定

となっています。 

 

 ゆめづくり地域予算制度 名張市市政の動き 

平成 16 年度 ・ 5 月、平成 15 年度実績報告が市

に提出される 

・ 6 月、平成 16 年度交付金申請、

交付 

・ 1 月、協議会「実践交流会」開催

・ 10 月～2 月、名張市市民自治検討委

員会にて条例要綱検討、原案作成。

平成 17 年度 ・ 5 月、平成 16 年度実績報告が市

に提出される 

・ 6 月、平成 17 年度交付金申請、

交付（約１億 3600 万円＊公民館委

託料含む） 

・ 4 月、条例素案作成、パブリックコ

メント実施 

・ 6 月、名張市自治基本条例が名張市

議会で議決 

・ 7 月、名張市自治基本条例公布 

・ （平成 18 年 1 月、名張市自治基本条

例施行予定） 
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Ⅲ.住民による地域づくり 

１．名張地区 

 

■ ヒアリング実施日：平成 17 年 11 月 18 日（金） １０：００～１２：００ 

■ 実施場所：名張地区公民館 2 階会議室 

■ ヒアリング対象者：多田会長、田畑副会長、中森副会長、勝林前会長、佐々木公民館長 

■ ヒアリング担当者：【北勢県民局】 東川 

【鈴 鹿 市】  鈴木、高崎 

名張地区 基礎 DATA  

委員会名 名張地区まちづくり推進協議会 

協議会：78 名 委員会の構成 

＊ 地区住民及び協議会の趣旨に賛同

し、協議会が必要と認めた者。 

＊ 役員会、専門部会議、ワーキング

会議、公民館管理運営委員会を置

く。 

設置年月日 平成 15 年 6 月 29 日 

１３，９６４，０００円 

基本額（円） 4,513,000 

ゆめづくり地域予算

制度 

加算額（円） 
＊公民館委託 

9,451,000 名張地区公民館全景 

地区の特徴 市の中心市街地 

区の数 ２０ 

面積 ３．２０ ｋ㎡ 

８，３６８人 

名張 7,261 人 

地区内人口（人） 

鴻之台 1,107 人 

３，４９０世帯 

名張 2,953 世帯 
 

世帯数 

鴻之台 537 世帯 名張地区公民館周辺（左が公民館） 

※人口・世帯は平成 17 年 1 月 1日現在 

   名張市中心市街地航空写真 
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【概略】  

１．地域の特徴 名張地区の特徴は，①自然がある，②古い歴史ある町並み，③市役所周

辺を中心とした新しい町並み、といった３つの魅力があること。 

それらを活かした景観のまちづくりをめざしている。 

２．地域づくりの概況 平成 13 年に取り付け道路の件で、大手スーパーの撤退が危ぶまれ、任意

のまちづくり協議会が結成され、それが母体となってまちづくりの活動が行

われてきた。名張地区内のみならず，他地区にも事業実施においては参加

を呼びかけ，名張地区が交流の場として役割を担っていけるよう工夫してい

る。 

３．住民自治組織 名張地区まちづくり推進協議会は、区長会，商店会連合会，まちづくり NPO

団体，地区社会福祉協議会，子供会，老人会，市地域振興推進チームにて

構成されている。 

４．成果 ・ いろんな出会いや助け合いが増えている。 

・ 協議会ができて，地域づくりに関わらなかった人が活動に入りやすくな

ってきた。会に入らなくても，NPO や企業などが目的に合わせて参加す

ることもあり，枝葉が増えたことは画期的なことだと思う。 

・ これまでの地域づくりは，区長会を中心に行政から上意下達的な動きで

しかなく，とにかく地域の中がうまくいっていればそれでよかったが，こ

れからはもっと広い視点で地域づくりを考えることが必要。そういったこ

とを考えるきっかけになった。 

・ ここで住みつづけたいと思うようになった。 

５．課題 地域住民間、活動している者同士の人間関係が悪くなると住んでいられな

って出ていってしまうようなこともある。誰が仲裁に入るかが課題である。 

６．今後の方向性 行政と連携していくために，協議会の中に行政職員も入ってもらって，情報

提供をしてもらうことも必要だと考えている。 

地域づくりについて，行政は何を考えているのかということを明確にしていく

必要があると思う。 

 

 

名張みどころマップ 
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項目 《名張地区》 ヒアリング要点 

・ 大手小売業店舗の撤退問題を含んだ再開発にともなう取り付け道路の

問題があり、店舗が撤退するようなことになれば，まちが衰退することに

もつながるということで，関連する地域の住民や商業関係団体に危機

感があった。この問題をきっかけに地域づくり活動をしようと，商工会議

所が呼びかけたが，会議所が中心になると活動に偏りがでるため（問題

が全体的に共有されにくいため），区長会の協力は得られず。商工会議

所等民間だけで地域づくりに向けて動き出すこととなった。 

・ 地区全体の地域づくりとして幅広い住民の関わりを求めるためには，活

動の課題も地区全体で共有できるものであることが必要。名張地区全

体として地域づくりの課題を見つめなおし,名張地区の特徴は，自然が

あるところ，古い歴史あるまちなみ，市役所周辺を中心とした新しいまち

なみ。それらを活かした景観のまちづくりをしていこうということになっ

た。 

・ 平成 13 年 10 月に 19 字区が集まり，任意のまちづくり協議会が発足し

た。ただ，地域づくりに対する住民の意識は，課題を身近に感じるか否

かによって 19 字区においても足並みがそろわないのが現実だった。 

１．地域づくりの歴史 

・ 自然を活かした景観づくりのため，住民自らが荒れていた竹林を管理

清掃。京都の嵯峨野をイメージした景観にできるよう活動した。取組み

にあたっては，付近を散歩する住民などにも清掃などに協力してもらえ

るよう声がけを行った。次第に，道路の問題よりも竹林の管理などの活

動のほうが主になっていき，まちづくり推進協議会の下地ができてき

た。 

・ 地域づくりの理念は，任意時代の活動もあり，おおよその基本的な認識

は広まっていた。 

・ 地域予算制度導入の説明会は，14 年 11 月～12 月に区長 145 人全員

に行われた。行政からの説明は，地域づくり協議会を 14 地区で立ち上

げてほしいという内容だった。ただ，協議会設立にかかる規約や組織構

成などについては，行政からは具体的なものが示されず，各地区ごとで

住民が自由に考えてつくってほしいという依頼だけだった。 

・ 区長は，全員大反対。理由は，行政からのほとんど丸投げに近い導入

姿勢のため。自分たちの責任が大きくなってしまうという不安もあった。 

２．導入過程 

・ 協議会設立については，任意のまちづくり協議会があったとはいえ，そ

のまま移行するわけにはいかず，地区全体に地域づくり活動の目的を

再確認し，任意から総意の団体にする必要が出てきた。結果，市役所

周辺の鴻之台地区 1 字区を加えた 20 字区が構成し，地域予算制度を

受ける地域づくり団体として「名張地区まちづくり推進協議会」が発足し

た。 
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・ 構成団体は，区長会，商店会連合会，まちづくり NPO 団体，地区社会

福祉協議会，子供会，老人会，市地域振興推進チームなど。 

・ 交付金制度は，それまで地域に出されていた補助金などを1つにまとめ

たもの。まとめることで，余計に各地区にお金がはいってこないのでは

ないかという心配があった。 

・ 廃止されたのは，名張地区該当分として，ふるさと振興事業補助金，資

源ゴミ集団回収事業補助金，地区婦人会活動補助金，青少年育成団

体活動補助金，老人保健福祉週間事業（敬老の日）。 

・ これまで受けていた補助金がなくなってしまう団体から反発があった

が，補助金本来の使われ方のあり方を見直すきっかけにもなった。 

・ 例えば敬老の日の補助金。導入前は，地域性にのっとり 1 人 2,000 円と

いう予算で各地区に割り振られていた。これが，導入後は 1 人 500 円と

なり，金額だけ見ると少なくなったように取られるが，実際には敬老の日

事業は記念品以外に会場費など様々な諸費用がかかっており，それら

を含めると一人 500 円ということにはならない。しかし，金額だけを見て

反応する住民もいるなどで混乱が起きた。 

・ 交付金としてまとまっているものの，固定的な経費などは動かせず，自

由に使えると言いながら実際はひもがついたままのものもある。 

・ 地域に交付されるお金であるにもかかわらず，渡るのは住民にではなく

特定の団体だということに疑問が生じ，公平さについて問題になった。

結果，組織を維持するためだけに資金を使っていた団体が消えていっ

た。 

・ いろいろな混乱はあったものの，名張地区は任意のまちづくり協議会が

あったため，交付金導入に際してはスムーズに移行したと思う。任意が

総意になるためにも，交付金制度はタイミングがよい面もあった。 

・ 議会の反応・・・導入には反対し，14 地区においてすべて立ち上がらな

いと全体予算5000万円のうち1000万円は支出できないという付帯決議

をし，否決にもっていこうとした。しかし，この決議が，自分の地区のせ

いで他の地区に迷惑がかかってはいけないという住民の思いを起こさ

せる原因の一つとなり，逆に推進力となった。 
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●区長会とまちづくり推進協議会との両輪による地域づくり 

・ まちづくり推進協議会の中心は，区長会（区長会がまちづくりをリードす

る形にするため）。区長会の幹事 3 人のうち，代表幹事 1 名がそのまま

推進協議会会長を兼務。次期会長は残り 2 人の幹事から選出した。 

・ 区長会は，まち全体のことを考えていく立場でありながら推進協議会に

ついてはやや逃げ腰なところがあったが，区長が地域づくりに主体的に

関わる必要があるため，会長職を務めることとなった。 

・ 制度導入にあたり，区長会はなくなってしまうのではないかと思われた

が，やはり地域づくりを主体的に動かしていく存在として区長会は必要

との認識があった。 

●委員会の構成 

・ 構成は、区長会，商店会連合会，まちづくり NPO 団体，地区社会福祉

協議会，子供会，老人会，市地域振興推進チームなど。 

・ 役員は 2 年に 1 回改選。会長が 2 代目になっている。定数はないが，改

選していくことで，地域づくりに関わる人が増えていっている。 

３．委員会立ち上げ 

●協議会立ち上げの際の名張市の関わり 

・ 導入にあたり，区長に説明があった。 

・ 組織や規約等についての雛型の提示はなく，地域の自由でというフリだ

った。 

・ ある程度の地域づくりの方向性や理念，組織構成など，雛型を示してほ

しかった。 

・ 名張地区全体として地域づくりの課題を見つめなおし,名張地区の特徴

は，自然があるところ，古い歴史あるまちなみ，市役所周辺を中心とし

た新しいまちなみ。それらを活かした景観のまちづくりをしていこうという

ことになった。 

・ 名張地区内のみならず，他地区にも事業実施においては参加を呼びか

け，名張地区が交流の場として役割を担っていけるよう工夫している。 

４．地域計画 

・ 推進協議会としては，事業の立ち上げを担当し，先は主体となるところ

に任せていくと言うやり方でいきたいと思っている。 
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・ 事業実施にあたっては，毎年各字区を回り住民のニーズを拾い上げ，

それに基づき事業計画を立て，冊子にまとめている。計画書は公開。 

・ 各字区を回って，協議会の活動を知ってもらうための説明会も開催して

いる。 

・ 区長会では，必ず地域づくりについての活動状況などを報告してもらう

ようにしている。 

・ 事業計画や実施にあたっては，協議会単独だけで行うことは少ない。ほ

とんどが関連団体との連携事業となっている。 

・ 協議会が勝手にやっていると思われてはいけない。いろいろな団体が

関わって連携を取ってこそ，事業がより活性化していくと思う。 

・ 各団体との連携は必要に応じてとっているが，必ずしも団体ごと協議会

に入っているのではなく，あくまでも役員や会員個人が橋渡しとなって，

連携をとっているというのが現実。 

・ 事業実施の優先度は，専門部会で決めている。 

５．事業プロセス 

●予算 

・ 交付金自体がソフト・ハードを問わないものとなっているが，実際には額

的にも大きなハード事業に充てることは不可能に近い。年度内に使わ

れなかった交付金は翌年度に繰り越していくことが可能。結果的に貯蓄

に回っていく場合もある。 

・ ソフト事業は元来お金がそれほどかからないものである。また，その執

行にあたっては，公金であるがゆえに，よほど計画がしっかりしていな

いと使えないという住民の認識がある。  

●自治会，区長会事業との関係 

・ 大きな事業などについては，区長会と連携して，運営や事業参加につ

いて協力してもらうことがある。回覧を回したり，各団体に声をかけても

らうなどのことを区長会に依頼している。 

・ 基本的に，区長会とまちづくり推進協議会は一心同体だという認識でい

る。 

●NPO との関係 

・ NPO とは，事業の目的に応じて適宜連携を取るようにしている。 

●市との関係 

・ 学生などに協力してもらう事業など，推進協議会として行政に協力を依

頼する場合もある。 

・ 行政とまちづくり推進協議会の間に，明確な役割分担の意識はない。 

６．連携 

●県事業との関係 

・ 該当事業について補助金を交付してもらうなどの関係がある。 
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●役員会について 

・ 区長会の幹事 3 人のうち，代表幹事 1 名が推進協議会の会長に就任す

る。次期会長は，残り 2 名から選出する。 

・ 区長会の幹事をやれば，必ず推進協議会の役人になっていくんだとい

うルールにしている。そういうことを経て，区長会の意識を変えていこう

としている。 

・ 副会長は 3 名。部会で主になる人が必ず副会長になっている。 

・ 任期は 2 年。2 年ごとに改選する。 

●事務局 

・ 当初の一年目は，各部会ごとに事務局があったが，2 年目に公民館民

営化の話があり，民営化を受ける際に公民館の事務職員を地域で雇

用。併せて，推進協議会の事務局を公民館の中に位置づけた。 

●資金調達 

・ 実施事業等で関連する行政からの補助金等があれば，申請して確保し

ている。 

●専門部会の構成と活動・役割・機能 

【総務部会】 

・ 事業計画策定（全字区を回って拾い上げた市民の声を元に） 

・ 協議会の会計 

・ 機関紙「ひやわいワイワイ」作成発行（月 1 回，全戸配布） 

・ 公民館運営など 

【都市景観専門部会】 

・ 竹林の整備（京都嵯峨野をイメージ） 

・ 地区の特徴を活かした景観づくり活動（自然が残っているところ，古いま

ちなみ，新しいまちなみなど。 

・ エコロードの整備と，エコロード親水イベントの実施（竹とんぼ飛ばし，木

の葉のカルタ取りなど） 

７．組織運営 

【道路交通部会】 

・ 防犯，防災事業 

・ 防災マップづくり（自分たちでまちを歩き，危険な箇所などを点検。結果

をマップにしてまとめ，災害時等に住民自らがどのように動けばよいの

かを再認識させた） 

・ 青少年の健全育成事業 
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【健康づくり専門部会】 

・ 住民交友施設の運営 

・ いきいきサロン『よってだ～こ １・２・３号』 

・ 『ギャラリー楽』（文化や歴史の情報を発信） 

・ 地元学生との連携事業 

・ 小学校・・・週末ふれあい事業（小学生の保護者と子供たちと一緒に交

流事業を実施。他地区にも広く呼びかけている） 

・ 名張高校・・・民間企業などの協力を得て学生が起業家を目指せるよう

な講習会等を実施。「高校生のやってる店」の後援。 

・ 皇學館大学・・・「公」について学問的な見地あるいは住民からの視点を

交えて意見交換しながら認識を深めていく取り組み。 

・ 子育て支援センター（鴻之台地区。子育て世代が多いため） 

・ スポーツ交流事業 

●専門部会への参加 

・ 部会への運営委員への参加は，特に制限はないが，規約上，推進協議

会の承認を受けた人であることが必要。 

・ 会員は，地区住民全員。実際には，活動に参加してくれる住民層が固

定化する傾向にあり，参加層の幅がなかなか広がらないのが課題。 

８．役割分担 総務部会にて各部会の情報などを共有している。他の部会長が総務部会

に出席するようにしているので，組織全体の調整を取りながら検討すること

ができている。 

●まちづくり推進協議会への参加 

・ 運営委員としての参加には、区長の推薦や会長の承認などが必要とし

ている。 

・ 区長会には自由な参加の仕組みがなかったが，推進協議会になってか

らは地域の役員以外の人や若い人も自由に参加しやすい環境となっ

た。よって，地域づくりへの関わりをもってくれる市民の枝葉が増えるこ

ととなった。 

●活動の周知と情報共有 

・ 推進協議会の動きについては，月 1 回の機関紙で全戸に情報提供する

ほか，新しい事業を起こす際にも説明会を何度も開催するなどの工夫

をし，活動を広く周知できるよう工夫している。 

・ 区長会においても，会合があるたびに必ずまちづくり推進協議会の活

動状況を報告するなど，情報共有に務めている。 

９．住民参画 

●住民の声を拾い上げる努力 

・ 推進協議会以外の参加としては，事業計画のために各字区を回り，事

業に対するニーズなどの住民の声を拾い上げる場を確保している。 
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 ●地域づくりのための人材確保など 

・ 区長の任期に関わらず，役職を離れた後も地域づくりに関わっていって

くれるよう働きかけをしている。 

・ 退職して帰ってきた人などはそのままだと関わりが難しいが，なるべく声

をかけるようにしている。サラリーマンだった人にも区長になってもらえ

るよう声かけをし，入ってもらうようにしている。 

・ 女性の参加がより顕著。実際の活動の中では，女性の役割が大きく，

ボランティアとしても一番当てになる存在。 

・ まずは個人としての参加。参加して楽しいと思ってもらえることが大切。 

１０．事業の成果 ・ いろんな出会いや助け合いが増えている。 

・ 協議会ができて，地域づくりに関わらなかった人が活動に入りやすくな

ってきた。会に入らなくても，NPO や企業などが目的に合わせて参加す

ることもあり，枝葉が増えたことは画期的なことだと思う。 

・ これまでの地域づくりは，区長会を中心に行政から上意下達的な動きで

しかなく，とにかく地域の中がうまくいっていればそれでよかったが，こ

れからはもっと広い視点で地域づくりを考えることが必要。そういったこ

とを考えるきっかけになった。 

・ ここで住みつづけたいと思うようになった。 

・ 名張地区だからこそ住民の合意を取り付けて地域づくりができたと思

う。任意の時からまちづくりの理念が明確になっていた。 

・ 交付金をソフト事業にというが，ソフトには元来お金はかからない。ま

た，交付金と言えども公金であり，よほどしっかり検討して立てた事業等

でないと，その使途には厳しい住民の目がある。なかなか使えるもので

はないと感じている。 

・ 安易な事業で予算を消化することは簡単。冊子を作るにしても，安易に

立派なものをつくろうと思えば予算は消化できるが，自分たちでやれば

もっと少ない予算でできることがある。行政とは違い，経営的な考えでい

っている。何が利益なのかを見ることから始まる。それが周りにもわか

るようにしておかないといけないと思う。 

・ 活動していて，楽しいと思えることが一番継続の秘訣だと思う。肩書き

等で人間関係が悪くなってしまってはいけない。 

・ 実際，地域の中の問題なので，人間関係が悪くなり住んでいられなって

出ていってしまうようなこともある。そういうときに，推進協議会が入って

話をしていかなくてはならないと感じているし，それが課題。 

１１．事業の課題 

・ 活動の中で関わる人たちがもめてしまった場合，誰がそれを抑えるのか

ということが悩み。 

１２．今後の方向性 ・ 行政は，地域に対し物事を一度にたくさん出しすぎる。小出しにしていっ

てほしい。 

・ 地域のニーズは，実際に地域に入らないとわからないことが多い。担当
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者は実際の地域活動に参加して，そこでニーズをつかむことが必要だと

思う。知らないでやるから失敗する。形づくりだけではいけない。行政の

決断が必要ではないか。 

・ 行政と連携していくために，協議会の中に行政職員も入ってもらって，

情報提供をしてもらうことも必要。話をわかってもらうということから，信

頼関係が始まる。 

・ 地域づくりについて，行政は何を考えているのかということを明確にして

いく必要があると思う。 

 

 

 

 

 

 

名張地区ヒアリング 
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《名張地区》 ヒアリング担当者 所感 

  

ヒアリングを通してもっとも強く感じたことは，地域づくりの意識が地域住民全員に浸透しているか

どうかは別にして，住民の方々から「名張地区の地域づくりは，名張地区が名張市の中でどういう役

割を果たすのかを考えながら進めていくことが必要」という声が上がるように，自分たちの地域のまち

を大きな視点から見ることができるという認識があることが，一番の強みではないかということ。 

大きな視点で物事を見るには，自分たちの住むまちをどのようにしていきたいのか，どんなまちな

ら住みつづけたいと思うのかというビジョンが明示されており，それにむかって，今自分たちはどの段

階にいるのか，今の活動はどのような効果があるのかということを，地域づくりに関わる人が認識し

ていることが必要だと考える。 

そういう地域づくりに対する認識が名張地区には強くある。「ソフトにはお金はかからない。自分た

ちでできることは自分たちですればよいから。交付金は公金だからこそ使い道についての合意形成

が難しい。使うにあたっては，より効果があるものにしなければならない。」「協議会が勝手にやって

いると思われないよう，何度も説明会を開く」「冷めている人ともうまくやっていかなければいけない。

どんな人も認めていく」という言葉からも，大きな視点で地域づくりを進めていく姿勢が伺え，そこに住

民が担う「公」が見えるような気がした。 

  「楽しいと思うことが継続の秘訣だ」という住民の声。実際には楽しいと思えることばかりではなく，

地域で顔を身近に合わせる間柄であるからこそ，できれば避けたいことも避けられず，時には不協和

音を生じさせてしまうこともあると伺う。そういうときに，ともに「公」を担っている両輪の 1 つである行政

は，どのように地域と向かい合い，どういう場合に地域に入っていくことが必要なのかを，しっかり考

えていかなくてはならないと考える。 

「住民自治だから，住民の自由な意志に基づいて地域のことを決めていけるんですよ」という言葉

の裏には，「決めた住民の自己責任がついてまわるんですよ」という意味もある。「自由」の前に，見

本はない。地域のことをより多くの人々が納得して意思決定し動かしていけるような仕組みをつくるこ

との核になる地域の役員の人たちのご苦労は，想像を絶するものがあると思う。そこから「楽しさ，張

り合いのよさ」を見つけ出すのに，行政として担う役割があるのではないか。「公」を担うからこそ，「民

事不介入」とすべて割り切ってしまうことは危険ではないかと，つくづく考えさせられる。 

地域づくりにおいて，行政は，導入時にあたり，これから新しい制度を担おうとする地域に入って，

人の顔が分かる距離で物事をコーディネートしていくことが必要。地域づくりの歩みは時間のかかる

ことであり，成功失敗も含めて長い目で見守り，時にはどうしてもこうでなければならないというので

はなく，住民側の鋭意工夫（試行錯誤？二進一退？）の活動を柔軟に受け止め，必要な場合は同じ

「公」を担うパートナーとして行政が調整する機能も持つ必要があると思われる。 

「住民の力」というものを，実際の住民の皆さんはどのように感じていらっしゃるのかと，調査をしな

がら考えた。地域性により様相は様々であるが，個人と個人，団体と団体など，それぞれの特性を活

かしながら，知恵と工夫を凝らし，より地域のために，子供たちのためにと活動される住民の方々の，

「このまちにずっと住みつづけたいと思うようになった」と話される笑顔に，深いものを感じた。 
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２．薦原地区 

 

■ ヒアリング実施日：平成 17 年 11 月 21 日（月） １４：００～１６：００ 

■ 実施場所：名張市薦原公民館 2 階会議室 

■ ヒアリング対象者：古谷会長、福地公民館長、村山事務局長 

■ ヒアリング担当者：【北勢県民局】 竹尾、牧田 

【鈴 鹿 市】  梅本 

 

薦原地区 基礎 DATA  

委員会名 薦原地域づくり委員会 

委員会：30 名 委員会の構成 

＊ 地域住民から選出、各種団体代

表。 

＊ 理事会、役員会、事業委員会、部会

を置く。 

 

設置年月日 平成 15 年 7 月 26 日 

６，４３８，０００円 

基本額（円） 1,999,000 

ゆめづくり地域予算制

度 

加算額（円） 
＊公民館委託 

4,439,000 名張市薦原公民館 

地区の特徴 農山村部 

区の数 ８ 

面積 １１．５２ ｋ㎡ 

地区内人口（人） ２，２５７人 

世帯数 ７５６世帯 

※人口・世帯は平成 17 年 1 月 1 日現在 

 隣接する幼稚園 

 

 名張市薦原公民館からの風景 
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【概略】  

１．地域の特徴 当地区は、名張市の北部に位置し、伊賀市及び奈良県に接している。また

名張川（木津川の支流で、最終的に大阪湾に注いでいる）の最下流域にあ

る地域で、地区のほとんどが山間部である。平地には従来からの集落のほ

か、３０年ほど前に分譲が開始された住宅団地（「さつき台」）や、八幡（やば

た）工業団地がある。農業は稲作が中心で、ほとんどが兼業農家であり大

規模農家は無い。 

２．地域づくりの概況 地域づくりを行うに当たっての薦原地区の理念として、意見の相違で地区同

士がバラバラになってはいけないという思いが共有されている。新規事業を

行うことよりも、組織の維持に重点を置いていて、事業は交付金の範囲内で

できることをやろうという考えであり、無理をしていない。 

３．住民自治組織 薦原地域の特徴として、区長幹事（区長８人の代表者）・地域づくり委員会

会長・公民館長の３者のバランスの維持を重要視していることが挙げられ

る。地区推薦委員のうち１名が、委員会と区とのパイプ役を担っている。 

４．成果 使用目的に関する制限は少ないため、地域のニーズに柔軟に対応できる。 

関係者は、やりがいのある仕事であることや、仕事を通じて住民との交流が

深まることに満足を感じている。 

５．課題 活動自体が地域住民に浸透されていないため、いかに周知を図るか、いか

にわかりやすく説明できるかが課題である。 

今後とも安定的に人材を確保していくためには正規職員並みの賃金を支払

う必要があると認識している。 

６．今後の方向性 住民自治にもっていくという方向性は正しいが、実現にはまだまだ時間がか

かる。交付金がなくなったとしても動けるような住民自治でないといけないと

いう認識を持っている。 

 

 

 

薦原地区先行の安全ステッカー 
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 項目 《薦原地区》 ヒアリング要点 

●地域の特徴 

・ 当地区には 8 つの区があり、世帯数は約６５０世帯、人口は２２００人で

ある。このうち、さつき台団地（分譲開始後約３０年経過している）が４０

０世帯を占めている一方、面積的にはほとんど旧地区が占めている。ま

た、２０％くらいが工業団地である。 

・ 当地区は、名張川によって各区が分断されているため、水害等が起き

たときにはそれぞれの地区が孤立する可能性がある。 

・ 薦原公民館、薦原小学校、保育園が隣接しており、地域づくりの拠点に

なっている。また、薦原小学校の校区と当地区の範囲は同じであるた

め、地区住民は子供の頃から付き合いがあり、またPTA活動を通じても

交流を深めている。 

●地域の性格 

・ 地域づくりを行うに当たっての薦原地区の理念として、意見の相違で地

区同士がバラバラになってはいけないという思いが共有されている。 

１．地域づくりの歴史 

●地域づくりの組織化 

・ 自治会（区）が中心となって地域づくりが行われてきているほか、社会福

祉協議会やスポーツ振興会などによる自治的な活動も行なわれてい

る。 

・ 地区行事の計画などを総括的に行う組織が必要であるとの認識で、平

成１１年に「むらづくり協議会」を設置した。しかしながら市の財政措置

が無かったこともあり、活動はそれほど活発ではなかった。 

２．導入過程 ●説明会の実施と、導入を受けた住民側の対応 

・ ゆめづくり地域予算制度は、市長のトップダウンで進められてきた。制

度の導入を知った住民は、急に方法が変わってしまうということで、とま

どいがあったようである。 

・ 平成１４年度に、市主催の説明会が開催された。これを受けて薦原地区

では区長会を開催して意見交換を行ったようである。区長からは、地域

自治を高めていくということについての異論は出なかったようであるが、

薦原地区は山間僻地に属しており、公民館の設備や道路等ハード面で

の整備が今以上に進まなくなるのではないかといった不安や、問題意

識をもって地域自治を積極的に進めなければ、地区自体が取り残され

てしまうというのではないかという不安の声が出されたようである。また

交付金の額は、従来の補助金と比較して少し増えたこともあって、金額

に対する不満はなかったものと見られる。 

・ いずれにしても、住民は、市からの説明を受けて制度に対する理解を深

め、不安を取り除いていったようである。 
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●むらづくり協議会から移行 

・ 平成１５年度の地域予算制度の導入により、むらづくり協議会を発展的

に解消して平成１５年７月２６日に地域づくり委員会が設立された。 

・ 地域づくり委員会立ち上げにかかるリーダー役は、区長が担ったものと

思われる。なお、地域づくり委員会の初代会長は、区長経験者で、むら

づくり協議会にも参画していた人物である。 

●地域における委員会の立ち上げ 

・ むらづくり協議会のメンバーが中心となって立ち上げている。立ち上げ

時の委員長は、平成 13 年度～平成 14 年度の２年間協議会メンバーに

なっていた人物で、PTA 会長を務め、また国家公務員（農林統計事務

所）を退職後、区長に就任するなど、ずっと地域活動をしていた人物で

あった。（平成１６年度末頃に急逝され、現在の委員長は２代目であ

る。） 

●委員会メンバー 

・ 区長・地区代表・公民館長・民生委員・消防団・農業委員代表・防犯委

員代表・青少年育成委員代表など多方面から選任されている。 

３．委員会立ち上げ 

●委員会立ち上げの際の名張市の関わり 

・ 市は、平成１４年１２月に区長に対する説明会を開催している。また平

成１５年度についても、委員会の組織化に向けて地域住民との話し合

いの場を持っている。 

・ 地区の抱える懸案事項については、地区出身の職員である推進チーム

の職員に相談を持ちかけているようである。 

・ 地域づくり計画は、理事会で決定された。区長が理事になっていること

からも、各区の意向を重要視しているようである。なお、決定内容は、区

長を通じて住民に伝えられている。 

４．地域計画 

・ 地域づくりを行うに当たっての薦原地区の理念として、意見の相違で地

区同士がバラバラになってはいけないという思いが共有されている。 

●事業計画の周知 

・ 予算や事業計画、決算などは、広報紙「こもはら」に掲載し、各戸に配

布している。 

５．事業プロセス 

●事業計画、実施について 

・ 昨年度、市の地域福祉計画の策定の過程で行った、地域づくりマップ作

りを通じて、通学路の安全確保等地域の課題が明らかにされ、また地

域の課題が地域住民に共有されている。 
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●地域課題への対応 

・ 課題への対応については、歩道部分をカラー舗装にするよう道路管理

者（県）に要望し実現しているほか、「パトロール中」と標記したマグネッ

トステッカーを作成して各地区に配布し、地域パトロールを実施してい

る。さらに、パトロールの実施の結果、不法投棄が目立ち始めたとの課

題が浮き彫りになり、現在、順次不法投棄されやすそうなところに注意

喚起の看板を設置している。 

●資金 

・ 交付金以外には、自治会からの負担金があるが、額は小額である。 

・ 基本的には、交付金の範囲内で実施可能な事業を行うという考えを持

っている。 

●ＮＰＯとの関係 

・ NPO 事業との連携は、今のところ検討していないようである。 

●区との関係 

・ 薦原地域の特徴として、区長幹事（区長８人の代表者）・地域づくり委員

会会長・公民館長の３者のバランスの維持を重要視していることが挙げ

られる。地区推薦委員のうち１名が、委員会と区とのパイプ役を担って

いる。 

・ 地域ごとの問題は、区長が中心となって取り上げ、行政に要望するも

の・地域づくり委員会が対応すべきものとに区分し、委員会が対応すべ

き事案については、区長会からパイプ役の委員を通じて委員会へ、また

委員会で会議したことについては、パイプ役の委員を通じて区長会へ伝

えることで、委員会と区との均衡を保っている。 

・ 地域行事をする場合など、各地区に協力を依頼する場合には、区長を

通じて依頼している。また、広報紙の配布についても、区長を通じて各

戸に配布している。なお、地域づくり委員会と各戸との直接的なつなが

りは無い。 

● 市との関係 

・ 交付金の窓口は委員会が担っているが、それ以外は基本的に各区長

が市との窓口役を担っている。 

・ 市の、委員会に対する窓口が一本化されておらず、各課がそれぞれ対

応していることについて、住民サイドに不満がある。 

・ ハード面の整備に関しては、委員会ではなく、区長が市との窓口役を担

っているため、区単位での検討に限られてしまい、薦原地区全体を見る

という視点が不足している。 

６．連携 

●県との関係 

・ 現在のところ、委員会と県との直接的なつながりは無い。前述の、歩道

のカラー舗装に関しても、区長を通じて県に要望している。 
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 ●他団体との関係 

・ 委員会主催の行事（運動会、公民館まつり等）の際には、委員会の企

画部会を通じて関係団体（PTA、婦人会、スポーツ振興会 等）に協力

を依頼している。 

●委員等の人選 

・ PTA 会長や関係団体の代表経験者を中心に人選している。役員は業

務が多いため、退職した人物が選任されている。 

●委員会・部会の構成 

 （地域づくり委員会） 

・ 区長・地区代表・公民館長・民生委員・消防団代表・農業委員代表・防

犯委員代表・青少年育成委員代表など３０数名で構成され、そのなかで

会長・副会長・事務局長・事務局次長・部会長が選任されている。なお、

委員数の上限は、特に定められていない。 

・ 委員の任期は２年であるが、再任も可能である。継続性の確保の観点

から、区長などの任期が終了した委員を再任するようにしている。 

・ 意欲のある一般の地域住民が委員になるには、地域の区長に推薦して

もらうか理事会が推薦することになるが、今のところそのような事例は

無い。 

・ 開催は年１回程度である。 

 （役員会） 

・ ８地区の区長が中心となり、公民館長、各地区代表１名のほか、各団体

の代表などがメンバーに入っている。 

・ 開催は平均月１回程度である。 

（部会） 

・ 企画部会、福祉厚生部会、環境部会の、３つ部会がある。開催頻度は

高いようである。 

・ 部会は、地域づくり委員会の委員のみで構成されているが、必要に応じ

て関係団体の役員等がオブザーバーとして部会活動に参画している。 

７．組織運営 

 （事業委員会） 

・ 委員会の下に事業委員会があるが、現状は未活動である。 
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●事務局 

・ 公民館地域事務員が事務局長を兼ねている。事務局長は、地域づくり

委員会が労働条件を示し、就業規程を決めて雇用している。財源は、地

域づくり交付金ではなく、公民館委託費である。 

・ 事務局長のほか、補助職員１名、土日に鍵の管理をする職員１名の合

計３名が雇用されている。 

・ 補助職員は時間単位で、また土日の鍵の管理をする職員は勤務回数

単位で賃金が支給されている。３名の人件費予算は３００万円で、受託

以前の市職員の人件費と比較して、２分の１程度となっている。 

・ 委員会や役員会などの開催日程の調整は、事務局長が行っている。 

●財産管理 

・ 地域予算制度は委員会が管理している一方、地区が所有する財産は

薦原地区自治振興会が管理している。 

・ 委員会、自治振興会それぞれ監査委員による監査を実施したうえで決

算報告を行っている。また、特に金銭トラブル等はない。 

・ 委員会の事業に要する経費は、大部分が交付金で賄われているが、一

部は薦原地区自治振興会からの負担金で賄われている。委員会活動

は、現状では組織の維持に重点を置いており、委員会の事業は交付金

及び負担金の範囲内で実施するという方針である。 

８．役割分担 ・ 地域づくり委員会の中には、総会・理事会・役員会・事業委員会・部会

が設置されている。 

・ 事業委員会の下に３つの部会を設置してそれぞれに役割を与えてい

る。 

【企画部会】 広報紙、公民館推進協力会など 

【福祉厚生部会】 地区社会福祉協議会、スポーツ振興会、地区民運動

会など 

【環境部会】 PTA の資源ごみ回収、自主防災組織、地域環境美化活

動など 

・ 地域づくりを行うに当たっての薦原地区の理念として、意見の相違で地

区同士がバラバラになってはいけないという思いが共有されており、ま

た、区長幹事（区長８人の代表者）・地域づくり委員会会長・公民館長の

３者のバランスが取れていることからも、意思決定は民主的に行われて

いるものと思われる。 

９．住民参画 ●普及啓発活動 

・ 広報紙（「こもはら」年３回程度発行）や、行事案内など広報媒体が中心

である。 

・ パトロールや不法投棄防止看板、行事のなかでの挨拶などを通じて普

及啓発を図り、人材の発掘につなげていきたい意向を持っている。 
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●人材育成 

・ 区長の任期は概ね２年である。次の区長の候補者を、地区推薦者とし

て委員に加える地区もあるようであるが、各区における後継者の育成

の方法については、それぞれの地区の方針に委ねられている。 

・ 仕事と地域づくりとの両立は難しいと考えられ、どうしても役員は６０代

以降となっている。役員は若い世代の力を上手く引き出してあげないと

いけないという認識をもっている。 

●周知 

・ 広報紙や行事案内等が中心。このほか、活動そのものが PR となってい

る。（パトロール、不法投棄防止看板、行事のなかでの挨拶など）が、な

かなか住民に浸透しないのが現状である。 

●事業内容 

・ 基本的には、以前からの事業を継続して実施している。新しいものとし

ては、広報紙の発行、パトロール用マグネットステッカーや不法投棄防

止啓発看板、花作り事業、防災関係備品の整備がある。 

●交付金の性格 

・ 単年度決算をしなければならないものの、使用目的に関する制限は少

ないため、柔軟に対応できる。 

・ 交付金は地区に対して交付されるため、薦原地区のためにしか使用で

きない。このため、保育園の事業に対しては、保育園に地区外の園児も

入園していることから、たとえ良い事業であっても交付金を使用すること

ができない。 

●関係者のやりがいと満足感 

・ やりがいのある仕事であることや、仕事を通じて住民との交流が深まる

という観点で関係者の満足度が高い。 

１０．事業の成果 

●継続の秘訣 

・ 区長幹事（区長８人の代表者）・地域づくり委員会会長・公民館長の３者

のバランスが取れていることや、薦原小学校の校区と当地区の範囲は

同じであるため、地区住民は子供の頃から付き合いがあり、また PTA

活動を通じても交流を深めていることから、従来からの住民と団地住民

との対立が無いことが強みである。 

・ 新規事業を行うことよりも、組織の維持に重点を置いていて、事業は交

付金の範囲内でできることをやろうという考えであり、無理をしていない

ことも良いようである。 

１１．事業の課題 ●住民間の合意形成 

・ 現在は交付金をソフト事業に当てていることもあり、それほど意見の対

立は無いが、今後仮に交付金の額が増額され、ハード事業に当てるこ

とになれば意見の対立が多くなるのではないかの懸念がある。 
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 ●活動の周知 

・ 活動自体が地域住民に浸透されていないため、いかに周知を図るか、

いかにわかりやすく説明できるかが課題であると認識している。 

●人材確保 

・ 補助職員を含む公民館職員３名の人件費総額は、市の正規職員１名

分の人件費と比較して２分の１程度となっているが、今後とも安定的に

人材を確保していくためには正規職員並みの賃金を支払う必要がある

と認識している。 

１２．今後の方向性 ●方向性 

住民自治にもっていくという方向性は正しいが、実現にはまだまだ時間がか

かるという認識を持っている。また、交付金がなくなったとしても動けるような

住民自治でないといけないという認識を持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薦原地区ヒアリング 
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《薦原地区》 ヒアリング担当者 所感 

 

薦原地区は、名張市の北部に位置し、伊賀市と奈良県に接している。また、名張川の最下流にあ

る地域で、地区のほとんどが山間部である。平地には従来からの集落のほか、３０年ほど前に分譲

が開始された住宅団地（さつき台）や、八幡工業団地がある。農業は稲作中心で、専業農家は２件。

ほとんどが兼業農家である。 

人口は２，２００人で約６０％がさつき台に住んでいる。また、公民館、保育園、小学校は旧集落部

に固まって存在し、薦原地区の地域づくりの拠点となっている。 

 

薦原地区地域づくり委員会は、平成１１年に設立された「むらづくり協議会」を発展的に解消する形

で平成１５年７月２６日に設立された。従来の行政に依存するあり方から、住民自らが住みよい地域

をつくっていこうとするあり方に方向転換していくことの難しさがあったのだろうと感じた。 

地域づくり委員会のメンバーは、委員会会長を中心として、従来からの地域づくりのリーダーであ

る区長や地域づくりの拠点である公民館の館長、さらには民生委員や PTA 会長など多方面から選出

されている。委員会の運営の中心的役割を担う会長、区長そして公民館館長の３者のバランスがうま

くとれていることが、委員会を円滑に運営できる要因なのだろうと感じた。 

  

地域づくり協議会の課題としては、やはり後継者不足が挙げられる。本年度も協議会に自ら手をあ

げて参加を希望する住民はいないということだった。これは、山間地域に良く見られる過疎化、高齢

化による人材不足のみが要因ではなく、協議会活動についてのＰＲが、広報誌や活動そのものによ

るＰＲにとどまっているため、協議会活動がなかなか住民に浸透せず、住民の認識が低いことも参加

を希望する住民が増えない１つの大きな要因ではないかと考える。 

また、代表者の精神的、肉体的、経済的な負担が大きいことから、代表者をサポートするメンバー

を増やすこと、新たな人材を育成することが重要な課題であると感じた。  

 

今まで地域づくりに参加したことのない人に、関心を持ってもらい、活動に参加してもらうことは容

易ではない。そのために、我々は地域づくりについての啓発的な講座を開催し、県内各所で行われ

ているいろいろな取組などを情報提供することによって、地域に潜在的に存在する意欲のある住民

が、表舞台に出てもらえるようなきっかけづくりをすることができるのではないかと考える。 

このことは、協議会の活性化を側面的に支援することにもつながり、地域づくりへの参加者が増え

ることによって、活動の幅が広がることはもちろんのこと、若い世代の参加につなげることができれ

ば、永続的に地域づくり活動を実践していけるのではないかと感じた。 
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３．つつじが丘地区 

 

■ ヒアリング実施日：平成 17 年 11 月 25 日（金） １４：００～１６：００ 

■ 実施場所：名張市つつじが丘公民館 2 階会議室 

■ ヒアリング対象者：岩朝氏（つつじが丘自治会会長）、川倉氏（つつじが丘地域づくり委員会分会長） 

■ ヒアリング担当者：【北勢県民局】 伊庭、大久保 

【鈴 鹿 市】  船入 

 

つつじが丘地区 基礎 DATA  

委員会名 つつじが丘地域づくり委員会 

委員会：36 名 委員会の構成 

＊ つつじが丘分会と春日丘分会で組

織し、区長、自治会役員、自治会の

各番町代表者並びに公募により選

出された住民。 

＊ 両分会とも役員会、部会を置く。 

設置年月日 平成 17 年 8 月 20 日 

１０，４３２，０００円 

基本額（円） 5,831,000 
つつじが丘地区公民館 

ゆめづくり地域予算制

度 

加算額（円） 
＊公民館委託 

4,601,000 

地区の特徴 ２つの住宅団地 

区の数 １０ 

面積 ― ｋ㎡ 

１１，５７１人 

つつじが丘分会 11,107 人 

地区内人口（人） 

春日丘分会 464 人 

３，９２８世帯  

つつじが丘分会 3,775 世帯 つつじが丘公民館館内 

世帯数 

春日丘分会 153 世帯 

※人口・世帯は平成 17 年 1 月 1 日現在 

 

つつじが丘地区公民館周辺 
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【概略】  

１．地域の特徴 つつじが丘地区地域づくり委員会は、30 年経過するつつじが丘団地約３，８

００世帯と造成から 4 年の春日丘団地約１６０世帯で構成されており、世帯

数が大幅に異なり、また、団地の雰囲気も違う。 

２．地域づくりの概況 造成から 30 年が経っているつつじが丘団地では、スポーツを中心としたサ

ークル活動が活発に行われており、住民同士の交流がうががわれる。 

３．住民自治組織 地域づくり委員会内部で、運営方法に問題を感じていたため、平成 17 年 3

月に一度解散し、7 月に組織を立ち上げ直し、現在は、つつじが丘、春日丘

で予算を分け、独自に運営する方式を採用した。 

４．成果 地域のニーズで必要なところに必要な分だけ付けられる。 

すぐに変化はでない。 

５．課題 世帯数や雰囲気が違う団地間で、予算の配分について両者が不満に感じ

ていたため、団地ごとで予算・運営を分けた。 

６．今後の方向性 公園の美化と防災が大きな柱。いろいろな事業がある中で、数年たって地

域づくりで何かしたと残るようなことをしたい。来年度は何をしたいかアンケ

ートをとり役員で優先順位を付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つつじが丘公民館からの風景 
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項目 《つつじが丘地区》 ヒアリング要点 

１．地域づくりの歴史 ・ つつじが丘地区地域づくり委員会は、30 年経過するつつじが丘団地約

３，８００世帯と造成から 4 年の春日丘団地約１６０世帯で構成されてお

り、世帯数が大幅に異なり、また、団地の雰囲気も違う。 

・ 平成 15 年に地域づくり委員会が立ち上がるが、一緒にやっていこうとい

うのに無理があり、平成 17 年 3 月に一度解散して 5 月に再び立ち上げ

直し、つつじが丘と春日丘で予算を分け、別々に運営することとなった。

２．導入過程 ・ １５年４月に行政から区長会に対して立ち上げて欲しいと話があった。

その時の区長会が相談して、自治会という組織と別に地域づくりを立ち

上げた。 

・ 敬老会、子どもの福祉などの補助金をやめて新しいゆめづくり交付金を

それぞれの地区に交付するので自由に使ってほしいという話だった。 

（平成１５年度） 

・ 自治会という組織と別につつじが丘、春日丘の区長、番町代表、市民団

体、公共福祉団体などの３６人で地域づくり委員会を発足。 

・ 最初に自治会という大きな長年続いた組織に入って地域づくりをするほ

うがスムーズにいくのではないかとの意見もあったが、区長、番町代

表、市民団体、公共福祉団体などの３６人で発足した。しかし、お互いの

意見が上手く通らず、自治会と摩擦があり活動が行き詰まった。 

（平成１７年度） 

・ 自治会の傘下で、つつじが丘の場合は２番町約４００所帯に１人の区長

が９名、１８番町の代表者が１人ずつで１８名、分会長３名で３０名の委

員がいる。 

・ 事業ごとに防災、こども、公園など事業委員がいる。 

・ 春日丘も同じように自治会の傘下で活動している。 

・ 市には資料の提出などをお願いしている。 

・ 何かあればここへ連絡してくださいとサポートをしてくれる人の名簿があ

る。今のところ分会ごとの運営で何とかなっているが、そのうちに何かあ

れば今後頼むかもしれない。 

３．委員会立ち上げ 

・ 地区社協との情報交換も行っており、自治会の傘下で一緒に活動しな

いかと声をかけている。 
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・ 住民の意見を聞いて活動したかったが、半年しかないので、今回は役

員３０人で決めた。 

・ 公園の美化と防災が大きな柱。 

・ つつじヶ丘のためにどうしたら一番いいのかと考えている。 

・ いろいろな事業がある中で、数年たって地域づくりで何かしたと残るよう

なことをしたい。あの公園でみんなで話ができるという憩いの場所を作り

たい。何年かたってあの公園よくなったなと形に残る。 

・ 防災も大切なので何年後かに役に立てばいいと思う。 

４．地域計画 

・ 一つは公園の美化。１４公園のうち毎年最低でも１つずつでも２００万円

くらいかけて水道を付け、外灯を増やし、桜を植えるなど整備し人が集

まるような地域の公園を作ろうとしました。 

・ あとは防災。地震が起きたらここは陸の孤島になってしまう。防災の仕

組みやマニュアルづくり、訓練をする。（１００万円） 

・ 敬老会（８０万円） 

・ 代表者に活動を募って子どものイベントを考えている。（１００万円） 

・ ２ヶ所に掲示板を作る。（６０万円） 

・ 経費（４０万円） 

・ これらの活動を来年の４月までに行う予定。 

（平成１５年度） 

５年度は情報部会、安全部会、福利厚生部会など部会がありました。部会

の所属する人から部会でこうしたいときて役員がお金を付けた。 

（平成１７年度） 

・ （立ち上げて半年なので）今回は役員３０人で決めた。 

・ 今年度の決定は理事会で優先順位をつけて配分という形でした。 

・ 来年度は何をしたいかアンケートをとり役員で優先順位を付ける。 

５．事業プロセス 

●事業について 

・ 公園は１４あるので、１４年間は住民の合意が取りやすいと思う。 

・ 防災はみんな心配。マニュアルづくりや訓練を行わないととの意識があ

る。ある程度は継続できる。 

・ ５８０万円を制約なしで皆さんの要望に従って使える。自由にわれわれ

役員と市民の意見を聞きながらソフトならこういう仕組みづくりを、ハード

ならこういう箱物をと自由に決められる。その点は非常にいい。 

・ 今まで３００万円、４００万円の補助金がついていた老人会、子ども会に

してみれば少なくなるので不満になる。 

６．連携 （平成１７年度） 

・ 今はつつじが丘も春日丘も自治会の傘下に入って活動。 

・ 自治会の役員の方にも地域づくり委員会に入っていただき、考え方を話

し合っている。地域づくり委員会の分会として活動していることについて

は、自治会も分かっている。 
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・ ７０歳以上の１００人近くが所属する福寿会 

・ カラオケ、囲碁将棋などサークル 

・ 民生委員さん 

・ 地区社協 

・ つつじが丘の場合は２番町約４００所帯に１人の区長が９名、１８番町の

代表者が１人ずつで１８名、分会長３名で３０名の委員がいる。 

・ 事業ごとに防災、こども、公園など事業委員がいる。 

・ 区長任期は２年。会則では２年だが、再任は妨げていない。 

・ 会長、副会長は１年で、各事業は事業が完結するまでとしている。 

・ 自治会の予算でだいたい３００万円。 

・ 市と区町会で話をし、区町会で立ち上げにあたって委員会をしましょうと

いうことになった。 

・ 全戸配布で委員を公募。何人か応募があった。運営について事前にい

ろいろと話し、自分の思いと少し違うと思った人には引き止めると後々

ややこしくなることもあり降りてもらった。 

７．組織運営 

・ 住民の意見を聞いて活動したかったが、立ち上げてから半年しかない

ので、今回は役員３０人で決めた。 

・ 一人でするより考え方を理解してくれる人のサポートがある方がいい。

自分一人の意見でみんなをまとめていくのは大変。最低２～３人で運営

していくのがいいと思う。 

・ ワンマンはだめ。間違えたことを言えば訂正してもらえるし、何かあれば

役員で話してもらえる。 

・ 自治会も地域づくりも相談は事前にさせてもらっている。 

・ いいコンビネーションがなければだめ。 

８．役割分担 ・ （代表）会議には顔を出すが運営は任せて、市や外部との調整をしてい

る。 

・ 自分一人の意見でみんなをまとめていくのは大変。最低２～３人で運営

していくのがいいと思う。自治会も地域づくりも相談は事前にさせてもら

っている。 

９．住民参画 ・ ７０歳以上の１００人近くが所属する福寿会やカラオケ、囲碁将棋などの

サークルがあり、その代表者を通じていろいろな意見を言ってもらって

いる。 

・ 民生委員さんなどの横のつながりもある。 

・ 過去の自治会長と話しをし、一緒に食事をする機会を作った。過去の自

治会長は相談すると協力者になってもらえ、力強いので、できるだけ話

しをして一緒に考えてもらいたい。 

・ 情報網はあるが、活かしきれているかどうかは別。 

・ 次の理事になる人には早いうちからして覚えてもらえばいいかなと思

う。これから考えていかないといけない。 
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１０．事業の成果 ・ 地域のニーズで必要なところに必要な分だけ付けられる。 

・ すぐに変化はでない。 

・ 会長として負担感が非常にある。自分の時間が多くても月３日くらい。趣

味もほとんどできず、友達にもあまり会えない。 

・ 家庭にもいろいろ電話かかってきて困っている。できるだけ家庭に持ち

込まないようにしている。 

１１．事業の課題 

・ つつじが丘地域づくり委員会は、つつじが丘団地（30 年）３，８００世帯と

春日丘団地（4 年）１６０世帯。世帯数、団地の雰囲気が違う。一緒にや

っていこうというのに無理があった。 

・ つつじが丘は予算をある程度使えるという思いがあり、春日丘は何とか

予算を取りたいという思惑があった。どちらもしたいとなれば金額的な不

満が出てくる。そこで解散して、別々に予算を持ち、運営することになっ

た。 

１２．今後の方向性 区長には区長費がある。地域づくり委員会にも何か考えて欲しい。報酬より

も、交際費・食糧費として使えるお金が欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つつじが丘地区ヒアリング 
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《つつじが丘地区》 ヒアリング担当者 所感 

 

  最初に、地区と住民のほとんどを占めるつつじヶ丘地区と小規模の春日丘地区の自治会がひと

つの地域づくり委員会としてやっていくことのむずかしさを感じた。それは自治会が住民の意識の中

に中心的な帰属団体としてあることで、そのことが委員会予算などを原因に地域づくり委員会の運営

を困難なものにしている原因のひとつといえそうである。 

 現在の地域づくり委員会は、16 年度から新しい体制で船出している。 

まず、執行部であるが献身的なボランティア精神により運営されており、集中する運営の負担を分

散していかなければ長期で委員会運営の継続は困難にならないか懸念された。特に人的な面での

会長を支える仕組みを今後さらに整える必要を感じた。 

また、団体運営をしていくうえで会長等執行部は交際費の必要性を主張していた。地区住民の交

流事業等を行う際に、食糧費は慣習として必要であるが、交際費を「飲み食い」といった悪いイメージ

でもたれてしまっており支出しにくい。地域づくり委員会も結局は人間関係づくりであり適正な範囲で

の支出は必要であると思われるので、公的な資金（交付金）からの支出を可能にする仕組みの必要

性を感じた。 

事業では、目的を共有する人や団体と連携し行っていこうとする姿勢に、斬新さを感じた。一般的

に縦割りの事業は行政の考え方であったが、この方法によればひとつの目的のもと、地域資源の有

効な利用ができると思われた。この進め方は今後この地区の注目できる強みのひとつとなりうると思

われた。 

これに関し事業などのアイデアを行政は、サービスの公平性を理由に摘み取ることは慎まねばな

らないと感じた。アイデアを摘み取ることで地区は自立性を失い、モチベーションも奪われるのではと

の危惧が考えられるためである。行政は行政にはできない地区のアイデアなどを地域づくり委員会

に求めるべきであり、そのことが存在意義であると思われた。ただ、制約は公的資金を使う限りある

のではあるが。 

今後、委員会が活動を継続していくために最大の要因は人的確保と育成であると考えられた。現

在の執行部が「地域のことは地域でやろう」という意志を持った組織であり、これはつまるところ人材

の賜物である。このような意識の高い人材の発掘や育成について，県と市が連携して関わっていくこ

とが必要であると考えられる。 
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４．百合が丘地区 

 

■ ヒアリング実施日：平成 17 年 11 月 21 日（月） １０：００～１２：００ 

■ 実施場所：百合が丘市民センター 会議室 

■ ヒアリング対象者：幸松会長、斉藤事務局長 

■ ヒアリング担当者：【北勢県民局】 水野 

【鈴 鹿 市】  梅本、白塚山 

 

百合が丘地区 基礎 DATA  

委員会名 百合が丘自治連合会 

自治連合会：14 自治会 委員会の構成 

＊ 自治連合会：14 自治会。 

＊ 連合役員会、連合評議委員会を置

く 

平成 15 年 4 月 1 日 設置年月日 

＊ 平成 17 年 5 月役員会解散。改選。

１１，６２２，０００円 

基本額（円） 4,271,000 

ゆめづくり地域予算制

度 

加算額（円） 
＊公民館委託 

7,351,000 
百合が丘市民センター 

地区の特徴 住宅団地と農山村部 

区の数 １３ 

面積 ― ｋ㎡ 

７，７７９人 

百合が丘 7,029 人 

南百合が丘 303 人 

青蓮寺 415 人 

地区内人口（人） 

横内（夏見） 32 人 

約２，５１０世帯 百合が丘市民センター周辺 

百合が丘 2,265 世帯 

南百合が丘 106 世帯 

青蓮寺 129 世帯 

世帯数 

横内（夏見） 
＊推定 

約 10 世帯 

※人口・世帯は平成 17 年 1 月 1 日現在 

 百合が丘団地 
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【概略】  

１．地域の特徴 百合が丘自治連合会は、百合が丘団地（開発から 22 年経過）と風光明媚な

ダム湖を擁する青連寺の農山村部からなる。 

２．地域づくりの概況 伝統行事の継続に加え、本年度は安全な地域づくりに力をいれたい。 

３．住民自治組織 区長会・自治会が独立して実施している地域もあるが、百合が丘では一体

化し連合会で活動。 

４．成果 ・ 伝統文化の維持を掲げており、伝統的なイベント（夏祭・敬老会）を継続

できた。 

・ ゴミ・犬糞が減り、街の美観が向上した。住民の意識改革の賜物である

と考えている。 

５．課題 ・ まちづくり支援室と役員、住民と会との間のコミュニケーションがうまくと

れていない時期があり、住民への説明が不足して、会への不信感が生

じた。（現在は、会長が地域に説明するように努めている。 

・ リーダーが代わると、ビジョンも不明瞭になるので、リーダーの継続を模

索している。 

・ 事業等を行う上で、法人格がないことで難しい側面がある。 

６．今後の方向性 ・ 大学等と協働で、新しいビジョンの構築を計画している。 

・ 自治会が集まったものがまちづくりと考えるので、各自治会にまちづくり

の部会を置くことを検討している。 

・ 監査委員を設立し、透明性をもたせるように会則の変更を検討してい

る。平成 18 年から評価制度（評価人 2～3 人）を設ける予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

百合が丘市民センターの市民農園全景 
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項目 《百合が丘地区》 ヒアリング要点 

●地域の特徴 

・ 百合が丘地区の特徴は、22 年前に開発された百合が丘団地《新地域》

と自然が豊かで伝統のある青蓮寺の農山村部《旧地域》から構成され

ている。 

・ 百合が丘団地では、平成 8 年に自治連合会をつくり、各区で別々に機

能していたものを一つにまとめた。 

・ 過去に百合が丘団地と青蓮寺地区で一つの自治連合を組織したが、団

地と農山村、新地域と旧地域という地域性の違いにより、住民の間で温

度差があり、一本化への疑問があがったため、分離してしまった経緯が

ある。そのことによりお互いわかったことも多い。 

・ 尚、平成 17 年に百合が丘自治連合会は一度役員会を解散し、立ち上

げなおしている。 

１．地域づくりの歴史 

●ビジョン 

・ 平成 7 年に地域のビジョンをつくり、事業計画を作成し、H.P.に掲載し

た。当時としては先進的ではあったが、役員中心のものになってしま

い、地域全体での認識は薄かった。その後、役員の交代などで忘れら

れてしまった。 

２．導入過程 ●説明会の実施と、導入を受けた住民側の対応 

・ 平成 14 年に区長会から話しがあったが、内容については十分に理解で

きず、何度も会議を実施した。 

・ 住民にも、行政に任せておけばよいといった感はあった。 

●平成 15 年 

・ 百合が丘では連合会の権限が強かったことで、まとめることができた。 

・ 一度、分裂した青蓮寺地区の地域性を認識した上で加わってもらい、百

合が丘地区 12 区＋青蓮寺地区１区=13 区からなる自治連合会になっ

た。 

・ 特に多額を扱うために、会計の負担が多かった。 

●平成 17 年 

・ まちづくり支援室と役員との間に確執があったり、役員から住民への説

明が不足がちで、役員会への不信感が出たため、解散して、再度組織

化した。 

・ 再組織化にあたっても、方向性は変わらず、百合が丘では、区長会、自

治会が一体化した連合会として活動している。 

３．委員会立ち上げ 

●委員会立ち上げの際の名張市の関わり 

・ 行政としても、交付金の運用内容については不安もあるが、行政のお

仕着せではなく、住民主体でなければならないと考えていた。 
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４．地域計画 ・ 平成 15 年時にも住民でつくったビジョンや地域計画というのはなく、新

体制が発足したばかりで、現在、いろいろな形で住民の声を集約し、記

録している。 

・ 従来から続いている事業については引き続き取り組んでいくことになっ

ている。 

・ 青蓮寺の伝統文化を生かした地域づくりをしていきたいと考えている。 

●住民の声を聴く 

・ 現在、集会所の開放等で、多くの声が聞けるよう取り組んでおり、住民

の意見を聴取して、事業に反映したいと考えている。 

・ 本年度は安全な街づくりに力をいれたい。 

●伝統の継承と住民のアイディアを実現 

・ 夏祭、敬老会など、伝統的なイベントを継続している。（伝統文化の維

持） 

・ 住民からのアイディアを生かした例として、ビニールハウスを設置して、

住民が野菜作りに取り組んでいる。 

５．事業プロセス 

●評価制度 

・ 平成 18 年度から評価制度（評価者 2～3 人）を設けることになっている。

６．連携 ・ 他地域との交流などは、自治会ですべきか、連合として大々的にしたほ

うがよいかは意見が分かれている。 

・ 行政との信頼関係なくしては、住民も不安となるので、連携をとっていき

たいと考えている。 

７．組織運営 ●平成 17 年度 

・ 役員会の構成員は、自治会長、区長。 

・ 通常は、自治会には住民から、区長には行政から情報が提供される

が、両者が独立してしまうと、情報交換が密でなくなることから、百合が

丘では、平成 8 年に両者の連合会としてから、別々に機能していたもの

を一つにし、自治連合会で調整をはかっている。 

・ 役員は仲間意識が強くのまとまりがある。 

・ 必要な時に必要な場所で会合は設けている。 

８．役割分担 ・ 会長が主導（権限を行使）するのではなく、各地区の代表に任せている

部分も多い。 

・ 会長が住民からの意見に直接対応している。 

９．住民参画 ・ 平成 17 年度までの組織体制の中で、自治連合会役員会への不信があ

る時期もあり、住民の意見が聴収しにくいことがあったため、地域に足

を運んで、事業や組織の説明に回り、主旨の理解を徹底させることが大

切だと考えている。 

・ イベントなどで住民の声の集約をしている。 

１０．事業の成果 ・ 具体的には、ゴミ・犬糞が減り、街の美観が向上した。住民の意識改革
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による賜物。 

・ 目的のひとつとして、伝統文化の維持を掲げており、夏祭・敬老会等を

継続できたことは評価に値すると考えている。 

・ 従来の、補助金による決められた事業を行うのではなく、住民のやりた

いことに交付してもらえることはよい。ただし、交付金でいきなり何らか

の事業を行うことは難しい。 

・ 自ら動くチャンスを与えられたことが、最大の成果といえる。（個人的に

は苦労はなかった） 

・ 行政との信頼関係ができた。 

●事業 

・ イベント等の実施は、関係者の負担も大きい。 

・ リーダーが代わると、ビジョンも不明瞭になる。 

・ 法人格を有していないことで、規制がかかる場合があり、活動が妨げら

れることがある。（ビニールハウスに組織として保険がかけられないな

ど） 

●組織 

・ 新地域と旧地域の温度差があり、一本でよいのかは疑問も残る。 

・ 他の地区では、リーダーが長期間まとめ役を実施している。リーダが代

わると、まとめるのが難しい場合がある。リーダーを固定したい。 

・ 役員の選出が難しい。特に新地域では、内外ともに交流のない家庭も

多い。 

１１．事業の課題 

●行政の仕組み 

・ 各種交付金があり窓口が異なるため、有効利用できていない。一元化

できないか。 

１２．今後の方向性 ビジョンの確立には、5～10 年の長い期間が必要、その間のリーダーは同

一人物が望ましい。関係者の夢物語にならないことが重要だが、手法は見

出せていない 

 

 

百合が丘市民センター道路標識 

 46



《百合が丘地区》 ヒアリング担当者 所感 

 

 百合ヶ丘地域は，22 年前から開発されてきた団地と，旧来の地区の青連寺地区から構成されてい

る。 

ヒアリングをさせていただき，印象に残った一つとして「自治会，区長会とうまくいっている」という言

葉だった。「要するに人ですよ」という言葉にも象徴されているように，コミュニケーションを大切にし，

信頼関係を保つことの重要性を改めて認識した。 

しかし，その一方で心配されている点として，「後継者がなかなかみつからない」という言葉も印象

に残った。他の地域でも同様の課題の一つである，リーダー（後継者）となる役員の育成の点につい

てはやはり苦慮されるところだった。 

さて，行政と地域の関係として， 

「つかず 離れず 安心して 見届けられる」 

そのような状態が理想ではないかと考える。 

しかし，そのような状態になるまでには，かなりの時間がかかるであろうし，相当な苦労が伴うこと

は想像に難くないと思う。今回，名張市百合が丘地区を視察させていただき，そのような思いを感じる

とともに，地区の代表者や，行政担当者の地域づくりへの情熱を体感することができた。 

今後本市においても，様々な場面で「協働のまちづくり施策」を展開していく訳であるが，そのなか

で「民の力」をもっと活用した施策を検討していってはどうかと考える。 
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５．名張市 

 

■ ヒアリング実施日：平成 17 年 11 月 22 日（金） １４：００～１７：００ 

■ 実施場所：名張市役所 生活環境部 まちづくり支援室  

■ ヒアリング対象者：生活環境部まちづくり支援室 秋永正人氏 （副主幹） 

■ ヒアリング担当者：【北勢県民局】 伊庭、竹尾、牧田 

【鈴 鹿 市】  鈴木、高崎 

 

名張市 基礎 DATA  

面積 １２９．７６ ｋ㎡ 

名張市人口（人） ８５，０７２人 

世帯数 ２９，８２６世帯 

区の数 １５４ 

地域づくり委員会 １４組織 （１４地区） 

＊地区公民館単位を基本として組織化 

＊１４地区の地域づくり委員会会長に 

より、名張市地域づくり協議会を構成 

１３５，９３７，０００円 

基本額（円） 49,989,000 

ゆめづくり地域予算制

度 

加算額（円） 
＊公民館委託 

85,948,000 

 

※人口・世帯は平成 17 年 1 月 1 日現在 
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【概略】  

１．地域の特徴 名張市は、四方を山に囲まれた伊賀盆地の南に位置し、古代では奈良・東

大寺の荘園が形成され、また、近代では津藤堂藩の支藩の城下町として、

繁栄してきた。近年では、大阪のベッドタウンとして人口増加も著しく、発展

を遂げてきた。 

2002 年に就任した亀井新市長の強力なリーダーシップのもと、財政非常事

態宣言が発せられ、「市政一新」を掲げて大胆な行財政改革に取り組んで

いる。 

2004 年に市町村合併に関する住民投票を行った結果、市町村合併をせず

に名張市単独での地域経営をしていく道を選択した。 

２．地域づくりの概況 名張市では、平成 7 年度から 12 年度までの間に､12 の地域で「まちづくり協

議会」が組織され、地域の個性を生かした地域づくりの計画が各地域で策

定された。 

まちづくり協議会の多くは地域づくり委員会に発展的に統合され、この動き

が地域予算制度導入の基礎になっている。 

2004 年に「ゆめづくり地域予算制度」を導入し、地域の自立を図っている。 

３．住民自治組織 現在、14 の住民自治組織があり、各地区の交流や情報交換のために、各

地区会長により構成される地域づくり協議会をつくっている。 

市役所は、住民の組織化や役所や他の地域などとの調整を行い、見守って

いる。 

４．成果 ・ 制度が始まって２年半である。そんなに早く成果が出るものではない。 

・ 百合が丘地区はごみが少なくなった。 

・ 全体的に防犯・防災を意識する動きが強まった。 

・ 住民組織からＮＰＯ化への動きもある。 

５．課題 ・ 住民間の摩擦や争議にお手上げの状態になる。 

・ 企画立案できる事務局の育成が必要だと考えている。 

・ 公民館活動を趣味のサークルから地域づくり活動へ。 

・ 事業の絶対評価が必要だと考えている。 

・ 地域の意見をスムーズに決めるための役員公選の検討。 

６．今後の方向性 ・ 民の領域を広げていく方向を考えている。 

・ 格差のものさしとしては住民満足度などを考えているが地区別ではまだ

実施していない。市全体としては８割が満足している。 

・ 最終的には地域自治政府にまで持っていくことを考えているが、そこま

でには長く革新的なアクションがいると思っている。 

・ 地域の再編成も考えている。 
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項目 《名張市》 ヒアリング要点 

●国津地区の危機感 

・ 平成 7 年から国津地区では子供の数が減り、小学校がなくなることに地

区が危機感を共有する状況となっていた。この危機感がまちづくりの始

まりであった。 

・ そこで、どういう地区にしていきたいかそのビジョンを考え、活性化する

ため国津地区活性化委員会ができた。手本とした奈良県東吉野村か

ら、「自分が住み続けていくまちを自分たちで作る」ことを念頭に、国津

地区では住民のアンケートをもとに平成９年あららぎプランをまとめ上げ

た。 

・ 国津地区のこの動きは先進的な考えを持った区長らによるところが大き

かった。 

●実施の具体的な仕組みを模索 

・ しかし、これには実行するシステムがなくプランのままでしかなかった。 

１．地域づくりの歴史 

●他地区への波及 

・ こういう地域プランは、平成 14 年までに 10 地区で検討され５地区が同

様のプランを作った。 

●亀井新市長の登場とリーダーシップ 

・ 平成１４年４月新市長の登場により市政一新が宣言され、マニュフェスト

には地域分権の流れを受け地域予算制度が盛り込まれた。地域予算

制度はトップの方針として市長就任から１年後に施行されることとなっ

た。 

・ そのため、施行まで短期間であったことから住民からの意見聴取は十

分にできなかった。 

●区長を介して住民に説明 

・ 平成１５年１月に（２０回ほど）住民への制度説明会が開かれたが、当時

の状況はほとんどすべての地区で導入に反対であり、自治会があるの

になぜ新たに協議会が必要なのかといった意見が大勢を占めていた。 

・ 市は区長中心に協議会立ち上げを依頼し、奔走することとなった。（区

長に了解を求め住民へ説明するといったプロセスをとった） 

●市町村合併 

・ そういった時期を同じくして、平成１５年２月伊賀地域の合併について住

民投票があり反対が多数を占め、名張市は独り立ちをしていくこととな

り、このことが制度導入に対して有利に働くこととなった。 

●財政非常事態宣言 

・ 市長が行っていた「財政非常事態宣言」や時代の背景としての地域分

権の流れが、地域のことは地域で行うといった意識を住民はじめ議会

や職員が持つ事となったからと考えられる。 

２．導入過程 

●県の関わりは薄い 

・ 県はこのころまだ地域分権の意識は低かったと市は理解しており、市へ

のアクションはなかった。 
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●区割り 

・ 区割りは小学校区と公民館区が原則同じであったため、それをもとに行

った。 

●地区市民センター・公民館の状況 

・ 当時の地区市民センターに勤務する職員の意識は全体的に低く、地域

をつくるためのモチベーションは高まっていない状況であった。職場の

雰囲気もセンター職員に高い仕事の水準を求めるといった状況ではな

かった。 

・ また、公民館は趣味のサークル活動が主な仕事であり、地域づくりの活

動がその中に入り込むような状況ではなかった。 

３．委員会立ち上げ 

●市の関わり 

・ 協議会立ち上げに行った市の主なサービスは 

①どのような組織でいくか 

②役所や他の地域などとの調整 

を行ったことであった。 

・ 現場の最前線となる地域振興推進チーム（約１０人）は兼任でありその

地域の出身者が当たっていたが、実際に動いていると思われるのは４

人ほどではなかったかと感じられた。地域出身者としたのは今後その土

地でリーダーなど先導役として期待してのことである。 

・ 推進チームが立ち上げ時に一番力を発揮した。どのような組織とする

か、役所や他地域との調整などは行政が一番力を発揮できるとこであ

る。  

４．導入の経緯 ・ 新市長がトップダウンで行った制度であると考えている。 

・ 国津地区での成功体験が、自分たちにもできることへの自信に繋がっ

ていたため、制度導入をスムーズにしたと考えている。 

５．地域計画 ・ 地域づくりは地域を単位に考えているが、結果として名張市全体が良く

なっていく方向で考えていかねば絶対だめである。 

・ 地域計画と市の計画の整合性は従来どおり変化していない。このことは

縦割り行政を横に変えることであり実際現状ではむずかしい。 

・ 市長は社会資本整備は市、身近なコミュニティ活動は市民がする分野

と考えている。「地域で出来ることは地域で」 

●補助金の整理 

・ 補助金の整理を行い、スクラップアンドビルドを行って地域予算制度へ

移行したが、逆に予算は廃止した補助金より多くなっている。（おおまか

に、３５００万円から５０００万円へ） 

６．事業プロセス 

●住民自治と補完性の原理 

・ 歴史的に見て、千葉県松戸市で行っている「すぐやる課」は自助努力と

いう考え方からするとどうなのか？いったん、地域に戻すことが今となっ

ては正しいことと考えている。 

・ 補完性の原理は下から上へ仕事、役割を担っていくものであり結果とし

て小さな行政に資するものと考えている。 
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●評価 

・ 自分たちがこの２年間半やってきたことに対して、相対的でない絶対的

な評価がほしい。つまりこのことは数値目標の導入ともいえるものであ

ると考えられる。 

●事業の段階的移行 

・ 地域づくり協議会への公民館委託は１５年１０月から１７年９月にかけて

中央公民館が中心となって行った。 

７．行政サポート ●組織化へのサポート 

・ 現場の最前線となる地域振興推進チーム（約１０人）は兼任でありその

地域の出身者が当たっていた。地域出身者としたのは今後その土地で

リーダーなど先導役として期待してのことである。 

・ 協議会が崩壊した地区へは中央公民館から人材を派遣するサポートを

行った。 

●役所や他の地域などとの調整 

・ 多様化した市民からの要望を受け取るには、市の横の連携を有効なも

のにしなければならない。そのため、要望などを担当室長の懇談会開

催などを考えている。 

●地域への情報提供 

・ 地域へ情報提供していくことが市の役割として必要で、たとえば年１回

交流会を行っている。 

●庁内のサポート体制の継続 

・ 推進チームは兼任である。１地域に１０人程度を配置している。地域の

役員になっている者もいる。 

・ 推進チームの活動は公務としている。 

●自治組織の見守り 

・ 地域づくり協議会が雇った公民館職員が委員会の事務も行っている。 

・ 公民館主事になると日々の仕事に追われて、住民自治に意識の高い

人も流され意識になることがあり、組織全体の問題と思っている。 

８．組織運営 

●住民のスピードに合わせる 

・ 民意を汲みつつ、民の組織体力を見ながら進めている。 

9．事業の成果 ●成果はすぐに出ない 

・ 制度が始まって２年半である。そんなに早く成果が出るものではない。 

・ 百合丘地区はごみが少なくなった。 

・ 全体的に防犯・防災を意識する動きが強まった。 

・ 団体を NPO 法人化するなど，活動の幅を広げる工夫が表れてきた。 

１０．事業の課題 ●住民間の摩擦や争議 

・ 民と民の間での争いに行政が仲介する場合として、正論同士でのぶつ

かり合いが考えられるが、その場合は基本的にはお手上げの状態にな

る。 

・ いままで、地域づくりの方向性の違いで２つの地域づくり委員会が崩壊

した。 

・ まちづくりには、考え方を共有していると思っていても、その想いはすべ

て違うものであるといえる。必ずズレが生じ、摩擦が発生する。 
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●事務局の育成 

・ 企画立案をする事務局を育てることが課題であり、事務局を行政に頼ら

ないようなっていくことを考えている。 

●地域間のサービスの格差 

・ 地域の行政サービス格差については、横並びにしようとは思わない。が

んばっているところに多くの補助金をつけようとは考えていない。 

・ 地域特性があり差が出てくるのは仕方がないと考えている。住民が満

足していればいいのでは。地域に住んで満足しているのは８割切るくら

いである。 

・ 不足していると考えられる行政サービスを、市がバックアップするなどセ

ーフティネットの考え方は今のところない。 

●公民館事業の方向性 

・ 公民館は趣味のサークル活動が主な仕事となっているが、地域づくりの

活動を優先していくべきと考えている。 

●事業評価 

・ 事業を絶対評価できる手法がほしいが、それは難しいことと考えてい

る。 

●代表権と公選制 

・ 地域づくり委員会の役員を公選で選び権利を付与すれば、地域の意見

がスムーズに決められるといった考え方がある。 

●地域のリソース 

・ ＮＰＯなどの地域のリソースを見極めていくこと。 

●民の領域の拡大 

・ 民の領域を広げていく方向を考えている。 

・ お金ではなく権限をもっと地域づくり委員会に移していく。具体的には公

園の管理など委託事業を考えている。 

●地域間格差 

・ 各地域にはすでに格差があり、それを一律に横並びにしようとは思わな

い。しかし、がんばったからといって格差をつけるような方法はとるつも

りはない。 

・ 格差のものさしとしては住民満足度などを考えているが地区別ではまだ

実施していない。市全体としては８割が満足している。 

１１．今後のヴィジョン 

●住民自治 

・ 最終的には地域自治政府にまで持っていくことを考えているが、そこま

でには長く革新的なアクションがいると思っている。 

・ 地域の再編成も考えている。 
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●県の住民への直接関与 

・ 県が新しい時代の公として協働を進めるに当たっては、直接に住民との

接触が少なく難しいと思われる。理念としてその考え方を進め広めてい

くことが役割と思える。各論は、各市が行う事業に頼らざるをえない。 

・ しかし、県として直接住民と接点のある事業（伊賀県民局 風情のある

街づくり補助事業）などのようなものを考えると、県が住民に見える事業

になると思われる。 

１２．県の役割につい

て 

●市町村事業への職員派遣 

・ 地域協議会など同じ話し合いのテーブルに県が入ることには、インパク

トがあり、県職員が直接顔を合わせることからいままでの枠から違った

道が開かれることも期待できる。 

《名張市》 ヒアリング担当者 所感 

行政から地域づくりにおける一定の枠「地域予算制度」を地域に導入された名張市に，住民と共に

進める地域づくりについてお話を伺った。 

 住民主体の地域づくりを進めていくには，住民側の理解や協力が不可欠であるものの，理想と現実

の差は大きく，その歩みはたやすいものではない。名張市においても，導入を決めた時点で住民側

の反発は大きく，その中で「財政非常事態宣言の発令」「市町村合併をしないという決断」という様々

な背景が，制度導入を無意識に後押ししたことは否めない。 

しかし，名張市の取り組み姿勢の中で，もっとも大切と感じたのは，住民との紆余曲折を経ながら

も，従来の行政にはなかなか見られなかった「柔軟性」である。6 ヶ月間という短い期間の中で，地域

に住民主体の地域づくりを芽吹かせたことに対する跳ね返りは，一部で地域づくり組織のあり方に関

しての住民の混乱という形で表れることにもなった。しかし，それらを，住民が民主的に地域づくりを

進めていくための 1 つの重要なプロセスとして受け止め，それに行政が柔軟に対応していくという姿

勢が，これから住民主体の様々な事業等を進めていく上で必要と考える。また，その柔軟性の中で，

住民主体の地域づくりが活発になっていくよう，地域づくりの土壌をつくっていくための各種のサポー

ト（住民主体の大切さを啓発する，地域づくりリーダー等の人材を育成する，必要な情報を提供する

など）を提供していくのはもちろんである。 

行政は縦割りとよく言われる。縦のものを横にするということは，行政にあってはなかなか進まない

ことであることは当事者側として反省しなければならない点であるが，横にするのが難しければ，縦

のものを横につなげる意識と実践が必要である。横につながるのは，市の内部，県の内部という範

囲だけでなく，市と県の間においても重要なことと考える。 

住民から見れば，市も県も行政であり，共に地域づくりの良きパートナーとして，それぞれの特性を

活かしながら，住民主体の地域づくりを進めていけるような体制づくりが求められると感じた。 

住民主体の地域づくりの重要性・必要性が声高になっている今，地域に関わる住民は共に手探り

ながらも自分たちの選択がもたらす効果を期待し，地域づくり活動を展開している。でも，その活動，

プロセス，結果が今の時代にとってどうなのか，本当に求められる方向を向いているのか，誰が「イエ

ス」と言ってくれるのか。「自分たちの活動に対しての絶対評価が欲しい！」というのが，地域の切実

な思いだという話をお聞きした。行政はどのように対応していけばよいのか。答えが出そうで出ない。

でも，答えはいつか出される。無責任かもしれないが，それは住民でもなく行政でもなく，時代なのか

もしれない。だからこそ，行政の地域政策の方向性がこれだけ問われるのだと，思いを新たにした。 
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Ⅳ. アドバイザー所感  

「住民が主体的に行う地域づくり」ということ 

 

特定非営利活動法人 

コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」 

 亀 山  裕 美 子 

 

 

１．地域づくりの歴史 

 

 今回は、あえて制度導入以前にマスタープラン（地域づくり計画）が存在しなかった地区を選

び出し、調査を行いました。 

しかし結果として、住民総意と言うことはできなくとも、かつて地域のマスタープランが作成

されていた地域（百合が丘地区）、文書化されていない地域ヴィジョンを有している地域（名張地

区）、地域としてのアイデンティティを共有している地域（薦原地区）など、多様な形での地域づ

くりの歴史が存在していることがわかりました。 

 そのことは、住民が時間をかけて形成してきた歴史的な「地域」というものと、ゆめづくり地

域予算制度事業の導入にあたり行政が区分けした「地域」と、地勢的に合致していない部分で、

地域住民の争議や地区の分離傾向を引き起こしているように思います。 

 新しい地域を創るということは、とりもなおさず、歴史的に共有してきた地域のアイデンティ

ティを突き動かすことであり、ややもすればゼロからのスタートではなく、マイナス要因ともな

りかねません。 

 その点、地域のアイデンティティを共有し、また、制度導入以前から“むらづくり協議会”が

存在する薦原地区においては、導入もスムーズに行われ、現在に至るまで安定的な事業や組織の

運営がなされているように見受けられました。 

 ただ、地域の一体感ということは重要であっても、それをマイナスととらえるか、プラスとと

らえるかは、地域住民の方の意思一つにかかっているとも言えます。 

百合が丘地区の事例で見られるように、長年、旧村と新興住宅地として意識の上で距離感のあ

った地域が、今回の制度導入によって再び一緒に歩むこととなり、「青蓮寺の自然、伝統や文化は、

百合が丘という新しくできた団地にとって価値がある」という発想の転換で、互いに歩み寄るき

っかけとなっています。そこには培われたアイデンティティのぶつかり合いといった相克も必然

的に生じるかもしれません。それを乗り越えた時に、かつてなかった価値が創造されるものと思

います。互いの特性を認め、より価値を高めていく方向に向かえるかどうか、百合が丘地区の試

みは、地区の再編が産みの苦しみをともないながらも、地域にとって新たな可能性を切り拓くチ

ャンスであることも示唆しているように思います。 

 一方、「団地」という同じ特性で括られがちなつつじが丘では、造成から 30 年を経たつつじが

丘と造成から 4 年の春日丘という２つの団地による一つの地域づくり委員会が設立されながらも、

経年での積み重ねにより、２つの自治会の傘下にそれぞれの地域づくり委員会を置くという独立
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的な運営へと移行しています。 

つつじが丘地区ヒアリングでは、①地域の特徴が違う ②自治会との整合性を取るため ③どち

らもより多くの予算配分を求めたことが原因としてあるとおうかがいしましたが、このことは、

行政が制度上の地区を定めたとしても、地域の住民が同じ地域ヴィジョンを抱けないのであれば、

地区の分離ということも起こりうることを示しています。 

同じことは他地区でも見受けられ、制度導入によって名張地区に編入された鴻之台字区も、振

興商業地ということで地域の特徴が違うことを理由に、将来的には分離の可能性があることをう

かがわせます。 

 

２．地区の人口と予算 

 

 つつじが丘地区で問題提起があった予算配分については、人口比率を踏まえた予算ということ

もあり、地区内人口の多少が金額にも反映され、1 万人規模の地区ではかつての補助金事業に比

べ、夢を託した多様な事業を展開できるといった期待感があり、内容に広がりが見られるものの、

人口の少ない薦原地区では制度導入以前とあまり変わりないといった意識が感じられました。 

 つつじが丘地区で、独立運営を始めた春日丘分会の人口は、464 人（地区内人口の４％、平成

17 年 1 月 1日現在）であるため、人口比率による予算配分となると、地域づくりに投資できる金

額が少なくなると同時に、多様な事業の実施可能性がかなり狭まることが考えられます。 

 しかし、分離という点については、平成 8 年から周辺地域を含め自治会、区長会を統合して自

治連合会を形成してきた百合が丘地区においても、その歴史から見れば一時は青蓮寺地区の分離

もあり、地域にとってはよりよい方向性を模索するプロセスであるとも言え、制度導入からわず

か３年で結論づけることは早計かと思います。 

同様に、各地区では、地域づくり委員会と自治会、区長会との整合性をどのように取るかとい

うこともそれぞれ工夫がなされてはいましたが、今後、各地区において住民による主体的な地域

づくりが深まっていくにつれ、現在の形とは姿を変えていくことも大いに考えられます。 

 

３．地域特性から見る組織の運営 

 

 地域づくりということでは、そこには自然・歴史・文化といったものだけでなく、“ひと”や“ひ

と”の集合体である“組織”も地域を構成する要素として深く関わってきます。その地域にどの

ような“ひと”がいて、どのような“組織”があるのか、それらは地域の方向性を決定していく

上でアクターとして欠かせません。また、それらの要素がうまく組み合わさっていくための“仕

組み”も必要となってきます。 

 薦原地区に兼業農家が多く見られるものの、総じて、事業や組織運営で意識されているのが、

区長、自治会長、勤労者、退職者、民生委員、各種組織代表者であり、地区に存在する団体とし

ては、地区社協、ＰＴＡ、青年団、消防団、婦人会、老人会、子ども会、スポーツ振興会、各種

サークルでした。 

 薦原地区は、それら地区に存在する団体を地域づくり委員会の構成員とし、つつじが丘地区で

は構成員としないまでも、意見聴取の機構として活用し、事業費を支出して活動を支援していま

した。 
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中心市街地である名張地区は、商業地や市役所周辺を含むこともあり、地区の構成員として自

営業の方も多く、この地区の特徴として、商店会連合会、青年会議所といった組織やまちづくり

ＮＰＯ等各種団体が地域づくり委員会の構成員として参加するか、個人のネットワークを通じて

連携し、事業を展開していく体制をつくっていました。また、名張市の中心市街地であるという

ことで、名張市全体の地域づくりに対して名張地区の果たす役割も意識されていました。市の中

心に位置するため、多様な主体が地域づくりに関わりを持ち、様々な事業を展開できる反面、今

後の方向性として、地域づくり委員会は事業を実施する主体ではなく、地域づくりの計画を元に、

事業を実施する団体の調整役やパイプ役を果たしていくべきかもしれないといった意見も聞かれ

ました。 

全体的に、事業や組織の運営に関わる主体は、区長会（長）、自治会（長）、各種団体（代表）

といったところに意識が向けられがちで、女性や青少年（小学生・中学生・高校生）が意識され

ることが少ないように感じました。 

組織づくりにおいて区長会、自治会が核となる場合、そういった意識されにくい層の意見をど

のようにくみ取り、参画を促していけるかということも課題になりそうです。 

それぞれの地区で、そこに住む“ひと”が考え出した様々な組織と仕組みが存在し、地域づく

りが一様に行われるものではなく、そして常に発展し続けるものであることに、あらためて気付

かされる思いがしました。 

 

４．今後の方向性への期待 

 

 今回の調査から、名張市の「住民に任せたからには、口出しも手出しもせずに見守る」という

行政担当者の姿勢には、亀井市長の「失敗もあって当然」という柔軟な考え方と共に、行政改革

に積極的に取り組む強いリーダーの後押しがうかがえます。実際にいくつかの地域では、地域づ

くり委員会の解散や再出発が報告されていますが、このリーダーシップに支えられ、トライアル

＆エラーが許されるということも名張市の強みと言えるのではないかと思います。 

平成 15 年度のゆめづくり地域予算制度の導入、平成 18 年 1 月から次のステップとしての住民

自治基本条例の施行を控え、行政の走りながら考え、考えながら次の手を打っていく手法に対し

て、合併を否決した住民は、自ら選んだこととして受け止め、意欲を持って応えていこうとして

います。 

名張市が全市をあげて住民自治という試行を始めたその帰着点がどこに決するのか、「住民と共

に考え、創っていく地域」であるがゆえに、未だ完成された姿を見せず、今後に期待がかかりま

す。 

各地区の試行は、住民の主体的な地域づくりというものはそこに住む個々の住民が考え、行動

し、創っていくものである以上、決った形はなく、常に時代に呼応して変容していくものである

ということを教えてくれているように思います。 

 

 57



 58

Ⅴ.資料 

 

 

資料１ 「名張市ゆめづくり地域予算制度」 

事業および導入・実施体制調査結果一覧 
 

 

 

資料２ 名張市４地区の地域づくりの歴史 【プロセス比較】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



名張地区 薦原地区 つつじが丘地区 百合が丘地区

名張地区まちづくり推進協議会 薦原地域づくり委員会 つつじが丘地域づくり委員会 百合が丘自治連合会

自治会と地域づくり委員会が両輪
区長、地域代表をはじめ、地域内の諸団体
から代表が参画。

地域づくり委員会が２つに分かれ、それぞれ
の地域の自治会の傘下に入り、独自の運
営・活動を行う。

区長会と地域づくり委員会が一体

協議会：78名 委員会：30名 委員会：36名 自治連合会：14自治会

＊地区住民及び協議会の趣旨に賛同し、協
議会が必要と認めた者。役員会、専門部会
議、ワーキング会議、公民館管理運営委員
会を置く。

＊ 地域住民から選出、各種団体代表。
＊ 理事会、役員会、事業委員会、部会を置
く。

＊ つつじが丘分会と春日丘分会で組織し、
区長、自治会役員、自治会の各番町代表者
並びに公募により選出された住民。
＊ 両分会とも役員会、部会を置く。

＊ 自治連合会：14自治会。                   ＊
連合役員会、連合評議委員会を置く。

平成15年6月29日 平成15年7月26日 平成17年8月20日 平成15年4月1日

１３，９６４，０００円 ６，４３８，０００円 １０，４３２，０００円 １１，６２２，０００円

基本額（円） 4,513,000 1,999,000 5,831,000 4,271,000

加算額（円） 9,451,000 4,439,000 4,601,000 7,351,000

市の中心市街地 農山村部 ２つの住宅団地 住宅団地と農山村部

概要
歴史的なまちなみの風情を残した旧町（19
字区）と市役所周辺の新興商業・住宅地の
鴻之台地区（1字区）で構成されている。

１小学校区で、自治会（区）が中心となって
地域づくりが行われてきている。社会福祉協
議会やスポーツ振興会などによる自主的な
活動も行なわれている。

造成から30年が経過するつつじが丘団地約
３，８００世帯と造成から4年の春日丘団地約
１６０世帯で構成されている。

22年前に開発された百合が丘団地《新地
域》と自然が豊かで伝統のある青蓮寺の農
山村部《旧地域》から構成されている。

20 8 10 13

３．２０ ｋ㎡ １１．５２　ｋ㎡ ― ｋ㎡ ― ｋ㎡

８，３６８人　（３，４９０世帯） ２，２５７人　（７５６世帯） １１，５７１人　（３，９２８世帯） ７，７７９人　（約２，５１０世帯）

Ａ地域 7,261人　（2,953世帯） － 11,107人　（3,775世帯） 7,029人　（2,265世帯）

Ｂ地域 1,107人　（537世帯） － 464人　（153世帯） 303人　（106世帯）

Ｃ地域 － ー － 415人　（129世帯）

Ｄ地域 － ー － 32人　（約10世帯）

「名張市ゆめづくり地域予算制度」　事業および導入・実施体制　調査結果一覧

委員会名

委員会の特色

委員会の構成

設置年月日

ゆめづくり地域交付金

地区の特徴

区の数

面積

地区内人口（人）
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名張地区 薦原地区 つつじが丘地区 百合が丘地区

名張地区まちづくり推進協議会 薦原地域づくり委員会 つつじが丘地域づくり委員会 百合が丘自治連合会委員会名

旧町では、平成13年に取り付け道路の件
で、大手スーパーの撤退が危ぶまれてい
た。商工会議所のメンバーを中心にまちづく
りの意識が高まるが、問題が地域全体に共
有されにくかった。

平成11年以前に地区行事の計画などを総
括的に行う組織が必要だと認識されていた。

２つの団地の世帯数が大幅に異なり、また、
団地の雰囲気も違う。平成15年に地域づくり
委員会が立ち上がるが、一緒にやっていくこ
とに無理が出て、平成17年3月に解散した。

平成8年に、百合が丘団地で自治連合会を
つくり、各区で別々に機能していたものを一
つにまとめた。平成9年に南百合が丘、10年
に青蓮寺が加入。しかし、団地と農山村、新
地域と旧地域という地域性の違いにより、住
民の間で温度差があった。

区長会の協力が得られず、任意でまちづくり
協議会を結成。

平成１１年に「むらづくり協議会」を設置し
た。しかし、市の財政措置が無かったことも
あり、活動はそれほど活発ではなかった。

平成17年5月に、地域づくり委員会を再び立
ち上げ、つつじが丘分会と春日丘分会で予
算を分け、別々に運営することとなった。

一本化には無理があると感じ、平成13年に
百合が丘と青蓮寺が分離した。そのことによ
りお互いわかったことも多い。

名張地区は任意の「まちづくり協議会」が
あったため，交付金導入に際してはスムー
ズに移行した。任意が総意になるためにも，
交付金制度はタイミングがよい面もあった。

薦原地区には「むらづくり協議会」がすでに
あり、制度変更へのとまどいがあった。区長
会を開催して意見交換を行った。地域自治
を高めていくということについての異論は出
なかった。

説明を受け、区長会が相談して、自治会とい
う組織と別に地域づくりを立ち上げた。

百合が丘地区には「百合が丘自治連合会」
があり、地域づくりの機能がまとまっていた。
平成14年に区長会から話しがあったが、内
容については十分に理解できず、何度も会
議を実施した。

行政の導入姿勢を丸投げと感じた区長は全
員大反対だった。区長に自分たちの責任が
大きくなってしまうという不安があった。

中山間地であり、公民館の設備や道路等
ハード面での整備が今以上に進まなくなる
のではないか、地域自治の進め方次第で、
地区自体が取り残されてしまうというのでは
ないかという不安があった。

－
住民には、行政に任せておけばよいといった
感もあった。

地域に交付されるお金であるにもかかわら
ず，渡るのは住民にではなく特定の団体だと
いうことに疑問が生じ，公平さについて問題
になった。

交付金の額が従来の補助金よりも少し増
え、総額としては微々たるものととらえられて
おり、特に問題は起きていない。

自治会との関係が危惧された。（自治会とい
う大きな長年続いた組織に入って地域づくり
をするほうがスムーズにいくのではないかと
の意見もあった）

－

１
．
地
域
づ
く
り
の
歴
史

地域課題

課題への対処

２
．
導
入
過
程

住民の心情

導入時の課題

住民の対応、住民への
対応

★名張市の対応：名張市は、平成14年11～12月に区長会に協議会立ち上げを依頼し、区長中心に了解を求め、15年1月に各地区の住民に説明する場を設けた。協議会設立にか
かる規約や組織構成などについては、行政からは具体的なものを示さず、各地区ごとで住民が自由に考えてつくってほしいという依頼だけだった。協議会立ち上げに行った市の主な
サービスは①どのような組織でいくか、②役所や他の地域などとの調整を行ったことであった。現場の最前線となる地域振興推進チーム（約１０人）は兼任でありその地域の出身者
が当たっていた。（実際に動いていると思われるのは４人ほど）地域出身者としたのは今後その土地でリーダーなど先導役として期待してのことである。推進チームが立ち上げ時に一
番力を発揮した。どのような組織とするか、役所や他地域との調整などは行政が一番力を発揮できるところである。
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名張地区 薦原地区 つつじが丘地区 百合が丘地区

名張地区まちづくり推進協議会 薦原地域づくり委員会 つつじが丘地域づくり委員会 百合が丘自治連合会委員会名

任意の「まちづくり協議会」があったが、その
まま移行するわけにはいかず，地区全体に
まちづくり活動の目的を再確認し，任意から
総意の団体にする必要があった。そこで、市
役所周辺の鴻之台地区1字区を加えた20字
区によって構成される，地域交付金を受ける
まちづくり団体として「名張地区まちづくり推
進協議会」が発足した。

「むらづくり協議会」を発展的に解消して、そ
の中心メンバーによって「薦原地域づくり委
員会」が設立された。リーダー役は区長が担
うこととし、初代会長は区長であり、むらづく
り協議会のメンバーでもあった地域活動の
経験者が選定された。

自治会という組織とは別に、つつじが丘、春
日丘の区長、番町代表、市民団体、公共福
祉団体などの３６人で「つつじが丘・春日丘
地区地域づくり委員会」を発足した。

一度、分裂した青蓮寺地区の地域性を認識
した上で、「百合が丘自治連合会」に加わっ
てもらい、百合が丘地区12区＋青蓮寺地区
１区=13区からなる新「百合が丘自治連合
会」になった。自治連合会の権限が強かった
ことで、一つにまとめることができた。

－ ー
お互いの意見が上手く通らず、自治会との
摩擦があり活動が行き詰まった。

まちづくり支援室と役員との間に確執があっ
たり、役員から住民への説明が不足がち
で、役員会への不信感が出てきた。多額を
扱うために、会計の負担が重かった。

－ ー

平成１７年に既組織を解散し、市と区町会で
話をし、区町会で立ち上げにあたって委員会
をしましょうということになり、自治会の傘下
に入ることとなった。新組織はつつじが丘、
春日丘の２つの分会を設置して、予算を分
け、それぞれ自治会の傘下の元に活動する
こととなった。

平成17年に役員を改選し、組織としての方
向性は変わりなく、区長会、自治会が一体
化した「百合が丘自治連合会」として活動し
ている。

ある程度のまちづくりの方向性や理念，組織
構成など，雛型を示してほしい。

市の説明会を通じて制度を理解し、懸念を
払拭できた。地区出身の市職員である推進
チームに相談を持ちかけられた。

市には資料の提出などをお願いしている。
何かあればここへ連絡してくださいとサポー
トをしてくれる人の名簿がある。

★名張市の見解：行政としても交付金の運
用内容については不安もあるが、行政のお
仕着せではなく、住民主体でなければならな
いと考えている。

３
．
委
員
会
立
ち
上
げ

経過によって明らかに
なった課題

課題への対処

行政のサポートや要望
等

★名張市の見解：14地区全てに委員会が立ち上がらないと地域予算制度の一部が交付されないという議会決議があったことで、自分の地区のせいで、他の地区に迷惑をかけては
いけないという意識も働き、立ち上げの推進力となった。

平成15年度導入時
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自然、古い歴史あるまちなみ，市役所周辺を
中心とした新しいまちなみといった地域の持
つ資源を活かした景観のまちづくりを進め
る。

地域づくり計画は、理事会で決定された。区
長が理事になっており、各区の意向を重要
視している。なお、決定内容は、区長を通じ
て住民に伝えられている。

（組織発足後間もないため）現在はつつじが
丘のためにどうしたら一番いいのかと考えて
いる。今回は役員３０人で公園の美化と防災
を大きな柱とする事業計画を決めたが、みん
なで話ができるという憩いの場所を作りた
い。防災も何年後かに役に立てばいいと思
う。

平成7年に地域のビジョンや総合計画を作成
し、H.P.に掲載した。役員中心だったので、
地域全体での認識は薄く、役員の交代など
で忘れられてしまった。平成15年制度導入
時にも住民でつくったビジョンや地域計画と
いうのはなかった。現在、新体制が発足した
ばかりで、いろいろな形で住民の声を集約
し、記録している。

名張地区内のみならず，他地区にも事業実
施においては参加を呼びかけ，名張地区が
交流の場として役割を担うものと考えてい
る。

意見の相違で地区同士がバラバラになって
はいけないという思いが共有されている。

数年たって地域づくりで何かしたと残るよう
なことをしたいと考えている。

従来から続く事業に取り組み、また、青蓮寺
の伝統文化を生かしたまちづくりをしていき
たい。

地域づくりについて，行政は何を考えている
のかということを明確にしていく必要があると
思う。

一つの区だけに何かするということができな
いので、各区の要望を集約する必要があ
る。また、それを地域に周知する必要があ
る。

ー

ビジョンの確立には、5～10年の長い期間が
必要。リーダーが変わるとビジョンがあいま
いになる。関係者の夢物語にならないことが
重要だが、手法は見出せていない。

実際には額的にも大きなハード事業に充て
ることは不可能に近い。年度内に使われな
かった交付金は翌年度に繰り越していくこと
が可能。結果的に貯蓄に回っていく場合もあ
る。ソフト事業は元来お金がそれほどかから
ない。事業によっては行政の補助金をとりに
ゆく。

交付金の範囲内で実施可能な事業を行うと
いう考えを持っている。（交付金以外には、
自治会からの負担金があるが、額は小額で
ある）

５８０万円を制約なしで住民の方の要望に
従って使える。市民の意見を聞きながらソフ
トならこういう仕組みづくりを、ハードならこう
いう箱物をと自由に決められる。

従来の、補助金による決められた事業を行う
のではなく、住民のやりたいことが実現でき
る。ただし、交付金でいきなり何らかの事業
を行うことは難しい。従来から続いている事
業については引き続き取り組んでいくことに
なっている。

①協議会が勝手にやっていると思われては
いけない。②執行にあたっては，公金である
がゆえに，よほど計画がしっかりしていない
と使えないという住民の認識がある。

意見の相違で地区同士がバラバラになって
はいけない。

公園は１４あり、１４年間は住民の合意が取
りやすい。また、防災はみんな心配。今まで
補助金がついていた老人会、子ども会は不
満があると思えるので、その分、団体の活動
費として拠出している。

①住民の声を聴くこと、②伝統の継承と住民
からのアイディアを生かすこと、③住民に対
する説明。

事業についての考え方
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理念
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毎年各字区を回り、住民のニーズを拾い上
げている。

平成16年度、市の地域福祉計画の策定の
過程で行った、地域づくりマップ作りを通じ
て、通学路の安全確保等地域の課題が明ら
かにされ、また地域の課題が地域住民に共
有されている。

住民の意見を聞いて活動したかったが、立
ち上げてから半年しかないので、今回は役
員３０人で決めた。平成18年度は何をしたい
かアンケートをとりたい。（その後、役員で優
先順位を付ける）

現在、集会所の開放等で、多くの声が聞け
るよう取り組んでおり、住民の意見を聴取し
て、事業に反映したいと考えている。

平成15年度
各部会から計画が出され、役員がお金を付
けた。

夏祭、敬老会など、伝統的なイベントを継続
している。

平成17年度
（立ち上げて半年しかないため）今年度は役
員３０人で決めた。決定は理事会で優先順
位をつけて配分という形にした。

本年度は安全な街づくりに力をいれたい。

竹林の整備やまちなみなどの景観づくりの
活動、防犯・防災事業、住民交流のための
“いきいきサロン”『よってだ～こ　１・２・３号』
や文化や歴史の情報を発信する『ギャラリー
楽』、子育て支援センターの運営、民間企業
の協力を得て学生が起業家を目指せる講習
会、他地区にも広く呼びかけて実施している
小学生の保護者と子供たちの交流事業な
ど、３つの部会が多様な事業を実施してい
る。

地域課題への対応として、①歩道部分をカ
ラー舗装にするよう道路管理者（県）に要望
し実現している。②「パトロール中」と標記し
たマグネットステッカーを作成して各地区に
配布し、地域パトロールを実施している。③
パトロールの実施の結果、不法投棄が目立
ち始めたとの課題が浮き彫りになり、現在、
順次不法投棄されやすそうなところに注意
喚起の看板を設置している。

①１４公園のうち毎年最低でも１つずつでも
２００万円くらいかけて水道を付け、外灯を
増やし、桜を植えるなど整備し人が集まるよ
うな地域の公園を作る。②防災の仕組みや
マニュアルをつくり、訓練をする。（１００万
円）。他は、敬老会（８０万円）、代表者に活
動を募って子どものイベントを考えている。
（１００万円）２ヶ所に掲示板を作る。（６０万
円）、経費（４０万円）。

①夏祭、敬老会など伝統的なイベントを継承
（伝統文化の維持）。②住民からのアイディ
アを生かした例として、ビニールハウスを設
置して、住民が野菜作りに取り組んでいる。

①各字区を回って、協議会の活動を知って
もらうための説明会をしている。②区長会で
は、必ずまちづくりについての活動状況を報
告してもらっている。

決算は、広報紙「こもはら」に掲載し、各戸に
配布している。

ー
平成18年度から評価制度（評価者2～3人）
を設けることになっている。

交付金としてまとまっているものの，固定的
な経費などは動かせず，自由に使えると言
いながら実際はひもがついたままのものも
ある。

一つの区だけに何かするということができな
いので、各区の要望を集約する必要があ
る。また、それを地域に周知する必要があ
る。

ー

①イベント等の実施は、関係者の負担も大
きい。②リーダーが代わると、ビジョンも不明
瞭になる。③法人格を有していないことで、
規制がかかる場合があり、活動が妨げられ
ることがある。（ビニールハウスに組織として
保険がかけられないなど）

地域のニーズは，実際に地域に入らないと
わからないことが多い。行政の担当者は実
際の地域活動に参加して，そこでニーズをつ
かむことが必要だと思う。

地区の抱える懸案事項については、地区出
身の職員である推進チームの職員に相談を
持ちかけている。

市には資料の提出などをお願いしている。
何かあればここへ連絡してくださいとサポー
トをしてくれる人の名簿がある。

各種交付金があり、窓口が異なるため、有
効利用できていない。一元化できないか。

事業計画

ニーズ調査

５
．
事
業
プ
ロ
セ
ス

事業実施

事業後

課題

★行政のサポートや要
望等

住民の意見に基づき事業計画を立て，冊子
にまとめている。計画書は公開。事業実施
の優先度は，専門部会で決めている。

予算や事業計画は、広報紙「こもはら」に掲
載し、各戸に配布している。
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いろいろな団体が関わって連携をとってこ
そ、事業がより活性化していくと考えている。
（事業計画や実施にあたっては，協議会単
独だけで行うことは少ない。ほとんどが関連
団体との連携事業となっている）

地域ごとの問題は、区長が中心となって取り
上げ、行政に要望するもの・地域づくり委員
会が対応すべきものとに区分し、委員会が
対応すべき事案については、区長会からパ
イプ役の委員を通じて委員会へ、また委員
会で会議したことについては、パイプ役の委
員を通じて区長会へ伝えることで、委員会と
区との均衡を保っている。

【つつじが丘分会】自治会の役員の方にも地
域づくり委員会つつじが丘分会に入っていた
だき、考え方を話し合っている。今のところ分
会ごとの運営で何とかなっているが、今後何
かあれば頼むかもしれない。

行政との信頼関係なくしては、住民も不安と
なるので、連携をとっていきたいと考えてい
る。他地域との交流などは、自治会ですべき
か、連合として大々的にした方がよいかは意
見が分かれている。

基本的に区長会とは一心同体。大きな事業
などについては，区長会と連携して，運営や
事業参加について協力してもらうことがあ
る。回覧を回したり，各団体に声をかけても
らうなどのことを区長会に依頼している。

地域行事をする場合など、各地区に協力を
依頼する場合には、区長を通じて依頼してい
る。また、広報紙の配布についても、区長を
通じて各戸に配布している。（地域づくり委員
会と各戸との直接的なつながりは無い）

自治会の傘下に地域づくり委員会の分会を
設置している。

自治連合会そのものが、自治会、区長会の
連合組織である。

各団体との連携は必要に応じてとっている
が，必ずしも団体ごと協議会に入っているの
ではなく，あくまでも役員や会員個人が橋渡
しとなって，連携をとっているというのが現
実。

委員会主催の行事（運動会、公民館まつり
等）の際に、委員会の企画部会を通じて関
係団体（PTA、婦人会、スポーツ振興会　等）
に協力を依頼している。

７０歳以上の１００人近くが所属する福寿会、
カラオケ、囲碁将棋などサークル、民生委員
さん、地区社協。地区社協には、自治会の
傘下で一緒に活動しないかと声をかけてい
る。

ー

NPOとは，事業の目的に応じて適宜連携を
取るようにしている。

NPO事業との連携は、今のところ検討してい
ない。

ー ー

学生などに協力してもらう事業など，推進協
議会として行政に協力を依頼する場合もあ
る。（明確な役割分担はない）

交付金の窓口は委員会が担っているが、そ
れ以外は基本的に各区長が市との窓口役を
担っている。

市役所に行った際に、住民のためになるよう
な情報を見つけている。

行政との信頼関係なくしては、住民も不安と
なるので、連携をとっていきたいと考えてい
る。

該当事業について補助金を交付してもらうな
どの関係がある。

現在のところ、委員会と県との直接的なつな
がりは無い。（必要な時は、区長を通じて県
に要望）

ー ー

行政と連携していくために，協議会の中に行
政職員も入ってもらって，情報提供をしても
らうことも必要だと考えている。

委員会に対する行政（市）の窓口が一本化さ
れておらず、各課がそれぞれ対応しているこ
とについて、住民サイドに不満がある。

情報を積極的に出してほしい。
行政には各種交付金があるが、窓口が異な
るため、有効利用できていない。一元化でき
ないか。

６
．
連
携

連携についての考え方

自治会、区長会

他団体

ＮＰＯ等

市

県

★行政のサポートや要望等
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区長会とまちづくり推進協議会との両輪によ
る地域づくり（区長会がまちづくりをリードす
る形にするためまちづくり推進協議会の中心
を区長会に置いている）

薦原地域の特徴として、区長幹事（区長８人
の代表者）・地域づくり委員会会長・公民館
長の３者のバランスの維持を重要視してい
ることが挙げられる。地区推薦委員のうち１
名が、委員会と区とのパイプ役を担ってい
る。

自分一人の意見でみんなをまとめていくの
は大変なので、最低２～３人で運営していく
のがいいと思う。ワンマンではいけない。意
見を修正してもらい、役員会で話してもらえ
る協力者は重要。自治会も地域づくりも相談
は事前にさせてもらっている。

役員は仲間意識が強く、まとまりがある。必
要な時に必要な場所で会合は設けている。

構成団体は，区長会，商店会連合会，まち
づくりNPO団体，地区社会福祉協議会，子
供会，老人会，市地域振興推進チームな
ど。

区長・地区代表・公民館長・民生委員・消防
団・農業委員代表・防犯委員代表・青少年育
成委員代表など多方面から選任されてい
る。

【つつじが丘分会】区長（９名）と１８番町の代
表者（１８名）に加え、地域からの公募3名が
参画し、合計３０名の委員によって構成され
ている。

PTA会長や関係団体の代表経験者を中心
に人選している。役員は業務が多いため、退
職した人物が選任されている。

８地区の区長が中心となり、公民館長、各地
区代表１名のほか、各団体の代表などがメ
ンバーに入っている。

公民館の事務職員を地域で雇用。併せて，
推進協議会の事務局を公民館の中に位置
づけた。

公民館地域事務員が事務局長を兼ねてい
る。事務局長は、地域づくり委員会が労働条
件を示し、就業規程を決めて雇用している。
財源は公民館委託費。
事務局長のほか、補助職員１名、土日に鍵
の管理をする職員１名の合計３名が雇用さ
れている。

事務局長は、公民館委託費で雇用してい
る。

事務局長は、公民館委託費で雇用してい
る。

総務部会、都市景観専門部会、道路交通部
会、健康づくり専門部会

まちづくり委員会の中には、総会・理事会・
役員会・事業委員会・部会が設置されてい
る。事業委員会の下に企画部会、福祉厚生
部会、環境部会の３つの部会を設置してそ
れぞれに役割を与えている。（現状では事業
委員会は未活動）

防災、こども、公園など事業ごとに事業委員
がいる。

ー

７
．
組
織
運
営

組織運営の特徴

構成

★会長

★事務局

★役員会

★委員会、部会

区長会の幹事3人のうち，代表幹事1名がそ
のまま推進協議会会長を兼務。次期会長は
残り2人の幹事から選出した。区長会の幹事
をやれば、必ず推進協議会の役員になると
いうルールにしている。副会長は3名で、部
会で主になる人があたる。

会長、副会長は１年で、各事業は事業が完
結するまでとしている。区長任期は２年。会
則では２年だが、再任は妨げていない。

自治連合会は14自治会。役員会の構成員
は、各地域の自治会長、区長。
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リーダーの継続性

区長を通じて各地区に協力を依頼するた
め、地域づくり委員会と各戸との直接的なつ
ながりがなく、組織や活動を知ってもらいにく
い。

区長には区長費がある。地域づくり委員会
にも何か考えて欲しい。報酬よりも、交際費・
食糧費として使えるお金が欲しい。

リーダーが代わると、まとめるのが難しい場
合がある。リーダーを固定したい。役員の選
出が難しい。特に新地域では、内外ともに交
流のない家庭も多い。

課題
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区長会長兼任。区長会がまち全体のことを
考えていく立場との位置づけ。

区長幹事（区長８人の代表者）・地域づくり委
員会会長・公民館長の３者のバランスをと
る。

（代表）会議には顔を出すが運営は任せて、
市や外部との調整をしている。

会長が主導（権限を行使）するのではなく、
各地区の代表に任せている部分も多い。会
長が住民からの意見に直接対応している。

総務部会に各部会長が参加して各部会の
情報などを共有し、調整を図っている。

企画部会、福祉厚生部会、環境部会。部会
は、地域づくり委員会の委員のみで構成さ
れており、必要に応じて関係団体の役員等
がオブザーバーとして部会活動に参画して
いる。

代表一人でみんなをまとめていくのは大変。
最低２～３人で運営していくのがいいと思う。
自治会も地域づくりも相談は事前にさせても
らっている。

通常は、自治会には住民から、区長には行
政から情報が提供される。両者の情報交換
を密にするため、百合が丘では、平成8年に
両者の連合会とし、自治連合会で調整をは
かっている。

地域交付金は協議会が管理している。
地域交付金は委員会が管理している。（一
方、地区が所有する財産は薦原地区自治振
興会が管理している）

地域交付金は委員会が管理している。 地域交付金は自治連合会が管理している。

区長会が「まちづくり推進協議会」について
やや逃げ腰なところがあり、区長にまちづく
りに主体的に関わってもらうために、会長職
を務めてもらっている。

区長の仕事が忙しく、地域づくり委員会への
関わりが薄くりなちである。

会長として負担感が非常にある。自分の時
間が多くても月３日くらい。趣味もほとんどで
きず、友達にもあまり会えない。家庭にもい
ろいろ電話かかってきて困っている。できる
だけ家庭に持ち込まないようにしている。

事務局長に負担がかかっている。

８
．
役
割
分
担

会長

事業・組織の調整

財産管理

課題
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部会への運営委員への参加は，特に制限
はない。規約上，推進協議会の承認を受け
た人であることが必要。

意欲のある一般の地域住民が委員になるに
は、地域の区長に推薦してもらうか理事会
が推薦することになるが、今のところそのよ
うな事例は無い。

委員会への参画は、自治会長以外は公募
による選考。

（基本的に、自治会長、区長）

参加して楽しいと思ってもらえることが大切。

仕事と地域づくりとの両立は難しいと考えら
れ、どうしても役員は６０代以降となってい
る。役員は若い世代の力を上手く引き出して
あげないといけないという認識をもっている。

ー

地域に足を運んで、事業や組織の説明に回
り、主旨の理解を徹底させることが大切だと
考えている。イベントなどで住民の声の集約
をしている。

機関紙 月1回の機関紙で全戸に情報提供する。
広報紙（「こもはら」年３回程度発行）や、行
事案内など広報媒体が中心である。

機関紙で全戸に情報提供する。 機関紙で全戸に情報提供する。

区長会
区長会においても，会合があるたびに必ず
まちづくり推進協議会の活動状況を報告す
るなど，情報共有に務めている。

区長幹事が参加してパイプ役となっている。
地域づくり委員会の分会として活動している
ことについては、自治会もわかっている。

（自治連合会そのものが、自治会、区長会
の連合組織である）

その他
新しい事業を起こす際にも住民説明会を何
度も開催するなどの工夫をしている。

パトロールや不法投棄防止看板、行事のな
かでの挨拶などを通じて普及啓発を図り、人
材の発掘につなげていきたい意向を持って
いる。

サークルの代表者を通じて活動を広報。 会長が地域に出向いて個別に説明する。

委員会への参画

参画のポイント

活
動
の
周
知

９
．
住
民
の
参
画
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区長・自治会
長

区長の任期に関わらず，役職を離れた後も
まちづくりに関わっていってくれるよう働きか
けをしている。

委員の任期は２年であるが、再任も可能で
ある。継続性の確保の観点から、区長など
の任期が終了した委員を再任するようにして
いる。

過去の自治会長は相談すると協力者になっ
てもらえ、力強いので、できるだけ一緒に考
えてもらえるように、過去の自治会長と話し
をしたり、一緒に食事をする機会を作ったり
している。

（自治連合会そのものが、自治会、区長会
の連合組織である）

退職者

退職された方になるべく声をかけるようにし
ている。サラリーマンだった人にも区長に
なってもらえるよう声かけをし，入ってもらう
ようにしている。

（すでに参加しており、今後に期待している） ー ー

女性
実際の活動の中では，女性の役割が大き
く，ボランティアとしても一番当てになる存
在。

ー ー ー

サークル ー （すでに各種団体に声がけしている）
福寿会（老人会）やカラオケ、囲碁将棋など
のサークルの代表者を通じていろいろな意
見を言ってもらっている。

ー

民生委員 ー （すでに参加） 民生委員さんなどの横のつながりもある。 ー

公募 ー ー

全戸配布で委員を公募して、やる気のある
人を登用。応募の際に運営について事前に
いろいろと話し、代表の思いと少し違うと思っ
た人には降りてもらった。

ー

課題
会員は，地区住民全員。実際には，活動に
参加してくれる住民層が固定化する傾向に
あり，参加層の幅がなかなか広がらない。

補助職員を含む公民館職員３名の人件費総
額は、市の正規職員１名分の人件費と比較
して２分の１程度となっているが、今後とも安
定的に人材を確保していくためには正規職
員並みの賃金を支払う必要がある

情報網はあるが、活かしきれているかどうか
は別。次の理事になる人には早いうちからし
て覚えてもらえばいいかなと思う。これから
考えていかないといけない。

平成17年度までの組織体制の中で、自治連
合会役員会への不信がある時期があり、住
民の意見が聴収しにくいことがあった。（情
報公開とコミュニケーションの不足）

ー

区長の任期は概ね２年である。次の区長の
候補者を、地区推薦者として委員に加える
地区もあるようであるが、各区における後継
者の育成の方法については、それぞれの地
区の方針に委ねられている。

ー ー

人
材
の
確
保

★人材の育成

９
．
住
民
の
参
画
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名張地区 薦原地区 つつじが丘地区 百合が丘地区

名張地区まちづくり推進協議会 薦原地域づくり委員会 つつじが丘地域づくり委員会 百合が丘自治連合会委員会名

これまで受けていた補助金がなくなってしま
う団体から反発があったが，補助金本来の
使われ方のあり方を見直すきっかけにも
なった。（組織を維持するためだけに資金を
使っていた団体が消えていった）

区長会には自由な参加の仕組みがなかった
が，推進協議会になってからは地域の役員
以外の人や若い人も自由に参加しやすい環
境となった

地域のニーズで必要なところに必要な分だ
け付けられる。

具体的には、ゴミ・犬糞が減り、街の美観が
向上した。住民の意識改革による賜物。目
的のひとつとして、伝統文化の維持を掲げて
おり、夏祭・敬老会等を継続できたことは評
価に値すると考えている。自ら動くチャンスを
与えられたことが、最大の成果といえる。（個
人的には苦労はなかった）
行政との信頼関係ができた。

長期的な道
のり

ー
住民自治にもっていくという方向性は正しい
が、実現にはまだまだ時間がかかると考え
ている。

すぐに変化はでない。 ー

地域の一体
感（区分け）

将来的に鴻之台地区は分離する可能性が
ある。

薦原は１小学校区で顔が見える関係があ
り、事業費も少ないので、配分でもめるよう
なことがない。

つつじが丘地域づくり委員会は、２つの団地
で、世帯数が大きく異なり、団地の雰囲気も
違う。人口の多いＡ地域は予算をある程度
使えるという思いがあり、人口の少ないＢ地
域は何とか予算を取りたいという思惑があっ
た。どちらもしたいとなれば金額的な不満が
出てきて、別々に予算を持ち、運営すること
になった。

新地域と旧地域の温度差があり、一本でよ
いのかは疑問も残る。

交付金による
事業

交付金としてまとまっているものの，固定的
な経費などは動かせず，自由に使えると言
いながら実際はひもがついたままのものも
ある。

交付金がなくなったとしても動けるような住
民自治でないといけない。

ー ー

　制度導入で明ら
かになったこと

　制度の成果
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地 地 りの 史 プロセス比較】 

 

11 年 平成 12 年 平成 13 年 平

名張地区 
区長会 

旧町（１９） 
商工会議所 

く
ＮＰＯ 

鴻之台地区 

自治会 
薦原地区 

むらづくり協議会

つつじが丘地区

つつじが丘地区 
造成

春日地区 

百合が丘地区
H８～

百合が丘地区 
自治連合会H９～

南百合が丘地区
H10～

青蓮寺地区 

 

資料２   
 【
名張
成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

り協  まちづくり推進協議会
地域づくり委員会

会長死去 

地域づくり委員会
３月 解散 

８月 

再スタート 

５月  

役員会解散 自治連合会 自治連合会（地域づくり委員会）

７月  

新役員会で 
 
スタート 

            All rights reserved. コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」 
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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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Ⅰ．みんなで取り組むために 

    地域づくりに関わる主体は，様々です。 

    でも，お互いの顔や特性を知らずにいるのでは，よりよい関わり方

や連携はできません。 

    前章の考察を踏まえ，「新しい時代の公」における住民主体の地域づ

くりが活発になるための，３つの主体の役割（住民・市・県）につい

て考えました。 

 

- 81 - 



Ⅱ．住民の役割・・・自分たちでできることは自分たちで 

 

 

 

     地域づくりの主役は地域住民です。 

     地域づくりには多様な主体が関わる中で，自分たちの計画にそって，

自分たちのできる範囲内で，地域づくりのために活動していくことが，

住民の最大の役割であると考えます。 

 

     なぜなら，地域を構成するのは住民１人ひとりだからです。 

地域に住む者として地域のために，まずは，自分ひとりでできるこ

とは自分で行う。次に，自分だけでできないことは家族で行う。さら

に，家族でできないことは隣近所で行う。そして，隣近所でできない

ことは地域で行うという順序で活動が行われてこそ，住民自らの手で，

地域における課題をより早くより身近に無駄なく効果的に解決するこ

とができ，その意識があるからこそ，よりよい地域づくりに結びつく

と考えます。 

 

     ただ，この順序の中で，課題解決に向けてより良いプロセスと結果

を生み出すには，多様な主体と連携し協働で活動することも大切なこ

とです。 

１つの団体より同じ目的を持つ複数の団体，地域だけでなく専門性

を持って自発的に動くＮＰＯ，必要に応じて地域と行政など，どちら

かが主導権を握るのではなく，互いの得意とするところを活かし，協

働するプロセスを大切にしながら共に地域づくりに取り組む意識を持

つことが必要です。 
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Ⅲ．市の役割・・・身近なパートナーとしてサポートを 

 

 

 

 「住民主体」を大切にするために，住民や地域に一番身近な行政で

ある市は，法律や市の方針に沿って，市全体のソフト・ハード両面の

社会環境やしくみをつくっていくこ

    

とが役割です。ここでは，その役

割を４つの視点から考えました。 

 

１】人づくり 

    

性が住民に浸透していくのは，時間もかかり容易ではありませ

    

でも多くの

地域住民に知らせ，認識を浸透させる必要があります。 

    

域住民誰もが身近に学ぶ

ことができるようにすることが必要です。 

    

りの情報を扱っ

て

ンクような仕組みづくりと仕組み構築の際のサポートが必要です。 

     このように，人づくりに向けては「きっかけ」と「受け皿」を提供

【

 

 これまで画一的な行政サービスを一手に行ってきた経緯から，地域

づくりにおいて行政発ではなく住民自らが考え，取り組んでいくとい

う必要

ん。 

 しかし，実際に地域づくりを担い実践していくのは地域住民であり，

そのためには住民主体の地域づくりの意義や必要性を 1 人

 

 市は，地域づくりについての意義や課題解決の方法などを学ぶこと

ができる機会を積極的かつ継続的に設け，地

 

 また，将来的に団塊の世代の大量退職が起こってきます。この人た

ちは，長年の経験から培った貴重なノウハウをたくさん持っています。

第２の人生の選択肢の中に「地域づくりで自分を活かす」ことが含ま

れるよう，事業所向けに退職者セミナー等で地域づく

もらえるような働きかけをすることが必要です。 

一方，地域に向けては，多彩な人材が地域づくりに関わることので

きるよう，地域の中にいる様々な人材が必要な時に活躍できる人材バ
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していくことが役割と考えます。 

 

２】活動の場の提供 

    

，活動する住民の心

のよりどころの役目も果たすこともあります。 

     「新しい時代の公」の中において，地域づくりは民と共に担ってい

く

として位置づけ，広く地域に開

放

う位置づけであるかということを明確にしてお

くことが大切です。 

【３】コーディネート機能 

    

とが最優先され，周りに目を向けるこ

とがなされにくいものです。 

    

の様々な場面

でコーディネートをしていくことが役割と考えます。 

 

【

 

 地域づくりには，必要に応じて活動の拠点となる場が求められるこ

とがあります。すべてにおいて活動拠点が必要とは一概には言えませ

んが，活動拠点には活動を定着づけるだけでなく

 

「公」の領域になっています。 

地域づくりを行っていく上で，活動拠点を整備することで地域づく

り活動が活発になると判断される場合は，市は地域の公共施設（例え

ば公民館等）を地域づくり活動の拠点

していくことも役割と考えます。 

その場合，理念なき箱物設置にならないよう，地域における公共施

設はその地域のどうい

 

 

 

 どのような活動においても、それらが個々の活動だけに終わるので

は住民の力が生み出す可能性は広がりません。しかし、それぞれの活

動は各々が持つ目的を果たすこ

 

 市は、住民の主体性を尊重しつつ、よりその活動が活発に効果的に

行われるよう、地域に向けて地域づくりに必要な情報を提供したり、

同じ目的のもと可能性を大きくすると思われる団体同士にマッチング

の機会を提供したり、あるいは住民間で正論がぶつかり合ったときな

どに民事不介入ではなく、同じ「公」を担うものとして必要に応じて

間に入り、より円満解決に向けて調整に入るなど，活動

こうしたコーディネート機能をより高めるために，地域づくりに関
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連する中間支援的な活動センターなどを設置し、行政と地域を結びな

がらより柔軟に地域づくり活動をコーディネートできるようなしくみ

ることも大切です。 

 

４】総合的な地域政策として対応できる行政組織体制づくり 

    

の一方針や地域政策として掲げ

る自治体は多くなってきています。 

 

直し、地域づくり活動の支援にあたることも市の役割と考えま

す。 

    

が活発化するような交付方法に変えたりするなどの策が考えられます。 

    

民自治の実状に合わせた柔軟な対応をとる

ことが可能と考えます。 

 

的に地域づくりに取り組めるよう

な体制づくりが必要と考えます。 

を整え

     

【

 

 地域のことは地域住民自らが考え自己責任とともに地域づくりを進

めていくということを，市の住民自治

地域には，様々な分野の活動があります。それらを総合的に住民主

体で取り組めるようにするためには，住民側に地域における組織構成

を目的別に再編成することを求めるだけでなく，それらの地域政策に

同じ認識で対応できるよう，行政内部における地域づくりに関する体

制を見

 

 体制の見直しにあたっては、地域に総合的に対応できるよう組織そ

のものを再編成したり、あるいは再編成はしないまでも地域づくりの

目的にそって関連する部署間が横断的に連携できるようなしくみを構

築したり、また地域に関する補助金のあり方を見直し地域づくり活動

 

 そしてもう一つ、住民の自由性に予算と権限を託して地域づくりを

進めていく場合に、活動の内容や地域特性から地域間に格差が生じて

きます。その場合、市としては良い意味での地域間競争をどこまで良

しとするかを、地域政策のビジョンの中で持っておくことも必要です。

そうすることで、地域の住

共に地域づくりを担うパートナーとして、試行錯誤を重ねる地域の

実状に合わせた柔軟な姿勢で、総合
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【まとめ】一番身近なパートナーであること 

    

なサポ

    

あることを忘れず，顔の見えるサポーターであ

りたいと考えます。 

 

 住民自治における地域づくりが活発になるために，市は，住民や地

域にとって一番身近であり，柔軟な姿勢でもってリアルタイム

ートができるような良きパートナーであることが必要です。 

 地域の未来ある試行錯誤を我が事としてとらえ，地域に戻れば職員

自身も地域の一住民で
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Ⅳ．県の役割・・・専門性、広域性を活かして 

 これまで、県は市町を通じ、また直接住民と接して事業を進めてき

ました。しかし、これからは住民・市町・県の役割を考え、いま一番

連携を強め事業を効果的に行っていく相手として市

   

   

町を最大のパート

ナーと再認識し、「新しい時代の公」の事業について市町を支援する形

で

 

   

との接点が少ないためその役割について明確な要求はもって

いないのではと思われました。（県道など県管理などのものは除きま

 

   

が実施する

「新しい時代の公」に関する事業に対し、啓発事業等による側面から

   進める事業の有効

性を高める支援（人材派遣、住民説明会への参加など）、そして協働

   フや講演会のほかに、県自ら

が行う公共事業を協働で行うことが適当かどうかの視点で再確認す

進めていくことが大切であると考えられます。 

ここでは，県の役割を 4つの視点から考えました。 

【１】協働による地域づくりの気運を高めるための啓発事業等  

 まず、今回の調査では住民にとって行政とは市町であって、県や国

は住民

す） 

 名張市の制度の調査を進める中で県の役割を探っていきましたが、

この制度の中では県が直接役割を担うより、むしろ市町

の支援を行うことが必要ではないかと考えられました。 

 市町への支援として財政支援はもとより、市町が

によるメリットなどの周知などが考えられます。 

 また、協働という観念の普及にはパン

る姿勢が大事であると考えられます。 
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    主体となり市

町や住民と連携して行うべき協働事業として、防災など長期的・広域

考えられます。 

 

    

主体が市町であることを考え

ると最大のパートナーとしての市町との関係をより緊密なものとし

 

    そのためには、県と市町の間に情報交換の場を作り互いに連携しや

ことが必要になると考えます。 

 

    

のため、各主体での連携を行うきっかけづくりには行政がその力を一

 

    り広域的

なネットワークの構築，情報の収集，事例の集積などを通じて，市町

することも役割と考えます。 

 

    

なっています。県はその役割を果たす場合、その市町

の規模や力などに見合った支援を果たすことが期待されていると考

 

    

 以上のような市町へ支援する役割の県ではなく、県が

的な視点で捉えられる事業があろうと

 

 【２】県と市の情報交換，交流の場づくり 

 県は、地域づくりにおいては，住民との接点や国・NPO・企業・大

学等との関係を密接なものにしていくことが大切ですが、「新しい時

代の公」を進めていくうえでは、事業の

ていくことが必要であると考えます。 

 

すい環境を創っていく

 

 【３】コーディネート機能 

 県や市町を問わず、行政には各主体間を繋ぐネットワークの構築や

その連絡調整に強みがあります。その要因としては、団体としての非

営利性、中立性その他蓄積された情報量などがあると思われます。そ

番発揮できるところであることを認識することが必要と考えます。 

 県は，それぞれの主体性を尊重しつつ，近隣県も含めたよ

のコーディネート機能を補完

 

 【４】市町や各主体への人材支援 

 市町村合併の進展により市町の規模が拡大し、市町の力や役割は以

前に比べ大きく

えています。 

 たとえば、県の役割として一番期待されているもののひとつに人材
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の派遣があげられます。県には多様な技術や資格をもった多くの人材

がいます。地域づくりにあたっては、それらの人材を必要とする市町

に適宜派遣できる仕組みづくりが必要ではないかと考えます。「新し

い時代の公」というビジョンを実現するため、県は柔軟な仕組みづく

りを今後行っていくことが求められているのではないかと考えます。

 

の主役として期待されていることを認識し、長期の視点から

地域づくりに資するため、職員の研修を進めていく必要があると考え

 

 【まとめ

 

めていくことが必要です。 

のほか県は、自らの強みや資源を活かし自らの役割を担っていく

ことでその存在感がさらに発揮できるものと考えられます。 

 

 

 

 

また今回、名張市の各地区での地域づくりを調査し、課題として地

域を引っ張る人材の不足やその後継者育成などがあるということが

分かりました。県は各地域において県職員およびＯＢなどの人材が地

域づくり

ます。 

】  

県は今後「新しい時代の公」を推進するにあたって、県民へビジョ

ンを正確にまた広く知らし

また市町との本当の意味でのパートナーシップを作り上げていく

ことが大事となります。 

そ
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Ⅴ．まとめ・・・役割分担が広げる可能性 

   「地域」と一言で言うものの，その定義は生活する中で課題を解決す

るために必要な空間的範囲を指し，その課題の捉え方によって「地域」

の範囲は変化してきます。 

   ここでは３つの主体の役割を考えてきましたが，それぞれの役割を見

てきた中で言えることは，「地域」がどのような範囲であっても，その地

域を構成する住民・団体，またその地域を取り巻く市や県などの様々な

主体が，お互いの特性にもとづいてきちんと役割分担し，そのルールに

のっとってその地域がもつ１つの目標に向かって活動していくことが，

最も重要であるということです。 

   生活価値観の多様化にともない，地域づくり活動についてもいろいろ

な考え方があるのだから，それぞれの違いは認め合いながら協働して取

り組もうということは，よく言われることです。でも，総論的にはそう

言っていても，いざ自分たちと同じような目的を持って活動する存在が

表れてきたとき，お互いが認め合わずに一歩も譲らないというのでは，

１つの目的は果たせないどころか，それぞれが進めてきた素晴らしい取

り組みも１００％の効果が生まれないような状況に陥ってしまいます。 

役割分担なしに，協働は生まれないのです。 

個人と個人，団体と団体，地域と行政など，様々な主体の間において，

共に「住民主体の地域づくり」を目指すパートナーとして，それぞれが

一番得意として活動できる役割は何かを話し合い，１＋１が２だけでな

く３以上の結果を地域にもたらすことのできるようなしくみが確立され，

それが動き出したとき，協働の芽が生まれるのではないかと考えます。 

 

地域は，そこに生活があるかぎり存在します。 

まずは，自分に一番身近な地域から，無理なく，楽しく，得意なこと

を活かし，助け合い協力しあいながら，自己責任をもって，「住んでいて

よかった，これからもずっと住み続けていきたい」と思える地域づくり

を進めていきたいものです。 
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おわりに ～研究会を振りかえって～ 

 

各メンバーから寄せられた研究会を振り返った感想の中でも一番多かったのは、研究会

活動を通じて市・県・NPO などいろんな方と出会い、お互いの立場を尊重し、役割分担し、

そして何よりも意見交換ができたことが意義深かったというものでした。 

研究会に参加して、メンバーはいろいろな気づきを得ましたが、そのうちの２つを紹介

させていただきます。 

 

「地域に愛着を持つことが一番大切である」 

地域への愛着が地域づくりの原動力といえるのではないでしょうか。地域に骨を埋める

ほどの気持ちで地道に活動し、対話してこそ地域づくりが行われていくものであると感じ

ています。 

 

「地域づくりは、まず人づくりから」 

このことの重要性を改めて知りました。地域住民１人ひとりが，地域づくりを支える人

材です。その人材がその人の環境に応じながら楽しく地域づくり活動をしている，そんな

地域でありたいと思います 

 

最後に、この報告書が少しでも各地の地域づくりに役立つことが、メンバー全員の願い

です。 

                

  

                   「新しい時代の公」研究会 一同 
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＝ 用語説明 ＝ 
 
新しい時代の公 
  県民しあわせプランにおける「公共」のあり方の考え方。県民しあわせ 
  プランでは，１人ひとりができることから参加し，みんなで力を合わせ 
  て地域をより良くしていくことや，その実現に向けた活動のことを意味 
  する。 
 
コミュニティ活動 
  生活の場で起こる様々な課題を，そこに住む人々が，共に支えあい協力 
  しながら解決していく活動のこと。 
 
資金 
  事業の運営や特定の活動に必要な費用。 
 
住民自治 
  住民一人ひとりの意思と責任において，まちをつくること。 
   
説明責任 
  組織において，権限のある者が自分のしたことや，そのことで招いた結 

果について，合理的な説明を行う責務のこと。 
 
地域づくり委員会 
  名張市ゆめづくり地域予算制度における，地区ごとに住民主体の地域づ 
  くり活動を行う組織の名称。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



2005/11/18～25
特定非営利活動法人
　　コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」
　　　　　　　　　　http://www.hyouka.org/

名張市ゆめづくり地域予算制度

　　　　　聞き書きシート

地域づくり委員会編

ゆめづくり地域予算制度 聞き取り対象者：　地域づくり委員会代表・副代表

記入日時： 　：　　　　～　　　　　：月 日（　　　　）

担当者：



１．導入・経緯について　（地域づくりの歴史） （１0分）

（１）　平成15年度（導入）までの地域の状況について教えてください。 Ｈ

01ポイント：地域予算制度導入以前に、地域住民は地域づくりに関心をいだいて
いたか。

★導入以前に・・・
　　□　地域の特徴を把握していましたか　【強み・弱み】
　　□　地域で認識・共有されている課題はありましたか　【問題意識】
　　□　どのような地域にしたいか話し合いが行われていましたか　【ビジョン】
　　□　自発的に地域づくりを行う人や参加する人がいましたか　【人材・リーダー】
　　□　「地域づくりの組織」が存在しましたか　【組織化】

01 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



２．導入・経緯について　（導入過程） （１５分）

Ｈ（２）　ゆめづくり地域予算制度の導入が決定された際について教えてください。

02ポイント：地域予算制度導入時、地域住民はどの程度了解して制度を受け入
れたか。

★導入時の住民の関与
　　□　いつ地域予算制度のことを知りましたか。
　　□　検討過程に参加していましたか。
　　□　どのような形で説明を受けましたか。
　　□　導入前（平成14年度）に行われた説明は十分なものでしたか【理解度】

★制度導入を受けた住民側の対応
　　□　（市から説明を受け）地域内で話し合いが持たれましたか。　【住民の了解】
　　□　制度導入について、住民からどのような反応がありましたか。　【能動・受動】
　　□　交付金と今まで受けていた補助金との違い（継続や削減）を確認しましたか。
　　　　　Ex. どのような違いがありましたか。【メリット感・デメリット感】

02 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



３．導入・経緯について　（委員会立ち上げ） （１０分）

Ｈ（１）　地域づくり委員会の立ち上げの際について教えてください。

03ポイント：制度の具体的な施行で委員会が発足するにあたり、地域が果たした
役割と行政（市）の果たした役割はどのようであったか。

★地域における委員会の立ち上げ
　　□　どのように中心メンバーを集めました。
　　□　既存のグループ（企業・機関）と連携を取りましたか。　【連携】
　　□　委員会のメンバーはバランスがとれていましたか。　　【多様性】
　　　　　※名張・薦原のみ→　メンバーは設立時点から変わっていますか。　【参加意欲】

★委員会立ち上げの際の名張市の関わり
　　□　市から地区住民に説明がありましたか　【導入時の行政支援】
　　□　事業や組織の運営に関して、サポートを受けましたか　【導入時の行政支援】
　　　　　Ex. 導入時に必要と思えるサポートがあれば教えてください。

　　□　現在、受けているサポートがあれば教えてください。　　【行政の役割】
　　　　 Ex. 事業・人材育成（リーダー研修、講演会、説明会等）への関与など
　　　　 Ex. （今後）必要と思えるサポートがあれば教えてください。

03 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



４．地域づくり事業について　（地域計画） （５分）

（１）　平成14～15年度の地域づくり計画（事業計画）を決めていた時のことを教えてください。 Ｈ

0４ポイント：地域づくりのビジョンや計画の策定を住民合意のもとで進めたか。

★ビジョン・計画策定段階で・・・

　　□　地域がどのようになるといいか、地域（あるいは委員会メンバー間）で話し合い
　　　　 ましたか。　【地域のヴィジョン】

　　□　地域づくりのために、どのような事業が必要か諮りましたか。　【ニーズ】
　　□　地域づくり計画は地域で共有されていましたか。

★地域の特色を活かした取り組みがあれば教えていただく。

04 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



５．地域づくり事業について　（事業プロセス） （１０分）

Ｈ（２）　現在、どのように企画から実施まで進めているのか教えてください。

0５ポイント：予算確保～計画～実施～検証までのプロセスを確認し、それらが住
民に情報共有・合意がなされているか。

★現在・・・

　　□　事業について、年度ごとに意見聴取や検討を行っていますか？
　　□　予算について、委員会メンバー・地域の方に説明されていますか？
　　　　　　Ex. 予算配分に委員会メンバー・地域の方の声が反映されていますか？

　　□　事業実施の優先順位をつけていますか？
　　□　どのように決めていますか？　★手法（多数決、対話等）
　　□　作成された事業計画書・収支計画書は委員会内で共有されていますか？
　　　　　　Ex. 地域の方に公開されていますか？／一般にも公開されていますか？

　　□　実施はどのような役割分担で行っていますか？　★手法（任意・固定等）
　　□　委員会メンバー・地域の方に資金調達をする動きがありましたか？
　　□　事業の結果や成果などの検証を行っていますか？
　　　　　　Ex. 事業の検証を行う予定はありますか？　★方法

05 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



６．地域づくり事業について　（連携） （５分）

Ｈ（１）　他の事業（事業体）との連携について教えてください。

06ポイント：委員会独自で進めているか、または、他の事業体・ＮＰＯなどとも連
携して行っているか。

★事業企画～実施に関して・・・

　　□　自治会事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　伊賀地域を中心に活動するＮＰＯ事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　市事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　県事業との関係　★役割分担／連携・参加
　　□　その他

06 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



７．組織・人材について　（組織運営） （１５分）

Ｈ（１）　まちづくり委員会がどのように運営されているのか教えてください。

0７ポイント：組織運営にかかる負荷をどのように感じているか、また、どのような
方法で運営を行っているか。

★委員会の組織・機能
　　□　多様性（年齢、性別、職業、経歴等）
　　□　部会の種類・人数と任期、権限、役割分担
　　□　参加の方法　＊任意参加／参加のしやすさ
　　□　委員会・部会の頻度と実績

★事務を担う担当者の有無
　　□　事業の運営に専従の担当者（事務局など）を置いておられますか？
　　　　　　Ex. [専従職員がいる場合] 有償ですか？　★金額／拠出元
　　　　　　　 　[委員会内で役割を分担している場合] 無償ですか？　★どう感じているか

★財産管理の方法
　　□　共有財産（モノ・お金）の管理をどのように行っていますか？
　　□　管理は誰（どこ）が行っていますか？
　　□　棚卸し、役員の監査、監査委員の設置などの仕組みはありますか？
　　□　コストが大きく膨らむ（赤字になる）ことはないですか？　★手法
　　□　交付金以外にも地域づくりの資金源をお持ちですか？　★補助金・事業収入
　　□　トラブル（金銭、個人情報等）はありませんか？

★役員会の組織・機能　
　　□　多様性（年齢、性別、職業、経歴等）
　　□　役職の種類・人数と任期、権限、役割分担
　　□　選出の方法　★民主主義的決定
　　□　役員会の頻度と実績

07 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



８．組織・人材について　（役割分担） （５分）

Ｈ（１）組織内部（役員会、委員会、部会等）の役割分担について教えてください。

08ポイント：一部の委員のみに負荷がかかっていないか、情報は共有されている
か、地域における効率的、民主的な運営についての秘訣はあるか。

★まちづくり委員会内の役割分担

　　□　組織内部の情報共有　＊方法・工夫／情報公開
　　□　組織内部の議案検討と意志決定の方法　＊民主主義的プロセスの確保
　　　　　　Ex. メンバーが意見を言いやすいように工夫されていますか？
　　　　　　Ex. 対等な関係で意見を出し合い、話し合いができますか？

08 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



９．組織・人材について　（住民の参画） （１０分）

Ｈ（１）　地域住民の方の関わりについて教えてください。

09ポイント：地域住民の合意をもとに進めているか。後継者の育成をどのように
行っているか。

★まちづくり委員会内の役割分担

　　□　地域づくり委員会への参加者は増えていますか？　★要因
　　□　地域づくり委員会への参加以外に参加のカタチを提供していますか？
　　　　　　Ex. 役員会、委員会に住民の意見を取り入れる仕組みはありますか？
　　□　無関心な方へのアピールをどのようにされていますか？　★取り込みの工夫

★まちづくりのための人材の確保や育成
　　□　地域づくりに参画する人材の発掘や育成をどのように考えていますか？

09 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１０．導入の結果について　（事業の成果） （５分）

Ｈ（１）　地域予算制度の実施によって、地域に何か変化があったか教えてください。

10ポイント：地域づくり委員会と地域予算制度の成果（2年経過時点での）は何か。

成果への意識はあるか。

★地域づくり委員会としての成果

　　□　地域づくりは委員全員・地域住民の方全員に浸透しましたか？　【周知】
　　□　最初に見込んだ（予算に見合う）だけの成果がありましたか？
　　□　今までの補助金と違い（いいこと）はありましたか？
　　□　地域にとってこれからあるべき姿は見えてきましたか？ 【新しい地域の創造】

★地域へのインパクト

　　□　地域住民の方の地域づくりの意欲（自主性・自立性）が高まってきましたか？
　　□　新たな活動を始めた人、新たな地域リーダーが生まれましたか？

★継続
　　□　継続の秘訣を教えてください。

10 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１１．導入の結果について　（事業の課題） （５分）

Ｈ（１）　地域予算制度を行っていく上でどのような課題があったか教えてください。
　　　　　 Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣

11
ポイント：住民による地域づくりにおける課題とは何か。

★地域での住民間の合意形成に関する課題

　　□　委員間で意見が対立するようなことがありましたか？
　　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣

　　□　地域の住民間で意見が対立するようなことがありましたか？
　　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣

11 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１２．今後について （５分）

Ｈ（１）　今後、住民主体（地域づくり委員会）で事業を実施していく上で、必要と思う行政の
　　　　サポートはありますか？　【行政の支援】

12
ポイント：今後の地域づくりの継続の見通しと行政に期待すること。

★新しい時代の公

　　□　今後、住民主体で行われる地域づくりにおいて、行政（市／県）・住民が担う
　　　　　役割にはどのようなものがあると思いますか？

★代表者の満足度

　　□　ご自身（代表・副代表）は、事業に関わってどういういいことがありましたか？

　　□　やってよかったと思いますか？

12 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



 



2005/11/22
特定非営利活動法人
　　コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」
　　　　　　　　　　http://www.hyouka.org/

名張市ゆめづくり地域予算制度

　　　　　聞き書きシート

名張市編

ゆめづくり地域予算制度 聞き取り対象者：　名張市まちづくり支援室

記入日時： 　：　　　　～　　　　　：月 日（　　　　）

担当者：



１．導入・経緯について　（地域づくりの歴史） （１0分）

（１）　平成15年度（導入）までの名張市の状況を教えてください。 Ｈ

01地域予算制度導入以前に、地域住民は地域づくりに関心をいだいていたか。

★導入以前に・・・

　ａ．名張市の特徴について教えてください。【強み・弱み】
　ｂ．名張市で認識・共有されている地域課題がありましたか？【問題意識】
　ｃ．どのような地域づくりをしていくか、住民と話し合いが行われていましたか？【ビジョン共有】
　ｄ．各地域で自発的に地域づくりを行う人や参加する人がいましたか？【人材】
　ｅ．導入以前、地域が策定したマスタープランは進んでいましたか？【組織化】

01 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



２．導入・経緯について　（導入過程） （２０分）

Ｈ（２）　ゆめづくり地域予算制度の導入が決定された際のことを教えてください

02導入時点で行政が気をつけるべきポイントとはどのようなものか？ 。

★導入時の住民の関与

　　ａ．どのような経緯から地域予算制度が導入されることになりましたか？
　　ｂ．検討過程に地域住民の意見聴取や参加を求めましたか？
　　ｃ．地域住民にどのような形で説明を行いましたか？（項目など）

★制度制定における行政の対応

　　ａ．区割りで、どのような配慮を行われましたか？
　　ｂ．今まで地域に配分されていた補助金との整理をどのように整理しましたか？
　　　　Ex. 今までの補助金を包括して交付金にしたものか。　★違い、算出方法

　　ｃ．制度導入時点で、地域づくり委員会と協定や協約などを結ばれましたか？
　　ｄ．市と各地区、または行政と住民で、役割分担を話し合われましたか？
　　ｅ．既存団体との整理・住み分けをどのように図られましたか？

02 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



３．導入・経緯について　（委員会立ち上げ） （１０分）

Ｈ（１）　地域づくり委員会の立ち上げの際の地域の反応や行政の対応を教えてください

03制度の具体的な施行で委員会が発足するにあたり、地域が果たした役割と行
政（市）の果たした役割はどのようであったか。

★制度導入時における住民のモチベーション

　　ａ．導入が決定した時点での地域住民の反応はいかがでしたか？
　　ｂ．どのように地域づくりへのモチベーションを高めましたか？
　　ｃ．地区の既存のグループと連携を取って進められましたか？

★委員会立ち上げの際の名張市の関わり

　　ａ．市から地区住民にどのように説明をしましたか？【導入時の行政支援】
　　ｂ．事業や組織の運営に関して、サポートをされましたか？【導入時の行政支援】
　　　　　Ex. 導入時に必要と思えるサポートがあれば教えてください。

03 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



４．導入・経緯について　（他地域への助言） （５分）

Ｈ（１）　他地域でも本制度は導入可能だとお考えになりますか？

04今後導入をはかる他地域・行政が気をつけること

★他地域への助言

　　ａ．本制度は、名張市の地域性によるものとお考えですか？

★今後導入する地域へのアドバイスをお願いします。

04 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



５．地域づくり事業について　（地域計画） （５分）

（１）　平成14～15年度の各地域での地域づくり計画（事業計画）策定の状況について
　　　　教えてください

Ｈ

05
各地区が策定した事業計画は、名張市が想定していたものであったか？
危惧されたことは何か？

05 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



６．地域づくり事業について　（事業プロセス） （１０分）

Ｈ（２）　現在の地域づくり委員会の事業の実施状況について、どのようにお考えですか？

06事業の実施状況について、行政としてどのように見ているか。

★実施状況

　　ａ．事業

　　ｂ．組織運営
　　ｃ．地域の特色や地域力の違い
　　ｄ．各地区の連携／地域住民の参画
　　ｅ．他事業との連携
　　　　　・自治会事業との関係
　　　　　・伊賀地域を中心に活動するＮＰＯ事業との関係
　　　　　・市事業との関係
　　　　　・県事業との関係
　　ｆ．その他

★注目している地域や取り組みがあれば教えてください。

06 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



７．地域づくり事業について　（行政サポート） （１０分）

Ｈ（１）　現在、実施されているサポートがあれば教えてください。

07住民主体での地域づくりが軌道に乗るまで（中間時点）、行政が行うべきサポー
トとは何か。

★事業企画～実施に関して・・・

　　ａ．事業へのサポート（人材派遣、財産管理、交付金以外の予算付け等）
　　ｂ．人材育成（リーダー研修、講演会、説明会等）への関与
　　ｃ．現在、導入時からサポートは減っていますか？

★（今後）必要と考えているサポートがあれば教えてください。

07 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



８．組織・人材について　（組織運営） （１０分）

Ｈ（１）　組織運営の仕組みについては地域独自のものですか？

08各地域の組織運営を行政としてどのように見て、対応しているか。

★委員会の組織・機能

　　ａ．１４地区での運営スタッフの状況（有償／無償）
　　ｂ．共有財産（モノ・お金）の管理の仕組み
　　ｃ．役員会
　　ｄ．委員会
　　ｅ．地域住民の関わり方／参画の状況
　　ｆ．トラブル・課題

★地域づくりに参画する人材の発掘や育成をどのように考えていますか？

08 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



９．導入の結果について　（事業の成果） （１０分）

Ｈ（１）地域予算制度の実施によって、地域に変化がありましたか？

09制度を導入した立場として、結果・成果をどのように見ているか。
交付金事業の成果（2年経過時点での）は何か。

★地域の変化

　　ａ．地域づくりは名張市全体・全員に浸透しましたか？
　　ｂ．地域住民の方の地域づくりの意欲（自主性・自立性）が高まってきましたか？
　　ｃ．新たな活動を始めた人、新たな地域リーダーが出てきましたか？
　　ｄ．今までの補助金と違うという感触はありますか？
　　ｅ．住民の力についてどのようにお考えですか？
　　ｆ．最初に見込んだ（予算に見合う）成果がありましたか？

★（行政から見て）公平・公正なサービスが提供されていると感じますか？

★地域づくり継続の秘訣を教えてください。　★継続

09 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１０．導入の結果について　（課題） （１０分）

Ｈ（１）　地域予算制度を行っていく上でどのような課題が見えてきましたか？
　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣 　　　

10
住民による地域づくりにおける課題とは何か。

★地域での住民間の合意形成に関する課題

　　ａ．　地域の住民間で意見が対立するようなことがありましたか？
　　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　★市の関与／秘訣

★市の関与・秘訣

　　ａ．地域づくり委員会内や住民との意見対立に介入するようなことがありましたか？
　　　　　Ex. どのように解決されましたか？　

10 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１１．今後について　（今後のヴィジョン） （１０分）

Ｈ（１）　地域予算制度は今後も続けていかれますか？

11
民の領域を広げていくようなビジョンがあるか。【制度の限界等】

★今後の予定

　　ａ．民の領域を広げていくようなビジョンがありますか？
　　ｂ．どういうステップをお考えですか？
　　ｃ．今後想定される取り組みの温度差など、調整についてお考えでしょうか？
　　ｄ．地域間格差が生じた場合、どこまで許容範囲であるかあらかじめ決めて
　　　　ありますか？

　　ｅ．今後生じそうな課題について
　　　　　　Ｅｘ．住民組織による地区の合併や区分の再編など

★行政の支援
　　ａ．今後、住民主体（地域づくり委員会）で事業を実施していく上で、
　　　　必要と考えられる行政側のサポートはありますか？

11 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.



１２．県の役割について　（役割分担） （１０分）

Ｈ（１）　今後、住民主体で地域づくり事業を実施していく上で、必要と思う県のサポート
　　　　はありますか？ 【県の支援】

12
今後の地域づくりの継続の見通しと県に期待すること。

★新しい時代の公

　　ａ．今後、住民主体で行われる地域づくりにおいて、市・県・住民がそれぞれ担う
　　　　べき役割とはどのようなものであるとお考えですか？【新しい時代の公】

12 コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」　Ａｌｌ　rightｓ　reserved.































































「新しい時代の公」研究会　活動経過

日　　付 会　場 名　称　等 議　題　等 出席者

H17.8.3 県鈴鹿庁舎
第１回
新しい時代の公研究会

１　挨拶
２　自己紹介
３　進め方

・鈴鹿市助役
・県民局長
・研究会メンバー

H17.9.16 鈴鹿市役所
第２回
新しい時代の公研究会

１　研究会のテーマ選定とその理由
２　名張市ゆめづくり地域予算制度概要説明
　　及び鈴鹿市の現状
３　テーマに対する課題の抽出の例
４　課題に対する目標と対策についての方法
５　ベンチマークを実施する代表者の選定
６　今後の計画

・研究会メンバー

H17.9.28
第１回
作業部会（名張市調査）

１　作業部会設立
２　進め方検討
３　成果物イメージ共有

H17.10.7
第２回
作業部会（名張市調査）

１　調査目的・成果確認
２　調査地の選定
３　調査の進め方

H17.10.14
第３回
作業部会（名張市調査）

１　名張市への調査打診の結果報告
２　調査項目の検討

H17.10.20
第４回
作業部会（名張市調査）

１　調査計画（案）策定
２　調査項目の精査

H17.10.28 県鈴鹿庁舎
第３回
新しい時代の公研究会

１　ベンチマーキング　ヒアリング質問項目
　（案）の検討
２　ベンチマーキング　ヒアリング先の選定
３　ベンチマーキング　ヒアリング班の編成
４　ベンチマーク実施の注意事項等

・研究会メンバー
・評価みえ

H17.11.18 調査実施 名張地区

H17.11.21 調査実施 百合が丘地区・薦原地区

H17.11.22 調査実施 名張市

H17.11.25 調査実施 つつじが丘地区

H17.11.28 鈴鹿市役所
第４回
新しい時代の公研究会

１　名張市各地区ベンチマーク　情報共有
２　今後の研究会進め方およびとりまとめ

・研究会メンバー
・評価みえ

H17.12.26 県鈴鹿庁舎
第５回
新しい時代の公研究会

１　名張市ベンチマーキング報告書（案）
　　の検討
２　研究会　報告書作成

・研究会メンバー
・評価みえ

H18.1.16 鈴鹿市役所
第１回
作業部会（研究会報告書）

１　報告書の進め方確認
２　報告書作成のスケジュール
３　報告書の現在状況の発表と共通課題の
　検討
４　報告書執筆の方向性

・研究会メンバー
・評価みえ

H18.1.25 鈴鹿市役所
第６回
新しい時代の公研究会

・報告書　執筆の方向性について ・研究会メンバー

H18.2.3 鈴鹿市役所
第２回
作業部会（研究会報告書）

・報告書の構成について
・研究会メンバー
・評価みえ

H18.2.10 鈴鹿市役所
第７回
新しい時代の公研究会

１　研究会としての考察
２　研究会としてのまとめ

・研究会メンバー
・評価みえ

県鈴鹿庁舎
・研究会メンバー
・評価みえ

調査地区内
公民館及び
名張市役所

・研究会メンバー
・評価みえ



「新しい時代の公」研究会　メンバー名簿

職　名 氏　　名

企画課 政策企画G 主幹兼GL 鈴木　謙治

地域課 市民活動G 副主幹 高崎　知奈美

防災安全課 防災G 副主幹 船入　公孝

生涯学習課 生涯学習G 副主幹 梅本　秀明

スポーツ課 管理G 主幹兼GL 白塚山　隆彦

企画調整部鈴鹿総務室 主幹 伊庭　徳和

鈴鹿保健福祉部保健衛生室 衛生指導G 主査 水野　正宏

鈴鹿建設部用地調整室 主事 東川　祐樹

農政商工部農政・普及室 農政G 主査 牧田　充弘

企画調整部地域計画・防災室 企画調整G 主査 竹尾　和彦

企画調整部地域計画・防災室 企画調整G 主事 大久保　裕香

事務局長 亀山　裕美子

所　　属　　等　　名

アドバイザー

特定非営利活動法人コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」

北
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