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様式第2号(第5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

１ 開会 

司会（落合課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会（落合課長） 

 

 

 

司会（落合課長） 

皆さん、こんにちは。 

本日は、ご多用の中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

まだ平澤委員さんがお見えになっていませんが、定刻となりまし

たので、平成２５年度第２回久喜市自治基本条例推進委員会を始め

させていただきます。 

私は、本日の司会を務めます、市民部自治振興課長の落合でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日の進め方について、一点ご確認をさせ

ていただき、ご了解いただければと思います。 

内容としましては、前回の委員会と同様に、本日の会議終了後、

今後の委員会で取り上げるテーマや議題をご協議いただくための 

フリートークの時間を設けることについてでございます。 

本日は、議題（３）その他として、前回のフリートークでご提案

をいただきました、自治基本条例の啓蒙普及について、ご協議いた

だく予定でおります。 

このため、委員会が尐々長くなることも考えられますことから、

フリートークの実施につきましては、委員会終了時に、改めてお伺

いするということで、進めさせていただきたいと存じます。よろし

いでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

（平澤委員 入室） 

 

それでは、ただいまから、平成２５年度第２回久喜市自治基本条

例推進委員会を開催させていただきます。 

本日の出席者は１２名中１２名でございます。久喜市自治基本条

例推進委員会条例第７条第２項に規定する定足数を超えております

ので、委員会が成立しておりますことをご報告申し上げます。ま

た、本日の傍聴者はおりませんので、併せてご報告させていただき

ます。 

続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

本日の資料につきましては、議題（１）の危機管理についてを除

きまして、事前に郵送をさせていただいております。ご持参いただ

くようにお願いしたところでございますが、お持ちいただいており

ますでしょうか。 

また、危機管理に関する資料につきましては、本日、皆様のお手

元に配付をさせていただいております。よろしいでしょうか。 

それでは、改めて確認をさせていただきますと、 
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発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

まず、 会議次第 

資料１ 危機管理について ～久喜市の防災対策～ 

資料２ 市民参加の状況と資料２の付表 

資料３ 市民参加推進員について 

参考資料 平成２５年度第１回久喜市自治基本条例推進委員会会

議概要・会議録 

でございます。 

資料に不足はございませんでしょうか。 

 

（確認終了） 

 

２ あいさつ 

司会（落合課長） 

 

小林会長 

 

 

 それでは、次第の２でございます。小林会長にごあいさつをお願

いいたします。 

年度末のご多忙なところ、ご参集いただきましてありがとうござ

います。本日も活発な意見交換をしていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

３ 議題 

司会（落合課長）  ありがとうございました。 

続きまして、次第の３議題でございます。 

 なお、議事進行につきましては、久喜市自治基本条例推進委員会

条例第７条第１項の規定により、小林会長に議長をお願いしたいと

思います。 

 小林会長、よろしくお願いいたします。 

小林会長  それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。 

 円滑に議事が進行いたしますよう、皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

 なお、議事に入ります前に、本日の会議録の署名をお願いする委

員さんを確認したいと思いますけれども、名簿順ということで、今

回は、石井委員さんと白石委員さんにお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

（１）危機管理について 

小林会長 

 

事務局（榎本課長

補佐） 

 

 

 

 

 

 

大塚課長補佐 

それでは、本日の議題に入ります。 

（１）「危機管理について」事務局から説明をお願いします。 

自治振興課の榎本でございます。 

 議題（１）危機管理につきましては、当該業務を所管する消防防

災課の大塚課長補佐からご説明をさせていただきます。 

 なお、消防防災課の青鹿課長も同席をさせていただいておりま

す。 

 それでは、大塚課長補佐から、近年、市民皆様の関心が高いと思

われます防災関係を中心に説明していただきます 

 大塚課長補佐、よろしくお願いします。 

 消防防災課の大塚でございます。議題（１）危機管理についてと

いうことで、久喜市の防災対策につきまして、ご説明をさせていた

だきます。 
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 資料１をご覧いただきたいと思います。 

 防災対策の取組状況ということで、はじめに地域防災計画につい

て、次に防災行政の概要、そして平成２６年度事業計画案という順

で説明をさせていただきます。 

 現在、久喜市で行っている防災に関する事業を区分しますと、自

主防災組織の育成事業、避難所に関する事業、防災備蓄品に関する

事業、防災行政無線に関する事業、災害時応援協定等に関する事

業、防災訓練に関する事業、防災啓発に関する事業等、大きく７つ

に分類できます。これらの事業につきましては、地域防災計画に基

づきまして、実施しているところでございます。 

 地域防災計画は、震災対策編、総則編・風水害編・事故災害対策

編の２編の計画から出来ておりまして、２編あわせますと６００

ページ近くに及びますが、当市のホームページに掲載しております

ので、ご覧いただければ幸いです。 

 それでは、お手もとの資料、震災対策編に基づきましてご説明し

ます。 

 本市の地域防災計画の地震被害想定につきましては、埼玉県で実

施した調査をもとにしてございます。埼玉県では平成１１年９月の

調査を含めて過去４回実施しています。昨年暮れに埼玉県から発表

されました新しい被害想定については、まだ、反映されておりませ

ん。現在の当市の地域防災計画は、埼玉県が平成１９年度に実施し

ました地震被害想定調査に基づくものとなっております。 

 想定地震の概要をご覧ください。国の中央防災会議や地震調査研

究推進本部の評価結果から、埼玉県では県内に大きな影響を及ぼす

地震として、プレート境界で発生する東京湾北部地震、茨城県南部

地震、活断層で発生する立川断層、深谷断層及び綾瀬川断層による

地震の５つの地震を選定しています。 

 この中で、被害想定の予測といたしまして、季節が夏と真冬、風

速が３メートルと８メートルということで、このような想定のも

と、被害予測項目の地震動、液状化、建物、火災等の項目を立てて

予測内容を示しております。 

 なお、新しい想定につきましては、平成２６年度事業で改訂する

予定です。 

 次に想定地震の断層位置図でございます。 

 先ほどの５つの地震の図にしたものです。線で表したものが断層

による地震、四角いブロックで表したものがプレートで発生する地

震です。 

 続きまして、想定結果でございます。 

 埼玉県が想定した５つの地震による本市の被害の発生状況です

が、本市に最も大きな被害をもたらす地震は茨城県南部地震という

ことでございます。この地震が発生した場合、本市で最大震度６と

予想されており、被害程度が一番大きくなる条件としては、冬の平

日、夕方１８時、風速毎秒１５メートルの状況下で地震が発生した

場合、被害が一番大きくなると予想しています。この場合、建物被

害、全壊１８５棟、半壊１，５５１棟、焼失数９３１棟、人的被

害、死者数７人、負傷者数３２人、軽傷者数２０１人、１日後、避

難者数２３，７８９人という、このような数字をもとに各種対策を

実施しているところでございます。 
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  出前講座の参加者の中で一般的なイメージとしては、阪神淡路大

震災や東日本大震災のように、自治体が壊滅的な被害を受けること

を想定している場合が多いと思いますが、埼玉県の平成１９年度の

想定によりますと、このような値になるものでございまして、本市

の場合でも、市民１６万人弱の全員避難になるという形では想定さ

れておりません。 

 次に、地域・家庭での防災対策、自助・共助について、それぞれ

の対策事業の概要をご説明いたします。 

 はじめに、自主防災組織です。自主防災組織は、自然災害が発生

した際に、地域でお互いに協力し、助け合う組織でございます。例

えば、災害時における高齢者の安否確認や避難誘導、また、避難所

の円滑な運営など、自主防災組織は重要な役割を担っています。 

 現在の自主防災組織は、行政区ごとに設置されております。行政

区の設置率につきましては、行政区の世帯数で計算した数値でござ

いますが、平成２６年３月１日現在で組織率６３．５パーセント、

組織数で１２２団体となっております。 

 地区ごとでは、久喜地区が組織率５９．９パーセント、組織数４

３団体、菖蒲地区が組織率４４．９パーセント、組織数１４団体、

栗橋地区が組織率５９．３パーセント、組織数２５団体、鷲宮地区

が組織率８２．７パーセント、組織数４０団体でございます。 

 現在も本市では、自主防災組織の設立を強力に推進しておりま

す。推進方法につきましては、各行政区の会合等へ出向いて自主防

災組織の必要性をご説明し、設立のお願いをしているところでござ

います。 

 続きまして、避難所でございます。 

 現在、本市では避難所といたしまして、拠点避難所２３箇所、補

助避難所３７箇所等を指定しております。 

 避難所には、防災倉庫等を設置して、備蓄品や資機材等を整備し

ており、各避難所には資料の写真にもございますように避難所であ

る旨の看板を設置しているところでございます。 

 また、本市では震度５以上の地震が発生したときは、勤務時間内

であれば施設管理を担当する職員が、勤務時間外であれば予め決め

られた避難所参集職員が避難所を開設することになっております。 

 避難所が開設された場合は、被災者救援班の職員が、自主防災組

織、或いは避難された皆さんと一緒に避難所の運営にあたることと

しています。 

 今後の課題としましては、高齢者や障がい者、妊婦の方などの災

害時要援護者をどのように避難させるか、また、そのための体制整

備が挙げられるところでございます。 

 続きまして、防災備蓄倉庫でございます。 

 防災備蓄倉庫につきましては、拠点避難所と呼んでいます小学校

に設置しております。総戸数は、平成２６年度末には３８棟になる

予定でございます。倉庫の中には、食料や飲料水、資機材等が備蓄

されております。備蓄量につきましては、茨城県南部地震で想定し

ております１日後避難者数２３，７８９人に、災害ボランティア等

２，６００人を加えまして、２６，４００人の１日分の食料と水の

備蓄を進めており、目標数は７９，２００食でございます。 
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 なお、平成２５年度末の備蓄量は、約７５，０００食でございま

す。また、防災倉庫の資機材として、発電機、投光器、組立式簡易

トイレ、毛布、リヤカー、車椅子、かまど等を計画的に配備してい

るところでございます。 

その他、市民の皆様には、市の広報紙等で１人あたり３日分の備

蓄をお願いしております。 

 続きまして、防災行政無線でございます。 

 防災行政無線につきましては、本市の防災行政や一般行政事務に

関する必要な連絡手段として設置されております。現在、本市の防

災行政無線の子局は２６４箇所ございます。防災行政無線の放送す

る内容は、震度５以上の地震が発生した場合、防災対策本部の決定

事項、行方不明者のお知らせ、火災の発生・鎮火のお知らせ、光化

学スモッグのお知らせ、定時放送等でございます。 

 また、防災放送にあわせまして、防災行政無線情報メールという

ことでメール配信をしております。 

 防災行政無線情報につきましては、防災放送の内容がそのまま

メール配信されるというサービスでございまして、例えば密閉され

た建物や地下にいる場合などは、防災行政無線を聞くことができな

いと思いますので、メールサービスをご利用いただき、いち早く自

身の安全確保をしていただければ幸いでございます。 

 またこの他に、エリアメールというものがございます。エリア

メールは、携帯電話各社から発信される情報を自動的に受信できる

サービスもございます。 

 なお、市の歌が定時放送で流れておりますが、これは子局に異常

がないか確認する側面もございまして、例えば、ノイズが入る、い

つもと違い聞きにくいなど、お気づきの際は、消防防災課までご連

絡をお願いします。 

 また、無線には、防災行政無線のような固定系の他に、警察や消

防が使用している移動系がございます。本市では、東日本大震災の

ときに不通になることなく使用された移動系ＭＣＡ無線機４５機を

本年度導入しました。この無線機につきましては、災害発生時に行

政組織内の連絡手段として活用する予定でございます。 

 それから、情報提供の方法としてもう一つ、Ｊアラートがござい

ます。Ｊアラートとは、全国瞬時警報システムと言いまして、総務

省が開発して整備を進めたものでございます。津波や地震、ミサイ

ル等に関する情報が瞬時に全国に配信されまして、本市の防災行政

無線で受信後、自動送信により市民の皆様に情報をお知らせするシ

ステムでございます。 

 続きまして、災害時応援協定でございます。 

 災害時応援協定につきましては、災害が発生し、本市だけでは対

応が困難な場合に備え、いくつかの自治体と相互応援協定を締結し

ております。具体的には、茨城県結城市、愛知県刈谷市、近隣の自

治体では、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町と協定を締結

しております。 

また、この他、民間の企業や団体と協定をしているところでござ

います。その他、資料にはございませんが、防災訓練事業を実施し

ております。 
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田中委員 

 

大塚課長補佐 

 

 

 

 

 

小林会長 

防災訓練につきましては、毎９月の防災の日の前後に実施してお

り、今年度は９月７日に実施しました。 

訓練は毎年実施しておりますので、皆様にも是非ご来場いただい

てご覧いただければと思います。 

続きまして、平成２６年度防災対策事業計画案につきまして、ご

説明させていただきます。 

まず、１点目の防災ハザードマップでございます。 

防災ハザードマップにつきましては、国や県の最新の想定地震の

データに基づきまして、作成を進めるものでございます。平成２７

年３月までに作成いたしまして、全戸配布する予定でございます。 

次に、２点目の地域防災計画の見直しでございます 

先ほどお話しいたしましたが、埼玉県の被害想定が新しく変わっ

ておりますので、茨城県南部地震の被害想定などが大きく変わって

きますので、そのあたりから見直を進めまして、この計画を改正す

る予定でございます。 

また、併せまして、被害予測項目のライフライン、人的被害、生

活支障等の項目につきましても、埼玉県から出ております被害想定

に基づき見直します。 

次に、３点目の市総合防災訓練の実施でございます。 

防災訓練の実施につきましては、来る９月６日の土曜日に、４地

区同時に実施いたします。 

次に、５点目の防災行政無線デジタル化整備事業の推進でござい

ます。 

防災行政無線のデジタル化を進めるものでございますが、平成２

６年度につきましては、デジタル化の基本設計を実施します。 

次に、６点目の自主防災組織設立促進及び育成でございます。 

こちらは、先にご説明をさせていただいておりますので割愛しま

す。 

次に、７点目の自主防災組織連絡協議会の設立促進でございま

す。 

こちらは、自主防災組織の連絡協議会を設立するため、準備を進

めるものでございます。 

次に、８点目の防災講演会の開催でございます。 

防災講演会につきましては、この３月上旪にも開催しましたが、

来年度も引き続き開催する予定でございます。 

平成２６年度防災対策事業計画案につきましては、以上でござい

ます。 

４点目の小学校区単位の防災訓練の実施の説明がなかったので、

改めてお願いします。 

 大変失礼いたしました。 

 ４点目の小学校区単位の防災訓練の実施でございます。 

この事業は、小学校区単位でモデル事業を設定いたしまして、避

難訓練や救援訓練などを実施して、地域の皆様とともに様々な課題

を把握し、その対応について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

ただ今、事務局からご説明がありましたが、ご質問等はございま

すか。 
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前田委員 

小林会長 

前田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（青鹿課

長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

前田委員 

小林会長 

中西委員 

 

 

 

 

 

よろしいですか。 

前田委員さん、どうぞ。 

久喜市の対応の基本は埼玉県の動向を前提としているようです

が、３年前の東日本巨大地震を契機にして、その前の時点での想定

ですとか計画というのは、市民の方々にとっては古いという認識だ

ろうと思います。 

埼玉県が実施した平成１９年９月時点での想定を基にして作られ

た対応の計画や行動指針は、３年前の巨大地震の更に３年前の想定

なんですね。県は、全体を見ながら一つの考え方をまとめるという

ことですから、当然時間はかかることだと思いますが、市民感覚と

すれば随分のんびりした話だなという気がします。 

県は、現在、想定調査を実施中なのか、結果を公表中なのか、

はっきりしませんが、資料の想定項目の記載にありますようなレベ

ルではないという気がいたします。資料は、巨大地震の前の想定で

ありますから、比較にならないと思います。 

平成２６年度の事業計画案の中の大きな柱は、地域防災計画を来

年の３月までに作成し、公表するということになっていますが、時

間感覚が市民の感覚とずれているという気がいたします。事務局と

してのご認識を伺いたいと思います。 

 現在の久喜市の地域防災計画につきましては、平成２５年１月に

見直したところでございます。 

この見直しは、東日本大震災の様々な教訓を踏まえまして、計画

全般を見直したものでございます。 

 平成２５年１月の地域防災計画の中での被害想定につきまして

は、平成１９年に埼玉県が公表しました被害想定調査項目に基づい

た被害想定でございます。 

 ところが、昨年の暮れに県が最新の被害想定のデータを公表しま

した。そのことから、今後、公表データを踏まえながら、また、災

害対策基本法の改正もございましたので、この点も踏まえまして、

それらを反映させた形で、平成２７年３月までに地域防災計画の見

直しを行いたいと考えているところでございます。 

 よろしいですか。 

 はい。 

 他によろしいですか。中西委員さんどうぞ。 

平成２６年度防災対策事業計画案の１番の防災ハザードマップに

ついて伺います。 

私は、３．１１の震災発生当時、久喜市総合振興計画審議会の委

員を務めていました。 

この審議会が震災後に合併して初めて開催され、旧久喜市が作成

したハザードマップを拝見しました。 

私は、南栗橋に住んでいまして、市には現在も液状化問題への対

応を継続していただいていますが、液状化の分析、避難場所、発生

時の行動など、大変見やすい内容の充実したハザードマップでし

た。 

その時の審議会で合併後のハザードマップの作成予定について質

問したのですが、回答は、現在作成中で１年後ぐらいには出来上が 

りますとのことでした。  
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事務局（青鹿課

長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中西委員 

小林会長 

平澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

平澤委員 

事務局（小森谷課

長補佐） 

 

 

 

 

小林会長 

石井委員 

その後、しばらく経ってから、消防防災課に確認したところ、出

来上がりましたとのことで、その時点では県へ提出し、審査を受け

ているとの返答でした。それから２年くらい経ちますが、ここまで

遅れた理由を伺いたいと思います。 

 市の防災ハザードマップにつきましては、当初は平成２４年度中

の完成を目指していました。 

 しかし、その後に発生した東日本大震災の関係から、国が首都直

下地震に係る想定地震の見直し作業を進めたのですが、この作業が

大幅に遅れました。 

このため、当時、市は委託していた関係業務を中断し、それまで

の成果を報告書にまとめて完了とした経緯がございます。 

国の公表が遅れた関係から、防災ハザードマップにつきましても

中断期間が長くなってしまったということでございます。 

そのような中、昨年、国や県の地震想定が公表されましたので、

平成２６年度中に防災ハザードマップを作成しまして、全戸配布し

ていきたいと考えているところでございます。 

 わかりました。 

 他に何かございますか。 

 事前に防災計画を拝見しました。サリンですとか有毒ガスの対策

など、様々な対策が記載されていました。 

 災害は未知なるものに対策を講じなければいけないということだ

と思います。しかし、行政が策定する防災計画は、想定があっての

もので、３．１１の震災のように想定外の災害もあり得ることを認

識しなければならないと同時に、想定外への対応こそが大切ではな

いかと思っています。言い換えれば、行政の範疇を超える災害が発

生したときに、何をすべきかということです。 

 行政は、計画を策定し、物事を進めることに長けていると認識し

ていますが、想定を超えたときに、どのような危機対応ができるの

か、全くわからない事態に対して、どのように対応していくのか、

また誰が対応方法等を判断するのかなど、想定を超える危機管理に

ついても目を向ける必要があると思います。 

 それから、もう一つボランティアセンターのことですが、防災計

画には一部のことしか記載されておりません。中越沖地震ですと

か、３．１１の震災のときにボランティアとして行った経験からで

すが、ボランティアセンター設置の遅れは、支援活動の遅れに直結

します。災害発生時には、県外を始め国外からもボランティアが集

まりますので、その活用とボランティアセンターの早期設置につい

て、防災計画に詳細を記載すべきだと思います。 

平澤委員さん、ご意見ということでよろしいですか。 

 意見で良いです。 

そのことで、私からお答えをさせていただきたいのですが、ボラ

ンティアセンターにつきましては、久喜社会福祉協議会の方と協定

書が結ばれてございまして、当自治振興課の方が地域のボランティ

ア団体等把握もしているということで、私どもと社会福祉協議会の

方の提携にあわせてボランティアセンターを立ち上げるマニュアル

等は整えてございます。尐しでもお役に立ちたいと思っています。 

よろしいですか。他の委員さんも何かあればどうぞ。 

いいですか。 
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事務局（青鹿課

長） 

 

 

 

石井委員 

事務局（青鹿課

長） 

石井委員 

事務局（青鹿課

長） 

石井委員 

小林会長 

ちょっと分からないので質問しますが、防災倉庫というのは学校

ですとか公共施設にあるのは分かっているのですけれども、この鍵

は学校に置いてあるのですか。先ほど職員の専門職の方がいるとい

うお話しがありましたけれども、もし学校に置いてあるとすれば、

夜間に災害が起きた場合、防災倉庫の鍵がどのように引き継がれる

のかわかりません。私は、地区コミュニティの関係をやっておりま

すが、担当も来られない場合も想定される中で、行政区長やコミュ

ニティ推進協議会の会長に、鍵の保管場所を教えていただくことが

できるのか、できないのかお伺いしたい。 

防災倉庫の鍵でございますが、災害はいつ起こるかわからないと

いうことでございまして、あらかじめ職員の中で、非常参集職員を

定めております。例えば避難所や小学校の体育館の鍵と防災倉庫の

鍵を、その職員に事前に渡してございまして、いざ災害が起きた時

には、参集職員が駆けつけて鍵を開けることになっております。 

 鍵は、学校には置いてあるのですか。 

 避難所の鍵は、学校にもあります。 

 

防災倉庫の鍵は、無いのですか。 

防災倉庫の鍵については、学校に確認をさせていただきたいと思

います。 

わかりました。 

他に何かいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（２）市民参加の状況について 

小林会長 

 

事務局（榎本課長

補佐） 

 

では続きまして、議題（２）「市民参加の状況」について事務局

から説明をお願いします。 

ご説明の前に恐縮ですが、本日、同席をさせていただいておりま

す、酒巻市民部長、青鹿消防防災課長、同課の大塚補佐は所用のた

め、ここで中座をさせていただきます。ご了承ください。 

 

（酒巻市民部長、青鹿消防防災課長、同課大塚課長補佐 退席） 

 

それでは、議題（２）市民参加の状況につきまして、資料に基づ

き、ご説明いたします。恐縮ですが、着座にて失礼いたします。 

資料は、資料２「市民参加の状況」をご覧いただきたいと存じま

す。 

なお、資料２の付表に詳細がございますので、併せてご覧いただ

ければと思います。 

市民参加につきましては、前回の委員会におきまして、平成２４

年度における市民参加計画の実施状況と、平成２５年度の市民参加

計画について、ご説明をさせていただきました。 

本日は、その後の市民参加の状況として、平成２５年度上半期の

市民参加計画の実施状況と、平成２６年度の市民参加計画につきま

して、概要のご説明をさせていただきます。 

はじめに、１平成２５年度市民参加計画の実施状況でございま

す。資料は、昨年４月から９月までの６ヶ月間の実績となっており

ます。 

 まず、（１）附属機関でございます。 

 会議を開催した附属機関の数が３０、委員を公募した附属機関の 
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 数が７でございました。 

 また、附属機関の実施状況の詳細につきましては、資料２の付表

の１ページから８ページにまとめさせていただいております。 

 それぞれの附属機関の名称、内容、会議の開催時期、または公募

委員の募集時期、会議の開催回数、または公募委員の選考実績、及

び事務局を所管する担当課は、ご覧のとおりでございます。 

会議を開催した附属機関の数に比較して、委員を公募した附属機

関の数が尐ない理由としましては、委員の任期を２年以上とする附

属機関が多く、委員の公募を毎年行っていないこと。また、障害程

度区分認定審査会、介護認定審査会など、有識者等の専門的知識を

有する方により構成されるものや、法令等により構成員が定められ

ているものなど、委員の公募を行わない附属機関があることが主な

理由でございます。 

 なお、公募委員の募集の方法につきましては、いずれの附属機関

も同様でございまして、広報くき、市のホームページ、及び市内の

公共施設２４箇所に設置しております市民参加コーナーに、記事を

掲載するなどして募集しております。 

また、当委員会の関係でございますけれども、付表１ページ下段

に、昨年８月に委員会を開催しましたことから、１回開催というこ

とで記載しております。 

なお、会議が非公開とされている附属機関を除き、会議の内容等

につきましては、市のホームページにおいて、会議録及び会議資料

等を掲載しております。 

次に、（２）市民意見提出制度（パブリックコメント）でござい

ます。 

 平成２５年度上半期に実施したパブリックコメントは、５件でご

ざいました。 

 また、パブリックコメントの実施状況は、付表の６ページに詳細

がございます。 

 パブリックコメントを実施した案件５件の内容、募集期間、意見

の提出状況、事務局を所管する担当課は、ご覧のとおりでございま

す。 

 なお、意見の募集は、附属機関の委員の公募と同様でございまし

て、市のホームページへの掲載や、市民参加コーナーに意見募集を

お知らせする記事の配架をするなどの方法で行っております。 

次に、（３）ワークショップでございます。 

平成２５年度上半期に実施したワークショップは、１件でござい

ました。 

 付表の７ページの上段に記載してございますが、緑の基本計画

ワークショップが２回開催されております。 

次に、（４）その他の市民参加でございます。 

 同じく付表の７ページです。ただ今、ご説明してまいりました附

属機関やパブリックコメントなどと方法を異にする市民参加でござ

います。市民懇談会の開催、いきいき女性議会の議員募集や議会の

開催などでございます。 

その他の市民参加として実施した施策の名称、内容、開催時期、

実施状況、事務局を所管する担当課はご覧のとおりでございます。 
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小林会長 

 

平澤委員 

次に、（５）市民参加を求めなかった施策でございます。 

 平成２５年度上半期における件数は７件でございました。 

付表の８ページに詳細がございます。市税条例の一部改正が３

件、国民健康保険税条例の一部改正が３件、介護保険条例の一部改

正が１件でございました。 

なお、これらの施策は、法令の規定に基づく条例改正であること

や、市税の賦課徴収に関する条例改正であるなどの理由から、市民

参加を求めずに実施したものでございます。 

続きまして、平成２６年度の市民参加計画でございます。 

 はじめに（１）付属機関でございます。 

 会議の開催を予定する附属機関が４３、委員の公募を予定する附

属機関が１２となっております。 

 詳細は、資料２の付表の９ページから１４ページをご覧くださ

い。 

 それぞれの附属機関ごとに、名称、内容、開催または公募委員の

募集時期、事務局を所管する担当課を記載し、まとめさせていただ

いております。 

次に、（２）市民意見提出制度（パブリックコメント）でござい

ます。 

 パブリックコメントの実施を予定する案件は、８件でございま

す。 

詳細は、付表の１５ページをご覧ください。 

 附属機関と同様に、案件名、内容、募集期間、所管する担当課を

記載し、まとめさせていただいております。 

次に、（３）ワークショップでございます。 

 ワークショップの実施を予定する案件は、１件でございます。 

詳細は、付表１６ページの上段に記載をさせていただいておりま

すが、今年度に引き続き、緑の基本計画ワークショップが実施され

る予定でございます。 

最後に、（４）その他の市民参加でございます。 

 その他の市民参加として、市民懇談会、子ども議会等の開催が予

定されています。 

 詳細は、付表の１６ページの中段以降に記載させていただいてお

ります。 

 以上が、平成２５年度上半期における市民参加の実施状況と、平

成２６年度の市民参加計画でございます。 

 なお、平成２６年度市民参加計画につきましては、今日現在の内

容ということで、ご理解を賜りたいと思います。 

議題（２）「市民参加の状況」についての説明は、以上でござい

ます。 

ただ今、事務局からご説明がありましたが、ご質問等はございま

すか。 

 市民参加計画を見させていただいて、毎回たくさんあるなと思う

のですが、更に、関心ある市民に参加していただける仕組みがあれ

ば良いと思っています。 

その中で、現在、生涯学習課が久喜市市民大学を開校していま

す。市民大学であったり、また、他でも市民参加を促進する良い効

果を出しているものもあると思いますが、それらの取り組み状況に 
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事務局（榎本課長

補佐） 

 

 

 

平澤委員 

 

 

 

 

事務局（榎本課長

補佐） 

小林会長 

ついて、今後の参考とさせていただきたいので、お伺いしたいと思

います。 

市民大学等の関係ということでございますが、運営内容等の詳細

について、資料は持ち合わせておりません。 

ただ、こちらからのアプローチといたしまして、その市民大学の

中で、例えば自治基本条例に関することや、市民参加、また市民活

動の関係のお話をさせていただいております。 

実感として、多くの市民大学を出られた方が、久喜市の中で活躍

している姿を多く目にしているのですが、卒業された方がどんな形

で市政に参加されているかということをデータ化すると、今後さら

に市民参加の状況というのが上がるのではないかと思いまして質問

させていただきました。 

貴重なご意見ありがとうございます。今後検討させていただきた

いと思います。 

他に何かございますか。よろしいでしょうか。 

（３）その他 

小林会長 

 

事務局（榎本課長

補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

 

事務局（榎本課長

補佐） 

次の議題（３）その他でございますが、事務局から何かあります

か。 

２点ございます。 

１点目は前回の委員会終了後のフリートークで、この委員会で協

議することが確認されました、条例の啓蒙普及に関する件です。こ

の後、ご協議をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

なお、前回のフリートークで、市民参加推進員の活用について、

ご意見がございましたので、参考に市民参加推進員に関する資料を

ご用意しました。 

資料の概要は、後ほど、ご説明をさせていただきます。 

２点目は、次回の会議予定です。 

本日と同様に、自治基本条例に規定される市政運営に関する項

目、例えば総合振興計画ですとか、行政評価などの中から事業を選

択するなどして、議題を整えさせていただきたいと考えています。

 また、本日、委員会終了後にフリートークを行っていただくこと

ができました場合には、前回の委員会と同様に、提案される議題や

テーマについて、事務局として対応可能であれば、議題に取り上げ

させていただくことを考えています。 

なお、時期につきましては、７月下旪から８月初旪頃に、開催で

きればと考えています。会議の開催にあたりましては、改めてご案

内を申し上げますので、その節はよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

ただ今、事務局から自治基本条例の啓蒙普及に関する協議の件、

また、次回の会議予定について説明がありました。 

委員の皆さんからは、何かございますか。 

意見が特に無いようでしたら、条例の啓蒙普及についての協議に

入りたいと思います。 

事務局から、資料３の説明をお願いします。 

引き続き、私から説明をさせていただきます。 

議題（３）「その他」として、委員の皆様には、自治基本条例の 
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啓蒙普及に関し、ご協議をいただく訳ですが、前回の委員会後のフ

リートークの中でご意見のございました市民参加推進員の制度と現

状について、尐々ご説明をさせていただきたいと思います。よろし

く願いいたします。 

資料の３「市民参加推進員について」をご覧ください。 

はじめに「１市民参加推進員の概要」です。 

市民参加推進員制度とは、資料１ページ中ほどにありますイメー

ジのとおり、推進員に登録された市民の方が、市から送付される市

民参加に関する情報に基づき、自ら積極的な市民参加に努め、それ

らの情報を多くの市民の方に周知することで市政への参加を働きか

けるという、市民皆さんのネットワークを活用した制度です。 

この制度は、市が一方的に市民参加を推進するのではなく、市民

の皆さんと市が一緒になって市政への参加を推進しようという趣旨

で制度化されたものでございます。 

推進員への情報提供の内容としましては、附属機関の委員募集、

市民意見提出制度（パブリック・コメント）による意見募集、市民

説明会やワークショップ等の開催、アンケート協力の依頼などが挙

げられます。 

 市では、これら市民参加に関する情報を推進員に対し、月１回程

度、ご登録いただいたメールアドレス、または郵送で当該情報をお

送りしております。 

推進員の登録資格につきましては、年齢が１３歳以上で市内に在

住または在勤・在学する方であれば、どなたでもご登録いただける

こととしております。 

登録の方法につきましては、「市民参加推進員登録事項届出書」

を郵送または持参、ＦＡＸ、Ｅメールで自治振興課に提出していた

だくこととしておりまして、届出書は、本庁舎および各総合支所を

はじめとする、主要な公共施設２４箇所に設置している「市民参加

コーナー」で配付しているほか、市のホームページからも、電子

データをダウンロードできるようにしております。 

また、推進員の登録は、随時受付としておりまして、登録期間

は、推進員に登録された日の翌年度の末日までとさせていただいて

おります。 

例を申し上げますと、平成２６年度中に登録された方の登録期間

は、平成２７年度の末日となりまして、平成２８年３月３１日が満

了日になるということでございます。 

なお、登録期間が満了となった場合、改めてお届けをいただけれ

ば、再登録することができることとしております。 

次に「２情報提供の実施状況」でございます。 

これは、推進員の方に対して、市が行ってまいりました情報提供

の回数等を、年度ごとにまとめたものでございます。 

平成２２年度から平成２５年度までの各年度における、推進員の

方への情報提供の回数と提供した情報の件数は、 

平成２２年度が１１回で３７件、平成２３年度が６回で１３件、 

平成２４年度が １０回で４２件、平成２５年度が５回で１２件

 でございました。 

情報提供回数等の差につきましては、附属機関の委員の任期の多

くが、２年としていることから、このような結果となったものでご 
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小林会長 

 

 

 

 

 

 

ざいます。 

次に「３市民参加推進員募集の案内」でございます。 

 現在、市では、３つ方法により推進員を募集しております。 

一つは、広報くきへの募集記事の掲載、一つは、市のホームペー 

ジへの募集記事の掲載、一つは、市内中学校・高等学校・大学への

募集チラシ等の配布でございます。 

最後に「４市民参加推進員の登録状況」でございます。 

 平成２２年度から平成２５年度までの年度当初における市民参加 

推進員の登録人数は、平成２２年度が１８人、平成２３年度が 

２１人、平成２４年度が２３人、平成２５年度が２４人となってお 

ります。 

推進員につきましては、合併以降２０人前後でほぼ横ばいの状態

が続き、地区別、年齢別の表を見ましても、偏りが見受けられる状

況でございます。 

前回のフリートークの中で、推進員の話題が上がりましたことか

ら、既に皆様ご承知のこととは思いながらも、推進員制度の概要と

現状をご説明させていただきました。 

市民参加推進員についての説明は、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

事務局から、市民参加推進員についての説明がありましたが、何

か、ご質問等はございますか。 

無いようでしたら、市民参加推進員制度も踏まえ、条例の啓蒙普

及について、皆様にご協議いただければと思います。全体の啓蒙普

及というところでご議論をいただければと思うのですが、何かご意

見やご質問はございますか。 

よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

資料を見ましたら、市民参加推進員の登録状況が、偏った状況に

あります。久喜地区が多くて、菖蒲とか栗橋、鷲宮地区はわずか尐

数のような状況で、これはもう尐し事務局として各地区への啓蒙、

情報提供等するべきではないでしょうか。その辺りはどうですか。 

はい、田中委員さんの市民への啓蒙が足りないのではないかとい

うご意見でございます。確かに地区別に見まして、合併前から当該

制度がございました久喜地区に委員が偏っているという状況が、合

併後４年が経過しますけれども、今日まで続いております。 

事務局としましては、地区の片寄りの解消も念頭に、推進員を確

保したいと考えています。 

皆さんには、そのために必要な施策等について、ご協議をいただ

き、ご意見を伺えればと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

いかがでしょうか。あまり堅苦しく考えないで、啓蒙普及するに

は、こんな方法があるのではないかというご意見を自由に出してい

ただければ良いと思います。様々なご意見が挙がれば、次回でも議

論はできます。 

啓蒙普及という硬いイメージのタイトルですが、全て万全の態勢

を整えてから意見を言わないといけないものではありませんので、

何かこんなことをやると効果があるのではないかとか、もう尐し人

が集まるのではないかとか、ご意見がありましたらお願いします。 
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はい。 

どうぞ。 

一般の市民の方へのＰＲですとか啓蒙は、なかなか難しい面があ

ると思います。目先の話にはなりますが、例えば区長や民生委員な

どの組織的なルートを使って情報を流し、啓蒙したら良いのではな

いかと思います。もちろん区長などは分かっていることで、そこを

通して情報を流すことは、くどいと思われるかも知れませんが、そ

れでも、もう１回こういう情報を、縦割りの組織体に流すというの

も一つではないかという気がしましたので提案します。 

いかがでしょうか。区長等を経由して、もう１回情報を流してみ

てはどうかとのご意見がありましたが、他にも、こんなことをやっ

たら良いのではないかなど、普及啓蒙に関する意見を自由に出して

いただきたいと思います。 

今日ここで答えを出すことは、この状況ではなかなか難しいと思

いますので、皆さんの意見を列挙して積み上げ、最後に議論をいた

だいても良いと思っています。 

よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

久喜地区のことですが、現在、コミュニティ組織を小学校区単位

で立ち上げています。 

鷲宮地区は、早くから小学校区単位で活発な活動をしているとい

う中で、私たちもコミュニティ組織を通して、市民参加や行政への

働きかけなど、横のつながりを大切にしながら、やっていきたいと

考えています。 

今年の夏ごろには、私たちの小学校区もコミュニティ組織を立ち

上げようということで、現在、議論を重ねているところです。 

今、私は久喜地区の区長会長を務めております。区長は、地域の

様々な事業、お祭りや運動会、防災関係の訓練ですとか主導的に

やっていますが、もう一歩、地域の中に入っていけないという気が

しています。 

全体的な立場で見ていますから、そのような見方になるのかも知

れませんが、コミュニティ組織は、もう一歩踏み込んで様々な事業

に取り組んでいるように認識しています。 

今、コミュミティ組織の立ち上げの準備を進める中で、区長の仕

事もコミュニティ組織に含めて、取り組めたら良いのではないかと

考えています。 

コミュニティの分野では、市が財政的な支援をかなりしています

よね。金額的に。そういうのは盛んなのですが、このような問題だ

と尐し消極的な感じがします。支援はかなり出していますよね。コ

ミュニティの各団体ですとか、以前に検討しましたけれど、年間、

総額で相当あるのではないですか。 

 

（「コミュニティですか？コミ協？」との声あり） 

（「市はしてない」との声あり） 

（「地区は立ち上がって２０万円」との声あり） 

 

地区は２０万円ですか。その他にもたくさん団体があって、毎年 
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すごい金額が出ていますよね。ああいうのは税金から出ているので 

すからね。 

市民参加推進員の関連ですが、久喜地区が２４名中１９名、他の 

３地区が５名。単純に人口割合で言うと１９名対１９名ぐらいでバ

ランスがとれるわけです。菖蒲、栗橋、鷲宮のそれぞれの地区は、

以前はこういう制度がなかった訳ですから、そういう意味では、ま

だ啓蒙が足りないと思います。当面、市として一つの数値目標を立

てて、口コミが基本だと思いますが、目標を意識しながら、自治

会、区長等を通しての働きかけを推進していけば、十分可能なこと

ではないかと思います。 

 この制度自体は、市民参加を更に進めていく上での有効な手立て

だと思いますので、形だけで終わらせるのは惜しいと思います。 

 よろしいですか。 

 どうぞ。 

 先ほど、田中委員さんからもお話がありましたけれども、久喜地

区では去年ぐらいから、小学校区の地区コミュニティの立ち上げが

盛んです。去年は３つぐらいの小学校区で立ち上がったのではない

かと思います。 

 田中委員さんのところも、今年立ち上がるというお話を伺ってお

ります。私の地区も４月に地区コミ協が立ち上がったのですが、以

前よりコミュニティという言葉について、地域の方の理解がとても

深まっていると実感しています。 

 昔は、片仮名でコミュニティというと何なんだと、自分たちは自

治会できちんとやっているのに、何で今、コミュニティなんだろう

というようなご意見が多かったように思うのですが、大震災ですと

か、様々な事件等が地域で起きているということをテレビ、新聞等

で知ることによって、地域のつながりの大切さを皆さんが本当に良

く理解されるようになったと思います。 

そのような状況もあってのことだと思うのですが、地区コミ協の

立ち上げについては、地区の自治会長さん、区長さん、それから各

団体の方々が積極的に協力されておられます。 

鷲宮地区では、既に多くのコミ協が立ち上がっておられますが、

久喜地区でも立ち上げに向けて前向きに進んでいると思います。 

現在、防災や高齢者福祉等についての対応にあたり、地域の方々

と、もう尐し顔見知りになれたらいいねということで、立ち上げて

いる段階だと思います。 

そのような状況で難しい面もありますが、市民参加とか、行政に

関心を持っていただける人が増え、コミ協として色々なことが発信

できれば良いと思います。 

また、市民参加推進員の件ですが、現在も推進員を継続している

立場におりまして、以前もお話しさせていただきましたが、これま

で他の市民参加推進員の方々との話し合いなども無く、行政から情

報が送られてくるという状況です。せっかく市民参加に興味をお持

ちの方がおられるのですから、こういった皆さんの話し合いの機会

があれば、市民参加が更に進むと感じます。  



 

- 17 - 

 

小林会長 

 

石井委員 

小林会長 

石井委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（小森谷課

長補佐） 
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安藤委員 

ありがとうございました。他の委員さんはいかがでしょうか。 

何かございますか。 

よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

コミュニティ推進協議会の関係ですが、先ほどのお話にもありま

したとおり、各小学校区単位での設置が進んでいます。 

本日の議題（１）で消防防災課から説明のありました危機管理に

ついての資料の中に、自助、共助、公助の点で地域の皆様のコミュ

ニケーションと書いてあったのですが、地域の防災対策を行政区長

ばかりに依頼をしていては、区長の負担が大きく大変だと思いま

す。 

先ほど、平井委員の発言にありましたが、自治会長や区長、各種

団体などと協力して、小学校区単位のコミュニティ協議会を立ち上

げ、防災対策にも対応していくことが重要かと思います。 

 また、議題（１）の時に、質問の機会を逸してしまったのです

が、自主防災組織がこれだけ立ち上がっています、と資料にありま

すが、この活動の実動が殆ど無いのです。 

今年度、私は区長代理を務めているのですが、１度のバケツリ

レー訓練と、地域に設置されている消火栓と消火器の場所を、参加

者とともに写真撮影をしながら現地確認を行い、市に報告しました

が、自主防災組織の活動として十分であったかは疑問です。 

消防防災課には、参考までに市内の自主防災組織の活動状況等を

確認したかった訳ですが、他の地区の区長の話を聞くと、自主防災

組織の運営は無理との声が多く聞かれます。 

自主防災組織については、行政区と４地区のコミ協や小学校区の

コミ協が協力して行えば、もっと有意義な活動ができると思ってい

ます。 

それから、議題（１）で質問しました鍵の件ですが、特定の職員

が防災倉庫の鍵を持っていると伺いましたが、いざ、災害が発生し

たときに、その職員が必ず避難所に辿り着けるとは限らないと思い

ます。 

学校にも鍵を預けて、その鍵の保管場所を区長に伝えておく方が

望ましいのではないでしょうか。 

鍵の件につきまして、ご説明させていただきたいと思います。 

 避難所等の鍵を持っている職員は、各避難所から１番近くに住む

者を充てていますので、万一災害が発生した場合でも、ご心配は無

いものと考えています。 

 他に何かございますか。 

 はい。 

 どうぞ。 

市民が市政に参画できるような機会の拡充をしていただきたいと

思います。 

 私ども婦人会は４００人ぐらいおりますが、自主防災学習は県か

ら指導を受けまして毎年行っております。 

 また、県から助成金をいただきまして、絆を深めようということ

で、市民一体となって、学生の通学路に太陽光ライトを設置するな

どの活動もしております。 
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小林会長 

市内には、様々な団体が何百もありますが、それぞれの代表者を

一堂に介して、お互いの活動内容を報告し合う機会を設けていただ

ければ、市民の行政に対する理解も深まるのではないかと思いま

す。 

私どもの団体では、昨年のいきいき女性議会もそうでしたが、議

員を送り出すなどしております。様々な団体が活動するには、お互

いに交流を深め、行政の指導をいただきながら、協働の精神にのっ

とって物事を進めることが良いと思います。 

行政には、各分野にわたってご指導いただきたいと思っておりま

す。 

それから、コミュニティ推進協議会がありましても、その助成金

をどこに申請して良いのかわからない。それではということで埼玉

県へ出してしまうのですが、もう尐し申請方法についてわかりやす

くして欲しいと思っています。 

ありがとうございました。 

時間の関係もございますので、よろしければ、自治基本条例の推

進をどうするかということが、この委員会の所掌事項になりますの

で、この点について協議を進めたいと思います。 

この条例は、素案作成の段階から、如何に啓蒙普及するかという

ことが１番のポイントでした。 

この委員会の役割として最も大きな課題は、自治基本条例を如何

に知っていただくか、如何に内容を理解していただくかということ

だと思います。 

条例の啓蒙普及については、重要事項ですので今日で終わりとい

うことではなく、次回以降も協議を継続して、市民の皆さんにどの

ようにしたら知っていただけるのか、その方法等を大まかであって

も考えていくことが大切だと思います。 

例えば、合併前に自治基本条例があった久喜地区とその他の地区

では、スタート時点で格差がある訳ですから、一律な方法による啓

蒙で良いのかなどを考える必要もあると思います。 

次回は、市からの説明事項は簡素にしていただき、この件につい

てのフリートーキングを主に、委員会を進めることが出来ればと考

えています。 

そして、最終的には、自治基本条例の啓蒙普及について、答申と

いう形にまとめていきたいと思います。いかがでしょうか。 

今のお話は、本当に大切なことだと思います。ただ、先ほど、コ

ミュニティの推進についてお話をさせていただきましたが、コミュ

ニティの推進についても自治基本条例の中できちんと謳われてお

り、それがもとになってコミュニティ団体は市の支援も受けられま

すし、地域の方々も安心して協議会を作れるのだと思います。 

せっかくコミュニティ協議会が立ち上がっておりますから、コミ

協は、自治基本条例に基づいて、設置・運営されているのですよと

いうところからスタートして、条例を啓蒙していくのも一つの方法

と考えます。 

そのような普及の仕方があるということを答申に書いていけばよ

ろしいのではないでしょうか、というのが私の考えで、重々承知し

ておりますし、大切なことだと思います。 

ただ、条例の項目ごとに一つずつ協議することは、数の問題もあ 
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りますから、難しい面があります。 

普及の方法ですとか、啓蒙の方法は、一般的に色々なものに使え

るので、例えば市民参加でも使えますし、コミュニティをつくる時

の情報提供などにも使えます。各論で進めるということであれば、

それでも構わないと思いますが、条例に規定される項目だけでも膨

大な事項がありますので、その場合は、委員会の回数を増やしてい

ただく必要があります。 

なお、一般的な普及方法については、様々なケースで実績がある

と思います。 

コミュニティ組織の中には、地域の方だけでなく、色々な団体や

自治会長さんが入っていらっしゃる訳です。そういう時にコミ協を

通して、自治基本条例や市民参加の話をする機会を設けることがで

きれば良いのではないかと思います。 

結構だと思います。そのことを文章にして、皆さんのご了解を得

た上で、最後に答申としてまとめていきたいと思います。 

自治基本条例の啓蒙普及を推進するために、集会や会議の場で皆

さんに周知するということは一つの方法だと考えています。 

また、その他にもインターネットや口コミ、新聞報道など、様々

な方法があると思います。今後、色々な角度から検討・協議してい

くことが出来ればと思います。 

１点よろしいでしょうか。感想なのですが、市民参加推進員は、

６１歳から７０歳の方が多いですよね。その他、４０歳から５０歳

代の方が若干おられるけど、それ以外の方は殆どおられない状況。

これは何を物語るのかということだと思うのですね。 

私もですが、仕事の関係で殆ど外に出ていて自宅には寝に帰るだ

けで、地域に殆ど関わっていない状況なんですね。ですからコミュ

ニティに関わって、何かやってくださいと頼まれても現実問題とし

て出来ない。たぶん私みたいな人が、２０代、３０代、４０代、５

０代ぐらいの人には多くいると思うのです。 

 自治基本条例を周知徹底して、コミュニティに多くの人に参加し

てもらう社会をつくるということは、確かに素晴らしいことかも知

れませんが、現実にはコミュニティに参加出来ない人もいると思う

のです。出来ない人にいくら声を掛けても、出来ないものは出来な

い可能性が高い。そうしますと取りあえずは、出来る人にやってい

ただくことになってしまって、ひょっとしたら出来ない人が災害の

時などに、現実に利益を受けるかも知れないけれども、そういう方

が年齢を重ねられて地域に戻り、社会生活をしていく段階で担い手

になっていく。そういう現実が、まず、あるということを認識しな

いと、いくら掛け声を掛けたってというところを感じるのです。 

 それで現実を考えた時に、一つのポイントとして、自治基本条例

を周知徹底することは好ましいことだと思いますが、どの程度、周

知徹底してもらうことを目標とするのか、ある種の到達点みたいな

ものを漠然とでも意識をしないと、ビラを配っても広報に出したと

しても、多くの物は右から左に捨てられてしまうと思うのですね。 

 そうしますと、現実的には、地域に暮らす基盤のある方をター

ゲットにするということになるのですが、それが先ほどから出てい

る地域コミュニティであったり、市民が集まる様々な教室等であっ

たりする訳です。 
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市民参加推進員については、ちょっとわからないところもありま

すが、先ほど平井委員が、市から情報が入ってきて、それをモニ

ターするような立場にあるという話をされました。尐し大変なこと

だとはと思いますが、推進員の皆さんに集まっていただいて、横の

連絡なども取りながら、例えば市民大学に行き、今日はこういう話

を５分間させてくださいとかですね、そのような機会を設けたりし

て、お年寄りの力、まさに団塊の世代の６０歳から６０歳の半ばぐ

らいの人を中心に、時間と意欲あって、エネルギーも知識も経験も

豊富な方をターゲットとして組み込んでいくようなことをやらない

と、労力をかけても、なかなか実を結ばないのではいかという気が

します。 

 これはとても難しい問題で、どういう社会があるべき姿なのかと

いうときの問題として、地域住民の方のライフスタイルを考えて、

まずは出来ることをやっていくという発想を持ち、そのためにある

程度ポイントを絞って、こういう人たちをターゲットに、或いは、

こういう人たちの力をもっと活用しよう、ということを考えてはど

うかと思います。全くの部外者ではないのですが、あまり現実に関

わっていない者の申し訳ない言い方ではありますけれども、そのよ

うな感じを受けました。 

 いかがでしょうか。はいどうぞ。 

小林会長の話を聞いて思い出したことがありまして、東京都の狛

江市で、多摩川の河川敷をバーベキューで使用することの問題を市

民の意見で解決したという記事が、地方面ですけれども新聞に載っ

ていたんですね。そうしますと市民は、市民参加することで、行政

を変えられることを知ると同時に、市民が記事の内容を認知し、理

解することにもつながるのですね。 

自治基本条例が新聞の記事になれば、例え条文がわからなくて

も、市民は記事を読めば意味はわかるんですよ。新聞を活用して市

民に周知していく、本当に大事なことは記事を通して伝わります

し、記事を読んだ市民から、こういう意見もあるんだよ、こういう

ことを取り入れて欲しいとよ、などという意見が寄せられれば、一

つの仕組みも出来るのかなと思いますので、新聞記事であったり、

またインターネットでも良いと思いますが、第三者の機関を活用し

て、周知していくことも必要だと思います。 

先ほど私は、やれる人からまずやればいいじゃないか、という言

い方をしたのですが、その人に限定してしまうのも、やはり問題だ

と思うのですね。だから通勤をしている人でもやりたい人ですと

か、知らない人に対しては、そういうものがあるということを、お

知らせする必要はあると思います。 

例えば、通勤帯に駅前でビラ配りを行い、市民にお知らせする方

法もあります。市の広報よりもビラ配りの方が、通勤している人た

ちに対しては、周知できる可能性は高いと思います。 

それを誰がやるのか、お金はどうなのかという問題も一端にはあ

りますが、そういうのを何回か配ると、それを見た中で、例えば皆

でこういう催しをやろうよとか、いつやるよとか、年１回でもいい

から、ということにつながるかも知れませんし、そういうのに絡め

て、例えばＪＣの人たちによって、一つの企画が出来るのであれ

ば、それも悪くないのではと思います。 
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自治基本条例フェスティバルみたいなもので、人が集まるかわか

らないけれども、やはり一部の非常に熱心な地域の皆さんと、殆ど

無関心で日々の生活で手一杯で、子育てであるとか、サラリーマン

で日々こき使われて疲れて帰ってくる人たちとか、或いは主婦でい

くらか手があいた人たちとか、様々な人がいると思うのですね。そ

ういう人たちを広く組み込むには、駅で通勤する人にビラを配って

催しの案内をするとかというのも、色々なことを考える必要はある

んでしょうが、悪くはないのかなと思います。 

このようにいろいろ意見が出てくるといいですよね。他にいかが

でしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 鷲宮地区は、小林会長のご指導もあって、約２０年前からコミュ

ニティがありまして、コミュニティとはこういうものだということ

について、私たちも講演なりで何回もお聞きし、良く勉強させてい

ただいて、鷲宮地区はコミュニティが充足されてきたのですが、そ

の中には沈みも出来ているという現実もあります。 

私は、両方に協力していますから難しい面もありますけれども、

昔からあるコミュニティが地域にはあるのですが、新しく出来たコ

ミュニティの内容に、皆があれはいいよ、これはいいよ、と飛びつ

いて、そちらに行ってしまう傾向があります。 

 そうすると、昔からのコミュニティが俺たちにはあるんだと、今

までやってきた年配の方が声を大にして言うのです。 

一方、そういうことには目もくれないで、ああいう祭礼のような

ものは無くなるよ、コミュニティが主体だからというような声を現

実に聞いているんですね。 

今、一生懸命やっている役員などもコミュニティは素晴らしいも

のだと、確かにそうだと思うのですが、自治会が無くなりコミュニ

ティが主体になってくるのだからという声をそばで聞いている私た

ちは、祭礼も持ち上げていかないといけない、文化団体も同様、子

どもたちにも伝承していかなければならないと、不安を抱いていま

す。また、一生懸命取り組んでいる立場の人たちも、これからはコ

ミュニティだよ、自治会は無くなるよ、コミュニティが主体だから

という声に危機感を持っていると思います。 

コミュニティは今、他の地区でも小学校区でやるんだということ

で一生懸命取り組んでいます。私は両方に入っているので、コミュ

ニティには素晴らしい点が一杯あることも知っています。ですから

新しくきた方は、コミュニティの団体に入るのだと思います。 

文化を支えてきた地域の祭礼的なものには、やはり新しく入って

きた方は、なかなか入りづらいところはありますよね。でも、その

ために、ご苦労なさっている人たちがいるという現実を知っていた

だきたいと思います。 

それからもう１点、防災倉庫の設置についてですが、私の地区は

次々に高層住宅が建設されておりまして、防災倉庫を何処に設置し

たら良いのか苦慮しております。 

それで公園の片隅でも良いから置かせてくださいと、自治会長が

かなり前に申請を出していたのですが、やっとおりたんだよとお聞

きした時、防災倉庫などは、皆さんが避難する公園に設置しても良 
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いのではないかと思いますが、その行為を制限する条例があるらし 

いのです。公園は公園の管理課があって。 

防災の関係の人には、このような状況があるということを念頭に

置いていただいて、如何にしたら良いのかということについて、考

えていただけるようお願いしたいと思います。 

 それから防災訓練についてですが、訓練の時だけその団体が参加

してやっていますよというところが見受けられますが、現実はやっ

ていないというか、区長が一生懸命になって、全てセッティングを

して、その写真を撮って防災の補助金をいただくという内容が実態

で、区長のご苦労が良くわかりますね。そういうのを見ています

と、果たしてどうなのかなと感じます。 

 コミュニティの話に戻りますが、コミュニティを立ち上げる時

は、多くの年代層を含めた組織にしていただきたいと思います。以

上です。 

 ありがとうございました。 

 副会長と話をしたのですが、いかがでしょう、次回の８月に１回

こういうものを中心に自由に意見交換していただくということでい

かがでしょうか。 

 

 （「いいですね」との声あり） 

 

事務局には、次回、啓蒙普及についてフリートーキングで自由に

議論いただく時間を多めに取っていただくということで、お願いし

ます。 

 皆さん、それでよろしいですか。 

 

（「はい」との声あり） 

 

 よろしいですか。自治基本条例策定後、パンフレットを全戸配布

するなどしておりますが、条例の普及啓蒙は、十分でないと認識し

ております。 

平成２６年度は、当委員会の開催を３回予定し、予算措置してご

ざいます。条例の啓蒙普及に特化して、ご議論をいただくことに問

題はございませんので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、そのようなことで進めてまいりたいと思います。 

以上をもちまして、本日の議題は全て終了しました。議長の座を

解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

４ 閉会 

司会（落合課長） 

 

 

 

大豆生田副会長 

 

 

司会（落合課長） 

 

どうもありがとうございました。 

それでは、これで平成２５年度第２回自治基本条例推進委員会を

閉じさせていただきます。閉会にあたりまして、大豆生田副会長か

らごあいさつをいただきたいと存じます。 

本日も活発なご議論をいただきまして、ありがとうございまし

た。これをもちまして、平成２５年度第２回自治基本条例推進委員

会を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

ありがとうございました。本日の会議は、これにて閉会とさせて

いただきます。 
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