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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１回会議 会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 22年 6月 19日(土) 9:30～12:00 

２ 場所：廿日市市市民活動センター 第１研修室 

３ 出席委員：29人 

今田圭宗、岩藤綾子、奥野弘和、熊谷 操、杉中利正、辰見裕行、千原保仁、 

中村眞琴、山本和臣、吉武英彦、亀谷敏男、宮本育生、竹中久人、古田正貴、 

大野宣江、小田 真、小熊鶴雄、中丸建二、藤本益之、井上 軍、正木文雄、 

山根義広、後藤香代子、羽熊俊哉、槙本知則、大島元気、板本麻美、上本直樹、 

豊原啓太  （欠席委員１人） 

   出席スタッフ：27人 

    アドバイザー：蛯江紀雄 

    ファシリテーター、支援スタッフ：宮迫勇次、上元新一郎、船﨑美智子、 

浅野ジュン、浅野涼子、五百田定 

    職員ワーキングチーム：山本裕行、中村 満、藤井健二、澤岡由起子、木下英治、 

       和田 浩、倉田 忍、上田光司、栗栖靖宏、鈴本 昇、山福美佳、佐川智弘、 

       川下晃一 

    その他職員：中村正則（総務部長）、大島博之（分権政策部長）、 

藤井昭二（地域協働課長） 

事務局：井原泰彦（自治振興部長）、 

（以下、まちづくり推進担当）池本光夫、中川美穂、川本 誠 

   傍聴者：５人 

 

（議事次第） 

１ 開会 

 ２ 市長あいさつ 

 ３ 講話「廿日市市のまちづくり」 

 ４ 説明「（仮称）廿日市市まちづくり基本条例策定に向けて」 

 ５ 自己紹介 

 ６ 協議 

  (1) 会議の運営方法について 

  (2) 委員長・副委員長の選出方法について 

  (3) 会議の開催日程について 

  (4) その他 

 ７ 閉会 

 

１ 開 会                                           
 
〔事務局（池本）〕 

この市民委員会は、廿日市市の協働による、まちづくりの目指す姿やルール、仕組みな

どを定める、（仮称）廿日市市まちづくり基本条例について、その素案を検討するために、

設置した。検討の過程を広く市民の皆さんにも知っていただきたいと考え、公開で開催す

ることとしている。また、記録のために、ビデオや写真の撮影をすることを、最初にお断

りする。 

本日の会は第 1回ということで、基礎学習と顔合わせを主な目的としている。 
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２ 市長あいさつ                                    
 
〔眞野市長〕 

廿日市市が、１市３町１村の合併により歩み始めて、５年目を迎えた。合併により、さ

まざまな知識と経験をもつ市民、海から山に至る豊かな自然、厳島神社に代表される悠久

の歴史と伝統、多様な産業、文化など、たくさんの地域の宝に恵まれることとなった。 

昨年度からスタートした「第５次総合計画」においても、地域の資源を生かした個性あ

るまちづくりを進めながら、地域と地域がつながり、助け合い、新しい廿日市市をつくっ

ていくこと、人と人がつながり、信頼し合い、それをエネルギーにまちづくりを進めるこ

とを基本とし、まちづくりを進めている。 

市の職員にも、つねづね「できる限り地域に足を運び、市民の皆さんとよく話をし、一緒

に考え、汗を流す」よう、言っているが、今や、廿日市市のまちづくりにおいて、「市民

力」「地域力」は欠かせないものとなっている。 

 協働によるまちづくりのめざす姿やルール、仕組みなどを定める、廿日市市のまちづく

り基本条例について、いよいよ、今日から検討が始まる。この会議には、活動団体から選

ばれた皆さん、公募いただいた皆さんに加え、大学生の皆さんにも参加いただいている。

また、市の職員も、会議に参加させてもらう。 

まちづくりに対する思いや、それぞれの立場からのご意見などを、しっかり話し合って

いただき、はつかいちならではの、魂のこもった、条例素案となるよう検討いただきたい

と思う。 

年度末を目標とした長丁場であるが、皆さんには最後までご参加いただくことをお願い

する。 

 

３ 講話「廿日市市のまちづくり」                                      
 
〔川本副市長〕 

 廿日市市のまちづくりにおける協働のルールを作ることが、まちづくり基本条例の策定

の大きな目的であるが、すでに協働は始まっており、成果も徐々に上がりつつある。その

経緯を踏まえて、総合計画を中心に話をする。 

 共通認識として、社会情勢を 3 点。まず、「地域主権改革」つまり地方分権だが、地域

にさまざまなものを決める裁量や財源をおろし、地域を自分たちでつくっていくという改

革が始まっている。次に「少子高齢化」これは後ほど人口構造等を詳しくお話ししたいと

思う。また「地域課題の多様化」これも後ほどお話しする。 

 本市の人口は、平成 2年から 20年間で 16.7％増えているが、今後 20年間で 12.5％減る。

問題は内訳であり、現在の、年少人口比率 13.4％、生産年齢人口 64.5％、高齢・老齢人口

22.1％が、今後 20年間で、少子化が進み、年少人口 9.3％、生産年齢人口 54.3％、老齢人

口 36.3%となる。現状では、生産年齢人口約 3 人で 65 歳以上の老齢人口 1 人を支えている

が、20 年後は約 1.5 人で 1 人を支える状況になる。少子化対策はやっているが、人口の推

移は確実に予測できるもので、人口問題研究所が 20年後をこう予測している。 

 地域課題の多様化については、社会情勢の変化による格差の拡大、社会保障などに加え、

本市は合併でさまざまな地域が一つになったことにより、中山間から島、観光から農業・

林業まで、広島県あるいは日本の縮図のような課題を抱えた地域となっている。しかし、

課題もあれば多くの宝もあり、その宝をつなぎ合わせて、先ほど述べた課題に取り組みま

ちづくりをやっていこうというのが、第 5次総合計画である。 

 「世界遺産を未来につなぎ、多彩な暮らしと文化を育む都市・はつかいち」という都市

像を掲げ、その実現をめざしてまちづくりをやっていこうということである。 

 総合計画を作る際の市民アンケートでは、「宮島」をシンボルとして活用しようという

意見が多く出た。世界遺産としての宮島、厳島神社、その周辺の「宮島」が象徴としての

キーワードとなり、これらの伝統・文化・自然環境を含め、世界遺産という言葉に集約さ



 3 

せ未来につないでいこう、合併により中山間、都市、島といった多彩な暮らしの文化を育

んでいこうというのが都市像である。また、計画策定時、地域の宝を見直そうということ

で、地域別ワークショップで議論いただき、わが地域をどのようにしていきたいかを考え

てもらった。 

 皆様の議論をふまえてまとめた総合計画のキーワードは「つながり」である。 

 「魅力ある資源を上手につなぎ、市民満足度を高める」ことをまちづくりの基本姿勢と

している。さまざまな地域の宝、特にわれわれの宝は市民の皆様と考えており、市民の知

恵・力・意識をつなぎ市民満足度を高める、市役所として、行政の役割をしっかり果たし

ながら、こういったことをやって行こう、というのが基本姿勢である。 

 総合計画では、都市像実現のために、基本目標を「健やかな暮らしを支え、安全で快適

に暮らせるはつかいち」「新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち」と、二つ掲

げている。 

 最初の基本目標は、健康福祉、生活、雇用、そして安心安全、快適な生活など、生活中

心の目標であり、次の基本目標は、未来に向けて成長し、活力をひき出しながら、特色、

魅力を生かす、あるいは新たな活力を生み出す、そして、国際的にも広域的にも交流・発

展する。こういうイメージで両目標をふまえている。基本目標を達成するために、10 の政

策目標を掲げているが、これらの説明は割愛する。 

 この政策目標を貫き、次世代を切り拓くために「環境」「子育て」「観光・交流」の 3

つをキーワードとし、重点的・中心的課題としている。これらについて、行政でやってい

ること、皆さんとともに協働で取り組んでいることを説明する。 

 まず、「恵まれた環境を未来につなぐまち」の実現のために、行政では、公共施設への

太陽光発電システム設置、民間住宅の太陽光発電システム設置への助成を行い、市民の皆

様との協働では、地域における一斉清掃、7月に行われる海のクリーンアップ作戦、吉和地

域の皆さんにお世話いただいているすい仙の道などの環境整備が取り組まれている。 

 次に、「子どもが健やかに育つまち」の実現のために、行政では、津田保育園の建替え

や待機児童解消に向けた保育室の拡充など保育サービスの充実や、小中学校の耐震対策を

逐次進めている。協働の取り組みでは、子育てサポーターの養成、ファミリーサポートセ

ンター、はつかいち寺子屋塾と銘うった学校支援ボランティア活動が始まっている。 

 「『宮島』を中心として、多くの人が訪れるまち」の実現のために、行政では、宮島桟

橋の旅客ターミナルの改修や平成 23年 8月の開館予定の宮島水族館の整備を行い、協働の

取り組みでは、地域地域でのさまざまな祭り、例えば、大野の「あじさい祭り」は、学校、

事業所、商工会、地域の住民の方などが協力し、地域の皆さんが支えながらやっている非

常に心温まる祭りである。他に、佐伯でも「水まつり」があり、地域の協力で開催されて

いる。 

 環境・子育て・交流と言っても、やはり基本にあるのは「安全で安心して暮らせるまち」

の実現で、当然しっかり取り組んでいる。行政では、河川の浚渫、地御前などの防災公園

整備、宮島の老朽化した消防艇の更新配備に取り組み、地域の皆さんが主体となって、自

主防災組織の編成、地道な取り組みである見守り活動、高齢者のサロンの開催に取り組ま

れている。 

 総合計画で定めた事業をやっていく上で、われわれが地域経営をする中で何が必要なの

かと考えた時、今掲げたように、とても行政だけでは課題には取り組めない、課題解決は

全部行政が出来るはずはない。計画の中でも、市民と市役所の信頼関係の構築、協働のま

ちづくりの推進、地域自治の確立を掲げている。これは地域のことをすべて、できないこ

とまで任せるということではなく、地域のできることを地域の意思に従ってやってもらう

仕組みづくりをしていこう、ということである。地域経営の推進という項目で掲げている。 

 具体的な中身として、分かりやすい行政情報の公開・発信として、まちづくり懇談会や

出前トークなどを始めた。幅広いニーズの把握ということで、政策や条例づくりの際の意

見募集であるパブリックコメント制度や、審議会委員の公募を始めている。 
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 さまざまな活動のコーディネートのため、NPO法人、あるいは任意の協力団体の自主的な

活動の支援、協働のステージづくりとして、公民館を市民センターに名称を変更し、公民

館機能を持ちつつ地域の活動拠点にしていこうと取り組んでいる。現在、先進モデルとい

うことで、市民センターを地域の皆様に管理運営していただこうと、何回も協議を重ねて

いる。 

 地域協働を支える仕組みの構築が、今日から本格的に始まる。また、協働についての理

念の共有も、まちづくり基本条例の制定に向けてこの委員会を始めたところである。 

 具体的な協働の動きはすでに始まっており、さまざまな成果も出ている。最初に申し上

げたとおり、これを一つにまとめていこう、理念を共有していこう、ルールをつくってい

こう、これが基本条例の役割である。 

 多様な活動主体が、ルールが無いところでどう動いていいのか分からない、結果はたま

たまうまくいっているかもしれないが、最初からうまくかみ合う、連携するためには、共

通の理念が重要だと思う。皆さんが共有できる条例をつくろう、市民委員会を含めて、市

民の皆さんと議論しながら条例をつくっていこう、こういう動きを始めたところである。 

 まちづくり基本条例は、まちづくりのあり方やルールを決めようということであり、そ

の内容は、協働のまちづくりによりめざすまちの姿、行政の役割、市民の役割は何か、こ

れらを皆さんとしっかり議論して共有したいと考えている。何もかも市民に任せるという

意味ではなく、行政は行政がしっかり仕事をする、市民は市民の皆さんで市民にしかでき

ない何かをやっていただく。そのためのルールと仕組みをしっかりつくっていこうという

ことで、地域づくりの手法もその中に組み込んでいければと思っている。 

 終わりになったが、まちづくりとは「すべての市民が安心して暮らし、夢と希望を育む

ことができる環境を整えること」。この主体は市民の皆さんである。市役所も一生懸命そ

ういったものに支援していくし、主体となってやらなければならないものはしっかりやる、

こういう思いである。 

 

４ 説明「（仮称）廿日市市まちづくり基本条例策定に向けて」                                        
 
〔まちづくり推進担当（中川）〕 

 条例は、地方自治体が、国の法令に違反しない範囲で制定する「自主法規」であり、地

方自治体の議会の議決によって制定される、「市民全員の約束事」と言える。 

 現在廿日市市には、自転車の放置防止、公共施設設置・管理、職員の給与・勤務条件な

ど、247の条例があり、さまざまな分野のことが条例に定められている。 

 今回検討する「まちづくり基本条例」は、何かを禁止したり制限を設けたりする性質の

ものではなく、まちづくりのあり方や仕組みを、総合的に示すために制定しようとするも

のである。 

 まちづくりに関する基本条例で最初につくられたのは、平成 12年の北海道のニセコ町の

ものと言われているが、その後、地方分権の進展とともに全国的な広がりをみせ、自治基

本条例という名のものも含め、現在、185程度の条例がある。 

 その内容について、一般的におかれている規定、論点となるポイントとして、12 項目を

紹介する。1 名称、2 前文、3 基本的な事項（目的、条例の位置づけ、基本となる用語、

まちづくりの主体）、4 まちのあるべき姿、5 市民の権利、責務・役割、6 まちづくりの

基本原則（住民自治、情報共有、参加、協働）、7 まちを創造する仕組み（情報公開・提

供、住民参加制度、協働の仕組みなど）、8 行政運営（市長・行政・職員の責務や役割、

組織・機構、行政手続、財政運営など）、9 議会、10 活き活きと活動する市民・地域活動

団体・市民活動団体、11 国その他の機関との連携、12 実効性の確保。 

条例はこうした全体像を描きながらも、今の廿日市のまちづくりに大切なことは何かを

色濃く表現できればと、考えている。 

 市では「市民主体の協働により、みんなで幸せを実感できるまち」を実現するために、
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市民と市役所との信頼関係を築くこと、協働でまちづくりを進めること、地域における自

治を築くことをめざして、まちづくりに取り組んでいる。この「みんな」は、まちの市民、

公共サービスの担い手である市役所など、まちづくりの活動主体と、そこに暮らすすべて

の人を指している。条例は、「元気なはつかいち」をつくるための原動力、加速させるた

めのエンジンとなるものにしたいと考えている。 

 地域では、協働という言葉が言われる前から暮らしに近い課題解決に取り組まれており、

こうした背景をもつ廿日市市の条例は、協働によるまちづくりに重点を置くパートナーシ

ップ型の条例とし、協働のルールづくり、ルールの確認をしたいと考えている。 

 協働のまちづくりにより将来めざすべきまちの姿は、「地域自治が確立された地域社会」、

そのためには「地域の生活課題を発見し、自ら解決に取り組む姿勢」が大切だと、市役所

内部で考えてみた。このあたりも市民委員会で議論し、共有したい。また、こうしたまち

を築いていくために、市民の役割、行政の役割は何か、協働のルール・仕組みや地域づく

りの手法はどうあるべきかなども、議論したい。 

 この条例は、協働によるまちづくりが、めざす姿に向かって進んでいくためのエンジン

である。地域の状態、協働の成熟度を確認しながら、その状況に対応した内容となるよう、

見直しの仕組みなどを取り入れ、いわゆる育てる条例としたい。 

条例策定のスケジュールは、今年度、条例素案の作成のために、市民委員会における検

討、検討状況を広く知らせたり、意見を聴いたりするために、シンポジウムや市民ミーテ

ィングを開催する。素案の完成後、来年度、この内容を起草委員会において条例の形に文

章化し、市民意見募集を行い、平成 23年度中に市議会へ提案することを目標としている。 

 市民委員会は、来年３月まで、基礎学習・内容検討・まとめ・最終報告の流れで進める

予定である。 

 内容検討は、ワークショップでの案出し、会議形式での内容整理という方法で、大きく

３テーマに分けて検討する。冬頃、市内５地域において、座談会形式の市民ミーティング

で意見交換をし、まとめの作業に入る。 

 まちづくり基本条例の素案検討は、条例の文章を考える作業にはしたくないと考えてい

る。 

 市民委員会には、さまざまな経験やさまざまな意見をお持ちの皆さんに参加いただいて

おり、この検討を通じて、住みよい元気なはつかいちをつくるためには、私たちが何をど

うしたらよいのかを、みんなでじっくり考えていきたい。 

 

５ 自己紹介                                          
 

委員、アドバイザー、ファシリテーター、支援スタッフの自己紹介と、市職員の紹介を

行った。 

 

 

６ 協議                                          
 
議題(3) 会議の開催日程について 
 

市民委員会（すでに決まっている第２回、第４回、第６回を除く）６回分の開催日程に

ついて、市民委員の希望を聞き、多数決などにより決定した。 

会議は、毎月第２週目の平日（月～金）のうち、委員の参加が最も多い日、時間は、午

後７時から２時間程度で、開催することとした。 

〔委員意見など〕 

○ 平日か週末かについて 

・ 土日は、イベントが入るので、平日がよい。 

・ 平日の日中は大学の授業があるので、平日ならば夜がよい。 
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・ グループ別に協議を進めるのであれば、その代表者の都合にあわせるのがよいのでは

ないか。 

・ 第○週の△曜日と決めるのが、よいと思う。 

・ 土日の夜という選択はないか。 
 
○ 月～金の何曜日にするかについて 

・ 都合の悪いときは、いつであっても出れない。事務局で決めてもらってよい。 

・ 曜日は、固定でないほうがよい。 

・ 何日か候補を決めて、都合のよい人が多い日に決める方法がある。 

 

議題(2) 委員長・副委員長の選出方法について 
 

委員長・副委員長の選出は２～３回会議開催後に行うことを事務局から提案し、了解を

得た。 
 
〔事務局（池本）〕 

市民委員会の規約では、委員長は、会務を総理することとなっており、委員の互選によ

り定めることとされている。初めての顔合わせで、お互いをよく知らない中での互選とい

うのは難しいため、２～３回程度会議を重ねた後に決めてはどうかと思うが、いかがだろ

うか。 
 
〔委員一同〕 

異議なし 

 

議題(1) 会議の運営方法について 
 
〔事務局（池本）〕 

この会議は、30 人の市民委員による会議であるため、全ての回で、全員の方に、全員の

前で発言いただくことは、時間の制約からかなり厳しいと思う。会議は、グループ討議と

全体討議を交互に行う形で、進めたいと考えているが、いかがだろうか。 

〔委員一同〕 

異議なし 

 

議題(4) その他 
 
〔事務局（池本）〕 

できる限り多くの皆さんに発言いただけるよう「発言はコンパクトに」、どなたでも自由に発

言いただき、活発に意見交換できるよう「他人の意見はしっかり聴く」「頭ごなしの批判はしな

い」、また「楽しく、真面目に」を、会議の約束事としたいと思うが、いかがだろうか。 

〔委員一同〕 

異議なし 
 

〔事務局（池本）〕 

その他、了解いただきたいことをお知らせする。次の会議のテーマについて、ウォーミングア

ップのための予習や宿題が必要になることがあること、また、会議は公開で開催すること、会議

録などの公表に伴い顔写真などが広報やホームページなどに出る可能性があることについて、了

解いただきたい。 

〔委員一同〕 

異議なし 
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〔Ａ委員〕 

資料の事前配付は、早めにお願いする。 

〔事務局（池本）〕 

 承知した。 

 

〔Ａ委員〕 

代理参加は可能か。 

〔事務局（池本）〕 

代理出席は、認めていない。 

 

〔Ｂ委員〕 

ホームページでの公開は、会議開催のたびに毎回行うのか。 

〔事務局（池本）〕 

毎回、行う。 

 

〔ファシリテーター感想（宮迫さん）〕 

市民が考えるまちづくり条例は、ひとつのルールづくりをしようというものだと思う。

私もあまり経験のないこと。ここのまちづくりの取り組みは、日本、広島県、広島市に比

べ先を走っているように思う。 

やってきたことのよかったことをピックアップし、こんなふうなやり方をすればもっと

たくさんの人にもっと広がっていくのではないかというような、やわらかい視点で取り組

んでみるとよいと思う。 

30人みんながこれだけ力を持っている会というのは、すごいと思う。 

グループワークを進めていく上で、４ついろんな発言のチャンスができる。できるだけ

皆さんの意見を聞き、コンパクトにまとめるよう努力したいと思う。 

素晴らしい第１回目に感動している。この会議が順調に進むように祈念する。 

 

 

７ 閉会                                       
 

次回、第２回会議は、７月 31日（土）午後１時から吉和福祉センターでワークショップ

を開催する。テーマは、「廿日市市のまちづくり」を予定している。 

午前中は、自由参加で吉和地域の見学を予定している。時間が許すようであれば、少し

早めに現地に集っていただきたい。市のバスも、午前９時すぎに廿日市市役所を出発し、

北上するので、ご利用いただきたい。 

最後に、会議についての調査票、委員会出席の謝礼振込みのための口座振替依頼書の記

入、提出をお願いする。 

今日は、ネクタイなどを着用されて出席いただいているが、次回からは、ラフな格好で、

身軽に動ける服装で出席いただくよう、お願いする。 

 

 


