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令和２年度第１回岐阜市住民自治推進審議会 会議録（概要版） 

 

１ 日時：令和 2年 11月 17日（火）  午前 10時 30分～正午 

 

２ 場所：岐阜市消防本部 ６階 大会議室 

 

３ 出席委員：10名  菊本委員、篠田委員、島塚委員、田中委員、高木委員、辻委員、 

西垣委員、野村委員、宗野委員、四ツ橋委員 

 

４ 会議の公開の可否および傍聴者：公開。傍聴者 0名 

 

５ 次第 

１ 議 題 

(1) 岐阜市協働のまちづくり推進計画の進捗状況について  

(2) 今年度の新たな取り組みについて 

  ・ふるさと納税を活用したＮＰＯ法人等応援事業 

  ・地域間オンライン会議環境整備事業 

２ その他 

 

６ 配布資料 

＜資料＞ 

１ 岐阜市協働のまちづくり推進計画 2018－2022 行動プラン 

【令和元年度事業実績及び令和２年度実施計画】 

２ クラウドファンディング型ふるさと納税を活用した「ＮＰＯ法人等応援事業」 

３ ＮＰＯ法人等応援事業におけるふるさと納税の対象となるプロジェクト一覧 

４ 令和２年度ＮＰＯ法人等応援事業実施団体事業内容等 

５ 地域間オンライン会議環境整備事業 
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【会議内容】 

出席者の紹介 

 

１ 議題 

（１）次期岐阜市多文化共生推進基本計画について 

   事務局より説明 

 

委員 

 １番目のパブリックコメントについて、今年度の実績、元年度の実績として１５件、１

１７通、１件あたり７．８通ということですが、平均というとどうしても１つ多いところ

があるとそれに引っ張られて平均値というのが多く見えたりすることがあるのですが、実

際の中央値というか、一番多い件数というかそれがだいたいどんな状況かっていうのはわ

かりますでしょうか。 

 

事務局 

 令和元年度について、昨年件数として大きかったのは、岐阜市の地域福祉推進計画で１

９通になります。それ以外は、ばらつきがありまして、１通、２通などもありますし、１

０通、１３通等あり、平均で約７件です。 

 

委員 

 平均だと、大きいところに引っ張られるような傾向があるかと思います。 

 

会長 

 最大１９件ということなので、中央値も平均、大体同じくらいかなという印象がありま

した。 

 

委員 

 資料１に出てきます、市長への手紙が市民の市政参画手法ということで、市長に直接メ

ール等を受付けていただきますが、１回、自分も通学路の件で伺いたいことがあり、メー

ルしたことがありましたが、非常にレスポンスが遅くて、メールしてから１週間以上かか

ってから応答がありました。それは時間かかりすぎていると感じました。いいことをやっ

ていますが、レスポンスが遅すぎたという印象で、他の市に住んでいてそこは２、３日で

応答があり、明確に応答のメールがあったので、そういったことを考えると、そういうと

ころまでスピード感を持ってやっていただけたらより市民の満足度も上がると思いました。 
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事務局 

 市長への手紙というのは、市民協働推進部の中の市民相談室というところが窓口になっ

ていますが、まずそこが受け付けて、その内容によって関わる部局へすぐ回答をしてくだ

さいという形で送りますが、その回答についても文章もある程度精査してということで、

多少時間がかかってしまうこともあります。ただ、１週間というと若干長いような気も致

しますので、この間もできるだけ早く回答できるようには、心がけてはいますが、なお早

く回答ができるように担当課のほうに伝えていきたいなと思います。決裁等に時間がかか

っているのかもしれません。 

 

会長 

普通でもメールは２４時間ルールというのが暗黙である気がします。受け取ったら２４

時間以内に回答するっていうことがありますので、スピーディーさは、市民から求められ

ているかなと思います。 

 

委員 

自分たちの対応として、メールしたら結構早いレスポンスで返すのが普通だという認識

があるので、その回答が１週間以上たっていました。遅いなという印象が自分の中ではあ

ります。他の人がどういうふうに考えているかわからないですが。 

 他の市で、行動が早くて、それに対してこういうふうにしましたということがあったの

で、その感覚が自分の中にあった。岐阜市は大きいので、いろんな大変さがあるというの

は理解していますけれども、それにしても遅いのかなと感じます。 

 

委員 

 ２点、意見がありまして、地域との協働のところですが、各地区の中でのいろんな活動

がコロナ禍の影響で難しくなっているというお話が出ました。そういったことが地域の中

で起こっていると思いますが、市のほうに、もし相談とかで、どうやって活動したらいい

のかわからない、あるいは、こうした相談のようなものはなかったのかなというのをお聞

きしたいというのが１つです。あるいは、地区の中で、すでにいろんな新しい取り組みの

ようなものを始められているところもあるかもしれませんので、紹介していただきたいと

いうのがあります。 

 市職員の社会貢献活動というところですが、市民協働推進リーダー、これは非常に面白

い取り組みだと思いますが、実際、市の職員の方が働きながらとなると、時間的に厳しい

というか、少ない人数でいろんな仕事をされているというのが実態かなと思います。地域

へ出ていくというのは、やっぱり非常に難しいのかなと思いまして、特に日本の自治体職

員の方というのは、規模が大きくなればなるほど地域へ出ていくのが難しい構造になって

いると思っているのですが、そこをどういうふうに乗り越えようとしているのか、何かこ
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ういったことで苦労していますということがあれば、教えて下さい。 

 

事務局 

まちづくり協議会は、活動がメインですので、こういうコロナ禍になってくるとそうい

う活動が一気に中止になり、ほとんどのところが夏祭りなどができなくなっております。

相談が何件もありまして、対応としてお伝えしたのは、３密を避けて少ない人数で、ある

いは大きな広い場所でというふうなところをお話しました。事例として、竹灯籠祭りでは

少人数で、グランドで大きく離れて、短時間で実施する。そういう工夫をして実施したと

ころもあります。ただ、イベント自体は、本当に少ないです。その代わりどうしているか

というと、市としては、補助金として３０万円を一般的には支援しておりますが、自己負

担と併せて４５万円の事業費が必要になります、その多くを例えば来年度以降やる活動の

備品の購入ですとか、あるいは法被がボロボロになっているからそれを変えるなど。ある

いは、まちづくり協議会の情報発信ということが大きなツールとしてありますので、パソ

コンを買われるところが多いです。 

 そういう状況で、４３のまちづくり協議会がありますので、その実態を調べたいという

ことで、今月の初めに、４３のまちづくり協議会に対して、今の補助金の進行状況、計画

の通りにいっているかいっていないか、変えるとしたらどういうことを変えたか。変える

内容についても、事業計画を立てるときにコンパクトというのがあります。これは、市と

まちづくり協議会との協約です。コンパクトの中にいろんな書き方がされておりまして、

地域でやることはおおむねこういうことっていうのを１０個くらい書いていただいていま

す。それに基づいて市と協議しながら地域が事業計画を立てて、事業計画に基づいて活動

の企画を立てます。この事業計画の通りにできなくても、コンパクトに書いてある趣旨の

ことであればお支払いすることはできますのというふうなことを考えてくださいという話

を文章で送って、やり取りをしている最中です。 

 

事務局 

 各地区、全地区に地域担当職員というのを１名ずつ置いています。地域担当職員という

のは、管理職を基本的に立てておりまして、職員の中で希望を募りまして、そういったこ

とをやってもいいということで手を挙げた人間を順番に充てていったということです。趣

旨は、地域の中に実際にその職員を、地区の実情がいろいろありますので、お声がかかれ

ばどんどん入っていって、一緒にその活動をさせていただく中で職員自身も地域のことを

勉強させていただきながら地域の方と一緒に地域の課題に向けて知恵を出していきたいと

いう趣旨で始めた制度です。実際に活動報告というのを提出するようにということでお願

いしており、毎月の定例の会長会に参加していますとか、逆に今度は、いよいよ防災訓練

ができるようになりましたので、その打ち合わせ等があったので行ってきましたとか。役

員だけの防災訓練っていうのをやりましたので、それに参加をしましたというような報告
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が挙がってきております。制度について、地域担当職員は、任期２年ということになって

おりますので、その間はその地区の担当、窓口はその人ですということで地域の方にも認

識していただいているという制度になっております。今後もこの制度を引き続き充実させ

ていきたいと思いますが、スタートの年として最初は職員側の混乱がありましたし、逆に

地元の方の混乱というのもありました。いきなり地域担当職員と言われても、どういうふ

うにお声がけしていいかもわからない等あって、最初はかえって混乱を招いたかもしれな

いなということもあったのですが、ちょうど７月８月に、市長が全地区懇話会で地区を回

りまして、その際に地域担当職員というものについて改めて市長から趣旨を述べられ、そ

の後、地元の方に改めて認識していただけたようで、コロナ禍の関係で年度の後半になっ

て少しずつ事業のほうが動き出せるようになってきたところがあり、最近では地域担当職

員の活動も活発化してきていると感じております。 

 

副会長 

 地域担当職員について、とりあえず毎月幹部会というか地域の役員会がありまして、出

席をお願いしています。行事ごとに。防災訓練にはお声がけしましたら、おいでいただい

てご挨拶をいただいております。 

 市内で各５０人くらいお見えになると思いますけど、担当職員の１年２年経ったときの

感想をまとめていただいければなと思います。それぞれ地域差があるかと思います。 

市民活動交流センターから自治会長にアンケートを出されております。項目は、あなた

はどうやって自治会長になったのですか。他薦、推薦等いろいろあって、更新はどうです

かなど。まとめていただいたら、示していただければと思います。とりあえず担い手がな

いなど結果としてそういうことが出てくると思います。非常に高齢化と無関心層、このよ

うなものがかなり、大変だなと思います。 

そこで、地域のまちづくりを担う人材の発掘育成が大問題だと思います。市のほうから

具体的にいろいろと方策等を考えていただければと思います。 

コミュニティの分断、今年は行事がほとんどないものですから、小学生たちにもいろん

な思い出が作ってあげられない。思い出のない６年生になるのではと思います。何か思い

出を作っていってあげないと思いますので、努力したいと思います。それが街への愛着に

つながると思います。家へ寝に行くだけでは誰も愛着がわかないので。イベントをやって、

みんなで協力し合う。特に私どもは、自助、共助、公助のうち共助を担っていると思いま

す。人材が高齢化で少ないということで、悪戦苦闘しています。 

 

委員 

 地域担当職員は毎月の定例会には、参加していただいておりますし、全体で３０人くら

いの少人数で防災訓練をしたのですが、参加をいただいております。 

 地域のまちづくり体制を職員の皆さんが少しでも興味を持っていただいて、自治会の苦



6 

 

労等を市に挙げていただくなど、町内の意向とか地区の意向を少しでも取り上げていただ

けたらと思います。 

 それから、後継者については、なかなかやり手がない。例えば、市の職員にやっていた

だければ非常ありがたい。地元に住んで見える方ですので、そういう若い方がいろんな意

見を聞きながら推進をしていただけたらと思います。後継者の育成ということで、勉強し

て支えていって下さいということをその人に言ったのですが、やはりその人が地域への興

味があるのか、全然関係ないという方もおみえになりますので、ある程度興味がないとな

かなか難しいなということで済んでしまう。そういう点について岐阜市のほうも考えてい

ただくようにしていただきたいと思います。 

 それから例えば、災害が起きた場合に駆けつけていただける市の職員さんが何人か見え

ますが、例えば愛知県の人が見えるというようなことも一時ありました。木曽川超えて、

長良川も超えて北部の方へ来る。そんなことは現状として無理ですので、岐阜市の在住の

方でといった点も１つ考えながら選定していただきたいと思います。 

 

会長 

 防災の担当として、地域担当職員の方以外にも配置していますか。 

 

事務局 

 地域派遣職員ということで都市防災部が担当しております。 

 

委員 

 愛知県の方で、途中で車が故障して今日は行けそうにないというような話が防災訓練の

当日にありました。どこからみえるか聞いたら、今、稲沢だと。それはまあ無理して事故

起こしてもいけないので結構ですといったことがありました。また、会議や研修は密にな

らないようにということで、人数等に制限があり苦労をしております。 

 

委員 

私共の団体が次年度、１５歳から２５歳の若者のまちへの思いを醸成することをやって

いこうと考えています。その関連で教えていただきたいです。実績で若者市政参画促進と

して大学のゼミナールでパブリックコメント手続き案件をテーマとしたワークショップを

４回実施とあり、次年度は２回実施予定となっていますが、これは、もう効果はある程度

出ているから減らしていくということなのか、減少の理由が知りたいというのが１つと、

あと予定のほうはテーマが書いていないのですが、これもパブリックコメントについて引

き続きやっていくのかを教えてください。 
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事務局 

 パブリックコメントの若者の参画について、案件ごとに実施しておりまして、昨年は４

件の案件に関しまして、パブリックコメントを実施できるかつワークショップもできると

いう課が４件あり、ワークショップを実施させていただきました。今年は大学側も難しい

というところがあり、こちらとしてもどの案件について実施できるかということで整理さ

せていただいたところ、今年度は２件の実施になりました。当初は５件ほどありましたが、

実際、実施できるということになったのは２件になってしまったということが現実であり

ます。 

 

委員 

 案件ごとで数が決まっているということと、コロナ禍の影響と理解しました。若者に対

してこういうことやらなくてもいいから減ったというふうにではないだろうなとは思った

のですが、私共の団体でもオンライン等使っていきたいと思っておりますし、これがゼミ

ナール等と書いてあるので、他にも参加できるとしたら何か絡んでできると思って質問さ

せていただきました。 

 

副会長 

 公民館を市長部局に移管したということについて、公民館の方の人選もなかなか大変で

あったり、将来的には、もっと開館時間を融通したり、あるいは市の職員を公民館の主事

に市が派遣するとか、市が赴任するという形に、持って行った方がいいと思うのですが、

教育委員会から移管になった意味合いを理解しているのか、どうでしょうか。 

 

事務局 

 市長部局へ公民館が移管されたということについては、単なる社会教育施設ということ

ではなく、岐阜市の場合は市内全地区に地区公民館を置いているという、非常に特殊な事

情です。これを活用するにはやはり地域のコミュニティですとか、あと地域防災の拠点と

してより一層活用するためにということで移管されたということになっております。これ

を機に、例えば主事の勤務時間ですとか、そういうものも長くならないのかというような

話もあろうかと思います。ご利用なさる方については、今は主事のいらっしゃらない時間

でも地区内でカギの当番を決めておいていただいてお使いいただけるようにはなっており

ます。難しい問題かなとも思うのですけれども、館によってはその利用実態とかそういう

ところも違っていますので、すべての館、統一的に、例えば市の職員を張り付けるという

のは、難しいことと思っております。また主事の時間帯、なかなかそのなり手を見つける

のも難しく、時間を長くすれば長くするほど、なり手というのはなかなか難しくなってき

ます。拘束される時間があまり長いということについては、それはやめておきますという

ことでしり込みされるというケースもありますので、実際の利用実態と、なり手の確保な
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ど総合的に考えた上で、今後も運営していくと考えております。 

この体制でどうやって維持していくかということを考えており、実態をみながら改善で

きるところがあればとは思いますが、当面はこのままで進めたいと考えています。 

 

委員 

先ほどのまちづくり協議会の助成金の３０万円等について、気になりました。具体的に

言うと、今年の場合はこういう分断された、行事がほとんどなくなったというようなこと

になります。コンパクトという部分をもう１回、具体的にお答えいただきたい。 

 

事務局 

今年の６月から８月にかけて、地域力の補助金の交付申請書を各地区にお配りさせてい

ただきました。コンパクトの書類もその時に一緒に配布しております。具体的に言うと、

協働でまちづくりをしますので、市のやることはこういうこと、地域のやることはこうい

うことという役割分担が書いてあるものになります。その中に細かな事業を書いておくの

ではなくて、大きなことが１０項目くらい書いてあります。例えば、地域の情報発信をし

っかりやること、地域の特徴を持ったまちづくりをやる等々いろんなことが書いてありま

す。 

 

（２）新たな取り組みについて 

   事務局より説明 

 

副会長 

 公民館に派遣されたときに防災のほうのコンピューターを使われると、公民館主事の認

証がないと起動しないとかというお話を聞いており、その辺は大丈夫ですか。 

 

事務局 

 都市防災部が今年度設置しようとしておりますのは、公民館主事のパソコンとはまた別

のものになります。今度、整備しようというのは、パソコンの形をとってはいますが、基

本的な趣旨としては、本部のシステムの端末というイメージで各地区５０地区に配置をし

たいと聞いております。基本的に、公民館主事のパソコンをお借りして、システムを起動

していたわけですが、緊急時の防災システムが一般のパソコンを使ってやっていくという

のは防災の機能としては、非常に脆弱ですので、都市防災部の考えたのは本部のシステム

のキーに直接ぶら下がるような端末であるとそれは防災の時のシステムを起動するときは

その端末ですべてやっていただく。公民館主事のパソコンについては、防災に一切お貸し

ないような形の環境を整えるためにこれから配置するということです。この前、都市防災

課に聞いてみましたが、まだ機械など全て用意できていないようで、手配ができ次第、ス
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ケジュールを各地域にお伝えしたいと考えていると聞いております。やはり、コロナの関

係もあるかもしれませんが、物の調達に手間取っているところがあるようですので、もう

少しお待ちいただくことになると思います。年度内に都市防災部から予定がお伝えされる

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員 

 クラウドファンディングについて聞きたいのですが、ふるさと納税と結び付けていい制

度だと思います。事業費が１００万円以上の事業ということですが、実際に NPO が活動す

る場合に、資金調達としてこれだけの事業費でこういった事業ができるということがあっ

て、資金調達の目標額というのがあるかと思いますが、先ほど現在の寄附の額をお聞きし

たのですが、目標額がどうなっているのかということと、実際に募集期間で目標額が達成

できれば、その事業をやるのにすごい効果があると思いますが、残念ながら達成できない

とか、例えば半分くらいしか集まらなかったとか、そういった場合どうなるのかというの

を知りたいです。 

 

事務局 

 まず目標額ですが、４つの事業がありまして、まず人と動物の共生センターは、目標額

４００万円ほどです。いぶき福祉会のほうは、目標額７００万円くらいです。ＯＲＧＡＮ

のほうは、目標額３００万円くらい。和傘協会のほうは、目標額が７５０万円というなっ

ております。これ目標額達成しなかった場合ですが、目標額達していなくてもそこまで集

まった額で、その分でもあとは自分たちで持ち出してやるというので、そのまま補助はい

たします。この額では、難しいなという場合ですと、元気な岐阜応援寄附金のほうに積み

立てさせていただくことになります。また、達成しなくても、その額でもいただいて、や

りたいっておっしゃられればその額を交付させていただくことになります。 

 

委員 

 未達成ですと相談してという形に。 

 

事務局 

 はい。また、持ち出しが発生してしまいます。 

 

委員 

 関連していますが、未達成でそのお金でやりますという、実際使われたお金の追跡は、

どうされるのですか。 

 

事務局 
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 当然そのまま寄附を渡すわけではなく、岐阜市からの交付金として支給いたしますので、

事業の進捗状況だとか、事業が終わったら事業報告もいただきますので、そうしたもので

確認をさせていただくのと同時にクラウドファンディングのページに進捗状況というのが

あり、寄附をいただいた方にもお知らせする義務というのがあると思いますので、そちら

のほうでもお知らせはさせていただくことになります。 

 

会長 

 募集とか、受付の審査とかというのは、どういうふうになっていますか。 

 

事務局 

 募集は、今年度の場合、４月１日から７月３１日まで募集させていただいており、審査

は申請書、その他書類を提出いただいて、事務局にて内容審査をさせていただいて、クラ

ウドファンディングできる事業だということで認定できた場合は、現在のような形で、実

際にクラウドファンディングをやらせていただくというような流れになっています。 

 

委員 

 クラウドファンディングについて、実際の今年度の事業者の応募数がどれくらいあった

のかということと、来年度も実施予定なのかということをお聞きしたいです。 

 

事務局 

 今年度につきましては、現在出ている４団体の応募がありまして、審査の結果４団体と

も認められましたので、現在のような状況になっております。 

 来年度につきましては、まだ予算等の関係がありますが、事務局としては、続けていき

たいと考えております。 

 

委員 

 推進行動プランの部分に関わるのですが、NPOとか市民活動が活発になるように、支える

仕組みというのが重要だと、岐阜市がどんどんバリエーションが増えていくということが

すごく喜ばしいと思っております。先ほどの議題に、協働を進める、NPOとか市民団体とも

一緒に協働したいという場合は、協働で事業を進めたいとか行政のほうから、NPOとか市民

団体と一緒に協働したいという部分を、岐阜市の場合は、ガイドラインに基づいて、続け

ている。他市とか県でも同じような仕組みがありますが、ほとんど運用されていないとい

うのが現状としてあり、岐阜市としては成果が出ているという部分とか、進められている

というのはすごくありがたいと思います。市民活動支援事業に関しても、もう応募がない

からやめるという市もある。岐阜市は、市民の力、市民とそれから市民団体と NPO と一緒

になって、土台がしっかりできていて、それを着実に進めていっていただけるということ
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ですごくありがたいと思っています。また、それのバリエーションがさらに増えていくの

で、成果はたぶん短い間では見えないと思うので、続けていっていただければありがたい

と思います。 

 

会長 

 支える仕組みはいろいろあっていいと思いますし、例えば、拡充していくとすると、ク

ラウドファンディングの１００万円という条件ですが、もう少し少額の枠を作ると小さな

取り組みのところも応援ができる。一方、市民活動支援事業を一生懸命やっている。今年

３２団体も応募して、２０団体しか選定できないというのがあり、枠が、少し小さくなっ

てきていると思います。もう少し拡充するような、方向性もあってもいいと思います。市

民活動支援事業の応募者のプレゼンを見ても、非常にいいものがたくさんあるが、なかな

か採択されないということが、勿体ないなという気がするので、今までの枠はありますが、

資金調達としてふるさと納税など新たに岐阜市としてもできているので、そのあたりご検

討いただけないかと思います。 

  

事務局 

 市民活動支援事業につきましては、何とか沢山の団体さんに資金の応援をしていきたい

とは思っておりますが、財源の問題もあったりして数を一気に増やせないのが現状であり

ます。 

 それからクラウドファンディングですが、少額でできると本当はいいのですが、これは

運営サイトの条件で最低で１００万円というのがあり、現在は１００万円以上の事業の応

募ということになっておりますが、少額のものできればいいかと思いますので、いろいろ

調べてまた検討はしていきたいと思います。 

 

会長 

資料５の地域活動のオンライン会議ですが、とてもいいと思っています。ここから IT化

を進めていきたいという、まずスタートのような位置づけもあるということで、その話を

聞いていいなと思います。国としてデジタル庁ができましたし、例えば、地域側にデジタ

ル担当を置いてくださいとか、主事にやっていただくのもいいですが、地域側で受ける側

として役員の中でデジタル担当を決めてとか、そうするとこのオンラインのことだったり、

あるいは、それ以外の IT化を進めていくと、今まで効率が悪かったようなところもなんか

うまく回っていったりすると思います。例えば、要支援者の名簿はそれを持ち歩くってい

うことは厳しくて、岐阜のある地区の方がデジタル化をされていて、また、クラウドに置

いて、そこから例えば QRコードとかそういうので紐づけてその人の状況を避難所で確認す

るというような取り組みをしています。 

もう１歩踏み込んで地域側のほうにデジタル化を進めるというところを推進していただ
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くような担当を置いて、地域側で進めていく。それを市側でサポートをしていくというよ

うなことができないかと思っています。実際、大垣の自治会の方々は Zoomを使って防災訓

練を行って、どういうふうな避難所にするとか、コロナ禍の対応も Zoomで皆さんが会議を

して、それでいろんなことを進めているという事例あります。決して、ハードルは高くな

く、誰でもできるということで、そういうこと広めていただくためにも、ぜひ地域側が積

極的にやるような体制というのがあったらいいと思います。 

 

事務局 

 確か何年も前に、電子自治会というのが話題になったことがあります。オンラインでは

なく、パソコンを通して自治会の会議をやるということもありましたが、やはりそういっ

た環境にすすまなかったことがあります。このコロナ禍の中で、こういったものが発展し

ていくと思いますし、学校ではすべての小中学生にタブレットを配布することで、子供た

ちがそういった環境に慣れていくという時代です。地域でデジタル担当をということで、

これも１つの手と思っておりますので地域の皆さんといろいろ相談をさせていただきたい

と思います。 

 

会長 

 例えば、連合会長の毎月の会議をオンライン会議でやるなど、連合会長さんがきっとや

れればみんなやれると思います。だからちょっとした工夫などしていくといいと思います。 

 

委員 

 今のオンラインについて、進めていかれるといい事業だと思ってお聞きしていますが、

一方でオンラインについて様々なことが、この機会にいろいろ置き換えられていくと思い

ますが、それでも補えないものが、地域の中に課題としてあり、それはオンラインの会議

をコロナ禍の状況になっていろんなところでお聞きするし、ツールを持っている人だとか

あるいはすぐに目の前にあるものを面白がってやっていけるような人ばかりであれば、今

まで繋がれなかった、それこそ無関心層がこの機会につながる機会になっていくのではな

いかと思うのですが、一方で関係性ができていない人たちをどうつなぐかということには、

このインターネットについて課題があると思います。例えば通信環境が乱れたときに、お

互いに見聞きしていて、この人だったらこんなこと言うだろうなとお互いに関係性ができ

ている関係であれば、想像力で言葉自体を補って、その会議がスムーズに進行していくと

いうことがあると思いますし、テーマが共通のものとして最初から認識されているような

場であれば、ゴールはこういう方向に向かっていくというお互いの共有があるので、大丈

夫だと思うのですが、そもそも課題を例えば共有したいとか、どんな人がどんなことを考

えているか知りたいっていうような、今までであれば、いわゆるワークショップというよ

うな形で参加してきた人たちが初めてテーブルを囲んで話をするというような場面がやは
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りこのオンラインではなかなか補えない部分があると思います。オンラインの環境を整備

しつつ、併せて、今までコロナ禍の大変な時に、いわゆるサロンとか、そんな場もなかな

か作られなくなっていく中で改めてその有用性を認識しているところなので、そういった

場を地域の中でどう作っていけるのかということも、重要な問題で、恐らくこの影響とい

うのは２、３年後に大きくなって現れるととても危惧しているところです。今年度の報告

書をみて、例えば備品しか買えなかった、いろんなことに予算を使えなかったという中で、

どういう課題が出てきているのかということをぜひまた共有していただければと思います。 

 

委員 

 岐阜市の社会福祉協議会は、今日の住民自治推進の課題と重なっておりますので、非常

に勉強になりました。この会議で皆さんがご意見されたことを社会福祉協議会の運営に活

かしてもらいたいと思います。 

 

委員 

 市長の手紙を使ってそれに対する反応があるかということですが、まちづくりというの

はどっちかというと団体とか、地域一帯のグループというのか、それを中心に我々考えが

ちですが、個人としてつながっていくということが、あるいは、行政に対して個人として

自分の意見を伝えて、それに対して何らかの手ごたえというか、そういうのを得たいとい

う市民は意外と多いのかなと思いました。 

ネットが今まで以上に重要になってくる局面で、個人がつながっていきやすい社会にな

っていると思います。もちろんそれに対する課題もありますが、岐阜市は地区とか、地域

社会の結びつきをすごく大事にして、それだけの力量を持った地域社会がある。だからこ

れだけたくさんの地域協議会が立ち上がっていると思いますが、これから、育てていかな

いといけないですが、同時に個人としてつながろうとする人たちに対してどう反応してい

くかというのは、すごく大事だと思いました。 

 市としては、そういういろんな問いかけがあっても、それに対する返答としてすぐには

出せないというのはすごくよくわかります。しっかりとした返答の形を作ってお返ししな

いといろいろ誤解を生まれるということもあると思います。その一方でまずはすぐに連絡

を取って、何から一緒に始めましょうかとお互いに意見を出し合える場を作っていけるよ

うな、ゼロから作り上げていくような、個人と一緒に、そういった在り方もあるとまちづ

くりの在り方として充実していくと思いました。 

 

会長 

 何か、できそうなことはあると思います。例えば、市長が５０地区を回られて、懇談会

やられたというとだったのですが、市長が全市民向けにオンラインで対話の場を持つなど、

少しずつテーマはいると思いますが、どなたでもオンラインのセミナーには参加できると
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いうことなども１つのきっかけとしてあると思います。 

 

副会長 

 役員会は役員といって絞っているからいけないと思います。まちづくりも、まちづくり

の委員というのはこの人に推薦して、O.K.となった人だけで行っている。そういう会議を

どなたでも参加できますというのをやるといいのではないかと思いました。今のところ役

員会は役員で、役員じゃない人はきてはいけないとなっています。だから、校区民ならど

なたでも結構ですと、そういうようなことでチラシでもいれようと思います。 

 

会長 

  それでは、本日予定された協議事項以上となります。これをもちまして、令和２年度

第１回 岐阜市住民自治推進審議会を閉会いたします 

 

閉会 

 


