
平成２９年度 第１回 廿日市市協働によるまちづくり審議会 次第 

  

日時：平成２９年５月３１日（金)１９時から２１時まで 

場所：廿日市市市民活動センター ２階 第２研修室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 審議事項 

（１）副会長の選出 

 

 

（２）ヒアリング実施結果の報告及び平成２８年度取組シートについて 

 

 

（３）平成２９年度協働によるまちづくり審議会の進め方について 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 



協働によるまちづくり審議会　H29.5.31

経営政策課

進捗状況

【状況】
　平成28年度のパブリックコメント／2件
　保育園再編基本構想（28人 50件の意見）
　第10次廿日市市交通安全計画（0人 0件の意見）

【担当課の自己評価】
前回の審議会のなかで「説明会などを設け、そこで意見を求めるなど制度の見直しも必要」と
あったがそうした形式にはできずにいる。しかしながら、計画を策定する経過の中で、ワーク
ショップを開催するなど意見を反映するよう努めている。

審議委員
からの
コメント

○計画策定の前段階で説明会やワークショップを開催するなど市民意見の反映に努めており、
パブリックコメントは計画策定に向けての最終確認として用いられていることが分かった。
【経営政策課へ】
○パブリックコメントの実施概要を把握するよう努めること。
○様々な事業でパブリックコメントを実施していることを、市民にしっかりアピールするこ
と。
【パブリックコメント実施所属へ】
○パブリックコメントで意見を募集することを説明会で周知するなど機会をとらえてアピール
し、意見が出しやすいよう概要版などの資料も提供すると良い。

取組2 パブリックコメント制度による市政への市民参画

内容

市の基本的な政策を定める計画等を策定する際、広く公に（=パブリック）に、意見・情報・改
善案など（=コメント）を求める手続で、その結果を計画等に反映させることによって、よりよ
い行政を目指すもの。

計画期間中の取組

方向性①　協働の実践と検証・評価

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート ② ② ② ②
めざすまちに向かって

関連する条
（第４条）市民の役割
（第５条）市の責務

方向性 ①協働の実践と検証・評価



地域政策課　他

地域政策課

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート ④ ④ ④ ④
特性を生かしたまちづくり

関連する条
（第７条）地区、地域及び市域におけるまちづくり
（第８条）円卓会議

方向性

①まちづくりを支える環境整備や交流、連携の場づくり

②コミュニティビジネスの創出

③地域課題解決に向けた円卓会議の推進

市民センターが、まちづくり活動団体、自主学習グループ、市民らの連携支援を図っ
ているということが確認できた。それが情報としてうまく発信されていないので、見
える化できると良い。反省点なども含め上手に情報発信してもらえると良い。

審議委員
からの

コメント

進捗状況

【現状】
市民センターは自主学習の場としての他、まちづくり活動団体にも積極的に使用され
ており、市民センター職員は両者の活動内容を把握しつつ、地域課題の解決に向けて
様々な地域資源を結びつけるよう意識しながら事業を行っている。

【担当課の自己評価】
市民センターでの日常的な交流や連携が地域づくりに果たしている成果は指標化しに
くい側面がある。
まちづくり活動団体や自主学習グループの連携による事例を見える化し、まちづくり
の実践として分かりやすく紹介する活動をさらに行っていくことが必要と思われる。

計画期間中の取組

方向性①　まちづくりを支える環境整備や交流、連携の場づくり

取組3 市民・まちづくり活動団体同士の連携促進

内容
市民センターを通じて、まちづくり活動団体同士や市民との連携が図れるよう支援す
る。

進捗状況

【現状】

各支援員がチームを組んで、連携・協力しながら、支所や関係課とともに、地域固有
の課題に取り組むこととしている。

【担当課の自己評価】
地域支援員が地域内の団体や個人をつなぐ役割を担うとともに、地域外へ魅力発信等
を行うことで、地域内外の連携や交流が進んでいる。

取組4 地域支援員の設置による過疎・中山間地域等の生活支援

内容

人口減少や高齢化等の著しい過疎・中山間地域に地域支援員を派遣し、地域点検及び
地域での話し合いの促進、地域行事・活動、その他地域おこしの支援等を通じて、地
域力の維持・強化を図る。

1名 野菜づくりを通した新たなコミュニティづくり 吉和　1名

1名 マルシェの開催やワークショップの開催 ⇒ 佐伯高校　1名

1名 高齢者家庭の片付け作業など 浅原　1名

1名 中学生の学習支援事業など 玖島　1名

農業　1名

H29 年度

吉和

佐伯

玖島

浅原
さいき日和

発行

ｺﾐｭﾆﾃｨ通信発行

H28 年度



しごと共創センター　他

計画期間中の取組

方向性②　コミュニティビジネスの創出

取組１ コミュニティビジネスへの取組み支援

内容

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
特性を生かしたまちづくり

関連する条
（第７条）地区、地域及び市域におけるまちづくり
（第８条）円卓会議

方向性

①まちづくりを支える環境整備や交流、連携の場づくり

②コミュニティビジネスの創出

③地域課題解決に向けた円卓会議の推進

コミュニティビジネスの意義、必要性について意識啓発を図ると同時に、まちづく
り活動団体等からの相談に対応するなど、コミュニティビジネスへの取組を関係機
関と共に支援する。

【状況】
創業塾や女性の起業支援事業などを開催した。コミュニティビジネスにつながるか
は未知数。実際にコミュニティビジネスを実践している地区もあれば、企画倒れに
なった地区もあり、状況はさまざまである。
地域活動団体の中にはNPO法人化を検討している地区もあり、コミュニティビジネス
を視野に入れての動きと考えられる。

【担当課の自己評価】
次年度以降も引き続き創業・起業を支援する。前回の審議会で「コミュニティビジ
ネスの定義が広く、正しい理解がされていないのでは」と意見をいただいた。関係
課と連携して講座を企画していきたい。

進捗状況

審議委員
からの

コメント

○主催している創業塾などの講義内容に、「社会的起業」の要素を盛り込んでいけ
るとコミュニティビジネス創出に近づけるのではないかと考える。
○地域政策課、産業振興課、協働推進課など関係する所属と、役割を明確にして取
り組むと良い。
○他地域の成功事例情報や失敗事例などの情報やノウハウを庁内で共有すること
や、企業からの聞き取り内容、相談内容などをきちんとデータベース化し、容易に
検索できるよう工夫して保存しておくことが、コミュニティビジネスへの取組み支
援につながるのではないか。



協働推進課

協働推進課　他

内容
活動内容や活動拠点に関係なく情報を共有することで、多様な主体の連携を加速さ
せる。

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　取組シート ⑦ ⑦ ⑦ ⑦
情報発信による信頼関係づくり

関連する条 （第９条）情報の発信及び共有

方向性

①さまざまな分野間での情報共有の推進

②受け手の立場に立った情報の伝達

【状況】
約2ヶ月に1度開催しており、地域政策課、福祉総務課、高齢介護課、生活福祉課、
しごと共創センター、社会福祉協議会、協働推進課などが参加している。情報共
有、意見交換を目的として、自所属で進めている事業、困っていること、他所属に
相談・依頼したいことなどを議題を挙げて進めながら情報共有を図っている。

【担当課の自己評価】
普段から連携し合っている所属もあるが日常的な関係が不十分な所属があるため、
当会議を通じて様々な分野間での情報共有を進めたい。

○これまでのように、自主性・柔軟性を生かした運営を心がけながら、さらに連携
を促すためにも、議事録などで記録に残すと良い。
○単に情報交換の会議ではない「役割」を果たすために、幹部会議や経営会議など
の上部会議との関係性をはっきりさせると良い。
○総合計画などにおける自所属の事業の位置づけを意識する場など、本連携会議の
位置づけ、開催意義を意識しつつ実施・参画されるのが良い。また、担っている事
業に関しての市民意見を共有する場としての意義を広めると良い。

進捗状況

審議委員
からの

コメント

計画期間中の取組

方向性① さまざまな分野間での情報共有の推進

取組１ 団体活動情報や助成金情報などの発信

内容

市民活動センターの「情報収集・提供」機能を生かし、さまざまな分野の団体の活
動内容や、活動に必要な助成金情報などを、随時発信していく。

進捗状況

【状況】
ホームページやフェイスブック、市民活動センター情報紙「さくらdeファミ
リー」、メールなど、それぞれの機能や特徴を生かしながら情報発信している。ま
た、平成27年3月から継続している市民活動ネットワーク登録団体へのメールマガジ
ンによる情報提供も定着してきた。

【担当課の自己評価】
市民活動センター情報紙「さくらdeファミリー」には新しい登録団体を紹介する
コーナーが毎回掲載されており、団体どうしのつながり作りに活用されている。ま
た、「さくらdeファミリー」は各団体に郵送されるため、登録団体への情報提供、
情報共有には欠かせない情報伝達ツールとなっている。

取組2 廿日市地域業務連携会議の開催



平成 29 年 5 月 31 日 

協働によるまちづくり審議会について修正版修正版修正版修正版 

１１１１    審議会の審議会の審議会の審議会の役割役割役割役割    

 

（協働によるまちづくり審議会） 

第１７条  

２ 審議会は、市長からの諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、審議します。 

(1) 第６条に規定する推進計画に関すること。 

(2) 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価に関すること。 

(3) 協働によるまちづくりに係る施策の改善に関すること。 

(4) 第１６条第２項に規定するまちづくりに対する評価の基準に関すること。 

(5) この条例の改廃に関すること。    （協働によるまちづくり基本条例 一部抜粋） 

 

審議会の役割 

本推進計画による取り組みの調査・審査 
協働事業 

提案制度 総合的評価 

（H27,H32） 
取組シート 

実地見学 

ヒアリング 

(1) 推進計画  ○ ○  

(2) 総合的評価 ◎    

(3) 施策の改善  △ ○  

(4) 評価の基準    △ 

 

２２２２    平成２９年度審議内容について平成２９年度審議内容について平成２９年度審議内容について平成２９年度審議内容について    

（１）審議の対象（１）審議の対象（１）審議の対象（１）審議の対象    

    本推進計画による取組み 

（（（（２２２２））））取組取組取組取組の分類との分類との分類との分類とそのそのそのその選択及び選択及び選択及び選択及び審議の審議の審議の審議の仕方仕方仕方仕方    

 
選び方 

ヒア 

リング 審議会での資料 

通常審議通常審議通常審議通常審議取組取組取組取組    
H28 年度に調査・審議した

取組みを基本とする。 
× 

取組シートで進捗状況を調査・審

議する。 

重点的重点的重点的重点的審議取組審議取組審議取組審議取組    

（以下「重点「重点「重点「重点取取取取

組組組組」」」」） 

審議会として重点的に調

査・審議したい取組みを４

つ程度選ぶ。 

 
○ 

より詳細な取組シートで事業内容

や進捗状況を調査・審議する。 

担当部局のヒアリング結果の取り

まとめ資料を用いる。 

必要に応じて補足資料を添付す

る。 

フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ

取組取組取組取組    

H28 年度にヒアリングを行

った取組みのうち、協働に

よるまちづくりの観点か

ら取組手段の改善の必要

性があるものを２つ程度

選ぶ。 

○ 

 

 

※重点取組を、複数年かけてローリングすることで、市の事業全般に審議が及ぶ流れ。    



平成 29 年 5 月 31 日 

３ 平成２９年度の審議会スケジュール（予定） 

 

段 階 時 期 内 容 

第１回審議会 ５月３１日 

①副会長選出 

②ヒアリングの報告と取組シートへのコメント確認 

③H29 年度審議会の進め方について 

経過観察 

７月 ヒアリング（重点取組） 

８月 勉強会 

９～１０月 実地見学（重点取組） 

第２回審議会 

１月 ヒアリング(重点取組。必要に応じてフォローアップ取組） 

２月 H29 年度の取組みの振り返りと次年度へ向けて 

 



平成 29 年 5 月 31 日 

廿日市市協働推進課 

協働によるまちづくり審議会協働によるまちづくり審議会協働によるまちづくり審議会協働によるまちづくり審議会    重点重点重点重点的に審議する取組み（案）的に審議する取組み（案）的に審議する取組み（案）的に審議する取組み（案）    

 

以下の事業から４つを選び、平成 29 年度協働によるまちづくり審議会の重点的に審議する

取組みに位置付け、審議会委員によるヒアリングと施策の改善提案を行います。 

 

 

 

● 多様な学習機会の提供（市民センター活動推進事業多様な学習機会の提供（市民センター活動推進事業多様な学習機会の提供（市民センター活動推進事業多様な学習機会の提供（市民センター活動推進事業／／／／地域政策課地域政策課地域政策課地域政策課））））    

地域の課題解決につながる学びや、市民の生涯学習ニーズなどに応えるため、子どもから高齢

者までを対象としたさまざまな講座や事業などを行うとともに、学習成果が地域で活かされるよ

う、まちづくりを担う人づくりを行います。 

 

● 協働事業提案制度協働事業提案制度協働事業提案制度協働事業提案制度（協働推進事業（協働推進事業（協働推進事業（協働推進事業／／／／協働推進課協働推進課協働推進課協働推進課））））    

協働によるまちづくりの理念を普及するとともに、交流、連携の場づくりや、人づくりなどを

行います。また、協働によるまちづくり推進計画に基づき、公共的な課題の解決に向けて、市民

団体などと協働により、事業展開できる仕組みづくりを行います。 

 

● 市民センターの地域市民センターの地域市民センターの地域市民センターの地域運営（市民センター管理運営事業運営（市民センター管理運営事業運営（市民センター管理運営事業運営（市民センター管理運営事業／／／／地域政策課地域政策課地域政策課地域政策課））））    

市民センターがまちづくりの拠点として、より地域に密着し、地域の課題解決につながるよう、

佐方市民センター及び串戸市民センターの管理運営を地域に委ねます。 

 

● まちづくり交付金の創設（協働のまちづくり事業まちづくり交付金の創設（協働のまちづくり事業まちづくり交付金の創設（協働のまちづくり事業まちづくり交付金の創設（協働のまちづくり事業／／／／地域政策課地域政策課地域政策課地域政策課））））    

地域自治の推進のため、これまでの補助制度を見直し、地域特性に応じた課題の解決に、より

柔軟に取り組んでいけるよう、地域自治組織への支援を行います。 

 

● 地域支援員の配置地域支援員の配置地域支援員の配置地域支援員の配置（中山間地域振興事業（中山間地域振興事業（中山間地域振興事業（中山間地域振興事業／／／／中山間地域振興室中山間地域振興室中山間地域振興室中山間地域振興室））））    

佐伯高等学校の魅力化や、農業の活性化、定住促進など地域固有の課題に対応した地域支援員

を配置し、地域力の維持・向上や、活性化を図るとともに、都市との交流や定住を促進し、中山

間地域の振興に取り組みます。 

 

● 「はつかいち市民リポーター」制度による魅力「はつかいち市民リポーター」制度による魅力「はつかいち市民リポーター」制度による魅力「はつかいち市民リポーター」制度による魅力発信（広報広聴事業発信（広報広聴事業発信（広報広聴事業発信（広報広聴事業／／／／経営政策課経営政策課経営政策課経営政策課））））    

市民の地域に対する愛着心の醸成を促すため、フェイスブックを活用して「はつかいち市民リ

ポーター」制度を実施していますが、同制度をさらに拡充し、広報紙やフェイスブックとは異な

る身近な視点で、廿日市市の魅力を発信できるよう取り組みます。   

        

● 地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ活動活動活動活動体験研修の実施体験研修の実施体験研修の実施体験研修の実施（人材育成事業（人材育成事業（人材育成事業（人材育成事業／／／／人事課人事課人事課人事課））））    

入庁 3 年目の職員がコミュニティ推進団体と一緒に活動することで、地域コミュニティの活動

内容や地域の現状などを認識し、地域活動への参加意欲の喚起につなげると同時に、市に誇りを

持ち、地域に貢献できる職員、市民に信頼され感謝される職員を育成します。 


