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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８回会議 会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 23年 1月 12 日(水) 19:00～21:30 

２ 場所：廿日市市役所 ７階会議室 

３ 出席委員：18人 

岩藤綾子、熊谷 操、杉中利正、千原保仁、中村眞琴、山本和臣、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、藤本益之、 

井上 軍、石津直子、槇本知則、板本麻美 

（欠席委員 12人） 

   出席スタッフ：20人 

    アドバイザー：蛯江紀雄、吉川富夫 

    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：3人 

 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 素案(原案)テーマⅢ「協働のまちづくりの仕組み ～ルール、活動支援策」の確認 

３ 素案(原案)全体のトーン合わせ 

４ 市民ミーティング準備 

 ⑴ 市民ミーティングの流れと役割について 

 ⑵ 説明用パワーポイントの確認 

 ⑶ グループ別打合せ 

５ その他 

６ 閉 会（感想ラベル書き） 

 

１ 開 会                                     
 
〔委員長〕 

皆さんこんばんは。定刻になりましたので、（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討

市民委員会第８回会議を開会させていただきます。 

 あらためまして、皆さんあけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいた

します。 

 前回第７回目は、欠席させていただきまして申し訳ありませんでした。事務局の方から

お聞きしましたら、大変熱のこもった話し合いが行われたということで、私がおらん方が

いいのかなというふうに思ったりもしたんですけれども、また今日からよろしくお願いい

たします。年も明けまして、本当に寒い中来ていただきまして、この会議も佳境に入って

まいりましたので、まちづくりのために、皆様のお力ご意見を反映できるように、頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の市民委員会の進行についてですが、お手元にご案内しております次第

に従って、進めさせていただきます。 

まず、振り返りとしまして、話し合いの前に第６回目・第７回会議で検討した「協働の

まちづくりの仕組み ～ルール・活動支援策」についてグループで確認し、発表していただ

きます。 
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次に、今月末から行われます市民ミーティングで配付する「素案の原案」について、本

日ご出席の皆さん全員で確認をさせていただきます。 

その後、市民ミーティングの準備を行っていくという流れになっております。 

午後９時までの２時間で予定しております。時間が短くて申し訳ありませんが、進行に

ついてご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から、前回の会議を中心としま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、簡単にですね、説明していただきますので、よろしくお

願いします。 

 

〔事務局〕 

今日はたくさんメニューがありますので、さっそく前回の会議について、簡単な振り返

りをしたいと思います。 

お手元の「かわら版」第 8号をご覧いただければと思います。 

第 7回会議は、内容検討の 終回として昨年末 12月 7 日の夜、開催いたしました。 初

に「活動主体の関係」と「活動主体の担う役割」についての確認をいたしました。その後、

第 6 回会議で出た意見をもとに「協働のまちづくりの仕組み」について、議論を深めまし

た。グループ別の発表の状況はここにまとめてありますけれども、詳細は「かわら版」を

もとに、各々で思い出していただければと思います。 

続いて、今日の会議のねらいについて説明します。今日は、これまで検討してきた内容

をまとめる回ということで、大きく三つの作業を行う予定にしています。 

一つ目は、お送りした素案原案の内、テーマⅢとしてまとめてある「協働のまちづくり

の仕組み」の内容の確認です。 

前回の会議で、グループで話し合った内容については、一覧を 12 月中旬に皆さんに郵便

でお送りして、確認をしていただいたところです。これをもとに、事務局で他のグループ

の内容との関連、あるいは議論の背景を踏まえて文章化したものが、この原案に掲載した

「テーマⅢ 協働のまちづくりの仕組み」のまとめです。今日は、まずこの内容をグルー

プで確認していただきたいと思います。 

作業の二つ目は、素案原案の全体のトーン合わせ、確認です。 

一通りの内容検討を終えた中で、以前の検討箇所も含めてもう一度全体を眺めてみて、

通しで振り返りをしたいと思います。微調整が必要な箇所はないかということを確認しな

がら、みんなで全体の内容を共有したいと思っています。 

三つ目は、市民ミーティングの準備です。 

具体的には、各地域の出席メンバーの決定、当日の流れの共有と説明用のパワーポイン

トの確認、説明内容の打合せなどを行いたいと思っています。 

事務局からは、以上です。 

 

２ 素案(原案)テーマⅢ「協働のまちづくりの仕組み ～ルール、活動支援策」の確認   
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。それでは、郵送させていただいております、素案の内

容確認をいただきたいと思います。素案の原案 テーマⅢ 「協働のまちづくりの仕組み」

について、内容の確認をしていただきます。 

それでは「（仮称）廿日市市まちづくり基本条例 素案（原案）」の 5 ページから掲載

しております「協働のまちづくりの仕組み」の内容について、各グループで確認をしてい

ただきたいと思います。お送りさせていただいているものがあると思うんですが、全部で 8

ページの資料になっておりますが、その 5 ページ目。テーマⅢというのが 5 ページの下あ

たりから始まっていると思うんですが、「協働のまちづくりの仕組み（ルール、活動支援

策）」という部分です。こちらの内容を確認していただきますので、今から約 15 分間とい
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うことで、あちらの時計で 22分までグループでの検討をしていただきたいと思います。 

時間になりましたら、またご案内をさせていただきます。それではよろしくお願いしま

す。 

 

〔グループごとに確認〕 

 

〔委員長〕 

時間になりました。 

まだお話し中のグループも多いようなので、あと 5分。30 分までとさせていただきます。

30 分になりましたら、意見をまとめて発表をお願いいたします。 

 

〔グループごとに確認〕 

 

〔委員長〕 

それでは延長戦も終わりましたので、それでは発表の方をよろしくお願いいたします。 

まとめができた所から順次発表をしていただきますので、修正のないグループにつきま

しては「訂正ありません」ということで、お願いいたします。 

それではこちらのＣグループから。 
 
〔Ｃグループ（Ａ委員）〕 

はい。Ｃグループは、何も意見がありませんでした。訂正なしです。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。ちなみにＣグループは、7ページの「信頼関係づくり」で、

「地域で信頼関係をつくるために」「情報を共有するために」という部分について、修正

ある・なしの話し合いをしていただきました。 

それでは、続いて発表のできるグループ、どちらかありますでしょうか。 
 
〔Ａグループ（Ｂ委員）〕 

Ａ班は「人材育成」で、「まちづくりを担う人材を育成するために」と「まちづくりを

担う人材を発掘するために」とを話し合いました。 

6 ページの上から 3行目「まちづくりリーダーの養成など、社会教育を推進します。」と

いう部分なんですけど、まちづくりリーダーの養成などという所で、こだわりがあります。

このまちづくりリーダー養成など、それぞれ項目全部で三つあるんですけど、5ページの一

番下の行「将来のまちづくりを担う子供を育成します」というところ、その次の項、それ

ぞれにかかわる、いわゆる、つながるっていうことですね、という考えであるというふう

に理解をし、意見が一致したというところです。 

あと「まちづくりリーダーとは何か」というのは、将来的にただし書き、注意書きがい

るんじゃないかということです。  
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。 
 
〔事務局〕 

今のは、文章自体はこのままでいいということですか。将来的には、注意書きがいると

かいうところは、今は書き込まなくてもいいということですね。 
 
〔委員長〕 

内容の理解として何点かということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございま

す。はい、それではお願いいたします。 
 
〔Ｂグループ（Ｃ委員）〕 
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Ｂグループでは二ヵ所ほど言葉を変えさせていただけたらと思います。 

まず、6 ページの上から 19 行目、真ん中のあたりなんですが「市民センターの企画・運

営に学生を始めとした幅広い市民の参画を促し」というところを「学生を始めとした」と

言うと、学生がリーダーとなってやらなきゃいけないのかっていう感じになりますので、

「学生を含めた」とさせていただけたらと思います。 

そして、もう一カ所が、下の「市域全体のまちづくりをうまくつなげ、進めていくため

に」という中の「大学の専門知識を生かした地域貢献」そして「大学のもつ資源を活用で

きるよう」としたわけなんですが、これは大学と限定するのではなく、宮高（宮島工業高

等学校）さんとか専門学校さんなども入れるような形がよいということで、「大学など」

という文章ではどうかという提案をさせていただきたいと思います。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。 

今、Ｂグループから提案のありましたのは、「市民センターの企画・運営に学生を始め

とした」というところを「学生を含めた」に、また「大学などの専門知識」「大学などの

もつ資源を」に、という提案です。 

何かご意見がありますでしょうか。なければこのように訂正させていただきたいと思う

んですけれども、よろしいでしょうか。 
 
〔拍手〕 

 
はい、ありがとうございます。それではこのように訂正をさせていただきたいと思いま

す。それでは 後にＤグループさんの方よろしくお願いします。 
 
〔Ｄグループ（Ｄ委員）〕 

はい、Ｄグループは、7ページの下のところ、「連携・評価」のところなんですけれども、

まず 8 ページの 1 行目に「それに応じた表彰や減税など」と書いてありますが、この減税

というのが、「さて何の税金なの？」となりますので、これを消しまして「表彰や特典が

付くような」というふうにした方がいいのではないかということ。 

もっと言えば実は、文章を全体的に変えようかなと思っております。7ページに返って一

番 後の行、認証のところに“さくらマーク”というのがあるんですが、この“さくらマ

ーク”というのはまだ決まったわけではありません。それから、その次 8 ページにまたが

って「地域貢献活動をポイント化」というのがありますが、このポイント化も実際決まっ

たものではありませんので、仮ということであれば、そこを、さくらマークのところを

「（案）」とか「（仮）」という形にする、ポイントのところも「（仮）ポイント」など

というふうな形にした方がよりいいのではないか、ということになりました。 

それから、私たちのところだけではないのかもしれませんが、ちょっと、一文が、文章

が非常に長くて、全体的に、非常に分かりにくいという思いがありまして。そして、私ど

もの班、Ｄグループで訂正しようと思えばですね、まず、7ページの「市民の力を地域・地

区につなげ、注ぎ込むために」というところの次に 5行ありますが、これを二つに分割し、

まず一つ目、「情報をデータ化する」という中見出しのようなものをつけて、そのあとに

一文「活動の強みを生かしてまちづくりに貢献できることや貢献したいことなど…」とい

う文章がくる。その次に 5 行目の「定期的に情報発信します」というふうに入れて、そこ

から「新聞・広報に定期枠を確保して市民活動を知ってもらうなど、市民の力と行政の力

で地域活動を活性化するために、まちづくりに貢献している主体（団体）やそれらの活動

について定期的に情報発信します」というような形で、中見出し的に何かを入れて、補足

説明的な文章を作るという方が、見る人にとってはやさしいのではないかという気がしま

した。それは見ていきますとね、他のグループもそうじゃないかなという気がするんです

けれども、いかがでございましょうか。 
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〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。 

今、大きく二つご提案があったんですが、まず一つ目は、特典制度というところ「表彰

や減税等の特典」というところを「減税等」というふうに限定するのではなくて、特典と

いうふうに表現をするということに関してなんですが、こちらについて他の市民委員の皆

さま、ご意見はいかがでしょうか。はい、どうぞ。 
 
〔Ｂ委員〕 

「減税等」というのは、非常に画期的な考え方なんですね、ある意味を持ちまして。だ

から大いに取り組んでやればいいと。確かに「さくらポイント」は仮の名称ですから、「仮」

は入れてもいいかと思いますけどね。「減税等」というのは、かからんように出していっ

ていただきたい。やはり市民の目がそこにいくんですね。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。今そういったご意見が出ましたので、ここで少しまとめ

ていきたいというふうに思うんですが。その他にご意見ございますでしょうか。 
 
〔Ｅ委員〕 

私は、古い、一般企業で育った、鍛えられた人間は、こういったことは気になるんです。

さっきありました「大学等の専門知識」というところ。「等」という言葉は「何々、何々

等」と、二つないと「等」は使っちゃいけない。「大学等」では文章的にはまずい。そう

いうふうな教育を私は受けた。一般的には「等」の前には二つないといけない。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。そういった所も含めましてですね。 

初に「減税等」の部分について、他にご意見ございますでしょうか。 
 
〔Ｄ委員〕 

減税してもらいたいのはやまやまなんですが「何をすれば」ということと「何か補助金

が出るのか」みたいなことを、素案の段階で明確にすることが、非常にある意味具体的で

大きいかなということがあるんですね。金銭的なものは絶対もらえるとか、なんか日銭を

もらえないにしても、何かまちづくりにかかわればどこかの税が削られるというような、

そういうものでもたせるのは、ちょっと過激すぎる。それから感覚や感情の面で、その時

にどう思い込むのかなというふうなのが気になります。 
 
〔Ｂ委員〕 

ご意見があるんですけどね。あの当初、案を私が出させていただいたんだけど、おそら

くよそにはないと思うんですね。 終的にどういうふうに条例の中に組み込まれるかは、

先ほどの本文の完成をしてということですが、一応、言葉・表現は残して、やっていくべ

きじゃないかと思います。 
 
〔Ｆ委員〕 

「減税」という文章を市民ミーティングの場に出して、地域の皆さん、市民の皆さんが

どういう感じを抱くかというのをみて検討すればいいかなと。その上で 終的な文章にす

るという方法でもいいかなという話になりました。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。 

今ご意見が出たのは、このたび皆さんにお配りしております、今検討いただいている内

容なんですが、これはこれから行われる市民ミーティングで、市民の皆さまにご案内をさ

せていただく内容になっていきます。その内容として明確に「減税」という言葉を出すの

はちょっとまだ早いのではないかという、これから先、話を煮詰めていった上で発表して
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いった方がよろしいのではないかということでした。この場で「減税」という言葉につい

て、 終的に盛り込むか盛り込まないかということではなくて、このたびはいったん置い

ておこうということですかね。 
 
〔Ｇ委員〕 

減税等の議論を今されているんですが、まずこの議論に入る前に、詳しい方、行政でい

らっしゃいませんか。 

税というのは、勝手にできるんですか。それとどういう税を対象にということですかね。

例えばどういうルートで、税というものを、取り入れることができるものなんですか。そ

れとも、法的にそれらは全くだめなのものなのか。 

そのへんのところをはっきりした方が議論がしやすいんですが、どなたか知りませんか。 
 
〔アドバイザー〕 

簡単にご説明すると、地方税には、住民税とか固定資産税とかあるが、国税とは違う。

地方税は、地方税法という法律に全部書いてあって、その法律は国会で通るから、この廿

日市の条例では法律の元は変えられない。そういうのは国が多いんです。 

ところが、その中には標準税率というのと制限税率というのが二つに分かれている。標

準というのは例えば、固定資産税ですと、今 1.4％。ところが 1.4％から 1.7％までの幅は、

上げたり下げたりできる。つまり、標準は法律で決まっているけれども、上下の幅が決ま

ってない。その幅の中は、廿日市の市議会の条例で変更できる。そういう仕組みになって

いる。だから、はっきり言ってそんなにたいした幅がないんですよ。 

だから皆さんがいろいろやっても、市議会の人が条例を改正して、下げたり上げたりと

言っても、固定資産税の年 1.4％のプラス・マイナス 0.3％と考える。まあ今、固定資産税

の場合ですよ。他にも住民税、法人税それぞれも、そういう仕組みになっている。だから

やれないことはないけどたいしたことはない。そんなに大幅な変更はない。 
 
〔Ｅ委員〕 

ちょっと先生に聞くんですが。アルバイトとかボランティアとかありますけど、今の時

代はボラバイトなんですね。ボラバイト。言葉がね。 

地域地域で全国的にボラバイトという言葉でやると、何かやれば恩恵がある。それはね、

地域券を発行する。 

それはどうなの？ 
 
〔アドバイザー〕 

地域通貨は勝手に出せます。市役所、あとは通貨を出すのは商店街の人がやってますで

しょう。商店街の名前を紙に発行して地域がやれる。 

地域通貨は、いわば、皆さんの信頼感である。例えば、堀田さんという人がやっている

福祉の分野のさわやか財団（ママ）では、1時間自分が介護をしたことによって、そのさわ

やか財団が１時間分の地域通貨を発行する。その貰った人は、今度は自分のお母さんにそ

れを差し上げると、お母さんがそれを使って介護を買える。つまり、自分がこちらで介護

をやったことを、お母さんがふるさとでそれを使って介護を買えるという仕組みがある。 

これは地域通貨の話で、税金というのとは、ちょっと違いますが。地域通貨を発行すれ

ば、廿日市の中で、市役所が発行したのと、一商店街が発行したのと、皆さんがやるのと

いう、要は皆さんの信頼感によって、1時間の勤労報酬が 1時間の勤労報酬に返ってくると

いう考え方です。 
 
〔Ｂ委員〕 

ちょっと言わせてください。国民健康保険税がありますね。例えば、元気なじっちゃん

で、1年 1回も病気をしない、医者にかかったことがない、だけど介護保険料いっぱい払っ

ている。何か還元できる方法はないのかということですね。 
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その一つは、言い換えれば減税と一緒のようなものなんですね。全然病院にかかったこ

とがないという人、ちょっともったいないなという感じがあると思うんですね。これは今

言いよるのは、そういうのに一生懸命貢献された人、グループに、毎年還付できるような

ものはないかという理解を私はしている。 
 
〔Ｈ委員〕 

こんな話ばかりやってても、話はまとまらない。時間がもったいない。 

今おっしゃるところは、要するに特典なんですよね。だからそれが保険であろうが何だ

ろうがそれを考えていくことで、だから税金いうことになるとちょっとこれは大きすぎる

と私は思う。だからいろんなことがある。このレベルであれば、特典という言葉の方がい

いんではないか。こう思いますので、ひとつ納得してください。 
 
〔事務局〕 

ちょっと事務局からお話をさせてもらってもいいですか。 

例えばこの減税等というのは、行政にとってこれを書くことはすごく危険ではあるけれ

ども、アイデアとして出た、非常に分かりやすく端的なものなので、ここにまとめました。

他にも制度設計として未熟なもの、アイデアレベルのものを、いっぱい盛り込んでいる。

なので議論すれば、いい悪いのどっちの意見も出ると思います。 

今の議論でらちが明かないということですね。今回このアイデアレベルでの仕組みとい

うのを書いて、皆さんに諮るのは難しいというか、危険であるという気持ちを持っている

方も多いということですね。 

そこで、提案なんですけれども、例えば、アイデアとしてこの下に具体的なイメージが

湧くように分けた形で書くというのはいかがでしょうか。そして、その中にはもちろんア

イデアとして減税というような形で提示しては、どうですか。 
 
〔委員長〕 

今、事務局の方からご提案がありましたように、今回の減税等につきまして大変思いが

ある言葉であるということをお聞きしました。 

ただそのものをズバリということではなくて、ただアイデアとしてこういったことがあ

りますよというご提案でしたので、こういった形で今回の市民ミーティングに関しては皆

さんにご案内させていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
 
〔拍手〕 

 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。具体的な内容につきましては、条例の段階で詳しく議論

をしていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。 

それではもう一つ、さくらマークの後に「（仮）」「（案）」、貢献ポイントの前に「（仮）」

「（案）」というふうに、それも今の意見と同じような内容だと思います。詳しく決まっ

ていない、いわゆるアイデアとしての、さくらマークでありポイントであるということで

「（仮）」「（案）」のどちらがいいかなということなんですが。アイデアという意味で

いえば「（案）」ということでよろしいんじゃないかないうふうに思っていますが、いか

がでしょうか。 
 
〔拍手〕 

 
〔委員長〕 

ありがとうございます。 

それと、もう一つ出てきました。文章的に長いので、それを分かりやすく、見出しを付

けた上で内容説明をしてはどうかというような意見。 

ただそれにつきましては、評価の部分だけではなく、その他の文章、全体についてもど

うだろうかということであったんですが。これは、事務局でまとめていただいているんで
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すね。ご意見の方を。いいですか。 
 
〔事務局〕 

事務局預かりで直してもいいという方法もあると思います。いつも事務局でやっている

んですけども、行政の書く文章ってこういうふうになってしまうんです。例えば、ＡＢＣ

Ｄの代表としてお一方ずつ同席していただいて、一緒に作業するっていうのをさせてもら

えると非常に心強いんですけども、どうでしょうか。たたき台のようなものを事務局が作

って、一同に会して確認をしながらやるっていうようなこと。 

Ｄ委員から出たご意見だったと思うんですけども。一緒に作業させてもらうこと、どう

ですか。 
 
〔Ｄ委員〕 

もしも、文章が添付していただけるものであれば、それぞれの班ごとに、自分で直して

提出するっていうのはどうなんでしょうか。いちいち集まった方がいいですか。 

それぞれのグループ毎にやってもいいですし、私がやってもかまいません。 
 
〔事務局〕 

では、事務局で、提案アイデアを分けた形のものを作って、皆さんにいったんお送りし

ます。これで、文章の長い感じは解消されるかもしれません。それでも分からないってこ

とであれば、Ｄ委員に手直しをお願いします。 
 
〔Ｄ委員〕 

そうですね。やっぱり別々でやるよりも一人でやるほうがいい。ニュアンスが全然違っ

てくるんで。それを事務局側がまずなさって、皆さんに諮って、読みやすくなったら、っ

て形でやってくださると、それがもちろんいい。 
 
〔事務局〕 

1 月 26 日が 初の市民ミーティングなので、あまり日程の余裕がないという中でよろし

くお願いします。 
 
〔委員長〕 

もう結論が出てしまったようなんですが。まずこの文章について事務局でまとめてみて、

皆さんにご意見として確認させていただくということになってしまったようですが。 

他の市民委員の皆さま、それでよろしいでしょうか。 
 
〔Ｇ委員〕 

あの、もう１点、ちょっとよろしいですか。 

今いろいろ議論されているけど、一つ気になりましたのが、この「評価する」というの

は、私自身はいろいろと疑問点はあるんです。評価は誰がするんですか。どういうルート

でするんですか。どうして誰かを評価するんですか。それとも、市民メンバーが評価をし

て、そういうものを差し上げるんですか。そこのところはまだ具体的にはなっていないん

ですが、文言上で市民の皆さん方にこれを出すということであれば、その辺のところを明

確にしておくべきではないかなと。この評価ということ自体が、本当にそうなんかなと、

私はちょっと首をかしげているんです。ただ、やはりこういった形で出る以上ですね、誰

がどういう形で評価をして、こういった特典とか表彰とかはどういう形でどこで決めてい

くのか、ということもですね、説明するべきだと思います。 

まあ答えが出ていなくても、これは事務局の方でその辺のところをチェックを入れても

らえればと思いますので、ちょっと気になっているんですよ。 
 
〔委員長〕 

はい、ご意見ですね。文章の中からは、具体的にそれはまだ表現がないですね。 
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〔事務局〕 

Ｇ委員、実はパワーポイントで説明を作っているんですけども、あとでそれを見ていた

だいても分かりづらいということであれば、少し直そうかなと思います。 
 
〔Ｇ委員〕 

そうですね。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。 

それではいかがでしょうか。見出しを付けてですね、内容を分かりやすくするというこ

とで、事務局の方で案を提案というかですね、出させていただくということでよろしいで

しょうか。はい、ありがとうございます。 
 
〔Ｇ委員〕 

ちょっと、意見が出たんでね、みんなに確認いただければと思います。 
 
〔委員長〕 

はい、そうですね。案につきましては、皆さんにご意見をお聞きできるような方法で発

送させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

はい、その他ですね、特にありませんでしょうか。はい、よろしいでしょうか。 

 

３ 素案(原案)全体のトーン合わせ                           
 
〔委員長〕 

 それでは、引き続きまして、素案 原案の全体確認をさせていただきたいと思います。こ

れにつきましては、グループ毎ではなくて、人数が多いんですが、全体で行いたいと思い

ます。 

 ここで、確認を行うにあたってのお願いが一つあります。修正がある場合、その理由を

簡潔に説明し、修正案を提示していただきたいと思います。 

また、素案 原案の記述については「記者ハンドブック、新聞用事用語集」の取扱いにな

らいまして、統一させていただきたいということを、ご了承いただければと思います。一

つ例をあげれば、今、素案の中に『いかす』という言葉があるんですが、活用するの『活

かす』という表記にしています。それにならいますと、生きるの方の字で『生かす』とい

うことで統一化させていただきたいということなんです。こういった形で、まとめさせて

いただきたいと思います。 

それではまず 初に、資料の 1ページの項目 1「はじめに」につきまして、修正があれば

手を挙げていただきまして、 初の案内のところですね、（仮称）廿日市市まちづくり基

本条例検討市民委員会 委員長 槇本知則ということでですね、 初のページを書かせて

いただいているんですが、こちらにつきまして何かご意見あればお願いしたいんですが。 
 
〔意見なし〕 

 
〔委員長〕 

無いようでしたらよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

それでは、続きまして、項目 3「市民委員会における検討内容」についての確認なんです

が、まず 初「テーマⅠ 協働のまちづくりでめざす姿」について、平成 22 年 9 月 4日確

認済みの文面というふうに書いてありますが、これについて 後の段落について、いろん

なキーワードが羅列されており、分かりにくいとのご意見がありまして、事務局預かりと

させていただいていてたんですが、事務局で修正した案を 3 ページ目で矢印括弧書きでま

とめさせていただいております。 

見ていただきますと「子どもの姿が見える」「笑い声が聞こえる」「青少年が存在感を

感じられる」というキーワードにつきまして「あらゆる世代が話し、参加できる機会」に
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つなげられています。また「元気でにぎわう地域をつくる」は「コミュニティの強化」に、

「和みがあって、あたたかく」は「人間関係の充実」に文章的につなげさせていただきま

した。 

何か、皆さんの方でもう少しこうしたらいいんじゃないかなという修正案があれば、ま

た挙手をお願いしたいのですが。  
 
〔Ｅ委員〕 

ちょっといいですか。3ページ 10 行くらい「子どもの姿が見え」とあり、その下の行「ほ

っとする場所、相談できる場所、あらゆる世代が話す機会」とありますね。この点は「、

（読点）」になってますが「ほっとする場所」と「相談できる場所」は同等扱いではない

んですか。真ん中の、丸点「・」じゃないんですか。 
 
〔委員長〕 

丸点「・」、あ、中点「・」ですね。句読点ではなくて、中点でつなげるということで、

修正をさせていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。 
 
〔賛成〕 

 
〔委員長〕 

はい、それではよろしければ、このように訂正して案内させていただきます。 

その他、修正ご意見ありますでしょうか。無いようでしたら、テーマⅠは終わります。 

それではテーマⅡの確認をさせていただきます。3ページから 5ページで「テーマⅡ ま

ちづくりの活動主体」について修正、ご意見があれば挙手をお願いいたします。 
 
〔Ｉ委員〕 

「市民」のところ 2 番目に「町内会・自治会、組等」と書いてありますけども、大野で

は「区」というのが入る。「コミュニティ推進団体」のところでも組織として役割を持っ

ているが。 
 
〔委員長〕 

市民の 2 番目の所にも「区」というふうに含めるということですか。それとも 3 番目の

所にということですか。ああ両方に含めるということですね。 

今、2番めに「町内会・自治会、組等」とあるんですが、「町内会・自治会・区・組等」

というふうに具体的に入れるということですね。 

修正のご意見がありましたけれども、そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。 
 
〔確認する声あり〕 

 
〔委員長〕 

それでは、２番目の「町内会・自治会、組等」のところに「区」を入れさせていただく

ということでよろしいでしょうか。 
 
〔Ｄ委員〕 

 今の 2 番目の区のところなんですが、2 番目に区を入れて、3 番目にも区がありますね。

この区は何なんでしょうか。コミュニティの推進団体というものがなくて、区になってい

るところがあるということですか。 
 
〔Ｇ委員〕 

 大野地域の委員さんから説明すればいいんですが、私、連合会長をしておりますけれど

も。 

 まずは、廿日市の場合について言えば、区切りが町内会単位となっております。これは

皆さんご存じだと思います。それで、大野の場合は、1 区・2 区・3 区というふうに仕分け

になっているんです。ですから町内会という名称は使ってないんですよ。1 区・2 区・3 区



 11

という区分けになっておりますので、これが 11 区まである。ですから地元の人はですね、

ここでやはり大野の方が見られたときに、この地元の地域が外れているじゃないかとイメ

ージをもたれるということがあるので、区を足してください。こういう意見です。 
 
〔Ｄ委員〕 

組というのもあるんですか。 
 
〔Ｉ委員〕 

組、あります。組は中にあります。 
 
〔Ｄ委員〕 

組が束になっただけなんですか。廿日市地域では、班が束になったのが、町内会なんで

すけれど。 
 
〔Ｉ委員〕 

組の集約というか、区が何かと言われればそうなる。 
 
〔Ｄ委員〕 

それじゃ班も入れなくてはならなくなる。 

3 番目のコミュニティ推進団体にも区が入るっていうことですか、本当に。 
 
〔Ｉ委員〕 

大野の区は、コミュニティ団体の全体と町内会との…。 
 
〔職員〕 

Ｂグループで、地域特性を生かすまちづくりを考えたんですが、この話でＢグループの

模造紙での発表をちょっと思い出してほしいんです。同心円での区域で、活動エリアとし

て、一番大きい「市域全体」、その下が旧市町村区域の「地域」ということで、一つその

下に円があって、次の下として「地区」という言葉を使っとったんです。この「地区」っ

ていうところが、一つポイントで、ここが本市でいうコミュニティの単位というのをちょ

っと考えておりまして、その数が 28。この内訳が、いろいろな地域に実情があって、旧廿

日市市の例でいくと、小学校単位でコミュニティの活動団体がある。そこに市民センター

があるっていうのがあるんですけれども。大野の場合には、小学校が 2 校です。コミュニ

ティの組織が二つかというと、1 区から 11 区という区の制度というのがあって、本市とし

ては 11 という単位で大野地域はコミュニティ組織があるという部分があります。それと同

等で、小学校区単位で活動のあるコミュニティ組織の数をカウントすると全部で 28。小学

校は 20 校なんですよ。けど、コミュニティ単位としたら 28 というくくりの中で、円の中

で議論させてもらってます。 

今議論になっているのが、地区の下にあるもう一つ小さい円をイメージしとって、そこ

が、いわゆる単位町内会、自治会、あるいは、大野で言えばどうなるのかなぁと、大野の

場合、区の下にするところっていうので、組というのがあって、じゃあその組っていうの

を、 小単位のエリアで議論しようというイメージで話を進めています。 

ですから先ほど岩藤さんから言われたように、この議論でいくと一番下に、また区を入

れると、地区の中でも区という議論をしているので、概念は一緒なんですよね。 
 
〔Ｉ委員〕 

 地元なんで、少しちょっとこうどうなのかなあというところがあるんですけれども、 
 
〔職員〕 

Ｂグループの議論としては、そうだという形で、区分けをして、議論をした経緯があり

ます。以上です。 
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〔委員長〕 

ですから大野だけが、「町内会」という大きさの単位で「区」という表現というかです

ね、名称を使われているということですか。 
 
〔Ｉ委員〕 

区もいろいろ大きさがあります。人口５千人くらいのところもあります。町内会と同じ

ようなところもある。 
 
〔委員長〕 

地区を分けるものとして区を使われていらっしゃるということですよね。 
 
〔Ｉ委員〕 

区はコミュニティの組織であり、かつ公衆衛生協議会というようなもの、そういう活動

を区単位でやっている。 
 
〔委員長〕 

ですから、大野では町内会の役割、それからコミュニティの役割として、区が存在して

いるということで、いわゆる大野の地区として決めさせていただくことにあたっても、2番

目のところにも区という単位があった方が説明がしやすい、理解が一致しやすいというご

意見なんですが、そのように修正させていただいても、よろしいでしょうか。 
 
〔拍手〕 

 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。 
 
〔事務局〕 

地域によって、町内会の呼び方が違っていて、それが組というところもあるのだと思い

ます。廿日市は組が集まって町内会になっているけど、それぞれ自分の地域のことを共通

に考えられるので、理解が違っているのだと思います。 
 
〔委員長〕 

町内会と同じレベルで、組という名称を使われている地域もあるということですよね。 
 
〔事務局〕 

地域ごとに、分かりやすく説明を補うということにさせてください。 

どこに「区」を入れるか、並べる順番を確認させてください。 
 
〔Ｇ委員〕 

「町内会・自治会、区」でいいんじゃないんですか。 
 
〔委員長〕 

それでは「町内会・自治会」のあとに「区」という名称を入れさせていただくことにし

ます。はい、よろしくお願いします。 

それではテーマⅡについて、その他何か修正、ご意見はありますでしょうか。 
 
〔Ｉ委員〕 

関連するんですけども「地域特性を生かした連携」とありますけれども、例えば地区の

ところに区が入ると思うんですけど、「町内会・自治会、組等を基礎に…、『地区』では、

市民センターを活動拠点にして…」と書いてありますね、5ページの上から 3行目。大野地

域は、実態としたら市民センターを活動拠点としていないんです。だから、例えばこれを

大野に持って行って説明したら、違うということになると思います。 
 
〔事務局〕 

今の提案は、私たちもどういうふうに持っていったらいいかなと思っていたところです。
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例えば、市民センターの後ろに、括弧をつけて「大野では地区集会所」といった形で書き

加えましょうか。 
 
〔Ｉ委員〕 

 「地区集会所」というようなことでよい。 
 
〔委員長〕 

まとめさせていただきますと、5ページ「地域特性を生かした連携」の 3行目に「市民セ

ンターを活動拠点にして…」とあるんですが、大野地域では市民センターが活動拠点では

なくて、地区集会所が活動拠点になっているということですので、括弧書きで「大野では

地区集会所」というふうに入れさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 
 
〔委員数名〕 

はい。 
 
〔委員長〕 

ありがとうございます。 

それでは、その他、テーマⅡで修正、ご意見ありますでしょうか。よろしいですかね。

それでは、テーマⅡは、以上のように修正をさせていただきます。 

それでは続きまして、5ページから 8ページの「テーマⅢ 協働のまちづくりの仕組み」

についてですが、先ほどまでかなりご意見が出たんですが、その他修正、ご意見があれば

お願いしたいんですが。 
 
〔意見なし〕 

 
〔委員長〕 

はい、よろしいでしょうか。ご協力、ご意見ありがとうございました。 

それではですね、これで素案 原案の内容確認を終了させていただくんですが、資料の 1

ページ目に「（仮称）廿日市市まちづくり基本条例 素案（原案）」として、サブタイト

ルに「協働のまちづくりで大切にしたいこと」とあります。このサブタイトルについてご

意見をお聞かせいただければと思いますが、何かご意見、こうした方がいいんではないか

というご提案があれば、お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

1 ページの一番上の波線でサブタイトルとして書いてある部分なんですが、よろしいです

かね。 
 
〔意見なし〕 

 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。それでは、このように案内をさせていただきたいと思い

ます。 

 

４ 市民ミーティング準備                               
 
〔委員長〕 

それでは、ちょっと時間が押しているんですが、市民ミーティングの準備に移らせてい

ただきたいと思います。地区ごとに話をさせていただきたいと思いますので、事務局の方

から説明をさせていただきます。 
 
〔事務局〕 

まず、それぞれの地域に出席いただくメンバーを決めたいと思います。 

 「ここに出る」という返事をいただいたのが、この一覧です。見ていただいたとおり、

廿日市がとても多く固まっています。ちょっとお願いというか相談なんですけれども、他

の、人数が少ないところに「応援に行ってもいいよ」という委員さんがいらっしゃったら、
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大野に入っていただけたらと思うんですけれども、２月の金曜日なんですが。 
 
〔Ｊ委員〕 

大野に行きます。廿日市も大野も行きます。 
 
〔事務局〕 

はい、ありがとうございます。 

他にはどうですか。「ここにも行けるわ」と思う方があれば、事務局にご連絡ください。

一応今日はこのメンバーということで決めて、会を進めたいと思います。 

それでは開催地域ごとにグループ替えしたいと思いますので、椅子を持ってそれぞれ集

まっていただければと思います。 
 
〔委員長〕 

すみません。時間がだいぶ押しておりますので、移動の方をすみやかにお願いいたしま

す。 

 

(1) 市民ミーティングの流れと役割について 
 
〔事務局〕 

市民ミーティングについては、どの地域も 19 時開会で 1 時間から 1 時間半くらいの会、

8 時または 8 時 30 分くらいの終了とすることを予定しております。資料では、 大の時間

設定ということで、終了時刻を 8時 30分としていますけれど、地域によって事情が異なる

と考えてください。当日は、市民委員の皆さんにも、会場の準備ですとか受付をお手伝い

いただければと思っておりますので、早く来ることができる方は、6 時 30 分に会場にお集

まりいただければと思います。進行役は、後ほど、地域ごとのメンバーの中から決めてい

ただきたいと思います。 

開会あいさつは、5分程度。委員長または副委員長から、市民ミーティングの開催趣旨の

説明を含めて、行います。続いて 19 時 5 分、素案 原案の概要説明を 20 分程度。事務局か

ら、パワーポイントを使って行います。その後 19 時 25 分頃から、質疑と意見交換、対話

の時間を設けたいと思っています。 

対話の進め方については、それぞれ、地域によって進めやすいスタイルが異なっている

と思います。タイムスケジュールの「内容」の欄に、進め方の例を 2 パターン示しており

ますけれど、これも後ほど、地域ごとでどういう進め方がよいかということを話し合って

いただければと思います。進め方「その①」は、グループに分かれて対話をしていただい

て、その後全体で話した内容を発表していただくというパターン、「その②」は、参加者

全員で一堂に対話を行うというパターンです。 

できるだけ多くの方のご意見をお聞きすることができるように、意見募集の紙を当日参

加者された方にお配りして、後日、ＦＡＸなり、直接お持ちいただく形で提出いただくこ

とも予定しています。市民ミーティングでいただいたご意見については、この市民委員会

で対応の方向を整理して、かわら版において報告するということを考えています。 

ここで、事務局からのお願いなんですけれども、このミーティングは市民委員会の主催

ということで行いますので、進行役の役割をできれば市民委員さんにお引き受けいただけ

れるといいなというふうに思っています。よろしくお願いします。 

事務局で作りました、市民ミーティングのお知らせチラシを、今日お配りしております。

この会議で、市民ミーティングの進め方などを了解いただいた後に、支所や市民センター

で配付したいと考えています。 

事務局からは以上です。 
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。 
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今、事務局から市民ミーティングについての説明がありましたが、ご意見、ご質問等が

ありましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 
 
〔意見なし〕 

 

(2) 説明用パワーポイントの確認 
 
〔委員長〕 

それでは、次の内容に移らせていただきたいと思います。市民ミーティングで説明をさ

せていただく内容の確認をしたいと思います。どのように市民ミーティングを進めていく

かということで、事務局から説明をお願いいたします。 
 
〔事務局〕 

これから、事務局で作成しました、市民ミーティングでの素案説明のパワーポイントを

見ていただきます。見ていただいた後に、全体で、修正すべき点があれば、ご意見をいた

だきたいと考えています。画面の打出しを資料としてお配りしていますので、そのあたり

も参考にしながら、見ていただければと思います。 

さっき地域ごとに説明のし方を変えてはどうかということになったと思いますけども、

そのあたりは、パワーポイントの全体の確認の後、グループでの話し合いを進めていただ

ければと思います。 

それでは説明に移ります。 

 

〔パワーポイント視聴〕 

 

〔委員長〕 

 はい、ありがとうございました。 

今ですね、市民ミーティングで、説明させていただくパワーポイントを見ていただいた

んですが、各地区ごとに話し合う細かなものではなくて、全体を通してご意見や修正のご

提案などがあればお願いします。いかがでしょうか。 
 
〔Ｇ委員〕 

先ほどのパワーポイントの画面、これは修正をお願いしたいんですが、5ページの上に「ま

ちづくりの基本条例の役割（イメージ）」という箇所があったと思います。 

これで修正できればお願いしたいんですが、他の箇所を見てみると、「町内会」「コミ

ュニティ等」と出ているんですが、ここのところは「自治会」という形になっています。

「自治会」というイメージは、廿日市の皆さん方はむしろ「町内会」をメインとしている

んですよね。で、「自治会」ももちろんありますから入れていただいて、「町内会」も足

しといていただきたいんです。 
 
〔事務局〕 

「町内会・自治会」ということでよろしいですか。 
 
〔Ｇ委員〕 

はい、それでいいです。町内会という形が見えませんので、ここはぜひ入れておいてく

ださい。 
 
〔委員長〕 

はい、その他ご意見ないでしょうか。 
 
〔委員数名〕 

色や字が見えにくい部分があると思います。 
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〔委員長〕 

その他ございますでしょうか。 
 
〔Ｄ委員〕 

ちょっと名称を教えていただきたいんですけれど。12 ページと 13 ページです。12 ペー

ジの「廿日市でんでん虫計画」というと、13 ページの上の「市民センターにまちづくりク

ラブを作ろう」なんですが、これはどこかの班から出た名称ですか。 

 

〔委員長〕 

それぞれの話し合いで出ています。 
 
〔Ｄ委員〕 

出ているのね。はい。分かりました。ちょっとそれを確認したかったのと、先ほどから、

訂正を、見直しをかけた「でんでん虫計画」と「まちづくりクラブ」の名称が、私の中で

結びつかなかったので、もし決まったことであれば入れますけど。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。その他ご意見・ご提案を。大きい声でお願いします。 
 
〔Ｅ委員〕 

3 ページ。3ページの説明されたんでしょうが、寝ていたわけではないのですがよく分か

らんが、上の四角の中「信頼関係の構築」「協働のまちづくりの推進」とあり「地域自治

の確立」ってどういう意味なんですか。 
 
〔事務局〕 

この「地域自治の確立」というのは、地域で自分の課題を発見し、地域自体で解決がで

きるような姿というのをイメージしています。「地域自治の確立」をめざした施策の展開

をしていこうというのを第 5 次総合計画に書いている、そのご紹介なんです。自らで課題

を発見し、自らで解決をする、そういうことをめざしていこうということを書いていると

いう紹介です。 
 
〔委員長〕 

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
 
〔Ｅ委員〕 

はい、結構です。 
 
〔委員長〕 

はい、その他ご意見ございますでしょうか。 

 

〔意見なし〕 

 

〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。それでは、今のご意見をまた訂正させていただいた上で、

パワーポイントの方を完成させていただきます。 

今日はご意見を多々いただきまして、9 時の予定が、今 9 時 10 分になろうとしておりま

す。予定では地域毎に 30分お話しをいただくという予定になっているんですが、時間的に、

予定通りの進行が難しいようです。 

低決めておかなければならないことを、まず決めていただきたいと思います。地域ご

とに、進行役を決めていただくことと、事務局から提案させていただいた二つの進め方の

どちらで進行をするかという 2点だけは、お決めいただきたいのでよろしくお願いします。 
 
〔委員数名の声〕 
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〔事務局〕 

今提案がありましたので、地域ごとに話をしていただいて、決まったところから解散と

いう形にしたいと思います。全体で説明をしなくてはいけないことだけ先に伝えさせてく

ださい。 

 

５ その他                                     
 
〔事務局（中川）〕 

まず、今後のスケジュールの変更について 1点ご連絡です。 

「かわら版」の表を見ていただければと思います。「条例素案の完成まで」というバー

になったようなものがあると思うんですけれども、 終報告を目的としたシンポジウムを 3

月頃に開く予定としていました。しかし、そのいとまもない。市民ミーティングの日にち

と近づいているということで、 終報告は市の広報やホームページなどへの記事の掲載と

いうことに変えて、シンポジウムは、来年度、条例の議決後に、啓発事業として実施する

というふうに、変更させていただきたいと思います。 

次に、人事課から、前回の会議でお願いしたアンケートについて、ひと言話しをさせて

ください。 
 
〔職員〕 

12 月にアンケートをお願いしまして、中には手紙つきで回答いただきました。30 名委員

さんいらっしゃるんですけども、約半数の方からお返事いただきました。この場を借りて

お礼を申し上げます。ありがとうございました。 

ただ、あと半数その方からはいただいていない気がしますので、このアナウンスで思い

出された方は、引き続き募集しておりますのでどうぞよろしくお願いします。 
 
〔事務局〕 

後に、次回の会議日程です。 

次回、第 9 回会議は、2 月 7 日 月曜日午後 7 時から、ここ市役所 7 階会議室で開催いた

します。内容は、市民ミーティングで出た意見を反映しながら、素案をまとめるという作

業です。 

事務局からは以上です。 

この後、地域ごとでの話し合いをしていただいて、終わったら解散ということでお願い

します。 

 

６ 閉会                                      

 

〔地域毎の話し合いが終了後、随時解散〕 


