
平成23年2月28日現在

（仮称）廿日市市まちづくり基本条例市民ミーティングにおける意見
（発言＋意見用紙）

意見反映の区分「Ａ：意見を反映し、原案を修正する」のもの抜粋

番号 会場名 意見概要

発言 大野会場
(2/4)

・　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。

用紙
12

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　明るい住みやすい、住みたい
街。

用紙
33

廿日市会場
(2/1)

・　各地区の住民が「この地区に住
んで良かったなー」と実感できるま
ち。笑顔の会話が、多く聞こえるま
ち。

用紙
41

佐伯会場
(2/2)

・　住みやすい町

用紙
44

佐伯会場
(2/2)

・　次の世代が住みやすいまち

用紙
65

大野会場
(2/4)

・　明るい住みよい町づくり（道路の
拡張）

発言 佐伯会場
(2/2)

・　「はつかいちが好きと思える、」を
「好きで誇りが持てる」とするほうが
良いのでは。

用紙
23

吉和会場
(1/26)

・　誇りをもって語れる市

用紙
36

廿日市会場
(2/1)

・　廿日市の魅力をもっと熟知して
廿日市を誰もが愛することです。廿
日市に住んでいることが誇りに感じ
るまでの街になってもらいたいです
ね。

用紙
44

佐伯会場
(2/2)

・　住むことが誇りに思えるまち

発言 大野会場
(2/4)

・　「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。

Ａ
↓
Ｂ

　対応を「Ｂ」に変更
　「好きと思えるような」という表現で
あり、価値観の押し付けとならないよ
う配慮しています。

市民委員会の対応・考え方（プラスワン会議で作成した修正案）

Ａ

　「誇り」という言葉からこれまで培っ
た歴史的な背景やこのまちが好きと
いう強い思い、積極さがうかがえる
ため、追加します。

　素案原案P2､20行目加筆
　「『はつかいち』が好きと思える」
→ 「『はつかいち』が好きで誇りが
持てる」

１　「協働のまちづくりでめざす姿」に関する意見

　「住んでよかったと思うまち」「住み
やすいまち」という意見が数件あり、
追加します。

　素案原案P2､20行目加筆
　「住んでよかったと実感でき、」

Ａ
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２　まちづくりの活動主体の担う役割に関する意見

番号 会場名 意見概要

用紙
41

佐伯会場
(2/2)

・　住民が全員参加したら出来る

Ｂ

↓

Ａ

　対応を「Ｂ」から「Ａ」に変更
　まちづくりは、あらゆる世代がそれ
ぞれの役割を発揮しながら担ってい
くことが望ましいという思いから、主
体の対象範囲を「子どもから大人ま
で」と明記します。

　素案原案P3､7行目加筆
　「子どもから大人まで」

発言 廿日市会場
(2/1)

企業・民間事業所
・　この内容では、まちづくり基本条
例というよりも現状の確認にしか見
えず、町内会などとの連絡の場づく
りぐらいにしか思えない。人口減少
や少子高齢化に対応するために
「雇用と納税」といった視点が必要。
・　ボランティアだけが企業ができる
地域貢献ではないと思う。地元の雇
用を増やすこと、納税を増やすこと
など、企業活動を通じたまちの活力
づくりも担っていると思う。（民間事
業者）

用紙
36

廿日市会場
(2/1)

・　今回の市民委員会のメンバー構
成ならびにご意見を聞いて感じたの
は、自治活動を積極的に行われる
方々の多く、ほとんどがボランティア
だと思います。頭が下がる思いで
す。ただし自治活動だけではまちづ
くりはできません。
　夕張にしろ飯塚、いわき市のお祭
りなどそれは市民参加の派手な催し
でした。全てが炭鉱町ですが、皆様
の承知の通りです。住みやすい街
の第一条件は働き口があることと
言っても過言ではありません。

発言 宮島会場
(2/3)

学校（大学）
・　広島経済大学が島内の民間所
有建物を購入した記事が掲載され
ていた。大学側は地域貢献という思
いがある。

Ａ

　地域貢献の視点を追加します。

　素案原案P3､23行目加筆
　「とともに、地域貢献する。」

市民委員会の対応・考え方（プラスワン会議で作成した修正案）

　委員会では議論を深めることので
きなかった点ですが、今年度、市
（地域協働課）が行った「市内企業
インタビュー」への回答でも同様の
ご意見をいただいています。働く場
所があることについては「協働のま
ちづくりでめざす姿」の検討におい
て議論し「にぎわい」「“生活”の安
心」「青少年の存在感が感じられる
まち」と表現しましたが、企業活動を
通じたまちの活性化という視点を、
活動主体の担う役割で明確に表現
します。

　素案原案P3､21行目修正
　「①市民の一員として、企業活動
を通じてまちづくりに貢献する。」

Ａ

ミーティング発言分 2/4



(1) 人材育成

番号 会場名 意見概要

発言 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　人材育成→人材「発掘」にポイン
トをおくべき。人材はいないわけで
はない。

Ａ

　「育成」も「発掘」も両方大切だと考
えています。また「育成」という言葉
の語感は、上からの目線といった印
象を受けます。

　素案原案P4､5行目･8行目ほか、
検討テーマ修正
　「人材育成」 → 「人づくり」

発言 大野会場
(2/4)

・　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。

Ａ

　「協力」という表現にとどまらず、双
方向という面を濃く表現します。

　素案原案P4､12行目加筆
　「協力して」 → 「互いに協力して」

発言 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　退職する世代の人たちを巻き込
みたい。退職前の５５歳から助走期
間を考慮しておく必要がある。退職
者に対する行政の後押しが必要。

用紙
12

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

〔宮内コミュニティ協議会　原〕
・　私個人としては、人間関係が一
番重要だと考えており、無趣味で人
つきあいのない人が家にこもり、奥
さん達に相談されることが無く、趣
味を持たせた事例があり、これを町
内会とコミュニティが連携し、対応す
るよう一つ一つ積み重ね努力したい
と考えている。

(2) 地域特性を生かした連携

番号 会場名 意見概要

発言 佐伯会場
(2/2)

・　Ｐ４の地域特性を生かした連携で
「廿日市市の特徴」と言い切る理由
を説明をしてほしい。
・　重層的なまちづくりがしたいとい
うことから「つながり」が出たと理解し
ている。それを特徴とするのであれ
ば、「つながり」が見えてこないと思
う。

Ａ

　「廿日市市の特徴」という表現は、
行き過ぎた印象を与えるため、修正
します。
　
　P4､17～18行目修正
　「…重層的なまちづくりが本市の
特徴です。」 → 「本市では、…重層
的なまちづくりとなっています。」

発言 宮島会場
(2/3)

・　島内だけでは成り立たなくなって
いる。島外からの応援システムが必
要。吉和学園と宮島学園の交流な
どのように、他地域の人とコミュニ
ケーションを図り、交流人口を増や
す必要がある。

Ａ

　廿日市市のまちづくりに関心を持
ち貢献している市外の人もまちづく
りを担っているということを、盛り込
みます。

　P4､24行目加筆
　「市内・市外にかかわらず」

　退職後の地域活動への参加につ
いては「人材発掘の場づくり、きっか
けづくり」の検討において議論して
いますが、その具体策に追加しま
す。

　P6､7行目加筆
　「中堅世代（30代・40代・50代）の
参加を促進」
　P6､12行目追加
　「・　持っている知識・技能などを
生かして、地域活動に参加する。」

Ａ

３　まちづくりの活動主体の関係、
　　協働のまちづくりの仕組み（ルール、活動支援策）に関する意見

市民委員会の対応・考え方（プラスワン会議で作成した修正案）

市民委員会の対応・考え方（プラスワン会議で作成した修正案）

ミーティング発言分 3/4



４　その他の意見

(1) 条例全体・名称

番号 会場名 意見概要

発言 大野会場
(2/4)

・　条例は、分かりやすい表現で、
簡単なものにしてほしい。

用紙
61

大野会場
(2/4)

・　集約化、シンプルにしてほしい。

用紙
62

大野会場
(2/4)

・　みんなが単的に行動につなが
る、わかりやすい条例でありたい。

発言 廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　条例の姿は？　条例というより、
「スローガン」のようだが、実行性が
あるのかどうか。
　　→条例は仕組みを支えるバック
ボーンとなるもの、意識あわせをす
るようなものである。実行性という面
で次のステップに向けて取り組んで
いく仕組みを検討していく必要があ
る。発言 廿日市地域

情報交換会
(1/25)

・　新聞の見出しに、“条例ができま
した”だけでなく、例えば“地区の円
卓会議を実践していく”など、“初年
度は○○する”といった具体的な取
り組みが載るように。

発言 宮島会場
(2/3)

・　この条例を元に、仕組みを作っ
ていく。

用紙
11

廿日市地域
情報交換会
(1/25)

・　「条例を作っただけ」とならないよ
うに期待します。

用紙
31

廿日市会場
(2/1)

・　立派な箱を作っても、中味のな
いものではしかたない。中味をどう
するか考えて欲しい

発言 佐伯会場
(2/2)

・　昔、まちづくりはトップダウンで
あった。協働でまちづくりのルール
ブックをすすめるということである
が、あとの進行管理が必要である。

用紙
42

佐伯会場
(2/2)

・　市民ミーティング資料のとおり推
進するのがベストでは…。推進しな
がら、訂正、変更していけばいいと
思う。

用紙
52

宮島会場
(2/3)

・　市民委員会には、制定後、定期
的に評価し成果が市民に分かる、
実感できるように機能して欲しい。

用紙
33

廿日市会場
(2/1)

・　各テーマの具体策について、タ
イムスケジュールできるものは明ら
かにして達成度をチェックして欲し
い。

　市民に分りやすく親しみやすい条
例としてほしい旨を追加します。

　P9追加
　 「４　条例に望むこと」

　条例を機能させ、継続的に実行
するためには、その進捗状況の評
価や制定後の見直しなどの進行管
理も、有効だと考えます。こうした取
り組みをしてほしい旨を追加しま
す。

　P10追加
　 「４　条例に望むこと」

Ａ

　実行性を持たせるために、きちん
と取り組みを検討してほしい旨を追
加します。

　P9追加
　 「４　条例に望むこと」

Ａ

市民委員会の対応・考え方（プラスワン会議で作成した修正案）

Ａ

ミーティング発言分 4/4


