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(3) 市民ミーティングにおける意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年3月8日現在

（仮称）廿日市市まちづくり基本条例市民ミーティング　会場における発言意見

番号 会場名 意見概要

佐伯会場
(2/2)

・　「はつかいちが好きと思える、」を「好きで誇りが持てる」と
するほうが良いのでは。

Ａ

「誇り」という言葉からこれまで培った歴史的な背景やこのま
ちが好きという強い思い、積極さがうかがえるため、追加し
ます。

　素案原案P2､20行目加筆
　「『はつかいち』が好きと思える」 → 「『はつかいち』が好
きで誇りが持てる」

大野会場
(2/4)

・　廿日市市に住んでよかったと思われることが第一の基本
であると思う。

Ａ

　「住んでよかったと思うまち」「住みやすいまち」という意見
が数件あり、追加します。

　素案原案P2､20行目加筆
　「住んでよかったと実感でき、」

廿日市会場
(2/1)

・　地区の役員をやっているが、人と人とのつながりの輪を
どう広げ、生かしていくかが大切。 Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において、「人と人
のつながり、地域や地区のつながりの大切さ」について議
論し、原案で対忚しています。

佐伯会場
(2/2)

・　コミュニティを立ち上げた時からつながりは大切だと思っ
ている。
・　昔は、近所の人に手伝ってもらって農作業や葬儀もして
いたが、今は、絆も尐なくなってきている。浅原地域は、高
齢化ではなく高齢社会。地域が弱っている。浅原地域のコ
ミュニティは、絆をつくっているところである。

Ｂ

　「絆」という言葉はやや重く感じるという議論があり、「つな
がり」と表現し、原案で対忚しています。

佐伯会場
(2/2)

・　廿日市市の中でお互いの地域を知ること、良くしていこう
という気持ちが大切。その中でお互いができることを考えれ
ばよい。

Ｂ
　「協働のまちづくりでめざす姿」において「地域特性を生
かしながら、市民が集い、『一つの家族』としてつながり、」と
表現し、原案で対忚しています。

佐伯会場
(2/2)

・　「お互いさま」という言葉を大切にして、どんどん発信して
ほしい。

Ｂ
　「協働のまちづくりでめざす姿」において「お互いさま」と表
現し、原案で対忚しています。

佐伯会場
(2/2)

・　誰でも、いつでも、どこでも、助け合えるまち。助けてもら
えるまち。（すすんで人を）助ける地域をつくれば、誰もが
「助けて」と言えるようになる。

Ｂ
　「協働のまちづくりでめざす姿」において「何でも言い合え
る」と表現し、原案で対忚しています。

佐伯会場
(2/2)

・　このような場に若い人がいない。若い人が入ってこれる
ように変えたい。そんな佐伯地域、廿日市市にしたい。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」において「あらゆる世代が
話し、参加できる」と表現し、原案で対忚しています。今回
の佐伯会場における市民ミーティングは、コミュニティを中
心に声かけをしたため、若い人の参加が尐なく、PTAや育
成会への声かけも必要であったと感じています。

大野会場
(2/4)

・　「はつかいちが好き」という言葉があるが、価値観の押し
つけはどうかと思う。言葉遊びになってはいけない。

Ｂ
　「好きと思えるような」という表現であり、価値観の押し付け
とならないよう配慮しています。

大野会場
(2/4)

・　中学生を巻き込んでいるのは、伝統文化を継承し、大人
になったときにこの地域に帰ってきてもらいたいという思い
で取り組んでいる。（→「はつかいちが好き」と一致）

Ｂ
　「子どもの育成」の検討において議論し、原案で対忚して
います(P5､15～19行目)。

大野会場
(2/4)

・　掃除が行き届いたまち、あいさつのできるまち、こんなこ
とが絆につながると思う。 Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において「ごみのな
い自然豊かなまちでありたい」という意見があり「豊かな自
然環境の中」と表現しました。原案で対忚しています。

大野会場
(2/4)

・　「協働のまちづくり」は行政から出た言葉だと思う。今一
つよく理解しにくい。 Ｃ

　市民委員会では｢協働のまちづくり｣について議論してき
たところです。啓発の取り組みを検討する段階での参考意
見とします。

大野会場
(2/4)

・　地域の現状は、隣近所の関係でさえ希薄になっていて、
このような状態のまま「つながりが大切」といっても、心に響
くかどうか疑問に思う。（防災を切り口に隣近所の関係づく
りに取り組んでいるがうまくいっていない）

Ｃ

　地域における関係を築くために防災を切り口にすることな
どついて、取り組みを検討する段階での参考意見としま
す。

大野会場
(2/4)

・　議会議決を経ている廿日市市の市民憲章との関係が大
切だと思うがどうか。
　→（回答）素案原案は、市民委員さんから出た様々な意
見を集約しまとめたもの。市民憲章との関係は職員ワーキ
ングメンバーの中では議論にもなり頭の中にはある。最終
的な条文づくりは、次年度設置予定の起草委員会で、この
素案をもとに更に議論を深めていくこととなる。

Ｃ

　市民憲章との整合については、条文化の段階での参考
意見とします。

意見への対応（反映の区分）
　Ａ：意見を反映し、原案を修正する
　Ｂ：既に原案で対応している
　Ｃ：案の修正はしないが、実施段階（条文化、取り組み検討）で参考にする
　Ｄ：意見を反映しない
　Ｅ：その他

市民委員会の対応・考え方（案）

１　「協働のまちづくりでめざす姿」に関する意見
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２　まちづくりの活動主体（担う役割）に関する意見

番号 会場名 意見概要

廿日市会場
(2/1)

企業・民間事業所
・　この内容では、まちづくり基本条例というよりも現状の確
認にしか見えず、町内会などとの連絡の場づくりぐらいにし
か思えない。人口減尐や尐子高齢化に対忚するために
「雇用と納税」といった視点が必要。
・　ボランティアだけが企業ができる地域貢献ではないと思
う。地元の雇用を増やすこと、納税を増やすことなど、企業
活動を通じたまちの活力づくりも担っていると思う。（民間事
業者）

Ａ

　委員会では議論を深めることのできなかった点ですが、
今年度、市（地域協働課）が行った「市内企業インタ
ビュー」への回答でも同様のご意見をいただいています。
働く場所があることについては「協働のまちづくりでめざす
姿」の検討において議論し「にぎわい」「“生活”の安心」「青
尐年の存在感が感じられるまち」と表現しましたが、企業活
動を通じたまちの活性化という視点を、活動主体の担う役
割で明確に表現します。

　素案原案P3､21行目修正
　「①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。」

宮島会場
(2/3)

学校（大学）
・　広島経済大学が島内の民間所有建物を購入した記事
が掲載されていた。大学側は地域貢献という思いがある。 Ａ

　地域貢献の視点を追加します。

　素案原案P3､23行目加筆
　「とともに、地域貢献する。」

廿日市会場
(2/1)

職員
・　相談に行ってもなかなか返答がない。われわれの悩み
を聴き、要望に対して「できない」「ダメ」だけでなく、いい
キャッチボールをして「できる」ようにする努力をしてほしい。

Ｂ

　市民との対話や職員の仕事の進め方・姿勢については、
「まちづくりの活動主体」の「行政（職員）の担う役割」で議
論し、原案で対忚しています。また、「人材育成」の「市職員
の育成」の取り組みを検討する段階での参考意見としま
す。

廿日市会場
(2/1)

職員
・　市役所ＯＢや市職員が、地域活動に参加していない。こ
ういった状況でまちづくりが進むのか。かけ声だけではダ
メ。

Ｂ

　「まちづくりの活動主体」の「行政（職員）の担う役割」で議
論し、「地域活動に積極的に参加」で原案で対忚していま
す。

廿日市会場
(2/1)

市民
・　誰かに何かをしてもらうというより、市民一人ひとり、赤
ちゃんからお年寄りまで、まちづくりに自分ができることで参
加する姿勢が大事。まず、お互いにあいさつをしあうこと、
「ありがとう」と言いあうことである。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において、「あらゆ
る世代が話し、参加できる機会をつくること」や「内面的な環
境である人間関係の充実が必要」で議論し、原案で対忚し
ています。
　また「市民（個人）が担う役割」でも議論し、「地域づくりの
主役として、自分の周りのことに関心、興味を持つこと」と表
現しています。

宮島会場
(2/3)

支所
・　市民の声を聞く窓口を置いてほしい（相談窓口、投書
箱）。そこで市民の意見を吸い上げ、課題によって、地域コ
ミュニティに返していって欲しい。

Ｂ

　市役所の窓口一元化については、「協働のまちづくりの
仕組み（ルール、活動支援策）」において議論し、原案で対
忚しています(P7､16行目とP8､28～P9､2行目)。

宮島会場
(2/3)

市役所･支所
・　宮島地域では住民同士は顔見知りだが、役所の方に近
づきにくい、意見を出しにくいというのがある。住民の意識
改革が必要。

Ｂ

　「市民が担う役割」の検討において議論し、原案で対忚し
ています(P3､6～7行目)。

大野会場
(2/4)

・　ある程度、公民館に権限を任せて、柔軟に使えるように
してほしい。

Ｂ
　「市民センターの担う役割」の検討で議論し、原案で対忚
しています(P4､1～3行目)。（現在も柔軟に使っています。）

宮島会場
(2/3)

・　市全体として、地域への理解を進め、行事へも参加する
など職員の意識改革が必要ではないか。

Ｂ
　「まちづくりの活動主体」の「職員が担う役割」で議論し、
原案で対忚しています(P3､25行目)。

宮島会場
(2/3)

（コミュニティ）
・　コミュニティや地域の方々には、宮島幼稚園児をはじ
め、親世代にも色々なことを教えてもらいお世話になってい
る。子どもと地域の人が顔見知りになり、子どもの方からあ
いさつが交わされている。

大野会場
(2/4)

・　地域内で隣近所がお互いの面倒を見あえるような関係
を作らないといけないと思う。

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

市民センター
・　バイパスの役目を果たす→現在の市民センターの体制
は正規職員１人、本当に市民センターを拠点とした取り組
みができるのか疑問
　→今後検討していかなければならない課題である。モデ
ルとして取り組んでいる佐方市民センターの地域運営に向
けた動きもある。

Ｃ

　市民センター運営の体制については、現段階で市民委
員会が追究できる内容ではないため、今後、取り組みを検
討する段階での参考意見とします。

宮島会場
(2/3)

支所
・　総代会の事務局をしてくれて助かっている。宮島地域
は、旧宮島町時代から、行政と市民の協働はできていた。

Ｃ
　地域の実情に忚じた連携方策について、取り組みを検討
する段階での参考意見とします。

宮島会場
(2/3)

職員
・　職員が行事に参加するとなると、勤務時間中はどうか、
勤務時間外はボランティアなのか時間外手当を出すのかと
いった問題がでてくる。そこを整理しないといけない。

Ｃ

　職員の行事参加における勤務時間及び勤務時間外の取
扱いについて、取り組みを検討する段階での参考意見とし
ます。

宮島会場
(2/3)

企業･民間事業所
・　宮島の就労者が地域行事に参加するためには、経営者
の理解を得る必要がある。企業の地域貢献意識をどう高め
るか。

Ｃ

　企業の地域貢献意識の高揚にかかる経営者の理解促進
について、取り組みを検討する段階での参考意見としま
す。

宮島会場
(2/3)

・　寮に入っている人は、出入りが激しく、市民になりえてい
ない。

Ｃ
　地域課題の意見であり、取り組みを検討する段階での参
考意見とします。

市民委員会の対応・考え方（案）

Ｂ

　「コミュニティ推進団体・区が担う役割」の検討で議論し、
原案で対忚しています(P3､10～15行目)。
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番号 会場名 意見概要

大野会場
(2/4)

・　地域がそれぞれの地域をきれいにすることが大切。
Ｃ

　地域をきれいにすることなどについて、取り組みを検討す
る段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

（市民）
・　　「ちがう」と思うところは何もないし、もっともだと思うが、
教科書を読んでいるようで、心に入ってこない。

Ｃ
　条文化の段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

（市民）
・　役職についていれば（例えば、町内会長、組長など）、
その役割を果たすべく活動するが、それが終われば、その
役割を果たすという気持ちもなくなってしまうので、広がりが
ない。

Ｃ

　実情はこうだということの意見であり、条例によって、このよ
うなことが尐なくなれば良いと思います。取り組みを検討す
る段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　若い人（３０～４０才）に区の行事に参加してもらえない。
従来からの悩みであり、解決策があれば教えてほしい。特
に男性。

Ｃ
　男性は忙しいばかりでなく、やる気の問題もあるようです。
子どものころからの教育も大切であり、取り組みを検討する
段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　協働は良いことだと思うが、地域だけではやっていけな
いものであり、最終的には行政が責任を持つことが必要だ
と思う。

Ｄ
　それぞれの役割を果たしながらまちづくりを進めるよう議
論しており、行政だけが責任を持つものではないと考えま
す。

番号 会場名 意見概要

大野会場
(2/4)

・　地域と学校が双方向の関わりを大切にしてもらいたい。
地域が学校に入り、学校も地域に出ること、両方向が大切
である。 Ａ

　　「協力」という表現にとどまらず、双方向という面を濃く表
現します。

　素案原案P4､12行目加筆
　「協力して」 → 「互いに協力して」

吉和会場
(1/26)

・　大雪のときには、高齢者にとっては屋根の雪下ろしが問
題になる。吉和地域にあっては、他地域からの協力が必要
となることを条例に反映されたい。（コミュニティよしわ会長）

Ｂ
　「地域特性を生かした連携」の検討において議論し、原案
で対忚しています(P4､21～25行目)。

吉和会場
(1/26)

・　学校前の除雪では、地元の建設会社の協力を得てい
る。学校は、地域の協力で成り立っているが、地域で今、必
要なことが反映できている条例になるとよい。（吉和小学校
教頭）

Ｂ

　「地域特性を生かした連携」の検討において議論し、原案
で対忚しています(P4､21～25行目)。

佐伯会場
(2/2)

・　これから地域がどういうふうに発展するのかと夢見るのは
難しいが、行政と一体となってやっていけばいいものができ
るのではないか。

Ｂ
　地域と行政（支所）が連携・協力しながらまちづくりを行う
ことが大切であることは　「地域特性を生かした連携」の検
討において議論し、原案で対忚しています(P4､21～25行
目)。宮島会場

(2/3)
・　条例の素案に書いてあることは、既に宮島地域ではでき
ている。長い歴史のある総代会（広報配布、まつり）や、コ
ミュニティ推進協議会（防災、安心・安全）で各団体、行政と
連携しながら地域課題に取り組んできている。

Ｃ

　地域における具体的な実践事例として、取り組みを検討
する段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　大野西小学校区（５区～１０区）において、各種団体が
参画し、学校支援地域本部を設置し、活動している。

Ｃ
　このようにやっているという報告意見であり、取り組みを検
討する段階での参考意見とします。

(1) 人材育成

番号 会場名 意見概要

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　人材育成→人材「発掘」にポイントをおくべき。人材はい
ないわけではない。

Ａ

　「育成」も「発掘」も両方大切だと考えています。また「育
成」という言葉の語感は、上からの目線といった印象を受け
ます。

　素案原案P4､5行目･8行目ほか、検討テーマ修正
　「人材育成」 → 「人づくり」

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　退職する世代の人たちを巻き込みたい。退職前の５５歳
から助走期間を考慮しておく必要がある。退職者に対する
行政の後押しが必要。

Ａ

　退職後の地域活動への参加については「人材発掘の場
づくり、きっかけづくり」の検討において議論していますが、
その具体策に追加します。

　P6､7行目加筆
　「中堅世代（30代・40代・50代）の参加を促進」
　P6､12行目追加
　「・　持っている知識・技能などを生かして、地域活動に参
加する。」

宮島会場
(2/3)

・　会合に若い人が出てきて欲しい。青年会などを考えた
い。

宮島会場
(2/3)

・　若い人の意見をどう取り入れていくかが課題。

宮島会場
(2/3)

・　学生など若い人を巻き込んでどうまちづくりに生かしてい
くかが課題。

大野会場
(2/4)

・　若い人が集まりやすい、参加しやすい仕掛けが必要。

大野会場
(2/4)

・　今の地域活動は、団体のリーダーなど一部の人が担っ
ており、若い人を巻き込むことが大事であり、若い人とのつ
ながりが大切である。

大野会場
(2/4)

・　行事に人が集まらない。30～40歳代を何とか巻き込みた
い。どういうＰＲを行ったら効果があるか。

市民委員会の対応・考え方（案）

３　まちづくりの活動主体（関係）に関する意見

市民委員会の対応・考え方（案）

４　協働のまちづくりの仕組み（ルール、活動支援策）に関する意見

市民委員会の対応・考え方（案）

Ｃ

　　「若年層の育成」の検討において同様の議論があり、原
案で対忚しています(P5､20～26行目)。
　若い人を巻き込んだまちづくりについて、取り組みを検討
する段階での参考意見とします。
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番号 会場名 意見概要

佐伯会場
(2/2)

・　「子ども」「高齢者」「防災」を中心としたテーマの事業で
協力を呼びかけると人は動く。

佐伯会場
(2/2)

・　要援護者避難支援計画を民生委員が中心となって作成
しているが、災害時をテーマとした事業をすれば人（団体）
は集まる。

佐伯会場
(2/2)

・　つながりは大切であるが、地域の団体同士をつなぐのは
難しい。子どもを中心とした事業をすることで、いろいろな
団体が協力し、家族、親戚、地域の人も集まる。そうすれば
お互いに顔を見ることができ、知り合える。（例えば、グラウ
ンドゴルフ、参加型の夏まつりなど）

佐伯会場
(2/2)

・　浅原では、敬老会は、保育園、小学校など全体でやっ
ている。夏まつりは地域の若い人のグループ、宗箇まつり
には小学生が関わっている。

宮島会場
(2/3)

・　市民センター企画運営委員会主催（市民による自主企
画）の歌声喫茶だけは、参加者が格段に多い。老人クラブ
の健康マージャンも参加者が多い。人材育成と言っても一
筊縄ではいかない。まずは、人を集める場づくりが必要。

大野会場
(2/4)

・　これまでに関わっていない（協力してもらっていない）人
にどう関わってもらうか、「発掘」の視点がもっと必要だと思
う。

宮島会場
(2/3)

・　移住前からも移住してからも、住民の人とコミュニケー
ションを図り、じっくりと関係づくりをしてきた。近辺の人に教
えてもらいながら地域になじもうとしている。

Ｃ
　近隣の人との関係づくりについて、取り組みを検討する段
階での参考意見とします。

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　女性の人たちを活動に巻き込みたい。企業は、女性が
働きやすい職場づくりをする。（ワークライフバランス、育メン
など）

Ｃ

宮島会場
(2/3)

・　結婚して外から入ってくる女性の意見は貴重。葬式の炊
き出しなどの共同作業を通じて地域になじんでいたが、最
近はそういうことが減った。

Ｃ

宮島会場
(2/3)

・　子どももいなくなり、生産人口も減っているため、町内会
も衰退してきている。自治が機能しない、総代のなり手がい
ないという課題をもつ町内もある。

Ｃ
　町内会に関する具体的な諸課題について、取り組みを検
討する段階での参考意見とします。

宮島会場
(2/3)

・　広島経済大学が島内の民間所有建物を購入し、地域貢
献の思いがある。宮島は夜の観光に乏しいとの声がある。
例えば、後継者に悩んでいる宮島踊に着目し、大学生を巻
き込み、土・日の夜に実施することで、後継者、そして夜の
観光にも寄与するのではないか。

Ｃ

　まちづくりの担い手としての大学生の確保について、取り
組みを検討する段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　区長を中心に各区でいろいろな活動している。子どもの
育成についても取り組んでいるが、（子どもの）参加が尐な
い。学校も地域行事に参加してほしい。

Ｃ
　地域課題の意見であり、取り組みを検討する段階での参
考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　「若手の人材育成」が大切と思い、中学校を巻き込んで
いるが、塾や受験があり、継続的に巻き込むということがで
きない。保護者世代の理解が必要である。

Ｃ
　保護者世代の理解について、取り組みを検討する段階で
の参考意見とします。

(2) 地域特性を生かした連携

番号 会場名 意見概要

佐伯会場
(2/2)

・　Ｐ４の地域特性を生かした連携で「廿日市市の特徴」と
言い切る理由を説明をしてほしい。
・　重層的なまちづくりがしたいということから「つながり」が
出たと理解している。それを特徴とするのであれば、「つな
がり」が見えてこないと思う。

Ａ

　「廿日市市の特徴」という表現は、行き過ぎた印象を与え
るため、修正します。
　
　P4､17～18行目修正
　「…重層的なまちづくりが本市の特徴です。」 → 「本市で
は、…重層的なまちづくりとなっています。」

宮島会場
(2/3)

・　島内だけでは成り立たなくなっている。島外からの忚援
システムが必要。吉和学園と宮島学園の交流などのよう
に、他地域の人とコミュニケーションを図り、交流人口を増
やす必要がある。

Ａ

　廿日市市のまちづくりに関心を持ち貢献している市外の
人もまちづくりを担っているということを、盛り込みます。

　P4､24行目加筆
　「市内・市外にかかわらず」

廿日市会場
(2/1)

・　地域特性ばかりに配慮していくのではどうか。地域特性
ばかりではなく、人のつながりが大事である。ハコ（条例）だ
け作ってもどうにもならない。

Ｂ
　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し
「地域特性を生かしながら、市民が集い、『一つの家族』とし
てつながり、」と表現しました。原案で対忚しています。

宮島会場
(2/3)

・　他地域との協働を未来に向けて考えていく必要がある。
Ｂ

　他の地域との連携については「地域“円卓会議”」や「地
区・地域を越えた連携」の検討において議論し、原案で対
忚しています(P6､30～32行目)。

大野会場
(2/4)

・　いろいろ地域があるが、画一的になってはいけない。地
域特性を生かせたらよいと思う。コンセプトとしてはよい方
向であると感じた。

大野会場
(2/4)

・　地域ごとに問題が違うので、そこにあったことをやれば良
いと思う。

大野会場
(2/4)

　・　今までは個人と個人などというようにばらばらだが、市
民・行政・地域・議会などが一つの目標に向かって取り組
む共通の場があったらよいのではないか。
　　→議会については議論していないことを中丸委員から
説明

Ｂ

　何か課題があって市役所に行ったとき、議会も入ってい
たら良いという意見であり、連携の具体策として「窓口一元
化」について議論しています。原案で対忚しています(P７､
16～17行目)。

市民委員会の対応・考え方（案）

市民委員会の対応・考え方（案）

　「地域活動への女性の参加促進」については、取り組み
を検討する段階での参考意見とします。

　地域特性を生かすこと、地域課題にあった地域づくりを行
うことについては「協働のまちづくりでめざす姿」や「まちづ
くりの活動主体の関係」の検討ほかさまざまな場面で議論
し、原案で対忚しています(P2､18～20行目、P4、16～25行
目ほか)。

Ｂ

Ｃ

　「人材発掘の場づくり、きっかけづくり」の検討において同
様の議論があり、原案で対忚しています(P6､1～11行目)。
　さまざまな対象を巻き込むためのテーマの工夫について
は、取り組みを検討する段階での参考意見とします。
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番号 会場名 意見概要

大野会場
(2/4)

・　廿日市地域と大野地域のふれあいも尐ないと思うし、大
野の中（区と区）のつながりも尐ない。つながりを深めるため
には一定のマニュアルも必要 Ｂ

　区どうしは良く連絡を取り合っているが、役員等でない人
はそのように思っているかもしれません。「つながり」の大切
さについては「協働のまちづくりでめざす姿」の検討で議論
し、原案で対忚しています(P2､21～23行目)。

宮島会場
(2/3)

・　就労者など、昼間人口は多い。就労者をいかに取り込
むか。 Ｃ

　昼間に働きに来る就労者に、どうまちづくりにかかわって
もらうかについて、取り組みを検討する段階での参考意見
とします。

宮島会場
(2/3)

・　外の人を受け入れられるように住民の意識改革が必要。
Ｃ

　島外の人をまちづくりの観点からどう受け入れていくのか
について、取り組みを検討する段階での参考意見としま
す。

宮島会場
(2/3)

・　宮島市民センターで実施する宮島講座（宮島ルネッサ
ンス）には宮島地域以外の人が多数参加する。伝統行事
“たものさん”に関する講座を廿日市地域の地御前市民セ
ンターに出向いて実施した。

Ｃ

　市民センター事業の地区を越えた集客及び講座の実施
などについて、取り組みを検討する段階での参考意見とし
ます。

宮島会場
(2/3)

・　広島経済大学が島内の民間所有建物を購入し、地域貢
献の思いがある。宮島は夜の観光に乏しいとの声がある。
例えば、後継者に悩んでいる宮島踊に着目し、大学生を巻
き込み、土・日の夜に実施することで、後継者、そして夜の
観光にも寄与するのではないか。（再掲）

Ｃ

　大学生を巻き込んだ後継者の育成や観光に着目した地
域活性化について、取り組みを検討する段階での参考意
見とします。

大野会場
(2/4)

・　区制はすでにピンときていない。やはり小学校を中心と
した、町内会・自治会が活動主体の基本であると思う。 Ｃ

　地域に適切な活動団体の規模やあり方については、個
別の取り組みを検討する段階での参考意見とします。

(3) 信頼関係づくり

番号 会場名 意見概要

宮島会場
(2/3)

・　各団体の行事が重なり会議等の出席率に問題があった
ので、各団体の行事が分かる一覧を作成していたが、現
在、続いていないように思う。行事が重なると会議への参加
者も減る。団体間の情報共有は大事なことであり、人と人が
つながっていくことにもつながる。

大野会場
(2/4)

・　いろいろな情報を横に流していけば、それぞれの分野
で対忚できる。

大野会場
(2/4)

・　情報の共有化は、大野地域全体の課題と認識してい
る。大野西小学校区（５区～１０区）に学校支援地域本部を
設置し、最初の議題は情報共有であった。情報共有のた
めに、リーダーシップをとってくれる団体はいない。同本部
の情報部会において、各種団体・区等の行事を集約する
作業をはじめているところである。季刊誌になると思うが、か
わら版で各団体の活動状況を伝達していく予定。

大野会場
(2/4)

・　以前、学校と区の運動会がバッティングした例がある。
情報共有は必要だが、多くの行事があるため、完璧という
訳にはいかない。

大野会場
(2/4)

・　合併前は、区の行事の案内チラシをダストボックスの蓋
に貼っていた。ごみは誰もが必ず捨てるので、非常に周知
に効果があった。合併後、ダストボックスは廃止され、ス
テーション方式になり、案内チラシを貼れなくなったが、案
内チラシを貼れるような看板を作成してもらえれば良いと思
う。

大野会場
(2/4)

・　まちづくりクラブは、地域にあった話し合いの場とし、具
体的な活動内容は、住んでいる人の考えや意見を集約し
て、まちづくりにつなげるようにしたい。

Ｂ
　「“まちづくりクラブ”の設置」の検討で議論し、原案で対忚
しています(P7､20～29行目)。

(4) 市民力と地域活動の進化

番号 会場名 意見概要

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　「ポイント化」というのは具体的にどういうものか。その基
準は。
　　→個人あるいは団体の活動をポイント化して、例えば施
設使用に利用できるなどといった具体策の提案だが、基準
の議論はできていない。この基準は、活動者と一緒に考え
ることが重要。

Ｂ

　ポイント化の基準の難しさについては「市民が求める具体
的な評価」の検討において議論し、評価基準をみんなで検
討するとまとめました。原案で対忚しています(P9､5～6行
目)。

大野会場
(2/4)

・　極端に言えば「減税」といった目の覚めるような仕組みは
必要。いい人や頑張る人ばかりがしんどいようではいけな
い。

Ｂ
　減税については「評価方法」の検討で議論が二分した部
分ですが、原案で対忚しています(P9､9～10行目)。

宮島会場
(2/3)

・　評価の中の活動支援には金銭的なものはあるか？
Ｃ

　評価方法のあり方について、取り組みを検討する段階で
の参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　無理が無いところでやって行かないと続かない。
Ｃ

　関係施策の取り組みを検討する段階での参考意見としま
す。

宮島会場
(2/3)

・　お金がないから助け合っていこうという趣旨ではないか。
Ｅ

　市民活動を広く市民に知ってもらい、その活動を様々な
まちづくりの場面で生かしていくための仕組みの提案であ
り、実現できるよう頑張ります。

市民委員会の対応・考え方（案）

市民委員会の対応・考え方（案）

　団体間の情報発信や共有について「効果的な情報の発
信・受信」の検討で議論し、イベントカレンダーの作成やご
み収集場所への掲示板設置などの提案もありました。原案
で対忚しています(P8､7～17行目）。

Ｂ

市民委員会の対応・考え方（案）



 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５　その他の意見

(1) 条例全体・名称

番号 会場名 意見概要

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　条例の姿は？　条例というより、「スローガン」のようだ
が、実行性があるのかどうか。
　　→条例は仕組みを支えるバックボーンとなるもの、意識
あわせをするようなものである。実行性という面で次のステッ
プに向けて取り組んでいく仕組みを検討していく必要があ
る。

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　新聞の見出しに、“条例ができました”だけでなく、例え
ば“地区の円卓会議を実践していく”など、“初年度は○○
する”といった具体的な取り組みが載るように。

宮島会場
(2/3)

・　この条例を元に、仕組みを作っていく。

再掲 廿日市会場
(2/1)

・　この内容では、まちづくり基本条例というよりも現状の確
認にしか見えず、町内会などとの連絡の場づくりぐらいにし
か思えない。人口減尐や尐子高齢化に対忚するために
「雇用と納税」といった視点が必要ではないか。〔民間事業
者〕

Ａ

　委員会では議論を深めることのできなかった点ですが、
今年度、市（地域協働課）が行った「市内企業インタ
ビュー」への回答でも同様のご意見をいただいています。
働く場所があることについては「協働のまちづくりでめざす
姿」の検討において議論し「にぎわい」「“生活”の安心」「青
尐年の存在感が感じられるまち」と表現しましたが、企業活
動を通じたまちの活性化という視点を、活動主体の担う役
割で明確に表現します。

　素案原案P3､21行目修正
　「①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。」

大野会場
(2/4)

・　条例は、分かりやすい表現で、簡単なものにしてほし
い。

Ａ

　市民に分りやすく親しみやすい条例としてほしい旨を追
加します。

　P9追加
　 「４　条例に望むこと」

佐伯会場
(2/2)

・　昔、まちづくりはトップダウンであった。協働でまちづくり
のルールブックをすすめるということであるが、あとの進行
管理が必要である。

Ａ

　条例を機能させ、継続的に実行するためには、その進捗
状況の評価や制定後の見直しなどの進行管理も、有効だ
と考えます。こうした取り組みをしてほしい旨を追加します。

　P10追加
　 「４　条例に望むこと」

大野会場
(2/4)

・　この条例は縛りになるものでなく、絆をつなげていく条例
になることを期待している。

宮島会場
(2/3)

・　この条例は、縛るものではなく、作るための前向きなもの
と思う。

宮島会場
(2/3)

・　近未来の姿を描くものと思う。
Ｃ

　条例が協働のまちづくりを推進していくための規範となる
よう、条文化の段階での参考意見とします。

宮島会場
(2/3)

・　条例には具体的なことを盛り込んでほしい。
Ｃ

　条例の具体性について、条文化の段階での参考意見とし
ます。

宮島会場
(2/3)

・　まちづくりをしたくなる、参加しようという機運をどう作る
か。

Ｃ
　協働のまちづくりを全市的に推進するにあたって、取り組
みを検討する段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　仕組みの中で動こうとすると圧迫感を感じる。みんなが
動きやすい（まちづくりに取り組みやすい）条例にしよう。

Ｃ
　みんながまちづくりに取り組みやすい環境となるよう、取り
組みを検討する段階での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　どんな取り組みをやっても同じ顔ぶれという地域の実態
があるので、今回の素案原案全体を聞いて、新しいものと
いうより、今いる人たちで何とか頑張っていけるようにするた
めの「年寄り向き参加型」の条例であるという印象を受け
た。

Ｃ

　多くの人がまちづくりに参加できるよう、取り組みを検討す
る段階での参考意見とします。

廿日市会場
(2/1)

・　罰則規定のない条例か。実効性がないと思うし、プロ
モーション（促進、宣伝の意？）でいいのか。そういった条
例でも議決が必要か。

Ｄ

　ごみ不法投棄禁止条例など行動を禁止するものとは違
い、この条例では罰則規定は想定していませんので、強制
力が乏しいという面はあると思います。しかし、条例とするこ
とにより、多くの人が自分たちのものとして共有するきっか
けになること、また多くの人の目にふれ、議決が必要という
点から慎重につくられることなどに、意義があると考えてい
ます。
　実効性は、取り組みの検討において高めます。宮島会場

(2/3)
・　文章化でどこまで踏み込むのか。

Ｅ

　素案原案には、条例に規定すべきことと、仕組みとして施
策に反映させることが混在しています。条文化、取り組みを
検討する段階で整理し、可能な限り条例に反映させていき
たいと考えています。

大野会場
(2/4)

・　条例が理想的な形になるのかどうか。
Ｅ

　できる限り広く皆さんの意見をお聞きしたいと考え、この市
民ミーティングを開催しました。条例の内容について心配し
ておられるご意見として参考意見とします。

宮島会場
(2/3)

・　説明を聞いてもなかなかイメージが湧かない。条例づくり
を急ぎすぎてはいけない。 Ｅ

　来年度の条例制定を目標にしていますが、市民の理解を
深め、関心を持っていただけるよう、パブリックコメントやシ
ンポジウムの開催などを実施する予定です。

大野会場
(2/4)

・　議会とのすりあわせはどうなのか。
Ｅ

　議会の位置づけについて、市民委員会では議論していま
せん。条例素案の検討を進める段階で、事務局から市議
会へ経過説明を行っています。

　実行性を持たせるために、きちんと取り組みを検討してほ
しい旨を追加します。

　P9追加
　 「４　条例に望むこと」

Ａ

市民委員会の対応・考え方（案）

　絆をつなげ、みんなが前向きにまちづくりに取り組みやす
い環境となるよう、取り組みを検討する段階での参考意見と
します。

Ｃ
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(2) その他

番号 会場名 意見概要

佐伯会場
(2/2)

・　まちづくりの原点は人そのものがつくる。
・　人口の減尐は全国的であるが、地元も現状維持が精一
杯である。
・　ハード面で企業や学校の誘致して、人を創出していくこ
とも検討する必要があるのでは。

Ｃ

　地区の過疎化が進行し、人がいないので協働できない、
人が来てほしいという切実な現状について、取り組みを検
討する段階での参考意見とします。

佐伯会場
(2/2)

・　浅原は、過疎になってきている。以前は、地元（浅原）で
も生活用品の買い物ができたが、今は、廿日市地域に行く
こともあるため、地域の事情が変わってきている。

佐伯会場
(2/2)

・　浅原は、旧村のつながりでコミュニティができている。
・　合併後、佐伯地域内でのつながりは残っているが、他の
地域のことがわからない。つながりがない。

大野会場
(2/4)

・　個人情報への過度な反忚が、人間関係の希薄化の要
因だと思う。

Ｃ
　個人情報の取り扱いについて、取り組みを検討する段階
での参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　当事者能力を上げればいい話で、ここまで行政が入らな
くてもよいと思う。過保護である。 Ｄ

　行政が過保護になっているとは思いませんが、人材育成
は重要な課題でありテーマとして議論してきました。各々の
役割分担を取り組みに反映します。

吉和会場
(1/26)

・　先日、香典返しを頂いた。見舞い返しの商品券を頂いた
こともある。吉和地域では約30年前に（返し）をしないと決め
た。昔の状態に戻ってきていると感じるので、市の方で返し
をしないと決められないか。（福祉関係者）

Ｅ

　条例には直接関係が薄いため、参考意見とします。

大野会場
(2/4)

・　初見でなかなか頭に入ってこず、うまく意見が言えない。
Ｅ

　素案原案に対する意見ではないため、参考意見としま
す。

　地区の過疎化が進行している中での現状として、取り組
みを検討する段階での参考意見とします。

Ｃ

市民委員会の対応・考え方（案）
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平成23年3月8日現在

（仮称）廿日市市まちづくり基本条例市民ミーティング　意見用紙による意見

番号 会場名 意見概要

12 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　明るい住みやすい、住みたい街。

33 廿日市会場
(2/1)

・　各地区の住民が「この地区に住んで良かったなー」と実
感できるまち。笑顔の会話が、多く聞こえるまち。

41 佐伯会場
(2/2)

・　住みやすい町

44 佐伯会場
(2/2)

・　次の世代が住みやすいまち

65 大野会場
(2/4)

・　明るい住みよい町づくり（道路の拡張）

23 吉和会場
(1/26)

・　誇りをもって語れる市

36 廿日市会場
(2/1)

・　廿日市の魅力をもっと熟知して廿日市を誰もが愛するこ
とです。廿日市に住んでいることが誇りに感じるまでの街に
なってもらいたいですね。

44 佐伯会場
(2/2)

・　住むことが誇りに思えるまち

11 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　全国、世界各地から、人が集まり、住まう町・街
Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において「にぎわ
い」について議論し、原案で対忚しています。

64 大野会場
(2/4)

・　活気ある魅力のあるまち
Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において｢にぎわう
地域をつくる｣ことについて議論し、素案で対忚しています
(P2､21～23行目)

12 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　健康で安全な街。また、人間関係の良い街にしたい。
Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において、「健康な
まち」「安全なまち」「人間関係のよいまち」について議論
し、原案で対忚しています。

21 吉和会場
(1/26)

・　生きがいがあり、安心して住めるまち

Ｂ

　「生きがい」については「協働のまちづくりでめざす姿」「市
民力と地域活動の進化」の検討において議論し、「安心し
て住める」については「協働のまちづくりでめざす姿」の検
討において議論しています。原案で対忚しています。

32 廿日市会場
(2/1)

・　明るく、安心、安全、元気、生き甲斐、希望
Ｂ

　　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案で対忚しています。

31 廿日市会場
(2/1)

・　人と人とのつながりの輪が広がる街づくり、行動する事に
よる「よろこび」を感じる街

Ｂ
　　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案で対忚しています。

23 吉和会場
(1/26)

・　各世代の人々が、心も体も健やかで、（明るく）安心して
暮らせる市 Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿｣の検討において「心も体も
健やか」「子どもや高齢者が安心して暮らせる」などについ
て議論し、原案で対忚しています(P2､27～30行目）。

70 大野会場
(2/4)

・　子どもが明るく、安全にくらせる町にする。
Ｂ

　｢協働のまちづくりでめざす姿｣の検討において｢子どもの
姿が見え、笑い声が聞こえるまち｣や｢安心して暮らせる安
全なまち｣について議論し、原案で対忚しています。

34 廿日市会場
(2/1)

・　公助を、あてにしない町
・　共助の範囲は、最低、現町内会単位
・　近助は、向う三軒両隣
・　自助は、近助の始まり
（全国的に、我欲が横行する社会廿日市市民も我欲の強
い集団・税金で生活をしてきた公務員が先頭に立って行
動・規範を示す。）

63 大野会場
(2/4)

・　「共助」のまち

37 廿日市会場
(2/1)

・　安全で思いやりのある人が多く、生活が楽しめるまちに
したい。

Ｂ
　　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案で対忚しています。

39-2 廿日市会場
(2/1)

・　ほ～んわか（広い気持ちに包まれて）　にっこり（心と心
がつながり、ささえあい）　ゆったり（和やかな気分でゆった
りと）　ほっこり（なんとなくあたたかみのある）　・・・そんなま
ちになればイ～なぁ。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において「和みが
あるまち」「あたたかいまち」でありたいと議論し、原案で対
忚しています。

36 廿日市会場
(2/1)

・　森里海連環学（京都大学オープンゼミにて）で学んだと
ころでは廿日市ほど環境に恵まれたところは尐なく、心豊か
な人を育てることができるのではないだろうか？そこで聞か
れたのが基幹産業は何ですか？・・・即答できない私でし
た。

67 大野会場
(2/4)

・　若い力、子どもの育成→地域活動に直接力になれな
い、日本の状況だと思う（忙しすぎる）。
・　若い人、子どもが欠けている。しつけや社会参加の潜在
力を、地域力が補うシステムが必要だ。

　　「向こう三軒両隣」といった人間関係の充実やつながり、
また助け合えるまちについては「協働のまちづくりでめざす
姿」や「町内会・自治会・区・組などの担う役割」の検討にお
いて議論し、原案で対忚しています。

Ｂ

　「誇り」という言葉からこれまで培った歴史的な背景やこの
まちが好きという強い思い、積極さがうかがえるため、追加
します。

　素案原案P2､20行目加筆
　「『はつかいち』が好きと思える」 → 「『はつかいち』が好
きで誇りが持てる」

Ａ

Ａ

意見への対応（反映の区分）
　Ａ：意見を反映し、原案を修正する
　Ｂ：既に原案で対応している
　Ｃ：案の修正はしないが、実施段階（条文化、取り組み検討）で参考にする
　Ｄ：意見を反映しない
　Ｅ：その他

市民委員会の対応・考え方（案）

Ｑ１　廿日市市をどんなまちにしたいですか。

　　「住んでよかったと思うまち」「住みやすいまち」という意
見が数件あり、追加します。

　素案原案P2､20行目加筆
　「住んでよかったと実感でき、」

　「心豊かな人を育てること」は、まちづくりを進めていくため
にも非常に大切だと考えます。「協働のまちづくりでめざす
姿」や「人材育成」の検討において、子どものころからの人
づくりが大切であることを議論し、また「コミュニティ推進団
体・区が担う役割」の検討において、子どもを地域総ぐるみ
で育てることを議論しました。原案で対忚しています(P2､24
～26行目、P5､15～19行目、P3､12～13行目)。

Ｂ
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番号 会場名 意見概要

39 廿日市会場
(2/1)

・　今、各公園から子どもたちの遊び声が尐ない、非常に使
用者が尐なく、また、荒れています。その公園でお年寄りや
子どもたちの使用を多くし、公園を通して交流の場になれ
ば良い。親子のキャッチボールもできるように！！

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において、「子ども
たちの姿が見え、笑い声が聞こえるまち」でありたいと議論
し、原案で対忚しています。

44 佐伯会場
(2/2)

・　住民一人ひとりがまちづくりに自分ができる役割をするま
ち

Ｂ

　「待っているだけではなく、自分から、できることから始め
ることの大切さ」について「協働のまちづくりでめざす姿」の
検討において議論し、また「市民（個人）が担う役割」でも議
論し、「地域づくりの主役として、自分の周りのことに関心、
興味を持つこと」と表現しています。原案で対忚していま
す。

44 佐伯会場
(2/2)

・　市内の各地域が可能な役割を果たすまち
Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において「地域ごと
のローカル・ルール」「地区間、地域間の連携」について議
論し、原案で対忚しています。

51 宮島会場
(2/3)

・　若い方がどんどん発言、行動出来る街に（→力が出る）
なったらいいなーと思います。

70 大野会場
(2/4)

・　高齢者が中心に活動をしないで、若年者、子どもを中心
に活動出来る、また、参加できる様な町にしたい。

52 宮島会場
(2/3)

・　市民同士が絆で結ばれた、いうなれば廿日市家族で溢
れたまちになって欲しい。 Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において、「廿日市
市民が一つの家族としてつながる」ことを議論し、原案で対
忚しています(P9､19～20行目)。

61 大野会場
(2/4)

・　行政、市民の連携が良い町にしたい

65 大野会場
(2/4)

・　行政と地域と地区の一体の活動を通じて、町づくりに務
めて行なう。

65 大野会場
(2/4)

・　10代～80代が気軽に話ができる町づくり

62 大野会場
(2/4)

・　老若男女、情報共有と意思の共通化が必要（参画者の
幅を広げたい）

61 大野会場
(2/4)

・　感謝の出来る人づくり

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において「市民一
人ひとりの意識改革」について、「市民が力を高め合うため
に」の検討に置いて「お互いに感謝や期待の言葉をかけ合
う｣ことなどについて議論し、原案で対忚しています(P2､21
～23行目、P9､18行目)。

61 大野会場
(2/4)

・　将来に期待の出来る町
Ｂ

　｢人材育成｣の検討において｢次代を担う人材を育てること
の必要性｣について議論し、原案で対忚しています(P4、12
～15行目)。

66 大野会場
(2/4)

・　きれいな街
Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において「ごみのな
い自然豊かなまちでありたい」という意見があり「豊かな自
然環境の中」と表現しました。原案で対忚しています。

66 大野会場
(2/4)

・　挨拶一杯の町
Ｂ

　｢協働のまちづくりでめざす姿｣の検討において議論し｢顔
見知り｣｢お互いさま｣｢何でも言いあえる｣などと表現しまし
た。原案で対忚しています(P2､29～30行目)。

70 大野会場
(2/4)

・　各地区ともスポーツ活動は活発にやっている様ですの
で、この様な活動と地域活動を連携させる。

Ｂ

　「テーマ系活動団体、NPOが担う役割」の検討において｢
テーマ性、専門性が持つノウハウを生かして、地域の課題
解決にかかわること｣などを議論し、原案で対忚しています
(P3､18行目)。

71 大野会場
(2/4)

・　我々市民が廿日市市をとらえる場合、名所、旧跡を除
き、私（大野１区在住）の場合は旧大野町地域を考えます。
（範囲を広げてもスーパーのある阿品、地御前まで）まちと
して望まれるのは、住民のマナーが良く、自分たちの地域
に誇りを持てる町、近隣とコミュニケーションがとれ、住み良
い安全（交通、災害、犯罪を含め）なまちがのぞまれます。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」「地域特性を生かした連
携」などの検討において議論し、原案で対忚しています
(P2､18～30行目、P4､16～25行目)。

72 大野会場
(2/4)

・　世界遺産・宮島を冠たるに相忚しい、世界に普遍的・国
際的に通用するために世界人権宣言など国際人権規約を
批准したことで具現化・制度化した、平和・環境・人権・教
育・福祉・第一次産業・観光を軸としたグローバルな市域と
する。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案で対忚しています(P2､18～30行目)。

72 大野会場
(2/4)

・　一人ひとりが自主的・主体的に活動・生活する中で、思
い、理念、熱意、自覚、立場の把握、問題意識、課題意
識、将来展望を抱けるだけの公的情報、人間関係、社会構
造、法制度的整備・条件整備のある市域とする。一人ひとり
を大切にする平和な環境の中で、“安心・安全・安定して生
き生きと暮らせる”ことを基軸とする。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案で対忚しています(P2､18～30行目)。

72 大野会場
(2/4)

・　｢大野支所建替え問題｣｢集会所の利用問題｣｢ダストボッ
クス撤去問題｣｢日の丸掲揚問題｣などのような合併後の問
題など、さまざまな問題と課題とを問題意識をもち課題の解
消・解決を図れるような市域とする。そのためにすべての住
民が地元で暮らしやすく・住民参画のできやすい場の機会
と参加の権利が行き届く市域とする。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」｢地域特性を生かした連
携｣の検討において議論し、原案で対忚しています(P2､18
～30行目P6､12行目～P7､17行目)。

市民委員会の対応・考え方（案）

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において「青尐年
が存在感を感じられるまち」について議論し、また「協働の
まちづくりの仕組み」の検討において「人材育成(若年層の
育成)」について議論しました。原案で対忚しています(P2､
24～30行目、P5､20～26行目)。

Ｂ

　｢協働のまちづくりでめざす姿｣の検討において「あらゆる
世代が話せる」｢何でも言いあえる｣こと、また「コミュニティ推
進団体・区の担う役割」の検討において｢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｣こと、「信
頼関係づくり」の検討において「情報を共有するため」の方
策などを議論しました。原案で対忚しています(P2､18～30
行目、P3､10～14行目、P8､6～17行目)。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」「行政（職員）が担う役割」
「信頼関係づくり」の検討において議論し、原案で対忚して
います(P3､25～26行目、P7､30行目)。

Ｂ



 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 会場名 意見概要

36 廿日市会場
(2/1)

・　この質問はまちのビジョンになっていきますのでとても大
切な問題です。皆さんと同じく安心して暮らせるまちであっ
てほしいと思うし次世代に恥ずかしくないまちづくりをするこ
とです。その考え方から「協働のまちづくり」が理念やビジョ
ンになった時に、廿日市市が魅力的で移り住んでもいいと
思うような人が現れるだろうか？もっと夢がありワクワクする
ようなキャッチフレーズがあるといいですね。働くとか、協力
するとかネガティブに考える人も多いのではないだろうか。
まして罰則を付けるなど参加しやすいものではありません。

Ｃ

　「キャッチフレーズ」の盛り込みについては、条例の啓発
の取り組みを検討する段階での参考意見とします。
　なお、条例に罰則の規定は必要ないと考えています。

42 佐伯会場
(2/2)

・　限界集落といわれる地域がこれから多くなると思います。
市民と行政が、役割分担し、地域活性化を具現しなければ
いけないと思います。（例）民生委員の後継者のいない地
域をどうするか？

Ｃ

　地区の過疎化が進行している中での現状として、取り組
みを検討する段階での参考意見とします。

69 大野会場
(2/4)

・　木材都市廿日市をもう一度盛り上げたい。大イベントを
考えて、市外の人県外の人を呼び込む。案として、木に関
してのイベント（木材フェアー）。

Ｃ
　この条例は、個別の事業提案を反映するものではありま
せんが、関係施策の取り組みを検討する段階での参考意
見とします。

72 大野会場
(2/4)

・　日本国憲法・地方自治法などを遵守、特に国民（住民〉
主権、平和主義、基本的人権の尊重を貫徹する市域とす
る。法治主義、民主主義を基軸とする。 Ｃ

　ご意見のとおり、条例は日本国憲法・地方自治法に違反
しない範囲で制定するものです。国民主権、基本的人権の
尊重などは、具体的な取り組みを検討する段階での参考
意見とします。

72 大野会場
(2/4)

・　『市民憲章』を受けて、私たちは
　一人ひとりが大切にされ、このまちにくらすことで自信と誇
りをもてるようなまちをつくる。
　一人ひとりが自信と誇りをもてるために、人権が大切にさ
れ差別のないまちをつくる
　一人ひとりがくらしやすくするために、平和を築き環境を
守り豊かなまちをつくる
　一人ひとりが豊かにくらすためには、歴史と伝統から学び
文化を育むまちをつくる
　一人ひとりが文化を育むために、歴史の過ちや悪しき伝
統を繰り返さないまちをつくる
　一人ひとりが同じ過ちを繰り返さないために、人権を尊重
し環境を大切にする平和にむけた教育が成されるまちをつ
くる
　一人ひとりが平和にむけた教育を成されるために、住民、
地域、学校、議会・行政、企業、団体など、すべての個人・
組織が連携し組織化を図り実践できるまちをつくる。

Ｃ

　市民憲章との整合については、条文化の段階での参考
意見とします。

68 大野会場
(2/4)

・　大野地域は区制であるが、廿日市市全体は自治会・町
内会等があり、一つの土俵にはなかなか上がれない。問題
点が非常に多くあります。

Ｄ
　地域に適切な活動団体の規模やあり方についての意見
です。市民委員会では、現在の地縁系活動団体の単位を
基本に、役割や連携の方法など検討を進めてきました。

22 吉和会場
(1/26)

(住民として山間部、沿岸部が同じレベルで生活できる様に
して欲しい。)
※　情報化社会の今、ブロードバンドはあたりまえ、地デジ
は映ってあたりまえに思って説明されている様にとれたので
すが、吉和だけでなく入らない所は沢山あると思います。ま
ず、この様なことをクリアして、スタートラインを山間部、沿岸
部同じにして話しをすすめて欲しいと思います。
ＰＳ．地デジについて本所へ相談に行ったら市としての対
忚は考えていないとのことでした。ブロードバンドにしても値
段が違いすぎる。

Ｅ

　この条例は、個別の事業提案を反映するものではないた
め、参考意見とします。

36 廿日市会場
(2/1)

・　協働型の自治活動には、行政主導である場合や住民主
導である場合もあるが、それぞれにおいて長短がある。最も
良いとされるのは、相互推進型の協働であるといわれてい
る。しかし、現実には本格的に協働を推進するような市町
村は尐ないし見本になる町がないと思います。

Ｅ

　この条例づくりをきっかけに、廿日市市では、市民と行政
が真のパートナーシップ（協力関係）を築き、実行性のある
取り組みを進めていきたいと考えています。協働のまちづく
りを進めていく難しさに対するご意見として参考意見としま
す。

43 佐伯会場
(2/2)

・　佐伯地域の住民です。まず、佐伯地域の活性化が最優
先課題と思います。 Ｅ

　市民委員会では、地区・地域・市域全体の課題を解決す
るための方法を検討してきました。自分の住む地域の活性
化を望むご意見として、参考意見とします。

番号 会場名 意見概要

36 廿日市会場
(2/1)

・　今回の市民委員会のメンバー構成ならびにご意見を聞
いて感じたのは、自治活動を積極的に行われる方々の多
く、ほとんどがボランティアだと思います。頭が下がる思いで
す。ただし自治活動だけではまちづくりはできません。
　夕張にしろ飯塚、いわき市のお祭りなどそれは市民参加
の派手な催しでした。全てが炭鉱町ですが、皆様の承知の
通りです。住みやすい街の第一条件は働き口があることと
言っても過言ではありません。

Ａ

　委員会では議論を深めることのできなかった点ですが、
今年度、市（地域協働課）が行った「市内企業インタ
ビュー」への回答でも同様のご意見をいただいています。
働く場所があることについては「協働のまちづくりでめざす
姿」の検討において議論し「にぎわい」「“生活”の安心」「青
尐年の存在感が感じられるまち」と表現しましたが、企業活
動を通じたまちの活性化という視点を、活動主体の担う役
割で明確に表現します。

　素案原案P3､21行目修正
　「①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。」

市民委員会の対応・考え方（案）

Ｑ２　それは、誰が、どうする（どうなる）と実現できると思いますか。役割や具体策をお聞かせください。

市民委員会の対応・考え方（案）
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番号 会場名 意見概要

41 佐伯会場
(2/2)

・　住民が全員参加したら出来る

Ａ

　まちづくりは、あらゆる世代がそれぞれの役割を発揮しな
がら担っていくことが望ましいという思いから、主体の対象
範囲を「子どもから大人まで」と明記します。

　素案原案P3､7行目加筆
　「子どもから大人まで」

11 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　廿日市市地域内にある、特性を生かし、共有し、広め
る。「核となる人」（地域活性化にたけ、中心となって多くの
人にしたわれ、たくさんの人を巻き込み、具体性をもって企
画し、実践できる人）の発掘、あるいは、つれてくる、送り込
む

Ｂ

　「地域特性を生かした連携」「人材育成」の検討におい
て、地域特性の共有や「核となる」地域リーダーの発掘につ
いて議論しました。原案で対忚しています。

21 吉和会場
(1/26)

・　市民は連携し、たすけあい、いきがいづくり
・　行政、インフラの整備、まちづくりの仕組みづくり

Ｂ

・　市民の連携、助け合いについては「地域特性を生かした
連携｣の検討で議論し、生きがいづくりについては、「市民
力と地域活動の進化」の検討で議論しました。原案で対忚
しています(P4､16～25行目、P9､13～20行目)。
・　「行政が担う役割」の検討で議論し、原案で対忚してい
ます(P3､27行目～P4､3行目)。

23 吉和会場
(1/26)

・　環境整備（ハード面、ソフト面両方で）特に「ありがとう」と
言い合える人間関係づくりのために学校でも取り組む。ま
た、この「ありがとう」のこころは、乳幼児期にその基が育ま
れるので、家庭教育をバックアップするシステムが必要

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」「人材育成」の検討におい
て議論し、原案で対忚しています(P2､24～30、P4､12～
15)。

31 廿日市会場
(2/1)

・　職員の積極的な参加
Ｂ

　「行政職員が担う役割」の検討において議論し、原案で対
忚しています(P3、25行目)

33 廿日市会場
(2/1)

・　地区の皆さんから「信頼」され、リーダーシップを持った
町内会長の「より良くしようとする意識」と「責任感」が必要で
ある。地区の幼児からお年寄りまで、みんなが日々の生活
のなかで気軽に挨拶しあい、お互いの立場を理解し合う気
持ちを持ち続ける。

Ｂ

　「みんなが日々の生活のなかで気軽に挨拶しあい、お互
いの立場を理解しあう気持ち」は大切だと考えます。「協働
のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、原案で対
忚しています。

34 廿日市会場
(2/1)

・　「人材の育成」が必要とあるが、全市民・全国民の血税
で、廿日市市で生活している　現役の全公務員職を退いた
元公務員が率先垂範し各地区の活動で態度を示せば親
（公務員）の背中を見て、子供（廿日市市民）は成長するこ
とは間違いなし。

Ｂ

　市の職員が地域活動に積極的に参加することについて
は、「まちづくりの活動主体」の「行政職員が担う役割」の検
討において議論し、原案で対忚しています(P3､25行目)。

63 大野会場
(2/4)

・　市民自らが共助のアンテナをもつ。
Ｂ

　地区内での助け合いを進めることなどについては「コミュ
ニティ推進団体・区が担う役割」の検討において議論し、原
案で対忚しています(P3､13～14行目)。

36 廿日市会場
(2/1)

・　市民参加が大前提です。市民が強制的に参加するので
はなく、参加することが楽しくなるような、そしてそれが廻り
の人々の喜びになることです。（行政との懇談会では良くあ
るのが先日のような職員への不満や無理な願いごと、そん
な理不尽な方々とは市職員も退職後までも付き合いたくは
ないのも人間として理解できます。）
　そんな市民意識を高めるのが基本条例だと思っていま
す。

Ｂ

　市民意識を高めることについては「協働のまちづくりでめ
ざす姿」の検討において議論し「市民一人ひとりの意識改
革が大切」と表現しました。原案で対忚しています(P2､21～
23行目)。

36 廿日市会場
(2/1)

・　教育は大事です。躾ができないまま社会に出てくる時
代、挨拶や人間性の教えを会社でする時代です。地域との
関わりもボランティアなどを通じて教えて、いやいや一緒に
学んでいます。基本条例は教育の一環だと思っています。

Ｂ

　子どもの頃からの人づくりの重要性については「人材育
成」の検討において「あらゆる主体がつながりあって、次代
を担う人材を育てること」が必要であること議論し、また、「子
どもの育成」の検討においても議論しました。原案で対忚し
ています(P4､12～15行目、P5､15～19行目)。

37 廿日市会場
(2/1)

･　市民一人一人が仲間意識や連帯感が持てる様な風土
づくりをする。

Ｂ
 　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案で対忚しています。

37 廿日市会場
(2/1)

・　市役所や市民センターやシルバー人材センターやＮＰ
Ｏなどの各種団体が、さらに多くの市民が一緒に参加でき
る行事や催しもの、趣味やリクレーションなどの企画を増や
して、参加率を上げるためのＰＲを行う。孤立した市民を
作ってはいけない。

Ｂ

　 「多くの市民が参加できる行事や催しもの」は、まちづくり
を担う人材を発掘するためにも大切であると考え、「人材発
掘の場づくり、きっかけづくり」の検討において議論しまし
た。原案で対忚しています(P6､2～11行目)。

44 佐伯会場
(2/2)

・　市民は意見を言い、参加する。

64 大野会場
(2/4)

・　市民が活動や団体に参加する。

44 佐伯会場
(2/2)

・　市は情報提供、説明をする。

67 大野会場
(2/4)

・　市役所：声なき市民への情報提供、窓口を創設

72 大野会場
(2/4)

・　住民の知る権利を重要視し、公的情報の公開を詳らか
にすること。

72 大野会場
(2/4)

・　政策決定への機会・参加権を最大限に保障をすること。
Ｂ

素案原案Ｐ６、１２行目、｢地域特性を生かした連携｣などで
対忚しています。

61 大野会場
(2/4)

・　行政、市民の一体化したイベント作り

Ｂ

素案原案Ｐ６、６～７行目、（１）人材発掘の場づくり、きっか
けづくりの｢楽しくワクワクするような行事を開催｣｢行政職員
が地域スタッフとして地域の行事などへ積極的に参加｣など
で対忚しています。

61 大野会場
(2/4)

・　各団体の交流イベント
Ｂ

　素案原案Ｐ３、１3行目、「コミュニティ推進団体・区が担う
役割」の検討で議論し、原案で対忚しています(P3、13～14
行目)。

市民委員会の対応・考え方（案）

　「市民（個人）が担う役割」の検討において議論し、原案で
対忚しています(P3､6～7行目)。

Ｂ

　「市役所・支所が担う役割」の検討において議論し、原案
で対忚しています。(P3､28～29行目)。

Ｂ
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番号 会場名 意見概要

70 大野会場
(2/4)

・　各スポーツ（市民）団体を各地区合同イベント←市が旗
をふる

Ｂ

素案原案Ｐ３、１８行目、テーマ系活動団体、NPOの役割の
｢テーマ性、専門性が持つノウハウを生かして、地域の課題
解決にかかわわります｣やＰ３、２４行目、行政の役割（職
員、市役所・支所、市民活動センター、市民センター）など
で対忚しています。

70 大野会場
(2/4)

・　各自治会・町内会によるスポーツイベント、他、祭をイベ
ント、企画→市が計画実行 Ｂ

素案原案Ｐ６、６～７行目、（１）人材発掘の場づくり、きっか
けづくりの｢楽しくワクワクするような行事を開催｣などで対忚
しています。

61 大野会場
(2/4)

・　各団体のＰＲ活動をする。
Ｂ

素案原案Ｐ３、１６行目、テーマ系活動団体、NPOの役割の
｢活動内容を積極的に情報発信｣などで対忚しています。

62 大野会場
(2/4)

・　コーディネータ役（あるいは組織）を明確化する必要があ
る。

Ｂ

素案原案Ｐ３、２５行目、行政（職員）の役割の｢まちづくりを
コーディネートします｣やＰ４、１行目、市民センターの役割
の｢人・地域を結ぶコーディネートの役割｣などで対忚して
います。

64 大野会場
(2/4)

・　市役所が団体や活動をつなげる。
Ｂ

素案原案Ｐ３、２４行目、行政の役割（職員、市役所・支所、
市民活動センター、市民センター）などで対忚しています。

67 大野会場
(2/4)

・　市民：子どもを見守る地域、学校を支援する地域
Ｂ

素案原案Ｐ３、１２行目、コミュニティ推進団体・区の役割の｢
子どもを地域総ぐるみで育てる｣やＰ５、１５行目、（１）｢子ど
もの育成｣などで対忚しています。

72 大野会場
(2/4)

・　身近にある問題、課題など、生活、平和、環境、人権、
育児・教育、雇用、産業、福祉、交通、医療、介護、観光に
ついて、一人だけで悩み問題を抱えずに、となり近所・地
域・行政・企業・団体など身近で便利に利用できる態勢・機
構を構築しネットワーク化する。
・　そのために、大野地域を４分割（東部1区～3区、中部4
区～7区、西部8区～10区、北部11区）し、それぞれの地元
に大野支所（まちの拠点づくり）を開設する。住民がその周
辺のまちづくりをすすめ、将来に展望をもち子孫が定着し
誇りのもてるまちづくりを進める。

Ｂ

　地区内での助け合いを進めることについては「コミュニティ
推進団体・区が担う役割」の検討において議論し原案で対
忚しています(P3､13～14行目)。
　活動拠点の規模やあり方については、取り組みを検討す
る段階での参考意見とします。

37 廿日市会場
(2/1)

・　西広島タイムスを有効利用？
Ｂ

　「市民の力を地域・地区につなげ、注ぎ込む」ことの検討
において議論し、すでに素案で対忚しています。

23 吉和会場
(1/26)

・　よさをアピールする（市も、個人も）
Ｃ

　情報共有、発信の取り組みを検討する段階での参考意
見とします。

39-2 廿日市会場
(2/1)

・　まず深呼吸して肩の力を抜き、”笑顔”が生まれるように
するには、どうすれば良いかを考えて実行。職員は・・・、市
民は・・・、と考える前に、まず一人の人間として、互いに気
遣い合い、自分は、その立場では何ができるか、を考えて
やれれば良いのでは？
　自分ができることは自分が行い、手伝いが必要ならば、一
緒にやる。

Ｃ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において、こういっ
た人と人のかかわりあいやつながりをイメージしながら、議
論してきました。非常にわかりやすく表現していただいたご
意見なので、条例の啓発の取り組みを検討する段階での
参考意見とします。

42 佐伯会場
(2/2)

・　条例で「後継者を育成する……」という頄目を定め、30
～50歳代でのお助けグループを育成……段階的にシフト
していく。

Ｃ
　後継者の育成については「人材育成」の検討において議
論しましたが、条文化の段階での参考意見とします。

43 佐伯会場
(2/2)

・　旧岩倉ロッジ跡地に田舎生活ができる区画を作る。（大
工ＯＢ・現役、木工ＯＢ・現役、農産の活用）例えば、ログハ
ウスを作る事により、山林（ひのき、杉）活用、ログハウスの
中に暖炉を作る事により薪作り、炭作り、そして、ひのき、杉
材でベンチ作り、いろいろ物作りをしながら、人が集まる。
（人が集まれば、ドラマが始まる。）

Ｃ

　この条例は、個別の事業提案を反映するものではありま
せんが、関係施策の取り組みを検討する段階での参考意
見とします。

12 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　現在実施している行事の他に、さらに年代層に忚じた行
事をきめ細かに検討し、誰でも容易に参加出来る行事を考
えたい。アイディア行事はそれからである。

Ｃ
　「年代に忚じた参加しやすい行事の企画・実施」について
は、取り組みを検討する段階での参考意見とします。

52 宮島会場
(2/3)

・　祭りなどのイベント、飲み会、会合などに集まるメンバー
が固定化されており、新しい人や若い人達との交流が進ん
でいない気がする。例えば、Ｂ級グルメ大会などの全国規
模の大会へ参加し、共同作業を通じて絆を深め合うとかど
うか。行政はそのバックアップ。

Ｃ

　多様な人達との交流の場づくりや仕掛けなどについて、
取り組みを検討する段階での参考意見とします。

69 大野会場
(2/4)

・　（木材都市廿日市をもりあげるためには）行政をあげて、
農林、森林組合、市役所、市民 Ｃ

　この条例は、個別の事業提案を反映するものではありま
せんが、関係施策の取り組みを検討する段階での参考意
見とします。

71 大野会場
(2/4)

・　地域の各種団体が核となって実現していかなければなり
ませんが、安全に関しては行政が深く関わっていく必要が
あると考えます。というのは、各種団体の役員の方のレベル
が高い、活動の活性化している地区のみ安全で、不幸にし
て役員が高齢化して活動が停滞している地区が不安全と
いうことになります。

Ｃ

　地域における安全・安心の確保などについて、具体的な
取り組みを検討する段階での参考意見とします。

市民委員会の対応・考え方（案）
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番号 会場名 意見概要

32 廿日市会場
(2/1)

・　リーダーは、確固な理念を持って実行する。行政、市
民、各種機関、団体が協働する。
・　具体策
①　「ロバのパン」をイメージした花一杯、全戸参加、行政、
町会、企業の協働をイメージした。生ゴミ収集装置装着車
が明るい歌を流しながら花一杯の町々を巡り（ゴミ収集時間
に合わせ）、各家庭から出される生ゴミを収集するイメージ
した。
②　生ゴミ収集装置装着車が生ゴミ収集（既存のゴミ収集
車を改良してもよい）－生ゴミ発酵処理工場へ集荷（起業し
てもよい）－生ゴミによるエコ肥料製造（自由販売してもよ
い）－エコ肥料行政が買い取り（必要量）－エコ肥料配付
－町内会宛（戸別割配付）、行政機関－花壇管理－優秀
花壇の賞揚制度

Ｃ

　市民委員会では、行政・市民・活動団体などの活動主体
がそれぞれの役割を担い、関係を築き、さまざまなつながり
を実現していくことが大切であると考え、素案の検討を進め
てきました。
　個別の事業提案については、取り組みを検討する段階で
の参考意見とします。

22 吉和会場
(1/26)

・　（地デジの状況について）支所、本所が連携して調べ
る。たぶん入らない、写らない所は分かっていると思います
が… Ｅ

　　条例の議論は、市域全域で同じレベルのハード整備を
行うことを前提としているわけではありません。地域の現状
の違いを前提としながら、どう補い合っていくかという視点
で議論をしています。

39 廿日市会場
(2/1)

・　町内会単位で行う。近所どうしの付き合いを目的に、ま
た、健康的に軽い運動を行う（グラウンドゴルフ、ペタンクな
ど）。地域の体育部員などで最初の指導をする。

Ｅ
　公園のお年寄りや子どもたちの使用を増やし、交流の場
とするよう、町内会での取り組みについて、具体的なご意見
をいただき、ありがとうございます。

68 大野会場
(2/4)

・　今迄も色々話し合いをしましたが、結論は出ない。
Ｅ

　これまでの地域活動などに対する感想として、参考意見と
します。

番号 会場名 意見概要

12 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

〔宮内コミュニティ協議会　原〕
・　私個人としては、人間関係が一番重要だと考えており、
無趣味で人つきあいのない人が家にこもり、奥さん達に相
談されることが無く、趣味を持たせた事例があり、これを町
内会とコミュニティが連携し、対忚するよう一つ一つ積み重
ね努力したいと考えている。

Ａ

　退職後の地域活動への参加については「人材発掘の場
づくり、きっかけづくり」の検討において議論していますが、
その具体策に追加します。

　P6､7行目加筆
　「中堅世代（30代・40代・50代）の参加を促進」
　P6､12行目追加
　「・　持っている知識・技能などを生かして、地域活動に参
加する。」

21 吉和会場
(1/26)

・　情報の提供、たすけあい

Ｂ

　「情報の提供」「たすけあい」については、「協働のまちづ
くりでめざす姿」「信頼関係づくり」などの検討において議論
し、原案で対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

37 廿日市会場
(2/1)

〔メンズクッキング〕
・　仲間の人と情報交換を増しながら、お互いが楽しいまち
づくりに向けてステップアップする。 Ｂ

　「情報の共有」「私的活動（趣味的活動）と地域づくり（地
域貢献活動）の組み合わせ」については、「信頼関係づく
り」「市民力と地域活動の進化（連携）」の検討において議
論し、原案で対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

23 吉和会場
(1/26)

〔学校職員〕
・　メディア等による評価にふり回されるのでなく、各々がわ
がまちを誇りをもって語ることのできるようにしていきたい。
子どもなら…「わたしの家族→わたしの友だち→わたしの地
域→…」とだんだん広がりを持たせていく。

Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案で対忚しています。

31 廿日市会場
(2/1)

・　地域コミュニティの側に立った意見を出す。

44 佐伯会場
(2/2)

〔活気ある浅原を創る会〕
・　自分たちの地域に必要なことを考える。
・　どうすればできるかを考え、できることからやっていく。63 大野会場

(2/4)
・　地域づくり

68 大野会場
(2/4)

〔４区〕
・　区を中心に行政の手伝いをすることを基本としたい。

61 大野会場
(2/4)

〔大野亓区〕
・　円卓会議への出席

32 廿日市会場
(2/1)

・　一市民として決められたことには、積極的に参加、実行
（践）する。 Ｂ

　「市民（個人）が担う役割」の検討において議論し、原案で
対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

35 廿日市会場
(2/1)

・　佐伯区に在住していますが、皆様の情熱を感じました。
しかし役所の方々が町内会やＯＢがまちづくりにあまり参加
してないのではと感じました。

Ｂ
　「行政職員が担う役割」の検討において議論し、原案で対
忚しています。

Ｑ３　そのために、あなた（個人または活動団体）ができそうなことは何ですか。〔所属団体〕

市民委員会の対応・考え方（案）

市民委員会の対応・考え方（案）

　「市民（個人）が担う役割」の検討で議論し、原案で対忚し
ています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

Ｂ
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番号 会場名 意見概要

36 廿日市会場
(2/1)

〔広島県中小企業家同友会、廿日市商工会議所、日本を
美しくする会、西部ロハスの会、町の工務店ネットワークな
ど〕
・　今回参加した経営者５名は広島県中小企業家同友会の
役員で全国に「中小企業振興条例」を創ろうと勉強している
仲間です。今回市民ミーティングに参加されたほとんどが
大手企業の現役で働いておられる方はいないと思います。
日本の経済は大手思考かもしれませんが、地方はそうはい
きません、学校関係も地域のお祭りも成り立ちません。しか
し大手企業と中小企業には待遇面や法律面でも格差があ
ります。
・　地域で育ったいい人材は全て東京に行く時代、いい人
材を確保することはなかなかできません。ますます過疎化
に拍車がかかります。
・　廿日市の地域性を考えると地域連携でもっと農水産業
を支えて廿日市を自給率の高いまちにしたら農商工連携
で廿日市ブランドを売り込んだりできる体制を町全体で考
えると雇用の創世などできないだろうか？一円でも安いもの
をよそから買うのではなく、１００年先の廿日市に必要だから
この町で買うというような考えを廿日市市民が意識できるよ
うな条例ができれば、持続可能なまちができると思います。
・　財政健全化を目指す行政と私たちが考える雇用と納税
には合意点はあると思っています。地域で生きる企業経営
者は地域に当てにされ当てにする関係であってほしいと
思っているからです。廿日市商工会議所とも現在「中小企
業振興条例」の勉強会を始めたところです。

Ｂ

　地域で育った人材に廿日市市に住み続けてもらうことに
ついては、「協働のまちづくりでめざす姿」や「人材育成」の
頄目で議論し、対忚しています(P2､19～20､24～26行目、
P4､9～11行目)。

39 廿日市会場
(2/1)

・　現在、グラウンドゴルフを通して、町内会の方が楽しく
ゲームを行っています。最初は４～５名でしたが、今は１０
名以上になり、笑い声も聞こえています。

70 大野会場
(2/4)

〔９区〕
・　現在ウォーキング参加で尐しでも多くの人の参加をお願
いします。こんな小さな輪でさえ増えないけど頑張っていま
す。

64 大野会場
(2/4)

・　イベントや祭の盛り上げ。
Ｂ

　「人材発掘の場づくり、きっかけづくり」の検討において議
論し、原案で対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

39-2 廿日市会場
(2/1)

・　コミュニケーションの基本は、”笑顔”と”あいさつ”。"笑
顔”が、くせになれば、イ～んですが・・・。（なかなかむつか
しいもんです・・・） Ｂ

　　「笑顔とあいさつ」は、人のつながりが始まるための大切
なものと考え、「協働のまちづくりでめざす姿」の検討にお
いて議論し、原案で対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

61 大野会場
(2/4)

・　個人だけ（あるいは一団体だけ）では難しい。全団体の
全体的なサポート体制が必要。

Ｂ

　行政（市役所・支所、市民活動センター、市民センター）
やコミュニティ推進団体・区などが、人や活動団体をつなぐ
役割を担うことについて議論し、原案で対忚しています(P3､
24～P4､3行目、P3､14行目)。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

64 大野会場
(2/4)

・　団体への勧誘。
Ｂ

　「市民（個人）が担う役割」の検討において議論し、素案で
対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

65 大野会場
(2/4)

〔６区民生委員〕
・　大野西地区内の困ったこと（年金生活、障がい者、高齢
者）の支援をしていく。書類作成のこと。 Ｂ

　安心して暮らせる安全なまちの実現のために、一人ひとり
が自分のできることや地区内での助け合いに取り組むこと
は大切だと考え、素案で対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

67 大野会場
(2/4)

〔廿日市市教育委員会〕
・　子どもの状況、学校の状況を地域の地域の方々は知ら
ないので伝え、共有化していく。

Ｂ
　「学校が担う役割」の検討において議論し、素案で対忚し
ています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

33 廿日市会場
(2/1)

〔地御前堀新町町内会長〕
・　１～２年間の町内会長では、地区の把握も人も知る事が
できず、良くしようとする取り組みも出来ないとの思いから、
５期１０年会長をやっている。－ マンネリにならないよう意識
しなが、バトンタッチを考えている －
・　地区の皆さんからの「要望」には、速やかに対忚し取組
み経過・結果については、事案によっては総会で明らかに
して地区で共有する。
・　気軽に「相談」や「意見」が出来るような関係の構築。（個
人的なことは、他言しない）
・　イベントを取りまとめ、上期・下期で文書で回覧し興味を
持ってもらう。
・　健康には気をつけ、フットワーク良く活動する。
・　他地区町内会長との連携。
・　「信頼」のバロメーター
　　　町内会加入率（95％）：実績76世帯中75世帯（98.6％）
　　　総会出席率（75％）：実績76世帯中59世帯（77.6％）

Ｃ

　町内会でもなかなか次世代の後継者が見つからず、苦慮
されていることなどを踏まえ「人材育成」の検討において「子
どもの頃からの育成」や「人材発掘」が大切であることを議
論し、原案で対忚しています。
　また、リーダー育成や人間関係の充実については、取り
組みを検討する段階での参考意見とします。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

市民委員会の対応・考え方（案）

　具体的な行事やイベントなどを通じて、人と人のつながり
を深めることが大切だと考えます。「協働のまちづくりでめざ
す姿」の検討において議論し、原案で対忚しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。Ｂ
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番号 会場名 意見概要

11 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

〔四季が丘コミュニティ〕
・　地区でやっていることの情報発信、ホームページの充
実、地区内でまずはいっしょうけんめいに活動をすること
と、実績をつくること、若者をコミュニティの中にまき込み活
性化する、何でもいい「全国一」をめざすこと

Ｃ

　「信頼関係づくり」」の検討において、「効果的な情報の発
信・受信」「地区内の連携と関係づくり」について議論し、原
案で対忚しています。
　「全国一をめざす」提案については、今後、取り組みを検
討する段階での参考意見とします。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

42 佐伯会場
(2/2)

〔津田・四和ふれあいまちづくりの会〕
・　例えば、お年寄りへの情報提供等々は、敬老事業の一
環としてお手伝い可能なのでは？

Ｃ
　具体的な事例の提案であり、取り組みを検討する段階で
の参考意見とします。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

43 佐伯会場
(2/2)

〔津田・四和ふれあいまちづくりの会〕
・　佐伯地域で放置されている「ゆず」を利用し、ゆずポン
酢を作り、そうした農産物を宮島・大野・廿日市で販売す
る。
・　農産加工所をつくる。

Ｃ

　具体的な事例の提案であり、取り組みを検討する段階で
の参考意見とします。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

52 宮島会場
(2/3)

・　パン屋なので店を会議や交流の場として提供できる。
Ｃ

　企業、民間事業所における企業市民としての地域貢献に
ついて、取り組みを検討する段階での参考意見とします。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

69 大野会場
(2/4)

・　木にかかわる企業ＰＲ、山林、里山の管理を計画し、自
然を大事に取り戻す。 Ｃ

　自然を大事にすることなどについて、具体的な取り組みを
検討する段階での参考意見とします。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

71 大野会場
(2/4)

〔１区〕
・　私は、大野１区区長として、パトロール、見守りや講習会
などして地区の安全につとめておりますが、我々の住む狭
い地域に限られます。防災については、自主防災組織の
設置が叫ばれておりますが、地域の特性によって内容は大
きく異なる筈です。現在の自主防災組織にたいする行政の
ありかたには若干疑問があります。

Ｃ

　地域における安全・安心の確保などについて、具体的な
取り組みを検討する段階での参考意見とします。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

34 廿日市会場
(2/1)

・　出来ることを模索中ではあるが、平成３年頃　発案の「コ
ミュニティ推進（協議会）」の総括をここでやるべきではない
か。
・　ここで言う「まちづくり（基本条例制定）」とは、まさに「コ
ミュニティ」の活性化ではないのか？

Ｄ

　コミュニティ推進団体をはじめとしてまちづくりのさまざまな
活動主体がこれまで取り組んできたことを確認しながら、廿
日市市をよりパワーアップすることをめざして、検討を進め
てきました。素案では“円卓会議”“まちづくりクラブ”をつな
がる場として、設置・充実することを提案しています。
　今後も取り組みへの協力をお願いします。

22 吉和会場
(1/26)

・　（地デジの状況について）個人的に本所等へ相談へは
行きましたが、それからは何もしてません。

Ｅ
　条例には直接関係が薄いため、参考意見とします。

番号 会場名 意見概要

11 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　「条例を作っただけ」とならないように期待します。

31 廿日市会場
(2/1)

・　立派な箱を作っても、中味のないものではしかたない。
中味をどうするか考えて欲しい

61 大野会場
(2/4)

・　集約化、シンプルにしてほしい。

62 大野会場
(2/4)

・　みんなが単的に行動につながる、わかりやすい条例で
ありたい。

42 佐伯会場
(2/2)

・　市民ミーティング資料のとおり推進するのがベストでは
…。推進しながら、訂正、変更していけばいいと思う。

52 宮島会場
(2/3)

・　市民委員会には、制定後、定期的に評価し成果が市民
に分かる、実感できるように機能して欲しい。

33 廿日市会場
(2/1)

・　各テーマの具体策について、タイムスケジュールできる
ものは明らかにして達成度をチェックして欲しい。

12 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　表彰制度頄目は不要である。ポイント化とあるが、問題
は、チェック方法である。一体誰がするのか。また、表彰の
ための活動者が出て来る可能性があり、真のボランティア
から、かけ離れることになる。モメる一因になると考える。人
のため、街のため、世のため、自発的行動には表彰はいら
ない。

Ｂ

　「市民が求める具体的な評価」の検討において、評価を
目的とした活動の可否については議論しました。原案で対
忚しています。

21 吉和会場
(1/26)

・　地域の現状にあった条例づくり
Ｂ

　地域ごとのまちづくりのローカル・ルールや地域特性を生
かしたまちづくりの重要性は、さまざまな場面で議論し、原
案で対忚しています。

23 吉和会場
(1/26)

・　条例づくりが目的ではなく、行政のしくみ、仕事の仕方を
変えていくのだという基本の意気ごみを忘れず、多くの意
見を吸い上げていただきたい。

Ｂ
　行政の市民意見の吸い上げについては「地域特性を生
かした連携」「信頼関係づくり」の検討において議論し、原
案で対忚しています(P7､5～6行目、P8､3行目)。

33 廿日市会場
(2/1)

・　町内会長をすすんで「やってやろうー」と思えるような、
報酬も検討していただきたい。 Ｂ

　活動の対価（団体の役職の報酬）のあり方については「市
民が求める具体的な評価」の検討において議論し、原案で
対忚しています(P9､11～12行目)。

35 廿日市会場
(2/1)

・　ただ単に、市民の自治会としての条例づくりでなく、経営
者、企業も含めた「まちづくり条例」にした方がいいので
は？ Ｂ

　市民や町内会だけでなく、テーマ系活動団体、企業、学
校、行政など、さまざまな活動主体がそれぞれの役割を担
うとともに、関係を築きあって、まちづくりを進めていくことが
大切であると考え、条例素案の検討を進めてきました。

市民委員会の対応・考え方（案）

Ａ

　条例を機能させ、継続的に実行するためには、その進捗
状況の評価や制定後の見直しなどの進行管理も、有効だ
と考えます。こうした取り組みをしてほしい旨を追加します。

　P10追加
　 「４　条例に望むこと」

市民委員会の対応・考え方（案）

Ｑ４　まちづくり基本条例に望むこと、今後の市民委員会の活動に期待することなどをお聞かせください。

Ａ

　　市民に分りやすく親しみやすい条例としてほしい旨を追
加します。

　P9追加
　 「４　条例に望むこと」

Ａ

　実行性を持たせるために、きちんと取り組みを検討してほ
しい旨を追加します。

　P9追加
　 「４　条例に望むこと」
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番号 会場名 意見概要

37 廿日市会場
(2/1)

・　活動団体に参加されている方は、すでにまちづくりに貢
献しておられ、何らかの解決ルートもあるように思われま
す。　問題は地域の人と何ら付き合いを持ってない市民を
どうやったら、仲間に誘い込むことが出来るか。その具体方
策について、市役所の方と共に検討していただきたい。

Ｂ

　「地域の人と付き合いを持っていない市民の誘い込み」に
ついては、Ｐ６の、２行目「人材発掘の場づくり、きっかけづ
くり」の頄目で議論しており、「ちょっときんさい」と声をかけ、
参加してもらえるようなワクワク感のある行事の企画・工夫な
どを、具体策として検討しています。

39 廿日市会場
(2/1)

・　まちづくり条例素案を見て、思った事。スポーツを通して
廿日市市民が交流を行う様になれば良いのではないか。 Ｂ

　スポーツを通じた交流や人づくりの大切さについては「人
材育成」の検討において議論し、原案で対忚しています
(P5､25～26行目)。

39-2 廿日市会場
(2/1)

・　「まちづくり基本条例」というと、・○○せねばならない。・
○○すべきである。・こうあるべきだ。・いつまでにするの
か！・・・という感覚になってしまう。（私は・・・）
・「まち育て基本条例」と言い変えてみると、・こんなまちにし
たい。・あんなことがやりたい。・こんなことができるので
は・・・？・みんなこんなことやりませんか？　・・・という気分
になる。（私は・・・）
・じっくり、のんびりと取り組めばイ～と思うんだけれど
ね・・・。（私は）

Ｂ

　市民や町内会、テーマ系活動団体、企業、学校、行政な
どが、いい関係を築きあって、まちづくりを進めていくことが
大切であると考えます。ご意見のように、窮屈に考えていく
のではなく、　気持ちを高めあって、「協働のまちづくりでめ
ざす姿」に近づくよう、みんなでじっくりと取り組んでいくこと
が大切です。

43 佐伯会場
(2/2)

・　各地域に合った活動から始めることがよいのではないで
しょうか？ Ｂ

　地区の実情に忚じたまちづくりについて「地域特性を生か
した連携」の検討において議論し、原案で対忚しています
(P6､13～25行目)。

44 佐伯会場
(2/2)

・　みんなが同じ思いを持てる基本理念をまとめること。
Ｂ

　「協働のまちづくりでめざす姿」の検討において議論し、
原案としてまとめました。

62 大野会場
(2/4)

・　地域、年齢層の融和につながる条例でありたい。
Ｂ

　地域間、世代間のつながりの大切さについては｢協働の
まちづくりでめざす姿｣や「地域特性を生かした連携」などで
議論し、原案で対忚しています。

64 大野会場
(2/4)

・　若い人への呼びかけ。
Ｂ

　若年層の育成や発掘について議論し、原案で対忚して
います(P5､20～26行目ほか)。

67 大野会場
(2/4)

・　各活動（個人、団体問わず）良かった成果をわかち合え
るシステムも必要かなと思う。

Ｂ
　｢市民が求める具体的な評価のために｣の検討で議論し、
原案で対忚しています(P9､19～20行目)。

72 大野会場
(2/4)

・　基本的人権を最大限に尊重し、差別のない平和で豊か
な環境のある地域社会にすること。

Ｂ
　｢協働のまちづくりでめざす姿｣の検討において議論し、
原案で対忚しています(P2､17～30行目)。

72 大野会場
(2/4)

・　自治体からの条例・要綱・構想・政策・施策を分かりやす
くし透明化・公正化・検証化できるようにする。 Ｃ

　情報共有については「信頼関係づくり」の検討において
議論し、原案で対忚しています(P8､6～17行目)。
　取り組みを検討する段階での参考意見とします。

11 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　素案で整理されている内容が総花的ですが、夢があり、
すべて現実すればいい廿日市になると期待できる内容に
なっていると思います。
・　気になる点
①　廿日市市職員のかかわり→仕事としてやりながらボラン
ティアとして地域に入れるのか？本当にボランティアとして
地域の人づくり、連携に関わるのであれば、中心的存在に
なってくれることを期待するが、はたして可能なのか？でき
ないのであれば書かない方がいい。
②　人材育成、連携、関係づくりで必要なものが見える→
「でんでん虫」「まちづくりクラブ」など、良いアイディアであり
具現化してほしいが「種」となる人や「きっかけ」「仕掛け」と
なるイベントが必要では？また若い人と高齢者の関係で言
えば、若い人を受入れる長老の意識改革が必要では？若
い人と長老が一体となり、心をひとつにしていっしょの目標
とすることができるようなイベント（取り組み）を廿日市市の中
全体で作ったり、共有化できるといいのでは？

Ｃ

　「職員の地域活動参加におけるかかわり方」「地域づくり
の核となる人材の発掘・育成」については、取り組みを検討
する段階での参考意見とします。
　とりわけ、市職員の地域活動へのかかわりについては、実
現度の高い方法を検討するよう、留意します。

12 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　この草案は、私の考えていた内容とほぼ一致し、良い草
案と考える。これを押し進めてほしい。
・　ただ仮称ではあるが条例は問題がある。条例となると法
令であり、中味からして法的事頄になるものはない。むしろ
事業基本指針とか、基本計画、事業規約とか親しみのある
ものにしてほしい。

Ｃ

　「条例に書くべきことと具体策として基本計画に書くべきこ
ととの分類」については、条文化の段階での参考意見とし
ます。

32 廿日市会場
(2/1)

・　今日的課題を聞けば「このままでは持たない」ことはよく
分る。その根っこのところを丁寧に本音で話して欲しい。国
政レベルでも同様課題を抱え、国民的関心事なので市民
の理解も得易いと思う。真に公益的観点に立ち、条例の理
念をしっかり詰めて、その理念に沿った筊の通った各条文
（条例案）を完成させて欲しい。

Ｃ

　真の公益的観点に立った条例案となるよう、条文化の段
階での参考意見とします。

33 廿日市会場
(2/1)

・　市民への周知徹底をお願いする。

61 大野会場
(2/4)

・　パネルディスカッションなどで、市民にわかりやすく説明
活動してほしい。

36 廿日市会場
(2/1)

・　新たな活動の場として「まちづくりクラブ」のような組織が
出来るのであればそれに必要な経費がかかりますが、大切
な税金が使われるのであれば自治活動費が増えるのでは
なく人口減尐に伴い公民館や集会所の集約などトータルし
た減額の中で行ってほしい。

Ｃ

　まちづくりクラブは話し合いの場の提案であり、直接自治
活動費の増加につながるものとは想定していません。自治
活動費を増やさないようにというご意見は、取り組みを検討
する段階での参考意見とします。

36 廿日市会場
(2/1)

・　数値目標のない計画書になってほしくありません。

61 大野会場
(2/4)

・　将来の目標（税金、教育、雇用、景気）を具体的に立て
る。

64 大野会場
(2/4)

・　もう尐しあそびがあっても良いのかも。
Ｃ

　関係施策の取り組みを検討する段階での参考意見としま
す。

市民委員会の対応・考え方（案）

　市民への周知、わかりやすい説明については、条例の啓
発に関する取り組みを検討する段階での参考意見としま
す。

Ｃ

　数値目標の設定については、取り組みを検討する段階で
の参考意見とします。

Ｃ
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番号 会場名 意見概要

70 大野会場
(2/4)

・　もう尐し輪を小さく地域に入り込んで見てください。活動
に大変さを感じるはずです。大きな目標、形だけでは進ま
ないと思う。 Ｃ

　さまざまな広さの地域の状況を知ることにより、全体と個別
のバランスのとれた施策や事業を行う必要があると考えま
す。関係施策の取り組みを検討する段階での参考意見とし
ます。

71 大野会場
(2/4)

・　”まちづくり”の進め方がルール化されていくのは望まし
いことです。声の大きい地区のみ良い目をみることのないこ
と、活動が規制されることない基本条例をのぞみます。公務
員ＯＢの方が地区の活動の核になるような条例だとよいの
ですが。

Ｃ

　地域の活動を規制するような内容を盛り込む予定はありま
せんが、条文化の段階での参考意見とします。

72 大野会場
(2/4)

・　【真に住民の・住民による・住民のためになる・まちづくり
条例】の実現をめざす市域とする。例えば、｢住民投票制
度｣｢１％予算の確保｣｢第三者監査・監視機関の設置｣｢住
民参画型政策決定｣｢副市長の削減｣｢管理職手当の削減・
管理職の削減｣｢議員評価制度・公約達成度公表制度｣｢議
員報酬等の日当制｣｢議員倫理条例の制定｣｢公的情報の
透明化・浸透化｣などの制度等を条例に組み入れるように
する。

Ｃ

　一つの意見として、関係施策の取り組みを検討する段階
での参考意見とします。

72 大野会場
(2/4)

・　罰則規程を設けず、自治体の権限・権利制限を無くすこ
と。

Ｃ

　罰則規定を設けることは考えていませんが、条文化の段
階での参考意見とします。自治体による権限・権利制限を
なくすことについては、一つの意見として、関係施策の取り
組みを検討する段階での参考意見とします。

72 大野会場
(2/4)

・　まちづくりとは、単なる“つながり・協働”ではなく、【何の
ためにつながるか、協働することで何をつくるか】にあると言
えるので、住民が積極的に自治体に関与する、即ち“住民
の・住民による・住民のため”の①予算の確保、②法制度の
整備、③議会・行政への監視、④構想・基本計画・施策の
具体化、⑤公的情報の開示請求、⑥自治体と事業体との
透明性・公正性を図るなどと、地元の組織・団体・企業の問
題・課題への解消・解決にむけた日頃からの働きかけなど
が必要ではないか

Ｃ

　一つの意見として、関係施策の取り組みを検討する段階
での参考意見とします。

34 廿日市会場
(2/1)

・　市民委員会のみなさん多忙の中ご苦労さんです。まず
はお礼を申し上げます。
　平成３年頃から始まっている「コミュニティ推進協議会」の
その後はどうなったのか　各地区では、「町内会（連合会）」
「コミュニティ推進協議会」「安全協議会」「衛生推進協議
会」等々行政の縦割りをそのまま各地区に押し付けていて
今になって、各地区地区でまちづくりと云っても、ヘッド
（頭）をまず変えてから始める。

Ｄ

　協働のまちづくりを進めていくためには、地域と行政のよ
り良い役割分担のあり方について、ともに考えあっていくこ
とが大切だと考えます。

22 吉和会場
(1/26)

・　まずは、山間部、沿岸部のスタートラインを同じにするこ
と Ｅ

　条例の議論は、市域全域で同じレベルのハード整備を行
うことを前提としているわけではないため、参考意見としま
す。

32 廿日市会場
(2/1)

・　意見用紙方式（後刻文章回答方式）は、関心のある市
民から有為な意見を吸い上げる絶妙な方法だと思った。更
に言えば、締めの最後にもう一度お願いすればより効果が
上がったと思った。

Ｅ

　意見用紙で、後日、たくさんの意見をいただきました。今
後の会においても、丁寧に意見をお聴きできる方法を工夫
します。

36 廿日市会場
(2/1)

・　廿日市市のまちづくり基本条例であれば、もっといろん
なことを盛り込んでこの条例どおりに暮らせば明るい将来が
望めるかもしれないと思うようなものであってほしい。「観光
のまち廿日市」「学生のまち廿日市」「農商工連携の廿日
市」「高齢者医療の町」そして「環境の町廿日市」などの将
来のビジョンを考える団体の意見も盛り込んでもらいたいと
考えました。
・　問題はスケジュールです。担当の方が素晴らしいと思っ
て作っておられるのでしょうからさほどの変更しか出来ない
のなら「自治活動基本条例」としていただきたい。私たちは
「廿日市市中小企業振興条例」制定へ向けて頑張ろうとし
ています。他の廿日市教育基本条例、廿日市農産業基本
条例、廿日市環境維持基本条例など合わせて「まちづくり
基本条例」になると考えます。
・　今回の素案は「まちづくり基本条例」というよりは「自治活
動基本条例」「市民活動条例」のように感じました。

Ｅ

　まちづくりを進めるにあたっては、まず、市民や町内会、
テーマ系活動団体、企業、学校、行政など、さまざまな活動
主体がそれぞれの役割を担うとともに、関係を築きあって、
取り組んでいくことが大切であり、活動の基本になるものと
考え、現状を確認しながら、条例素案の検討を進めてきま
した。
　こういったさまざまなつながりが実現していくことで、まちづ
くりに向けたあらゆる活動が活性化し、さらに厚みを増して
いくものと考えます。
　ご意見については、条文化の段階で参考にしていきま
す。

市民委員会の対応・考え方（案）
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番号 会場名 意見概要

38 廿日市会場
(2/1)

・　市民ミーティングに参加して、正直な感想は「何がしたい
のか全くわからない」ということです。
　「まちづくり」という表題を見て、私が想像していたことは、
人口、産業、観光、住居、生活、福祉、消費、暮らし、その
他全般的なアプローチから将来どのような『廿日市市』を目
指すのかというビジョン的なものだったのです。意見をする
にあたり、廿日市市の第5次廿日市市総合計画を読んでみ
ました。（…以下、計画書の本文抜粋の紹介）
　いろいろな意味での「まちづくり」という言葉が使われま
す。
　われわれ市民が「まちづくり基本条例」という言葉を聞い
たとき廿日市市第5次中期計画（総合計画？）そのものを普
通に想像するのではないでしょうか。その中の一部を取り
出しただけのものに「まちづくり」の名前を用いた条例を作
ることに意味がないと思いますし、誤解が生じることも出てく
るのではないでしょうか。
　資料の目的から考えて、「市民活動推進基本条例」とした
方が良いと思います。

Ｅ

　市民や町内会、テーマ系活動団体、企業、学校、行政な
ど、様々な活動主体がそれぞれの役割を担い、関係を築き
あって、まちづくりを進めていくことが大切であると考え、現
状も確認しながら、条例素案の検討を進めてきました。
　委員会としては、これまでの議論を踏まえ、素案原案の名
称は「まちづくり基本条例」でよいと考えます。
　ご意見については、条文化の段階での参考意見としま
す。

52 宮島会場
(2/3)

・　市の人口が確実に増えるか、平均年齢が若返る仕組み
に条例がなることを望む。 Ｅ

　素案原案で提案されている仕組みを尐しづつでも実現し
ていくことで、若い人達の力が発揮され、魅力あるまちづく
りを推進していくよう頑張ります。

63 大野会場
(2/4)

・　選挙を意識した政治がらみは、来賓あるいは助言者ある
いは歌で会を盛り上げるなどで活躍して、地域の中心的団
体は政治色をもたないでほしい。

Ｅ
　地域の中心的団体に対する意見のため、参考意見としま
す。

41 佐伯会場
(2/2)

・　文章にするには大変でしょうが、ガンバッテ下さい。

68 大野会場
(2/4)

・　頑張って下さい。

　ありがとうございます。

Ｅ

市民委員会の対応・考え方（案）


