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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５回会議 会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 22年 10月 18日(月) 19:00～21:05 

２ 場所：廿日市市役所 7階会議室 

３ 出席委員：24人 

今田圭宗、岩藤綾子、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、小熊鶴雄、中丸建二、 

藤本益之、井上 軍、山根義広、後藤香代子、石津直子、槇本知則、大島元気、 

板本麻美、上本直樹、豊原啓太  （欠席委員６人） 

   出席スタッフ：19 人 

    アドバイザー：吉川富夫 

支援スタッフ：浅野ジュン、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、 

       上田光司、栗栖靖宏、鈴本 昇、山福美佳、佐川智弘 

事務局：井原泰彦（自治振興部長）、藤井昭二(地域協働課長) 

（以下、まちづくり推進室）中川美穂、和田 浩、川本 誠、倉田 忍 

   傍聴者：６人 

 

（議事次第） 

１ 開会 

 ２ 話し合い 

   「まちづくりの活動主体 ～関係・担う役割」を考える 

  (1) グループ別検討 

  (2) グループ別発表 

  (3) 投票 

  (4) まとめ 

 ３ 講評（アドバイザー） 

 ４ その他 

 ５ 閉会（感想ラベル書き） 

 

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に参加いただき、感謝す

る。 

前回会議において、この市民委員会の正副委員長を選出いただいたので、本日の会議か

ら、進行は委員長にお願いする。 

 

〔委員長〕 

定刻になったので、(仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会第 5 回を開催す

る。 

皆さんこの時期、毎週いろんなところで、祭りなど忙しく活躍されていると思う。それ

もまちづくりのひとつだと思う。皆さんの顔がよく分かってこられたと思うので、今日も

活発な意見により、まちづくりについて一緒に検討していきたい。 

本日の市民委員会の進行は、次第に従い、グループ別話し合い、発表の流れで進める。

話し合いの結果については、事務局でまとめの案を作成し、次回の会議で、皆さんに確認

いただく。進行についての協力をお願いする。 
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 事務局から、前回の会議内容の振り返りと、今回の会議のねらいなどについて、説明す

る。 

 

２ 事務局説明                                     
 
〔事務局〕 

説明の前に、事務局の新体制について、あらためて紹介する。 

先日、文書で知らせたとおり、まちづくり基本条例策定の担当部署が、今月 1 日付けで

地域協働課内の「まちづくり推進室」となった。事務室も市民活動センターに引越し、メ

ンバーも一部異動があり今後は 4 名、また地域協働課長が後方支援という形でかかわって

いく。これまでの取り組みで、条例の内容が少し形になり、今年度後半は、市民への情報

発信や意見交換に一層力を注いでいくので、よろしくお願いする。 

前回の会議の振り返りと、今回の会議のねらいなどについて、簡単に説明する。 

かわら版を見ながら思い出してみたい。9月 4日の第 4回会議は、宮島で開催し、午前中、

観光地としてだけではなく、生活の場としての地域を見学した。 

午後の会議では、最初に、それまでの話し合いのまとめである｢協働のまちづくりでめざ

す姿」の文面について確認をした。 

次に、ワークショップ形式で「まちづくりの活動主体の関係・担う役割」について、4グ

ループに分かれて、話し合った。 

検討後、グループからは「地域も行政も単体として頑張るだけでなく、みんな協働で協

力して次世代の地域づくりに向けた人材を育て、まちづくりにつなげたい【Ａグループ】」

「さまざまな活動主体が内容の似通った事業をしているという現状を見直すことによって、

他の必要な活動に人手を充てることができるのではないか【Ｂグループ】」「市民どうし、

市民と行政などが連携・協力するためには、地域内での信頼づくりが大切であり、そのた

めには、各種団体の実務者が参加する話し合いの場が必要ではないか【Ｃグループ】」「評

価のあり方を考えるときプロセスを大切にするために一緒に取り組むこと、活動に対して

感謝の言葉や気持ちをもつこと、反省会をやって次のステップにいくことがポイントであ

る【Ｄグループ】」といった発表があった。 

発表後、ファシリテーターから「それぞれのグループのまとめには『拠りどころ』があり、

今後の話し合いで、この部分を深めてみてほしい」と、まとめがあった。 

 アドバイザーからは「グローカル」という言葉の紹介や期待の言葉、また、3 点のアドバ

イスがあった。「活動主体がつながるためには、お互いに知り合う、語り合うことが大切

で、これは、お互いを高め合うことにつながる」「地域の内向きだけでなく、市全体を活

性化するために他の地域に対して何ができるかという、外向きの視点でも考えてみること

が大切ではないか」「組織は生き物。次の世代の人材を育成し、自分達の発想から新しい

活動を生んでいくような土壌をつくるという切り口でも、考えてみるとよい」というアド

バイスだった。 

参加者からは「少しずつ話し合いが形になってきたと感じている」「難しいテーマだっ

た」などの感想があった。 

 今日は、資料と自己紹介シートの追加を配布している。資料は、これまでの検討内容と

条例の条文イメージを表にしたものである。市民委員会では、具体的な活動事例を積み上

げながら話し合いを進めており、その中から条例のエキスとなるものを話し合っているが

「話し合いの結果がどう収束していくのか想像しにくいため、どんな視点で話し合いをし

たらよいのかわかりにくい」というような声があった。廿日市の条例は、来年度、条文に

する作業を行う予定だが、条例の全体がどんな構成であるか、今の話し合いがどういう条

文の素になるのかということを、確認いただくための資料として利用いただきたい。 

今日の会議では、前回会議の内容を受けて「活動主体ごとの役割」について、話し合う。

各グループでは、さまざまな団体や個人が、まちづくりに関するさまざまな活動を担って
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いる事例が数多く出されている。 

今日の話し合いでは、「活動主体ごとの役割」という視点で考える。最終のまとめは、

「活動主体別に、担う役割に関するキーワードをつけること」「活動主体が「どういう関

係であればよいか」を見つけること」の二つ。 

話し合いの流れが、グループによって異なっているので、具体的な進め方はテーブルご

とに進行役が説明する。 

 

 ３ 話し合い「まちづくりの活動主体 ～関係・担う役割」を考える                                            
 
〔委員長〕 

これからグループ別の話し合いに移る。時間は 8時 30分まで。進め方はそれぞれのグル

ープの進行役から説明があるので、そちらに任せる。発表の 5 分前を目途に発表の準備を

お願いする。 

発表は、各グループ 3 分ずつで、活動主体別の役割のキーワード、それらがどうかかわ

ればよいと考えたかを発表いただく。検討の視点や、今後大切にしたいことは何かなどが、

他のグループの皆さんにも伝わるように、発表いただきたい。 

 それでは、各グループにおいて話し合いをお願いする。 

 

(1) グループ別検討 
 
〔グループごとに検討〕  

 

(2) グループ別発表 
 
〔委員長〕 

 発表が始まるので、注目をお願いする。 
 
〔Ｃグループ（Ａ委員）〕 

Ｃ班では「まちづくりは信頼関係づくり」というテーマで話し合った。 

「市民」だとか「地縁系」「テーマ系」「学校」「行政」「企業」というセクションが

あるが、これらがなぜうまくいかないのかというと、話し合いの場がないんだという結論

になった。情報共有と信頼関係づくりが貴重で、情報、情報と言うが、ここに大きな問題

があった。 

ここには 30 歳 40 歳の方が何人かおられる。回覧がまわってきても、お父ちゃんとお母

ちゃんが見たらすぐ回してしまう。それで健康診断のことも全然知らなかった。情報は間

違いなく出ているが、入手の仕方が下手。うまく情報収集をしようという問題が一つある

のではないかと思う。 

では発信はどうか。パソコンの掲示板ですかね、行政はそこに情報を載せていると言う。

この間、コミュニティと町内会との話し合いでも話したが、廿日市市は 65歳以上が 25.何％、

私ら 80 何歳の者の中の誰が、パソコンを見ることができるのか。こういったことがあるの

に、パソコンで情報を発信するのは、発信のやり方が悪いんではないかといったことがあ

る。軽々しく情報、情報と言うが、そういう問題が隠されている。 

話し合いの場について、ひとつの例を出すと、CO2の問題がある。廿日市市は行政として

どんなことをしているのか。企業と行政は話し合いをしているのだろうか。例えばチップ

の問題、木材の関係。そういったものは全然廿日市は聞こえてこない。だからまず市民が

できないことは、行政は知らないということで、そういう場合に、市民に声をかけてもら

えればいいんではないか。話し合いの場と言いながら、常にメンテナンスしながらやって

いこうといったことが必要ではないか。 

市民系は「まちづくりに参加します」というのが一つのキーワード。企業側は、さっき

言った情報発信について「住民目線での情報発信をする」、また「地域と意見交換をする」
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というのがキーワードである。例えば、地御前サティが、撤退するんじゃないかという話

がある。町内会で集まったときに「あそこで買い物しましょう」と言うんだが、私自身が

買う気がしないところへ「行きましょう」とは言えない。では店をよくするための地域の

人間と話をする場を設けなくてはならない。 

そういった話し合いの場が、これからのテーマの中心になっていくんではないかという

まとめになった。 

 

〔Ｄグループ（Ｂ委員）〕 

 Ｄグループは「評価のあり方について考えよう」というグループである。実は評価とい

うのは非常に難しいものがあって「ありがとうね」で済むかといえばそうでもない、そし

て飲み会をしたらいいというものではないということから、この会議の前に一度話し合い

を持った。そうしたら、少し考え方を変えてということになった。 

青の矢印は「行政」に近いもの、「地域協働」が真ん中、赤のゾーンの方は「楽しみ、

生きがい、私的なまちづくりの活動」ということである。メンバーから活動を寄せて、そ

れを、補助金や認知度も含めて行政に近いのか、地域協働したいがまだまだの不安がある

というグループなのか、楽しみでいいよ「ありがとうね」「きれいになったね」「頑張っ

てね」というねぎらいの言葉でいいよというグループなのか、で分類した。 

行政に近いこちらのブルーゾーンの方は、ライフライン、生きていくために必要だとい

うところ。例を挙げると、行政に近い地域の消防団、コミュニティ、小学校、中学校、ス

ポーツ協会など協会に属するようなところが、ライフライン的に、目に見えて人が欲しが

る活動をやっているんではないか。この真ん中は、歴史文化、文化協会や、歴史のための

いろいろな活動。また、お金ももらっていないしもちろん認知度もない、環境活動。これ

からの廿日市を考えると、一日も早くやらなければならないとジレンマをかかえている地

域活動である。それからこちらは「ありがとね」でいい、私的活動となる。行政に近いラ

イフライン、目に見えてやってくれているねというようなところは、行政に「もっと表彰

する」とか「補助金をもっと充実させる」といった役割を求めている。地域活動、地域協

働、不安をもっている、もっと行政の近くに行きたい、もっと支えてほしい、もっと認知

度を上げたい、評価されたい、というグループは、どのように情報をうまく発信してブル

ーゾーンに近づけるかということを、今から考えていきたい。個人は、「今できることを

自分でやりたいことをやろう」それを何らかの形で評価していく。 

ただし「評価が欲しい、欲しくない」というのもいろいろあるので、これは個々に考え

ていけばいいのではないかというまとめになった。 

 

〔Ｂグループ（Ｃ委員）〕 

 Ｂグループは「地域特性を活かした連携のあり方」についてということで話し合った。

一番下が「個人（市民）」、それから「町内会・自治会・大野で言えば組」、その次が「地

区」、それから「地域」、それから「市」というふうに分けて考えている。いろんな意見

がたくさん出た。 

一番ポイントとなったのは、さっきのグループの矢印ではないが、こちらにいくにした

がって、行政主体でやってもらわないとできないんじゃないか、だからもっと行政に頑張

ってほしい。それから、こっちにいくにしたがって、これは市民主体で市民が頑張る。こ

の真ん中辺りでは、地域が頑張る。そしてこの辺りで、市民センターの役割があるんでは

ないかなあというようなことである。 

「個人（市民）」の辺り、「町内会・自治会・組」の辺りは、人と人とのつながり、近

所付き合い、向こう三軒両隣といった「つながり」が非常に大事である。この「町内会・

自治会・組」の辺りが、本当に顔も見える信頼関係づくりの中心になる。人間関係が希薄

になってきている現在では、人間関係の構築が一番大切なポイントになってくるのではな

いか。そして、「地区」になると、信頼関係づくりとか人間関係の構築とかいったような
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ことが、人づくりに移っていくのではないかなというふうに話し合った。 

「町内会・自治会」と各「地区」がいろいろ連携することが必要になってくるが、これ

がこちらに情報発信をし、情報をもらう。そして、「市域」となると、市全体の円卓会議

とかいったものが必要ではないか。その中で出たのは、町内会連合会さんは廿日市市の組

織があるが、コミュニティにはそういう連合組織はない。だから、コミュニティで考えて

いったとき、自分の「地区」のことは充分分かるが、他の「地区」のことは分からないか

ら、「地域」の課題と言われるとはっきり確信を持てないというような形になってくるし、

それがさらに全市的に考えるということになると、その辺りの情報を持っていないので、

そういったような場がかなりいるのではないかと思う。 

たまたまこの前、廿日市地域の町内会連合会とコミュニティとで集まって、情報交換会

をした。あのような会が地域、あるいは、市域でもいるんではないかというようなことも

出た。大野地域と他の地域は、ちょっと組織的に形態が違うようだが、今後は地域の中で

活動する各団体それぞれが、その団体属性にのっとってまちづくりを考え、皆さん方と一

緒に横に連絡を取りながら、まちづくりを考えていったらどうかと考えた。 

テーマが大きすぎたということもあり、議論が半ばであるため、次回までにもう一回会

合をもって次回に備えたいと思う。 

 

〔Ａグループ（Ｄ委員）〕 

 Ａ班は「人材育成」、30代から 50代の人をいかに地域の行事に誘い込むかいうことを考

えている。 

いろんな地域の団体がある。私は地御前だが、町内会連絡協議会という全体の会、町内

会、コミュニティ推進協議会、長寿会、これが大きな団体である。これにいろんな催し物

のときに、子ども会が加わる。そういった関係の人たちが寄り集まって言っていたが、連

絡協議会を作って、皆さんで「こういうことがやりたいんだけれどもできない」とか、「こ

ういうことを計画しているんだけれどもなかなかうまくいかない」とか、いろんな不安を

出し合えば、意外と簡単に解決策が出てくるんじゃないかというのが、つながり、課題が

見える、課題が分かる、これが市民の真価と思う。 

行政は、安定的であり、いわゆる社会的地位がある。行政の立場でいろいろ話をすると、

ある程度信頼ができる話が聞けるのではないか、というようなことがある。 

学校は、もともと集まりがやりやすい。放課後グラウンド、校庭を開放するなど、もう

少し学校を開放したらどうだろうか。一番恐れているのが怪我、事故があるといけないと

いうことでなかなか開放されない。それで帰って、例えば公園でサッカーボールを蹴った

ら「こらっ」とこうなるわけで、キャッチボールも一緒で、屋根瓦に飛んできて困るとい

った、そういうことがある。ですから、もう少しグラウンドを開放して各種スポーツをし、

例えば、第一週は野球の簡単なルール、やり方、基本を教えるだとか、第二週はサッカー

をやるだとかいろんなスポーツをやると、若いお父さんお母さん方が出てくるんではない

かと。そして私どもとつながりができるだろうということである。 

市民活動団体、ＮＰＯ法人関係は、お願いしても実際は難しいというような話が出てい

る。だから、企業と民間事業所は、専門性が、人材として地域に貢献していただけるもが

あるのではないかということである。現在、地御前地域では、小学校の横にコカコーラの

自動販売機があり、売上の一割がコミュニティ推進協議会にもらえる。サティも毎月 11日

の売り上げを、各種団体にレシートを入れたらその何％かもらえるようになっている。こ

ういうふうに地域とつながりをもってやっておられる。 

そういった意見の中で、私が特に言いたいのは、今つくっているまちづくり基本条例が、

まちづくり推進室、ワーキンググループ、参加している市民の一部の人だけのまちづくり

基本条例であってはいけないと思う。基本的には、市の職員が中心になってまちづくりに

取り組む姿勢がいるのではないか。そうしたときに基本条例の中におそらく全国では初め

てではないかと思うのだが「市の職員は町内会員でなければいけない」というのを、実働
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的にやったらどうかというのを思う。市の職員全体がまちづくりというものに燃えない。

地域も引きずり込まれてはいけない。そういうのが実態だと思うので、市の職員自体が燃

えて地域づくりに取り組んでいってもらわなくてはならないというふうに思う。 

 

(3) まとめ  
 
〔委員長〕 

 毎回、熱のこもった熱い発表をいただき、感謝する。 

後に会をもって話し合いをした、またはこれから先にというグループもあり、大変心強

く思うし、各年代別のつながりや話し合いの場、各地域ごとで各団体ごとの話し合いの場

やそういったつながり、信頼関係をもっていこう、そうすることがまちづくりにつながる

んではないかなというような発表だったのではないかと思う。今後も話し合いの中からよ

りよいまちづくりへの方法が出てくるのではないかと思う。 

今日の皆さんの意見を反映したまとめを作ってもらうように事務局の方にもお願いして

いる。次回の会議で伝えられればと思う。 

 

４ 講評                                      
 
〔委員長〕 

ここで、先生から、条例策定に向けたアドバイスをいただきたいと思う。 

 

〔アドバイザー〕 

今日の皆さんのグループの発表では、「行政が」「市民が」「企業が」という切り口で

あり、あるいは、「行政側」「個人側」その真ん中に「協働」のやり方がある、あるいは、

ドーナツ状に自分の「家庭」から「地域」「市域」でという、いろんな切り口で絵を描か

れた。共通しているのは、廿日市市の中で日々直面するいろんなテーマに、どういう役割

でやったらいいだろうかという問題意識を、みんな共通してもっていると思う。 

違った角度で、皆さんのやった絵を見たいと思い、よく知られている３つの言葉、「自

助」「公助」「共助」を紹介する。 

これらは、地震、水害など、災害の時に、3つの「助」がどんなふうに組み合わさるとう

まく助かるかというので使う。分かりやすく言えば、地震や水害のときに「○○小学校を

避難所にしましょうよ」ということを決めるのは市役所。あるいは災害がきそうなときに、

予知的に「水位がこうなった」とか「地震が発生して津波のおそれがある」と情報を流し

たり、避難所を用意するというのは、公が用意するので「公助」である。では、自分が助

けるのは何かというと、災害が起きたとき、避難するときに、携帯用の電気や乾パンなど、

とりあえず数日間は家族が生き延びられるよう用意をしておいて、いざというときにはそ

れを持ってさっと行けるというようなこと。これが「自助」である。「共助」というのは、

実際にそういう災害があったとき、例えば水害のときに、みんなで、近所で、助け合って

手をつないで増水したところを渡らないと非常に危険だということ、あるいは実際に避難

所に行くためには、お互い近所の人が助け合いながら避難しないと避難できないといった

ことである。 

要するに、災害のときに、その 3 つがないと、自らあるいは近所の人も助からないとい

うことが、この「自助」「公助」「共助」のゆえんである。みんなが安全に避難したり命

を守りたいという希望を達成するためには、3つの組み合わせがないとうまくいかないとい

うことである。 

それを皆さんがいろんな角度でいろんな絵にした。切り口は、高齢者の介護もあるし、

子どものお世話、子どもの安全みたいなこともある。それはたぶんどんな局面をみても「自

助」「公助」「共助」ではないだろうか。 

条例にするときは、どういうイメージかと聞かれた。条例は法律だから市議会が決める
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のだが、条例にも一つの大くくりのことを決める条例もあるし、具体的に誰が何をやって

というのを決める条例もある。廿日市は心構え的な条例だと思う。こういうふうな考え方

でいったら、みんなが安全で楽しいまちになりますよということを書くのだろうと思う。

そういう意味では、今話した「自助」「公助」「共助」の考え方が廿日市らしい姿でいく

には、どんな心構えをそれぞれが持つべきか、みたいなことになるんではないだろうかと

いう気がする。 

そういう意味で、皆さんが地域とか家庭を、今度は、何の目的のために、つまり地震と

か水害のときの安全のためにどうするかという例で話をした。それぞれの分担が、何の目

的のために、どんな役割分担をしたらいいのかというような角度から、違う切り口を入れ

て議論いただくと、皆さんの議論が、もう少し違う側面から、違う目線で、違う発見があ

るのではないかと思う。今の 3 つの言葉を皆さんの議論にはめ込んでいただいたらいいの

ではないかとお話しした。 

非常に私も勉強になった。ありがとうございました。 

 

５ その他                                    
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。今後の協議の参考にさせていただきたいと思う。 

次第の「４ その他」に移る。事務局からお願いする。 

 

〔事務局〕 

今日の会議では、市民委員さんからの情報提供ということで、今週末の催しを含めチラ

シなどを持ってきていただいた。今後もこういう情報交換などをしたいと思うが、いかが

か。 

次回以降もこういう形で掲示をするので、皆さんにお知らせしたいことなどあれば、ぜ

ひお持ちいただきたい。 

最後に次回の会議について。第 6回会議は、11月 20 日土曜日、午後 1時から、さいき文

化センターで開催する。これまでと同じように、自由参加で、午前中地域見学を予定をし

ている。お昼ごはんを皆さんと一緒に食べたり親睦を図りながら、佐伯の地域を感じられ

るところを何箇所か周りたいと思っている。佐伯へは公共交通機関が少し不便なので、市

役所発で乗り合わせのバスを準備したいと思う。9 時 15 分、廿日市市役所集合で、ルート

上であれば、お近くのバス停から乗っていただける。会議通知と一緒に詳しくお知らせす

るので、お返事をいただきたい。 

今日の会議の謝礼は、来月上旬に指定の口座に振込みをする。 

 

４ 閉会                                    
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。 

それでは最後に、皆さまに一つご意見をお聞かせいただきたい。次回佐伯でこの会議を

行うのだが、第 4 回の宮島でしたように、会議の終了後に茶話会をして、今日ご意見があ

ったように、われわれの中でも、いろいろと意見交換をしたり、懇親を深めるということ

をしたいと思うがいかがだろうか。賛成であれば拍手をいただいて。 

たいへん多数の拍手があったので、茶話会ということで。公共交通機関ないしは市役所

から出るバスをご利用いただければというふうに思う。ありがとうございます。 

以上をもって、（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会第 5 回会議を終了

する。 

いつものように、大きな黄色のポストイットが用意してあるので、本日の感想を書いて

いただくよう、お願する。 


