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第２回 廿日市市協働によるまちづくり審議会 要旨 

 

 １ 日時：平成 24 年 7 月 8 日（日）9：00～16：30 

 ２ 出席委員：13 人（50 音順） 

岩藤綾子、打海由美子、大谷丈貴英、小田真、後藤正治、竹中久人 

中丸建二、中宮麻美、槇本知則、松川英生、三浦浩之、三浦義晨、吉村佳子 

   欠席委員：2 人 

   その他：1 人 

    広島修道大学 学術交流センター長 山川肖美 

市：5 人 

自治振興部長 河崎浩仁 

    事務局（協働推進課） 

    中川美穂、光井栄造、倉田忍、渡邉佐織 

 

（当日スケジュール） 

 現地視察（フィールドワーク）とした。  

当日の行程は、別添資料のとおり 

 

（当日配付資料） 

・ フィールドワーク資料 

・ パンフレット 廿日市市ガイドマップ 

・ パンフレット 廿日市市シティガイド 

・ 吉和もりだより第３号 

・ チラシ 吉和おさんぽギャラリー 

・ チラシ 佐伯軽トラ市  

・ 資料 世界遺産への道 西国街道・津和野街道 

・ 資料 津和野街道 旅案内図 

・ パンフレット 廿日市市に残る石畳の古道 津和野街道を歩いてみませんか 

・ パンフレット 廿日市市さいき地域 

・ 資料 玖島大峰加工クラブ ※ 「廿日市市商工業情報２０１１」から抜粋 

・ パンフレット 区への参加のご案内（大野地域） 

  

１ 開会                                            

２ 廿日市市役所 発 （バス車中）～ 吉和地域                                

 自治振興部長よりあいさつ、事務局より今日の会の趣旨を説明した。 

 また、廿日市地域及び吉和地域について、事務局より地域概要、市の施策説明、Ａ委員 
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より廿日市地域の取組み紹介を行った。その後、吉和地域の展望台に登り、そこでＢ委員 

より吉和地域の取組み紹介を行った。 

 

３ 吉和地域 吉和福祉センター 着                                       

 吉富有美地域支援員より地域支援員の取組みについて話を聞いた。 

 

〔吉冨有美地域支援員〕 

 地域支援員というのは、総務省の地域おこし協力隊や集落支援員の制度の一つで、日本

全国にある過疎地域、中山間地域に人材を派遣し、地域の課題解決を図っていこうという

ものである。 

私は去年８月から、実際にこの吉和地域に住んで活動している。当初は、吉和地域の方々

が地域についてどのように考えているのか、また地域の特徴や性格についても一つひとつ

聞取りをしていった。その聞取りを元にどのような活動ができるか進めている。 

主な活動は三つある。まず一つ目が、「吉和もりだより」の発行である。吉和地域に一つ

しかないコミュニティ組織、コミュニティよしわの通信で、タイトルは吉和学園に公募し

て決めた。内容は行事の報告だけでなく、深く掘下げて、地域のことを伝えていきたいと

思った。平成１５年の市町村合併により、吉和村としての広報誌がなくなった。市全体の

広報誌では、吉和のことを掲載できる内容も限られてくるため、地域の情報が多く掲載さ

れている広報誌があったらよいのではと思った。地域内で面白い動きや出来事、困ってい

る人がいれば、簡単に掲載することができる。これにより、地域で頑張っている人たちも

モチベーションが上がったり、地域への誇りや愛着が生まれてくればよいと考えた。「吉和

もりだより」は廿日市市内の市民センターや各支所で配布している。地域外の人にも読ん

でもらえるようになればよいと思っている。 

 二つ目の活動として、空き家バンクの整理である。吉和地域内には空き家が約１００軒

あり、定住促進として取り組みたい。市と連携しながら調査をしている。 

 三つ目は、おさんぽギャラリーの企画である。聞き取りする中で陶芸、パッチワーク、

かごなど、地域内でものづくりをされている方が多いことが分かり、そのような方に自宅

の一部を開放して作品を展示してもらうというものである。各家々を地図に落とし込み、

自由にお客さまに回ってもらえるようにする。この企画の背景としては、広島市の五月が

丘団地でも同じような展示会をしており、五月が丘団地から吉和に移住して来た方に教え

てもらった。山に囲まれた吉和は、作品展示だけでなく、縁側に座って吉和ならではの風

景を楽しんでもらうことができる。そこで、お漬物を食べてもらうなど、吉和の魅力をお

客さんに伝えたいと思う。おさんぽギャラリー実行委員会は、地域支援員である私と吉和

市民センターと吉和観光協会の職員を中心に企画しており、女性６人で構成している。そ

の他にも、資金調達面などで市の職員にもアイデアを出してもらっている。また、イベン

トに合わせて企業と何か連携できないか考えており、その中で様々な協働ができつつある
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と感じている。 

 

〔自治振興部長〕 

本市は平成１５年に佐伯町、吉和村、平成１７年に大野町、宮島町と合併した。合併前

から吉和地域と宮島地域は過疎地域と指定され、様々な過疎対策を行ってきており、集会

所建設や下水道整備など、ハード面を中心に整備してきたが、人口減少に歯止めがかから

なかった。平成２２年度に過疎・辺地地域の実態調査で、住民一人ひとりにヒアリングを

実施し、結果をとりまとめた。その内容は、施設的には満足しているが、これからの地域

の活性化に携わる人材がいないというものだった。地元住民が活性化の中心になることが

最も良いのだが、人材がいなのであれば、外部から入ってもらって地域を元気にしてもら

いたいという背景があり、地域支援員を公募した。ソフト面で地域を盛り上げていこう、

地域の声を聞いていこうということが、吉富地域支援員の設置のきっかけとなった。 

 

〔Ｃ委員〕 

Ｑ． 吉和地域では、下水道普及率が１００％と、沿岸の地域では考えられない高い整備率

である。どういう取組みがあったのか。 

〔吉和支所 職員〕 

Ａ． 正確には９０.２％である。吉和は集落がまとまっているため普及率が高い。その集

落では、公共下水道を整備している。冠高原の方に離れた集落があるのだが、吉和村の

時代に補助金を交付し、各家庭で合併浄化槽を設置してもらっている。 

 

〔Ｄ委員〕 

Ｑ． 地域支援員の任期はどのくらいか。 

   おさんぽギャラリーの実行委員会はどのような構成か。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． 最長で３年の任期である。 

   おさんぽギャラリーの実行委員会は私の他に吉和市民センターの臨時職員が２人、吉

和観光協会のスタッフ、有志の吉和地域在住者２人で構成されている。 

 

〔Ｅ委員〕 

Ｑ． 吉和地域の子どもの下校後の様子はどのようなものか。 

〔Ｂ委員〕 

Ａ． 家に帰って遊ぶ子どもがほとんどだが、放課後児童クラブに帰る子どももいる。吉和

でも外で遊ぶより家でゲームという子どもが多い。 

〔吉和支所 職員〕 

Ａ． 放課後児童クラブは、廿日市市内は直営である。しかし、指導員がいないなどの問題
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があったため、吉和地域、佐伯地域の浅原地区、玖島地区には児童クラブがなかった。

そのため、児童の保護者が指導員を見つけるなど、自主運営をすることに対して補助金

を出している。 

 

〔事務局〕 

市街地の方では、子どもたちは、知らない人にはあいさつをしてはいけないと教えられ

ることもあるが、吉和の子どもたちは、誰に出会っても気持ちの良いあいさつをしてくれ

るということを聞いた。それは吉和の地域性なのではないかと思った。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

私は、学校の行事にも声をかけていただいているが、普段外を歩いていても、「ただいま」

など、子どもたちからあいさつをしてくれる。また、吉和地域では小中一貫教育であり、

賛否両論はあるが、上級生が下級生の面倒をしっかりとみており、私はすごく良いと思っ

た。 

 

〔Ｆ委員〕 

Ｑ． おさんぽギャラリーは現時点で何世帯の登録があるか。 

また、歩いて回ることは可能か。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． 申込みをいただいているのは、２０世帯である。 

全てを回ろうとすると歩いては回れないと思う。エリアごとに駐車場も整備し、車で

移動できるようにする。 

 

〔Ｄ委員〕 

Ｑ． おさんぽギャラリーを企画する上で、是非はあったか。 

   五月が丘団地の事例は良い起爆剤となったのだろうか。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． 経験もないため、企画が流れ出すまで大変だった。私は仕事の間に関わることができ

るが、他のスタッフは、仕事や家庭のことがあり、それを割いてまでやることなのかと

いう迷いはあった。負担がかかるようなやり方ではなく、楽しみながらやらなければう

まくいかないだろうと思った。また、吉和市民センターと吉和観光協会がこの企画を理

解してくれたことも大きく、仕事中にミーティングなどができるようになり、スムーズ

に企画を進めることができた。今回のような企画は、地域の方々と一緒にやらなければ、

うまくいかないと思ったので、その調整は難しかった。今回は良い人材に恵まれたと思

う。 

     五月が丘団地の事例については、背中を押されたと思った。誰と一緒にこの企画を取

り組むかについて考えたとき、地域の高齢者や五月が丘団地から吉和に転入して来られ
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た方に後押しされてこのような形になった。 

 

〔Ｇ委員〕 

Ｑ． 地域おこし協力隊に関わっている方々との情報交換に参加されていると思うが、情報

を共有していく中で、吉和地域独自の課題や良いところなど、これまで活動されてみて

わかったことはあるか。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． 情報交換を通して、様々な地域で同じ課題を抱えていたり、はたまた観光に対する考

え方や、地域が何を目指しているかなど、地域ごとに全く異なる課題があることもわか

った。実際にその土地に触れてみないとわからないことがある。人間関係は地域によっ

て、全く違う。吉和は人口が少ないためか、一人ひとりの地域での役割が決まっており、

行事を催す際には、すぐに協力体制が整う。 

 

〔Ｈ委員〕 

Ｑ． 地域支援員は公募で就任したとおっしゃっていたが、吉和地域の状況はある程度情報

を仕入れて来られたのか、また吉和地域への思いはあったのか。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． 以前は青年海外協力隊の仕事をしており、２年間海外に行っていた。私の主な分野は

ゴミ問題の解決で環境に関することだったため、直接地域に関係したものではなかった

のだが、派遣された地域が小さなまちで、私はその地域に根ざした活動をしていた。こ

の経験を通し、地域に密着した仕事は面白い、携わりたいと思うようになった。日本に

おいても地域を考える上では様々な課題がある。どこの地域で仕事ができるのかを考え

た際、出身が広島で吉和地域が面白そうだと思ったことが主な理由である。その時期に

吉和地域の地域支援員の募集があった。実際に吉和地域に行ったことはなかったが、知

合いやホームページなどから吉和地域の情報を耳にしていたため、意識はあった。 

 

〔Ｉ委員〕 

Ｑ． 高齢化に伴い、閉じこもり老人が増加している問題があるが、吉和地域においても高

齢者に地域に出て、何か活動してもらうことはあるか。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． 就任当初、各家庭に聞取りで訪問した際に、地域内で助け合って暮らしている印象が

あった。一人暮らしの高齢者を近所で見守っており、生活の手助けをしている。相互の

協力ができていると感じた。地域に出て来られない方もいらっしゃるが、今回のおさん

ぽギャラリーが地域活動の参加のきっかけになればと思う。身体を動かすことができな

い方でも吉和の風景を提供したり、縁側でもてなしたりと、そのような活動が好きな方

からは出展申し込みをいただいており、お客さんとして参加していただくこともお願い
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している。 

 

〔Ｃ委員〕 

Ｑ． ３年の任期が終了した際は、吉和地域に住みたいか。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． 生活と仕事の両立ができれば個人的には是非住みたいと思っている。 

 

〔Ｇ委員〕 

Ｑ． 情報発信は何かしているか。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． おさんぽギャラリーのブログを開設したところである。まだできていないが、「吉和

もりだより」についても市や観光協会などのホームページにリンクしていきたい。 

 

〔Ｉ委員〕 

Ｑ． おさんぽギャラリーについて、２日間のみの開催というのはもったいないと思う。例 

えば一週間というような長期の開催は考えていないか。 

〔吉冨有美地域支援員〕 

Ａ． だらだらやるより一日が良いのではないか、一年に２回の開催はどうかなど、日程に

ついてはいろいろな意見をいただいた。五月が丘団地での運営は３日間だったが、３日

間出展される方々を拘束しなければならなくなるため、まずは２日間の日程で開催して

みようかと考えている。 

 

４ 吉和地域 吉和福祉センター 発 （バス車中）～ 佐伯地域                          

 事務局より佐伯地域の地域概要と市の施策説明を行った。その後、バスの移動に合わせ

て、飯山地区、浅原地区の津田商店街にある、佐伯商工会のかかし製作の取組みの説明を

行った。 

 

５ 佐伯地域 玖島市民センター 着                              

 佐伯地域の玖島で地域の野菜を活用した加工品づくりをしている活動団体「玖島大峰加

工クラブ」の皆さんより、団体の取組みについて話を聞いた。 

 

〔大垣誠子代表はじめメンバーの皆さん〕 

 玖島大峰加工クラブは、佐伯地域の女性有志で結成したグループで、結成から２０年が

経つ。メンバーは当初から変わらない。 

 結成時は、場所の確保など、形から入らず、まずは取組みから始めようということで、

公民館のクラブ活動として登録した。自分たちが家で作っている保存食や加工品を持ち寄
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って、福神漬けや特産品のなすびを使ったからし漬けを作るなど、ささやかなものだった

が、広島県の農業普及所による指導をきっかけに本格的な商品化に取り組んでいった。現

在では、ゆずこしょう、ねり梅、ねり唐がらしを販売しており、年間約５,０００本を製造

している。現在のメンバー数、技術を考慮して、この５,０００本が自分たちにはちょうど

良い生産数である。東京新宿の「夢てらす」でもゆずこしょうやねり梅を販売していたこ

とがあり、更に販売数を拡大してみてはどうかと提案されたが、無理はできないというこ

とで、やむをえず断った。これだけ、需要があるのなら、事業を拡大することも考慮した

方がいいのではないかと思うが、後継者問題を考えると難しいところである。 

 現在はメンバーの高齢化が進んでいる。事業や商品を後継者にどう引継ぐかが、この先

の課題である。玖島地区では、共働きの夫婦が多く、農業に関わっている者がいないため、

後継者に悩んでいる。また、地域の活動に参加する若者が少ないことも課題の一つである。

皆さんの周りに何かに取り組んでみたいと思っている方や、農業に関わっている方がいら

っしゃれば、声をかけていただきたい。 

２０年も続く秘訣は、無理をしないことである。家庭を何よりも大切にし、作業に欠席

しても理由を問わず、自主的な参加の活動としている。現在は、１ヶ月に２回のペースで

活動しており、多くても４回以上活動することはない。結成当初は、２３時頃まで作業を

することが常であったが、活動に対する家族の理解があったからこそできた。 

 また、食品を加工することはもちろん好きだが、気の合う仲間と集まり、お菓子を食べ

たり、おしゃべりをすることも、続く秘訣である。 

  

６ 佐伯地域 玖島市民センター 発 （バス車中）～ 大野地域                          

 事務局より、大野地域の概要、市の施策の説明を行った。 

 また、Ｊ委員、Ｃ委員より大野地域の取組み紹介を行った。 

７ 大野第１０区 八坂サンランド 着                          

（大野第１０区集会所にて休憩） 

８ 大野第１０区 八坂サンランド 発 （バス車中）～ 大野地域 宮島口                            

 事務局より、宮島地域の概要、市の施策の説明を行った。 

 また、Ｋ委員より宮島地域の取組み紹介を行った。 

  

９ 宮島口 着                                    

 宮島口商店街 株式会社みせん本舗の岩村孝さんより、取組みの話を聞いた。 

 

〔宮島口商店街 株式会社みせん本舗 岩村孝さん〕 

 宮島工業高校との「宮島口商店街町並みアート化事業」について。今から５～６年前に

宮島工業高校インテリア科が授業の一環として何か地域にできることはないか、という話

が大野町商工会を通してあった。検討した結果、平成２０年度に第一弾として、宮島口地
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下道に宮島三女神物語のグラフィックデザイン画を展示した。この地下道は、わざわざ地

下に下りて、フェリー乗り場まで行かなければならないため、面倒で不満に思っているお

客さんが多かった。この取組みを通して、作品を見て心が和んだり、面倒に思う気持ちが

紛れるのではないかと思った。この年は夏と秋バージョンの作品を展示し、翌年度は追加

作品として春と冬バージョンを展示した。 

毎年１０月に宮島でお砂焼きまつりが開催されるが、そのまつりの大切さを伝えるため

にオープニングイベントとして宮島工業高校が関わった。 

 平成２２年度の取組みとしては、宮島フェリー乗り場のターミナルの中央には商店街の

案内板があったが、設置から十数年経つと、色あせて文字が読みにくくなったため、宮島

工業高校と一緒に案内板を新しく作り直した。 

 また、平成２３年度には、同科が広島県の助成金を受けて三女神の扇子を考案・製作し

た。学校での授業の一環として取り組むということで、こんなに良いものができるとは思

わなかった。非常に見事なものができており、驚いた。このように宮島工業高校とは長年

連携事業を行っている。 

 宮島港の埋立てが今年の９月には認可されて今年度には工事に着手する予定だと聞いて

いる。宮島の玄関口としてふさわしいものになってほしいと期待している。 

 

その後、宮島口周辺、宮島口地下道を視察した。 

 

１０ 閉会                                      

会長及び副会長より、まとめとしてあいさつがあった。 

 

事務連絡 

第３回の審議会は、全審議会委員の多数決により平成２４年８月１０日（金）になった。  

   

宮島口にて解散。 

 

 


