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    廿日市市協働によるまちづくり審議会廿日市市協働によるまちづくり審議会廿日市市協働によるまちづくり審議会廿日市市協働によるまちづくり審議会    第第第第２２２２回会議回会議回会議回会議    会議会議会議会議要旨要旨要旨要旨    

    

    

    1111    日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 22228888 年年年年 6666 月月月月    23232323 日（日（日（日（木木木木））））    19191919：：：：00000000～～～～22221111：：：：00000000    

    2222    場所：廿日市市場所：廿日市市場所：廿日市市場所：廿日市市市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター2222 階階階階    第第第第 1111 研修室研修室研修室研修室    

    3333    出席委員：出席委員：出席委員：出席委員：        12121212 人（人（人（人（50505050 音順）音順）音順）音順）    

青柳青柳青柳青柳康夫、飯田元矩、康夫、飯田元矩、康夫、飯田元矩、康夫、飯田元矩、岩藤綾子、加治実穂、後藤香代子、岩藤綾子、加治実穂、後藤香代子、岩藤綾子、加治実穂、後藤香代子、岩藤綾子、加治実穂、後藤香代子、後藤正治後藤正治後藤正治後藤正治、、、、    

玉木智佐斗玉木智佐斗玉木智佐斗玉木智佐斗、、、、佃佃佃佃    祐世、祐世、祐世、祐世、益本住夫、益本住夫、益本住夫、益本住夫、三浦浩之、三浦浩之、三浦浩之、三浦浩之、三浦義晨、三浦義晨、三浦義晨、三浦義晨、吉村佳子吉村佳子吉村佳子吉村佳子    

            欠席委員：欠席委員：欠席委員：欠席委員：    3333 人人人人    

市：市：市：市：    3333 人人人人    

                        池本自治振興部長池本自治振興部長池本自治振興部長池本自治振興部長    

事務局（協働推進課）事務局（協働推進課）事務局（協働推進課）事務局（協働推進課）        小田小田小田小田    豊、米原豊、米原豊、米原豊、米原真理真理真理真理    

        傍聴者：傍聴者：傍聴者：傍聴者：7777 人人人人    

    

（次第）（次第）（次第）（次第）    

1111    開会開会開会開会・会長あいさつ・会長あいさつ・会長あいさつ・会長あいさつ    

2222    第第第第 6666 次次次次廿日市市総合計画、廿日市市総合戦略について廿日市市総合計画、廿日市市総合戦略について廿日市市総合計画、廿日市市総合戦略について廿日市市総合計画、廿日市市総合戦略について    

3333    議事議事議事議事        

4444    閉会閉会閉会閉会    

    

（配付資料）（配付資料）（配付資料）（配付資料）    

(1)(1)(1)(1)会議の次第会議の次第会議の次第会議の次第    

(2)(2)(2)(2)委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

(3)(3)(3)(3)協働によるまちづくり推進計画協働によるまちづくり推進計画協働によるまちづくり推進計画協働によるまちづくり推進計画((((第第第第 2222 期期期期))))    【事前送付】【事前送付】【事前送付】【事前送付】    

(4)(4)(4)(4)取組シート【事前送付】取組シート【事前送付】取組シート【事前送付】取組シート【事前送付】 

    

１１１１    開会開会開会開会・会長あいさつ・会長あいさつ・会長あいさつ・会長あいさつ                                                                                                                                                        

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

平成２４年この協働の推進に関して、市長に方針を出した時、私から各委員の意見要望を十

分に参考にしてくださいと申し上げた。また、「協働によるまちづくり推進計画」（以下「推進

計画」）は、行政が実施する計画のため、今後は市民が実施する計画の作成に取り組むと言っ

ていた。 

行政側だけでなく、市民側も参加していかないといけない。 

それから協働によるまちづくりの担い手として、職員全員がやらなくてはいけないというこ

と。協働によるまちづくりを推進していくための場の創設、整備に努めると、その時に言って

いた。ただ、なかなかそういうところまで至らず、第２期推進計画の初めにもあるとおり職員

の協働に対する意識が高まっていない。協働が、実際に、市職員が仕事の中で、実践している

のか。あるいは、実践したことで何があったのかを検証評価するような取組がないことも課題。 

今回みなさまにも取組シートにご意見をいただく。ここで目指しているのは本当に協働によ

るまちづくりを進めていくこと。そのために審議会で審議を重ねる。 

つながりを大切にしたまちづくりを進めていかないといけないが、市役所の中で、協働が広

まっていないし、私たちの意見がどう反映されていくのかが見えなかった。 

そういったことから、今日は関連の部署に傍聴いただき、廿日市全体の計画の中での協働の
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位置づけと、それが期待していることについて、今日、お話しいただく。広く私たちがやろう

としていることを捉えていただき、今後の議論を進めていければと思う。 

 

２２２２    第第第第 6666 次次次次廿日市廿日市廿日市廿日市市市市市総合計画、廿日市市総合戦略総合計画、廿日市市総合戦略総合計画、廿日市市総合戦略総合計画、廿日市市総合戦略についてについてについてについて                                                                                                                            

〔〔〔〔経営政策課職員経営政策課職員経営政策課職員経営政策課職員〕〕〕〕    

〈第 6次廿日市市総合計画、廿日市市総合戦略について説明〉 

    

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

質問等ございますか。内容が理解できないなどありませんか。 

 

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

暮らしを守る、新たな資源を持つなど、４つの目標が出ている。ばらまきの予算ではなく集

中的に、諸団体の要望を募ったうえで、補助金が出ると助かる。その諸団体から出た案を選考

する委員会みたいなものがあると良い。選定した団体の活動でどんな結果をもたらしたかとい

うこと、将来的にこうしたい、ということを公表すれば、また別の団体からも新たな案が出て

くるかもしれない。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

今回取組み資料に挙げさせてもらっている協働事業提案制度が、それに近いと思う。その中

で今言われたようなことを検討したいと考えている。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

〈神戸市の「BE KOBE 会議」の説明〉 

 

３３３３    議事議事議事議事                                                                                                                                                                 

〔〔〔〔事務局②事務局②事務局②事務局②〕〕〕〕    

取組シート①取組シート①取組シート①取組シート①説説説説明明明明    

〈説明〉 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

今回、取組シートは、内容についての表現修正、担当部署名が入ったものが用意されている。

取組シート①は協働推進課が担当して実施する内容である。それぞれの項目について、これで

十分かどうかという点についてご意見いただければと思う。 

 

〔〔〔〔ＢＢＢＢ委員委員委員委員〕〕〕〕    

出前トークについて。４月の広報はつかいちに出前トークのメニューが書いてあった。市か

ら市民に対して、出前トークをするのでご要望があれば各課連絡を、という記事だったと思う。     

地域、市民活動団体から出前トークの依頼がどのくらいあるのか、教えていただきたい。 

 

〔〔〔〔事務局②事務局②事務局②事務局②〕〕〕〕    

去年は、友和、佐方地区、串戸地区の 3つは、地域からの依頼により出前トークを行った。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

回数としては少ない気がするので、待ちの姿勢ではなく、こちらのほうが機会を見つけてや

っていきたいと考えている。。。。    
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〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

協働によるまちづくり基本条例の啓発も必要だが、市民の方々は自分たちでやりたいことを

持っているのでは。やりたいことを進める際に協働という手法があるということを、広く浸透

させ、事例がどんどん生まれていけばいいのでは。啓発の事例集は市民の間に浸透しているの

ですか。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕 

現在のところ本庁、各課、市民センターに置いている。積極的に市民の方が見られているか

といえば、そうでもないかもしれない。 

 

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

私は市に出前トークを依頼した経験がある。マイナンバーが施行されるということで、コミ

ュニティの会合に来て説明をしてくれないかと申し込んだ。しかし、最初は断られた。一つの

地域で開催すると、他地域でも開催しなければならなくなるかもしれない、という理由だった。

そうではなく、みんなが知りたいのだから、積極的に説明するべきではないかと、再度話した

結果、出前トークを活用することになった。マイナンバーの出前トークは結果としてよかった。

市職員に協働のまちづくりという意識が浸透していないと感じた。職員に意識づけをして積極

的に取り組んでもらえれば、市民から依頼する機会も増えてくるのではないかと思う。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

協働の取組③条例の掲示等に関して。これまでもされていると思うが、協働によるまちづく

りを市が前面に押し出してやっているということは、全市職員に伝わっているか。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

職員には伝わっていると判断している。ただ、どんなふうに仕事にいかしていくのかという

ことがイメージできておらず、実践につながっていないと考えている。 

  

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

ある部署が何かをやった場合、それを掲示をすることは大切。どんどんそうやって、これも

協働でできるんだということを広めていく。市民から何か相談があった時にも、こういう形で

出来る、と言えるのがよい。他に何かありますか。 

 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

この事業を協働してもらえるのか、市民から見るとわからないことが多い。こんなテーマで

も出前トークできる、と市側から積極的にアピールしてもらわないと。 

協働したいと思った場合には、市民活動センターに来れば情報提供すると聞いたが、このこ

とも一般的に市民にはあまり理解されてないと思う。 

 

〔〔〔〔事務局②事務局②事務局②事務局②〕〕〕〕    

4月の広報に載っていたメニュー以外でも出前トークはできると思うので、ご要望があれば

言っていただきたい。 

    

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

市民側も協働ができる、職員側もできる、これからの自分たちには必要なんだという意識で

進めてほしい。たとえば、市のトップページに何かあった時はここへというところがあって、

すべてそこから入っていけると、分かりやすいのではないか。もう少しその辺、意見があった
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部分で、盛り込める部分かあればお願いしたい。 

 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

私の住んでいる地区では、ごみの減量化について出前トークがあった。いいことだと思った

が、住民はごみの減量化に興味がない。出前トーク自体はいいことだが、住民が興味を示さな

いものをどうやって興味をもたせるか。それは私もすぐ答えをもってないが。出前トークで、

立派な構想が前に進むんだったら、それはすばらしいし、なんとか協力したい。しかし、現実

とすごく距離がある。要は、出前トークは市民が興味を持つテーマにしないと、人が集まらな

い。もうちょっとアイデアをいかして、具体的にどうするのかというところにエネルギーを注

ぎたいと思っている。 

    

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

行政側がやりたいことと住民側のニーズが違うということの表れと思われる。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

取組シート②説明する。 

〈説明〉 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

ここは実際の協働の検証結果という部分ですが、検証評価の説明がなかったと思うが、もし

あればお願いします。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

「進捗状況と今後に向けて」にも書いているとおり、協働の取り組みが標準となるよう、実

践、検証、評価を繰り返して、協働によるまちづくりに取り組むことを考えている。早い時期、

若い職員の時から全体の底上げに取り組んで行きたい。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

取組３「（仮称）協働事業提案制度」のタイムスパンは、どのくらいを考えていますか。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

できれば来年度の予算から実施できればと思っている。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    その制度構築に関して、ここのメンバーの意見をくみ取るような場があればいいと思うがい

かがか？ 

    

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

実際に活動している NPO や諸団体に、こういう提案がありますと積極的に PRするべき。 

広報に出しても見る人も少ない。せっかくこういうことをやるのだから、活動諸団体の代表を

集めて、制度を宣伝していかないと具体的に進んでいかないと感じる。 

    

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

制度ができ、実施の段階に入れば、そのように進めていきたいと考えている 
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〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

平成２９年度にスタートしたとしても、内容的には予算等をつけないといけなくなり、平成

３０年度になる事業ですね。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

予算要求はもちろん必要だが、ほかの予算を削ってでも、この事業をやりたいと考えている。

まだ予算の詳細については考えていないが、予算は確保していきたいと思う。 

    

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

多少、融通が出来るような予算要求をしていかないといけない。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

今のところは具体的な検討ができていない。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 それから取組２パブリックコメントについて。私もいろんなところで計画を立て、パブリッ

クコメントを求めるということをやってるが、それはなかなか意見が出ない。実際にパブリッ

クコメントでは広く意見を求める方法になっていない。 

それは、行政側が一方的にＨＰへアップしたあるいはどこかに置いた資料を、市民が見て意

見を出すということになっている。しかし実際には、説明会を設けて、そこで意見を得るよう

にしないと、本当の意味でのパブリックコメントにはならないのではないか。制度をちょっと

見直すことも必要。今までの実績でもそれほど意見が入ってきてないし、意見があったとして

も、理由をつけて意見を受け入れずに終えてしまうということが多いのではないか。 

行政が進めようとしていることを理解してもらえる場を作って、それに対して意見が得られ

れば、この制度は生きてくる。そのあたりをもう少し考えていただきたい。 

 

〔〔〔〔事務局②事務局②事務局②事務局②〕〕〕〕    

取組シート③説明取組シート③説明取組シート③説明取組シート③説明    

〈説明〉 

     

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 それぞれの取組みについてご意見ありますでしょうか 

 

〔〔〔〔ＢＢＢＢ委員委員委員委員〕〕〕〕                

 「方向性②コミュニティビジネスの創出」について、「コミュニティビジネス」という言葉

の意味がとても広いと感じる。あれもこれもコミュニティビジネスというふうになると、自分

たちがやりたいものがぶれるのではないかと。 

まず、コミュニティビジネスがどういうものであるか、自分たちがやりたいと思うコミュニ

ティビジネスというのがどの規模、種類なのか、そういったものを理解する場を設けてから、

こういう取り組みを支援していくという手順が必要ではないかと思う。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 ここの方向性②の取り組みと内容の書きぶりがあまり良くないと思わる。 

「コミュニティビジネスの創出」を方向性としてあげて、その取組として「しごと共創セン
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ターを設置する」としている。 

取組は、しごと共創センターでもコミュニティビジネス業務を支援していく、ということで

あり、しごと共創センターを設置することが取組みではないと考える。 

 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    佐方市民センターと串戸市民センターの地域運営の内容について。 

市民センターを指定管理者制度にするということは、地域の人は積極的にそうしたいと思っ

ている。別にどういう計画で、何をするかという書類審査などなしで、どこの地域でも、指定

管理者制度希望、と手を挙げたらよいということか。 

    

〔〔〔〔自治振興自治振興自治振興自治振興部長部長部長部長〕〕〕〕    

自分たちのまちづくりの拠点にする、自分たちがこの施設を管理する手法として、指定管理

者制度がある。市民センターの運営を指定管理者制度にして、まちづくり、地域づくりにつな

げていきたいという地域には、運営計画を提示していただき、指定管理委員会の選定委員会で

審査をする。地域でできると判断された地域とは、協定書を結んで地域運営をお願いする流れ

になっている。 

    

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 前回も、地域の方が市民センターの役割や業務を理解していないという話が出た。協働のま

ちづくり条例７条の２について、職員にはそんな意識がない、という話が出た。そういう点も

意識改革して、積極的な取組みをしてほしい。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    先ほど出た「しごと共創センター」だが、総合計画前期基本計画の８４，８５ページにはそ

んな名前はない。これはまた別のものなのか。 

 

〔〔〔〔自治振興部長自治振興部長自治振興部長自治振興部長〕〕〕〕    

 コミュニティビジネスというのは、定義はない。いわゆるいろんな事例で、ビジネスとして

課題解決に向けて取り組む。地域の資源を活用していく。というようにビジネス全体の中で捉

えて、そういったコミュニティビジネスをはじめ、創業支援などの窓口を、この４月から設置

したということ。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 ということは８５ページにある施設、廿日市市、商用支援施設、しゃもじんキューブとかが

名称変更になったということか。 

 

〔〔〔〔事務局②事務局②事務局②事務局②〕〕〕〕    

    しゃもじんキューブは商工会議所に作られている窓口である。 

    

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 市のほうでなにかやったということか。 

 

〔〔〔〔自治振興部長自治振興部長自治振興部長自治振興部長〕〕〕〕    

そういう組織を作ったということになる。 
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〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    というのが冒頭に全体的な計画があったのだが、たぶんここの中に含まれているのもある。

この中にどこか一致しているとこは、参考に入れていた方が、わかりやすいのではないかと。

それから方向性３の円卓会議について、下欄の進捗状況に、「まだ定着までいたっていない」

とある。これは、実際に支所や市民センターが、企画運営を行い、それがこの上の部分の取組

１に含まれているということか。 

  

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

 そういうことになる。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

これで、円卓会議でいろいろ議論したものを受けて、そのあと何か具体的な取組みにつなが

っていくのだろうか。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

ある地域では、空家対策であったり、子どもにする支援であったり、そういった動きもある。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    円卓会議の先にどうなるのか見えていないといけない。議論だけで終わってしまうのなら集

まりたくない。円卓会議から、実際の事業につながっていくんだという道筋を見せて行かない

と、充実しないのではないか。 

 

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

円卓会議が終わったのあとに行政から情報提供があると、円卓会議をやった人達が具体的に

動きやすい。今までの円卓会議というのは、まとめは出すがそれ以降がない。会議だけやって、

そのあと、どうやって実践的に結びけるのか。目標が出てきたのだから、その目標に向けての

支援として情報提供があると、地域の人たちも動きやすいのではないか。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 協働事業提案制度へつなげていけると、いろいろなワークが有機的につながっていくのでは

ないか。せっかく時間をかけて議論したのであれば、次にその制度を使って、実現していくと

いう流れがうまくできると実行性が上がると思う。 

 

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 方向性③の円卓会議について。 

円卓会議をやっても堂々巡りである。その理由は参加者がいつも同じメンバーであり、強制

参加での参加者、だからマンネリ化している。同じことの繰り返しなので、円卓会議はやめた

ほうがいいのではという意見も出た気がする。 

こちらの市民活動センターで大きい円卓会議をしたこともあるが、そのときもいい評価がな

かったと記憶している。ここで円卓会議にこだわっているのがどうなのか、もっとやり方自体

工夫して、効果が見られるちゃんとしたゴールが出せる会議になればと思う。 

 それから方向性②しごと共創センターの設置について。先日、個別に事前説明を受けたとき、

ポンと職員さんから話を聞いた。今からの計画かと聞いたら、もう４月に作ったと言われた。

それであれば、私たちはこれまでにこのことについて知ってなくてはならないのではないか。

私どもは蚊帳の外だ。私たちの議論になんの意味があるのか。このしごと共創センターを、こ

のまちづくりの審議会の取組みの中に入れるのは不愉快でならない。 
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〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

大野では円卓会議がなじまない。 

これまでにもいろんな課題を解決してきた。しかし円卓会議で解決したわけではない。しか

るべき人が、クリエイティブな人が集まって、リーダーシップを持って、すごいエネルギーを

かけて、ほとんど解決している。それで喜ばれるからやるのだ。 

円卓会議は円卓会議でなくていいから、自分らの得意なほうでやるという配慮をもらいたい。

円卓会議の趣旨としては反対ではない。同じレベルの人が話し合いをしても、解決につながら

ない。私はコンサルタント会社という職業柄こういったことを請け負った。そういう人が長く

やるとそれに頼ることになり悪い状態になる。だけどやっぱり円卓会議を一歩出ないと、だだ

の繰り返しだと思う。 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

いろいろ実情はあるが、方向性はいいわけだから、名称も含め、進め方、会議体を見直すこ

とがいいのでは。 

方向性②は注意点もあったので、どういう扱いをするのか再検討していただきたい。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

取組シート取組シート取組シート取組シート④④④④説明説明説明説明    

〈説明〉 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 いろんな手段での共有化、伝達をしていくということだが、内容的にどうだろうか。 

 

〔〔〔〔ＦＦＦＦ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 市民リポーター制度というのはどのくらい成果があったのか。 

情報の伝達は、ネットだけでは見ないので、紙を使ったらどうかと。それとフェイスブック、

市民リポーター制度がどのくらい成果が上がったか一番聞きたい。 

 

〔〔〔〔ＢＢＢＢ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 たまたま広報の担当者に聞いているので答えさせていただく。合わせて私の意見も述べさせ

ていただく。 

市民リポーターは、平成２６年から始まって現在１１人登録。この人数の割りに「いいね」

の数は多く、他の自治体にも引けを取らない、つまり SNSとしてフェイスブックは効果が上が

っていると思われる。 

それから市民リポーターは愛読者という、ファンがついていることがこの数で実証されてい

る。 

それからその下の市民のページの取組みが今年度から始った。この取組みも実際始めたばか

りであるが、取組みの狙いとして、市民の方が写した写真と、その写真を写した方、写ってい

る人を通じて、市民のページが口コミで広がることを期待して始めたそう。始めたばかりで効

果については未知数。 

ページレビューは現在８,０３０万件。この８,０３０万件というのは、年々１００万件上が

っているという数字で、去年よりも１００万件、一昨年からだったら２００万件増加している。    

この結果は平成２５年度から実際に効果が上がっている。ちょうどけん玉ワールドカップが

あったタイミングである。これはフェイスブック、SNS、インターネットを通じて、情報を得

る人に対しては確実に効果を上げている。 

シティプロモーション室の職員からもインターネットを使う世代たちへの広報としては効
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果を上げていると伺った。 

市の方だけでなくて、出席されている方に聞きたいのだが、今まで発信をする側というもの

に改善だとか、工夫だとか、いろんな取り組みを要望してきた。誰でも情報を受け取ることが

できるような、いろいろな立場の受信者がいることを念頭において、常に相手の立場に立って

情報を発信していく、これをずっと何年も続けて来て、廿日市だけでなく、インターネットを

使う業者、ジャンル、すべてがそうだと思う。でも、現実的に、誰でもが情報を受け取ること

は、発信者からすると不可能だと私は思う。今まで紙媒体が主流だったところから、デジタル

になり、月に２回だった広報誌が１回になり、そんなふうにコストの削減、人員の削減、スピ

ード感、こういったものを、市が発信するのにデジタルをする以外方法がないと思う。 

では幅広い世代に公平にするために、デジタルにした弊害はどうやったら埋めれるか。私は

受け手側が、自分自身で自分たちが考える、そういう姿勢、体制、それが必要ではないかと考

える。つまり受信者が、発信者とキャッチボールをしないといけないのではないか。 

これは市に対しての要望ではない。発信する側だけでなく、受け手側がどうあるべきかを、

みなさんはどのようにお考えになるかお聞きしたい。 

 

 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    わたしの場合、自分で欲しい情報は自分で取りにいく。ホームページ開いて、メールアドレ

スがあればメールを送る。そうでなければそこへ出かけて情報をもらう。 

 

〔〔〔〔ＧＧＧＧ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 受け手と言っても、情報難民という言葉がある。 

例えば一人暮らしのご老人で、家から出られない人、元々全然通じない、そういった人は受

け手側からのアクションは難しい。こういった方を仕事柄支援することがあるが、実際、地域

の方が気づいてくれないと、受け手自身に力がないケースがある。だから、力のない情報の受

け手についてはサポートが必要ではないかと、お話を聞きながら思った。 

 

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 私の場合は直接行動を起こして、そこの施設なんかに出かけて話をしている。その方が手っ

取り早い。 

 

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 LINE であるとか、SNS、フェイスブックに携わっているが、何年かやってきて、自分で決め

たことは、いいなと思う情報は返事をする、でも、だめだって思うのはスルーである。ほんと

に、グッドでないと「いいね」は押さないようにしている。なぜならば、それでバッシングを

受けるということになる、意見を言うだけで。なので、共感を受けるものだけいいねを押す、

回答をあげるということにしている。だからなにも無回答の人はいいと思ってないんだなと思

い、納得するしかないと思っている。 

それから、難民と言われる方がこれからどんどん増えてくると思う。１０年後の計画とある

が、私自身もこの１０年後、もしかしたら、もうパソコンも出来ない状況にあるかもしれない。

そうなった時、情報を発信する NPO ができていると私は思う。そうならないといけないと思う。

それは NPO なのか、行政がセクションを作るってやらなきゃならなくなるのか、１０年後は５

人のうち３人の高齢者に入る私なんかは、そういうふうなことは非常に身近に思う。それだか

らこそ、どんどん柔軟に対応していくべきではと思う。 
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〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 特別意見はない。本当に難しい問題だ。私が最近おかれている立場で言うと、すべて区長に

情報がいく。それを回覧にするが回覧の量がどんどん増える。 

 私の世代になると、病院のお世話になる。なんでも書類を書かされる。そしていろんな人が

スマホ、インターネットで教えてくれる。なんとかなりませんかね。大変だ。どうやってやっ

ていこうか、と感じている。 

 

〔〔〔〔ＦＦＦＦ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 受け手の問題だと思う。見たい方は情報を取りに行かれると思う。若い人は紙を見ない傾向

にあるが、それを見てもらえるような環境づくりをしていくのが私たちの役割かなと。 

 

〔〔〔〔ＨＨＨＨ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 高齢化が進んでいて、ホームページとか、パソコンをやる人は数限られている。だから情報、

データというのは、広報紙になる。われわれも情報を発信する側である。みんなに見てもらい

たいと、ペーパーを出す。しかし、見られた方は３０人のうち、２人か３人ぐらい。関心のあ

る人は見ているが、見てもらいたい人に見てもらえていない。受け手側の体制とあったが、必

要な人はどんな手段でも知ろうとする。知らない人にも全部伝えるというのは大変なことだと

思う。 

 

〔〔〔〔ＩＩＩＩ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    難しくて答えられない。今のように知ろうと思えばどうにかして知る。インターネットが出

来ない人には不利なことが多い。受け手側に親切でないなと思った。 

 

〔〔〔〔ＪＪＪＪ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 受け手側もキャッチボールみたいに参加すると言われていた。パブリックコメント制度の中

でインターネットに意見箱が用意されていて、意見を言えるようになっていた。でもこのこと

も知らなかった。受け手側は知らないことがあるので、発信者側に頼ってしまうと感じている。 

 

〔〔〔〔ＢＢＢＢ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 受け手側から見るというのは、考えてこなかったと思う。市民側が実施するものの受け手側

はおもに市民。この協働というのは市と市民が一緒にやって、課題を解決するということを考

えるのであれば、市民側が受け手側として受け手側のケアを考える、そういったものを新たに

市民側と市が一緒に考える検討委員会のようなものができればいい思う。早急ではあるが、最

初に言われた協働事業提案制度に向けて、これを試しにやってみて、改善点がでてくるかもし

れない。情報を発信する側と、受け手側のありかたも一緒に考えながらできるのではないか。 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕        

いい提案をいただいている。情報を発信しながら信頼関係を作るということ。本当の意味で

の PR＝パブリックリレーションズを作らなくてはいけない。受け手が受け取れるように、み

んなで支えるという部分も含め、情報を多くの人が共有できるかという取組みを進めて欲しい

と思う。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

取組シート⑤説明取組シート⑤説明取組シート⑤説明取組シート⑤説明    

〈説明〉 
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〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 最後の方向性③「活躍する場の提供」とある。それは今どんな場面があるのか。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

 実際にはそこまでいっていない。 

 

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 活躍する場の提供というのはたくさんある。マッチングをどうするかという問題だけ。場と

してはこのシート見たらたくさんあるような気がする。育成した人たちに、場を提供して、そ

れぞれ活躍してもらえばいい。 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

ここでは、例えば地域課題に限らず、事業を実施するとあるが、そこにスタッフとして育成

した人材が入るということもあると思うし、ほかの地域に出て行くということもある。ここだ

けでなく、それぞれがどうつながって、有機的になっていくかということも再度考えていただ

きたい。 

  

〔〔〔〔事務局②事務局②事務局②事務局②〕〕〕〕    

取組シート⑥説明取組シート⑥説明取組シート⑥説明取組シート⑥説明    

〈説明〉 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 ここは以前からいろんな意見がある。職員にしっかり協働の理念が浸透していかないといけ

ないし、それが人事評価にも反映されなくてはいけないということがあるので、方向性に挙げ

ている。まだまだだと感じておられると思うが。 

  

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 ここの取組③人事評価制度の運用というのは私たちの実績である。こういうことをもっと具

体的な施策に取り入れてもらえばもっと活性化するのではないか。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 方向性②で「協働で取り組みをする職員の育成」と挙がっている。これらを受けた人と受け

てない人をどう差別化するのか。 

 

〔〔〔〔事務局①事務局①事務局①事務局①〕〕〕〕    

 現在のところ差別化というところまできていない。しかし出て行くことで個人の財産として

は残っていくと考える。 

 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 みんなが必ず参加するようにしてほしい。もしくは資格制度とか。民間はそうやっている。

必須にするか、資格制度にするか。とてもいいと思う。 

 

〔〔〔〔ＫＫＫＫ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 承認というか、格が上がるにはそれを必須にするとか。役職につくためには必要だというこ

とで。すぐには難しいとは思うが。 

例えばネームカードがあるが、これを受けた人は、このシールがネームカードに付くとする。
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希望する市民は、そのシールを付けた職員に対応してもらえることができる。何か違いを見え

るようにするのが良い。 

  

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 方向性２の取組②民間企業への派遣研修の検討。これは１０年近く言っていた。今年度４月

からお願いする。 

 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 今、私が一番興味があるのは、子育てと老人の暮らしを守ることだ。新しいことを仕掛ける

と、従来の役所の考え方だと不都合が出てくる。毎週、やっている食事サロンについて、役所

の人は、すばらしいと言われる。ところが古い職員が、保健所に届けてるのかと言う。時間も

お金も持ち出しでやっている。忙しいけど誰もやらないから、何かやらなくてはと始めている

のに、役所の中が盾になっている。 

同じような話で、自分たちでバス（CAB）の運行を始めた。いいことだ、これからも応援す

ると言っておきながら、タクシー会社から文句が出たらどうするのか、と言われ、タクシー会

社にあいさつに行くよう言われる。中身は進歩していない。きれいごとは書いてあるが、実際、

アイデアを出して知恵を出してお金を出してやってると、水をかけてくる。これが実態だ。こ

こを乗り切らないと本物にならない。これぜひ本物にしましょう。ちっちゃいことでもいい。

お願いする。 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

先ほど出た協働事業提案制度を実効あるものにして行くことを進めないといけないと思っ

ている。 

協働によるまちづくり推進計画も第２期なのに、まだかたちが見えていないのであれば、い

くつかとんがったものでもいいので、市民の方から、「これが協働」というかたち、まちづく

りだ、と見えるものを出していければと思っている。アイデアがあれば、担当や、私に言って

いただきたい。この資料にも内容が盛り込まれている。ぜひ、実践に向けてすすめていきたい。 

みなさんにご協力をお願いしたい。 

 

４４４４    閉会閉会閉会閉会                                                                                                                                                                

〔〔〔〔事務局②事務局②事務局②事務局②〕〕〕〕    

ありがとうございました。 

次回の審議会は年末から年明けを考えております。間隔が空きますが、なにかありましたら

事務局の方に連絡をお願いします。 

 

〔〔〔〔自治振興部長自治振興部長自治振興部長自治振興部長〕〕〕〕    

長時間ありがとうございました。今日はこの推進計画第２期に関係する課長、リーダーたち

が傍聴に来ている。今日いろんな意見をいただいた。縦割りの壁は、正直ある。そういったと

ころを少しずつ柔らかくして、一緒になって、行政内部を市民と一緒になって考えていきたい

という考えはぶれていない。そのような取組みを必ずやっていきたい。 

この計画も、今日ご意見をいただいた。基本的には２８年から３２年という計画ですので、

こういったご意見をいただきながら着実に進めて行きたいと思う。今日は遅くまでどうもあり

がとうございました。 

 

 

    


