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 廿日市市協働によるまちづくり審議会 第 13回会議 会議録 

 

 

 1 日時：平成 28年 1月 21日（木） 19：00～21：10 

 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：12人（50音順） 

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、三浦浩之、三浦義晨、吉村佳子、吉本卓生 

   欠席委員：3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実施状況に係る総合的評価及び条例の改廃に対する意見

聴取 

(2) 協働によるまちづくり推進計画案（第 2期）に対する意見聴取 

ア 条例「前文」「第 1章」「第 2章」の内容について 

イ 条例「第 4章第 1節」の内容について 

ウ 条例「第 4章第 2節」の内容について 

エ 条例「第 4章第 3節」の内容について 

オ 条例「第 4章第 4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 13回配席図 

・ 資料 1 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価及び廿日市市協働によるま 

 ちづくり基本条例の改廃について（事前送付） 

・ 資料 2 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価シート（第 12回会議意見反 

 映版）（事前送付） 

・ 資料 3 協働によるまちづくり推進計画（第 2期計画案）（事前送付） 
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1 開 会 2 会長あいさつ                             

〔会長〕 

今から 2時間という限られた時間なので、進行に合わせて適宜要点をまとめて意見をまとめ

ていただければと思う。前後すると、議論が拡散してしまうため、できるだけ焦点をあてて発

言してほしい。 

 

3 議事                                        

(1) 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価及び条例の改廃に対する意見聴取 

〔事務局〕 

資料 2「協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価シート」について、協働による 

まちづくり審議会（以下「審議会」という。）第 12回会議でいただいた意見をそれぞれ反映し

た。 

 資料 2を踏まえ、総合的評価及び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。）の見直しについて、資料 1を作成した。内容としては、少子高齢化というところから、

市民ニーズや地域課題の多様化に伴い、市役所のみが「公共」を担うことに限界を迎えている

今、市民（住民、事業所）、まちづくり活動団体など、さまざまな人や組織と力を合わせるこ

とで、より大きな成果を挙げる「協働型」の取組を増やしていくことが求められている。 

第 1期協働によるまちづくり推進計画（以下「推進計画」という。）の策定以降、「協働型市

役所」の確立に向けて取り組んでこられたが、職員の協働に対する意識は高まっていない状況

である。意識強化のために、職員研修の実施、協働事例集の作成・周知などにより理念の共有

を図ってこられたが、仕事での実践・検証・評価を促進する取組が不足しており、ここに課題

が積み残されたものと捉えている。また、研修も参加者に偏りがある状況である。 

これらのことから、第 2期計画期間では、仕事の検証と評価をして、仕事の中で変わってい

くということに重点を置くこと、職場以外でまちづくり活動に参加し、市民と一緒に汗をかい

ていくことが必要と考えている。 

条例の見直しについて、基本原則は一定の期間普遍性を持つものである。活動支援策につい

て、十分に機能するよう取り組んでいくことが必要な状況である。こうしたことを踏まえて、

条例の見直しは必要ないと考えている。 

資料 1では、この 4年間の総合的な評価と、条例の見直しは現時点では必要ないということ

を書かさせていただいた。取りまとめた内容と条例の見直しについて、皆さんの意見をいただ

きたい。 

 

〔会長〕 

皆さんが理解できるよう、前回会議の意見を反映した部分を説明してほしい。 

〔事務局〕 

 資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」の

「評価」の部分、「1 公共性・公益性の理解 協働の理念の普及啓発について」は、「ヒアリン

グから条例の存在を知らない市民が多数います。」、「正しい理解の浸透を今後も継続して行う

必要があります。なお、条例を分かりやすく見える形で市民に伝え浸透させていくことも必要

です。」を加えている。 

 「2 市（職員）の協働意識の強化・協働体制の確立・協働実践と検証・評価について」は、

研修だけではなく、仕事の中で取り組んでいくことが必要という意見を踏まえて、「協働意識

を定着させるとともに、引き続き、協働体制の確立、協働の実践と検証・評価に取り組む必要

があります。」を追加した。 

「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、「現状」に「審議会で出され
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た問題を市と地域が協働で解決する場が必要である。」を追加した。これに対応し、「評価」に

「協働事業提案制度に着手する必要がある」を追加した。 

 資料 2「第 4 章第 1 節特性を生かしたまちづくり」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の部分」は、「現状」に「助成金や補助金など予算

は限られている。簡単ではないが、自分たちが活動資金を調達していく構成を考えていく必要

がある。」という意見、「コーディネート機能の見直しも必要。交流・連携の場は、会議室では

なくもっとオープンで通りすがりの人でも参加できるような工夫が必要である。」という意見

を追加した。これに対応し、「評価」に「地域や NPO が自ら活動資金を得ていくシステムが求

められています。→まちづくり活動団体や NPO、大学等のコミュニティビジネスの苗床づくり

を進める必要があります。」を追加した。 

「3 誰もが対等に参加できる円卓会議の開催」は、「現状」に「円卓会議は、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。」を追加

した。これに対応し、「評価」に「市職員も運営支援に関わりながら開催されています。」と「多

くの人にとって有効な「円卓会議」の推進を図る必要があります。」を追加した。 

 資料 2「第 4 章第 2 節情報発信による信頼関係づくり」について、「現状」に「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。」を追加した。これに対応し、「評価」に

「SNS などの新しい情報伝達手段と広報誌やホームページなどの既存の手段を受け手に合わ

せて使い分けながら、情報発信に取り組むことが必要です。」を追加した。 

 資料 2「第 4 章第 3 節人づくり」について、「1 人材育成のための場づくり（市民の人づく

りに対する支援）」は、「現状」に「ダブルインカムでないと生活が厳しい。休日は自分のこと

で精一杯な状況である。」を追加した。これに対応し、「評価」に「人づくり全体として、育成

を支援する仕組みを整える必要があります。」を追加した。「2 協働によるまちづくりの担い手

の育成（市の職員の育成）」は、「現状」に「協働に対する意識を徹底するために、人事考課を

含め協働が業務において当然の事項として組み込まれている必要がある。」を追加した。これ

に対応する「評価」は「人材育成基本方針に基づき育成の仕組みを整える必要があります。」

を追加し、方針にもとづいて実施していくこととしている。 

 

〔Ａ委員〕 

 資料 1について、審議会委員の意見としての発言でもあった「市民と一緒に汗をかいて」と

いう文章は、例えば、「職務以外で市民とともにまちづくり活動に参加していること」と、書

くだけで十分ではないかと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」につ

いて、「1 公共性・公益性の理解 協働の理念の普及啓発」の、「現状」で「①協働を意識して

仕事に取り組んでいる職員 35.3％」とあるが、前回会議で配付されたアンケート調査の中で、

「協働を意識し、自分の仕事とのかかわりもわかっている」と答えた職員が 24.6％で、「協働

を意識し日ごろから周囲を巻き込みながら自分の仕事において実践している」と答えた職員が

10.7％であった。この二つをプラスしたものがこの 35.3%になっているが、後者の「協働を意

識し日ごろから周囲を巻き込みながら自分の仕事において実践している」10.7％のみが本当に

実践しているということになると思う。 

〔事務局〕 

 10.7％に修正する。 



 4 

〔Ｂ委員〕 

「2 市（職員）の協働意識の強化・協働体制の確立・協働の実践と検証・評価について」の

「現状」の「③仕事以外での地域活動への参加状況」は、「積極的・ときどき」が 59.8％とな

っている。資料 2「第 4 章第 3 節 人づくり」の「現状」にその職員アンケート調査のグラフ

が掲載されているが「積極的に参加している」12.9%、「ときどき参加している」46.9％で、こ

の「ときどき」というのは 1 回参加しただけでも含めると思う。「積極的に参加している」と

「ときどき参加している」をプラスして 59.8%になった場合、とても参加している感じがする

ので、資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」

の「現状」では「積極的」と「ときどき」を分けて掲載した方が良い。「積極的」が多いなら

ひとまとめで良いと思うが、「ときどき」の方が多いので、ひとまとめにしない方が良い。 

〔Ａ委員〕 

「積極的」と「ときどき」とかなり差があるので、ひとまとめしない方が良い。 

〔事務局〕 

それぞれ分けて数字を掲載する。 

 

〔Ａ委員〕 

資料 2「第 4 章第 3 節人づくり」について、「2 協働によるまちづくりの担い手の育成（市

の職員の育成）」の「現状」で、「OB」という言葉が使われているが、違う表現の方が良い。 

〔Ｃ委員〕 

資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」の

「3 互いを知り合う場の充実 活動者の意識改革について」の「評価」にある「地縁系とテー

マ系の活動団体の融合」とはどういう意味か。さらに「検討未着手の協働事業提案制度」とは

具体的にどのようなものか。さらに「市民活動評価制度」がこの審議会で評価しているものな

のか。理解が全くできない。どう話してよいのかもわからないのだが、「1 公共性・公益性の

理解 協働の理念の普及啓発について」の「評価」で「条例を分かりやすく見える形で市民に

伝え浸透させていくことも必要です。」と掲載しているが、市民は理解できるのか。素朴な疑

問である。 

何が言いたいのかわからない。表現もわからない。「地縁系」とは何か。 

〔事務局〕 

「まちづくり拠点のコーディネート機能」について、第 7条にも関わってくるが、市民がま

ちづくりをするときに、市民活動センター、支所、市民センターがまちづくりの拠点として位

置づけられており、情報や人、市役所内部をつないだり、よりまちづくり活動がうまくいくよ

うにしている。 

〔Ｃ委員〕 

主語は誰か。 

〔事務局〕 

主語は市である。 

〔Ｃ委員〕 

では、具体的に市はどのようなことをするのか。 

〔事務局〕 

「協働事業提案制度」にも関係してくるが、市民から、「まちづくり活動でこんなことをや

っているがもっと広げていきたい」という相談を受けたときに、出会いの場をつくり、すり合

わせ、お互いの強みを生かし合い、役割分担して、まちづくりをみんなで取り組んでいけるよ

うに、しくみをつくろうとしている。 

〔Ｃ委員〕 

市がか、それともこの課がか。 
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〔事務局〕 

例えば協働推進課である。 

〔Ｃ委員〕 

協働推進課なら、「こういうことができる」という意味で書かれているということか。 

わかりやすくしてほしい。市と言っても広く、どういう部署が具体的に何をどうしてくれる

のかわからないので、結局この資料を見てもどこの部署に言いに行けばいいのかわからない。  

この資料は市ホームページに掲載するか。 

〔事務局〕 

 市ホームページに掲載する。 

〔会長〕 

 まず、根本的には、審議会事務局（協働推進課）がこのように資料を作成しているが、審議

会委員が「こう評価した」ということを掲載している。私たち審議会委員は、市に対し、「こ

ういうことができていないため、やりなさい」と意見を述べる立場になる。そのため、行政側

の自己宣言ではなく、審議会側の「こうしないといけない」ということを私たちの意見も踏ま

えて案をつくっているので、私たちの言葉としてふさわしくないのであれば、修正することに

なる。 

〔Ｃ委員〕 

 では、修正した方が良いのではないか。これはわからないと思う。私たちが意見を述べると

いう意味では、市ができることを聞いて、そのできる範囲でやってくださいということか。 

〔会長〕 

 難しくても、やるべきことはやってくださいと言って良い。 

〔Ｃ委員〕 

もっと具体的に取り組むことを書いた方が良いのではないか。この前から皆さんの意見を聞

いていると、あまり市がやってくれないという印象を受けた。難しいことでも市にやってほし

いというのであれば、もっと具体的に書かなければいけない。あまりにも抽象的すぎて、イメ

ージが見えてこないし、逆に何をやってほしいのかわかりにくいと思う。 

〔会長〕 

ここの段階では、具体的な活動は掲載する訳ではない。 

〔Ｃ委員〕 

もう少し具体的に書かないとわからない。要は、「地縁系とテーマ系活動団体の融合に力を

注ぐ」といっても何をどうするのか読むだけではわからないし、市民もイメージがわかないと

思う。抽象的で良いというのであれば、それで良い。 

〔会長〕 

具体的な取組内容については、次の段階で掲載することになるのか。 

〔事務局〕 

そうである。予算を伴うものになるため、平成 28 年度予算が議会で承認を得た後に、具体

的な取組を「計画期間中の取組」に掲載することにしている。 

資料 2には、大きな方向性について掲載することとしている。具体に必要な取組について意

見をいただければ、それは推進計画中の「計画期間中の取組」に掲載する事業の参考にしよう

と思う。 

〔Ｃ委員〕 

ということは、資料 2では、抽象的な書き方で良いということでよろしいか。 

〔会長〕 

そうである。ただし、今言われたように「地縁系」「テーマ系」は、わかるようでわからな
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い。明確に定義がある訳ではないのか。 

〔事務局〕 

資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」の

「計画当初（平成 24 年度）の状況」で、条例検討市民委員から当初いただいた意見というこ

とで書いた。 

〔Ｃ委員〕 

市民が読むという視点で、わかりやすく説明することを大前提に置くのであれば、それは外

さないほうがよいと思っている。ぱっと見て、わかりやすい書き方にすることが、「条例を分

かりやすく」と言っている以上は、そうすべきではないかと思う。 

 

〔Ｄ委員〕 

市は、地縁系団体、テーマ系団体とカテゴリ分けされた一覧のようなものをつくっているの

か。団体同士が結びつくためには、団体を全て把握していなければ結びつけられないと思う。

それについては、どのくらい進んでいるのか。例えば、僕が協働推進課に「こういうことがや

りたい」と相談すると、団体を紹介してくれるのか。分かりやすいカタログがなければ、なか

なか結び付けられないと思う。 

〔事務局〕 

地縁系とは、主に市内 28 地区の小学校区単位での地域自治組織である。テーマ系とは、例

えば、市民活動センターに登録されている市民活動ネットワーク登録団体約 180団体と、市内

の NPO法人などである。テーマ系の団体は、さまざまな事業の中で知り合ったり、他部署と情

報を共有して、ストックしていくしかない。現在は、市民活動ネットワーク登録している団体

から一番合いそうな団体を探し、マッチングしているが完璧ではない。職員が異動することで、

ストックしている情報も変わってくるので、それが課題である。 

〔Ｃ委員〕 

地縁系とは自治会のようなものか。 

〔事務局〕 

そうである。 

〔Ｃ委員〕 

私はそちらの言葉のほうがなじみがある。市民はどちらが分かりやすいかはわからないが。 

〔事務局〕 

この「地縁系」「テーマ系」という表現を変える。 

 

〔Ａ委員〕 

資料 2について、今は、私たち審議会委員が理解しやすいように、色やアンダーラインを付

けているが、最終的には削除される。今言われたように、地縁系やテーマ系、協働事業提案制

度、市民活動評価制度など、理解が難しいと思われる部分については、別途注釈が必要と思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」の

「3 互いを知り合う場の充実 活動者の意識改革について」の「評価」に「活動をつなぐまち

づくり拠点」とあるが、実際存在するのか。 

〔Ａ委員〕 

市民センターである。これについても、「まちづくり拠点とは、市民センター」ということ

を書いておかなければ、わからない。後ほど出てくる「円卓会議」もわからないと思う。 
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〔Ｄ委員〕 

資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」の

「1 公共性・公益性の理解 協働の理念の普及啓発」の「評価」で「なお、ヒアリングから条

例の存在を知らない市民が多数います。」と言い切っているが、市民としては良い感じはしな

い。その後「正しい理解の浸透を今後も継続して行う必要があります。」とあるが、正しい協

働とは何か。私自身が正しく理解しているのか考えてしまう。「条例を理解してもらう」など、

表現を変えた方が良い。 

〔事務局〕 

 「正しい理解」については、これは職員に使っていた言葉である。何でもかんでも一緒にや

れば協働、と捉える職員が少なからずいるため、使っていた。だが、「協働の理念の浸透」と

表現を変えた方が良いかもしれない。 

〔Ｂ委員〕 

「市民とやれば良いだけではない」と言ったが、「市民とやれば良い」だけだと思う。きち

っとした協働をしなければいけない、となると荷が重すぎて、一緒にやらない方が良いという

方向に行く気がする。 

〔Ａ委員〕 

今言われことは、協働の最初のステップとして、設定しても良いかもしれない。 

 

(2) 協働によるまちづくり推進計画案（第 2期）に対する意見聴取 

〔事務局〕 

第 1期推進計画と異なっているところを伝える。大きくは 2点ある。 

 P6「計画期間中の方向性」について、第 1期推進計画では「めざす姿を実現するまでのステ

ップ」として、実現までの取組の意図を矢印で表していたが、明記する方が分かりやすいので

はないかということで、第 2期期間中に取り組む方向性を書き表すことにした。 

 その下、「計画期間中の評価指標」を加えている。 

 P1の「はじめに」に、資料 1の総合的評価を反映させている。 

第 1期推進計画と同じように総合計画と連動させて、進行管理するようにしている。 

 P2の「計画の構成」だが、「条文」、「主旨」、「計画期間中の方向性」、「計画期間中の評価指

標」、「計画期間中の取組」で構成するとしている。「条文」と「主旨」は第 1 期推進計画と変

えていない。「計画期間中の評価指標」について、これは総合計画を作成している経営政策課

が来年度から毎年度実施する市民アンケートを活用することとしている。ただ、まだこの項目

になるかどうかは未定であるため、変更、修正の可能性がある。 

 

ア 条例「前文」「第 1章」「第 2章」の内容について 

〔事務局〕 

 P5「1 めざすまちに向かって」について、「計画期間中の方向性」は、評価を踏まえ、正し

い理解の浸透を継続して行うこと、条例をわかりやすく見える形で啓発するなど協働の理念の

共有をしていく。 

 「計画期間中の評価指標」は、「市民・まちづくり活動団体・市が、つながりを大切にして

お互いに協力し合っていると思う市民の割合」とした。今まで市民に聞いたことがないので、

基準値はない。目標値は半分の 50％を仮に設定している。 

 「計画期間中の取組」については、平成 28年度以降追加する。 

 P7「第 5条 市の責務」について、「計画期間中の方向性」は、協働意識を定着させるととも

に、協働体制の確立、協働の実践と検証・評価に取り組む必要がある。 

 「計画期間中の評価指標」は、「市役所内の横断的な組織間連携がうまくいっていると思う

職員の割合」「過去１年間にまちづくりの活動に参加した市民の割合」としている。 
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 「計画期間中の取組」として考えているものは、協働のプロセスが各担当課の事業にどれほ

ど入っているか、事業シートを活用しながら把握していく。また、多様な主体とのマッチング、

協働事例集の作成と公開を考えている。 

 

〔Ａ委員〕 

 P8 の「計画期間中の評価指標」で「市役所内の横断的な組織間連携がうまくいっていると

思う職員の割合」とあるが、第 5条の方向性としては、協働の意識・体制をつくり、実践する

ということなので、市役所内がいくらつながっても違うと思う。市のいろいろな部署と、市民

団体がつながる協働体制の面から評価しないといけない。 

〔Ｂ委員〕 

 資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」の

「2 市（職員）の協働意識の強化・協働体制の確立 協働の実践と検証・評価」の「現状」に

ある職員アンケート調査について、「②他部署と情報共有し連携していると感じる職員」は

74.5％もおり、職員間は連携できている。しかし、そこに市民は介在していない。そのため、

P8 の評価指標が 41.7％になるのはおかしい気がする。市民との協働ができているのは、先ほ

どの職員アンケート調査の数字「協働を意識し日ごろから周囲を巻き込みながら自分の仕事に

おいて実践している」職員 10.7％である。 

〔Ａ委員〕 

 指標設定そのものも違っていると思う。 

〔事務局〕 

 ここは、市民との協働体制についての指標に変更する。 

 

〔Ａ委員〕 

 資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」「3

互いを知り合う場の充実 活動者の意識改革」に該当する指標はないのか。 

〔事務局〕 

P16の「第 4節 評価及び支援」にある。 

〔Ａ委員〕 

 再掲しても良いと思う。資料 2で評価し、方向性を出しているので、それに合う指標があっ

た方が良い。協働する体制ができているかどうかを聞かないといけない。例えば資料 2「第 4

章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働によるまちづくりの基本原則等」の「2 市（職員）

の協働意識の強化・協働体制の確立 協働の実践と検証・評価」で、協働体制を確立し、協働

で事業を実践していくと言っているのであれば、実際に協働を実践した数を評価することにな

るのではないか。また、「協働の評価」もするとしているのであれば、協働で実施した取組に

ついて評価もしたかどうかなど、対応した指標を設定しなければ、評価した流れにならないと

思う。 

 また、P16 の「第 4 節 評価及び支援」は「まちづくり活動が活発だと感じる市民の割合」

としているが、評価であったのは、地縁系とテーマ系活動団体の融合と協働事業提案制度・市

民活動評価制度を構築するということなので、それがどれだけできたかが指標になると思う。

融合という形でどのくらいコーディネートできたか。協働事業提案制度をどのくらい実施した

か、という指標になる。 

 実施したというアウトプット的な指標と、意識が変わったかどうかというアウトカム的な指

標の二つ指標があると思う。                                                                                                                                                                                                                                      

〔事務局〕 

活動指標と成果指標ということでよろしいか。 
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イ 条例「第 4章第 1節」の内容について 

〔事務局〕 

 P9「2 特性を生かしたまちづくり」の「第 7 条 地区、地域及び市域におけるまちづくり」

「第 8 条 円卓会議」の「計画期間中の方向性」について、人や情報をつなげるコーディネー

ト機能そのものを見直しながら充実を図り、まちづくりを支える環境を整えることやオープン

な形式での交流連携の場づくりを推進すること。また、円卓会議の有効性を発信し、参加の呼

びかけも工夫しながら、さまざまな場面で機能する話し合いの場となるよう、コーディネート

機能を発揮すること、NPO、ボランティア、地域自治組織などの公益的な活動の中に、協働の

手法を促していくこと、まちづくり活動団体の活動資源の確保に向けて、団体の自主性・自立

性を高める支援が必要である。主には、第 1期推進計画の「めざす姿を実現するまでのステッ

プ」も踏まえ、「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

課題解決に向け、さまざまな場面で機能する円卓会議の運営支援」に取り組んでいく。 

「計画期間中の評価指標」について、「『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、第 6次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。）調査から引用している。数値の設定については現在 3.03で、目標値も中間値

の 3.00 から越えているものについては、最低限今の状態を継続していくべきということで、

3.03としている。「『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』の満足

度」は基準値が 2.97 で中間値よりも低い数値のため、中間値まで数値を上げるべきというこ

とで、目標値を 3.00としている。 

 

〔Ａ委員〕 

 資料 2「第 4章第 1節特性を生かしたまちづくり」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」の「評価」で、「まちづくり活動団体や NPO、大学等のコ

ミュニティビジネスの苗床づくりを進める必要があります。」と評価しているが、その評価を

受けた取組の方向性の記述がないと思う。 

また、「計画期間中の評価指標」で「話し合いの場」とあるが、これは円卓会議のことを指

しているのか。となると、「円卓会議」と書いても良いのではないか、別物かと思う。 

 満足度については、もう少し噛み砕いたものにしないとイメージの共有ができないと思う。 

〔事務局〕 

 満足度については、5 つの選択肢「満足…5」「どちらかと言えば満足…4」などあり、これ

らの数値を合計して、全回答者の人数で割り出している。 

〔Ａ委員〕 

 目標値が 3 というのは、「普通」ばかりで、それがゴールになっているというのはどうなの

か。4だと満足度が上がっていると思うのだが、それは難しいか。おおよそこういうアンケー

ト調査では真ん中の数値を選びたがる。「普通」は選択肢にできるだけ入れない方が良いとさ

れている。  

〔事務局〕 

 承知した。設定を変える。「どちらかと言えば満足」の 4を目標値に設定する。 

〔Ａ委員〕 

 また、結果として 3であっても、多くの人が「普通」を選択して 3になったのか、それとも

「満足」と「不満」を選択した人がそれぞれ多く、中間値の 3 になったかで、対策も変わる。

不満を持っている人が多いのであれば、その数を減らしたり「普通」と評価してもらうように

していくなど、取り組むことも変わってくると思うので、もう一歩踏み込み、どうしてこのよ

うな数値になっているかを考えた方が良い。 
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〔Ａ委員〕 

気になるのが、「計画期間中の評価指標」の「『話し合いの場』を部署として設定していると

感じている職員の割合」の「感じている」という言葉が、中途半端であいまいである。現実に

話し合いの場（円卓会議）はある訳なので、「感じている」というのはどういうことか。 

〔事務局〕 

当初は「感じている」としていなかったが、職員個人向けのアンケート調査だったので、職

員によっては、自分の部署が円卓会議を設定していても、設定していないと思っている職員は

「設定していない」と回答している。職員個人が回答していることから、このような表現にし

た。 

〔Ａ委員〕 

 それは、「設定していると『理解している』、『考えている』」などという表記にした方が良い。

「感じている」というのは、またちょっと違うと思う。 

 

〔Ｅ委員〕 

 推進計画 P9の第 7条第 2項で、「まちづくりの拠点は、市民センター、支所（廿日市地域に

おいては、本庁）、市民活動センター等とします。」という部分について、「計画期間中の方向

性」では、「コーディネート機能そのものを見直し」、資料 2「第 4章第 1節特性を生かしたま

ちづくり」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」の「評

価」でも、「コーディネート機能そのものを見直しながら充実させ、まちづくりを支える環境

を整えることやオープンな形式での交流連携の場づくりを推進する必要があります。」と書い

ている。実際に市民活動センターでは、コーディネート機能が発揮されていると思うが、各市

民センターでコーディネート機能が充実しているかというと、市民センターにもよると思うが、

されているとは言いづらいと思っている。特に「現状」の「①-1  市民センターのクラブは、

活動を地域へ還元していく必要がある。」について、市民センターの中にクラブ、サークルが

あるが、その団体が地域やコミュニティ、地縁系の団体に何か還元しているかと思うと、それ

は全く関係がないらしい。クラブ団体と地域とのコーディネートは市民センターが行うものだ

と考えるが、まだ機能していないという現状もあると感じる。このような現状を踏まえ、コー

ディネート機能の見直しをしていく必要があるが、円卓会議で市民も交えて、職員がコーディ

ネートしながら地域の方向性を考えていくという風に捉えるとよいのか。それとも、コーディ

ネート機能を市の中だけで考えていくということになるのか。簡単に言うと、市民センターが

「まちづくりの拠点」になっている気がしない。 

〔Ａ委員〕 

 コーディネートを果たす役割を持つ機関が複数あるが、市民活動センターは頑張っているの

に、市民センターは頑張っていない。これをひとまとめに評価してしまうと、結果として評価

指標が丸まってしまうため、実際どうなのかわからない。個別に評価しないといけないと思う。 

また、まちづくりの拠点側だけでなく、利用する市民側も取り組まなければならないという

こと。自らの活動に関しても閉じた状況ではない方が良いということを「現状」でも指摘して

いるのであれば、コーディネート機能をより拡大していかないといけない。そうすることで、

円卓会議によって市民活動グループ同士がつながることもある。 

〔Ｄ委員〕 

地縁系団体とテーマ系団体の結びつけについて行政が積極的に働きかけをしたことはある

か。情報を持っているのは、行政で、市民は知らない。行政が積極的にマッチングするとでき
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るのではないか。でなければ、コーディネート機能の充実には結びつかない。市民センターの

クラブ団体同士で交流があるかといえば、市民センターまつりのときに、クラブが活動展示や

発表などをしているが、交流はない。市民も行政もお互いがつながるようになれば、活動も活

発化してくる気がする。 

 

〔Ｆ委員〕 

 いろいろ議論されているが、地縁系、円卓会議、コーディネート機能と、何がどうなってい

るのか全く理解できない。皆さんが求めているコーディネート機能とは何かと言われると、何

をすればよいのかわからない。私は市民センターなどで吹奏楽に取り組んでおり、市民センタ

ーまつりにも出たことがあるがそれくらいしかない。市民から、要請があれば出演しているが、

それだけでは少ないので、行政に結びつけてもらい、出演の機会を広げるということも良いと

思う。 

 

〔Ａ委員〕 

 各所でさまざまな活動があるが、拾いあげることができていない。 

 例えば、「計画期間中の評価指標」の 2項目目「『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」というのは、市民アンケート調査でどのような質問をされているの

か。 

〔事務局〕 

 内容については、そのままのはずである。 

〔Ａ委員〕 

 この言葉で市民に「満足しているか」と聞いているのか。そうすると、聞かれていることが

理解できないので、「普通」という回答になってしまうのだと思う。 

評価指標そのものを見直さなければ使えない。調査する側の思っているイメージと調査に回

答する側のイメージが共有されていない。 

 

〔Ｃ委員〕 

 資料 2の「現状」など、全て抽象的な言葉で表記しているので、何を話しているのかわから

ない。いろいろな言い方で「コーディネート機能」を表しているが、結局は同じことだと思う。

抽象的に書いているので、聞く側は余計混乱する。「現状」にできていないという具体的なこ

とを書くと、評価も具体的になり、アンケート調査の項目も当然具体的なものになる。全部抽

象的でさらに言葉も言い換えているものだから、何をどう発言してよいかわからない。 

 素直にできていないのであれば、具体的な事実を書かないと、アンケート調査も抽象的にな

るため、答える人にとっては「こんなこと当たり前」という捉え方をすることなる。多義的に

してしまうと、全てがよくわらかないという危険性がある。もう少し具体的に書いた方が良い。 

〔Ａ委員〕 

全体として、現状を踏まえてこうすべきだとしたのであれば、それを具体的に評価できる指

標にするべきである。 
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ウ 条例「第 4章第 2節」の内容について 

〔事務局〕 

 P11「3情報発信による信頼関係づくり」の「第 9条 情報の発信及び共有」の「計画期間中

の方向性」について、届けたい人（団体）へ必要な情報が届くよう、新しい手段と既存の手段

を受け手に合わせて使い分けながら、情報発信に取り組むこと、地域や分野を越えて、それぞ

れが抱える課題や持っている資源を結びつけ、連携・協力につなげることをしていく。「計画

期間中の取組」は、考えている段階だが、市のホームページリニューアルや、商工分野と福祉

分野のように現在はあまりつながりのない分野同士が連携できるように知り合いつながる場

をつくれるよう協働推進課としても考えているところである。 

「計画期間中の評価指標」について、最初に訂正がある。指標の 2 項目目、「住んでいる地

域の必要な情報が入手できると感じている市民の割合」を削除する。3項目目の「自治会やコ

ミュニティの活動に関する情報が入手できると感じている市民の割合」と聞く内容が似通って

いること、また 3項目目の方が地域活動に特化している内容で、まちづくりを進めるためには

こちらを聞いた方がアンケートとしては有効であることから 2項目目を削除することとした。  

また、目標値は「自治会やコミュニティの活動に関する情報が入手できると感じている市民

の割合」を 70%、「市の情報が入手できると感じる市民の割合」を 60％とする。他自治体の結

果を参考に設定した。 

 

〔Ａ委員〕 

確認だが、「計画期間中の評価指標」の 4項目目にある「必要な市の情報」というのは何か。 

〔事務局〕 

例えば、子育て世代なら、給付制度があるということなど、生活に関係する情報と捉えてい

る。 

〔Ａ委員〕 

「計画期間中の方向性」に見合ったものでないといけないと思う。「必要な市の情報」とい

うのは、元々のこの方向性とは何も関係がない。 

〔事務局〕 

既存の手段と新しい手段を使い分けて、必要な人に情報が届くようにということを念頭に置

き考えた。 

〔Ａ委員〕 

そうではなく、条例で謳っている情報が何かということ。説明のあった「必要な市の情報」

は、協働によるまちづくりに関連している情報ではないと思うがいかがか。 

〔事務局〕 

そうである。この聞き方では協働によるまちづくり以外の情報も入ってしまう。 

〔Ａ委員〕 

条例で謳っている情報というのは必要な市の情報全てではないはずだと思う。 

〔事務局〕 

評価指標を修正する。 

 

〔Ｃ委員〕 

「計画期間中の方向性」を新しい手段と既存の手段と使い分けるとするのであれば、「計画

期間中の指標」もそれに見合うものにしないといけない。 
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〔Ａ委員〕 

 「新しい手段と既存の手段」という言葉自体わかりにくい。 

〔Ｃ委員〕 

そこがはっきりしないため指標ができない。先ほどから言っているが全てが抽象的でよくわ

からないから指標もできない。具体的なイメージを持たなければ、具体的な指標にならないは

ずである。 

 

〔Ｄ委員〕 

前回の審議会でも議論があったが、地域によって回覧板一つとっても回覧方法などが異なる。

現状は各地域で情報がどのように回り受け取っているのかということを分析した上で取り組

まないといけない。 

具体的な取組を掲げなければ、最終的にはみんなうやむやになってしまう。各地域に合った

発信方法を具体的に決めていかなければ、中途半端になるような気がする。 

 

〔Ａ委員〕 

資料 2「第 4章第 2節情報発信による信頼関係づくり」を見ると新しい手段が SNSで、既存

の手段が広報紙などになる。 

しかし、前回の意見であったのは、届けたい人に対して適切な伝達手段を用いて発信すると

いうことだったと思う。使い分けるということではなく、一番良い手段を使いましょうという

ことだった。 

 また、「評価」で示されていた「双方向の情報伝達」について、推進計画に書かれていない

と思うがいかがか。 

〔事務局〕 

「計画期間中の方向性」の「②地域と分野を越えた課題と資源のつなぎ」については、市役

所同士で情報を共有するだけではなく、市民にも情報共有の場に入ってもらい、それぞれが持

っている情報を共有し、つなげていくというように、市民と市役所双方向の情報伝達の場にな

ればと考えている。 

〔Ｃ委員〕 

しかし、「計画期間中の評価指標」にはそれに見合ったものはないと思う。話を聞いてると

それもこの「②地域と分野を越えた課題と資源のつなぎ」に含まれている。しかし指標にはな

い。結局は念頭にないのではないかと言いたくなる。書いているにも関わらず、それを念頭に

入れて考えられていないということが先ほどからずっと見え隠れしている。きちっとしてもら

いたい。 

〔Ａ委員〕 

資料 2の「現状」を踏まえ評価した部分を素直に受けて、方向性を出し、素直に評価指標を

設定した方がすっきりする。丸めてしまうとわからなくなってしまう。そのため、資料 2の「現

状」「評価」の部分をそれぞれ「計画期間中の方向性」と「計画期間中の評価指標」にも入れ

ておかなければいけない。言葉を丸めて新しい言葉が出てくると理解できなくなってしまう。 

 

〔Ｄ委員〕 

「②地域と分野を超えた課題と資源のつなぎ」というのは、簡単に解釈すると吉和地域の農

産物・農業と大野地域の漁業という、分野も地域も違うものを結びつけるという考え方で良い

か。 

〔事務局〕 

それで良い。 
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〔Ａ委員〕 

 その持っているイメージを例として入れなければ理解できない。 

 

〔Ｇ委員〕 

いつも言っているが、わかりやすくまとめてほしい。 

 

〔Ａ委員〕 

資料 2は前回の意見を反映し、作成しているので審議会委員の皆さんの理解は進んでいるため、

これを踏まえて推進計画を作成しなければわかりにくいと思う。 

 

エ 条例「第 4章第 3節」の内容について 

〔事務局〕 

P12「4 人づくり」の「第 10条 まちづくりに関わる人材の育成」「第 11条 子ども、若者等

の育成」「第 12条 まちづくりリーダーの育成」「第 13条 人材を見いだす活動」の「計画期間

中の方向性」について、様々な分野でまちづくりに関わる講座や養成講座の名前で、人財育成

の場がつくられている。そういった場を受けて必ずしも知識や技能がまちづくりにつながって

いないところが課題となっている。また、子どもから高齢者までという、あらゆる世代に視点

を置き、人材育成の場をつくらなければならない。次に、特に大学など多様な主体と連携して

若者がまちづくりに参加する機会をつくっていく必要がある。最後に、そのような人が、気軽

に参加できる機会を確保していきたい、そういった新しい人財同士、あるいは新しい人財とま

ちづくり活動団体とが知り合うための機会をつくる必要があると考えている。これらの方向性

を P13 に「①あらゆる世代が気軽に参加できる機会づくり」「②知識・技能の地域課題解決へ

のつなぎ」としている。 

 「計画期間中の評価指標」について、方向性と合わせて、「地域活動に参加している市民の

割合」、「地域課題を地域主体で解決できると感じる市民の割合」という指標を考えている。基

準値は、今まで聞いたことがないため、入っていない。以上が市民側の説明になる。 

 P14「第 14 条 市の職員の育成」の「計画期間中の方向性」について、協働型の市役所を確

立するためには、条例や推進計画の内容を十分に理解して、職務の遂行に努めることが求めら

れる。しかし、現在、協働を意識して仕事に取り組む職員は低い状況となっている。33.9％の

数値は指摘があったとおり、10.7%に修正する。また、市職員の地域活動への参加割合も低い

状況で、職員が積極的に参加するような意識改革と環境づくりが必要である。最後に、研修や

体験を通して、職員一人ひとりが協働に対する意識改革を進め、市民との協働に取り組む職員

を増やす必要がある。このようなことを徹底するため、協働が業務の中に、必須の事項として

組み込む必要がある。 

 これらの方向性を P15 で「①協働プロセスの業務への落とし込み」「②地域活動に積極的に

参加するための意識改革と環境づくり」「③参加を必須とした職員研修の実施」としている。

同ページのグラフは「地域活動に参加している職員の割合」である。 

 「計画期間中の評価指標」について、方向性と合わせて、「協働を意識して仕事に取り組む

職員の割合」とし、基準値は指摘のとおり修正する。この指標と「地域活動に参加している職

員の割合」で評価を考えている。数値は積極的に参加をしている職員のみの数値とする。 

 

〔Ａ委員〕 

人づくりそのものの取組が「評価指標」として出てこない。なぜか。 

〔事務局〕 

市民は主体として活動し、市がその支援をするということで書いている。その支援が最終的

には市民の地域活動への参加度に帰結してくるということからこの指標にしている。 
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〔Ａ委員〕 

それに対応する評価指標は、「地域の活動に参加している市民の割合」なのか、「地域課題を

地域主体で解決できると感じる市民の割合」なのか。それとも両方兼ねているということか。 

〔事務局〕 

両方兼ねていると思っている。 

 

〔Ａ委員〕 

 資料 2の「第 4章第 3節人づくり」の「1 人材育成のための場づくり」の「評価」で、例え

ば「習得した知識や技能がつながっていない」ので、「受講後を見据えた企画を行う必要があ

る」や、「地域と新しい人材がつながる場づくりを行う必要がある」と書かれている。（この部

分が推進計画に落とし込まれていない。） 

〔事務局〕 

 それは他の条にも係る部分なので、「人づくり」で評価指標は作っていない。だが、例えば

さまざまな分野でまちづくりに関わる人材育成の場が市民センターなどのまちづくり拠点で

作られているが、こういった人が防災士の資格を持っている、環境アドバイザーの講座を受け

たということが、まちづくり拠点の中で集約されて他にも情報がつながるということを考えて

いる。人づくりの中で収まっていないためわかりにくいとは思うが。 

〔Ｃ委員〕 

 多分「つながり」という言葉の中に、先ほどから言っているように全部含まれているといえ

ば含まれているし、アンケート調査を実施するにしても、何か地域の課題が出たときに、課題

解決にかかわることができる人がいますか、そのような人が身近に存在していることを知って

いますか、ということを聞かなければわからないと思う。そうでなければ、私たち審議会委員

も意見を言えない。私たちが意見を言えるくらい具体的に設定してもらいたい。 

〔Ｄ委員〕 

 皆さんが言うように、抽象的な書き方で書いているので何を言っているのかわからない。多

様な主体、若者づくりが必要など、せっかく具体的に書いているのだから、その具体的なこと

を指標にしなければいけない。 

〔事務局〕 

具体的な事業が今はまだ「計画期間中の取組」に入っていない状態のため、具体的になるよ

うに記載をしようと考えている。その活動一つひとつに対して、評価指標を設定することがベ

ストとは思うが、最初に申し上げたとおりアンケート調査を実施するにも限られる部分もある。

しかし、いろいろな言葉をひっくるめてまとめてしまっているので、できるだけ具体的になる

ように作り直したい。 

〔Ｄ委員〕 

せっかく「方向性」として具体的に書かれているのに、評価指標は抽象的になっている。 

〔事務局〕 

どこまで出来るかというのはあるが、抽象的すぎる部分はあるので、可能な限り具体的にし

たい。 

 

オ 条例「第 4章第 4節」の内容について 

〔Ａ委員〕 

P16「5 活動に対する評価と支援」の「第 15条 活動の評価」「第 16条 市による評価及び支

援」について、ここに対応するのが資料 2「第 4章第 4節評価及び支援、第 1章第 2章協働に

よるまちづくりの基本原則等」の「3 互いを知り合う場の充実 活動者の意識改革」で、「評価」

の部分の「検討未着手の協働事業提案制度と市民活動評価制度の構築に着手する必要がありま

す。」がここに掲載されることになる。資料 2 の流れではそうなると思う。ここの指標も各制
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度を構築してその制度を実際に利用した何かの数が指標になるということだと思う。 

〔事務局〕 

取り組んだ結果、何か成果があれば、それが指標になるし、もしかすると、制度の数を測る

など活動指標になってしまうかもしれない。 

 

〔会長〕 

いろいろまだ意見もあったが、大分手を入れなければ、審議会委員の皆さんも具体的に理解

できない。これらのことを受けて、事務局に今後の流れを説明してほしい。 

 

〔事務局〕 

 本日、全て説明させていただいたが、意見を踏まえ、もう少し整理し、もう一度年度内に会

議を開きたいがいかがか。 

〔会長〕 

 ぜひそうしてほしい。 

〔事務局〕 

 それでは次の会議は、2月の下旬以降でよろしいか。また調整を別途させていただく。 

 

4 その他                                          

〔事務局〕 

最も寒い時期を迎えているので、どうか健康には留意されていただきたい。また来月以降に

なるが、どうかよろしくお願いする。 

 

5 閉 会                                      

 


