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第３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８月１０日（金） １９：００～２１：００ 

 ２ 場所：廿日市市役所２階２０１会議室 

 ３ 出席委員：１１人（５０音順） 

岩藤綾子、打海由美子、大谷丈貴英、後藤香代子、後藤正治、中丸建二 

中宮麻美、松川英生、三浦浩之、三浦義晨、吉村佳子 

   欠席委員：４人 

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 

 

（次第） 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

  （仮称）協働によるまちづくり推進計画原案について 

  (1) 概要及び構成について 

  (2) 条例「第１章から第３章」及び「第５章」の内容について 

  (3) 条例「第４章第１節」の内容について 

  (4) 条例「第４章第２節」の内容について 

    (5) 条例「第４章第３節」の内容について 

    (6) 条例「第４章第４節」の内容について 

４ その他 

 (1) 第４回会議の開催日程について 

    (2) 事務連絡 

 ５ 閉会 

 

（当日配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 配席図 

 ・ 資料３－１ 協働によるまちづくり審議会 平成２４年８月１０日 
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１ 開会 ２ 会長あいさつ                                            

３ 議 事                                       

（仮称）協働によるまちづくり推進計画原案について 

(1) 概要及び構成について 

〔事務局〕 

第１回審議会で、推進計画の策定方針として、大まかなフレームを説明した。今日の

会議では、担当部署に確認し、作成した事務局原案について説明する。 

 

（推進計画の概要） 

計画の趣旨は、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるために、策定する

もので、市が取り組む事業を掲載する。 

計画の位置付けは、第５次廿日市市総合計画で掲げる経営理念「魅力ある資源を上手

につなぎ、市民満足度を高めるはつかいち」を大切したまちづくりを進めるための実施

計画、いわゆるアクションプランである。 

計画の期間は、総合計画後期基本計画に合わせ、平成２４年度～平成２７年度の４か

年、進行管理も、総合計画に連動させ、そこに掲載する指標と目標値により行う。この

指標と目標値については、４ページに列記している。 

 

第５次総合計画における、まちづくり指標とめざそう値（目標値）の一覧を掲載して

いる。これを推進計画の進捗確認に利用したいと考えている。 

総合計画の計画書、基本構想では、３７ページ「第２節 まちづくり指標とめざそう値」

に説明があるが、総合計画では、市民満足度を高めることを基本姿勢としている。１０の

政策目標、２つの経営目標について、市民アンケートにより調査した満足度など、意識を

中心とした指標を採用した。 

「協働によるまちづくり」の進捗の総合的な評価の指標として、「市民と行政の協働の

まちづくり」の満足度 3.00を、この計画期間でめざすところと設定している。 

「まちづくり懇談会、出前トークの年間開催回数」から６項目は、後期基本計画掲載の

もので、これらもあわせて進捗の確認に用いることとする。 

事業の詳細については、毎年度、予算の措置された事業シートを示し、ローリングを行

いながら、進捗の確認を行う。 

 

（推進計画の構成） 

推進計画は、条文、主旨、めざす姿を実現するまでのステップ、計画期間中の取組で構 

成を考えている。主旨は、この条文で謳っている主な意味、めざす姿を実現するまでのス

テップは、時間軸を三つの区切りで示し、計画期間の平成２４年度～平成２７年度、中期
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的期間の１０年後、長期的期間の２０年後を目安としている。そこに、実現までの取組の

意図を矢印で、また、めざす姿を雲の形とし、どの期間取り組むか、どのあたりの時期で

の実現を目標とするかを示している。 

計画期間中の取組については、今日は審議の対象とはしないが、具体的なイメージを伝

えるために、すでに実施しているものを中心に、例として記載している。 

今日の審議会では、主旨、ステップまでの審議をお願いしたい。 

 

 

〔Ａ委員〕 

「ローリング」とは何か。 

〔事務局〕 

「見直しながら、進めながら」というような意味である。他のわかりにくい箇所も適切

な言葉に直すので、指摘をお願いする。 

 

〔Ｂ委員〕 

これらの指標と目標値は総合計画におけるもので、推進計画とそのまま重なるものでは

ないと理解してよいか。 

〔事務局〕 

 そのとおりである。 

 

〔Ｃ委員〕 

長期的には「めざす姿」という目標があるが、計画期間中は様々な施策を通して、この

「めざそう値」を達成することが第一ステップだと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

 「まちづくり懇談会、出前トークの年間開催回数」の項目で、めざそう値に５０回を掲

げているが、数をこなしていけばよいのか。 

〔Ｃ委員〕 

 「ＮＰＯ法人の設立数」についても、設立した数のみを表すのではなく、「設立し、かつ

まちづくりのために活動し続けている数」というように表現についても変えた方がよいの

ではないか。 

 

 

(2) 条例「第１章から第３章」及び「第５章」の内容について 

〔事務局〕 

１ めざすまちに向かって 
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（前文、第１条 目的、第２条 定義、第３条 基本原則） 

前文、第１章、第２章では、協働によるまちづくりでめざすまちの姿やこの条例の基本

的な事項を謳っている。条例前文に掲げる「安心して安全に暮らす」「まちの元気を未来に

つなげる」「つながりを育み、市民同士、市民と行政が一体となって「はつかいちが好き!」

と言える」まちの実現に向けて、廿日市市に暮らす市民が、まちづくりへ参加するよう進

めることやつながりを育むことが大切である。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」について、この計画期間内は、まず、協働の理

念共有に取り組む。そのために、例えば、市民へは出前トーク、市の職員へは内部会議を

利用して、「協働」や条例の内容説明など、普及啓発に取り組むこととしている。 

また、中期的には、「つながり」を育むための取組を継続して行い、「暮らしやすい豊か

な地域社会」の実現をめざす。 

 

（第４条 市民の役割、第５条 市の責務） 

協働によるまちづくりとは、お互いの自主性を尊重しながら共通する目的に対し協力す

ることをいう。第４条では、協働によるまちづくりにおける市民の役割を、また第５条で

は、市及び市の職員の責務を謳っている。市民の役割を市が強制することはできないが、

それらの役割を果たすことができるようにすることも含め、市の責務として環境整備に取

り組む。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」について、この計画期間内は、市の職員が変わ

ること、素地づくりが最も大切と考える。先ほど説明したとおり、啓発による協働意識の

強化と、市政への市民参画の促進など、協働体制の確立に取り組む。 

これらと平行して、協働によるまちづくりの実践、検証・評価、改善を繰り返しながら、

レベルアップ（スパイラルアップ）し、協働型市役所の確立をめざす。 

 

（第６条 協働によるまちづくり推進計画） 

今日、配付の差し替え資料により説明する。 

市が協働によるまちづくりを、総合的かつ計画的に実施していくために、推進計画を策

定し、進行管理を行うことを規定している。 

めざす姿を実現するまでのステップについて、この第６条は、手続きを規定した条文で

あるため、めざす姿の設定はしていない。今年度、推進計画を検討、策定し、来年度以降

は、事業実施、検証、改善を行うという手順で取り組む。 

 

７ 実効性の確保 

（第１７条 協働によるまちづくり審議会、第１８条 組織、第１９条 実施状況の検証、第

２０条 条例の見直し） 

第１７条では、条例施行後も市民の目線で、計画・実行・評価・改善を行いながら、協
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働によるまちづくりを確実に推進していくために、協働によるまちづくり審議会を設置す

ることを規定している。以下、第２０条まで、条例の実効性を確保するための仕組みを規

定している。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」について、この第５章も、手続きを規定した条

文であるため、先ほどと同様にめざす姿の設定はしていない。今年度、審議会を設置、来

年度以降、評価、検証、改善を行い、平成２６年度末を目途に、冒頭に説明した「市民と

行政の協働のまちづくり」に関する市民満足度により、総合的評価を確認した上で、条例

の見直しの必要性などを検討することとしている。 

 

 

〔Ｂ委員〕 

めざす姿を実現するまでのステップ中、「暮らしやすい豊かな地域社会」とあるが、この

状態を何で確認するのか。 

〔事務局〕 

廿日市市協働によるまちづくり基本条例（以下「条例」）で、「地域自治を推進し、つな

がりを大切にした暮らしやすい豊かな地域社会を実現することを目的とします」と掲げて

おり、総括的な部分の抽象的なところを最終的な目指す姿として書いている。 

 

〔Ｄ委員〕 

４ページにある、めざそう値を達成したところで、果たして暮らしやすい豊かな地域社

会となるのだろうか。言葉が抽象的で漠然としている。 

例えば、市民からアンケートを取って、アンケート結果を世代別に分析すれば、暮らし

やすさの判断において何を大切にしているかがわかると思う。 

〔事務局〕 

総合計画に合わせ、実施している市民満足度に対する暮らしやすさの体感を聞いている

アンケートがあるので、これらも参考にし、めざす姿を具体にどう表すかについて、事務

局で検討することとする。 

〔Ｂ委員〕 

アンケートについて、２０歳代以上、子どもなど、性別、世代によっても感じ方は違う

と思うので、アンケートの結果で計るということができるのか。これからのまちづくりを

担う高校生が何を求めるかも大切であるし、世界の都市の暮らしやすさの調査なども参考

に、具体の姿を設定するとよい。 

 

〔Ｄ委員〕 

市は、セクションで連携がない。また、２～３年経つと担当職員が変わり、これまでの

やりとりが引き継がれない。そのため、協働に関する部署に関しては、まちづくりにおけ
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る中長期的な方向性が見えるまでは、職員を異動させないことを考えるべき。 

〔Ｅ委員〕 

「協働体制の確立」とあるが、庁内の関連する部署の協働など、組織運営について触れ

られていない。組織運営を改善することについて、主旨に明示すべき。 

 

〔Ｂ委員〕 

「協働型市役所の確立」とあるが、「はじめに」（Ｐ３）にあるように、新しい公共の概

念を、市民も市の職員も理解しなくてはいけない。それができて初めて協働型市役所とい

えるのではないか。そこを推進計画に加えないといけない。 

 

〔Ｄ委員〕 

「協働は担当部署の仕事」という市の管理職もおり、そこが問題。これから改めていか

なければ、協働のまちづくりはうまくいかない。 

〔事務局〕 

この条例について、まずは、すべての管理職を対象に説明をしたところである。これか

ら変わることを期待してほしい。 

 

 

 (3) 条例「第４章第１節」の内容について 

〔事務局〕 

２ 特性を生かしたまちづくり 

（第７条 地区、地域及び市域におけるまちづくり） 

９ページの主旨の４行目「地区内や地区間、地域内や地区間」を「地区内や地区間、地

域内や地域間」と訂正をお願いする。 

 

 第７条では、市民やまちづくり活動団体が交流を深めながら、地域の特性やそれぞれの

活動主体の得意なことを生かし、協働によるまちづくりを進めていくことを謳っている。 

 「めざす姿を実現するまでのステップ」について、この計画期間内は、地区の拠点であ

る市民センター、大野地域においては集会所、地域の拠点である支所、そして、市民活動

センターなど、まちづくりや地域づくりを支える拠点を中心とした環境整備に取り組む。 

これは、施設整備などのハード面だけではない。地区であれば、地区内の人、情報、活

動などをつなぎ、地域づくりがうまく進むように、地区の拠点である市民センターが力を

発揮するといったコーディネート機能（旧市町村単位の地域であれば、支所、市域全体で

は市民活動センターになる）の発揮など、それぞれの拠点として整備された施設をいかに

して機能発揮させていくかといった、ソフト面の充実も含んでいる。 

 このことについて、第５次総合計画後期基本計画では、施策の基本方針を「協働のステ
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ージづくり」として、具体的施策に「協働の拠点と機能の整備」を掲げている。 

 また、これと平行して、市や市民、まちづくり活動団体相互が連携してまちづくりを進

めることができるよう、各分野（テーマ）で情報交換や合意形成に向けた話し合いをしな

がら、連携を図っていくことができる場となる「プラットホームづくり」にも取り組む。 

 

（第８条 円卓会議） 

第８条では、さまざまな活動主体が特性を大切にしながらまちづくりを進めていくため

に、市民、まちづくり活動団体や市が「円卓会議」で情報を共有しながら信頼関係を築き、

課題解決に向けた話し合いを行うことを謳っている。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」について、この計画期間内は、地区・地域のニ

ーズや実情、目的に合わせて「円卓会議」の開催に向けたコーディネートや、場の提供を

したり、市職員も参加するなど、「円卓会議」を継続的に運営するための支援に取り組む。 

今後進める協働によるまちづくりでは、さまざまな活動主体が理念や目標を共有し、つ

ながりを大切にして住みよい、元気なまち、はつかいちを実現したい。このためには、ま

ずはみんなが対等な（フラットな）立場で考え話し合う場づくりが必要と考え、この「円

卓会議」が地域における協働のシステムのひとつとして確立するよう、定着化をめざして

取り組む。 

 

 

〔Ｂ委員〕 

「コーディネーター」とは誰のことを指すのか。システムをつくるのか。 

情報を集約することはできると思うが、コーディネートをするには人を結びつけなけれ

ばいけない。結びつける人が存在しなければできない。 

〔事務局〕 

 今の計画期間中の段階では、職員である。 

〔Ｃ委員〕 

 後の条文で「まちづくりリーダーの育成」とあるが、市の職員だけではなく、こうした

市民もコーディネーターとなるのではないか。 

〔Ａ委員〕 

市の職員だけではいけないと、条例の起草のときから言われていた。廿日市市内にはリ

タイヤした人を含め、能力がある人が多く存在する。その中からコーディネーターに登用

すればよいと思う。コーディネーター機能を市民センターや市民活動センターなどに置く

のだとしたら、そのような人を集めることが必要だと考える。 

 

〔Ｂ委員〕 

 「プラットホーム」と「円卓会議」の役割の違いは何か。 
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  「プラットホーム」とは、情報がある程度ある人材バンクのようなもので、「円卓会議」

とは、「プラットホーム」の中から、コーディネーターが人材を選んで結成されるようなも

のか。 

 

〔Ａ委員〕 

「プラットホームづくり」とは、数を増やしていくということか。どの会議に出ても、

テーマが違うだけでいつも同じメンバーという実態がある中で、どのように広げていくの

かを具体的に記述する必要がある。 

  

〔Ｄ委員〕 

 「地域の特性」とは何か。便利な言葉だが、一つ一つの特性をどれだけ把握しているの

か。もっと具体的にしてほしい。 

〔Ｃ委員〕 

 総合計画策定時に、地域ごとにワークショップで明らかにしたものが、地域の特性と思

っている。 

 

 

(4) 条例「第４章第２節」の内容について 

〔事務局〕 

（第９条 情報の発信及び共有） 

 第９条では、信頼関係を築く上で欠かせない情報共有について謳っている。情報共有を

効果的に行うために、受け手の立場に立って、新鮮な情報を発信するとともに、できるだ

け多くの受信の手段や機会をつくる。 

 「めざす姿を実現するまでのステップ」について、この計画期間内は、情報伝達手段の

拡充を進める。市ホームページや広報紙など発信ツールの効果的利用に取り組み、特に市

民センターや支所、市民活動センターのような地区、地域及び市域におけるまちづくりの

拠点では、市民センターだよりの発行や市民との日常的なやりとりなどを通じて、地区、

地域に密着したタイムリーな情報の発信・受信を大切にする。また、ＳＮＳ（ソーシャル

ネットワークサービス）ツール、例えば、フェイスブックという、実名で現実の知り合い

とインターネット上でつながり、交流するサービスがあるが、そのようなツールを活用し

た双方向の情報伝達手段を研究し、早い時期の導入をめざす。 

こうしたさまざまな手段によって情報を発信、受信し、共有することは、信頼関係づく

りには欠かせない要素となっているため、今計画期間中だけでなく、それ以降も、情報伝

達技術の進歩に伴いながら、時代に合った方法で情報の共有を進めていく予定である。 

このように、情報伝達手段の拡充をはかることで、市民と行政との情報共有が進み、市

民が求めているものを行政サービスへ反映させ、市民と行政との信頼関係が構築されるこ
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とをめざす。 

〔Ｂ委員〕 

 信頼関係が構築された状態をどうやって確認するのか。 

〔事務局〕 

推進計画におけるめざす姿が、具体的で明確なもの、抽象的に表現されているものなど、

混在している状態である。条例に明記されている言葉をできるだけそのまま引用して、め

ざす姿として書いているが、審議していただく上では、達成度がわかりやすいように、あ

る程度具体な表現に置き換えた方がよいのか。 

〔Ｆ委員〕 

 具体的、抽象的というところではなく、推進計画前文の「はつかいちが好き！」という

ことが決定的なところ。大人はもちろん、子どもたちがそう思うことが一番大切なのでは

ないか。 

〔Ｃ委員〕 

 めざす姿が抽象的でわかりづらいと思ったが、具体的な部分については、下段の「計画

期間中の取組」の部分でこれから見えてくるのではないか。今の段階では、このような表

現しかできないが、個々の施策が見えてきたときに、目標値など具体的な部分が定まって

くると思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

 めざす姿として、「信頼関係の構築」とあるが、今の段階では、信頼関係ができていない

ということになるのか。目標として挙げてあることに違和感がある。具体的な手段として、

情報を出し合うということが挙げられているが、現在、お互いが情報を出し合っていない

ために、信頼関係が築かれていないのか。そうとは限らないと思う。 

 

〔Ａ委員〕 

  条文で謳っている主旨と「行政サービス」が関連していないのでは。情報発信するこ

とが信頼関係につながるのか。「行政サービス」への反映とあるが、このことがまちづく

りにつながるのか。（つながるのであればそれを具体的に） 

 

〔Ｂ委員〕 

 条文を読むと、市民同士、活動者同士の情報共有について謳っているので、「めざす姿を

実現するまでのステップ」の「幅広い市民ニーズの行政サービスへの反映」は、条文の内

容とは関係がないのではないか。市民だけではできないところを、行政がサポートをする

ということだと思う。そのため、めざす姿は「信頼関係の構築」ではなく、「相互扶助」の

ようなものだと考える。 
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〔事務局〕 

 おっしゃるとおりである。行政計画として、行政の取り組む情報伝達手段の拡充に特化 

しすぎたため、そもそもの条文の趣旨から離れたものになっていた。修正する。 

 

〔Ａ委員〕 

 めざす姿を実現するまでのステップについて、平成２４年度から２０年後までのスパン

で記述してあるが、ゆっくりしすぎているのではないか。 

〔事務局〕 

 技術も進歩するなど状況も変わる。適切な改善をしながら随時進めていくことを意味し 

ており、期間中で一つの改善を行うという意味ではない。 

 

 

(5) 条例「第４章第３節」の内容について 

〔事務局〕 

（第１０条 まちづくりに関わる人材の育成） 

第１０条では、市民が暮らしに近い市民センターで生涯学習や社会教育を通じて学び合

うこと、その人材が学習成果を他につなぐことによって、まちづくりに生かされることを

謳っている。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」として、この計画期間内は、例えば、地域課題

の解決につながる生涯学習プログラムの検討など、市民がまちづくりへの関心や理解を深

めるための場づくりを進める。 

また、本市では、ボランティア活動や生涯学習、地域づくりで培ってきた市民の知恵と

地域貢献したいというエネルギーがあり、単独で、あるいは連携して公共サービスを担っ

ているという実態があるなど、活動の取り組みが広がりを見せている。 

例えば、地域住民が持つ知識、技能などを生かして学校教育を支援する場づくりを行う

学校支援地域本部事業など、こうした市民の知識や技能の発揮の場づくりにも中期的に取

り組み、まちづくりに関わる人財の確保をめざす。 

ここで、「人材」を「人財」としている。これは、人は、まちづくりを進めていく上での

財産であるためである。 

 

（第１１条 子ども、若者等の育成） 

第１１条では、次の時代のまちづくりを担う子どもや若者の育成が特に大切であること、

また、そのためには家庭や学校だけでなく、地域ぐるみで連携して取り組むことについて

謳っている。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」として、例えば、地域の大人たちの参加・協力
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による青少年対象の講座の開催など、子どもや若者のはつかいちへの愛着の醸成に取り組

む。 

廿日市市に住む子どもや若者の中には、進学や就職でまちを出て行く人もいるが、幼い

頃に過ごしたまちでの思い出があれば、まちへの愛着が芽生え、一度離れても再び戻りた

くなるのではないかと考えた。 

学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりなどの取り

組みを通じて、「はつかいちが好き！」と言える子どもや若者が増加するまちをめざす。 

 

（第１２条 まちづくりリーダーの育成） 

第１２条では、まちづくりの推進役を担う人材の育成について謳っている。活動を通じ

た育成とともに、市は、主体性や調整力を持つまちづくりリーダーの育成や、スキルアッ

プの場づくりに取り組む。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」として、まちづくりの活動に率先して取り組み、

人と人とをつなぎ、まとめることのできる「まちづくりリーダー」の育成や、リーダーと

してのスキルアップの場づくりを進める。 

例えば、自主防災活動を推進していくための防災士の養成や、環境活動を推進するため

の環境アドバイザーの養成などである。 

このような取り組みをしながら、リーダーを中心としたまちづくりを推進し、リーダー

を中心とした市民主体のまちづくりの活性化をめざす。 

 

（第１３条 人材を見いだす活動） 

第１３条では、まちづくりにかかわる人材を見つけることについて謳っている。祭りや

イベントなどさまざまな人が気軽に参加できる機会をつくり、その中からまちづくりにか

かわる新たな人材を見つけること、担い手を育てることが大切である。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」として、地域活動への多くの人の参加促進のた

めの場づくりに取り組み、まちづくりにかかわる人財の発掘をめざして進める。 

このために、例えば、地区在住職員の地域活動への参加促進を図っていきたいと考えて

いる。 

 

（第１４条 市の職員の育成） 

第１４条では、市の職員を協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員に育成

することを謳っている。職員一人ひとりが、協働の必要性を認識し、市民との協働のステ

ージにおいて、地域課題の解決やまちづくりに取り組むことが求められている。 

「めざす姿を実現するまでのステップ」として、市の職員の政策形成能力やコミュニケ

ーション能力の向上に取り組み、行政情報を市民にわかりやすく伝える能力と、適正なコ

スト意識を持った上で、市民との対話の中で出される多様な意見を総合的に調整し、でき



 12 

るだけ多数の市民が納得する施策を立案することのできる協働型の職員の増加をめざす。 

〔Ｂ委員〕 

人材について、推進計画中は「財」、条文では「材」となっているが、これでよいか。主

旨に説明を入れる必要があるのではないか。 

 

〔Ｄ委員〕 

人づくりは非常に重要なこと。第１２条に例として挙げている防災士や環境アドバイザ

ーなど、養成終了後に、力を発揮できるような活動の場づくりが必要になってくる。 

 

〔Ｂ委員〕 

この節の内容については、概ね記述してある内容でよいと思うが、例えば「まちづくり

リーダー育成」なら、活動できる場を合わせて確保するなど、第４章第１節との関連があ

る。こうした他の条文とのつながりを説明するとわかりやすい。 

 

 

(6) 条例「第４章第４節」の内容について 

〔事務局〕 

 ５ 活動に対する評価と支援 

（第１５条 活動の評価） 

第１５条では、自分の活動を振り返ってみることが、活動の継続やステップアップにつ

ながることを謳っている。自身で振り返るだけでなく、活動を互いに知り合うこと、感謝

の言葉をかけ合うことが、次の活動へのエネルギーとなり、持続可能な活動の展開へとつ

ながる。 

めざす姿を実現するまでのステップについて、この計画期間中、例えば活動発表会など

を開き、互いを知り合う場を充実すること、また、条例の普及などを通じて活動者の意識

改革に取り組み、活動のブラッシュアップ、活動意欲の醸成をめざす。 

 

（第１６条 市による評価及び支援） 

第１６条では、市民のまちづくり活動に対する公共性・公益性の面からの市による評価

と支援について規定している。市民が取り組む活動が、社会公共の利益を生むまちづくり

の活動である場合、その活動に対して、市が技術的、金銭的などさまざまな形で、相応の

支援を行う。 

めざす姿を実現するまでのステップについて、この計画期間中、例えば協働事例集の作

成と活用により、市民のまちづくり活動に対する公共性・公益性の理解を深めたり、協働

の理念を普及啓発することに取り組む。 

これと平行して、市民の担う公共の部分を評価するべく、新たな基準を検討する。例え
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ば、公共工事における入札時に、地域貢献の実績をプラスで評価する制度を検討している。

現在、土木工事に関する入札においては、市との災害協定締結の有無を、評価項目の一つ

に入れているが、今後、建築工事についても、廿日市市の現状にあった形の、評価項目の

導入を検討しているところである。 

 

 

〔Ｇ委員〕 

 まちづくりでは、ソフト面が大切である。しかし、ソフト面を評価することは難しい。 

〔Ｂ委員〕 

ある活動している団体に送られてくる、「応援します」というメッセージや、フェイスブ

ックで言えば、「いいね！」ボタンなどが、こうした評価にあたるのではないかと思う。 

 

 

〔事務局〕 

 これまでに出た意見をまとめる。 

まず「めざす姿」については、各々の中身のレベルを揃えて再度検討する。 

 前文、第１章、第２章について、めざす姿として「暮らしやすい豊かな地域社会」と書

いているが、わかりやすい表現になるように再考する。 

 第２章第５条について、市の組織運営の改善と、新しい公共の概念を市職員が理解する

ことについて、主旨に盛り込む。 

 第４章第１節について、コーディネート機能の発揮については、誰が役を担うのか、具

体的に記述する必要がある。また、｢円卓会議｣、「プラットホーム」など、言葉を整理する。 

 第４章第２節について、行政計画であることを意識し、市の施策に特化しすぎた内容に

なっていたため、全体を再検討し、条文の主旨に合わせて調整を行う。 

 第４章第３節については、他の条文にもつながりがあるため、他の節との関連性をより

はっきりさせるよう記述する。 

 

〔事務局〕 

 本日の審議会でいただいた意見については、事務局で推進計画原案に反映させ、近日中

にお送りするので、内容確認をお願いする。 

 

４ その他                                     

(1) 第４回会議の開催日程について 

  次回は、平成２４年９月２６日（水）から２８日（金）までと、１０月４日（木）の

４日間のうち、審議会委員の最も希望の多い日程で開催することとする。 

(2) 事務連絡 
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  特になし 

 

５ 閉 会                                     

  

 


