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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９回会議 会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 23年 2月 7日(月) 19:00～21:15 

２ 場所：廿日市市役所 7階会議室 

３ 出席委員：22人 

岩藤綾子、奥野弘和、熊谷 操、杉中利正、辰見裕行、千原保仁、山本和臣、 

吉武英彦、亀谷敏男、宮本育生、竹中久人、大野宣江、小熊鶴雄、中丸建二、 

藤本益之、五上 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 

（欠席委員 8人） 

   出席スタッフ：16 人 

    アドバイザー：蛯江紀雄 

    支援スタッフ：亓百田定 

    職員ワーキングチーム：山本裕行、藤五健二、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：中川美穂、和田 浩、川本 誠、倉田 忍 

   傍聴者：1人 

 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 市民ミーティングの状況について 

３ 話し合い 

(1) 市民委員による意見の追加 

  (2) 市民ミーティング意見への対応方針検討（会場別グループ） 

(3) グループ別発表 

４ その他 

５ 閉 会 

 

１ 開 会                                     
 
〔委員長〕 

皆さんこんばんは。定刻になりましたので、第 9 回(仮称)廿日市市まちづくり基本条例

検討市民委員会会議を開催させていただきます。 

まず最初に、市民ミーティング 5 会場と意見交換会 1 会場の全 6 会場で市民の皆さんの

ご意見を聞く機会を持たせていただいたんですけれども、委員の皆さまにはいろんな会場

に出席いただきまして、たくさんのご協力をいただきました。本当にありがとうございま

した。 

私も何会場か出席させていただきました。会の進め方も、それぞれ違ったんですけれど

も、意見の出方であるとか、会議の雰囲気であるとか、地域ごとに特徴があるなというこ

とをすごく感じました。また、たくさんの意見が出たんですけれども、おおむねこの市民

委員会で検討した内容につきましては、すごく温かいご意見が多かったなというようなこ

とや、また出来上がったものについて分かりやすいものにしていただきたいということや、

もっともっと具体的な内容を織り込んでほしいというようなご意見をいただいたと思いま

す。そのことを踏まえて、今日以降、素案にこれらの意見を反映できるよう頑張っていき

たいと思います。また、市民ミーティングには、合計で 208 名参加されたというふうに聞

いております。これからも頑張って素案のまとめを行っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 
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本日も午後 9 時までの 2時間で予定しておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 それではまず最初に、今日の会議のスケジュール、検討内容について、私の方から説明

させていただきたいと思います。 

年度末の素案完成に向けて、今後、市民ミーティングの意見を反映し素案を修正する作

業を進めていきます。大きな変更とか修正ということにはならないとは思うんですが、今

日は、それぞれの会場で出た意見の分類をし、修正案を考え、皆さんで確認するという作

業の流れになるかと思います。 

事前にお知らせをさせていただいてますとおり、当初の予定に追加の会として、プラス

ワン会議を提案させていただきたいと考えております。以前も「活動主体の担う役割」を

検討したときに、第 6 回プラスワン会議として文章を考える作業をさせていただいたんで

すが、今回の提案も、素案の修正案の文章を考える作業になる予定です。プラスワン会議

は、参加いただける方にお集まりいただくことを前提にし、参加できない方がいらっしゃ

る場合は、事前に意見をいただく、または、参加された方に一任するということで、2 月

26 日 土曜日の午前 9時半から、この場所で開催してはどうかなと。時間の方は 2時間から

3 時間というふうに考えておりますが、皆さん、いかがでしょうか。 

ご意見がないようなので、参加いただける方ということを前提でよろしいでしょうか。 
 

〔拍手〕 
 

はい、ありがとうございます。また皆さんにお時間を取っていただいて、お忙しい中ご

負担をかけると思うんですが、よろしくお願いいたします。 

それでは、26 日 土曜日の午前 9 時 30 分から、この場所でプラスワン会議を開催し、市

民ミーティングの意見を反映した文書作成と、もし今日作業が残るようであればその残り

を行っていきたいと思います。参加のご案内については、また、事務局から郵送させてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。最終的に、次回 3 月７日の会議で、その内容

についても、皆さんで議論・確認していただきたいというふうに思いますのでよろしくお

願いいたします。 

それでは、前回までの会議の振り返りと今回の会議のねらいを、事務局からお願いいた

したいと思います。 
 
〔事務局〕 

それでは、前回の会議について、簡単に振り返りたいと思います。 

まずお詫びです。毎回、かわら版として会議の様子をまとめてこの場でお配りしており

ますが、間に合っていないので、今日は手元に見ていただける資料がございません。申し

訳ありませんが、口頭で簡単に振り返りをさせていただきたいと思います。 

前回第 9 回として、1 月 12 日の夜、ここで開催いたしました。大きくは三つの作業を行

ったと思います。まず最初に、テーマⅢとして考えた「協働のまちづくりの仕組み」につ

いてのまとめを、グループごとに確認しました。二つ目は、素案（原案）の全体のトーン

合わせということで、以前の検討箇所も含め、全体を眺めて調整するという、全体の確認

の作業をいたしました。ここでいただいた、文章をどう表現するかとか、内容とかを踏ま

えた修正案を、素案原案として、市民ミーティングで説明させていただいたところです。

三つ目として、市民ミーティングの準備をいたしました。これは会場ごとの運営方法の打

ち合わせですとか、説明用のパワーポイントを見ていただくというようなことでした。 

以上が、前回の会議です。かわら版については、申し訳ありません。 

続いて、今日の会議のねらいについて説明いたします。大きく三つのことを予定してお

ります。 

一つ目は、市民ミーティングの結果の共有です。まず最初に各会場の状況について、担

当した職員からご報告をし、全員で全体の様子を共有したいと思います。廿日市地域では、

先ほどご案内もあったとおり、市民ミーティングに加えて各地区の町内会連合会・コミュ
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ニティ団体の会長に参加いただいて情報交換会として、同じように素案原案についても説

明をいたしましたので、その状況についても併せて報告させていただきたいと思います。

今日お手元に 2 冊、市民ミーティングの参加者からいただいた意見の一覧を配っておりま

す。「ミーティング発言分」というのは、職員が記録を起こしたもののまとめでございま

すけれども、「意見用紙分」の方は、まだ締め切りが来ていない地域もございますので、

途中段階のものとしてご覧いただければと思います。 

二つ目の作業は、素案の原案に対する、市民委員さんからの意見の追加というのをした

いと思っております。素案については、原案という形ではございましたけれども、前回の

第 8 回会議において、この委員会全体として内容の確認をいったんしたところです。ただ、

これまでは、自分の担当したテーマについてはよくわかっていたけれども、他のグループ

の担当したテーマについては、いまひとつよくわからなかったのではないか。市民ミーテ

ィングに出るにあたって全体を通しで見てみて、はじめて少し理解ができたというか、全

体が見えてきたのではないか。なので「私、他のグループのところにも意見があるわ」な

んていうようなこともあるのではないか、と思います。そうした中で、四つのテーマに関

する部分について、いま一度、皆さんの意見をこの段階で追加し、話し合いの内容を深め

たいと思います。先ほども申し上げましたけれども、いったん全体で確認をしたものでは

あるが、ということを踏まえた上で「どうしてもこれは追加を」という意見があれば、お

聞かせいただければと思います。 

最後に、今日座っていただいております、会場ごとのグループで、市民ミーティングで

の意見の分類の作業をしたいと思っております。市民ミーティングでは、参加された皆さ

んからいろいろな意見をいただいております。今日は、この意見について、先ほどのお手

元の一覧をもとに「素案に反映していくもの」と「素案に反映しないもの」という分類の

作業をしたいと思っております。手順は、詳しくはテーブルについている職員から説明い

たしますけれども、意見一覧の右上に凡例「ＡからＥ」というふうに書いております。「意

見を反映し、原案を修正するもの」「既に原案で対応しているもの」「修正はしないけれ

ども、実施の段階で参考にするもの」「考え方が違うので、反映しないもの」「その他」

と大きく 5分類に分けて、その対応や考え方を話し合っていただければと思っています。 

今日は、この会場別のグループで座っていただいておりますので、ミーティングでの発

言の背景を踏まえて、あるいは後日、意見用紙でいただいた意見も加えて、それぞれの会

場分の分類を分担して行いたいというふうに思っています。 

 事務局からは、以上です。 

 

２ 市民ミーティングの状況について                        
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。 

それでは、市民ミーティングの状況につきまして、開催順に、各会場の担当をしていた

だきました職員の方から報告いただきたいと思います。最初に吉和会場からお願いいたし

ます。 
 
〔吉和会場担当職員〕 

私は吉和会場に行ってまいりました。吉和は１月 26 日に開催し、吉和の福祉センターで

行いました。当日は、吉和は雪だったんですけれども、高速を使って行ってまいりました。

参加は、約 30 人の方が出席ありましたけれども、うち 3分の 1が職員でした。市民委員さ

んは、副委員長のほか、地元のＡ委員と、それから廿日市のＢ委員に参加していただいて

おります。それから当日の会場での対話は全体で一体的に進めました。 

 参加者からの意見ですけれども、お三方から意見をいただきました。お一方は、やはり

吉和が当日雪だったせいもありますけれど、生活の支援といいますか、支援的なそういっ

たものが、条例の方に反映できればいいんじゃないかといったこと。それからもう 1点が、
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すでに吉和ではお互いがかかわり合っていると、また学校の先生が出席いただいたんです

けれども、学校ばかりじゃなく地域の協力があって頑張れているよといったことで、こう

いった今必要だということが条例に反映できればというご意見。そしてもうお一方は、こ

れはどうなのかなというのがありますけれど、香典返しであったりとか、または見舞のお

返しはしないというのを、市役所の方で市の方で決めていただけないかというようなご意

見でした。以上です。 
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。それでは引き続きまして、廿日市地域の情報交換会からお願

いします。 
 
〔廿日市地域情報交換会担当職員〕 

廿日市地域情報交換会というのは、地区町内会の連合会の会長さんと地区のコミュニテ

ィ推進協議会の会長さんがメンバーなんですが、こういった情報交換会を、廿日市地域で

行っております。1月 25 日にその情報交換会があったということで、翌日は吉和の市民ミ

ーティングだったんですが、市民ミーティングで説明した内容と同様の説明を、廿日市地

域情報交換会ということで、議題でやっております。その時に出た意見の方をご紹介させ

ていただきます。 

まず「活動主体の担う役割」というところで、市民センターの話が出ました。平成 20年

度には公民館が市民センターという位置づけに変わって、市民センターが本当に今の体制

で、拠点としての取り組みができるのだろうかというような疑問があるという話がありま

した。その時はこちら側でお答えを申し上げたのですけれども、市民センターの役割とし

て、地域活動の拠点、人と地域を結ぶコーディネートというのが、素案原案の方でまとめ

られております。そのことも踏まえて、意見については今後検討をしていかなければなら

ない課題であるというお答えをしました。また、モデル的な取り組みとして、廿日市の佐

方市民センターで、コミュニティを受け皿にした地域運営に向けた取り組みということも、

今、協働で地域と一緒に検討しとるんだというような事例をご紹介させていただきました。 

あと「協働の仕組み、ルール」の部分、人材育成というテーマのところで、一つご意見

をいただきました。人材育成と発掘という二つの切り口があったんですが、人材がいない

わけではない、発掘にポイントを置くべきではないかという意見がありました。女性や退

職する世代の人たちを巻き込みたいと、具体的な話もありました。60歳で定年していきな

り地域活動といってもできやせんというので、退職前の 55歳あたりから助走期間といいま

すか、うまくまちづくりに入れるように行政の方も後押しが必要ではないかというような

話がありました。企業側の方も、女性が働きやすい職場づくりとかワーク・ライフ・バラ

ンスとかそのあたりの観点でお話しをいただきました。 

その他意見という形になるんですけれども、この条例を作ったあとも実行性があるのか

という話もありました。その中で、実行性という面で、次のステップに向けて取り組んで

いく仕組みを合わせて検討をしていく必要がありますねというようなお答えをさせていた

だいております。以上です。 
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。それでは廿日市会場からお願いします。 
 
〔廿日市会場担当職員〕 

 市民ミーティングの廿日市会場は、2 月 1 日の火曜日 19 時から、市役所 7 階のこの会議

室で行いました。当日は 14 人の市民委員さんに出席をいただきまして、全体では 70 人を

超えるくらいのご参加をいただき、この会場が後ろまでいっぱいになりました。まず多く

の方のご参加をいただいたことが良かったと思います。委員の皆さんとは、参加者が少な

いのではと心配をしていたんですが、それぞれ関係団体にも声を掛けていただき、地域の

皆さんや市内企業の方など多く参加いただきました。また、職員ワーキングチームの他、
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市の職員も多く参加したと思います。最初いくつかのグループに分かれて意見交換ができ

るよう、案を考えていたんですが、多くの方にご参加いただきましたのでグループに分か

れると声が響き合って、よく聞き取れないということもあるかなということで、一つの円

になって全員で共有できる形で進めました。 

意見交換では 5 人の市民委員の皆さんから、これまでの会議の中で大切だと思うことや

想いを話していただきながら進めました。 

参加者からいただいたご意見を少しご紹介します。冒頭では「市役所ＯＢや市の職員が

地域活動に参加していないね。掛け声だけではだめだよ」といったご意見や「担当課に相

談に行ってもなかなか返答が返ってこない。市民が何悩んでいるのかよく聞いて、だめ。

できません。ではなくて、お互いがいいキャッチボールをして実現できるように努力して

いってほしい」という行政に対するご意見もいただきました。また、途中では参加いただ

いていた地元企業の方から「ボランティアだけが企業ができる地域貢献ではない。人口減

少や少子高齢化に対応するため地元の雇用を開くことや納税を増やすことなど企業活動を

通じたまちの活力作りも担っていると思うよ」といったご意見もいただきました。また、

参加者の方から会場の方に向けて、協働のまちづくりに向けては「今日産まれた赤ちゃん

からお年寄りまで市民一人一人が少しでもできることがあるよね。みんなでできることが

あるという考え方が大事じゃありませんかね。ひとつには、挨拶や、『ありがとう』と言

い合うこと。できることからしよう」と呼び掛けられた方もいらっしゃって、こういった

ことは市民の皆さんの方が本当に分かりやすく話していただけるんだなと実感したところ

も場面もございました。以上です。 
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。それでは続きまして佐伯会場お願いいたします。 
 
〔佐伯会場担当職員〕 

佐伯会場は、2月 2日水曜日、参加者約 40名その内半分弱が職員、各市民委員・事務局

等合わせて 10 名あまり、計 50 数名の会議でありました。参加の声掛けっていうのが、コ

ミュニティを中心として声掛けをしました。なので、グループに分かれずに説明のあと全

体で意見交換を行おうということで、進めました。 

その時に出たのが「浅原の方では過疎も進んで、昔はそこでも買い物ができたのに、今

はそこで買い物もなかなかできない。廿日市の方まで、行かないとできないよ」という意

見もありました。素案の中では、4 ページの「地域特性を生かした連携」といったところ

で、「重層的なまちづくり」について質問がありました。「『本市の特徴』とあるけれど

も、全国どこでも一緒ではないか」といった意見だったんですが、全国同じような状況と

いっても、都市部の方では、町内会とかそういったところも、もうなかなか活動がないの

ではないか。だけど廿日市ではそういった活動は残っているではないか。そういったとこ

ろを大切にしていこうというところがありました。そのほか、協働のまちづくりでめざす

姿について「『はつかいち』が好きと思える」というところを「好きで誇りがもてる」と

してはどうかという意見がありました。あと、その他の意見として、「お互いさま」とか

「つながりが大切」とか、「協働のルールブックを進める」といったところには、進行管

理そういったところも大切ですよねというところの意見が出ました。以上です。 
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。それでは続きまして宮島会場お願いいたします。 
 
〔宮島会場担当職員〕 

宮島会場は 2月 3日木曜日 19時から 20時半という時間で行われました。参加者は 17名、

スタッフ 12 名、計約 30 名という人員でした。対応の進め方として、宮島の場合は 2 グル

ープに分けて話をしました。その 2 グループから出た主な意見をご紹介させていただきま

す。 
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まず「活動主体の担う役割」という部分で「支所に市民の声を聞く窓口を置いてほしい。

そこで市民の意見を吸い上げて、課題によっては地域コミュニティに返してきてほしい」

と意見がありました。また「市全体として、地域への理解を進め、行事への参加するなど

職員の意識改革が必要ではないか」、「企業の地域貢献意識」という部分で「宮島の就労

者が地域行事に参加するためには、経営者の理解を得る必要がありますよ」という話があ

りました。あと、広島経済大学さんが、宮島島内の民間の所有建物を購入したという新聞

記事を持って来られた方がいました。それを見せてもらって「大学側はこの購入の意図は、

地域貢献という想いがあるみたいですよ」というご紹介がありました。あと、宮島幼稚園

の保護者会の方が来られていて、その方から「コミュニティや地域の方々には、園児をは

じめ、その園児の親御さん、親世代も含めていろんなことを教えてもらっている。大変お

世話になっている。」「宮島地域では、子どもの方から地域の方にも声掛けをしてもらえ

るんですよ」というお話がありました。 

テーマに関しては、「協働の仕組み・ルール」についてなんですけれど「人材育成」の

部分では、やはりどの地域でも一緒なんですが、若い人という話がでました。「若い人の

意見をどう取り入れていくかというのが課題。で、会合に若い人が出てきてほしい」と。

具体的には「青年会なども考えたい」というようなお話がありました。そのほかに「まず

は人を集める場づくりが必要」という話がありました。「宮島市民センターで、市民によ

る企画運営委員会の自主企画として歌声喫茶というのがあって、宮島にいろいろ講座をう

っても非常に人が集まりにくい中で、この歌声喫茶だけは大盛況で利用も半端でないと。

かなり人が来る」というようなお話がありました。それと、広島経済大学のお話を先ほど

したんですが、このあたりに話が膨らみまして「こういった学生など若い人を巻き込んで、

まちづくりに生かしていける方法いうのも考えてはどうか」というご提案がありました。 

地域特性を生かした連携という部分では「宮島島内だけではもう成り立たない。島外か

らの応援システムが必要」というような切実なお話がありました。具体的には、今現在、

吉和学園と宮島学園というのは交流事業をやられてます。こういったのを事例に、「他地

域の人とのコミュニケーションを図って、宮島はそういった交流人口を増やしていく必要

がある」というお話がありました。あと宮島らしいお話が出たのは「宮島市民センターで

実施する宮島講座には、宮島地域以外の人が多数参加して、宮島に渡られてその講座に参

加している」という話。また、「宮島の数多くの伝統行事の一つ「たのもさん」に関する

講座を、廿日市地域の地御前市民センターで、出前講座ではないですが、そういったもの

を実施している」というお話がありました。 

信頼関係づくりという面では、市民委員会でも出ているんですけれども「各団体で行事

がわかりきらん」という話がありまして、これは一つは情報共有という視点なんですけれ

ども、このことは「人と人とがつながっていくことでもつながるんですよね」っていうよ

うなお話がありました。以上です。   
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。それでは最後に大野会場からお願いします。 
 
〔大野会場担当職員〕 

大野会場は 2 月 8 日金曜日、市民ミーティング最後の開催となりまして、参加者とスタ

ッフを合わせて 75名というたくさんの方に参加をしていただきました。たくさん参加して

いただいたので、4 つのグループに分かれてしっかり対話をしようということにしまして、

こちらに今いらっしゃるＣ委員、Ｄ委員、Ｅ委員、Ｆ委員それぞれに、テーブルの進行を

していただきました。 

意見をご紹介すると、まず「協働のまちづくりでめざす姿」なんですが「廿日市市に住

んで良かったと思われることが第一の基本であると思う」というような意見が、素案にな

かった言葉かなと思います。椅子だけの円になっていましたので、それぞれのグループが

ひざを交えて話をしていただきました。全体的に、地域の状況をいろいろお話しいただい
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たようなんですけれども、その中でも一番話の中心になったのが「人材育成、人材発掘」。

やっぱり、先ほどのよその地域でもありましたけど「かかわっていける人がいないわけで

はない。かかわっていない人にどうかかわってもらうか、発掘の視点がいるんではないか」

という話があったと思います。あと、素案全体に対して「分かりやすくて、誰が読んでも

わかるような表現にしてほしい」という話が出ました。以上です。 

 

３ 話し合い                                   
 
 (1) 市民委員による意見の追加 
 
〔委員長〕 

 はい、ありがとうございました。それでは個々の内容につきましては、また後ほど時間

を取ってテーブル毎に、お話いただくということにさせていただきます。 

ここで 10分程、先ほども事務局からお話がありました通り、他のグループの内容につい

ての修正意見など、素案の内容についての修正やこういった意見があるということがあり

ましたら、お願いします。全体確認を第 8 回で行っておりますので「どうしてもここは」

というご意見がございましたら、お願いします。 
 
〔Ｇ委員〕 

 今、市民センターの開放についてはあるんだけど、協議の段階では集会所のことも話し

とるんよね。 
 
〔委員長〕 

そうですね。 
 
〔Ｇ委員〕 

市民センターを使うということなんですけど、集会所を使うということですね。協議段

階で私は提案したんですけど。集会所を使うのは、結構費用がかかるんです。この間、廿

日市の市民ミーティングの時に、集会所の関係はすぐに金がいる、使うことについて云々

と話がありましたけど、私も本当そう思うんですよ。私の所属している町内会、5町内会で

1 集会所を使っているんですが、これは利用者負担ということで、1回半日単位で 1,000円

から 500 円いただくんですね。昼間だったら町内会の名前の人は 500 円だとか、部外者だ

ったら 1,000 円という格好で使う。その利用者負担の金をもって、集会所の運営をやって

ですね、ですから 5 町内会から 1 円もお金を貰っていないというのが原則なんですね。市

とのかかわりの中で、市は、基本的な、例えば、屋根が壊れたとか床が壊れたといったそ

ういうものについては、市の負担でやるんですけれど、例えばクーラーが壊れたとか、換

気扇が壊れた、冷蔵庫が壊れたといったら、そこの中で取り換えとか修繕をやっていかな

ければならない。換気扇とか、掃除機とか、部屋があれば畳とか、いろいろありますね。

そういった中で費用がかかるということも、行政、税金でなにがし補えるから地域もお金

を出すという格好でいける何か考える知恵がないかなっていうのがあるんですよ。それが

一つの思いです。どういうふうに盛り込んでいくかがちょっとやねこいんで、何とも申し

上げられませんけど、以上です。 

〔委員長〕 

ありがとうございました。私もよく集会所を使わせていただいているんですけれども、

子どもたちと一緒に行っている行事につきましては、その運営されていらっしゃいます町

内会長さんのご厚意によって無料でというふうなこともありました。だいたい 1 回 500 円

お支払いして、使わせていただいているというようなことなんですが。 

各地域によって運営の仕方というのは、さまざま違うんですかね。 
 
〔Ｇ委員〕 

でしょうね。それぞれ会則を作ってやっとるんじゃないかと思うんですけどね。 
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〔委員長〕 

ああそうですね。これは、今まで話してきたテーマでいうと、どういったテーマ、やっ

ぱり市民センターのいわゆるまちづくりクラブとかあと…。 
 
〔Ｇ委員〕 

3・4回ぐらいの会議の中で話しとると思うんですよ。かわら版の中どこかに 1～2行くら

い書いてある。 

例えば、サロンをやろうといったら、場所は一般的には集会所なんです。市民センター

というのは、近い人だったらいいんだけど、遠い人もおるじゃない。市民センターまで行

くのは、結構遠いと。サロンの会に来る人は、だいたい足腰が弱いということになると、

近くの集会所を利用したいというのもありますよね。だからもう少し気軽に使えてお金も

あんまり心配しない方法はないかというのを私は思うんですけどね。 
 
〔委員長〕 

例えば素案の中に盛り込むとしたら、素案の中のどういったテーマの中でしょうか。 
 
〔Ｂ委員〕 

あのすみません。私も集会所の管理責任者になっているんですけども。初めの建てる時

に、その住民が建ててほしいと。建物は建てるけども、あとは自分らでせよということが

言われているわけでしょ。そこらへんを自治振興課の職員さんがいらっしゃるんで聞いて

みないと、私たちがどうのこうのと言う問題じゃないですよね。運営できるか、人が使う

か使わないか、それによってお金が違ってくるんで、私たちが考えるところに入れてもら

えるのだろうか。市が考えることなので。それと変えられるのか。ちょっと教えてくださ

い。 
 
〔委員長〕 

すいません。それではお願いします。 
 
〔自治振興課職員〕 

Ｇ委員が言われたように、集会所は「気軽に使える」というところは非常に同感でござ

いまして、その次は「お金を持っているところ」一番のポイントだと思うんですけれども。 

廿日市市の集会所 166 か所ございます。旧廿日市市は、Ｂ委員が言われたとおり、地域

に本当に身近な施設として、だいたい 3 から約 5 くらいの近隣の町内会長さんには、全て

建設段階からいろいろお話をして、先ほどのとおり、市が建てて、あとの維持管理・運営

は地元にお願いしますという形でやってきております。 

わずかながらですが、集会所に対する補助金も一部支援をさせていただいているところ

です。委託契約ではないですが、地元の方と協定書を結ばせてもらって、修繕等のルール

も決めております。今は、備品などは、建物を建てる初年度だけ市が支援します。あとは

地元でお願いしますというルールです。もろもろの修繕については 10万円を境に、10万円

を超える修繕は市の方でやります、10 万円未満については地元の方でお願いしますという

ようなやり方で、その都度ご相談いただきながらやっています。市も、修繕してくれと言

われても、予算の関係もあって、すぐにはルールどおりに全部が全部対応出来てはいない

というような状況もございますけれども。そういった形で、今度は住民主体で集会所の場

合はやっていただいているというのが実情です。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。 
 
〔Ｂ委員〕 

それで、できるのかどうかということですね。今こういうような意見が出てね、それを

できるかどうか。 
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〔自治振興課職員〕 

「場」という話はできると思います。位置付けは。「場」。 
 
〔Ｂ委員〕 

お金がかかる、かからない。ただのところもあるかもしれないけど、ただにするとやっ

ていけないわけだから、どうしてもお金を取るようになるんじゃないの。 
 
〔自治振興課職員〕 

お金の部分も、いろいろ地区によってやり方が違っています。構成する町内会から負担

金という形でお金をいただいて運営をしているところがあります。そういったところは、

同じ町内会の方は免除・無料という形で、そのかわり光熱水費を払わなくてはいけないで

すから、そのあたりは各町内会が負担金という形で拠出いただいてやりくりをしていると

思います。逆に町内会からは負担を求めないよという場合は、どうやってやりくりするの

かということになると、応分の使用料をいただきますよという形で工面をされているんだ

と思います。 

実際にお金を支援するのかしないのかというように、白黒の話を言われると、今協定を

結んで 5 年間という期間ですけれども一定のルールに基づいてやっておりますので、引き

続き、行政の方も支援をさせていただきたいというふうに思います。ただ 166 か所あるん

でなかなか全部が全部すぐにということにはいかないのですが。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。結局できるということですか。 
 
〔Ｇ委員〕 

あのね、将来的に、もっともっと、お年寄りが集まってサロンの会をやろうと思ったら

できるとかのなにがしがあるといい。今ね、それをやろうと言いよるわけですからね。そ

ういうふうに活性化していこうじゃないかと。ですからやっぱり、お年寄りが集まって半

日お茶飲んで帰ることができるとか、弁当取って何かやって帰ることができるっていうの

が、気楽に使えることを考えていかなくてはいけないんだと思うんです。 

今、おっしゃった 10万円というのは私は知りませんでした。これは最近じゃないですか。 
 
〔自治振興課職員〕 

平成 18年度くらいからだと思います。 
 
〔Ｇ委員〕 

私がしとったときには、金額で上限がどうのこうのいうのはなかったです。でき得るこ

とならこれを盛り込んで、なにがしというのを作ってほしいなというのが頭の中にある。

この間やりましたよね。廿日市会場でね。 
 
〔委員長〕 

 ありがとうございました。今のご意見も踏まえながら、これから話し合いに入らせてい

ただきたいと思うのですが、その他に「どうしてもこれを言っときたいんだ」というご意

見はございますでしょうか。 
 
〔意見なし〕 

 

(2) 市民ミーティング意見への対応方針検討（会場別グループ） 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございます。それでは、これから会場別のテーブルで、ご意見の集約

などに移らせていただきたいと思います。時間は 8 時半まで。ちょっと短い時間ではある

んですけれど、対応方針のお話をさせていただきたいと思います。各テーブルで、進行は

市の職員の方にお願いしたと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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〔グループ別での話し合い〕 

 

(3) グループ別発表 
 
〔事務局〕 

 予定の延長の時間も過ぎてしまいましたので、ここまでできたところをまず報告という

ことで発表をお願いします。できているところから、情報交換会のグループからいきます

か。 
 
〔廿日市地域情報交換会グループ〕 

 廿日市地域の情報交換会では、当日意見と意見用紙を合わせて 15 強の意見をいただいて

おります。 

その中で素案の方に反映したほうがいいのではないかというふうになったのは一つです。

ミーティング発言分の 7 ページ「協働のまちづくりの仕組みに関する意見」の「(1)人材育

成」のしょっぱな「人材『発掘』にポイントをおくべき」というご意見をいただいており

ます。確かに内容的にも、「育成」と「発掘」という要素も入っておりますので、こちら

を「Ａ：意見を反映し、原案を修正する」という取扱いとし、項目のタイトルを「人づく

り」というふうにしてはどうかということになりました。 

あとは「Ｂ」もしくは「Ｃ」「Ｅ」ということで「素案に反映しない」という取扱いに

したのはございません。以上です。 
 
〔廿日市会場グループ〕 

 廿日市会場です。いろいろ議論いただきまして、「ミーティング発言分」なんですが、

「Ａ」の意見を反映させた方がいいのではないかという部分、資料 3 ページの下から二つ

目です。「企業・民間事業所の担う役割」ということで、「雇用を増やす、それによって

税金・納税を増やしていく」といった切り口を、条例の方に何かしら盛り込んだらどうか

ということになりました。それと同じく 14ページのですね、下から六つ目です。これも企

業の関係で同じ意味なんですけれども、要するに「企業の雇用・納税」の切り口をどこか

に入れたいということで、この二つが「Ａ」ということになりました。 

それと「Ｄ：意見を反映しない」が一つあります。同じく 14ページの先ほどの一つ上な

んですが「罰則規定のない条例云々」というところがあるんですが、実はこれ一つの項目

になっていますが、中を二つに分けて「罰則規定は、基本的には設けない」ということで

これは「Ｄ」でいいのではないかということです。それに続く「実効性がない」というと

ころの部分は、今後検討していかなくてはいけないだろうということで、これは「Ｃ：実

施段階で参考にする」ということで、皆さんで話をさせていただきました。 

次に「意見用紙分」の方なんですが、ほとんど「Ｂ」です。「Ａ」となったのは、先ほ

どと一緒なんですけれども、7ページの一番上、ここも働き口と企業の関係になりますので、

内容的には同じです。そういった切り口で条例に何か盛りこんだ方がいいんじゃないかと

いうことです。 

それと 16 ページの上から二つ目 38 番の「条例のネーミング」というところなんですけ

れど、この辺いろいろご意見があって、ここの班では「まちづくり基本条例」としていい

んじゃないかということだったんですけれども、ネーミングについては当然条例に反映さ

せていかなくてはならないので、ここはぜひ「Ａ」にということで。「意見用紙」の方は

一応 2 件が「Ａ」ということで、廿日市会場班では決まりました。以上です。 
 
〔佐伯会場グループ〕 

 佐伯会場のグループなんですが、市民ミーティングにおける意見が 20余り、意見用紙の

方が 10 ちょっとくらいの項目がありました。 

その中でちょっと特徴的なのが「過疎的な、人が少なくなってきたよね」っていう現状
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を言っているような意見。あと「具体的な取り組みをしてほしい」といった、例えば「ゆ

ずの木がそのまま残っているような状態なんで、誰も取る人がいない。そういうのを生か

して何かできればいいんではないか」というふうな意見とかがありました。 

そういう中で「Ａ」とした項目が二つあります。まず、素案の 2 ページ「協働のまちづ

くりでめざす姿」のところ、「『はつかいちが好きと思える』を『はつかいちが好きで誇

りが持てる』と変えてはどうか」というところがありましたので、これが「意見を反映し

て修正する」と、中でまとめました。 

それと、「ミーティング発言分」の 1 ページ、上から二つ目を「Ａ」としました。もう

一つが 9 ページ、上から二つ目、素案原案の 4 ページの「地域特性を生かした連携で『廿

日市の特徴』と言い切るのか」という意見があったんですが、「特徴」ということになっ

たときに、廿日市独自のものなのかとか、そういったところもありましたので、ちょっと

表現を変えました。「重層的なまちづくりが本市の特徴です」という素案原案の文章を、

ちょっと長くなるんですが「本市では、町内会・自治会・組などを基礎に、地区・地域・

市域全体へと活動区域が広がる重層的なまちづくりとなっています」っていうふうに一応

修正ということで、この中でまとまっています。 

それ以外については「Ｂ」または「Ｃ」です。あとは「Ｄ」についてはありませんでし

た。以上です。 
 
〔大野会場グループ〕 

大野会場チームなんですけど、「ミーティング発言分」と「意見用紙分」があって、「意

見用紙」分は、半分くらいまでしかいっていません。 

まず「ミーティング発言分」で「Ａ」にしたのが、三つか四つあります。 

一つは 1 ページの一番下「廿日市市に住んでよかったと思われることが第一の基本であ

ると思う」というのと、その次のページ 2 行目「『はつかいちが好き』という言葉がある

が、価値観の押しつけはどうかと思う。言葉遊びになってはいけない」という両方の意見

を踏まえて「はつかいちが好き」という言葉を「住んで良かった」というような言葉にし

てはどうかということで、ここのグループでは「Ａ」にしています。 

それともう一つは、6ページの下から二つ目「地域と学校が双方向の関わりを大切にして

もらいたい。地域が学校に入り、学校も地域に出ること、両方向が大切である」という意

見があって、素案には 4 ページ「人材育成」のところに「学校と地域が協力して」という

言葉があるんですが、もう少しその学校とのかかわりを色濃く書いた方がいいのではない

のかいう話になり、ここを「Ａ」にしています。どのように変えるかというところまでは、

ちょっとまだ話ができていません。 

もう一つがですね、15 ページの下から 2 行目「条例は分かりやすい表現で、簡単なもの

にしてほしい」という意見があって、これは例えば素案の中に「その他」というような別

の項目を設けて「条例に望むこと」というような形で、委員会というかこの気持ちを残し

てはどうかという意見が出ています。 

「意見用紙分」は半分まで話をしましたが、「Ａ」にしたところは今のところありませ

ん。以上です。 
 
〔吉和会場グループ〕 

 吉和会場班ですけれども、基本的には吉和は「Ｂ」です。ただ、先ほどもありましたけ

れども、吉和では「健やか」という言葉とか、または「誇り」という言葉もあったんです

けれども、これはこの考え方はすでに素案の中に入っているんではないかということで、

とりあえず吉和班では「Ｂ」にしています。 

それから「反映しない」という「Ｄ」が 1 件あります。「ミーティング発言分」16 ペー

ジ一番上のところ、これは個人的な意見ということで、取り上げない「Ｄ」にしておりま

す。以上です。 
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〔宮島会場グループ〕 

宮島の場合は、35 ほど意見がありました。一つずつ確認をしていったんですが、原案を

修正した方がいいのではないかという「Ａ」が四つほど出ました。この四つを紹介させて

もらいます。ちなみに、どういう言葉に修正していったらいいかまでは、ちょっと議論が

できていません。 

まずは、「ミーティング発言分」４ページ、下から四つ目「学校（大学）」というとこ

ろですが「大学側は地域貢献という思いがある」ところがあって、今、素案原案の「学校

の役割」で、大学については「専門性を生かす」という言葉になっているんですけども、

それプラス「大学の地域貢献」という言葉を入れたらいいんではないかという修正案が出

ています。 

2 点目 7ページ、下から四つ目「結婚して外から入ってくる女性の意見は貴重」という意

見です。宮島会場では「まちづくりに女性の意見」という議論になったみたいで、このグ

ループで素案原案をながめてみますと「まちづくりの担い手としての女性の視点という記

述が欠けているんじゃないか」というような意見がでました。これを原案の「人材発掘」

の部分で、何かうまく盛り込めないかという意見が出ました。 

三つ目が 9 ページ、下から四つ目、「島内だけでは成り立たなくなっている」というよ

うな記述なんですけれど、宮島の場合は、結構、市民活動など、廿日市市外の方がいろい

ろ活動されて、貢献してもらっているということが多いという実情があります。廿日市市

のまちづくりに貢献してくれる市外の方、そういう方が現にいるといった場合に、こうい

う人を、何かうまく位置付けられないかという話が出ました。どこに位置づけるかという

部分でいうと、例えば、「市民の役割」の中で、そういう関心のある方は市民として定義

してみてはどうかという意見も含めて、いろいろ出ました。そこはちょっとまとまってな

くて「地域特性を生かした連携」という仕組みの部分でもいいのではないかというような

意見も分かれて、結論が出ていないんですけれども、そういった廿日市市外で廿日市のま

ちづくりに貢献される方を何かうまく表現できないかという意見が出ました。 

それと最後の 4 点目、14 ページです。一番下の行なんですけれども「この条例を元に仕

組みを作っていく」これはいろんな地域から、条例の実行性という部分でいろいろ意見を

いただいていると思うんです。この班では「この条例ができた後、例えば 3 年後、5 年後、

7 年後この辺をどういうふうに確認していったらいいのかな」というような議論になって、

この条例制定後も、どういう形でこの条例に基づいて、このまちが動いているのかを市民

と検証できるような仕組みがあったらいいんじゃないか。具体的に条例に見直し規定なん

かを入れると、自然にそういう場もできるんで、そういう方法もあるんじゃないのという

意見も出ました。市民と検証できるような、条例の後の話も少し視点として入れてはどう

かという意見が出ました。以上です。 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。時間がなくて全部が見ていただけてないところもある

と思いますが、またプラスワンの時に、そういったところも踏まえて話をしていきたいと

いうふうに思います。これで、皆さんが参加されなかった会場のことにつきましても、か

なり情報の共有・共感ができたんじゃないかなというふうに思います。それでは以上で本

日の市民ミーティングでいただいた意見の分類と方針整理の作業は終わらせていただきま

す。 

 それでは、続いて次第の「４ その他」に移らせていただきます。事務局からお願いいた

します。 

 

４ その他（事務連絡）                                    
 
〔事務局〕 

最後に事務連絡をさせてもらいます。 
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次回の会議日程、第 10回の最終回でございますけれども、3月 7日月曜日午後 7時から、

市役所 7階この会議室で開催いたします。内容は素案の最終確認を予定しています。 

最初にお諮りしたプラスワン会議は、2 月 26日土曜日 9時 30分からお昼まで、この場所

で開きたいと思います。プラスワン会議で作成した修正案をもって、最終回で確認という

流れになります。 

あと、素案完成後のスケジュールについて、1点お知らせというか、ご案内をしておきま

す。 

この市民委員会は、実は素案の完成をもっていったん役割を終わることになります。こ

の最後の仕事といたしまして「条例素案を、市長に提言いただく」という仕事がございま

す。議会の日程などもございますので、こちらで先に日程調整させていただいているんで

すけれども、3 月 16 日水曜日午前 9 時、槇本委員長から市長に、市民委員会で作成した素

案を手渡していただくという場を設定いたしました。時間は 30分くらいを予定をしていま

す。お時間の許す委員さんは、せっかく市民委員会で、みんなで考えた素案ですので、同

席いただければと思います。次回の市民委員会の会議で、もう一度ご案内させていただき

ますけれども、16日当日、同席いただける委員さんは、9時からですので、5分くらい前に

市役所の 3階の秘書課にお越しいただければということで、考えております。 

最後に、今日の会議の謝礼はミーティングに参加していただいた謝礼と一緒に、月末に

口座へお振込みをしたいと予定しています。以上です。 

 

５ 閉 会                                      
 
〔委員長〕 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の第 9回会議を終了させていただきます。 

皆さんのお手元に黄色のポストイットがいつものように配られていると思いますが、今

日は、これまでの市民委員会会議と市民ミーティングを振り返ってみての、総括的な感想

を書いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは順次、書いて貼っていただいた方からお帰りいただくということで。 

皆さまお気を付けてお帰りください。今日はどうもありがとうございました。 


