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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４回会議 会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 22年 9月 4日(土) 13:00～16:00 

２ 場所：廿日市市宮島福祉センター 紅葉 

３ 出席委員：21人 

今田圭宗、奥野弘和、熊谷 操、杉中利正、千原保仁、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、小熊鶴雄、中丸建二、 

井上 軍、正木文雄、山根義広、石津直子、槇本知則、板本麻美、上本直樹 

（欠席委員 9人） 

   出席スタッフ：25人 

    アドバイザー：蛯江紀雄、吉川富夫 

    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、 

五百田定、浅野ジュン、浅野涼子 

    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、栗栖靖宏、鈴本 昇、山福美佳、佐川智弘、川下晃一 

    その他職員：佐々木三郎（宮島支所長） 

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：3人 

 

（議事次第） 

１ 開会 

 ２ あいさつ 

 ３ 事務局説明 

４ ワークショップ 

「まちづくりの活動主体 ～関係・担う役割」を考える 

  (1) ルール説明 

  (2) グループ別検討 

  (3) グループ別発表 

  (4) まとめ 

５ 講評 

 ６ 協議 

  (1) 委員長・副委員長の選出について 

 ７ 閉会 

 

１ 開 会                                     
 
〔事務局〕 

本日は、（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会へ参加いただき、感謝す

る。第 4回会議を開会する。 

 

２ あいさつ                                    
 
〔事務局〕 

開会にあたり、廿日市市宮島支所長より、ごあいさつをする。 
 
〔宮島支所長〕 

本日は、暑い中、ようこそ我が宮島へ。 
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本日は、宮島での開催を大変喜んでいる。この会議は、10回のうち 3回は、吉和、宮島、

佐伯それぞれの地域で開催されるが、こうした機会に、それぞれの地域の特性や課題を感

じ取っていただき、山あり、海ありの廿日市市を知っていただければと思う。 

前回までの「理念・めざす姿」の検討の中で“廿日市市は一つの家族であるまち”をめ

ざしたい。自分の住む地域の良さを知った上で他の良さも認める“新・井の中の蛙主義”

また“絆とまではいかなくてもつながり”が大切など、ユニークな意見が出され、われわ

れ行政の職員にない柔らかい発想に驚かされ、また条例作成に当たり大変参考になってい

ると聞いている。 

午前中の現地見学でも紹介したが、宮島は、観光地、世界遺産として、大変賑わってい

るが、人口減尐、高齢化・尐子化が進み、過疎地域に指定されている。子どもからお年寄

りまでが顔見知りで、他の地域に比べ人と人とのつながりが強い反面、祭り、伝統行事や

地域活動などの担い手が尐なくなっているという課題があり、他の地域とのつながりが必

要と感じている。現在、さまざまな団体が連携して、地域の伝統文化を受け継ぐために、

課題を解決するために、それぞれ活動しているが、単独での活動では自ずと限界もある。

活動を広く知ってもらうためにも、多くの人に参加していただくためにも、複数の団体が

協力し、連携して取り組むこと、また、宮島以外の人たちとも連携していくことは、有効

であると感じている。 

今日お集まりの皆さまも、地域で活動する中で、いろいろな思いをお持ちだと思う。限

られた時間ではあるが、活発な討議をし、ご意見をいただくようお願いする。 

 

３ 事務局説明                                    
 
〔事務局〕 

本日の会議は、第 4回目である。市民委員会では、条例全体にわたる内容を、3つのテー

マに分けて検討を進める予定としているが、2 つ目のテーマ「まちづくりの活動主体の関

係・担う役割」の検討に入る。 

第 1 回目の会議で説明したように、廿日市市ではさまざまな活動主体が連携して事業に

取り組んでいる。例えば宮島では、伝統文化の継承を目的に、学校・ＰＴＡ・老人クラブ

みやま会が連携し、宮島学園の子どもたちにたいまつ作りを指導、世代間の交流を図って

いる。 

こうした事業において、活動主体がどうかかわりあえば、もっと楽に、上手く、まちづ

くりを進めることができるのか、また、他にも力のある担い手がいないだろうかなど、思

いをめぐらせて「まちづくりの活動主体の関係や担う役割」の素材出しをしていきたい。 

さて、その前に、最初のテーマであった「協働によるまちづくりでめざす姿、『理念・

めざす姿』」についての検討の状況と結果を振り返り、まとめの内容を確認したい。 

資料 3「第 2回・第 3回会議の記録」は、グループ検討の結果、めざす姿のキーワードと

その説明、資料 4「（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 会議スケジュー

ルとまとめ」の右上「協働のまちづくりでめざす姿」の四角い囲みが、全グループのキー

ワードの投票結果などから、この会の思い、市民委員の思いとしてまとめたものである。

これは、条例の「前文」「目的」「まちのあるべき姿」などの条文に反映する内容となる。 

本日の会議では、まずはこの内容について、前回のグループのメンバーでグループ別に

確認の時間をもちたい。これから 5 分間、グループでの意見交換をし、その後、修正があ

るグループからの発表をお願いする。 
 
〔グループごとに、確認作業〕 
 
〔事務局〕 

修正箇所のあるグループは、発表をお願いする。 
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〔福祉グループ（Ａ委員、Ｂ委員）〕 

どこがどうということではないが、「文章が長い」のを「緊張感のある文章」「しまり

のある文章」にしてはどうか。あること全てをならべたような文章になっているのは、ど

うだろうか。また、全て語尾が「思っています」となっているのも、どうだろうかという

意見があった。 
 
〔文化・交流グループ（Ｃ委員）〕 

「暖かく」を「あたたかく」に修正してはどうか。「暖」では気温の「暖かい・寒い」

であり、心のあたたかさなら「温」かという意見もあったが、いっそひらがなにするのが

いいのではないかとまとまった。 

また「文化の力も活用したい」を「文化の力も活かしたい」に変えてはどうか。活用と

いうのは手段として使われているようなイメージが強いと思う。 
 
〔事務局〕 

今、文章の描き方について、長い、分かりやすく、「思っています」という表現を再検

討してはどうかという意見、また表現について、「活用したい」を「活かしたい」に、「温

かく」をひらがなに、修正してはどうかという意見があった。 

まず、「活用したい」を「活かしたい」に変えることについて、どうだろうか。 
 
〔拍手〕 
 
〔事務局〕 

「温かく」をひらがなに変えることについてどうだろうか。 
 
〔拍手〕 
 
〔事務局〕 

表現は、そう修正する。文章の描き方は、事務局から修正を提案し、意見をいただくと

いうことにしたい。これで、前回までの振り返りと確認を終わる。資料 4 にスケジュール

を示しているとおり、第 6 回会議においても、この「理念・めざす姿」の確認、微調整を

予定している。今後、全体にわたる検討を進めながら、節目節目で振り返り、修正しなが

ら完成に近づけるという作業を繰り返す。 

「かわら版」の第 3 号・第 4 号は、第 2 回・第 3 回会議の詳細で、後ほどゆっくりご覧

いただきたい。 

 ここで、ワークシッョプに向け、新しいグループのテーブルへ移動をお願いする。 

 本日のワークショップは、それぞれのテーブルにおける進行をファシリテーターの皆さ

んにお願いしている。また、アドバイザーにも、後ろでご覧いただいている。 

この会議へ初めて出席の吉川先生から自己紹介をお願いする。 
 
〔アドバイザー（吉川）〕 

自己紹介と一言シートという小さい冊子を見たが、非常に優しく、写真があって、みん

なの様子がよくわかる。今あらためて見ると、私も皆さんと結構若々しく過ごせるかなと

思っている。 

今まで忙しくて来られなかったのだが、皆さんと一緒に勉強していきたいと思っていた。

皆さんがやっている「協働」というのは、言葉としてはいろんなところで使われているが、

志の高い言葉だと思う。皆さんがやっていることは、日本のいろんな自治体やまちの中で

やっていることの将来の一つのモデルみたいになる可能性がある、そういう高い志がある

という風に思っているし、皆さんにもそんな風に感じてもらえたら有意義になると思う。 
 
〔事務局〕 

ワークショップでの議論には、活動主体の一つである「行政」という立場で、職員も参

加するので、よろしくお願いする。 
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 ワークショップの進行は、総合ファシリテーターにお願いする。 

 

４ ワークショップ「まちづくりの活動主体 ～関係・担う役割」を考える        
 
(1) ルール説明 
 
〔総合ファシリテーター〕 

前回は、私たち抜きで水入らずで会議を開かれ、こういう立派なものになっている。ど

ういうふうな方向で理念が書かれるのかというのを注目してみていたが、これからまたブ

ラッシュアップする機会があると思う。 

今日は、まちづくりの活動主体である。全部で 10回の会議のうち、担い手の検討は、一

番大事な部分だと思う。理念と方向性が決まったので、具体的に誰がどうしていくかを考

える。 

二つ視点がある。皆さんすでにいろんなところで活動している。すでに行われている活

動の「誰が」「どういう団体が」「こういうふうに担っている」「こんなことをやってい

て、いい」という現状を、黄色いポストイットにできるだけたくさん書いてもらいたい。

つまり、「担い手、活動主体」を今日はたくさん出してもらいたい。 

もう一つは「こういう人がこうやってくれてたらもっとよくなる」「問題が解決する」

とかいうことを、ピンクのポストイットに書いていくことで、活動主体を浮き彫りにして

いく。もっと言えば、「何を誰がやっている」ということによって役割が定義されてくる。 

今日はまちづくりの活動主体、担い手を話していこうと思う。 

発表は 2時 55分まで約１時間半、各テーブルでワークショップを進める。私たち４人が、

テーブル調整に入る。皆さん協力して、たくさん良い意見が出てきたらいいなと思う。 

 

(2) グループ別検討 
 
〔グループごとに話し合い〕 

 

(3) グループ別発表 
 
〔Ｂグループ（Ｄ委員）〕 

Ｂグループでは、「地域特性を活かした連携のあり方」というテーマで話し合った。 

具体的に、４つのテーマ「連携を促すためのまちづくりサロンのような作戦」「身近な

生活課題を地域で連携する」「様々な団体・人のつながり」「それぞれの独特の文化を生

かす（継承していく）しくみ」で分類をし、また、活動の主体によって「行政主体に行っ

ているもの」「企業・学校が行っているもの」「サークル・団体が行っているもの」「地

域や個人が行っているもの」と４つある。 

「連携を促すためのまちづくりサロンのような作戦」については、現在ある活動として、

主に地域や商店の人が頑張っており、コミュニティが声をかけてこういうサロンを完成し

たり、市民センターなどが呼びかけて行っていたりというものが、あがった。 

「身近な生活課題を地域で連携する」については、町内会やコミュニティにおける自主

防災の取り組みや、長時間家を空ける場合に周りの人や近所の人に声をかけて「行ってく

るよ」と伝えて、安心や安全が生まれるというものが、あがった。 

「様々な団体・人のつながり」については、企業や学校などの行っている活動がたくさ

ん出た。例えば、カルビーの工場での子どもの工場見学の受け入れ、ポテトチップスを子

どもたちが工場に行ってつくるというイベント、学校ではオープンスクールなどで地域と

の交流をしているというのが出た。 

「それぞれの独特の文化を生かす」取り組みとして、市民センターでの色々な行事を行

っている、地御前市民センターでもむかしの遊びの勉強を行っているようだった。 

現状をもとに今後どんな活動があったらいいかを考えた。同じような活動や事業をやっ
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ていて、内容がかぶっているという現状があるので、これを見直すことによって、他の必

要な活動に人手を充てたらいいのではないかという結論になった。 
 
〔Ｃグループ（Ｅ委員）〕 

Ｃ班は、「まちづくりは信頼関係づくりから」ということで、「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」「みんなが発信、行政が集約、情報共

有」の３つのテーマについて話をした。 

まず、現状としてどのような活動が行われているかについてだが、例えば、お祭りは、

コミュニティ、町連といった団体が、学校や市民センターの駐車場を借りて、お祭りを盛

り上げていくというような協力を行ったり、いろいろな協力がされている。逆にうまくい

ってない例として、ここの中での問題かはとても難しいが、人が行方不明になった時に、

消防団を導入してほしいというような要請があった時の話があった。「人探しは消防の仕

事ではない、警察に行ってくれ」という話があり、連携がうまくいっていないものもいろ

いろとある。そういった問題に関して一番必要なのは、「地域内での信頼関係づくり」で

はないかということになった。 

どのようにすれば信頼関係ができていくのかと考えた時、各種団体が顔を突き合わせて

話し合う場が必要ではないかということになった。例えば、宮島では、消防、警察、学校、

地域など各種団体が皆さん集まって、一つの行事に対して話をしているようだ。また、廿

日市の地域では、今、まちづくりサロンということで、各種の団体や商店街が学校、地域

を含めて集まり、これからのまちづくりをどうしていくべきなのかというような話を始め

ている。やはり、顔を突き合わせて話をするところから信頼関係ができてきて、協力関係

が生まれてくるだろうということである。 

また、その中で「市民どうし、市民と行政の連携」という話をした。赤い付箋がたくさ

ん貼ってあるが、行政に対しても、情報の集約や情報発信についても、集約する場合の条

件として「一元化」が必要である。例えば、学校支援とか危険地区の集約をする場合にお

いても、「ここは市の土地だから」とか「ここは県の土地だからうちではダメですよ」と

言われる。または「信号をつけたり、または横断歩道をつけてほしいということについて

は警察だ」というように、一つのことをやろうと思って情報を持っていっても、それをた

らいまわしにされるということでは、情報の共有、発信がうまくいかない。だから窓口も

一元化することが必要ではないかという話になった。 

また、みんなで集まって話をするときにも、会長さんだけではなく、それぞれの部会の

部長さんなどが入り、実際に連携の実務者も入って具体的な話をすることが必要ではない

か。というようなことを話し合った。 

では、それらをどうやって解決していこうかということについては、また次回としたい。

例えば、佐方のアイラブ自治会が、コミュニティ・町連・地域が一体となって一つの団体

としてうまく機能しているという話がある。そういった話を聞きながら、われわれとして

どうしていけばいいのかいうことを話していきたいと思う。 
 
〔Ｄグループ（Ｆ委員）〕 

地元ということで、発表させていただく。Ｄ班は、「市民の力と行政の支援でコミュニ

ティ活動、活性化」をどうするか、「地域活動に対する評価」をどうしたらいいか、「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」の３つのテーマ

から、「評価のあり方」を考えてみた。 

まず、清掃活動については、コミュニティを含めてボランティア活動によっていろんな

地域でやっていることが分かった。ただこれは、活動してもどうするかというふうなこと

もいろいろあった。安全安心についても、地域によっていろんな活動をしている。スポー

ツ・文化・歴史も、いろんなスポーツを各地域でやっている。清掃活動を含めたボランテ

ィア活動、安全安心やスポーツ文化に関する活動、これらが地域の活動であろうと思う。

清掃活動、安全安心に関する活動の二つは、ある程度地域のためにという活動であり、ス
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ポーツ文化に関する活動は、楽しみ、誇り、愛着、生きがいといった分野で、自分たちの

ための活動というふうに、大きく二つに分かれるのではないかと考えた。 

これをどう活性化していくかといったときに、ＰＲや表彰してあげるなど、評価の問題、

まちづくりの支援が必要で、行政やそれなりの支援を受けてやらなくてはならない。こう

いうものと地域の活動は、互いに協力しながらやっていかなければならない。 

評価点については、地域のためという色合いが濃い活動の方がより高いのではないか。

また、評価のあり方について、まずは「プロセスを評価するために一緒に取り組まないと

いけない」ということが大きくポイントとなるのではないかと思う。それから、私もボラ

ンティアをやってますけど「『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」が必要ではないか。ボランティア活動も、行政も、われわれも、全てあては

まるが、「反省会」をやって改善して「次やるときどうするか」を考えていかねばいかん

と思っている。「一緒に取り組む」「感謝の言葉」「反省会をやって次のステップにいく」

ということをポイントにしながら、評価のあり方について、今後話し合っていきたい。 

それと、役割分担については、今日やってすぐ結論は出ないので、この成果を踏まえて

じっくりまとめて整理していきたい。 
 
〔Ａグループ（Ｇ委員）〕   

Ａグループでは、私たちの団体で人材育成のためにどうすればいいかを話し合った。 

まず事実として、僕らの学校では、地域に対する学生へのボランティアの団体の呼び掛

けを行い、地域との連携を持っている。僕の学校は看護大学というちょっと特殊な学校で、

病院との連携もしている。地域では、自治会などで任期が短く人材を育成するのには時間

が尐ない、連携というか、次世代の育成があまりなされていないということがある。それ

と、市民活動としての地域スポーツが、子どもたちを育てるのではないか、学校と関連し

たものととらえている。役員や学校との連携、ＰＴＡなど、祭りのイベントなどに若者の

参加が尐ないのではないかという意見もあり、現状としてはほかの年とのつながりが尐な

いのではないか。 

まず「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」このテーマを考

えるときに、老人クラブについて話をした。老人だけが参加できるというわけではなく、

50 代や 40代でも、一緒にゲートボールをしたいとなれば参加してもいいし、老人クラブと

いう名称を変えてもいいのではないかと提案があった。また、地域や自治会などでは、若

い人にも興味を持ってもらうイベントを企画して行っていくことがいいのではないかとい

う提案もあった。 

「次代につなぐ人材を育てる」というテーマについては、学校と地域との連携、子ども

たちとの連携で、次代につなげる人材を育てていくことができると思う。 

「自立した青尐年の育成」については、企業がキャリアウィークに、通常とは逆に学校

で講義をするというのを考えた。子どもたちにまず地元の企業に興味を持ってもらうこと

から始めるというのもいいのではないだろうか。 

その結果として「みんなが参加してまちづくり」というテーマとなるが、地域が頑張る、

行政が頑張るという、単体で頑張るだけではなくて、地域・行政・学校・企業・ＮＰＯ全

てが頑張り、協働して協力して次世代の地域づくりに生かす人材を育て、まちづくりに参

加する。みんなを巻き込んで廿日市を盛り上げていこうということにいきついた。 

「学校に通っているだけで、住んでいるのが廿日市じゃないからいいや」とか、「企業

に勤務しているけど、廿日市に住んでないから」というのではなく、勤務している、通っ

ているということなら、廿日市を盛り上げてみんなでいっぱい盛り上げていきましょうと

まとまった。 
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(4) まとめ 
 
〔総合ファシリテーター〕 

この 1 時間半のワークショップで人材が育成されたように思う。若い人はすごい力をも

っている。いろんな発見があって、ワークショップは楽しい。 

今日は 1 時間半で担い手という難しいテーマに取り組んでもらったが、各班とも個性的

で意義があったのではないかと思う。勢いでやっているところもあるので、これをうまく

情報整理して丁寧にやらなければならないところもあると思う。 

ワークショップの成果を簡単に振り返ると、一目見て思うのは、それぞれ拠りどころが

あるということ。広く深くテーマを持って、人材育成についても、その他にしても、広い

分野の中で拠りどころがある。ほとんど行政にやってくれというところは、あまり出てき

ていない。 

Ｂ班を見ても、連携の中心が、サロンとか、そういう一つの場や組織の中心軸をちゃん

と作って、そこへ人を入れてやっていこうとなっている。 

Ｄ班について言えば、結構他の班にもあったが、いちいち評価がほしいというようなこ

とを思ってやっていない、評価しなくてもいいというのがあった。また、評価はいろんな

レベルで考えなくてはいけないと。共通してやらなければいけないことは、大きな仕組み

や制度ではなくて、一緒になってあたって、まずはひと言ひと言「ありがとう」とみんな

で声を掛けあえるような。それが今日の話の中の「家族」といえる。ローカル部分はそれ

ぞれ地域で決めていくが、共通して持ちたいのは何か、たぶんこれを条例の中で考えてい

くのだと思う。そういう、軸になるようなことが、出ている。 

Ａ班も、今、若い人が発表してくれたが、みんなが参加して、いろんな組織や人材育成

のために、一つのまとまり、連携して、姿が見えるようになろうというような話が出た。 

最後、Ｃ班は、どちらかというと、赤札が行政側に貼ってある。行政の方に固まってい

るのは、裏を返せば信頼関係づくりというテーマにおいて残念ながら行政に対してあまり

信頼がないということ。逆に、信頼関係さえうまくプラスしていけば、あとのことはこの

市民委員会のみなさんも自主的に考えていけるんではないかと、担い手の根本になるよう

なことが浮き彫りになったんではないかなと、私は感じた。 

ちょっと雑ぱくだが、以上で今日のワークショップの最後とする。 

 

５ 講評                                      
 
〔事務局〕 

 ここで、今日の会をご覧いただいた、吉川先生と蛯江先生から、条例策定に向けたアド

バイスをいただきたい。 
 
〔アドバイザー（吉川）〕 

感想を述べると、全体の 1 時間半のお話がみんな頭の中に入っていて、どのグループも

非常に発表の仕方がスムーズだったのが、印象的で関心した。 

全体的な印象としては、役割分担というテーマなので「これはもっと行政がやるべきだ」

「これは地域がやる」となりがちだが、いろんな切り口から話し合われていた。 

今後どうなるのかなといったとき、話が具体論から飛ぶが、こんなことを思った。最近

は新聞で、地球環境みたいな大きな話をご覧になると思う。1992 年にリオデジャネイロで

世界中のＮＰＯグループや政府の首相クラスの人が集まって、地球環境についてこれから

みんなが考えて何とか行動しようという時に使われた、グローカルという言葉がある。グ

ローバルという言葉とローカルという言葉を足し合わせて、グローカルという言葉を造っ

た。グローバルというのは 地球規模からみた非常に大きな話、ローカルというのは現場、

現場というのは今の地域社会みたいな、今自分がいるところをいうわけだが、「考えるこ

とは地球規模で考えて、行動する時には自分の足元で動きましょう」ということを、世界
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中の人たちが共通の信念みたいにしたわけである。 

廿日市で皆さんがやっておられる、自分の地元で足元で起こっているいろんなこと、例

えば安全安心にしても、あるいはまちづくりにおいてお互いが連携したりするということ

は、実はよくよく考えてみると、地球規模で起こっていること、世界で共通することでも

ある。多方向を考えて時間をおいてみると、実はつながっているんではないかということ

が、次に皆さんが考えたときに出てくるのではないかと思った。そういう風にまでなって

いくと、廿日市のことと日本のこと、あるいは廿日市のことと世界のことというのはどこ

かでつながっているということが、だんだん見えてくる。そうすると、皆さんのやってい

るいろんな作業というのが、自分で楽しいだけではなくて、動く価値があることだという

ことがだんだん見えてくるんじゃないだろうか。そんな感じがして、タックシールをじっ

とにらんでいると、きっとそのうちに世界が見えてくるのではないか、そんな感じがする。 

これからを楽しみにさせてもらう。 
 
〔アドバイザー（蛯江）〕 

それでは３点感想めいたことを述べる。 

一つは、活動主体のことだが、つながるためは、お互いが知り合わないとつながり合え

ない。知っているようでいて、実は本当にどういうことを願ったり思ったりして、どんな

ことをやっているのか、どんなことに困っているのか、どんなことが得意なのかというの

を、地域で活動主体同士が知り合えているかというと、意外に知り合えていないというこ

とを、今までの経験として思う。だから、自分たちの地域で、どんなことをどんな願いで

やっている人たちがいるのかを、しっかりと知り合う、語り合う場が、とても必要だと思

う。それがきちんとできると、「あそことも一緒にやることができるんじゃないかな」と、

ごく自然に語り合い、お互いが知り合え、顔見知りになれる。そのことを、地域単位でし

っかりとこれからもやっていくことがとても大事ではないかなと思う。認証強化の話があ

ったが、そういう語る場の中で、自分たちの思いや願いを皆さんに知ってもらえていると

いうのが、活動のエネルギーとしてとても大事である。語り合うことによって認知し合え

る。そのことによってお互いの働きを高め合うエネルギーが生まれてくるんではないかと

思った。 

もう一つはまちづくりについて。地域の特性を生かしたまちづくりをやっていこうとい

う話がずっと出ているわけだが、ちょっと切り口を変えてみると、地域の内向きになって

はいけないのではないか。いけないとまではないけれど、内向きにならないで、ちょっと

外向きの発想で地域の特性を生かした地域づくりというのを考えてみたらいいのではない

かなと思う。それはどういうことかというと、自分たちの地域があそこの地域で何ができ

るということ。ちょっとおせっかいかもしれないが、例えば、佐伯地区に行くと、たくさ

んの集落があちこちにあって、本当に限界を超えた集落もあるという話をよく聞く。じゃ

あそこへ子どもたちを連れて行って一緒に何かプログラムするというのはどうだろうか。

子どもの声が一日地域に響いていたというのは、とても元気が出ることだと思う。だから、

廿日市の、自分たちの地域だけの内向きではなくて、廿日市市全体を活性化するために、

自分たちでどこの地域とつながって、どこの地域の活性化のために自分たちのもっている

ものが生かせるかというのを、お互いが考え合っていきながら町全体が活性化していくっ

ていうことになるんではないかなと。廿日市市以外の人が廿日市に出入りするのではなく

て、待っていることは廿日市市内の地域でお互いが人が出入りしあいっこする、そんな発

想もあってもいいかなと思った。 

あと一つ。組織というのは、生き物なので、元気の良い時もあるし、長くなってくると

組織も老化することもある。それを無理矢理に継続していこうと思うと無理がでてきて、

何のための組織だったか分からないような形になっていく。一つを持続していくための方

策も必要だが、もう一つの次世代育成という話になると、新しい活動がどんどん地域で生

まれていく、そういう土壌を作っていくことがとても大事だと思う。人がやり出したこと
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を自分たちも加わってそれを継続するのでは、あまりエネルギーが出ない。自分たちが発

想して作った活動は、自分たちがエネルギーを出して頑張ってやる。そういうのが、次か

ら次へ新しい組織が地域の中に生まれていく土壌づくりというようなことで、人材育成、

次世代育成ということも考えてみる切り口としてあるのではないかと思った。 
 
〔事務局〕 

先生お二人から、広い意味から捉えたいわゆるグローカルという言葉と、今身近な問題

として足元からというような感想をいただいた。これも皆さんと協力しながら今後進めて

いきたいと思う。 

 

６ 協議                                      
 
(1) 委員長・副委員長の選出について 
 
〔事務局〕 

本日最後の議題「５協議 委員長・副委員長の選出」に移る。 

委員長・副委員長は、委員さんのお互いの顔と名前がわかってから決めようということ

で、第 1 回の会議でお約束した。前回の会議で、今日決めるということで了解を得たとこ

ろである。 

選出に先立ち、事務局から提案として、一点皆さまにお諮りしたい。委員長、副委員長

は、男女お一人ずつとしてはどうかと思うが、いかがか。 
 
〔拍手〕 
 

委員長に男性が選ばれた場合は、副委員長は女性を。委員長に女性が選ばれた場合は、

副委員長は男性。というルールで、選出したい。 

市民委員会の規約では「委員長は、会務を総理する」こととなっている。また「委員の

互選により定める」こととなっているが、委員長には、事務局との連絡やこの会議の進行、

まとめ役をお願いしたいと考えている。副委員長は、委員長を補佐してもらうことを考え

ており、委員長に何かあった時には出てきていただくということになる。 

これから決めていただくわけですが、決め方は、まず立候補を募るということと、いな

いときは投票ということでやらせていただく。 

まず委員長へ立候補いただける方を募りたい。 
 
〔声なし〕 
 

立候補はないということで、皆さん公平に投票にする。欠席の方にも、事前に知らせ了

解いただいているので、30人の中から委員長を任せたい方のお名前を書いてほしい。 
 
〔投票・開票〕 
 

槇本さんが委員長に選出された。 

続いて、副委員長は女性ということで。立候補があれば。 
 
〔声なし〕 
 

では、女性の方でということで、副委員長の投票をお願いする。 
 
〔投票・開票〕 
 

石津さんが副委員長に選出された。 

二名の方、よろしく。一言、ごあいさついただきたい。 
 
〔委員長（槇本委員）〕 

できる限りのことはやりたいと思う。 
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この会に限らず、廿日市がよくなるために尐しでも頑張っていきたいと思う。よろしく

お願いする。 
 
〔副委員長（石津委員）〕 

槇本委員長をサポートして、できる限りのことをしたいと思う。どうぞよろしく。 
 
〔事務局〕 

槇本さん、石津さんよろしくお願いする。 

 

７ 閉会                                      
 
〔事務局〕 

本日の内容は、以上で終わる。 

次回、第５回会議は、10月 18日月曜日、午後７時から、廿日市市役所７階会議室で開催

する。テーマは「まちづくりの活動主体」、今回の内容を議論して、共通理解を図るとい

う深堀りの作業を予定している。 

また、第６回会議は、11 月 20 日土曜日、午後１時から、さいき文化ホールで開催する。

今回と同様に、午前中自由参加で、地域の様子を見学できればと計画している。 

本日の委員会出席の謝礼については、今月末に皆さまの口座へお振り込みをするので、

よろしくお願いする。 

 引き続き、約１時間程度、茶話会を行う。お時間の許す委員さん方は、ぜひ残って、ご

参加いただきたい。 


