
様式第２（第５条関係） 

会議録 

１ 附属機関の名称 

  第３回協働推進に係る条例検討審議会 

 

２ 開催日時 

  令和４年１月２６日（水）午後６時３０分から午後８時１５分 

 

３ 開催場所 

  犬山市役所 ２０１・２０２・２０３会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委  員 佐藤正之、北村隆幸、後藤吉尚、遠山涼子、齋藤雅治、近藤結麻、宮川弘子、 

森岡万朱衣、小川清美、柴田浩行 

 (2) 執行機関 中村市民部長兼防災監、中村地域協働課長、武内課長補佐、島内統括主査、 

西山主査、田原主査補 

(3) そ の 他 森好（協働プラザ職員） 

 

５ 議事 

 【報告事項】 

(1) 審議会スケジュールの変更案について 

(2) 現状の整理について 

【協議事項】 

（3） 犬山市市民活動の支援に関する条例の改正項目について 

 

６ 傍聴人の数 

  ０人 

 

７ 内容 

① 開会（事務局） 

  ※ 審議会委員１０名全員が出席し、協働推進に係る条例検討審議会規則第４条第３項により、 

会議が成立。 

② あいさつ（佐藤会長） 

③ 議事 

 (1) 審議会スケジュールの変更案について     資料４ 

事務局より配布資料に基づき、説明。 

 

  〈質疑応答〉 

委  員：審議の進捗状況によっては、再度のスケジュール変更もあるのか。 



事 務 局：変更する可能性はあります。 

 

(2) 現状の整理について             資料１ 

   事務局より配布資料に基づき、説明。 

  

〈質疑応答〉 

なし 

 

(3) 犬山市市民活動の支援に関する条例の改正項目について  資料２、３ 

事務局より配布資料に基づき、説明。 

 

〈質疑応答〉 

○資料２に関する事項 

   ・委  員：共感の支援は、具体的に何を想定しているのか。 

   ・事 務 局：寄附やクラウドファンディング等の活用支援で、他市では事例もある。 

   ・委  員：この支援は誰が行うのか。市職員なのか、協働プラザの職員なのか。 

   ・事 務 局：協働プラザの事業として展開した方が活用しやすいと思うので、協働プラザの 

職員が支援することを想定している。 

   ・委  員：支援の具体的な運用で検討していく事項は、誰が検討するのか。 

   ・事 務 局：人的支援の部分は、条例に載せるか否かを含め、審議会で検討してもらいたい。 

課題解決の仕組み化と継続的な取り組みへの支援は、条例に載せるのではなく、 

運用を考える中で別途進めていきたい。団体へのヒアリング実施も含め、行政で 

考えていくことと思う。 

     ・委  員：支援が、資金の部分に偏っているように感じる。前回、共感の結果として、資金 

支援活動への参加など、様々な共感の形が示されて意見に賛同した。ワークショ 

ップで出た意見はどのようなものだったのか。共感に込められた想いを確認した 

い。 

     ・事 務 局：第1回の審議会で配布した資料で、ワークショップの内容をまとめたかわら版 

があり、その中では、「自分のやりたいことに共感してくれる人から援助を受 

ける。テーマを掲げて、そこに共感する人達と手を組んで進めたほうが、お金も 

集まりやすく動きも早い。平等ではないことも含め、共感でつながり、お金を 

集め、互いに助け合った方が、豊かで犬山らしい。」などといった意見があった。 

     ・委  員：登録要件の人数について、事務局の方針では１０人から３人へ変更となってい 

るが、２人ではダメなのか。また、地域資源バンクへの登録は、現在の条例の 

中では何の規定もなく、協働プラザの一事業という形になっている。条例の中 

に書くつもりはないのか。 

     ・事 務 局：登録人数に関しては、２人では団体でなくペアという感覚であり、団体と呼べ 

るのは最低でも３人からではないかという考えである。 

地域資源バンクは、条例ではないが要綱を作って運用している。具体的な内容は 

要綱で定めて、今回の条例では、アウトリーチしていくということを載せる。 



・委  員：個人的には、地域資源バンクも条例で載せてあると良いと思う。 

    ・委  員：人的支援を条例に入れるかどうかという議論はあるが、主に地域コミュニティ 

に向けた支援の話である。人的支援はやっていくべきであり、何をするか具体的 

なことや細かい内容を載せるのではなく、支援をしていくという形を入れたほう 

が良い。 

     ・事 務 局：人的支援について、実際に地域活動を行っている者としてどう思うか。 

     ・委  員：人材はその団体で育てるしかないと思う。その団体の活動の中で育っていくも 

のだと感じている。まず市民がコミュニティの活動に興味を持ち、参加しても 

らうことが重要である。 

市の職員が何らかの形で地域に入ってくれるのは良いと思う。 

     ・委  員：市の職員が地域に入っていくことは、本当に可能なのか。形だけ地域に入っても 

あまり意味がない。それで何が出来るのか。条例に入れる必要性はないように 

感じる。地域で活動する人自身がPRしていくことが大事である。 

     ・委  員：地域への関わり方は色々あると思う。学生や色んな人が地域に関わる形で良い 

のではないか。色んな関わり方はできるような条例になると良い。 

     ・委  員：人的支援は、地域コミュニティの活動だけに対するものなのか。ボランティア 

活動ではないのか。 

・事 務 局：人的支援としては、地域担当職員を置くような形を考えているが、単純に労働 

力としてではなく、市内で担当地区を決めて、その地区内のことを行政として 

広く支援していくような認識である。 

     ・委  員：人的支援の項目については、協働を進めていくための行政職員の意識を高めると 

いう視点を入れた方が良い。 

地域には色々な課題があり、担当課だけではどうにもならないことが多々ある。 

担当課以外の人も関わって進めていく必要があり、地域担当職員を置くのはそれ 

を進めるひとつの方法でもある。 

 

○資料３に関する事項 

・委  員：第１条の目的で、現状では「都市としての魅力を創造し保ち続けるため」という 

表現が入っているが、事務局案では協働のまちづくり基本条例から「持続可能な 

まちを実現するため」との表現に変わっている。この変更によって、「都市とし 

ての魅力を創造」という部分が消えてしまう気がする。残した方が良いと思うが 

どうか。 

     ・事 務 局：ご指摘のあった表現は、市民側にも大きな影響があると思うので、残す方向で検 

討する。 

     ・委  員：第２条で地域活動団体の定義があるが、コミュニティ推進協議会や自治会、町 

           内会はきっちりとした区別をすることは困難だと思われ、「いずれかの団体」と 

いう表現をすべきか気になる。今後検討すべき事項かもしれないが。 

     ・事 務 局：地域活動団体として挙げている団体は、活動区域としては重複しているかもし 

れないが、組織体としては独立しているものと考えている。また、当事者である 

団体の声を聴いて検討する。 



・委  員：第５条の基本施策で、現状では「支援措置を講ずるものとする」という表現が 

あるが、事務局案では「環境の整備を行わなければならない」という強制の表現 

に変わっている。行政がどこまで支援してくれるかという話になり、大変になる 

気がするが良いのか。 

     ・事 務 局：団体の自立性という観点からも、行政がしなければならないという表現は過剰 

な気がするため、条文の表現は検討する。 

・委  員：第１０条の登録については、地域活動団体も含まれるのか。 

・事 務 局：市民活動団体は、市内全域を範囲として、テーマ型のオープンな活動であるのに 

対し、地域活動団体は共益的団体として、限られた区域内での活動であることか 

ら、登録要件には該当しないと考えている。 

     ・委  員：団体登録というのは支援対象として存在を確認するという意味もあると思う。 

また、協働プラザの支援対象には関わるのか。 

     ・事 務 局：地域活動団体は、その活動する地域において唯一性があり、団体登録という公 

           の証明が必要とは考えていない。逆に、市民活動団体は任意の団体であり、登録 

という形で公益性を示す必要があると考えている。 

また、第１２条のプラザの設置で、地域活動の促進する事業を行うと書いており、 

登録の有無に関わらず、協働プラザの支援対象になる。 

     ・委  員：登録が支援対象というよりは、存在認定の意味合いということで理解した。 

     ・委  員：市民活動団体については、団体登録が必要だと思う。第１９条の資金の助成で 

は、「登録市民活動団体及び地域活動団体」と書かれており、資金助成の対象と 

して、市民活動団体には登録を求めていると解釈している。 

           第２章では、市民活動団体だけを対象としているが、第４章も同様と考えて良 

いか。条文全てが書いていないので判断しかねる部分がある。 

     ・事 務 局：ご指摘のとおり、第２章と第４章は市民活動団体だけのことである。 

     ・委  員：第９条は、市民活動団体と地域活動団体を並べて書いているが、公益的活動団 

体と一括りで書けば良いのではないか。 

     ・事 務 局：市民活動団体と地域活動団体間の協力も想定されるので、あえて一括りにせず、 

並べて書いている。 

     ・委  員：第８条の事業者の役割の部分は、当事者へのヒアリング等は行って書いたのか。 

   ・事 務 局：ヒアリングは行っていないが、本条例検討に先立ち制定された犬山市産業振興 

基本条例の中で、中小企業者の役割も書かれており、まちづくりの推進を図る活 

動を行う旨の表現があるため、それを参考にしている。今後、必要があればヒア 

リングも行っていく。 

     ・委  員：第１２条で、アウトリーチやコーディネート等の言葉が使われているが、色  々

な解釈もあり、あまり条例では使われていない気がする。その言葉の意味を市 

民は理解できるのか。そもそも何を言いたいのか。 

     ・事 務 局：従来の支援拠点は、そこに人が集まり交流が生まれたり、支援が受けられる場 

           所であったのに対し、近年はそこから外に出て展開するということが重要にな 

ってきているため、アウトリーチという表現を入れている。 

           条例上の表現は、今後検討する。 



    ・委  員：これは意見であるが、公的な助成を受ける場合は、団体登録の人数要件を複数 

にすべきだと思う。ただし、人数要件を２人とした場合、その２人が喧嘩した 

時に仲裁役がおらず団体としての活動が難しくなることも考えられるので、３人 

が妥当だと思う。 

地域担当職員の配置等の人的支援は、あれば良いとは思うが、本当に出来るのか。 

職員の意識付けを行うという意味で良いことだが、この条例に載せるのがいいか 

悩むところである。 

・委  員：条例に載せる市の支援措置と協働プラザの実施する事業は、結びついておくべ 

きである。協働プラザの設置では、人材の育成に関する項目があるが、市の支援 

措置には、人材を育てるという人的支援が入っていない。支援とは、ヒト・モノ・ 

カネとよく言われるが、モノとカネしかないため、人的支援も入れていくべきで 

はないかと思う。 

       意見として、条例に団体登録制度を入れるべきか疑問である。登録情報の更新も 

大変であるし、そもそも登録が有効なのか。協働プラザの施策のひとつとして 

登録制度があるのは良いが、あえて条例で市が認めるということが必要なのか 

疑問が残る。 

・委  員：第２条第３号の市民活動において、基本条例第３条第３号を引用しているが、 

この部分は非営利活動団体に関する定義であり、引用元として正しいのか。他の 

条例の引用ではなく、条文を入れるほうが良いのではないのか。 

今回の改正は、市民活動がベースとなり、その他の部分が加わる形である。第 

２章と第４章は市民活動団体だけの条項であり、ひとつの章としてまとめ、市民 

活動団体には登録と支援基金があると伝えたほうがわかりやすいのではないか。 

           助成制度はいくつか種類があり、はじめの一歩部門は登録人数３人でもよいが、 

その他は人数要件を変えた方が良いのではないか。市民活動団体の登録と、助成 

金を出すための要件を分けても良いのではないか。 

・事 務 局：内容は今後検討する。 

      助成金の出し方については、募集要項等で定めていけば良いと考えている。 

     ・委  員：事務局への要望として、今回議論していない市民参加以外の部分について、次 

回の審議会までに、条文案全体を示してほしい。今回の体系図では、条文の全体 

像がつかめない部分がある。 

     ・会  長：事務局として対応は可能であるか。 

     ・事 務 局：予定では、今回の議論を反映した条文案を、次回の審議会で示すつもりであっ 

た。次回までに条文案をお示しできるよう作業を進める。 

           Ａ委員は事業者として参加しているが、事業者の役割という部分で意見はあ 

るか。 

     ・委  員：事業者の役割とあるが、まちづくりの推進に資する活動を行うということは、 

具体的に何をイメージしているのか。 

     ・事 務 局：事業者の役割は、犬山市産業振興基本条例を参考に載せている。近年、事業者 

から子ども未来園の遊具を塗装するなど、地域貢献をしたい旨の問い合わせも受 

けている。事業者が、自分の事業内容を活かした支援や資金面での支援なども含 



めて、前向きな形を想定している。 

     ・委  員：事業者として、説明のあった活動は実際にやっており、条文の表現に違和感は 

ない。 

     ・会  長：事務局より説明のあった、本条例の名称についての意見がまだ出ていない。今 

度行うワークショップで名称を検討してみてはどうか。 

     ・事 務 局：検討してみる。 

     ・会  長：他に意見も無いようであるので、今回の審議はここまでとし、事務局で今回出 

た意見や内容を整理し、条文案の作成を進めてほしい。 

 

 ⑥ その他 

   次回の審議会は、改めて各委員の日程を調整し、後日案内する。 

⑦ 閉会（事務局） 

 


