
H28.08.26 

 自治推進課作成 

 

 

1 

 

 

第３回 自治基本条例推進委員会議事録 

 

日 時：平成２８年８月５日（金）１０：００ ～ １２：００ 

場 所：東海村役場３階庁議室  

出席者：自治基本条例推進委員会委員（７名） 

大森委員，根本委員，照沼委員，児玉委員，山田委員，川﨑委員，舛井操委員， 

JAEA随行者２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，

清宮係長，青木主事，大森（記録） 

     

１ 開会（１０：００） 

菊池課長：ただいまから「第３回東海村自治基本条例推進委員会」を開催する。本日は，

大変お忙しい中「東海村自治基本条例推進委員会」にお集まりいただき，誠にありがたい。

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。 

 

２ あいさつ 

川﨑部長：本日は，お忙しい中お集まりいただき，誠にありがたい。私からは挨拶ではな

く，本委員会のこれまでの経過について説明させていただく。本村においては，平成２４

年１０月に，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。本委員会は，平成２６年１１月に，第 1

回目の委員会を開催し，そこでは村が策定する「協働の指針」の（案）について，委員の

皆様から意見をいただいた。さらに，第２回目の委員会を昨年７月に開催している。そこ

では，委員の皆様の意見を参考にして，策定した『東海村協働の指針～“協働”の基本的

な考え方と進め方～』についての説明を行い，これについて委員の皆様から改めて意見を

いただいた状況である。また，村が村内各地区自治会に対して提案している『地区自治会

のこれから』についての意見もいただいた。以上のような経過があり，今回，第３回目の

委員会となる。今年度から，村は行政協力員制度を廃止し，各単位自治会と「協働の事業」

に関する協定を締結している。また，各単位自治会に対する補助金の一括化についても，

今年度から取組んでいる。これらについて，様々な視点から，委員の皆様のご意見をいた

だきたいと思う。さらに，村では，昨年度から引き続き，村内各地区自治会と「（仮称）ま

ちづくり協議会」について協議を行っている。そこで，現在，各地区自治会で説明を行っ

ている資料を参考に，「地区自治会の見直し」について，皆様から忌憚の無い，活発な意見

をいただき，参考にさせていただきたいと思う。少々長い時間となるが，よろしくお願い

したい。 

 

３ 委員紹介 

菊池課長：委員紹介に先立ち，本日委員の委嘱ということで，テーブルの上に委嘱状を置
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かせてもらった。委嘱は，平成２８年４月１日付けとなっており，委嘱の任期については，

東海村自治基本条例推進委員会規則に基づき，２年となる。ただし，大森先生を除く各委

員は，同規則第４条に基づき，その職により委嘱を行っているので，２年以内にその職に

変更等があった場合は，その職にある期間までとなる。それでは，私の方から，本日出席

している委員の皆様を，配布した名簿の順に紹介をさせてもらう。 

まず，東海村自治会連合会会長 根本 龍哉 様。 

根本委員：今後ともよろしくお願いします。 

菊池課長：東海村商工会会長 照沼 政直 様。照沼委員には，前回副委員長を務めてい

ただいた。 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構理事長 児玉 敏雄 様。 

児玉委員：いつもお世話になっております。よろしくお願いします。 

菊池課長：本日，東海村議会議長 舛井 文夫 様は所用のため欠席である。  

続きまして東海村長 山田 修。 

山田委員：よろしくお願いします。 

菊池課長：東海村教育委員会教育長 川﨑 松男。 

川﨑委員：よろしくお願いします。 

菊池課長：東海村農業委員会会長 舛井 操 様。 

舛井操委員：よろしくお願いします。 

菊池課長：最後に東京大学名誉教授 大森 彌 様。大森委員には，前回委員長を務めて

いただいた。 

 

４ 委員長及び副委員長選出 

菊池課長：東海村自治基本条例推進委員会規則第５条では，「委員長及び副委員長を１人置

き，委員の互選によりこれを定める」となっている。事務局案だが，議事に昨年度からの

協議事項が含まれており，協議の継続性も求められることから，引き続き大森委員に委員

長，照沼委員に副委員長をお願いしたいと思うが，どうか。 

自治基本条例推進委員会委員一同：異議なし。 

菊池課長：それでは委員長を大森委員，副委員長を照沼委員ということで，よろしくお願

いしたい。一言挨拶をお願いしたい。 

大森委員長：このような席で言うのはどうかと思うが，４月に大腸がんの摘出手術を行っ

た。３ヶ月経っているが，今のところ回復基調なので大丈夫ではないかと思っている。も

しかしたら副委員長に代わってもらう事があるかもしれないが，できるだけ迷惑はかけな

いようにする。今のところ体力を回復させなくてはいけない。それほど悪性で進行してい

る訳ではなかったが，要らないものは取れと皆が言うので，外圧に抗し難く，ついに要ら

ないものを取ってしまった。この歳なので体力は消耗した。今は一生懸命よく食べて運動

している。多分大丈夫だとは思うが，突然休んだりすると迷惑をかけるため，一言言って

おきたい。よろしくお願いしたい。 
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菊池課長：それでは，式次第５番の協議事項に移らせてもらう。協議事項からは委員長に

お願いする。 

 

５ 協議事項 

大森委員長：いくつか既に施行に入っているものについて説明を受けて，皆さんの意見が

あれば出してもらうことになる。地区自治会の見直しが行われているのは大きな話である

ため，できればこれに重点を置いて皆さんと意見を交わせればと思う。それでは事務局の

説明をお願いしたい。 

 

（１）行政協力員制度の廃止と「協働の事業」に関する協定の締結について 

秋山課長補佐：まず，協議事項（１）『行政協力員制度の廃止と「協働の事業」に関する協

定の締結』について説明を行う。Ａ４判の右上に『資料№１（１）』から『資料№１（４）』

と書かれた資料を用意してもらいたい。村では，昨年度まで，スクリーンに表示している

『東海村行政協力員等設置規則』に基づき，行政事務の円滑かつ効率的な運営を図るため

（第１条），村内に３０ある単位自治会の，単位自治会長を行政協力員，副自治会長を副行

政協力員，常会長を班長として，村長がその職を委嘱し，主に５つの任務を依頼していた。 

 主な５つの任務は，同規則第３条のとおり，各地区の区域内における，１つ目は村に対

する要望等の取りまとめ及び報告，２つ目は村が依頼する各種委員選出のための人材等の

推薦，３つ目は村が開催する各種説明会等への出席調整及び報告，４つ目は村が依頼する

各種調査等の情報収集及び報告，５つ目は村が依頼する募金等の周知及び取りまとめの５

つになる。 

 昨年度，東海村役場庁内において，行政協力員の依頼業務を調査したところ，『資料№１

（１）』のとおり，行政協力員への依頼業務として４６の業務を確認した。 

 ４６の業務については，表のとおり『№１ まちづくり推進課における 地域交通会議

委員の推薦』から『№４６ 農業委員会事務局における 農業委員の推薦依頼』となる。

報告された業務の中には，例えば『№２ 総務課における 国勢調査統計調査員の推薦』

があるが，これは５年に１度の業務であり，また，『№３ 総務課における 東海村統計調

査員委員の推薦』については，委員に欠員があった際に推薦をもらう，一年を通しての不

定期な業務であり，４６の業務の中には，毎年実施してもらう業務以外の業務も含まれて

いる。 

 村では，自治組織の再編及び支援のあり方の見直しを行う中，この行政協力員の制度に

ついては，昨年度をもって廃止することとした。 

 行政協力員の廃止については，参考として配布した『広報とうかい ３月２５日号 ６

ページ』や村公式ホームページにより，村民へ説明している。 

廃止の主な理由になるが，自治会では，高齢化等により役員の選出が困難な状況や，選

ばれる人は同じという状況が見受けられる中，村は，行政協力員としての任務が，「自治会

の活動に負担を掛け，自治会本来の自主的な活動の妨げになっている」ということを考慮
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し，村の制度改善を図る必要があると考えたためである。 

また，その他の要因としては，村と自治会の間で行われている仕事が，自治会長として

の仕事・活動なのか，それとも行政協力員としての業務なのかが不明確となっている現状

があった。また一方で，村長が自治会長を行政協力員としてその職を委嘱し，報酬を支払

う形が上意下達の関係となり，本来，自主自立する自治会が，村と対等の関係となってい

なかったことも廃止の要因となっている。 

 昨年度，村は４６の業務を精査し，１１月と１２月に行政協力員連絡会を開催し，自治

会長に集まってもらい，自治会と行政協力員制度の廃止についての協議を重ねた。 

その結果，今年度は『資料№１（２）』の９つの事業について，『資料№１（３）』の『協定

書の第１条（目的）』にあるとおり，『自治会及び村の連携のもと，地域社会の発展と住民

福祉の充実，地域課題の解決に寄与し，村民が主体のまちづくりを協働して推進する』こ

とを目的に，村内に３０ある単位自治会それぞれと協定を締結することとなった。 

 ９つの事業については，協定書に別紙として『資料№１（４）』のとおり仕様書を添付し

ている。 

９つの事業のうち，『№４ 緑地保全事業』や『№８ 阿漕ヶ浦周辺整備構想の推進事業』

については，全ての単位自治会を対象にしたものではなく，特定の単位自治会に限定した

協定の仕様書となっている。 

 協定の有効期限は，本年４月１日から来年３月３１日までの一年間となっている。今後

毎年仕様書の見直しを行い，必要となる事業については仕様書を加え，各単位自治会との

協議を行いながら，協定を締結していきたいと考えている。 

 平成２８年度の協定の締結は，本年４月１日付けだが，本年５月１６日に自治会長に集

まってもらい協定の締結式を開催している。スクリーンで締結式の写真を紹介させてもら

うが，このような形で式を開催した。協定の締結については，参考として配布させてもら

った『広報とうかい ６月１０日号 ６ページ』や村公式ホームページにより，村民へ説

明しているところである。 

 協議事項（１）『行政協力員制度の廃止と「協働の事業」に関する協定の締結』について

の説明は以上である。 

 

（２）単位自治会に対する補助金等の一括化について 

青木主事：続いて，協議事項（２）『単位自治会に対する補助金等の一括化について』につ

いて説明を行う。Ａ４横の右上に『資料 No.2』と書いてある資料を見ていただきたい。 

 村では自治会に対し，補助金等を交付しているが，昨年度，自治推進課で交付している

補助金のうち３つを一括化した。一括化した目的・狙いとしては，資料上段に書いてある

とおり「事務手続きの簡素化による事務負担の軽減と予算配分の自由度が増すことによる，

現状に合った補助金の活用を促す」ことである。 

 具体的に言うと，資料の左側「現状と課題」を見ていただきたい。今回一括化した交付

金は，資料に書いてある「いきいき地域活力事業助成金」「集会所管理費補助金」「運営費
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交付金」の３つである。それぞれどのような補助制度かと言うと，左から「自治会の事業

に対する補助」，２つ目が「集会所の維持管理に係る費用に対する補助」，最後が「役員報

酬や事務用品の購入費など自治会運営にかかる費用に対する補助」である。 

 この３つの補助制度は，それぞれ申請，実績報告をだしてもらっており，そのたびに書

類を作成し，役場へ足を運んでもらうなど，自治会の負担となっていた。また，それぞれ

に限度額が決まっているので，例えば事業費にお金をたくさん使いたい自治会があっても，

用途に自由度がないという問題があった。そういった問題を解消するために今年度から一

括化し，事務を簡素化して，自治会によって，お金を使いたい部分へ交付金が使えるよう

になった。 

 続いて補助制度の概要についてだが，こちら資料の右半分の通り，基本的には３つの補

助金の制度を合わせた形になっている。大きな変更点としては，赤い点線で囲っている交

付限度額の部分について，自治会への更なる支援を目的として，３つの交付金を合わせた

額から均等割の増額を行い，また，班長が自治会で果たしている役割も大きいという事で，

班数に応じて補助金の額を加算する班数加算を追加した。 

２枚目の資料については，各自治会の交付限度額の算出表であり，最終的に今年度各自

治会へ交付した額が黄色で塗られた部分である。 

 また，今回の新しい補助制度を施行するにあたり，スクリーンに表示しているような手

引き書を作成し，各自治会に説明会を開催した。 

今年度は既に３０自治会全てに申請してもらい，概算払いにて交付金を交付した。今後

は３年から４年をワンサイクルとし，補助金制度の見直しを行っていく予定である。 

 協議事項（２）『単位自治会に対する補助金等の一括化について』の説明は以上である。 

 

菊池課長：地区自治会の見直しの説明の前に，配布した『東海村コミュニティセンターと

自治会区割り図』という地図について説明したい。これまでの協議事項（１）『行政協力員

制度の廃止と「協働の事業」に関する協定の締結』と協議事項（２）『単位自治会に対する

補助金等の一括化について』の説明は，舟石川一区や亀下区など，小さな区割りの３０の

単位自治会に対する負担や事務の軽減，補助金の使途拡大などの説明をしてきた。しかし，

協議事項（３）『地区自治会の見直しについて～（仮称）まちづくり協議会提案の考え方～』

は，この小さなまとまりである単位自治会を小学校区単位で複数集めた地区自治会につい

ての説明である。地区自治会は東海村に６館あるコミュニティセンターを中心に展開して

おり，この地区自治会の見直しをしてはどうかという話になっている。単位自治会と地区

自治会というものがあるという事を認識した上で話をさせてもらえればと思う。 

 

大森委員長：それでは今，協議事項（１）と（２）について説明があったので，これにつ

いて皆さんの意見を聞いた方が良いかと思う。私から質問だが，認可地縁団体になってい

る自治会はいくつあるのか。 

菊池課長：認可地縁団体は２５自治会である。単位自治会は３０あるが，４つは原子力関
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連の事業所の社宅である。お気付きかと思うが，先程の補助金の一括化の中で自治会集会

所管理費補助金が２６件なのは，原子力関連の事業所が事業の経費として集会所の管理費

を負担しており，村からの補助金が出ていないからである。 

認可地縁団体を取ってもらい，まず何をしてもらうかというと集会所の所有権の登記で

ある。そういった観点からすると事業所はそこに馴染んでいない。そのため，２６の単位

自治会が対象で，そのうち２５自治会が認可地縁団体を取っている。 

大森委員長：集会所は自治会の財産になっているのか。 

菊池課長：そうである。 

大森委員長：認可地縁団体になった時に，通常は地方自治法上では財産の話になっている

が，認可地縁団体を取ったことによって，今までなかった事業や活動が増えたケースはあ

るか。要するに財産の管理等の理解をされているが，運用は若干事業ができる。事業につ

いては後で教えてもらえれば良い。とりあえず，ほとんどの自治会が認可地縁団体になっ

ていることは分かった。 

菊池課長：団地で，認可地縁団体を取った自治会が太陽光発電の大きなものを導入してお

り，事業所扱いとなっている。 

大森委員長：それを認可団体で行っているということか。 

菊池課長：そうである。 

大森委員長：そのようなことができる。単位自治会の今後のあり方について違う可能性が

ある。実は総務省が言い出しているが，認可地縁団体を調べてみると解釈上は事業を行え

る。しかし，事業を行う時には，一応法人なので事業を行うことは可能だが，そうではな

い法人の方が行いやすいという説もあり，ちょっと色々と動きがある。今後単位自治会の

あり方や活動，種類などに少し変化が起こるかもしれない。ただ，事業ができないことは

ない。 

 それでは皆さん方から意見を伺いたい。まず，従来の行政協力員制度を廃止して，協定

を結んだということだが何か意見はあるか。 

児玉委員：質問しても良いか。資料の中に住民の声を聞いたという話があったが，行政協

力員制度廃止について，住民の声はどのようなものだったのか。 

菊池課長：村から年度当初に約束事や明示されたものがない中で，村からの沢山のお願い

が自治会に届くと，どういう事が起こるのかというと，命令系統というか，自治会長から

副自治会長，そこから班長，いわゆる常会といわれるものの中で，上からずっと情報が流

れていく。その中では自治会の活動で動いているのか，役場から依頼された任務か分から

ない。また，役場から色々な依頼がくると，２６ある担当課は１つしか依頼をしなくても，

自治会長は役場からの依頼を全部受けるので，４月などのまとまった時期に，一辺に１０

や２０の仕事がくる。それはいくらなんでも多すぎるし，その上文書回覧もあり，回覧文

書は戻ってきて全てごみになるという話を自治会から受けている。その一方で，班も高齢

化が進み，人を選ぶ中でもなかなか表に出ることもできなくなっている事もあり，負担を

軽減してもらいたいという話をちらほら受けていた。これから先の５年１０年のことを考
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えると，役場の方でも手を打つ必要があると思い，そのような声を元に負担軽減を行った。   

また，戦前から戦後にかけての法に規定された自治会の配給や動員や監視に使われてい

た戦後の法的な位置付けをとって，自主自立，自己決定の組織にするよう動いてきたが，

行政と一体となって行ってきた自治会ということもあり，なかなか断ち切れなかった経緯

もある。東海村に自治会というものができてから１０年が経っていることもあり，ここで

本来の趣旨に合致した形に，制度上も行政協力員制度を廃止して向かうべきではないかと

思った。 

大森委員長：そのようなことは分かっているが，廃止と聞くと結構ドキッとする。そのこ

とを住民にどのような形で説明して，住民はどう思ったのか。 

根本委員：自治会という立場から話をさせてもらう。基本的に行政協力員制度の廃止につ

いては，先ほど区割りの話があったが，３０の自治会をまとめた自治会連合会に対して村

から説明があった。連合会の中で集約した意見は２つあり，１つはこれまで区長制度とい

うことで，行政の末端機関という形であった自治会との関係を，自主自立の民主的な運営

とし，対等の関係で協働のまちづくりをするという意味において，行政と自治会を対等な

立場の関係にして自治会を発展させていく，という話が出た。それを皆さんが本当に理解

したのかは分からないが，少なくともそのような観点で取組むのだということは理解した

と思う。 

もう１点は，今自治推進課長から話があった，行政から自治会への依頼の負担が大きい

ということである。自治会内部の仕事に加えて行政からの仕事が４６もあるので，行政か

らの仕事をなるべく簡素化し，自治会がもっと動きやすく自治会本来の仕事ができるよう

な余地を残すことを村で考えてもらい，行政協力員としての業務依頼を削ってもらった。 

しかし，実際行ってみると，もともと村と自治会の間で必要な仕事は相変わらず変わらな

い。必要な仕事を除くと行政や自治会の福祉の追及に関する事業はほとんど遂行できなく

なるため，最低限の仕事は協定を結んだ。今年は１５の色々な事業を協定し，来年や再来

年は必要な内容が変わるため，その度にお互いに忌憚のない話し合いを行って協定を結ぶ

ことになる。そのような新しい関係になったと私達は考えている。 

大森委員長：比較的丁寧に，よく話し合って進められたということかと思う。 

照沼副委員長：私も１００パーセント理解して言ってはいないので，もしかしたら勘違い

もあるかと思う。自治会になってから１０年が経った。行政から自治会へ依頼していた４

６の仕事の資料があるが，自治会になった当初はこんなに行政は自治会に依頼してはいな

かったのではないかと思う。時代の流れや多様化の中で，理想に向かっていくと，色々な

組織が増えていく。そのため今後も増えていくかもしれない。そのような中で，選択と集

中という言葉が言われているが，何年か一度は見直しの時期が必要かと思う。見直しの時

期は今までの流れから変わっていくと告知していくことが大事であり，告知されたことを

皆が良く認知して行動になっていくのかと思う。丁寧な説明は必要であり，納得すること

が，次の段階に向けてのステップアップだと思う。今見直しの時期であり，ある意味ほと

んどの人が賛成だと思うので，告知し認知され納得されるように，先ほども意見が出たが
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丁寧に進めていくべきだと思う。 

大森委員長：各課から自治会へ依頼した仕事の一覧表が出たのは初めてかと思う。 

根本委員：初めてである。明文化していくのは大切なことである。 

大森委員長：村全体としてどれくらいのことを自治会へ依頼しているのかということを調

査した初めての資料であり，これは歴史的な調査結果である。私から見ると東海村が自治

会へ依頼している仕事数は多い。随分色々各課が頼んできており，自分で行わなくて済ん

でいるなと思う。特に委員会等の人選は各課の担当者が回っても難しいので，推薦依頼し

て出てくればその人が引き受けてくれるので非常に楽である。ちょっとどう見ても依頼し

過ぎである。 

根本委員：基本的に行政は住民の方にもたれかかり過ぎである。 

大森委員長：一見尊重はしているのだが。 

根本委員：行政から言われると今まで行っていたので行わざるを得ないが，確かに大森委

員長の言うとおりである。 

大森委員長：今回それを整理して，新しい関係を結んでいきたいというのは当然である。

普通はこじれるが，良くできたと思う。自治推進課長がいたので上手に取りまとめたのか

と思う。 

山田委員：自治推進課が強力に，庁内に自治会へ依頼している業務をちゃんと出させた。

自治会に投げて終わりではなく，役場が自ら汗をかかなくてはならないと，必要最低限の

業務だけを絞り込んで依頼しようとなった。それでもまだまだ依頼する業務は残っている

が，自治会に協力を貰っている。個人の協力員ではなく，自治会という組織に依頼してい

る。 

舛井操委員：直接関係はないと思うが，行政協力員依頼業務内容の４６の仕事は，全て３

０単位自治会に対するものだけか。 

根本委員：そうである。行政協力員制度というのは自治会に対する制度である。 

舛井操委員：そうするとオールフォー東海というか，東海村の村民に対するものは一切こ

の中には入ってないということか。 

山田委員：直接住民に係るものではない。自治会に係るものだけである。 

根本委員：村としてはこれ以外にも各課が担当して事業を行っているが，自治会にお願い

しているのはこの資料に書いてある業務である。 

舛井操委員：かなり自治会の負担軽減にはなったと思うが，負担軽減になった結果，自治

会長の考え方が変わってきているかというと，今までとあまり変わっていない気がするが，

どうか。 

根本委員：今年１年目であり，始まったばかりである。４ヶ月過ぎたくらいで，基本的に

自立意識というか，役場に言われた事を全部黙って行ったり，逆にできないものを何でも

役場に頼んだりといった，お互いのもたれかかり関係を止めて，村長が目指しているよう

な，自治会と行政が対等な立場で協働のまちを作ろうという，その位置にまずついたとこ

ろだと思う。今後紆余曲折はあるかとは思うが，一歩踏み出したことには間違いない。 
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舛井操委員：これからということか。 

山田委員：一番村民に影響があるのは，文書の回覧をやめたことかと思う。イベントのチ

ラシや色々なお知らせを，今まで各課は自治会に投げて回覧で回してもらい，それで周知

したことにしていた。それをやめたということは，どのような手段で役場が直接住民に周

知するべきか，広報とうかいもそうだが，色々な媒体を使って工夫して行わないと住民に

届かなくなる。そうすると住民から，今まで回覧で回っていた情報が入ってこないと苦情

が出るので，役場は自ら考えるようになる。それをこの１年行ってみて，住民からどのよ

うな評価を受けるか役場も試されている。 

根本委員：自治会としては，行政にない社会福祉や子育て育児の問題も含めて地域の課題

を，３０ある自治会毎にやり方はあるが，ちゃんと回覧していた。その回覧がなくなって

楽になったかと思ったが，とんでもない。結局みんながこれを回して欲しいと文書を持っ

てくる。 

山田委員：今回覧で回っているのは自治会で本当に共有するべき，必要な文書である。 

根本委員：そうである。そういう風にはなっている。 

照沼副委員長：一つ質問したい。今までだと配布物を自治会長に持っていき，縦割で進ん

でいたかと思うが，文書を出す行政も横の繋がりで，この文書とこの文書はまとめて出す

という風に進めているのか。今までは課毎に出す文書を自治会長に依頼していたかと思う

が，今度少なくしようと言うのだから，行政の方でも自治会に出す文書を調整して一緒に

出すといった，縦と横がミックスした行動は起きているのか。 

根本委員：それは行政側の回答になると思う。 

菊池課長：基本的には，行政協力員の任務に入っていないものは，手数料を自治会に払い

ながら回覧をしてもらっていた。問題だったのが，先程村長も発言したように，自治会未

加入者の４割ちょっとくらいの人達にどうやって情報提供をするのかという工夫がないに

も係らず，自治会に回せば良いという発想がまかり通っていた。それをやめるという事は，

村民に情報発信を行い，情報を共有して，協働の基礎を築くために，役場が情報を集約し

て，効率を上げて，村民に情報を発信する必要があるが，それはやはり広報が一番だとい

う考えを持って，広報に情報を集約する。もしくはホームページや今年度始まったスマー

トフォンにアプリをダウンロードすると，ゴミの日やイベントのお知らせなど色々なもの

が届く。そのような色々な手法を用いて，情報提供を展開しているところである。照沼副

委員長が発言した，村からの情報の集約ということだが，「回覧を基本的には行わない」，「自

治会だけに回覧をお願いしてはいけない」，と庁内で共有している。そのような意味では考

え方を変えて，意識を変えて，仕事に取組むようにして欲しいと伝えてある。限定された

地区の場合には周知のため回覧するが，限定された地区に行政が情報を発信するというケ

ースは多くはない。 

照沼副委員長：私の聞いている質問の意図と少し違う。例えば配布物を少なくしようと行

動を起こしている時に，行政はこの文書は何々課から，この文書は何々課からというよう

に，今までは一枚ずつ送っていた文書を，行政の中でまとめて自治会に配るというような
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調整を行っているのか。今後検討しているのか。 

菊池課長：まとめて送るという事は検討していない。この協定書にない回覧文書はありえ

ない。 

照沼副委員長：ありえないのか。その辺が分からなかった。 

菊池課長：配布した資料の仕様書にあるように，依頼する内容や時期は仕様書に書いてあ

るため，そちらの時期に必要な文書を出していく。一緒の時期であれば，当然文書をまと

めるという提案はあるのかと思う。 

照沼副委員長：上手く広報とうかいにまとめて情報提供していき，回覧板を少なくしてい

こうということか。 

川﨑部長：基本的にはもう自治会のみの回覧は行わない。数件は残っているが，基本は広

報やＳＮＳやインターネットを使って，全村民の方に情報提供できるように工夫していこ

うと考えている。 

照沼副委員長：あまりよく分かっていなかった。今までのように一枚ずつ文書の回覧を自

治会に依頼している印象だった。 

川﨑部長：回覧が多かった時はそのような話もあり，例えば毎月水曜日にまとめて各課で

一緒に文書を出せば手数料も安くなるのではないかという話もあったが，今年から回覧は

基本的には行わないという話になった。 

根本委員：フォローするものが必要である。特定の自治会に関係する事業については，そ

の担当課が自治会長に説明に行き，理解してもらうというフォローを役場がちゃんと行う

ようになった。今までは自治会に投げただけだった。それが進歩してきていると思う。 

川﨑委員：私も学校現場にいた時に，「廃品回収の回覧を自治会にお願いすれば簡単に行っ

てもらえると思っているのではないか」とお叱りを受けた事がある。上から目線云々では

なく，従来お願いすればやってもらえるという意識が漠然と双方向にあったのかと思う。

学校のお願いだから仕方なくやってやるという，双方向にあった意識を，このような形で

見直すという意味で，私達自身もどのように自治会とかかわっていけば良いか見直す機会

になったのではないかという感想を持った。 

児玉委員：今年の４月１日から「協定の事業」に関する協定書が執行されている。業務を

なくすという事は非常に大事な事だと思うが，先程フォローの話もあったが，今回やめた

事業が，やめた結果どうなったのか。この協定書は一年毎に見直すフォローの仕組みを作

っているので，もし万が一事業をやめた結果，不具合があれば見直すというサイクルがあ

れば良い。 

根本委員：自治会としては連合会が３０自治会集まって，話し合いを行いながら見直しを

していく。 

児玉委員：行政の方もそのような事を行うのか。 

山田委員：お互いに行う。 

大森委員長：連合会自身は財産を持っているのか。 

根本委員：持っていない。借りているだけである。 
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舛井操委員：補助金の一括化について，３事業を一本にして交付するという事だが，額は

別々に算出されている。これは内部流用といった形で混ぜて使用しても良いという事か。

例えば自治会の管理費が足りなかったら，いきいき地域活力事業助成金の交付金から使っ

ても良いということか。 

根本委員：一括交付金は４月の初めに，自治会の世帯数を積算根拠に算出した額を一括交

付金として３０自治会に提示した。それは予算要求をきちんと行い，本当にこの事業を裏

付けるような活動をしている予算書であれば，役場で審査をして４月か５月に交付するよ

うになっている。３０単位自治会は会費で運営しているので，会費と村からの交付金を合

算して，如何様にも自分達の１年間の事業計画にあわせた使い方で行える。お金に色はつ

いていないので，全部一つの会計で払えることになった。決算の時は，村へ決算の充当額

がしっかり記載されている決算書を作って出すことになる。今回初めてだが，そのような

考え方で行わせてもらう。 

大森委員長：今回の一括交付金の総額の根拠というか基準というか，何を目安にしてこの

予算の総額が決められたのかを聞きたい。実は住民税のうち，均等割りは地域で暮らす付

き合い税である。本来であればこのお金は地域に還元するべきお金である。どこかで調べ

れば分かると思うが，今回出している総額と比較して，村は税金で皆さんが負担している

以上のものを出しているのか，少ないのか知りたい。他のところで行った時はそれを目安

にした。住民税は一般的な税源なので必ず還元しなくてはいけないという理由はないが，

市民としては均等割りというのは地域で暮らす人達の付き合い税なのだから，そのお金は

住民が自主的に使っても良いお金ではないかと，なんとなく目安になるかと思っている。

それがどうしても足りなくなったら，住民税の均等割りも調整すれば良い。宮崎市が一回

行って失敗した例があるが，どのような積算根拠になっているのか，今まで行ってきたか

らあまり自治会へ負担をかけないようするにしても，このようなことを考える時は何かよ

りどころが欲しい。そうでないと交付金が足らないからもっと出して欲しいという話にな

ってしまう。私も前にこれを行う時に悩んだ。次で良いので教えてもらいたい。 

児玉委員：総額は結局増えているのか，減っているのか。 

山田委員：単純に見れば総額は増えているが，一方で行政協力員の報酬は減っている。そ

のうちの一部の班数加算の分だけは，また戻している。個人にいくお金は減ったが，自治

会という組織にいくお金は多少増えている。 

大森委員長：班の数は単位自治会毎に違うのか。 

根本委員：違う。 

大森委員長：だいたい平均して何世帯ぐらいのくくりか。 

菊池課長：資料 No.２の２枚目に世帯割が書いてある。これは自治会に加入している各自治

会から集約した世帯数である。 

山田委員：一番大きい班で何人くらいか。 

菊池課長：３０になるとかなり大きい。この前の豊白区自治会のお祭りで１班５０のとこ

ろがあると自治会長が言っていた。それくらいあるところもある。 
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山田委員：１班１０世帯のところもあれば，１班５０世帯のところもあり，班長の負担も

違う。 

大森委員長：今回はその班のレベルまでは考えていないので自治会内の話かと思う。 

根本委員：基本的に自治会加入世帯数は８，１９３世帯であり，それを３０で割ると平均

２８０位だが，小さいところと大きいところがあり，凄くランダムなので，平均で言うの

もどうかと思う。本当に平均すれば２７０か２８０くらいだと思う。 

大森委員長：自治会長の男女別は分かるか。 

根本委員：女性が１名である。 

山田委員：自治会長３０人のうち，女性は１人だけである。 

根本委員：もう少し女性に出てもらえたらと思っている。 

大森委員長：前に全然違う地域だが，自治会長が女性になったら一変した。男は男から使

われるのは嫌だが，女性からは使われたい。女性の自治会長にあれこれ指示されて，自治

会の人達が嬉々として働いていた。それは冗談だが，自治会で下働きとして一生懸命行っ

ていてもそのような地位についていない女性達が自治会長につけるように，そんな風に少

しずつ変わっても良いかと思う。それは自治会の話なので村があまり言うことではないが。 

根本委員：大森委員長の発言の通り，見ていると女性が自治会長になるとみんなが手伝う。 

大森委員長：少し脱線気味になってきたが，この２件についてはこれで良いか。 

児玉委員：大森委員長に伺いたい。日本全体で自治会は今後どうなっていくのか。私は東

京の世田谷のマンションに住んでいるが，自治会とは無縁である。 

大森委員長：全国的に日本は他の国に比べて，いくつかの国に近いものはあるが，自治会

は特異な制度である。戦前から戦後にかけて色々なことを言われたが，地域の住民を単位

として非常に勢力が強い。区割りが明確になっており，重ならず，綺麗に分かれており，

役所の仕組みと似ているので使いやすい。全世帯が加入しているので行き渡ることにもな

っている。日本の行政の有り方と住民組織は長い間くっついて行ってきた。大都会はこれ

がどんどん駄目になり，違う仕組みをとらないと住民の声が吸収できない。ただ日本全体

でみると，この仕組みは生きている。しかもこれがどのような形で変わっていくのかとい

うと，これはこの後の議論だが，自治会や町内会の中では入りきらないような，色々な活

動団体の活動も出始めたため，その人達と従来の地縁型の組織をどのように完結するかと

いう問題が出てきた。そのため，町内会と自治会内で，多分違う活動を行っている。全国

的に言うとまだ根強いが，大都市東京のような所は非常に困っている。役所も住民も困っ

ている。地域毎に相当違うが全国を歩いてみると根強い。しかし，もう一度地域住民の自

治の単位に強化すべきという議論もあり，色々な変化をしている。 

照沼副委員長：他の隣接市町村に比べて，東海村は結構恵まれていると言われているが，

自治会への交付金の一人当たりの予算を考えると，東海村は近隣市町村に比べて恵まれて

いるといったデータは取っているのか。 

菊池課長：一元的に比較は難しいところもある。 

照沼副委員長：それともこれは平均的なのか。平均的以上にお金は出ていると思うが。 
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菊池課長：お金が出ていない方ではない。交付金の総額を見ても４，６００万は出ている。 

大森委員長：東海村は交付金以外にもコミセンを持っている。こんな市町村はない。もし

比較するのであれば，一回ひたちなか市と比較してみて欲しい。向こうは東海村と合併し

たがっていたが，東海村は嫌がったと噂を聞いている。ということは，こんなに潤沢に出

ているとは思えない。でもそれは東海村として悪いことではない。ただし，一回くらい世

間のよそ様の事も知っていた方が良い。今みたいな質問も出る。 

照沼副委員長：私が言いたいのは，これが当たり前と思うのではなく，東海村は恵まれて

いるという事をそれぞれが気付かないと，色々な意味で要望ばかり増えていってしまうの

ではないかという事である。 

根本委員：私はこれで十分だとは思わない。金額だけの問題ではなく，総合的にどのよう

な自治会ないし行政をひたちなか市が行っているのか，東海村はどのような行政を行って

いるのか，総合的な中身の問題でそこは比較すべきだと思う。 

照沼副委員長：私もそうは思うが概算として，ある程度知っていると良いと思う。 

大森委員長：むしろ東海村がある種恵まれているのであれば，恵まれているのに応じて住

民の活動も行われており，役所との関係も他にないような新しいやり方も取れるのだと示

してもらえれば良いと思う。ただ調べておいた方が良いと思う。 

 それでは３番目の重要なテーマに移りたいと思うので，説明をお願いしたい。 

 

（３）地区自治会の見直しについて～（仮称）まちづくり協議会の考え方 

清宮係長：協議事項（３）『地区自治会の見直しについて～（仮称）まちづくり協議会提案

の考え方～』の説明行う。村では６つある地区自治会に対して，まちづくり協議会制を提

案し，平成２７年度から複数回説明会を行っている。昨年の１１月から本年にかけて３回

目の説明会を行っており，現在は地区自治会の見直しを提案している。３回目の説明会で

使用した資料が，現在配布している資料 No.３である。６地区自治会の中で，中丸地区を除

いた５地区自治会への説明は既に終えている。説明会で使用したこの資料を用いて，説明

内容をたどる形で簡単に説明を行いたい。まず資料の１ページ目にこの資料の説明内容を

大きく３つに分けて書いている。まず１つ目が，なぜ地区自治会を見直すのか，２つ目は

見直しの選択，３つ目が見直しの手法と手順とスケジュールを載せている。その後に参考

として地区自治会の振り返りや，すぐにできる地区自治会活動例等を載せている。１ペー

ジめくってもらうと，今言った３つの項目の前に，昨年度説明会で説明した内容の概要図

を載せている。昨年度の説明会の時点で地区自治会から出た意見として，「地区自治会を廃

止して，新しい組織をつくるということか」，「行政としてのたたき台を示して欲しい」，「NPO

や事業所などを新たにいれるということだが，誰が中心になって進めていくのか」といっ

た意見をもらっている。次の３ページ目で，今のような意見を踏まえつつ，改めて村から

なぜ地区自治会を見直したいのかという事を載せている。行政側が認識している課題とし

て，人口減少や少子高齢化の問題は地方創生の課題となっている。また，地縁の希薄化に

より，単位自治会の加入率が低下してきている。村の財源も先細りしていく可能性がある。
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こういった課題を踏まえて行政側から地区自治会側に対して，今と同様の活動を続けてい

けるのか，人材は確保できるのか，構成する団体の活動や組織は継続できるのか，これま

での活動成果の振り返りをすべきではないか，地区自治会の活動により得た成果は何か，

活動前と活動後で何が変わったか，現在抱えている課題は何か，といったことを投げかけ

て協議を行いたいと提案している。こういった提案を役場側からしていても地区自治会の

今後については行政だけで考えられるものではなく，地区自治会側の判断がどうしても必

要になってくる。今地区自治会に対して，村では３つの選択肢を用意している。１つ目は

現状のまま，２つ目は構成団体や組織は変えずに活動等の見直しを行う，３つ目が構成団

体や組織，活動等の見直しを行う，というものになる。このうちの２番と３番を選択する

と見直しをしていくことになるが，見直しをしていく際のスケジュールは，４ページ３番

の見直しの手法と手順，スケジュールに基づいて見直しを行っていく。手法は住民と行政

との話し合いであり，手順はこれまでの活動の振り返りを行い，見直し（案）の協議を行

って，最終的に見直しの実施を行う。事務局はコミュニティセンターの職員に加えて自治

推進課の職員も一緒に行う。スケジュールは，当初の予定として平成２７年度に地区への

説明をし，方向性の決定まで行う予定だったが，ずれこんでおり，今年度平成２８年度に

方向性の決定を行い，それに加えてこれまでの振り返りと見直し（案）の協議を行い，平

成２９年度には見直しの実施ができればと思っている。 

地区自治会の振り返りをどのように行っていくのか，例を５ページと６ページに挙げて

いる。一つ目の例が目的と事業の振り返りである。地区自治会はそれぞれ規約を持ってお

り，それが５ページに書いてある地区自治会の目的，地区自治会の事業等にあたる。こう

いった目的に対して地区自治会の事業が適当だったのか，その成果が学区に反映されてい

るのか，そういったものを振り返りの作業の中で，目的と事業に対してどのような活動が

でき，どのような成果を得ることができたか，検証していってはどうかと提案している。

６ページに例２として，組織の振り返りを提案している。地区自治会は６つの専門部会を

持っている。１つ目が安全・安心部会，２つ目が福祉部会，３つ目が教育部会，４つ目が

農・工・商業部会，５つ目が建設・環境部会，６つ目が企画・総務部会の６つの専門部会

を持っているが，この専門部会は行政側からの提案で作られた。そのため，行政の縦割り

による部会の区分になっている。振り返りの作業の中で，村が提案した専門部会が本当に

必要なのかという事を検証していきたいと提案している。７ページ目は，ふりかえりの作

業に関連して，新しい取り組み案を聞きたいという話が出ることもあるので，すぐにでき

る地区自治会活動の例を簡単に伝えている。A地域情報共有事業の実施，B防災とお祭りに

特化した事業展開，Cコミセン維持管理委託事業，D行政からの地域窓口を一本化，E地区

版「協働の指針」の作成といったものを案として出している。しかし，新しい取り組みを

行う余裕はないという意見を多く聞くので，まずは振り返りを行い活動の整理をしていこ

うというのが今の地区自治会の見直しの行政側からの提案である。協議事項（３）『地区自

治会の見直しについて～（仮称）まちづくり協議会提案の考え方～』に関する説明は以上

である。 
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大森委員長：これはまた大きな話である。私の理解だが，全国の動きみたいなものがあり，

今回担当大臣になった石破さんたっての要望があり，実は大都市ではなく，比較的農村地

域や魚村地域で，だんだん人口が減ってきており，高齢者も増えているので，できるだけ

企業や業務を集中型に，小さな拠点をつくりたいという話が前から出ている。全国的な動

きだが，ガソリンスタンドのある場所で色々な物が買えたり，そこに行けば色々な情報が

得られたりするなどのイメージはある。単位自治会については，特段こうして欲しいと議

論に出ることはない。今日のこの地区自治会のあり方についての議論と関係するのは，今

も実態はこれに近いが，地区自治会がまちづくり協議会に変わっていくとどうなるかとい

うと，国の方の言い方で言えば地域運営組織と呼んでいる。地域運営組織は，従来の地縁

型の自治組織と違って，町内会・自治会を含んでいるが，それ以外の活動主体が全て参加

して，全体で地域の課題に取り組んでいくような，持続できるような組織体を作ったらど

うかという事である。それは今までも色々なところで作っているが，町内会・自治会を含

みつつ，違う団体も含めて，全体として年度毎の計画を作ったりしており，ここで言うよ

うな新しいタイプの地区自治会の姿ではあるが，実際に地域でこれを行っていく時に，住

民同士の助け合いは従来のやり方でもできるが，事業の展開をすることはやりにくい。お

金が必要だとか，契約するとか，収益を上げるとか，収益を上げた時にどのように還元す

るかなど，そのためには法人格がいるのではないかという議論が一部の自治会から強く出

て，これが政治家の動きを誘っている。今のところ総務省は慎重論だと聞いている。ただ，

石破さんから私が関係しているところに，できればここで言う地域運営組織の法人化につ

いて積極的に検討してもらえないかという意向が伝わってきて，今全国町村会の中にある

研究会が検討に入っている。本当に自治会・町内会や連合会は法人格が欲しいのか，さっ

き地縁団体になっているのか確認したのはそれに関連している。それで上手いこと動ける

のであれば新しいものを作る必要はないし，ＮＰＯがあるのでそれで事業を行えば良いの

ではないかという議論もある。特定の地域に限定して，市長村長が条例に根拠を持って認

定できるような，使い勝手が良いようなものをつくりたいという話が出てきた。私個人的

にはまだ慎重に検討すべきだと思っているが，事業を展開したいというところが現れたら，

やりやすくすることは決して反対しなくても良いのではないかと思っている。 

実は今日これから皆さん方から意見をもらうが，地区自治会をどういう風にしていくの

か，今後大きな議論と結びつく可能性がある。そうすると，この各地区のまちづくり協議

会が新しい事業を展開したいという時に，法人格がなくてできるのか，法人格があった方

が良いのか，どういうものならば必要なのか，実際調べ始めている。何が困難で，何が可

能なのか，実はコミュニティビジネスの話が福祉の世界であるが，これは住民の皆さんが

事業主体になって稼ぎ出すということによって，稼ぐ人もそのお金を受ける人も地域を稼

がせるという議論がある。従来のような関係だけではなく，積極的な事業の展開が必要な

のではないか。この話もどこかでそういう事に関係してくるかもしれない。新しい動きな

のでチラッと耳に入れた。そんなことも背景にあると知りながら，このことについて自由

な意見を伺いたい。 
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児玉委員：基本的なところが分かっていないが，何故地区自治会が必要なのか。要するに

地区自治会の使命というかミッションだとか，もし地区自治会が必要ならば地区割りの考

え方がどのような考えで決まったのか。 

大森委員長：当初，知っている人はいるのか，役場から地区自治会を作れと言った。コミ

センを全地区に配置して、素晴らしい施設を作りだした。全部のコミセンを歩いたが，こ

んな自治体はどこにもない。立派だな，良いなと思ったことがある。どうして地区自治会

が必要なのか，どう理解しておけば良いか。 

根本委員：区長制度から自治会制度になり，そのとき全体の傘となるのが連合会であり，

各地区は小学校を単位として地区委員会を作っていた。それを今度は地区自治会とした。

その下にいくつか区の単位自治会があるので，３層構造の形で自治会制度ができあがった。 

児玉委員：上からできたのか。地区ができて，単位自治会ができたのか。 

根本委員：単位自治会は最初からあった。これは一番末端の基礎である。それがないと中

間も上もない。下が一番大事である。３０の単位自治会がもっと大きな問題に対してどう

対応するかということで，地区は６地区それぞれの課題を解決するためにできた。 

児玉委員：共通の課題を解決するため，小学校区域でできたのか。 

根本委員：そうである。 

山田委員：単位自治会は平成１８年から，地区自治会は平成２２年から６年目である。そ

のため，単位自治会ができて，地区自治会ができたのは単位自治会よりも歴史が浅い。結

局，地区自治会を作るように言ったのは行政である。地区自治会の６部会はまさに行政の

各部署の仕事を全部やってもらうような，組織まで明示してこのような部会を作れと言っ

て作らせたものである。そのため無理やりなところはある。村の総合計画の全ての事業が

どこかに入るように部会を作らせた。各小学校単位に村の出先を作ったような感じであり，

コミセンが拠点となり，そこには職員もいるため，なんとなくリンクしている。 

根本委員：一番の問題点は，地区自治会の中に６つの専門部会があるが，それと行政の構

成部会，例えば農業政策課や農業委員会など，そういうところと何か情報交換があるかと

いうと，何もないことである。それは地区自治会なので当然だが，その地区の中の問題に

みんな気が付いて，行政と話し合しあってもっと上手い方法がないか相談しようかという

風な自治組織なので，私が言いたいのは，基本的に行政主導で行うのならば，常に行政と

コンタクトがあるような形にすれば本来もっと違ったものができていたのではないか，と

いうことである。 

大森委員長：他のところだとこの単位が小学校区，大体公民館が設置されているところに

作っている。それが公民館が形骸化してきたので，やることがなくなってしまった。しか

し公民館は存続させなくてはならないので，公民館長達をここで言う新しい地域づくりの

事務局になってもらって，そうすると公民館館長は非常勤などが多いため手当てが出せる。

こういうタイプのものを作った時に一番大事なのが，事務局機能である。それがない限り

は全然動かない。それをどうやって工夫するかということを考えておかないと形骸化して

しまう。 
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根本委員：その事務局も基本的には６つの部門があるため，そこの知識を持った人を事務

局にまわしてもらえれば本当は良い。 

大森委員長：しかも社会福祉協議会が入っていて，青少年村民会議も入っているため，さ

らに複雑である。単なる６部会だけでもない。今後これをどのように扱い，関係を作りだ

さなくてはならないか。色々工夫がいる。 

川﨑委員：ここで共通認識として，地区自治会みたいな組織，名称は別として，（仮称）ま

ちづくり協議会でも良いが，小学校単位か中学校単位かは別として，単位自治会だけでは

なく，そのような地区自治会は必要だというのは共通認識かと思う。それは何故かと言う

と，学校の教育関係で見たら，どんな子供たちにしていくかを考えた時に，東海の自治会

だけではできないし，白方の自治会も入るし，小学校単位でどのような子供にしていくか，

そのためにどのような見守りをしていくか，色々考える時である。今回の機会で，地区自

治会は行政から下ろされてきたが，必要性があればどのような形にすればその地区のまち

づくりに活きるのか，地域づくり，ひとづくりに活きていくのか，建設的な話し合いをし

ていけば面白いのではないか。私が疑問を持ったのはコミュニティセンターは元々どのよ

うな役割を持ってできたのかである。事務局の話が出てきたのでそこらへんではないかと

思うが，単なる趣味や任意団体に部屋を貸すだけの組織であれば必要ない。集会所ならば

各自治会にある。コミュニティセンターの役割や機能も含めて話しあえる機会になれば良

いと感じた。 

照沼委員：私は地区自治会ができた頃，安心安全部会の部会長になった。単位自治会長の

悩みは色々ある。学校を単位にした場合はそこにまとまりやすくなって，共通する悩みと

か問題意識が芽生えており，その地域の文化も大体学区毎に共通するものが結構多い。地

区自治会の行ってきた事は，初めは上からきたのかもしれないが，今の東海の自治会やボ

ランティアがある意味盛んであるという，横の連携を作ってきたのがこの地区自治会なの

ではないかと，外から見ていて凄く思う。各地域で独自のパトロール団体ができたが，そ

れも継続されているし，福祉の見守りや隣近所などが，大きな役割を果たしてきている。

そのため，このように行ってきたことを認めてあげて，時代に合わせて次の段階に行こう

としている時なのではないかと思う。これができて一番助かったのが自治会長だと思う。 

根本委員：そうだと思う。大森委員長に質問したい。基本的には私は，大都会は別にして，

地方における市町村の地縁組織のような組織は，どのような組織体に作り変えようとも，

解体する訳にはいかないと考えている。つまり江戸時代から変遷しても根底として地縁組

織はずっと残ってきており，村づくりの発展の役割を果たしている。この機能はなくなら

ない，無くしてはいけないものだと思う。そのため今後将来１０年後東海村の住民の人口

がどんな風になっていくか，都市構造がどんな風になっていくか，そこの中で基本的にど

のような活動をするかという，活動の内容をもっと真剣に考えていかなくてはならないし，

もちろんそれは法人化しなくても事業はできるだろうし，見守り活動などもできるだろう

し，色々な単位自治会の中の班のグループで行える問題と，今言ったような地区で行う課

題や活動問題と，連合会で役割を果たす問題と，今後内容を精査していくという形で進ん
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でいかないと拙速ではないかと思う。 

大森委員長：今のコミセンについてはどんな風に考えているのか。 

根本委員：私は，コミセンを法人化して地区自治会がその運営を担い，地区の福祉問題や

子育て問題や商店街の集まる場所にして，メンバーズカードを作るなど，その地区その地

区に合った暮らし方に役立つ問題を事業とする拠点にしていけば，全国広しといえども東

海村がはじめてであるというイメージを持っていた。しかし，それはもう議会で否決され

てしまい，私達は方向転換して，従来の事だけしかできないという進み方をしている。 

児玉委員：コミセンは地域住民がコミュニケーションを取る場として必要な施設であり，

地域でのコミセン運営は目的ではない。 

大森委員長：そうである。今のような役場の組織でコミセンを運営していてもかまわない。 

照沼副委員長：ただコミセンができた当時と今では財源状態も違うのではないか。１０年

後２０年後コミセンを運営できるだけの財源が東海村にあるのかは私には分からない。 

根本委員：要するに１０年後財政が確かに，例えば固定資産税が減ってきて，純粋な村民

税が主体となるのは分かるが，それならそれでできる方法を考えれば良い。そうしないと

新しい発想は出てこない。 

照沼副委員長：私もできる方法を，従来の財源全体はこうなので，例えばゴミの回収など

も結構お金になるし，例えば他に何かないのかとか長期的ビジョンで考えていかなくては

ならないと思う。 

大森委員長：地区自治会とコミセンで重なっているので，地区自治会で色々活動している

人達はコミセンが事務局だと思いやすく，事実そういう機能を果たしてもらえないと困る。

そうするとコミセンのあり方と地区自治会の将来のあり方を同時に考えていかなくてはい

けない。今はコミセンに配置している人達は，ある基準で配置しているかと思うが，何人

いるのか。 

根本委員：中核となるのは３人である。 

大森委員長：実際にコミセンの職員は日常で何をしているのか。仕事としては。 

山田委員：受付などの施設管理である。 

根本委員：あとは自治会関係や文化団体のケアなどを行っている。そちらの方が本当はメ

インのはずである。 

大森委員長：そのコミセンの実態と機能のあり方についても，このままで良いのか，地区

自治会が変化した時にコミセンはどうなるのか。 

舛井操委員：地区自治会の見直しとして話されているが，地区自治会には６部会あり，私

は舟石川・船場地区の農・工・商部会に入っている。その活動としては遊休農地の解消に

もなっている。それと作った作物を，食育事業というのか，小学校や幼稚園の子ども達を

呼んで食べさせるといった活動は行っている。そのため非常に活動的は多岐にわたってい

る。ただ，地区自治会をまちづくり協議会にするにしても何にしても，この６部会という

のが東海村全域を見渡せるような部会になっているので，これに少し足せばかなり充実し

た組織になると思う。行政から確かに言われた地区自治会かもしれないが，他の部会は分
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からないが，所属している農・工・商部会について言うとそのような形を取っている。コ

ミセンにも事務局のような方を一人配置して，きちっと事務を取り扱っているので，そう

いう面では極端に変えるのは，私個人の考えだが，どうなのかと思う。 

大森委員長：各地区自治会で行っている今のような活動は，事務一つとっても大事で，自

分達もいきいきとして行っている活動がなくなるのはおかしい。そのことは変えた時に活

きなくてはおかしい。みんなどこかで今の話と共通している。土とともに生きるあり方と

こども達と育てるあり方など，そのような繋がりのことがちゃんとできるような形で，ど

ういう風な編成にした方が良いかを考えてもらえれば良い。その時にやっぱりこのような

タイプのものは残した方が良いのであれば残せば構わない。ただこのままで良いかどうか

については，少し色々検討してみたらどうかということである。今の話は大事である。 

川﨑委員：先程地区自治会の話が出てきたが，地区自治会のメンバーだけではなくて現実

には６割近く入っていないメンバーがいる。例えば教育関係で見た時に，子ども達がもう

一度東海に戻ってきて地域で活躍したいという当事者意識を持てるような子供を育ててい

くためには，やはりどんどん地域に出していく必要がある。その時に自治会だけではなく，

そこには商店街もあるし，ＮＰＯや企業など色々な団体が集まって，この地域はこのよう

なまちづくり，ひとづくりをしていこう，そのためにこういう風な取り組みをやっていこ

うなどの話し合いをしていくようになったら，私は自治会だけではなくて色々な団体が入

った学区のまちづくり協議会的な発想が大事であり，理想論かもしれないが，これから検

討していく必要があるかと思う。そこに必要な，農業部会等の団体が色々入ってくるはず

である。 

大森委員長：組織論的に言うと，協議会というのは関係者が集まってきて，議論して大き

な計画等を決めるため，実際に活動する人達は他にいないとできない。社会福祉協議会と

いうのは協議会だが，実際に実践しないと地区の市町村の社協は協議会らしくない。県社

協になると何をしているのか分からない。全社協はおかしい。要するにこういう風に小さ

い値を作ってそれを包み込んでいってどんどん大きくしていくのはヤクザの組織と近い。

一種のピンはね構造である。普通の人にとって一番大事なのは，一番身近な単位で，具体

的に自分が体を動かしてできる活動の事である。大きくなるとそれが離れていく。大きく

包みこむことによって色々な協議をしたり，調整したり，大きな問題について解決するこ

とは可能だが，いつも忘れてはいけないのは，一番に実践活動する人達が不便にならない

ことと，現在以上に色々なことができるようになることである。その事を忘れなければ色々

な組織形態を私は崩しても良いとは思う。その事がやりにくくなるようなものは改悪だと

思う。 

川﨑委員：例えばそうすると，地区自治会を単位にしながら話しあった中で，学校関係者

が入った方が良いとか，商工会が入った方が良いとか，その都度何かの時に入っていく形

で実践的な取り組みができるような体制作りをしていった方が良いということか。 

大森委員長：実際にこのような協議会を作った時に，誰が全体の中心的な人になるのかが

しっかりしていないと単純な協議会なので崩壊する。 
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根本委員：私は仮称だが，住民組織の諸団体を名称は学区自治協議会，いわゆる学区自治

を中心として，色々な文化団体などその学区内で参加したいという組織に集まってもらい

たいと考えているが，主体的には自治会中心に行わないと崩壊してしまう。そのため自治

会を解散してなんて話はとんでもない話である。 

大森委員長：地域運営組織は自治会を廃止することを前提にしていない。ただし自治会だ

けで行う話ではなく，色々な団体が集まって行う。 

根本委員：それは同じである。色々な団体が沢山入って，良いアイデアを出す形ならば良

い。 

児玉委員：事業体もこのような所に入っていくべきか。 

大森委員長：そうである。 

根本委員：社会貢献してもらいたい。 

大森委員長：地域の銀行筋はとても有力である。 

根本委員：私のところの中丸地区の祭りでは企業が入ってきている。原燃工業や原発など

がブースを出し，景品が出たりして，凄く人気がある。とても和気あいあいと行っている。 

大森委員長：ワークバランスのうち，日中働く仕事以外の活動が地域の中にあるのは事業

を行なう人達にとってとても良いことである。 

照沼副委員長：６つの部会の名称を，初めはこれでスタートしたが，第二段階として何か

しら変える時期に来ているのかと思う。 

大森委員長：地域の自治組織が役所と同じような名称なのはどうなのか。 

根本委員：金太郎あめみたいに同じ名称を使っている。ナンセンスな話。農・工・商が得

意なところは大きく農・工・商部会を出せば良いし，得意ではないところはやめるなどし

ても良い。  

照沼副委員長：初めはこれが必要だったが，成長期に来ている。導入期はこれで良いと思

うが，成長期にきているので変えていくべきかと思う。 

大森委員長：土や食の何々みたいな，もっと住民の人達がすっと入りやすい名称が良い。

農・工・商部会などいかにも凄い。そのようなことも含めて皆で知恵を出してみても良い

気がする。 

山田委員：地区自治会の６つの部会も均等につくってあるが，補助金も一地区あたり１０

３万円で均一に出している。結局予算をつけて部会を作らせ，そのまま予算を各部会に配

分している。そのため，部会にお金を出しているのでやりなさいとやらせており，それで

部会の人達も無理やりやっているところもある。そこは無理があるならやらなくても良い。

きちんと活動の実態ができて，逆に部会で部会長を２年毎に変えられないのであれば，同

じ人が同じメンバーでずっとやり続けてもらえれば良い。例えば農・工・商部会でなくて

「土と楽しむ委員会」とかいう形の活動団体をきちんと残せば良いだけの話である。今の

組織や名称にこだわらず，今の各学区で本当に活動できている，今後やらなくてはならな

い，その振り返りをしてもらいたい。その振り返りをするのには組織とか予算も一回はじ

いてみて考えてもらいたい。安全・安心部会もパトロールなのだが，地区でないとできな
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いのかというと，単位自治会同士の連携でもできる話であり，あえて部会を作らなくても

できるのではないか，という事業もある。 

大森委員長：地震等の防災はどうなっているのか。 

山田委員：コミセンが基幹避難所になっている。そこの運営は今地区自治会にお願いする

ようになっている。 

根本委員：防災の規定はきちんとできている。それでもう訓練を行えば良いという段階に

入っている。 

山田委員：防災なんていうのも間違いなく地区自治会の最たる事業である。 

大森委員長：どこでも共通してきちんと整えなくてはいけないところである。各地区単位

で個性が出るような話があっても良い。コミセンの建物が全部違うのだから，活動が違っ

ても良いと思う。役所が作ると同じものを作るが，コミセンの形がみんな違うので凄いと

思った。 

山田委員：最近はコミセンの形が違う事に不満が出ている。同じように作って欲しいとい

う意見も出ている。 

根本委員：先に作ったコミセンは２階建てのため，高齢化には適さない。平屋の方が良い。

駐車場が狭いので，駐車場も２倍３倍必要だという意見も出ており，村長は苦労している。 

大森委員：コミセンの中にコミュニティカフェなどもつくれないのか。高齢者や子供も一

緒になって，そこに行けば誰かがいて話せるとか，悩みを共通にできるなど。 

照沼副委員長：実際にこの６地区の中で無理やり予算消化しているところもある。そこは

周りの形にとらわれないように行っていかないと，ある意味で無駄金を使っていることに

なる。色々な意味で何年かかけて地区自治会はどんな自治会が理想なのか検討する時だと

思う。 

根本委員：とにかく新しい村長であり，新しい時代なので，新しい器の形を作っていかな

いといけない。今年は第一歩になったと思う。少しずつお願いしたい。 

大森委員長：全国町村会から全国の町村へ調査に入る。既存の町内会自治会のあり方と今

ここに出てきているような地域運営組織について，今どうなっているのか，法人格を持っ

ているのはいくつあるのか，無いところは何故ないのかなど単年度調査を行うので，結果

は出てくると思う。まだ町村レベルではそんなに新しいのは出ていないが，いくつか事業

を行いたい人がいる。村から補助金を貰ってこなすだけではなく，小額でも良いから自分

達も稼ぎ出したいというところが出始めている。皆いきいきするのでそのような事ができ

た方が良い。 

根本委員：生涯現役という言葉もある。 

大森委員長：そのとおり。そのようなことも可能にできるかどうかも含めて考える。あま

り色々な事を持ちこむと地域の人達は嫌になる。ただやろうとするならできるとしたい。 

川﨑委員：さっき色々コミセンの話が出てきて，もう一回コミセンの役割と機能を見直す

べきだと思う。まちづくりをしていくに辺り，コミセンを拠点にコーディネートしていく

しっかりした人を事務局に置くというのは大事であり，場所を提供するのではなく人がコ
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ミセンに集まってああでもない，こうでもないと話せる場所にしていくのが良いかなと思

う。ただ自治会長の根本委員が参加されているが，単位自治会の会長達がこの地区自治会

の見直しに対してどのような考えを持っているのか。かなり建設的な意見が出てきている

が，その辺はどうなのか。 

根本委員：地区自治会を変えたいという話がいきなりきたため，ひるんでしまったところ

がある。このような話を聞いてもらって，色々な意見を出してもらえば，変えなくては本

当にいけない時代だとみんなは分かってくれると思う。 

大森委員長：追い込まれているから存続するためという発想ではなく，もう少し積極的に

自分達で行っていきたい事を可能にする組織形態ではないと，またすぐに形骸化してしま

う。村長はこのスケジュールについてどのように考えているのか。 

山田委員：急いではいない。役場が無理やりやろうとは思っていないので，地域でよく話

し合ってくださいと言っている。とりあえず振り返りで，今行っている事業や今かかわっ

ている人たちが，本当にこのまま続けていくのか，このようなことをやってみたいとか，

そのような話し合う場がまだない。どうしてもスケジュールが毎年事業計画で決まって，

やる事がいっぱいあるのでじっくり考える時間がないので，可哀想だがそこは話し合う場

を作ってもらって，そこに役場の自治推進課も行き，今のコミセンのセンター長も入るの

で，もう一度皆さんで話し合いをしたい。少しずつ変えていくのであれば，どういう風に

変えていくのかは，地域自らが考えて欲しい。 

根本委員：基本的に組織の見直しについて，６つの部会は地区毎の特性に合わせてコーデ

ィネートして新しいもの変えていくという事で動いて，その裏づけとして予算の申請を，

今の一律１０３万ではなく，８０万の事業しかしないところもあるだろうし，１３０万の

事業を行うところもある。申請をきちんと出して審査してもらい，地区毎の適切な予算を

今後出してもらいたい。そのような制度や考え方を取り入れてもらえれば良い。 

山田委員：元々今は一律１０３万だが，地区によって人口も世帯数も違う。 

大森委員長：地区自治会の経費はこの１０３万円だけで行っているのか。 

山田委員：コミセン単位のお祭りについては，地元でできた野菜なんかを来場者に売った

りして一部財源があったりする。 

大森委員：東海村は売れるものが沢山ある。自場のものは自場の人達が消費しつつ，良い

ものを高く外に売って自分達の経費にするのは，凄く大事なことだと思う。さて，今日は

こんなところかと思う。色々な意見を出してもらった。村長はあまり慌てなくても良いと

の事なのでじっくりと腰を据えて話合ってもらいたい。あんまり一律でなくても良いと思

う。吟味して検討してもらいたい。次回のアナウンスはあるのか。 

菊池課長：次回は今年度，地区と話し合いさせてもらっているので結果報告ができると思

う。 

大森委員長：それでは本日の会議は以上である。 

菊池課長：本日はお忙しいなか，誠にありがとうございました。以上を持ちまして「第３

回東海村自治基本条例推進委員会」を閉会させていただく。 



H28.08.26 

 自治推進課作成 
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６ 閉会 (１２：００) 


