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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６回会議 会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 22年 11月 20日(土) 13:00～16:40 

２ 場所：廿日市市さいき文化センター 多目的ホール 

３ 出席委員：24人 

今田圭宗、岩藤綾子、奥野弘和、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、 

小熊鶴雄、藤本益之、井上 軍、山根義広、後藤香代子、石津直子、槙本知則、 

板本麻美、上本直樹、豊原啓太 

（欠席委員 6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、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、 

       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：小田洋二（佐伯支所長）、河相 勉（佐伯支所地域づくり推進課） 

事務局：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：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 

「協働のまちづくりの仕組み ～ルール・活動支援策」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 閉会 

 

１ 開 会                                     
 
〔委員長〕 

定刻につき、（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会の第６回目を開会す

る。 

 

２ あいさつ                                    
 
〔委員長〕 

開会にあたり、廿日市市佐伯支所長より、ごあいさつをいただく。 
 
〔佐伯支所長〕 

 遠路佐伯の地域までお越しいただき、心より歓迎を申し上げる。 

平成 15 年 3 月に廿日市市と合併し、8 年目を迎えている。合併後、リーマンショックも
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あり、国内外の社会的な情勢が一段と厳しさを増す中で、佐伯地域でもその影響があるか

のように感じている。佐伯地域も一時は人口も増加傾向にあったが、近年減少傾向に転じ、

急速に少子高齢化が進行している。じわじわと地域の活力を低下させていく状況に陥って

いる。 

 皆さまには、一端ではあるが車中から地域の実情を見ていただいたと思う。見ていただ

いたとおりで、支所を含め地域のコミュニティ組織や町内会・自治会など、多くの地域の

皆さんと一緒に、現状の置かれている厳しい状況を認識し、日々元気な地域を取り戻すた

めの取り組みを模索している。 

 今日の第 6 回会議では、協働のまちづくりの仕組み、活動支援策について検討されると

のことだが、市民、地域の皆さまと市行政が信頼のできる関係を築き、地域の特性をそれ

ぞれが認め合って連携･協力できる協働のまちづくりの仕組み、担う役割について、議論を

深めていただきたい。限られた時間ではあるが、実り多い会議となるように祈念申し上げ

てあいさつとする。 

 

３ 事務局説明                                    
 
〔委員長〕 

本日の市民委員会の進行は、お手元の次第に従って進行する。今回は、ワークショップ

形式で話し合っていただくが、まずグループで話し合いを持ち、その後各グループから発

表、といういつもどおりの流れで行う。会議の終了時刻は、30分長く午後 4時 30分を予定

している。これまで、熱のこもった会議を行っているが、消化不良をおこしているという

ご意見が多数上がったため、今回、少し長い時間設定とさせていただいた。ファシリテー

ターの皆さんに、各テーブルでの話し合いの進行役として参加していただく。会議の設定

時間の中で、市民委員会の市民委員の皆さんからできるだけたくさんの意見をいただける

よう、進行をお願いする。 

 事務局から前回の会議を中心としたこれまでの内容の振り返りと、今回の会議のねらい

などについて、説明いただく。 
 
〔事務局〕 

いつものように事務局から前回の会議の振り返りから始めたい。まず、かわら版第 6 号

に沿って、思い出してみたい。10月 18日の第 5回会議では、第 4回会議で出た意見をもと

に「まちづくりの活動主体の担う役割・関係」について、グループで議論を深めた。 

 Ａグループからは「行政は『安定的』『社会的地位』をもつ、学校は子どもを中心とし

て地域の人が集まりやすい、企業や民間事業所は『専門性』『優秀』な人材といった面で

地域に貢献してもらえるのではないか」という報告があった。Ｂグループからは「『個人

としての市民』『町内会・自治会・組』の範囲は、顔が見える信頼関係をつくる、そうい

った中心の場。『地区』という範囲になると、こうした信頼関係づくりや人間関係の構築

から、人づくりに移っていく。また、それぞれの範囲における連携や情報交換などのため

に『円卓会議』といったものが必要なのではないか」という発表があった。Ｃグループか

らは「それぞれの活動主体の関係づくりのためには話し合いの場が必要。情報はたくさん

あるのに、入手の仕方も発信の仕方もそれぞれに問題があるのではないか。役割としては、

市民は『まちづくりに参加』、行政は『住民目線での情報発信』、企業は『地域と意見交

換』をするといったようなキーワード」が発表された。Ｄグループからは「私的活動に近

い活動グループの中にも地域協働したいと考えている活動主体があり、これをどういうふ

うにして公的な、行政に近いようなゾーンに近づけていくかを今後考えたい」という発表

があった。 

これらの話し合いの結果から「まちづくりの活動主体の関係、担う役割」をまとめ、条

例素案に盛り込むことになる。グループで話し合った内容を「第 5 回市民委員会のアウト

プット（各主体役割に関する付箋の内容）」として皆さんにお配りしている。検討の結果
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を、活動主体ごとに分類し、そのうち、主なキーワードを太いゴシック文字で表すという

形で整理した。今日は、まず、これをそれぞれのグループにおいて、内容の確認を行って

いただく時間を持ちたいと思う。事前に見ていることを前提に、5分間程度、グループでの

意見交換を持ち、「これは、この間話をしたのと違う」という部分の修正を行ってほしい。

修正箇所は、グループについている職員がお預かりし、その後の整理につなげることとす

る。 

それではグループでの確認をお願いする。 
 
〔グループごとに、確認作業〕 
 
 話の途中のところもあるかと思うが、ワークショップの始まりにまた前回の会議の振り

返りをするので、その辺りで最終の整理をしていただきたい。次の説明に移りたいがいか

がか。 

 今、各グループで確認いただいた「まちづくりの活動主体の担う役割、関係」は、まだ

各グループバラバラに 4 枚ある状態で、これを条例の素案とするために、全体のまとめを

行い、文章の背景など考えて整理をする作業が必要になる。 

 このまとめの作業を、職員だけでやってもいいのだが、時間が許す、希望される委員さ

んと一緒にやってみてはどうかと考えている。これは 10回の会議の予定の中には入らない

ので、追加でプラス 1 回という会議、なので、参加できる方に参加いただくということに

なるが、いかがだろうか。こうした作業を一緒にすることで、市民委員会での個別、具体

的な事例を交えた話し合いが、どう理論にまとまっていくか、条例にどうつながっていく

のかが、共有してもらえるのではないかというのが、この主旨である。来週 25 日木曜日、

午後 7 時から 2 時間程度、場所は市役所の 7 階の会議室をおさえているので、都合がつく

市民委員さんのみということになると思うが、集まって、この作業を職員と一緒にしてい

ただければと思う。このときまとめを作るので、次の 12月の会議で皆さんに全体の確認を

していただく予定とする。このときに、1 つ目のテーマとしてまとめた「理念・目指す姿」

のまとめも振り返り、微調整したいと思う。これで前回の振り返りを終わる。 

今日の会議では、第 4 回･第 5 回会議で出た内容をもとに、協働のまちづくりを進めてい

くための「ルール」と「活動支援策」について、ワークショップ形式で話し合いをする。

仕組みについては、個別の制度に関するような細かいことから、あり方論、理論みたいな

ことまで、さまざまなレベルのご意見をお持ちだと思うが、グループごとに話し合いのポ

イントを設定させてもらうので、それに従って、たくさんの意見をいただきたいと思う。 

 

４ ワークショップ「協働のまちづくりの仕組み ～ルール・活動支援策」を考える        
 
〔委員長〕 

それでは、次第 3、ワークショップに移る。今回のテーマは「協働のまちづくりの仕組み 

ルール・活動支援策を考える」。これまでのワークショップと同様に、ファシリテーター

に加わっていただく。 

 ここからの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。 

 

 (1) ルール説明 
 
〔総合ファシリテーター〕 

 私はちょっと午前中用事があって遅れて来たが、宮島の紅葉狩りもピークで、すごい渋滞だっ

た。本当に天気がよくて、屋内で仕事作業するのはしんどいが、頑張って進めていきたいと思う。 

私たちはファシリテーターという立場で出たり入ったりしているが、何とか進んでいるのでは

ないかと思っている。1回ないし 2回、追加の会議をされたことを聞いている。 

宮島で 9月 10 日に、私たちがテーブルを進行させていただいた。その後 2 回ほど打ち合わせ

をされているということで、模造紙が今日は出ている。また、行政の担当の方が熱心にまとめら
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れ、私も 2回ほど協議したが、今日どういうふうに運営するかという話もしてきた。こうやって

私たちも交わってがっつりやるのは、これが最後だと思う。これから条例ができるまで少し時間

があるので、まちづくり条例を作っていく中で、私たちがどういう理念や、条例に対する思い・

目的を作っていこうかということを、1回振り返らないといけない。すでにまとめかかっている

が、その中には、漠然と話し合うのではなくて、具体的に「今こんなことをしている」「こんな

ことをしてみたい」「困っていることはこんなにある」など、いろんな主体と行政が、どうして

いるかを、しっかり整理してきたわけである。それについて最後にできるところは、仕組みづく

りを考えていこうということで、すでに仕組みづくりに入っている班もあると思う。今日は、そ

れを、条例に向けていっぺんにルール化するというのはちょっと固い感じがする。 

二つアドバイス申し上げたい。例えば、各主体ややっている内容、活動の取り組みなどがしっ

かり出ているところは、それを今日模造紙にきれいに整理するのではなく、もういっぺんそれぞ

れのテーブルテーマで内容的な活動について、具体的に考え、ここまで考えてきた主体や役割分

担は本当にうまく機能するのかということを、代表的な活動を一つ二つ取り上げてみてシミュレ

ーションし、どんなことが足りないのかということを考えるやり方もあると思う。あるいは、具

体的な話ばかり出て少し整理が足りないというところは、みんなで「こういう役割があるんじゃ

ないか」というところから、棚卸というか整理をしてもいいと思う。模造紙が今日は真っ白だと

思うが、このまっ白な状態で振り返るということと、これから条例化していく上で、ここは黒だ

よということをしっかりと伝えていただく。こういう時間に、今日のワークは使われるといいと、

私は個人的に思っている。これは各テーブルのファシリテーターの方にもお知らせしたい。 

もう一つは、事務の方にお願いをしているのだが、実は前回、前々回の意見を見ると、それぞ

れのテーマから他のテーマへつながっている部分が結構ある。分野とか領域のことばかり考えて

いるが、すべての 4つのテーマがかなり重なってきている、というような部分が見受けられる。

そういう部分は、実は今 4つの班に分かれて作業しているが、かなりの部分、協働しなければな

らないというような部分がおそらくある。そういう部分を意識し、その辺も少しあぶりだすと、

たぶんこのあと 4つの出された内容をまとめあげていくときに、非常にポイントになってくると

考えている。今日のワークショップのポイントだなと、個人的に考えている。 

ただ、全ての話し合いに出てきていないっていう、後ろめたさを感じているので、ずっと出て

いる皆さんが今日の時間を有効に活用したいと、どんどんファシリテーターを困らせるくらい、

「ここは足そう」「こういうふうにしよう」と、のびのびとやってもらえたらと思う。 

時間は、最初に前回のまとめをされる方からテーブルを進行している私たちの方に橋渡しをし

ていただき、ほぼ 2時間ある。時間が十分にあると思うので、休憩を取りながら 15時 40分まで

各班で作業していきたい。 

何か質問があれば。それでは、各班でよろしくお願する。 

 

(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 
 
〔Ａグループ（Ａ委員）〕 

この委員会を見たときに、青少年育成廿日市市民会議の役員が 7 人もおり、一番びっく

りした。私は青少年を母体として出たが、他の方は自分で公募したり、いろんな団体から

選ばれたりで、それだけ素晴らしい人がうちの会にいると自負している。 

「廿日市でんでん虫計画」いいでしょう。廿日市が漢字で、ひらがなのでんでん虫。Ｂ

チームは、人づくりの原型である人のつながり、Ｃチームの情報発信、話し合いの場づく

り、これらを踏まえて発表させていただく。 

「鶏が先か、卵が先か」という話かと思うが、人材育成をするためには、人材発掘をし

ないといけない。ということで、戻り、人材育成、発掘するにのは、どうしたらよいかと

考えた。 
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そうしたら、より楽しい、おもしろい、人が集まるようなイベントをするということで、

場所づくり、ワクワク楽しいという祭り、祭りのようなイベントをしようということにな

った。行くところは、学校とか地域とか企業、行政と関わりながらぐるっと回って、人材

育成を最後にはする。 

ちょっと参加、ちょボラ、時々参加してみよう、ちょっと来てみんさいという形から入

らせて、人材育成をする。その時に地域貢献ポイントというのが考えられる。学生さんが

いるが、ボランティアに参加したらポイントとなり、しいて言えば、就職に役立つという

ことが出た。企業はそんなに甘いものではないとは思うが、そういうことで、発案してい

る。 

皆さんから、「廿日市パワー、バンザイ」「みんなの笑顔」「人はやっぱりまちづくり

のパワー!!」「大学から地域へどんどん出ていきたい」「もっともっと楽しいことを考え、

人が集まる場を作りたい」「とにかくがんばろう!!」「もっと楽しみたい自分自身も楽し

みたい」「私の案。楽しい、イベント、参加型発掘、参加型育成、地域活性」「いい感じ！」

と、最後にまとめた。そして、でんでん虫がすごく喜んで「ヤッター」ということで。い

ろんなことを考えたが、一言で言うとこれじゃないかということで終わった。 

今日は、風邪をひいているのだが、発表は最後の最後だということで、無理な体をおし

てここに立たせてもらった。女性のパワー、それから、いかに高齢者を地域に出させるか

が一番の早道だと思う。「女性がおらんかったら何もできん。わしらだけじゃ何もできん」

ということを言われているが、本当にそうだと、自身女性でありながらそう思う。そうい

うところから発掘して、人材を育ててきた、これで廿日市も安泰かなと思う。どう思われ

ますかね。「ヤッター？」はい、ＯＫが出たので、ここらへんで終わらせてもらいたい。 
 
〔Ｂグループ（Ｂ委員）〕 

Ｂ班は、まず地区、地域、そして市域の 3つに分けて考えた。 

まず、地区には円卓会議がある。現在廿日市地区でまちづくりサロンというのをやって

いるが、それをモデルにしていろいろ考えた。廿日市地区は 15の団体がフラットな感じで

テーブルについて、市民センターや市民活動センターなども入って円卓会議をやっている。

今回で 6 回目の会議をやったが、いろんなテーマが出てくる中で「一番効果的なのはどれ

か」それから「すぐできるのはどれか」そして「難しいけれども少しずつやっていかなき

ゃいけないのはどれか」を、ポイントをつけて評価する。現在は、一番効果的で取り組み

易いものをテーマに、それを元にまったくフラットな状態で、各団体がお互いにお互いの

機能を生かして、課題を発見したり、情報を共有したり、顔見知りの関係づくりをしたり

して進めていく。そして、市民センターは活動拠点なので、われわれはこの円卓会議と市

民センターの間で、相互に行き来する状態、情報が行き来する状態にしなきゃいけない。

いうことで、市民センター、市民活動センターなどは、それをやる。市民センターは、人

材発掘あるいは人材育成、学ぶ拠点であり地域づくりの拠点ということで、地域の方はこ

ういう形で今後も進めていったらどうだろうか、そしてこの関係でいくことによって、そ

の地区で、活動しているいろんな団体も人材が生かせるし、また情報を生かせるという形

になろうかと考えた。 

地域については、現在廿日市の 5つの地域はそれぞれいろいろ温度差があるようなので、

地区ほど熱く議論することはできないかもしれない。しかし、例えば、ここでの円卓会議

は、町内会連合会、コミュニティ推進協議会といった団体の代表者が集まって、お互いに

情報交換をすることや、各団体が持っているその問題点、困っていることあたりをテーマ

別に話し合うような円卓会議を持ったらどうかと考えた。ここを考えるときには、佐伯地

域では福祉に関する会議を持っていらっしゃるようなので、そこの現在の進め方を聞きな

がら取り上げて考えている。いろんな施設や団体が入って、コミュニティも当然入ってい

るが、福祉関係の事業をされている。例えばこの話の場合だと、地域のニーズを佐伯支所

が取り上げ、地域づくり推進課や支所の中の福祉、環境、産業といろんな部門が、その意
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見をこの円卓会議にフィードバックさせるという形でやる。そのように 5 つの地域でそれ

ぞれの円卓会議を地域でももってやったらどうかという話が出た。 

そしていよいよ市域については、このように、地区、地域、市域と、一つの同心円を結

ぶと、まず地域では、それぞれの円卓会議でつながり、行政は、市民センターから支所、

そして本庁あるいは市民活動センター、というようなところがそれぞれつながっている。

行政がつながり地域がつながることで市全体の地域力がアップするじゃないだろうか。こ

こでのキーワードは「つながり」ではなかろうかという結論になった。 
 
〔Ｃグループ（Ｃ委員）〕  

皆さん今日は佐伯へようこそ。 

Ｃ班は、前回はプラットホームという話し合いをされたようだ。話し合いのプラットホ

ームという言い方は、私は年配なんでちょっと難しいと感じ、まちづくりクラブと変えて

みた。 

今日はまずどんな組織があるかを出して話し合いをした。それを内容ごとにまとめて、

農業関係とか農業クラブ、商工会関係、観光関係、いろいろとグループを作ってみた。そ

の中で、このグループが持ち寄って話をするとしたらどんな話が出るか、それを誰がまと

めるかを考える中で、やっぱり市民センターが中心に、そこが拠点になるんじゃないかと

いうことになった。 

でも、市民センターに迷惑をかけるのではなく、どこか部屋を一つ小さなものを設けて

もらえるようなら、そこへコミュニティ関係、町内会・自治会、女性会、また青少年とい

った主だった組織が事務局を作る。いろいろと話し合って問題点を解決するときには、誰

がどこで何を言っていけばいいかという、情報を流すのに、どこへどういうふうに流した

らいいかということを、この事務局の中で話し合ってまとめ、コーディネーター的な人を

その中から人選しておけばどうかということである。ここへいろんな問題を持って行き、

そこからまた、ああしたらこういう人がいいね、ああいう人がおるね、この組織へ呼び掛

けたらいいねというような話が出た。私のグループでは、顧問的な方がいらっしゃるが、

コーディネーターだけでなく、顧問に、地域の知恵者、物知りのような方を顧問に付けて

おけばいろいろと相談できるのではないかなということである。 

太いパイプというのは、町民市民だけでは難しい。やっぱり各支所、市役所の担当職員

の方もそこへいろんな関わりを持ち、太いパイプでつながっていかなければならないんじ

ゃないかということである。合併していろんなセンターができているので、各地域が市民

センターを中心にして、まとめていけばどうかということで「市民センターにまちづくり

クラブ」を作ろうということに仕上げた。 
 
〔Ｄグループ（Ｄ委員）〕 

Ｄ班は会議をされるごとにいろんな話が出てきて、話をすればするほど会議をすればす

るほど、頭がこんがらがって、どうまとめていいのか正直言って分からなくなりそうであ

る。今回こういった会議のまとめということであるが、実際はこのＡＢＣの全体のまとめ

になるんではないかと思う。 

ここに書いてあるように、市民の力、市民の皆さんの今まだいろいろな活動に参加して

いない方をどういうふうに巻き込んでいったらいいか。ボランティア活動なり、地域のそ

れぞれの行事なんかに参加していただくという力を、市民の皆さんの力にということを考

えている。市民活動者、これがボランティア活動とＮＰＯとかそういう団体の皆さんだと

思って欲しい。これらの力を結集して、この廿日市の新しいまちづくり、協働のまちをつ

くっていけたらいいなと思った。ボランティア団体、さくらもみじの会の皆さんのいろい

ろな成り立ちとか、そういうことを聞き、一つは、大きなボランティアであったら、行政

の力をほとんど借りなくても、メディアを通じたり、自分たちで努力して、企業とか支援

金をもらえるようなところを探していく、そういう団体もある。もう一つは、やはり小さ

い、行政の力で助成金なり何なりともらう団体で、少しでも地域の人とも一緒にやってい
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くと。そういう図式が二通りあるのではないだろうか、これからは。 

その中で、ここに各団体と、自治会とあるが、コミュニティ協議会とか自治会とかまた

いろいろあると思う。そういう地域の活動団体、その活動団体のマッチングを取るために

ここの 3つの枠組みを考えている。 

これをそれぞれにリーダーが必要である。で各地域の様子を見る。行政は行政で、この

地域のボランティアのことを、行政で参加してほしいとそういうのを 3 つまとめてここの

囲みの中に入れてみた。それで、各団体が補完し合いながら、相乗効果をねらって、これ

からまちづくりをしていけばいいのではないか。 

それとあとは、こっちと重なり合わずにずっと平行線をたどるのはまたいけない。で、

こちらからもやはりボランティア活動をしたり、自治会みたいなところと一緒に会話をす

すめて、皆でまちを盛り上げていってはいかがかなという意見が多くあった。 

最後に、ここの市民力を高め、個人グループが活性化し、地域力を発揮させる。そのた

めに評価、これをどういうように今から皆さんでまちづくりをするために評価できるとこ

ろをねらっていけるのかというところまでいっている。結論としてはまだ出ていない。 

 

(4) まとめ  
 
〔総合ファシリテーター〕 

今日は比較的分かり易い発表内容だったので、繰り返しになるかもしれないが、ワーク

ショップの総括として、ちょっとお時間をいただく。 

まず、Ａチームは、テーマが「人材育成」だった。どこのグループやまちづくりにとっ

ても「人」というのは重要で、どんな話がされるのかと楽しみにしていた。あんまりガチ

ガチに仕組みを詰めていくというより、一つの取り組みが普及して広がっていくための前

提として、ちっちゃい子どもたちでも分かり易いし、高齢者にも分かり易い、というよう

な素晴らしいキャッチコピー（行動スローガン）をされて取り組もうとされている。説明

がなかったが、Ｂチームに関係する「人づくりとの連携」とか、Ｃチームに関係する「情

報発信」とか、あるいはＤチームに関係する「地域貢献されたらポイントを出す」とか、

他のチームへの関わりあるところを整理されていて、ちゃんと気配りがなされたまとめと

なっている点が、非常にありがたいなあと、よくできているなあというふうに思った。 

Ｂチーム、ここもどうするのかなと思っていて、だいたいの想像はしていたが、すごく

精力的に整理されている。これを仕組み、ルールというとちょっと堅苦しく、メカニズム

とかシステムとか横文字で言った方が分かり易いかもしれないが、ひとつひとつの活動単

位、活動地区やもっと小さい所の活動のスケールにいきわたり、廿日市さんらしさで言え

ば、円卓会議を一つのキーワードにして、小さな円卓会議、中くらいの円卓会議、そして

全体でつながる大きな円卓会議へつなげる仕組み。今までやってこられたことをうまく使

って、小さな活動からこの輪を広げていき、かつ、各領域・エリアに輪を育んでいこうと、

そういう仕組みを作っていったらいいんじゃないかと思う。これを力強い提案でまとめて

いただいた。とても分かり易かった。Ｄ班でも出てくるが「ニーズとシーズをどうマッチ

ングさせるか」何を住民が求めていて何ができるのかということ、これは非常に大事なこ

とである。 

それからＣ班、ここも、1 枚に、とても上手にまとめられている。ここが佐伯地域という

ことで、まず具体的に、佐伯地域の各活動団体、組織を整理され、それを中心に、市民セ

ンターを中心にネットワークをしていこうと、場所という仕組みをどう作っていくかとい

うことを、非常によく整理されている。特に「まちづくりクラブ」という名前は、やわら

かく、市民センターの効果をもう少し全体でネットワークして、場所や組織もうまく連携

できているような活動なり、取組みイメージを具体化していこうということで提案された

んだと思う。もういっぺん繰り返すと、ここが「人材」、ここがエリアをつないでいくか、

それに必要になってくる「場所」。ハードという意味合いではないが、その仕組みとして
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の「場」とか「空間」をどうつなげていくかという話だった。 

最後に、Ｄ班。ここはたぶん、テーマでまとまらなかったところが、まとめだと思った。

私も参加した班だが、評価の話ができなかった。しかし、これも今日のワークショップの

成果だと思う。人をどう育てていき、どういうエリアで、どういうつながりをもって活動

していくのか、評価をする前の話がたくさん出て「評価するって何することなの」ってい

うことにぶつかった。これは、6 回、10 回かけてやるワークショップのいいところだと思

う。私たちは、いつも 2～3 回でやりきってしまうので、プラスプラスで終わった方がよく、

戻れない。じっくり「3 歩進んで 2歩下がる」って、絶対必要なプロセスだと思う。 

評価って言うのは、事業仕分けではないが、仕組みづくりに比べて、非常にセンシティ

ブで難しい活動である。誰が評価すればいいのか、活動の評価を誰がするんだ、行政がで

きるものなのか、第三者の評価委員会を作るのかとか。評価するものが要るのっていうの

を話もして、実は市民と行政が「マッチング」ができていないことの方が問題じゃないか

とか、あとは各地域の実情が違い、行政系のまちづくりと民間系のまちづくりとの違い、5

地域全然違うんじゃないかと、そのへんをどう一体化させた評価ができるのか。まずは、

地域リーダーを育てていくほうが、評価評価というより大事なんじゃないかとか。結構テ

ーマから脱線したが、脱線することによって、Ａ班・Ｂ班・Ｃ班でやっていることの重要

性をわれわれは皆で実感したし、こういう会議の中でたぶん具体的には評価の仕組みを作

っていくんじゃないか、一番最後になってしまってもいいのではないかと、私は今日、4チ

ームの発表を聞いてそう感じた。 

 今日の感想みたいな形になったが、以上をまとめとしたい。全部で 6 回のうち、私たち

は 3 回ほどご一緒した。これから先も縁があったらご一緒するかもしれないが、とりあえ

ず、ここまでのワークショップは、終了する。 

 

５ 講評                                      
 
〔委員長〕 

本日ご覧いただいた、吉川先生と蛯江先生から、講評、この会についてアドバイスをい

ただきたいと思う。 
 
〔アドバイザー（吉川）〕 

 今日は、午前中、いい天気のところで、小さい秋を楽しませていただいた。 

円卓会議という仕組みが廿日市に長らくあって、それがいろんな活動をやってきたとい

うことを、この発表でも聞いたし、あと課長さんから聞き、こういう伝統があったんだと

いうことで、非常にある種の大発見であった。それで、それを一つのテーマにしてお話を

する。地区レベル、地域レベルで、そこにも紹介されているように、地域レベルだと 24く

らいか、それを上手く使って、まちづくりの協働の仕組みを考えるとき、どんなエリアで

自分たちが日ごろ生活しているか、そしてある幅の広さを持っているのはどこなのかとい

うことが、イメージしやすいのではないか。町会よりはもうちょっと広く、かついろんな

人たちの問題意識やいろんな利害のある人が来てもいいと思うのは、誰しも円卓会議とい

うのがイメージされるのは、もっともな話だろうと思う。 

廿日市はこういう円卓会議をやっているが、僕が知ってる限り、広島の中で、例えば安

芸高田にある地域振興会というのは、規模的には同じようなサイズだと思うが、町会より

は大きな地域で、安芸高田の災害のときにまちを復興するための市民たちのいろんなグル

ープの協力組織としてでき、今は現役になっているものである。そういうイメージの組織

が、庄原、北広島や、いろんなところにもあって、これから新しい協働の母体になるとい

うのは一番イメージしやすいだろうという感じがした。円卓会議というのは、イメージや

言葉としてもう少し近代的。地域振興会は、名前から何となく時代がかっているが、円卓

会議がすごく気になって、いいなぁという感じがする。 

 そういう母体があるということがなぜ大事かというと、協働をいろんなサイズのいろん
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なルールでやったときに、少し広い意味で見て、円卓会議のようなルール同士が、全体に、

全域にどうつながっていくかという話が出ていた。そのとき、実は「協力」という分野と

「競争」というのがあり、両方とも大事だと思う。つまり、円卓会議同士が協力してもう

ちょっと広いところのこと、例えば廃棄物の処理みたいな問題や、二つの円卓会議の地域

に関わる問題なら、一緒に考えようという場面がある。もう一つは、競争っていうのは結

構大事で「あそこの地域はあの運動会のときこんなのをうまくやったね」ということが隣

に伝わると、「あんな風にやったのなら、うちも隣をパクってやってみて、もっともっと

いろいろ」というわけで。協力と競争が、あっていいと思う。 

実は、その協力と競争っていうのは、最後にちょっと出てきた評価と関係すると思う。

評価するというのはそんなに難しいことではないと思っており、他人のことを見て「あぁ

あれいいね」っていうのが実は他の団体を評価していることである。また、他を評価する

だけでなく、その構成員の人たちが自分の努力がうまくいっているかどうか、あるいは「少

しお金がなくて苦しい」というように評価する場面もあるし、今申したように、隣のグル

ープが「あそこが上手くいってるんだからうちもパクろう」というのも評価だし、いろん

な評価の角度があって構わない。そういうふうに、一つの円卓会議があれば、複数のもの

があって、いろいろ比較されることによってそこに評価というのが出てくる。そのように

考えればいろんな角度の評価があって構わないということだ。そうすることによって、そ

の中でいいものが見つかってくる。その中で、協力の場面と競争の場面があって、それが

全体を発展させていく。今日の話から将来に向けて、こんなイメージができるのではない

か。庄原や安芸高田が決して上手くいっているわけじゃないので、それぞれの自治体など

参考にしながら、グループの今後の展開に参照されたらよろしいんじゃないかという感じ

がする。 
 
〔アドバイザー（蛯江）〕 

 いろいろなものを見せていただいたり、聞かせていただいたりした感想ということで、

申し上げたいと思う。 

 午前中は地域を見せてもらいながら、やっぱりよその地域を見て歩くっていいなと思っ

た。例えば、保育所が休園になっていたが、あれを使ってよその幼稚園や保育所の人が来

て一晩でもお泊り合宿ができればいいんじゃないかと思った。地元の人からみるとあまり

活用の道がないものでも、よその人から見たら活用方法ってあるんじゃないかと。そうい

う意味で、お互いがお互いの地域の社会資源を生かしあえるような廿日市市全体になった

ら活性化していくんじゃないかなというふうに。これ、前回もちょっと同じようなことを

申し上げたかと思う。 

 それから、今日の全体の感想と言うか、いつも思ってることをお話しする。この間市民

活動センターで、登録団体 170 の情報交換会というのを、第 1回を試みた。予想に反して、

たくさんの方がおいでいただいた。お互いに名前は知り合っているが、活動グループが何

をやってるのかもう一つ踏み込んではよくわからない、そこから知り合うことによって、

いくつかのグループがもうすでに交流しようじゃないかと、一緒に何かやろうじゃないか

という話が生まれていた。あの情報交換会を聞いていて、ああ廿日市市内にはこんなに熱

い志をもって、こんな活動をやっている人たちがこんなにいる、この力をまちづくりに生

かさない手はないと、本当につくづく再確認した。 

 まちづくりを進めていくときに、私たちは大勢の人に参加してもらいたい、みんなでや

っていきたいという思いがごく自然だが、「みんなが参加しなくてはダメだ」という発想

はやめたほうがいいと思う。大政翼賛といかないまでも、やっぱりそれぞれの思いや関心

が違うので。みんなが関心がないことにまで駆り出されていくと、活動することの面白さ

よりも負担感の方が出てしまい、どんどん足を遠ざけてしまう。だから、できるだけいろ

いろの自分たちの関心のあるものに参加してもらえる、そういう機会と場所をたくさん用

意し、それを積み重ねていくことで相乗効果が上がり、総体として地域力が上がっていく
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ということなんではないかなと思う。人は、関心のある「とき」とある「こと」が違う。

ここを大事にし、これをどう上手くつないでいくか、どう企画していくかということが、

ポイントの一つではないかと思う。だから、選択して参加できるということを大事にして、

できれば一人 1 テーマぐらいには何か地域でかかわってもらうというぐらいのことを考え

るのも１つ大事ではないか。その積み重ねが全体としてまちのまちづくり、まちの活性化

ということにつながるのではないかと思う。 

 そこで、地域、まちにどんな地域課題や生活課題があるかということを、みんなで共有

する中で「こんなこともあるな」「あんなこともある」と。じゃあ「こんなことなら自分

でも関心があるから参加したい」そういう情報を地域で、どこで得ることができるかとい

うのが、今日あそこでいろいろ出てきた、場づくりの問題だと思う。場づくりというのは、

あそこでも発表があったが「隣近所」「地区」「地域」「市域全体」と地域レベルによっ

て、場所づくり、仕組みづくりは違ってくるんだろうと思う。何かみんなで知恵を出して

いけるような仕組みができればいい。生活課題、地域課題を持ち込める場、そしてそこを

共有し合い、行政や住民がどう仕分け合って分担していくかというようなことを話し合え

る場が、そして自分の関心のあるテーマに出会える場が、地域に表示されていくというの

が大事ではないか。そういう意味で今日は、市民センターの役割というのが非常にクロー

ズアップされてきたかなと思う。「まちづくりクラブ」グッドアイディアだと私は思って、

期待している。そこにアドバイザーというか、サポーターというような人が、活用できる、

参加できるようなつながりが用意されていればもっといいのかなという風に思った。 

 それから最後のグループの評価だが、悪戦苦闘していたなという風に思った。私はグル

ープのテーマをもう一つ理解しきれていなかったので、あんまり言うのも申し訳ないが、

市民力、地域力を高めるための評価だという風に考えれば、活動する人たちがエネルギー

があるというか、やる気を一層高めるための方策としての評価かなと思いながら聞いてい

た。評価は先ほど先生がおっしゃったように、他者評価と自己評価があるわけで、他者評

価もやる気を高めていくのにはとっても大事だが、もう一つはその活動を推進してきた、

その活動に参加してきた人たちの達成感だと思う。「ああ、やってよかったね」という達

成感を味わえるというのが、力をつけていく上でとても大事なことじゃないかと。そうい

う意味では、よく言われることだが、大きい目標とその目標を達成していくための段階的

な目標をまず設定し「これができたから次もあれができるだろう」「あれができればもっ

とあれもできるだろう」と積み重ねで最終目標にたどり着いていくというプロセスが大事

なのかなと思う。地域力、市民力を高めるための評価ということで言えば、参加した人た

ちのやりがい感、達成感というものをその都度実感しながら、それを次のステップに向か

って、エネルギーにつないでいくような、そんな仕組みやそんなみんなの支えがあればい

いのかなと。具体的にはこれから、その仕組みづくりかと思うが、先ほど上手に全体をま

とめられましたが、本当にその通りだなと思った。 

3 回を通して、ものすごくいいまとまりができたんじゃないかと、後は条例にこれをどう

つないでいくかということだと思う。 
 
〔委員長〕 

どうも、吉川先生、蛯江先生ありがとうございました。 

本日のワークショップは、今までよりも 30分長く時間を設けたからか、それとも今まで

皆さんがお話しいただいていたことがここにきて本当にぴったりと合致したのか、今まで

以上に、大変よくまとまったお話を、発表を聞かせてもらったのではないかと思う。また、

総合ファシリテーターのお話からも、今までバラバラに話し合ってきたような内容が、こ

こにきて全てが一つにパシッとまとまったようなそんな印象を受けた。また、吉川先生、

蛯江先生のお話によって、それがさらに深まって、より深い理解ができたんじゃないかな

ということで、また、この委員会の先の話し合いが楽しみになってきたと思う。 
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６ 閉会                                      
 
〔委員長〕 

本日の内容は、これで全て終了する。 

これまで、吉和、宮島、今回の佐伯と 3 回のワークショップに、中国・地域づくり交流

会から 3 人のファシリテーターの皆さんに、ご協力、かかわりいただいたが、今回のこの

会議が、そろって出席いただく最後の回になるかと思う。ここで、お礼の気持ちをこめて、

皆さんで拍手をしたいと思う。 

ファシリテーターの皆さんありがとうございました。 
 
〔拍手〕 
 

今後も機会があれば、またぜひよろしくお願いします。 

事務連絡に移らせていただく。今後のこの会議の日程について、1点皆さまのご意見をお

聞かせいただきたい。 

第 4 回会議でお配りしたＡ3判の資料 4「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」をお持ちの方は、是非、お手元に出してご覧いただきたい。こ

の市民委員会では、第 2 回会議から第 7 回会議まで大きく 3 つの柱に分けて条例の内容を

考えることにしている。全体の検討が、次回 12月の会議で一通り終了するが、この議論の

内容を「市民委員による仮説」「条例素案の原案」としてまとめ、年明けに市内 5 地域で

開催する「市民ミーティング」に、これを持って出かけ、地域の皆さんへの説明と、意見

交換を行う予定をしている。この市民委員会では、1月の会議で市民ミーティングに持って

いくためのまとめの確認を、2月 3月の会議で市民ミーティングにおいて聞いてきた意見の

盛り込みと、条例素案の最終確認を行いたいと予定している。 

会議の開催日程について、第 1 回の会議で皆さんにご意見をお聞きし「毎月第 2 週の平

日の午後 7時から 9時まで」と決めさせていただいたが、これまでの会議の状況をみると 2

時間の会議では十分に話ができていないので、また別の日に会議を持つというグループも

いくつかあったと思う。 

そこで、ご相談だが、1月から 3月までの会議について、三つほど提案をさせていただき

たい。①開催を土曜日に変更し、例えば午前中なら 9 時から 12時までの 3時間のちょっと

時間を長めに会議を開催する。あるいは、②同じく土曜日に会議をし、午後の 1 時から 5

時まで 4 時間の会議にする。といった方法は、いかがか。また、週末は行事が多くて難し

いということであれば、③当初決めたとおり、平日の夜 2 時間の会議とするが、委員の皆

さんには今まで以上に事前の準備、ウォーミングアップをしっかり行っておいていただき、

会議時間中は有効に、結論が出るように話し合いを進める。ということを、提案させてい

ただきたい。3つ目については、事前に資料として事務局の方である程度の内容は、提供さ

せていただこうと思っている。だから皆さん、消化不良にならないように。例えば、平日

の夜の時間延長、早く出て、もしくはもう少し遅くまでというのは、やはり皆さんのご都

合上難しいということなので、土曜日をご提案させていただきたい。いかがだろうか。①

②③と、挙手いただき、決定したいと思うが、よいだろうか。 
 
〔拍手〕 
 

それでは①番がよいと思う方、挙手をお願いする。どの土曜日かは、事前に日程を皆さ

んに諮り、第何週かご連絡させていただくが。 

それでは②番の土曜日の午後がいいと思う方、挙手をお願いする。 

それでは③番の今まで通り平日の夜開催ということで、事前の資料を用意するので皆さ

んの方でしっかりと予習をしてきていただく、に賛同の方、挙手をお願いする。 
 
〔多数決〕 
 

それでは、今まで通り、平日で開催させていただく。事前に資料をお配りするので、今
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までの振り返りの時間がなくてもすぐ会議に入れるようにさせてもらいたいと思うので、

よろしくお願いする。 

そのほか事務連絡を、事務局からお願いする。 
 
〔事務局〕 

時間がちょっと過ぎてしまったので、簡単に進めさせていただく。次回の第 7 回会議は、

12 月 6 日月曜日午後 7 時からで、廿日市市役所 7 階会議室で開催する。テーマは、今回に

引き続き「協働のまちづくりの仕組み」を考える。今回の内容を整理し、共通理解を図る

ことと、会議の最初でお話をしたプラスワンの作業の結果をこの日皆さんで確認をいただ

くという二つを予定している。 

委員長が先ほど年明けのスケジュール確認の中で触れられた、市民ミーティングは、1月

の下旪から 2 月の中旪あたりに、市内の 5 地域で予定している。日程が決まれば皆さまに

お知らせするので、できれば 5地域のうち 1回は参加をお願いしたい。 

いつものように、今日の感想を書いていただきたい。いつもと変えて、今日の会議への

満足度を 10点満点で何点という評価と、その理由をお願いする。 

今日も、委員さんから、活動やイベントのご紹介があると思うので、掲示を見ていただ

きたい。また、お昼に皆さんに食べていただいた、さいき汁のレシピの載ったパンフレッ

トも置いてあるので、関心があれば何冊でも持って帰ってほしい。これは、去年、県立広

島大学と市の共同プロジェクト事業として、廿日市の「地産地食」、地域を回って掘り起

こしをして、冊子にしたもの。 

今日の委員会の謝礼については、来月の中旪に皆さまの口座へお振り込みをする。 

最後に、感想を書いていただいたら、写真をここで撮りましょう。 
 
〔委員長〕 

後ほど写真撮影があるので、よろしくお願いする。 写真撮影の後に 1 時間程度、茶話

会を予定している。お時間の許す委員さんは、ぜひご参加いただければと思う。 

 


