
（仮称）廿日市市まちづくり基本条例市民委員ミーティングにおける意見と対応（案）

番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 　 協働の考え方についてよく整理され分かりやすくなっていると思いま
す。（ただ、「議会」（議員）もまちづくりの担い手の一つと考えますが、
条例では触れられていません。「議会」の位置づけはどう考えればよい
のでしょうか？）

　議会基本条例制定に向けた検討が始まっており、「議会」に関することはそちらに委
ねています。この条例では、まず市と市民の協働によるまちづくりについて定めるよう
考えています。

2 　 協働（５号）の図において、市民主体の輪の中の　・民民協働の推進
は？です。

　市民委員会で出された「市民どうしの連携・協力が大切」という意見を踏まえ、民民
協働（市民同士の連携・協力）もこの条例における対象としました。

3 　特に意見なし

番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1  　協働によるまちづくりを確実に進めていくために、市が推進計画を策
定し、その進捗状況を検証するための「審議会」を設置する構造は理
にかなった形であると思います。

2 市の責務（第5条 資料P９ ）
　【条文の趣旨】、【条文の説明】で、特に【条文の説明】第５条第１項
（市の責務）の書き出しは、・・・良くないと思います。P２１　第１１条　【条
文の趣旨】のような表現方法が理解しやすいのではないかと思います
が、いかがでしょうか。

P9 第5条第1項の【条文の説明】をつぎのとおり修正します。

【条文の説明】
　暮らしやすい豊かな地域社会をつくる上で、市は大きな役割を担っています。総合
的な視点を持って継続的に協働によるまちづくりを推進できるよう、市は、関係する施
策を総合的かつ計画的に実施していきます。

3 　第６条に一項追加して、P２９からの第１７条関連を明記するのも理解
しやすいと思います。

P11 第6条の【条文の説明】の最後に次の記述を追加します。

【条文の説明】
　…公表することとしています。
　なお、条例の実効性を確保するために、協働によるまちづくり審議会の設置、条例
の実施状況の検証・見直しを、第5章に示しています。

4 　P２９～３２はやってみて、再検討ですね。

Ｑ１ 「協働」… 資料P4（協働の定義）について

Ｑ２　実効性の確保 … 資料P11（推進計画）、P29～32（実効性の確保）の内容について
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5 　推進計画については、策定委員会が必要と思います。 　「協働によるまちづくり審議会」で、推進計画に関する事項を調査・審議することとし
ており(第17条第2項第1号)、別に策定委員会を設置することは予定していません。

6 　実効性の確保については、特に意見はありません。

番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 　 まちづくり活動は、いろいろな活動がいろいろな場所で行われること
になりますが、公平性が求められる評価は一律的な評価基準では処し
きれないと思われます。従って評価基準の作り方には慎重に十分な検
討が必要だと考えます。
　個人がまちづくりに参加し活動していくうえで自己評価をすることはあ
るし必要だとも思います。しかし、まちづくりに概ねボランタリーで参加
する個人に条例で自己評価を求め、さらに次のステップに結び付けさ
せようとするのはやや過重な負担を強いるような感じになるので条例に
明記することはなじまないのではと考えます。　個人によってまちづくり
への参加の目的・意義・意識は異なると思いますが、自己評価は、自
己満足にならないようにすることが大事だと考えます。

2 　不要と思います。「中国ではありませんが、自己批判・・・」
　各会・クラブなどで、年次総会等で反省と来年度活動計画をやってい
くわけです。客観的評価は、第１６条以下に委ねればいいのではない
かと考えます。

3 　自己評価については、必要と思います。

Ｑ３　自己評価の規定 … 資料P26（自己評価）の要否について

　市民委員ミーティングで協議し、「自己評価」という表現を含め条文を再検討した上
で規定を残すこととしました。

　※　「市民委員ミーティングにおける意見」の４番を参照
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番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 ○　協働によるまちづくりを推進する仕組み（第4章 P12～28）
　市民委員会での話し合いは基本的に逐条解説に反映されていると
思います。
　ただし、第4章協働によるまちづくりを推進する仕組みの中に市が
入っていないのは疑問で、第7条の中に市の役割についても明記する
必要はありませんか？

　第7条第1項（P12）を次のとおり修正します。

第7条　地区、地域及び市域におけるまちづくりは、市民及びまちづくり活動団体が交
流し、市と連携を図りながら、それぞれの特性を生かして進められるものとします。

【条文の趣旨】
　（2段落目）
　市民、まちづくり活動団体、市が連携を図りながら、地区、地域のまちづくりに取り組
み、それらをつなげていくことが大切です。

【条文の説明】
　（４段落目）
　それぞれの区域のまちづくりを持続・発展させるため、市民やまちづくり活動団体の
交流を促進し、助け合いの関係を築いていきます。こうした市民とともに、市は、それ
ぞれの区域の地域性を尊重し、実情に応じたまちづくりを進めていきます。

2    私の考えを一・二度述べさせていただいたことで、「行政と市民が一
緒になってまちづくりを進めるためには、必要に応じ条例の見直しを議
会に提案する」考えを持たないと、「条例で決まっているから、出来な
い」という行き詰まりがでるのではないかと懸念致します。

　市民で構成する審議会の意見をふまえて、4年を超えない期間ごとに1回以上、この
条例の改正について検討することを、第20条（条例の見直しP32）に規定しています。

3 特に感じたことはありません。

Ｑ４　市民委員会で話し合ったことのうち、逐条解説（条文と解説）に反映されていないと感じた内容について
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番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 ○　円卓会議（第8条 P15～16）
　仕組みの中で市民センターにまちづくりクラブを作るというアイデアに
ついては、正直なところイメージが湧きません。まちづくりに参加する市
民(団体・企業・個人ほか)を広げようという考え方は理解できますが、こ
のようなクラブが具体的な問題解決に役立つ形になるのか？（テーマ
によるかとは思いますが…）　我々のケースでは、市民センターが今ま
でまちづくりに直接関与してきたという認識はなく、地区のまちづくり活
動の拠点という実感はありません。

　「まちづくりクラブ」は、円卓会議の一例です。大野地域では、区（地区単位）の活動
場所が地区集会所であり、地区単位に市民センターが設置されている他の地域とは
実情が違う中で、市民センターのまちづくりへのかかわり方は、どういう方法がよいか
工夫したいと考えています。
　まちづくりの拠点には、場所と機能という二つの意義があると考えています。大野地
域も含め、市民センターの機能強化を図り、地区のまちづくりにかかわることが今後
いっそう必要になると考えています。

2 ○　円卓会議（第8条 P15～16）
　「円卓会議」の役割・意義は理解しますが、「円卓会議」を地域自治の
決定機関にし、補助金などにも結び付けるというような「円卓会議」を唯
一・至上主義的なものに位置付けるような考え方には賛同できません。
　我々の場合、現在通常のコミュニティの運営は、できるだけ多くの関
与者の参加を求める一方、効率性や手間暇を考えて各団体・組長・一
般区民からなる委員で部会を組織した部会(ミニ円卓会議)をベースに
行っています。時間と人集めなどの負担を考えると「円卓会議」は特定
の課題に対し1年or2年に一度くらいのペースで開催することが精一杯
だと思います。　「円卓会議」を何とするかは柔軟性を持ったものとして
いただきたいと考えます。

　だれでもまちづくりに参加できる、民主的な話し合いの仕組みとして「円卓会議」を
規定しました。【市民委員の意見等】に、「補助金の有効活用に向けて、地域自治の
決定機関とすること」を、考え方の一つの提案として紹介していますが、条例にはそこ
までの権限をもつ決定機関(唯一・至上主義的なもの)とは位置付けていません。
　円卓会議の運営方法は、地域の実情にあわせた形で開催することが大切と考えて
おり、一律のやり方を強要するものではありません。

3 ○　市による評価及び支援（第16条 P27～28）
　「評価」の問題：評価は公平で目に見える形で行われなければなりま
せんが、まちづくり活動は地域特性や団体当事者により異なるので、基
準作りに十分な検討が必要であると思います。とくに非認定団体の活
動意欲をそぐような形にならないように。

　評価の基準は、審議会で調査・審議し、市民とともに検討することとしています（P29
第17条第2項第4号）。
　認定（P27 第16条第2項）については、市民委員ミーティングでも同様の意見があ
り、規定を削除することとしました。

4 ○　定義　まちづくり活動団体【条文の説明】（第２条第３号 P4）
　　委員会の活動の中で出たかもしれませんが、・・・まちづくりに取り組
む団体として、町内会・自治会・組・コミュニティ推進団体・区など・・・
　上記について、追加提案したい事があります。阪神・淡路大震災、東
日本大震災を受け自主防災活動が活発化しております。廿日市市に
おいても、今年度から活動に対して補助金が出るようにもなりました。
取り組む団体にぜひ「自主防災組織」を関わるところ全体に追加してい
ただきたい。

　まちづくり活動団体には、自主防災組織や公衆衛生推進協議会、老人クラブ、女性
会など、例示した団体のほかにいろいろな活動団体がありますが、これらは「など」に
含めて考えています。

5 全体的によくまとまっています。

Ｑ５　その他、逐条解説に対する感想について
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番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 　 現在の立場において引き続き地域でまちづくりへの参加者を広げる
こと、その中からリーダーとなる人材を見つけること、その為の仕組み・
イベントを構築することに努めたい。（第3節人づくり関連）

2 　 昨年度の委員会に参加してから、「地区の各種団体との連絡協議
会」を開催しようではありませんかと、いくつかの団体とは意見一致して
いたのですが、前年度のまでのコミュニティ会長が、その必要性はない
とはねていたそうです。
   新年度になって、コミュニティ推進協議会がしなければ、私（町内会
連絡協議会）が主催で行うつもりでいました。コミュニティ会長が交代し
た事により、新会長へ関わる団体から話があり、私の住む地区におい
て７月から「地区団体代表者会議（今年度は仮称で、規約、会費など今
後検討、参加団体はコミュニティ推進協議会に関わる各種団体）（７条・
８条・９条でいう円卓会議関連、１３条人材をみいだす活動）につながる
と思っています。

番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 　各種実践活動をとおして、何が有効であるか、また地域・地区の温度
差など考え取り組むことになるのではないかと思います。できることがあ
れば参加します。

Ｑ６　あなた（個人または所属団体）の活動において、条例を実現するためにすぐに取り組めることは、何ですか。条文に沿ってお聞かせください。

Ｑ７　今後、条例の普及活動に取り組みます。あなたが参加したい（参加できる）ことは？
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番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 　 まちづくり条例をここまでまとめ上げられた起草委員会のご努力に敬
意を表します。

　今回の条例づくりでまちづくりに関与する市民・活動団体・市の役割
が明示されたこと、特に市の役割を責務としたことに意義があると思い
ます。

　一方で、多くの区民（市民）は、まちづくりに対する関心がないか薄
い、回覧でイベントへの参加を呼び掛けてもほとんど反応なし、手伝い
位はするが役員にはなりたくないので参加も見合わせ・深入りしないと
いうのが現実で、現在の活動は限られた人材に過重な負担をかけて成
り立っているという状況をみんなが再認識する必要あり。
　 市職員の地域活動への参加はこうした人材不足を補うという点で大
いに期待したい。

　こうした中で条例を一般市民まで浸透させるのは相当な時間と努力
が必要だと改めて感じています。

2 　 既定市条例の、条例を見直しても取り組む意気込みが重要と考えま
す。

Ｑ８　この条例に期待すること、協働によるまちづくりに関することなど、何でも
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番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 ○　円卓会議（第8条 資料P15）
・　条例・逐条解説案では、具体に円卓会議を開催しようとしたときに、
どのようにアクションを起こせばよいのかわからない。
・　コミュニティ団体は、連合組織がなく、他の地区の動きがわからな
い。円卓会議については、地区で開催するものは進んでいるが、地域
単位で開催するものが遅れている。そのあたりは、どのように動いていく
（開催呼び掛けなど）ことになるのか。
⇒（事務局説明）
　地域単位の円卓会議の開催が必要なときには、支所の地域づくり推
進課や市役所自治振興課に相談してもらえばよい。

P15　第8条の【条文の説明】をつぎのとおりします。

【条文の説明】
○　第１項　　3段落目
　円卓会議の開催に当たっては、市民センター、支所、市民活動センター、市役所
は、地区・地域のニーズに応じて企画、参加の呼びかけ、運営支援を行います。ま
た、そこでの意見や要望などを、担当部署につなぎ、必要な支援を行うとともに、施
策・事業に生かしていきます。

2  ○　前文（資料P1）
・　3段落目文末「なくてはならないものだと思っています」では、誰が思
うのか？という感じ。「なくてはならないものです」と、はっきり言い切るの
がよい。

　「私たち」が思うこととして表現しており、修正しません。

3 ○　人づくり（第10条～第14条 資料P19～25）
・　人は、財産であり、「人材」を「人財」と表現したい。
⇒（事務局説明）　解説部分に、書くことはできるが、条文でこう表現す
ることは難しいかもしれない。

P19　第10条の【条文の趣旨】をつぎのとおり修正します。

【条文の趣旨】
　自分たちの暮らしている「まち」に関心を持つ人やまちづくりのための活動に参加す
る人は、まちづくりを進めていく上での財産です。地域社会では今、こうした人材が少
なくなってきているといわれます。これからも魅力ある元気な廿日市市を築いていくた
めには、まちづくりにかかわる「人」が求められています。
このため、第１０条では、まちづくりに関わる人材の育成について規定しています。

市民委員ミーティングにおける意見
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4 ○　自己評価（第15条 P26）
・　活動を振り返ることは通常どこでもしていて、当然のこと。条例に謳う
までもない。
・　個人により価値観が違う中で、自己評価をどう捉えるか。一律の評
価はできないのではないか。
・　活動をただやっているだけではなく、次にふみ出す一歩のために立
ち止まって振り返りましょうという趣旨である。「自己評価」という言葉が
「自己反省」など厳しい言葉につながり重たいので、押し付けがましくな
い言葉に言い換えができればよい。
・　「自己評価」は「活動の評価」とすればよいのではないか。
　　　　　↓　　結論
・　多数決により、第15条については、起草委員会で条文の再検討を
行った上で残すこととした。「自己評価」の表現は再考が必要である。

　第一法規から、次のとおり提案がありました。

コメント：お送りいただいた意見を拝見していますと、結局、次の活動につなげるという
ことが共通の想いのように感じましたので、 次のようにしてはいかがでしょうか。
 
    （活動の評価）
第１５条   市民及びまちづくり活動団体は、その活動を顧みることにより、次の活動に
生かすよう努めるものとします。

バリエーションとして、次のようなことも考えました。
・市民及びまちづくり活動団体は、その行う活動を顧み、次の活動に生かすよう努め
るものとします。
・市民及びまちづくり活動団体は、その行う活動を振り返り、次の活動に生かすよう努
めるものとします。

5 ・　「認定」については、条文に規定するかを再考する。 P27 第16条(市による評価及び支援)
　認定制度を市の行う「支援」の一部として解説に送り、条文（第16条第2項・第3項）
は削除し、別紙のとおり修正します。
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番号 意見概要 起草委員会の対応・考え方（案）

1 ○　円卓会議（第8条 資料P15）

（円卓会議）
第８条　円卓会議は、市民、まちづくり活動団体及び市が、まちづくりに
関する情報の共有、課題の解決等を図るため対等な立場で話し合い
の場とします。

　条文をつぎのとおり修正します。

（円卓会議）
第８条　円卓会議は、市民、まちづくり活動団体及び市が、まちづくりに関する情報の
共有、課題の解決等を図るため対等な立場で話し合う場とします。

2 ○　まちづくりに関わる人材の育成（第10条第1項 資料P19）

　「条文」 と 「条文の説明」中、社会教育と生涯学習の記述の順を入れ
替える。
　まちづくり活動と生涯学習、社会教育との関係をわかりやすく示すた
め、図を修正する。

　資料P19のとおり修正します。

3 ○　第5章 実効性の確保（資料P29）

第5章 実効性の確保
　　第1節　協働によるまちづくり審議会

　節を設ける意義が薄いため、「第1節 協働によるまちづくり審議会」を削除する。

4 ○　実施状況の検証（第1９条）、条例の見直し（第２０条）

【条文の趣旨】
　第１９条では、この条例の見直しに関する期間と方法について規定し
ています。

　条文の趣旨をつぎのとおり修正します。

【条文の趣旨】
　第１９条第２０条では、この条例の実施状況の検証と見直しについて、その期間と方
法を規定しています。

その他
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