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 廿日市市協働によるまちづくり審議会 第 14回会議 会議録 

 

 

 1 日時：平成 28年 3月 8日（火） 19：00～20：30 

 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：11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、 

槇本知則、益本住夫、三浦浩之、吉村佳子 

   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 

 

（次第） 

1 開会 

2 会長あいさつ 

3 議事 

 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 

4 事務連絡  

5 閉会 

 

（配付資料） 

 ・ 次第 

・ 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 13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） 

・ 資料 4協働によるまちづくりに関する職員アンケート調査（最終版） 

 

1 開 会 2 会長あいさつ                             

〔会長〕 

 前回の会議で協働によるまちづくり審議会（以下「審議会」という。）委員から意見をいた

だき、事務局もそれを受けて修正し、案を作成している。私も目を通してみて、皆さんの意見

を踏まえて内容が良くなったと思う。それでもまだ皆さんの思いが十分に反映されていないと

ころがあると思うので、今回も意見をいただき、これで協働によるまちづくり推進計画（以下

「推進計画」という。）（第 2期計画案）の策定に向っていければと思う。 

 本日は、副会長に進行をお願いする。 

 

〔副会長〕 

 会長に代わり、進行する。皆さんに意見を伺うが、可能な限り多くの意見をいただきたいの

で、要点をまとめて発言してほしい。今回の進め方としては、事務局からどのような修正を加
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えて調製した資料なのかを説明した後、各委員から順番に意見をいただきたい。 

 

3 議事                                        

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〕 

まず協働によるまちづくりの進捗に係る評価（資料 1、2）について、前回の会議を受け修 

正した。総合的評価ついての審議は一旦終了したということで、推進計画（資料 3）を修正し

た。また、アンケート結果（資料 4）についても、最終版としている。 

推進計画について、修正したポイント 3点を伝える。 

一つ目、「現状と課題」は、資料 2 の一番左「評価」の文章を記載しているが、多少言葉を

補い記載している箇所もある。 

二つ目、「計画期間中の方向性」は、「現状と課題」を受け、対応した形で記載している。 

三つ目、「計画期間中の目標値」について、活動指標と成果指標を可能な限り設定した。P6

前文、第 1 章、第 2章については目標値をかかげていない。この部分に対応する目標値「『市

民と行政の協働のまちづくり』の満足度」は、この計画全体の評価を目標値として P2 に掲載

しているので、P6には掲載していない。 

今後の流れについて説明する。「計画期間中の取組」は、平成 28年度以降記載する。予定で

は、4月下旬に審議会を開催し、どのように実際に取り組んでいくかを事務局が説明するので、

これに対し意見をいただくこととする。意見は市役所内部に伝え、その意見を踏まえ事業に取

り組んでいくという流れとなる。 

 

〔Ａ委員〕 

 審議会委員の意見を組み込んだ変更になっていると思う。気になっているのは、P10「計画

期間中の方向性」で「コミュニティビジネスの苗床づくり」とあるが、「苗床づくり」という

表現は審議会などで用いる言葉なのか、違和感を覚えた。 

 推進計画各所に掲載されている職員アンケート結果の割合も変更して掲載しているので、数

字としては、目標値に達していないということが見やすくなったと思う。今からまだ努力をし

なければならないことが数字で読み取れる。反映されていると感じた。 

〔事務局〕 

 「苗床づくり」は別の表現に修正する。 

 

〔Ｂ委員〕 

 職員自体が一市民として、暮らしにおけるさまざまな問題が自分の仕事とどうかかわりがあ

るかを常に意識すれば、仕事の改善につながると思う。1日の仕事のことだけを考えて仕事を

していると、毎日の仕事にはないイレギュラーなことが起こったときに、対応できずに投げて

しまう傾向が強いと思う。一市民として、どういう問題があるのかを考え、どういう風に取り

組むことができるかを意識し仕事をすれば、協働によるまちづくりがスムーズに進むと思う。 

〔副会長〕 

 どういう風に意識を持っていくかということだと思う。職員研修などでフォローしてもらう

形になると思う。 

〔Ｃ委員〕 

 広島県庁では、毎朝自分たちの責務を唱和し、仕事を始めている。その中には、「県民のた

めに」という言葉があり、県民の視点を忘れないようにという意味が含まれている。このよう

に自分たちが何のために仕事をしているのかを再確認する機会が必要だと思う。 
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〔副会長〕 

 廿日市市には、このような取組はないか。 

〔事務局〕 

 朝礼で理念や目標を共有して仕事を始めている部署もあるかもしれないが、全体的に見ると

ほとんどないと思う。そのような試みも必要である。 

〔副会長〕 

 簡単にできて効果もあるかも知れない。 

〔事務局〕 

継続的に続けていけば、効果があると思う。 

〔Ｄ委員〕 

 教育を受けなくても、大学生の方が何か解決しなければならないことが起こったときは、そ

れに向かって取り組むと思う。教育されないとできないというのはどうなのか。スーパーでア

ルバイトをしているが、接客 6大用語というものがある。職員もそのくらいしても良いと思う。 

〔事務局〕 

 市民センターの中には「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」を始業前に職員で唱

和しているところもある。 

〔副会長〕 

 せっかく市民センターで行っているのであれば、全体的にも実施できるようにしてほしい。 

 

〔Ｅ委員〕 

 P8 の「計画期間中の方向性」について、「市民及びまちづくり活動団体と市の協働事業と、

その事業の検証・評価を促進します。」とあるが、わかりにくい。 

〔事務局〕 

 修正する。 

 

〔Ｆ委員〕 

 計画に書き込むことではないかもしれないが、P9 の条文に「地区、地域及び市域における

まちづくりの拠点は、市民センター、支所、市民活動センター等とします。」とあるが、「現状

と課題」には、市民センターの役割や在り方など具体的なことが書かれていない。市民センタ

ーごとに特色もあるとは思うが、何か一つ軸になるような、市民センターの説明書きがあると

良い。 

〔事務局〕 

 条例逐条解説 P13に、まちづくりの拠点である市民センターの説明があるので、この部分を

見える形にすれば良いか。 

〔Ｆ委員〕 

 良いと思う。 

〔Ａ委員〕 

今、F 委員が、市民センターも活気があるところとないところがあると言われたが、「この

レベルまでは取り組んでください」というのがなければ、活気がないところはずっと活気がな

いままになるのではないか。 

〔Ｇ委員〕 

P10「計画期間中の目標値」で「地区・地域の領域で活動する団体とテーマごとに活動する

団体をつなげた件数」とあるが、10 件という目標値はどうなのか。市民センターは市域に 20

館あるが、それと照らし合わせて、本当に目標値は 10 件で良いのか。各市民センターで年間

1件は実施してもらうという形にすると、市民センター職員もやらなくてはという意識になる
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と思う。 

また、P8 の「新たにまちづくり活動団体と市が連携して実施する協働事業の数」と、P18

の「新たにまちづくり活動団体と市が連携して実施する協働事業の数（公開した数）」も目標

値が 10件で、表現が違う形で掲載されている。違いがわからない。明確にしてほしい。 

〔事務局〕 

補足をさせてもらうと、P8と P18の目標値は同じものである。P10は、別である。 

〔Ｃ委員〕 

 目標値を 10 件としている理由は、できない市民センターがあるということを前提にしてい

るためか。 

〔事務局〕 

 そこまでは考えていない。 

〔Ａ委員〕 

 あまりやりたくないということが数字に出ているというわけか。 

〔Ｃ委員〕 

 難しいところかと思う。現実的に。 

〔Ｂ委員〕 

 地域政策課に聞くと、市民センター所長になる職員は退職者で、2年間くらい勤めてまた別

の職員が所長になるようである。市民センター所長になる際、仕事への取り組み方など本人か

ら聞くようにしているのか、担当職員に尋ねたところ、そこまではやっていないということだ

った。ということは、「天下りで 2 年間勤められるならそれでいい」という雰囲気が強いので

はないか。それでは、全く変わらないと思う。市民センター所長になる人には、ある程度目標

を持ち、職員を動かしたり、市民センターのクラブ団体のコーディネートをしたり、考えて動

いてもらいたい。最初に目標を立てさせて、市民センターへ送り込まなければ、なかなか変わ

っていかないと思う。 

〔Ｅ委員〕 

 私は、市役所を退職した後、市民センター所長になった。市からは「このような仕事をしな

さい」という職務命令がある。しかし、実践には、個人差がある。私も 2、3 年就いたが、2

年だけだからいいという職員はいないと思う。やはり地域に根付いた者でやろうという思いは

誰しもが持っている。地域によって差はあるが、市民センターが 20館あるため、目標値も 20

件にするというのは難しいかもしれない。 

〔副会長〕 

 市民センター所長のやり方によって大きく変わることも当然あるし、E委員が言われたよう

にしっかりとした考え方を持っている職員もいる。ただ、規則規律ばかりを意識してしまうと

使いにくい市民センターになってしまうが、利用者のことを考えて運営をすると非常に使いや

すい市民センターになったという事例も過去にある。しかし、あくまでも地域や利用者と協力

しながら運営していくことが一番だと思うので、課題が出れば、話し合い、解決していくこと

が大切だと思う。また、ある程度は現場の裁量に任すようにしたほうが良い。ただ、問題や疑

問点が残ったときにそれを拾いあげる解決策が、市民センターではなく、市役所に具体的にあ

れば良いと思う。 

〔Ｈ委員〕 

 私もこれまでさまざな経験をしているが、支所、市民活動センターがまちづくりの拠点とい

うことはわかる。しかし、市民センターがまちづくりの拠点とは感じていなかった。まだ生涯

学習の場というイメージが強い。市民センター利用者が集まり、市民センターをまちづくりの
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拠点にしようという話は全くないという現実があるので、違和感を覚える。 

〔副会長〕 

 利用する側にとっては、まちづくりの拠点とは思っていないかもしれない。 

〔Ｈ委員〕 

 ただ、地域の人の悩み事に応じたりはしているかもしれない。しかし、集まってまちづくり

のために何かしようという動きは全くないと思う。 

〔Ａ委員〕 

 「つなぐ、まちづくりを真剣に考える」ということよりもまず、「たくさんの人に市民セン

ターに来てもらう」という次元だと思う。 

〔Ｈ委員〕 

 市民活動センターや支所はまちづくりの拠点であるべきだと思う。市民センターにそれを求

めても所長はその地域に在住しているわけではないので、できそうにない。可能な限り、在住

の人から所長を選ぶようにはなっているが、天下りで決まった人に就かれても、地域にいても

らえることはない。その地域の小・中学校の校長先生が所長になってくれると一番良い。市の

職員や別の地域の学校の先生が来たのでは、難しい。実際にそうである。 

〔Ｅ委員〕 

 公民館と市民センターは一本化したが、今までの公民館の生涯学習の場というイメージがあ

って、今の市民センターになっているので、地域におけるまちづくりの拠点というより、生涯

学習の場という方が主になっている。 

〔Ｂ委員〕 

 そういうことであれば、協働の取組は市民センターではなく、別のところで行うという区分

けをしなければならない。大野市民センターでは、数多くの団体が活動していることを知った

が、生涯学習の場としてみんな利用している。今Ｅ委員が言われたように市民センターがまち

づくりの拠点として熟していないのであれば、生涯学習の部分を重点的に進めていくのが良い。

生涯学習の場としても、まちづくりの拠点としても求めてしまうと中途半端になってしまうの

で一つひとつクリアしていくことが大切である。そうでなければ、いつまでたっても何もでき

ないと思う。 

〔Ｇ委員〕 

私は条例づくりに参加していないが、P9 の第 7 条「特性を生かしたまちづくり」の第 1 項

に、地区・地域及び市域におけるまちづくりの拠点は市民センターと、はっきり書いている。

ところが今の話だと、生涯学習がメインの市民センターならば、この条文はどう解釈すればよ

いか。 

〔副会長〕 

基本的には、市民センターは地域の拠点ということが条例のベースにある。まちづくりを階

層的に考えている。市民活動センターだけが拠点の役割を担ってしまうと、隅々まで目が配れ

ないこともある。市民センターが小学校区に一つずつあるので、コーディネートや、問題点の

抽出・提案、情報の発信などの機能と併せて、拠点としての機能を持ってもらおうと条例に書

いている。そのような機能を果たしていない市民センターもあるが、地域と行政を結びつけて

協働で取り組んでいくことが大切なので、地域に根付いている市民センターがまちづくりの拠

点という位置づけになっている。今後はいかに市民センターを活性化していくかである。 

〔Ｇ委員〕 

そうすると、市民センター職員や、利用者、地域の人づくりにも取り組まなければいけない

ということか。 



 6 

〔副会長〕 

当然そうだと思う。 

〔Ｇ委員〕 

そのように人づくりをしていかなければ、市民センターにおける協働の推進は困難かもしれ

ない。 

〔副会長〕 

組織としてトップダウンで取り組むのがよいのか、現場で市民センターと地域で解決してい

くのがよいのか両方必要だとは思う。 

〔Ｃ委員〕 

多くの人は公民館の設置目的が生涯学習であると認識していると思うが、おそらくその生涯

学習という言葉自体の認識も、本来公民館が担おうとしてきたことと違うと思う。教育課程を

過ぎても一生涯学び続けることは、自分自身だけでなく、自分がいる社会や地域を高める。そ

のための教育と実践があり、それがまちづくりにつながるわけで、極端なことを言うと、趣味

の活動をすることが公民館というイメージがあまりにも強い。人々が集まっていることを良し

とすること自体を変えていくことが条例の目的であり、本来公民館が設置された目的をもう一

度取り戻そうということだと思う。 

〔Ｆ委員〕 

生涯学習や習い事レベルにとどまっているため、地域につなげたり、実践して拡げていこう

という方向性を条例に規定しているということか。 

〔副会長〕 

そうである。 

 

〔Ｉ委員〕 

 P10 のコミュニティビジネスの注釈で、「ビジネスの手法を活用して取り組む」とあるが、

私は「コミュニティビジネス」という言葉になじみがないため、具体的例を入れるとわかりや

すい。 

 

〔Ｇ委員〕 

 前回の審議会の推進計画案と今回の案を比べると、「計画期間中の目標値」の「基準値」が

ほとんど空白になっている。何か意味があるのか。 

〔事務局〕 

 新しく設定する項目は、基準値がない。なお、前回の審議会で、「計画期間中の方向性」に

対して設定している「計画期間中の目標値」が適切ではないという意見があったため、適して

いない目標値は削除した。 

〔Ｇ委員〕 

そうすると、現在の基準値がないのなら、目標設定が毎年ころころ変わることになるのでは

ないかと懸念している。 

〔事務局〕 

現在基準値がないものについては、平成 28年度からデータをとっていく。 

〔Ｃ委員〕 

第 2期推進計画期間内の指標ということでよろしいか。 

〔事務局〕 

そうである。 

 

〔Ｊ委員〕 

この推進計画は、職員だけが見るものになるのか。 
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〔事務局〕 

 職員も含めて、市民にも見てもらう。 

〔Ｊ委員〕 

 どういった形でか。 

〔事務局〕 

 市のホームページである。 

〔Ｊ委員〕 

 ホームページだけか。 

〔事務局〕 

 そうである。あとは図書館に開架している。 

〔Ｊ委員〕 

 ホームページは自分が意思をもっていなければ見ない。協働という言葉自体市民にとっては

分かりづらいものだと思う。市民センターの目標とする活動を推進計画に掲載しているという

のであれば、いくら職員が一生懸命取り組んだとしても、市民に分かりやすく伝えなければ、

市民はそれができていると感じることもないし、こういうことをやっているんだ、頑張ってい

るんだということも分からないと思う。 

 正職員、臨時職員について、市民活動センターや市民センターに行くと、職員の温度差があ

る。目標とする方向に皆同じように向いているのか。センター職員同士のコミュニケーション

のとり方も、考えていかなければならないと最近感じている。 

〔副会長〕 

 職員の教育という面からフォローしていくことと、市域全体への情報の伝達方法については

今一度確認し直していくことが必要である。条例自体、施行されたことを知らない市民が多数

いると思うので、いち早く解決しなければならないと思う。 

 

〔Ｄ委員〕 

 前回の会議で、P11第 4章第 2節「情報発信による信頼関係づくり」の「計画期間中の方向

性」の②の部分について、市民はフェイスブックは見ないだろうと私が発言した。では何を使

うのか、掲示板や、回覧板などの紙媒体が必要だと思う。ホームページだけでは知らない人ば

かりだと思うので、市民センターに紙で設置すると良いと思った。 

P14 第 4 章第 3 節「人づくり」の「計画期間中の方向性」の③について、「まとめることが

できるリーダーシップを発揮する人材の育成講座を開催するなど…」という文章が長いと思う。 

〔事務局〕 

 わかりやすく修正する。 

〔Ｃ委員〕 

 「人と人とをつなぎ、まとめることができる」の部分は削除して良いかもしれない。  

〔Ａ委員〕 

そもそもリーダーシップとは、人と人をつないでまとめることではない。 

 

〔Ｃ委員〕 

 先ほど発言した広島県の事例だが、形として、使命と目標がある。その行動目標の部分に「広

島県を愛し誇りを持ちます。県民のために存在します。高い志と責任感をもって誠実に行動し

ます。率直かつ積極的に対応します。現実を直視し、変化に対応します。変革を追及し続けま

す。成果にこだわり続けます。」というのがあり、これを毎朝唱和しており、その文章を執務

室に掲示してあるという。先ほど議論のあった、市民センターの役割が十分に伝わっていない

ことや、「公民館」から「市民センター」に名称は変更したが、今までの流れでの価値観に捕

らわれているというところからすると、市民センターが何をするところなのかを簡単な文章に
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して、職員、市民の目に入るところに掲示するということが必要だと思う。協働によるまちづ

くりに関しても、同じようにいろいろな目に付くところに貼り付けなければいけないと思う。

廿日市市においても広島県のような行動目標などで今一度確認することが良いと思う。 

〔副会長〕 

 廿日市市にはこのような行動目標のようなものはあるのか。 

〔事務局〕 

 「廿日市市人材育成基本方針」を策定しており、求められる職員像を掲げているので、実践

できればと思う。 

 

〔Ｃ委員〕 

 目標値とは何であるかという説明を記載しなければならない。めざす数値なのか、最低限達

成しなければならない数値なのかによって、意味が変わると思う。現実的な数値が入れてある

のであれば、それが最低限の数値だというニュアンスで、本来それが目指すところだと言える

と良い。そうではなく、めざしていくというニュアンスであれば、数値としては弱いと思う。

そのようなことを最初に位置づけをしておかなければいけない。 

〔事務局〕 

 P2「(4)計画の構成」では、目標値の説明が不十分なので、この部分に今言われたことを記

載する。 

 

〔Ｂ委員〕 

 満足度のようなまちづくり指標を作成したとしても、かかわっている一部の人だけが知って

いる現状である。市民に知らせなければ伝わらない。各課が一つずつ目標を立て、その目標を

達成したということを市民に知らせるようなことをしていかなければ満足度というものは伝

わらないと思う。漠然とした目標値ができたとしても、具体的にはどうすることなのか知らせ

なければ。 

以前から委員から意見は出ているが、情報の発信は本当に難しい。明確に満足度として測る

ことはできないが、取り組んだ結果、できたことを市民に具体的に示すと、身近に感じてもら

えると思う。 

〔副会長〕 

情報を受け取る側もそのような情報が発信されていることを知ることも必要だと思うし、少

しずつ広がっていけばさまざまな情報が多くの人に受け取ってもらえるようになると思う。ホ

ームページや広報紙などを利用することも一つである。 

 

〔Ｈ委員〕 

「協働によるまちづくり」は、一握りの人しか知らないと思う。「ホームページに掲載して

いるから全市民に知らせている」というのは、自己満足だと思う。市民センターに設置してい

るのなら、何かやっているなとわかるが、ホームページに掲載した、全市民に知らせた、とい

うのは納得がいかない。 

また、先程意見があった P10「苗床づくり」という言葉はどういう表現に変える予定か。 

〔事務局〕 

「苗床づくり」は「創出」、「創り出す」という言葉に変えようと考えている。 

 

〔Ｈ委員〕 

また、同ページの「コミュニティビジネスとはどのようなものなのかわからない」という意

見があったが、注釈にある「ビジネスの手法」とはどのようなことか。 
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〔事務局〕 

全てボランティアで取り組むのではなく、その事業を継続させていくために、ある程度収入

を得て活動費の捻出すること、である。 

〔Ｈ委員〕 

 簡単に言っているが、できるものなのか。行政は市民に全てボランティアでさせており、そ

れをビジネスで、ということは考えられない。 

〔Ａ委員〕 

 自分たちでビジネス化するということ。補助金の交付など行政を頼ることはせずに。 

〔Ｈ委員〕 

その手法を教えてくれるようにしないといけない。 

〔事務局〕 

その支援をしたいと思っている。廿日市市にもコミュニティビジネスが必要と思う。 

〔Ｃ委員〕 

地方銀行や郵便局も、コミュニティビジネスを支援するメニューを持っており、支援先を探

しているので、そのような機関とマッチングさせるということもあると思う。 

〔事務局〕 

金融機関もソーシャルビジネス、コミュニティビジネスのセミナーを開催するなど取り組ん

でいるので、時代はそのような流れなのだと思う。 

〔Ｈ委員〕 

長年市民活動に携わっていても、ボランティアの活動ばかり。そのような人は多いと思う。

ビジネスにはつながらない気がする。 

〔事務局〕 

それをサポートしていく。 

〔Ｈ委員〕 

サポートだけか。 

〔事務局〕 

組織マネジメントのやり方など。 

〔副会長〕 

市民活動センターのまつりでは、さまざまな団体が出展しているが、それがそのままビジネ

スにつながることは今まではなかった。それを何かうまくできないかと思う。 

〔Ｈ委員〕 

市民活動センターのまつりは、子どもたちに楽しんでもらうことを目的にしている。ビジネ

スなら料金設定を高くしなければならないので、目的に反する。ビジネスにはならないと思う。 

〔事務局〕 

実施することに応じて規模も違うので、やり方は何通りもあると思う。 

〔副会長〕 

例えばフリーマーケットで言えば、各々で開くと、販売する物品も収益も限度があるが、行

政が市民から物品を集めると、各々でする場合と比べてスケールが違ってくると思う。集めた

物品は、市が主催するさくらまつりなどのイベントで販売する。市民へも無料ということでは

なく、ある程度お金を払ってもらい、そのお金をまた市民へ還元するというしくみが作ってい

けるのではないか。あるいは、市の不用になったものを販売することもできるのではないか。

例えば JR（旅客鉄道株式会社）は、不用になったものを売却したり、大阪市では古い消防車

を売却したりしている。地域や企業などと市が連携し、流れを作っていくと良い。 
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〔Ｈ委員〕 

フリーマーケットの収益の分配を思うと難しいし、それを分けようと思うと、一地域あたり

わずかなものにしかならない。 

〔副会長〕 

 しかし、今までのボランティアのことを考えれば、少しでも地域にお金が落ちるようなしく

みができれば良いと思う。 

 

〔Ｃ委員〕 

 満足度の話に関連するが、協働によるまちづくりの参考になる先進事例を実際に見ることが

必要と思う。実際に見ることで、満足度が高まる。そうしなければ、協働によるまちづくりを

めざしてはいるが、協働することで何ができるのか市民に伝わっていない。うまくいっている

地域があれば廿日市市で事例を話してもらうのが良い。福岡県久留米市では、若者が協働によ

るまちづくりの会合をラフな感じで開いており面白い。兵庫県神戸市では地方創生を考えると

きに小学生も含めて数百人規模で集まり話し合った。そういう事例を市民皆が知ることができ

れば、「これなら廿日市市でもできるかな」ということが見えてくると思う。 

 

〔副会長〕 

 これで審議は以上となる。いただいた意見は事務局でまとめ、審議会委員の皆さんに報告す

る。 

〔事務局〕 

 いただいたご意見は正副会長と修正したものを確認し、最終的なものをまとめ、審議会委員

の皆さんから答申を受け取ったという形にしたい。3月中に答申を受け、4月に推進計画に「具

体的な取組」を記載し、その取組についてまた意見をいただきたい。 

 

4 事務連絡                                        

 

5 閉 会                                      

〔事務局〕 

 平成 27年度最後の審議会ということで、審議いただきましてありがとうございます。なお、

平成 28 年度からはこの推進計画に基づいて、審議をお願いすることになる。今日の意見を聞

くと、まずは条例の啓発がまだまだであるため、協働推進課としては、そこに力をおきたいと

思う。それに基づいて、他の所属についても実践してもらうよう働きかけていくので、引き続

いてよろしくお願いする。 

 

 


