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第１回 自治基本条例推進委員会議事録 

 

日 時：平成２６年１１月５日（水） １３：３０～１５：００ 

場 所：役場４階４０３会議室 

出席者：自治基本条例推進委員会委員（８名） 

大森委員，黒羽根委員，照沼委員，上塚委員（松浦委員代理），鈴木委員，岩田委

員，山田委員，川崎委員 

村民生活部 菅野部長，自治推進課 澤畑課長，菊池課長補佐，石井係長，大森（記

録） 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 菅野部長：前回まちづくりフォーラムで顔合わせしたメンバーに，そのまま自治基本条

例推進委員会となってもらった。協働の指針案がこれで良いのか，変えたほうが良いの

か活発な意見を出してもらい，参考にさせてもらえればと思う。この内容を次回の策定

委員会に戻し，さらに協働の指針案の内容をつめたい。本日はよろしくお願いしたい。 

  

 澤畑課長：資料にある東海村自治基本条例推進委員会の規則の第３条に基づき，委員を

任命している。手元にある東海村自治基本条例推進委員の名簿順に自己紹介をお願いし

たい。 

 

３ 自己紹介 

黒羽根委員：自治会連合会会長。自治基本条例の制定にも関わりを持った。 

照沼委員：商工業代表。商工会も後継者などの様々な問題に直面している。このような

場で少しでも意見を言える事に感謝する。 

上塚委員：ＪＡＥＡの松浦理事が多忙のため代理として出席。東海村には事業が様々あ

るが，原子力事業が一番大きい組織であるため呼ばれたのかと思う。事業者の立場も踏

まえて発言できればと思う。 

鈴木委員：議会議長。一度は断ったが議会の代表として出ている。 

山田委員：東海村長。このような委員会に村長自ら出席するのはなかなか珍しい。自治

基本条例では村長も当然役割を持っているため，一人のメンバーとして発言したい。 

川崎委員：東海村教育長。持続可能なまちづくりという視点でどのように子供たちを育

てていければ良いのか，意見を貰いながら学校教育でも生かしていきたい。 

岩田委員：農業委員会会長。知っている通り農業関係は大変厳しい。協働のまちづくり
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のなかで農業がどのような位置づけなのか非常に関心がある。このような会議を楽しみ

にしている。 

大森委員：２０００年に東京大学を定年になり，５年間千葉大学に勤め，２００５年に

千葉大学を定年退職したため，現在は無職。元々行政学や地方自治の勉強をしていたた

め，色々な自治体との付き合いがある。東海村の将来に関わるような大事な検討会と聞

いているので微力ながら手伝いをしていきたいと思う。 

 

４ 役員選出 

委員長は大森彌委員，副委員長には照沼政直委員が選出された。 

 

５ 協議事項 

澤畑課長：情報開示のため，村の公式ＨＰにこの会議の議事録や写真の掲載を行う。

ご了承願いたい。 

大森委員長：この協働の指針案は協働の指針策定委員会からあがってきたものである。

事務局から協働の指針案の説明を聞いた後に，自由に意見をもらい，その意見を協働の

指針策定委員に戻したいと思う。では，事務局からの説明をお願いしたい。 

菊池課長補佐：私からは，これまでの経過とこれからのスケジュールについて説明を行

う。部長の話にもあったが，７月２０日(日)に開催された『協働のまちづくりフォーラ

ム』において自治基本条例の推進委員会をたちあげること，並びに協働の指針の意見を

もらうことが決定した。最終的には協働という村民主体のまちづくりを行うことも確認

されており，本日は自治基本条例の３１条に基づいて設置された推進委員会の第１回目

会議である。事前に配布した東海村協働の指針案については，策定委員会を別に組織し，

各界の方や公募も含めて１０名ほどの委員を集め，９月２９日(月)と１０月２０日(月)

に行った２回の会議で形にしたものである。１回目は協働とは何かという議論になり，

２回目は協働の指針のたたき台を示し，指針のボリュームを減らすことや内容の分かり

やすさ，協働はみんなで行うことなので私たちという語り口の方が良いではないか，と

いった意見が出された。そこから少し直したものを今回の会議で協働の指針案として示

している。今後の予定としては，策定委員会にも直した協働の指針案を送付しているの

で，本日の会議で出た意見と策定委員の意見を合わせて，協働の指針の内容を改定して

から，１１月１７日（月）に開催される第３回目の協働の指針策定委員会に示す。まと

めたものを大森先生にも見てもらい，庁内会議などの手続きを行いながら，年度内に協

働の指針の完成を目指したい。以上が経緯である。 

石井係長：続いて実際に本日配っている協働の指針案の説明を簡単に行いたい。この協

働の指針の案はシンプルに削りながら作成している。表題は四つ入れており，一つ目は

協働とは何か。二つ目に協働を推進するにあたってすすめたい考え方を整理している。

三つ目に協働の指針に向けて村が行う取り組みとして，具体的な内容を整理している。
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四つ目の資料編は今回の指針に関わる資料だが，協働が求められる理由，歩み，事例な

どを載せている。他の市町村等での協働の指針では，協働の説明が導入部分にあるが，

策定委員会からの意見もあり，協働が求められる理由を参考資料として整理している。

Ｐ．１では，協働の指針，協働のまちづくりを取り組むにあたっての考え方を簡単に書

いている。Ｐ．１の下には東海村自治基本条例の第３条（９）で「まちづくりのために，

村民と村とが情報を共有し，それぞれの役割を担いながら対等の立場で協力し，共に考

え行動すること」と定義がされているため，実際にどういったことなのかと指針策定委

員会でも意見があった。そのため，Ｐ．２には作成中ではあるが，２つの大きな意義を

入れた上で協働の事例を入れるという構成にしている。説明が前後しているが，『地域の

課題解決を図ることができ，地域の活性化につながる』，『村民主体のまちづくりにつな

がる』の２つを協働の大きな意義としている。Ｐ．３では協働の主体と期待される役割

ということで，行政視点ではあるが，事業者や村民などの協働の主体へ期待される役割

や効果を想定して整理している。Ｐ．４では協働推進の基本的な考え方として，従来で

は自助・共助・公助だったが，今回はその２つ目に互助を入れている。ここは協働の指

針策定委員会でも説明したが，自助や互助の役割をがどこまででどのように担うのかが

分かりにくく，それすらも行政側の視点ではないかという意見も出ていたため，事例を

入れたい。Ｐ．５では協働を進めるにあたってのルールが必要だということで，７つの

原則を元にルールを作成した。最初は情報公開を行い，村民と行政が互いに情報交換を

行い，相互理解して目的を共有することから始まる。その上で互いの自主性・自立性を

尊重し，対等な立場で役割分担を行ったうえで事業が実施できる。それが協働のまちづ

くりの事業であり，事業の実績については互いに評価しあい，その評価を次の協働の事

業に活用していくことが必要である，と書いてある。Ｐ．６では実際に村として，行政

としての具体的な活動を載せている。今回私のほうで参考として，プロセスとしての協

働の考え方を入れさせてもらった。まずは行政として協働にどのように取り組むべきか

を整理している。基本的にはＰ．５にある協働のルールに則り作成した。現在は地域の

課題を出して事業を実施している段階だと考えていたが，その前の情報共有や相互理解

が本当にできているのかも考えている。実際に情報を提供し，情報共有をしたうえで，

出された地域の課題を基に住民や事業所やその他の団体と話し合いをし，役割分担を行

い，実行したことを評価し，また話し合いや事業実施に戻る。そのような基本的な取り

組みが生かせると良い。行政と住民が一緒に考える姿勢や地域課題の解決だけではなく，

どのようにすすめるかのプロセスも大事であり，エンパワーメント支援として住民に力

をつけさせるための支援も進めていったらどうかと協働に必要な行政側の視点を入れた。

次のページは資料編だが，Ｐ．８の協働が求められる理由は仮としている。策定委員会

からもこれについては行政視点になっているなどの多くの意見をもらった。仮決定の部

分もあるが，例えば人口減少について書かれているが東海村の人口は微増しており，東

海村だからこそ協働が求められているという理由でまとめてもらいたいと一番多く委員
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から意見をもらった。協働が必要な理由を整理した文を四角で囲っているが，この文に

ある「東海村を育てる」は策定委員会でキーワードとなったもの。また，ここには書い

ていないが，村を愛する心である「村愛心」，するを合わせることで「仕合せ（幸せ）」

というキーワードももらっている。Ｐ．９では今まで村が行ってきた村民参画の取り組

みの歩みを載せている。最後のＰ．１２では，東海村がどのようなことを目指していく

のか分かりにくいため，先進的な事例を載せたいと考えている。例えば，宮城県大崎市

では「市民と行政が話しあうまちづくり」という取り組みを行っており，地区毎に拠点

を持って，住民が自主的に話し合える会議の仕組みをつくりあげている。以上が案の説

明である。協働の指針は協働のまちづくりの一番最初の手引きとして使い，自治基本条

例に基づく協働のまちづくりを進めていきたい。説明は以上である。 

大森委員長：既に資料は一読してもらっているかと思う。私達としてもとりまとめるの

ではなく策定委員会に伝えるということなので，自由に発言してもらいたい。 

黒羽根委員：協働の指針案では手引き，基本編とサブタイトルに書いてあるが，具体的

な応用編はどのように検討するのか。 

大森委員長：応用編はでるのか。 

石井係長：例えば，協働で期待される役割や成果を協働の指針案に入れているが，それ

についての具体的な部分をこの時間では決められない。実際にそれぞれの団体がこれか

らどのように取り組んでいくのか，話し合いをして決めるべきだと考えている。今回ま

とめたのは協働に関する歩き出し，一番最初の段階として基本編とつけた。そのため必

ずしも応用編があるという訳ではない。基本的事項という意味でこのタイトルをつけた。 

大森委員長：それでは基本編はやめたほうがよい。基本編と書くと応用編があると思う。

指針のため実際は協働推進の考え方と進め方なのではないのか。手引きも応用編があり

そうなので，進め方のほうが分かりやすい。 

川崎委員：先ほど石井係長から，協働が求められる理由を前段に入れないという話があ

た。財源不足や世界情勢などにより，これまでと同様にはできないことが出てきた。こ

れまでの公共から新たな公共に変わるからこそ，協働のまちづくりが必要なのだと，短

くても前段に入れるべきなのではないか。そのことを策定委員はどのように考えている

のか。あるいは事務局でどのように説明したのか。 

照沼委員：事務局に求めるのではなく，ある意味で事務局は皆の意見をまとめていると

思う。そのようにしないと協働というものは生まれない。東海は恵まれていることに皆

が気づくことが大事かと思う。福祉や教育関係も素晴らしく，私達商工業も含めて色々

な意味で東海村は恵まれた環境にある。それが時代が変わり，今後環境が厳しくなって

いくのだからみんなで協働を行おうということではないか。今までの誰が何を言った等

の提案や意見を批判と受け止められた時代から，みんなで提案して一人ひとりが一つひ

とつ何かを行い協働となる時代に変わっていくではないかと思う。 

大森委員長：照沼さんの話はＰ．８の村民主体のまちづくりの再考にあたり，重要な指
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摘である。この文章のままでよいかは別だが，村民主体のまちづくりの再考まで資料編

に落とさずに指針へ載せた方がよい。 

川崎委員：やらされるという意識が強いため，必要性を出すためにも前段に入れたほう

がよい。 

照沼委員：そのような投げ掛けを行い，それに対して皆がどう反応するかということが

必要ではないか。 

川崎委員：東海村の保護者は成熟している文化人や知識人が多いが，社会貢献への立場

に関しては何故わたしたちがやらなくてはいけないのかという意識が強い。東海村には

研究者が多くいるのに学校は何故それを利用しないのか，向こうから出てくるべきだ，

という発想を持っている。そのような人たちに新たな公共空間をつくっていこうという

呼びかけが必要ではないか。 

大森委員長：そのほうが分かりやすくなるのではないかという意見。素朴な疑問だが，

どうして村づくりではなくまちづくりなのか。東海村は確かにまちのような面も持って

いるが，村として村を愛する心も必要ではないか。まちづくりという一般的な表現を使

うのか。 

山田委員：基本条例をつくる時もそのことはあまり気にしていなかった。 

大森委員長：まちづくりの概念は元々市街地の「街」という漢字から，市町村の「町」

となり，今はそれがひらがなの「まち」となった。昔のようなハード面の街づくりでは

なく，もっと人々が活動できるような場という意味での「まち」。基本的に「まち」とは

都会，「村」は農村などの地域を指している。東海村の特色を表すときに一般的な「まち

づくり」とは違うほうが東海村らしいのではないか。 

照沼委員：村外から来た人には東海村は村ではないと言われる。 

岩田委員：東海村では福祉や教育など色々と実施しているが，農業は日の目を見ない。

このまま東海村に若い人が入ってくるとまちは発展するが，ある面ではマイナス面が増

えている。昭和４６年に家を建てる土地と調整区域の線引きしたが，結局土地の規制緩

和で農地にも家が建つようになった。その一方でこれから消えていくという自治体もあ

る。そのような反面，これからも農地に家を建てる人が増えてくる。ある部分で線引き

しないと４本柱の農業がますます衰退してしまう。農業は環境も景観も守る。東海村の

農業は７０歳から７９歳が中心になって活動している。環境を守るためにも是非そのよ

うなことを加味してもらいたい。 

大森委員長：今は農業用地の規制をはずす方向で動いている。国は市町村に土地利用を

委ねているため，市町村側で土地利用計画をきちんと持っていれば，農地の衰退は防げ

ることである。今後どのように考えていくのか。今後これがどのように協働に結びつく

のか。 

山田委員：ハード面も含めて土地利用は，まずルール作りだと言っている。現行の法制

度の中で難しいところもあるがやろうとはしている。農業は多面的な面はあるが，商工



H２６.１１.７ 自治推進課作成 

 

 

6 

 

業と農業は産業政策の一環としているため，教育や福祉のようにほとんど全ての住民が

関わる分野としては異質だった。それが環境を守るなどのまちづくりの基盤として変わ

ってくれば，農業に対するあり方も変わってくる。ベースとなる土地利用を考え，様々

な視点で政策を行う必要がある。これから転換をしなくてはならない。 

岩田委員：現在の日本は大学を出ても就職難である。その受け皿として農業が生かせる

のではないか。そのような環境を保って受け皿を作って欲しい。 

大森委員長：大きく捉えると日本は２００８年に人口が爆発的に増えた。それによって

農業や漁業などの第１次産業から第２次産業へと人口が動き，そこから第３次産業が発

展した。２００８年をピークに今度は人口が減り始めた。諸外国は第３次産業が発達す

る時は第２次産業から人が動くが，日本では第３次産業が動くときは相変わらず第１次

産業も動く。これは異常なこと。人口が減り始めると何が起こるのかというと，都市に

集中していた人達が地方に帰ることになる。それはどこの国でも必ず起こる。大都市が

生活環境に良くないということが分かり始めて，故郷に帰ろうという動きがではじめて

いる。このまま人口が減っていくと何が起こるか。国は人口減少を食い止めたいと言っ

ているが，東京は学校も会社も偏在しすぎた。都市から地方に帰ってきた時，都市とは

違う生活の中に戻ってくる人たちがいる。東海村がそれに適応することが重要であり，

大きな転換となる。もうしばらくは地方に働く場所がないため，東京に人口が集中する

が，いざ地方に戻ってきた時にその人達の受け皿がないと問題となる。その時に農地が

ないと困る。 

岩田委員：２０１１年に地球の人口が７０億を超え，２０５０年には９０億に達すると

予想されている。それでは残りの２０億の食料を誰がつくるのかという問題がある。韓

国はあまり農地がないため，農地確保をしている。 

大森委員長：日本はこの１００年間で急激に人口が増えた。そのまま増え続けると２１

００年には日本の人口が３億７千万になるという予想があったが，そんなに人口が多く

ては食料が不足してしまう。人口が減ったのは天の配剤だが，急激に人口が減るのも困

る。うんと人口が減ると２１００年には日本の人口が５千万をきってしまう。これはこ

れで立ち行かない。ゆっくりと適応できるよう汲み取りながら人口減少に対応していく

ために，地域がどう取り組んでいくのかが課題である。 

川崎委員：大森委員長からグローバルな話がでたが，このまま協働の指針の理解啓発を

していくにあたり，役場の職員や村民などの対象者が社会貢献してみようというきっか

けづくりにしなくてはならない。７月２０日（日）に行った『協働のまちづくりフォー

ラム』では多くの意見をもらった。将来を見据えた形で東海村をどのようにつくってい

くのか。協働のまちづくりフォーラムのようなものを継続して行い，住民に聞いてもら

わなくては理解啓発が難しいのではないか。 

黒羽根委員：行政も住民も意識の改革をしなくてはならない。何故協働が必要なのか理

解し，少子化対策など総合的な事もあるが，まずはこのようなことをやらないと東海村
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の将来はまずい，といった意識の改革が必要である。 

照沼委員：農業は基盤で大切なことだが，予算などの関係で商工業者から見ればうらや

ましい。シャッター通りなどを見るとまちの元気がなくなっているのが分かる。商業は

ある程度地域の経済が元気でなくては衰退してしまう。そのような意味で東海村は原子

力関係など商工業も行政も含めて経済的に恵まれてきた。今は原子力問題ばかりでなく

とも，経済が変わってきている。ほとんどの本社が東京という一極集中型であり，地方

はますます疲弊している。商工業者ももう少し意識を変えていかなくてはならない。売

る時代から買ってもらっているという時代になっている。現在の商工業社は５人以下の

零細が多く，辞めたら国民年金なのがこの人達の将来に関わる大きな問題となっている。

商工会の会長として商工業者達に意識の変化を投げかけている。商店は変わってきてお

り，問題は非常に多い。農業も商工業も地産地消が理想である。 

大森委員長：それぞれの地域が違うことを前提にどうすればよいのか，一辺倒ではなく

考えなくてはいけない。協働のほうで何か意見をお願いしたい。 

岩田委員：東海村の人口は増えたが，新しく村に入った人は自治会に入らない。協働の

まちづくりはこの問題をどう解決するのか。駅前の集合住宅の７，８割は自治会に入っ

ていないのではないか。そのような状況で協働は難しい。災害が起きた時，旧住民達が

耐えていることでもそのような人達が真っ先に災害本部に助けを求める。この協働の指

針案の文章はすばらしいが，自治会に７，８割の村民が入らないと協働は行えないので

はないか。 

大森委員長：自治会が何を行うのかという問題がある。従来のままで自治会に入れと言

っても入りにくい。自治会に入らない人側と自治会側の両方を考えないとこの問題は解

決しない。これは重要な問題。 

鈴木委員：情報の共有としても行政が先のため，行政指導できてしまった面がある。例

えば３５歳くらいの人で貸家に住んでいる人は多分自治会に入らない。自治会に入った

ことによるプラスではなく，マイナスが表に出てしまう。会議や組織など若い人から見

るとボランティアではなく強制労働である。行政が自治会と協働だというのであれば，

行政が１８０度なかから変えないといけない。協働で情報共有といっても，それならば

今まで情報共有していなかったのかということになる。協働として住民と１対１で向き

合うのならば，行政が必要な情報をきちんと流さなくてはならない。行政が協働でやっ

ていくのならば組織自体を大幅に住民目線に戻さなくてはならない。自治会長が加入促

進運動はしているが，自治会に入るメリットは必要である。行政が協働を行うためにこ

のように動き出すということをある程度考えないと難しい。 

大森委員長：鈴木委員が言っていることと関連しているが，全体としてこの協働の指針

案の内容は分かりにくい。その理由は，村がもとから住民に対して仕事をしているため

である。村の仕事を行うためには住民の理解や意見が必要であり，それは役場の仕事と

して当然のことであるため協働ではない。それらを明確にすることがまず一点。協働は
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何のためにやるか。まちづくりとは何なのか。指針案のＰ．１に「私たちは，だれもが，

東海村が安全で安心して住みよい魅力あふれるまちにしたいと願っている」と書いてあ

るが，これがまちづくりのイメージである。東海村に住む人達が安全で安心して住みよ

い魅力あふれるまちにしていくことを目的としているなど，どこかで簡潔な定義が必要

である。そのような定義があればそのための仕事が出てくる。そのようなまちを作ると

きに役場がどんなに頑張ってもできない点がある。そこに住む住民達ができることをや

らない限りまちづくりは完成しない。そのように言うべきである。まちづくりを完成さ

せるために，どのような方法を取るのかというと，それが協働である。全国を見ている

と協働にはいくつかの形態があり，まずは町内会を含めた住民同士の形態がある。これ

は原則として行政は関与しない。住民同士がやりたいことをやり，住民同士が協働しあ

って必要な金も自分たちで出す。それが地域の自治に通じ，住民同士も協働を推進する。

しかしこれは行政で強制できることではない。役場は下支えであり，行政はあくまで注

意深く住民同士の協働を見ているだけとなる。場合によっては行政からの支援もあるだ

ろうが，主体はあくまでも地域側にある。したがって地域が自分たちでどのような課題

があり，どうすれば良いのか考える，その仕組みを作りだすことが協働である。その点

で言えば，そのような試みで役場と住民が協働することはない。しかし，この新しい条

例が目指しているのは，村と住民がなんらかの形で協働の事業を作り，それをお互いに

遂行し，お互いに責任を取るような新しい試みである。ここが難しい。どのようなこと

が協働事業か住民は課題については分かるが，自分たちはここまでやることができるし，

やることが楽しいし，やることに意義があると，地域住民を巻き込めるようなやり方を

どうすれば良いのか。役場と住民で協働を行う場合，住民側に協働の主体が形成されて

いなければ，誰を相手にして仕事をすれば良いのか分からないため協働ができない。全

国では，将来どのような事柄が想定できるかというイメージがないため，簡単に乗り出

せず，役場と民間で協働事業をしている事例はまだ少ない。私の観点としては，先ほど

の新住民の問題も含め，住民同士の協働が促進できるように役場はどのようなことなら

ば支援ができるのか。変えるのではなく，命令でもない。全体を整える段階がまずあっ

て，そのうえでこのような事業については役場と一緒に行うといった話になる。協働は

どのような行動原理になるかというと，協議となる。指示や命令を出すわけではない。

協議でお互いに事業を決定した場合は，全員で責任を負うことになる。協働では片一方

の責任にはならない。協議が前面に出るやり方をとると協働の指針案には書いてある。

全ての協働の行動原則が協議となる。どうしてそうなるのかというと上下関係ではない

ため，協議を行う必要がある。辛抱強く何が問題なのかをみんなが考えていけば情報は

共有され，町全体の一体感が作られる。そのようなことを明確に協働の指針案に書いて

もらえると分かりやすい。色々書いてあるため，この文章のままでは中身がすっと通ら

ない。全部指針案を直せとはいわないが，まちづくりはこういうことで役場だけではで

きない，どこかで住民と行政の関係をつくり，まずは住民同士協働するようなまちづく
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りをし，それに役場はどう関わるかを書いてもらいたい。なぜ協働に乗り出すのかは時

代が変わっているため，新しいことに乗り出したいのだとシンプルに書いてもらえると

分かりやすい。検討委員会にももう一度検討してもらいたい。それからもう一つ。村の

中には議会も入っているのにどこに行っても議会が住民と協働するとは誰も言わない。

協働は行政としか想定されていない。どうして議会は住民と協働できないのか。議会や

議員の役割が協働の中で抜け落ちているのではないか。これが議会側の問題点。何が出

来るか相談し，議会から持ち出したものに打ち込めば全国でも画期的なものとなる。 

鈴木委員：最近，議会の動きを報告する議会報告会を行っている事例を先進地でよく耳

にする。議会は執行部ではなく，実際に動きがあるのは行政部であるため，どうしても

後追いになってしまう。新しいものを求めてもそこで回答ができないので，あくまでも

決定したものの報告会しか今はしていない。協働でできるものは何かというと，住民の

意見を吸い上げて執行部に話をすることかと思う。 

大森委員長：仮に非公式な公聴会を行うとしたら，大事なことは協働なので協議で決め

なくてはならない。そのため共同開催にすればよい。事務局が率先するのではなく，自

治会でも連合会でも良いので，動きや日程を協議して共催すればよい。そうすれば少し

協働に近づく。それは役場にもいえる。全て役所が決め，住民に意見を伺うのであれば

協働でも何でもない。協働に乗り出すためにはそのような工夫がない限り，住民は面白

くない。全て役所が決めている限り，住民も自分達の問題にならないので，そこで役所

が住民にどんどん押していくと住民はまた自分たちを使う気なのかと思ってしまう。 

照沼委員：議会の話がでたが，議員は地域を良くする代表者の集まりである。議会ばか

りではなく，議員が意見を言う場がなければ世間では議員は一体何をやっているのだと

見られてしまう。色んな意味で行政と議会は一体だと，議員はもう少し表に出ても良い

のではという気がしている。それとは別に今は色々な意味で変わり目だと思う。今まで

決定を是正したり批判されたりしないようにしてきたのは行政かと思う。これからの地

域では，短所よりも長所をどれだけ伸ばせるかという時代に変わってきている。現在の

東海村の行政は点数をつけるならば７０点は出ていると思う。７０点というのは凄く高

い点数だが，これを継続していくのは難しい。役割も変わってきている。ゼロベースで

東海村の長所を今後どのように生かしていくのか，という時代の変わり目に来ているの

かと外部から見て思う。 

川崎委員：せっかくメンバーが集まって話しているのに，協働の指針案を読んでも正直

イメージは浮かばない。例えば対等という言葉を使っているが対等とは何なのか。そん

なに難しく考えず，せっかくなので中学生に読ませてもこのようなまちをつくるのだ，

自分は地域でこのようなことをやるのだ，と分かるようなものがよい。公益的という行

政用語を使うのではなく，あなたが持っている持ち味を地域で生かして欲しいなど，言

葉を変えて読み込めるものをつくってもらいたい。身近なあなたの地域でこんなことが

できるのでは，という話をしていけばよい。子供会も４割減ってきたのは相変わらずの
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縦割りの発想があるためである。もっとゆるやかなネットワークでも良いのではと思っ

ている。協働のまちづくりも新たなまちづくりを再構築して一緒に作っていこうとする

方が面白いと思う。 

大森委員長：全国の自治会を見ていて思ったことは，役場はやはりどこかで御上であり，

関与や介入すると住民は行政に依存しやすいということである。それを断ち切るべき。

個人でできることで，自分でやりたいことをやるのであれば，本来役場は関与すべきで

はない。金銭的に関与している東海村は恵まれすぎている。全国はもっと苦しいところ

ばかりなのに，どうして懐が暖かい東海村はリードするくらいの良いまちづくりができ

ないのか。それが豊かな自治体の責務であり責任である。ちょっと懐が暖かいとあんな

に素晴らしいまちづくりができると周囲の自治体に思われるようなまちづくりに乗り出

すべきなのである。そうでなくては東海村は従来どおりで良いという意識が強い。その

ためにどうすれば良いのかというのが，この協働の指針の仕組みなのではないか。 

上塚委員：話を聞いていてなるほどと感じるところが多い。協働の指針案を読んでも，

何故これを行うのかが分からない。東海村の自治基本条例が作成されてから２年が経っ

たが未だアクションがとられていない。行政としてこの自治基本条例があり，それが一

つのきっかけとして，何かをやらなくてならないのかと思った。今日の議論を通して，

役所も含めた意識改革が最初にこないと協働の指針は機能しないと思った。そのような

方向の指針も必要ではないか。事業者としての考え方ははっきりしており，基本条例に

書いてあることもその通りだと思うが，一住民という観点で考えると，先ほどの新住民

の話もそうだが，協働の指針が出たときは行政の下請けという受け取り方しかできない。

国全体の置かれている今後の状況を考え，そうせざるを得ないという自治体が多いのな

らば，現在東海村が豊かだとしてものんびり構えるのではなく，東海村の将来像をしっ

かりさせたうえで，それをうけて余裕があるときに協働の指針に取り組むべきではない

か。このままではよく分からない。自治基本条例を読んだ時に，村民の権利と役割と書

かれていたが，義務を柔らかく表現して役割としたのではないか。協働の精神として言

えば両方必要だと思う。東海村に転入された人には自治基本条例を読んでもらい，納得

してもらうといったところからはじめないと，福祉が充実しているからといった理由で

東海村に来ても，ちゃんとした村づくりはできないのではないか。将来像を持ったうえ

で自治基本条例は一つの住民の義務でもあり，行政としての考え方とまとめるのが大事

ではないか。協議という話が先ほどあったが，個の尊重を考えた時に公がどこまで関与

できるのか，その考え方をはっきりさせないといけないのではないか。 

大森委員長：協働事業以外では，役場と住民の今の関係の中では，役場が決心して言わ

なくてはならないことはあるかと思うが，ここで言っているのはもっとソフトな，協力

体制のことである。上塚委員が言っているのはその通りで，役所がどのように振舞えば

よいのかということ。今回は４つに分けている互助の仕組みのことである。互助の仕組

みに役場がどう関わるのかを慎重にやらなくてはならない。互助というのはお互い様と
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いうこと。お互いに少しずつやらなくてはならないことは必ず地域にはあるので，お互

いに協力し合う仕組みをつくりだすことに協働の持ち味を発揮させていかなくては，住

民との意識がばらばらになってしまう。そこを上手くまとめていく仕組みをつくる必要

がある。どうすれば推し進めなくてできるのかが指針の最も重要なメッセージとなる。

ある自治体では若者の住む住宅を用意するが，自治会と消防団への加入を住む条件とし

ている。外から来た人に地域の慣わし通りに行動してもらうことを必須としている。そ

のようなこともあるので，出来るのかは別としても，自分の住み場所に責任感を持って

もらうことが重要である。 

山田委員：皆さんの言うことは分かる。どうしても行政サービスとして役場視点はぬぐ

えない。協働の指針を作っているが職員はそれを仕事としてやっているため，アプロー

チの仕方を変えるのが難しい。この指針がいきなり外に出ると分かりやすく書いても，

前段の説明をしても，役場がまた何かを出してきたと住民は思う。本来であれば地域で

説明する場が必要だった。先に指針を出してから，まちづくりの実践例を出していこう

とすると，やらされている感が強い。自治基本条例に書いてあるので協働の指針をつく

るというのは暗黙の了解となっている。確かにこれを今出すのが本当に良いのかは疑問

である。それを言ってしまうと今更という話になってしまうが。 

黒羽根委員：出し方の問題はあるかもしれないが，いずれにしても協働の指針は誰かが

まとめなくてはならない。第４総合計画の時点で協働は出ており，相当長い間協働の指

針は作られなかった。そのような意味では実際には協働という意味では進んでいること

も多々あるのではないかと思う。 

山田委員：自治基本条例を作るときも当時の策定委員会が住民同士で話し合っていたが，

だいぶ昔の話である。住民からしては今頃になって，という不信感があるのでは。 

黒羽根委員：ただ協働の指針の策定はやらなくてはならない。 

川崎委員：新しいことへの気付きはあるのでは。村長の話にもあったが事務の立場で考

えた時に，協働の指針を理解してもらうためにはフォーラムを行い，そのフォーラムを

住民に聞いてもらって意見をもらうことを繰り返しながら理解啓発を行えばよいのでは

ないか。それに加え，地域の自治会として現在行っている協働的な取り組みを膨らませ，

活動に取り組んでいく。７月２０日(日)に開催された『協働のまちづくりフォーラム』

が終わった後に学校教育で協働のまちづくりの担い手をどのように作っていったらよい

のかを自分なりに考えた。私の考え方は，新しい公共空間イコール協働の社会づくり，

持続可能な社会へつながっていくということである。どんどん子供たちを地域に発信す

る代わりに，地域で子供を支えるので見に来て欲しいというようなお互いの役割分担を

しなくては学校も負担となってしまう。真崎の行灯祭りでは４０人くらいの子供が，地

域の大人と一緒に活動してきた。そのような取り組みを学校でやっていけば将来的につ

ながる。啓発活動と情報発信を一緒にしながら行動も一緒にした方が良いのではと思う。 

大森委員長：村として指針らしきものは出すことになるのか。われわれ推進委員会は出
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すな，とは言えないと思う。もし協働の指針を出すのであれば意見を加味しならが練っ

てもらいたい。できるだけ前向きに考えてもらいたい。 

照沼委員：協働の指針を考えるくらいの余裕がなくてはならない。 

黒羽根委員：要は住民同士でどのような協働ができるのかが問題ではないか。行政があ

まり前面に出てくるとやらされている感がある。場所によっては自治会加入率が２０数

パーセントしかない。そのようなとこも含めて住民同士で何ができるのか。 

大森委員長：策定委員会で議論を重ねているが，第三者風に読んでみるとこの協働の指

針案はまだ分かりにくい。もう少し誰が読んでも腑に落ちるような順番で物事を整理し

てもらえたらと思う。協働の指針を出すのであれば，役場のことではなくて，自分たち

のことを書かれているのだ，という文章と流れになっているとよい。そのように策定委

員会に伝えて欲しい。それでよろしいか。 

黒羽根委員：行政用語が沢山つかわれているため理解しにくい。 

川崎委員：大森委員長が言っていたように「住民自治ができます」ではなく「私達が豊

かな町をつくれます」というような分かりやすい言葉のほうが良い。 

澤畑課長：今回の会議で出た，例えば中学生でも分かるような誰が見ても分かるような

分かりやすい指針という意見は策定委員会でもあった。そのようなことを参考に，今回

の意見も含めて策定委員会に提案したい。 

大森委員：子供たちも含めて，大人もこのまちは自分たちのものだからという風になれ

ばよい。その手法として協働というやり方がある。自分のまちだから，自分たちはこの

ようにふるまうのだ，ということ。 

照沼委員：協働の指針をまとめる際は，行政ではなく住民の気持ちになって書いてもら

えれば良い。仕事でやっていると行政目線になってしまうのは仕方ない。行政とは反対

の目線で指針を書いてもらいたい。 

大森委員長：職員が町内会の役員になると分かりやすくなる。自分はこのまちに住んで

いるのだから，このようなことができる，といった風にものを考えれば良い。 

 

以上 

  


