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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例 キックオフシンポジウム 要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 22年 7月 6日(火) 18:30～20:45 

２ 場所：はつかいち文化ホールさくらぴあ 小ホール 

３ 参加：約 240人（一般 114人、職員 124人） 

 

（内容） 

１ 開会 

 ２ 市長あいさつ 

 ３ 第１部 

基調講演「協働のまちづくり ～今なぜ、まちづくり基本条例か～」 

     講師：松下 啓一 さん（相模女子大学 人間社会学部教授） 

４ 第２部 

パネルディスカッション「協働のまちづくりってどんなもの」 

     コーディネーター：蛯江 紀雄さん（廿日市市市民活動センター長、広島文教女

子大学 人間科学部教授） 

    パネリスト：酒井 豊裕さん（活気ある浅原を創る会会長） 

             川田 裕子さん（大野子ども体験活動・ボランティア活動支援セン

ターコーディネーター、廿日市市社会教育委員） 

畑中 久代さん（川西市市民生活部市民環境室参画協働・相談課課

長補佐） 

          川本 達志（廿日市市副市長） 

５ 閉会 

 

１ 開 会                                           
 
〔司会〕 

皆さま、たいへん長らくお待たせいたしました。 

ただいまから「（仮称）廿日市市まちづくり条例キックオフシンポジウム」を開催いた

します。 

 廿日市市では、今年度から市民の皆さんと一緒に協働によるまちづくりのルールや仕組

みなどを定める（仮称）まちづくり基本条例を検討致しております。本日のシンポジウム

は、その取り組みの開始にあたり「協働のまちづくりのルールブックをつくろう！」と題

して開催するものです。 

開会にあたりまして、廿日市市長 眞野勝弘がごあいさつを申しあげます。 

 

２ 市長あいさつ                                    
 
〔眞野市長〕 

皆さん、こんばんは。本日は「（仮称）廿日市市まちづくり基本条例キックオフシンポジウム」に

お越しいただき、ありがとうございます。 

 私たちのまち廿日市市は、さまざまな知識と経験をもつ市民の皆さんをはじめ、自然、産業、

文化など、たくさんの地域の宝に恵まれており、こうした宝をつなぎ、生かしながら、合併

後のまちづくりを進めております。 

 その中にあって、この度協働によるまちづくりのめざす姿やルール、仕組みなどを定める、ま

ちづくり基本条例について、本格的に検討を行うことといたしました。 

 本日のシンポジウムは「協働のまちづくりのルールブックをつくろう！」と題し、まず、相模女子大学
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の松下啓一先生に基調講演をいただき、その後、本市の市民活動センター長の蛯江先生の進行により、

地域のまちづくりの達人である、浅原地区の酒井さん、大野地域の川田さん、条例づくりの

先輩である、兵庫県川西市役所の畑中さん、そして、本市の川本副市長を交え、意見交換

を行っていただきます。 

 本日のシンポジウムが、協働のまちづくりをあらためて考えていただく場となり、これから始ま

るまちづくり基本条例の策定に向けての機運の盛り上がりにつながることを期待しており

ます。 

 この条例は「市民の皆さんと一緒につくりたい」「廿日市ならではの魂のこもった条

例としたい」という思いから、市民委員会を設置するとともに、各地域での市民ミーティン

グなども行い、今年度 1年をかけて素案づくりに取り組みたいと考えております。 

 最後になりますが、多くの皆さんにまちづくり基本条例の策定に向けたさまざまな取り組み

にご参加いただき、これからの廿日市市について一緒に考えていただきますことをお願

いいたしまして、開会のごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございます。 

 

３ 基調講演「協働のまちづくり ～今なぜ、まちづくり基本条例か～」                                      
 
〔司会〕 

ここで、本日のシンポジウムで、手話通訳及び要約筆記をお手伝いいただく皆さんを紹

介いたします。手話通訳は、江上弘恭さん、河本みゆきさん、要約筆記は、広島パソコン

要約筆記クラブ「ＨＰＣ小富士」の皆さんです。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 また、本日の様子を市のホームページなどで掲載させていただくため、会場内で写真撮

影、ビデオ撮影をさせていただいております。どうぞご了承ください。 

それでは、ただいまから第 1部の基調講演に入ります。 

 本日、基調講演をいただきます、講師の松下啓一さんをご紹介いたします。 

 松下啓一さんは、横浜市役所に 26年間勤務され、その後、大阪国際大学法政経済学部教

授を経て、現在は、学校法人相模女子大学人間社会学部社会マネジメント学科の教授でい

らっしゃいます。現代自治体論が専門分野で、神奈川県小田原市、鳥取県米子市、愛知県

一宮市など、数多くの自治体の自治基本条例の制定に向けた取り組みを支援していらっし

ゃいます。著書には、「市民協働の考え方・つくり方」、「市民活動のための自治体入門」、

「自治基本条例のつくり方」などがございます。 

 本日は「協働のまちづくり ～今なぜ、まちづくり基本条例か～」と題しまして、協働

の意味と必要性、まちづくり基本条例とはどのようなものか、条例制定の意義は何かなど

について講演をしていただきます。 

 それでは、松下さん、どうぞよろしくお願いします。 
 
〔基調講演講師（松下）〕 

１．はじめに 

皆さん、こんばんは。今ご紹介いただきました松下でございます。 

私、このまちは、今日初めて来ました。実は、今日、連れ合いと一緒に来ておりまして、

全国あちこちに行きますけれど、連れ合いに「廿日市に行くんだけど、行く？」と言うと、

珍しく「行きます」というので一緒にやって来ました。ちょうど宮島が見える所のホテル

に泊まり、先ほどまで海を見ておりました。今頃、連れ合いは、島のほうに渡って見学を

しているんだと思います。 

広島から来ましたら、途中、五日市という駅がありました。これから行くのは廿日市だ

から、4分の 1までの行程を来たのかと思っていたら、次が廿日市で、5日からあっという

間に 20日になりました。広島から思いのほか近いので、このまちのまちづくりの難しさを

少し感じました。 

今日は、まちづくり基本条例とは何なのか、何故必要なのかといったことを、基礎的な

ことを含めてお話したいと思います。1時間しかありませんので、ポイントをお話できれば
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と思っております。 

テーマは、まちづくり基本条例です。まちづくり基本条例とは何かというと、まちをつ

くる条例づくりです。見ていただくと分かりますけれど、ひらがなで「まち」づくりです。

漢字で書く街路の「街」とは違う。まずここが出発点です。ここのところをまず押さえて

おいていただきたいと思います。 

この 2 つの言葉ですが、一般的にどのように使われているかというと、街路の「街」と

いう字は、ハードのまち、つまり建物とか道路とかを意味する言葉として使われています。

ハードが中心です。建設、道路をつくる街づくりです。他方、ひらがなの「まち」の方で

すけれども、こちらの方はソフトも含んだ意味として使われています。ソフトとは、何な

のか。例えば、人と人とのふれ合い、人と人との助け合い、安心、そういったものも含ん

だ概念として、ひらがなの「まち」が使われています。 

廿日市では、ひらがなの「まちづくり基本条例」をつくるということです。つまり、も

っぱらソフトを中心に、ふれ合い、助け合い、あるいは安心など、ソフトに重点においた

まちをつくっていくということです。要するに、これは、暮らしやすいまちをつくるとい

うことです。暮らしやすいまちをつくるために、まちづくり基本条例をつくろうというこ

とでスタートしたわけです。 

そこで疑問があると思います。「そんなのわざわざつくらなくたって、うまくいってい

るんじゃないの？」あるいは「それをつくってどんな効果が出てくるの？」という疑問で

す。 

今日は、そんな事を含めて、まちをつくる手段としてのまちづくり基本条例の意義を考

えてみます。こうしたまちをどのようにつくっていくか、そのルールをどのようにつくっ

ていくのかの話です。 

２．まちづくり基本条例の動向 

実は、まちづくり基本条例、自治基本条例とも言いますけれども、全国でほぼ 200 位の

ところでつくられています。最初は 2000年に北海道のニセコ町がつくりましたが、今日で

は、すでに 200 もつくられています。そこで疑問です。だったら、他から持ってきてつく

ればよいのではないか、そんな風に考えることもできると思います。でも考えてみて下さ

い。まちといってもさまざまです。 

日本で一番小さな自治体をご存知ですか。東京都青ヶ島村です。平成 21年 7月の資料で

すけども、人口 177 人です。この前、ＨＰを見たら、実は、私、毎月青ヶ島の人口を見て

いますが、この前見ましたら、182人でした。実は 180人前後を行ったりきたりしています。

一方では、こういうまちもあります。 

私が、以前勤めていた横浜市は、人口 367 万人です。一つの都市で 367 万人もの人がい

るわけです。同じ自治体とはいっても、人口だけでもこんなに違う。だから、まちのつく

り方やその運営ルールも、まちによって違ってくるんじゃないかと思います。 

例えば、青ヶ島村における、まちづくりの基本ルールは何か。皆さんどう思いますか。

人口 170 人から 180 人です。この会場に集まることができる人数です。もし私が青ヶ島村

で頼まれて、まちづくり条例をつくろうとしたら、それは簡単です。一言「困ったらみん

な集まって話をしようよ」という、まちづくり基本条例です。 

他方、人口 367 万人のまちでは、みんなで集まれるわけがない。みんなバラバラです。

これを束ねるには、ふさわしい条例がいる。このように、まちによって、まちのかたち、

成り立ち、さまざまなことが違う。同じように、廿日市には廿日市ならではのまちがある。

成り立ちやそこに住んでいる人が違うわけです。だから、他からもってきてできるという、

そんな簡単なものではない。全国 1700の自治体がありますが、1700通りのまちのつくり方

があるわけです。このまちに本当に必要なのは何なのか、この廿日市にふさわしいまちの

ルールは何なのか。どんな風にすれば、このまちが魅力的で住みやすく暮らしやすいまち

になっていくのか、それはこのまちでなければ考えることができないし、このまちに住ん

でいる人たちでなければ考えることができないわけです。だから、自分たちで考えること
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になるのです。 

私は、自治基本条例のつくり方、まちづくり基本条例のつくり方という本を書いていま

す。その本をみれば簡単に条例ができるわけですが、その本を買ってもらいたいけど、最

初は、その本は買わない方がいいですよと言っています。買わずに、まちごとに考えてほ

しいと思います。でも、最後には 1 冊ぐらい買ってください。それで自分たちのまちのル

ールを比較、確認してください。今日は、そのスタートに立ったということです。 

３．なぜまちづくり条例が必要なのか 

先ほど、まちのルールをつくらなくてもいいのではないのか、つくらなくてもうまくや

ってきたじゃないかというふうに言いました。本当にそうでしょうか。 

このまちづくり基本条例は、本格的な自治づくりです。その意義を少し考えてみようと

思います。 

なぜ「まちづくり基本条例」なのか。 

いろんな理由がありますが、第一は地方分権です。2000 年から地方分権がスタートしま

した。実は、お手元のレジュメに、「これまでの 100年、これからの 100年」とあります。

地方分権というのは、単に地方の権限を下ろすといった簡単な話ではなくて、これまで 100

年以上にわたって行ってきたやり方を 180度転換する大きな話です。 

実は日本は、画面の左側のような国づくりをしてきました。国が考え、下に降ろしてい

くやり方です。明治維新は、それまで 300 の国（藩）にわかれていた国をひとつの国に統

一して近代国家に歩みだすものです。ヨーロッパ列強から、侵略される危険もある。その

なかで早急に強い国にしなければいけないという状況です。その時のやり方としては、国

が中心となって、どこに鉄道を引こう、どこに工場を興そうそんなことを考え、それを県

や市が実行させていくという仕組みで日本はスタートしたわけです。その結果、あれよ、

あれよという間に、日本は世界有数の国家になっていきます。その結果、戦争に突入しま

す。 

日本が変わるチャンスがあったのは戦争に負けた時です。戦後改革といわれます。日本

が戦争に負け、国民主権の国になり、日本国憲法ができるわけですが、そのときに日本は

ひとつの転換点でした。でも、その時の日本の状態は、どこでも焼け野原です。そんな焼

け野原の中で日本を立ち上げていく。強い国、豊かな国にしていくという時に、その方法

は、やはり、この左側の図のように、中央で考えていくというシステムがもっとも有効で

す。それが功を奏し、あれよあれよという間に、オリンピックをする、世界有数の経済大

国になります。これで私たちの生活も豊かになってきました。ここまでが、これまでの 100

年です。 

ところが、今はこのシステムでは立ち行かなくなってきています。実は、国が考えるシ

ステムを支えるのが、機関委任事務という考え方です。国の仕事を県知事や市長さんが委

任されて行う。機関委任事務は、県については７～８割、市については４～５割。つまり、

これまでは、大半が国の仕事で、これをみんなで手分けしながらやってきたのです。当然

ながら、国が考え、国の指示に従って、やっていけばよかったわけです。 

その中で、経済的豊かさが実現しましたが、今度は、私たちの価値や望むことが変わっ

てきた。安心して暮らせる社会、やさしさがある社会というソフトの話になると、もはや

国ではできません。そこで、地方分権が 2000年からスタートするわけです。 

ここからが、次の 100 年です。地方分権になると、地方のことは地方で、地域のことは

地域でという役割分担になります。国は国際問題をやる。地域のことは市役所でやってい

く、そうなってくるわけです。そうすると、これまでならば、みんなで国の仕事をしてい

たので、困ったことがあれば国に相談し、国からいろいろなアイディアも出てきましたが、

ところが、これからは自分たちで考えることになるわけです。地域で、自分たちで考える、

計画する、決めていく。そうなってきたわけです。 

ところが、今まで 100 年間、ずっと国の指示待ちで仕事をしてきたので、さて、自分た

ちで考え答えを出そう、暮しやすいまちをつくろうとしたときに、どんな風にしたらよい
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のか戸惑いが出てきます。市役所だけでなく、市民もそうです。そこで、自分たちのまち

をどのようにつくるのか、そのためのルールが必要になってきます。誰がつくるのか、ど

のようにつくるのか、これがなければいけない。そのルールをつくるのが、今ということ

です。 

もう一つ大きな流れが押し寄せてきています。人口減少です。ここに絵を出しましたけ

ども、日本の人口は 2004 年にピークを迎えました。１億 2779 万人です。これは日本の歴

史始まって以来の人口です。そして、この人口が急激に右肩下がりで減る。2055年には 8993

万人になるそうです。約 9000万人。比較すると約 3800万人の人口が減るということです。

これは半端な数じゃないのです。数えてみると、九州、沖縄、四国、中国地方…大阪の大

半も占めて、そこまでで 3800 万人です。その人口が、今後 50 年間でスポッと抜けるわけ

です。 

さまざまな問題がありますが、まちづくりで一番大きな問題は、税収です。税収が 3 分

の 2に減るのです。簡単に言うと、30万の収入があった人が 20万円になってしまう。それ

でも支出が少なければ、20万円で何とか暮していけるかもしれません。しかし、65歳以上

の人口比率を見てください。40％です。高齢者は、税金を払う人というよりも使う人です。

年金です。高齢者は、どうしたって病気にかかりやすい。健康保険です。家庭でいえば 30

万の給料が 20万になった。じいちゃん、ばあちゃんが、病院へかよって病院代もかかるこ

とになります。小遣いだって必要です。それだけでない。今回会場のような建物など、社

会資本といいますが、これが更新時期に入ってくる。30万円の給料が 20 万円になって、家

まで建て直さなくてはいけなくなってくる事態です。こういうときが、これから確実にや

ってきます。 

もちろん、今の政権は、人口を減らさないように政策を打ち出していますが、人口を減

らさないようにするということは、世界の例をみても簡単にはいかないのです。子どもが、

2.08 以上いないと人口は減るのですが、なかなか 2 の壁は超えられない。なんとかこぎつ

けても、すぐにリバウンドしてしまうということです。 

さて、こういうところに私達は、今いるわけです。どうやって、これからの 50年、これ

からの 100 年を見据えて、どのようにして暮らしやすいまちをつくっていくのか。一人ひ

とりに問われています。考える責任があります。今そのスタートラインに立っています。 

少なくても言えることは、税金だけに頼るシステムだと、税金がどんどん減ってきて、

縮小再生産になるということです。こうしたなかで、税金を有効に使う、というようにし

ていかなければならないが、今までの 100 年の右肩上がりできた事態とは違う自治経営が

問われています。まちをどうつくっていくか。それが、一人ひとりに問われている。そこ

でどうするかです。 

４．９人で野球をやろう・野球のルールとしてのまちづくり基本条例 

さて、どうするか。これから、まちづくり基本条例を考えるときに、皆さんで考えてい

ただきたいと思います。いろいろな答えがあると思います。 

私が考える一つの答え、アイディアをご紹介したいと思います。私が考えるのは「野球

は 9 人でやろう」ということです。つまり、これまで内野、お役所や議員さんだけで野球

をやっていた。かつては、それで野球ができた。ところがこれから、50 年、100 年先を見

ていくと、とてもそれでは野球はできない。となると、これまで外野にいて球があんまり

こないので後ろから野球を見ていた人たちが野球に加わり、9人がみんなで野球をしていく

ということではないかと思っています。一人ひとりが野球のプレーヤーとして、まちを担

っていく。一人ひとりが、野球の選手として、最近はサッカーでしょうか、それぞれが自

分の持ち味を大いに発揮し、そして、チームワークをよくして、自治をつくっていくとい

うことです。画面は、ＷＢＣです。前の王ジャパン、そして原ジャパン。いずれも全員野

球で世界一になりました。つまり協働の力でやっていく。そういう風にしていくしか、私

は、次の 100 年を乗り切る方法はないと思っています。もちろん、そのほか良い方法があ

ればどんどん出してもらいたいと思います。全員野球を表すと、協働ということだと思い
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ます。 

協働とは何かをめぐって、いろいろな意見がありますけれど、協働とは、役所も議会も

市民も、みんながそれぞれの公共を担っていくということです。野球をやるということで

す。私の体験で言えば、阪神淡路大震災の時に、神戸に行きましたが、その時、神戸の市

役所は、潰れていて機能不全に陥っていました。そこでは、やや言葉は悪いのですが、市

民の人たちが、生き生きと活動していました。本当に「生き生き」とです。それは、市民

の皆さんが、公共を担っているという姿です。その他、環境の問題をみても、市民の担う

部分が、たくさんあることが分かります。その他、さまざまな問題を考えてみても分かり

ます。役所だけが公共を担っているわけではない。つまり、野球の 9 人が公共を担ってい

く、そういうことでしか、この難局を、次の 100 年を、私達の暮らしを、つくっていくこ

とはできないのではないかと思います。 

その時に、野球のルールが必要です。野球のメンバーは、行政、議員さん、市民の人た

ち、町内会、ＮＰＯ、福祉団体、さまざまこれを含めて市民といいますが、9人がそれぞれ

の力をどのように発揮するのかといったルールが必要ではないでしょうか。 

例えて言うと、よくありますように、セカンドとライトの間にボールが飛んでいった。

どっちも追っかけていった。お互い相手が取るだろうと思ってボールがポトンと真ん中に

落ちる。よくあります。そのときに、ここまではセカンド、ここまではライトの守備範囲

と決める。もし微妙なところに玉が飛んだら、ボールを取るほうが「マイボール」という

ルールです。そういうルールがなければ、9 人で野球をやっても力を出せないと思います。

9 人で野球をやるルールをつくることが必要で、それがまちづくり基本条例ということにな

ります。 

５．協働によるまちづくり 

くどいようですが、もう一度振り返ってみたいと思います。 

これまでの 100 年、どのような仕組みでまちをつくってきたかというと、左側のシステ

ムです。市民は公共を担い手というより、要求が中心で、政府と対立的な仕組みの中で、

まちができてきました。右肩上がりの時はこれでよかったと思います。政府が市民の要求

に一生懸命答えるなかで、さまざまな仕組みができ、豊かな暮らしが実現しました。 

ところが、今、政府は 860 兆円の借金を抱えている。言ってみるとニーズに答えきれな

くなってきた。このやり方で、何が恐ろしいかというと、結果として、おまかせの跋扈で

す。おまかせ民主主義になってしまっている。誰かやってくれるだろう。町内会について

も、誰か役員がやってくれるだろう。他人に任せておけばよいという雰囲気、風潮が広が

っています。議員さんに対しても同じです。市長さんやお役所に任せればいい、そんな風

な「おまかせ」が、この 100 年のうちにあちこちに充満してきた。確かにお役所にお金が

あった時にはそれで、何とかなったかもしれません。本来、市民がやるべきところまで、

お役所がお金があったので手を出してやっていくことも行われました。ところがこれから

の 100 年はそうはいかないと思います。この時に、先ほど申し上げた協働、みんなで野球

をやろうということです。 

次の 100 年は右の図です。行政、議会、市民のそれぞれが、太陽の光のように、エネル

ギーを出していく。時には一緒に、時にはそれぞれの役割の中でエネルギーを発揮してい

く。これは市民間でも同じです。市民とＮＰＯ、ＮＰＯと自治会・町内会が、それぞれの

役割を果たしていく、協力して力を出していく。こういう社会です。こうしたさまざまな

パワーを盛り上げ、それを束ねて、ひとつのエネルギーにして、まちをつくっていく。そ

うでないと次の 100 年は乗り切れないと思います。行政の役割は、そのパワーをエネルギ

ーに転換して、それを束ねて、まち全体のパワーにしていくことだと思います。潜在力を

顕在化していく。そうしてまちをつくっていくことが大事です。まちづくり基本条例の内

容は、みんなの力をエネルギーにして、大きな力にしていく、それが目的です。みんなの

パワーを引き出し、エネルギーになる内容になっていることが必要です。 

６．協働で変わる仕事ぶり 
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協働で、仕事ぶりが大きく変わります。 

一つは、行政や議会の仕事ぶりがかわってくるということです。つまり、市民から任さ

れた役割を存分発揮すること、そういう方向に仕事ぶりが変わるということです。 

たとえば、議員さんですが、議員さんにアンケートをすると、議員さんは一生懸命仕事

をしていると答えます。私も、そういう議員さんをたくさん知っています。そのとおりで

す。ところが、同じことを市民の人たちに聞くと、6割の市民が議員さんに不信・不満をも

っています。ギャップがあるのです。 

なぜギャップがあるか。二つ答えがあると思います。一つは議員さんのしている仕事が、

市民ニーズとあっていないこと、つまり市民が期待していることをしていないということ

です。もう一つは自分たちが一生懸命やっていることが、充分に市民に伝わっていないと

いうことです。ならば、そのギャップを埋めるように、仕事ぶりを見直すことです。答え

はひとつで、市民と一緒に対話していくことで、そのギャップを埋めていくことだと思い

ます。それでずいぶんと変わると思います。 

行政も同じです。いままでの行政の仕事ぶりは、自分たちの視点で仕事をしていないだ

ろうかということです。 

行政の仕事というのは、辛口でいうと、どう説明できるか、突っ込まれた時にどのよう

に説明できるかを視点に仕事をしています。市民の信託を受けているため、主権者である

市民にどう答えるかが基本になるからです。そうすると、法的な根拠や形式的な裏付けが

あれば、それでよしということになってしまう。その結果、時として市民の常識とずれて

しまうことがあります。 

仕事ぶりを変えていくというのはどういうことか。たとえば情報公開です。どこのまち

にも情報公開条例がある。何のために情報公開があるか。一般的には行政の説明責任です。

主権者である市民に説明するために、情報公開制度が組み立てられます。ところが、市民

や企業が、おおいに活動するために、頑張るために、情報を公開しようと考えると、情報

公開の内容や説明の仕方が違ってくると思います。使いやすく情報を加工することも必要

です。実は、市民が元気になるためという視点でお役所の仕事を組み立てると、今とは、

ずいぶん違ってくると思います。 

そうやって行政は、自分たちの仕事の仕方ややり方を組み立て直すのが、これから必要

ではないでしょうか。そうすると、それを受けて市民が自らの公共性を大いに発揮できる

ようになると思います。 

これまでの視点を転換し、次の 100年に向けてスタートしようではありませんか。 

７．職員も変わる 

協働で考えると、職員も変わります。かつての縦系列であった時の職員はヒラメ型職員

といわれていました。砂に入って上を見ている。このときは、ある意味、正しい姿勢です。

なぜならば、情報や政策、お金が上から来るからです。それに注視しているのは、大事だ

からです。ところが、これからは、仕事ぶりが変わります。地域の力を引き出していく姿

勢です。そうすると職員は、地域に入り、地域の人と一緒になって議論をし決めていく。

そう言う風に変わっていかないといけなくなります。頭では分かっていても、「変わって

いこうよ」とみんなで確認しないとなかなか進めないです。それが、まちづくり基本条例

です。 

みんなで、そのように変わっていく。ちょっと大変だけど変わっていく。それが廿日市

の次につながっていくんではないか。それを表現したものが、まちづくり基本条例です。 

８．まちづくり基本条例のつくり方 

となると、まちづくり基本条例のつくり方が変わっていく。まちのひとたちが力を出し、

一緒にまちをつくっていこうというのに、役所が他の都市のマネをして条文をつくったら、

変な話です。依存、あいかわらずお任せ、相変わらず、「役所がやってくれるんじゃない

の」が続いてしまう。そういう条例づくりをしている所もありますが、これは本末転倒で

す。 
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自治の当事者たちが、お任せではなく、自分たちの問題としてまちを考えていく、自治

を考えていく、そのようにつくるのだと思います。いくつか他都市の例を挙げてみます。

考えていく時のヒントになればと思います。 

画面は、米子市の例です。協働のまちづくり、ということで、条例づくりを始めました。

廿日市と同じです。その時に、協働とは何？協働のまちづくりとは？を、どのように市民

に分かりやすく伝えるかを考えました。 

私の講演会があり、講演会の前に、こういうのをやりました。写真は米子公会堂です。

1000 人の人がここに来ている。余談ですが、私は講演会が始まる前にトイレに行くのが嫌

なんです。トイレにいくと、皆さん話しをしています。「今日の講演会だけどさぁ、どう

せ難しい話だよね」。それを聞くといたたまれなくなってしまいます。 

確かに、協働のまちづくりといっても、難しく、分かりにくい。それをどのように分か

りやすく伝えるのか。米子では、劇をやりました。役所の人たちが陽気です。それでこん

な劇をやる。見ているおばあちゃんが、なるほど、これが協働なのかと分かります。写真

に写っている茶髪の人は、これは市長です。市長さんも入ってやっているんです。なるほ

ど、協働とは、こんなことだったのか、そういう風に分かりやすく伝える方法です。 

次は、市民が主体になって、意見を聞いて回るという方式です。流山市でやりました。

ただ、これは、そのまままねをしないで下さい。大変です。 

市民の人達が集まりまして、検討会をやりました。ここまでは廿日市と同じです。 

その時の彼らの問題意識ですが、自分たちは市民代表ではない。市民によって選ばれた

わけではないということです。市民代表は、あくまでも議員、市長です。たしかに自分た

ちは、まちのためにやりたいという熱意はあるが、選挙で選ばれて頼まれて、みんなの信

託を受けてきたのではない、というところがスタートです。 

余談になりますが、公募で集まった市民の人たちの会議が始まる前に、私はいつも次の

ようなことを言います。集まった市民の人達が、一生懸命、提言をまとめて、できあがり

ましたということで、市民の前で説明をします。そのとき、前に座っている市民の人から、

このように言われるのを覚悟しないといけません。前の市民の人から「あなたは誰ですか？

なぜ前にいるんですか。私はあなたに頼んでいませんよ」という事が実際に起こるのです。 

そこで市民は、発奮します。確かに私たちは議員と違って選ばれたわけではないけれど、

みんなの意見を聞いて、咀嚼して案をつくりましたと言おうじゃないかと。そう言って、

ほかの市民の人達の意見を聞く機会を作ります。流山市では 124 回まちに出て、話を聞き

きました。30 名の委員さんがそれをやったのです。あまりにもハードなので、そのままま

ねをしないでと言っています。 

この話のポイントは何かというと、たくさんの市民の意見を聞いて、自分が意見を咀嚼

して、市民の代弁者になる事です。「私が」「私の」ではなくて、みんなの意見を踏まえ

て、私が代わりに言う。全員の意見、まちの人の意見を取り入れた案ができてくるのです。 

やり方はさまざまです。皆さん方で、たとえばグループの人たちの意見を聞く、それで

もいいと思います。やり方はさまざまです。多くの方の意見を聞きながら条例をつくって

欲しいと思う、これが１つのヒントです。この通りにやれ、ということではありません。

実際、こうしたことが、最後に効いてきます。ああ、そういうことだったのかと分かると

思います。 

次の写真は、これは米子ですが、議員と一緒にワークショップをやっているところです。

米子の議員さんと市民が一緒に議論しています。有効な方法はポストイットを使います。

米子はポストイットを使って、小さな意見を取り入れるということをやっています。たく

さんの意見を聞いています。 

ある時、長野県上田市で面白い体験がありました。市民の人たちが集まってまちづくり

を考えようというのです。30 人くらいの市民の集まりで、会をつくって条例をつくること

を考えています。その時に、テーマが「議会のありかた」ということです。議員さんに 10

人ほど来てもらい議論をしました。もし議員さんがここに来ずに、議員抜きでこれを議論
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したらどうなったでしょう。議員の顏がみえない、給料が高いという議論になったと思い

ます。ところが、一緒になって議論したらどうなったか。市民からこういう案が出ました。

「議員に政策秘書を置こう」という提案です。「そうなんだ、大変だな」ということにな

り、スタッフが必要ということになるのです。実現するかどうかは別にして、まったく違

う意見が出ます。みんなで考える機会を大事に使わないともったいない。まちをどうする

か、まじめに議論する場はそうはないのです。 

一緒にやるためのポイントは、信頼関係です。 

これは流山市の例です。市民の皆さんが集まって、長い検討をして案をつくりました。

ところが、行政から見て「これは無理だ」という内容があります。これは普通のことです。

なぜなら、市民には役所のことで分からないこともあるからです。 

協働の条例づくり、政策づくりでは、7～8 割はここで失敗します。市民が考えた案と行

政が良いと思う案と齟齬がでてきますが、これを埋める努力を怠るからです。その努力を

怠って、分かりましたと言って黙って受けり、そして、勝手に内容を変えてしまうからで

す。一緒に汗を流してきたのになぜと、市民は思います。 

では、どうやって溝を埋めるのか。簡単です。真面目に議論するってことです。どうい

うことか。「分かりました」じゃなく、「私はこう思っている」「いや、こう考えるべき

ではないか」といったことを真面目に議論することです。 

実は、こうしたことは、これまでずーっとやって来なかった。しんどいからです。行政

も、そして市民もしんどいからです。しかし、次の 100 年です。それを少しずつ始めてい

かないとだめだと思います。 

流山市で私は、両者を調整する会議の座長をしました。市役所のほうは副市長以下 5名、

市民も 5名です。最初の 2～3回はギスギスしています。私はここで、やると決めたことが

二つあります。一つは、裏取引は一切なしです。全部、この場でオープンで決めます。第

二は、お互い、言ってはいけないことを決めました。市民の方ですが、私たちは主権者で

税金を払っているから、役所は、市民の言うことを聞きなさいということです。これを言

ってはおしまいです。1回は、思わず言ってしまうかもしれないのでイエローカード、2回

になると、レッドカード、退場です。市役所の方ですが、こちらはできもしないのに、「分

かりました」と言うことです。私は役所のことが分かるので、できるかできないかが分か

ります。もしそう言ったら、「どうやってできるのか」を聞きます。こんな会議をやって

いると、4～5 回目になると不思議な共感が生まれてきます。互いに言っていることが分か

ってくる。面白いこともおこります。市長と企画部長が、言うことが違ってくるのです。

市民の前で「それは、副市長違いますよ」「いや部長違いますよ」。そうやって議論して

いくと、信頼関係が生まれてきます。 

正直、大変でしょうが、こういうことを、一歩ずつでもやっていくことです。いきなり

は難しいと思いますが、意識をしながら始めたらどうでしょうか。逃げているといつまで

も逃げていなければいけない。続けていくと、どんどん相互が理解できるようになる。「な

るほど」と前向きに考えるようになります。信頼関係ができあがります。 

まちづくり基本条例を契機に、こんなことを始めてみたら、どうでしょうか。 

最後の画面は、上田市です。ここでは難しい話の後に、ぎょうざを作ります。議員も入

ってつくります。お昼は一緒にカレーをたべます。会費 500 円です。まちづくりを楽しく

やっています。まちを良くしようと考えているのに、楽しくない訳がないですね。難しい

顏をして、腕組みをして、まちづくりをすることはない。楽しくやることです。 

以上のような、さまざまな例があります。これらを参考にして、あるいは咀嚼しながら

廿日市らしいやり方をやってみてください。ずっと続けられるよう、楽しくやってみてく

ださい。そうやってまちをつくっていくと、魅力的な住み良い廿日市になると思います。 

この条例はそのスタートです。難しいハードルはたくさんありますが、そこは楽しく気

楽にやってください。できる範囲でいいと思います。 

100年後、あの時がスタートだと思える、ぜひ、そのような「まちづくり基本条例」にな
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るように、がんばってほしいと思います。 

短い時間で、基本的なことだけをお話ししました。分かりにくかったかもしれませんが、

こんなふうに、廿日市の基本条例を考えて見たらどうでしょうか。 
 
〔司会〕 

 本日は、とても素晴らしいご講演ありがとうございました。キックオフシンポジウムに

ふさわしく、とても分かりやすく話をしていただきました。 

9 人で野球を、力を存分に発揮する取り組みの話。これからの 50 年、そしてその先これ

からどのように暮らしやすくしていくか、このまちに住んでいる人でないと考えられない

と温かいエールを送っていただきました。行政職員も自分たちの仕事をしっかり見直して

進めて欲しいとお言葉をいただきました。 

皆さんとよい対話などを持ち、条例検討を進めていきたいと思います。どうもありがと

うございました。盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。 

以上で、第 1部を終了します。休憩とします。第 2部は 19時 45分から開演となります。

ご休憩ください。 

 

（休憩） 

 

４ パネルディスカッション「協働のまちづくりってどんなもの？」                                        
 
〔司会〕 

ただいまから、第 2部のパネルディスカッションをはじめます。 

本日は、市内で地域づくり活動に取り組まれている方々、また、先行して条例制定に取

り組まれてきた市役所の職員さんをお招きし「協働のまちづくりってどんなもの？」をテ

ーマに、意見交換をしていただきます。 

それでは、コーディネーターとパネリストの方々をご紹介いたします。 

まず、コーディネーターは、廿日市市市民活動センターセンター長、また広島文教女子

大学人間科学部人間福祉学科教授の蛯江紀雄さんです。続きまして、お一人目のパネリス

ト、佐伯地域の活気ある浅原を創る会会長、酒井豊裕さんです。続きまして、お二人目の

パネリスト、大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センターコーディネーターの川

田裕子さんです。続きまして、三人目のパネリストです。今年の６月に「参画と協働のま

ちづくり推進条例」を制定された兵庫県川西市役所参画協働・相談課課長補佐の畑中久代

さんです。最後に、廿日市市副市長川本達志です。 

 なお、先ほど基調講演をいただきました松下さんにも、会場でこのパネルディスカッシ

ョンの様子をご覧いただいております。 

 それでは、ここからはコーディネーターの蛯江さんにマイクをお渡しいたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

それでは、「協働のまちづくりってどんなもの」というテーマでパネルディスカッショ

ンを始めたいと思います。時間が大変限られておりますので、パネリストの皆さんにはご

無理を言っておりますが、皆さま方もご容赦いただきたいと思います。まず始めに、それ

ぞれ自己紹介と、現在の活動状況、自慢の活動などあればそれも合わせてお話をちょうだ

いしたと思います。まず、酒井さんよろしくお願いいたします。 
 
〔パネリスト（酒井）〕 

浅原の酒井でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

浅原地域は、廿日市市の最西端、小瀬川中流域にございます。現在の人口は約 800人、

高齢化率は平成 19年で 35％ということなので、少し上がって 37～38％のところかなとい

うふうに思っています。過疎高齢化の進んでいる地域であります。 
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私たちのコミュニティではいろんなことに取り組んでいるのですが、箇条書き的に申し

ますと、盆踊り、要するに夏祭り、上田宗箇の追慕祭、地域敬老会、それからと昨年から

始めたのですが、ふれあい神楽というのをやっております。神楽というのは、夜遅くまで

かかります。地域の方々も高齢化をされて夜遅くまで見ることができないということで、

昨年から昼間にやっております。非常に好評で、昨年は 300人ぐらい地域内外から来られ

ました。今年も 8月の最後の日曜日に実施しようと今計画しておりますので、もしよろし

かったら見にきていただければと思っております。 

あと、受けたのが、電池ポストというものです。これは何かと言うと、家の中にゴロゴ

ロしている電池がありますがゴミに出すのには量が少ない、ということで地域にポストを

作り、そこに電池を入れてもらいました。地域の方に大変喜んでいただきまして、電池ポ

スト大繁盛というふうな形です。 

先ほども申しましたように、当地域は非常に人口の減少が進んでおります。ここ 20年で

200人、年に 10人ずつ人口が減っているということです。地域の皆さんも人口が減ると寂

しいねという話にはなるんですけれども、私たちの思いは、「今こういう状況は日本の最先

端をいっているのだ」と、「いずれ日本の全国どこでもこういう状況になっていくんだ」と、

「その最先端でいろいろな課題を解決ながらやっていくのは、非常にやりがいがあるんじ

ゃないか」ということで、一生懸命地域でコミュニティ活動に取り組んでおります。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。それでは、続いて川田さんお願いいたします。 
 
〔パネリスト（川田）〕 

こんばんは、川田と申します。いろいろな地域のさまざまな取り組みや意気込みを学ば

せていただこうと思ってここへまいりました。よろしくお願いいたします。 

私自身は、京都生まれの京都育ちです。関東弁を使う夫と、ずいぶん崩れましたが京都

弁の私、それからバリバリの広島弁を使う 3人の子どもたちとの 5人家族です。昭和 49年

結婚を期に、勤務先の広島に来まして、廿日市市の佐方で第２の人生をスタートしました。

そして昭和 58年に大野に家を購入し転居してきた典型的なサラリーマン家庭の専業主婦で

す。今は子どもたちも無事育ち、社会人となりました。我が子を育んで下さった地域に少

しでもお返しができればということで、現在子どもに関わる活動をさせていただいており

ます。 

私自身は、物心ついた頃からアスファルト道で遊びました。近くに田や畑もなくて、バ

スや電車の往来を見て育った私にとって、この大野町に来たときに、海と山に囲まれた緑

豊かで、日ごと変わる海の色や、季節ごとに運ばれてくる田畑の匂いの違い、これは本当

に新鮮でした。そして、今なお人と人との温かなふれあいの場面が見られることが本当に

素晴らしいと思うのと、緑豊かな自然との調和の中で大野の生活文化を大切にしておられ

る姿を見た時に、カルチャーショックを受けました。これはやはり異文化で育った自分だ

から、大野の素晴らしさが見えたのかな、廿日市の素晴らしさが見えたのかなと感じてお

ります。“適当に都会で、程よい自然に囲まれた”大野や廿日市は、まさに 21世紀を生き

る子どもたちに是非残してやらなければならない、生きる知恵がいっぱい詰まったかけが

えのない生活文化をもった地域だと思いました。 

活動を始めたきっかけは、平成 4 年にＰＴＡ会長をしたことからで、その時に充て職と

して社会教育委員をさせていただき｢大野町における生涯学習推進｣｢子どもたちの健全育

成｣の 2 つを学びのテーマとして自主勉強会を始めました。平成 13年 14年と 2年にわたっ

て、その学びを還元するために、町行政との協働をベースに、未来を担う子どもたちが心

豊かでたくましく育つために何をすべきか、何ができるのか町民になげかけるために、手

作り手探りで生涯学習啓発事業｢町づくりは人づくり｣という大会を開催させていただきま

した。子どもたちのおかれている現代的課題の共通認識を持つことができたことと、大会

での気付きを具体的行動として取り組むための拠点として、その年の秋に「大野子ども体
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験活動・ボランティア活動支援センター」という大変長い名前の子ども支援センターを開

所させていただきました。 

それ以来、今日まで「はつかいち寺子屋塾」事業、放課後子ども教室、大野中学校区学

校支援地域本部、地域の集会所を借りて地域の方々の見守りの中で行う 2 泊 3 日の通学合

宿、大野子どもクラブ「ビッグ・フィールド大野隊」こういった活動の支援をさせていた

だき、かかわっております。 

子ども支援センターでは、どの活動も｢子どもたちをお客様にしない｣、活動のプロセス

を大切にし、失敗することも学びのうちとし、危険なこと以外、大人は手だし･口出し無用。

｢人としてしてはいけない事｣｢人として守らなければいけないマナー｣は、どこに行っても

同じであるというふうに申し合わせ、みんなそれを守らなかった時は、本気で叱り、反対

にとっても頑張っている時は一人ひとりの良さに気付いて心からほめる。こういったこと

を繰り返しました。おかげで参加した子どもたちは、見違えるほど変化いたしまして、そ

の変化を見た大人たちも元気をいただきました。 

私たちかかわっている仲間の合言葉は、｢やれない、やらない言い訳さがすよりも、でき

ることを、できるところから、気づいたことは、気づいたところを、即、行動に移す｣これ

をモットーに、さまざまな活動を続けております。ありがとうございました。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございます。それでは、続いて畑中さんお願いいたします。 
 
〔パネリスト（畑中）〕 

皆さん、こんばんは。兵庫県川西市から参りました畑中と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

今日は、協働のまちづくりの条例制定に取り組んでいる自治体の職員ということで来さ

せていただいたわけですが、約 2年をかけまして、つい 10日ほど前に、無事議会で条例可

決いただきましたことを、まず、ご報告させていただきたいと思います。万が一、否決さ

れていたら、たぶん、今日、私、ここに座っていなかったんじゃないかなと思ってまして、

今日は無事来ることができてホッとしております。 

 少し、川西市の紹介をさせていただきたいと思います。皆さん、川西市って聞いたこと

ありますか？ご存知の方、いらっしゃいますか？……ちらほら手が挙がってますけども、

特にこれといった観光もないところなので、いつも、大阪と神戸のちょうど中間にある市

なんですとか、宝塚歌劇で有名な宝塚市の隣とご説明させていただいています。人口約 16

万人ということでこちらよりも 5万人ぐらい多いんですが、市域はこちらの市の約 9分の 1

ぐらいです。旧廿日市地域と同じくらいということで、環境も昔から山を削ってニュータ

ウンを造っていったというような経過があり、わりとイメージ的には似ているんじゃない

かなと思っております。大阪のビジネス街から電車で約 20分ということで、典型的な大阪

のベッドタウンということです。こちらは広島のベッドタウンと聞いておりますけれども、

そういう面で環境的には似たような感じかなと思っております。 

川西市での条例策定の取り組みは、2 年前に市長の施政方針で、その 1 年前に選挙で 16

年ぶりに市長が替わったのですが、「条例の策定に入る」ということが表明されて始まり

ました。 

ただ条例をつくるのは、私はそれまで企画財政部で「協働のまちづくり推進事業」を担

当していたのですが、実際に自治会・コミュニティやＮＰＯなどの市民活動を所管してい

る市民生活部だということで、私が「協働のまちづくり」という仕事を持って異動したん

ですね。異動した先の職員は、長く地域活動に直接触れていても「協働のまちづくりって

何？」とか、「条例なんか難しそうで、分からへんわ」という感じで、あんまり意識の共

有が進まず、私が２年間１人で担当して進めてきたわけですが、ちょうど、その 1 年前か

ら新市長の市役所改革の取り組みの一環として、市民とのコミュニケーション改革を進め

るということで、庁内に各部署から選出されたメンバー12 人でできている「協働参画プロ
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ジェクトチーム」というのがあり、そのチームと一緒になって進めてこれたのが、私にと

っては、非常に心強いものであったと思います。本当に多才なメンバーで、楽しい活動だ

ったので、このチームについては、のちほどまた触れされていただきたいと思います。 

以上です。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございます。それでは、副市長お願いいたします。 
 
〔パネリスト（川本）〕 

副市長の川本でございます。私のほうからは、廿日市市のこれまでの取り組みなどをお

話させていただきます。 

 私は、平成 17年 4 月から廿日市の市役所の職員となりましたが、その前は県庁におりま

した。平成 6 年度と 7 年度に県から派遣でこの廿日市市に来まして、その年に「文化振興

プラン」という計画の策定にかかわっております。これがその文化振興プランでございま

す。これが、私が「このまち」と今日のお話の「協働」との深い関わりあいの始まりでご

ざいます。そして、この計画づくりを始まりとしまして、廿日市市の「協働のまちづくり」

は 3つのステージで進められてきたと考えております。 

 まず第 1 のステージがこの「文化振興プラン」でございます。このプランでは、市民と

行政との協働によるまちづくりを目指しまして「市民と行政のパートナーシップの形成を

進める」と掲げております。このため、行政も変わらなければいけない、その体質を変え

ていく必要があること、職員の意識改革、行政システムの変革のための施策を掲げました。

契機としては、物の豊かさから心の豊かさへということであったと思います。このプラン

は第 3次総合計画の下で策定したものでしたが、 

 第 2のステージは、第 4次総合計画の下で、平成 13年 7月に策定された「はつかいちコ

ミュニティ推進プラン」だと思います。このプランのテーマは「パートナーシップでつく

るわたしたちのまちはつかいち」でした。「誇りと愛着の持てる地域」「このまちで暮ら

す楽しさや豊かさ」を市民と実感できるまちづくりというものを目指したものでございま

す。地域ごとにさまざまな団体、学校、行政も加わった「円卓会議」という形式で、地域

ごとに計画をつくっていただいて、さらにその計画の支援を市がやっていくという形の枠

組みをつくったものでございました。さらに「市民活動センター」皆さんご存知だと思い

ますけれども、これも市民と協働で整備をするとか、あるいは「まちづくり基本条例」も

初めてこのプランの中で言及し、つくりましょうということを掲げました。 

 そして第 3 のステージが、このたびの「まちづくり基本条例」づくりということになろ

うかと思います。これまでの市民の皆さまの積極的かつ主体的な地域づくりへのご参加あ

るいは活動というものを、「基本条例」の中で、ルールにしてさらに豊かなまちづくりを

やっていこうというものであります。すでに、プランというものではなくて実際の行動に

移していく時期だということもあって、こういった協働のルールづくりをして、さらに豊

かな地域づくり、また先ほど松下先生のお話にもありましたけれどもこれからやっていく

厳しい時代への対応ということもあります。そういった中で、今、条例づくりに臨もうと

しているところです。以上です。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。それぞれ、地域の状況だとか、自慢の活動などご紹介いただ

きましたが、活動を続けて来られた中で、こんなことに困っているとか、こんなことが必

要だと思われているようなことを、実践者であります、酒井さんと川田さんにお聞きした

いと思います。酒井さん、よろしくお願いします。 
 
〔パネリスト（酒井）〕 

私は、3つほどあるかなと、考えてみました。 

1つ目は、人は人に感動し、その感動をもとに 1人の人の心を揺り動かされていくんだと
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いうこと、そういう力が結集していけばとても主体的に行動できる方がふえてくるという

ふうに思っています。 

2つ目は、自分の住んでいるところを 1回見直したらどうだろうかと。特に地域にずっと

生まれて育ってある程度の年齢までくるというと、なかなか地域が霞んで見えないという

ことがある。実は、地域にはいろんないいところがあるんです。それに気づいていないと

いうふうに思っています。先ほど川田さんが遠くからお嫁に来られたという話がありまし

たけれど、そう考えると例えばお嫁にこられた女性の方は、非常に新しい感覚をお持ちだ

と。そういう女性の感覚を大事にして取り組んでいけたらいいのかなという風に思ってお

ります。 

3 つ目ですけれども、ちょっと農業の話になって恐縮なんですけれども、昔、昭和 30 年

の後半から 40年の頭まで、まだ僕が小学校の頃なんですけれども、田植えだということに

なりますと、隣近所のおばちゃんやらが来て、田を植えておりました。時代が進んで、機

械化もできてきました。一人で、つまり一軒で農業が完結するようになってしまったんで

す。そうするとなかなかコミュニケーションがとれなくなってきたという、非常に「個」

の力が強くなった時代、ちょうど今がそうなのかもしれません。ところが、今高齢化を迎

えて、私どもの地域では今度はみんなでやっぱり支えあっていかないとなかなか上手いこ

と運営できないよというふうな時代になってきたのではないかと思っています。 

最初は、機会もなくて皆が協力しないといけない時代、それから時代が近代化し、機械

化もあって、個人の力で農業ができるという時代、それが時代が移ってまたみんなが力を

あわせてこれから地域で支えあって生きていくという時代に、今、回帰しているんじゃな

いのかなというように思っております。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。それでは続いて川田さん、お願いいたします。 
 
〔パネリスト（川田）〕 

 私たちが関われた子どもたちは、まだ、ほんの一握りです。でもその子どもたちが、地

域、学校、家庭の三者の連携の中での変化していく様子を目の当たりにするたびに、地域

には、まだまだ元気をなくしたままの子どもたちがいっぱいいますので、ぜひ、人と人と

の温かなふれあいの大切さを体得できる場、先人の知恵を学べる場、出会える場がもっと

もっと必要であるなという風に感じています。そのためには、地域でまだまだ眠っている

｢人｣という素晴らしい社会資源との出会いが急がれるのではないかなという風に感じてい

ます。 

子どもにとっても大人にとっても社会貢献のきっかけづくりがとても大切なのではない

かと感じています。 

このたびの｢協働のまちづくりのルールブックをつくろう！｣が、大いなるきっかけづく

りになるのではないかなと期待しているところです。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。確かにまちづくりを考えて進めていく時には地域の改善課題

の方にどうしても目が行きがちですけれども、今お二人のお話にありましたように自分た

ちの住んでいる地域の、廿日市市のよさをしっかり目に留めるということが大切だなとお

聞きしながら思いました。 

私も廿日市市で長く住民の皆さんと福祉づくりに参加させていただいてきましたけれど、

廿日市市は本当に住民活動が活発なところだなということを実感し、また、よその地域に

行っては自慢をしています。この廿日市市の良さや住民の活力を武器にして、まちづくり

を進めていくことがとても大事ではないかというように思いながら、今、お話を聞かせて

いただいたところでございます。 

それではここで、先行して条例づくりに取り組んでこられました、川西市の地域活動の
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状況について、再び、畑中さんにお話いただきたいと思います。また、その状況を踏まえ

て、条例制定までの経過などをお話いただけたらありがたいと思います。ひとつよろしく

お願いいたします。 
 
〔パネリスト（畑中）〕 

地域活動の状況と条例制定の経緯ということなんですが、まず地域活動の現状は、川西

では、昭和50年代からコミュニティ政策に力を入れてやってきました。小学校区単位でコ

ミュニティ推進協議会というものを立ち上げております。現在13個あるんですけれども、

自治会を中心とする地域のいろんな団体の集合体です。活動は地域のつながりを深めると

いうことを目的に、体育祭や夏祭りなどの行事や地域の安心・安全のまちづくりへの取組

みなどが主なものです。 

ただやはり、どこのまちでも同じだと思うのですけれども、最近では、高齢化や都市化

の影響で、自治会加入率が低下しています。現在、市内ではだいたい65％くらいの自治会

加入率です。コミュニティ活動における役員の負担感の増大やなり手の不足、行政の下請

け感、また、団塊の世代がどんどん地域に帰ってきているのでそういう方たちの活躍機会

の場を確保するといった新しい課題も出てきています。 

私の職場では、自治会やコミュニティも担当しておりますので、よく地域の役員さんが

来られるんですけれども、地域で非常に頑張っている人たちが、苦労が多くて、だんだん

疲れていってらっしゃるのが、目に見えているんですね。ですから、松下先生が最初にご

説明いただいた条例制定の背景ももちろんなんですけれども、頑張っていらっしゃる方を

もっとサポートしていくとか、そういう必要性も感じておりましたので、そういう協働の

まちづくりを進めるための、みんなが共有する基本的なルールをつくろうというのがこの

条例であったと思います。 

条例づくりの経緯は、約 2 年かけて進めてきたのですが、今日は時間の都合もあるので

主なものだけ申し上げます。条例のつくり方にはトップの考え方とか、議会の意識など、

いろんな事情がありまして、各自治体でいろんな過程を踏まれると思います。川西では、

白紙の段階から市民さんの意見をいろいろ聞きながらやる。しかし条文自体は行政で書く

というスタンスがありました。市民と一緒に考えたり、市民のご意見を幅広くお聞きする

という点で、最初の段階では 4 ヶ月くらいかけて、協働のまちづくりワークショップを全

部で 8回開催いたしました。これについては、後で詳しく述べたいと思います。 

条例素案ができてきた段階では、市民向けの説明会、パブリックコメントをやったりし

ました。この辺はあまり他市の事例とは変わらないかなと思います。 

今のは対外的な取り組みなんですが、市の職員の意識啓発というところが、条例をこれ

から運用していくにあたって非常に重要な部分になりますので、この辺の職員の意識啓発

にも力を注いでやってきました。先ほど申し上げましたプロジェクトチームのメンバーに、

本当にがんばってもらいました。月に 1～2回、協働かわら版ということで「協働って何?」

というところから始めまして、庁内ＬＡＮを使ってニュースの配信をしました。それと、

「協働のまちづくりってなあに？」というＤＶＤをＰＴの手作りで制作しました。これは、

身近にあるようなエピソードを取り上げて、職員が寸劇をやっているようなＤＶＤになっ

ています。こういうかわら版を配信したり、ＤＶＤを作ったりするのは、結構ＰＴは多彩

なメンバーがそろっており、イラストを書くのが得意な職員や落語をやっている職員がい

たり、昔、映画を作成したことがある職員など、いろいろいましたので、メンバーの得意

技をフル活用し、まさにこれが協働なんじゃないかなと思いますが、そういうことでつく

り上げてきました。この間の 3月でＰＴの方は解散しましたが、最後の仕上げの段階では、

ＰＴ主催の職員研修を行い、このＤＶＤを上映し、大爆笑、大好評いただいたところです。 

また、節目節目では、当然、議会に対して、資料提供やご説明も行ってまいりました。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。先ほどＤＶＤのお話を聞き、本当ならここで見せていただき
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たいところですが、時間が 20分くらいかかるということで、今日見せていただくことがで

きず、とても残念です。また機会がありましたら、みんなで見せていただきたいですね。 

それでは、副市長にこれまでの話を踏まえて、廿日市市のこれまでとこれからの取り組

み、あるいはまちづくりの基本的な考え方などについて、少しお話をいただければと思い

ます。 
 
〔パネリスト（川本）〕 

市役所は、市民の皆さまが生活していくのに基礎的で欠くことができないサービスを提

供しているわけで、水道、ごみ、下水道、消防救急、教育、子育て、社会保障の制度の運

用等々あります。そういった公共サービスだけでは、豊かな暮らしはできないと思います。

モノと制度というものが、今申し上げた公共サービスの中心にあるのですが、それに加え

て私どもが思うのは、やはり信頼などの人と人との関係づくりというのが、すごく重要に

なっているのだと思います。 

もちろん個人と個人との関係を行政がつくり出すわけにはいきませんけれども、行政と

してできること、できるものがあると思います。それが、支援や助成であると思います。 

例えば、教育で言うと、いい学校といい先生がいればいい教育ができるかというと、決

してそうではないと思います。先生と児童生徒、ＰＴＡとのいい関係がないと、いい教育

はできません。高齢者のことで言えば、われわれは介護保険制度を運用をしておりますが、

そこまでになるまでに、地域で暮らしていける、豊かに暮らしていくためには、ご近所と

の関係、助け合いの関係づくりが欠くことができません。医療にしても、安心できる医療

保険制度は必要ですが、先生と患者の信頼関係がなければいい医療行為、治療は受けるこ

とができません。 

そういった意味で、行政全般について考えてみますと、市民の皆さんとの相互関係、中

間組織であるコミュニティ・ＮＰＯとの関係づくり、さらには、市役所などの行政と市民

の皆さんとの関係づくり、そういうものがちゃんと整っていないと、信頼関係がなければ、

いいまちづくりはできないと思います。 

しかし行政がすべてできるかというと、先ほども申し上げましたけれどもそういうこと

になりませんけれども、やはり場や機会の提供、支援、提唱、ルールづくりは、何らか行

政が考えていけるのではないか。しかし一番やらなければいけないのは、先ほど川西市の

畑中さんが言われましたけれども、行政が行政の仕組みと意識を変えていかなくてはいけ

ないと思います。 

もちろん、文化振興プラン策定以来 15年間、われわれ市役所としても取り組みを進めて

まいりました。計画づくりのワークショップ、パブリックコメント、出前トーク、公募市

民制度、さまざまに取り組んでまいりましたけれども、市民の皆さまに等しく、市役所が

変わった、積極的に市民の皆さんとの信頼関係ができたというところまでは、まだそこま

では、到っていないと思っています。 

これからの行政に求められるのは、市民の皆さまとともに対話をし、円卓会議などを使

って話をしながら信頼関係をつくっていくことが、今求められていると思います。今後も、

そういったところの部分で「まちづくり基本条例」の策定のプロセスを活用して、職員も

ぜひ変わっていこうと考えているところです。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。 

ところで、今日のシンポジウムのテーマは「協働のまちづくりのルールブックをつくろ

う！」ということなんですけれども、昨今いろいろな場面で出くわします「協働のまちづ

くり」について、「協働のまちづくり」とは一体どんなことなのかという理念、あるいは

「協働のまちづくり」を進めていくためにはどんな仕組みがあったらいいのかということ

が関心になるわけでございます。 

まずは、これまでの活動を通して、「協働のまちづくり」について、どのようにお考え
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か、川田さんから、お話をお聞かせいただきたいと思います。 
 
〔パネリスト（川田）〕 

｢協働｣は立場の違う団体等が、互いの立場を活かし合って、パートナーシップを保ちな

がら、同じ目的に向かって事業をすすめていく事ではないかと、私なりに解釈しています。 

私たちの活動を振り返ってみると、当時の「民」の「熱い本気」と「官」が培ってきた

「知恵と信用」を互いにうまく活かしあう事で、それまでなかなか進まなかった事業が少

しずつ形になっていきましたし、互いの立場の違いとか思いを分かろうと双方が努力した

事で、逆に、立場が違うからこそできる事がいっぱいあるということにも気付かされまし

た。互いのできる事から始めて、役割の棲み分けを明確にする事で、少しずつ信頼関係も

深まっていったように感じております。連携して取り組むためにも「未来を担う子どもた

ちを心豊かに育む」という共通認識の基盤があったり目標があったから、きちんと進めた

かなと思っております。 

さらに大野では学校支援本部が立ち上がりました。大野独特の、素晴らしい制度だと思

っているのですが、区長制度というのがございます。区長制度の組織力の下に、家庭、学

校、地域、教育委員会、協働の見守りの中で、従来の地域活動を元に、子どもを見守って

いこう、さらに新たなネットワークの広がりつつあるということで、私は幸せに感じてお

ります。 

かかわった者たちも、子どもたちが落ち着きを取り戻していく様子を実感しております。

かかわった大人たちにも、地域で子どもを育くむことの数えきれない学び、生きがい、貢

献する喜びが生まれてきています。ですからかかわる大人にも、達成感、自己肯定感が持

てるようなネットワークづくりが大切だと思っています。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。それでは酒井さんお願いします。 
 
〔パネリスト（酒井）〕 

私は 2 点ほどあるんですけども、市民と行政が互いに尊重しながら、まちに同じ夢を描

いてそれを追いかけていくということが大切と思っています。今までコミュニティで色々

な話をしても、そこに夢がなかったらなかなか元気がでない。夢があったらそこに非常に

元気がでてくるということが一点目です。 

二点目は、先ほど松下先生がおっしゃったように活動自体は楽しくないといけない。そ

こに集まった方々が本当に楽しいね、今日は良かったという思いをもっていただかないと、

なかなか活動というのは継続的に続けていけないというふうに思っております。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

じゃあ、それを実現するためにはどんな仕組みが必要でしょうか 
 
〔パネリスト（酒井）〕 

例えばですね、今、廿日市も合併をしまして非常に大きなまちになりました。それから

少子化や過疎の進展また生活スタイルの変化いうことで、住民の市民のニーズも多様化し

てきています。それで合併によって行政と市民の距離が非常に遠くなっているのではない

かなというふうに思っていますし、更にこういう傾向は進んでいくのかなというふうに思

っています。そんな中できめ細やかな住民ニーズを行政として吸収し、反映させることは

現実的に難しくなるのではないのかなというふうに思います。 

行政の職員さんという立場はあるものの、職員さんも地域では一市民であり、自分の住

む地域に出向き住民と共に汗をかき、汗ばっかりかいてもいけんのでたまには泡のでるや

つもやりながら、心と心の触れ合いの中で本音部分で語り合うとそういうことであれば、

行政の意向、また市民の意向相互に理解ができるんじゃないのかなとそういうふうに思っ

ております。そうすれば本当に市民のニーズにあった行政が展開されて信頼感というのも



 18 

非常に醸成されて、行政と市民の距離がより近くなるんじゃないのかなというふうに思い

ます。 

また、これまではいろんな施策が行政側から一方通行であったように思っております。

例えば、敬老会についても、数年前までは各組織を使って動員をお願いしておったという

ことであったんですけども、これからは社会の変化に対応するためには、行政と住民の双

方通行というんですかねでなければけないんじゃないかなというふうに思っています。 

そのルールづくりをつくっていくということは非常に大切なんじゃないかなというふう

に考えています。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。もっとお聞きしたいところですが、すいません、川田さん続

いてお願いいたします。 
 
〔パネリスト（川田）〕 

私も、必要な仕組みととかそういうのは 4つほどあると思います。 

まずは、市民は要求だけに終わる市民では絶対いけないと私自身は思っております。そ

のために行政の方は住民一人ひとりの市民力をこれを高める仕掛けをぜひしていただきた

いなというふうに感じております。 

そして二つ目ですけれども、これからの時代、先ほど先生のお話にもありました当然活

動にお金はなくなってきます。活動に金ありきではなく本当に課題解決のために力を発揮

できる人っていう、人の力を必要だというふうに感じておりますし地域には必ずそんな

方々がいらっしゃるし、そういった行政の方にもいらっしゃる、そしたら時を同じくして

出会えたらそのチャンスは絶対外しちゃいけないなっていうふうに感じております。 

そしてそれと同時に予算がなくても、必ずそれを踏まえた上で行政も住民も共に知恵を

出し、汗を出して、そして問題解決に向かうその姿勢が一番大事ではないかそれも感じて

おります。 

何よりもやはり願いしたい、願いですけども市民自らが学んだこと、社会に貢献あるい

は還元したりする機会それがぜひ行政からも働きかけてほしいですし、その貢献に対して

して認証これを行っていただきたいなとそしたらボランティアはどんどん頑張って、張り

切って、どこまでも木の上に登っていくんではないかとそんな気がしております。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

はい、ありがとうございました。ではまちづくり基本条例をつくるとしたら、どんなこ

とが大切になるでしょうかということで畑中さんにまた話をお聞きしたいと思います。お

願いいたします。 
 
〔パネリスト（畑中）〕 

はい、条例づくりで大切にしてきたことについてなんですが、大きくは「対話」という

ことと「プロセスを楽しみながらやる」ということを基本に、私はやってきたと思います。 

ここでは、白紙の段階から行ったそのワークショップについてお話させていただきたい

と思うのですが、ワークショップのメンバーというのがおそらくこちらで 6 月に立ち上げ

られた市民委員会ですね、30 名のメンバーだというふうにお聞きしておりますが、だいた

いそのメンバーの構成と同じようなものです。この中には先ほどのプロジェクトチーム職

員 10名も入っております。このワークショップの目的というのは、条例であるとか、その

他のいろんな仕組みをつくるために、市民と行政が対話を重ねながら一緒に考えることで

あったりだとか、一言で言い換えますと協働のまちづくりの推進に向けた素材集めの場と

いうふうに言い換えることができると思います。 

やはり、ただ皆さんいろんな思いを持ってワークショップに参加されておりますので、

最初の段階で、個人個人としてではなくて、ワークショップ全体として、ワークショップ
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のこの場というものをどう位置付けるかということについて少し議論が足りなかったとい

うことで、第２回目には途中でワークショップが立ち止まってしまったという経過があり

ます。私が感じたことですけども、特に公募で参加されている方というのは、条例の案自

体を自分でつくりたいですとか、そういう思いを持たれて参加されている方が結構いらっ

しゃいましたんで、その時点で「条文自体は行政が書く」という行政との意識の違いとい

うのがやはりありましたもので、その辺のすれ違いがあったのかなというふうに思います。 

ただその時点で、普通でしたらいろいろもめて、行政と市民の間の信頼関係というのが

損なわれてしまうようなこともあると思うんですけども、そこでコーディネーターの先生

が皆さんの思いをしっかり受け止めてくださって、無理にワークショップの議論を前に進

めるのをやめて、もう少しワークショップの位置付けというのをとことん議論しようとい

うふうにしてくださいました。これをやったことによって、おそらく市民と行政との信頼

関係というのが非常に深くなったんではないかなと思います。毎回ワークショップの終了

後には、アンケートを取りまして感想も聞きながら進めてきたんですが、おかげでその日

のアンケートにも批判的な意見がほとんどなくて「これこそワークショップだ」とか「い

ろんな立場の人が集まって、いろんなことをいろんな立場から意見を言い合うことが大事

なんだから、そのプロセスを楽しみましょう」とか非常に前向きなご意見がほとんどでご

ざいました。この第 2 回というのを経験したことで、ワークショップというのが非常に深

化、あの深くの方ですけども、深化していったんではないかなというふうに思います。 

職員のプロジェクトチームの方も入ってたんで、感想を後で聞いてみますと、最初はも

のすごく市民さんの間に入って議論するっていうのはかなり抵抗があったというふうに言

っています。こちらも今から職員の方も入られるということなんですが、自分の発言が個

人の立場として発言していいのか、職員の立場として発言していいのかいうのが、やはり

戸惑いがあるとかですね、やはりそこに入ると苦情を言われるんじゃないかと心配したり

だとか、まあそういう心配を持っていたんですが、ワークショップのメンバーがみんなこ

の場の位置付けをしっかり理解してくれて進めていけたと。対話を重ねることの大切さと

ういうのを改めてみんなで認識できたというふうに思います。グループによったらですね、

市民の方も職員もみんな一緒になってワークショップが終わってから飲み会に行ったりと

かですね、そんなオフも楽しんだりもしていたみたいですね。私はずっと事務局をやって

いましたんで、皆さんがいつも楽しそうに話しているのを見ながら、中に入っていけなく

て非常に残念な思いをしていたんですけど、ワークショップ自体が協働ってひとつのシミ

ュレーションだったんじゃないかなというふうに思いますので、そういうところは、これ

から条例づくりを進められるうえで、非常に重要になってくるんではないかなというふう

に思っています。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

はい、ありがとうございました。協働のまちづくりに必要なこと。理念と仕組みという

ことでお話を今までいろいろお聞かせいただいたんですが、皆さんがあげられたことは、

行政と住民が目的・目標を共有する、持ち合うということがまずひとつ大事、次の役割の

すみ分け、立場を生かし合うパートナーシップ、あるいは双方向のコミュニケーションと

相互の信頼関係ということ、行政は地域には課題解決のための力を持っている住民がたく

さんいるんだということ。この住民の持つ力を高める仕掛けが必要ではないか。また行政

も住民と一緒になって汗をかく姿勢が必要ではないかというふうなお話だったと思います。 

また畑中さんからは、協働とはプロセス、いろいろな立場で意見を言い合えること、対

話を重ねることが大切だというお話でございました。またそれを通して行政の人々の意識

も変わってきたという大変素晴らしいお話を伺うことができました。 

副市長さん、パネリストの発言を受けて条例づくりに向けての市の決意を表明していた

だけますでしょうか。 
 
〔パネリスト（川本）〕 
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今、先生にまとめていただきましたけども、やはり本音で話をするというプロセスとい

うものがとても重要、大切だなというふうに思いました。 

川田さんの方から「市民力」これを高める、認証というお話も出ましたけども、ある意

味、市民力を信じていくということだと思います。あるいは、酒井さんの方からもあった、

夢を、一緒に同じ夢を追いかけるこういうこともありました。まちづくり基本条例という

のは、ある意味将来に向けてのまちづくりの夢でもあります。そういったものを職員もぜ

ひ共有をしてですね、条例づくりを進めていけたらというふうに思います。そして私とし

たらですね、市民の力も当然信じて、あるいは高めていきたいというふうに思いますけど

も、職員の力もですね、私としては信じておりますし、ぜひ職員のまちづくり基本条例の

プロセスを通じて職員の皆さんのまちからもどんどんついていくというふうに信じており

ます。 

そういう意味でこの条例をきっかけにして豊かな地域づくりをよりいっそう進めていき

たいとこういうふうに思います。以上です。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございます。今日はせっかくの機会ですので、今までのご発言で言い足りな

かったこと、補足されたいことがありましたら、おっしゃっていただいたらと思います。

酒井さんはよろしいですか。はい、川田さんはどうでしょう。皆さん時間を気にしていた

だいて。ご協力をいただいてありがとうございます。 

皆さんそれぞれお立場で大変素晴らしいお話を伺うことができたなあと思っております。

それでは会場で聞いていただいております松下さんに、皆さんの討論を聞いていただいて、

いかがでございましたでしょうか。活動されている皆さんにエールを、また市民委員や市

の職員の方々に対してアドバイスいただけましたら、あまり時間もなくて恐縮ですがよろ

しくお願いします。 
 
〔基調講演講師（松下）〕 

時間がないので、たくさんのことをお話したいなと思っていましたが、3点ばかり、お話

をしたいと思います。 

最初に出てきました協働ですが、協働とは何なのというのをもう一度議論をして、考え

てほしいと思います。なぜ協働をするのかという基本のところです。 

復習になりますが、行政にお金がないから、行政が困ったから、行政のいわば、手足と

してやってもらうというのは、果たして協働でしょうか。この発想は、先ほど言ったよう

に、いつまでも行政のテリトリー、行政の範囲内で、何かをやっているということになり

ます。それをやっていくと、どんどん小さくなっちゃう。縮小再生産です。そうではなく

て、先ほど申しあげたのは、市民も公共の担い手です。だから行政と違う理念で活動して

いるところに意味があり、こうしたパワーをエネルギーに変えていく、それを束ねて、全

体のエネルギーにしていく、そういうふうに協働をとらえる必要があります。そう考える

と、ものすごく視野が広がると思います。 

ちょっと余計なことですけど、一緒にやらない協働があるといっています。一緒にやら

ないけども、公共のため、まちのために活動している、それも協働ではないか。そんなふ

うに考えると、協働の意味が、分かってくると思います。 

2つ目ですが、条例づくりですけれども、これは市役所の人も誤解します。市民も誤解し

ます。条例をつくるというと、すぐ条文をつくるとすぐに思うのです。でも条例というの

は、いわば氷山のようなものです。条文というのは、言ってみると氷山の上にでている氷

の部分です。その下に、実は大きな岩の氷の塊があります。それをつくるのが条例づくり

です。ですから、この氷の下の土台からつくっていく、それが条例づくりなんですね。 

それから 3 点目ですけど、職員が入ってやっているということです。これ大変良いこと

だと思います。まさに協働です。では職員は、どういう立場でやるのかです。他のまちで

開発した方法ですが、職員は「自治体職員を経験している市民」という立場でその経験を
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生かして一緒に議論します。そうすると、職員も少し気楽になって参加できる。こうした、

みんなが知恵や能力を出せる工夫をしてみてください。たくさん話したいことがあります

けども、とりあえず 3点話させていただきました。 
 
〔コーディネーター（蛯江）〕 

ありがとうございました。廿日市市民は、先ほど申し上げましたように、本当に積極的

にまちづくりに取り組んでいる市民だというふうに思います。協働のまちづくり条例とい

うのは、この活動をもっと効果的・効率的・組織的に進めていこうということではないだ

ろうかなというふうに私は思っております。協働というのは相乗効果を生み出す働き方と

いうことではないでしょうか。私は、学生によく言います。足し算の働き方ではなくて、

かけ算の働き方これを身につけることが大事だと。お互いの活動や取り組みを活かし合う

関係づくりがとても大事ではないか。言い換えれば、市民がやりがいを感じることができ

るような仕組みづくりというようにも言い換えることができるかと思います。 

私たちの生活の質というのは、住んでいる地域の質に左右されるところが大きいと思い

ます。安心・安全・快適な生活基盤づくりは、行政と市民の共通の目標であるはずです。

誰でもがまちづくりに参加できるルールブックのできることを、願ってやみません。 

行政、市民ともに意識づくり・意識改革が必要なんだというお話が先ほどからありまし

た。特に、行政の職員の意識を変え、仕事の仕方を変えていくということはとても大切な

ことだろうと思います。また、先ほどお話が出ました、市民も行政に要求するだけの市民

であってはならないという話でございました。お互いの意識を変えて、お互いの働きを活

かし合う関係をどうつくり、効率のよい、効果的なまちづくりを進めていく、これがこれ

から一緒に考えていくべき共通のテーマではないかと思いながら聞かせていただきました。

最後に、そういうことであれば、私は市民にもっとも近い支所や市民センターの活性化、

あるいは行政・市民活動を支える中間支援センターの充実ということが不可欠であるとい

うふうに感じているところでございます。先ほど来のお話に重なっております。 

地域のことは、楽しくなければいけないという話、これは本当にそうだと私も思います。

楽しいところには人が集まります。楽しければ、継続できます。息長い活動であるという

話は松下さんのお話にもございました。私たちいよいよスタートに立つわけでございます。

息長い取り組みを一緒に進めて、住みやすいまち廿日市市をつくっていきたいものだと思

います。 

大変短い時間でパネリストの方々に、ご無理を言いました。しかし時間をきちっと守っ

ていただいて、お話いただいました。短時間ではありましたけども、深みのある濃い 1 時

間にさせていただくことができました。パネリスト並びに松下さんのおかげでこれが良い

キックオフシンポジウムにすることができました。皆さん方にお礼の拍手を。皆さんあり

がとうございました。 

以上で、第 2 部のパネルディスカッションを終了させていただきたいと思います。皆さ

ま方ご協力ありがとうございました。 
 
〔司会〕 

コーディネーターの蛯江さん、パネリストの皆さん、松下さん、本当に今日はありがと

うございました。皆さま今一度拍手でお送りください。 

 

７ 閉会                                       
 
〔司会〕 

 ここで、廿日市市からまちづくり基本条例策定の取り組みについて、少しお知らせさせ

ていただきます。 

 市では、条例の素案を検討するため、30 人の市民委員による（仮称）まちづくり基本条

例検討市民委員会を立ち上げ、先月 6 月 19 日に第１回の会議を開催し、これから来年の 3
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月まで、ワークショップ方式の会議などを通じて素案づくりに取り組んでまいります。 

 本日の資料としてお配りしたかわら版に、その様子を掲載しております。この他市のホ

ームページを通じて、今後も広くお知らせしてまいります。 

また、各地域でも模造紙展示や市民ミーティングなども予定しております。こうした意

見交換の場を大切にしながら、協働によるまちづくりを推進し、住みよい元気なはつかい

ちをつくるために、私たちが何をどうしたらよいのかを、市民の皆さまと一緒に考えてい

きたいと思っております。 

 第 2 回市民委員会会議は、7 月 31 日(土)午後 1 時から、吉和福祉センターで開催いたし

ます。どなたでも自由に傍聴できますので、どうぞお気軽にお越しください。 

最後に、アンケートのご協力のお願いです。お配りしておりますアンケート用紙にご記

入のうえ、ホールロビーの回収箱に入れてくださいますよう、お願い申し上げます。 

 本日は手話通訳、要約筆記の皆さま、長時間にわたりありがとうございました。 

 それでは以上をもちまして、本日の「（仮称）廿日市市まちづくり基本条例キックオフ

シンポジウム」を終了いたします。 

皆さま、本日は大変ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 

 


