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 廿日市市協働によるまちづくり審議会 第 1 回会議 会議要旨 

 

 

 1 日時：平成 29年 5月 31日（水） 19：00～20：50 

 2 場所：廿日市市市民活動センター2階 第 2研修室 

 3 出席委員：  10人（50音順） 

青柳康夫、岩藤綾子、加治実穂、後藤香代子、後藤正治、益本住夫、三浦浩之、三浦

義晨、吉村佳子、吉本卓生 

   欠席委員：4人 

市： 4人 

      池本自治振興部長 

事務局（協働推進課）  小田 豊、米原真理、宮川佑介 

  傍聴者：0人 

 

（次第） 

1 開会 

2 会長あいさつ 

3 副会長の選出について 

4 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 

5 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 

6 閉会 

 

（配付資料） 

(1) 会議の次第 

(2) 平成 28年度取組シート（コメント入り） 

(3) 協働によるまちづくり審議会の進め方について(案) 

(4) 重点的に審議する取組み（案） 

(5) 日程調整票 

 

１ 開会                                       

〔事務局〕 

定刻となったので、第１回会議を開会する。本日の会議の内容は会議録としてまとめ、ホー

ムページなどで公開する。終了時刻は 21 時を予定しているので、ご協力の程、よろしくお願

いする。 

 

２ 会長あいさつ                                         

〔会長〕 

 今回は平成 29年度第１回の会議である。平成 28年度の最後の会議開催後、取組みの内容に

ついてもっと知らなければいけないということで、委員によるヒアリングをご都合のつく委員

で実施した。本日はその結果を踏まえつつ、今年度どのように進めていくかを決めたいと思う

ので、よろしくお願いする。 
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〔事務局〕 

審議は次第のとおり進める。副会長の選出、ヒアリング実施結果の報告、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、の 3点である。ここからは会長に議事進行をお願

いする。 

 

３ 副会長の選出について                                         

〔会長〕 

 副会長の選出についてである。最近の会議で副会長不在という状況は各委員も認識されてい

ると思うが、経緯について事務局から説明をお願いする。 

 

〔事務局〕 

副会長の槇本委員から、会議に出席できない状況が続いており、副会長を降任したいと申し

出があった。ついては、協働によるまちづくり審議会規則第 2条により、委員の互選で副会長

の選出をお願いする。 

 

〔会長〕 

当初から副会長としてご尽力されてきたが、仕事の関係で都合がつかないという話を聞いて

いる。委員としてはやりたいことがあるが、副会長という身分については会の運営に対してご

迷惑をかけるということで降りたいという話があった。それを受け、後任の副会長を決めたい

と思う。 

 

 互選により、加治美穂委員が副会長に選出された。 

 

〔副会長〕 

私は平成 27 年度から、第 2 期の審議会委員をしている。皆さまにご賛同いただき、副会長

にご選出いただいた。今後とも、よろしくお願いする。 

僭越ではあるが、私が審議委員をさせていただきたいと思ったのは、まちづくりを市民が委

員となって考えるという会がとても興味深く、意味のあるものだと感じたからである。市と対

等な立場で、暮らしの中で様々な形で関係している人と同じテーブルを囲み、まちづくりをし

ていくのが協働だと思っている。そういった協働の審議会に、これからも貢献できるよう、し

っかり頑張っていきたいと思う。よろしくお願いする。 

 

４ 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                                         

〔会長〕 

審議事項の２番目、ヒアリングの実施経過の報告及び平成 28 年度取組シートについて、４

つの取組みについて、担当部署に対してヒアリングを実施した。それぞれに関して、お手元に

取組シート②、④、⑤、⑦がある。取組みの内容と進捗状況の報告があったことを受け、ヒア

リングを行い、今回は「審議委員からのコメント」が赤字でそれぞれ記入されている。これは

ヒアリングに出席された委員のヒアリング内容を踏まえてのコメントであり、あるいは担当部

署からの説明を受けてのこちらの理解もあると思う。全体で共有化をしたいと思うので、参加

された方々から簡単で結構なので報告をお願いしたい。 

取組シートの順番でお願いする。まずは取組シート②。こちらについては、方向性１「協働

の実践と検証・評価」の取組２「パブリックコメント制度による市民参画」である。経営政策

課を対象にヒアリングを実施した。参加された方を代表して、Ａ委員お願いする。 
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〔Ａ委員〕 

ヒアリングに参加させていただいた。パブリックコメントを所管する、経営政策課から話を

聞いた。 

参加した審議委員の中でコメントを作ったものがお手元にあるので、ご一読いただければと

思う。結論としては、審議会でパブリックコメント制度をどういったことを審議し、評価する

かということを、担当課と、とりまとめをする経営政策課にこちらから伝え、その審議できる

もの、着目する点というか、そういったことを出してもらって、私たちがちゃんと審議できる

ことをお互いにやっていけたらいいなと思った次第である。今後、再度ヒアリングする機会が

あると思うので、その時には、そういったことが効果的にできたら良いと思う。 

 

〔会長〕 

他に参加された方で、この件について補足はあるか。 

お手元の資料では、審議会のコメントとして最初のところに、「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。これは廿日市市パブリックコメ

ント制度実施要綱にも定められている。」とある。また、経営政策課に関しては、「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。」ということを記載している。 

また、経営政策課は全体を統括しており、個々にパブリックコメントを実施する所管課があ

るので、そちらに対しては、意見を募集することを説明会で周知するなど、機会をとらえても

っとアピールすること。また、意見がなかなか出ていないということは、パブリックコメント

の考え方からすると、十分にできていないことになるので、「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。」のではないか、ということがあった。 

これに関して、実は一部修正が必要ということを事務局から聞いている。 

 

〔事務局〕 

審議委員からのコメントの最初の部分を一部修正したいと考えている。 

「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。」とあり、この部分はヒアリングの中で確認をしてもらったところである。 

その次の部分であるが「これは廿日市市パブリックコメント制度実施要綱にも定められてい

る」という部分、ヒアリング時はこういったことで認識を共有していたところではあるが、改

めて担当課に確認したところ、最終確認としてパブリックコメント制度を用いるということは

要綱に定められていないことが確認された。実際には、素案の段階や原案の段階、あるいは最

終案の段階、企画・立案過程の段階、さまざまな段階のうち適切な時期に実施しなさい、と要

綱には定められている。 

したがって、コメントの「これは廿日市市パブリックコメント制度実施要綱にも定められて

いる」の部分について、削除をさせていただきたい。 

 

〔会長〕 

説明があった部分、削除ということになる。当日、説明を聞いた時には、委員の中では上に

書いてある最終確認として、パブリックコメントが使われるという印象を受けたということに

なると思う。しかし、実施要綱からすると、事務局から説明があったように、企画・立案の段

階、何をしようとしているのかという段階や、そのためにどういうプランを作るのか、素案を

基に議論を重ねて原案を作る･･･、といったさまざまな段階でパブリックコメントを受けるこ

とが書かれているということになる。 



 4 

つまり、現実的な運用としては要綱に定められていることが実施できていない可能性がある

ことになるので、この内容についてはそのように理解していただければと思う。何かこの件に

関して、ご意見等はあるか。 

 

〔Ｂ委員〕 

ということは、今までは企画の段階などで、パブリックコメントをうまく運用してなかった

ということか。 

 

〔会長〕 

事実確認ははっきりできていないが、そういうことになる。 

 

〔Ｂ委員〕 

要綱に書かれてある運用が現実的にはできてないという理解でよいか。 

 

〔会長〕 

これまでパブリックコメントがどの時点で行われたか、というのは今回の調査では把握でき

ていないので、もう少し確認しないといけないのではないか。今年度のフォローアップで確認

する必要があると思う。全くしていないかどうかも今の段階ではわからない。 

 

〔Ｂ委員〕 

その辺の確認はしていないのか。 

 

〔事務局〕 

昨年度実施したヒアリングで、28 年度に実施した２件について確認したが、どちらも案の

最終段階の時にパブリックコメント制度を実施している。 

また、これはヒアリング時ではなく後日担当課から確認したことだが、数年前には最終確認

の段階ではなく、計画の策定途中の段階でパブリックコメントを実施しているものもあると聞

いている。過去の全てのものを確認できているわけではないので、今後確認が必要なところで

はないか。 

ヒアリングに実際に行かれた委員は聞いていると思うが、パブリックコメントを実施する前

段階で、説明会やワークショップなどを開催し、市民から意見を聞いているということを確認

した。そういった過程を踏まえたうえで、最終確認としてパブリックコメントを活用している

ということを担当課から説明を受けた。 

 

〔会長〕 

その前段の部分、「最終段階で用いられているということがわかった。」というのは、先方と

のやりとりはあったうえでの参加者の認識であり、それは事実である。ただ、今説明があった

ように、その後の情報からした時にふさわしくないことが今日の段階でわかったことになる。 

 

〔Ａ委員〕 

今回ヒアリングに参加した中で、私が感じた着目した点として２つある。先ほど最終確認と

して用いるということが実施要綱に載っていないという話だったが、パブリックコメントに至

るまでの段階がいくつかあり、その段階でやるべきことを担当課がどれだけやったか、そこを

審議して評価するということが必要だと思う。そういったことをしたかどうか、担当課から提

示をしていただければと思う。 

２つ目は、そもそもパブリックコメントの存在を知らない人に知ってもらうための周知をす
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る必要がある。そしてその改善策が、これから実施していただく部分かとは思うが、適切かど

うか、改善がうまくいかなかったらそれの理由の分析をするなど、この審議会で見守っていく

というのが役割ではないかと思う。 

 

〔会長〕 

他よろしいでしょうか。 

では２つ目の取組みについて。取組シート④の特性を生かしたまちづくり、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」のところである。この中の取組３「市民・

まちづくり活動団体同士の連携促進」である。 

こちらはＤ委員、お願いする。 

 

〔Ｄ委員〕 

この件に関して、「クラブ同士の交流だけでなく、大きなレベルの取組が必要ではないか」、

「活動団体の交流だけではなく、もっと別の視点が必要ではないか」というのが前回の審議会

で意見が出ていた。ヒアリングをして、地御前地区では健康をテーマにした事業や、中央市民

センターでは「街道まつり」、これは吉賀町などと協働で実施している事業であり、そういっ

た大きなレベルの連携事業が実施されていたということがよくわかった。 

それを踏まえ、審議会のコメントとしては以下のとおりとした。「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。」というのがコメントになっている。 

ヒアリングに参加してみて、この取組シートの情報をうまく発信できていないのではないか

など、せっかく様々な取組みを実施しているのにもったいない、もっとアピールできたらいい

のではないかというのが意見である。 

 

〔会長〕 

そのほか参加された方、補足等はないか。あるいは何かこの内容について質問、あるいはコ

メントについての追加すべきことがあればお願いする。 

状況としては、めざしている内容をある程度進めているということではあるが、そういった

情報を認識しているのは市民の一部に限られているということを変えないといけない、という

ことである。 

 

〔会長〕 

特に意見が無いようであれば次に移る。 

続いて取組シート⑤、コミュニティビジネスの創出である。 

 

〔Ｃ委員〕 

しごと共創センターを中心に話を聞いた。担っているしごと共創センターとしては、主とし

て新しい仕事を生み出すとか、女性の起業支援ということで女性が自ら働くすべを作るという

ようなこと、こういった取組みを全て進めており、コミュニティビジネスに特段注力している

わけではなかったということがわかった。 

そのあたりを踏まえ、コミュティビジネスというものの意味合いが、全体としてはまだ浸透

しきれていないかなということを感じた。主催している創業塾というのがあるが、これを基に

例えば観光に関連して何かの生業を作る、外国の方が増えていることに関して、何かできるこ

とがあるのではないかという発想だが、社会的起業という要素を盛り込めると良いのではない

か。さまざまな仕事そのものも、本来は単なるお金儲け、利益を追求するということだけでは
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なく、地域にとって必要なことを、それはある分野で得意な方が担って、それに対して対価を

得るという、そういった健全な状況を生み出せるというのがコミュニティビジネスということ

で、そういった意味合いを足していただければ良いと思った。 

今回はしごと共創センターにヒアリングに行ったが、関連して地域政策課、産業振興課、協

働推進課、いろいろな部署が関連しており、それぞれが実施していることに対して、他のとこ

ろとタイアップすればうまくいく、効果が生まれるというこがあると思うが、そういったとこ

ろが不十分ではないかということだった。 

また、「他地域の成功事例、失敗事例などの情報やノウハウ、企業からの聞き取り内容、相

談内容などをデータベース化し、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。」というのは、やはり担当者が情報

を得ているかもしれないが、担当レベルでしかなく、他部署がこういう事業・取組みをしたい

という時に、情報にアクセスできないということがある。あるいはコミュニティビジネスとな

ると、仕事に対しての考え方を、今と少し違う領域まで踏み込んでいくことになるが、そうは

思っていない方もいる。ボランティア的に実施することであっても、実はビジネス化するほう

が持続的なことになる可能性があるということがあるが、そういった認識までは至っていない。

市民側のボトムアップも必要であり、関連する部署はこういった視点を常に意識しなければな

らないと思う。 

 

〔会長〕 

ほかにヒアリングした方で補足はあるか。 

 

〔Ｅ委員〕 

質問だが、コミュニティビジネスを実践している地区があるということだが、どこの地区な

のか。 

取組シートの中に「実践している地区もあれば、企画倒れになった地区もある」と記載があ

る。実際にやっている地区というのはどこの地区なのか。地域団体や市民活動団体、ＮＰＯな

ど主体はいろいろあるとは思うがどうか。 

 

〔会長〕 

これについて補足説明はあるか。 

 

〔事務局〕 

ヒアリングでは、実践している地区、あるいはうまくいかなかった地区の企画の内容はどの

ようなものだったか、を聞いた。回答としては、「ビジネスに取り組もうとしていたところが

あるのは聞いていた」というもので、具体的にどこの地区といった発言はなかった。 

 

〔Ｅ委員〕 

実践している地区があると書いてあるのは嘘ではないか。あるとは思えないから聞きたかっ

た。 

 

〔Ｂ委員〕 

先ほど言われたような観光の産業で、宮島地域の中で観光客を狙ってさまざまな企業が立ち

上がっている。 

 

〔Ｅ委員〕 

宮島地域ということか。 
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〔Ｃ委員〕 

おそらく観光を基本としたスモールビジネスであって、ここでいっているようなコミュニテ

ィビジネスということにはならないと思う。しごと共創センター側がコミュニティビジネスと

いうことへの理解が不十分な状況がある。回答も地域で何かしておけばコミュニティビジネス

かなということでこういう回答になっていると思う。 

 

〔Ｆ委員〕 

ちょっと聞きたいのだが、株式会社おけいこジャパン。ここはコミュニティビジネスという

ことにはならないのか。外国人を対象に、グループでお茶や着物の体験などを提供している。

こういったところが行き詰って相談にくるということがあるのかどうかだが。 

 

〔事務局〕 

相談というのはないが、そういった動きは聞いてはいた。 

 

〔Ｇ委員〕 

このおけいこジャパンは株式会社であるが、広島市の方なので、廿日市市のしごと共創セン

ターに来るかどうかはわからない。私の知り得ている限りでは、宮島地域にはコミュニティビ

ジネスとして法人化されたところは無いかもしれない。 

 

〔Ｆ委員〕 

うまくいくかどうかと思って心配している。 

 

〔Ａ委員〕 

コミュニティビジネスといっても、収益、営利目的ではない。ここでいう地域政策課や協働

推進課のほうに関係があるのかと思うが、吉和にＮＰＯ法人ほっと吉和というのがある。有料

で高齢者や歩けない障がい者の方に対して、送迎やちょっとしたお手伝いなどを、ＮＰＯ法人

の事業としてこの春から始めたようである。それがしごと共創センターと関係するかわからな

いが、地域のコミュニティビジネスというイメージしやすいものがでてくるのではないか。そ

ういったことに対して、しごと共創センターも関連部署と一緒になって支援していくのではな

いかと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

おそらくやりたい人たちは独自に自分たちのネットワークを使って立ち上げていることの

方が多いと思う。しごと共創センターを使って話し合った上で立ち上げる、というのはあまり

ないのではないかという気がする。 

 

〔Ａ委員〕 

これまではそうだったと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

そういうところがあるのだから、連携・連絡をとって広めていく、それを一つの例として、

また新しく立ち上げようという人たちに情報提供するというのが本来ではないか。今現在とし

てはそこまではできていないのではとヒアリングに参加して思った。 

 

〔Ａ委員〕 

これからだろうと思う。 
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〔Ｈ委員〕 

今意見があったが、吉和のＮＰＯ法人の理事長をやっている。コミュニティビジネスになる

のだろうなとは思うが、４月から事業を始めた。吉和全体では住民参加型の「生涯暮らし続け

られる地域をつくる会」ということで会を作り、その会で事業を運営するのが難しいのでＮＰ

Ｏ法人を立ち上げようということで立ち上げた。儲け主義ではなく、本当に住民みんなが支え

あいながらやっていこうと進めている。 

実際に実施しているのは廿日市全体ではシルバー人材センターというのがあるが、それに代

わる「人材センター」というものを立ち上げている。そして、先ほど障がい者サロンなども言

われていたが、お年寄りの見守りをしたり、それから草刈作業とか、そういったのもやってい

る。 

もう一つの大きな事業としては、吉和には特別養護老人ホームという施設が一切ない。夜お

年寄りが安心して暮らすためには、夜が一番寂しいということで、泊まりができる施設を作ろ

うということ市にお願いをして施設を今建設中である。７月中旬ころから施設を利用して、夜

泊まりの施設を運営していく予定である。 

 

〔Ｃ委員〕 

議論の中であったように、コミュニティビジネスという言葉だけが走っている。今言われた

吉和地域などの実例を紹介することで、「そうだったんだ」というのを市民の中に気付かせて

いくということが必要だと思う。 

 

〔会長〕 

では次、４つ目ですが取組シート⑦。「情報発信による信頼関係づくり」の方向性１「さま

ざまな分野間での情報共有の推進」について、状況の説明をお願いする。 

 

〔Ｉ委員〕 

あまり記憶がなくなってしまっているが、５つの地域が合併して、なかなかそれを一つにし

きってしまうというのが難しく、強引に一つのルールを作っても、それがなかなかうまくいか

ない。であれば、地域ごとにやりやすいような形を生かすことが必要ではないかと。自分たち

もやりながら聞いたり見たりするとヒントになるし、この連携というのは言葉ではさらっとし

ているが、なかなか難しい。ちょっとずつ前進させるのに、地域の特性を生かしながら進めて

いけないかと、そんな想いだったような気がする。 

 

〔会長〕 

当日のメモが配付されているが、いろいろやり取りをしながらＩ委員も言われたが、会自体

で情報交換する場にはなっているけれども、廿日市市全体の中での位置付けが明確にできてい

ないのではないかというのがあった。市民の意見を共有する場になっているが、全庁的に広ま

らないし、それから市長とか副市長とかのリーダーシップやそれから局長会議などとの関連性

がはっきりしていないということもあった。 

 

〔Ｉ委員〕 

結局いろんな人が集まって会議を役所の中でされているが、回数を重ねていても実現がなか

なかできていない。推測だが、原因としては大きい組織でありがちなのはトップの理念という

か、方向性が決められていないから。その辺が出てくれば一番いいのではないか。 

 

〔Ｂ委員〕 

私の場合はヒアリングを聞いて、情報交換はできていて、この一部は手伝いましょうという
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ことは発想としてはできている。そうではなくて今までできてなかったけれども、予算を新た

につけるとか、プロジェクトを作ったりとか、そのような会議にはなっていない。上層部との

関係やトップとの関係性が必要で、提案できる場があると良いというのがあったと思う。 

 

〔会長〕 

そのほかに当日のことで何かあるか。 

 

〔Ａ委員〕 

私もこの場にヒアリングに伺ったが、そもそも庁内で課を越えた連携というものをしている、

しようとしているっていうこと自体がとても画期的だと感銘を受けた。上の指示ではなく、自

主性とか柔軟性、自分たちが他の課と一緒になって、他の課がやっていることを知らないから

知ろうとか、職員から声をあげて集まって時間をつくるというのは、なかなかできることでは

ないなと。こういった会議を２ヶ月に１度でも続けているというのは良い事だと思うし、それ

をアウトプットしてつなげたり、職員のモチベーションが持続できるように続けていけたらと

思う。 

 

〔会長〕 

その他、全体として何かないか。 

 

〔Ｉ委員〕 

戻って取組シート⑤のコミュニティビジネスについて、個人的な感覚を含めて言うと、コミ

ュニティビジネスという言葉がピンとこない。支援をしているしごと共創センターというのも

結びつかない。 

どちらかに名前を一つにするとか、そういったことでもしないといけないのではと感じる。

しごと共創センターで何をしているのかと聞かれた時に何も答えられないなと。あるいはコミ

ュニティビジネスも答えられない。先ほどの吉和の例とか、例としては浮かぶが、それは本当

にコミュニティビジネスと呼んでいいのかなというのがピンとこない。個人的に言うと自分た

ちは既にやっているよと、しごと共創センターに聞きに行くこともないし、教えることはあっ

ても教えられるものはない。金を儲けないのもビジネスなのかというのもあるし、ビジネスと

つけない方が良いのではないかと思う。難しくしている。しごと共創センターというのも難し

くしている。コミュニティビジネスセンターならいいのだが。 

 

〔Ｃ委員〕 

しごと共創センター自体は通常のビジネスを主として支援している。通常は、こんな仕事を

したいということに対し、それを支えるという位置づけ。個人と言うかグループでなにかした

いとか、企業間の連携を図って新しいビジネスと生み出すということを支援している。そこに

コミュニティビジネスの取組支援を全て担ってくれというのは、そういう意味からすると難し

いかなと。 

 

〔Ｉ委員〕 

わからないのでしつこく言うが、聞かれてもわかりやすいようにするためには、こんな事例

が世の中にはある、という紹介があればわかりやすい。お年寄りのサポートもそうかもしれな

いし、こういったことがコミュニティビジネスです、という項目があった方が解釈できるかな

と思う。 
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〔Ｂ委員〕 

新しく起業した方というのは市のほうで把握ができているのか。 

 

〔事務局〕 

全ては把握できていない。 

 

〔Ｃ委員〕 

審議委員からのコメントとしてもまとめてある２つ目だが、今回はしごと共創センターに聞

いているが、本来は地域政策課、協働推進課に加えて産業振興課という割合になると思う。地

域政策課として実施している中で、ビジネス的な視点で取り組むことができそうなものは支援

すると。メインとなる部署がしごと共創センターであるというような内容はふさわしくなかっ

たかなと思う。 

あるいはその他の地域の成功事例や失敗事例を書いているのは、やはり発信をして、これに

対してのイメージを生み出していかないといけないのかなと。そんなことがコメントに含まれ

ていると考えている。 

 

〔会長〕 

パブリックコメントの取組みについては削除をするという部分があったが、他の部分に関し

ては、この文言で基本的にはよろしいか。多少見直しをし、修正すると思うが、それは一任し

ていただいて、その上で担当課に返すこととする。 

 

 

５ 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                                         

〔会長〕 

次第の３番目、平成 29 年度の審議会の進め方について、資料の「協働によるまちづくり審

議会について(案)」で議論を進めたいと思う。事務局から説明をお願いする。 

 

〔事務局〕 

まず「審議会の役割」だが、この審議会の役割を条例に沿って表で整理したものである。こ

ちらは説明を省略する。 

平成 29 年度の審議内容について説明する。審議の対象だが、これは推進計画による取組み

全てを審議の対象とする。ここはこれまでと変わりない。しかし、取り上げている取組み全て

を限られた時間内で審議することはできないため、取組みを３つの種類に分類している。 

「通常審議取組」は、取組シートの作成によって進捗状況を調査、審議するもの。「重点的

審議取組」は長いので重点取組と呼ばせてもらうが、審議会として重点的に調査、審議する取

組を４つほど選び、審議会でより詳しく事業内容や進捗状況を調査、審議する。ヒアリングの

実施や、必要に応じて詳細の資料を添付する。 

最後に「フォローアップ取組」。平成 28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、取組み手段の改善の必要性があるものを２つほど選びフォローアッ

プ取組としてはどうかと考えている。 

 

〔会長〕 

最初の審議会の表だが、お手元の資料で変更をお願いしたい。項目として取組シート、実地

見学、ヒアリング、協働事業提案制度、総合的評価、となっているが、条例に合わせていくと、

協働事業提案制度というのは評価の基準ということになるので、一番右端、最後ではないかと

思う。取組シートと実地見学については同じような並びになるが、総合的評価との位置づけは、
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ウエイトとして高いのは総合的評価かなという気がしている。つまり、一番右端に来ている総

合的評価が一番左にきて、そのあと取組シートと実地見学の推進計画の改善に関すること。単

に、並びを条項の並びに合わせたほうが見やすいかなということであるが、修正させていただ

きたい。 

また、今回の内容だが、審議する内容についてということで、取組みの分類と審議の仕方と

いうのが今回の議論、皆さんのご意見をいただきたいところである。事務局から説明があった

が、一つは数、重点取組は４つ程度、あるいはフォローアップは２つ程度選ぶとあるが、実施

する段階で数を念頭に置く方がいいかなと思う。選び方として、始めからいくつ程度というこ

とではなく、どういった考え方で選ぶかを記載するのがよいと思うので、重点取組の内容は、

「審議会として重点的に調査、審議したい取組みを選ぶ」とし、括弧をつけて「（４つ程度を

目安とする）」とする。フォローアップについても、平成 28年度にヒアリングした取組みのう

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選ぶ」とし、括

弧をつけて「（２つ程度を目安とする）」とする。数を優先するわけではないので、あくまで目

安かなと思う。 

今の修正提案についていかがか。そもそも審議する内容としてこれで良いのかということに

ついても、ご意見があれば言っていただきたい。重点的に審議し調査をしてというのは、本日

も報告していただいたが、ヒアリングは過去に実施していなかったし、フォローアップという

考え方も今回が始めての提案である。ヒアリングの中で、まだまだだ、という取組みもあった

のでそういった取組みについてはフォローアップした方が良いという事で枠を作ったという

ことである。全体的な枠組みについて、ご意見があれば言っていただきたい。 

 

〔各委員〕 

 異議なし 

 

〔会長〕 

これまで私も会長をさせていただきながら、取組みの審議、ここに書いてあるとおり調査、

審議をしてきたが、時間をかけながらもなかなか効果が得られなかった。今回は新たに、より

詳しく内容を理解した上で、より良いものをつくるためにヒアリングをするということを委員

からご提案いただき、今までにない段階に審議会が動いたと思っている。これを踏襲し、今年

度も進めていきたいと思う。全体枠については資料のとおり進めていきたい。 

そういった中で、どれを選ぶのかということになった時に、もう一つの資料「協働によるま

ちづくり審議会 重点的に審議する取組（案）」がある。私の方から頭だけ読んでいくが、前回

ヒアリングしたことを踏まえて、これらが重点的に審議すべき取組みであるというのが事務局

から案が出ている。 

まず、市民センターの活動推進事業がある。内容は読んでいただければと思う。２つ目が協

働事業提案制度、新たなものだがこちらについてのこと。３つ目が市民センターの地域運営が

ある。４つ目はまちづくり交付金、補助制度の見直しということで新たに始まるもの。それか

ら地域支援員。それからはつかいち市民リポーター制度で魅力発信をしているので、その取組。

最後はコミュニティ体験研修で、会議のなかでもかなり意見があった取組みで、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というもの。 

今からの進め方だが、お手元の資料に４つ丸をつけてもらって、集計をする。集計結果で自

動的に決めるということではなくて、それを見ながら意見交換をして決めたいと思っている。 
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（投票結果） 

８票 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） 

７票 協働事業提案制度（協働推進事業／協働推進課） 

４票 市民センターの地域運営（市民センター管理運営事業／地域政策課） 

７票 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） 

７票 地域支援員の配置（中山間地域振興事業／中山間地域振興室） 

６票 「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／経営政策課） 

８票 地域コミュニティ活動体験研修の実施（人材育成事業／人事課） 

 

〔会長〕 

とりあえず、少ない票のものがあり、残りは６～８票で、差がない状況である。 

ということで票の少ない市民センターの地域運営については、これまでと同じような取組シ

ートを基本とする調査ということでいいのではないかと受け止めたいと思う。 

その他については、はつかいち市民リポーター制度が２番目に少ないが、これを落としても

良いかどうか、ということ。 

 

〔Ｉ委員〕 

落としてはいけないと思う。 

 

〔Ｇ委員〕 

まちづくり交付金の創設について、これを落としてよいと思う。 

 

〔Ｉ委員〕 

みんな知らないので落としてよい。 

 

〔会長〕 

これは今から作る制度である。それをどうするかというところ。今からつくるものをこちら

が意見をするのか、この協働事業提案制度は協働推進に関わっているものである。 

 

〔事務局〕 

協働事業提案制度についてはこれから制度を作るものであり、まちづくり交付金は今年度か

ら既に始まっている制度である。 

 

〔会長〕 

協働推進課の取組みであれば、重点取組に位置づけなくても話を聞きながら審議ができるか

なという気もする。他を審議するなら落としてもよいか、先ほどの数の話になってくる。 

市民リポーター制度について、やはり審議すべきだと意見をいただければ。 

 

〔Ｉ委員〕 

市民リポーター制度についてはっきりとわかっていないが、その意味づけからいうと、この

広い廿日市市をうまく結びつける、ボランティアで本当に底上げになるような、そういった人

たちが１００人、２００人と出てくると、とても夢がある。そういう風に私には見えてくる。

紙媒体の広報については、働いている人は見ずに捨ててしまう。それを補うのはこの市民リポ

ーターで、その人たちの口コミというか、活動を広げていくことで情報を伝える人になるので

はないかという期待である。紙の媒体があまりにも多く、もちろん紙も必要だが、やはりある

種それも限界があり、市民リポーター制度は良いのではないか、というのが私の意見である。 
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〔Ｇ委員〕 

市民リポーター制度もできたばかりの制度であり、活動しているのは一部の方ということに

なっていると聞いた。そういったことを考えると人数を増やしたいし、これが市職員と一緒に

なって、本当の意味で協働して、例えば今後ＮＰＯになったり、それこそコミュニティビジネ

スに発展するということを見てみたいなという気がする。 

まちづくり交付金については反対である。審議会が介在するところにないと思う。６票の取

組みを選択して、７票を消すというのはおかしいかもしれないが、市民リポーター制度の方が

審議会で見守って育てていけることだと思う。交付金の方はそうではない。 

協働事業提案制度については、これは誰と誰の協働事業か、というのが問題だと考える。市

民だけが協働してください、であれば意味がない。 

 

〔Ｉ委員〕 

協働事業提案制度は市民リポーター制度と近いのではないか。市民リポーター制度というの

は応援部隊だと思う。お金がかからない。ぜひ頑張ってもらいたい。 

 

〔Ｇ委員〕 

この審議会で、市がやろうとしていることを、うまくいくように手助けしたいなという気が

する。 

 

〔会長〕 

地域支援員の配置、こちらについてはどうか。 

 

〔Ｇ委員〕 

個人的には反対。審議会から意見されるのではなく、その方がやるべき。これは選ばれた方

である。支援も受けているわけであり、その方の活動に意見をするというのはどうかと思う。

それよりも協働と名がつく協働事業提案制度と、市民リポーターについて、重点にしていただ

きたいと思う。 

 

〔会長〕 

では別の視点から、８票となっているコミュニティ体験研修と市民センター活動推進事業に

関してはみなさんどうか。 

 

〔Ｇ委員〕 

必要と思う。 

 

〔会長〕 

市民センターについては、後半のところに「学習成果が地域で生かされるようにまちづくり

を担う人づくり」とある。この人づくりという部分で、この活動がどう生きているかというの

が大事になっている。 

まちづくり交付金について、どうかという意見があったと思うが、他の方のご意見があれば

お願いする。また、地域支援員は意見がでていたように、支援員の方がいろんなことを考えて

やっていただくのがよいか。個人のことに関して審議会が意見するというのは難しいかなとい

う気がしている。 

４つを目安に、ということだが一つ増やして５つということだと、私たちがかける労力が増

えてしまうということであり、力が分散して厳しい面もある。 
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〔Ｆ委員〕 

まちづくり交付金は今年から制度が始まった。何か活動したい人のための支援ということで

必要なものではある。 

 

〔Ｇ委員〕 

私たちが制度をどうこうはできない。 

 

〔会長〕 

この制度自体は難しいかもしれないが、市民側からしての使い勝手ということで見てあげる

ことはあるかなと思う。 

 

〔会長〕 

資料に今年度のスケジュール案がある。来月からヒアリングをいくつか始めるようにしてい

る。事業の内容を私たちが知るということになると思う。来年の１月のヒアリングは、これは

いうならば効果を聞く。アウトカムという言い方があるが、どういう成果があがったかを聞く

のが１月になる。そうした時に、６月は本当にヒアリングになるのか、より詳しい資料を私た

ちが見るのか、そういった手段については、ヒアリングするかどうかを含めて検討するという

ことで。今のこのまちづくり交付金と市民リポーター制度があるが、これらの５つを候補とし

て、まず内容をしっかり知るということで候補にしてよろしいか。 

 

〔Ｉ委員〕 

どうしてもまちづくり交付金がなぜここにあるのか理解ができない。なぜこのような制度に

変更したかというと、各地域で補助金がどのように使われるかというのを自由にしてください

と。例えば、子どもがたくさんいる場合は、子育てのことをしないといけない。色をつけて資

金を交付されては困ります、と。また、合併をしたのに地域に交付される金額に違いがあり、

それを統一して、人口割り、世帯割等に変更するということもある。こういった制度に私も含

めて意見のしようがない。審議しようがない。 

 

〔Ｆ委員〕 

この制度は今から何かしたいという人に対する交付金ではないのか。何に使ってもいいとい

うものではない。 

 

〔事務局〕 

このまちづくり交付金制度の中には、Ｉ委員がおっしゃった基本的な部分と、新たに何かを

したいというときに、政策協議をしてあの交付金に加えて補助金を交付するという部分があり、

どちらかというと補助制度についての政策協議をどのように行っていくのか、というのを見て

もらうのに挙げさせてもらっている。 

 

〔会長〕 

制度自体に関して審議をしたいわけではなく、その中の一部に関して審議をするということ。

それは協働事業提案制度と関連はないのか。 

 

〔事務局〕 

一部近いところはある。この協働事業提案制度を進めていく中で、企画を職員と市民が一緒

に作ってもらい、実際に事業を実施する段階では、どこから資金を調達するかというのが問題

となってくる。その時に、このまちづくり交付金の中の、「活力あるまちづくり挑戦補助金」
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という補助制度があるが、それを財源として使うということも考えられる。 

 

〔会長〕 

今の説明では協働事業提案制度を重点取組に位置づけて審議する中で、まちづくり交付金に

に関連するものを埋め込んでいるということで、まちづくり交付金に対して直接的にはやらず

に、協働事業提案制度を進めるにあたり、交付金制度についても意識するということにすれば、

４つに整理ができるがどうか。 

 

〔各委員〕 

異議なし。 

 

〔会長〕 

ありがとうございました。これで重点取組については整理ができた。 

続いて、先ほど委員からそれぞれ説明していただいた４つの取組シートついて。フォローア

ップをしていくというものがあったと思う。状況としては、参加された方のコメントをみると、

現時点ではパブリックコメント制度、これは実際にそれを使わなければいけない行政側も、意

見をする市民の側も十分理解しなければいけないということで、これはやはりフォローアップ

が必要かと思う。これが一つ。 

もう一つをどこにするか、それぞれあるが先ほどの話だと市民がすることに近しいとなると、

コミュニティビジネスの創出支援、これについて理解が不十分ということもあったので、これ

をフォローアップするのがよいと思う。他にも考えがあればお願いする。 

 

〔各委員〕 

異議なし。 

 

〔会長〕 

当然今回ヒアリングした４つの取組みについては、今年度取組シートを見るときにも、今回

の意見を受けて確認をする必要があると思う。そういった観点から、個別に質問等ができる。

そういうことで捉えていただき、今の２つの取組みに関してはフォローアップして引き続き見

守っていこうと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

パブリックコメントと市民リポーター制度の関連性はどう捉えたらよいか。 

 

〔Ａ委員〕 

説明をさせていただく。パブリックコメントというのは、市の計画策定の際や大きな事業を

する際に、市民の声を広く聞くというものである。市民リポーターは、これはボランティア活

動で、市民がまちの記者になって、活動や地域で頑張っている方にインタビューをして取材し

たものを、市の公式フェイスブックにアップすることができる。制度ができてからの活用状況

というのが芳しくない。 

前回までの審議会の中で、情報発信についてはやはりまだまだ課題が残っているということ

があったと思うが、いろんな形の情報発信の媒体を増やしていかなければいけない中で、ホー

ムページやフェイスブックをしていかなければいけない。ただ、市の職員や取材する人手は限

られているので、行政だけでなく市民一人ひとりが自分の関心ごとに対してどんどん取材をし

て広報することで、廿日市市全域で市民が自分の感覚でアピールできる、あるいは地域の課題

を発見できるというのもある。そういったことで、パブリックコメントと市民リポーターとい
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うのは異なるものである。 

 

〔Ｂ委員〕 

パブリックコメントは誰でも意見できるということか。 

 

〔Ｃ委員〕 

誰でもできる。イギリスやアメリカをみると意見できる期間が長い。日本では１ヶ月あるい

は２週間くらいの期間しか行われない。一方海外では、１年、１年半かけて全ての資料を公開

し、インターネット上で出しているので、例えば私がロンドンのものに意見をすることもでき

る。それに対して、この意見に対してはこうしますと回答が出てくる。海外の事例だと数百と

いう数の意見がでる。行政側もあちらこちらで説明をする。 

なぜそれをするのかを聞いたが、行政がもっている知識や経験、サポートするコンサルタン

トはいるが、それよりも圧倒的に多いのが市民の経験や知識であり、その中で使えるものは使

っていくほうがいいだろうというのが発想。そうなると、市民側も勉強して、内容について知

識をもって正しい判断で意見を言わないといけない。単に自分の利益誘導のために意見すると

いうのではないということなる。そういった形になるのがよい。 

 

〔Ｂ委員〕 

今言われた物件といったらおかしいかもしれないが、それはどのように知ることができるの

か。 

 

〔Ｃ委員〕 

頻繁に情報を発信しており、メールアドレスを登録すれば、メールで内容が配信されるよう

になっている。廿日市ではホームページで出すことと、市民センターで資料を置くくらいでは

ないか。 

 

〔Ｂ委員〕 

市民リポーターというのはどんな資格が必要なのか。誰でもなれるのか。 

 

〔Ａ委員〕 

登録すれば誰でもなれる。１６歳以上の廿日市市に通勤・通学、在住している方であれば誰

でも。 

 

〔Ｃ委員〕 

市民の力が強ければ行政の力も高まるというのが先ほどの海外の自治体の考え方。日本はど

ちらかというと反対をする人が多いので、あまりこういったことはしたがらない。反対の意見

が多くなってしまう。 

 

〔Ｉ委員〕 

賛成する人は意見をしない。 

 

〔Ｃ委員〕 

市側と市民側、両方に歩み寄りが必要だと思う。 

 

〔会長〕 

それではフォローアップ取組についても決まりましたので、それを受けて、具体的にどうす
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るか、スケジュールについて事務局から説明をお願いする。 

 

〔事務局〕 

今年度の審議会のスケジュール案をお渡ししている。本日、重点取組とフォローアップ取組

が決まったので、第２回の審議会を７月に開催することとし、６月の間に重点取組についての

ヒアリングなのか、あるいは内容を詳しく知る場か、未確定だが場を設定し、７月に審議会を

行いたい。 

途中、秋口ごろに経過観察として重点取組の実地見学を行いたい。第３回の審議会は２月を

予定しており、その前に重点取組のヒアリングを行い効果を聞く。必要であればフォローアッ

プ取組についてもヒアリングを行ってはどうかと考えている。２月の審議会ではヒアリングを

受けて 29年度の振り返りと次年度へ向けてを審議いただくこととしている。 

 

〔Ｂ委員〕 

実地見学というのは何をするのか。 

 

〔会長〕 

取組みの内容や時期など、いろいろな問題があると思う。 

 

〔事務局〕 

こちらから案を出したいと思う。 

 

〔会長〕 

第２回の審議会の位置だが、実地見学をした後がよいのではないか。ただし、選んだ取組み

について内容を知った段階で、内容について共有するというのが必要なので、審議会ではない

勉強会という言い方が良いかわからないが、委員で理解を深めておいて、実地見学のプランも

具体的にしていく。それらを受けて第２回の審議会をするのが良いと思う。その勉強会につい

ては、私が言うのもですが予算措置なしで良いのではないかと思う。報酬が３回分の予算とい

うことがあるのであれば、委員が自主的に勉強するということで位置づけることができる。 

 

〔Ｉ委員〕 

コミュニティ体験研修については、実地見学するタイミングは決まっていると思う。９月、

１０月だと遅いのではないか。もうちょっと早め、７月、８月がいいと思う。 

 

〔事務局〕 

経過観察を早め、第２回の審議会をその後にするということでよいか。 

 

〔会長〕 

内容を詳しく知り、現場を見たうえで審議会という形が良い。それを受けて、３回目の審議

会の評価の段階で、何を確認しないといけないかが見えてくると思う。６月に内容を知り審議

会ということで、議論することが足りないのではないかと。全体としては対象の取組みもある

ので実態を踏まえて、実地見学も含めてスケジュールは組んでいただいた方が良いかなと。 

 

〔事務局〕 

時期のところは事務局にお任せでよいか。 
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〔Ｂ委員〕 

内容を知るということなので、資料は整えていただかないといけない。ちょっと説明して審

議会、といってもなかなか審議が難しいから。具体的な、より詳しい資料をつけてもらわない

と勉強会にならないと思うので。 

 

〔事務局〕 

勉強会の意見もいただいたので、スケジュールを会長、副会長と調整してまた各委員にお知

らせしたい。 

 

〔会長〕 

よろしいか。では今年度はそのように進めていく。 

以上で全ての審議が終わった。事務局にお返しする。 

 

６ 事務連絡、閉会                                        

〔事務局〕 

最後に自治振興部長から一言ご挨拶を申し上げる。 

 

〔自治振興部長〕 

三浦会長をはじめ、熱心にご議論をいただき感謝する。昨年度はヒアリングということで、

現場を見て調査するという視点をいただいた。行政職員は、大野のあさりのように、何か言わ

れると口を閉じてしまう。しかし、こういった活動は口を開いてしっかり議論をさせていただ

き、また話していく、そういったことが信頼関係を作るうえで一番大切だと思っている。 

本日のコメントは担当課に返すとともに、この経過を幹部会議という会議があるので、そこ

でも報告させていただきたい。引き続き、こういった取組みをしていただくことに感謝する。

ありがとうございました。 

 


