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第１１回 廿日市市協働によるまちづくり審議会 要旨 

 

 １ 日時：平成 27年 11月 4日（水）15：00～17：00 

 ２ 場所：廿日市市市民活動センター ２階第３研修室 

 ３ 出席委員：11人（50音順） 

青柳康夫、飯田知矩、伊藤里美、加治実穂、後藤正治、玉木智佐斗、益本住夫 

三浦浩之、三浦義晨、吉村佳子、吉本卓生 

   欠席委員：4人 

市：4人 

    事務局（協働推進課） 

    小田豊、光井栄造、宮川佑介、香川佐織 

   傍聴者：10人 

 

（次第） 

 １ 開会 

 ２ 課長あいさつ 

 ３ 事例紹介 

  （１）廿日市地区まちづくり協議会 

  （２）地御前地区自治会 

 ４ 質疑応答 

 ５ その他 

 ６ 閉会 

 

（当日配付資料） 

・ 次第 

 ・ 廿日市地区まちづくり協議会発表資料 

 ・ 廿日市市協働によるまちづくり基本条例の概要 

 ・ 記録メモ用紙 

 ・ 第 3回まち塾チラシ 
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１ 開会  ２ 課長あいさつ                                                    

〔協働推進課長〕 

・ 本日は、事例研究ということで、２つの事例をみていただく。事例を紹介してくださる、廿日市地

区まちづくり協議会の方々、地御前地区自治会の方々には本日のご協力に心から感謝申し上げる。 

・ この事例研究の趣旨は、各地区で取り組まれている市民主体によるまちづくり活動の状況や、市民

センター・市民活動センターなどのまちづくり拠点機能の状況を把握し、今後の協働によるまちづく

りの取組に生かしていきたいというものである。 

・ 今後の取組への反映に当たっては、本日の事例研究以外にも市民へのヒアリングや職員アンケート

なども実施し、協働によるまちづくりを進めていくためのルールブックである条例が実際に機能して

いるか、また、市は条例に掲げた責務を果たしているかなど、これまでのものを評価した上で行って

いく。 

・ 委員の皆様方におかれましては、以前からこの審議会に関わっていただいている方、今年度から新

たに関わっていただいていた方とでは、条例そのものに対する知識や関わり方が違うため、現状と条

例の機能について判断に差が出るかと思うが、現状を聞いた中で、それぞれ、率直に感じたことも含

めて意見をいただければと思う。 

 

３ 事例紹介                                                               

（１） 廿日市地区まちづくり協議会 

   廿日市地区における「地域包括ケアモデル事業」の取組について、廿日市地区まちづくり協議会

会長竹中氏と担当副会長田丸氏に紹介いただいた。 

内容は、別紙発表資料のとおり 

 

（２）地御前地区自治会 

     地御前地区における「Team Jigozen（チームじごぜん）」の取組について、地御前地区自治会町

連事業部部長藤咲氏と地御前市民センター米原専門員に紹介いただいた。 

   内容はマンスリーDVD「ささえあいのまちづくり～Team Jigozen（チームじごぜん）～」

（https://www.youtube.com/watch?v=Y5UhTqt_6vU）を参照 

 

４ 質疑応答                                                              

 ２グループに分かれ、事例紹介を受け、審議会委員がさらに聞きたいことについて、事例紹介者に質

疑した。内容は、別紙「事例研究における質疑応答」のとおり 

 

６ 閉会                                                                 

〔会長〕 

これまで協働によるまちづくり審議会では、資料を見ながら議論していたが、今日は濃密な２時間で

あり、見えなかったことがだいぶ見えた気がします。市民の方がどういう思いでかつ小津しているのか

そこをやはりしっかり生かすようにしていかないといけないでしょうし、そのためにいかに条例を活用

していくかという面で我々は考えていかないといけない。今回話していただいたみなさんの動きをしっ

かり支えられるような審議会になっていけるよう頑張っていこうと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=Y5UhTqt_6vU
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第１１回廿日市市協働によるまちづくり審議会（平成２７年１１月４日開催） 

事例研究における質疑応答 
 

■ 廿日市市地区まちづくり協議会 地域包括ケアモデル事業 

 質問 回答 

第２章 協働によるまちづくりの基本原則等 

 第３条 基本原則 

 P4 ・住民への取組の浸透はどうか。今まで

行政が行っていたことをなぜ地域が突

然やり始めるのかなど、地域の反響はな

かったか。 

 

・新しいことを始めることに戸惑いを感じてい

る住民は多くいると思う。「自分ごと」として意

識してほしいので、取組の動きをこまめに情報

発信・共有していく。 

・自分自身も（これからの地域包括ケアは地域

主導が必然で、行政主導の現状に対し）是正し

なければと思っていた。まだ十分ではないが、

「福祉の会」「サロン」を通じて手ごたえを感じ

ている。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

第５条 市の責務 

P5 ・市と地域、役割分担はどうなっている

か。 

 

・このモデル事業においては、進行は主に地域

（まちづくり協議会）が行い、具現化に向けて

は社会福祉協議会と協力しながら取り組んでい

る。市には大所高所から助言してもらっている。 

・円卓会議をする際はコーディネーター役が必

要になってくるが、議論の駆け出しは一般的に

市が担うのが望ましいと思う。地域が担うとし

ても、地域・社会福祉協議会・市の連携協力は

大変重要で情報共有は常に行う必要がある。 

・五師士会という専門職団体とのつなぎなどは

市に援助してもらいたい。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

  ・五師士会への働きかけについて、どの

ような理由で市の援助は必要なのか。 

・日頃から五師士会とやりとりのある市の福祉

関係の部署からアプローチしてもらったほうが

スムーズにつながりができると思う。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

・円卓会議に参加してもらうだけでなく、指導

してほしいと思っている。 

（高齢介護課） 
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第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第１節 特性を生かしたまちづくり                

 第７条 地区、地域及び市域におけるまちづくり 

 P7 ・今後は地域が自立していくことも考え

ていかなければならないが、どうか。 

 

・少しずつ、変えていかなければならないと思

っている。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

  

・自団体で傾聴ボランティアの養成に取 

り組んでいるが、そういったサロンで活 

動できればよい。 

 

・市では、認知症の人や高齢者の話し相手など

をする「やすらぎ支援員」を設置している。地

区の民生委員には話せないことも（関係が近す

ぎて、話すことができない。）、他の地区の民生

委員なら話せることがあるので、地域外の人の

かかわりもよいと思う。社会福祉協議会を通じ

て、サロンと傾聴ボランティアがつながればよ

いと思う。 

（高齢介護課） 

 

・市民センターはどのような役割がある

のか。コーディネート機能は果たしてい

るか。 

 

・市民センターの職員は福祉の会など、参加者

として会議に出てくれている。その場その場で

臨機応変にいろいろな役割をしてもらってい

る。このモデル事業のコーディネートは、基本

的に廿日市地区まちづくり協議会が担ってい

る。連絡・調整の面では、全員一斉にメール送

信できればよいが、ＦＡＸ、電話等まちまちな

ので手数がかかり、苦労している。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

 ・お茶べりサロンは元々何をしていると

ころなのか。 

 

・高齢者が一人で閉じこもっていないで、集ま

っておしゃべりしようという場である。ボラン

ティアがサロンのメニューを考えて、簡単な食

事をみんなで作ったり、折り紙などをしたりし

ながら、おしゃべりをして時間を過ごしてい

る。それとは別に月に一度、介護予防を目的と

したメニューを追加したのが今回発表した「健

康サロンあゆみ」のケースである。みんな楽し

みながら、脳トレ・体操などを取り入れている。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第２節 情報発信による信頼関係づくり 

 第９条 情報の発信及び共有  

P10 ・住民への情報発信はどういった形で行

っているのか。 

 

・地区の情報紙「くすのき」や市民センターだ

よりで報告していきたい。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 
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第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第３節 人づくり 

 第１０条 まちづくりに関わる人材の育成 

 P11 ・自立的な運営は可能か。 ・元気な高齢者が高齢者を支援するのも一つの

手だと思う。 

・将来的にはコミュニティビジネスも考えてい

きたい。高齢者の場合、小遣い程度でも対価が

あれば動機づけ・介護予防にも繋がるのではな

いか。 

・楽しく元気になること、スタッフも取組が生

きがいに感じてもらうことが大切だと思ってい

る。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

・日本人の性格なのか、無償で何かをお願い 

しにくい。少しお金を払ったほうが、頼みやす 

いので、そのような環境をつくることが必要だ 

と思う。 

（高齢介護課） 

 

 第１２条 まちづくりリーダーの育成 

P13 ・人材の確保、発掘が条例で謳われている。

発表の中で、「共同主導者」という言葉があ

ったが、多くの人を巻き込むために工夫し

ていることはあるか。 

 

・企画立案に当たって、３人よれば文殊の知

恵ではないが、最低限はそれくらい提案して

いく構図が望ましいと思う。今は社会福祉協

議会と一緒にやっているが、いつまでも頼る

のではなく、人材の確保・発掘に努めていか

なければいけない。新しいことをやっていく

なかで、総人員の２～３％が協力者・指導者

として、経験上必要だと思っている。共同主

導者というのはそういった意味である。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

第１３条 人材を見いだす活動 

P14 ・若い世代は、地域福祉の取組にかかわっ

ているか。 

 

・福祉の会（高齢者福祉、介護予防の視点）

については、現在、かかわっている若い世代

は少ない。 

・もちろん地域福祉の視点では、若い世代の

参加は重要で、参加しやすい雰囲気や土壌を

つくっていかなければならない。例えば、地

域の夏祭りやクリーンアップ作戦等は青少年

部の活躍の場と考えている。また、伝統文化

の継承も重要な視点で、現在、廿日市小学校

児童を中心とした和太鼓クラブ（教室）設立

に向けて動いている。子どもが参加すると保

護者への関心も高まる。こういった切り口も
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有効と考える。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

 ・高齢者でない人にとっては、（今回地域包

括ケアモデル事業に地域と取り組んでい

る）社会福祉協議会などよりも町内会や市

民センターのほうがなじみがあると思う

が、そことの関わりはどのようになってい

るか。 

 

・まちづくり協議会には７事業部あるので、

若い人も多様な形でかかわっている。もちろ

ん中央市民センターの職員もかかわってい

る。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

 ・吉和地域では、福祉座談会という組織を

昨年度立ち上げたが、人材確保の面で課題

がある。よい案があれば教えてほしい。 

・参加される方も高齢者、世話をするスタッ

フも高齢者が多いというのが実情で、後期高

齢者の人もいる。 

高齢者には「時間」や一生懸命働き培った

「知識」、「人間関係」があるが、リタイア後

の「生きがい」が不足しているので、元気で

体が動くなら、サロンのスタッフとして活動

してほしい。 

若い人の参加促進はなかなか難しいと思う

が、高齢者も含め何かお手伝いすることよっ

て、地域の役に立っているということが生き

がいにつながればよいと思う。さらにもう一

歩すすめ、コミュニティビジネスとして、い

くらか小遣い程度のものが出せるようになれ

ば、面白いのではないかと思っている。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 

 

 ・実行するには若い世代、特に３０～４０

代が確保できなければ続かないと思う。 

地域は、住んでいない人から見たときに

ここに住みたいと思ってもらえるようにな

らなければいけない。若い人をどのように

集めるか、どのように外から呼び込むか考

える時に、地域の住民だけで考えていては

いけない。客観的に地域を見てもらう機会

があればよいと思うが、どうか。 

・一つの考え方として、他地区との比較も含

めて地区の現状態（平均年齢・高齢化率等）

を示し、知ってもらうことや、若い人が参加

するための動機づけとなる特色がないといけ

ない。何か特色を見つけて、ナンバーワン、

オンリーワンになるという切り口で目指して

いけば呼び込むきっかけになると思う。 

（廿日市地区まちづくり協議会） 
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■審議会委員からの意見（地御前地区自治協議会 Team Jigozen（チームじごぜん）） 

 意見 回答 

第２章 協働によるまちづくりの基本原則等 

 

第５条 市の責務 

P5 ・市と地御前地区自治会で、役割分担はど

のように持ち分けながらやっていたのか。 

 

・ワークショップ参加の呼びかけは地御前地

区自治会が行った。依頼文の作成など事務的

なことは市民センターがしていたが、明確な

役割分担はなかった。センター職員として、

この人に言えば、これはやってくれるという

のがなんとなくわかってきた。 

住民同士お互いに言いたいことが言えない

とうまくいかない。そういう意味ではセンタ

ー職員が、ずっと地御前地区にいてくれたら

よいが。 

「働 はたらく」という文字、“はた”の人

を“らく”にするという意だと地御前地区で

言われている。センター職員のお陰で私たち

はラク。そういった支え合いがお互いできれ

ばいいと思う。 

（地御前地区自治会） 

 

第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第１節 特性を生かしたまちづくり                

 第７条 地区、地域及び市域におけるまちづくり 

 P7 ・地区のコミュニティとの関わりはあっ

たのか。 

 

・地御前地区では地区コミュニティの呼び名

を“地御前地区自治会”としている。このワ

ークショップは地御前地区自治会の主催で開

催した。 

・最初は平成２６年の１２月の自治会の役員

会で、ワークショップを提案した。市役所か

らも社会課（現福祉総務課）が説明に来ても

らったように記憶している。予算的な面で社

会課が支援してくれた。そこで役員の了承を

経て、開催に至った。 

まちづくりは今回だけではない。過去に会議

の参加者の方から「会議は終わったけど、私

たちの住民にとってそれがどう役立ったの

か」という疑問、宿題をいただいていた。ど

のような形なら次につなげられるか。それを

考えていた。 

（地御前地区自治会） 
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第８条 円卓会議 

P9 

 

 

・ワークショップの周知について、どの

ように声かけをしたのか。 

・自治会に８つの部門があり、それぞれが声

をかけた。また、民生委員児童委員や地御前

地区自主防災会、JA広島総合病院などにも声

をかけて参加してもらった。 

また、公募でメンバーを募集した。市民セ

ンターだよりや回覧板により周知を行い、公

募で５人集まった。車椅子の人にも参加して

もらい、多様なメンバーとなった。 

（地御前地区自治会） 

 

 

 ・町内会長の負担が大きいため、役割を

細かく分けて負担を軽減したとのこと

で、自分の地域でも、町内会長の仕事が

多く、民生委員も大変という話が出たが

どう思うか。 

・他の地域の取組を知ることが必要だと思

う。自分の地域の活動の参考になる。知ると

いうことでかなり負担が軽くなると思う。 

・高齢化はマイナスではなく、プラスだと思

っている。それだけ地域の達人がたくさんい

るということである。 

（地御前地区自治会） 

 

 ・このワークショップをどのように将来

につなげようと考えているか。 

 

・広島県共同募金会からの助成金などを活用

したい。自治会はお金がないため、このよう

な制度を活用して、８つのプロジェクトを進

めていきたい。 

（地御前地区自治会） 

 

 ・今回のワークショップの目指す先は何

か。 

 

・地域の将来への危機感から始めたことでは

なく「子どもたちに残したいまち、このよう

なまちになればいいな」をみんなで考えるき

っかけになればいいと思い、実施した。 

・固い頭ではよいアイデアが出ないので、楽

しい時間、活動になるようにしたい。 

・意識を変えることは難しい。環境から変え

ていきたい。 

（地御前地区自治会） 

 

 今後はどのような予定なのか ・ 自治会のバックアップを得て実践してい

く。部活のイメージで進めたい。 

・平成２８年３月までに、プロジェクトの実

現に向けて団体をマッチングする予定であ

る。市の担当課にも呼びかけて、連携につな

げたい。 

（地御前地区自治会） 
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 ・どのような環境にしていくのか。 

 

 

 

 

・気軽に話し合い、参加できる環境にしたい。 

 楽しく、住みやすいまちになると、大人に

なったときにまた帰って来てくれると思う。 

（地御前地区自治会） 

 

このワークショップでは地区外の人の参

加はあるのか。 

 

JA広島総合病院や、日本赤十字広島看護大学

にもかかわってもらいたい。広島修道大学の

学生も来年以降プロジェクトの会議にかか

わってもらえればよいと思う。 

（地御前地区自治会） 

 

第１３条 人材を見いだす活動 

P14 ・新たな人の活用（広がり）幅はあるか。 ・継続していくことが大事と考える。その中

で広がりがあればよい。 

（地御前地区自治会） 

 

 

 

 

 


