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第２回 自治基本条例推進委員会議事録 

 

日 時：平成２７年７月６日（月） 

場 所：白方コミュニティセンター 

出席者：自治基本条例推進委員会委員（８名） 

大森委員長，根本委員，照沼委員，児玉委員，山田委員，川﨑委員，岩田委員， 

設楽副村長，企画経営課４名，JAEA随行者 3名，村民生活部 川﨑部長， 

自治推進課 菊池課長，秋山課長補佐，石井係長，椎名主事，大森（記録） 

     

１ 開会（１０：００） 

菊池課長：本日は，お忙しい中「東海村自治基本条例推進委員会」にお集まりいただき

ありがたい。皆さんが背広の中，東海村のＰＲとしてイモゾーマークの入ったポロシャ

ツで司会をさせてもらう。また，村のおすすめセレクションが始まっているので，手土

産や贈答の際におすすめセレクションを使い，盛り上げてもらえればと思う。机の上に

もイモゾーの飴がある。このような形で東海村の情報発信を行っている。 

前置きが長くなったが，「第２回東海村自治基本条例推進委員会」を開催する。なお，

本日の会議は，情報開示のため，村の公式 HP に会議の議事録や写真を掲載するので，

了承をお願いしたい。 

 

２ 委員紹介 

根本委員：今年度から東海村自治会連合会会長になった。これまでの黒羽根会長は十数年

務めたが，私は新米である。何卒よろしくお願いしたい。 

照沼委員：商工会については何かと尽力していただきありがたい。今後ともよろしくお願

いしたい。 

児玉委員：４月１日付けで松浦前理事長の後を継ぎ，日本原子力研究開発機構理事長にな

った。よろしくお願いしたい。  

山田委員：あらためてよろしくお願いしたい。 

川﨑委員：よろしくお願いしたい。 

岩田委員：よろしくお願いしたい。 

大森委員長：以前茨城大学の先生方と一緒に東海村の総合計画をつくるのを手伝ったこと

が東海村との機縁ではないかと思っている。それ以来手伝いすることになった。よろしく

お願いしたい。 

川﨑部長：なお，前回の委員会において，本委員会規則第５条に基づき，大森先生を委

員長，照沼委員を副委員長として選出している。また，根本委員と児玉委員は，前任者

からの引継ぎという形で，平成２７年７月６日から平成２８年３月３１日までの任期で，
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本委員会の委員をお願いしている。よろしくお願いしたい。 

 

３ 委員長あいさつ 

大森委員長：あいさつは特段にない。自治基本条例を前に向かって動かしていく時に課題

に直面する可能性がある。私達は自治基本条例の推進委員会として，村長と相談しながら

それをどうすれば良いのかを諮るのが趣旨である。よろしくお願いしたい。 

 

４ 経過説明 

川﨑部長：今までの経過を簡潔に紹介させてもらう。本村では，平成２４年１０月１日に

東海村自治基本条例を施行し，自治基本条例第３１条に基づき，この条例の実効性を確保

するため，本委員会を設置している。昨年１１月５日に，第 1回の自治基本条例推進委員

会を開催し，村が策定する協働の指針（案）について，委員から意見をもらい，本年３月

に「東海村協働の指針～“協働”の基本的な考え方と進め方～」を策定した。この協働の

指針のパンフレットと本日配布した「地区自治会のこれから」については，本年４月～５

月に地区自治会の総会等で説明している。さらに，５月１８日に議会全員協議会で説明し

ており，その後，地区社会福祉協議会や青少年育成村民会議で説明を行っている。以上が

簡単な経緯である。 

 

５ 協議事項 

（１）協働の指針について 

大森委員長：次第にあるように，「協働の指針について」と「地区自治会のこれからについ

て」の説明を受けた後に意見を交換したいと思っている。まず協働の指針についての説明

をお願いしたい。 

石井係長：協働の指針パンフレットの策定の経緯と内容について説明を行う。この協働の

指針のパンフレットは，平成２４年１０月に策定した東海村自治基本条例に基づく協働の

まちづくりを推進するために，平成２５年度から庁内ワーキング，平成２６年度には協働

の指針策定委員１０名で検討し作りあげた。協働の指針策定委員会では，読んでもらえる

分かりやすい資料をポイントとし，住民視点のシンプルな文書で書くと決めた。表紙のハ

ートマークは，策定委員会のキーワードとして村を愛する心と，みんなの「する」をあわ

せるで「幸せ(仕合せ)」という言葉が出たため，このような表紙とした。１枚目をめくる

と目次がある。パンフレットの内容はシンプルに「協働について」，「協働の進め方」，「こ

れからの協働」の章があり，最後は読んだ人への投げかけを行う内容で終わっている。導

入の「協働の指針の策定にあたって」は，他の自治体だと行政の財政難等や人口減少等の

問題提起を書くところだが，ここではあくまで策定委員会として作文してもらった。中段

に「一人一人の“する(活動)”を合わせる」という文があるが，これは策定委員会で幸せ

という言葉の語源の話が出たため入れた。２ページ目から本編となり，既に自治基本条例
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には協働の定義が位置づけられているが，それをさらに分かりやすく「“まちづくり”にお

いて，村民も行政も，みんなが一緒になって考え行動していくこと」と協働の意味を書い

ている。次に協働の広がりだが，全てが新しい考え方ではなく“人と人との助け合いの関

係”をもう一度確認し，私たちができることから，まわりの人と協力し，責任を持って取

り組んでいこうという考え方である。下は自助，互助，共助，公助のまちづくりにおける

助け合いのイメージである。３ページ目は「協働の取り組み」であり，環境改善に取り組

む事例として総務省の地方行政改革事例集より抜粋し，静岡県三島市の事例を挙げている。

これは本村のまちづくり推進課でＮＰＯの代表である渡辺先生を招き，村内で公演をした

内容でもある。４ページ目は「協働の進め方」ということで，青いドーナツ状でイラスト

を入れ，それぞれの場面において，自主性・自立性，対等な立場で話し合うのを協働の指

針の基本としている。５ページ目の「これからの協働」だが，東海村の協働は既に始まっ

ている。福祉や青少年育成活動，環境保全活動など様々なボランティアの方がまちづくり

に貢献しているが，その活動を支えるのが同じ顔ぶれであったり，担い手不足，負担の増

大といった課題がみられる。この協働の指針のパンフレットでは「あなたのその力を貸し

てもらえないか」と，さらに多くの人にまちづくりに参加してもらえるように投げかける

内容で終わっている。ページ下部には現在行われている地域活動の写真を入れている。簡

単だが，協働の指針のパンフレットの説明は以上である。 

大森委員長：このような形で指針はまとまったが，これについて意見があれば伺いたい。

このパンフレットを出した後に，住民から分かりやすくなったなどの反応はあったか。 

菊池課長：協働の指針のパンフレットとあわせてまちづくり協議会制の話をしたときに，

行政も住民も事業者も自主自立した対等な立場で協働の指針の手法を生かす場所を協議会

制で実現できないかと説明した。反応としては協働の手法は分かってもらったようだが，

まちづくり協議会制へ移行していく話の各論ではたくさんの意見をもらった。 

大森委員長：指針そのものについては大体分かったと考えても良いか。実際に分かりやす

くなった。ただ，“自主自立性”は分かるが，“対等な立場”というのは難しい。ここがポ

イントになっており，役所が上でないことは確かだが，今まではみんなが役場は上だと思

ってきた。 

根本委員：東海村の自治会は平成１８年から始まり，それ以来それぞれの区の自治会，区

をまとめた地区自治会があるが，どの自治会の目的も共通している。それは単位自治会や

色々な団体と情報交換を行うなどの協働，地域の小学校単位の地区の改善，東海村の総合

計画に基づいた事業の推進，そして行政との協働による住民自治のまちづくりである。 

地区自治会が出来て４，５年経ったが，色々な団体と連携するやり方がまだ見つかって

いないと感じられる。地区の中には色々な団体があるが，団体自体が小さく，参加するの

が大変という事情もあるため，自治会中心の協働的な活動になる。隣近所や区の単位での

助け合い，それから事業所や NPOとの共助，最後に行政からの支援があるが，お互いの力

を出し合い活動していき，住民の主権者としての村づくりをしていくためには協働の精神
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を理解することが肝心だと考えている。大森先生が言ったように区から自治会制度になっ

て以来，なかなか住民も行政をお上
かみ

とみる習慣が抜けない。また行政も上意下達の意識は

ないにしても，そのようなことが時折感じられる。住民も役場の職員も協働についての意

識改革をしていかないと本当の意味での協働の村づくりにはならないと感じている。 

大森委員長：今気付いたがこのパンフレットには“コミュニティ”という言葉が出てこな

い。言葉としてのコミュニティはどうしたのか。使わなくなったのか。意図した訳ではな

いのか。 

菊池課長：意図した訳ではない。 

大森委員長：単位自治会も全てコミュニティではないか。 

根本委員：コミュニティというと東海村は６つの地区自治会があり，地区自治会は５つか

ら６つほどの単位自治会で構成されている。６つの地区にはコミュニティセンターがそれ

ぞれ１つずつあり，個性ある活動をしている。1番の特徴は自治会加入率と高齢化率が物語

っている。高齢化率が高く自治会加入率が高いのは，東海駅周辺の区画整理が発展したと

ころではなく，中丸，石神，村松地区など従来からある地区である。それらの地区はコミ

ュニティもそれなりにある。また，全村民の６割が住む白方，真崎，舟石川・船場地区だ

が，これらの地区自治会加入率は村全体の自治会加入率の平均以下であり，私の調べた資

料では高齢化率も２３．３％と水準以下である。つまり，高齢化が高い地区ほど自治会へ

の加入率が高く，若者が多い地区ほど自治会への加入率が低いと言える。 

コミュニティの作り方だが，伝統的な地域ではコミュニティはそれなりに努力しながら

作っているが，新興住宅や基盤整備をした地域ではコミュニティの整備がなかなか進まな

かった。駅周辺の土地の整備が発展するのは早かったが，自主的なコミュニティが育たな

かったという経緯があるのではないか。今後コミュニティをどのように進めていくのかと

いう課題は，むしろ市街地を中心としたコミュニティをどうするかということを，行政の

政策でも，我々自治会連合会としても，大きな村づくりのポイントとして考えていかなく

てはならない。 

照沼副委員長：協働の指針のパンフレットは，シンプルでストレートに書いてあるため読

みやすく，随分身近になったと感じた。行政から出る文書の距離感がこのパンフレットに

より，縮まったのではないかと思う。協働の指針はまだまだはじめていくものであるため，

色々な意味で行政との距離感が身近になっていけば良い。 

人が行動する時，自分から情報を見ようとすると良いが，聴覚から情報が入るとアレル

ギーを起こしやすい。協働の指針のパンフレット策定委員に，策定の際にどのように感じ

たか質問したところ，本音本心で話し合い，色々なことに気付かされて良かったと言って

いた。このパンフレットは何かが変わる良い意味での投げかけや波紋になっているのでは

ないか。今の村民は難しい文章はほとんど読まないと思う。 

大森委員長：パンフレットの裏表紙にいるキャラクターはこの７匹で全員か。名前がある

のであれば，左から名前を教えてもらいたい。 
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山田委員：左からいもサク，イモジロー，イモゾー，いもジィ，干しバア，かおりん，い

もマミィ。 

大森委員長：名前を芋で統一している。これはなかなか良い。 

根本委員：我々の地域の祭りでも皆で衣装を揃えて着ようかと考えている。 

山田委員：このようなキャラクターは皆がまとまるのに非常に良い。 

児玉委員：非常に分かりやすいパンフレットだと思う。協働は一緒に行うことに意味があ

るのか。我々事業をやっているものはすぐ結果を求めるが，協働は結果というよりも一緒

に行うプロセス自体が大事だという理解で良いか。 

大森委員長：一緒に行うという考えは昔からあったが，従来と違うのはどのような関係で

一緒に行うのかという点である。一つの組織の中に入って仕事をすると成果があがりやす

いが，協働はそうではないと言っているのが難しい。まちづくりは住民には難しいため行

政が仕切った方が早いという考えで進めたら，それは協働ではない。お互いの立場や行い

たい事が独立している団体が，共通しているものをみんなで達成していこうというのが協

働である。そのため，協働といっても皆がすぐ理解できるものではない。 

先ほどコミュニティのことを述べたが，日本では昭和４０年代からコミュニティと言う

言葉を使い始めた。日本ではコミュニティは日本語に訳されず，今でもコミュニティはコ

ミュニティのままである。欧米ではコミュニティと聞いただけでは意味が通じるが，日本

では理解できないため，国はコミュニティに括弧書きで“近隣社会”と補足した。コミュ

ニティの政策が国から出されたところ，皆は“近隣社会”と書かれたコミュニティの事を

町内会だと思い，町内会にテコ入れすることかと考えた。その結果，国の政策は半分くら

いは失敗した。その当時，既に全国の町内会の加入率が減ってきており，このままでは地

域社会がもたなくなるため，国はなんとかして新しい取り組みを作り出すべきだと考えて

いた。その時まだ“協働”の考え方はなく，もう一度皆で地域のことを考えて欲しいとい

う話になった。“協働”の考え方は最近のものであり，これは国が使い始めたのではなく地

域から使い始めた。最初国は町内会の危機がきたので何とかしたいと政策を打ち出したが，

結果として町内会にテコ入れすることになった。しかし，テコ入れしても町内会の加入率

は下がる一方であり，みんながそっぽを向いている。そのため何か新しいことをやらない

と地域社会がもたなくなるということで協働という考えが出始めた。それがいきさつでは

ないか。 

児玉委員：質問だが，パンフレットには三島市が協働の事例として載っている。日本のあ

ちらこちらでこのような活動が始まっているのか。 

大森委員長：これは研究者で意見が分かれる。私はそう簡単に成功例があるとは思ってい

ない。協働は難しい。何かを行う際に結局なんだかんだ言っても役場がやらないと駄目だ

と考える人が行動すると上手くいかなくなる。これがどこの協働のケースでも致命的であ

る。形は協働にみえても中身は協働になっていないことがあるため判断が難しい。三島市

は取り上げられているケースとしては協働の事例として安心して事例に出せるタイプかと
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思う。 

岩田委員：三島市の例の話がでたが，私は農業サイドから発言する。東海村でも自主的に

組織を作って，耕作放棄地対策などで色々活動している組織がある。例えば内宿や外宿で

は有志を集めて菜種を作っている。また船場は将来的には蛍が飛ぶ環境を目指しており，

社会教育の中で舟石川小学校の児童を集めて教育に関与しようと動いている。東海村でも

行政から何か言われた訳でもなく自主的に活躍している組織がある。パンフレットの文章

は素晴らしい。しかし，このように自主的に活躍している組織がある一方，新住民の中に

は挨拶もできず組織に入らない人もいる。これは行政が主体的に動いてもらわないといけ

ない。 

大森委員長：埼玉県の所沢に暮らしていたことがある。当時，新しく来た人が自治会に入

らないという話があった時に，町内会で何をやったかというと，住んでいる人達がお昼時

に１品ずつ持ち寄って新しく来た人を招いた。「自分達の地区はこんな風に考えてこんなこ

とを活動しているが，よければ一緒に活動しないか」と話すとだいたい町内会に入る。新

人が挨拶に回るという日本の習慣があるが，もうこれでは駄目である。「外から来たのだか

ら地域に挨拶をするのは当たり前だ」という考えの時代は終わっている。コミュニティの

中ではお互いに誰であるかが分からなければ協力できるはずがない。プライバシーが共有

できないと駄目である。町内会に入らない人は自分のプライバシーを守っているため，プ

ライバシーを共有できるきっかけを作らない限り町内会の加入率は高くならない。 

照沼副委員長：新しく東海村に家を作るのは東海村の環境が良いからである。東海村を色々

見て家を建てたのであれば，本来は東海村が好きなはずである。そこを共有しなくてはな

らない。その人たちがどうしたら東海村にとけこめるかは，先輩の立場の人が努力をしな

ければいけない。昔とは間逆の考えの時代である。東海村の自治会は色々な意味で先進的

事例であると思う。それは何か行動を起こすときに自治会がトップになっているからであ

る。その段階まで達していることを認めてから，今後どのように連帯感を出していくのか

を考える第二段階に移り，最後は行政も村民も皆が対等に発言できる場所を作っていくべ

きである。今まで自治会が行ってきたことを批判するのではなく，第二段階に移りましょ

うという事が次世代に向けて必要なのではないかと思う。 

川﨑委員：協働の指針のパンフレットが出され説明を受け，早速小中学校の校長先生たち

に話をした。超高齢化社会や少子化等の現代の社会を考えると，学校の子どもたちにもま

ちづくりに関わる教育をしていく必要がある。学校として地域とどう関わっていくのか。

また，子どもたちが地域とどう関わり，どのようなことに気付いていくのかを仕掛けてい

かなくてはならない。そのような意味でこれは非常に良い発想である。その仕掛けの一つ

として，中学生を真崎自治会に出している。地域で子どもたちの面倒を見てもらうことで，

子どもたちも地域で必要とされていることにも，地域にこのように関わっていけるのだと

いうことにも気付くことができる。その子どもたちが大人になった時にまた東海村に戻っ

てくるのではないか。形よりもどんどん仕掛けていくことが大事なのではないか。そのよ
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うな感想を持った。 

照沼副委員長：地域に投げかけていくのが大事である。 

根本委員：地域は高齢化が進み，なかなか若者も地域に出ないため，お互いに会う機会が

ないのが現状である。だからこそ地域での助け合いがこれから一番大事だと思う。お互い

に助けあうというのは分かっていても，具体的にどのような支援を行っていくのかを皆で

考えていかなくてはならない。そのような意味で協働社会を作っていかなくてはならない

と感じる。 

大森委員長：話は地区自治会に関係している。次の「地区自治会のこれから」について説

明してもらいたい。 

 

(２)地区自治会のこれからについて 

秋山課長補佐：説明の前に，自治会の概要として単位自治会と地区自治会の区割り図を配

付している。東海村には３０の単位自治会と６つの地区自治会がある。６つの地区自治会

の会長と役員は単位自治会の会長が担っている。また，単位自治会の連絡調整機関として

自治会連合会が組織されている。それでは，配付した「地区自治会のこれからについて」

の説明を行う。サブタイトルを「自治組織の再編及び支援のあり方等の見直しについて」

とし，地域自治活動の活性化に向けた新たな支援方策の検討を掲げている。今回，村から

地域に「地区自治会の見直し」，「単位自治会補助金の見直し」，「行政協力員制度の廃止」

の３つの提案をしている。 

P.1の「地区自治会の見直し」についてだが，これは村からまちづくり協議会制への移行

を提案している。これまで地区自治会は単位自治会以外にも地区社協や村民会議支部など

で運営していたが，自治会だけでは対応できない課題もある。これからはまちづくり協議

会制へと移行して，単位自治会の他に福祉団体や青少年関係団体，事業者，NPO，そして役

場も加わり協議会制を行う。地域の特性を活かした組織とするために，資料中段にあるイ

メージ図のように協議会の場を設けることを目的とし，その中でイベントの重複や役員の

なり手不足などの地域問題を解消し，更に地域の方向性として地域の特色を生かしたまち

づくりが行えれば良いと考えている。下段では補助金について触れており，現在の地区自

治会には均等割で 103万円の補助を行っているが，補助のあり方を見直し，1地区あたりの

均等割の他に世帯割を上乗せする形で補助金を検討したいと考えている。 

次に P.2の「単位自治会補助金の見直し」だが，これは一括交付金制度の導入を提案し

たい。これまで個々の事業ごとに単位自治会長から村に補助の申請，実績の報告をお願い

しているが，多くの補助金があるため，これらの事務の取り扱いが自治会長の負担になっ

ている。そのため，一括化により補助の申請や実績報告書の提出を減らすことによって，

自治会の事務負担の軽減を考えている。交付の対象としては，今まで通り福祉，防犯，防

災，環境美化などや自治会集会所の維持である。 

最後に「行政協力員制度の廃止」だが，現在行政協力員はほぼ自治会長ではあるが，各
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自治会からの推薦によって，村から行政協力員を委嘱している。行政協力員における課題

として，1点目に現在行っている仕事が自治会長としての業務なのか行政協力員としての業

務なのか不明確であること，２点目に村長が行政協力員に委嘱状を出し，村が報酬を支払

うことから上意下達の関係になっていること，３点目に人材不足により高齢化や地域の状

況により委員等の選出が困難であり，選出される人がいつも同じ顔ぶれになってしまうこ

とが挙げられる。これまで行政協力員としてお願いをしていた要望の取りまとめ，委員の

推薦，募金の徴収などの業務は，今後村で再検討してから今後の業務にとりかかりたいと

考えている。下段にその他，毎月大量の行政文書の配付とあるが，こちらも行政協力員と

して村から届けられた書類の仕分けや配達が大きな負担になっているため，村としての情

報提供のあり方を検討しているところである。今年度，村の組織では新しく広報広聴課と

いう部署が設けられた。今後は広報広聴課とも連絡を密にして行政文書の廃止を検討して

いきたいと考えている。 

大森委員長：本日の推進委員会で配付された資料は各地区で配布した資料と同じものか。 

菊池課長：同じものである。 

大森委員長：各地区ではどのような状況だったか教えてもらいたい。 

菊池課長：まちづくり協議会についてはよく分からないという状況だった。 

大森委員長：どこを回ったのか。 

菊池課長：単位自治会の集合体である地区自治会を回った。反応としては，まちづくり協

議会のイメージ図では良く分からない，何のためにやるのか，と言われている。補助金の

一括化については特に意見を聞かないが，行政協力員は行政との橋渡し役を担っていた一

方で，募金や要望の取りまとめや村民会議や地区社協の負担金等の事務を行っていた。そ

のため，地区の人はその金が集まらなくなるのではないか，活動ができなくなるのではな

いかと心配している。それに加え，回覧板がなくなると隣同士でも顔を合わせる機会がな

くなるのではないかといった意見をもらっている。 

大森委員長：行政協力員，自治会長等の人数と報酬を教えてもらいたい。 

菊池課長：自治会長３０人の報酬は年２０万円／人。副自治会長が２人いる自治会もある

ため副会長の総数は約３５人であり，報酬は４万円／人。班長は約４５０人おり，報酬は

３万円／人。非常勤の特別職であり，総額約２，３００万円である。 

大森委員長：今回，自治基本条例推進委員会に期待されているのは自治会について理解し

て，意見があれば欲しいということで良いのか。 

菊池課長：そうである。 

大森委員長：まちづくり協議会制に移行する時に地区自治会は残るのか。地区自治会は残

り，全体で相談する時に協議会で話し合うのか。 

根本委員：基本的に地区自治会はまちづくり協議会に発展的に解消する形で進めていると

聞いている。 

大森委員長：地区単位毎にまちづくり協議会が設置されるということか。 
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根本委員：設置されるということである。そのためまちづくり協議会と今まで活動してき

た地区自治会がどう違うのか，理解が全然できていない。そのあたりよく話をして協働の

社会につなげていくのに時間がかかると思う。 

岩田委員：自治会長という名前がまちづくり協議会長という名前になるのか。 

菊池課長：自治会長は自治会長のままである。単位自治会は一つの構成団体としてそのま

ま残る。 

岩田委員：協議会制に移行と書いてあるが。 

山田委員：地区自治会がまちづくり協議会制に移行し，単位自治会はそのまま残る。 

岩田委員：まちづくり事業費補助金の算出基準が何故 100万円なのかバックデータを出し

てもらわないと，自治会に入っている戸数も全然異なるため何が正しいのか分からない。 

山田委員：これは地区に出す補助金である。地区自治会と単位自治会に出す補助金は別で

あり，地区自治会はまちづくり協議会に変わるため，当然補助金も変わるが，単位自治会

自体は変わらないので補助金を一括して使いやすくなるだけである。ただ地区自治会も今

までは補助金の額が一律であったため，協議会制に移行するにあたって世帯割という観念

を入れたい。それにより地区によって金額の差が出るのは仕方がないと考えている。地区

の話と単位の話は別だが一緒に説明しているため，まちづくり協議会制と単位自治会への

一括交付金制度の話が混同してしまうことが多い。 

岩田委員：一括交付金制度では事務の負担軽減とあったが実績報告書を提出しなくても良

いのか。 

山田委員：結局補助金はひも付きのため，実績報告書の提出は必要になる。ただ実績報告

書も事業毎に提出するのではなく，一括して一回で済むようにする。 

大森委員長：まちづくり協議会について聞きたい。単位自治会はそのまま残り，地区は協

議会制に移行する。現在の地区自治会は縦割りになっていると思うが，地区の部会は何を

しているのか。具体的に単位自治会と同じような活動をしているのか。 

根本委員：地区自治会の部会と単位自治会には住み分けがある。単位自治会では日常生活

で困ったことや，地域祭りなどの話し合いをしている。地区自治会では小学校区を中心に

して，地域のために共通して手を組んだ方が良い活動に取り組んでいる。例えば中丸地区

では環境保全や地域内の通学路などである。日常生活の中での大きな改善，見回り活動な

ど，単位自治会だけではできない大きな単位で活動している。そのような意味では課題は

それぞれ違う。 

大森委員長：それでは役場でまちづくり協議会に移行した時に，今行っている地区自治会

の具体的な活動がどのようになると想定しているのか。まちづくり協議会も地区自治会が

行っている体を動かす活動を行うというイメージなのか。この資料のまちづくり協議会の

イメージ図からはそのことがイメージし難い。実際の活動がどこにいくのかが一番重要で

あり，協議会で色々と話し合うことは大事だが具体的な活動がないと先ほど言っていたコ

ミュニティも成り立たない。具体的な活動がどうなるのか明確な説明がないと住民は分か



H27.07.06 自治推進課作成 

 

 

10 

 

りにくいのではないか。どうすることになるのか。 

根本委員：地区自治会で説明会を行った時に，自治会がまちづくり協議会になると今まで

の活動がどのように変わるのか，今までの地区の活動がまずかったのかと質問があったが

今まで明確なレスポンスがなかった。 

菊池課長：協働の指針パンフレットにある協働の進め方の７の「活動を振り返る」ことか

ら始めたい。総会の話にも出ていたが，まず振り返りということで，今まで活動の見直し

と新たな課題を整理する。事業ベースで整理した時にその事業を担う活動組織の役割分担

の話し合いの中で，情報を出し合い，相手を理解し，目的を共有し，課題を決め，役割分

担をして計画を立てるなかで，もし必要のない事業があれば，それは地区毎に様々で良い

のではないかと考えている。地区に示す例としては，各々の地区に各々の取り組みがある

と思うので，個別に地区毎に説明に行き，話をしながら事業ベースで幅広く声かけが出来

れば良い。今は組織に隙間がある状態なので極力組織等の隙間を埋めるためにもそのよう

な取り組みにできないかと考えている。 

大森委員長：協働の指針パンフレットの協働の進め方の構図では６に「活動を実施する」

とあるが，この資料のまちづくり協議会のイメージ図ではそれが薄まっており，相談する

というイメージが非常に強い。具体的に誰が何をやるのかということが明確になったうえ

で，従来の地区自治会は縦割りだったためこのような事が難しかったなど，もう少し上手

な説明をしなくては，先ほどのような質問が出てくる。今までのような活動を実施するこ

ともまちづくり協議会の中に入っているのであれば，そのことも言わなくてはならない。 

山田委員：地区自治会には建設環境部会がある。建設環境部会は基本的に道路の除草作業

などを行っている。しかし，建設環境部会に出席している人は単位自治会でも同様の活動

を行う人である。道路は単位自治会の区域を越えているため地区自治会の部会で行った方

が良いという話になったのかとは思うが，そもそも単位自治会毎に活動している人がいる

のであれば日程を調整して活動すれば部会まで作る必要はないのではないか。単位自治会

同士で話し合えば同様のことができるはずである。今は部会に人を集め号令を出して活動

している。福祉部会と教育部会は地区社協と村民会議支部という別の組織が担っている。

そのため地区自治会は全てをコントロールしているのではなく，農・工・商部会，建設・

環境部会，企画・総務部会，安全・安心部会の４つの部会を担っている。地区自治会の傘

の下に福祉部会と教育部会を含めた全ての部会を統合できれば良かった。地区社協や村民

会議支部はこの先も続くため，地区自治会といっても並列して３つの団体が残っており，

違和感がある。そのため，もう一度地区のあり方を考えてみたらどうかと地区に投げかけ

ている。ただ各々長い時間をかけて地区が行ってきたことなので，役場が勝手に指示を出

す物ではない。一つの提案である。 

大森委員長：地区を回る時に行った先で説明の仕方を変えるのは良くない。今日も疑問は

出たが，今までも疑問が出ているのだから，このような疑問が出たがそれは何故なのかを

書き，役場はこのように考えていると村民に分かりやすいように，項目毎に Q＆Aで記した
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ような資料を作れるか。これほど大きな事をこれから行うのであれば丁寧で分かりやすい

形で説明する手段をとらなくてはならない。話を聞いていると分かりやすいが同様のこと

が村民に伝わるか分からない。今までの蓄積を分かりやすい文章に変え，納得してもらう

ために丁寧に説明していかなくてはならない。 

川﨑委員：地区自治会とまちづくり協議会の何が違うのか考えていた。基本は単位自治会

だが，単位自治会では出来ないことも色々ある。教育関係であれば，例えば子ども 110番

がある。子ども 110番の張り紙を家庭の玄関に貼ってもらっているが，今昼間は人がいな

いため，NPOや企業や地域のコンビニを子ども 110番として逃げ込んだ方が安全である。そ

のような意味で地区自治会だけではなく，NPOや企業や PTAなど色々なところを巻き込んで

どのようなまちをつくるのかの話し合いのきっかけになると良いのではないか。例えば子

ども会に６５歳から７５歳のアクティブシニアが入り，自分達で子ども会を作りあげる等

の場面を作っていくためには，地区自治会よりはまちづくり協議会としてさまざまな団体

で話し合うのが大切なのだと行政で説明すれば分かりやすかったのではないか。 

大森委員長：今の川崎委員の言葉も含めてまちづくり協議会制への移行については丁寧な

説明で，どの地区でも共通の正確な情報を伝えてもらいたい。 

児玉委員：時代に合わせ組織を変えていくのは大事だが，組織を変えたときには必ず副作

用が出てくる。村民にはその副作用をきちんと説明し，全体的に考えてまちづくり協議会

の方が良いと説明した方が良い。 

大森委員長：次に単位自治会の一括交付金制度の導入で，事務は軽減するとしながら相変

わらず実績報告書は出すようであるという意見がでたが，一括化することで自治会長の負

担は軽くなるのか。 

照沼副委員長：そのことについて質問したい。自治会長は忙しいというが，たとえば１ヶ

月が３０日あるとしたら実際には何日くらい自治会の仕事をしているのか。 

根本委員：基本的に単位自治会長は２０日以上仕事をしている。日に換算して２０日程度

だが，毎日１時間２時間程度の仕事は行っている。 

照沼副委員長：これは大変な仕事だが，実際に自治会長の仕事の忙しさを行政は知ってい

るのか。 

菊池課長：私の父が以前自治会長だったため仕事の忙しさは知っている。 

照沼副委員長：自治会長の仕事量は多く，やりたくない職になっている。そのような中で

事務の簡素化は賛成である。 

根本委員：対策としては事務局をしっかりさせることである。また組織的に仕事の分業を

行うことである。自治会長は担当者と相談し，活動は担当者が行なうという風に組織がな

りつつある。そうでなければ自治会が仕事をしている若い人の負担になる。 

大森委員長：そうなると行政協力員制度の廃止が実現されることは大きい。 

根本委員：児玉委員が言ったように１８年に自治会制度が出来た時に，自分達の地区のこ

とは自分達で解決していくことに変わった。その緩和剤として真ん中に行政協力員があっ
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た。 

照沼副委員長：例えば地区自治会には安全・安心部会があるが，私は立ち上げの時にたま

たま部会長をしていた。今は色々なものが整備されているが，このころは部会長を決めな

いと誰も動かなかった。石神地区は見回りパトロールが出来たのが遅く，いろいろな意見

が出たが私は正直安全・安心部会だけではできないと考えていた。ひたちなか防犯連絡員

や PTA等などみんなで実践活動をまとめようという話になった。組織はあっても実践は少

ない。各地域が時代に合わせて，協議会に移行する時代になっていると思っている。その

時に役場の職員が入らないのはおかしい。 

根本委員：基本的に役場の職員は忙しいのか，単位自治会や地区自治会の行事に殆ど参加

していない。住民は一緒に活動したがっているため，協議会を作る時に一緒に活動できる

かが問題だと思う。 

大森委員長：村役場の中で消防団に入っている人はいるのか。 

照沼副委員長：私は消防団に関わっているが，おかげさまで消防団には役場職員は入って

いる。 

大森委員長：役場職員の地域との関わりは別途違う難しい問題である。行政協力員制度の

廃止について他に何か意見はあるか。 

根本委員：行政協力員制度の廃止は，自治会本来の仕事に取組むことが出来るという点で

メリットがあるが，今まで行ってきた業務がどうなるのか，村の見解を明確にして理解さ

せてもらいたい。ただ進む方向の考え方としては良いのでないか。 

大森委員長：行政協力員制度等はやめる傾向になっていると言える。行政から委嘱を受け

て村長から任命されているため，仕事に報酬が支払われているが，行政協力員としての仕

事は自分達のしたいことを行っている訳ではない。協働のまちづくりを進めるにあたって

出ている行政協力員制度廃止の提案は大きな問題である。様々な自治体と関わってきたな

かでこのテーマが一番難しいと感じる。住民に丹念に説明して納得してもらわないと危な

いテーマである。役所でも少しずつ廃止に移行していくなど，工夫があってしかるべきで

ある。 

児玉委員：単純に考えて今までの自治会長と行政協力員の仕事を誰かが兼ねるのならば大

変な話である。今も自治会長と行政協力員の仕事を両方兼ねている人が多いのならば，自

治会長の仕事を減らさなくては大変なことになる。 

山田委員：行政協力員制度廃止は役場の覚悟である。今まで自治会長に行政協力員として

お願いしていた業務をやめたい。役場自らが村民に対して広報や委員の推薦を行う。募金

は自治会費に上乗せで集めているところもあるため，募金をあてにしている団体としては

行政協力員は非常に大きな執着の組織である。そのため行政協力員の役割を外した瞬間，

自治会費だけ集めるとなった時に募金で成り立っていた団体に役場が同じ位の額を村民一

人一人から集められるかというと不可能である。そのため，そこをどうするのかが一番大

きな問題である。 
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大森委員長：私が自治会を行っていたときの最大の問題はそれだった。自治会費は払うが

募金は違うと言われた。これは細かく割って入って説明しても皆が納得するまで時間がか

かるかもしれない。丹念に説明を行うのが大事である。 

照沼副委員長：新興住宅地のほうは募金も集まり辛いのか。 

根本委員：全然集まらない。昔からある自治会はお互い様であるため募金も集まる。 

大森委員長：地区社協の会費も同様なのか。 

山田委員：地区社協の会費も一緒である。 

大森委員長：募金で地区社協がある程度成り立っているのならば，そこも考えなくてはな

らない。 

根本委員：募金は回覧と一緒に回るため義務のように，皆で協力しようという風になる。

募金がなくなるとどうなるのか，逆に住民側が心配している。行政は分かりやすく，廃止

の理由を明確にして時間をかけ住民を納得させてもらいたい。 

岩田委員：話を聞いていて都市部は大変だと思った。農村部は純粋だから募金もすぐ集ま

る。 

大森委員長：住民側が地区単位の自治会になりたい，会費を払いたいと思ってもらわない

と困る。それを考える必要がある。 

照沼副委員長：新興地はこのような環境作りのために募金に協力してもらいたいと説明す

れば，支払いが義務のようになる。 

根本委員：東海駅を中心とした基盤整備の土地の自治会加入率は低いが労働者は非常に多

い。そのため負担能力はあるはずである。 

大森委員長：自治会員になって会費を払わない人はいるか。 

根本委員：会費を払わない人はいない。 

大森委員長：私の地域には自治会費を払わない人がいる。会員なのだから払う義務がある

と言って大喧嘩になったことがあった。 

児玉委員：自治会のサービスは受けているのか。 

大森委員長：サービスを受けていると本人は思っていない。会費を払えば自治会の役員等

もやらなくてもすむと考えている人もいる。都市の中には別口で大変な人もいるため，東

海村はまだ幸せな地域である。 

照沼副委員長：東海村は教育でも福祉でも防犯でも色々な意味で環境は良い。その環境を

作るための会費だと思えば良い。 

児玉委員長：東海村の中でも地区によって価値観が違うのか。共通の価値感の上で少しず

つ違うところがあるように思えるため，共通のところで何かアピールを出来れば良いので

はないか。 

大森委員長：どうしても何か違う形で応援をしなくてはならない可能性があることが難し

い。役場としては全体として地域がきちんと統治されていることが大きな目標なので，そ

れに役場がどこまで関与できるのか別途考えなくてはならない。大きな方策として協働の
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仕組みを動かしていきたいというのが一連の改革である。これは結構大事
おおごと

である。 

川﨑委員：協働の指針策定委員会の委員がどのような意図でこのパンフレットを作ったの

か，私達には分からない。話を聞ける機会があれば良い。東海村は照沼副委員が言ったよ

うに福祉にも教育にも一生懸命取り組んでいる。ガラリと変えるのではなく，今まで取り

組んできた活動を更に充実させていく方向で進めていくのが良いのではないか。 

大森委員長：推進委員会として今日説明を受け，委員からも意見をもらったがこれで良い

のか。後は役場と住民が相対して後日また策定委員に報告があると思えば良いか。 

山田委員：それで良い。役場としてもこの後もう一度地区に行き丁寧に説明を行う。また

推進委員会には経過は報告する。 

照沼副委員長：組織が変わったりステップアップしていく時に，草分けとなったここまで

活動してきた人たちに，その人達の活動があったからこそステップアップできるのだとい

う感謝を伝えるのが大事である。東海村のボランティアは盛んだと思っている。なぎさの

森も４，５団体できれいにした。新川の時も３つくらいの団体と学校に呼びかけたら協力

してもらえた。大空マルシェやスポーツ団体など色々なボランティア団体がある。最近は

広報とうかいでも様々な団体が表彰されているため安堵している。行政にはボランティア

団体を一度リストアップし，整理してもらいたい。そうすれば高齢者社会を迎えた時にボ

ランティア活動の輪がもっと広がると思う。それは東海村の財産でもあると思う。 

あと一つ，私達がボランティア活動をしているときに，担当レベルは来るがそれ以上の行

政の人や議員が来ない。村長は顔を出す。色々な意味で今後東海村を地域で盛り上げてい

きたいなと思い，あえて言わせてもらう。 

大森委員長：今日の午後，自治会の関係者との懇談会をやろうと考えている。推進委員と

して手伝っているので，自治会の方達と懇談をしてどのように考えているのかを知ってい

た方が今後に備えられるかと思っている。それだけ報告させてもらう。本日は以上である。 

 

 

６ 閉会 (１１：３０) 


