
 1 

第４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１０月４日（木） 19：00～21：00 

 ２ 場所：廿日市市役所２階２０１会議室 

 ３ 出席委員：１３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、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 

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 

  廿日市市協働によるまちづくり推進計画最終案について 

  (1) ８／２２版からの修正箇所について 

  (2) 「計画期間中の取組」について 

   ア 条例「前文」「第１章」「第２章」の内容について 

   イ 条例「第４章第１節」の内容について 

     ウ 条例「第４章第２節」の内容について 

     エ 条例「第４章第３節」の内容について 

      オ 条例「第４章第４節」の内容について 

      カ 条例「第３章」「第５章」の内容について 

４ その他 

 (1) 今後のスケジュールについて 

    (2) 答申について 

  (3) 事務連絡 

 ５ 閉会 

 

（当日配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 配席図 

 ・ 資料５ 協働によるまちづくり審議会 平成２４年１０月４日 
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１ 開 会 ２ 会長あいさつ                                            

３ 議 事                                       

廿日市市協働によるまちづくり推進計画最終案について 

 (1) 8／22版からの修正箇所について 

〔事務局〕 

 8/22版から 9/27版の修正のうち、主なものについて説明する。 

（表紙・目次） 

・ 正式名称を「廿日市市協働によるまちづくり推進計画」とした。 

・ 市の取組だとわかるように、「協働型市役所の確立に向けて」という副題をつけた。 

・ 目次を追加し、全体がわかるようにした。 

（推進計画とは） 

P3～P4 

・ 全体を通じて文章を精査した。 

・ 「（4）計画の構成」を追加し、「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」で構成されていること、その各々の項目の説明を加えた。 

（第 4条～第 5条） 

P7～P8 

・ 「めざす姿を実現するまでのステップ」について、市の姿のみで、市民の姿が示され

ていないことの指摘があった。この計画は行政の取組を掲載したものであるため、想定

できていない。しかし、市以外の主体、住民、企業などが担うことも、合わさってこそ

協働を進めることができると考えており、これらをどう決めていくかは、今後検討すべ

き課題だと考えている。 

（第 7条） 

P9～P10 

・ 「主旨」については、削除した箇所があるが、前回加筆修正が、ポイントを捉え違え

たものであったため、元に戻した。また、「主旨」の文中に、列記していたまちづくりの

活動拠点に、大野地域の拠点施設として、集会所を記載してはどうかという意見があっ

たが、逐条解説に明示があるため、列記をすべて削除した。 

（第 9条） 

P12 

・ 「めざす姿を実現するまでのステップ」中「市民ニーズの施策への反映」の開始を、

平成 24 年度～平成 27 年度の中間あたりとしていたが、今すぐ取り組むべきことである

と認識し、矢印の始まりを「当初から」に修正した。 

（第 14条） 

P18 

・ 「主旨」に「職員研修の実施」などを書いていたが、それでは足りないという意見を
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もらい、人事課と相談し「市役所以外のまちづくり活動への参加」など実施可能な内容

を具体的に追加した。 

（第 15条） 

P19 

・ 「主旨」に、第 4 章第 4 節における「評価」の言葉の意味、意図を加える提案をもら

い、説明を追加した。 

 

〔Ａ委員〕 

 ページの付け方について、｢はじめに｣を１ページ目にしなければ、おかしい。 

副題がついたことで市の取組であることがわかり、内容がつかみやすくなった。推進計

画がどこを目指しているか、また市役所そのものが協働型になるということを規定してい

る。 

 

〔Ｂ委員〕 

 副題がついているが、行政がつくったものだということをもう少しはっきり書いた方が

よい。住民はこれからどのようなまちづくり活動をしていけばいいのか、その内容が推進

計画中に書いていたほうがいいのではないか。 

この廿日市市協働によるまちづくり推進計画は、今回は行政側だが、今後市民版が出る

だろうということを推進計画中に入れておかなければ、これで取組が終わりだと思われる。

行政側の推進計画だとわかる表現にしてほしい。 

〔事務局〕 

 「市が行うこと」という文言は入れていない。 

 市民がやることは、市民がそれぞれで決めることであり、一つの推進計画にまとめるこ

とは難しい。「はじめに」の部分に文言を足して、「この計画は、市役所がするべきことを

謳った計画」だということを明確に書くか、そのことを副題に表すことを、検討させても

らう。 

 

〔Ｃ委員〕 

 P11「対等」について、本当に対等にできるのか危惧をしている。 

 P12「めざす姿を実現するまでのステップ」の「市民ニーズの施策への反映」が中期的期

間からではなく、平成 24 年度から矢印が出るように直したように、P11「地域の課題解決

に向けた話し合いの場としての機能」も平成 24年からにした方がいい。今からやるべきで、

むしろ第 8条の取組のほうが第 9条よりも取り組みやすいと思う。 

 

〔Ｃ委員〕 

P12について、「行政活動」という言葉を加えることで十分なのか。 
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 以前の 8/22版には、「行政活動」という言葉はなかった。「行政活動」と書くと、協働の

まちづくり以外の情報も含まれ、今まで通り、という印象を受けてしまう。まちづくりに

かかわる情報発信という書き方のほうがよい。「協働型のまちづくりにかかわる行政活動に

ついて」としてはどうか。 

〔事務局〕 

 文言を修正する。 

 

(2) 「計画期間中の取組」について 

ア 条例「前文」「第１章」「第２章」の内容について 

（前文～第 3条） 

P5～P6 

〔事務局〕 

 「計画期間中の取組」は、 

・ 「条例施行記念シンポジウム、出前トーク、市職員への説明などによる、条例の理解

と協働の理念の浸透に向けた啓発」は、協働推進課が中心になって、進めている。 

・ 人権や男女共同参画に関して「市民フォーラムや講座の開催、パンフレットなどによ

る、理念の浸透に向けた啓発」に取り組む。これは、条例第 3 条第 1 号から第 3 号に掲

げる基本原則、「誰でもまちづくりに取り組むことができる、互いの自主性、自立性の尊

重」の実現に向けた意識づくりとして、取り組むものである。 

 

〔Ｄ委員〕 

 P6第 3条の「協働の理念共有」について、「計画期間中の取組」として挙げられているが、

協働という言葉は、わかりにくいという声を聞くし、自分自身も勉強中である。パンフレ

ットなども文章だけでは、わかりにくいところ、具体なところがピンとこない。イラスト

などを入れたりして、わかりやすいように啓発していけば、市民活動センターを利用して

いる人たちがまちづくりに興味を持ち、協働が普及していくのではないかと思う。 

 

（第 4条 市民の役割、第 5条 市の責務） 

P7～P8 

〔事務局〕 

 「計画期間中の取組」は、 

・ 「お客様案内スタッフによる市役所窓口の総合案内」、市役所に来られた方のご用件に

的確に対応できる窓口案内をし、市民の要望等に適切に対応する。 

・ 「地域支援員による過疎地域等の生活支援」、地域支援員は、過疎地域である吉和地域

の住民の生活支援と、地域課題の解決や地域の活性化に向けた活動の企画、支援などを

行っている。 
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・ 「道路、公園、河川、広場などの公共施設アダプト制度の運用」、アダプト制度は、地

域の住民が道路や公園などの里親となり、清掃や緑化などを担当、行政がその活動費な

どを支援する制度である。 

・ 「自主防災活動の充実に向けた地域防災相談員の設置」 

・ 「ＮＰＯ活動への融資」 

これらの取組により、市民の行うまちづくり活動の環境整備を行う。 

・ 「パブリックコメント制度による市政への市民参画」、市のまちづくりに関する情報の

提供とともに、市民のまちづくりへの参画の機会を提供する。例えば、この条例につい

ても、制定前の平成 24年 1月にパブリックコメント制度による意見募集を実施した。 

 

〔Ｅ委員〕 

 P7 の第 5 条の機能的かつ効果的な組織運営について、関係部署間の連携がないように思

える。市役所内の横のつながりについて、これからどのようにしていくか。 

〔Ａ委員〕 

「横断的な情報共有の場をつくる」という言葉を入れてもらいたい。 

 

イ 条例「第４章第２節」の内容について 

（第 7条 地区、地域及び市域におけるまちづくり） 

P9～P10 

〔事務局〕 

 「計画期間中の取組」は、 

・ 「地域における災害時要援護者の避難時の支援体制づくり」、災害時要援護者とは、災

害時に避難することが困難な障がい者や一人暮らしの高齢者などのことを言うが、災害

時などの緊急時を見据え、日頃の見守りなど、支援体制づくりに取り組む。 

・ 「廿日市市五師士会と連携した地域における医療・福祉・介護のネットワークの推進」、 

廿日市市五師士会とは、地域住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献することを目的

として、廿日市市の保健・医療・福祉に関わる専門職でつくられた組織で、現在、市と

連携していくつかの市民センターで相談室を開設している。 

・ 「地域自治に関する実態調査を行い、地域自治組織のあり方や支援方策の仕組みづく

りの検討」 

・ 「公益活動を行うさまざまな活動団体がつながるためのネットワークの構築」、市民活

動センターでは「市民活動ネットワーク」という登録のしくみがあり、現在約 170 の団

体が登録しているが、これらの情報を効果的に活用できるようデータベース化し、つな

がるためのツールを整える、ということである。 

・ 「地域の実情に応じた集会所の管理運営に係る検討」 

・ 「佐方市民センターの地域運営など、各市民センター（公民館）が『地域づくりの拠
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点』『生涯学習の拠点』となるよう拠点施設の機能発揮に向けた施設の管理運営」 

・ 「市民センター（公民館）の市民参画（市民センター企画運営委員会）による企画運

営」 

・ 「拠点施設の設備充実に向けた中央市民センター（公民館）の建替に向けた基本調査、

実施設計など」 

・ 「大野支所及び周辺市有地の有効活用に向けた調査・検討」 

・ 「公共施設全体としての方向性と施設更新の考え方やあり方を示す指針の策定、公共

施設管理システムの導入・運用による適正なマネジメントの実施」、公共施設管理システ

ムとは、各部局で公共施設の管理運営情報を共有するためのもので、各施設のデータ、

建物や運営や利用情報などを電子化して、地図情報に載せたものである。人口構造の変

化に対応した公共サービスや公共施設のあり方を検討していくこととしている。 

 

〔Ｅ委員〕 

大野地域では、集会所が市民の活動の拠点となっている。P9の「まちづくりの拠点」に、

集会所が入っていないので、入れてほしい。 

〔事務局〕 

 先ほど事務局から説明があったように、最初の案では、全て施設を列記していたが、逐

条解説書 P13 に記載してあるので、削除させていただいた。しかし、もう一度、その意見

が出たということは、列記をした方がよいか。 

〔Ａ委員〕 

注釈にしてはどうか。 

〔事務局〕 

 注釈で明記する。 

 

〔Ｄ委員〕 

災害時要援護者について、この対象は外国人を含めすべてか。 

〔事務局〕 

 そうである。災害時要援護者避難支援プランに規定があるので、対象者はそれに全て掲

載してある。 

 

（第 8条 円卓会議） 

P11 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 「各地区で開催する『円卓会議』の市行政の参画促進及び運営支援、地域提案型協働

事業助成金制度の運用」、「地域提案型協働事業助成金交付要綱」には「地域円卓会議の
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開催」を規定しており、これをもとに、市の職員も運営支援をしながら、円卓会議に参

画する。 

・ 「市民参画によるワークショップ、『円卓会議』の推進」、これは広く市民の暮らしに

かかわる課題の解決や、公園などの身近な公共施設の整備あるいは、道路環境の整備に

ついて、市民参画によるワークショップや、「円卓会議」で内容を検討していく。 

平成 24年度に予定されているワークショップは次のとおりである。 

・ 「浸水ハザードマップ作成（佐伯地域、吉和地域、原地区）」、佐伯地域ではすでに

ワークショップが始まっている。 

・ 「中央市民センター（公民館）建替に係る基本調査」 

・ 「城内第 2公園（街区公園）整備」 

・ 「上平良さくらの里整備に係る樹木植栽計画」 

今年度については、これらの事業を予定している。 

 

〔Ａ委員〕 

 P11の「計画期間中の取組」において、今年度予定しているワークショップを挙げている

部分で、浸水ハザードマップを作成する地域の括弧と、事業の括弧が同じ種類でわかりに

くいため、表現の変更をお願いする。 

 

〔Ｆ委員〕 

 「計画期間中の取組」として書かれているが、ここに挙げているものだけでなく、追加

の事業もあるのか。 

〔事務局〕 

毎年、年度初めに、事業の追加をさせていただく。 

 

ウ 条例「第４章第２節」の内容について 

（第 9条 情報の発信及び共有） 

P12 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 「広報紙、コミュニティ FM、インターネット、SNS など各種の情報発信ツールの効果

的利用」、SNS というのは、ソーシャルネットワーキングサービスのことで、インターネ

ット上で社会的ネットワークを構築するサービスである。最近では、10 月 1 日から

facebook で、試験運用として、廿日市市が公式アカウントを取り、観光情報などをアッ

プしている。 

・ 「市のホームページのリニューアル」、これは、平成 24 年度の計画ではないので、事

業シートはないが、ホームページのリニューアルを行うことで、情報が今よりも簡単に
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受け取ることができるようにする。 

・ 「市民センターのホームページや市民センターだより、または子育て支援サイトや防

災行政無線などを活用した、分野や地区に密着したタイムリーな情報の発信」 

・ 「市民活動センターの情報収集・提供機能を生かした、団体活動情報や助成金情報な

どの発信」 

 

〔Ｃ委員〕 

 「主旨」の 6 行目「情報を発信したりすることなど」を「情報を発信すること」に訂正

してほしい。 

 

エ 条例「第４章第３節」の内容について 

（第 10条 まちづくりに関わる人材の育成） 

P13～P14 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 市民センターにおける、「地域課題の解決につながるための主催事業の実施」 

・ 「男女がお互いの人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく個性と能

力を十分に発揮できる社会を実現するための、研修費用等としての人材育成助成金交付」 

・ 「身近な人や大切な人のこころの不調や生活変化にいち早く気づき、自然な声かけ、

対話などから必要な支援へとつなぐ役割を担うゲートキーパーの養成」 

・ 「生活・介護支援サポーターの養成、フォローアップ研修の継続、ボランティアグル

ープなどの活動の支援」 

・ 「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」、これは、

具体的には、地域の人が小学校で子ども達に、書写の筆の持ち方や、家庭科の玉止め・

玉結びなど、一人一人にしっかりかかわることによって、より深い理解が得られる教科

などで教員が行う指導の補助をしたり、校外活動時の見守り活動などを行う。 

 

〔Ａ委員〕 

 「計画期間中の取組」として、「人材育成助成金の交付」とあるが、男女共同参画事業の

みがその対象となるのか。 

〔事務局〕 

 行政の職員が研修をする際に地域の人も一緒に研修をすることはあるが、市民の方が単

独で行う研修への財政的支援は、男女共同参画事業のみである。 

確かにさまざまな場面で人材育成の補助はしてあるので、「など」でくくり、助成金を出

している事業がこれだけではない、ということがわかるように、訂正する。 
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〔Ｃ委員〕 

 条文に関して、第 1項は育成のこと、第 2項は支援のことを書いている。そのため、「計

画期間中の取組」も、項ごとに分けて配置し直してほしい。他の条も同様に処理してほし

い。 

P14に「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」とある

が、人づくりの取組を説明している条なので、「場づくり」という表現はおかしい。 

〔事務局〕 

 表現を正しく修正する。 

 

（第 11条 子ども、若者等の育成） 

P15 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 「『中学生と市長のふれあいトーク』の実施」 

・ 「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の推進」 

・ 市民センターにおける、「地域の大人たちの参加・協力による青少年対象の主催事業の

実施」 

・ 市民センターにおける、「若い世代、特に中学生から 30 歳未満までを対象とした主催

事業の実施」 

 

〔Ａ委員〕 

 計画期間中の取組の最下段、「30 歳未満まで」という表現があるが、これは 30 歳以上は

全て対象にならないのか。 

〔事務局〕 

 表現を「おおむね」と加える。 

 

（第 12条 まちづくりリーダーの育成） 

P16 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 市民センターにおける、「各地区のニーズに基づいた人づくりのための主催事業の実施」 

・ 「市民活動センターの人材育成・研修機能を生かした、まちづくり活動のバックアッ

プのためのリーダー研修、市民活動スキルアップ講座の実施」 

・ 「自主防災活動を推進していくための防災士の養成」 

・ 「環境活動を推進するための環境アドバイザーの養成」 
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（第 13条 人材を見いだす活動） 

P17 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 「市民活動センターのネットワーク機能を生かした、市民活動団体情報交換会の開催

などの交流の場と機会の提供」、会議の終わりに、チラシを配布するが、10月 21日（日）

に開催する「まちづくり交流会 inはつかいち」がこの事業に該当する。 

・ 「市民センターまつりの開催」 

・ 「地区在住職員の地域活動への参加の促進」 

 

〔Ｇ委員〕 

P15と P17の「めざす姿を実現するまでのステップ」について、一本調子な感じを受ける。

文章を読むよりも先に目に飛び込んでくるものなので、もう少し丁寧に書いたほうがよい。 

 

〔Ａ委員〕 

「主旨」に「中期的には～」と記述している部分があるので、その部分を「めざす姿を

実現するまでのステップ」に足すことも可能だと思う。 

〔事務局〕 

 中期的、長期的にも繰り返し、続けていくべき取組として書いたのだが、強化して取り

組むものをもう少し見えるように「めざす姿を実現するまでのステップ」に加えたい。 

 

（第 14条 市の職員の育成） 

P18 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 「政策形成能力やコミュニケーション能力を向上させるための職員研修の実施」 

・ 平成 25年度以降に、「（仮称）地域コミュニティ活動体験研修の実施」 

・ 「管理職等を対象にした協働の必要性を認識するための職員研修の実施」 

・ 「地区における『生涯学習の拠点』、『地域づくりの拠点』として、さらに力を発揮で

きる職員となるための研修への参加」 

・ 「市職員の「円卓会議」への参画」 

・ 「市職員の地域活動への参加の促進」 

 

オ 条例「第 4章第 4節」の内容について 

（第 15条 活動の評価） 

P19 
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〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、市民活動センターのネットワーク機能を生かした、市民活動

フォーラム（活動発表会）の開催などで、活動を互いに知り合う場の充実に取り組むこと

としている。 

 

（第 16条 市による評価及び支援） 

P20 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、 

・ 「市の発展に寄与した人や団体に対する表彰や感謝状の贈呈」 

・ 「教育、文化、スポーツの分野において貢献があった人や団体に対するはつかいちさ

くら賞による表彰」 

・ 「市民センター（公民館）や市民活動センターにおけるまちづくり活動団体に対する

公共施設の使用料減額免除」、これは、特定非営利活動促進法に掲げる 20 分野を、公共

性、公益性に係る一定の基準として、これらの活動に取り組む団体については、使用料

を免除するというものである。 

・ 「廿日市市内における市民と行政が連携・協力した取組をまとめた協働事例集の作成」、

これは、市の評価の一環として、この条例に掲げる協働の概念のうち、市民と行政が連

携して取り組んでいる「一緒にやる協働」について紹介したものを、平成 24年度に作成

している。 

 

〔Ｈ委員〕 

 評価基準というのは、「計画期間中の取組」にある「表彰や感謝状の贈呈」や「さくら賞」

の評価基準のことか。 

〔事務局〕 

 例えば、時代が変わり、その時代に合った評価基準に改めようと、昔の評価基準を見直

そうとするときに、それぞれ個別に考えていくということである。 

〔Ａ委員〕 

 そうなると、必ずしも新しい評価基準をつくろうということではなく、時代に合った評

価基準になるように見直していくということか。 

〔事務局〕 

 見直しだけではなく、新たな評価基準をつくることも考えられる。 

 

〔Ｈ委員〕 

 市がいろいろな事業計画をたてているが、それに対する評価基準というのはないのか。 

〔事務局〕 
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 市の事業計画の評価と、第 4 節における評価は、意味合いが異なる。第 4 節における評

価は、活動を認めるという意味である。 

第 15条の評価というのは、市民活動者自身やお互いが認め合うことで、その活動のプラ

スにつなげていこうということ、第 16条は市による評価、及び支援ということである。 

 

〔Ｃ委員〕 

 「計画期間中の取組」の「さくら賞による」という文言、「よる」を訂正してほしい。 

 

カ 条例「第 3章」「第 5章」の内容について 

（第 6条 協働によるまちづくり推進計画） 

P21 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、「推進計画の策定および、その進行管理」であり、推進計画は、

今年度策定し、策定度は毎年進行管理を行う。 

 

（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） 

P22～P23 

〔事務局〕 

「計画期間中の取組」は、「協働によるまちづくりを推進するために、その推進計画の策

定・変更や、施策の改善提案について市長に提言を行う審議会を設置、運営」、つまり、こ

の審議会の設置と運営である。 

 

〔Ｂ委員〕 

 P21 と P23 の「めざす姿を実現するまでのステップ」が平成 27 年度で切れているが、こ

れでよいか。 

〔事務局〕 

 計画期間中のことなので、このように書いているが、繰り返し行うことがわかるように

書き直す。 

 

〔Ｅ委員〕 

 P22 第 19 条に「市は、毎年この条例の実施状況を検証し、その結果を公表する」とある

が、この検証はどこが行うのか。 

 また、P23の「めざす姿を実現するまでのステップ」について、「評価（検証）、改善」が

審議会の中だけで行うということに意味がとれる。 

〔事務局〕 
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 検証は、末尾に付けてある事業シートに沿って各課が行う。あるいは協働推進課でまと

めて公表することになると思う。 

P23の評価、改善については、市も行うとともに、審議会からも改善提案をもらうことに

なるので、きちんと整理をして返す。 

 

（事業シートについて） 

〔Ｅ委員〕 

 P41の「協働のまちづくり事業」の、地域自治調査業務委託料について、どこにどんな委

託をしているのか。また、このような委託料については、他の事業でも見られるが、コミ

ュニティにできることは委託すれば、予算面も削減でき、地域の活性化にもつながると思

う。検討してもらいたい。 

〔Ｈ委員〕 

 P30の「男女共同参画推進事業」と P56の「男女共同参画推進事業」の事業シートについ

て、同じ事業であるのに、項目「目標達成度」の「社会全体での男女の平等感」の数字が

違う。 

〔事務局〕 

 確認し、調整する。 

 

４ その他                                    

(1) 今後のスケジュールについて 

 今日の審議で、この審議会における推進計画の策定に向けた審議は終了となる。今日の

意見を、役所内で再度整理し、反映できるものは推進計画の最終案に反映、反映できない

意見は、付帯意見としてまとめ、市長に答申いただくこととなる。 

 また来年度以降については、審議会の開催は、定例的には年に 2 回開催することを予定

している。1回目は、年度当初、5月中旬にその年度の予算の事業シートにより、取組の紹

介を行い、事業の実施に当たっての意見をいただきたいと思う。 

 また、2 回目は 10 月頃にその前年度の決算分の事業シートによる進捗状況と、次年度の

予算編成に向けて事業の実施に当たっての意見をいただく予定としている。 

 

(2) 答申について 

 市長への答申の日程は、10 月 18 日（木）午前 9 時 30 分から、市役所で行う。会場は市

役所 3階秘書課になるので、直接お越しください。 

 

(3) 事務連絡 

 特になし 
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５ 閉 会                                     

〔会長〕 

 6月からの短い期間だったが、内容の濃い審議会となった。今回は市役所として取り組む

べき推進計画ができたわけだが、次に市民が協働に対してどう取り組んでいくかについて、

方向性を示したものについては、私と事務局とで考えさせていただけたらと思う。 

 

〔自治振興部長〕 

 4回にわたり、廿日市市協働によるまちづくり推進計画について審議会委員の皆さんに熱

心に審議していただき、感謝している。今年度は、これで審議は終了となるが、審議会委

員の皆さんには、引き続き、廿日市市協働によるまちづくり基本条例の普及啓発にご協力

いただきたい。 

 

 


