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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７回会議 会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 22年 12 月 6 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：23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、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、石津直子、 

大島元気、板本麻美 

（欠席委員 7人） 

   出席スタッフ：18人 

    支援スタッフ：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、川下晃一 

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：2人 

 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 話し合い 

「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) グループ別検討 

(2) グループ別発表 

(3) まとめ 

３ その他 

４ 閉 会（感想ラベル書き） 

 

１ 開 会                                     
 
〔副委員長〕 

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７回会議を

開会する。 

 本日は、委員長所用のため欠席しているので、私が担当させていただく。よろしくお願

いする。 

本日の市民委員会の進行も、次第に従って進める。話し合いの前に、第４回・第５回会

議で検討した「活動主体の関係・担う役割」について確認いただく。 

その後、「協働のまちづくりの仕組み」について、グループでの話し合い、発表という

流れで進める。 

今日の話し合いの結果についても、事務局の方でまとめの案を作成し、後日、皆さんに

確認していただく。進行について協力をお願いする。 

 前回会議を振り返るため、事務局から説明する。 

 

２ 事務局説明                                   
 
〔事務局〕 

前回の会議について簡単に説明する。各グループで話し合った内容は、グループの進行
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役から説明する。 

11 月 20 日の第６回会議は、佐伯地域で開催した。午前中は地域見学、午後の会議では、

最初に、第４回・第５回会議で考えた、「まちづくりの活動主体の関係と担う役割」のま

とめについて、グループごとに内容を確認した。その後、ワークショップ形式で「協働の

まちづくりの仕組み」について話し合った。 

テーマごとの話し合いも回を重ね、それぞれのテーマの共通する部分や全体としての取

り組みが少し見えてきたように思う。 

本日、「かわら版」の第７号として、この会議の記録を配付しているので、詳細は、後

程、ご覧いただきたい。 
 
〔副委員長〕 
それでは、第４回・第５回の会議のテーマであった「活動主体の関係・担う役割」につ

いて、まとめの内容を確認いただきたい。 

資料１「まちづくりの活動主体 ～関係・担う役割」は、11 月 25 日に開催した第６回プ

ラスワン会議で市民委員の皆さんと作成した、主体ごとの役割をまとめたものである。そ

のうち、枠で囲んでいる部分を素案の柱とし、資料２「会議スケジュールとまとめ」の右

側 中段「関係・担う役割」に転記している。続いて、本日、グループごとに配付した、「ま

ちづくりの活動主体 ～各主体の関係」であるが、第６回会議で確認いただいた「活動主体

の関係」について、それぞれの関係をよりわかりやすくするため、事務局が再整理したも

のである。今日は、まずこれらの内容について、グループで確認いただきたい。 

本日、確認いただきたい点は二つ。１点目が「各主体の担う役割」、もう１点が「各主

体の関係」である。１点目の「各主体の担う役割」は、第６回プラスワン会議で市民委員

の皆さんが作成したものなので簡単に、２点目の「各主体の関係」については、それぞれ

のグループの思いがきちんと反映されているかをしっかりと確認いただきたい。 

「各主体の関係」の修正については、各テーブルの進行役がとりまとめ、「役割」の修

正のみ発表していただく。 

これから５分間、各グループでの意見交換をお願いする。 

 

〔グループごとに確認作業〕 

 

〔副委員長〕 

「役割」について、修正箇所のあるグループは、発表をお願いする。 

 

〔いずれのグループも修正なし〕 

 

〔副委員長〕 

「各主体の関係」については、グループの進行役にとりまとめをお願いする。 

これで「活動主体の関係・担う役割」についての確認を終わる。 
 

〔副委員長〕 

 今回の会議のねらいを事務局から説明する。 
 
〔事務局〕 
今日の会議では、前回会議の内容を受けて「協働のまちづくりの仕組み」について話し

合う。 

各グループでは、これまでの会議でいろいろなレベルの仕組みが出されていると思う。

今日は、それらを生かしながら、まず「仕組みの具体策」をさらに考える。 

次に、それらの具体策を「どういう性質のものか」「何をどうするものか」という観点

でグルーピングし、それらにキーワードを付ける。 
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 例えば、Ａグループであれば、細かな具体策として、「ＦＭはつかいちのようなメディア

を使った人材の掘り起こし」という提案や「楽しみやワクワク感のあるイベントをする」と

いうような提案が出ている。こういった具体策を括ると「地域で活動する人材の発掘」とい

うようなキーワードが付けられると思う。こうした要領で作業をしていただく。 

具体策を考えるときに、「市民や活動団体が行うもの」と「行政が行うもの」と両方の

視点のものを出すというのがひとつ注意のポイントである。 

具体的な進め方は、進行役から説明する。 

 

３ 話し合い「協働のまちづくりの仕組み ～ルール・活動支援策」を考える        
 
〔副委員長〕 

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、各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

目途に発表準備をお願いする。 

発表は、各グループ３分厳守で、何をどうしていくものか、そのための具体策として、

市民・活動団体や行政がそれぞれ何を行うと良いかを発表いただく。どういう背景で検討

したのか、必要不可欠な具体策は何なのか、それを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、各グループで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 
 
〔Ａグループ（Ａ委員）〕 

Ａグループは、前回、「廿日市でんでん虫計画」というのを発表した。 

他のグループからいろんな意見も出てくる中で、それをまとめてみた。今回は、でんで

ん虫計画に基づき、「場づくり」「発掘」「育成」という流れでまとめた。まずは人材発

掘型イベント開催等により人材を発掘する、企業の育成あるいは貢献活動の中で社員を育

成する等、こうした形の中で人材育成を進めていけばいいのではないかと考えた。 

職員の意識改革については、かなり厳しい意見も出た。職員も一市民として、まちづく

りに積極的に参加するよう意識改革が必要という非常にシビアな意見を出した。仕組みと

いう中では、情報発信、各種団体の連携協力、地域貢献制度の導入、若者会の設置、施設

整備の充実、子ども体験の活動の推進、行政職員等からの求められる人といったような区

分けをした。これが仕組みづくりの一つの形ではないかということで、「場づくり」「発

掘」「育成」この３つのテーマでしめくくった。細かい一つ一つのことについては、模造

紙を見ていただきたい。 
 
〔Ｄグループ（Ｂ委員）〕 

 Ｄグループは、三つ考えたいところがある。一つ目は「市民の力を地域、各地区につな

げるためにそそぎ込むための具体的な方法」、二つ目は「市民自身が市民の力を高めるた

めの具体的な方法」、三つ目が「市民が求める行政からの具体的な評価の方法」。 

一つ目の「市民の力を地域につなげる注ぎ込むための具体的な方法」としては、自分の

所だけではなく、他の地域とのつながりを活発にする、広い見識を持った強いリーダーシ

ップが必要、そのためのリーダー養成を定期的にやっていきたいと考えた。行政には、「新

しいまちづくり取り組む課」を創設してもらう。「創設」ということが非常に大きく、今

の人材が、この「まちづくり課」に行くわけではなく、新しく採用して欲しい。学生さん
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や一般の企業の方、広い見識を持った方に、この「まちづくりに取り組む課」を創設して

いただきたい。それから、まちづくりに貢献している人のことを、中国新聞や廿日市の広

報を使って、定期的にテーマ性を持たせて披露するということをやったらどうかというこ

とになった。 

二つ目の「市民自身が市民の力を高めるための具体的な方法」は、発表会を実施して「こ

んなことやってますよ」と言う、活動に対して褒める・感謝する・期待を込める、「もっ

ともっとこうやってほしいな」「期待していますよ」というような声かけを発信していっ

たらどうかということである。 

最後の「評価」は、活動の客観的な評価。今いる職員にぜひ要望したいのは、自分が職

員である以上、自分の地域、また、他地域でも、必ずまちづくりに貢献するんだという興

味をもって活動していただきたい。そのことに対しての評価もしていこうという風に考え

ている。 

それから、自己判定。市民一人一人が、「１年間自分はまちづくりに貢献したんだろう

か。」「ちょっとしかできなかったんじゃなかろうか。」そういったことを落とし込むた

めにリサーチをしてはどうかという、これも一つの評価になるんではないか。「自分自身

が自分に評価をする」ということも必要ではないか。それから情報をどんどん発信する。

先程１点目でも触れたが、ある程度テーマ性をもって、そのグループや活動者が、どうい

う取り組みをしているかということ、情報化することも一つの評価につながるのではない

かと考えた。 
 
〔Ｃグループ（Ｃ委員）〕 

 Ｃグループは、前回、いろいろ検討して、大体できているのではないかと。「市民同士

あるいは市民と行政の連携の図り方」「地域内での信頼関係」。信頼関係といっても、い

ろいろ団体があると難しい部分があるが、うまくまとめていこうということ。「できるだ

けみんなが発信する」といっても、実際にやろうということになると、そう簡単にはいか

ないのではないかと思い、その辺のところで行政では集約したり、それを提示するという

ようなことで、この三つのテーマについて、信頼関係とか連携とかいろいろ検討した。そ

れで、「まちづくりクラブ」というものを考えて、現在ある、いろいろな団体を入れてみ

て、こういうことでまとめていけばいいんじゃないかということで考えていた。 

今日は、そういう中で、いろいろある組織をうまくまとめていくことと、助け合いの精

神、とにかく助け合ってやっていこうということと、あとはやっぱり組織が大事だと思う。

例えば、運営委員会を作って運営していこうということを話した。基本的には良いんじゃ

ないかということで結論を出した。 
 
〔Ｂグループ（Ｄ委員）〕 

 Ｂ班は、各地区、地域のまちづくりを進め、地域全体を再建する仕組みについて考えた。 

地区では、円卓会議にいろんな団体が集まる訳だが、その中で地区が頑張らなければい

けないことは、「市民センターの運営への参画」「情報共有」「自主財源の確保」「まち

づくりへの積極的な参加」ということ。こういったことをキーワードに進めていこうと話

をした。具体的なまちづくりについては、模造紙を後から見ていただきたい。 

市民センターについては、「市民の視点で運営をもっと充実させなければならない」「地

区の実情に応じた使い方とかお金の支援をしなければならない」といったこと。もっと大

事なことが「人づくり」ということである。それから、「情報発信を充実」してもらう。

今までの市民センターだよりというのは、自分の市民センターの中のイベントとかそうい

ったものの情報発信だけであって、地区の実情といったものについての発信はされていな

い。コミュニティだよりでも多少されているが、もっと充実しなければいけないんじゃな

いかということ。それと、「円卓会議への行政のかかわり」。「みんなが気軽に集える市

民センターにしたい」ということ。入りやすいとか、話しやすいとか、行きやすいとか、

いろいろあると思うが、ふらっと立ち寄れるような雰囲気にしないといけない。それから
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「地区の特性に応じた講座を開設する」こと。講座は段々と減ってきて、人が集える場面

が少なくなってきているので、そういったものを開設しなければならないと思う。 

地域については、「積極的にまちづくりに関わる」「積極的に円卓会議に参加する」と

いったことで、積極的にまちづくりに関わるということをキーワードにしたいと考えた。

地域のニーズを生かすということで、「円卓会議の議論やアイデアを持って帰って整理す

る」「地域にとっての意見交換会」ということを考えた。それから、支所で完結するとい

うこと。例えば、「支所で行政が考えることについて話し合う」「参加の仕組みを考えて

いく」「地域を知る」、支所は、地域を知るということが大事だと思う。職員の異動があ

る度に、地域の方から地域のことを教えていただくような、行政職員でありたいというこ

とだったりして、市民の視点、現場の視点で考えることなどを職員が負わなければいけな

いということであった。 

そういったことを地域全体に上手くつなぐために、地区では市民センターの役割、地域

では支所、全体では本庁、市民活動センターの役割ということがある。下から上にあがる

だけでなくて、上から下へおりてくるというような場合があるかと思うが、そういったこ

とで市役所がつながるということで、市全体の市域力がアップするために地域と行政がつ

ながる、和のこころでつながる、いうことを話し合った。お互いがちょっとずつ変身しな

ければならないということで終わりたいと思う。 

 

 (3) まとめ 
 
〔副委員長〕 

ありがとうございました。 

４グループに発表いただいたが、新しい提案も出てきて、元気なまちをつくっていこう

とする仕組みがいろいろ出てきているようである。 

 ７月以降、三つのテーマに分けて、いろいろな視点でグループごとに検討してきたが、

この結果、条例に求める全体のイメージというのがまとまってきたという方も多いのでは

ないかと思った。 

今日の会議では、「協働のまちづくりの仕組み」ということを考えた。事務局は、皆さ

んのご意見をきちんと反映したまとめを作るよう、よろしくお願いする。 

 

４ その他                                     
 
〔副委員長〕 

 それでは、次第「４ その他」についてお願いする。 

 

(1) 今後の予定について 
 
〔事務局〕 

事務連絡ということで、今後の予定について説明をさせてもらう。 

資料２の左側にスケジュールをおおまかに示している。これまで説明させていただいた

ものから、若干、変更させてもらった。 

次回、１月に開催する第８回の会議では、これまでの三つのテーマの結論について「全

体のトーン合わせ」をして、「市民ミーティングの準備」を行う予定にしている。当初は、

これらの作業を今日の第７回会議でできたらと考えていたが、作業の進捗状況を踏まえて、

年明けの８回の会議で行うことにした。 

そして、１月下旬から２月上旬にかけて、このまとめをもって市内５地域で市民ミーテ

ィングを開催したいと思う。ここで出た意見を、第９回・10 回の会議で反映して、素案を

完成するということを予定をしている。 

市民ミーティングは、正・副委員長と事務局とが中心になって、参加者への説明、意見
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交換を行う予定にしている。ただ、市民委員会の主催という形で実施したいと考えており、

委員の皆さんにも出席いただくようお願いする。今、日程調整を始めており、決まり次第、

皆さんにお知らせし、出席いただく会をお聞きしたいと思う。ご協力をよろしくお願いす

る。 

 

(2) アンケートについて 
 
〔事務局〕 

次に、人事課が行うアンケートへの協力のお願いである。 
 
〔人事課〕 
アンケートをお願いしたいと思う。 

今日も、たくさん職員に関するラベルをいただいたと思うが、ありがとうございます。

この条例づくりと並行して、条例を生かす、生きたものにするために、職員が「今後どん

な姿勢で進めばいいのか」「どんなものを大事にしないといけないか」「どんな能力を付

けないといけないか」を職員のチームで検討している。 

そのチームで役に立てさせていただきたいので、アンケートをお願いしたい。条例づく

りに関わっている皆さんなので、ちょっと深く突っ込んで伺いたいなと思っている。この

ファイルにアンケート用紙と封筒を入れている。期限は切っていないが、１２月、年内目

途ぐらいで返送いただければと思っている。よろしくお願いする。 

 
(3) その他 
 
〔事務局〕 

最後に、次回の会議日程についてである。今日持ってきていただいた方もあるが、日程

確認表を出していただいていない方はお願いする。これを集計して、来週の初めには１月

から３月の会議の日程をお知らせできると思う。 

今日の会議の謝礼は、今月末に振込みをする。 

 

６ 閉会                                      
 
〔副委員長〕 

ありがとうございました。 

それでは以上をもって、（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会第７回会

議を終了する。 

今日の会議で条例の柱となる部分の検討が一通り終わった。いつものように、大きい黄

色ポストイットに、これまでの会議を思い出して、「心に残っていること」「大切にした

いと思うこと」を感想として書いていただくようにお願いする。 


