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廿日市市協働によるまちづくり基本条例施行記念シンポジウム 要旨 

 

（開催要領） 

 １ 日時：平成 24 年 4 月 13 日（金）18：30～20：10 

 ２ 場所：はつかいち文化ホールさくらぴあ 小ホール 

 ３ 参加：約 100 人 

 

（内容） 

 １ 開会 

 ２ 市長あいさつ 

 ３ 第 1 部：条例の概要説明 

       自治振興部協働推進課長 中川 美穂  

       （仮称）まちづくり基本条例検討市民委員会・起案委員会 委員長 槇本 知則さん 

 ４ 第２部：座談会「つながるまちづくり」 

       （仮称）まちづくり基本条例検討市民委員会・起案委員会 委員長 槇本 知則さん  

        青少年夢プラン実行委員会 You Eye Club  北谷 実沙さん 

        カルビー株式会社 西日本事業部 商品企画課 社会貢献委員  筑本 哲司さん 

        廿日市市 副市長 堀野 和則 

５ 閉会 

 

１ 開 会                                    

廿日市市では、平成２２年度から市民のみなさんと一緒に、協働によるまちづくりのル

ールや仕組みなどを定める協働によるまちづくり基本条例を検討し、本年４月１日に施行

いたしました。本日のシンポジウムは、この条例の施行にあたり「みんなでつくるはつか

いち 今こそあなたの出番です！」と題して開催するものです。 

 

２ 市長あいさつ                                 

〔眞野市長〕 

本年４月１日に、市民主体のまちづくりを協働により進めていくための、基本的なルー

ルを定めた「協働によるまちづくり基本条例」を施行いたしました。この条例は「廿日市

市ならではの魂のこもった条例としたい」という思いから、市民委員会を設置し、市民委

員と職員が一緒になって検討した条例でございます。まずは、条例制定に関わっていただ

いた関係者の方々に感謝の意を表します。これからは、この条例のもとに市民の皆さんと

連携・協力してまちづくりを進めていきたいと考えております。 

本日のシンポジウムは、「みんなでつくる はつかいち 今こそあなたの出番です！」と題

し、条例の概要説明と座談会形式での意見交換を行います。座談会には、市民委員会の槇
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本委員長、市内でまちづくり活動に取り組んでいる、青少年夢プラン実行委員会の北谷さ

ん、地域貢献活動に取り組んでいる企業である、カルビー株式会社の筑本さんをお招きし

ております。 

また、条例を親しみやすくお伝えするために、市民委員会の皆さんと市職員による寸劇

を交えながら、シンポジウムを進めさせていただきます。本日のシンポジウムが、協働の

意義について理解を深める場となり、まちづくりへの機運の盛り上がりにつながることを

期待しております。 

最後になりますが、私たちのまちをよりよいものとし、次の時代に引き継げるよう、多

くの皆さんに、まちづくりにかかわっていただくことをお願いいたしまして、開会のごあ

いさつとさせていただきます。 

 

３ 第１部 条例の概要説明                            

寸劇① 

〔司会〕 

 退職を機に、空き家を使った「ふれあいサロン」を計画中 

の町田愛子さん。長年地域活動に縁がなかったため、何から 

始めればいいのか、どこに相談すればいいのか。考え込む日 

々です。 

 町田愛子さんのまわりにはコンピュータ会社でプログラマ 

ーをしていた裕行さんや、お料理自慢の操さん、元大学祭の 

実行委員だった、元気な学生の佐織さん、元大工の誠さんが 

いらっしゃいます。廿日市市の職員の浩さんは、地域活動に 

おける市の役割について悩んでいる様子です。 

この皆さんが、町田愛子さんと「つながる」方法はないの 

でしょうか。 

 

〔概要説明者（中川）〕 

１．条例制定のきっかけ 

廿日市市では、今年４月１日、協働によるまちづくり基本条例を施行しました。条例の

名前に「協働」という言葉がついています。実は、廿日市市ではすでに市民、地域の皆さ

んが主体となって、協働による取組みは進んでいます。 例えば、安全で安心して暮らせる

まちをつくるために、子どもの登下校時の見守りが地域や保護者により行われたり、自主

防災組織による防災訓練がさまざまな団体と連携して行われていることなどが、その例で

す。 

 こうした活動も、「市民活動団体」や地域の「コミュニティ」や「区」「町内会」「企業」

などそれぞれの活動者が、バラバラにやるのでは限界があります。さまざまな活動者、多
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様な主体が、理念を共有してつながることでますます｢住みよい、元気なまち、はつかいち」

を実現したい。今まで取り組んできたことをまず確認し、これからの社会の変化に備えて

パワーアップしていきたい。そのために、協働というまちづくりのやり方を、条例という

形で、約束事にしたいと考え、市からの呼びかけにより、条例の制定の取り組みが始まり

ました。 

２．条文の説明 

(1)基本原則 

条例は、前文と六つの章で構成しています。「前文」「第１章」「第２章」に条例全体にか

かわる基本的な事項、「第３章」「第４章」に、条例を「推進するため」の具体的な仕組み、

「第５章」に、条例を「見守り、育てるため」の手立て、条例の最後に、「雑則」と「附則」

を規定しています。 

まず、協働によるまちづくりの基本原則(第３条)に掲げる７項目です。「誰でもまちづく

りに取り組むことができる」、性別、年齢、障がいのあるなしなどにかかわらず、取り組む

ことができるし、参加してほしいということです。「自主性の尊重」「自立性の尊重と対等

な関係」、これらは、自治の基本とも言えますが、それぞれの意思を尊重し、責任を持ちな

がら、個性や能力が発揮し合えるよう対等な関係で取り組むということです。「地域性を大

切に」、廿日市市は広く、地域の特性は多彩であるため、一括りにしてまちづくりをするこ

とは難しいと考えています。市域全体において統一ルールでやるべきことと、統一ルール

で処理すべきでないことがあり、こうした意味で、地域性を大切に、地域づくりに取り組

むことを定めています。「情報の共有」「信頼関係の構築」、みんなが一緒にまちづくりに取

り組むためにはこれらが大切であるということ、「人づくり」、将来につながるまちづくり

を考えると、これはとても大切な項目です。活動予備軍の人の巻き込みや、子どもたちが

地域に誇りや愛着をもってくれるよう育てることが、将来の地域づくり、廿日市市のまち

づくり、幸せづくりにつながると考えています。 

(2)まちづくりに必要な仕組み 

基本原則を大切にしながら、今、廿日市市で、協働によるまちづくりを進める上で必要

と考える仕組みを、条例では４項目示しています。 

一つ目は、特性を生かしたまちづくり(第７条、第８条)です。地区・地域には、歴史・

風土とともにこれまで培ってきた方法など、それぞれ「地域性」があります。また、市民

や活動団体も、知識や技能などそれぞれに得意なことを持っています。これらの特性を生

かしてまちづくりを進め、地区・地域・市域でつながること。また、地域づくりは、市民

センター・支所・市民活動センターなどを拠点に進めよう、円卓会議にさまざまな人が集

まって、顔見知りになったり、情報共有や課題解決など図るための話し合いをしよう、と

いうことを定めています。 

二つ目は、情報の発信と共有(第９条)、受け手に理解しやすい表現、届きやすい方法を

工夫したり、何より新鮮な情報を適切な時期に発信しようということを、定めています。 
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三つ目は、人づくり(第１０条～第１４条)、まちづくりにかかわる人が少なくなってい

る現状を解決するために、生涯学習・社会教育を通した人材育成、とりわけ、次の時代を

担う、子ども・若者の育成、市の職員の育成、まちづくりの推進役を担う人材の育成、新

たな人の巻き込み、人材発掘について定めています。 

四つ目は、評価と支援(第１５条、第１６条)、市民や活動団体の皆さんが、自らの活動

を振り返り次の活動に生かすこと。市は、市民が行うまちづくりに対し、活動を評価し、

支援を行うことを定めています。 

つぎに、条例を推進し、見守り、育てるための仕組みです。推進計画を「市長が策定」

すること、「計画を策定・変更するときはあらかじめ市民の意見を聴く」こと、また、「計

画を策定・変更したら速やかに公表する」こと(第６条)、条例施行後の「実効性の確保」、

市民の目線で推進し、見守るために、「市長の諮問機関」として「市民１５人」で構成する

「審議会」を設置し、「推進計画」や「施策の改善」などについて調査・審議すること、「条

例の実施状況を毎年検証し結果を公表する」こと、「４年を超えない期間ごとに、条例の改

正について検討する」こと(第１７条～第２０条)を規定しています。この審議会は、今年

度設置する予定です。 

(3)条例のこれから 

この条例は、まちづくりに参加しようという気持ちを応援し、活動を支える条例です。 

しかし、条例を制定しただけでは何も変わりません。みんなでつながりながら、まちづ

くりを進めていくことで暮らしやすいまちが実現します。市民の役割として、「市民は、自

らがまちづくりの担い手であることを認識し」「知識、技能を積極的に生かしてまちづくり

に取り組むよう努める」こと、また、「まちづくり活動団体は市民の参加意思を尊重して、

つながりを生かしてまちづくりに取り組むよう努める」こと、「事業者は、地域活性化に寄

与するよう努める」こと(第４条)を定めています。市の責務として、「市は、協働によるま

ちづくりに関する施策を実施し」「機能的・効果的な組織運営を行う」こと、また、「市民

がまちづくりに取り組むことができるよう、施設整備、情報提供など、環境の整備を行う」

こと、「市の職員は、市民の一員として、まちづくりに積極的に取り組む」こと(第５条)を

定めています。条文も後ほど見ていただければと思いますが、市民については「役割」と

し、市については「責務」として規定しています。実は、この条例は「みんなでまちづく

りをしましょう」と市民の皆さんに呼びかけながらも、市役所、市の職員にとっては、と

ても覚悟の必要な内容になっています。 

ここからは、この条例の制定の取り組みを紹介します。 

 

〔概要説明者（槇本）〕 

１．条例ができるまで 

条例の元の素案づくりを平成２２年から行ってきました。市民検討委員会がつくられ、

市民から選ばれた委員３０人と職員１８人で検討してきました。 
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徐々に集まった市民委員、または市職員の話や考え方など意見を聞いて、このように熱

い委員会を重ねたらいつかは素晴らしい条例ができるのではと思うようになりました。素

案の検討については、市民委員会１０回と市民ミーティング等で皆さんの意見を聞き、そ

れらの意見をまとめて素案を完成させたのが平成２３年３月でした。 

検討委員会の３０人から６名の起草委員会をつくりました。具体的な条例の文案作成を

しました。当初、１１回の会議の予定でしたが、最終的に１５回になり、平成２３年１１

月に原案を完成しました。今年１月にパブリックコメントを通じて、ご意見を集め、それ

をまとめ、意見を反映させ、平成２４年３月の議会で議決いただき、平成２４年４月に施

行となりました。 

市民ミーティングは、５地域に市民検討委員がそれぞれの地域に出向いて、その地域の

皆さんの意見をお聞きしました。その後、６人の起草委員会と市の職員で具体的な条文の

策定に入っていきましたが、一番大切にしたのは、素案づくりに関わっていった起草委員

の皆さんの思い、検討委員の皆さんの思いを条文に反映していこうということでした。 

２．条例起草に携わり、感じたこと 

僕が一番感じたのは、議論をしていくと、若い人材がなかなか出てこない、といった共

通した問題も見つかりました。この問題を解決するのに何かいい仕組みを作ることができ

れば、この廿日市市というまちが、我々が住みやすい、暮らしやすいまちになるのではな

いか、と分かってきました。協働による、ともに考えてそしてともにつくっていくという

まちづくりを目指して条例を作成してまいりました。行政と市民が一体となり、まちづく

りができるようにこれからまだまだやらなくてはならないことがたくさんあると思います。 

 

〔概要説明者（中川）〕 

最後に皆さんへのお願いで、私からまとめを申しあげます。 

自分のまわりに関心や興味を持ち、まちづくりについて自分はなにができるかというこ

とを考えていただきたいとお願いします。自分ができるときに、できる範囲で無理なく取

り組んでいただければと思います。市民のみなさんがまちづくりの主役です。つながりを

大切にした暮らしやすいまちにするために、力を貸していただきたい。今こそ皆さんの出

番です。市役所は市民の皆さんとの信頼関係を築きながらまちづくりに取り組んでまいり

ます。「はつかいちが好き！」と言える、住み続けたいまち、住んでみたいまちをつくって

いきたいと思います。 

 

４ 第２部 座談会「つながるまちづくり」                    

〔司会〕 

本日は、この条例の検討メンバー、市内でまちづくり活動に取り組まれている方、そし

て、事業者の方をお招きし行政職員も交えて「つながるまちづくり」をテーマに、意見交

換をしていただきます。 
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それでは、座談会にご参加いただく方々をご紹介いたします。 

まずお一人目は、先ほど第１部でもご紹介させていただきました、条例検討市民委員会、

起草委員会において委員長を務めていただきました槇本知則さんです。お二人目は、広島

が発祥の地、そして本市には広島工場、広島西工場と２つの工場があります、カルビー株

式会社 西日本事業本部 商品企画課の筑本哲司さんです。筑本さんは西日本事業本部の

社会貢献委員会、副委員長も務めていらっしゃいます。 

三人目は、青少年夢プラン実行委員会の構成団体、「You Eye Club」に所属されています、

北谷実沙さんです。 

そして最後に、廿日市市副市長堀野和則でございます。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 

私は廿日市市に生まれて育ちました。小さな頃から、お祭りや商店街で遊んで育ってき

ました。就職先は広島市だったため、生活は家と職場を行ったり来たりしており、地域に

かかわることがなくなりましたが、子どもが生まれたことをきっかけに保育園の保護者会

や小学校のＰＴＡなどに偶然声をかけていただき、再び地域とかかわりが持てるようにな

りました。その後も、消防団やコミュニティを通して地域とかかわっています。 

こういうかかわりが増えてきて、小中と同じ学校に通った友人に誘われることがあり、

廿日市市の伝統的な祭りを盛り上げていこうという活動もするようになりました。そこで、

廿日市市の祭りにかかわろうと思いました。廿日市市の祭りでは、天狗まつりが有名で、

私が子どもの頃は廿日市の商店街端から端まで露天が出て賑やかな祭りでしたが、大人に

なった今では露天が数えるほどしか出ていない、子どもたちも少ない、そういう祭りにな

っていて愕然としました。だから、子どもたちや後輩たちにあの楽しかった祭りをもう一

度体験させてあげたいと思い、先日のさくらまつりや１１月の市民文化祭では、獅子舞を

しました。私はコミュニティの活動を通して、子どもたちが力をつけることができる活動

をしています。 

 

〔パネリスト（北谷）〕 

廿日市市で過ごしていて、金剛寺小学校、七尾中学校で廿日市西高校、大学は安田女子

大学です。みなさんもご一緒の方もいらっしゃるかと。そこでダンスがしたいという思い

で、まずアクターズスクールを受けました。合格して、でも、あいにくお金持ちではなか

ったので通うことができず、それで宮内公民館へ行きまして、ダンスをさせてあげるよと

いってくれたおばちゃん、おじちゃんに出会いました。そこで You Eye Clubに所属するこ

とになりました。ボランティアをしたり、ダンスを通じて子ども、大人の方に出会ったり

して、現在の仕事に結びつき、今は小学校の教員をしています。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 
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 北谷さんのような若い方が力を貸してくだされば、よいまちになると思います。それで

は、企業からのご参加、カルビーの筑本さん、お願いします。 

 

〔パネリスト（筑本）〕 

 カルビー株式会社の築本です。「カルビー」は、宇品発祥で広島育ちなんですが、若い方

は「東京でしょう」、はたまた「北海道でしょう」と言われるような会社になってしまいま

した。今日は改めて地元企業だとピーアールさせていただければと思います。 

昨年の震災の日にカルビーは上場いたしました。オーナー企業からパブリック企業にな

りましたが、社会貢献委員会として社会貢献活動をやっていこうということになり、全国

で１０人の社会貢献委員、西日本地区、中四国・九州担当として私が着任しました。その

活動をちょっとご紹介させていただきながら、カルビーは変わったなとか、いい会社だな、

というところも紹介できればと思います。 

廿日市市には二つの工場があり、私たちが誇れる宮島からそれらの工場を見ることがで

きます。宇品から 2006年に移転したピンクの工場です。かっぱえびせんで有名なカルビー

ですが、えびを茹でたらピンク色になりますよね。工場の上方には赤いのが２つあります。

これはエビの目を意識しています。宮島からぜひまた見ていただければと思います。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 

 ありがとうございます。かっぱえびせんは本当に止まらないですよね。最初は１本ずつ

ですが、そのうちそれが２本ずつになって、３本ずつ、最後は手づかみです。おいしいで

す。 

続いて、堀野副市長お願いします。 

 

〔パネリスト（堀野）〕 

合併前の廿日市市は、平成７年に文化振興プランを策定、市民と行政のパートナーシッ

プを形成に取り組んできました。合併後は市全域を対象にコミュニティの設立や、地区ご

との５年間のまちづくり計画である「地区別実施計画」の策定について、支援を進めまし

た。平成２０年度には、市役所内に自治振興部を設置、合併後の総合計画「第５次総合計

画」では、地域経営の推進のために「市民主体の協働により、みんなで幸せを実感できる

まちに」を目標として掲げ、①市民の皆さんと市役所との信頼関係づくり、②協働による

まちづくり、③地域自治の形成への支援に取り組んでいます。 

副市長の初仕事として、説明を受けたのがこの「協働によるまちづくり」についてでし

た。平成２２年度、３０人の市民の皆さんによる「検討市民委員会」の意見をいただき、

平成２３年度は引き続き６人の方に「起草委員会」で検討いただきました。検討の過程で

は、メールなどを利用して熱心に意見交換をいただきました。心から感謝します。 
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〔パネリスト（槇本）〕 

ここから条例内容をふまえて皆さまにご意見、ご経験されたことを少しずつお話いただ

ければと思います。みなさんが体験してこられた「つながり」ということについてどのよ

うなものがあったのか、少しお話いただければと思います。 

それでは、北谷さんからよろしくお願いします。 

 

〔パネリスト（北谷）〕 

私は今、２６歳ですが、大人よりは、ちょっと子ども寄りな感覚かもしれません。私が

ダンスと出会ったのは、中学３年の受験のときでした。「お母さん私ダンスがしたいんだけ

ど」と母に言うと、「あんた、なにいってんのよ、受験生なのに」と言われて、スタートし

ました。でもきちんと高校にも行けましたし、大学にも行けました。 

今は先生になっています。それは母と、支えて下さった大人のおじちゃん、おばちゃん、

おじいちゃん、おばあちゃんのおかげです。 

ダンスをきっかけに大人に出会いました。例えば、「幼稚園へ行こう」とおばちゃんから

言われました。「私はダンスをするのになぜ幼稚園にいくの？」と聞いたら、「あなたはダ

ンスができるから、幼稚園に行って楽しいことを教えてあげましょう」と言われました。

他の日には「老人ホームに行きましょう」と言われました。「ダンスがしたいのに…」と思

いましたが、「あなたは体を動かすことができるからおじいちゃんたちと体操しましょう」

と言われました。私はダンスができますが、こどももお年寄りも楽しませてあげられるん

だと思い、それをきっかけに「つながる」ということを学びました。 

世代間のつながりはそれぞれお持ちですし、私もすぐ近くに持っています。それを廿日

市市で生かせたらと思っています。 

昨年度、ヤングフェスティバルという地域のお祭りの企画をしました。企画することを

体験したので、若い人たちにそれをつなげたいという思いに変わりました。次のヤングフ

ェスティバルには、新しい委員長を鍛えて私がおもしろい祭りをつくれる人たちをつくり

たいです。 

私は廿日市市に帰ってきたいです。皆さんも廿日市市が好きですよね。つながりはすぐ

近くにありますから、是非、皆さんも一緒にできたら、と思います。 

 

〔パネリスト（筑本）〕 

カルビーでは社会貢献活動を始めて、今年で３年になります。１年目、２年目のときは

とにかくいろいろやってみようと思い、廿日市に関わるところでは、トライアスロンに私

たちも参加いたしました。本番の１週間前には、地域の皆さんと活動コースの掃除をして

いるときに、練習している選手の皆さんが「ありがとう」と声を掛けてくれます。当日は、

カルビーエイドステーションで地域の皆さんと一緒に選手の皆さんに食料、飲み物を渡し、

応援いたしました。世界遺産の宮島の大鳥居からスタートできるってすごいと思いますし、
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日本の中でも１番か２番ぐらいの過酷なレースと聞いておりますが、残念なのは、熱が伝

わらないのがもったいないと感じます。今年ももちろん参加いたします。 

佐伯運動公園で１０月には、駅伝大会をサポートしております。小学生の皆さんが次の

ランナーに一生懸命タスキを渡す姿に感動しました。最後は上り坂です。ハアハア言いな

がら、タスキを次に渡そうとする。親御さん、地域の方も一生懸命応援します。いいこと

だと思うんですが、小学生は監督がいなくて参加率が低いとお聞きしていますので、何と

か盛り上がるとよいと思っています。 

また今年からですが、宮島の海岸掃除をしています。カルビーは瀬戸内海で育った企業

です。かっぱえびせんは元々、太田川の川エビを使っていた商品です。瀬戸内海を守って

行きたいという気持ちのもとに、小さな輪ですが、カルビーが社員と共に取り組んでいま

す。お役に立てればという気持ちでいます。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 

廿日市市の協働によるまちづくり条例では、市民という定義を行っています。市民とい

うのは、廿日市市に住んでいる方だけではなくて、廿日市市に勤めている方もいます。市

民と一緒にまちづくりを行おうと広く考えており、カルビーさんにもまちづくりに協力い

ただければと思います。私も廿日市地域で育って、そういう活動をしてきましたが、現在

廿日市市が合併により広くなっています。広い廿日市市としてどういったつながりがある

かを堀野副市長にお話いただければと思います。 

 

〔パネリスト（堀野）〕 

廿日市市は平成の大合併といわれる合併をしました。平成１５年３月の廿日市市、佐伯

町、吉和村、それから平成１７年１１月の大野町、宮島町。吉和村、大野町、宮島町は、

百数十年合併の経験がないまちでした。住民は大変不安であったと思います。編入という

方式でしたが、合併後のまちづくりは、廿日市市に合わせるのではなく、それぞれの地域

の個性を大切にしようというものでした。総合計画には都市像に地域の個性を生かすこと、

協働によるまちづくり基本条例には地域、地区という定義付け、合併前の区域が表示され

ています。 

合併してから１０年経過し、歴史になりつつありますが、協働によるまちづくりの基本

条例にその考え方が連綿として受け継がれていることを非常に嬉しく思っております。廿

日市市は合併により 490km²と広くなり、地域の資源が多様化してきました。地域の資源と

はそこに住み、働き、学ぶ人達です。それぞれの地域と人々が尊重しながらつながり、相

乗効果を生み出し、廿日市市になるものと信じております。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 

現在廿日市地区のコミュニティの青少年部の部長をしています。子どもたちと関わりな
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がら子どもたちの成長を見守る活動をしており、４月１５日には極楽寺山の山開きがあり

ます。健康ウォークと銘打っており、地域は限定されますが、廿日市小学校の子どもたち

や町内会の方々と極楽寺山に上がり、炊き込みご飯、豚汁で皆さんと楽しんで、時間を過

ごしたいと思います。また、今年は時期が遅くなりましたが、世界遺産の宮島で廿日市小

学校の子どもたちと一緒に貝掘りをします。その時に水族館に協力いただき、干潟観察や

海辺の生き物も見ます。夏には、包ヶ浦のミステリーキャンプへ、廿日市小学校の子ども

たちと一緒に行きます。保護者と一緒でなくて、子どもたちにいろんな経験をして、失敗

をしてもらいたい、そういう活動をしています。 

北谷さんからみて、廿日市市のまちづくりはどのように感じていますか？ 

 

〔パネリスト（北谷）〕 

廿日市市には行動力がある大人が多いと感じます。 

反面、大人はやり過ぎかなと思います。どういう意味かというと、私は小学校の教員で

すが、子どもにお願いしても、私がすればすぐ終わると思って、「やっぱり私がやるからい

い」とつい言うこともあります。皆さんも経験があると思います。任せたらできます、き

っと。新入社員が来ても、やらせてみればなんとかなります。 

失敗はたいしたことではありません。時間は流れるし、経験は生かせます。やり過ぎな

いほうがその人のためになると思いました。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 

条例では、北谷さんのように廿日市市以外にお住まいの方も、企業の方も、市民という

定義で捉えて一緒にまちづくりをしようと考えています。 

カルビーさんから企業の目線でお話をいただければ、よろしくお願いします。 

 

〔パネリスト（筑本）〕 

カルビーの社員は、常にカルビーグループ行動規範というものを持っております。行動

規範、指針が記入されていますが、企業理念、コーポレートビジョンを読みますね。「顧客」、

「取引先」、「従業員」、「その家族」、最後に「株主」から尊敬される愛される会社となる。

これがカルビーの理念です。社会貢献活動は会社の方針として位置付けられています。そ

ういう方針で「３６５日のうち１回でも、何でもいいから社会貢献やろうよ」と声かけを

しています。参加した人から、「地域と一緒に汗をかけて活動してスカッと気持ちのいい汗

をかけた」という声を耳にして嬉しいなあと思っています。 

地域商品企画ですが、私のつくった商品にポテトチップスかき醤油味、広島県の瀬戸内

レモン味、かっぱえびせんの「匠海」という商品があります。 

最後に宮島のカキを使用した焼き牡蠣スナックについて紹介します。この焼き牡蠣スナ

ックをつくったのは、牡蠣が原因のノロウィルスで困っていらした牡蠣業者の方々の力に
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なれればと思ったことがきっかけです。宮島のカキをペーストにして、小麦粉を練り混ぜ、

いい味がします。広島に工場があるということで、私たちは工場に働いている社員が誇れ

る商品を思いを込めてつくっていきたいと思っております。 

さきほど言い忘れましたが、オレンジリボンの活動も広島県でやっています。このきっ

かけも社員の中で子育てに困った方がどこに連絡すればいいのか、わかることが大事だと

思ってやっています。今、二つの工場で３６０人の社員がいます。約半数が女性です。大

事な戦力で女性が活躍できる企業を目指しています。地域のみなさんと少しでも「つなが

る」取組みを紹介しました。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 

市民の役割ということで、さきほどもお話しましたが、これだけ多様化してきた中で、

待っているだけではなかなかうまくいきません。我々が積極的にできるときにできる範囲

内でまちづくりにかかわることで進んでいくのではないかと思っております。そういった

みんなが「つながる」仕組みというものを、この条例の中では「円卓会議」と定義し、み

んなでつくっていこうとしています。みんなで集まり、いろんな立場の方が、行政も含め

て話し合いの場を設けよう、まちづくりを進めよう、それがキーワードになっていくと思

っています。そういった中で、これからのまちづくりにおける行政の役割、今後の意気込

みを堀野副市長からお話いただければ、よろしくお願いします。 

 

〔パネリスト（堀野）〕 

パンフレットを全部開いていただいたら、真ん中から左の方に、「協働とは」と定義され

たものが記載されています。第２条の規定です。行政として専念する分野がはっきりした

といえます。市民の皆さんの期待に応える行政に変革したいと思います。後期総合計画に

着手しました。情報発信の強化、市民との対話を大切にした施策形成、現場起点、全体最

適、成果重視、中央市民センター建替えに向けたワークショップによる拠点づくりの取組

み方法を示しています。パンフレットの真ん中あたりですが、特性を生かしたまちづくり、

これは条例第７条に規定するそれぞれの地域の特性を生かしたまちづくりで、大いに期待

するものです。条例第５条第４項は市の職員にかかわるものです。パンフレットの右上で

すが、職員がよく理解し身につけることにより質の高い職員集団になるようにしたいと思

います。   

条文をみると、「してはならない」という文言ではなくて、「します」と肯定する、前向

きな言い回しになっています。市民の皆さん手作りの条例であり、市民の皆さんにわかり

やすいように細部まで工夫がされております。第１６条、評価にあたっては点数をつける

評価ではなく、市民と一緒に認め合い、たたえ合える評価ができればと思います。 

この条例はどんどん成長させることの出来る条例です。ぜひ市民の手でこれを大切に育

ててほしいと願っています。 
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〔パネリスト（槇本）〕 

副市長からも市としても積極的に変わっていくという強いお言葉をいただき、廿日市市

が好き、と言えるように、ともにまちづくりをしていきたいと思います。最後にこれだけ

はどうしても、ということがありましたらお願いします。 

 

〔パネリスト（筑本）〕 

廿日市市って美味しいものがたくさんある。残念なのは「食べん祭はつかいち」という

催しがなくなりました。地域周りで美味しいケーキ職人さんたちが集まれる場や、市民の

出会いの場ぜひ作っていただくと、もっとみんな良いものを作ろうと思ったり、活性化に

なるかと思うので、そういう場を検討ください。 

 

〔パネリスト（槇本）〕 

以上で、第２部の座談会を終了させていただきます。皆さんお疲れ様でした。 

 

〔司会〕 

参加いただきました皆さま、ありがとうございました。今一度、大きな拍手をお願いい

たします。 

 

寸劇② 

〔司会〕… 

町田愛子さんは退職を機に、自宅となりの 

空き家を使った「ふれあいサロン」を計画中 

でしたね。町田愛子さんは、市役所に相談に 

訪れ、円卓会議やまちづくりサロンという、 

市民が自由に参加できる場があることを知り 

ました。そして会議に参加してみたのですが、 

会議のメンバーに近所の顔見知りの方がいた 

ため、大変驚きました。 

コンピュータ会社でプログラマーをしていた裕行さん、お料理自慢の操さん、元大学祭

の実行委員だった佐織さん、元大工の誠さんが強みを持ちより、廿日市市の職員浩さんが

みんなをつなぐ役割を担います。こうして、町田愛子さんのサロン計画に協力してくれる 

みたいです。まちづくりをみんなで一緒にやりましょう！ 

   

５ 閉 会                                    

〔司会〕 

本日は、この「協働によるまちづくり基本条例」の「こころ」を、ご来場いただきまし
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た皆さまに、少しでも親しみをもっていただけるように伝えたいと、条例づくりにかかわ

った起草委員の皆さま、市役所の職員による寸劇を交えながら、進めてまいりました。キ

ャストの皆さま、ありがとうございました。もう一度、大きな拍手を…。廿日市市は普及

啓発に取り組みます。 

以上をもちまして、本日の「廿日市市協働によるまちづくり基本条例施行記念シンポジ

ウム」を終了いたします。 

 


