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「喜多方市の市民参画と協働の 
まちづくりを考える」シンポジウム 
 

◆日 時 平成１９年１１月２２日（木）午後６時１５分～ 

◆会 場 喜多方市 押切川公園体育館 

 

 

司会：菅野企画政策課長 

 

■あいさつ  

    喜多方市長 白井英男 

 私は、市政を預かってきて最初か

ら市民参画をいかに実現するかを

考えてきました。職員だけに任せて

いると、職員には前例踏襲の考えが

あり、安全な道を歩きたがりますの

で、新しい時代に即忚するには、市

民の皆さんに市政に参加してもら

うことが非常に大事です。 

 新しい施策の時は市民から意見を出してもらうことにしています。市民公募型の研究会や

審議会にしてきました。また案を作った時も一度市民の皆さんにお返しをして意見をもらう

こととしています。 

 このように仕組みは一忚作りましたが、今度は行動の中で一緒にやってもらいましょうと

いうことで、ボランティア支援センターとか具体的な仕組みもつくりました。しかしまだ小

さな動きです。小さな動きを積み重ねていく必要があります。 

 喜多方市は新しく自治基本条例を作ることにしました。これは自治体の憲法に当たるもの

ですが、われわれが基本的に拠り所とする哲学、指針をのせたいと思います。今までやって

きた市民参画と協働のまちづくりを中心の柱にしたいと思います。皆さんの意見をいただき

ながら、市が発展し皆さんが幸せになるようなものを作っていきたいと思います。その願い

を込めて今日はシンポジウムを催しました。 

 この道のエキスパートである今井先生の講演と３人の方の報告をいただきます。この方々

は実際の行動の中で実践されている方々です。ヒントが一杯含まれていると思いますので、

せひ参考にしていただきたいと思います。 
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■基調講演 「今なぜ市民参画と協働が求められているのか」 

講師：福島大学行政政策学類 教授 今 井 照 氏 

 

【夕張市の財政破綻から学ぶこと】 

夕張市の財政が破綻しました。正確に言う

と夕張市役所の破綻です。夕張という地域が

厳しいと同時に夕張市役所の財政が破綻し

たのですが、このことは区別しておいた方が

良いです。夕張市役所の借金そのものは 632

億円ですが、このうち直ちに解消しなければ

ならない赤字額は 353 億円です。これから

18 年間で返さなければなりません。 

そうなってしまった主な原因は、炭鉱の閉

鎖や、それに伴って人口が最盛期の 10 分の 1 になってしまったことなどの構造的要因と、こ

のような環境に対して適切な政策転換ができなかったことです。 

353 億円の責任は誰にも担えません。誰が悪いとかの責任追及はできますが、追及しても

借金はなくなりません。会社の場合であれば、銀行との折衝などで減額もありえますし、最

悪の場合倒産ということになりますが、自治体の場合はそういうことができません。潰すこ

とはできないのです。町をなくすということはできません。だから借金はいつまでも残りま

す。残った借金は結局市民で負担しなければならない、と言うのが夕張市に関しての私の最

大の教訓です。 

炭鉱の閉山後、色々な投資をして赤字が増えていきました。その赤字がなぜ見えなかった

のか。役所ならではのやり方で赤字を隠し通したのです。観光・下水道・病院などの公営事

業が赤字になると役所の会計が貸付をして赤字を補填する。貸し付けると役所の会計のお金

が足りなくなるので、銀行からお金を借りる。銀行からお金を借りれば当然返さなくてはな

らない。そこで公営事業会計から貸したお金を返してもらうわけですが、公営事業会計はも

ともと赤字ですから、なんと翌年度の公営事業会計から返してもらう。そうすると、あたり

まえですが、翌年度の公営事業会計はますます赤字が増えます。これが続いて債務が膨れあ

がる。これを 1992 年からずっとやってきたのです。 

その結果市民がどういう負担をするのか。まず税金が上がる。施設料金や下水道料金も 5

割から 6 割くらい上がる。ごみ収集は有料化される。住民票等の手数料も上がる。しかし 353

億円はこんなものでは返せません。病院も廃止して診療所にしました。市の集会施設もかな

り廃止。街の中の公衆トイレも減らしました。体育施設もなくしました。小中学校もいずれ

全部統廃合します。色々な福祉のサービスもなくしました。職員も半分以下になりました。

基本給を 3 割減にするなどで職員の年収は 4 割減、退職金は 75％減です。市長、議員の報酬

も半分以下です。 

色々努力をして、ひとりひとりの市民が引き受けるしかないのです。それが企業の倒産と

違うところです。 

責任は誰かにあるが、借金は一銭も消えません。倒産した会社と違って、市役所はなくな

るわけではないので、銀行も一銭もまけないのです。まけないから、皆で返していくしかあ



3 

 

りません。 

市民が積極的に行政のやり方に関わっていかないといけません。日本中が夕張の教訓から

学ぶことは、もっと積極的に役所の中を覗いて関わっていかなければいけない、ということ

です。 

【市民参画と協働について】 

 我々の生活は、ありとあらゆるところで役所の事業と関係しています。朝起きて水道の栓

をひねることから、電気、トイレ、道路、学校、ごみ、交通、施設の利用など、日常生活の

ありとあらゆるところに影響があります。 

 昔は、市議会議員、県会議員とか国会議員とかを選ぶ時には漠然と大きな話をしていれば

よかったのですが、だんだんそうはいかなくなってきました。子育てのこと、お年寄りのこ

と、商売のこと、隣の家の騒音のことなど、日常生活の問題点は様々で、町中にいろんな争

点が発生しています。身の回りが政策だらけになっているからです。誰かに頼んでおけば解

決してもらえるということがむずかしくなりました。否が忚でも政策に関わらざるを得なく

なっています。 

 これが 50 年間の流れです。だから、市民参加とか協働とかという話になっているのです。 

 市民活動の大雑把な流れをみると、最初は反対運動が目立ちます。何かを作る時に反対の

運動が起きるとか、70 年代からは公害に対する運動があります。それが一定期間過ぎると、

役所が市民の方から意見を聞いて物事を決めていくようになります。そしてただ聞くだけで

なく、ものごとを決定するプロセスにも関わってくる。さらに、決定したら実施することに

関わってくるようになったのが、この 30 年、40 年の流れです。 

 今でも市民運動はなくなったわけではありません。今はいろんな市民運動が重なり合って

動いているということです。 

 例えば、埼玉県志木市の市民委員会の活動です。来年度予算をつくる時に、役所がまとめ

た案について市民と市が議論する会議がありました。役所の窓口には、市民が立っていて案

内しています。 

 東京都三鷹市では、地区ごとにコミュニティ施設を作っていますが、市民参加の住民協議

会があって、ここでどういう施設をつくるかを検討し、できてからは施設を運営します。市

はお金を出していますが運営や管理は任せきりです。 

 総合計画も、市長と市民グループが協定を結んでつくりました。市民が計画案をまとめあ

げるので、それを尊重して決定してくださいという協定です。市民が市民を公募して計画案

を作ります。400 人近い人が集まってつくりました。 

【喜多方市の人口・財政について】 

 全国的に人口減尐社会に入っています。喜多方市の旧市町村ごとにみると、人口が今から

23 年後の 2030 年に、2000 年を基準とした人口の半分となってしまうところがあります。集

落ごとにみれば 6 割 7 割減になってしまうところも出てくるということが想像できます。年

齢でみると、まもなく 85 歳以上の人口の方が、25～29 歳の人口を上回る時がきます。この

ような社会が訪れようとしている時にどうしたらいいのかを考える必要があります。 

 喜多方市役所の財政もいい方ではないです。それ以上に国の方ももっといい状態ではない

のですが。それに加えて人口が減り働く人が尐なくなっていくので、同じ事をやっていたの

では税金は集まらなくなります。いままでと同じようにやっていても、財政は厳しくなって
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いくのです。喜多方だけでなく日本中でこういうことが起きるのです。 

 東京も人口の社会増はありますが自然増はないでしょう。名古屋も 27 年後には 1 割くらい

減るのです。これはどうしようもないことです。与えられた条件の中で地域を維持していか

なければなりません。我々に課せられた最大の課題です。10 年後 20 年後にどういう地域社

会が来るのかということを考えて物事を考えていかなければなりません。 

【自治基本条例について】 

将来の自分のまちをどうするか、政治・行政をどうするかということを決めておこうとい

う動きが全国で始まっています。それは役所が決める話ではありません。そこに住んでいる

人、働いている人、学んでいる人などその地域にいる人が決めることです。今からこういう

ことに努力しなければならない、役所はこうしなければならないというようなルールを決め

ることです。自治体の政治や行政を担う人たちに対し、市民が約束をさせるのが自治基本条

例です。あちこちでその動きが始まっています。 

喜多方市なら喜多方市のやり方でいいです。他の動きも参考にはできますが、自分の町の

ルールは地域の人が議論してまとめることが必要です。 

こういう環境にあって、将来にわたって暮らし続けられる地域社会を考えなければなりま

せん。20 年、30 年後の社会はこれまで経験したことがない地域社会です。今からそれに向け

て準備をすることが必要です。地域の活動と役所が組み合わさって、関係を作って、暮らし

続けられる町を作ることが求められています。 

 

まちづくりの取組み報告 

 

■「町内会(ｺﾐｭﾆﾃｨ)におけるまちづくりの取組み」 

花 園 町 町 内 会  会 長  満田 博禧 氏 

 

花園町では特別なイベントをやっているわけ

でもなく、当たり前のことを当たり前にやって

いるのだと思います。当たり前にというのは、

まちづくりには住民皆が参加するということと、

各人は一切差別はなく平等であり、“一人は皆の

ために、皆は一人のために”をめざしてまちづ

くりをすすめてきたことだと思います。 

花園町は、多年にわたる住民運動の中で２２

年前に上町の一部と新仲町の一部が併さってで

きた町です。昔は、一面茶や桐の畑でしたが、市最初の区画整理が行われ、若夫婦等が住み

始め、まちみたいになってきたころ、町内会としてまとまっていたわけではないのですが、

昭和３４年に第一小学校のモデル地区として花園地区通学区と校外子供会ができました。し

かし環境は劣悪で火葬場や屠殺場があり、街灯も尐なく、材木置き場で遊んだ子供がケガを



5 

 

しそうになったこともありました。これを放っておけないという有志が、環境浄化の対市陳

情を繰り返す中で、昭和４４年に「子ども育成会」を結成しました。これは子ども「会」を

育てるだけでなく、子どもを持つ持たないにかかわらず地域住民みんなで子どもを守り育て

る大人の会として、名称も「子ども会育成会」ではなく「子ども育成会」とし、住民は原則

として全戸加入することとし、現在もそれが続いています。このような活動をする中で、相

談する集会所もない、市に要望するにも区長が両方にまたがっているという不具合もあり、

地区集会所を作ろうということから、子ども育成会が中心となって町内会独立に向かってい

ったのです。 

昭和５９年、対市陳情を重ねて確保してきた子どもの遊び場（現花園会館の地）に商業高

校長公舎が建つとの情報を得て、この遊び場や集会所建設の用地確保問題から一挙に町内会

設立の動きとなりました。関係地区全隣組単位で隣組会を開き、各組で代表委員を選出し、

この委員で「花園地区独立対策委員会」を結成し、前後８回に及ぶ委員会で討議を重ね、そ

の都度｢独立対策ニュース｣を関係各戸に配布しました（８回・各４００部）。 

新町内に入る人からは同意書を集め、その提出者で新しい町内会をつくりました。新町内

の境界のへんでは近隣との関係上入ったり入らなかったりで、必ずしも道路で区切ることは

できませんでした。こうして昭和６１年３月に町内会が発足しました。町内会費は上町や新

仲町より高くはしないという約束の下に月 250円・年間 3,000円とし、役員手当は年間 5,000

円として低く抑えました。 

 町内会発足後一貫した基本的な考え方ですが、先ず第一には、色々なことを決定するにあ

たっては集団討議の中で全会一致を原則としたことです。役員会は年１０回程度、隣組長会

は２回以上行い、総会は１０ページほどの議案書を事前に全戸配布して、例年４月にやって

いますが、いわゆるしゃんしゃん大会というわけにはいかず、提案の修正もあります。例え

ば大般若経会をはじめの頃やっていましたが、特定宗教に関わるとの異論があり、とりやめ

ました。市の依頼を受けての公園のトイレ清掃も、大議論になり、その場で俺がやるという

人も出ましたが、町内会としてはおかしいので、隣組で順番でと提案したところ、隣組によ

る戸数の違いもあり、隣組長が背負い込むのもよくない、公募ボランティアによるべしと決

定。それは「正解」でしょうが、はたして忚募者が出るかと心配しましたが、回覧板で募っ

たところ 20 名が集まりました。一年交替で出入りはありますが、年々尐しずつ増えてきてい

ます。諸会議の中身や諸連絡等はその都度 B４版の「町内会ニュース」で知らせ、最新号は

第 177号です。また必要に忚じて別にお知らせや回覧板も出しています。町内会創立 10周年、

20周年の記念誌も発行しています。 

それから大事なのは、個人の思想信条の自由を保障することです。そのために選挙で町内

会としての推薦などの意思表示はいたしません。諸々の寄附については、町内会ニュースで

その趣旨や忚募方法等を詳しく知らせて判断は各自にゆだね、寄附割当や個人別訪問等は一

切いたしません。町内会館や太鼓台を作った時もそうでしたが、いつも目標額以上に集まっ

ています。今回の伊勢神宮式年遷宮奉賛金については、特に宗教色が明らかなので、その旨

を明らかにし、拠出するしないも各自の自由として回覧板で募ったのですが、これも割当額

を上回りました。 

 そして大切なのは会員の連帯性の強化です。隣組は町内会活動の基礎単位と考え、その活

性化を期待し、隣組の会館使用料は免除しています。各種ボランティア活動はなるべく後援
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することにしており、例えば医療生協主催のミニデーサービスは、町内の人が参加する場合

には無料にしています。これは引きこもりがちな一人暮らし老人などが対象で、こうした地

域の健康づくりをやっていくということは、医療費負担の軽減と同時に国保料金の引き下げ

にもつながり、市政への協力にもなると思っています。 

 町内の独自活動としては、年２回の町内会清掃除草、植栽美化活動、夏まつり参加、町内

会盆踊り大会（平６～１４実施）などがあります。また安心して暮らせるまちづくりに大切

なことは、住民の連帯や情報の提供ですが、そのために町内全体を４地区に分けて役員の他

に世話人を置いています。今年夏に、見知らぬ男３人が町内の老人を集めて町外に連れ出し、

某所で２５万円のバンドその他の物品を見せ、お土産を持たせて家まで送り届けたと、世話

人から連絡がありました。老人の弱みに付け込んだ売込みの準備活動の疑いもあり、早速、

回覧板で注意を促したところ、被害は出ませんでした。電話での押し付けがましい通信販売

のトラブル等についての相談も受けています。悪徳商法撃退も町内会の大切な仕事でしょう。 

 市行政との連携の件ですが、市のいっせい清掃参加は勿論ですが、緑道公園の管理サポー

トも毎年一般公募でやっています。４年前の秋、町内独自の除草清掃活動の時に骨折をした

人が出ました。町内会として傷害保険もかけておらず、わずかですが見舞金をやりましたが

これですむ問題ではありません。その二ヵ月後には市の一斉清掃が予定されていたので、市

では保険をかけているだろうと思って聞いたところ、かけていないということでした。市民

が安心して参加するためにも、ぜひ市民に傷害保険をかけて欲しいと、急遽町内会三役で市

長に面談した結果、それが実現しました。今後の課題として大切なことに高齢者保護の件が

あります。花園町居住者で一番多いのは 70 歳代で、高齢者一人暮らしも多く、空き家もふえ

ています。これにはやはり隣近所の連帯・助けあいが不可欠です。また労働態様の多様化や

集団意識の低下の中で、まちづくりの困難性があり、特に若い人たちのまちづくりへの参加

や、町内のやせ細りがちな各種団体の活性化等の問題もあります。 

 最後に行政への要望ですが、募金協賛金の町内会割当の妥当性の件があります。赤い羽根

とか社会福祉協議会の負担金とか、毎年総会で問題になり、答弁に苦労しています。善処し

てほしいと思います。市の行政改革大綱には「市民と行政の役割分担を明確化にしながら市

民との協働によるまちづくり」とありますが、役割分担がどうなるかということです。例え

ば、できるだけ地区内での解決をといわれても、町内には除雪の雪の置く場所がなく困って

います。この冬の除雪の際、日曜と祝日には区長が業者と協議してとなっているようですが、

それでは困ると思います。市民のまちづくり参加は結構なことですが、互いの責任所在やそ

の限界は話し合った方が良いと思います。まちづくりには、住民間の助けあいや情報提供が

大切なのですが、それと「個人情報の保護」との関係の問題があります。保護それ自体は良

いとしても、それが独り歩きをして匿名社会が拡大している現実があり、例えば敬老会の名

簿作成も困難など、結果的に行政もこうしたことをすすめているとも思われるふしがありま

すが、どうでしょうか。 
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■食をとおしたまちづくりの取組み 

喜多方市食生活改善推進員会 会 長 立川 智恵子 氏 

 

 先ず私たちの会をご理解いただくために、会

の成り立ちをお話しします。 

 最初は、住民の栄養の向上、食生活の改善の

ために、行政より委嘱を受けて保健所で一年目

は研修を受けて、２年目から研修伝達と保健師

さんの手伝いで高血圧予防の味噌汁や調理の

お手伝いをする研修制度がありましたが、これ

は１期２年の期間で活動の継続にはつながり

ませんでした。 

 その内に喜多方保健所が合併することにな

り当時の保健所の次長さんが各行政に働きかけて下さり、管内の食生活改善推進委員会はボラン

ティアの会として平成２年に設立され発足しました。 

 しかし地域の方にはなかなか会の名称は覚えてもらえませんでした。それでも会員育成事業は

行政によって行われておりましたので、年々会員は増加しており、会の知名度も上がり、地域の

健康意識の高まりもあって、地域の方が活動に関心を持たれるようになりました。 

 その頃には念願であった管理栄養士も市役所に配置され、母と子の料理教室、減塩食、高齢者

向けや糖尿病予防食などの研修伝達と幅広い活動ができるようになりました。 

 そのような活動でボランティアの会として１５年が経過し、平成の合併が始まり、５市町村の

食生活改善推進員会も合併に向けて代表者会議を重ねながら、色々と活動をしていく上での取り

決めをいたしました。 

 名称は、喜多方市食生活改善推進員会とし、５市町村の会は地域名にグループをつけることと

しました。５年の間、地域活動は従来通りとして継続し、交流を図るために栄養士の指導の元に

合同の研修をすることとし、平成１８年４月１７日に設立総会を開催。会員２５４名で新しい喜

多方市食生活改善推進員会が発足しました。 

 同じ目標で活動していた隣同士の会なのに地域によってそれぞれ特徴のある活動をしていたこ

とに改めて気づかされ、お互いの理解を深めていくためにも合同研修をして、同じ献立を地域に

伝達することによって一体感をもってもらうこととしました。研修伝達の他にイベントへの協力

が多くあり、内容によって担当するグループを決めて対忚することにしております。 

 その中でも市民健康福祉祭は私たちの活動を理解してもらうための場所として、各グループに

よる活動を写真パネルにして紹介、グループ代表によるヘルシー料理の展示、レシピの配布など、

グループの熱意が出ていて、見ごたえがありレシピの豊富さにも食改員の底力が見えたようでし

た。 

 市民の方からの反響もよく、料理は身近な食材で作られているので、試食があればなおよかっ

たという反省をふまえて、展示品の試食でなく、喜多方市が推奨している「えごま」を豆腐だん

ごにからめて、食改こづゆと一緒に提供し、大変喜んでもらいました。 
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 えごまは昔食べていて懐かしいと言われる方

やヘルシーなおやつと興味をもってもらえて、展

示品や試食提供をした会員にとって嬉しい反忚

で、次への意欲をもてたのではないかと思います。

農業祭には、えごまクッキー、えごま和えを提供、

試食してもらいました。 

 このようにして初めての合同研修や事業イベ

ントへの協力は何より食改員のおもてなしの笑

顔が喜んでもらえたのだと思っております。 

 それが知らず知らずの内に仲間づくりが出来て和やかな雰囲気が生まれ、親睦が深まりつつあ

ると感じさせられております。 

 そして昨年度は初めての合同研修、活動でしたので、全会員に理解を深めてもらうために「活

動記録集」を手作りで作ることになりました。 

 理事が役割分担し、表紙はマークを付けることとし、緑豊かな蔵の町喜多方市、その中で食生

活改善推進員が互いに支え合い活動していくイメージがデザインされ、これからの会の方向づけ

を示したものとなりました。 

 これからも一層の会員交流を図るために、研

修の運動実技と合せ「ミニ運動会」を開催しま

すので、競技するのも忚援するのも楽しみなが

ら交流を図りたいと思います。 

 さて毎月１９日は食育の日ですが、日常の食

生活をふりかえってみる日になっております

ので、ご家族で話し合ってみられるのもよいの

ではないでしょうか。 

 私たちは、子供から高齢者まで生活習慣病を

予防しながら心身ともに健康で長寿社会を過ごすための食生活を実践できるような地域づくりを

目指しています。 

 良い食習慣によって健康な身体を作る力をつけてもらうために親子食育教室、子ども料理教室、

中学、高校生対象のヘルスサポーター育成事業、男

性の料理教室、在宅介護食ボランティア教室、郷土

料理教室等、必要な知識と技術を習得する研修をし

て、地域に伝達していますが、伝達するための研修

回数が増えてくると、交通手段の上で地域によって

会員に負担がかかるのは問題の一つだと思います。

また合併直後で今のところはさほど大きな変化は感

じられませんが、５年後の組織編成の時の役割分担

をしてもらえるリーダーの発掘と養成が課題となっ

てくると思われます。 

 そのためにも親睦を密にして話し合いをしていかなければならないと思っております。 

 そしてこれからの活動としては、先ほどあげた活動はもちろんですが、昔から、母から娘へと
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伝えられてきた郷土食は先人の知恵が生かされてきたものとして、次世代へつなげていきたいと

思っており、郷土料理は身近な食材を使って作られた地産地消で安全、安心の食としても伝えて

いかなければならない活動と捉えて推進していきたいと思います。 

 これからも地域の方に食育の大切さを伝達しながら活動を進め、行政と共に私たちの会のスロ

ーガン「私たちの健康は、私たちの手で守る」こと、自分から家族へそして地域へと波及するこ

とが「食をとおしたまちづくり」の取り組みの一つと考えております。 

 私が食生活改善に関心を持ったのは基本健診で主人が高血圧、私は高コレステロールという結

果が出て保健師さんから指導を受けたことから、食について考えさせられたことがきっかけとな

り、研修に参加したことが始まりでした。 

 皆さんの中に関心を持たれる方がありましたら是非参加をお待ちしております。 

 最後になりますが、私の願いは、私たちの料理教室に参加された中から行政の栄養教室を終了

され私たちと一緒に活動される方が多くなることです。 

 そしてこれからも「明るく楽しく、ちょっとだけ頑張って」と先輩より教えられた合言葉で、

年齢制限のない活動を会員とともに「食をとおしたまちづくり」に幅広く関わりながら、食育活

動で頑張りたいと思います。 

 

 

■「まちづくりＮＰＯの取組み」 

ＮＰＯ法人まちづくり喜多方 代表理事 江花 圭司 氏 

 

 昨日、まちづくり喜多方のＮＰＯの登記が終わ

ったばかりです。登記しようと思って法務局にい

ったら、喜多方市に法務局は無くなっていました。

それで大変でした。 

 ＮＰＯ法人は、行政と民間のすきま産業を法人

化してそれを収益として続けていくものです。法

人組織で登記は会社と一緒です。最初はゼロ円で、

やる気があればできます。僕もやる気はあったの

ですが、登記に関しては自分でやって苦労しまし

た。喜多方市に法務局があったので、相談できました。今回は、月曜から今日まで毎日若松に通

いました。 

 こうしてＮＰＯ法人が環境ストレンクスからまちづくり喜多方に生まれ変わったばかりです。 

環境ストレンクスの時代にベロタクシーを始めて早３年が経ちました。最初は会津若松で走ら

せようかと思ったのですが、会津若松では受け入れてくれなかったことと、自分が喜多方市の出

身だったので喜多方市で始めました。しかし大きな壁がありました。一番は、福島県の道路交通

規則でした。これは関わった皆さんのお蔭で、改正することができて運行できるようになりまし

た。 

 ベロタクシーを運行するというより、基本的にはおもしろいコミュニケーション・ツールだな

というと思いが根底にありました。馬車の業務を受けるということも話があればやっていたかも

しれません。基本的にベロタクシーにひかれたのは、形もありますが、一番は隙間だからです。
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３年間やってわかったことは、一つは、初めて会った人と１時間から２時間ずっと話ができる職

業を皆さん頭に思い浮かびますか。他のサービス業をみても、同じお客をずっと相手にする仕事

は他にはなかったと思います。１時間、２時間ずっと話を客と話すことにより、アヒルが卵から

かえると親と思ってずっと付いてくるのと同じ様に、初めて会う方が、お手紙を送ってくれたり、

お土産を貰ったり、喜多方市のリピーターになったりといった例がかなり多くなります。これは

まさに行政と民間の隙間だなと思いました。 

 毎日続けることにより、外からの情報と内からの情報がよくわかるようになりました。３年間

やってわかったことは、外からの方は喜多方市を好きになってもらう、リピーターになってもら

えるよう、１時間も、２時間もプロモーションができることです。 

 地元の方々には、毎日走っていると知り合いができます。コミュニケーションが生まれて、地

域の方と楽しい会話ができるようになりました。 

 環境ストレンクスはベロタクシーを走らせることにより人、まち、環境づくりをすることが目

的でしたが、今回の５月１３日の総会によって、ベロタクシーを走らせるだけではなくて、そう

いう色んな情報を全市に発信できる、ネットワークを共有できる組織として活躍していこうとい

う思いのもとに、ＮＰＯ法人まちづくり喜多方として７月に県に認証を出しました。ＮＰＯ法人

は認証を出してから４カ月もかかります。縦覧期間があってその後に県知事のハンコが捺される

のです。認証書が１１月１日に届きました。 

 こうして気軽にではありませんが、県のホームページから情報を引っ張って来て何とかＮＰＯ

法人を立ち上げることができました。 

 市民参画と協働の取り組みということですが、民間で

行政と民間の隙間でＮＰＯをどんどん立ち上げて自分た

ちで収益を出すことによって、行政主体ということでは

なく、頼る時には頼りますが、どんどん前へ進んでほし

いということが協働の取り組みだと思います。 

 今回初めて

まちづくりの

協働で取り組んだイベントが、くらはくというイベント

で 10 月に行われました。これは喜多方蔵のまちづくり

博覧会と申しまして、大きくはイベント性のあるもの、

社会実験とコミュニケーションという三つの柱があり

ます。 

 先ず「くらにわ」社会実験ということで、町の中にこ

ういう癒しの場、休める場があったらいいんじゃないか

ということで行いました。 

もう一つは「まちづくり展」で、蔵のまちづくりとい

うことで、今まで東京大学都市デザイン研究室で調査し

てきた７年間の成果を市内三つの会場に展示してもら

いました。市で保管していますので、展示する場所があ

れば展示してほしいと思います。 

 社会実験の一環で、観光協会で行ったのが、おもてな
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しの花小径です。市内に殺風景なところがある、雑然

としたところが多いところを、緑町、小荒井と小田付

をつなぐ、昔からの江戸時代からの道に花を飾り、日

よけ、ベンチを置いて観光客の誘導を図りました。ま

たくらはくベロツアー、蔵カフェ・蔵バー、小田付・

夜の幻灯会なども行いました。 

 まちづくり語り合いは各分野から第一夜から第４夜まで、「訪れる人の思い、迎える人の思い」

などものテーマ毎に語り合いを行いました。もし、

町の中心部に 12 階建てのマンションができたら喜

多方の景観はどう変わるかなども話し合いました。 

 こういう話し合いで分かったことは、極普通に暮

らしていますが、この喜多方というのは生活の一部

にまぎれて、他の地域にはない歴史的、文化的遺産

が数多く残っていることです。祭りの伝統や郷土食、

農業の歴史もありこういうものをひっくるめると、

喜多方はすべてのあるまちだと思います。蔵は合併

して 4300 と言われますが、それくらい蔵が建てられる地域というのは、それだけの魅力があっ

た、資産があったのであり、喜多方はなるべくしてなった、昔は豊かだった。なぜ豊かだったか？

なぜ流通の拠点だったのか？それを最近忘れかけている皆さんもいるのだと思います。 

 これを再発見すれば、喜多方は他にはないすべてに恵まれた地域になっていけるのではないで

しょうか。 

 今まで歴史的文化的遺産を生活の場から見ていた皆さんがいますが、そうした人はすべて観光

客を歓迎するわけではなくて、一時期やはり閉ざした時期があったと思います。観光に根差した

まちづくりをやるのか、歴史・伝統・文化が、生活者が豊かになれるまちづくりをやるのかです

が、まちづくり喜多方は、どちらかというと生活者が豊かで歴史と文化を生かしたまちづくりを

やれればと思っています。これをやれば必然的に観光客もそういう町だということで喜多方市に

入っていだけるように、迎える方も民間の方もおもてなしの心でやさしく観光客を取り囲んで、

マナーを良くさせる、お客様としての観光客のニーズに忚えられるということで外貨獲得につな

がるのだと思います。  

また、それに付随して歩行者、交通量調査を行い、観光客、地元の方々にアンケート調査をし

たところ、お休みどころに何が欲しいですかとの問いに、ベンチが一番でした。ベンチは社会実

験の後も残していますが、座るところがあると井戸端会議も始まるということです。社会実験を

行って喜多方の新たな可能性が報告書としてまとまっています。 

 ２月３日には、くらはくの結果、喜多方市の歴史的遺産を生かしたまちづくりについてのシン

ポジウムを行うことにしています。このシンポジウムにも、また、生まれ育ったまちを良くして

いくのにも皆さんにご参加が必要ですので、ご多忙中とは思いますがどうぞご参加くださいます

よう、よろしくお願いいたします。 
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質疑応答 

 

江花 行政への質問ですが、市の方でこういうＮＰＯに立ち上がってほしいとうものは何かある

でしょうか。 

司会 総合計画では具体的に述べていませんが、既存の任意団体、公益事業をしている団体があ

ります。こうした団体のしっかりした運営を考えると、ＮＰＯになって自立することも大切

だと思っています。企画政策課で言うと、ボランティア支援センター、サポートネットワー

クがあります。スタートして５年になりますが、活性化する取り組みとしてＮＰＯ化を検討

してもらっています。 

市長 任意団体だと足場がしっかりしていません。ＮＰＯという法律に基づいた法人にするのは

活動をしっかりさせることになると思います。グリーンツーリズムサポートセンターや観光

協会もＮＰＯになれば行政的には支援しやすくなります。公が支援することが世の中の人が

是認することにつながるのでやりやすくなります。市民協働・参画の推進になると思ってお

ります。 

(会場から) 今井先生へ。夕張市破綻の前段に炭鉱の閉山で地域経済が崩壊して引き金になったと

思います。財政破綻の背景はどうなんでしょうか。志木市、三鷹市では、サラリーマンで同

じ経済基盤の方で、意識も共有化できるのではないでしょうか。それが市民ごとに違う、労

働態様の影響もあるとの話もありますが、地方にあっては克服が難しいと思います。志木市

と同じに語るのは難しいのではないでしょうか。 

今井 確かに町全体に経済的構造的原因があったのは事実だと思います。人口は１０分の１にな

っているのですから、前と同じことをやっていては駄目なわけです。ただそれだけではなか

ったと思います。それに対する行政の対忚がうまくいかなかったというのもあります。観光

でやろうとしたのですが、それで前の前の市長は当時評価されていましたが、今はそこに問

題が指摘されています。当時は見えていなかったのですが。町によって環境が異なるのでそ

の町なりのやり方が必要です。志木市、三鷹市は住宅都市なので主にサラリーマンです。昼

間は主婦がいて、そういう人に力があります。しかしそれだけではなく、長い蓄積がありま

す。その間、試みを繰り返してきた努力の結果です。積極的に関わっていたということです。

両市にも高齢化など問題はあります。サラリーマンにも定年があります。住民税が入ってこ

ないことになります。 

(会場から) 今井先生へ。市民参画と協働の上で議会の役割は何ですか。合併で広域化しており、

都市とは異なり、参加が困難な山間部もあります。２０３０年になっても暮らしていける地

域を作ることが大事ということですが、限界集落もあり、どんなところでも暮らしていける

まちづくりは難しいと思います。どのようにお考えですか。 

今井 夕張では、91 年にこの問題が議会で議論されています。財政再建団体になるしかないとい

う意見もありました。しかし市長が言うからいいかなって、取り返しのつかないことになっ

てしまいました。議会は首長との緊張関係が必要です。 

   山間部の人の方が、近隣関係があり、顔見知りなので、条件としては期待できると思いま

す。厳しい面もありますが。平地の町内会も高齢化している状況があります。 

   限界集落は最大の課題で、誰も解決できない課題です。人口構造はどうしようもないこと

で、すぐには解決できません。皆でカバーするしかありません。力のある人が手を貸すこと
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です。どこかから人や金が来るわけではありません。助け合って生きていくことです。誰か

が働きかけて、今から仕組みを作ることです。 

市長 立川さんへ。食改は地産地消を奨励していると思いますが、これまでは病気予防の視点が

強かったが、これからは、アンチ・エイジング、年を取らないような食生活を考える時代に

なってきた、それから野菜についても、西会津の様にミネラル分を多く含んだ野菜を使うと

か、できたものを使うだけではなくて、生産者に、生産の段階で食改からものを言うのも必

要ではないでしょうか。 

立川 年をとらないのは大変ですが、野菜は、農家の方でも化学肥料を使わないとか、会員の方

でもやっています。会員の中でご指導を頂きながら、野菜について研修してから地域に波及

させたいと思います。 

満田 助け合い、連帯が大事ですが、個人情報保護に引っかかります。敬老会の名簿を作るのに

も手間です。名前が載っていないので死んだのかという話が出たというような冗談めいたこ

ともあります。行政で必要な部分とそうでない部分区別して、まちづくりではお互いに知り

合うのが大事ですが、匿名社会が進行しているので。 

長谷川総務部長 過剰な反忚をしている時代趨勢もありますが、行政としては情報を守るスタン

スです。同意をもらって収集しているところもあります。努力していただきたい。行政から

個人情報は発信できませんので。 

(会場から) 今井先生へ。行政再編については先に話しがありましたが、政策再編にはビジョンが

必要ではないかと思いますが、その構築はどうすればよいでしょうか。 

今井 市の基本計画がまさにビジョンです。これをどう作るかということですが、できるだけ多

くの人が参加して合意を作ることがポイントになります。その時、単に要望を求めれば、要

望は積み重なるだけなのでどう整理するかが重要です。それが再編ということになります。

市民にも経営、会計のプロもいるでしょう。そういう人の意見もふまえた議論のプロセスの

なかで再編になるのではないでしょうか。 

 

 

■シンポジウムのまとめ 

福島大学行政政策学類 教授 今 井 照 氏 

 

先ず報告のあった３つの活動について敬意を表したいと思います。 

今日お話し頂いた方は市に関係のある人が多いと思います。しかしまちの中には沢山の活

動があると思います。実は何年か前に喜多方市の市民活動のグループを聞き取り調査したこ

とがあります。役所には見えていないかもしれませんが、市とは関係なく活動をしている人

が沢山いることを、先ず共通の理解にすべきです。 

満田会長から、そもそも行政と市民活動の役割分担は何かというお指摘がありました。市

民参加の背景には財政的課題もあると思います。市民活動をしている側からすると、財政が

厳しいから行政がやっていることをやらされるのではないかと、警戒感があると思います。

それは動機としてはあると思いますが、それは決して目的ではありません。役所が楽になる

ために協働するのではありません。勘違いしないようにしなければなりません。 

個人情報は重要な点です。５０年間で変わってきたことです。個人情報を役所は強制的に
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集めています。行政が私たちのありとあらゆる生活に関わってきています。その情報の管理

は厳しくしてほしいと思います。５０年前なら、住民も昔は自分たちで名簿を作っていたと

思います。市民活動の側も努力が必要です。役所ももう尐し鍛えなければならないのですが、

そういう動きにつながっていくと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


