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(4) 市民委員の感想 
 

① この条例づくりにかかわった感想 

② 「協働」とは (100 字以内) 
 

【今田圭宗委員】 

① 他の地域の方たちの活動例などが聞けたり、自分自身とても勉強になりました。 

② 子供から大人まで、地域、組織、団体、企業、行政、みんなが力を合わせる。 
 

【岩藤綾子委員】 

① あまりにも壮大な課題で本当によかったのかという思いである。 

毎回のワークゴールに近づけることに終始した思いが強い。 

集中力を持って、短期完成したことは評価したいと考える。 

② 気持ち良い協働とは  

 不公平感や依存・不満を是正し、「自律」した活動を促す行政 

 専門（得意）分野で活動したい市民 

 評価を与える機関 
 

【奥野弘和委員】 

① 初めて、この様な会議に関わりましたが、本当に私に取って良い経験になり、たくさん

との方の出会いは自分を成長させてくれたと思います。これからも廿日市の為に影ながら

協力出来ればなと思います。起草委員の皆様には本当に大変だと思いますがよろしくお願

いします。 

② 協働とは、子供から大人までが、協力し支え合う事であり、市・地区・地域が互いの長

所を生かし、自分達の町を元気にする事だと考えます。 

 これからは地方自治体が自分達で自分の町を守る事が重要であり、実現は意識をする事が

大切で、協働という本当の意味が分かるのではないかと思います。 
 

【熊谷 操委員】 

① （考え方は様々で話合いの時間が尐なかったと思う反面、いくら時間があっても一つの

意見にするのは大変だ。） 

市民のひとりとして自分のくらす町の事がわかり、市をより発展させていくのは市民の

人間力だなと思いました。 

② 人と人がよりそい、団体と団体がよりそい、他の人、他の団体をまきこんだ活動ができ

る事。 
 

【杉中利正委員】 

① 20年前に廿日市に転勤で移ってきました。現在、四季が丘に住んでいるのですが、眼下

に一望のもとで、瀬戸内海のおだやかな海の美しさと人情味あふれた廿日市が好きになり

ました。それ以降、私の出来る範囲で住んでいる廿日市をもっと知りたい、そしてもっと

住み易い街にしたいと思い続けてきたし、行動してきました。 

  この委員会に参加して、私よりも、もっと廿日市を愛し、そして行動を起こしている人

達の多くと出会うことができて、うれしく思い、私には多いに勉強になりました。 
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  これからは、廿日市を住み良い、つながりのある街となるように、より行動を起こして

いきたいと思いました。 
 

【辰見裕行委員】 

① 市民委員会に参加した動機の一つは、廿日市市を文化活動を活性化することにより、心

豊かで笑顔と温もりの感じられるまちにしたいという思いからであり、もう一つは、条例

づくりのみで終わることのないように、具体的な行動に直結する条例にしたいとの思いか

らでした。 

  条例づくりに参加し、行政職員や団体の方との出会いの中で、廿日市市のまちづくりへ

の熱意を感じながら、人とつながることの大切さが再確認できたことを、とても嬉しく思

いました。多くのことを学ばせていただいた市民委員会の皆さんに感謝しています。 

② 地域だけでまちづくりを進めていくには力不足な所もあると思われるので、当面は、行

政主導で、学校や地域の方々とそれぞれの地域の仕組みや役割が実働できるように、方向

づけや具体的な行動計画を示していく必要があると思う。 
 

【千原保仁委員】 

① 現在、地区の町内会長をさせていただいています。活動テーマとして「地区の活性化」

を行動理念としており、この視点からみると、それぞれの地域において、真摯に活動され

取り組んでいる方たちがいることが分かりました。また活動の概要も聞き、私にとって大

いに刺激になりました。 

② 地区でできることは自己解決し、行政は見合い費用を負担する。地区は持てる知識・技

能・ボランティアを活用し効率的な事業活動をする。 

行政は事業規模により、持てる専門知識を活かしトータル的に費用の低減を図る。 
 

【中村眞琴委員】 

① 素案づくりの最後の委員会を終えるにあたり、改めて、検討委員会の公募案内や私が提

出した応募用紙、レポートを見直しました。私がこの条例検討市民委員会に関わった大き

な目的は、二つ。 

  ひとつは、私自身が「はつかいち」を知り、はつかいちの「まちづくり」に参画したか

ったこと。 

そして、もうひとつは、これまで「まちづくり」に関わってきた二十数年来の懸案事頄

を言える場が与えられた、と思ったこと。成果としては、ひとつは、ほぼ達成できました

が、もうひとつの目的は成りませんでした。 

しかし、それ以上に得るものがたくさんありました。何より、29人の市民委員のみなさ

んに出会えたこと。そして、職員の方々といろいろなお話をする機会を与えていただいた

こと。本当にお世話様になりました。ありがとうございました。 

② 何をおいても、やはり「人とひとのつながり」でしょうか。 

人とひとの関わりあいなくして「協働」は成り立たないと思います。「お互い様」と「思

いやり」の環をつないでいくことが、私の思う「協働」です。 
 

【山本和臣委員】 

① 大変勉強になりました。「協働」に対する考え方や、自分の住んでいる地域だけでなく
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他の地域の文化や歴史、長所・短所を肌で感じることが出来ました。 

しかし、自分の中で未だ消化できていない思いや現実を振り返ったとき、やらなければ

ならないことは多いと感じました。 

② 市民として … 地域の自治に対して行政から一元的なサービスを期待するのではなく、

市民が自ら積極的に考え、活動し行政と協力して「本来の地方自治」を実現すること 

行政として … 市民を信頼し、市民の求める支援やサービス、情報、場所などを行うこ

と 

どうしても行政＆市民の構図になってしまいます。頭が固いのでしょうか？（笑） 
 

【吉武英彦委員】 

① 市民の皆様の思いがつたわってきました。 

② 佐方市民センターでまちづくり市民委員の経験を生かして協働したい。 
 

【亀谷敏男委員】 

① この素案づくりについて、各市民活動団体の方々の集まりで、それぞれ町づくりについ

て、積極的な意見、又、熱い思いを感じました。 

② 行政と市民が共に協力して、市の職員は市民との対話を積極的に進め、市民の声を幅広

く取り入れ、基本条例を理解していく事が大切であり、市民も基本条例をしっかり受け止

めて、安心安全で住みよい町を作っていく事が「協働」と思う。 
 

【宮本育生委員】 

① 委員 30 名、行政スタッフ含め多くの人が頭をつかい、口を動かした。年令差は 50 才以

上。しかし大変に有意義な委員会であった。あるべき姿を追求するこの委員会、当初は戸

惑もあったが、だんだんと発言も多くなり、よい素案ができたと考えます。全体をまとめ

られた委員長・副委員長、また個性ある 30名をリードされた行政の皆様に感謝と敬意を表

します。 

② 協働の前に共同と協同があると思う。まずあつまる事がスタートであり、そのあつまる

為の必要十分条件はなにか、ルールがきびしくなく楽しくないと続かない。ともに助けあ

い、理解しあう事と考えます。 
 

【竹中久人委員】 

① (仮称)廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会の市民委員の一員として、10ケ月間

会議ほかミーティング等も含め 16回参加させて頂きました。立場も年齢も様々な 30 名の

皆さんと、当初は戸惑いもありましたがいろいろな違う視点からの意見を聞く事ができま

した。 

１ まちづくりの基盤は住民一人ひとりの参画意識であること。参画意識を高めていくた

めには、コミュニケーションを大切にした人と人の繋がりや絆をどれだけ密にしていく

ことが出来るかが重要な要素であること。（町内会活動の活性化） 

２ そのうえで、地区で活動する地縁系団体やテーマ系団体、更に市民センターや行政の

関係各課がオープンでフラットな立場で参加し、話し合える場が必要であること。（ま

ちづくり円卓会議） 
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３ 地区での円卓会議の情報を地域で話し合い、情報を共有し地域の特性を生かしたまち

づくりを推進していくこと。 

４ 更に市域レベルでまとめ、協働のまちづくりを推進していくことが必要。 

現在、廿日市地区でまちづくりを推進しているものとして、大変勉強になった会議でし

た。今後、上記 1および 2 の基盤強化に努めより多くの団体（現在は 15団体位）の皆さん

の参加を計りながらまちづくりを推進してまいります。 

より一層のご指導をお願い致します。 
 

【古田正貴委員】 

① 各地域それぞれの考え方が大きく違い、そのまま佐伯地域に取り込む事はできないと思

った。積極性と発言力のパワーには驚かされ、まちづくりに対する情熱を尐し学んだかも。 

② かつての佐伯町時代「ふるさと田舎地域」では、ある程度『協働』はできていた。民間

と行政がいっしょになり、年間行事を進めながら自然とつながり、懇親会も随分やってき

た。そういう時をとりもどしたい。 
 

【大野宣江委員】 

① 他地域の様子が尐し見えるようになり、地域性を強く感じた。 

② お互いが出来ることを出来るところから一方通行にならないようお互いの思いをしっか

り話し合い確認しながら力・知恵を出し合う。 
 

【小田 真委員】 

① 10回も会議が開催されながら、ほんの数回しか参加できなかったことに申し訳なく思い

ます。でも、尐しでも色々な人の思い・意見が聞けたことは参考になった。 
 

【小熊鶴雄委員】 

① いろんな地域の多くの人との交流を通して、それぞれの地域が共通の悩みや問題を抱え

ている現状が再確認できた、この条例が将来にわたり有効に生かされてより住みやすいま

ちづくりに役立つ事を期待して、しっかり見守って行きたい。 

 この条例つくりに関ったことで今後のまちづくりついて責任を感じている。 

② それぞれの団体・地域単位でよく話し合い皆が納得して活動し喜びも苦しみも分かち合

える団体・地域・地区であるための、一つの理念 

地域と行政の絆。 

行政職員の、一人の市民としての意識が希尐、地域行事への参加が無い。 
 

【中丸建二委員】 

① 市民委員会には各方面からの参加があって、多様な意見が出たことが良かったと思いま

す。 

  改めて地域ごとの違いを感じましたが、地域はまちづくりの原点であるので「地域特性

を生かしながら」まちづくりを進めていくことの重要性が確認されたことで安心しました。 

  素案は、いろいろな意見が網羅的によくまとめられているが、今後分かりやすい条例に

作り上げ、その条例を実行していくための活動がさらに重要になってくると感じています。 

② 「協働」とは市民と行政が相互の理解と信頼の下目的を共有し連携・協力して地域課題

の解決を目指すこと、実現には双方でさらに従来の行政主導の意識と仕組みを払拭してい
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くことが必要だと思っています。 
 

【藤本益之委員】 

① 10回の委員会と 2回の市民ミーティングに参加させていただき、多くの人に出会い、色々

な勉強が出来ました。そして色々な団体、考え方に接し、これからの活動の「みなもと」

になると思います。 

② 市民と市民、市民と行政、行政と他地域行政、地域と市民団体、それぞれいろいろ有り

ますが、「協働」つまり「つながり」が大切なのではないかと思います。 
 

【井上 軍委員】 

① 廿日市市各地域の現況を多尐なりとも理解出来る機会が得られたこと。 

② 市民が地域活動をいかに積極的に進めるかは行政との一体的な連携が大切である。又多

くの方々と話し合いながら前向きに議論するとが重要なことと思います。 
 

【正木文雄委員】 

① 官民一体となってのより良い町づくりは、1年、2年で出来るものではないが、こういう

前向きな取り組みは多いに評価出来る。しかし条例が出来てどこまで実行出来るかが大き

な課題であろう。市民により良い町作りの大切さを浸透させることが重要である。 

私の立場から言わせてもらうと、宮島の総代会（自治会）は昭和 26 年に誕生し歴史は古

く先人たちが創りあげた助け合いの町作りは今も生かされている。 

② 協働とはお互いが助け合い、相手の考えや思いやる気持ちが必要で、それが組織の中で

生かされる。官、民一体となり一人一人の意見を出来るだけ集約しまとめあげて理解させ

る事が必要。日頃のコミュニケーションが絶対必要である。 

宮島という地域は協働はすでに出来上がっているが、今後尐子化、高齢化によって島外

からの協働の力が必要となろう。 
 

【山根義広委員】 

① 「まちづくり、まち育て」に「文化」がどのように係わられるか？とのテーマを持って

参加させてもらった。 

歌ったり、踊ったり、描き、書く…といった「文化」だけでなく、「話し方」「人との

つき合い方」に「人とのつながり方」「思いやり」「智恵を働かせた暮らし方」…など、

「キモチ良く暮らすこと」「人生を楽しむこと」のすべてが「文化」であると感じ、その

ようなことを実践している人達と知り合えたことが収穫だった。このまちの海や山の豊か

な自然とテキトーな広さの町の部分。この中で、「思いやりを持って人とつながることの

できる心」を自分たちのクセとして身につけ、それが「このまちの心」として定着し、「は

つかいち文化」とでもいえるものが醸成されれば良いと思う。 

② 「協働」は官に都合の良い言葉に感じ、良いイメージを持っていない。 

この名目で官から民へ作業が降りることは多くても、民が官に「『協働』して一緒にや

ろう」と声掛けしても、「それは方針だからできない」と何度断られたことか。（今後に

期待！） 
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【後藤香代子委員】 

① 忙しい日程の中で出来るだけ参加させて頂きましたが、地域に出向いてのワーキングは

広い廿日市を知る上で参考になり、よかったと思います。 

地域によって、まちづくりの条例もかなり差がある様に思えるので、そこの所をどうま

とめていくか？が問題点だと思いました。 

② 同じレベルで、自分達の出来る限りの力の範囲内でまちづくりに力を発揮できる様に協

力し合ってボランティア活動が出来れば素晴らしいなあと思います。 
 

【石津直子委員(副委員長)】 

① 『まちづくり』について、考えたこともなかったのですが、実際に『まちづくり』に携

わっている、たくさんの方のお話を伺うことが出来、とても勉強になりました。 

新しい視点を与えていただいたように思います。 

② 他の主体と認め合い、どちらかがどちらかに一方的に与えるのではない、対等な関係だ

と思います。 
 

【羽熊俊哉委員】 

① 日程が諸事情等重なり、あまり参加できず、力になれないまま終わってしまい、大変ご

迷惑をお掛け致しました。内容的な感想といえるものは書けそうにないのですが、一言だ

け言わせて頂ければ、廿日市市において目的を達するために、各地区の代表者や学生らが

集まりを重ね、議論をし、条例をつくりあげていく行程はとても熱く、また市民において

は廿日市市に対する情熱を燃やす姿に感動しました。私自身、廿日市市がますます好きに

なりました。 

② 市民団体、大学、企業、行政等が連携をとりあい、情報を共有することだと思います。 
 

【槇本知則委員(委員長)】 

① 廿日市の街が大好きで、楽しくて、暮らしやすい、良い街にしたいという、同じ想いを

持った沢山の同志に出会って、色々な想い、意見を聞いて、勉強になり、また、力強く感

じました。 

② 市民どうし、市民と行政が互いの立場を理解したうえで、忌憚なく意見を言い合い、同

じゴールを目指して、お互いの出来る事を実行していく事。 
 

【大島元気委員】 

① 今までまちづくりにかかわる事が無かったので、とても良い経験になりました。日頃か

ら市のため、住民のために尽力されている方が大勢いることを知ることができました。皆

さんが抱えている課題なり、問題点を知ることができました。 

② 個人から家族、家族から地域へと、１つのまちに住む、１つの大きな家族。困ってるこ

とがあれば皆で考え、楽しいことがあれば皆で楽しむ。全体が良く成長できるよう、皆で

支えあい、皆で成長すること。 
 

【板本麻美委員】 

① 廿日市市のことを全然知らなかったことに気づきました。日頃から、多くの方が廿日市

市を良くしようと活動されていたことに驚きましたし、様々な活動をしてくださっている

方のおかげで、私は日々廿日市市で暮らしていけてるんだなと思いました。条例づくりの
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話し合いのテーマは普段から考えていなかったことで難しく、積極的に話し合いに参加す

ることはできませんでしたが、市民委員の方々からいろいろなお話を聞き、とても勉強に

なりました。私もこれからは廿日市市のために何かできることをしたいと思うようになり

ました。 

② 市民と行政がお互いを思いやりながら、廿日市市の将来あるべき姿に向かって、協力し、

課題に取り組んでいくことだと思います。 
 

【上本直樹委員】 

① 学校の実習やテスト、勉強などに追われる中、都合が合わずにあまり参加できませんで

したが、とても良い経験ができました。 

② 私の大学のように学生自治会の（任期が１年であり）会長として、主体となって引っぱ

るのが２学年の生徒であり、３学年になると、後輩に任せているが、任期が終わったから

といって、もう関わらないということではなく、その後も共に自治会を支える一員である

こと。（だと思います。） 
 

【豊原啓太委員】 

① 何をしていけばいいのか、なかなか難しかったです。でも、グループに分かれて進めて

いったことで様々な意見が出たのではないでしょうか。自分にとっても、良い経験となり

ました。ありがとうございます。 

② 一人でできないことを皆でやっていくことだと思います。みんなで１つのことを行うこ

とは、とても有意義なことではないでしょうか。 

 

 


