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(2) 各回会議の記録 

第 2 回会議の記録 2010(平成 22)年 7 月 31 日 吉和福祉センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安全・安心】 

【福祉】 
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【文化・交流】 

【環境】 
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【青少年】 

【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年７月３１日（土）１３時～ 

場所 

 吉和福祉センター すこやかホール 

参加者（グループ名：安心安全         ） 

 千原保仁、中村眞琴、竹中久人、小熊鶴雄、藤本益之 

 中村満、澤岡由起子、上田光司 

進行  中村 記録  上田 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

【自主防災・消防団・消防施設】 

・３０代・４０代（若い世代）の参加者を増やす、資機材を入れる倉庫など不足、イベントを実施

して活性化を図る、福祉関係の会合を活用する 

・町内会などの後押しが必要 

・町内会、自主防災、消防団など行政区が違うことで活動に支障がある（大野１１区） 

・避難訓練など４年かけて話し合いしているが時間がかかる 

・避難施設の耐震性に不安がある。（避難所の安全性が問題） 

・要援護者の把握など近所付合いが大事、町内会などコミュニティを深める方法はないか 

・昼間は消防団の人がいないので、代わりに準消防団員を決めておく 

・小・中学校に日ごろから出入りして、学校の様子を知っておく必要がある 

【通学路】 

・民地（民家）の危険箇所（かわらが落ちそう）があるが連絡、対策などできない 

・危険箇所に柵などのハード対策が必要 

・子どもの目線での安全対策が必要 

【登下校見守り】 

・人員不足、魅力が出る方法を考える 

・町内会、PTA、民協、老人クラブ、コミュニティなど実施しているが新規参加者がない、負担の

ない方法を考える必要がある 

・大人、子どもそれぞれの危険箇所マップを作りたい 

・ジャンケンなどして子どもと接すること（コミュニケーション）が大切 

・子ども会の役員はお母さんが多く、男性は少ない 

・不登校の子ども居場所づくりだけではなく、 近は親の居場所づくりが必要となっている。地域

コミュニティが大切 

・特定の人だけが行うのではなく、順送り、お互い様の気持ちが大切 

・地域活動を行ううえで個人情報がネックとなることが多い 

・立しょうの立ち場所の調整が必要、コーディネートしてくれる個人・団体が必要 

【公共交通】 

・高齢者のための交通対策 

・送迎のためにロータリー・駐車できるところが必要 
 

□裏面に続く 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

【都市基盤】 

・信号機の矢印など実態に応じたものにする。（市民ニーズを聞くこと） 

【うまくいった事例など】 

・市民センターにまちづくりサロン：市民センターで地域、商店街、コミュニティ、民協、学校、

PTA、老人会、消防団などが話し合い、話し合うことの必要性を感じた 

・多くの人との出会いの場が必要（人生出会いと別れ）、集会所単位で活動の場、地域のイベントや

総会前の出前トークは効果がある 

・消防団 OB の協力により、昼間は準消防団で地域の安心安全を図る 

・地区コミュニティには連合会がない、学校区の違いから隣のコミュニティと連絡会をつくったが

良いと思う。（廿日市、佐方、平良） 

・コミュニティと学校など日程調整が必要である。（公民館長とコミュニティ会長が同じなら容易） 

・学校、市、区の行事が把握できないと地域の行事は企画できない 

・（コミュニティ間の連携ができれば）道具の貸し借りもできる 

・地域の文化・伝統を守る（継承）ことも必要 

・活動するなかで備品が増え倉庫が必要となる。特に防災関係は避難所が市民センターなので、こ

こに置けるようにしたい。 

・マンションができれば住民、子どもは増えるが、町内会、子ども会、コミュニティなどに入らな

いケースが見受けられ、どうするか問題である 

・町内会・コミュニティなどのつながりの強化が必要ではないか 

 

【どんなまちにしたいと思うか】 

・あいさつをするまち 

・人と人のつながりを大切にする 

・年寄りが安心して住める。文化の薫り 

・お互いが情報共有しながら、話し声が聞こえるまち 

・声かけ、向三軒両隣 

・コミュニティ間で情報共有 

・地域を越えて参加できる 

・お互いの役割り分担、楽しく話し合える 

・出された意見から、キーワードは「あいさつ」、「つながり」、「明るい話し声」、「年寄りが安心」、

「もっとコミュニケーション」、「情報共有」が掲げられ、その中で「つながり」をまちづくりの

めざす姿とする 
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★発表の要旨（発表者：中村眞琴     ） 

・安心安全班はキーワードが多い中で自主防災、消防、通学路、見守りなどの意見が多く出た。 

・自主防災では３０代、４０代の人を呼び込む、防災訓練の中で備蓄品活用も大事である。 

・消防団員は日中いないことが多く、消防団 OB のかたなどで準団員を決めておく。 

・子どもの見守りは NPO 法人の活動も考えられる、通学路など子ども目線で見ることが必要。 

・登下校見守りメンバーに負担がかからないように、順送り、お互い様ということが必要である。 

・どんなまちしたいと思うか話し合いの中で、コミュニティのあり方、つながりがそれぞれ違うの

で、どうやって共通点を出すか問題である。 

・文化の継承、年寄りが安心して住める、つながりが大切、どうして情報を共有するかなど意見が

出た。 

・その中でつながりが大切である。（絆は重たすぎる。） 

・向三軒両隣というように声かけが大切と思うが、個人情報の壁があり隣近所が見えない。 

・結果として、いろいろな意気で「つながり」をまちづくりのめざす姿とする。 

・キャッチフレーズは 

  ○つ  常日ごろ 

 ○な  何でもみんなで話し合い 

  ○が  がんばりすぎないで、気楽に 

 ○り  まちづく○り  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 ７月３１日（土）１３時～ 

場所 

吉和福祉センター 

参加者（グループ名： 福 祉） 

 熊谷 操、杉中利正、大野宣江、板本麻美 

進行 

 山本裕行（上元新一郎） 

記録 

 川下晃一、藤井健二 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

◆どんなまちにしたい？ 

 

○老若女男が同じ目線、立場で意見が言えるまち 

○高齢になっても住み続けられるまち        誰もが住みよい 

○若い人が多いまち 

 

○市民の願いを解決できるまち 

○自分の思いが行政に届くまち           情報の共有化 

○隅々まで情報が届くまち 

 

○便利な店が多くあるまち             賑わいのあるまち 

 

○市民みんなで安心・安全のまちづくり       安心・安全のまち 

○気持ち良くあいさつができるまち 

 

○全て行政に頼らないまち             自分たちのことは自分たちで 

○コミュニティ力のあるまち             やろう 

 

 

                   上記のようなことが実現したら 

 

 

☆ 他の市町の人に自慢できるまち 

☆ 廿日市市に来たいと思われる     「住みよいまち」となる 

☆ 住んで良かったと思われる良いまち 
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□裏面に続く 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

○子どもは宝 → これからは子どもの時代 

○働く場所が少ない → 人、特に若者が住まない 

○交通手段の確保が大切 → 高齢者や障がい者でも気軽に出かけやすいように 

○近くてもアルパーク → まちの賑わいが大切 

★発表の要旨（発表者： 板 本 麻 美） 

 

○廿日市市の現状 → 若い人が少なく高齢者が多いが、高齢者にとって住みづらいまちとなって

いる。交通手段や商店、働く場所が少なくなっている。 

○修大在学中 → 友人が広島市在住であり、廿日市市で友人と一緒に遊べる場所が少ない。 

         （アルパークのような施設があったらいいな！） 

○近所にどんな人が住んでいるか分からない → 地域間交流が少ない。情報が市から伝わってこ

ない。 

 

どんなまちにしたい？ 

①年齢、性別に関係なく誰もが住みよいまち 

②隅々まで情報が伝わり、情報が共有化されたまち 

③賑わいのあるまち                ⇒ これらが実現できたら 

④気持ちよくあいさつできる、安心・安全のまち     ・他の市町に自慢できる 

⑤自分たちのことは自分たちでやろうとするまち     ・廿日市市に来たいと思われる 

                           「住みよいまち」となる 



 75 

（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 ７月３１日（土）１３時～ 

場所 

廿日市市吉和福祉センター １Ｆ すこやかホール 

参加者（グループ名：  環境  ） 

今田圭宗、岩藤綾子、吉武英彦、亀谷敏男、井上 軍 

  

進行 

  木下 英治  （補助）栗栖 靖宏 

記録 

佐川 智弘 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

◎どんなまちにしたいか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       上記のようなまちを実現したい！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ■裏面に続く 

【健康】 
○高齢者を大事にするまち ○健康づくりのまち 

【自然環境】 
○自然環境保全のまち   ○景観のよいまち 

【安心・安全】 
○子ども、老人が安心して暮らせるまち 

【一つのルールにできない】 

 ○ローカル・ルール 

 ○各地域に特色があり、統一したルールにする必要はない 

 
【廿日市市民が一つの家族】 

 ○情報の共有化  ○地域連携の充実  ○あいさつができる 

 ○話す・コミニュケーションが豊かな  ○人と人とのふれあい、つながり 

○助け合える  ○ほっとけない気持ち ○集い 

意識の改革 
 

○市民の相談窓口の充実 

○市民一人ひとりの意識を変える 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

◎今後の議論につなげたい素材 

○共に考える（家庭ゴミの問題から） → 顔の見える町内会、顔の見えない町内会 

○評価 → 地道な活動が評価される仕組み（誰が？何を？） 

○ボランティア活動 → 有償？無償？ 

○行政は団体でないと意見を聴いてくれない → 市民の意見を大切にする 

○活動拠点 → 活動継続のため、無料で使える活動拠点の確保 

 

★発表の要旨（発表者： 岩藤 綾子  ） 

＜どんなまちにしたい？＞ 

○キーワードは「安心・安全」「健康」「自然環境」「意識の改革」「ローカルルール」「廿

日市市は一つの家族！」の６つ。 

○「健康」 

 → 高齢化が進んでいる中、健康であるための施策が必要ではないか。 

○「自然環境」 

 → 景観に恵まれている廿日市市をごみのない自然豊かなまちに。 

○「市民の意識」 

 → 「市民の意識」を変えなければ次に進めない。 

  → 今は、隣の人がどんな人かもわからないことが多い。 

→ 市全体を見回しても相談窓口がない。 

○「ローカル・ルール」 

→ 各地域それぞれの特色がある。一つのルールでは、決まらない。 

→ ローカルルール」は、それぞれの地区に有効なものが必要。 

○「廿日市市は一つの家族！！」 

→ ローカル・ルールもありつつ、廿日市市として一つの家族のようなまち 

→ あいさつをするなど、小さなことから少しづつ。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 7 月 31 日（土）13 時～ 

場所 

吉和福祉センター 

参加者（グループ名：文化・交流） 

宮本育生、山根義広、石津直子、倉田忍、中川美穂、山福美佳 

（辰見裕行、大島元気 ※ポストイットを提出） 

進行 倉田忍 記録 山福美佳 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

◆どんなまちにしたい 

・にぎわいのあるまち 行事等が盛んで活気のあるまち 

明るく、楽しく 
 

・助け合うまち・やさしいまち・声をかけ合えるまち     キーワード 

・人のぬくもりを感じられて笑顔あふれるまち 

・和みの感じられるまち 

・気持ちにゆとりの感じられるまち 
 

・長く住み続けられるまち・戻ってきたくなるようなまち・     ※暖かい 

小さな子どもでも「はつかいちが好き」と言えるようなまち    ※和みがある 
 

・身近にいつもさまざまな文化、芸術に触れられるまち 

・音楽の盛んなまち 

・文化活動の活性化による、心豊かで温もりのある人づくり 

・絆づくり、まちづくり 

 

◆日頃の活動で感じていること 

〔現状〕 

・集団生活に慣れていない。 

・20～30 代の参加者が少ない。 

※文化活動に参加していない世代‥‥誘われたら参加する人もいるのでは 

一歩背中を押すものは何か 

・活動の中で「人を盛り上げていく」ことを大切にしている。 

 ※人に対する理解、接し方が身に付く。 

 

〔提案〕 

・文化活動を通じて人との接し方を学ぶことが必要 

・スタッフになって、他の人を盛り上げていくことを大切に 

ex 若い世代が帰省している時期の地域の綱引き大会（老若男女、集団で楽しく取り組める） 

さりげないサポート、気持ちよく帰ってもらうという気持ち→おもてなし 

・共和国制／横断型：他のよさも知り認めながら、独自性を大切にする。 

■裏面に続く 

だんわ 

“暖和”のまち 
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・新・井の中の蛙主義：地元の良さを大切にして、他の地域の良さも認める。 

・まちを育てる：自分のできることは何か、やってみるうちに人も育つ。 

 

〔その実現のためには･･･〕 

 ・祭事カレンダーづくり 

・市民センターの情報を知る                   情報の共有 

・宮島踊りの全国発信→コミュニティビジネスにも結びつく  →  人と出会う場 

・外国人との共生（お互いがポジティブな姿勢）             ↓ 

・双方向で相手のことを知ろうとする視点が大事          それらをつなぐ 

・盆踊り、それぞれの文化を発表する場 

 

〔移住・住み替え〕 

・古い家を生かすために、特技をもった人にスポットを当てる。 

・家族構成の変化に合わせて、互いの家を５年間交換することを市が斡旋しては。 

〔活動拠点のこと〕 

・活動拠点の確保→使いやすく、予約しやすく 

休日でも市民センターが開館しているときには申し込みができるように 

管理面が強くなり、市民との関係も希薄になった。 

変な平等感から、縛りが多く、柔軟性に欠けた対応が多い。 

★発表の要旨（発表者：  石津直子 ） 

○現状 

・目先のことにとらわれて、将来の人づくりについての具体的な行動が見えてこない。 

・若い方が集団生活になれていない。2０代、３０代の参加が少ない。 

○提案 

・文化・芸術を通して、互いに理解し、ポジティブに関わり、人との接し方を学ぶ場にしていける

のではないか。綱引き大会などをしてはどうか。 

・地域の独自性を大切にし、他の良さも認める共和国制、新・井の中の蛙主義 

・地域文化を横断型で広げていく。（祭りのカレンダー、市民センターの活動内容の情報共有、人材

を知る機会づくり、宮島踊りを全国的に知らしめたい。） 

・外国人との共生では、盆踊りに招待したり、外国人の発表の場を設けたりする。 

・古い民家を残して大切にし、家族構成の変化による住み替えのコーディネートを市ができないか。 

・活動拠点については、不便な面があるので改善してほしい。 

○どんなまちにしたい？ 

・声をかけ合い、助け合い、 

・笑顔のあふれる、気持ちにゆとりの持てる     暖和のまち（暖かい和みのあるまち） 

・歌声、音楽、さまざまな文化芸術に触れられる 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

 平成２２年７月３１日（土）１３時～ 

場所 

   吉和福祉センター 

参加者（グループ名：青少年  ） 

 

 奥野弘和、中丸建二、槙本知則、船崎美智子（ファシリテーター）                

進行   

 和田 浩 

 

記録   

 鈴本 昇、川本 誠 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

どのようにしたら良いまちになる？ 

○ 市民と行政が近い存在でまちづくりを行う。 

○ いろんな人が集い、話し合える場を積極的に設けていく。 

○ みんなが言い合える関係を築いていく。 

○ 地域同士のコミュニケーションを密にする。 

○ 学校は、積極的に地域行事に参加する。 

○ 学校、地域、保護者、子ども、行政が連携を図りながら、開かれた学校づくりを進める。 

 ○ 地域、コミュニティ、保護者、子ども、学校、行政が「プラットホーム」を中心に集まり、

まちづくりを進める。 

○ 大人になったときに地域活動に参画するため、子どもの頃から地域と関わりを持たせておく。 

○ 地域の大人が子どもを叱れる地域づくり 

○ 地域と市民センターが連携を密にして行事を実施する。 
○ ちゃんとあいさつができる人間を育てる。 
○ 地域と企業をつなげていく。 
○ 大学と連携し、子どもが集まる機会をつくる。（遊ぶ⇒大学生、規律⇒お寺） 
○ 小さい頃から、信頼できる人をつくっていく。子どもに本気で接していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どんなまちにしたい？ 

○ 青少年にとって、住みやすいまち・魅力あるまち 

○ 子どもだけでなく、子どもと活動実践者の双方が住みよいまち 

○ 各地域の特色を生かしたまち 

○ 子どもの姿が見えるまち 

○ 若者が活躍できるまち 

 

□裏面に続く 

 

プラットホーム 

集う場 

学校 

コミュニティ 

地域 

行政 

保護者 子ども 
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★ 発表の要旨（発表者： 奥野 弘和 ） 

日頃、活動している中で感じていることは、 

○ 生涯学習の観点では、 

・ 地域と市民センターが連携を密にし、行事を実施する。 

・ 他の団体とコミュニケーションを図ることができず、同じようなことを行っている。 

○ 地域との連携による学校づくりでは、 

・ 地域が学校に呼びかけても、中々応じてもらえない。校長の了解がないと教員も動けない。

グループで話をしてみて、カベがあることが伝わってきた。 

・ 学校から積極的に情報が発信され、地域と学校が一緒になって行事ができることが理想。 

○ 子育て支援の観点では、 

・ 昔は、子ども達が悪いことをしたら、地域の大人が叱っていたが、今は、他人の子どもを

叱ることができない。地域ぐるみで子育てを支援しないといけない。 

 

どのようにしたらはつかいちが良いまちになるか 

○ 市民と行政が近い存在でまちづくりを行う。 

○ いろんな人が集い、話し合える場を積極的に設けていく。 

○ 地域同士のコミュニケーションを密にする。 

○ 学校は、積極的に地域行事に参加する。 

○ 学校、地域、保護者、子ども、行政が連携を図りながら、開かれた学校づくりを進める。 

 ○ 地域、コミュニティ、保護者、子ども、学校、行政が「プラットホーム」を中心に集まり、

まちづくりを進める。 

○ みんなが言い合える関係を築いていく。 

  

これからのはつかいちをどんなまちにしたいか 

○ 青少年にとって、住みやすいまち・魅力あるまち。 

○ 各地域の特色を生かしたまち 

○ 子どもの姿が見えるまち 

○ 若者が活躍できるまち 
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第３回会議の記録 2010(平成 22)年 8 月 9 日 廿日市市役所 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【安全・安心】 

【福祉】 
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【環境】 

【文化・交流】 
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【青少年】 

【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会（第３回）記録 

日時 

平成２２年 ８月 ９日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名：安心安全  ） 

 千原保仁、中村眞琴、竹中久人、古田正貴、小熊鶴雄 

 中村満、澤岡由起子、上田光司  

進行  中村 満 記録  上田光司 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

【作業１】 Ｂの振り返り、プラスα 

・廿日市地区の３小学校連絡会（佐方、平良、廿日市）は、隣接コミュニティの連絡の方法として、

問題点の共有、行事のダブりなどから、コミュニティ区と学区の違いを調整することから開始した。 

・（津田・四和地区）街灯、防犯灯の管理 ⇒ 商店街の活性化につながっている。 

・（津田・四和地区）夏休み夜間パトロール ⇒ いろいろな団体が実施している ⇒ コーディネ

ート、つなげることができる人が必要。 

・佐伯支所３階で地域の団体が集えるようにした。 ⇒ 地域内の各種団体が連携できる。 

・コミュニティ推進団体は必要なのか。（市はなぜつくったのか） ⇒ その役割分担が必要 

          

・廿日市地区の自主防災組織は町内会が中心でなければできなかった。コミュニティは避難所の現

地本部ができたとき本部の業務を行うと役割りを決めている。まちづくりサロンもいろいろな団体

が集まって話し合った。団体の強いところ、弱いところを出したら、それぞれの課題が見えてきた。

その結果役割分担もできてきた。 

・（大野地区）廿日市は各種団体の大将がたくさんいる。大野は区長中心に全ての団体が連携できて

いる。大野地区全体で動くときは連合会が機能する。大野方式（区制度）の良いところである。 

 

   組織のあり方・連携の方法を再検討する必要があるのではないか。 

 

【作業２】 次回話し合いたいテーマを３つ選ぶ 

・違うかもしれないが、個人条例保護条例が活動を難しくしている。 

・自主防災は必要ではないか ⇒ 自主防災の中の意見で３０代、４０代の若い人を活動に取り込

んでいくかは重要ではないか ⇒ 地域活動全般につながるテーマである 

これができたら地域が元気になる。 

 

・地域の横のつながりが必要。 

・昔のように自営の人が少なくサラリーマンが多いので参加が難しいところもある。 

□裏面に続く 

⇒
 

⇒
 

テーマ１：活動を活発にしていくため３０代、４０代、５０代を活動に引き込む。 

（イヤイヤではなく参加してもらうためには） 

⇒
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

・ＰＴＡ、子ども会などの変更、親が参加しにくい状況がある。 

・ＮＰＯなどの制度を導入すれば解消できるのではないか。 

・日本はボランティアが定着していない、学校でも普及するよう取り組んだらどうか。 

 ※テーマ３は決まらず 

 

【作業３】 これからの「はつかいち」をこんなまちに 

・つながりで文化財の史跡をまつりなどの前に清掃活動しているが大変盛り上がる。地域の文化財

のシンボルを大切にしないと（心が大事） ⇒ 文化 

・子どもたちを含んだあらゆる世代で話し合いや参加ができるまち。 ⇒ 情報共有、もっとコミ

ュニケーション 

・あいさつは、イベントなどをとおして、顔見知りの関係の構築ができればあいさつはできる。  

⇒ つながり  

・だれもが安心して住めるまち。 ⇒ 年寄りが安心 

・前回のキーワード「○つ ね日ごろ」「○な んでもみんなで話し合い」「○が んばりすぎないで、気楽に」 

「まちづく○り 」から、 

・「日ごろの生活の中で」「話し合う機会・場所がなく」「人材が固定して新しい人材の発掘が難しい」 

を解決するために、 

・地域の文化財のシンボル（心）を大事に、あらゆる世代で話し合いや参加ができるまち、顔見知

りの関係の構築、だれもが安心して住めるまち をめざす姿のキーワードとする。 

★発表の要旨（発表者：千原保仁 ） 

・吉和（第２回）のときのキーワードの「つながり」を引き続いている。 

・日ごろの生活の中で、話し合う機会・場所がなく、人材が固定して新しい人材の発掘が難しい。 

・そのために、だれもが安心して住めるまち。（身近な集会所を活用するなど） 

・イベントなどをとおして顔見知りになれば関係が良くなる。 

・活動を活発にするために３０代、４０代の人の参加を増やすことが課題である。 

・地域連携のためにまちづくりサロンのような場をつくる。（中央市民センター、佐伯支所３階の例

がある） 

テーマ２：連携を促すための（廿日市地区の）まちづくりサロンのような作戦 

     （中央市民センター、佐伯支所３階の例） 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 ８月９日（火）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７Ｆ会議室 

参加者（グループ名： 福 祉） 

 熊谷 操、杉中利正、大野宣江、板本麻美 

進行 

 山本裕行、（補助）藤井健二 

記録 

 川下晃一 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

◆どんなまちにしたい？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□裏面に続く 

 
年齢・性別に関係なく住みよいまち 

●老若女男、同じ目線・立場で意見が言える 
●若者が多い 
●高齢者になっても住み続けられるまち 

 

安心安全 

●安心安全のまちづくり 
（見守り隊） 

●気持ちよくあいさつが 
できるまち 

 

 
●店がなくなっていく！！ 
●働く場をつくる 
 

にぎわい創出 

 
●市民の願いを解決できるまち 
●すみずみまで情報が届くまち 
●自分の思いが行政に届くまち 

情報の共有化 

 
●すべて行政に頼らない 
（自分でできることは自分でやる） 
●コミュニティ力のあるまち 
 （向こう三軒両隣） 

コミュニティ強化 
 
 

各地域の個性を生かす 

●それぞれの地域を生かしたまちづくり 
●つながり 

みんなでつくる 
地域の輪 

集うことができれば、コミュニティができ、情報の共有化もでき 

すべてにつながっていく。 

 

 

地域に輪ができ、その地域の輪がつながり、まち全体に輪ができる 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

○今、一番大切なのはコミュニティであり、一番弱いところもコミュニティである。「向こう三軒両
隣」のような身近なコミュニケーション。これが広がり地域コミュニティ力のある地域となり、
そして地域と地域が繋がり、大きな力となる。 

○それぞれのコミュニティの温度差が大きく、立ち上がり段階での行政の支援が必要 
 
 
○情報があれば、様々な地域活動にも参加する機会ができ、元気で長生きのできるまちとなり、住

み続けていくことができる。 
○その情報が隅々まで届いていないため、情報が生かされていない。 
○地域で情報を蓄積していくためには、みんなが情報を出し合い、市民や地域のリーダーが集約し

ていくことが必要。そして行政が地域のネットワークづくりの役割をし、まち全体の情報を行政
が集約しすることにより、「いつでも、だれでもほしい情報が得られる」ようになる。 

 
 
○年齢や性別、障がいの区別なく、みんなが「ひと」として繋がっていく。そのためには、すべて

の「ひと」が自分のできる範囲で参加する、参加できる仕組みづくりが必要である。 
○そのためには、①身近なコミュニケーションづくりを進め②情報の共有化を進めていく必要があ

る。 
○コミュニティは４０歳以上というイメージがある。若者も中学生までは地域活動に参加している

が、その情報も届かなくなり、高校生になるとクラブ活動など学校の範囲との関係により、地域
との関わりが少なくなっていく。 

 
◆情報があれば、様々な活動の機会に参加していくことができ、参加することによって、「ひと」と

のつながりができる。ひとがつながっていけば、コミュニティ力が高まり、活性化する。 

★発表の要旨（発表者： 熊谷 操） 

キーワード 

“つどおうや！ みんなでつくる 地域の輪” 

○ この“輪”とは、「みんなでつながっていこう！！」という意味である。 

地域の個性を生かす！！ 

○ 廿日市市も市域が広がり、一概にすべてをまとめていくのではなく、各地域の個性を生かしな

がら、それぞれを繋げていこうということである。 

○ それぞれの地域で、地域の特性を生かし、情報の共有化やコミュニティの強化を進めていくこ

とが大切であると考える。 

○ その他、「年齢、性別に関係なく住みよいまち」「安心安全」「にぎわい創出」について話し合っ

た。 

○ 次回のテーマについて発表（★重要なポイント参照） 

○ 新しいまちづくりを進めていくに当たり、市民だけで進めていくのではなく、まずは、行政の

力を借りながら進めていってはどうかということ。 

 

① 市民の力と行政の支援でコミュニティの活性化 

② みんなで発信 行政が集約 情報共有 

③ みんなが参加してまちづくり 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 ８月 ９日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７Ｆ ７０１会議室 

参加者（グループ名：  環境  ） 

今田圭宗、岩藤綾子、吉武英彦、亀谷敏男、井上 軍 

 木下英治、栗栖康宏、佐川智弘 

進行 

  木下 英治  （補助） 栗栖 靖宏 

記録 

佐川 智弘 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

（１）「日頃の活動の中で・・・・」の前回の振り返りとプラスα＝「町内会」をめぐる意見 

・町内会長、役員など次の世代が出てこない。会長、役員を受ける者がいない。 

・町内会の役員をやらない理由も様々である。「忙しい。」「他市町から来たのでわからない。」「有償

ならやる。」「有償でもやらない。」など 

・町内会が前向きに進もうとすると、逆に足を引っ張る者もいる。最近は、町内会に対して積極的

ではない意見に住民が引っ張られる傾向にあるように思う。 

・会長、役員が１、２年で交代する町内会が多い。そのため、町内会に事業を継続する力がない。

また、目的意識ができない。 

・住んでいる限り、地域社会の一員として町内会との関わりは出てくる。しかし、町内会に話し合

う仕組み、課題を解決する力がない。「町内会とは何なのか」という話になる。・行政が町内会に何

を求めているのか。行政、町内会とも目的意識が必要。 

・町内会に引き留める力が必要である。町内会にどういう「魅力」があればいいのか？  

・自分の住んでいる町内をどうしたいのか？ 問題点があれば話に乗ってくるが、ないと乗ってこ

ない。 

・町内会も合併しようという意見もあったが、必ず反対する者がいる。補助金のことや昔からの歴

史のことあるのであろう。 

・PTA、育成会を卒業した女性は、力を持て余している。その人たちが町内会に加わるというのも

町内会の新しい形ではないか。 

・コミュニティで取り組むものなのか？町内会で取り組むものなのか？意識がバラバラである。 

・（自主防災などの）継続的事業は、コミュニティでないと難しいと思う。 

・我々の地域では、コミュニティの指示、合図では、人が動かない。町内会の指示、合図で動く。

主導権は、町内会にある。 

・「やること（活動）がかぶる。」目的は同じはずなのに、体制が違うので団体同士がつながらない。 

・宮島地域のコミュニティ推進組織は各種団体のネットワーク、横の連携がある。 

・町内会の規模は様々。他地域の「モデルケース」に学ことも大事なのでは。 

・若い人は、自分の住んでいる班はわかるが、コミュニティや町内会の存在、エリアなどがわから

ない人も多いのでは。 

・町内会は世帯単位で親が会議に出席。自分の町内会のエリアもよく分からない。班なら分かる。 

■裏面に続く 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

・隣の町内会との交流もない。 

・的場公園をつくる時のワークショップでは、人が集まった。それ以外では、地域でのまとまりが

あまりない。やはり、物をつくるということは、楽しいし、関心があったのか。 

・町内会は、町内会の会費の管理、行事の旗振り役になっているにすぎない。実際に動いているの

は、コミュニティ。そんなイメージがある。 

・町内会も「評価」してやらないと、やる気にはつながらないかもしれない。 

 

 《次回話し合いたいデーマ（３つ）》 

 ①次代につなぐ人材を育てる・・・前回の付箋をもとに選定(協力者少ない、他人任せ、人不足) 

 ②地域活動に対する評価・・・・・前回の付箋をもとに選定(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、地道な活動の評価) 

 ③身近な生活課題を地域連携する・・今回のプラスα意見をもとに選定(町内会、ｺﾐｭﾆﾃｨなど連携) 

 

（２）どんなまちにしたいと思うか？ → ブラッシュアップ 

  ・前回出た「廿日市市民は一つの家族」を大切なキーワードとし、市内５地域がそれぞれの 

  特性を生かしながら、まちも人も健康な廿日市市であることをイメージとして共有した。 

 

★発表の要旨（発表者： 岩藤 綾子  ） 

《どんなまちにしたいと思うか？ → めざす姿 》 

・「廿日市市民は一つの家族！」をキーワードに家をイメージし、一歩進んで５世帯住宅とした。 

・家には５つの扉（５地域）があり、各々の「ローカル・ルール」がある。ローカル・ルールの中

で各地域が特性を生かしながら、１つ屋根の下で暮らすというイメージ。 

・家の基礎の部分は、「市民意識の改革」。いくらローカル・ルールといっても一つ屋根の下で暮ら

すためには、市民の意識が一つになる必要がある。 

・次のキーワードは、「まちが健康」「人が健康」という「健康」というキーワード。 

・４つめは、「安心・安全」 

・５つめは、「自然環境」「景観」。個性豊かな自然を生かしたいということ。 

 

《次回話し合いたいデーマ → ３つ 》 

・次代につなぐ人材を育てる。 

・地域活動に対する評価。 

・身近な生活課題を地域で連携する。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年８月９日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名： 文化交流 ） 

辰見裕行、宮本育生、正木文雄、山根義広、石津直子、大島元気、倉田忍、中川美穂、山福美佳 

進行 倉田忍 記録 山福美佳 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

◆前回の振り返り 

※会議の進め方や内容について意見あり 

・条例を作るのに何を目的に作ろうとしているのか。この作業と条例になっていくところがつなが

らない。いろいろな地域がある中で、一緒に線を引いてルールを作るというのはどうなのか、文

化交流で条例を作ると言うことが見えてこない。この１０人で条例ができるのか。 

→総合計画を実現していくためのルールづくりということで、まちづくりに関わる５つのテーマ

を用意した。このグループは、似た活動をしている人同士で、まずは活動を通じての意見から

出し合っている。５つのグループにおける意見を発表し合ったところ、それぞれのテーマの特

色もありながら共通点も見えてきた。例えば、地域の独自性を大事にしながら、ひとつの家族

となると言った意見も。文化交流の条例を作るのではなく、「協働のまちづくり」についての条

例をつくる。各テーマの意見の積み上げから、共通項を探っていきたいというのがねらい。 

・どういうまちづくりをしたいのか市は答えをもっているのではないのか。仲良く、交流してとい

うようなことになるのではないのか。 

→まちづくりのために何を大事にしていくのかと言うことを話していく。 

・いろいろな計画がこれまでも作られてきたが、具体的にどういう活動をしているのか、行動計画

がないので、進んでいない現実がある。条例は氷山の一角で、その下の部分をしっかりたたいて

おかないと進んでいかない。そのために、こうした具体的なテーマからの話し合いが必要なのだ

と理解している。 

・具体的な計画を作っていかないと生きて働くものにならないと思う。 

→実際にどんなことに困っている、大事にしていかないといけないかと言うことから積み上げて

いきたい。 
 

◆日頃の活動で感じていること／次回話し合いたいテーマ 

・参加者を増やしたいのに、個人情報保護法がネックになっている。 

ex 緊急連絡網、同窓会名簿など 

・人とのつながり方を改めて考えていかないといけない。 

・参加者が増えない。年配の者は仲がいいが、若い人が入っていない。文化協会では顔を合わせて

話す機会が少ないので、若い人の所に出向いていって、酒を飲み、話をして、顔見知りになって

から情報をもらう。若い人に幹事になってもらって、その同級生に声をかけてもらうというふう

にしようとしている。１対１から動くしかない。 

・宮島の老人クラブは活発に活動している。誰の話なら聞いてもらえるかを考えて、その人たちが 

誘いにいくとうまくいく。 

□裏面に続く 
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・合唱連盟でも若者の加入が課題。平和の祭典で出場した幼稚園や、学校にアプローチして、若い

人のいる場に入り込んで活動してみようかと思っている。 

・参加者が少なかったからやめようではなく、目的をはっきりさせて取り組み、集客が少なくても

価値あるものを育てていくことが大切。 

・地御前は町内会の加入率が９０％以上ある。新しいマンションの人も一括加入した。 

・宮島は１００％を狙いたい。反対する人には、どうして反対なのか言いたいことを言わせる、そ

れで、気が済む人もいる。１００％でやっていかないと難しい。 

        

       関わる人を増やしていく 若者の参加、 

 

・宮島では総代が月２回広報を全戸配布しながら、民生委員だけではカバーしきれないところをフ

ォローしている。 

・（連携の）コツとしては、主催を一つにせず、複数の団体で共催にすると人は集まる。 

・行事をするとき、市民センター長には「単独で走りなさんな、協働でしよう」と言っている。警

察の話や、地域包括センターの話でも、一つの部署だけで呼びかけたのでは難しい。 

 

話し合いたいテーマ① 市民どうし、市民と行政の連携のあり方 

 

 

・「地域文化」という言葉は残しておきたい。 

・ボランティアで地道に活動している人や団体にスポットを当てたい。地域文化を継承していくた 

めの個人、団体に光を当てて、指導、支援できる体制づくりを考えたい。 

・文化がまちづくりにどうかかわるのか。地域文化を拾い上げ、活動している人を拾い上げ、スポ

ットを当てていく。人を知り合うことによって、地域の絆も強くなる、文化も育っていく。 

・大きなイベントに参加したり、大きな声で宣伝したりする人達だけでなく、地道にボランティア

で活動している人に光を当て、広げていくことが大切。そういう人を知る機会があって、他人か

ら後押ししたら、やっている人も生き生きとしてくる。 

・地御前の盆踊りも伝統が崩壊しかけて危機感をもっていた。今回、練習に各町内から３名ずつ出

ようと呼びかけ、踊りだけでなく、太鼓や笛、三味線や唄も取り入れた練習をしたら、たくさん

の人が集まった。よその地域からも参加させて下さいと言うくらい盛り上がった。何かの仕掛け

があれば、思わぬ効果が生まれ、輪が広がっていく。今後は中学生の男子に太鼓を教えたいと考

えている。 

・吉和小中学校と宮島小中学校の交流を市の事業でしている。若い人にとって、宮島の文化、吉和

の文化をしっかり知る機会になればと取り組んでいる。そういう経験があれば、その人が、４５

歳を過ぎて、子どもの手が離れた頃に、地域のことを考えることにつながる。 

 

話し合いたいテーマ② それぞれの文化を生かす（継承していく）しくみ 

話し合いたいテーマ③ 地道な活動を続けている人にどうスポットをあてて 

支援を広げていけるか 
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◆どんなまちにしたいか 

 

    にぎわい 活気    和みのある 暖かい    顔が見える   気持ちの安心 

 

  

                                    生活の安心 

    文化の力 

愛着 はつかいちが好き 

 

                 

 

・「～してあげる」と言う敬語を、子どもや犬、食材にも使うのはおかしい。変な平等観、自由観を

感じる。 

・財政難で、教育や文化に関わる予算が切られていく。文化のような暖かいものを子どもに植え付

けていかないと冷たい世の中になってしまう。 

★発表の要旨（発表者： 石津 直子 ） 

・文化の力（音楽、文化、芸術）によって、心豊かに、ぬくもりのあるまちになり、和み、暖かな

まちになる。 

・明るく、楽しい、賑わいのあるまちにしたい。 

・声をかけあえ、顔が見えると言う点で、気持ちが安心する。医療の充実で、生活の安心につなが

る。この二つによって、安心安全なまちになる。 

・小さな子どもでも、「はつかいちが好き」といえる、愛着のわくまち、長く住み続けられるまち、

一度は出て行ってもやがて戻ってきたくなるまちにしたい。 

次回のテーマ 

・独自の文化を生かすしくみ 

・地道な活動を続けている人にどうスポットを当て、広げていけるか。 

・市民同士、市民と行政の連携のしくみをどう作っていくか。 

 

文化の活性化から心の

ぬくもりにつながる 

潤滑油、接着剤として

力を発揮する 

戻ってきたくなるまち 

→雇用の安定や医療の充実も 

「安心・安全」が一番大事、

それがあっての文化交流 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

 平成２２年８月９日（月）１９時～ 

場所 

   市役所７０１会議室 

参加者（グループ名：青少年  ） 

 奥野弘和、中丸建二、槙本知則、後藤香代子                 

進行   

 和田 浩、川本 誠（補助） 

記録   

 鈴本 昇 

★ 重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

＜地域内での信頼関係づくり＞ 

・ 地域と学校の情報共有 

・ 挨拶が出来れば子どもが変わってくる、又地域も変わる 

・ 学校が元気であれば地域も元気が出る 

・ 子ども達が地域へ出て行く機会をつくる 

・ 地域活動について若い人の参加が少ない 

・ 大人の地域活動の参加が少ない 

・ 若いときは地域活動に参加していなかった、地域に受け入れてもらう環境が必要 

・ 学校に地域の方が来てもらうことも重要、学校行事についても地域へ知ってもらう事も重要 

・ 校長によって取組みが違う。門扉の開放、信頼関係の必要性 

 

＜自立した青少年の育成＞ 

・ 子ども主体で行事をする場合、子どもをダシにする 

・ 地域の草刈について若い人も出てくれる。青少年が地域活動に出やすい機会づくりが必要 

・ 廿中の生徒は地域活動に目を向ける子が多くなった。また、卒業後も地域活動に関わり、後輩

の面倒も見るようになった。 

 

＜様々な団体・人のつながり＞ 

・ 学校、生涯、子育ての中ですべてつながりがある 

・ つながりで言うと挨拶が必要、不満に思うのは子どもに挨拶をしなさいと言う先生が挨拶をし

ない。 

・ 子どもの地域行事への参加が少ないのは活動団体の悩みである。 

・ 地域、コミュニティ等が同じような会議をし、同じ顔ぶれである。 

・ 会議に出席される方は、コミュ二ケーションがとれている。コミュニケーションのとれてない

方は参加しない。出てほしい方の参加がない。 

・ 挨拶が出来ると自然に繋がりも出来る。 

・ 子どもを参加させて、保護者を引きずり出すことが必要 

・ 信頼、つながり、連携が必要、コミュニケーションが取れているから信頼もされる。 

□裏面に続く 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

★ 発表の要旨（発表者：槙本知則） 

＜これからのはつかいちをどんなまちにしたいか＞ 

● 「青少年」の観点で、 

大人が考えると「地域の中で元気で明るく姿の見える」、 

当事者が考えると「存在感が持てるまち」 

● めざす姿のキーワードは 

・ 青少年にとって存在感のあるまち 

・ 子どもの姿がみえるまち 

・ つながりのあるまち  

● 子どもの姿がみえるまちには、①外で遊んでいる、②地域に出ていく（地域行事へ参加する）

という２つの意味がある。 

● めざす姿を実現していくには、地域、学校、行政のつながりが必要。つながりを作るにはコミ

ュニケーションを作る場が必要 

 

《次回の会議で話し合いたいテーマ》 

・ 地域内での信頼関係づくり 

・ 自立した青少年の育成 

・ 様々な団体・人のつながり 
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第４回会議の記録 2010(平成 22)年９月４日 宮島福祉センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａグループ－１】 
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【Ｂグループ】 

【Ａグループ－２】 
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【Ｃグループ】 
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【Ｄグループ】 
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【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 9 月 4 日（土）13 時～ 

場所 

廿日市市宮島福祉センター2 階紅葉 
参加者（グループ名：  A      ） 

 委員 ····· 千原 保仁（公募）、山本 和臣（公募）、亀谷 敏男（町内会連合会）、 
中丸 建二（大野区長連合会）、上本 直樹（大学生） 

 職員ワーキングチーム····· 澤岡 由起子、佐川 智弘 
進行 

船﨑 美智子（中国・地域づくり交流会） 
記録 

和田 浩（職員ワーキングチーム） 
★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 団体や組織などの活動主体の現状を考える 
・ （日赤看護大では、）学生自治会が学生にボランティアを呼び掛けている。 
・ （日赤看護大では、）大学祭で救急法の講座を行っている。 
・ （日赤看護大では、）キャンドルサービスで学生間の交流を図っている。 
・ （地御前地区では、）文化保存会が伝統文化の継承に取り組んでいるが、若者の参加が

少ない。（俵もみのかつぎ手の不足） 
・ 自主防災会を見ると、町内会長も班長も高齢者である。 
・ 夏祭りなどの参加者から、次の担い手を発掘している。 
・ 区（の交流部会）では、昔あそびを子どもに教えている。 
・ スポーツ少年団の指導者は、学校とは別に、子どもに躾を教えることがない。 
・ 地域のスポーツ振興団体が（テレビのバラエティ番組の）逃走中のような「鬼ごっこ」

をすると、300～400 人の参加者があった。 
・ 津田小学校では、地域の音頭を学校の先生が譜面に落とし、学校が伝承に取り組んでい

る。 
・ 学校の先生は、地域活動に参加してくれない。 
・ 町内会・自治会において、役員の任期が短い。 
・ 外国人も地域に参加して欲しい。 

 誰がどんなことをするとそれぞれのテーマを実現させることができるかを考える 
【地縁系】 

・ 若い世代の人を（活動に）引っ張り出す。 
・ 若い世代の人が興味を持つイベントを行う。 
・ 町内会の役員など地域活動に、若い世代の人にも役を持たせる。 
・ 子どもを活用して、地域内の交流の場をつくる。 
・ イベントを人材発掘の場とする。 
・ 一部の役員が背負わず、みんなで分け合って活動する。 
・ 各団体の得意分野を有効利用する。 
・ 人と人とのつながりが、人材育成の最大の武器となる。 

【地縁系⇔行政】 
・ 貢献すれば特典がもらえるようにして、30～50 代を引っ張り出す。 
・ 行政やマスコミの力を活用して、企画、イベントなどを行う。（市の広報番組等） 
・ 育児・託児施設を整備し、女性などの活動への参加を促す。 
・ 年間 5 日以上地域貢献活動を行うと、市民税を減額させる。 
・ 行政職員が地域活動に参加する。 

☑裏面に続く 
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【NPO】 
・ 老人クラブにジュニア部会（壮年期）を創設する。 
・ 老人クラブの名称を変える。 

【学校⇔行政】 
・ 大学と市民センターが一緒になって事業を企画・実施する。 

【学校⇔地縁系】 
・ 学校と町内会が子どもにふるさと教育を行う。 
・ 地域の人材を受け入れ、学校のクラブ活動で継続して指導する。 

【学校⇔企業】 
・ 企業が学校を訪ね、講演する。 

【企業⇔地縁系】 
・ 企業と地域がまちづくりで連携する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★発表の要旨（発表者：上本 直樹     ） 

 
 活動を活発にしていくため、30 代、40 代、50 代を引き込みたい（イヤイヤではなく参加

してもらうためには） 
・ 老人クラブの事業に、高齢者だけ参加できるとするのではなく、（地域の）40 代、50

代の人でも参加できるようにする。（老人クラブの名称を変更しては｡｡｡） 
・ （地縁系団体）若い世代の人が興味を引くイベントを実施する。 

 次代につなぐ人材を育てる 
・ 学校と地域との連携で、次代を担う子どもを育てることができる。 

 自立した青少年の育成 
・ 企業が学校で講演し、子どもに企業（職業）について興味を持ってもらう。 

 みんなが参加してまちづくり 
・ 単体で頑張るのではなく、地域、学校、行政、企業、NPO 等すべてが協働して、協力

して頑張り、次代の地域づくりに活かす人材を育てる。 
・ （市民ではなくても）通学、通勤していれば、廿日市に関わりがある者として、みんな

で盛り上げる。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年９月４日（土）１３時～ 

場所 

 

参加者（Ｂグループ） 

 奥野、竹中、小熊、石津、板本、栗栖、木下、中村 

進行 

 上元 

記録 

 中村 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目）  

 宮迫）誰が何をやっているかを考えることから、活動主体（担い手）、役割の整理をする。 

B グループの作業 

ステップ１ 

模造紙のテーマから、活動主体ごとに今、連携してやっていることをラベルに書き出し 

 行政（市役所）⇔企業・学校⇔サークル団体⇔地域・個人 という活動主体ごとに分類  

 ステップ２ 

  こんなことができそう。こうなったらいい。こうしたいことをラベルに書き出し、 

  行政（市役所）⇔企業・学校⇔サークル団体⇔地域・個人 という活動主体ごとに分類 

 

★特長：学校が多い（宮島工高には技術がある。地域とよく連携している。ｅｘあじさい祭） 

    子ども神楽やスキーなど、吉和地域では地域の大人、企業が連携して伝統文化の継

承、 

     世代間交流が盛ん 

 

 キモラベル 

  ☆様々な団体の取組みを共有し、良いところを活かせるようなしくみがあればよい。 

  ☆情報の共有、行政や団体との連携 

  ☆コミュニティの安心安全部とＰＴＡ育成部が連携できると見守り隊の活動が楽になる。 

  ⇒どうすれば・・・プラットホームづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■裏面に続く 

行政 

団体 個人 

情報 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

キモラベル（いい例：まちづくりサロン） 

  ☆まちづくりサロンを参加団体が気軽に集い、話し合う場にする。 

  ☆各団体の得意なこと、困っていることを話し合い、補い合う関係をつくっていく。 

  ☆コミュニティが声をかけて、町内会連合会、民生委員・児童委員協議会、商店街、保育

園、消防団、各 PTA による円卓会議を開催している。 

 ⇒身近な生活課題の解決に向け、地域はがんばっている。 

★発表の要旨（発表者：板本） 

 ① 廿日市地区コミュニティ（中央市民センター）のまちづくりサロン 

② 町内会やコミュニティが連携して自主防災活動をしている。 

  吉和地域では、長期間家を空けるとき、隣近所に声をかけておくと、何かと面倒を見て

くれるので安心して出かけられる。 

 ③ カルビー広島西工場では市道のアダプト、子ども会の工場見学受入 

   宮島工高の地域連携活動（あじさい祭、オープンスクールなど） 

 ④ 長寿会を巻き込んで、市民センターで、子どもたちに昔遊びを伝承している。 

 

 ※ 詳細は模造紙の写真を見よ！ 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 
平成２２年 ９月 ４日（土）１３時～ 

場所 
宮島福祉センター ２階 紅葉 

参加者（グループ名：Ｃ班） 

 今田圭宗、熊谷 操、吉武英彦、宮本育生、大野宣江、槙本知則、山福美佳 

進行 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：五百田定 補助：山本裕行 

記録 

 藤井健二 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

【話し合いのテーマ】 
①市民どうし、市民と行政の連携のあり方、②地域内での信頼関係づくり、 
③みんなが発信 行政が集約情報共有 

●連携できている事例 

・廿日市祭礼（二百廿日豊年祭）：廿日市祭礼、コミュニティ、町内会連合会、中学校、 
市民Ｃ 

・人権グループ（人権推進活動）：人権Ｇ，市役所、佐方会館、 
・企業（ｷｬﾘｱｽﾀｰﾄｳｨｰｸ）：企業、中学校、教育委員会 
・企業（資源回収）：企業、町内会（連合会、単位）、子ども会 
・佐伯地域青少年Ｇ：各種団体、学校 
・佐方アイラブ自治会：地域内の各種団体→ 地域内行事の集約・発信、公民館民営化など 
・廿日市サロン、夏のウォーキングパトロール：地域内の各種団体 

●連携できていない事例 

・行方不明者捜索：市役所、消防（消防団）、警察、地元（町内会など） 
・交通安全：市役所、警察、県 
・農業Ｇ（花畑）：農業Ｇ、学校、地主 → 総合学習時間の削減により、取り組んでいた

ことが実施できなくなった 
※行政と市民との連携上の不満 
・枠組みを行政が作って市民に降ろしている（市：メーカー、市民：下請のような関係） 
・すべて市にとって都合が良いような形でスタートする（市民はやりにくい） 
・市民はボランティア、職員は仕事（時間外手当が出る） 
・何かやろうとしても、たらい回しにされる 
 →事前に問題点を協議する場を設けて、市民の意見を取り入れて欲しい 

（今回の条例が事前に聞く、初めての事例？） 

 情報共有ができておらず、うまく連携できていない。 

  （目的は１つで、みんな一生懸命なのに、うまく行っていない） 

●情報共有のため必要なことは 
・市民の思いを吸い上げる仕組みが必要 
・情報を一元的に取りまとめ発信する機関が必要     情報共有は行政の役割が大きい 
・ここに言ったら、物事が分かるし、伝わるという窓口が必要  （情報共有は行政に担ってほしい） 

●うまく連携するためには 
・日頃から関係者が集まって、顔を突き合わせて意見交換する場が必要 
・その場に関わるのはトップだけでなく、実務者も参加する（役割を具体的に協議する） 
・日々のネットワークづくりが大切 
 

       情報共有ができて、うまく連携できれば 

☆信頼関係ができる（話し合いのプラットホームができる） ⇒ 良いまちづくりができる。 

つまり、｢まちづくりは信頼関係づくり｣からが、今回のＷＳのまとめ。 
 
 ※ どうやったら信頼関係が作れて、連携がうまく行くかなどについては、佐方アイラブ自

治会などを参考に次回で話し合うこととなった。 
 

□裏面に続く 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

｢まちづくりは信頼関係づくり｣から～話し合いのプラットホームの仕組みづくり～ 
      

（悩み）：目標は１つ、みんな一生懸命なのに、うまく行っていない。 

今のまちづくりは、ネタ切れ、人切れ、息切れ状態 

 

★発表の要旨（発表者：槙本知則） 

○連携のあり方、信頼関係づくり、情報共有の３つのテーマで話し合った。 

○現 状（一例） 

 ・うまく行っている事例：豊年市民祭 

   →廿日市祭礼、コミュニティ、中学校、町内会連合会、市民センターなど多くの団体が

連携し、協力して開催されている。 

 ・うまく行っていない事例：行方不明者の捜索 

   →消防、警察、地元、行政の連携が縦割りで、人命に関わることなのに思うような捜索

ができていない。 

○以上のようなことから「地域内で信頼関係づくり」が大切 → 関係団体が話し合う場が必

要 

・顔を突き合わせて話し合うことから、信頼関係づくりが始まる。 

・集まるのはトップだけでなく連携する実務者も必要であり、役割を具体化する必要がある。 

○情報の一元化が大切という話があり、行政がいろんな情報の集約と発信を担ってほしい。 

○行政窓口の一元化を図ってほしい。（何かやろうと思ってもたらい回しされる。） 

 ・ＰＴＡ危険地区：市有地→市の土木、県有地→市ではダメ、 

・交通安全：歩道など→市、信号・横断歩道など→警察 

※ どうすれば良いかは次回で協議する。（佐方アイラブ自治会などを参考に協議する。） 

信頼関係の構築 
 

｢まちづくりは信頼関係

づくり｣から 

 

※話し合いのプラット

ホームが必要 

●連携のあり方 
  
・日頃から関係者が集ま
って、顔を突き合わせ
て意見交換する場が必
要  

・その場に関わるのは団
体のトップだけでな
く、実務者も参加する。  

・日々のネットワークづ
くりが大切 

●情報共有 
  
・市民や地域の思いを吸
い上げる仕組みが必要  

・情報を一元的に取りま
とめ、発信する機関が
必要  

・ここに言ったら、物事
が分かるし、伝わると
いう窓口が必要  

・情報共有は、行政の
役割が大きい 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 ９月 ４日（土）１３時～ 

場所 

宮島福祉センター 

参加者（グループ名：Ｄ “評価”のあり方について考えてみました） 

杉中 利正、古田 正貴、井上  軍、山根 義広、川下 晃一、鈴本  昇、倉田  忍、 

中川 美穂、宮迫 勇次 

進行 

 宮迫 勇次 

記録 

 中川 美穂 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

前提となったテーマ「市民の力と行政の支援でコミュニティ活性化」「地域活動に対する評

価」「地道な活動を続けている人にどうスポットをあてて支援を広げていけるか」について、

背景を説明、共有した後、活動の現状について、話を出し、評価について話し合った。 
 

清掃活動は… 

大峰 1050、森林組合のにいちゃん、里山ハイキングクラブ、 

団地の住人、井戸端会議、宮島さくらもみじの会、企業、パー 

クボランティアをはじめとするボランティアグループなど、さ 

まざまな活動者（団体・個人）が、清掃、植木の剪定、花植え 

を行なっている。 

 

 安全・安心の活動は… 

  阿品台など地域の老人クラブ、見守り隊、地域消防団、宮島地 

域コミュニティ推進協議会安心安全部会などが、小中学生の登下 

校時の見守り、あいさつ運動、地域の防災活動を行なっている。 

 

スポーツ、文化歴史は… 

スポーツ協会、スポーツ少年団、総合型地域クラブ、文化協 

会、郷土文化研究会、西国街道・歴史ガイドグループ、史跡 

「十王堂」保存委員会、コミュニティと老人クラブ、宮島工業 

高校が、スポーツや芸術を通じて、健康づくり、子どもの居場 

所づくり、生きがいづくり、地域の歴史スポットの保存活動や 

案内、他の活動の応援などを行なっている。 

 

 

 

 

 

広報・ＰＲ・表彰は… 

市民活動センター、地元の広報誌や新聞・ＴＶなどを利用して、 

地域の活動を紹介している。市には、表彰制度がある。 
 
 
 
 
 
 

 
 

■裏面に続く 

まちづくり・支援： 

市、各市民センターは、補助金、地域貢献活動保険、センター

だよりへの記事掲載などを行なっている。 

地域のために 

 

 

 

評 

 

 

価 

評価につながる制度 
 
活用する 広める 

行政や支援の仕組みを 
もっと有効に 
活用する 

自分達が 
納得して 
充実した気持ち

になればよい 

評価することに

よる 
活動の広がり 

サポートする仕組

自分達のために 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

 評価のあり方については、つぎの意見が出た。 

・ 評価のレベルはいろいろある。 

・ グループ単位の評価はいいが、個人の行動に対しては、慎重に 

・ 言葉をかけるのが何よりの評価 

・ 評価もよいが、職員も市民の一人として参加することがまず大切 

  → プロセスを評価するために一緒に取り組む 

・ よいことを見たら、親が子どもを連れて手伝うといったことが大切 

・ 受け皿づくりやつながるための大きなシステムがあれば、評価につながる。 

・ また、横のつながりを広げるためには、強いリーダーが必要 

 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者： 井上  軍  ） 
 

コミュニティを含めボランティアで、地域では、清掃、安全・安心、スポーツ・文化歴史な

ど、いろいろな地域活動が行なわれている。 

その中で、清掃と安全・安心は、地域のためにという活動、スポーツ・文化歴史は、楽しみ・

愛着・生きがいの分野で自分達のためにという性質が強い。 

これらの活動を、広報・ＰＲあるいは、表彰するという形での評価がある。まちづくりの支

援は、行政が大きな役割を担っているが、地域活動を担う主体とお互い協力しながら、まちづ

くりをやっていく必要がある。 

 

評価のあり方を考えたとき、ポイントは、つぎのとおり。 

・ プロセスを評価するために一緒に取り組む 

・ 「ありがとね」「きれいになったね」といった感謝の気持ち、感謝の言葉 

・ 活動後、反省会をやって改善し、次のステップに 

 

これらの議論をふまえて、役割分担についてはじっくり考えたい。 
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第５回会議の記録 2010(平成 22)年 10 月 18 日 廿日市市役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａグループ】 

【Ｂグループ－１】 
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【Ｂグループ－２】 

【Ｃグループ】 
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【Ｄグループ】 

【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 
日時 

平成２２年１０月１８日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階会議室 
参加者（グループ名： A ） 
 委員 ····· 千原 保仁（公募）、山本 和臣（公募）、亀谷 敏男（町内会連合会）、 

中丸 建二（大野区長連合会）、後藤香代子（青少年育成廿日市市民会議）、 
上本 直樹（大学生） 

 職員ワーキングチーム····· 和田 浩、澤岡 由起子、佐川 智弘 
進行 

和田 浩（職員ワーキングチーム） 
記録 

佐川 智弘（職員ワーキングチーム） 
★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

《まちづくりの活動主体 ～ 関係・担う役割》 

「人材育成、人づくり」 

【地域（市民）】 
・ 毎日生活している場所なので、地域のことがよくわかる。（人のつながり、顔見知り） 

《つながり・課題が分かる》 
・ 地御前の文化保存会では、水鉄砲、竹トンボなどの体験活動を月１回程度子どもたちに

教えている。地御前踊りの伝承もしている。 
・ 四季が丘では、昔ながらの遊びについて、学校から協力依頼がある。 
・ 学校、子どもが地域を知ることが大切。学校と地域の相乗り。 
・ 地域のことを子どもたちに教えられる。 
・ 行政、学校では、できないが、地域では、できることもある。 

《他の主体で出来ない事が出来る》 
・ 企業のリタイア組の活動の場をつくることが必要。（専門性を生かす、活用する。） 
・ 地域活動を通した人材発掘、そして、必要な場所に出してやる後押しが必要、人材を生

かせるしくみづくりが必要。                    《人材発掘》 
・ 各団体が、一緒に集り、話や協議ができる場、悩みを持って集まることができる場など

を設けることで、各団体のつながりができる。そのようなシステム（協議会など）をつ

くることが必要。（ex 町内会の会議に育成会の役員も一緒に参加する。） 
《各種団体でつながる》 

・ 若い人に役割を持たせることが必要。             《若い世代に責任を》 
【行政】 

・ 行政職員が地域活動へ参加していない。行政職員の積極的な地域活動への参加を望む。 
・ 行政職員は、安定的な職であり、社会的地位もある。それを基盤に各活動の基となって

ほしい。                          《安定・社会的地位》 
・ 行政職員は、一人の人材として、地域とつながる必要がある。     《地域の人材》 
・ 企業は、どのような型でまちづくりに参加できるのか、行政が企業に対して、アプロー

チしてはどうか。 
・ 行政は、地域貢献が必須。「行政職員は、町内会に加入にしなけばならない！」そんな日

本初の条例をつくればいい。 
・ 地域のためのボランティア休暇を採用してほしい。 
・ 地域に還元できるしくみをつくってほしい。    《制度設計・「しくみ」が作れる》 
・ 他の活動団体への行政の理解が必要。             《地域活動への理解》 
・ 行政の意識改革。行政職員の町内会への加入。行政職員も地域住民である。 

《まずは市民》 
【学校】 

・ 子どもたちや地域の人が集まりやすい。          《子ども・集まりやすい》 
・ 地域の人が、子どもたちにスポーツなどを教えることが人づくりにつながる。 
・ 地域に係わることで、広い視点を持った社会人をつくることができる。 

《社会人を作る場》 
☑裏面に続く 
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・ 大学の専門性を地域に生かす。                  《大学の専門性》 
・ スポーツは、人材育成、まちづくりの手段、原点。 
・ 学校は、「ケガをしては、いけない。」「校庭は開放できない」など閉鎖的であるため、地

域活動がやりづらい。                       《学校開放》 
・ 高校、大学に協力を依頼するが、全ての学校が協力的というわけではなく、（単位取得の

関係で）協力に消極的な学校もある。 
【ＮＰＯ（市民活動団体）】 

・ 地域にこだわらず、市全体の子どもを集めること、まとめることができる。 《全域的》 
・ 活動を通じて、人づくりや地域を越えたつながりをもつことができる。 
・ スポーツを手段として、つながりを持つことができる。スポーツが人づくりの切り口と

なる。                      《スポーツは切り口となり易い》 
・ 社会教育の場を提供することができる。              《社会教育の場》 
・ 市民に広く活動を発信することが必要。               《活動の発信》 

【企業、民間事業所】 
・ 「企業＝プロ」。専門的な人材、優秀な人材で地域に貢献できる。 

《専門性・人材・専門的な能力の活用》 
・ 企業によっては、地域に貢献しているところもある。 

（ex：サティーは、毎月１１日の売上げの一部を地域に還元している。自動販売機の売

上げの１割を地域に還元しているところもある。） 
・ 企業のトップが社員に対して、地域に貢献する教育をすることが大切である。（経営理念

の一つに） 
・ 地域のためのボランティア休暇を採用してほしい。 
・ 企業のボランティア意識、制度をつくる。現役だけでなく退職後の地域参加を促進して

ほしい。                       《ボランティア意識の醸成》 
 
★発表の要旨（発表者：千原 保仁 ） 
 
【地域】 

・ 地域の人材育成は、若い世代（３０代～４０代）をいかに参加させるかということ。 
・ それぞれ団体が、一緒に集まって話や協議ができる場、協議会のようなものをつくる必

要があるのではないか。 
・ 各団体の持っている不満や課題を出し合うことにより、それぞれの課題が理解できる。

また、それにより団体間のつながりもできるのではないだろうか。 
【行政】 

・ 社会的地位もある安定した行政職員が、町内会活動等に参加し、話をすることにより、

住民も信頼できるのではないだろうか。 
・ まちづくり推進室、ワーキンググループなどの一部の人のまちづくりではいけない。 
・ 行政職員が、まちづくりに燃えないといけない。町内会員でないといけない。 

【学校】 
・ 学校は、人が集まりやすい。（集めやすい。） 
・ グランドの開放などをもう少し積極的にすることにより、地域団体も子どもにスポーツ

の指導ができやすくなり、スポーツを通じて学校、子ども、地域のつながりができる。 
【ＮＰＯ（市民活動団体）】 

・ 市民活動団体から、学校（大学、高校）に協力を依頼しても、難しいことがあるらしい。 
【企業、民間事業所】 

・ 専門性があるので、それらの活用してはどうか。 
・ 地域、コミュニティに貢献している企業もある。サティーは、毎月１１日の売上げの一

部を地域に還元している。自動販売機の売上げの１割をコミュニティに還元していると

ころもある。 
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第５回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 
日時 

平成２２年１０月１８日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階会議室 

参加者（Ｂグループ） 

 辰見裕行、竹中久人、小熊鶴雄、石津直子、板本麻美 

    中村満、栗栖靖宏、上田光司、木下英治 

進行 

 木下英治、中村満（補助） 

記録 

 栗栖靖宏、上田光司 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 前回に引き続き、「地域特性を活かした連携のあり方」をテーマに、活動主体の関係や担う

役割について話し合った。進め方は、昭和・平成の大合併を踏まえた本市の重層的なまちづ

くりの視点から、活動領域（エリア）を話し合いの切り口とし、地域特性（ローカル・ルー

ル）を踏まえた支援・連携のあり方、活動主体の担う役割・関係を探ることとした。 

  

 

 

①個人（市民） 

ここがポイント! 

市民一人ひとりのまちづくり対する意識改革はもとより、市職員自身がインフォーマル

な立場で積極的に地域活動に参加することが重要。 

   ・個人の意識を変えることが地域活動の始まり。心を育てることが大切。まちづくりを

学ぶ（勉強する）。 

   ・行政職員は、お願いされたから地域活動に参加するのではなく、積極的に参加を。 

②町内会・自治会・組 

   ここがポイント! 

   町内会はまちづくりの基盤。顔の見える信頼関係づくりによる人間関係の構築が重要。 

・未加入対策。（約２０％位は未加入） 

・家族ぐるみで顔のみえる付き合いや関わり合いを。昔は花見、葬式など町内会の集ま

りが多かったが、最近では目的によりそれぞれの団体が行うようになってきた。 

   ・行事に参加する人は決まっており、新たに参加される方は少ない。 

   ・マンション住民の中には、自治会活動がいやだからマンションに住む方もいる。 

   ・長になられる方により、その年の活動が大きく変わる。地区エリア活動の中心は、単

位町内会。（まちづくりの基盤） 

③地区（概ね小学校区のコミュニティ、大野地域の区） 

   ここがポイント! 

   地縁系にとって一番主体的に活動しているエリアで、市民センターが活動拠点であるこ

とを再確認。市民センターと地域が一緒になって人づくり、地域づくりを。 

・各種団体の横のつながりは、市民センターが中心になってほしい。 

   ・他地区、他地域のことは分からないのが現状。 

■裏面に続く 

■５つの活動領域（エリア） 

 ①個人(市民)、②町内会・自治会・組、③地区、④地域、⑤市域 
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・町内会連合会に加入していない町内会もある。町内会連合会には加入していないが、

コミュニティには入っている町内会もある。 

・大野は区制度。町内会とコミュニティの別組織があるのが不思議。 

・コミュニティ活動とまちづくりを行う団体は密接な関わりを持ってもらいたい。 

・コミュニティにはテーマ系と地縁系の団体が活動している。テーマ系の団体に、コミ

ュニティ組織で行っている年間行事を知ってもらいたい。 

   ・廿日市地域も学校との係わりは多い。 

・若い人たちには、町内会とコミュニティの違いがわからない。若い人たちを地域活動

に呼び込むためのキーワードは“こども”。子どもも重要な担い手である。 

④地域（旧市町村エリア） 

ここがポイント! 

かつての行政エリアであり、行政が頑張って地域の活性化、地域・地区の連携のしくみ

を創造していくことが重要。そのためには支所がポイント。 

   ・大野地域の学校区は他の地域と異なるが、学校の行事には区も参加する。また、全て

区長が中心になっており情報が得やすい。１１区の全体が毎月集まり、情報の交換を

行っているので、地域のことは把握できている。 

   ・廿日市地域では市民センターに相談に行くことが多いが、大野地域では支所へ相談に

行く。 

   ・市民センター運営委員会に、テーマ系の団体に入ってもらえるよう呼びかけている。 

   ・実は、テーマ系の団体も声を掛けてほしいと思っている。 

⑤市域 

ここがポイント! 

   テーマ系と地縁系をつなぐ市民活動センターの役割が重要。 

・各種団体の実務者の集まりや、連携が必要。 

   ・市民活動全体をつなげる役割は市民活動センター。 

   ・市域全体の円卓会議を定着させる。 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：竹中） 

・テーマは「地域特性を活かした連携のあり方」。５つの活動領域を基に活動主体の関係と

担う役割について話し合いを行った。 

 ・「個人～町内会・自治会・組」は市民が頑張るエリア、「地区」は地域が頑張るエリア、「地

域～市域」は行政が頑張るエリアという大きな役割分担。 

 ・「町内会・自治会・組」では人と人のつながりや近所づきあいが重要となる。顔の見える

信頼関係づくりや、希薄になりつつある人間関係の構築が必要となり、更には人づくりへ

つながる。 

・「地域」では自治会の連携も必要であり、廿日市地域には町内会連合会がある。しかし、

コミュニティには連合組織がない。自治会長は地区のことについては良く分かっている

が、地域全体のことについては把握できていない。 

・地域や市域全体の情報を共有するための場が必要になる。それぞれの地域では形態が異な

っているが、地区・地域を超えて連携してまちづくりの推進を図る必要がある。 

 

 



 115 

 
第５回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

（Ｂグループ追加開催） 

日時 

平成２２年１１月１日（月）１８時～ 

場所 

廿日市市役所２階 ２０１会議室 

参加者（Ｂグループ） 

 奥野弘和、辰見裕行、竹中久人、小田真、小熊鶴雄、石津直子、板本麻美 

    中村満、栗栖靖宏、上田光司、木下英治 

進行 

 木下英治、中村満（補助） 

記録 

 栗栖靖宏、上田光司 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 「地域特性を活かした連携のあり方」をテーマに、前回話しきれなかった活動主体の関係や

担う役割について話し合った。進め方は、活動領域（エリア）を話し合いの切り口とし、“市

民”が頑張るエリアでは、顔の見える信頼関係づくり、人間関係の構築、“地域”が頑張る

エリアでは、地域主体のまちづくり、人づくり、“行政”が頑張るエリアでは、つながる場、

情報共有を視点に、活動主体（市民、地縁系活動団体、テーマ系活動団体、企業、学校・社

協・その他、行政）ごとの担う役割・関係を探ることとした。 

 

  ①“市民”が頑張るエリア（★顔の見える信頼関係づくり ★人間関係の構築） 

   ◎市民 

    ・高齢者の持つ技術を若い世代にも伝えていく。 

    ・地域づくりの主役は市民であり、学ぶことが重要。 

    ・日常の隣近所での声かけ及び、行事参加の誘い合わせ。 

   ◎地縁系活動団体 

    ・自治会や子ども会への参加メリットの啓発。 

    ・人と人とのつながりや関係づくり及び意識啓発。 

    ・自治会加入促進のための工夫。 

    ・自治会への中間世代層や子どもの巻き込み。 

    ・自治会単位で、防犯・防災・福祉などの身近なまちづくりを話し合える場所づくり。 

    ・自治会はまちづくりの基盤である。 

   ◎テーマ系活動団体 

    ・市民に関心を持ってもらうための活動内容の周知。 

   ◎企業 

    ・企業市民としての地域貢献活動。 

   ◎学校・社協・その他 

    ・地域福祉の観点から、顔の見える関係づくりは社協の役割が重要。 

   ◎行政 

    ・自治会と行政の連携による加入促進。 

    ・行政職員も一市民として地域活動への積極的参加が必要。 

    ・地域実情把握のため、地域の話し合いの場への行政職員の積極的な参加。 
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  ②“地域”が頑張るエリア（★地域主体のまちづくり、人づくり） 

   ◎市民 

    ・地域活動への積極的な参加。 

   ◎地縁系活動団体 

    ・自治会加入促進のための活動内容啓発 

    ・地域づくりに対する市民意識向上のための行事開催による啓蒙活動。 

    ・テーマ系活動団体との連携による若年層の取り込み。 

    ・地域づくりに関わる全員参加型行事のしかけづくり。 

    ・地域づくり活動が世代交代できるための循環システムの取り組み及び、地域行事の

ための技術の伝承。 

    ・子どもは地域の宝であり、地域で見守りながら育て、信頼できる人間関係づくりに

取り組む。 

    ・学校・PTA 等と連携して地域活動への理解者・参加者の増進に取り組みむ。 

   ◎テーマ系活動団体 

    ・地縁系活動団体と連携して、地域づくりの中から信頼できる人間関係づくりに取り

組む。 

    ・テーマ系団体ならではの専門性を生かしたまちづくりを推進する。 

   ◎企業 

    ・自治会・コミュニティ組織に賛助会員としての参加。 

    ・広告・宣伝・協賛・現物給付などで地域づくりに貢献。 

   ◎学校・社協・その他 

    ・学校として子どもを地域活動に参加させることにより、保護者世代の地域づくりの

理解を促進する。 

    ・学校が持っている地域資源を地域づくりに生かす。 

    ・学校が行っている地域活動により得られる成果を市民に理解してもらうための、積

極的な啓発活動。 

   ◎行政 

    ・市民センターは若い世代をまちづくりに引き込む取り組みを行う。 

    ・市民センターは地域活動の拠点となり、人や地域を結ぶコーディネートの役割を担

う。 

    ・地域に関することは支所で完結。 

 

  ③“行政”が頑張るエリア（★つながる場 ★情報共有） 

   ◎市民 

    ・市民一人ひとりが、人と人とのつながりの大切さを意識する。 

   ◎地縁系活動団体 

    ・地域から学校へ情報を提供し共有できる取り組みを行う。 

    ・個々、団体が共に活動内容の広報を行う。 
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    ・フラットな話し合いのできる場づくり 

    ・地区・地域間での連携を積極的にするための情報交換会の開催。 

    ・企業に対しまちづくりのパートナーとしての参画を働きかける。 

   ◎テーマ系活動団体 

    ・テーマ系活動団体間で相互の情報共有を図る。 

   ◎学校・社協・その他 

    ・地域福祉向上のため、社協と行政との連携強化を図る。 

 

   ◎行政 

    ・同じようなテーマで活動する団体間に連絡の場を提供し、行政も参画する。 

    ・市民が市役所・支所に来たくなるための環境づくり。 

    ・市域・地域において、市民活動センター・支所が市民活動団体間のつなぎの役割を

担う。 

    ・支所地域づくり部門が、関係課をつなぐ一元的な役割を担う。 

    ・協働のまちづくり助成金活用事業の発表会の開催。 

    ・学校（教育）が地域活動に参加しやすくするための場所づくり。 

    ・行政から地域に対し、自治会加入を促進するためのマンション等の建築情報を提供

する。 

    ・市民センターに人と情報が集まる拠点づくり。 

    ・テーマ別での各種団体の横の連携強化を図る。 

    ・地縁系活動団体とテーマ系活動団体をつなぐための場づくり。 

    ・市民活動センターは、市民活動全体をつなげる役割を担う。 

    ・市民活動センターのネットワーク加盟団体との連携を橋渡しする担当部署を、市民

に啓発する。 

    ・全市域での円卓会議の定着化を図る。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 
日時 

平成２２年１０月１８日（月）１９時～ 

場所 

 廿日市市役所 7 階会議室 

参加者（グループ名：Ｃ ） 

今田圭宗、吉武英彦、宮本育生、槙本知則、豊原啓太、山本裕行、藤井健二、山福美佳 

進行 藤井健二 記録 山福美佳 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

◎佐方アイラブ自治会の取り組み紹介 

・ 地域で活動している各団体をまとめて、佐方アイラブ自治会を作った。地域づくり推進会

議に、各団体が登録して、市のアドバイスを受けながら進行中。5 つの大きな柱を設けて

取り組んでいるが、皆、協力的。パンフレットのような一つの形ができて 8 年目。10 年

後に見直し予定だが、各々、役割分担をしながら進めている。さらに住みよいまちに向か

って上を目指していきたい。 

◎信頼関係を築いていくための主体ごとの役割分担について 

・ 信頼関係を築く上で情報共有は大切だが、40 代以下の世代には、行政の情報も、地域の

情報も伝わりにくいのではないか。町内会の行事には父が参加しているし、回覧も父が見

たら回すので、見る機会がない。子どももいないので、ＰＴＡからの情報も入らない。行

政側でホームページや広報で発信はしているのだろうが、伝わってこない。上手く伝わる

ような工夫が何かあれば良い。市民側の情報を得ようとする意識も必要。 

・ 高齢者など情報を得にくい人は、助けられ上手になって情報入手を上手くすることも必要。 

・ 子どもがいれば、子育て、仕事、生活と、手元が忙しすぎて、情報をキャッチするアンテ

ナを張るのも難しい。 

・ 地御前では、掲示板が 2400 世帯で 50 近くある。慶弔関係のお知らせも、その掲示板を

活用して伝えている。佐伯地域には、掲示板はないのか。 

・ お悔やみは防災無線で知らせるが、最近は個人情報の関係で、放送を希望しない人が増え

ていて、伝わらなくなってきている。掲示板はどこにあるのかよく知らない。見る習慣が

ない。 

・ 佐伯地域は、町内会がないので、情報において他の地域と格差があると、議会でも話題に

なったことがあった。現在、情報の伝達方法が地域によって異なっているが、格差をなく

すためにも、情報発信の統一性がいるのではないか。情報の共有が平等に受けられるよう

に行政も工夫し、地域も体制を整えていく必要がある。同じレベルで情報が受けられるよ

うに。 

・ 掲示板や回覧板は情報を渡す手段。携帯やインターネットなど膨大な情報の中で大切な情

報を伝えていくには、インパクトが大切。目に留まるようなものにすれば、いいのでは。 

廿日市地域で、町内会連合会の会長とコミュニティの会長が情報交換をして、このまちづ

くり条例の話をしたが、「わからん。何でそんなことをするのか。」という反応だった。特

に高齢者のことを念頭において欲しいと言う意見が合った。「ホームページに載っていま

す。」と言われるが、高齢者は見られない。情報発信の仕方を、市民目線でして欲しい。

広報紙やホームページにでているでは情報は伝わらない。 

■裏面に続く 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

・ 高齢者でなくても、机に向かってパソコンを覗いているということは、生活の中で、ほと

んどない。それよりも、ラジオだと仕事をしながら聞くということもある。他の市の市政

情報など、テレビやラジオで放送しているのは自然と頭に入ってくるので良いと思う。 

・ 若い人は携帯で情報を受け取るなど、年代によって、情報の受け取り方が違う。広報や、

ホームページだけだと、気づかずにチャンスを逃している人も多いのではないか。 

・ ＣＯ2 削減の町を考えてみたい。 

・ ＣＯ2 削減で、行政が企業とワークショップを開くとか、話し合いのテーブルにつくと言

うことはあるか？ → 詳しくは把握していないが、環境面の施策推進を図っている。 

・ 胡蝶蘭の栽培をしているが、冷暖房でエネルギーをたくさん使う。削減の為に、エアコン

を最新型にしたり、温室の構造を変えたりと言う取り組みをする。その中で、補助金があ

るのだが、その情報が県から伝わらず、補助金を受けられないということがあった。国が

1/2、県が 1/4、本人が 1/4 の割合で負担するものだが、県が負担できないと言うこと

で、情報を伝えていなかった。（農水省の HP に掲載されていただけで、県は何もしなかっ

た。） 

・ 間伐材で作ったペレットを燃やす暖房器具を使うことが有効だが、廿日市では、ペレット

の輸送コストが高くて、灯油を燃やした方が安くつくので、導入を断念した。せっかくの

木材のまち｢はつかいち｣なのに。庄原では、チップ工場を作っている。企業とタイアップ

して、取り組みを考えられないか。 

・ 市民ができることは市民がするが、市民ができないことは行政がやれと言われている。 

・ 太陽光発電導入も、よそより、5～6 年遅れている。 

・ 学校の役割として、地域の中で育ち、地域の未来を切り開く子どもを育てるということで、

積極的に地域の行事に参加したり、地域の方に教えてもらったりという取り組みがある。

大野地域では、学校支援本部を作って、放課後の寺子屋塾などをしている。 

・ 情報共有できる場として、各団体の情報交換会があるのではないか。企業や学校も巻き込

んで、行政が主導をとって進めてはどうか。 

・ サロンと言うと、今は高齢者のサロンを思い描きがちだが、あらゆる世代、団体が集まっ

て話をするという場を考えてはどうか。 

・ 地元のスーパーがつぶれそうで、そうなったら困ると言うことで、なるべくその店で買い

物をするように呼びかけている。しかし、そのスーパーに実際に言ってみると、惣菜など

他の店と比べると見劣りがする。お店の側に、地元の住民と話し合いの場を持って、意見

を聞いてみよという姿勢がほしい。 

・ プラットホームということで、いろいろな単位で、いろいろな団体を巻き込んで話し合い

の場をもっていくことが大切。それには、メンテナンスも必要。場合によって、他の団体

も呼んで、他の人の意見も聞くとか、角度を変えてみるとか。 

・ 市民センターは将来民営化するのか。→ そのような方向性を検討している。 

・ 市民センターを地元の人がうまく使ってもらって、そこが、話し合いの場になっていけば

いいと思う。 

・ 市民センターと地域づくり推進課、自治振興課が、連携して地区の課題を共有し、課題解

決に向けた講座などをもとうとしている。 

・ 行政と住民団体が情報発信をしていく。参加しやすい工夫をしていく。 

・ 市民の役割は、関心を持って、参加していく。 

・ 職員も一市民として、地域の行事に参加するなど、地域に出向いて顔なじみの関係を作っ

ていかないといけないという意見がある。 

・ 市の行事で、市民はボランティアで参加しているのに、職員は休日出勤していると聞いて、

がっかりし、腹が立ったことがある。市民は弁当のみ、職員は時間外手当と差をつけるの

でなく、同じ立場での協働をめざしてほしい。 

 



 120 

・ 地御前では、火災報知器をまとめて購入し、一人暮らしの高齢者のお宅には、設置してあ

げた。佐伯では、詐欺にあわないように、設置済みのシールを貼った。そういった、きめ

細やかな対応は、地元の町内会でないとわからない問題。地域の安心安全を守っているの

は地域。 

・ 佐方自治会のパンフレットは図や写真を使って、一覧できる一枚ものになっていてわかり

やすい。これなら、見ようとする。条例もこのような形にしてはどうか。 

 

【役割の主なキーワード】 

市民の役割 まちづくりに積極的に参加 

地縁系団体の役割 情報発信と、情報が受けられる体制づく

り 

テ ー マ系 団 体 の役

割 

情報発信 

企業の役割 積極的に地域と話し合い 

行政の役割 市民目線の情報発信 

学校の役割 地域活動に熱心に参加 

・ 市民センターを活用して、いろいろな単位で、信頼関係を築くための話し合いをしていく。

情報を共有しながらいろいろな団体の矢印が集まって近寄っていき、まとまっていこう。

佐方アイラブ自治会の市版があったらいい。 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：宮本 育生） 

・ まちづくりは信頼関係づくり。市民、地縁系、テーマ系、企業、行政、学校が話し合いの

場をもち、情報共有することで、信頼関係づくりをしていく。その中で、30 代 40 代は

情報を受け取りにくい世代ではないかという話が出た。回覧も父母が見たら次に回すので、

知らないということがある。上手く情報収集していくことが大切。ホームページに載せて

いますといわれても、高齢者は見ない。発信のやり方がまずい。 

・ ＣＯ2 削減について、市と企業で話し合いをしていってはどうか。木材のまち｢はつかいち｣

なのに、暖房用のチップを使うことが難しい。市民ができないことは、市がしないといけ

ない。 

・ 話し合いの場をもって、その場を随時メンテナンスをしていく必要がある。 

・ 市民はまちづくりに積極的に参加する。行政は、住民目線の情報発信をする。企業は地域

と話し合いの場をもつ。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 
日時 
 平成２２年１０月１８日（月）１９時～ 

場所 
   市役所７０１会議室 

参加者（グループ名：Ｄ 「活動主体の担う役割」について） 
 岩藤綾子、杉中利正、中村真琴、古田正貴、藤本益之、井上 軍、山根義広、大島元気  
 中川美穂、倉田 忍、鈴本 昇 

進行   
 倉田 忍 

記録   
 鈴本 昇 

★ 重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

前回の会議では、活動の分野によって「地域のため～自分たちのため」の性質を分類し、

大まかにまとめた。 

 今回は、活動主体を取りあげて、現在、「公」と「私」の視点からみると「行政～地域協

働～私的活動の」どのあたりか。また、活動の範囲は「個人・家族」「地区(コミュニティ・

町内会など)」「地域(旧市町村単位)」「市全域以上」のどの範囲か。２軸で活動主体の位置

を確認した。 

 

 
 
      地域協働課      ﾊﾟｰｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  ｽﾎﾟｰﾂ協会  登山道清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  郷土文化研究会 

       市民活動センター              宮島さくらもみじの会       ｺｶｺｰﾗ 

       （宮島工業）高校               文化協会       広島銀行廿日市支店 

                                           ｶﾙﾋﾞｰ株式会社 

支所   地域の消防団               総合型地域クラブ 

 

        ｺﾐｭﾆﾃｨ推進団体 

    市民センター      老人クラブ     ｽﾎﾟｰﾂ少年団 

       小・中学校       中本造林㈱ 

                

                               森林組合のにいちゃん 

 

                 【詳細は、模造紙写真のとおり】 

 

 

 

【それぞれの団体が担っていかなければならない、担ってほしい役割について】 

行政： 活動のサポート、地域のリーダー養成など、職員も市民の一人としてボランティア

に参加してほしい。 

    地域の格差を縮める支援が必要 

地域活動団体： 自らも情報発信し、活動を知らせること 

        人を認めること 

市民活動団体： テーマ系のノウハウを生かして地域にかかわる 

        文化）和やかな空気に、自分だけでなくみんなで楽しみたい 

 

■裏面に続く 

行政 地域協働 私的領域 

地域 
( 旧 市 町
村単位) 

地区 
(ｺﾐｭﾆﾃｨ、
町内会な
ど) 

個人・ 
家族 

市全域 
以上 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 個人： 今できることをやる 

     まず、活動する 

ボランティア活動）個人活動ではなく社会に還元できる活動に 

 

（意見） 

・ 活動しながら行政に入っていきたい。 

 ・ 行政の評価だけじゃなくて、みんなに知ってもらいたい。 

・ 自分からの情報発信（新聞等）行政に協力してほしい、小さな市民団体はノウハウも

なくそこを行政がどう支援するか。 

・ 現状の活動の中でみなさんの目にはどう写っているか。 

・ 活動している本人は、ボランティアに近く結果的には効果ももたらしているし、評価

もしてほしい。 

 ・ 企業の活動については、営利目的なので私的活動に近いと思う。（→貢献活動、双方へ

のメリットなどという視点の欠落？） 

 

 

 

 

 

 

★ 発表の要旨（発表者：岩藤 綾子） 

 

前回の話し合いで、言い足りなかったこと、欠席された方もおられたので事前に話し合い

をも 

ちました。 

  そうした中、それぞれの主体になって活動していることについて話し合った。 

  行政に近いグループについては、生きていくために必要な活動であり。消防、スポーツ協

会など目に見える活動をやっている。 

  文化協会、歴史グループ、環境グループなどについては、補助金ももらっていないし認知

度もなく、行政の近くに行きたい想いである。 

  個人ボランティアグループについては、自分のためにやっているが、今後は行政にも評価

してほしい。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年１１月５日（金）18 時 30 分～ 

場所 

廿日市市役所 ３階 ３０１会議室 

参加者（グループ名：Ｄ） 岩藤綾子、中村眞琴、山根義広、川下晃一、中川美穂、倉田 忍 

進行 倉田  忍 記録 倉田  忍 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

第４回会議で話しきれなかった活動主体の関係や担う役割について、内容の共有や議論不足

の解消などを目的に話し合った。 

 

◎はじめに（市から） 

・ Ｄは、この条例の中核にも成り得るルール（仕組み）の素材となるものが見え隠れしてい

る。 

・ 「公」「私的活動」の考え方について、「公共」とは身近な暮らしなどの課題解決につなが

るようなもの（ｅｘ．防犯=見守り、防災=自主防災活動、福祉=高齢者サロンや育児サロン

など）である。「私的活動」は、心の豊かさやゆとり、社会参加のきっかけなどという「強

み」もある。 

 

◎活動主体の担っている範囲（領域）の確認 

こうした視点で、活動主体の担っている範囲を再度確認した。→「企業」のラベル位置を変

更 

 

◎主体の役割出し 

「公（青いゾーン）」（行政、教育機関） 

・ 行政はプロデューサーであり、コーディネーターであってほしい。 

・ 自分が住んでいる地域での活動は責任感、義務感、他の地域で活動するときは楽しくでき

る。（ｅｘ．宮島地域での海岸清掃、他の地域からたくさん訪れて、みんなが競いながら楽

しくごみを拾う。）５地域の特徴を活かした市民参加のしかけができるのは行政だと思う。 

「中間（青～赤ゾーン）」（地域活動団体、市民活動団体） 

・ 地域活動団体が取り組んでいる課題解決活動（防犯、防災など）はすでに認められた活動 

・ どんな地域にしたいのか、目標を共有していることが必要 

・ テーマ性、専門性の持つ「楽しい」切り口は強み、人を活動に巻き込む力がある。 

・ テーマ系活動団体の中には「未来のために～しなければならない」という気持ちで活動し

ているものもある。（環境保全など） 

・ テーマ系活動団体は、活動していくために信頼、信用をどうやって確保するかが課題。 

・ お互いを認め合うことが大切。 

・ テーマ系活動団体には、市外在住のメンバーもいることから、市外の人材を廿日市市のま

ちづくりに巻き込むことができる。 

「私的活動（赤いゾーン）」（企業、趣味的活動グループ、個人・市民） 

・ これからのまちづくりを考えたときに、自分たちの満足や生きがいだけでよいのか、地域

（地域活動団体）に関わっていくのか、いかないのか。→これからのまちづくりに積極的に

関わっていくことで活動全体がステップアップする。 

・ 趣味的な活動も、まちづくりに役立つ、役割があるということを意識しながら取り組む。 

・ 企業については、企業活動と地域課題とのマッチングが肝心である。（ねらいが一致する

部分もある） 

・ 清掃活動、まずは個人の「自分のまわりからきれいにしよう」という気持ちから始まる。

それが隣近所になり、町内会、地域、というようにどんどん広がっていくとよい。 
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第６回会議の記録 2010(平成 22)年 11 月 20 日 さいき文化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａグループ】 
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【Ｂグループ－１】 

【Ｂグループ－２】 
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【Ｂグループ－３】 

【Ｃグループ】 
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【Ｄグループ】 

【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 11 月 20 日（土）13 時～ 

場所 

廿日市市さいき文化ホール多目的ホール 

参加者（グループ名：A（テーマ：人材育成）） 

 委員 ···千原 保仁（公募）、山本 和臣（公募）、亀谷 敏男（町内会連合会）、 

後藤 香代子（市民会議）、上本 直樹（大学生） 

 職員ワーキングチーム ···澤岡 由起子、佐川 智弘 

進行 

船﨑 美智子（中国・地域づくり交流会） 

記録 

和田 浩（職員ワーキングチーム） 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

 人が集まる場づくり 
【楽しいイベントを行う】 

・ 楽しいイベントがきっかけとなって、人を知ることができる。 
・ 人が集まるためにも祭りが大事であり、祭りを復活させる。 
・ 市民センターの講座を活用して、人のつながりや若い世代への参加するという意識を育て

る。 
・ 有名なゲストを呼ぶなど、楽しみやワクワク感のあるイベントを行う。 
・ 流行のイベントを行い、参加者を募る。 

【参加することが責務である】 
・ リーダーシップを取る人がいれば、（まちづくりは）始まる。 
・ 女性の参加が重要である。 
・ まちづくりはボランティアではなく、自治活動・コミュニティ活動であり、市民として参

加が前提である。 
・ 地域には、（人と人との間に）命令関係はない。（人づくりには、上位下達も必要である。） 

「参加しやすい環境づくり」「市民センターの活用」「まちづくりは自治活動」「人づくり（B 班）」

「話し合いの場づくり（C 班）」 
 人材の発掘 
【人材育成より人材発掘】 

・ まちづくりには若い世代にみならず、女性や高齢者の参加も大事である。 
・ 少しだけなら「参加したい」「できる」という人はいる。 
・ お互いの機運が高まり、人間関係ができることが大切である。 
・ 地域に対して如何に女性のパワーを注ぎ込むかが大切である。 
・ イベント実施が先か、人づくりが先か。（ニワトリが先か、タマゴが先か） 

【情報発信のしくみ】 
・ 人材発掘のためには、情報提供される施設、団体等が少ない。 
・ （活動内容を掲載した）新聞を発行し、多くの人に見てもらいたい。 
・ FM はつかいちでコミュニティ情報をタイムリーに流す。（→全市域で聞けるように） 
・ 子どもはメディアに興味がある。 

「地域を越えて情報発信」「情報発信（C 班）」 
 人材の育成 

・ 最初のリーダーは大変であるが、その「重み」を少しずつまわりと分かち合う。 
・ 地域貢献ポイント制度（表彰、商品券、減税等）を導入する。 

「地域貢献ポイント（D 班）」 
■裏面に続く 
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 各主体の取り組み 

【地域・市民】 
・ もちつき大会などの楽しいイベントを通じて、防災などの勉強会を開く。→イベント参加

型人材発掘 
・ 楽しいイベントを数多く行い、まずは人財発掘。それから人材育成。 

【行政・行政職員】 
・ 地域活動に関心を持つ。 
・ 柔軟な施設利用が可能にする。 

【学校】 
・ 学校開放によって、地域リーダーのもとで地域の人と人（子ども）がつながる。 
・ 学生の活動性向上策として、貢献ポイント制度を導入する大学がある。→日赤看護大で導

入（平成 22 年） 
【市民活動団体・NPO】 

・ 地域を越えた情報の発信 
【民間事業所・企業】 

（※ 話題にならず） 
 
       イベント実施      →       人材発掘 
        ↑                  ↓ 
     話し合いの場づくり    ←       人材育成 
 

 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：後藤 香代子    ） 

 

 人材育成をするためには、人材発掘をしなくてはならない。人材発掘をするためには、イベ

ントをしなくてはならない。そのイベントは、（人が集まる）場づくりであり、ワクワクし、

楽しいものとする。 
 人材発掘は、「ちょっと参加」「ちょボラ」「ときどき参加」「ちょっと来んさい」というカタ

チから行ってみる。 
 人材育成では、地域貢献ポイント制度を提案する。 
 地域、行政、学校、NPO 及び企業が連携して、場づくり→イベント開催→人材発掘→人材

育成→場づくり→・・・が行われる。これを“廿日市でんでん虫計画”とした。 
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第６回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年１１月２０日（土）１３時～ 

場所 

さいき文化センター １階 さいき文化ホール 

参加者（Ｂグループ） 

 奥野弘和、辰見裕行、竹中久人、小熊鶴雄、石津直子、板本麻美 

    中村満、栗栖靖宏、上田光司、木下英治 

進行 

 木下英治、中村満（補助） 

記録 

 栗栖靖宏、上田光司 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 「地域特性を活かした連携のあり方」をテーマに、今回は、市民センターを中心とした“地区”、

支所を中心とした“地域”、本庁・市民活動センターを中心とした“市域”の、それぞれのエ

リアごとにつながる仕組みを考えてみることにした。 

①市民センターを拠点とした“地区”の取り組みについて 

 ・廿日市地区では、市民センターの一室を借りて“まちづくりサロン円卓会議”を始めた。 

 ・現在までに、“効果が高そうなもの”、“すぐに出来そうなもの”、“難しいが少しづつ実行し

なければいけないもの”の確認を行った。 

 ・今後は、それぞれの団体がフラットに並んで話し合いを進める事にしている。 

 ・市民センター及び市民活動センターには、毎回出席してもらっているほか、テーマに関係す

る市役所の担当課にも声を掛けてもらい、参加してもらっている。 

 ・今は、色々な団体に“いつでも参加してもらえる”ための広報活動の方法を模索している。 

 ・現在、“イベントカレンダーの作成”、“子どもの見守り活動”、“災害時等の要援護者と支援

者”のことについて話し合いを進めている。 

 ・地区の活動を進めていくためには、“カネ”、“人”、“もの”、“情報”がキーワードになる。 

 ・地区で行っている各まつりに出店をして、まちづくりの準備金を作った。 

 ・今後は、資金調達のためにイベントカレンダーに商店街の売出し日などを掲載して広告料を

得ることや、公共施設への自動販売機の設置などを検討している。 

 ・人材確保のためには、６０歳くらいの盛人（せいじん）の人に集まってもらう。 

 ・若い人を取り込むためには、PTA の人に参加してもらうための仕組みなどを考えていくこ

とが必要。 

 ・市民センターの講座は、若い人が参加しづらい。 

 ・学生は、市民センターに勉強をしに行く事はあるが、講座には参加しない。 

 ・市民センターに人を集める事から人づくりを始めていきたい。 

 ・中学生から大学生までが市民センターに来ないので、学生に講座などを企画させてみてはど

うか。 

 ・市民センターは、規則で縛りが多く敷居が高い。 

 ・単なる貸し場所になっている。 

 ・交流スペースが無いので、何も用事が無いときに行きにくい。 

 ・市民センターの企画運営委員会に、コミュニティは関わってないし、高校生や大学生が参加

できるようにしてみてはどうか。 
 

■裏面に続く 



 131 

 ・企画運営委員会では、企画のことは話されているが、運営のことは話されていない。 

 ・市民センターの企画運営委員会と円卓会議を上図に絡められないか。 

 ・市民センターの活用方法が市民に周知されておらず、ただの貸し館になっているのではない

か。 

 ・市民センターは個人名では貸してくれない（適当に団体名をつければ良い）。 

 ・大野地域では、趣味の会の使用は多いがコミュニティ活動の使用はない。生涯学習センター

的なイメージ。 

 ・市民センターとの係わりがないので相談にも行かない。 

 ・市民センターのアプローチは、“行きやすい”、“入りやすい”、“話しやすい”。ネクタイ禁止 

 ・職員により、相談できるような関係が変わる。館長次第で変わる。 

 ・市民センターには人が常駐しているが、集会所には常駐していない。人を生かしきれていな

い。 

 ・廿日市地区では“緑のカーテンネットワーク事業”など、コミュニティと市民センターの共

催事業が増えてきた。 

 ・“公民館だより”と“コミュニティ通信”を併せるなど、活用や内容の検討をして“地域ま

るごと情報誌”にしてみてはどうか 

 ・一括の情報誌を作ることにより、地域のことが良くわかるようになって、地域がつながる。 

 ・職員に負担感があるので、広報紙の作成講座を開き、関わるメンバーを増やす。 

 ・コミュニティで各戸にファイルを配り、配布物にはパンチをして閉じられるようにして、イ

ベントカレンダーを掲載するなどの工夫をする。 

 ・地域には行政からの補助金が色々あるが、円卓会議を地域自治の決定機関にしてお金の使い

方などを話すようにすれば有効活用ができる。 

 ・市民センターに生涯学習と地域拠点の役割を持たせることは負担が大きくなり、抵抗がある

かもしれない。 

 ・生涯学習で学んだことが市民活動につながる仕組みを考える。 

 ・市民センターで、地域づくりや地域課題の解決につながる講座を考えてみてはどうか。 

 ・市民センターは市民のものであり、運営を市民が行うほうが良い。 

 ・モデルとして、佐方市民センターを地区（佐方アイラブ自治会）の管理運営にすることを検

討している。 

 ・地区の人に市民センターの企画を提案してみては。 

 ・“緑のカーテンネットワーク”の取組みは市民センターの講座から始まったものであり、色々

な講座につながって、良く考えられていた。⇒もっとうまく広報したらよい。見せ方の問題

ｅｘ講座名の前に円卓会議発とか、コミュニティ発とか付けてアピールするとか。 

ここがポイント! 

  地区では、“人”“もの”“カネ”“情報”がキーワード 

  円卓会議のお作法は、みんなが対等に参加する。ワークショップ方式で発言しやすくなど、

プロセスを大切に 

 

②支所を拠点とした“地域”の取り組みについて 

 ・廿日市地域では１１の地区のコミュニティ組織と町内会連合会が集まって、市からの情報提

供や意見交換をする“情報交換会”を行っている。 
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 ・コミュニティ組織には地区の町内会のような連合会がないので、それぞれのコミュニティ組

織の温度差（活動内容）が大きい。 

 ・各地区の良いところを持ち寄って、参考にしながら独自のまちづくりを進めていくべきでは

と考えている。 

 ・最初から円卓会議のようなものを行ったら地域間の温度差（活動内容）が大きいので、情報

交換会のようなソフトなことから始めた。 

 ・地区の活動にはテーマ系を除き地区のような市からの補助金が無い。 

 ・少し発展させた、佐方、廿日市、平良の３地区で共通の課題を話し合う連携会議もある。 

 ・１１の地区が集まって話をしてみるとそれぞれの地区の特色があり、あらためて集まって話

をしなくても地区の特性を生かした活動をした方が良いので、連携は必要ないという意見も

ある。 

 ・最初は情報交換として会長クラスでの集まりから始めたが、つづいて部会長レベルで集まっ

ての情報交換をしてみたら結構参考になった。 

 ・運動会のメニューの見直しなどで悩んでいるとき、横のつながりがあれば話がしやすい。 

 ・自分たちが行っていることで、別の方法があるのではないかと自信がないとき、他の地区で

行っていることが気になる（参考したい）。⇒職員は必ず、よそじゃあどうしよるんならと

聞かれる。 

 ・情報交換会で他の地区で行われていることが分かり、安心できるし、新たな発想もできた。 

 ・友和地区のレンゲまつりも佐方地区のレンゲまつりを参考にして始まった。 

 ・参考にされた地区も場所や日時が違うので気にならない（悪い気はしない）。 

 ・会長レベルで集まって情報交換をして、その中で出たテーマにより後で部会長レベルで集ま

って話をすればよいのでは。 

 ・多様な種類の円卓会議になり、各地区のコミュニティ部会の横の串刺しができる（中円卓会

議のあり方の一つ）。 

 ・中円卓会議の中で、地縁系だけでなくテーマ系の人が話し合える仕組みができないか。 

 ・テーマ系の団体をつなぐ役割を支所又は市民活動センターが行えないか。 

 ・お互いの活動内容が分からないので、やはり情報交換から始めればつながりのきっかけにな

るのではないか。 

 ・以前、市民センターで行った水辺教室で、環境をテーマに活動している団体と地域とのつな

ぎをしたことがある。 

 ・支所の中には、地域づくり、福祉、環境などについて、それぞれの担当部署があり、テーマ

系の団体に関係する窓口が必ずあるので、支所がテーマ系の団体の拠点になればつながると

思う。 

 ・テーマごとに集まって問題や要望を出し合ったり、何処がするのか、こういう役割を担って

ほしいという話し合いもできるのでは。 

 ・佐伯地域には福祉関係の施設が多くあり、友和レンゲまつりにその施設から参加される方も

多く、会場でそれぞれの施設の作業で作られた物を売られている。 

 ・友和レンゲまつりをきっかけにして福祉関係の人が多く集まり、ボランティアの人も活動さ

れている。 
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 ・佐伯地域では実際に福祉施設連絡会議があり、メンバーは社会福祉協議会、せせらぎ園、友

和病院、ひかり園、友和の里、津田子どもの家、にじの駅、夢工房、ボランティアグループ

（ひまわり会）、各コミュニティ福祉部会、支所市民福祉課などとなっている。 

 ・この連絡協議会で、それぞれの施設（団体）の行事予定などの情報交換や、各施設（団体）

内での問題を連携して解決するための話し合いの場になっている。 

 ・中心は市からお願いをして社会福祉協議会になってもらっている。 

 ・電話ではしにくい協力依頼もあるし、課題共有もできる。 

 ・地域にはテーマごとに色々な設定があり、目指すところは地域の課題に取り組める体制作り

で、まずはテーマごとの情報交換により、情報を共有することから始めてみてはどうか。 

 ・支所の役割としては、有効な情報の提供や、多様な円卓会議が考えられるので、その仕掛け

やつなぎ役になることではないか。 

 ・円卓会議で出た内容を本庁につなぐ役割もある。 

ここがポイント! 

 地域の意見・ニーズを総括して施策や事業に生かすことが支所の役割であり、地域に情報を

提供する役割も担う。 

  それを行う場として地域全体の円卓会議やテーマごとの円卓会議を行う。 

 高校などは、各地区でなく地域のほうが参加しやすい。 

  

③本庁・市民活動センターを拠点とした“市域”の取り組みについて 

 ・大の円卓会議は情報交換会 

 ・全体のルールを行政が決めるのではなく、円卓会議で決めるようになることが目標。 

ここがポイント! 

  地区・地域・市域において、地域は小円卓会議・中円卓会議・大円卓会議でつながり、行政

は市民センター・支所・本庁及び市民活動センターでつながることにより、市全体の地域力の

アップを図る。 

  つながる・和（輪）のこころ 

 

★発表の要旨（発表者：竹中） 

 ・地区・地域・市域の三つに分けて考えた。 

 ・地区については円卓会議を持つことが大切。 

 ・廿日市地区では１５の団体が集まって円卓会議を行っている。 

 ・現在は効果的なもの何か、すぐにできることはなにか、難しいけどすぐに行わなければいけ

ないことはなにかをフラットな関係で話し合っている。 

 ・地区では市民センターが活動の中心なので、情報が行き来することが必要。 

 ・各種団体の人材を活用することで、情報も生かされる。 

 ・地域については、各地域間で温度差があるので熱く話し合うことは難しいが、テーマごとに

代表者が集まってそれぞれのテーマで円卓会議を行うことから始める。 

 ・佐伯地域の福祉関係の話し合いを例に考えてみた。 

 ・地域では支所がニーズを取り上げ支所内の各課の施策や事業にフィールドバックすることが

重要。 

 ・市域では、地域がつながり、行政がつながることで、それぞれの地域のレベルアップを図る。 

 ・キーワードは“つながり” 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年１１月２０日（土）１３時～ 

場所 

 さいき文化センター 

参加者（グループ名：Ｃ ） 

今田圭宗、吉武英彦、宮本育生、大野宣江、槙本知則、豊原啓太、山福美佳、山本裕行、 

藤井健二 

進行 五百田 定  補助 山本裕行 記録 藤井健二 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

・話し合いの場＝プラットホームでは分かりにくい。→「まちづくりクラブ」に言い換える。 

・まちづくりクラブに、どんな団体が集まって、何を話し合ったら良いか検討。（今まで出てき

た団体＋新たな団体の拾い出し。） 

 ①コミュニティ推進協議会、町内会、自治会…町内会の大きな役割は行政とのパイプ役、サロ

ン開催（当初は女性有志が始めたもの）、その他もろもろの地域課題等 

（町内会とコミュニティ推進協議会は将来的に一緒になると思う。） 

 ②女性会…女性の問題 

 ③市民センター運営委員会…地御前市民センターは運営委員会が潤滑油となって機能し、いろ

いろな話をしているし、リーダー的な存在の人もいる。 

 ④市役所（各担当職員）、各支所 

 ⑤広島県警、交番、駐在所、地域安全協議会、更生保護女性会、保護司会、少年補導協助員 

 ⑥消防署、消防団、自主防災会 

 ⑦社会福祉協議会、民生児童委員、人権擁護委員、福祉ボランティア…高齢者・障がい者見守

り、人権問題 

 ⑧大学、高校、小中学校、保育園・幼稚園、PTA…学生の個人ボランティア参加、場（体育

館やグラウンド、校舎等）の提供、専門性（専門知識）の活用、学祭での地域との関わり 

 ⑨公衆衛生推進協議会、食生活改善推進員…環境問題、食育・健康づくり 

 ⑩青年団、青少年団体、廿日市市子ども会育成連絡協議会、青少年育成廿日市市民会議、老人

会、長寿会…子ども見守り、健全育成、三世代交流、小学校の草むしり、演芸会の開催 

（親の都合で子ども会の未加入者が増え、運動会などは名ばかり運動会になっている。） 

 ⑪文化保存会、廿日市祭礼、寺・神社…伝承遊び（文化保存会は小学校で竹を使った水鉄砲を

作ったり、竹トンボづくりなどを通じて地域貢献している。しめ縄づくり等もやっている。） 

（お寺さんは行事が多く、地域行事を設定する際、競合することも多い。） 

 ⑫農協・漁協、森林組合、農業者クラブ…小学生との畑づくり、水まつり、ハーモニーフェス

タ、農業体験学習など 

 ⑬各企業、商工会、商店街、観光組合…買い物支援、神輿かつぎ、交流・参加の場。（佐伯の

コンビニ店（峠のセブンイレブン）は、電話注文での宅配などの支援を行っている。） 

 

○多くの団体があり、声をかける人が必要→誰がやるか→コーディネーター（事務局長）が必要。 

 事務局はコミュニティ推進協議会、町内会、自治会、運営委員会等が担う。（事務局長は上記

団体から人選する。）お金はあまりかからないと思う。 

○場は市民センター内にサロン的な部屋を用意する。各市民センターの横のつながりが必要であ

り、市役所、各支所がまとめないといけない。 

○情報が伝わらないと参加しにくいので、情報をまとめる努力が必要だが、手間暇がかかる。（い

ろんな団体がつながる回覧版などが必要→携帯や FAX,町内掲示(回覧)版の活用などの検討が

必要） 

○若い人が参加するきっかけを作らないといけない。 

□裏面に続く 
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★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：大野宣江委員） 

・C 班では、これまで話し合いの場を｢プラットホーム」と表現していたが、言葉が難しいので、

｢まちづくりクラブ｣という表現に変え、まず、このまちづくりクラブに集まるならどんな組織

があるかを話し合い、内容ごとにグループ分けした。 

・そして、各組織が持ち寄るならどんな話が出るか、それを誰がまとめていくかを考え、話し合

いの場として市民センターが中心になるべきということになった。 

・しかし、市民センターに迷惑をかけるのではなく、小さな部屋を設けてもらい、そこへコミュ

ニティ関係、町内会、自治会、女性会、青少年関係などの主だった組織で事務局を作り、この

事務局が問題点を解決する時には誰がどこへ何を言っていけば良いか、情報を流す場合はどこ

へどのように流したら良いかということ検討する形を考えた。 

・具体的には事務局にはコーディネーター的な人を主な組織から人選して置き、その人がどの組

織に呼びかけたらいいか考えて、関係者を集めて話し合えば良いということになったが、コー

ディネーターだけでなく、顧問として、地域の知恵者、物知りのような方を顧問として置けば、

いろいろな相談ができるという意見が出た。 

・しかし、このまちづくりクラブの運営は、市民だけでは難しいので、各支所、それから市役所

の各担当職員もそこに太いパイプでつながっていくことが必要という意見もでた。 

・各地域の市民センターを充実してまとめていき、この市民センターにまちづくりクラブを作ろ

うということで、今回の WS を仕上げた。 

 

 

 

  

市民センターに「まちづくりクラブ」を作ろう 

設置場所：各市民センター 
事 務 局：コ推、町内会、 

女性会、運営委員会  
事務局長：上記団体から人選 
     （ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとなる） 
機能：各団体連絡調整、例会開催、テーマごとに集

まる人を選定、情報共有、参加しやすい雰囲
気づくり、人材リスト作成など 

ま ち づ く り ク ラ ブ 

太いパイプでつながる 

顧問・相談役 

市役所・支所 

その他各種団体 

各企業、商工会、商店街等 

農協・漁協、森林組合等 
文化保存会、寺・神社等 

老人会・青少年団体等 

公衛協・食推等 

各種学校、保育園等 

社協・民協等 

消防署・消防団等 

警察・交番等 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 11 月２0 日 （土）１3 時～ 

場所 

   廿日市市さいき文化センター 

参加者（グループ名：Ｄグループ ） 

 杉中利正、岩藤綾子、中村真琴、藤本益之、井上 軍、古田正貴、山根義広、川下晃一 

 倉田 忍、鈴本 昇 

進行  宮迫 勇次 記録 （大野支所）鈴本 

★重要なポイント（今後の展開に向けて必要な項目） 

  

 Ｄグループの議論はこれまでのまちづくりになかったプラスαの力を地域に注ぎ込んでワ 

ンステップ先のまちづくりを進めていくための大切な話し合いとなる。 

 その力が市民活動（テーマ系活動）団体、趣味や生きがい活動が持っている市民の力である。 

 この力に注目して、どう光を当てて、どう地域に注ぎ込んで、地域の力をＵＰさせるか、個 

々の活動をどう高めていくかを考える。 

 

・ さくらもみじの会の活動、さくらやもみじを保全することが必要、個人だけでなくみんなに

協力してもらう。 

・ もみじ、さくらの保護については、環境保全につながる。こうしことをメディアに取り上げ

てもらい、アピールをすることが行政にも認めてもらうことにつながる。 

・ 評価をしてもらうことは、メディアを使うことで評価してもらうことにもつながる。関心の

ない人に知ってもらうことにより関心が広がり企業も協力してくれて、金のないことも解消で

きる。 

・ 関心のない人をどう巻き込んでいくか 

・ 活動団体も「自分たちはこんなことをやっている」「こんなことに困っている」と行政に訴

えることが必要。 

 

・ 行政も評価基準を持ちあわせていない。行政に本当に評価して 

もらいたいところはどういうところかをキャッチする必要あり。 

・ 行政職員もボランティアで地域活動に参加すること。      行政内部の仕組み 

・ ネットワーク作りが必要ではあるが、地域性がある。 

・ 地域を引っ張っていくリーダーが必要。 

・ 職員も一市民として地域へ参加することが必要。 

 

＜仕組み（方法、ポイント、やり方）のポイント＞ 

・ 全体（廿日市市）で話し合える場が必要（★）。同じテーマで語り合うこと、自分の地域の

人材を知るということが次への活動につながる。 

・ 市民と行政のニーズをマッチング（★） → 地域によって違いが大きいので地域のことを

もっと知りあう（各地区の個性がある） → 知力、能力を市全体で生かせる。 

・ 地域を引っ張っていくリーダーが必要（人材力）（★） → 育成する方法（コミュ二ティ

などの小さな単位） 

 

⇒ 仕組みのポイントごとに、具体的な活動支援策を考えた。（模造紙参照） 

 

 

■裏面に続く 
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★重要なポイント（今後の展開に向けて必要な項目） 

 

＜評価について＞ 

 

 ＋ 

 

 

                       行政の評価の効果：社会性、公益性が高い 

 

 

 

 

 

Ａ：活動の幅を広げていくことや、関心のない人たちを巻き込んでいくなど、活動を活発にして

いくための手段として「評価」が必要。市民活動団体と地縁団体（議論の中では大野第１１

区の例）のニーズ把握とそれらのマッチングによって、補完や相乗効果を生みだす⇒地域力

ＵＰ 

 

Ｂ：自分たちで活動する、活動の幅を広げていくことで、満足感や達成感を得る。 

 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：藤本益之） 

 話をすればするほど分からなくなり、まとめるまで到達しなかった。 

Ａ、Ｂ、Ｃの話し合いをまとめたものがＤグループの議論になるのではないかと思う。 

 活動をしていない人、市民活動やボランティア活動をしている人たちを地域に巻き込んで、力

を 

結集して、新しいまちづくりが進めていけたらよいと思っている。 

 模造紙の下段の図について、行政の力をほとんど借りなくても、自分たちの持ち合わせている

ノウハウやスキルを使って活動を進めていける（企業の巻き込み、助成金の獲得も含めて）団体

と、やはり行政の力を借りなくては進めていけない団体の２通りある。 

 地域と市民活動団体をつなぐには、ニーズの把握とマッチングが必要である。このことによっ

てそれぞれが補完しあい、相乗効果をあげながらまちづくりを進めていけるとよいのではない

か。 

 市民の力を高めてそれぞれの団体が生き生きし、地域の力をＵＰさせる、そのための方法（手

段）としての「評価」にはどんなものがあるのかを議論してはどうか、というところまでが今回

の話し合いである。 

 

 

 

 

 

 
 

Ａ 

市民活動 

・関心を広げる 

・巻き込み 
手段として… 

メディアの活用 

 Ｂ 

評価不要＝市民（個人）の評価 

 自分が活動して満足、達成感だけでＯＫ 

市民活動団体と地縁団体 

・ニーズの把握、マッチング 

 （個別事情も反映） 

・補完、相乗効果 

市 民 

巻き込み

たい人 
評価は手段として 
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第６回プラスワン会議の記録 2010(平成 22)年 11 月 25 日 廿日市市役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【テーマ系活動団体・ＮＰＯ、市民活動センター、企業・民間事業所】 

【市民（個人）、町内会】 
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【コミュニティ、市民センター】 

【行政（職員、市役所・支所）、学校、社会福祉協議会】 
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【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

 平成 22 年 11 月 25 日(木)19 時～21 時 

場所 

市役所 7 階会議室 

参加者（グループ名：テーマ系活動団体・ＮＰＯ、市民活動センター、企業・民間事業所） 

市民委員：槇本知則、辰見裕行、石津直子 

職員ＷＧ：倉田 忍、中川美穂（まちづくり推進室） 

進行 

倉田 忍 

記録 

中川美穂 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

【テーマ系活動団体・ＮＰＯ】 

１ 明らかに仕組みと思われる項目を分類した。 

・ 企業のリタイア組の活動の場をつくる。 

・ 人づくりに向け、社会教育の場を提供する。 

・ 子どもの頃から様々なことを体験できるよう機会をつくる。 

２ 役割のうち重要なものを選び、文章を整理した。また、重要と思う順に並べなおした。 

・ 活動を通じて、人づくりや地域を越えたつながりをもつ。 

・ テーマ系活動団体の活動内容を積極的に情報発信、情報共有する。 

・ テーマ性、専門性の強みである「楽しい切り口」を活かして、まちづくりに関わる人を増や

す（巻き込む）。 

・ テーマ性、専門性が持つノウハウを活かして、地域の課題解決に関わる。 

※ 意見 

 ・ テーマ系の活動団体には、地域の課題がわからない。誰がどうつなぐのか、音頭とりが必要

と思う。 

 ・ テーマ系活動団体の喫緊の課題は、やはり人集めである。あるべきは、地域課題の解決への

関わりと思うが、人材がそろってこそできることである。そして、人集めのためにはまず知っ

てもらうこと。なので、重要と思う順は、情報発信→人の巻き込み→地域課題の解決 とした。 

 

【市民活動センター】 

１ 明らかに仕組みと思われる項目を分類した。 

・ リーダー育成、資金調達など側面的支援（様々な活動団体の… のかっこ書き、） 

２ 役割のうち重要なものを選び、重要と思う順に並べなおした。 

・ 市民活動全体をつなげる場である。 

・ 様々な活動団体の自発的な活動を認め、持続可能となるよう支える。 

・ 様々な媒体を活かして、積極的に情報提供、情報発信する。 

 

 

□裏面に続く 
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※ 意見 

 ・ 「市民活動全体をつなげる場」の指すところは、団体どうしのみでなく、個人を活動につな

げることも含めた表現である。 
 
★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

 ・ 地域や活動の情報提供のみでなく、現状では、市民活動センターそのものの機能（相談窓口

など）についての情報発信もない。どちらも必要である。 

 

【企業・民間事業所】 

１ 役割のうち重要なものを選んだ。 

・ 企業市民として地域貢献する。 

※ 意見 

 ・ いろいろな説明の言葉があるが「企業市民」という単語が全てを代表し、よく表している。 

 ・ まずは、企業が地域に積極的に関わるという意見を持ってもらいたい。 

★発表の要旨（発表者：辰見裕行） 

【テーマ系活動団体・ＮＰＯ】 

1 活動を通じて、人づくりや地域を越えたつながりをもつ。 

２ テーマ系活動団体の活動内容を積極的に情報発信、情報共有する。 

３ テーマ性、専門性の強みである「楽しい切り口」を活かして、まちづくりに関わる人を増や

す（巻き込む）。 

４ テーマ性、専門性が持つノウハウを活かして、地域の課題解決に関わる。 

【市民活動センター】 

１ 市民活動全体をつなげる場である。 

２ 様々な活動団体の自発的な活動を認め、持続可能となるよう支える。 

３ 様々な媒体を活かして、積極的に情報提供、情報発信する。 

【企業・民間事業所】 

１ 企業市民として地域貢献する。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成 22 年 11 月 25 日(木)19 時～21 時 

場所 

市役所 7 階会議室 

参加者（グループ名： 市民（個人）・町内会） 

市民委員：亀谷敏男、小熊鶴雄 

職員ＷＧ：中村 満（人事課）、上田光司（佐伯支所地域づくり推進課）、川本 誠（まち推） 

進行 

川本 誠 

記録 

川本 誠 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

【市民（個人）】 

１ 役割と仕組みの分類 

  個人に掲げられているものは、役割とも捉えられるものばかりで分類が難しい。 
 

２ 役割 

・ 「地域活動」と「まちづくり」の使い分けを明確にしておく必要がある。 

・ 「まちづくり」とは、隣近所・地区レベルでなく、市域全体のことを指すイメージ。「地域

活動」は、「まちづくり」のすそ野部分に位置するものであり、「まちづくり」という言葉を使

うと「地域活動」も包含される。【一同納得】 

・ 一昔前と違い、近年は、地域活動を行う際には参加したい雰囲気づくりが大事（参加呼びか

けだけでなく、お礼の言葉）。こちらからのお願いではなく、本人の発露で参加してもらいた

い。市民からすると、「まちづくり」というより「地域活動」の方が抵抗感が少ない。 

・ 個人⇒身近なところからの関わり、町内会⇒少し広い部分での役割、コミュニティ・区⇒地

区レベルでの役割というように、段階によって活動内容が変わってくる。それぞれがつながっ

ていくことで、「まちづくり」ということ。 

・ 地域活動に携わっていない人を巻き込むには、先ずは、身近なところに関心、興味を持って

もらうことが必要。その次に、活動に参加、ステップアップしていくというサイクルで。 

・ 重要なキーワードは、「積極的」「地域づくりの主役として」！！ 

・ 趣味的活動グループは、社会参加へのきっかけをイメージしたものであり、個人の役割の範

疇で整理。 

・ めざす姿を踏まえ、「市民一人ひとりが・・・」は役割の柱には位置づけない。 

・ 義務を課すような表記はできない。 

・ 地域づくりは、「心」が大切！！本日、参集したメンバーでは、市民一人ひとりの内発的な

意思の発露を市民（個人）のまちづくりへの役割とし、市民委員会がまとめた条文の書き振り

を「私たちは、○○します。」というようにする。 

 

これらを踏まえ、役割は次のとおりとする。 

第 1 段階【導入部分】 地域づくりの主役として、自分の周りのことに関心、興味を持つ。 

 

□裏面に続く 
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第 2 段階【実  行】 地域活動に積極的に参加する。 

第３段階【ステップアップ】 学ぶことに心がける 

 
★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

【町内会】 

１ 役割と仕組みの分類 

  役 割：「生活場所として人の・・・」「まちづくりの基盤組織・・・」 

仕組み：上記以外 
 

２ 役割 

・ 町内会は、人と人のつながりを築いていくことが大きな役割。 

・ 築き上げた「人と人のつながり」を生かしながら、身近なところの課題解決に取り組んでい

くことが大切。 

・ 市民一人一人が個人の役割を認識していけば、町内会も役割を果たすことができる。 

 

これらを踏まえ、役割は次のとおりとする。 

第 1 段階【導入部分】 まちづくりの基盤組織として、顔の見える関係づくりを進める。 

第 2 段階【実  行】 人と人のつながりを生かし、課題の解決に取り組む。 

★発表の要旨（発表者：亀谷敏男） 

【市民（個人）】 

《まとめ》 

1 地域づくりの主役として、自分の周りのことに関心、興味を持ち、 

２ 地域活動に積極的に参加する。 

  ３ 学ぶことを心がける。 
 

 《補足説明》 

・ 市民の役割について時間をかけて議論した。 

・ 議論の中で、何事にも「心」がないと良いことにならないということと、「○○します。」

「私たちは○○します。」という書きぶりにしたいという話になった。 

 

【町内会】 

 《まとめ》 

  １ まちづくりの基盤組織として、顔の見える関係づくりを進める。 

  ２ 人と人のつながりを生かし、課題の解決に取り組む。 

 《補足説明》 

・ 市民一人一人の意識付けがしっかりできると、町内会も良い方向に進むのではないかとい

う話になった。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年１１月２５日（木）１９時～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者 

 竹中久人、藤本益之 

    上田光司、山福美佳、山本裕行、木下英治 

進行 

 木下英治 

記録 

 木下英治 

★重要ポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

  テーマの一つである「まちづくりの活動主体～関係・担う役割」について、第４回・第５回 

 会議で出た各班の意見を総合的にまとめる作業を行った。 

  このグループでは、「コミュニティ」と「市民センター」について、話し合いを行った。 

  

 コミュニティ 

  各班から出ているコミュニティに関する意見を確認し、ポイントとしては、みんなで話し合い、

情報共有し、取り組んでいくことが大切なことを共有した。 

  まとめとしては、４つの事項を整理した。 

  ①だれでもいつでも参画でき、フラットな話し合いのできる場を整える。 

    ※２つの意見を一つに整理した。 

     ・だれでもいつでも参画できる体制を整える。【Ｄ班】 

     ・フラットな話し合いのできる場をつくる。【Ｂ班】 

  ②地区・地域内の情報を集約・発信し、市民が受け取れる環境をつくる。 

    ※情報発信の範囲、また、発信のためには、情報を集めることが必要、情報の受け手は誰

かなどの議論を行い、表現を整理した。 

     ・地域内の情報発信と情報が受け取れる体制をつくる（地域内掲示板活用、助けられ上

手を増やす。【Ｃ班】 

  ③地域づくりの重要な担い手である子どもを地域総ぐるみで育てる。 

    ※Ｂ班から出た意見をそのまま整理。 

  ④地区内での助け合いを進めるほか、地区・地域間の連携も積極的に行う。 

    ※２つの意見を一つに整理した。 

     ・地区内での助け合い（例：火災報知機の購入と取り付けなど）を進める。【Ｃ班】 

     ・地区・地域間の連携も積極的に行う。【Ｂ班】 

 

 市民センター 

  各班から出ている市民センターに関する意見を確認し、ポイントとしては、地域活動の拠点で

あることを再認識したうえで、人づくり、多くの市民が集い、ふれあうことが大切なことを共有

した。 

まとめとしては、２つの事項を整理した。 
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  ①地域活動の拠点であり、人・地域を結ぶコーディネートの役割を果たす。 

    ※Ｂ班から出た意見をそのまま整理。（若干、語尾の修正） 

   

 

  

  ②若い世代を含め、市民が地域づくりに参加しやすい環境をつくる。 

※２つの意見を一つに整理した。地域づくりには市民一人ひとりが参加していくことが大

切だが、課題である若い世代を特に意識し、まとめることとした。 

     ・若い世代をまちづくりに引き込むことを考える。【Ｂ班】 

     ・市民がまちづくりに参加しやすいよう工夫する。【Ｃ班】 

 

  ★仕組みとして仕分けしたもの 

   コミュニティ 

   ・若い世代にも役割と責任を持たせ、地域活動や祭りなどで人材を発掘し、必要な場所に出

してやる後押しと人材を活かせる仕組みづくりを行う。【Ａ班】 

   ・各種団体が集まり、話や協議ができる場を設け、つながりができるシステム（協議会など）

をつくる。それぞれの課題を理解する。【Ａ班】 

 

★発表の要旨（発表者：竹中） 

 ・「コミュニティ」の役割として４つの事項、「市民センター」の役割として２つの事項を発表。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 11 月 25 日（木）19 時～ 

場所 

廿日市市役所本庁舎 7 階会議室 

参加者（グループ名：行政、学校、社会福祉協議会） 

 委員········ 千原 保仁（公募）、板本 麻美（大学生） 
 職員ワーキングチーム ········川下 晃一、栗栖 靖宏、澤岡 由起子 

進行 

和田 浩 
記録 

和田 浩 
★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

【行政の役割】 
職員 
 職員には、「職員も積極的に地域活動へ参加し、人材として地域とつながる。」、「一市民と

して、もっと地域活動に積極的に参加する。」という役割があるとまとめられている。 
 また、「まちづくりや地域づくりのプロデューサー、コーディネーターである。」、地域に精

通し、市民の役に立つ人材となる。」ともまとめられている。 
 地域活動に参加することは、地域から情報を得ることができるものであり、間接的にでも

業務に役立っていることと思われる。 
↓ 

 一（いち）住市民（地域地域の人材）として 
 （市役所と）地域（と）をつなぐまちづくりのコーディネーターである。 

市役所・支所 
 市役所には、「地域活動を支援したり、地域に還元できる制度設計や仕組みづくりを行う。」

という役割があるとまとめられている。 
 また、「町内会と連携し、町内会への加入促進を図る。」、「似たテーマで活動する団体の連

絡の場を提供する。」、「全市域の円卓会議を定着化させる。」ともまとめられている。 
 さらには、「5 地域の特性を活かして、地域間の交流を促しながら市民をまちづくりに巻き

込むきっかけをつくる。」、「地域に関することは支所で完結するよう、業務を整理する。」と

か、「市民目線で市域全体の各種情報を集約し、発信する」とまとめられている。 
 市役所は地域と地域をつなぎ、支所は地区と地区をつなぐ役割があると思われる。 
 地域の情報が集まることが重要であり、市役所にその役割が望まれると思われる。 

↓ 
 新公共、地域貢献支援・貢献のため制度をつくる。→市役所の役割 
 地域と地域をつなぐぎ（市役所の役割）、地区と地区をつなぐ（支所の役割）。 
 地域特性を活かしたまちづくりを行う。→支所の役割 
 情報収集を集約し、発信する。→市役所・支所の役割 

 
☑裏面に続く 
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【学校の役割】 

 学校は、「子どもたちや地域の人が集まりやすい場とする。」という役割があるとまとめられ

ている。 

 また、「地域にかかわることで、広い視点を持った人づくりを進める。」、「地域づくりの重要

な担い手である子どもを地域づくりの人材として育てる。」ともまとめられている。 

 さらには、「地域活動に熱心に参加する。」とまとめられている。 

 次代を担う子どもを育てるという観点が必要である。 

 若い世代の参加を求めるには、PTA などに声を掛ける必要がある。 
 大学にあっては、教授など先生達が持っている専門的な知識のほか、学生達の若い力が活か

されると良い。 
↓ 

 次代を担う未来を切り拓く子どもを育てる。 
 若い世代（PTA など）を地域活動に参加させる。 
 大学（協定締結）の（教授の）専門性と（学生の）若い力を活かす。 

【社会福祉協議会の役割】 
 社会福祉協議会は、「顔の見える関係づくりのため、地域福祉の観点からの役割は大きい。」

という役割があるとまとめられている。 
 たすけ・たすけ合う関係づくりが大切である。 
 この主体は、廿日市市の条例の特色となり得るものである。 

↓ 
 たすけ・たすけ合う、地域福祉（顔の見える関係づくり）を担う。 

 
 
 
 
 
 
★発表の要旨（発表者：千原 保仁   ） 

 
 行政の役割、学校の役割、社会福祉協議会の役割について話し合った。 
 行政では、職員は一（いち）住民として地域活動に参加することが期待されているほか、まち

づくりのコーディネーターになってもらいたい。また、市役所は地域貢献の制度をつくることが

その役割となり、支所は地域や地区をつないだり、地域の特性を活かしたまちづくりを行ったり

することが役割となる。さらには、市役所や支所に情報が集まることも大切である。 
 学校は、子どもを育てるという観点の役割があるほか、若い世代の参加が得られる場にもなり

得る。 
 社会福祉協議会は、地域福祉の観点から、顔の見える関係づくりを担うことになる。 
 なお、文章化は事務局預かりとなっている。 
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第７回会議の記録 2010(平成 22)年 12 月 6 日 廿日市市役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａグループ】 
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【Ｂグループ－１】 

【Ｂグループ－２】 
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【Ｂグループ－３】 

【Ｃグループ】 
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【Ｄグループ－１】 

【Ｄグループ－２】 
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【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年１２月６日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階会議室 

参加者（グループ名：A（テーマ：人材育成）） 

 委員 ···千原保仁（公募）、山本和臣（公募）、亀谷敏男（廿日市市町内会連合会）、 

後藤香代子（青少年育成市民会議）、中丸建二（大野区長連合会）、 

正木文雄（宮島総代会） 

 職員ワーキングチーム ···和田 浩、澤岡由起子、佐川智弘 

進行 

和田 浩    （補助）澤岡由起子 

記録 

佐川 智弘 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

人材発掘  

                場づくり           人材育成 

 
【場づくり】 

 ・楽しくワクワクするイベントを開催する。 ＜地域・市民＞ 

 ・子どもと一緒にその親が集まるイベントの開催する。 ＜地域・市民＞ 

・市民が参加したくなるような流行のイベントを開催する。 ＜NPO・市民活動団体＞ 

・学祭で地域の人と交流を図る。 ＜学校＞ 

  

・地域、市民活動団体へ学校のグラウンドを開放する。 ＜学校＞ 

 

・コミュニティＦＭで地域の情報を流す。 ＜企業＞ 

 ・外国人にもわかる情報を発信する。 ＜地域・市民＞ 

・地域のイベント情報を発信する広報番組をつくる。 ＜行政・職員＞ 

・活動を知ってもらえるよう、広報紙を発行して広く情報発信する。＜NPO・市民活動団体＞ 

 

【場づくり＋発掘】 

・町内会の会議に育成会も参加する。 ＜地域・市民＞ 

 ・各種団体で連絡協議会をつくる。 ＜地域・市民＞ 

 

【人材発掘】 

 ・コミュニティ推進団体に若者会を設置する。 ＜地域・市民＞ 

 

・地域貢献ポイント制度をつくる。 ＜行政・職員＞ 

・地域に還元できる制度をつくる。 ＜行政・職員＞ 

・社員のボランティア休暇制度をつくる。 ＜企業＞ 

・売上げの一部を地域に還元する。 ＜企業＞ 

 

・施設を利用しやすくする。 ＜行政・職員＞ 

・子育て中の人も参加しやすいように託児施設をつくる。＜行政・職員＞ 

人材発掘型イ

ベントの開催 

グラウンド開放 

情報発信の充実 

地域貢献制度の導入 

施設の充実 

若者部会の設置 

各種団体の連携・協力 

■ 裏面に続く 
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【人材育成】 

 ・役員の任期を長くする。＜地域・市民＞ 役員任期の複数年化 

 ・企業に対するまちづくりの啓発 ＜行政＞ 

 ・リタイア組（退職者）の活動の場をつくる。＜NPO・市民活動団体＞ 

 

・大学が持つ専門性を地域に生かす ＜学校＞ 

・市民センターが大学と一緒に事業を実施する。＜行政・職員＞ 

  

 ・地域の中の事業所となるように社員に地域貢献教育をおこなう。＜企業＞ 

 ・地元ブランドの商品を開発する。 ＜企業＞ 

 ・退職後は、地域活動に参加するような社員育成する。＜企業＞ 

 ・専門的で優秀な人材を貢献活動として派遣する。 ＜企業＞ 

 

 ・スポーツを切り口として社会教育をすすめる。＜NPO・市民活動団体＞ 

・ スポーツ、文化活動を通じて、たくましい子どもを育てる。 

＜NPO・市民活動団体＞ 

・学校で講演する。＜企業＞ 

 

 ・町内会に加入する。 ＜行政・職員＞ 

 ・地域活動への参加を促進する。 ＜行政・職員＞ 

 ・団体が行う地域活動を理解する。 ＜行政・職員＞ 

 ・先生が地域活動に参加する。 ＜学校＞ 

・広い視点をもった社会人をつくるという観点の教育を行う。＜学校＞ 

 

・子どもに「ふるさと教育」を行う。 ＜学校＞ 

・地域に伝わる伝統芸能を子どもに教える。 ＜学校＞ 

 ・子どもたちに体験活動をさせる。 ＜地域・市民＞ 

 

【その他の意見】 

 ・「場づくり」「人材発掘」「人材育成」は、「ここからはこれ」ときっちり線引きできるもので

はないが、そういう視点を意識しながら、並行して取り組むことが必要である。 

・行政が、「場づくり」をするだけでは、これまでと変わらない。「人材発掘」「人材育成」も

する必要がある。 

・この条例で、行政に積極的にやってほしいことをお願いできるようになるのか。 

・この条例の各主体にどのような人が求められるか。 

  「コミュニケーション能力が高い」 ＜行政・職員＞ 

「人の話をよく聴く」 ＜行政・職員＞ 

「柔軟に対応できる人」 ＜行政・職員＞  （例）：時間外だから、手伝えない。etc 

大学の活用 

社会教育の推進 

職員の意識改革 

（行政・学校） 

子ども体験活動の推進 

企業の地域へ

の貢献活動 

（社員育成） 

専門性の活用 

（知識・技術） 

★発表の要旨（発表者：亀谷敏男） 

・Ａグループの特徴は、「でんでん虫計画」である。 

・イベントにより、人材を発掘する。そうした中で、人材を育成していく。 

・これまでの意見を「場づくり」「人材発掘」「人材育成」に分けた。  

・「行政職員は、まちづくりに積極的に参加するという意識改革が必要だ。」という厳しい意見

もあった。 

・「人材発掘型イベントの開催」「情報発信」など、みだしのとおりに分けることができた。 
・これらが、しくみづくりの一つの型になるのではないかということでまとめた。 
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第７回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年１２月６日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階 会議室 

参加者（Ｂグループ） 

 奥野弘和、辰見裕行、小熊鶴雄、小田真、石津直子、板本麻美 

    中村満、栗栖靖宏、上田光司、木下英治 

進行 

 木下英治、中村満（補助） 

記録 

 栗栖靖宏、上田光司 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

  第６回の続き。「地区」「地域」「市域全体をうまくつなげる」という３つのテーマで、第６

回のおさらいの後、実現のための地域、行政が頑張ることについて話し合いを行った。 

 

地 区（円卓会議と市民センター） 

①円卓会議 

 ・地区の円卓会議は問題点の掘り起しの場。円卓会議では解決（実践）できない。解決に向け

た話し合い、役割分担などを行い、実行委員会形式など、各団体が連携するなどして実践す

る。 

 ・情報や問題点を役員会（組）から区長会（区）への持ち上げ共有する場。 

 ・人の交流により、人材発掘をする場。 

 ・情報をより深く浸透させるためには、市民センター単位より小さい集会所単位の円卓会議も

必要。市民センター単位の円卓会議は、集会所単位の小さな円卓会議が集まりつながる場。 

②市民センターついて 

 ・市民センターは情報が集まる場になってほしい。 

 ・市内の行事やイベントについては市広報でなく、市民センターのポスターやチラシなどで情

報を得ている。 

 ・市民センターの情報（市民センターだより）は市民センター主催事業が主となっているが、

地域の情報も掲載（発信）してほしい。 

 ・現在、地域の情報を発信しているのは各地域のコミュニティ通信等が主となっているが、毎

月発行はされていないし、結果のみの掲載となっている。 

 ・市民センターで、学びの拠点のような寺子屋を行ったら面白い。 

 ・小学生などは、学校からの下校途中に寄り道をしてはいけないので、市民センターに立ち寄

れない。 

 ・市民センターは、一人では行きにくい、入りにくいので職員と顔見知りになることが必要。 

 ・子どものころから市民センターに行っていると、大人になっても行きやすい。 

 ・若い人（中・高生）の利用が特に少ない。 

 ・単なる貸館となっており、用事がないと行かない（行きづらい）。 

 ・市民センターか市民のどちらかが用事を作るようにしてみてはどうか。 

 ・ウオータークーラーや喫茶コーナーのようなものがあれば集まりやすくなるのでは？。 

 ・職員が説明をする時、決まりごとのみの説明で心が入っていないこともあったし、相談に答

えられるよう、職員のスキルアップも必要。 

 ・相談に関することだが、「その件については市民センターではない」と言うのみで、どこに

行けば良いのかも言わなかった。 

 ・地区が頑張ることとしては、市民センターの事業などに積極的に参加すること。 

 ・余談ではあるが、市民センターが利用料を徴収するようになってから利用者が減ってきた。 

■裏面に続く 
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地 域（円卓会議と支所） 

①円卓会議について 

 ・地域の円卓会議については、テーマごとの話し合いの場、地域内のコミュニティ組織が集ま

っての情報交換の場、地域を超えての場（チャレンジ学校づくり事業として、吉和と宮島、

廿日市と佐伯が交流）など多様性がある。 

②支所について 

 ・廿日市地域のことは、本庁に相談に行く。廿日市地域の支所は本庁が担っている。 

 ・大野地域では、支所と市民センターの役割が重なる部分もある。 

 ・大野支所の建替えの話し合いの中で、支所のコミュニティセンター的役割の充実についての

話が出た。 

 ・市民センターと支所の役割分担が必要。 

 ・合併により地域間の人事異動が多くなって、地域に精通した職員が少なくなってきた。 

 ・人事異動については、一度に全員が移動したら地域とのつながりや話が分からなくなるので、

係内で一人は残るような配慮をしてほしい。 

 ・人事異動があったら新しく来た職員と地域の人で地域の事情などについて地域の人が教える

ような勉強会をしてみてはどうか。 

 ・学校の教員が地域に出て地域活動に参加するためには、研修などであれば参加しやすい。 

 ・個人的な参加には出張扱いや旅費などの問題により参加しにくいので、参加しやすくするた

めの仕組みが必要。 

 ・県の要請や行政の要請のような後ろ盾が必要。 

 ・生徒も生涯学習や研修等であれば参加しやすい。 

 ・地域活動をしてみたい教員も多い。 

 ・地域で円卓会議を行う場合、行政から参加の呼びかけをするのは団体等の代表者にすること

が多い。 

 ・円卓会議の参加者を公募したら色々な方が参加できるようになるのではないか。（周知も必

要） 

 ・地域の役割も地区と同じく積極的な参加。 

 ・地域と行政のお互いが変わっていく。 

 

市 域 

 ・市域では全体をつなぐ仕組みが必要。 

 ・何をつなぐのか、誰がつなぐのか、どのようにつなぐのか？ 

 ・行政のつながりは、地区の情報を市民センターが集め、地域内の市民センターと支所がつな

がることにより支所に地域の情報が集まり、支所から本庁へつなぐ。 

 ・地区から地域へつなぐことは簡単にできるが、全体へつなぐ役割を担う所が分からない。 

 ・地区をつなぐのはコミュニティであり、地域をつなぐのは行政。 

 

まとめ 

◎地区において市民センターが頑張ること 

 ・市民の視点で市民センターの運営をもっと充実させる。 

 ・情報の発信を充実させる。 

 ・人づくりを推進する。 
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 ・地区の円卓会議に行政として参加する。 

 ・地区の事情に応じた講座を開く。 

 ・みんなが気軽に集える市民センターづくりの推進。 

 ・地区の実情に即した金銭的支援を行う。 

◎地区が頑張ること 

 ・市民センターの運営に関わる。 

 ・地区の情報を共有する。 

 ・自主財源の確保に努力する。 

 ・まちづくりに積極的に参加する。 

◎地域において支所が頑張ること 

 ・円卓会議の仕掛け人になる。 

 ・地域を知るために、職員は人事異動があったら地域の方に地域のことを教えてもらう。 

 ・地域のことは支所で完結するために、支所独自で地域づくりができるようにする。 

 ・地域のニーズを把握し、施策や事業に生かす。 

◎地域が頑張ること 

 ・まちづくりに関わるために、積極的に円卓会議に参加する。 

 

 

★発表の要旨（発表者：辰見） 

 ・地区、地域のまちづくりを進めて地域全体をつなげていく仕組みについて話し合った。 

 ・円卓会議で各団体が集まる中で地区が頑張ることは、市民センターの運営に参画すること、

情報の共有、自主財源の確保、まちづくりへの積極的な参加、これらをキーワードに進めて

いく。 

 ・市民センターは市民の視点で運営を充実、地区の実情に応じたお金の支援、 も重要な人づ

くり、情報発信として市民センターだよりの充実。 

 ・今までは市民センターのイベント等の情報のみであり、地区の実情等の情報が無かったので

充実させる、円卓会議への参加、入りやすい・行きやすい・話しやすいなどみんなが気軽に

集える市民センターにする、地区の特性にあった講座を行う。 

 ・地域では地域住民が積極的な円卓会議への参加、まちづくりへの参加をキーワード。 

 ・地域において支所は、地域のニーズを生かすために地域の円卓会議の議論やアイディアを持

ち帰り、整理して地域の意見交換会を行う、支所で完結、参加の仕組みを考える、人事異動

の際には地域の方から地域のことを教えてもらい地域を知る、職員は市民の視点・現場の視

点で考える。 

 ・市域では、全体をつなぐために、地区では市民センター、地域では支所、全体では本庁や市

民活動センターが役割を担う。 

 ・下から上だけでなく上から下へ、さらに“和（輪）のこころ”で地区・地域がつながり、全

体をレベルアップする。 

 ・お互いが少しずつ変身していくこと 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年１２月６日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名：   Ｃ      ） 

今田圭宗、吉武英彦、宮本育生、大野宣江、藤井健二、山本裕行、山福美佳 

進行 藤井健二 記録 山福美佳 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

○まちづくりクラブを作る方策 

・ 方策としては、コミュニティ推進協議会、町内会、女性会、市民センター運営委員会が事務

局を作り、この組織から事務局長の選任し、また、地域の知恵者を相談役、顧問として選任

し、市民センターに場を設置、電話の設置などが考えられると思うが。 

・ 参加する団体は、自分で手を上げるのか。誰かが主だった団体に声をかけるのか。→誰でも

入れるけれど、まずは、主だったところに声をかけて広げていく。 

・ 事務局長の負担は重いため、支援する体制がいるかもしれない。動きやすい環境がいる。 

・ 「皆でしよう」というと、「誰かがするだろう」となりがち。そうならないための何かがほ

しい。 

・ 団体に所属していない普通の人が個人でも参加できるようにしてほしい。 

・ 連絡網がいるかもしれない。 

・ 地区ごとにコミュニティを作ったとき、地縁関係の団体は良いが、広域で活動している団体

など、その地区外のメンバーもいて、地区の枠内に入りきらなかった。広域にわたって活動

している団体は、どこのまちづくりクラブに入っていけばいいのか、漠然としている。各市

民センターで区切れる団体ばかりではない。 

・ 事務局長や顧問を置くといった形の議論は現実と離れていて、パンチがない。各地区の今あ

る祭り、行祭事を拡大していくためにどうしたらいいかという視点から、話を進めてはどう

か。 

・ 今までの中心になってきたところがコーディネーターになる。そこに何の支援をしていく

か。 

・ イベントを今やっているところがそのつど集まって、その行事を盛り上げるために、この団

体にこれはやってもらいたい、全て任せるからという形で声かけをしていけば、にぎやかに

なる。 

・ それは、団体や人をよく知っている人がいるからできること。コミュニティもまだスタート

したばかりで、どこの誰に声をかけたら協力してもらえるか、顔が見えていない地区もあり、

誰かまとめ役がいる。どこに協力を呼びかけたらいいか、情報を集めてわかるようにしてい

こうというのが、まちづくりクラブ。情報を集めて流してくれる人が、コーディネーター。 

・ 関係する団体が、一堂に会して顔合わせをして、地域の組織が見えるようにする必要がある。

活動している組織が見えるようにする、見え続けるようにするための情報発信とその情報を

吸い取ってくれるところがいる。 

・ 関係団体への呼びかけは、町内会連合会の組織がある地区は、町内会が声をかけるようにな

るだろうし、そういう組織がないところは、コミュニティ推進協議会が声をかけるようにな

る。市民センターは、地域を把握しているようで、把握していないので、呼びかけはできな

い。 

・ 佐方は、町内会から、文化委員や体育委員が選出され、その委員は２年で交代するので、自

ずと情報が住民に伝わるような仕組みになっている。 

・ 協力して欲しいと思っている団体も、「助けて」という呼びかけをする必要がある。声がか

からないと動きにくい。 

■裏面に続く 
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○まちづくりクラブの機能 

・ まちづくりクラブで、どんなことをするか。例会をもつ、行政との連絡調整、連絡網や人材

リストを作るなどが考えられる。例会で、地域の課題を話し合って解決するなどが考えられ

るがどうか。 

・ イベントに地縁でない団体（テーマ系活動団体）が上手く絡んでいく仕組みを考える。これ

が楽しさとなり、クラブが続く仕組みとなる。 

・ 佐方では、自治会の年４回情報誌を出している。連合自治会の事務局が発行している。各世

帯に配る。これによって、どの団体がどんな活動をしているのかが伝わる。 

・ 盆踊りの片づけをしている人の写真を載せ、裏方の活動を記事にすると、ねぎらわれ、報わ

れた気がする。こういう紹介をしていくと、ゴミの捨て方に気をつけて協力しようという人

も増えて、良い方向に変わっていくのではないか。 

・ 「助け合い」、「お互い様」が大事。 

・ イベントカレンダーがあったらいい。 

・ 楽しいイベントは、参加しやすい雰囲気を作れる。まちづくりクラブ全体で盛り上げる行事

を考えてもいいかもしれない。 

・ 今は、地域の運動会がそれにあたるのではないか。 

・ 地域の運動会がない地域もある。また、ユアック祭りなどあって案内は来るが、イベントに

よっては子ども連れでないと行きにくい雰囲気がある。声をかけてもらってもなかなか入り

づらい。 

・ 学校の授業で関わりをもつようになって入りやすくなった。 

・ 運動会は補助金もでる。運動会がにぎやかだから町内会に入るというのもある。また、それ

がきっかけになって、子ども会がなかった町内に、子ども会を作るよう働きかけをすること

もできた。 

・ 市民課の窓口で、転入者に自治会町内会に入ってくださいという紙を配ってもらっている。 

・ 行政の職員も町内会に入っていない人がいるが、ぜひ入って欲しい。 

○続ける仕組み 

・ 地道に無理のないまちづくりを進めていく必要がある。負担感が大きくないものでないと続

かない。 

・ 市民センターが地域に根付いていないのが問題。地域に目を向けて、市民センターに行った

ら大体わかるというふうに、地域事情を把握して欲しい。地域の声にしっかり耳を傾けて欲

しい。 

・ 市民センターに対して、要望ばかりではなく、住民から助言もする。こんな講座をしてはど

うかという具体的な提案をする。 

・ 市民センターで声を吸い上げてもらったら、身近で言いやすい。行政と市民との連絡調整役

になってほしい。行政には、そうなるように、市民センターを指導して欲しい。 

・ 市民センター企画運営委員がバス旅行を企画しているが、それにも助言する。 

・ 市民センター企画運営委員の顔が見えない地域もある。まず、顔が見えるようにしないとい

けない。地域の温度差がある。地御前や佐方がうらやましい。 

・ 顔が見える、組織が見える、誰が何をしているかがわかる関係を作っていくということで、

「円卓会議」をパワーアップする感じで様々な人が連携し、助けあうという方向だろうか。 

・ 「円卓会議」を知らない。そういう市民もいる中で、その言葉を使うのはどうか。 

・ 今ある円卓会議は、あるテーマを設けて、行政からの呼びかけで集まっている会議だが、ま

ちづくりクラブは、地域の人が呼びかけて、地域の手で、地域のためのまちづくりクラブを

作ろうというイメージになるか。→そんな感じのイメージ。 

・ 若い人に情報が行き届いていないという課題が残っている。若い人の情報の入手元、発信元

はＰＴＡが担っている。子どもがいない若い人には情報が入りにくい。 

・ 若い人を育てていかないと、高齢者だけでは、続いていかない。 

・ 青年団、消防団、商工会青年部などに入っていればいいが、サラリーマンだと情報の入手元

は広報誌と回覧板くらい。また、個人ではまちづくりに入っていきにくい。 
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・ 地域内の掲示板などを整備するといいかも。それには行政の支援はない。地域で整備。ごみ

収集場所に掲示板を作ると、必ずゴミ捨てに行くし、見るようになるので一番良いと思う。

行政にこれ以上の広報や HP の充実を求めるのは難しいと思う。 

・ 自治会の広報誌やコミュニティの広報誌を年数回出している。だが、それは、新鮮な情報で

はない。鮮度のある、楽しい情報が必要。しかし、まちづくりクラブで毎月発行するのは厳

しいと思う。 

・ 若い人の参加できる何かがいる。 

・ まずはできる形のまちづくりクラブを作って、広げていき、動いてみながら直していかない

といけない。行政も、市民も、皆さんの意見を聞いて、軌道修正しながら、進めていく必要

がある。 

・ 条例には、共通する部分だけ入れて、地域ごとのローカルルールは、地域で決めていくこと

になるのではないか。 

・ 市民センターは地域の情報を把握してバックアップし、行政の協力も必要。 

・ 地域による温度差に気づくためには、まちづくりクラブが各地区にできた後、まちづくりク

ラブ同士の情報交換をしていく場をもつ必要がある。そこで、いいところを真似しあって、

それぞれが良くなっていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：吉武 ） 

 これまで、市民どうし、市民と行政の連携のあり方、地域内での信頼関係づくり、皆が発信、

行政が集約情報共有というテーマで話し合ってきた。そのためのまちづくりクラブを考えた。そ

こに、地域の諸団体を入れてまとめていけばいい。組織を上手くまとめ、助け合ってやっていこ

う、運営委員会を作ってやっていこうということになった。 

地域の手で地域のための「まちづくりクラブ」をつくろう 

(機能) 

地域内の連携・行政との連携  
・例会の開催(話し合い) 
・各種団体連絡調整 
・行政との連絡調整 
・団体間の連絡網 
・人材リストの作成 
・助け合い・お互い様 
・「助けて！」と発信してキャッチできる 
地域内の情報を共有 
・情報発信が大切 
・各種団体間情報共有 
・自治会の広報誌 
・裏方の紹介「ねぎらい」 
・鮮度の良い楽しい情報 
・イベントカレンダー 
・ごみ収集場所に掲示板 

（方策） 

・事務局長の選任 
・相談役、顧問を選任 
・市民センターに場を設置 
・電話 
・事務局長を支援する環境 
・個人が入れる仕組み 
・町内会、コ推、地域ごとに把

握している団体が呼びかけ 
・組織が見える 

(続けるしくみ) 

・全体で関われるイベントで盛り

上げる 
・組織が見え続ける 
・参加しやすい雰囲気を作る 
・負担感を軽減 
・情報を吸い取ってくれる 
・みんなの意見を聞いて軌道修正 
・職員は町内会に加入しよう 
・市民センターは地域に目を向け

る 
・市民センターは地域事情を知る 
・市民センターは地域の声を聞く 
・みんなの意見を聞いて軌道修正 

(支援策) 

・ 市役所・支所支援 ex)地域支援員 
・ 市民の意見を吸い上げて、施策に反映 
・ 市民センターごとの連携 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２２年 1２月６日 （月）１９時～  

場所 

   市役所７０１会議室 

参加者（グループ名：Ｄグループ ） 

 杉中利正、岩藤綾子、中村真琴、藤本益之、井上 軍、大島元気、山根義広、川下晃一 

 倉田 忍、鈴本 昇 

進行  倉田 忍 記録 （大野支所）鈴本 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 前回までの「公」と「私」の視点でそれぞれ活動主体の領域を確認し、特に市民活動団体や趣

味的活動グループに注目して展開してきた議論について、考えたいポイントを３つにしぼった。 

 ①市民の力を地域（地区）につなげる、注ぎ込むための具体的の方法 

 ②市民が求める行政からの具体的な評価の方法 

 ③市民自身が市民の力を高めあうための具体的な方法 

 

 これまでの議論を図式化（事前送付）し、３つの考えたいところについてそれぞれ具体策をポ

ストイットに記入して貼り出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えたいところ①について 

・まちづくりを進めていくうえで、強いリーダーシップを持った人が必要である。 

・市民のニーズに合わせてつなぎ合わせていくことが重要。そのつなぎは行政の役割だと思うが、 

■裏面に続く 

地域の力 
地区・地域 
コミュニティ団体 

市民の力 
テーマ系活動団体 
趣味的活動グループ 
ボランティア 

テーマ⑫：地道な活動を続けている人にどうスポットをあてて支援を広げていけるか 

テーマ⑪：地域活動に対する評価 

＜市民の力を高めていくための評価いろいろ＞ 
 他の地域とのつながりを活発にする 
 強いリーダーシップが必要 
 地域でのリーダー養成が必要 
 行政以外からの人材登用 
 発表会の実施 

テーマ⑨：市民の力と行政の支援でコミュニティ活性化 

ＵＰ！ 

考えたいところ 
① 

 

 

活動の対価 

認証 

知ってもらう 感謝 

満足感、達成感 

考えたいところ 
② 

考えたいところ 
③ 発表会の実施 

活動に対してほめる 
地域行事に参加することにより地域を知る 
自己評価する気持ちが大切 
ＰＲが必要 

リーダーの養成が必要 
メディアの活用 
市民同士で評価しあう 
情報をどんどん発信し情報化することも必要 
まちづくりに取り組む課を創設 
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市の職員は人事異動があり、やってきたことが引き継がれない。まちづくり専門の課を作っても

らいたいが、そこには専任の職員を配置するほか、民間や学生などを登用するのがよいと思う。 

・地域においてはリーダー養成が必要となっている。 

・つながるためにはまず知ってもらうこと。新聞、ＦＭはつかいち、市広報などに掲載してする

など、１回きりではなく定期的やることが大事。 

 

考えたいところ②について 

・職員はまず住んでいる地域の活動に参加して、喜び（達成感など）を共有することからはじめ

る。 

・職員の積極性に任せていては、身に付かないのでは。職員が一定期間活動に参加するなど、仕

事として関われるような制度が必要。 

・行政側も今の段階で評価の基準は決められないのでは。 

 

考えたいところ③について 

・メディアを活用して、情報をどんどん発信、情報化することも必要である。 

・これまでＤグループで議論をずっとしてきて、行政にしてもらいたいことばかりに考えが傾い

ていたように思うが、そうではないということ気がつき、反省。自分は（自分の団体は）やり

たいことをどこまでできたのか、というような自己評価をすることも大切なことだと思う。 

 

※ グルーピングして見出し（項目）をつける作業について、すべて終えることができなかった。

このことについては職員があずかり、後日確認してもらうこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：岩藤綾子） 

市民の力を地域につなげる、注ぎ込む方法として、他地域のつながりを活発にする又、強いリ

ーダーシップが必要、リーダーの養成も必要である。アイディア、テーマをつなげていけるリー

ダー養成。まちづくり取組みの課の創設をしてもらいたい。行政職員は異動があるため、専門的

にならないし、引き継がれない。専任職員の配置がいる。 

地域の中での人材の掘り起こしが必要。市民が求める行政からの評価の方法として、活動に参

加してプロセスを共にし、喜びを共にするところからはじめる。 

市民自身が市民力を高めあう方法として、発表会（知ってもらう機会）の実施、活動に対して

ほめて感謝する。また、ほめるだけでなく「期待をしている」ということを伝えるのもよいので

はないか。メディアを活用、市民同士で評価しあう、自己判定、笑顔リサーチしてみてはどうか。

メディアを活用して情報をどんどん発信することも必要。 
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第８回会議の記録 2011(平成 23)年 1 月 12 日 廿日市市役所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ｂグループ】 

【Ｄグループ】 
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【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年１月１２日（月）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階会議室 

参加者（グループ名：A） 

 委員 ···千原保仁（公募）、山本和臣（公募）、亀谷敏男（廿日市市町内会連合会）、 

中丸建二（大野区長連合会） 

 職員ワーキングチーム···和田 浩、澤岡由起子、佐川智弘 

進行 

和田 浩    （補助）澤岡由起子 

記録 

佐川 智弘 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

素案（原案）テーマⅢ「協働のまちづくりの仕組み ～ルール・活動支援策」の確認 

〔人材育成〕 

○ 廿日市でんでん虫計画では、「場づくり・きっかけづくり」「発掘」「育成」の三つに分けて

いたが、素案では「まちづくりを担う人材を育成するために（発掘・育成）」と「まちづくり

を担う人材を発掘するために（場づくり・きっかけづくり）」の二つにした。 

  なお、素案における並びは、「･･･育成するために」→「･･･発掘するために」の順番になっ

ている。⇒委員からは、特に意見なし。 

（Ａグループでこれまで議論してきた意見の中で、他グループに含めて整理したものを説明） 

○ 地域貢献ポイントの意見は。 

 ⇒ Ｄグループの「評価」にある。 

○ 学校グランド開放の意見は。 

 ⇒ Ｃグループの「信頼関係づくり」Ｐ７に、学校施設の開放としてある。 

○ 働く人たちの活用については。 

 ⇒ Ｂ班の「地域特性を・・・・」Ｐ６にある。 

○ 役員任期の複数年化は、素案には書き込めていない。⇒委員からは、特に意見なし。 

○ Ｐ６の上から３行目の「社会教育」については、まちづくりリーダーの養成のみの記述にな

っているが、どうか。 

・生涯教育でもあると思われるが、生涯を通じてまちづくりに担えるような社会教育と考えれ

ばいいのではないか。 

 ・「まちづくり、地域活動に参加する意識教育＝社会教育」と考えられるのでいいのではない

か。 

・まちづくりの人材育成のための社会教育と整理できるのでいいのではないか。 

・Ｐ５からの文章とリンクしていると考えられるのでいいのではないか。 

⇒ そのまま活かすことで決定。 

○ Ｐ６の上から３行目の「まちづくりリーダー」は、どういう定義なのか。いきなり市民ミー

ティングでこのような固有名詞が出ても理解できるのか。地域に、新たな役職を設置していく

ように、受け取られないか。 

 ・注釈や説明が必要ではないか。 

⇒ Ｄグループからの意見である。この素案原案の他の語句についても、注釈や説明が必要なも

のがあるかと思うので、今後、あわせて整理が必要である。 

★発表の要旨（発表者：千原保仁（公募）） 

Ｐ６の上から３行目の「「まちづくりリーダー」について、「まちづくりリーダー」とは何か。

注意書きや注釈が必要ではないか。」という意見があった。 

 

（進行）：文章を変更する必要はないが、そのことについて議論したということでよいか。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会（第 8 回）記録 

日時 

平成２３年１月１２日（水）１９時～ 

場所 

   廿日市市役所 ７階会議室 

参加者（グループ名： Ｂ ） 

 竹中久人、小熊鶴雄、石津直子、板本麻美  〔欠席：3 人（奥野・小田・辰見）〕 

 中村満、木下英治、栗栖靖宏、上田光司 

進行 

  木下英治 

記録 

  栗栖靖宏、上田光司 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

○協働のまちづくりの仕組み（ルール、活動支援策）の確認 

（素案（原案）の作成過程等を説明） 

・地域特性を生かした連携（Ｂ班）について、修正箇所を検討した。 

（意見） 

☆Ｐ６、上から 19 行 

・「市民センターの企画・運営に学生を始めとした・・・」では、学生が中心となるように聞こ

えるので、「市民センターの企画・運営に学生を含めた・・・」にしたほうがよい。 

・「企画・運営」は公民館企画運営委員会の委員に学生がなると考えると難しいのではないか。

市民センター講座の企画・実施など事業部門での関わりがよい。 

☆Ｐ６、下から２～4 行 

・「地元ブランド品の商品開発や、大学の専門知識を生かした地域活動への貢献などを通じて、

まちづくりの担い手となる市民を育成し企業・民間事業所や大学のもつ資源を・・・」につい

て、大学だけに限定しないほうがよいのではないか。  

・専門知識があるのは、大学以外に宮島工業高校、専門学校などがある。 

・高等教育機関では硬いイメージがあるので、大学等ではどうか。 

（確認結果） 

・上記「学生」「大学」の記述分を訂正する。 

★発表の要旨（発表者：石津委員） 

 ・模造紙で発表（2 点） 

  ①「学生を始めとした・・・」→「学生を含めた」    委員会に諮り、承認 

  ②「大学の」（2 箇所）を「大学等の」 

 ※確認事項（宮本委員指摘） 

 ・「等」の使用は、２つ以上の用語をつなぐときではないか。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年１月１２日（水）１９時～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名：   Ｃ      ） 

熊谷 操、宮本育生、大野宣江、槙本知則、藤井健二、山本裕行、山福美佳 

進行 藤井健二 記録 山本裕行 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

○協働のまちづくりの仕組み（ルール、活動支援策）の確認 

（素案（原案）の作成過程等を説明） 

・ これまでグループで話してきた内容を事務局でまとめ、「信頼関係づくり」をテーマに文章

化している。 

・ 文章の内容は、グループ内で中心的な話となっていた｢まちづくりクラブ｣や、情報共有で大

切にすべきと話し合った｢住民目線での情報発信｣や｢鮮度を大切にする｣ことを盛り込んで

いる。 

・ 文章の中には他のグループで話し合われた信頼関係づくりに関連する意見も入っているが、

概ね C グループでの議論は網羅しているつもり。 

・ 市民ミーティング当日の説明として、他のグループのつながりも考え、まちづくりクラブは

円卓会議のひとつとして説明する。 

（確認結果、意見） 

・ 文章の内容（仕組み）については、これまで話してきたとおりなので『訂正なし』。 

・ よくまとまっていて分かりやすい。 

 

○その他意見 

・ 文章中、単語が行末と行頭で分かれているため読みにくい。分かれる場合は単語の先頭で改

行し、均等割りなど体裁を整えた方が読みやすい。 

→通常公用文では、（法制執務的なことも含め）均等処理は行っておらず、行政的には不自

然はあまり感じないが、意見として事務局に伝える。 

・ この条例を検討している現段階での内容はこれでよいが、介護・少子化・年金の問題など時

代に応じた特性を考えていくことが大切ではないか。 

→他市の条例は、時点修正について規定している例が多く、この条例も育てる条例として内

容を見直しながら、時代に対応した条例にしたいと考えている。 

★発表の要旨（発表者：大野宣江委員 ） 

 訂正なし 
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第８回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年１月１２日（水）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階 会議室 

参加者（D グループ） 

 中村真琴、杉中利正、井上軍、藤本益之、岩藤綾子 

 倉田 忍、川下晃一、鈴本昇 

進行 

    倉田 忍 

記録 

   鈴本昇 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

 (仮称)廿日市市まちづくり基本条例 素案(原案)の確認 

◎「減税等」 

  減税といっても、何税かも説明できないため、条例中で幅広く活用できるよう削除し、次に

続く「特典」という文章で総括する→明記するよう疑義が出たため、文章としては残し、市

民ミーティングで市民の声を聞き、判断する。 

 

◎「さくらマーク」「ポイント制」 

  決定事項でないため、「例えば」や〔〕書きで、あくまでもアイディアというイメージで表

現した方が誤解を招かないのではないか。このことは、全体に係ることなので、統一する必

要がある。 例えば(これは主観です。) 

   市民活動(団体)に対する市の認定制度や特典が付く制度を創設すること。 

 【例えば】 

   ・認定制度→「さくらマーク」制度 

   ・特典制度→地域貢献活動ポイント制度  

 

◎ 全体的に文章が長すぎるため、注見出しを加え、1 文章を短くして分かりやすくしてはどう

か。 

例えば 

 市民の力を地域・地区につなげ、注ぎ込むために 

・ 活動の強みを活かして地域のまちづくりに貢献できることや貢献したいことなど、市民活

動(団体・個人)の情報をデーター化する、新聞・広報に定期的枠を確保して市民活動を知

ってもらうなど、市民の力と行政の力で地域活動を活性化するために、まちづくりに貢献

している主体(団体)やそれらの活動について定期的に情報発信します。 

               ↓↓ 

市民の力を地域・地区につなげ、注ぎ込むために 

 ・ 市民活動(団体・個人)の情報データー化 

   活動の強みを活かして地域のまちづくりに貢献できることや貢献したいことなど、市民活

動(団体・個人)の情報をデーター化する。 

 ・ 定期的な情報の発信  

   新聞・広報に定期的枠を確保して市民活動を知ってもらうなど、市民の力と行政の力で地

域活動を活性化するために、まちづくりに貢献している主体(団体)やそれらの活動につい

て定期的に情報発信します。 
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第８回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年１月１２日（水）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階 会議室 

参加者（市民ミーティング廿日市班） 

 熊谷 操、杉中利正、千原保仁、亀谷敏男、宮本育生、竹中久人、板本麻美 

 澤岡由起子、中村 満、川下晃一 

進行 

    澤岡由起子 

記録 

   澤岡由起子、中村 満 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

 廿日市地域での市民ミーティングの開催手法等について次のとおり話し合った。 

  （２０：３０～２１：２０） 

 

（協議結果概要） 

○ 開催案内の広報手段、対象と呼びかけ方について 

・1/2５の廿日市地域情報交換会（自治振興課主催）で各地区の町内会連合会、コミュニティ推

進協議会の会長が集まり、この条例の素案検討について、説明を受けて意見交換する。（当日、

市民ミーティングのチラシ配付予定） 

・２/１の市民ミーティングの１週間前の開催であり、同じメンバーについては、市民ミーティ

ングへの出席が少ないことが懸念される。 

 

【意見等】 

・広報手段は 

 →今日のチラシの配布と市広報（チラシ折込ではなく原稿掲載）、HP への掲載。 

・市広報もチラシそのものでなく、原稿掲載であれば、目につきにくく、個別の呼びかけなど工

夫が必要である。  

・これまで、話してきたように、「３０代、４０代、５０代の参加が少ない」という中で、他の

活動主体（活動団体、学校、企業など）に参加呼びかけしていく方がいいのでは、ないか。 

・同じ町内会の人や知り合いのほか、近くの議員さんにも出席を呼びかけたい。 

→各議員には、市から別途開催案内をお渡しする。希望されれば、各テーブルでの話し合いに

入っていただくこともあるが、議員職での発言でなく、地域住民として発言いただくことに

なる。（議員に入っていただくと、参加者が発言しにくくなる、という意見もあり） 

○ 当日の役割分担（進行役、受付など） 

 ・進行：槇本知則さん（委員長として挨拶後、そのまま進行していただくのがよいという意見

が多く、ご本人も了解済み） 

 ・受付：職員のほか、現地で調整（委員の皆さんも早めに会場入り） 

 ・準備：職員が早めに行って準備する。 

■裏面に続く 
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○ 市民ミーティング（廿日市会場）の対話の進め方 

 ・進め方：まちづくり推進室からの概要説明後、当日の出席人数によっては、グループ分けし

て対話する。 

【意見等】 

・人数によって変わるが、グループを作って話し合う方が楽だと思う。グループは来た人数で分

けるしかない。 

 

 

○ パワポ、素案、説明原稿の修正など 

【意見等】 

・５ページの「まちづくり基本条例の役割（イメージ）」のパズルの「自治会」は、「町内会、自

治会」に修正してほしい（発表済み） 

・このパワポの画面コピーでは、薄くて見えない部分があるので、印刷した時点での色合い確認

などが必要である。黄色は明るくてよいが、印刷すると色飛びしやすい。緑色などが良いので

は。 

 

 

○市民ミーティング当日までのスケジュール 

○その他、検討、共有しておかなければならないこと 

・詳細については、煮詰まっていない。職員の方で、各方面への呼びかけも行いながら、進め方

の案を作ったうえで、１/25 に廿日市地域情報交換会の意見交換の状況も聞かせてもらい、交

換会終了後、亀谷さん、竹中さん、宮本さん、千原さんとも協議のうえ、進めていきたい。 
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第８回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年１月１２日（水）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階 会議室 

参加者（市民ミーティング佐伯班） 

 山本和臣、大野宣江、古田正貴、上田光司、佐川智弘、山本裕行 

進行 

    山本裕行 

記録 

   佐川智弘 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

 佐伯地域での市民ミーティングの開催手法等について次のとおり話し合った。 

  （２０：３０～２１：１５） 

 

（協議結果概要） 

○ 開催案内の広報手段、対象と呼びかけ方について 

 ・ 佐伯支所からコミュニティ推進協議会の会長宛にチラシ渡し、正副会長・部会長に呼びか

けるように依頼する。 

 ・ ＰＴＡや女性会などで委員から呼びかける。 

 

○ 当日の役割分担（進行役、受付など） 

 ・ 進行：山本和臣さん 

 ・ 受付：現地で調整 

  

○ 市民ミーティング（佐伯会場）の対話の進め方 

 ・ 進め方：まちづくり推進室からの概要説明後、全体で対話する。 

 ・ 対話の方法としては各地区の４グループに分かれてすすめる意見も出たが、地区相互の意

見交換ができた方が良いため、全体とした。 

 ・ イメージとしては、９月に行った地域コミュニティ推進団体連絡会の進め方。 

 ・ 市民委員会の会議の状況など質問も以前でており、報告や意見交換になるのではと考えら

れる。 

・ 当日、意見がとぎれたり、参加者から発言がない場合は、委員からの会議に参加しての思

いなど話すようにする。そのため、事前に話すことも各自考える。 

・ 当日は市民委員は１８時に集合し、進め方について最終確認する。 

 

○ パワポ、素案、説明原稿の修正など 

  特になし 

 

○ 市民ミーティング当日までのスケジュール 

 

○ その他、検討、共有しておかなければならないこと 

・ 会場は声がよく響くため、人数によっては聴き取りにくい。 
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第８回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

（市民ミーティングの準備の部） 
日時 

平成 23 年 1 月 12 日（水）午後 9 時～ 
場所 

廿日市市役所 7 階会議室 

参加者（グループ名：吉和班     ） 
 委員 ··· なし 

 職員ワーキングチーム··· 栗栖 靖宏、和田 浩 

進行 
 

記録 
和田 浩 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

1 開催案内の広報手段、対象と呼び掛け方について 
 チラシの折込み、行政無線による放送 
 コミュニティよしわへの参加の呼掛け 

2 当日の役割分担 
 進行は、吉和支所地域づくり推進グループ又は市民委員会事務局（まちづくり推進室）が

行う。なお、一旦、支所に持ち帰って協議しておく。 
 当地域の委員である小田委員には、委員会に参加しての感想、条例に対する思い等を述べ

ていただく。 
 石津副委員長にあっては、小田委員の力添えをお願いしたい。 

3 対話の進め方 
 動員は掛けるものの、多数の参加は期待薄であろう。特にグループ分けすることなく、参

加者を一まとめにして進めればよいと思われる。 
4 パワーポイント、素案、説明原稿の修正など 
 パワーポイントの修正箇所 
・ 9 画面目において、主体を表すピースを左右とも同じ形にできないだろうか。 
・ 28 画面目及び 29 画面目において、下方左右の角丸四角形の中の文章を整形して、見え

やすくした方がよいと思われる。 
・ 31 画面目において、スケジュールの流れを表すホームベース形及び四角形の高さをそ

ろえられた方がよいと思われる。 
 素案又は説明原稿の修正箇所 
・ 特になし。 

5 市民ミーティング当日までのスケジュール 
 広報はつかいちへのチラシの折込みを行う。 

6 その他検討又は共有をしておきたいこと 
 （12 月議会の全協において、）栗栖議員から、説明会的な会議にしないような工夫をする

よう意見された。まずは、場の雰囲気づくりに心掛ける。 
 会場は吉和福祉センター地域交流スペースであるが、この程度の広さで十分であろう。 
 資料の細部について意見する人はいないであろう。例えば、まちづくりクラブについて、

新規創設させるのかという質問があれば、コミュニティよしわがそうであり、吉和地域に見

合ったものをしていこうと考えればよいというように答えればよいであろう。 
 廿日市からの往復は、十分気を付けること。4WD であっても、下りで滑ったら（FF 又は

FR と）同じである。 
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第８回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年１月１２日（水）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階 会議室 

参加者（市民ミーティング大野班） 

 槙本知則、小熊鶴雄、中丸建二、藤本益之、中村眞琴 

 倉田 忍、鈴本 昇、藤井健二 

進行 

    倉田 忍 

記録 

   藤井健二 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

 大野地域での市民ミーティングの開催手法等について次のとおり話し合った。 

  （２０：３０～２１：３０） 

（協議結果概要） 

○ 開催案内の広報手段、対象と呼びかけ方について 

 ・1/20 の公衛協で区長が集まので、市民委員の区長から開催案内をする。（チラシ 60 部用

意） 

【意見等】 

 ・動員は必要か 

→どういう人をイメージして、どのように進めるかで変わる。 

・広報手段は 

 →今日のチラシの配布と市広報、HP への掲載。 

・区でチラシが配布できないか 

 →時間的に難しい。（小さい区は可能だが、大きな区は回りきらないので難しい。） 

・このようなことは、みんなに周知しないと区長に聞きに来るし、勝手に進めたと言われる。 

・集会所にチラシを貼ることはできるが、貼っただけになる。 

・チラシを配るよりは、回覧の方が良く見ると思う。 

・西広島タイムスへチラシの折り込みや記事の掲載ができないか。 

 →チラシの折り込みは経費が必要で難しいと思われるが、記事は吉和会場の開催後に掲載して

もらうようお願いしている。 

・チラシを副区長くらいまで郵送することも考えられる。 

・公衛協で区長が集まるので、市民委員の区長から開催案内をする。（チラシを６０部用意する。） 

・たくさん集めたら良いというものでもない。進め方も良く考えないといけない。 

 

○ 当日の役割分担（進行役、受付など） 

 ・進行：藤本益之さん 

 ・受付：現地で調整 

 ・準 備：職員が早めに行って準備する。 

■裏面に続く 
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【意見等】 

・準備は 18:30 集合で大丈夫なのか。 

 →職員が早めに行って準備する。 

・進行役は行政がやってもらいたい。 

 →行政が進めると、対行政のような形になる。職員も行くのでフォローするし、市民委員会の

主催と考えているので、できれば委員で進めていただきたい。 

・槙本委員長がくるので、進行をやってもらってはどうか。 

 →進行は、本当に会の進行であり、｢これから始めます。・・・｣という程度をイメージしてい

るし、読み原稿も作成する。できれば、委員長以外の地元の方で進める形としたい。 

・それでは、若い藤本さんにやってもらいたい。 

 

○ 市民ミーティング（大野会場）の対話の進め方 

 ・進め方：まちづくり推進室からの概要説明後、グループ分けして対話する。 

【意見等】 

・人数によって変わるが、グループを作って話し合う方が楽だと思う。グループは来た人数で分

けるしかない。 

・全体での意見交換にしたら一定の人が言うような形になることも考えられる。 

・想定外のことを予定しておかないといけない。特別な人が言い出したらそちらに振られてしま

う。 

→職員が各テーブルにつくので、いろいろとフォローしたい。 

 

○ パワポ、素案、説明原稿の修正など 

 ・パワポ → まちづくりクラブの参加団体に PTA を入れる。 

【意見等】 

・パワポの内容を変えた方が良い部分がある。例えば、まちづくりクラブの参加団体に（PTA

は声が大きいので）PTA を入れた方が良いと思う。 

・パワポの画面コピーは配るのか。このコピー（当日配布資料）では、薄くて見えない。 

 →配ることになると思う。大きさや色使いなどを変えて、見えやすくする工夫は必要と思う。 

・素案（原案）の修正に合わせて、区の表現を入れた方が良い所もある。パワポや説明原稿につ

いて大野地域に合わせた内容とするため修正したいが可能か。 

 →大きくは変更できないが、他地域と大野地域で違う部分については修正した方が良いと思

う。 

・そのようなことについて検討する機会が欲しい。また、説明原稿も内容を確認するため欲しい。 

 →1/20 の公衛協終了後、集まって内容確認することとする。（説明原稿を委員全員に配布） 

 

○市民ミーティング当日までのスケジュール 

・1/20（木）15:30～（公衛協会議終了後） 大野支所 

説明原稿の内容、修正などについて市民委員と職員で打ち合わせを行う。 

現時点での説明原稿を委員に配布した。 

○その他、検討、共有しておかなければならないこと 

・パワポ、素案原案での「区」の表現方法 
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第８回（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年１月１２日（水）１９時～ 

場所 

廿日市市役所 ７階 会議室 

参加者（市民ミーティング宮島班） 

 岩藤綾子 石津直子 木下英治 山福美佳 

進行 

    木下英治 

記録 

   山福美佳 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

宮島地域での市民ミーティングの開催手法等について次のとおり話し合った。 

  （２０：３０～２１：３０） 

 井上委員には、翌日、協議結果を報告し、意見もいただいた。正木委員には、井上委員から報

告してもらった。 

（協議結果概要） 

○ 開催案内の広報手段、対象と呼びかけ方について 

・ コミュニティ推進協議会の会員に開催案内を通知する。（チラシ＋案内文をできるだけ手渡

しする。３４人） 

・ 企業インタビュー、知事の宝探しに参加してくださった方への案内(７人) 

※やまだ屋、藤い屋、商工会青年部、郵便局、漁協、宮島クリニック尾形先生、おひさま

パン工房野村さん 

・ 商工会等への案内(3 人) 

※商工会事務局長、菊川さん、菊地さん 

・ 市民センターだより 2 月号に掲載する。 

 

○ 当日の役割分担（進行役、受付など） 

 ・進行：岩藤綾子さん 

 ・受付：職員 

○ 市民ミーティング（宮島会場）の対話の進め方 

・ 進め方：まちづくり推進室からの概要説明後、グループ分けして対話する。市民委員や職

員の数が限られているので、２グループくらい。集まった人数が少人数の場合は、グルー

プ分けしない。 

・ 宮島から参加している市民委員から参加してみての思いなどを発言してもらう。 

・ ｢宮島地域のまちづくり｣に焦点をあてたような対話にしたい。 

・ 職員や市民委員が手分けをして、模造紙にポストイットを貼っていく。 

 

○ パワポ、素案、説明原稿の修正など 

・ パワポの画面コピーは配ってほしい。 

 →配ることになると思う。大きさなどは変わるかもしれない。 

■裏面に続く 
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・ パワポの説明をわかりやすくするために、大きなまとまりごとに、素案のどのベージにつ

いて話しているのかを確認しながら、話を進める必要がある。そうしないと素案は読まれ

ない。また、区切りがないと話についていくのが大変で、内容を消化しきれないと思う。 

・ 説明原稿が書き言葉になっているので、話し言葉に直して、もっと分かりやすくできない

か。 

・ 「廿日市でんでん虫計画」というキーワードがパワポに載っているので、素案にも掲載し

て欲しい。 

 

○市民ミーティング当日までのスケジュール 

・十分細部まで詰めていないので、メールのやり取りで今後詰めていく。 

 

○その他、検討、共有しておかなければならないこと 

・ 対話の進め方 

・ できれば、宮島地域に先行して行われる吉和地域、佐伯地域で出た意見など事前に教えて

いただけたら、ありがたい。(井上委員) 

・ 船の時間があるので、8 時３０分の終了厳守で進めたい。(井上委員) 
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第９回会議の記録 2011(平成 23)年 2 月 7 日 廿日市市役所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今日の感想】 
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第９回プラスワン会議の記録 2011(平成 23)年 2 月 26 日 廿日市市役所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ａグループ】 

【Ｂグループ】 



 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ｃグループ】 

【Ｄグループ】 
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【今日の感想】 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年２月２６日（土）９時３０分～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名： 廿日市会場 ） 

板本麻美委員、熊谷 操委員、槇本知則委員、千原保仁委員、山根義広委員、吉武英彦委員、 

川下晃一、澤岡由起子 

進行 澤岡由起子 記録 澤岡由起子 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

○ 市民ミーティングにおける意見（ミーティング発言分、意見用紙分）のうち、廿日市会場分

について、「対応の分類（Ａ～Ｅ）・考え方」の内容を説明し、確認した。 

 

【結論】 

・記入されている分類、内容で良い。 

・修正意見ではないが、「企業・民間事業所の役割」（Ｐ３、20 行）の追加修正案「②雇用や経

済活動を通じて地域のまちづくりに貢献します。」は、「雇用」といった具体的な表現ではなく、

他の主体の表現と同様に、もっと総合的な表現の方がいいと考える。 

 

【話し合いのポイント】 

・「企業・民間事業所の役割」の追加修正案には、「雇用」といった具体的な言葉を入れているが、

条例ができた後、皆でめざす姿を実現していくため、それぞれの主体が各持分（活動分野）を

生かして、様々な活動を進めていくことを期待しており、「雇用」だけではないと思う。地域で

の出張販売などの活動も、実際に効果があり、期待したい。 

・素案原案は条例に望む内容であり、現時点では、市民委員会の意見として反映部分がわかりや

すいという点で、「雇用」としておく案でもよいと思うが、今後、修正案を検討する際などに表

現を考えていく必要があるのではないか。 

 

★発表の要旨（発表者：川下） 

・廿日市会場グループとしては、修正点なし。 

・ただし、「企業・民間事業所の役割」に追加する修正案には、「雇用」といった具体的な言葉で

なく、他の主体の表現と同様に、もっと総合的な表現を検討する必要があると考える。 

 

□裏面に続く 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年２月２６日（土）９時３０分～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名： 佐伯会場グループ ） 

今田圭宗、佐川智弘、山本裕行 

進行 山本裕行 記録 佐川智弘 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

○ 市民ミーティングにおける意見（ミーティング発言分、意見用紙分）の事務局が調整した内

容を説明した。 

  調整した内容については了承された。 

  新たに、追加の対応意見として、市民の役割として子どもから大人まで、全員が参加できる

ような内容を記載してほしい。と意見があり、佐伯会場の追加の対応意見とした。 

 

★発表の要旨（発表者：   ） 

□裏面に続く 
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第９回プラスワン（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

（市民ミーティング吉和会場） 
日時 

平成 23 年 2 月 26 日（土）午前 9 時 30 分～ 
場所 
廿日市市役所 7階会議室 

参加者（グループ名：吉和班     ） 
 委員 ···石津 直子 

 職員ワーキングチーム ··· 栗栖 靖宏、和田 浩 

進行 
和田 浩 

記録 
和田 浩 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 
 

和田から、市民ミーティング（吉和会場）における意見の素案原案への対応について、第 9 回会

議から変更した箇所を説明する。（⇒委員及び職員とも了承） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★発表の要旨（発表者：          ） 
 
（※ なし） 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年２月２６日（土）９時３０分～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名： 人材育成グループ ） 

千原保仁、和田 浩、澤岡由起子、佐川智弘 

進行  和田 浩 記録  佐川智弘 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

◎ Ｐ４、８行目以降の「人材育成」を「人づくり」という表現に修正する。 

  ⇒ タイトルを「人材育成」としただけであり、「人材育成」や「人材発掘」を含めてこれ

まで協議してきた。「人づくり」という表現に変更してもよいと思う。 

◎ Ｐ６、５～１１行目【具体策の提案】に次の下線のとおり修正、追記する。 

 ・ 地域では、楽しくワクワク・・・・・・・伝統的な祭りを復活させたりして、中堅世代（３

０代、４０代、５０代）の参加を促進する。  

⇒ 当初の意見の「若年層」とは、リタイヤ組から見た若年層であり、３０代～５０代の

ことを意味していたが、素案では内容のとらえ方が変わったか。 

⇒ ３０代～５０代の人たちを「後継者として育てる。」「いかにして事業に参加させるか。」

「その人たちが参加できる場づくり。」という意見があったが、素案の中にない。 

・ 持っている知識、技能等を生かして、地域活動に参加する。 

⇒ 民間企業を退職した人の持っている知識、技能を地域で生かそうという意見があった

が、素案の中にない。もちろん、退職者だけでなく、現役の人たちも含めていいと思う。 

◎ P４、１２行目 主体の関係の、学校と地域が「協力」という表現を双方向という面を濃く

表現することについては、素案のとおりとし、変更、修正しない。 

   ⇒ 「双方向」という意味合いは、「協力」という言葉に含まれていると解釈できる。 

★ 発表の要旨（発表者： 和田 ） 

○ 「人材育成」については、タイトル、テーマが「人材育成」になっただけであり、これまで

も「人材発掘」「人づくり」を含めた意見交換をしていたので「人づくり」に変更してもよいと

思う。 

○ 人材を育成する中で「３０代、４０代、５０代の人たちをどのようにしてまちづくりに参加

させ、後継者として育てるか。」という意見があったが、素案に反映されていないので【具体策

の提案】として盛り込む。 

○ 意見用紙の中に「無趣味で人つきあいのない・・・」という意見もあったが、「退職者、現役

を問わず民間企業で培った専門性を地域づくりに生かす。」という市民委員の意見が素案に反映

されていないので【具体策の提案】として盛り込む。 

○ 「双方向」という意味合いは、「協力」という言葉に含まれている。言葉遊びになるので、こ

のままでよいのではないかと思われる。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年２月２６日（土）９時３０分～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名：Ｂグループ） 

石津直子、板本麻美、栗栖靖宏、木下英治、川本誠 

進行 木下英治 記録 木下英治 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

●修正案の検討項目 

・市民ミーティングにおける意見（ミーティング発言分、意見用紙分）で、市民委員会におい

てＡに位置付けた次の５つの項目。 

  （１）「協働のまちづくりでめざす姿」→ 1/14 頁（Ａ）の３項目 

  （２）「地域特性を生かした連携」  → 8/14～9/14 頁（Ａ）の２項目 

 

●修正案（発表したもの） 

（１）P２、２０行目 

  （修正前）「一つの家族」としてつながり、「はつかいち」が好きと思える、・・・ 

  （修正案）「一つの家族」としてつながり、住んでよかったと実感でき、「はつかいち」が 

       好きで誇りが持てる、・・・ 

（２）Ｐ４、１７～１８行目 

  （修正前）町内会・自治会・組などを基礎に、・・・重層的なまちづくりが本市の特徴です。 

  （修正案）本市では、町内会・自治会・組などを基礎に、・・・重層的なまちづくりとなって 

       います。 

（３）Ｐ４、２４行目 

  （修正前）こうした各地区・地域におけるまちづくりを、多様な主体が・・・ 

  （修正案）こうした各地区・地域におけるまちづくりを、市内・市外にかかわらず、多様な

主体が・・・ 

 

●議論のポイント 

①「協働のまちづくりでめざす姿」の中で、意見にあった「住みやすい」という言葉の追加に

ついて議論。 

  →直観的には、素案(原案)の一番下に記述している「安心して暮らせる安全なまち」に言葉

を追加したら良いイメージだが、何か違う気がする。 

→「住みやすい」とは何か。ハードのイメージがあるが、「こころ」の部分ではないか。ここ

に書いてある文章全体を表現するものではないか。 

  →「こころ」の部分を大切にするため、素案(原案)の一番上の文章に追加する。また、「住み

やすい」というハード面をイメージする言葉ではなく、「住んでよかった」の「こころ」を

示す表現に修正する。 

■裏面に続く 
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 ②「地域特性を生かした連携」の中で、まちづくりに関心を持ち貢献している「市外の人」を 

  どう書き込むかについて議論。 

  →素案のどのパートに書き込むのか意見が分かれた。 

   ※まちづくりの活動主体（担う役割）・・・市民に位置づけたらどうか。 

   ※まちづくりの活動主体（関係）・・・「地域特性を生かした連携」の市域全体のまちづく

りの視点から整理できないか。 

   ※協働のまちづくりの仕組み（人材育成）・・・「人材発掘の場づくり、きっかけづくり」

の中で「具体策の提案」の一つとして追加して整理できないか。 

   ※協働のまちづくりの仕組み（地域特性を生かした連携）・・・「市域全体のまちづくりを   

うまくつなげ、進めていくために」の中で「具体策の提案」の一つとして追加して整理

できないか。 

  →テーマ系活動団体、ＮＰＯには「市外の人」もいる。 

  →人材発掘といっても、意見のあった宮島では、現に市外の人が宮島をフィールドにまちづ

くり活動を実践している。 

  →これまでの会議で出ている意見の内容を踏まえ、活動主体の関係で整理することが適当と

いうことになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★発表の要旨（発表者：石津 ） 

 前述のとおり、修正案として３項目を発表。 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年２月２６日（土）９時３０分～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名： Ｃグループ ） 

今田圭宗、吉武英彦、槙本知則、熊谷 操、藤井健二、山本裕行、山福美佳 

進行 藤井健二 記録 藤井健二 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

 

○ 市民ミーティングにおける意見（ミーティング発言分、意見用紙分）でその他の意見として

出された意見のうち、市民委員会においてＡに位置付けた意見について整理した。 

  実際の作業としては、出された意見をキーワードとして整理し、Ｃグループ各委員の意見を

付け加え、文章化した。 

  なお、素案に追加する項目は、協議の結果、本件は素案から条例に望む内容であり、仮置き

のとおり｢その他条例に望むこと｣が良いということで整理した。 

 

（キーワード整理） 

 

 ・ 条例の表現等について 

① 分かりやすい表現、簡単なもの 

② 条例が端的に行動につながる（分かりやすい条例） 

③ 集約化・シンプル 

④ 中学生にも理解できる 

⑤ やわらかい条例名 

 

 ・ 条例の実行性の確保について 

  ① 実行性（次のステップに取り組む仕組みを検討） 

  ② 作っただけにならないように 

  ③ 条例を元に仕組みを作る 

  ④ きちんと取り組みを検討する 

  ⑤ 条例が具体的な取り組みにつながる 

  ⑥ 中身をどうするか考えてほしい 

  ⑦ 各学校でできた条例を取り上げてほしい 

  ⑧ 市主催で勉強会 

 

・ 条例の進行管理、達成度の評価について 

  ① 進行管理が必要   

 

■裏面に続く 
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  ② 具体策のスケジュールに応じた達成度のチェック 

③ 市民委員会で定期的に評価（市民が分かる、実感できる） 

  ④ 進捗状況の評価 

⑤ 運用委員会の設置 

⑥ 達成がどこまでできるか確認 

  ⑦ 市民で見守り委員会 

 

・ 条例の見直しについて 
  ① 推進しながら訂正、変更 

  ② 制定後の見直し 

  ③ 条例の見直し（時代とともに） 

 

 

（キーワードを文章化） 

 

 ○ かた苦しくない条例名とする。 

 ○ 条例の文章は、分かりやすく簡単なものとする。 

 

 ○ 条例を作っただけとならないよう、具体的な取り組みを考え、実行する。 

 

 ○ 条例を広めるため、行政、地域、学校で勉強会などを行う。 

 ○ 分かりやすいパンフレットを作る。 

 

 ○ 条例の進行管理をする。（目標に対する達成度や評価など） 

   （※全体確認で、｢条例の進行管理をし、公表する。｣に修正） 

 

 ○ 条例は、時代に合わせて見直しをする。 

 

 ○ 具体的な取り組み、進行管理、見直しを行う委員会をつくる。 

 

★発表の要旨（発表者：今田 ） 

 上記のキーワードを文章化した内容を発表 
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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 記録 

日時 

平成２３年２月２６日（土）９時３０分～ 

場所 

廿日市市役所７階会議室 

参加者（グループ名： Ｄグループ ） 

中村眞琴、藤本益之、山根義広、川下晃一、倉田 忍 

進行 倉田 忍 記録 倉田 忍 

★重要なポイント（条例の素案検討、今後の展開に向けて必要な項目） 

○ 市民ミーティングにおける意見（ミーティング発言分、意見用紙分）分類をＡ（意見を反映

し原案を修正する）としたものについての修正案を作成した。 

○ Ｄグループに関連した修正はなし。「まちづくりの活動主体（担う役割・関係）」の「企業、

民間事業所」、「学校（大学）」についての修正案を作成した。 

 

【企業・民間事業所】（話し合いのポイント） 

・ 市民ミーティングの意見「雇用」や「納税」について、これらを含めたものとして「企業活

動」と表現してはどうか。 

・ 「地域貢献」について、「地域」と表現すると思い浮かべる範囲がそれぞれ違うと思う。役割

としてなら「まちづくり」としたほうがよい。 

・ 「企業市民」がよくわからないので、「市民の一員として」や「地域の一員として」とはっき

り書いたほうがよい。 

 

（結論：修正案） 

市民の一員として、企業活動を通じてまちづくりに貢献する。 

 

 

【学校】（話し合いのポイント） 

・ 大学側の「地域貢献」について、大学の持つ専門性だけでなく、学生が地域活動に積極的に

参加してくれるということも地域貢献の一つだと思う。 

 →若者の参加については、「人材育成」のテーマで議論されており、仕組みの検討において、具

体策の提案にもある。市民ミーティングの意見からそのあたりまで読み取り、書き込むかどう

か。 

・ 市民ミーティングの意見からすると、専門性を生かすだけでなく、地域に貢献したいという

気持ちが大学側にもある、ということだと思う。 

・ 「協定締結」について、協定締結をしている大学に限るという意味に取れるが。 

 →限定しているわけではなく、まずは協定締結している大学からということである。 

 

（結論） 

 大学（協定締結）の専門性を生かすとともに、地域貢献する。 

 

■裏面に続く 
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【市民（個人）】（話し合いのポイント） 

※ 会議前半の「市民ミーティングの意見に対する考え方の確認」において、佐伯会場からの意

見を踏まえて修正案を検討した。 

 

・「みんなが参加」という意味が伝わるように、「子どもから大人まで」としてはどうか。 

 

（結論） 

 子どもから大人まで地域活動に積極的に参加します。 

★発表の要旨（発表者：藤本） 

 上記の結論を発表 
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第 10 回会議の記録 2011(平成 23)年 3 月 7 日 廿日市市役所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今日の感想】 




