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 廿日市市協働によるまちづくり審議会 第 12回会議 会議録 

 

 

 1 日時：平成 27年 12月 15日（火） 19：00～21：20 

 2 場所：廿日市市市民活動センター 2階第 2研修室 

 3 出席委員：14人（50音順） 

青柳康夫、飯田元矩、伊藤里美、岩藤綾子、加治実穂、後藤香代子、後藤正治 

玉木智佐斗、佃祐世、槇本知則、益本住夫、三浦浩之、三浦義晨、吉村佳子 

   欠席委員：1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 

 

（次第） 

1 開会 

2 会長あいさつ 

3 議事 

(1)協働によるまちづくりの進捗に係る総合的評価について  

 ア 条例「前文」「第 1章」「第 2章」「第 4章第 4節」の内容について 

 イ 条例「第 4章第 3節」の内容について 

ウ 条例「第 4章第 1節」の内容について 

 エ 条例「第 4章第 2節」の内容について 

4 その他 

  (1) 事務連絡 

5 閉会 

 

（配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 第 12回配席図 

 ・ 資料 1  協働によるまちづくりの進捗状況に係る総合的評価シート（事前送付） 

・ 資料 1-1 総合的評価シートの見方（事前送付） 

・ 資料 2   協働によるまちづくりに関する職員アンケート調査（速報）12月 7日更新 

（事前送付） 

・ 資料 3   協働によるまちづくり審議会における意見と回答（第 5回～第 9回）（事前送

付） 

・ 資料 4  協働によるまちづくり推進計画 進捗状況一覧表（案）（事前送付） 
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1 開 会 2 会長あいさつ                             

〔会長〕 

今回の協働によるまちづくり審議会（以下「審議会」という。）は、これまで取り組んでき

たことを振り返り、それを評価するという回である。これまでの会議の中で、折に触れてご意

見をいただき、前回は実際に活動している方の状況を聞き、それらを踏まえて事務局も案を作

っている。これを見ながらどう評価をするというのが、次の段階につながっていくので、しっ

かりした評価を行い、次の方向性を今回の会議を通じて見出せていけたらと思っている。よろ

しくお願いする。 

 

3 議事                                        

(1)協働によるまちづくりの進捗に係る総合的評価について 

〔事務局〕 

 まず本日の進め方をお伝えする。協働によるまちづくりでめざす方向性や、基本原則という

ものは一定の期間普遍性を持つ。活動支援策など推進のための「仕組み」については、まちづ

くりの状況に合わせて変えていくということにしている。今回は、その「仕組み」の部分につ

いて、平成 24 年度から取り組んできたものを評価していただく。また次回以降は、今回の審

議内容に基づき、全体についての評価をして、廿日市市協働によるまちづくり基本条例（以下

「条例」という。）の見直しの必要性と次期廿日市市協働によるまちづくり推進計画（以下「推

進計画」という。）案について審議をしていただく。本日は、事務局から事前にお配りしてい

る案に対してご意見をいただきたい。 

 評価シートの見方について説明する。一番左側の「計画当初（平成 24 年度）の状況」は、

条例市民検討委員会の中でまとめた素案から抜粋をしている。「めざす姿を実現するまでのス

テップ」は、平成 24 年度からの推進計画に記載されたステップの部分を載せている。その右

の「現状」は、「廿日市市総合計画まちづくり市民アンケート（以下「市民アンケート」とい

う。）や「条例検討市民委員ヒアリング（以下「市民委員ヒアリング」という。）」などから抜

き出している。最後に「評価」は、それらを踏まえた評価の案を作っている。 

 

ア 条例「前文」「第 1章」「第 2章」「第 4章第 4節」の内容について 

〔事務局〕 

それでは、「前文」「第 1章」「第 2章」「第 4章第 4節」の内容について説明する。 

「計画当初（平成 24 年度）の状況」について、条例検討市民委員会の素案では、地縁系活

動団体とテーマ系活動団体の活動を行政がコーディネートすることによって行政が好循環を

生み出すことが必要である、職員が地域活動に積極的に参加する必要がある、職員が地域と市

役所をつなぎ、まちづくりをコーディネートする必要がある、などがあった。具体的な取組の

方向性として、①条例を広めるための勉強会などの実施や、②庁内の横断的な連携体制の構築、

③行政の地域活動への参加、④活動者を知ってもらう機会の充実、⑤評価方法の検討、⑥市役

所窓口の一元化、こうしたものがあった。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」の「１ 公共性・公益性の理解、協働の理念の普及

啓発」について、以下のような取組をこれまで行ってきた。 

「評価」について、「１ 公共性・公益性の理解、職員に対しての理念の普及啓発」は、職員

研修や協働事例集など啓発を進めてきたが、職員に対し協働意識についてのアンケートをとっ

たところ、「①意識をして仕事に取り組んでいる」職員は 35.3％であった。また、市民委員ヒ

アリングでは、「①-1 条例を知っている人はなかなか少ない」状況であるということ。また、

「①-2 行政と市民の意識改革の必要性を感じている」といった意見があった。そのほか、こ

れまでの審議会の会議でもさまざまな意見をいただいたが、トータルで考えると、やはり職員
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への意識の浸透は十分でないという状況である。こうしたことから、引き続き正しい理解の浸

透をしていく必要がある。また、市民委員ヒアリングから、条例の存在を知らない人がたくさ

んいたが、啓発不足もあるので、これを実施していく必要があると考えている。 

「2 市（職員）の協働意識の強化、協働体制の確立について」の評価は、「②他部署と情報

共有しながら連携して仕事をしている」と感じる職員は 74.5％とかなり高い数字になった。

しかし、市民委員ヒアリングでの意見では、「②市役所の活気が感じられない、対話をしなが

らよりよい仕事をしようとしている部署の連携が見えてこない」という意見をいただいている。

これまでの審議会の意見も踏まえると、市民と職員の意識の間に隔たりがあるという状況がわ

かる。こうしたことから、市民の声、活動、地域の現状を対話によって共有しながら仕事を進

めるため、引き続き協働意識の強化、体制の確立に取り組んでいく必要があると考えている。 

「3 互いを知り合う場の充実、活動者の意識改革」については、まちづくり交流会や、28

地区の住民自治組織の情報交換会を実施してきた。市民アンケートでは、「地域がつながり絆

が深まる地域コミュニティ活動の支援」の満足度は、平成 23年と平成 26年とを比較すると下

がっている。同様に、「NPO・ボランティア活動支援など市民が活動しやすい環境づくり」も下

がっている状況である。また、市民委員ヒアリングでは、「④行政や市民の情報交換できる場

がほしい」という声を聞いている。こうしたことから、市民活動の支援、活動しやすい環境づ

くりや職員の意識を整えることが求められていると考えている。活動をつなぐコーディネート

機能の充実、地縁系の団体とテーマ系の団体、NPO企業などと行政をつないでいくこと、また、

未着手の市民活動評価制度の構築に着手する必要があると考えている。 

 

〔Ａ委員〕 

「現状」で、「①協働を意識して仕事に取り組む職員が 35.3％」と書いてあるが、3 分の１も

いないのではないか。意識して動いているというような自己判定をしているのではないかと思

う。私たちから見ると、本当に条例を理解して動いているのか、と感じる。35.3%というのは

ちょっと疑問がある。 

〔Ｂ委員〕 

職員アンケートの回答数が少ない。35.3%という数字についてこんなにいないのではないか、

という意見があったが、これは回答していない人が実は意識が低いのではないか、と感じる。

これだけ内容をシビアにまとめられるのなら、もっと 9割くらいのデータをとるべきなのでは

ないか。 

私の地区でアンケートを実施した際は、回答率が 90%を超えた。出さない人に、あなたが出

さなければまとまらない、というのを続けて 96%までいった。せめて 90%の回答率にしなくて

はいけない。アンケートをとること自体が意識を高めるのではないかという印象を受けた。 

〔Ｃ委員〕 

 職員アンケートを見ると、連携していると書いていると答えた人が多いが、市民側からみる

とそういった姿が見えてこないので、市民と職員であまりにも差があるのではないか。職員の

言う「意識」はどういうものなのかと疑問に思う。 

〔Ｄ委員〕 

 おそらく職員側が思っている協働や連携というイメージと、市民側のイメージに少し差があ

ると思う。「評価」で、理念が浸透していないため、市民も含めて浸透させなければいけない、

という全体的な流れになっているが、今はもうそういう段階ではない。条例ができて年数が経

っているので、さまざまな物事を進める時に協働という進め方を導入し、意識を共有していか

ないといけないのではないか。全体として、協働に重きを置くけれども、協働そのものが目的

になってはいけない。あくまで一つの手段である。協働という方法を使いながら、廿日市市を

より良いまちにしていくということだと思う。全体の意識をそれぞれ深める、浸透させるとい
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うことだが、実際にそれを導入した物事をつくり、併せて意識を深めていかないといけない段

階ではないか。啓発や体制確立と書いているが、それをどうやって行うのか。協働でないと物

事が進まないような状況を作り、そこでいう協働とは何だろうという状況を作らないといけな

い。 

 

〔Ｅ委員〕 

 協働推進課は、この職員アンケートとは別に各課にヒアリングを行っている。そういった取

組をしているということで、2点について回答を求める。まず 1つ目は、なぜ意識が低いのか、

ヒアリングにまわっていれば、体感していると思う。2つ目はではどうすれば意識を高めるこ

とができるだろうか、ということ。これは普段の仕事の中で考えているべきこと。審議会に委

ねるのではなく、当課が行うことである。この 2つについて、もうすでに結論は出ているので

はないか。 

〔事務局〕 

 １つ目の意識が低い理由だが、推進計画に取組をいくつか載せている。その取組を行ってい

る課にはヒアリングに行っているが限られた課である。すべての課には伝えられていない。2

つ目の質問、ではどうすれば高まるのかというところは、各担当課で事業を進めていく時に、

事業シートを作成しており、そのシートに、事業の主体とパートナー、その役割分担を記入す

ることになっている。さらに言えば、事業そのものの必要性や有効性、課題は何か、というこ

とも全て書き込むようになっている。予算の時期にそのシートを使う。しかし、実際はどう改

善するかというところまでシステム的にできていない。どうしても数字に目がいきがちで、事

業そのものの本質まで対話ができていない。次はそこの部分が必要だと思う。 

〔Ａ委員〕 

 しかし、それは基本的なことであって、それができないというのであれば、なかなか物事が

進まないと思う。 

〔Ｄ委員〕 

 今の回答を聞くと、協働ということをできるだけ避けたいという雰囲気がどこかにある気が

する。なぜ協働しなければいけないのかという疑問があって、協働しない方が仕事がうまくい

く、ということがあるのではないか。 

〔事務局〕 

 逆にそこまでの議論ができていないというか、協働することによって良くなっていくことそ

のものが伝わっていないのかなと思う。 

〔Ａ委員〕 

結局たくさんのことをやろうと思うから、全部がバラバラになっている現状ではないか。各

課で 2つ 3つでも良いので、これだけは確実にやろうという目標を立て、一つひとつ解決して

いけば、実践が継続し経験になって生かされていく。中途半端にやろうとしているから進まず

に、係が変わって結局同じことを繰り返す。その繰り返しだから、全然進まない。年に一つで

も良いので、これだけは達成しようということを行い、どのような過程でそれが達成できたか

ということを経験にして、次は 2つ 3つと増やしていけば良い。今の職員の体制、能力からい

くと全てはできないと思う。 

 

〔会長〕 

 私たちがさまざまな事業を全部見ていくことは相当大変だったが、そこまでやってもうまく

いかない。意見される側の職員も、審議会でいろいろと言われるからいやだ、横から刺される、

ということになっていてはいけない。今言われたように、協働で取り組んだ方が市民の知恵を

使って、より良いものができるということが広まっていくと、職員自らが協働しようとなるの

ではないか。そういった状況を作ったほうが良い。 
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イ 条例「第 4章第 3節」の内容について 

〔事務局〕 

 上段で市民の側、下が市職員側ということで資料を作成している。まず市民側から説明する。 

「計画当初（平成 24 年度）の状況」だが、一つ目にまちづくりを進めていくためには人づ

くりが必要ということ。また、学校と地域が協力して子どもを育てる、行政と企業が若い世代

の地域活動への参加を後押しするなど、多様な主体がつながって進めていく必要があるという

こと。取組の方向性については、子どもの育成、若年層の育成、人材発掘となっている。 

「めざす姿を実現するためのステップ」は、人材育成のための場づくりが、今回の計画期間

のステップである。具体的な取組をその下にいくつか載せている。 

「現状」について、地域活動に参加している市民の割合を掲載している。上の 2つを足すと

6 割くらい、下 2 つを足すと 4 割程度。また、ヒアリング等から、「お互いが何をしているの

かもっと知れば、まちづくりのスピードがあがる」、「今はバラバラの道を進んでいるように思

う」、「限られた人だけで町内会・自治会が運営されている」、「養成講座を受けた人が、その先

の活動につながっていない」などの意見をいただいている。 

「評価」については、これまでさまざまな分野でまちづくりにかかわる人材育成の場がつく

られ、いくつかの分野においてはリーダーとなる人材を育てるという視点をおいた講座や、育

成後の活動を意識した講座を開催している。しかし、全ての分野、養成講座でそういったこと

が行われているわけではなく、せっかく身につけた知識や技能が発揮の場につながっていない

場合ある。講座を開催することを目的としている状況もあるが、そうではなく、その後を見据

えた講座、支援を含んだ企画を行う必要がある。団体同士が交流し合う場は、交流会等を実施

してきたが、その後の情報交換などの有機的なつながりになかなか至っていない。地域と新し

い人材がつながる場づくりを行っていく必要がある。そこと関連する部分で、高齢者の活躍の

場が求められていること、人材をつなぐコーディネーターが求められていることというところ

で、シニア層を意識した取組を検討するとしている。これまで子ども、若者という視点で取組

を行ってきており、そこの不足もあるが、新たに高齢者を対象とした取組も考えていく必要が

ある。また、コーディネーターの育成講座の開催も検討したい。最後に、人づくり全体として

仕組みを整える必要がある。 

 下の段、職員の側について説明する。「計画当初（平成 24年度）の状況」は、市の職員が一

市民として、地域活動に積極的に参加する必要があるということ、まちづくりをコーディネー

トする必要があるということ、現場目線で考える職員を育成する、そのために職員研修を充実

しなければならないということを記載している。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」は、協働によるまちづくりの担い手の育成である。

これまで取り組んできたものには、若手職員対象の地域コミュニティ活動体験研修の実施。ま

た、市民センター職員対象の研修。管理職を主に対象として協働の必要性を認識するための職

員研修など行ってきた。 

「現状」は、職員アンケートからいくつか抜粋している。先ほどと重なるが、協働を意識し

て仕事に取り組む職員が 35.3%にとどまっている。また、地域活動に参加している職員の割合

を表に出している。その他ヒアリングなどから、「職員の育成はじっくり時間をかけてやって

いくしかない」といった意見や、「地域活動に参加してくれる人もいれば全く参加しない人も

いる」などの意見をいただいている。 

「評価」は、職員の協働への意識について、アンケートの結果から係長級以上と比較して、

主任級以下、若手職員の協働への意識や実践、地域活動への参加度が低い傾向にある。地域活

動に参加しない理由を聞くと、一番多いのが「時間がない、忙しい」、次いで「参加するきっ

かけ、機会がない」、次に「プライベートを優先したい」となっている。こうしたことから、

これまで実施してきた研修の成果を検証して、場合によっては研修への参加を必須とするなど

改善を検討する。地域コミュニティ活動体験研修も参加が任意で、協働の職員研修も対象は全
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員だが同じ職員ばかりが参加することもあるので、参加を必須とするなど、改善しながらコー

ディネートできる職員を育成していく。また、平成 26 年度に策定した「廿日市市人材育成基

本方針」に基づき、職員の育成を図っていきたいと考えている。 

 

〔会長〕 

 市民側と職員側の二つに大きくわかれている。まずは、市民側のところからご意見があれば

お願いする。 

 

〔Ｂ委員〕 

 わたしの実感として、定年が 65 歳になったのが大きい。私が住む団地のスタートのころは

55歳が定年で、55～60歳くらいの人たちが地域の役割を担い、参加する側も気楽に参加して、

うまくいっているように思えていた。しかし、実はリーダーになる人がいない。60 歳前半頃

が一番良いが、この人たちは働いている。今の私もそうだが、役員の半数が仕事をしている。

役員は実働 4日くらい。その様子を見ているから、とてもできないという空気が地域に充満し

ている。 

職員は給料もボーナスも退職金も年金も、全部税金である。年金が支給されるスタート時に

はちゃんとボランティアをやってほしい。最近は、優秀な若い人材がどんどん入庁しているの

で期待しているが、管理職の人がやらないといけない。職員アンケートで「忙しい、時間がな

い」と書いてあるが、これは本人の回答であり、本当は全然忙しくない。 

活動への参加の呼びかけをしているが、広報紙やチラシを回覧しても参加者は集まらない。

そのため、人脈から、お願いした人しか参加していない。知らない家に参加の呼びかけに行け

ない。しかし、誘うと、「これくらいだったら」と、たくさんの人が参加してくれる。 

住民は、わずかな費用があればさまざまなことをやるという雰囲気が充満している。ただで

はやらない。活動費を用意しなければならない。 

〔Ｄ委員〕 

 市民側で、一つの大きな問題提起になると思うが、今言われている言葉「地域」というもの

は、誰が担うのかという部分を実は考えないといけないと思う。定年退職した人だけに収めて

いてはできない状況が生まれているということで、それに対しての対価が必要な時代ではない

か。場合によってはそれが一つの働き方になるかもしれないということ。そのあたりまで踏み

込めるかどうか。ここに書いていることは当然取り組んでいくが、そもそも地域の人にボラン

ティアでやってもらうこと自体が良いのかどうか、ということ。例えば、税金の一部を必ず充

てるという仕組みにして、それを原資として活動を支える。場合によっては若い人の雇用が生

まれる、というところまでできるかどうか。どのような人が地域を担うのかというところにつ

いて、やはり市民で考えなければならない。答えはすぐには出ないが、みなさんがどう捉える

かだと思う。 

 

〔Ａ委員〕 

地域のボランティア活動に対する助成の問題だが、現実には地区・地域に対し、金額的には

少ないが交付されている。つくづく感じるのは、トータル的な助成金が多いほど、さまざまな

活動が生まれている。その点において、集会所活動に対する助成を増やしてほしいと言い続け

ている。大野地域の場合は、2、3 年前に制度を変えると聞いて期待していたがあまり変わっ

ていなかった。運営の方法だけ変わったような印象である。いつも集会所の予算は少なく、市

民センターには何千万という単位で配分されている。集会所は光熱水費を自分たちで補完して

いる。なぜこんなに不公平なのかなという不満がずっとある。もう少し全体的な見地で考え見

直してほしい。ある程度予算がつけば、それなりの活動は絶対にできる。 
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〔Ｆ委員〕 

金額が多いほど、活動も増え、町内会長の負担も大きくなる。町内会長の非常勤特別職が廃

止となったため、町内会長への報酬はなくなった。活動が多いということは無償ボランティア

の町内会長にしわ寄せがくるので、実際に負担が大きくなっている。 

「新しい人材をつくる必要があります」というのは、なかなかできない。 

〔Ａ委員〕 

それに対応するように、役員の報酬を増やせばいい。「現状」「③自治会・町内会が限られた

人だけで運営がされている」と書いているが、限られた人だけで運営するしかないということ。 

〔Ｆ委員〕 

 それはやっぱり高齢化。今から 5 年 10 年の間に、ボランティアで働く人はいなくなると思

う。行政はどういう考えで地域に丸投げしているのかと思う。 

 

〔Ｃ委員〕 

「現状」「③高齢者の活用、元気な高齢者に活動の場を」とあるが、元気な高齢者もそうだ

が、今 60 歳になると、ほとんどの人が親の介護をしなければいけない状況になる。しかし定

年は 65 歳。その問題をどうするか。もう一つは、ダブルインカム（共働き）でないと生活が

厳しい。休みの日くらいは家のことをしなくてはならないから、まちづくりなんて言っていら

れない。ではお金を出すからやってくれるかというと、そうでもないと思う。自分のことを先

に片付けないといけない状況になっている。では誰が地域のまちづくりを担うのかと。 

一億総活躍と言われているが、どこで誰が活躍するのかということが見えない。じゃあ誰も

活躍してないのかと言うとそうでもない。なんらかの形で活動している。それがただバラバラ

に活動していたり、時間の制約があるから指定した時間に集まれる人も少ない。それをもう少

し掘り下げて、まちづくり全体として考えていかなければ、人は集まらない。お金を出しても

参加するわけではないと思っている。 

 

〔Ｇ委員〕 

先ほど、町内会長の役員や、集会所と市民センターの予算の額について不公平があるという

ことであったが、それはもちろん現状としてあるが、助成金や補助金などの限られた予算をど

こに振り分けるかという問題。簡単ではないが、自分たちが収益をあげていく構成というのを

考えていく必要がある。公的なことだから利益をあげてはいけないということがあると思うが、

特例など柔軟な対処の仕方もある。自分たちで助成金とか補助金というのを、取り合いにする

のではなくて、生み出していく場というビジョンを一緒に考えてもいいと思う。 

〔Ｅ委員〕 

 それはやはり民間をリタイアした人の強みだと思う。 

〔Ｇ委員〕 

 それについて行政に理解してもらう、意識を変えていく方向性というものがあっていいので

はないか。 

 

〔Ｄ委員〕 

 「新しい公共」という考え方のベースは、公では全てに手がまわらないということころだが、

それを動かすお金を働き具合に見合った形で、市民側に同じようにまわさないといけない。あ

とは私の考えだが、やらなくて良いが、やった方が良いことはボランティアでやって良いと思

うが、やらなければならないことはボランティアでやってはいけないと思う。その人にしわ寄

せがいくだけである。今のままでいくと人づくりでかなりボランティア的なことを期待してい

るので、そこは考えなければいけないところかと思う。 
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〔Ｅ委員〕 

 かなりのお金を使って、まちづくりを担う人材となるよう研修すると書いている。今後も充

実すべきと書いてある。しかし、研修してどうなるのかということ。研修したならば、「市民

として、それぞれ自分の住んでいる地域や興味のある団体に一人一団体必ず加入する」という

ことをずっと昔から言っている。必ず何かしらの活動に加わることを実施して、それが全職員

のうち何％になったか、というのが数値目標になる思う。研修することが協働を担うことでは

ない。汗水流してみないと、地域のこと、活動のことはわからない。ずっと 5、6 年も前から

言っているが研修ばかり実施している。 

〔Ｆ委員〕 

 やってみると良いと思う。市民活動センターにも市民活動団体が 177 団体が登録している。

そこに所属してみれば、どれだけのことをボランティアで取り組んでいるか、どれだけ大変か

がわかる。それが研修だと思う。 

〔Ｃ委員〕 

 「評価」の「研修への参加を必須とする」の研修というのは実際に市民活動団体への参加の

研修か、座学研修なのか、どちらなのか。 

〔事務局〕 

 両方である。 

〔Ｆ委員〕 

 地域コミュニティにだけでなく、その他にもさまざまな団体があるので、どこかに所属する

というのが良い案だと思う。 

〔Ｂ委員〕 

 本当に高齢化が進んでいる。広い意味で高齢者を支援する取組を始めると良い。団体に入ら

なくても、隣近所でも良いと思う。85 歳くらいになるとゴミも捨てられなくなる。職員にや

れよと言いたい。 

 

〔Ｅ委員〕 

 職員アンケートにしても、200人くらいが未回答。「やりたくない」という回答だと思う。 

〔Ｈ委員〕 

 職員アンケートの回答が少なかったのは何か理由があるのか。期間が短かったのか。 

〔事務局〕 

 確かに回答期間は短かった。 

〔事務局〕 

 補足だが、これは速報値として庁内 LANで調査したもの。保育士など LANがない所属もある

ため、そこについては紙で配布しており、約 150人分ある。その回答分については、この速報

値に入っていない。 

〔Ｂ委員〕 

 目標 90%とるまで回答を締めてはいけないと思う。 

〔Ｄ委員〕 

 職員のことでいろいろと書いてあるが、人事考課まで踏み込まないといけないのではないか。 

〔Ｂ委員〕 

高齢化が進み、活動費も少ない状況でも地域はやらなくてはならないと思ってやっている。

やっぱり市役所も市の職員、市長が先頭に立ち、必死になってやれば変わるのではないかと訴

えている。行動を起こすのは、市長は別としても、管理職はやらなければ恥ずかしい。 

〔会長〕 

職員に関しては全般的に緩いという状況なので、もっと厳しく徹底してほしい。徹底するた

めには協働することが必須で、業務の中に必須で組み込まれているというところまでいかなけ
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ればならないし、常にトップダウンで、市長自らがやっていくということを宣言していただき

たい、というのがみなさんの意見で出たところである。 

 

ウ 条例「第 4章第 2節」の内容について 

〔事務局〕 

「計画当初（平成 24年度）の状況」について、検討市民委員会の素案では、検討市民委員 

会から地区、地域におけるまちづくり多様な主体が連携しながら、市域全体のまちづくりとし

てうまくつなげていくことが大切、とあり、具体的な方向性としては、①市民センターの運営

の充実、⑤まちづくりクラブの設置があった。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」の「1 地区・地域のまちづくりを支える環境整備」 

「2 交流連携の場づくり」「3 誰もが対等に参加できる円卓会議の開催」について、以下の

ような取組をこれまで行ってきた。 

「現状」は、「1 地区・地域のまちづくりを支える環境整備」「2 交流連携の場づくり」に 

ついて、市民アンケートから、「あなたは、自分の住む地域の将来を考えたり、地域の課題を

解決したりするための取り組みに参加したいと思いますか」という質問で「参加したい」「参

加したいがどうすればいいのかわからない」が合わせて 23.3％、「参加は難しいが協力はした

い」も含めると 86.2％である。市民委員ヒアリングなどから、①退職後に活動場所を求めて

いる市民がいる。活動の場を案内するなど、市民センターからの情報発信が必要。センターは

情報が集まるよろず相談のような場所になればいい。③まちづくりは進んでいるが、それぞれ

バラバラの道を進んでいるように感じる。大きな方向性は一緒だと思うので、お互いの活動を

もっと知る必要がある。③各地区それぞれよい取組をしていると思うので、他地区を真似るこ

とも必要。それぞれ情報を持っていると思われるが実行されていない。など、意見をいただい

ている。「3 誰もが対等に参加できる円卓会議の開催」について、職員アンケートから、「あ

なたの部署（または過去に所属していた部署）では、この 4年間（平成 24年度～平成 27年度）

で課題解決や計画策定、市民との役割分担などのための｢市民との話し合いの場｣（計画策定等

のためのワークショップを含む）を設けましたか」という質問で、「はい」が 173人、「いいえ」

が 303人だった。市民委員ヒアリングなどからは、④知り合い、情報交換しあえる場づくりは

継続しないといけない。⑤円卓会議の声かけも地域のトップの人だけになりがち。声かけに工

夫が必要である。など、意見をいただいている。 

 「評価」について、「1 地区・地域のまちづくりを支える環境整備」「2 交流連携の場づく

り」では、さまざまな活動団体と市が連携し協力してまちづくりを進めるため、「人や情報を

つなげるコーディネートの充実（環境整備）」については、市民アンケートの「どうすればよ

いかわからない」といった割合や、ヒアリングの「活動に意欲のある人に情報が届いていない、

情報共有されていない、情報を得ても実行に移せていない、多様な主体の強みを生かしきれて

いない」から、十分ではない状況である。また、事業評価の仕組みの導入を検討している地域

もあり、持続可能な地域活動のための取組みを進めている地域があります。これらのことから、

コーディネート機能の充実を図るよう、まちづくりを支える環境を整えることや交流連携の場

づくりを推進する必要がある。「3 誰もが対等に参加できる円卓会議の開催」について、職員

アンケートでは、課題解決などにおいて、「市民との話し合いの場」の設定ができていない割

合が大きい一方で、市民からは情報交換などの場づくりが求められている。課題解決への話し

合いの場として、地域包括ケアや支え合いの地域づくりをテーマにした円卓会議等が開催され
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ている。市の関係部署や市社会福祉協議会も参加し、話し合いの進行補助を行うなど運営支援

に関わった。これらのことから、地域課題の解決に向けた本来の「円卓会議」の推進を図る必

要がある。 

 

〔Ｄ委員〕 

「評価」で「コーディネート機能の充実を図るよう」とあるが、これはどこ、誰に機能をつ

けるのか。 

〔事務局〕 

各地域の拠点である、市民センターや支所、市民活動センターである。 

〔Ｅ委員〕 

それは、職員が担うということでよろしいか。 

〔事務局〕 

 そうである。そこが十分でないので、市民の活動のつなぎ合わせが十分でない。 

 

〔Ｄ委員〕 

 「評価」の「本来の円卓会議」とはどのようなものか。 

〔事務局〕 

 地域課題を解決するときに市民や職員などいろいろな立場の人が集まって、対等に話し合う

ことが「本来の円卓会議」だが、実際は、例えば計画策定において、市民参加のワークショッ

プをする際、関係職員はかかわらず、市民に意見を聞くということが円卓会議だととらえてい

る職員が多い。 

 

〔Ｆ委員〕 

 「評価」の「活動に意欲がある人に情報が届いていない」というのが意味がわからない。こ

れだけ多くの人がボランティア活動を行っているのに、不思議である。そのため、協働推進課

や市民センターが充実しなければいけない。特に市民活動センターという良いところがあるの

だから、情報が届いていない人に発信する必要がある。 

〔Ａ委員〕 

「活動に意欲がある人に情報が届いていない、情報共有されていない」とあるが、本当に意欲

がある人なのか。本当にやろうとしている人はいろいろなところから情報を得て、選択して活

動に取り組んでいる。 

〔事務局〕 

 佐伯地域で条例検討市民委員にヒアリングをした際に聞いたことである。市民センターにま

ちづくりに関する情報が集まることで、人も出入りするようになり、活動を始めたい人たちも

センターを訪れ、できることを紹介してもらい、それがまちづくりにつながっていけばよいと

言われていた。 

〔Ｆ委員〕 

 青少年育成廿日市市市民会議では、広島市佐伯区から「何か活動がしたい」という人が来る

こともある。団体の年間行事を示すと、自分で参加できることをピックアップして、参加して

もらっている。たまに会議にも出席してもらっており、やっと打ち解けることができている。

このように、どこから団体の情報を聞きつけてきたのかと驚くこともある。やる気があれば、

いくらでも情報を探す。その人がまた友人を連れてくることもある。 
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〔Ａ委員〕 

 結局受身だ。やる気のある人は能動的である。 

〔事務局〕 

 職員も地域活動に参加するのに、どんどん自分から行く人もいれば、誰かに連れて行っても

らわないと行かない職員もいる。そのため、気持ちはあるがなかなか参加できない人をどうし

ていくかをしっかり取り組んでいきたい。職員も市民も同じところがあると感じている。 

 

〔Ｄ委員〕 

 「評価」の「交流連携の場をつくる」について、支所や市民センターにつくるということか。 

〔事務局〕 

 そうである。 

〔Ｄ委員〕 

 このような場はオープンにつくると良い。 

〔事務局〕 

 誰でも参加できる形で、支所や市民センター、市民活動センターにつくる。 

〔Ｄ委員〕 

 大学でも行っているが、こういった場は会議室につくらないほうがいい。もっとオープンで、

通りすがりの人でも入れるようなところにつくると、入りやすい。部屋の中だと、あらかじめ

予定した人しか入ることができないため、それ以外の人でも入れるような場を広げていく必要

がある。 

 それよりも問題であるのは、市民アンケート「あなたは、自分の住む地域の将来を考えたり、

地域の課題を解決したりするための取り組みに参加したいと思いますか」で、「参加は難しい

が協力はしたい」の割合が多いが、「参加したくない」「関心がない」と答えにくい人がほとん

どこの項目を選択しているのではないかと考えており、結局あまり参加したくないのだと思う。

多くの人が地域課題の解決に自らかかわらないといけないのだと意識してもらわなければい

けない。それは、市民への啓発などあると思うが、もう一方では学校教育に組み込まなければ

いけない。小中学校で、子どもたち自らが自分たちのまちをどう考えるか、考えたことを実際

にやってみて、変わっていくという経験をしておけば、その後につながると思う。多くの人が

行政がやってくれることだというのが染み付いており、自分たちが何かを動かしてきたんだと

いうものがないので、そこを変えなければならない。それが「円卓会議」の場を設けるという

ことになるのだと思う。いろいろな分野で導入することが大切。小学校で場を設けたり、また

学年を超えて開いたりすると議論ができると思う。 

〔Ｆ委員〕 

 「⑤円卓会議の声かけも地域のトップの人だけになりがち」について、集まる人は決まって

いて、開いても意味がない。形だけである。 

〔Ｂ委員〕 

 大野地域では円卓会議は開いていない。1、2回開いたが、うまく機能しなかった。「参加は

難しいが協力したい」というのは、実感している。寄付金ならすぐ集まる。結局はリーダー次

第だと思う。リーダーの企画力が必要。円卓会議を開いても、毎年同じネタで、話し合いがな

い。  

大野１区は、日産自動車株式会社の「電気自動車活用事例創発事業」に応募し、電気自動車

を無償貸与してもらえることになった。大野１区は縦に長いが、横にハートバスが走っている
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だけである。そのため、平成 28 年 4 月から地域バスを走らせる。市職員から土曜日の運転手

を募集したい。 

 

〔会長〕 

 実際は支所、市民センター、市民活動センターからいろいろな情報が発信されている。コー

ディネート機能もある程度できている。これをより活用していくということだと思う。 

 

〔Ｇ委員〕 

 コーディネートは支所、市民センターの職員の役割だという話だったが、職員だけの役割で

はなく、地域の人やコーディネートが好きな人など職員以外の人材も一緒にすることがあって

いいと思う。職員はラーニング・コモンズの運営や窓口対応などもしなくてはならないため、

人数も限られてしまうので、コーディネートが好きな人ややりたい人がコーディネートするこ

とがあって良いと思う。 

 

〔会長〕 

 コーディネート機能そのものについて見直しも同時にしていかなければならない。円卓会議

については、開くことが目的ではないので、多くの人にとって有効になるようなものを考えな

ければならない。 

 

エ 条例「第 4章第 2節」の内容について 

〔事務局〕 

「計画当初（平成 24 年度）の状況」について、情報共有を効果的に行うために、受け手

の立場に立って情報を発信するとともに、できるだけ多くの受信の手段や機会をつくったり、

市民の力と行政の力、それぞれの強みを生かして地域活動を活性化するために、まちづくり

に貢献している主体団体やそれらの活動について定期的に情報発信したりすることが素案

にあげられた。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」では、「情報伝達手段の拡充、双方向の情報伝達

手段の導入」として、①市民活動センターの情報発信・提供機能を生かした、団体活動情報

や助成金情報の発信、②広報紙、コミュニティ FM、インターネット、SNSなどの効果的利用、

などに取り組んできた。 

「現状」について、情報伝達手段の拡充ということで、新たな情報伝達手段としてフェイ

スブックを平成 24年 10月に開設した。しかし、職員アンケート「あなたの部署で、仕事を

進めるうえで、情報発信する際に使う媒体はどれですか」という質問では、広報紙やラジオ

などの既存の媒体を使い情報発信する職員が多く、フェイスブックはほとんど使われていな

い。また、よく発信に使うホームページも、市民アンケートでは、使いにくい、わかりにく

い、と感じている市民の割合が増えた。 

  「評価」について、今後の展開としては、平成 28 年 4 月から市ホームページがリニュー

アルしたり、そのほかの媒体である市民センターだよりや、チラシ、各媒体を活用したり、

また個別に的をしぼって、本当に情報が必要な人のところに届くように、発信していく。引

き続き、受け手の立場に立った情報発信をしていかなければならない。地域・市民活動団体

の活動や、助成金情報など活動を支援する情報については、情報誌や電子媒体を用いて市民
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センターや市民活動センターから発信しており、団体が他団体を知ることができたり、助成

金を獲得することにつなげている。引き続き、このような支援情報は、発信していく。この

ほか、市民委員ヒアリングにあるように、①ボランティア団体と市民活動センターの情報共

有ができていない、②各地域の取り組みの見える化をしてほしい、という意見をいただいて

いる。これを受けて、今後は多様な主体が連携・協力を加速させるためにも、分野を超えた

情報共有を進めていくことが重要である。例えば、福祉分野と産業分野、教育分野が情報共

有して、受け手に必要な情報を発信するしくみを構築していくことが必要である。 

双方向の情報伝達手段の導入については進んでいない。伝達手段を導入するだけでなく、

双方向の情報伝達の場を設けることも必要。「第 8条円卓会議」でも触れているが、「参加は

難しいが協力はしたい」と思っている人も気軽に地域づくりに参加できるきっかけとなるよ

う、他地域や他分野の団体や機関と話し合う場をつくっていかなければならない。 

 

〔Ｆ委員〕 

 市民委員ヒアリングで「①ボランティア団体と市民活動センターの情報共有ができていな

い」とあるが、具体的にはどういったことか。 

〔事務局〕 

 あいプラザで活動している市民活動団体が多数いるが、市民活動センターが発信している情

報や市民活動ネットワーク登録をしている団体の情報が入ってこないとのこと。 

〔Ｆ委員〕 

 発信ができている、できていないとはどういうことか。 

〔事務局〕 

 私が聞いたのは、市民活動センター運営協議会の例会などで、活動紹介したいと言われてい

た。この例会では 16 団体が集まるので、そのような場に尋ね、活動団体の情報について、共

有したいとのことである。 

〔Ｆ委員〕 

 例会で実施することは時間的に難しいが、望むのであれば別の機会ですれば良いと思う。 

 

〔Ｉ委員〕 

 私はインターネットは使うが、フェイスブックは使わない。フェイスブックは、使う人が限

定されると思う。まだ多くの人が見やすいホームページをもっと見やすくするのが良い。 

〔Ｊ委員〕 

 私もフェイスブックはあまり使わない。インターネットやフェイスブックは、自分から見よ

うとしない限り情報が入らない。広報紙や回覧板なら、家に入るので、いやでも目に入る。電

子化に頼らず紙媒体で続けていってほしい。 

〔Ｋ委員〕 

 廿日市市のホームページは他の市町に比べてはっきり言って使いにくい。公開している情報

も少ないと思う。発信力は小さいと思う。リニューアルされるということで期待はしたい。 

 チラシを入れることについては、すごく良いと思う。高齢者の人はホームページを見ないの

で、チラシの力が大きい。このような面も含めて考えてほしい。 

 

 



 14 

〔Ｄ委員〕 

 現在広報紙は月１回の発行だが情報発信は大丈夫か。 

〔Ｆ委員〕 

あってないようなホームページ。公表できない内容が多いと思う。そこまで公表したくない

のかと思う。広報紙は充実してほしい。 

 

〔Ｃ委員〕 

自分の活動の話だが、一斉にメールで情報発信したいが、40 歳を超えると、ほとんどイン

ターネットができる環境にいない。そのため、インターネットだけではやはり情報は届かない

のだと実感している。また若い人も携帯電話のみの人は情報が届きにくい。情報を探している

人は携帯電話でも探すが、こちらから発信する情報は届かないことを実感したので、やはり紙

ベースの発信は大事だと思う。 

広報紙は月 1回発行になってページ数が多くなった。読むのが面倒。あんまり多いと読まな

くなる。最初の 2、3ページだけ。後ろのほうは読まなくなる。 

 

〔Ｇ委員〕 

最終的に紙媒体だと思う。回覧板は地域ごとにどういうルールがあるのかわからないが、地

域で活用方法を考えても良いと思う。 

また、月 1 回の広報紙だと、情報の鮮度は古くなってしまう。「今伝えたい」ことをうまく

ほかの媒体でカバーしていくことを考えていかないといけない。 

〔Ｆ委員〕 

 回覧板はあまり見ない。隣に早く回すことを考えてしまう。「1 枚ずつ取ってください」と

書いてあるが、みんな取っていない。 

 

〔Ｄ委員〕 

地域に掲示板はあるか。 

〔Ａ委員〕 

 大野地域対厳山は各ごみの収集所のところに必ず置いてある。ごみを捨てにいく際に見るこ

とができる。回覧板だと、自分が見ないうちに家族の誰かが隣に回してしまうことがある。 

〔Ｌ委員〕 

 佐伯地域の私の住んでいる地区では、現在回覧板は廃止している。以前、広報紙は組長が配

布していた。こういう活動が一人暮らし高齢者の家に持っていくときに「ここ大事だから見て

ね」と一声かけて渡すなど、見守りにつながるような活動として復活すれば良いと思うが、な

かなか現状では受け入れがたいところがあるようだ。 

 田舎なりの今までやってきたことを受け入れる人たちと、まちからやってきた新しい人たち

で摩擦があり、ちょっと難しいところがあるが、回覧板は福祉活動につながることもあるので、

見直すことも必要である。 

〔Ｍ委員〕 

 回覧板は何年も前に廃止した。高齢者も多くなったためかもしれないが、なかなか回らなか

った。 

 広報紙は、吉和地域の 23 地区長のところにその地区の世帯分届き、地区長から各戸に配布
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する。なかには配ることができない人もいるので、新聞折込にしてはどうかという意見もある

が、今のところは地区長が配っている。情報の伝達方法としては、広報紙が一番良いのではな

いかと思う。 

〔Ｆ委員〕 

 となると、より良いものを載せてほしい。今の広報紙は、毎月同じようなことばかり載せて

いて、変わり映えがしない。スペースがないらしいが、より多くの情報が載るように充実して

ほしい。 

〔Ａ委員〕 

 広報紙や回覧板というのは、勤めている頃はほとんど見なかった。読んだ記憶がない。結局、

リタイアしてコミュニティ活動にかかわるようになってきてから読むようになった。若い頃は

地域に足を置いていなかったということかもしれない。自分の仕事のほうが優先だった。 

〔Ｈ委員〕 

 地域で役に就くと、知っておかなくてはならないと思って、読む。 

 

〔会長〕 

 受け手の立場に立った情報発信は当然だが、情報発信の方向性としてとしてホームページや

フェイスブックのほか、従来どおりの紙媒体も含め、受け手の受けやすい手段を併せて考えな

ければならない。また、今の状況の中で紙媒体が地域によってどういうふうに伝達方法が異な

るのかについてもしっかり把握し、届いていないところに対しての手段も考えなければならな

い。 

 

〔副会長〕 

 今日みなさんに出してもらった意見について、何点か気づきがあった。 

資金の問題については、税金そのものがどんどん少なくなっており、負担を市に求めること

は難しいので、みんながそれぞれ収入を得ることを考えなければならない。例えば、クラウド

ファンディングや、毎年 4月にある「はつかいちさくらまつり」でまちづくり活動団体がフリ

ーマーケットを出店して資金を集めるなど、なかなかお金を集めることは難しいかもしれない

が、こういったことが活用できると思う。 

 人材について、条例が施行して何年も経っているが、まちづくり、協働という認知が市役所、

地域で低い。そのため、市民活動センターや市民センターで、条例がどういうものなのかを看

板など簡単にわかるようなものを掲げて欲しい。来館した人の目に付くと思う。また、市職員

の名札の裏に条例の文章を掲載し、常に見る形にしてもらいたい。 

 具体的にそのような提案をどのように実行していくのかについて、今の審議会の状況は、こ

こで出た問題を協働推進課に返し、協働推進課が検討して、各課や団体に発信しているが、そ

の実行の部分を協働推進課に丸投げしている状態である。その実行の部分こそ、市と地域が協

働でやっていくべきところだと思う。切羽詰っている状況だと思う。 

 何か協働で行ったことについて、実績が出ると続いてくる人も出てくる。その実績づくりは

この審議会ですることではないが、実績づくりやこの審議会で出てきた問題を解決する場が必

要だと思う。 

〔Ｂ委員〕 

 具体的に取り組むためには、地域で取組方が違う。もし、具体的に言うのであれば、お金の
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問題。例えば、市から毎年敬老会の補助金が出るが、足腰が衰え、敬老会に来ることが難しい

人が多くいる。お金の交付の仕方を考えないといけない。何十年も同じ配分で交付してはいけ

ない。 

〔Ｅ委員〕 

副会長が言っていることは、私もずっと以前からやらなければならないと思っていることで

ある。しかし、そうなったときに、実績づくりや問題を解決する機関をつくるとなると、人材

の選出はまた市が行う。 

実績づくりや問題解決は市役所のやるべきことであり、市役所ができなかったことは、怠慢

である。それを市民が「ああしなさい、こうしなさい」というのは、やってはいけないことで

ある。役割から離れる。 

 また、私たちは切羽詰まっていると感じているけれども、市職員は切羽詰まっていない。10

年後でも 20年後でもやればよいと思っている。それがこれまでの 4年間だと思う。 

〔副会長〕 

 そういったことも全部踏まえ、やはり何かきっかけがないといけないし、そのきっかけをど

のようにつくるのかということが必要だと思う。問題提起として考えてほしい。 

〔Ｄ委員〕 

 協働によるまちづくりを推進するための市民側の中間的組織が必要ということか。 

〔副会長〕 

 そうであるが、あくまでも協働なので、市民側と行政側それぞれ 15 人ずつ集まり、行政を

巻き込み行動に移すものが必要である。一つ実績が出れば、みなさんの見方や動き方が変わっ

たり、市長、部長も関心を持ってくれれば良いと思う。そのためには何かきっかけがないと、

できない。 

〔Ｂ委員〕 

 だからとにかく管理職の職員から地域の活動に参加しないといけない。 

〔Ｅ委員〕 

 人事考課が良いと思う。 

〔副会長〕 

 その人事考課をどのように変えていくか、どのように行政に働きかけていくのかということ

を考える場が必要だと思う。 

 

4 その他                                          

〔事務局〕 

 次回は平成 28年 1月 19日（火）または、21日（木）で開催予定である。 

 また日程調整を通知する。 

 

5 閉 会                                      

 

 


