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協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会会議録会議録会議録会議録 

会議名称 平成２６年度第２回山口市協働のまちづくり推進委員会 

開催日時 平成２６年１２月１５日（月曜日）午前１０時～１２時 

開催場所 山口市役所 第１１会議室 

公開・部分

公開の区分 
公開 

出席者 辻正二委員、中野智昭委員、坂本俊彦委員、林隆一委員、重村太次委員、曽田元子委員、

藤永和聖委員、斉藤和彦委員、板垣幸男委員、米倉一夫委員、松崎恒雄委員、宮成眞澄

委員、白木美和委員、井出崎小百合委員、後藤聖治委員、野村隆志委員、蕨周次委員、

南波敏子委員（１８人） 

欠席者 堅田雅子委員、林宏信委員（２人） 

事務局 徳永地域振興部長、末貞地域振興部次長、中村協働推進課長、岡崎協働推進課主幹、入

口主査、中柴主任主事（６人） 

議題等 １ 市民活動促進に関する提言書（案）について 

２ 平成２６年度市民活動団体実態調査報告書について 

３ その他 

内容 ※要点筆記 

＜事務局＞ 

事務局からのお知らせ 

・本日の配布資料の確認。 

・協働のまちづくり推進委員会規則の規定により、議事進行を会長に依頼。 

 

＜議長＞ 

会議を公開で行うことを提案→了承 

会議内容については、要点筆記で議事録を作成し、委員の名前は非公表として、ホーム

ページ上に公開させていただきたくことを提案→了承 

本日の会議録署名は両副会長にお願いしたいと提案→了承 

 

【議題】 

それでは議題に移ります。本日の議題は、「市民活動促進に関する提言書（案）につい

て」と「平成２６年度市民活動団体実態調査結果について」でございます。 

 まず、「市民活動促進に関する提言書（案）について」ということですが、こちらにつ

いては平成２５年度第２回の推進委員会で市民活動促進事業交付金の今後のあり方につ

いて検討していただく部会を設置しました。本日は部会で検討いただいたものをご報告

していただくわけですが、部会員の皆様に大変ご負担をおかけしましたけれども、この

ようにまとめていただいたことにまずは御礼申し上げます。また、これからの流れを簡

単にお話いたしますと、本日皆様にはお手元の提言書（案）についてご審議いただき、

皆様のご意見をもとに修正したものを本推進委員会からの提言書といたしまして、市に
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提出し、今後の施策へ活かしていただきたいと考えております。 

それでは、部会の検討結果について部会長より説明をお願いします。 

 

＜部会長＞ 

 これまで、私を含め８名で検討してまいりましたけれども、部会員の意見を集約した

資料１「市民活動促進に関する提言書（案）」について、ここで皆様にご説明を申し上げ

ます。       

 

資料１により説明 

 

＜議長＞ 

ただいま、部会長の方から市民活動促進に関する提言書（案）の具体的な内容説明が

ございました。委員の方から忌憚のないご意見をいただければと思います。              

 

<Ａ委員> 

 団体が助成金をいただく場合には、今後の活動の促進につながるかを踏まえた上で、

団体が出来る事業について申請するようになると思うのですが、今回の課題解決事業の

提言内容で、「まだ着手されていない横断的な課題」と記載されている部分について、市

民活動団体はどういう視点で「横断的課題」を捉えたらよいのでしょうか。 

 

<部会長> 

 基本的に市民活動団体は当然団体としての立場、状況もありますから、逆に事業とし

て実施できる範囲が限られています。それは人的な部分でも資金的な部分でも、あるい

は時間的な部分でもあると思います。基本的に団体ができることをやっていくしかない。

その事業の企画・立案において、もしも「まだ着手されていない横断的な課題」の部分

を意識されるとするならば、その事業を実施するにあたって、関連する山口市の行政施

策はどんなものがあるか、その施策のどこが足りないとかいう観点で、事業の組み立て

をされると思想に非常にマッチすると思います。行政がすでにしている事業や、本来行

政がすべき事業を市民団体がやる必要があるのかという議論があります。そうするとま

ず分かっていなければいけないことは、そのテーマについて今の政策の現状はどうであ

るかということを踏まえていただくということでしょう。ただその上でもちろん、団体

として、やれる事とやれない事ももちろんあると思います。それは団体が判断してやっ

ていただく。必ずしもこういう形で応募をしなくても、事業のやりようは色々あるはず

ですから。ただやはり大事なことは、市民の公益の増進という観点から考えた時に、今

の意識や配慮というものは必要じゃないのかと思います。 

 

<Ａ委員> 

 意識すれば行政の現状は理解できると思うのですが、市民活動をしている大半の方は
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日々、今行政が何をやっているかを考えることは難しいのではないかと思います。その

点において、そこまで市民のハードルを上げる必要があるのでしょうか。 

 

<部会長> 

 山口市民の公益の増進という目的に対した時に、現実に山口市民の公益の増進のため

に事業を実施しているのは行政です。少なくともご自身が関わっていることについて、

その行政の取り組みについて情報の無い状態で市民活動に取り組むというのは一体どう

いう事なのでしょうか。それはつまり、情報を得ようと思ってもどこでどうして良いか

分からないのでしょうか。そこが大事なポイントで、市がどういった政策を実施してい

るかということの情報公開は、市に対して正当な手続きをとればある一定の範囲で公開

をされると思います。ただ、その情報が足りないのであればもっと請求すべきではない

でしょうか。もちろん市民団体の方も大変なのはよく分かります。時間がない、そうい

った余裕もないというのもあるかもしれませんが、そもそも助成事業というのは、協働

事業の１つです。市という組織と市民団体の協働事業なんです。そうするとお互いのこ

とをやはり十分に理解しあった上で協働事業に取り組まなければ、そもそも効果は十分

に見込めないだろう。そういった意味で、市民団体にも十分自覚していただきたいとい

うのが私の見解です。 

 

<議長>  

 この提言部分については、あくまでも市が助成を出すにあたっての基本的なスタンス

ということで良いと思います。 

私も色々活動をやってきましたけれども、市民活動というのは、自分たちが楽しいこ

とをしたいからするんだと思っていて、よその事ばっかり考えながら市民活動などそん

なに出来ないと思うんです。むしろ地域の中だとか自分がやりたい活動をする団体の中

で、楽しいことやりたいことを色々やるわけです。それが、延いては行政と同じような

ことも当然ながらあるし、そういう時に助成事業があると思うんです。そういう時に市

の側に要請する。でも要請しなければしなくても良いです。市の側としては市民活動が

活発になって欲しいという期待がありますが、市民の側は常日頃そういったことをいろ

いろ考えてはやりませんよね。自分たちの地域のことだし、自分のことでもあるだろう

し、楽しいことをやりたい。結局、市民社会をよりよくするという行政の側のスタンス

と上手く適合するよう、市民活動支援センターが出来るだけ市民団体をより市の期待す

る方に向けてくれると助かるわけです。 

あくまで、この提言は市側の市民活動促進のためのものであるので、個人が、自由に

本当にぜんぜん関係ないことをされていて、それに関してやっぱり助成というのはなか

なか難しいという話になっているんだろうと思います。 

                

<Ａ委員> 

 まず参加することがまちづくりであって、辻先生がおっしゃるように、楽しいことも
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大いにやりながら、実は大変なんだけど最後に「楽しかったね」と言えるようなことを

展開しているのが市民団体だと思います。団体の代表者はすごく考えていらっしゃると

思うんですけど、メンバーさんも、「わたしもホームページ見てみます」という感じで、

市が何をやっているかというのを簡単にホームページで見られるようになると理想的だ

と思います。 

私も助成金に頼ってやっていくのではなく、助成はあくまでもきっかけであって、そ

のあと市民活動はやっぱり企業とか行政も絡めながら、まち全体に対価を落とすような

形で、ちょっとマネジメントを考えながら動かないとまち自体が活性化しないし、市民

団体さんが単なる集まりで終わってしまうところがあるので、色々検討されることは良

くて、行政とやっていく事業が上手くかみ合うような仕組みを作っていただきたいと思

います。 

 

<Ｂ委員> 

 私は今年から委員になりましたので、この市民活動促進事業交付金制度がよく分かり

ません。事業の狙いは、市民の市民活動を活発化させるという事だと思うのですが、そ

の行程についても教えていただきたい。また、協働推進課の下に市民活動支援センター

というものが作られ、色々な市民活動団体に対して指導・助言をされるというようです

が、市民活動支援センターの構成とか権限とかが分かりません。それから、この資料に

掲載されているスタートアップ事業と課題解決事業の違いや、交付回数なども簡単で結

構ですので教えてください。 

 

<事務局> 

 制度の概略についてですが、部会を立ち上げたのは去年でありまして、Ｂ委員はこの

４月に就任されていますので、改めて説明いたします。 

まず、山口市役所と市民活動支援センターとの関わりの話がありましたけれども、こ

れは平成１３年から、当時市民の皆さんの自主的な社会貢献活動を支援する目的で、山

口市役所が商店街に市民活動支援センター「さぽらんて」を設置いたしました。そして

市民活動団体へのアドバイス、研修や活動の支援であったり、情報交換する場所であっ

たりとか、そういう総合的な支援活動を「せわやきネットワーク」というＮＰＯ法人に

委託をし、企画運営と施設の管理運営をしていただいている状況です。 

次に、市民活動促進事業交付金については、これは市民活動団体の活動を支援すると

いうことでやっております。スタートアップ事業というのは、団体を立ち上げて間もな

い団体が活動する際の事業費に対して申請できるものでして、少し金額の上限は低いで

す。課題解決事業については、山口市内における課題、色々な分野があるのですが、事

業をするにあたって、市から補助金を出すというもので、どちらも申請の流れは、実際

活動される団体が市役所に申請をし、協働のまちづくり推進委員会で作っていただいた

審査委員会にて、それぞれの申請団体から出た書類とプレゼンテーションを審査してい

ただきます。交付審査の項目等は決めておりまして、それに基づいて書類を採点し、交
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付団体を決定するという流れです。最後に、回数制限ですが、スタートアップ事業は回

数制限があり、5年以内に 3 回までだったと思います。1回限りというものではなかった

と思います。課題解決事業については、その団体さんの事業に着眼した交付金ですので、

制限はございません。 

 

<Ｃ委員>  

 私はそんなに市民活動に深くはないのですが、坂本副会長さんの話を聞いて、大変ご

苦労なさっているということがよく分かります。一時的に交付する側に立ったこともあ

りますし、受けた立場に立ったこともございます。やはり交付する側としては、ここま

で深く掘り下げられるということは、当然だと思います。ところが、受ける方としては、

ずっと活動をやってきて、社会的な課題を解決したかというと、この提言は非常に重い

です。あまりにも大きな壁があるということを痛感せざるを得ない。しかし、そこを隅

からでも少しずつ崩していかなければいけないと思います。 

活動をやってきたり見てきたりしていますと、失われているものが若干出てきたんじ

ゃないのかなと感じています。つまり、この活動は社会教育的な立場ですよね。その中

でスタートしたのは生涯教育だったはずなんです。ところが口あたりの良い生涯学習と

いう、いわゆる学ぶ方に主体性をおいたものに変わってしまった。やはりここら辺りを

反省すべきじゃないかと思っています。つまり教育的な視点がないと、学ぶ方が主体と

なりますので、活動がどうも安易な方に流れてしまう。しかし、交付する側としては、

なんとか社会課題、あるいは地域課題を解決して欲しいという願望がやはりあるんだろ

うと思います。だから今まで活動してきて、教育的な視点があったのか無かったのかを、

ここらで考えてみてはいかがでしょうか。 

 今まではどちらかというと、団体を育成するというよりも底辺を広げるという事が主

だったことは間違いないと思います。しかしずっとやってくると、それでいいのかと誰

でも考えることです。そうすると交付する側としては、当然ここまでは言っておかなけ

ればいけない。受ける方としては交付金をもらって自分の思う活動が出来たなという風

な事だけではいけない。つまり反省してみたときに、そういう風なことを気づくのでは

ないかなと思っております。 

 

<議長> 

市民活動支援センターでは研修事業はされていますよね。ただ交付金を受けられた人

は絶対来てくださいとは言っておられないですよね。本当はそのあたりを受け、手法や

理念を身に付けながら、活動目的を立て、年度ごとにどれだけ出来たという事を判断し

て前に進んでいくことが実は自分達の活動自体にとっても楽しい。成果物が出る。そう

いう所まで持っていくような事あたりは提言書に少し入っていますか。 

 

＜部会長> 

 今の御指摘も大事なところなのですが、残念ながらこの検討部会ではここまで議論す
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るのは荷が重たい話でありまして、元々の発端はこの交付金事業をどうするんだという

非常に狭いところからスタートしています。考えていくうちにだんだん広がっていくと

いうことで、行き着いた先が教育です。よりこのような活動をして欲しいと、どのよう

にうまくお伝えさせていただいて、ご理解いただけるかという話なのですが、そこまで

は部会では十分議論できませんでした。 

 

<議長> 

 今回は交付金制度の見直しということから作られていますから。市民活動支援センタ

ーは相談事業から研修事業から色々な事業をやっているそうですが、交付事業とのリン

クみたいなものを作っていく。ある種、プログラムを作られて、同時に受けられながら、

よりよい自分たちの市民活動の進化みたいなものですね。このことによって、自分たち

が仲間作りができて１年間やってよかったね、楽しかったね、またやろうね、とそうい

った形になって行けばいいなと思っています。 

 

<Ａ委員> 

 提言書（案）３ページのところですが、今までの内容は公益性が強かったのですが、

この部分は共益的な内容になっています。以前、ある地区の方は自分たちの共益エリア

についてのプレゼンテーションをされ、それは世界が狭すぎではないかというのを審査

員からチェックされていました。「誰にどんな情報を届けてターゲットを意識した使い方

の工夫をしてください」という内容の部分は、今までと内容が逆になっていると思うの

ですが、ここの所を説明していただけないでしょうか。 

 

<部会長> 

 今の意見は支援の展開方向の枠の中の話でしょうが、ここは普及啓発をする側の話で

す。つまり支援者の側が、不特定のところに市民の方どなたでもお越しくださいという、

そういった事業があってもいいのですけど、そうではなくもっとピンポイントの対象に

向けた意識啓発があってもいいんじゃないかと思います。事業を実際にされる方の範囲

が狭いという話ではありません。 

 

<Ａ委員> 

 この書き方では今のような解釈をする方が多分いらっしゃると思います。 

 

<部会長>  

 文章をご覧いただければ、あくまで内容は市民活動促進支援に関する啓発の話ですか

ら、団体がこれをするという話ではありません。 

 

<Ｄ委員> 

 市民活動やその支援をどういう風にしているのか分からなかったので、勉強のつもり
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もあって、公募委員で部会に参加しました。また、私も一部ボランティアをしておりま

すので、そのような意見が反映されたらいいなと思いました。 

スタートアップ事業で、念頭においたのは、できるだけ多くの団体が申請をして交付

金を頂くような、いわゆる基準を下げるというか、誰でも貰い易いような形で何回もと

れないだろうかというような事を特に言ってきました。スタートアップについては、い

わゆる「さぽらんて」が窓口になって、そこで色々と御指導いただいて交付金を市から

頂くという形ですけど、将来的には交付金を市からではなく、いわゆる外部、きらめき

財団とか一般のいろんな財団からもとれるような、ボランティア団体がそういった事が

できるような形になればいいなという気持ちで参加しました。 

 

<Ｅ委員> 

 私も７回の会議に参加させていただきまして、部会で皆さんと色々意見を交わしまし

た。一言申しておきたいのは、阿東を襲いました去年の水害を目の当たりにしまして、

その後阿東に入って活動した経験を踏まえて、やはりこれからの私たち山口市民の住環

境はこの５年で大きく変わってしまうだろう、こんな生温い生活ではと思うところがあ

ります。そういった時にＣ委員が言われたように、教育的観念から市民一人ひとりがど

のようにこれからの自分たちの生活を、また仲間作りを築いていくのか、それを交付金

という形で市がぜひ応援していただきたいという思いが私自身は強いです。逆に世の中

が変化する中でボランティアとか市民活動をする人たちは減っていくのではないか、も

ちろん人口が減っていくわけですから、そこに参加してくる若者、それから今はお年寄

りが元気ですが、元気な方々がいらっしゃらなくなった時代に私たちはどうするのか、

という所に来ていると思います。私たち市民の側にこれだけ言われるのは当然だと思い

ますが、さぽらんてと市役所の連携ですとか、さぽらんてが市民を待ち構えて扉を開い

ているのではなく、いかにアクティブに動いて私たちの市民の場、実際に行政やさぽら

んてが私たち市民の場に出てきて、今どんな課題があるのか、どういう動きをすべきな

のか一緒に考えていただきたいという思いが強いです。その中に交付金というものがあ

れば、私たち市民にとっては心強いものになってきて、より活用していただける、生き

たお金になればと思います。 

 

<Ｆ委員> 

 私も部会に参加させていただきました。やはり税金を使う立場で考えるという部分で

かなり厳しい交付金のための提言書にはなったかと思います。これはこれで１つ形とし

てはあると思います。でも、もう１つ別の立場で、市民活動しようとと思えば印刷代や

交通費も要る。そういう所を支援できるような形の何か財布が別にあると動きやすいの

かなとも思います。誠実にきちんと活動をしてもらわなければいけないのが大前提です

が、極端な言い方ですと、さぽらんてなどが団体を実費で補助するとか。本人たちは楽

しんでやっているつもりでも、公益的な目から見るとすごく良いことをしているかもし

れない。そういうのを、さぽらんてでチェックして、ちょっと支援をしていただけるよ
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うなソフトな支援の仕方がひとつ要るのかなという感じがしました。わたしも団体の活

動をしておりますけれども、やはりお金を貰って実績を上げて、報告書を書いて、収支

決算をというのは、普通の団体であっても結構きついんです。別に悪いことに使ってい

るわけではないのだから、もうちょっとゆるくなると嬉しいなというのは本音です。そ

ういった意味では活動を負担感なく出来るようにしてあげるというのも、大事なのかな

というのは個人的には思います。頂いたものに対して責任を持たないといけないという

前提は当然あるので、仕方ない部分ではあるのですが。 

 

<Ｃ委員> 

 この前、防災の山村氏が提唱されている「自助と共助の間に近助という事を入れたら

どうか」という様なことに、ハッといたしました。近助という助け方があるとすると、

交付金の考え方もその中に入れて良いんじゃないかなと。 

それと昨日、ある活動団体が主催したフューチャーセッションで、「社会課題を解決す

るというのはいかにも重いではないか、だから未来思考的な考え方が課題解決につなが

るようになるといいね」という様なことで、言葉が説得力を持つと良く分かるなという

風に思いました。 

 

<議長> 

 今、日本社会は色々抱えているし、自助、共助、公助の３つを言ってきたんですけど、

近助とはいいですね。 

また、常に過去を見なくちゃいけませんし、現在もみなくちゃいけませんが、未来を

みて、我々は今何をするか、そういう事になると思います。 

 

<Ｇ委員> 

 今、この提言書により盛んにスタートアップ、課題解決のそれぞれ問題、課題という

か出ていると思うのですが、先週、会長・副会長による事前のプロセス会議においても

重要な所があるなと情報を共有化いたしました。プロセス会議では各団体のマネジメン

ト能力をどういう風に高めていくのかという所が今後一層必要になってくるのではとい

うことが出ました。先ほど、高齢化してボランティアさんも少なくなるという所に関し

ていえば、勧誘をどう工夫していくのか、そこにさぽらんての機能強化であるとか、市

の支援だとか、また今地域づくり支援センターが出来ましたので、これをどういう風に

活用していくかという所が、今後大きな課題になるのではないかという所で行けば、今

回この提言書というのは、その文言が全部網羅されているのかなという風に思いました。

特に、４ページの白丸のところ「寄付も市民活動に参加する手段の一つ」という事がで

てくれば、日本社会に寄付文化が根付いていない中で、この一歩を踏み出して、このよ

うな提言を入れていくという事は、意義のある事でもあります。今までもありましたド

ネーションパーティについてもなかなか金額が上がっていかないというのは、参加団体

の問題点でもあり、集め方とか色々課題もあると思うんですね。それが今回色々なとこ
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ろで出ているなという風に、先週のプロセス会議では検討された委員さんのご苦労が非

常に偲ばれるなという意見が出ました。このような提言をした次のステップとしては、

どういう風に私たち市民活動を支えていく人間が色んなところで口コミでも情報を提供

していく、情報を貰う、そういう双方向の窓口がなければいくら良い立派な委員会をや

っても、伝えていく側の方、とってもらう側というのをしっかりそれぞれのゾーンで展

開していくというのが、キーワードになるのではないかと思います。先週の会議で話が

出た部分とおりまぜて今後の展開ということで、１つだけ申し上げました。 

 

<Ｈ委員> 

 私も公募委員で部会に参加しました。別資料２をみていたのですが、この１６ページ

に市民活動団体に関する施策ということで、どのようなことを望んでいらっしゃるかと

いう事が書いてあります。全体的には活動資金の確保についての支援、活動が出来る場

の提供、地域コミュニティや他団体との交流・マッチングの創出という事が一番大きい

希望として出ています。これまでの７回の部会で作ってきたものと、調査結果がここま

でマッチングしているのを見て、結構頑張ったのではないかと実感しております。        

 

<議長> 

 どうもありがとうございました。 

今日はもう１つ議題がありますので、そちらの方に移らせていただきたいと思います。 

議題２「平成２６年度市民活動団体実態調査結果」に移りたいと思います。           

 

<事務局> 

 では皆さん、お手元の資料、資料２をご覧ください。こちら市民活動団体実態調査で

ございますが、この調査は、市民活動団体の概要に関する基礎調査とともに市民活動団

体の現状やかかえている問題、また協働によるまちづくりに対するご意見などを把握す

るためのものでございまして、３年に１回実施しております。前回平成２３年度に実施

いたしましたので、本年度が実施年度に当たり、９月に実施したものの報告書がまとま

りましたので、本日ご報告いたします。山口市市民活動支援センターに登録されている

団体２８１団体を調査対象とし、郵送で調査表を発送いたしまして、郵送と電子メール

で回収をいたしました。回答数が１１３通でございましたので、回収率は４０．２％で

ございます。 

 

説明２により説明 

 

<議長> 

 どうもありがとうございました。今、市民活動団体実態調査の報告がされましたが、

何か質問等ございますか。→なし 

先ほどの提言書についてですが、皆さんのご意見を参考にした形で事務局のほうで修
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正していただいて、その確認を私と坂本委員長にお任せいただいてもよろしいでしょう

か。→各委員了承  

それではその他に何かございますか。 

 

<Ｉ委員> 

 今回、市民活動については専門部会を設けられまして色々検討したわけですが、協働

のまちづくりという事におきましては、市民活動以外に地域コミュニティ、自治会とか

あるいは地域づくり協議会もあるわけです。地域づくり協議会については、かなりの予

算も流れているので毎年この推進委員会で実施された事業について検討審議はしていま

すが、市民活動と同じように今後何かにテーマをしぼって審議するという計画がござい

ますか。 

 

<事務局> 

 現時点で具体的なものはないですが、この協働のまちづくり推進委員会は、山口市の

協働によるまちづくりを進めていくにあたって、市民代表の皆様と行政側と一緒に考え

る役割があります。その中で、今のところ協働によるまちづくり推進委員会は年３回、

各２時間くらいなのですが、将来的にはもう少し深めた議論ができないものかなと担当

としては思っております。現在、協働のまちづくり推進委員会では、「協働推進プラン」

の進捗についてみていただいて、その都度ご意見をいただくような役割を担っていただ

いておりますので、そういった議論が今回の部会のように、深まっていく、皆さんで情

報が共有できるということは必要かと思います。ただそれをやることになりますと、開

催回数が増えたり、それぞれのお立場もある皆さんのお時間を頂くような形にもなって

まいりますので、今悩んでいるような状況でございます。 

この協働のまちづくりの推進委員会は来年の６月に任期満了となってしまい、また委

員の皆様が切り替わってしまいますけれども、そういったターニングポイントに向けて、

またお力を拝借し、市民代表のご意見としていただける場面が作れたらなと、担当とし

ては思っております。 

 

<議長> 

 よろしいでしょうか。他に無いようでしたら、第２回の推進委員会をこれで終わりた

いと思います。                                     

会議資料 レジュメ 

資料１ 市民活動促進に関する提言書（案） 

資料２ 平成２６年度市民活動団体実態調査報告書 

問い合わせ

先 

地域振興部協働推進課活動支援担当 

TEL ０８３－９３４－２７６３ 

 


