
行政と住民の新しい関係づくり
地域に対話の｢場｣づくりから

久 隆 浩

私は、十数年前から住民参加型、住民主体の

まちづくりのお手伝いをしてきています。

この近所ですと、京都駅から西に一つ目の、

西大路駅前のまちづくりを、３年ほど前からお

手伝いしています。去年は、京都府河川課の方

々と、西高瀬川のごく一部ですが、河川改修の

ワークショップを一緒にさせていただきました。

大阪府内と阪神間が多いのですが、今年度も

20カ所くらいの地域、市民会議でお手伝いをし

ていますので、今日はその経験をふまえて、お

話させていただきたいと思います。

私が、十数年前に、住民主体のまちづくりを

お手伝いをした時には、体系だって考えていた

わけではありません。十数年前は住民主体のま

ちづくりのモデルはありませんので、住民の方

々、市役所の方々と手さぐりでやってきて、そ

の経験を今、改めて整理したものを、お話しさ

せていただきます。

前半は、私が関わっている八尾市の「まちづ

くりラウンドテーブル」の試みを事例として、

お話させていただきます。これは、去年４月か

ら、八尾市の方々と一緒に始めたもので、全国

でも初めての試みといわれています。この事例

が、私の十数年の経験を通した現在の到達点と

いうことで、皆さんにお伝えしたいポイントで

す。

１．市民参加のさまざまなカタチ

十数年前、私が住民の皆さんとまちづくりを

始めた頃は、まだまだこういう動きは少なかっ

たのですが、最近、全国各地で市民参加のカタ

チが出てきました。私からみると、うまくいっ

ている部分もあるけれども、これでいいのかな

という部分もあります。たとえば、カタチだけ

の参加であったり、下手をすると住民が行政の

仕組みにうまく乗せられているだけというのも

あります。

先日、ある研究会で、ある先生が「動員」と

いう言い方をしておられましたが、そういう事

例もあります。一方で、市民の方も、力をつけ

ていかないといけない、変わらないといけない

部分がまだあるように思います。

最近、市民参加の事例が増えていることに対

しては、喜ばしい反面、そろそろ整理をしてい

かないと、もう少しきちんとしたカタチになっ

ていかないのではないかという危惧をもってい

ます。そこで、全国で行われている市民参加を、

どのように整理するかについて、私なりに切り

口をご提示したいと思います。

「時 間」

整理をする方法の一つに「時間」の軸があり
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ます。行政的に言うと「事業 、市民的に言う」

と「活動」が行われて、まちは動いていくこと

になるわけですが、事業、活動にたどりつくま

でにいくつかの段階があると思います。それを

「初動期 「ビジョン策定期 「基本計画策定」 」

期 「実施計画策定期 「事業実施」と５段階に」 」

分けられます。

この５段階の整理からすると、従来は多くの

事業が「基本計画策定」から「実施計画策定」

「事業実施」を３点セットでやっていました。

場合によっては 「基本計画」がなくて、急に、

「実施計画」そして「事業実施」ということも

あったわけですが、最近やっと「ビジョン策

定」が出てきました。さまざまな「マスタープ

ラン」と言われるものが出てきています。

この「マスタープラン」が、余りにも多くな

りすぎているのも危惧しているところです。た

とえば、私も関わっている「都市計画マスター

プラン 「緑の基本計画 「地域福祉計画」と、」 」

いろいろな基本計画、マスタープランができて

います。これが一応、全体の方向性を位置づけ、

それに基づいて「基本計画 「実施計画 「事業」 」

実施」というカタチになっていくわけです。

しかし、私は、これらのもう一つ手前の段階

に「初動期」があるのではないかと思っていま

。 、す 「初動期」とは、わかりやすく言いますと

何をするのかがまだ見えていない段階、どうい

う活動をするのか、どういう事業をするのかと

いうことが見えていない段階で、市民の皆さん

と話し合いを始める。一体この地域にはどうい

う課題があって、何をすべきなのかを議論する

段階です。

この「初動期」は、極めて重要で、従来の行

政の仕組みでは位置づけられていませんでした。

なぜかと申しますと、行政の仕事は事業をする

ことで、事業が決まれば予算もつくし、人員も

配置されます。したがって、事業が見えない段

階でお金はつかないし、誰がまちづくりに参加

すればいいかもわからないという状態でした。

最近、各地で「まちづくり支援課」とか「ま

ちづくり推進課」と、平仮名の「まちづくり」

を使っている「課」が増えてきています。この

うちの半分くらいは 「初動期」のまちづくり、

を担当するためにできた組織だと思います。直

接、事業に携わらないが、事業につなぐために、

住民の皆さんと地域のことについて話し合い、

考えていく担当部署が、今、やっとできあがり

つつあります。なかには、従来の住宅部局、都

市計画部局を、名前だけ平仮名にして、ソフト

な印象を与えているだけのところもありますが。

私が関わってきた「初動期」のまちづくりは、

必ずしもハードな事業に結びつかない場合もあ

りますが、ハードな事業につなげるための「前

さばき」として「まちづくり支援課 「まちづ」

くり推進課」が、地域に入って、言葉が適切で

ないかもしれませんが 「誘導している」場合、

もあります。これは、私からみると、初動期で

はなく、事業の初期の段階だと思います。この

あたりを整理し、本来の意味での初動期からス

タートする必要がありますが、なかなかうまく

行ってないのが現状だと思います。

八尾市「まちづくりラウンドテーブル」は、

これのさらに外側に位置づけられます。八尾市

の仕組みは、どちらかというと、コミュニティ

の推進、これまで自治会が担ってきた地域活動

の新しい展開、として位置づけられ、事業や活

動に直接つながるようなものではありません。

もっと外側の仕組みとして、現在、始まってい

ます。

「空 間」

もう一つの整理の仕方として「空間」という

切り口があると思います。扱う対象がどういう

空間的な広がりがあるのかで分ける方法です。
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「全市」的なものを扱うのか、全市を分けた

「地域」的な広がりで考えるのか、さらにもっ

と細かく「地区」という単位で考えるのか、も

っと狭く「施設」を考えるのか、ということで

す 「まちづくり」といっても、考える空間的。

広がりによって、何段階かに整理をすることが

できます。

「分 野」

さらに「分野 。まちづくりと言っても、扱」

っている分野により違いがあります。分野を超

えて総合的に物事を扱うものと、ある一定のテ

ーマに特定して、個別分野で扱うものがあるわ

けです。

以上の「時間 「空間 「分野」という３つで」 」

整理をしましたが、職員の方々にとっては、こ

の整理の仕方によって、担当されているまちづ

くりがどういうタイプなのかを、一定、整理す

ることができます。

より具体的に申し上げますと、市役所、役場

では一番柱になる「総合計画」は 「時間」で、

言いますと「ビジョンの策定期」になりますし、

「空間」は「全市町村」レベルを扱うものにな

ります 「分野」で言いますと「総合的に取り。

扱う」と整理できます。

「環境基本計画」も最近、いろいろなところ

でつくられるようになりました 「環境基本計。

画」は 「時間」で言いますと「ビジョン策、

定」から「基本計画」のあたり 「空間」は。

「市町村」レベル 「分野」は総合計画とは違。

って 「環境」という個別分野というように、、

整理ができるわけです。

八尾市の「まちづくりラウンドテーブル」は、

「時間」では「まちづくり構想」をつくるとい

うことですから「初動期」から「ビジョン策

定」くらいの時期になります 「空間」は、小。

学校区くらいのひろさのまちづくりですから、

「地区」の単位 「分野」は「総合的」に考え。

ることになります。

西高瀬川の改修は 「時間」で言いますと、

「基本計画」くらいの時期にあたります 「空。

間」は川という「施設 「分野」も「河川整」。

備」という個別分野になります。

それぞれのまちづくり、事業がこの「時間」

「空間 「分野」のどこに位置付けられるのか」

ということが、自ずとと整理できます。私は、

時間的には初動期から事業実施期、空間では全

市レベルから施設レベルまで、分野は総合的な

ものから個別分野まで、さまざまなまちづくり

をお手伝いをしています。その経験から、私の

基本的な姿勢は変わりませんが、どのように展

開するかという点では、それぞれのまちづくり

で少しずつ違います。

ところが、全国的にまちづくりの事例が増え

てきたとはいえ、たとえば他市の事例を、まっ

たくタイプの違うまちづくりに、手法だけを真

似てみるケースがあります。また、議論をする

ときに、私の整理からすると違うタイプのまち

づくりを混同して語ってしまう。そういうこと

が最近、気になっています。ですからまずは、

それぞれのまちづくりが一体、どのような位置

にあるのかを十分確認したうえで、お考えをい

ただきたいと思っています。

「広く意見を聞く」

もう一つ重要な点として、住民参加を何のた

めにするのかという「目的」があります。いろ

いろな目的がありますが、今日は、大きく４つ

に整理をして、皆さんと一緒に考えてみたいと

思います。

まず、市民参加の目的の第一番目としては、

「広く市民の意見を聞く」ということがあげら

れます 「広く市民の意見を聞く」という市民。
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参加のタイプには、従来からのアンケートがあ

ります。最近は、市民参加型のまちづくり、住

民参加型のまちづくりをするときには、ワーク

ショップなどの新しい手法に目を奪われがちで

、 、すが 「広く意見を聞く」ための方策としては

古くからアンケートが使われてきました。

アンケートを、さらに新しい道具を使って行

っているのが、パブリック・インボルブメント

です。電子メールやホームページの活用だと思

います。アンケートも、パブリック・インボル

ブメントの一形態であるパブリック・コメント

も、道具が新しくなっただけであって 「広く、

意見を聞く」という手法としては変わりません。

「行政の仕事を市民の目で評価や監査」

また、行政の仕事を市民の目で評価や監査

（チェック）してもらう目的の、市民参加もあ

ります。評価や監査（チェック）については、

私は広い意味で考えていまして、行政の仕事、

計画案、事業内容を市民に提示し、それに対し

て市民の目でチェックをしてもらい、意見をも

らって、案を修正していくというタイプも、こ

れには含んでいます。

「市民の総意を生み出すための市民参加」

さらに「市民の総意を生み出すための市民参

加」があります。

広く意見を聞く場合や、行政の仕事をチェッ

クしてもらう場合は、まずは行政が積極的にア

クションを起こして、市民から出された意見に

対しては、対話を通して修正していくことにな

るわけですが、この「市民の総意を生み出す」

方法は、行政がテーブルをお膳立てすることは

あっても、そこでの対話は「市民」対「市民」

で行われるという違いがあります。市民同士の

議論を通して、市民としての総意を生み出すた

めに、参加を行う形態です。

以上の３つ形態を、情報の流れでみると、も

っと分かりやすく整理できます。

まず 「広く意見を聞く」というのは、行政、

から市民に意見を投げかけ、市民から意見をい

ただけば、これで大体終わりです。一回のキャ

ッチボール。その意見に対して行政はどう対応

したのかを市民にお返ししても、せいぜい１回

半のやりとりです 「行政の仕事を市民の目で。

評価や監査（チェック 」の場合も同じです。）

それに比べて「市民の総意を生み出す」ため

の市民参加は、何度も行政と市民がやりとりを

することになります。行政は一歩下がって、

「市民」対「市民」で情報をやりとりする。

先程「パブリック・コメントは道具が新しく

なっただけで、従来からあるアンケートの形態

は同じだ」と申しましたが、その意味は、広く

意見を聞いても、お一人、お一人の意見の間の

相違を調整する仕組みはないからです。アンケ

ートもパブリック・コメントも、あくまでも住

民個人の意見を聞くだけで、個人の意見同士の

調整は行われません。形式が新しくなったり、

時間がスピートアップされるかもしれませんが、

情報の流れからみると、一緒です。

実はこのあたりが、どういう形で市民参加を

するのかということのポイントになります。

私は３番目の「市民の総意を生み出す」ため

の仕掛けを今、いろいろなところでさせていた

だいていますが、まだまだ少ないのが現状です。

先日、神奈川県大和市の職員とお話をさせて

いただきました。その方は、都市計画課におら

れた時、たまたま都市計画マスタープラン策定

の時期にあたっていたので、市民参加型で都市

計画マスタープランをつくられました。その後、

情報政策課に移られまして、今度は情報政策の

一環としてホームページを充実させて掲示板を

つくられました。その職員の方の頑張りが、か

なり大和市を面白くしています。
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その方から、市民の意見公募が、最終的にど

れくらいの割合で都市計画マスタープランに反

映できたかということを、うかがうことができ

ました。

その結果、ホームページに寄せられた意見は

約１割くらいしか反映できていないそうです。

ところが、懇談会とかワークショップで出てき

た意見は、約５割が反映できているそうです。

１割と５割の違いが出るのはなぜか。お気づき

と思いますが、個別意見をいただいている状態

と、市民同士で議論がされ、その中から生み出

された意見をいただいている場合は、当然、反

映の度合いが違うということです。

私もいろいろな市民参加の現場に参加してい

ますが、住民の皆さんから出された意見が、ど

れだけ総合計画に反映されたのかを、私の経験

から考えてみても、大和市と大体同じで、約５

割だと思います。

三重県伊勢市の「都市計画マスタープラン」

も、三重大学の浅野先生が支援をして市民参加

で作成したものとして有名ですが、最終的には

やはり半分程度です。このあたり、どうしても

限界があるのは、ある意味で否めないところだ

と思います。

つまり、最近「パブリック・コメント」が流

行りで、やるに越したことはないですが、あま

り過度な期待は難しいということです 「意見。

を聞く」というのはいいのですが 「意見を反、

映する」には 「パブリック・コメント」では、

一定の限界があります。なぜかと言いますと、

各個別の意見の調整が働いていない。この１点

につきるだろうと思います。この限界を超える

ためには、意見の調整が働く仕組みをつくらな

ければいけないわけで、そういう意味では「市

民の総意を生み出す」ということが重要ではな

いかと思います。

しかし、この仕組みはまだ始まったばかりで、

住民もなかなか理解できない面があります。例

えば、私が関わった高瀬川の河川整備のワーク

ショップでは 「市民の総意を生み出す」仕掛、

けとして、京都府の河川課側が計画案の用意を

せずに、河川整備をするという事実だけで、白

紙の状態から話し合いましましょうと、住民の

皆さんに持ちかけました。

住民の半分くらいは「白紙であるわけがな

い 「テーブルの下に隠しているのなら早く出」

せ」と言われました 「本当にないですよ」と。

言っても「ないのに考えられへん 「白紙の状」

態で私たちに考えろというのは無茶な話や。行

政は早く案を出して、その案を叩くことが必要

ではないか」と言われたりするわけです。

従来は 「市民の意見を聞く」ことが多かっ、

たわけですから 「市民の総意を生み出す」と、

いう形態は、まだ慣れていない部分があると思

います。私はできるだけこういう仕掛けをつく

ろうとしているのですが、このあたりを具体的

な事例で後ほど申し上げたいと思います。

「時間」はできるだけ早く

市民参加のカタチは「時間」と「分野」で整

理できますが、私がお手伝いする時には 「時、

間はできるだけ早く始めましょう 「分野はよ」

り総合的にやりましょう」と投げかけています。

なぜできるだけ早く始めて、より総合的にや

らないといけないのかというと、時間の問題で

は、事業が実施時期に近づけば近づくほど、具

体的な内容になって、個別利害が表立ってきま

す。再開発利用や土地区画整理事業は典型的で、

再開発事業の場合は「私は再開発した場合、ど

こがもらえるのだろう 。土地区画整理事業で」

は「私はどこに換地をもらえるのだろう 「そ」

れで得をするのか、損をするのか」と考えます。

その事業で得をする人は賛成にまわるし、損を

する人は反対にまわるという構図かできてしま
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います。このような個別利害の対立は解きほぐ

すことが難しく、誰もまち全体のこと、将来世

代のことを考えなくなるわけです。これはまち

づくりにとってはマイナスになるという意味で

「できるだけ早く始める」ことが必要です。

また、事業が実施時期に近づくほど、事業の

期間が決まってきます。特に今の補助金行政は

きついため、国からお金をいただく時には「今

年度はこの事業、来年度はあの事業」と、スケ

ジュールが決まっています。一旦、それでお金

をもらうと、行政はその期間で片づけなければ

ならなくなり、時間的なゆとりがなくなります。

時間的なゆとりがなくなると、精神的なゆとり

もなくなる。じっくりと腰を落ちつけて住民と

話をすることにはならない。できるだけゆった

りと精神的なゆとりもあるうちに、より広い視

野に立って考えるために、できくだけ早く始め

た方がいいと思います。

「分野」はより総合的に

「分野はより総合的に」という理由の一つは、

都市計画事業という分野では、市民ができるこ

とが極めて少ないということがあります。道路

や公園、橋をつくる事業は大きな事業ですから、

市民の皆さんが自らやることはできません。市

民の皆さんができないから「要望」という形に

ならざるを得ない 「要望型」から脱却しない。

といけないと言われますが、都市計画事業の多

くは市民ができないからこそ「要望」にしかな

らないわけです。都市計画に携わっていると思

うのですが、都市計画分野での市民参加は、ど

うしても市民の皆さんにはできることが少なく

なってしまうという問題があります。

一方、教育や福祉、環境の分野では、市民自

らがやること、やるべきことがあります。この

分野では、行政がすることと、市民ができるこ

ととのバランスがとれます。

さらに、市民の「生活」は、そのものが総合

的なんですね。それに対応するためには、支援

というのも総合的であるべきです。ところが、

いわゆる縦割り行政のままで市民の皆さんとお

付き合いすると、職員も苦労してしまう。 今

日ご参加の職員もご経験があると思いますが、

地域に行きまして市民の皆さんと対話をします。

「私は都市計画の者です」と言っても、教育の

問題を出されたり、地域コミュニティの問題が

出されたり、福祉の問題が出されたりするわけ

です 「私に言われても」と言っても、どんど。

ん住民から要望が出てきます。役所の職員だと

いう目で住民さんは見ていて 「私は福祉課の、

職員です」と言っても通りません 「あんたに。

言っておいたら市長に届くでしょう」というつ

もりで住民は話すわけです。それに対して「い

や、違いますよ」と仕分けをするのは、私は正

しくないと思っています。

本来、市民の目線で考えるならば、地域の問

題は総合的、複合的です。したがって、総合的、

複合的にお相手ができないと、市民参加はなか

なか難しい。商売を営んでいる方は商売の話を、

お年寄りを抱えている方は高齢者福祉の話を、

お子さんが小さい家は教育の話をされます。こ

れは当りまえの話であって 「私は都市計画だ、

から関係ない 「私は教育だから関係ない」と」

いう言い分は、地域に入れば許されない 「よ。

り総合的に」話をする必要があると思います。

もう１点、この１、２年で気がついたのです

が、市民意見の「調整 、市民意見を普遍化、」

中立化するためには、熱い人と冷めた人のバラ

ンスが大切だと思っています。

なぜかと言うと、総合計画策定のための市民

会議をすると、環境問題に熱心な方は環境問題

を熱く語られます。ところが福祉の問題をその

方に投げかけますと「私はちょっと興味ない」

となるわけです。逆に福祉の問題をずっとされ
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てきた方は、福祉の問題になると熱く語られま

す。その方は環境問題を冷静にみています。冷

静さとホットさのバランスがうまく働くと、市

民意見はある一定の落ち着きをみせます。逆に

ホットな方ばかりが集まると、そこでの議論は

ホットになりますが、それが一般的な意見かど

うかという保障がなくなります。

これは非常に難しい問題で、より冷静な意見

に落ちつくために、いろいろな立場の方が混じ

り合うことが重要です。

「環境問題を考える市民会議」や「福祉を考

える市民会議」のお手伝いをすると 「どうや、

って他の市民に私たちの主張を理解してもらえ

るだろうか」という話が出てきます。活動され

ている方はホットですが、ホットな立場をトー

ンダウンしないと、周りの方に理解していただ

けない。逆に、今まで自分たちに対してクール

であった人たちを味方につけると、市民の総意

になっていきます。こういう関係を、より総合

的に総論化することによって、成立させること

ができるのではないかと思います。

２．まちづくりの段階と協働のあり方

市民参加は２段階で

以上が、市民参加の全体像の整理ですが、こ

れからは問題をより詳細に、具体例をまじえな

がらお話をさせていただきたいと思います。

「まちづくりの段階と協働のあり方」は、時

間軸の整理に相当する部分です。私は最近、市

民参加は２段階でやる方がうまくいくと思って

います。

第１段階は「市民主体で話し合う」段階です。

「市民の総意を生み出す」のが第１段階に相当

します。いろいろな問題に対して、市民同士で

まず議論をしていただいて、そこから一定の提

案を出す段階です。行政とか専門家は、ここで

はファシリテイターとして支援側にまわります。

進行役のお手伝いをしたり、皆が集まる会場を

設定したり、一歩下がって市民の皆さんが議論

できるような役割を担います。この第１段階の

成果が「住民提案」になるわけです。

第２段階は、住民提案に基づいて「素案」を

つくり、それを検討する段階です。市民意見を

踏まえて専門家の参加を得ながら素案を作成し、

その素案を検討する。私も「第１段階」で参加

する場合と「第２段階」で参加する場合では、

同じ人間でありながら、専門家としての働き方

は微妙に違います。

「第１段階」は、自分の意見を持っていても

言いません。私は都市計画の専門家として自分

なりの意見は持っていますが、積極的には申し

上げません。聞かれたら言いますが、自分から

押しつけたりはしません。しかし「第２段階」

では、専門家としての意見を申し上げないとい

けない部分が増えてきます。本来の専門家とし

ての役割を演じていくわけです。

この第２段階で「住民提案」が「総合計画」

になっていくわけですが、最近、この「総合計

画策定」に直接、市民が参加する場合が極めて

多いということが気になっています。

なぜ「総合計画策定」に市民が加わるとまず

いのかというと、総合計画には実効性が求めら

れます。たとえば計画期間が10年ですと、10年

間でやれることを書くのが総合計画の宿命です。

しかしながら、市民は20年かかろうが、30年か

かろうが、やってほしいこと、やりたいことを

提案されます。このズレは「私がいくら意見を

出しても、最後の計画に載っていない」という

ことに表れます 「私が入っても何の意味もな。

かった。形式だけの参加だった」ということに

なります。これは市民参加の方法が適切ではな

かったわけで、総合計画の制約からみれば致し

方ない部分があります。 つまり 「総合計画の、
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実効性の限界」をどう乗り越えることができる

のかが、一つの課題となってきます。そのため

にも「住民提案」と「総合計画」を２段階に分

けて考えた方が、お互いにメリットがあると思

っています。

「住民提案」は住民の手でのびのびと書ける。

総意を生み出す中で意見調整が行われて、自分

の意見がストレートに通らないこともあるけれ

ども、行政の思惑ではない、住民の思いの総意

をフリーハンドに書けるということです。自分

の意見は「住民提案」に入っていて、どこかに

行ってしまったということにはなりません。

また行政も、住民の意見を十分に反映しなが

ら「総合計画」を書くとなると、住民提案のど

れが反映できて、どれが反映できないかという

フィルタリングをかけることができますから、

楽になります。総合計画として反映できなかっ

たものに関しては、もう一度、住民の皆さんに

お返しをしなければいけません 「提案してい。

ただきましたが、こういう理由で、残念ながら

今回の計画には反映できませんでした」と、何

回もやり取りをして、復活折衝をしながら整理

をした方が、お互いがわかりやすくなります。

住民提案は５割程度しか反映できないのには、

いくつかの理由があります。一つはまったく反

対の意見や、微妙に違う内容が「両論併記」的

提案されている場合は、行政は反映しづらいわ

けです。

典型的な話をしますと、総合計画で「環境に

やさしいまちをつくろう。これからは車を減ら

して公共交通機関を増やしましょう」と言って

も、私自身は車に乗ることを控えていますが、

まだまだ多くの方は自動車の利便性を追求して

おられるわけです。そうなると「車の利便性よ

りも環境重視だ」と言っても、それに全員が賛

成されないと「総合計画」として思い切った方

向性を打ち出せない 「住民提案」に賛否両論。

を書かれてしまうと「総合計画」としてとり入

れづらいことになります。

もう一つの問題は、特に「総合計画 「都市」

計画マスタープラン」などビジョン的な計画を

策定する時に起こってくる問題ですが、個別具

体の問題が提起された場合は、ビジョンとして

書きづらいことがあります 「道路をつくって。

ください 「公園をつくってください 「マンシ」 」

ョンの規制をしてください」というレベルの話

は、より具体的であるがゆえにビジョンには書

きづらい。総合計画は、抽象的な言葉でしか書

けないため、より具体的なものは反映しづらい

面があります。

反映できなかった住民提案を生かすには

また、都市計画マスタープランなどの、分野

が限られているものは、教育とか福祉の問題が

提案されても、なかなかとり入れにくいという

ことになります。これに対して行政は、別途、

それぞれの担当に伝える必要があります。

個別具体の問題はマスタープランレベルの問

題ではないにしろ、マスタープランを受けて各

事業が進んでいくわけですから、各事業をやる

部署には「こういう問題が投げかけられていま

す」と情報をきちんと伝える必要があります。

マスタープランを受けて具体的事業を展開する

段階にきた時、再度、提案に書かれている内容

を吟味しながら事業に反映されなければならな

いと思います。積み残すというよりも、別の部

署に投げかける形で、それぞれに時期がくれば、

反映する可能性を担保することが必要です。

もう一つ難しい問題としてあるのは、熟度が

高まっていない、事業するには条件として未だ

十分に整っていない段階の提案は、なかなか計

画にとり入れにくいということがあります。そ

ういう場合には、今、何が足らないのかをきち

んと住民の皆さんにお返しをしないといけない。
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「熟度を高めるために一緒に努力をしましょ

う」と言うことが、本来の姿だと思います。

すべてが反映できるとは限らないのですが、

それでも「住民提案」で冊子としてまとめると、

行政側が無視をしない限りは、常に住民の「提

案書」を参照しながら、時期がくれば、どこか

で反映する努力ができます。すべてが反映でき

なくても「提案書」として残しておくことが、

私は重要なことではないかと思います。しかし

ながら、総合計画策定に直接、住民の皆さんが

入ってしまいますと、これがうやむやになって

しまう。会議録は残っているかもしれませんが、

その内容は消えてしまう場合があります。

様々な意見・立場の市民を

もう一つ 「総合計画」の策定に市民の皆さ、

んの声を反映するため、策定委員会に市民を公

募する場合があります。私はその方法が本当に

いいのかどうか、もう少し吟味しなければいけ

ないと思っています。

と言いますのは、そこに参加をしていただい

た市民の意見は、どういう立場の意見なのかを

考えておかないといけない。ストレートに言わ

せていただきますと、10人や20人であろうと、

住民の意見は個人的な意見であるはずです。市

民の代表でもないし、市民の総意でもありませ

ん。その方の個人的な意見です。

「市民の立場で意見をいただきたい」という

のであれば「公募」で策定委員会に入っていた

だくことは問題ないと思います。しかし「市民

の代表意見」だとか、その方が入られることに

よって「市民の意見を十分に聞いた」と考える

のは、間違っています。市民公募の方が「私は

市民の代表として入っているのだから、個人的

な意見ではなく、市民の代表的な意見だ。だか

ら反映してください」と言われる方もおられま

、 。すが 「市民代表」ということでは決してない

このあたりを錯覚している方もおられると思い

ます。

こうした問題をどうするのか。私が第１段階

の「住民提案」をお手伝する時には、少なくと

も30人、多い時には100人近い住民が一堂に会

して、ワイワイ言いながら意見の調整を図って

います。1000人、2000人の方が集まったらいい

んですが、30人とか50人くらい集まりますと、

いろいろな立場の方がおられます。いろいろな

立場の方が意見を出し合いますと、それなりの

意見の調整ができ、最終的に「市民の総意」と

言っても遜色ないような意見になっていきます。

この場合、人数の問題ではなく、さまざまな

立場の人が議論しているかどうかということが

非常に重要だということを、前置きしておきま

す。100人集まったとしても、同じようなご意

見、同じような立場の方が集まれば、不十分で

す。20人でも、さまざまな方、さまざまなご意

見、立場の方が議論をすれば、そちらの方が

「提案」としては妥当性をもつということです。

個別の意見から､期待する｢生活像｣を明らかに

もう一つ、皆さんと一緒に考えていきたいの

は 「第１段階」のまったく絵がない、白紙の、

状態で何を議論するのか、ということです。

この段階では、最初は「図書館がほしい」

「保育サービスを充実してほしい」と個別の意

見がたくさん出てきます。しかし私は 「個別、

の意見でも構わないが、それをより深く突っ込

んで考えていただくように」と、いつもお願い

しています。つまり、それぞれの方がこだわっ

ている「生活像」を明らかにしていく作業をお

願いするわけです。

「私のまちに立派な図書館がほしい」という

個別の話は、その方にとっては「図書館」が手

段であって、身近にたくさんの本を読みたいと

思われているわけです。その方は、本が好きで、
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歩いていける範囲でたくさんの本が手に入って、

自由に読める生活像をイメージされています。

それを実現する手段として「図書館がほしい」

という希望になっているはずです。

ところが、市民は、個別の手段の方が表に出

がちです 「図書館がほしい 「保育所がほし。 」

い」と言われる方は、ご自分はどういう生活ス

タイルを望んでいるのかを、少し深く考えてい

ただく。そうすると、５年後、10年後に実現し

たい「生活像」が浮かんできます。そうした生

活像を皆で持ち寄って議論しますと、その地域

での生活スタイル、生活像が見えてくるわけで

す。私は、これを「生活マスタープラン」と言

っています 「生活マスタープラン」が「住民。

提案」として投げかけられますと、行政側とし

ては、それをどういう事業で実現するかが見え

てくる。それが「まちづくりのマスタープラ

ン」に相当するものになります。こういう手順

で考えていく必要があるのではないかと思いま

す。

ただ単に 「図書館がほしい」と言われてし、

まうと「できる 「できない」という返事しか」

できませんが 「身近にたくさんの本を読みた、

い。ついては図書館がほしいのですよ」と言わ

れると 「こういう事情で図書館は難しいかも、

しれないが、こういう手段でどうですか」と、

別の提案が出せます。近所のコミュニティセン

ターに情報の検察端末をつくり、それを使えな

いお年寄りには職員が代わりに操作して、読み

たい本を見つけ、１時間後にはバイク便で自宅

に着いているようにする。ベストではないとし

ても、その方の望んでいる生活スタイルが送れ

るよう、いろいろな知恵を働かせることができ

るようになると思います。したがって、私が参

加をさせていただく「第１段階」の「住民提

案」は、ソフトな形で「生活像」が描かれてい

る場合が多くなっています。

３．まちづくりラウンドテーブル

これまでは、住民が集まって計画をつくり、

それを行政が実施していくという流れで考えて

きましたが、ここでちょっと頭を切り換えてい

ただいて 「八尾市のまちづくりラウンドテー、

ブルの試み」についてお話をします。

この「まちづくりラウンドテーブル」は、少

し仕組みが違います。八尾市は昨年４月、総合

計画を作り直しました。その時に、きちんとし

た住民との協働の仕組みをつくろうじゃないか

ということで、頑張りました。市役所も変わる、

地域、市民も変わることで頑張ったわけです。

現状の課題を明確に認識し、新しい形で地域

活動を展開しないといけないという問題意識を

もった、見識のある連合自治会長さんと、２年

間ほど「これからの地域活動はどうあるべき

か」という議論をさせていただき、大変、勉強

になりました 「町会活動は従来型でだめだ」。

と、一般的にバイアスをかけて見られています

が、この自治会長さんとお付き合いさせていた

だいた経験から、住民の中には、自分たちの地

域の問題、組織の問題を前向きに考えておられ

る方がいることがわかりました。町内会を21世

紀型に新しくしようと、問題意識をもって活動

されている方も、かなりおられることが見えて

きました。こういう方々と、モデル的にでも新

しい地域活動を組み立てることができれば、地

域も変わっていくと思います。

「テーマ型」の方々は、これまで個々バラバ

ラに活動されていたのですが、市役所に、３年

くらいかけてネットワークをつくる試みを、支

援していただきました。現在は 「地域活動」、

と「テーマ型活動」もつないでいこうとしてい

る最中です。
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まずは、市役所の実態調査から

市役所も、住民との協働を図るために変わる

ということでは、いろいろな仕掛けをしました。

全職員が、市民の皆さんと一緒にやる気がある

のかどうかを把握しておかないと中途半端にな

りますので、まず全職員にアンケートをとりま

した。また、現在、どの程度、地域とのかかわ

りあいがあるかを、現業職員も含めてそれぞれ

の部署でヒアリングしました。部長、課長クラ

スの研修会も何度もやって「これからはこうい

う形でやるべきではないでしょうか」と意識改

革もさせていただきました。

こうしたことを通じて、市民と頻繁に接触さ

れている現業職員が現場で聞いている、市民の

いろいろな意見が、市役所の中で共有できてい

ないことが具体的に見えてきました。今の八尾

市、八尾市職員の状況を知ったうえで、抽象論

ではなく、より具体的に、新たな仕組みどう創

るのかについて、議論をさせていただくことが

できました。

こうした結果、生まれたのが「まちづくりラ

ウンドテーブル」です。ふさわしい言葉がない

ため横文字で「ラウンドテーブル」と言ってい

ます。

小学区ごとに対話の「場」

この「ラウンドテーブル」は 「空間」で言、

いますと「小学区」ごとに一つずつの設置を想

定しています。八尾市は人口が28万人で、29の

小学校区があります。最終的には29の小学校区

それぞれに「まちづくりラウンドテーブル」を

設置することを想定しています。

そこで、何をするのか。さまざまな立場の人

が月１回程度、集まって話し合う 「対話の、

場」をつくるということです 「対話の場」に。

徹して、裏返して言えば「活動は行わない」と

いうことです。この意味は、なかなか理解して

いただけません。なぜかというと、これまで参

加してきたグループは、活動するために組織化

されたものがほとんどです。集まって話だけを

する場は、今まではなかった。ないから理解が

できない。

「集まって、何をするのですか？」と、すぐ

に活動の話になります 「活動はいたしませ。

ん 「活動しないのに、なんで集まるんや 。」 」

私は「場所と組織の違いですよ」と説明してい

ます 「組織」は自ら動きます。活動も担いま。

す。でも「場所」は活動を担いません。

たとえば、大阪教育大学付属池田小学校の場

合、地域の子どもたちの安全が脅かされていま

す。だから「何とかしたい」という話が、誰か

から投げかけられます。その時、通常だったら、

自治会に問題が投げかけられたら自治会が行動

する。ＰＴＡに投げかけられたらＰＴＡとして

動く。ところが「ラウンドテーブル」は、投げ

かける「場所」ですから、誰かが「地域でも何

とか子どもたちのためにやりたいよね」という

ところで終わる。そうするとＰＴＡは「私ども

もこういうことを考えていたが、一緒にやって

くれるメンバーがいないかな 。自治会として」

も「何かできるだろう 。個人としても「こん」

なことができる」と、皆が活動を持ち寄って解

決する方向を考えていく。こういう「場所」を

つくるということです。

活動を担うのは、すでにある「自治会 「子」

ども会 「ＰＴＡ」だったり 「テーマ型のグル」 、

ープ」だったりするわけです。よく地域の中で

「自治会があるのに、また協議会をつくるんで

すか」と言われます。しかし 「ラウンドテー、

ブル」は自治会と決してバッティングしません。

組織ではなく、情報交換をするための場所、課

題を皆で共有し、活動のきっかけにする「場

所」ですから、まったく違います。
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個人参加の原則

現在、３つの小学校区で勉強会をしています。

だんだん見えてきたのは 「個人の立場で参加、

をする」ことを原則にすると、極めてわかりや

すくなってくるということです。今までの協議

会は、地区社協とか福祉委員会がその典型です

が、役員さんで構成されている。役職のない一

般の市民の方は、地域活動の話をする場所がな

かったわけです。そういう方は悶々とされてい

たわけですが 「ラウンドテーブル」は「個人、

の資格で、誰が来てもいい」ということにしま

すと、今までの話し合いの場所とは違った雰囲

気になります。

あるところでは、個人の立場の方が２、３人

と、連合町会長や福祉委員会委員長、ＰＴＡ会

長などの役職者の方と一緒に勉強会を数回して

いますが、役職者の方は従来型から抜けきれず、

すぐに「組織」としての話を持ち出します。し

かし肩書きのない方は 「そんなこと言われて、

も、私は個人ですから、意見が違う、立場が違

う」ということになります。あくまでも「個人

の立場で参加をする」と決めると、これまでの

雰囲気は変わってきます。

主体的な参加者の集まり

こういう話をしますと、いつも「それはええ

ことかもしれんけど、話だけで流れてしまうん

じゃないか」という質問が出ます。これも勉強

会を繰り返すなかで、だんだんわかってきたの

ですが、話が流れてしまうのは「場所」のつく

り方が問題ではなく、参加されている方の積極

性、主体性の問題なんです。誰かが問題を投げ

かけた時に、それを誰かが引き受けて活動に結

びつけていかない限り、話は流れてしまう。誰

かが自主的に手を挙げていただくことを 「ラ、

ウンドテーブル」では原則にしています。

従来「それはお宅のグループが動いたらいい

じゃないの」と強制する場合が多かったのです

が、決して強制はしません 「ラウンドテーブ。

ル」は、他の組織や個人に強制をしない。自ら

手を挙げることを原則としています。誰も手を

挙げなかったらどうするか。残念ながらその地

域は、そういう状況なのだということで、ある

意味で皆で落胆してもらわないと仕方がない。

今までむりやりさせられていたわけで、それで

は継続性がない。強制がなくなったら止めてし

まう活動だということになります。そうではな

くて、より積極的に、自発的に、皆の活動が繰

り返されるような仕掛けに変えていきたいと思

っています。

参加者の「主体性」が鍵になっているという

ことは、行政も当然、参加者の一メンバーとし

て責任を果たす必要があります 「これは、行。

政がやってください」という言い方は、この場

では原則論として許されません。行政が積極的

に手を挙げていかないといけない。

自立性をもって自らの問題として考える

ここで、市役所も変わることが重要になって

きます 「ラウンドテーブル」に参加している。

職員は３、４人です。その人は市役所の全権限

を持って参加しているわけではありません。ご

みの不法投棄の問題が投げかけられたら、一旦

は持ちかえって、市役所の清掃担当部署に投げ

返さないといけない。その時に推測がつくと思

いますが、清掃担当が「何で厄介なことを聞い

てきたんや。お前がやったら」と言われたら、

絶対、解決しないわけです。そのあたりの風通

しのよさ、すべての職員が積極的に自分の問題

としてとらえていただく雰囲気をつくっていた

だかないと、この仕組みは回っていきません。

一言で言うならば「すべての人が責任転嫁し

ない」ということです。人のせいにしない。投

げかけられた問題、課題に対して「自らの問題
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として考える」という姿勢をとらない限り、こ

の新しいシステムは動かない。そういうことが

これからますます求められてくると思います。

これをカッコよく言えば「自立性」になります。

自発的な個人が自立的な議論をする仕組み

21世紀型の活動は「自発性 「自立性」が大」

切ですが、それはこの「ラウンドテーブル」の

仕組みを考えていただくと如実にわかると思い

ます。21世紀の住民主体のまちづくりは、本当

の意味での「自発性 「自立性」がない限り、」

機能しません。

どういう順番で議論をするかというと「話題

の発題」から始めます。誰かが「こんなことを

やりたいな。こういう課題があるから何とかし

てほしいな」と話題を投げかけます。そうする

と、参加者一人ひとりが「私が、私が所属して

いるグループが、それに対して何ができるだろ

うか」を自発的、主体的に考えていただく。そ

して「こんなことをできる」ということを積み

重ねてこそ、次の活動が展開できます。

個人の立場で参加しているので 「ＰＴＡと、

してこんなことができるのではないか 「自治」

会としてできるのではないか」と言われても、

その場では即断できません。会長さんであって

も、自分一人で即断できるわけではない 「ひ。

ょっとしてＰＴＡとしてこんなことができるか

もしれないが、ＰＴＡに持ち帰って検討してき

ます」というのが１回目の答えだと思います。

１カ月後にまた集まりますから「ＰＴＡで話し

た結果、こういうことが協力できることになり

ました」と返答していただく。一つのテーマに

関して最低２回の議論をしなければいけないこ

とになります。こういう形で議論を進めていく

のが「まちづくりラウンドテーブル」の試みで

す。

「オブジェクト指向 「この指とまれ方式」」

もう一つ、21世紀型の新しいやり方として、

「オブジェクト指向 「この指とまれ方式」を」

説明しておきます。

これまでの自治会とかＰＴＡなどの組織は、

「まず組織ありき」で活動を展開してきました。

しかし「ラウンドテーブル」のような新しい仕

組みは、まず誰かが投げかけて「こんなことか

必要ではないか」という課題、ビジョンを皆が

共有するところから始まります 「地域内の清。

掃が必要です 「子どもに対する見守りが必要」

です」とか「目的」がまず発生します。目的に

合わせて皆が寄ってくる。目的に皆が寄ってく

る形で「オブジェクト指向」になります。

「こんなことをしたい人、この指とまれ」と

誰かが投げかけたら皆が寄ってくるので 「こ、

の指とまれ方式」と言っています。

組織が動くのではなく、誰かが目的を投げか

け、そこに皆が集まってプロジェクトチームを

つくる。課題ごとに皆が集まって動いていく方

法です。こうなると、ひょっとすると組織はい

らなくなってくるかもしれません。究極は、組

織がなくても、皆が投げかけて、プロジェクト

チームが動いて課題を達成する。一つのプロジ

ェクトチームが解散しても、また新しい課題が

投げかけられて新しいチームが編成されるとい

うように、縦横無尽に活動が繰り返されていく

のが理想だと思います。

４．住民参加の仕組みづくりと

ニューパブリック・マネジメント

行政の新たな役割： 市民活動支援」「

住民参加の仕組みづくりを考えていくうえで、

また別の観点からお話をさせていただきたいと

思います。

既存の市民自治活動、つまり町内会や老人会、
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ＰＴＡとなどの地域活動を担ってきたグループ

があるのに対して、ＮＰＯやテーマ型の新しい

タイプの市民活動が最近、台頭してきています。

市町村も新しいタイプの市民活動に支援をした

り、応援することか増えてきました。しかし、

従来型の組織への支援をそのままにしておいて、

新しいグループへ支援することが本当にいいの

かどうか、そろそろ考えていかなければいけな

いと思います。

市民活動を支援するという意味では「既存

型」も「新規型」も一緒ですから、本当は統合

して再整理していく必要があります。これを私

は、いくつのか地域で現在、試みています。

もう一つは、行政の新たな役割としての、地

域活動、市民活動への支援が生まれてきていま

す。従来、行政が活動主体となってきた仕事、

たとえば道路をつくる、保育所を設置する事業

は、市役所自らが「活動主体」となる部分と、

さらに「活動支援」する部分を仕分けするとい

ったように、新たな行政の役割を考えていく時

期に差しかかっているのではないか思っていま

す。

極論ですが、その役割は半々くらいになるべ

きだろうと思います。現在、八尾市は残念なが

ら、まだここまで改革は進んでないのですが、

３つしかない「ラウンドテーブル」が29の小学

校区で一斉に動き始めますと、担当する行政の

地域経営室には担当者が４人しかいません。４

人は３つの地域だからいいですが、29になると

数十人レベルの職員が必要です。そうなると、

その人数分だけこれまでの部局から人員を減ら

さないといけない。これをどういう形でシフト

させていくのかを、行政組織のあり方全体で考

えていく必要があります。つまり「行政改革」

が求められているわけです。こういうところま

で、市民との協働を基礎に改革が行われていく

ことが、本当の市民参加につながると思います。

大阪市役所の職員とまちづくりを検討してい

ますが、市役所自体は組織が大きすぎて、わか

っていても改革できないのが現状です。むしろ

区役所レベルで、まちづくり支援、市民活動支

援をもっと充実させる。今までは、市民サービ

スの末端としてしか位置づけられていなかった

区役所ですが、まちづくり支援として充分な職

員を配置し、それなりの仕事ができるように予

算を配分するよう提案しています。

行政組織のフラット化と情報の共有

こうした観点から、庁内の連携体制や、新た

な市町村の役割をみていくと、いくつかの元気

のいい市町村ですでに始まっている動きに、共

通性がみられます。つまり 「ニューパブリッ、

ク・マネジメント」の考え方です。私は、十数

年前から「ニューパブリック・マネジメント」

を考えてやってきたかというと、そうではあり

ません。市民の皆さんと一緒に、どうやってま

ちづくりを進めるかを考えていくうちに、必然

的に「ニューパブリック・マネジメント」の考

え方にたどり着きました。

その一つは「行政組織のフラット化」です。

なぜフラット化が必要かというと、市民の皆さ

んと一緒に意思決定をしようと思うと、現場の

職員がすぐに判断できるような体制になってい

ないと、どうしてもタイムラグが生じるわけで

す。そうなると、自ずと行政組織のフラット化

は避けて通れない問題になります。持って帰っ

てハンコをもらってからということでは、どう

もおかしくなってくる。現場の職員が即断、即

決できるのが理想ですが、ここまでは無理とし

ても、かなりフラット化をしていく必然性が高

まっていくだろうと思います。

また 「ラウンドテーブル」と同じように、、

行政組織内でもビジョンを共有し、オブジェク

ト指向で仕事ができないといけないだろうと思
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うんです。これは 「フラット化」をすれば、、

案外できるようになってきます。皆さんの職場

をご覧いただきますと、いかにプロジェクトチ

ームや調整会議がたくさんあるか。つまり、縦

割りではできない仕事がたくさんあるわけです

ね。今は、ある意味で過渡期ですから、縦割り

組織を残しながらもプロジェクトで対応してい

る。しかしこれからは、もっとドラスティック

に組織をフラット化し、動きやすい体制をつく

っていく必要があると思います。

八尾市では、フラット化に庁内ＬＡＮが役に

立っています。八尾市では、庁内ＬＡＮを数年

前から充実させてきて、今では庁内連絡はほと

んどＬＡＮ上の電子メールでやりとりしていま

す。一人に１台近くパソコンが配置されていて、

すべての職員がメールアドレスを持っています。

一般職員が、市長に直接メールを送ることもで

きます。

しかし、数年前に庁内ＬＡＮを入れようとし

た時は、中間管理職からクレームがつきました。

「係長、課長というハンコをつかずに、若手職

員が直接、市長とやりとりをできたら、ワシら

の立場がないやないか」と。行政組織がフラッ

ト化されれば管理職はいらなくなってくる。管

理職という考え方自体がいらなくなる。八尾市

では、庁内ＬＡＮという道具で変わりました。

また、ＬＡＮを導入することで、これまでと

は違った関係ができてきます。この前、ある会

議で、助役が課長に「お前、最近メールをくれ

へんやないか。俺、寂しいぞ」と。つまり、頻

繁に部署を超えて、肩書を超えて、情報が共有

されているということです。そういうフランク

な関係、フラットな関係ができてこそ「まちづ

くり」も面白くなってきます。

八尾市では「ラウンドテーブル」に持ち込ま

れた地域の課題を、現在 「地域課題」として、

構築しようとしています。データベース化する

と「今、どの地域で、どんな問題が投げかけら

れているか」が、職員すべてで共有できます。

それを見て 「うちの部署、私が、担当でき、

る」となれば、それにマーキングする。そうす

れば、マーキングされていない課題だけを見つ

めていったらいいわけです 「これはまだ誰も。

引き取り手がないから、どこに何を投げかけた

らいいか」と、限定して考えることができるよ

うになります。

インターネットをはじめとする情報技術通信

の発達は、こういう21世紀型のフラット化、オ

ブジェクト指向を簡単に実現します。道具が変

わったから、新しい形もできてきたのだという

ことです。

「ボトムアップ」の「トップマネジメント」

さらに 「ボトムアップ」の「トップマネジ、

メント 。これは私の造語ですが、一番なまな」

ましい情報が入るのは、住民と直接接している

現場です。現場からボトムアップされた情報を、

現場が動きやすいように仕組みを構築したり、

マネジメントするのがトップの役割です。トッ

プが指令を出して現場が動くのがこれまでのや

り方でしたが、そうではなく、現場から情報を

上げて、その情報を皆で共有し、トップは現場

が動きやすいようにマネジメントするのが役割

だろうと思います。こういう考え方に切り換え

ていく必要がある。

５．時間をかけて熟議ができる

市民参加の仕組みを周到に準備

私が関わった、伊丹市の「まちづくり基本条

例をつくる会」が、昨日、11回目の会議をしま

した。

まちづくり基本条例をつくるために、30人の

市民に集まっていただいて議論を始めたました
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が、１回目は自己紹介で終わりました。２回目

に、議事録が誰がとるかということで90分、議

論しました。市役所としては大英断をしていた

だき、まったくの白紙の状態で「つくる会の設

置要綱から、皆でつくろう」と投げかけたんで

す。だからこそ議事録を誰がとるかという話に

なったわけです。

意見には 「私たちにこれだけ信頼をおいて、

やらせてもらっているから、当然、議事録も私

たちがとるべきではないか」と言われるグルー

プがいる一方で 「それはそうだが、自分でと、

れと言われても、私はとれない。だからそうい

う技術、ノウハウを持っている市役所職員、事

務局がとってほしい 。また「私たちは議論す」

るだけでいい。税金を払っているのだからお前

たちがやれよ」と、３つのグループに分かれま

した。ああでもない、こうでもないと議論して、

最終的に、ある方が「私らでとろうよ」と呼び

かけられて、市民の皆さんが議事録をとること

になりました。

ここから端を発して「公開はどうするのか」

「提案をどうやってまとめていくのか」という

運営方法の議論に、３回かかりました。議論が

始まるまでに４回かかっているわけです。５回

目では 「設置要綱案」のなかで煮詰まってい、

ないところがあると言われる方がいて、これで

５回目も潰れかかったんですが、ある方が「も

う、いい加減にしようよ。問題が起こったら、

臨機応変に考えたらいいじゃないの」と言って

いただきまして、５回目の後半からやっと議論

が始まりました。

２回目に、議事録を誰がとるかで大揉めにな

って２時間が終わった時、早速、事務局に電話

がかかりました。その方は、既存団体から推薦

、 。されて出ている方で 「事務局がしっかりしろ

お前らがしっかりしてないから前に進まない。

もっと仕切れ」と。そういう声に、事務局は耐

えてやってきたのですが、その方は最近「こん

な会議もいいな」と変わってきています。こう

いうふうに、皆で学んでいくということが、会

の中で起こっています。

座長はまだいません。昨日の11回目で、初め

て運営委員を６人選出しました。10回目までは

そういうものも決めず、進行役は持ち回りでや

ってきました。10回も議論していると顔ぶれが

わかってきて、運営委員になってもらいたいと

思っていた方が、最終的に選出されました。

参加者は、役職や肩書では選んでいません。

自己紹介の時に「私は一般市民で条例とか難し

いことはわかりません。でも、私が役に立てる

ことがあったら、何かやってみたいと思います。

私は逆に、勉強させてもらうためにこの会に入

りました」と言われた、30歳代の子育て中の女

性が、運営委員に選ばれています。１回の会議

で１、２回しか発言しないのですが、発言する

時は普通の市民の目線で、正論をビシッと言わ

られます。発言回数と運営委員の選出は、相関

関係がありません。皆さん、それぞれのお人柄

を見抜いて選んでいます。

「まちづくり基本条例をつくる会」は、会議

録の問題一つについても、行政と市民の役割分

担をどう決めるのかが問われています。話が流

れてしまった４回分は、決して無駄ではないと

思っています。

昨日も、どういう方法で運営委員を選出する

かで30分かかりました 「選挙にするなら、都。

合が悪く休んでおられる方にも選挙権はあるは

ずだから、不在者投票をしよう」とか 「また、

１回潰すより今日、決めてしまおう」という意

見が出ていましたが、最終的に「運営委員って、

そんな重たい仕事なん。皆のお世話するだけで

しょう。それならスッと決めようよ」というこ

とで決まったわけです。

ここに参加されておられる皆さん方は、10回
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も市民会議をやっているでしょうか。動き出す

までに最低３回かかります。４回目以降にテー

マに入り、５、６回議論をして、まとめに３回

必要とすると、最低12回は必要です。最低です

よ。理想は20回くらいやらないといけないので

はないかと思います。多分、伊丹市は20回くら

いなると思います。

こういう形で、白紙の状態から積み上げてこ

そ、議論になります。参加する市民の方々も、

それを委ねる行政職員の方々も、それだけの覚

悟が必要です。

伊丹市の担当の方は、そのあたりをよくわか

っていて、委員の委嘱状は「平成○年○月○日

から提案策定が終わるまで」と書かれています。

。 、いつまでとは書いていない 「１年かかろうが

２年かかろうが、自由にやってください。希望

としては９月にまとめてほしいが、まとまらな

ければ１年でも、２年でも構いません」という

ことです。逆に市民の皆さんが 「いつまでも、

こんなこと、やってられへんわ。早くやろう」

と、一定時間の中でやっていただけるようにな

っています。

最後に、市民参加の会議をいくつも経験させ

ていただいて思うことは、今後、まちづくりに

必要になってくるのは「熟議」だということで

す。

東京大学法学部の佐藤岩雄先生がよく使われ

ている言葉ですが、参加するだけではだめで、

会議の中で「熟議が行われているかどうか」と

いうことが重要であって「熟議が行われている

場合にのみ、その結論には公共性が発生」しま

す 「熟議」というのは、時間をかけるだけで。

はだめで、そこにさまざまな意見が反映される

ことが条件として加わります。考え方が似通っ

た方、立場が似通った方だけを、人数だけたく

さん集めてもだめだということです。いろいろ

な意見の方が集まって、時間をかけて議論でき

るという担保がないといけません。

伊丹市の場合も15人は一般公募です。残りの

15人は、既存団体から推薦された方です。なぜ

そうするかというと、公募の市民の方々だけで

は、どうしても偏りがちです。既存団体の意見

を反映できない。逆に、既存団体も変わってい

ただかないといけません。したがって、互いに

やりとりするなかで、喧嘩もすることによって、

それなりの答えが出てきます。まちづくりのあ

り方とか、それに対する市役所の支援のあり方

とかに、調整された答えが出てくるという前提

で、15人市民公募、15人団体推薦にしました。

「熟議」を担保できる仕組みをつくっておかな

いといけないということです。

市民参加の現場は、非常にデリケートです。

ですから組み立ては充分に考えて、シナリオラ

イティングして、そのうえで市民の皆さんに参

加してもらう必要があります。そうしてこそ、

初めて有効な市民参加ができます。

伊丹市の「基本条例をつくる会」では、どう

議論を進めるかで、５、６回は情報交換してい

ます。このように、準備を周到にしてこそ、本

当の「住民参加」ができると思います。そのあ

たりを準備しないうちに、サラッと始める市民

参加が、最近、多くなっているので気になって

います。

（ひさ たかひろ・近畿大学理工学部助教授）
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