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第 5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 25年 5月 23日（木） 19：00～21：10 

 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：11人（50音順） 

岩藤綾子、打海由美子、大谷丈貴英、後藤正治、竹中久人、中宮麻美、槇本知則、 

三浦浩之、三浦義晨、山本國雄、吉村佳子 

   欠席委員：3人 

市：5人 

自治振興部長 大明地稔和  

    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 新審議会委員紹介 

4 議事 

(1) 平成 25年度のスケジュールについて 

 (2) 平成 25年度の取組に係る報告及び事業実施にあたっての意見聴取 

  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 

5 その他 

 (1) 次回の開催日程について 

  (2) 事務連絡 

 6 閉会 

 

（配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 配席図 

 ・ 審議会委員名簿 

・ 資料 6 協働によるまちづくり審議会について 

・ 資料 7 廿日市市協働によるまちづくり推進計画 新旧対照表（事前送付） 

・ 資料 8 廿日市市協働によるまちづくり推進計画 （平成 25 年度更新版）、【別冊】平成

25年度 事業シート 
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1 開 会 2 会長あいさつ                             

〔会長〕 

 今年度は、私たち審議会委員の提案、意見を受けて、実際に市民と市が協働で事業を実施す

ることになる。その事業が私たちの廿日市市協働によるまちづくり推進計画に掲げている、「め

ざす姿を実現するまでのステップ」に沿って進められているか検証するとともに、新規に実施

する事業についても意見を述べていくこととなる。1年間よろしくお願いしたい。 

 

3 新審議会委員紹介                                 

〔事務局〕 

 審議会委員の異動があったので、お知らせする。 

まちづくり活動団体からの推薦委員に異動があったため、1人を解嘱、新たに 1人を委嘱し

た。また、公募委員が 1人、市外に転出し、条例に規定された委員の要件を満たさなくなった

ため、解嘱となった。 

現在、審議会委員は 14人となっている。 

〔会長〕 

 審議会委員 1 人が廿日市市外へ転出し、欠員が出たことについて、事務局との協議の結果、

現在審議会では密に議論を重ねる段階ではなく、廿日市市協働によるまちづくり推進計画の中

身について審査をしている状況であること、年間の審議会開催回数も少ないことから、新しく

委員を公募せず、１人減のまま進めていくこととした。 

 

4 議事                                          

（1）平成 25年度のスケジュールについて 

〔事務局〕 

「資料 6 協働によるまちづくり審議会」に沿い、審議会の役割の再確認、平成 25 年度のス

ケジュールについて説明する。 

1 役割 

・ 条例第 17条第 1 項「この条例に定める協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、

まちづくりの実情に的確に対応させる」ために設置している。 

・ 第 2項「市長からの諮問に応じて、調査、審議をする」機関である。 

・ 調査、審議する内容は、第 1 号から第 5号のとおりである。廿日市市協働によるまちづ

くり推進計画に関すること、実施状況の総合的評価に関すること、施策の改善に関するこ

と、まちづくりに対する評価の基準に関すること、この条例の改正や廃止に関することで

ある。 

2 スケジュール  

・ 昨年度は、4 回の会議を開催し、廿日市市協働によるまちづくり推進計画の策定にあた

っての審議をいただいた。今年度は、第 5回と第 6回、本日と 10月の 2回で会議を開催す

る予定である。 

・ 本日の会議では、廿日市市協働によるまちづくり推進計画の平成 25年度更新版で事業な

どの説明をし、その実施に向けての提案をいただく。 



 3 

・ また、10 月の会議では、平成 24 年度決算に伴う事業の進捗について報告をするととも

に、平成 25 年度事業の進捗について年度途中の経過を説明し、平成 26 年度予算の要求に

向けて、施策・取組・事業についての改善に関する提案をいただく予定である。 

 

(2) 平成 25年度の取組に係る報告及び事業実施にあたっての意見聴取 

〔事務局〕 

「資料7 廿日市市協働によるまちづくり推進計画 新旧対照表」と、本日配付した「資料8 廿

日市市協働によるまちづくり推進計画 平成25年度更新版」を併せてご覧いただきたい。 

廿日市市協働によるまちづくり推進計画は、昨年度、この審議会における審議を経て策定した。 

計画書 1ページの下、(3) 計画の期間と進行管理 にあるとおり、「計画の期間は、第5次廿

日市市総合計画後期基本計画に合わせ、平成24年度から平成27年度の4か年」としている。 

計画の初年度である平成 24年度が終了し、平成 25年度の事業予算が確定したことに伴い、こ

のたび、廿日市市協働によるまちづくり推進計画中の「計画期間中の取組」を進捗に合わせて

更新した。 

本日は、更新した箇所、特に新しい取組を中心に説明し、事業の進め方や持つべき視点など

について、意見をいただきたいと考えている。 

 

ア 条例「前文」「第 1章」「第 2章」の内容について 

（前文～第 3条 推進計画 P3～P4） 

〔事務局〕 

【協働の理念共有】 

 条例前文から第 3 条にかけては、協働によるまちづくりでめざすまちの姿や基本原則など、

この条例の基本的な事項を謳っている。 

 計画期間内に、協働の理念共有を進め、中期的にはつながりづくりを行っていきたい。 

・ 「条例施行記念シンポジウム」は、昨年度事業であり終了したため削除した。また、かっ

こ内の予算事業名について、昨年度の「地域経営推進事業」を今年度「協働推進事業」と変

更したため、修正している。かっこ書き部分の変更は、以降同様に、平成 24年度と平成 25

年度の予算事業名が変更となったものである。事業内容が変わったものではないので、以降、

説明は割愛する。 

・ 「第 2次廿日市市男女共同参画プラン策定に向けた市民への意識調査の実施、懇話会にお

ける方向性の検討」を、今年度の新規事業として追加している。協働の理念、参画の推進に

関わる「男女共同参画プラン」の「第 2次プラン」の策定に向けて、今年度、検討に着手す

ることとしている。 

 

〔Ａ委員〕 

「第 2次廿日市市男女共同参画プラン策定に向けた市民への意識調査の実施」について、調

査の目的は何か。 

〔事務局〕 

社会における男女の地位の平等感、日常生活の各場面における男女の参画状況など、前回調 
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査との比較をするのではないかと思われる。 

調査をする上での留意点をもらえるならば、いただきたい。 

〔Ａ委員〕 

意識調査が今回で 2回目であるなら、目的の設定をするべきである。今回は、前回意識調査

をして明らかになった部分とそうでない部分を踏まえ、調査してほしい。 

事業シートには懇話会は 1回であると表記してある。 

〔事務局〕 

 担当課には 2回であると聞いている。 

〔会長〕 

事業内容活動としては、意識調査の実施、基礎的な分析を踏まえ、懇話会に対して考え方を 

提示するという流れだと思うが、懇話会の回数については確認してほしい。 

 

（第 4条 市民の役割、第 5条 市の責務 P5～P6） 

〔事務局〕 

【市民の行うまちづくり活動の環境整備】 

 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。 

計画期間内に、「市職員の協働意識を強化、市の協働体制を確立」して素地を整え、中期的

には、協働による取組を「実践、検証・評価」しながら、「よい」協働を実践できるよう、繰

り返していくということをめざしている。 

・ 「自主防災活動の充実に向けた地域防災相談員による助言、啓発」について、「地域防災 

相談員」は、昨年度「設置」済みであり、平成 25 年度版では、実際に担う業務「助言、啓

発」に置き換えた。昨年度は、この相談員を危機管理課に配置していたが、今年度は、町内

会・自治会やコミュニティ組織など、住民自治組織の窓口である地域政策課に配置し、自主

防災組織の立ち上げなど、地域からの防災に関する相談に、より効果的に対応できる体制に

なっている。 

・ 「地域支援員による過疎・中山間地域等の生活支援」では、「地域支援員」を、今年度新

たに佐伯地域へ配置することに伴い、平成 25 年度版では、「中山間地域」を加筆している。

「地域支援員」は、人口減少や高齢化の著しい地域においても、地域の人が暮らし続けるこ

とができるよう、地域の点検、話し合いの促進、地域行事やコミュニティ活動ほか、地域お

こしを支援したり、地域力の維持・強化に必要な活動を担っている。 

平成 23年度から過疎地域である吉和地域へは 1人派遣している。 

 

〔Ｂ委員〕 

 地域防災相談員は何人か。 

〔事務局〕 

 1人である。 

 

〔会長〕 

 今回審議会を欠席された委員から、「地域支援員による過疎・中山間地域等の生活支援」に

ついて、意見が出ているので、紹介する。 



 5 

 先日、佐伯地域コミュニティ推進連絡協議会にて、地域支援員の説明を受けた。まちづくり

に対し、市も、しかけづくりに懸命であると思われる。佐伯地域にはコミュニティ団体が 4

団体あるが、それぞれのペースで活動を進めている状況であり、地域支援員の説明を受けても

関心がなさそうであった。 

 ということである。地域と市で温度差があるものと思われる。 

〔事務局〕 

事前に当委員に意見の意図を確認したところ、市に先行されると地域も負担を感じる、地域

はそれぞれのペースで活動をしており、その機運や熟度に合わせて施策を展開してほしいとい

うことであった。 

 

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 P7～P8） 

〔事務局〕 

【地区・地域のまちづくりを支える環境整備】 

条例第 7条では、地区や地域のこれまでに培ってきたまちづくりの方法や歴史といった地域

性や市民やまちづくり活動団体が持つさまざまな知識、技能などの得意なことを生かしながら、

協働によるまちづくりを進めていくことを謳っている。 

・ 「大野支所及び周辺市有地の有効活用に向けた調査・検討」については、昨年度終了し、

今年度においては、事業性評価に係る実験事業を実施するため、新規に掲載している。具体

的には、大野支所駐車場などを利用してマルシェを開催し、その販売状況や仕入れの仕組み

づくりなど、評価、検証を行う。 

・ 公共施設の基本的な考え方を示した「公共施設マネジメント基本方針」の策定や、公共施

設の更新の考え方やあり方を示す再配置計画の策定に向け、市民意識調査を実施するため、

新規に掲載している。現段階では、市民への無作為抽出アンケート、また各施設に共通のア

ンケートを配置し、施設利用者に回答してもらうことを予定している。 

・ 拠点施設の設備充実に向けた中央市民センターの建替については、昨年度 5回のワークシ

ョップを経て基本調査を終了し、その議論を踏まえ、今年度は実施設計に入る。具体的には、

基本調査の結果を「基本プラン」としてまとめるため、ワークショップの参加者から選出し

たメンバーで検討する。 

 

〔Ａ委員〕 

「大野支所及び周辺市有地の有効活用に向けた調査・検討」について、事業シート P15「公

共施設調査事業」中に表記してある「マルシェ」とは何か。 

〔事務局〕 

一つの場所に人が集まり、様々な農産物などを販売・購入する市場のことであり、社会実験

として行う予定である。その際に、出展者へのアンケートや、お客さんの声を聞き、調査を行う。 

〔Ｃ委員〕 

実証実験事業は、確実な見通しを立てようと思えば期間を要する。1回の実施では、効果が

見えないのではないか。例えば、アンテナショップなど、長期的に実証実験を行う場所がある

のか。 
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〔事務局〕 

実証実験前に企画の段階で、短期的ではなく、長期的な見通しを立てることが必要というこ

とか。担当課に確認する。 

〔Ａ委員〕 

事業シートでは、実施は 1回としか表記していない。1回の検証では、販売状況など改善に

向けた気づきなどが見えてこないのではないか。目的を達成するための手段が適切かどうか確

認してほしい。 

 

〔Ａ委員〕 

「公共施設の基本的な考え方を示す指針策定、適正なマネジメントの実施」で、施設の再配

置ということは、市民に対し、再配置を希望する施設についてアンケートを実施するというこ

とか。 

〔事務局〕 

アンケートの設計までは具体的にまだ進んでいない。 

〔Ａ委員〕 

無作為抽出ということになると、人口密度によって、結果に偏りが出るのではないか。 

〔事務局〕 

設計段階で留意する。 

〔Ａ委員〕 

事業シート P16「公共施設マネジメント事業」には、「公共施設に対するニーズ（現在、未

来）を把握する」と書いているので、施設を将来的に利用する世代についても考えるべきである。 

 

〔事務局〕 

【交流、連携の場づくり】 

・ 地域自治に関する実態調査について終了し、今年度は地域自治組織のあり方や支援方策を

各地区住民との対話により検討している。 

 

（第 8条 円卓会議 P9） 

〔事務局〕 

【だれもが対等に参加できる円卓会議の推進】 

条例第 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気づき、

課題解決に向けた話し合いを行うことを謳っている。 

・ 各地域で開催する「円卓会議」の市の参画促進や運営支援を引き続き行う。円卓会議の開

催を規定している「地域提案型協働事業助成金制度」に加え、「地域力向上事業助成金制度」

を昨年 11月に創設し、追加掲載している。「地域力向上事業助成金制度」とは、人と人、地

域と地域のつながりを深める取組を推進しようとする団体に対し、助成金を交付する。町内

会等の加入促進や広報活動なども対象となっている。 

・ 市民参画によるワークショップは、今年度現時点で把握しているものについて、沿岸部を

中心とした「はつかいち景観 100選」に係る選定基準の検討、宮島地域におけるおもてなし

コンセプトの形成を予定している。 
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・ 景観ワークショップは、昨年、佐伯地域と吉和地域で開催した。今年度は廿日市地域と大

野地域で開催する。 

・ 宮島地域におけるおもてなしコンセプトの形成は、地域の観光関係事業者などと検討する

こととしているが、その市民参画の手法も含めてこれから検討するので、必ずしもワークシ

ョップ形式とは限らない。 

 

〔Ａ委員〕 

 平成 25年度は、ワークショップを 2つ予定しているが、「景観形成推進事業」に係る景観ワ

ークショップについて、平成 24 年度実施した佐伯、吉和地域でのワークショップでは結果は

出たのか。 

〔事務局〕 

結果ではなく、選定基準である。選定基準はまだまとまっていないが、ワークショップの意

見としては出ている。 

〔Ａ委員〕 

平成 24年度の進め方を踏まえて、平成 25年度は改善されていると考えて良いか。 

〔事務局〕 

平成 24 年度は、フィールドワークを織り込んでいたが、スケジュールがずれ込み、寒い季

節になってしまったこと、参加者が少なかったことを踏まえ、平成 25 年度は、スケジュール

を調整し、前倒しで事業を進める予定である。 

〔Ａ委員〕 

事業シート P25「景観形成推進事業」で、ワークショップ参加者数が平成 24 年度は 250 人

を目標値としているが、実際はその目標には届かなかったということか。目標設定の変更、ま

たは、達成するように工夫するべきだと思う。 

〔事務局〕 

担当課に伝える。  

〔Ｂ委員〕 

景観を選定した後、将来的にはどう生かしていくのか。 

〔事務局〕 

実際に私もワークショップに参加したが、担当課からの説明では、「はつかいち景観 100選」

を選定するプロセスにおいて、まちの歴史や背景などが地域で異なることから、地域ごとに選

定基準を定めている。そのプロセスを通して住んでいる地域に愛着を感じてもらい、良さを改

めて知ってもらうというねらいがあるという。 

〔Ｂ委員〕 

現在の居住者が地域活動に生かすことを目的に選定しているのか。他県・他市でも景観 100

選は多く見受けられ、観光目的に選定している地域もある。「はつかいち景観 100 選」は、観

光客誘致目的ではないということか。将来的には廿日市市の観光資源の発掘も目的の一つとし

て、事業を進めてもらいたい。 

〔事務局〕 

担当課に確認する。今私が申し上げたのが、選定基準に係るプロセスのことだったので、実

際に「はつかいち景観 100選」を選定したその後の活用については担当課に確認する。 
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〔Ａ委員〕 

「廿日市市景観計画」を策定するにあたり、地域ごとに調査をして代表的な景観を提示され

ていると思うが、市民が十分に理解しないままスタートしたように私自身理解している。選定

基準の検討だけでは、本来の目的から乖離すると思われるため、十分に本来の目的を踏まえて

進めるべきである。 

また、平成 24年度の反省を踏まえた改善をして、今年度は実施してほしい。 

 

〔Ａ委員〕 

「観光おもてなし向上事業」について、内容を教えてほしい。 

〔事務局〕 

現段階では、事業シート P26「観光おもてなし向上事業」に記載されていることまでである。

事業の詳細は今後検討していく予定である。 

〔Ａ委員〕 

事業シートには「地域の観光関係事業者等と協働でコンセプトを検討する」と書かれている

が、関係事業者と誰が協働するということか。 

〔事務局〕 

市民や市である。多様な主体が関わることになると思われるが、具体的な関係主体もこれか

ら検討していく。 

〔Ａ委員〕 

 「協働で進める」ということであれば、直接関係のある地域の観光関係事業者だけでなく、

市も関わって進める必要がある。 

 

〔Ｄ委員〕 

 「公共施設の基本的な考え方を示す指針策定、適正なマネジメントの実施」「宮島地域にお

けるおもてなしコンセプトの形成」「景観ワークショップ」どれにも共通して言えることだが、

市はやろうとしているが、市民はどのくらい理解しており、協力的なのだろうか。市民が置き

去りにされているような感覚がしてならない。 

〔会長〕 

 それぞれ事業シートを見ると、目的としては、ある程度掲げられているが、目的を達成する

ための手段が適切かどうかについては、確認をしてほしい。 

 

〔Ｅ委員〕 

「公共施設調査事業」では、実施回数が１回に対し、事務事業委託料が 2,300 千円、「観光

おもてなし向上事業」では、「宮島観光おもてなしマイスター制度導入事業委託料」に 4,600

千円、配当されているが、果たして、予算額は適切なのか。 

〔Ｄ委員〕 

使途も教えて欲しい。 

〔事務局〕 

今回提示しているのは、平成 25 年度予算要求時の事業シートであるため、具体的な使途は
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確定していない。次回の審議会では平成 24年度決算時の事業シート及び平成 25年度の半年の

進捗状況について審議していただく予定である。 

 

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 P10） 

〔事務局〕 

【情報伝達手段の拡充】 

 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。 

 計画期間内に、協働のまちづくりに関わる行政情報を発信しながら、市民と市が理解し合う

ために双方向の情報伝達手段について研究し導入したり、相手に受け取ってもらいやすい表現

や手段で情報を発信することに取り組む。 

・ 「広報広聴事業」では、SNSの活用検討は終了し、平成 24年 10月から実際に廿日市市公

式 facebook の運用を開始している。現在は、地域、観光情報をはじめ、イベントや講座な

どの市政情報をタイムリーに発信している。 

・ 「防災一般事業」から事業名を変更した「防災情報システム管理事業」では、新たに「は

つかいちし安全・安心メール配信サービス」の PR・運用を開始した。「はつかいちし安全・

安心メール配信サービス」とは、事前に登録した人の携帯電話やパソコンに災害情報をはじ

めとした緊急情報を配信するサービスである。このようなシステムの運用により、災害情報

など市民の皆さんにより迅速かつ正確に発信することが可能となった。 

 

〔Ｄ委員〕 

廿日市市公式 facebook と「はつかいちし安全・安心メール配信サービス」の登録者数をそ

れぞれ教えてほしい。 

〔事務局〕 

廿日市市公式 facebookは、平成 25年 5月 23日時点で 493人、「はつかいちし安全・安心メ

ール配信サービス」は同時点で 520人である。 

〔Ｄ委員〕 

廿日市市の人口を考えると少ない。 

〔事務局〕 

facebook については、廿日市市に「いいね！」をしている人が廿日市市の情報をシェアす

ることで、「いいね！」をしていないその人の友人・知人にも情報が広がっていくと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

電子媒体での情報発信のみでは、それを利用しない人には情報は伝わらないため、既存の団

体が持つ伝達手段や仕組みも活用していくべきである。 

 

〔Ｅ委員〕 

facebookと広報の情報発信については、どのような棲み分けをしているのか。 
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〔事務局〕 

facebook では、直近のイベント、講座情報などのタイムリーな情報や、廿日市市の各地域

の風景写真を発信している。 

〔Ｄ委員〕 

 各地域の風景を定期的に写真でアップする、特派員制度を設けるのはどうか。 

〔Ａ委員〕 

 facebookに投稿できる職員は限られているのか。 

〔事務局〕 

 各課で原稿を調製し、広報統計課に提出した後、広報統計課が投稿するという仕組みである。 

〔Ａ委員〕 

広報統計課がとりまとめるのではなく、タイムリーな情報発信のために、どの職員でも投稿

できるなど、手続きの緩和も検討してみてはどうか。 

 

〔Ａ委員〕 

事業シート P31「防災情報システム管理事業」中、｢はつかいちし安全・安心配信サービス｣

の平成 25 年度登録者数の目標値が低い。このメール配信サービスの内容は、緊急性のある情

報のみなのか。 

〔事務局〕 

｢はつかいちし安全・安心配信サービス｣では災害情報、弾道ミサイルやテロに関する国民保

護情報、はいかい SOSなどの緊急情報が配信されている。 

〔Ａ委員〕 

メインは、緊急性の高い情報の配信で良いが、普段の生活の中で不安になることも配信して

いけば、登録者数も増えると思われる。市民にどのような情報があると良いかを聞くことが必

要である。 

〔Ｆ委員〕 

｢はつかいちし安全・安心配信サービス｣は多言語で発信しているか。廿日市市には約 900

人の外国人が暮らしているため、多言語での発信も検討してほしい。 

〔事務局〕 

担当課に確認する。 

 

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 P11～P12） 

〔事務局〕 

【まちづくりにかかわる人財の育成】 

 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、その人財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。 

・ 「相互に支えあう地域づくりを進めていくための生活・介護支援サポーターの養成、フ

ォローアップ研修の継続」について、市内全地域における養成講座が終了したため、終了

事業分を削除した。今後は養成講座修了者のフォローアップと住民相互の助け合いについ

て啓発していくための研修を継続して実施する。 
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（第 13条 人材を見いだす活動 P15） 

〔事務局〕 

【人財を見いだすための交流の場や機会の提供】 

 第 13 条では、まちづくりに関わる人財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手軽に参加できる機会をつくり、その中からまちづくりに関わる新たな

人財を見つけること、担い手を育てることが大切である。 

・ 「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」について、実績に基づき、昨年度から「まちづくり交流会」とい

う名称で「市民活動団体情報交換会」を実施しており、名称を更新した。 

 

（第 14条 市の職員の育成 P16） 

〔事務局〕 

【協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員の育成】 

 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

ことを規定している。 

 職員一人ひとりが、まちづくりのプロセスにおける協働を理解するとともに、市民との協働

の場や機会を日常的に持ち、対話を重ねる中で、お互いの理解や信頼の深まりを体感していく

ことが大切である。 

・ 今年度は、人事課、地域政策課、協働推進課など関連する部署で連携しながら、力を入

れて取り組むこととしている。市では、今年 3 月に市役所のすべての組織・職員の組織風

土づくりの道しるべとなる「行政経営改革指針」を策定した。この指針で示されている職

員が大切にすべき価値の 1 つである「現場起点」に着目し、その重要性と価値を理解する

取組を行う。 

・ 「市民のニーズや市職員に対する期待に応える人材を育成するため、人材育成基本方針

の策定」について、期待する職員像や人材育成の目的・方策等を明確にした基本方針を平

成 25年度中に策定する。 

・ 「指名・推薦研修、チャレンジ研修など、組織のニーズと職員のウォンツの両方を満た

す研修の実施」について、各課の所属長による指名･推薦研修と希望する職員の手上げによ

るチャレンジ研修など、研修への参加の方法を組み合わせ、組織として必要とする知識や

スキルの習得と業務遂行における活用、また、意欲のある職員を支援し、業務に生かして

いこうとする取組である。 

・ 「NPO 法人等への派遣研修など、実践的なコミュニケーション能力を向上させる育成手

法の検討」について、多様な主体との協働によるまちづくりを進めるうえで、職員に必要

なコーディネート力や実践的なコミュニケーション能力を身につけるために、市とは違う

意思決定のプロセスや柔軟な対応などを経験し、理解することが必要である。このため、

例えば、中間支援を行う NPO法人や企業への派遣研修など、職員の育成手法を検討する。 

・ 「（仮称）地域コミュニティ活動体験研修」は、地域へのインターンシップ研修である。

職場外研修として実施し、平成 25年度は、採用後 3年目の職員をコミュニティ推進団体等

へ派遣する予定である。この研修を通じて、地域コミュニティに関する基礎的な知識（活

動内容や現状など）の習得や、地域活動への参加意欲の喚起（廿日市市を愛する心の醸成）、

地域コミュニティ活動への若い職員の参画の誘導などにつなげたいと考えている。 
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・ 「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」について、今

年度は、「現場起点」の重要性や価値の理解と、実践を踏まえ、仕事の進め方にフィードバ

ックさせることの価値を学ぶことを目的として、7月と 1月の実施を計画している。 

・ 「市職員の地域活動への参加促進」について、地域行事の情報を、支所、市民センター、

市民活動センターなどから随時発信しつつ、参加を記録できる「はつかいちぐるりんパスポ

ート」を職員へ配布し、職員の地域活動への参加を促進していく。 

 

〔Ｂ委員〕 

市の規則や業務には縛りがある。地域の実情に合わせ、今ある縛りを見直せば、地域のコミ

ュニティ活動がより活発になると思う。研修においても、そのような視点を取り入れて実施し

てほしい。 

〔事務局〕 

前例主義ではなく、地域や時代の流れなどを考えながら対応することが必要なため、実情に

合った内容の研修を行う。今年度は、地域への職員のインターンシップ研修を予定しているた

め、そのきっかけになればと思う。 

〔Ｃ委員〕 

研修のスタンスはどのようなものか。 

大切なことは、地域と市が意思疎通を図ることである。市は、「決まり」の中で動かなくて

はならないため、一職員の判断で実行に移すことは難しい。しかし、自分で「良い」と判断し

たことが実行できるような仕組みが整えば、血の通った地域と市の連携が実現すると思う。 

〔会長〕 

それは権限とガバナンスという観点からの意見だと思うが、研修を通して、人材の育成が見

直された段階で、ある程度育った職員に対しては権限を付与しても良いということでよろしいか。 

〔Ｃ委員〕 

そうである。 

〔事務局〕 

平成 25年 3月に「廿日市市行政改革指針」が策定され、「現場起点」を大切にする価値とし

て定めており、「廿日市市人材育成基本方針」についても今年度策定する予定である。職員の

人材育成については重点的課題として捉えている。 

 

〔Ｄ委員〕 

廿日市市協働によるまちづくり推進計画 P16 中、「指名・推薦研修、チャレンジ研修など、

組織のニーズと職員のウォンツの両方を満たす研修の実施」について、分かりやすく記載した

ほうが良い。 

組織のニーズは理解できるが、職員のウォンツについては、職員、市民どちらが望むことな

のか。職員が欲しなくても市民が欲している内容の研修であれば、実施するべきである。 

〔事務局〕 

職員のウォンツに関しては、職員が希望する研修を手上げ方式で受講できるという意味である。 
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〔Ｄ委員〕 

それなら、組織のニーズと職員のウォンツの両方を満たすことは難しいと思う。 

〔事務局〕 

組織が職員に求める職員像と、職員自身が求める自分のなりたい職員像両方を満たすという

ことである。 

〔会長〕 

「指名・推薦、チャレンジ研修」については、分かりやすく説明を付与し、「組織のニーズ・

職員のウォンツ」については、その言葉自体で意味が理解できるかということ、また市民のニ

ーズも追加するという意見でよろしいか。 

〔Ａ委員〕 

事業シート P39「人材育成事業」中、「指名・推薦研修」について、「上司等が指名・推薦す

る研修」と記載されているが「上司」という表現は良くない。「組織」という考え方が望ましい。 

意図や気持ちは理解できるが、文章として異なる受け止められ方をされないように留意して

ほしい。 

 

オ 条例「第 4章第 4節」の内容について 

（第 15条 活動の評価 P18） 

〔事務局〕 

【互いを知り合う場の充実】 

条例第 15条では、（活動の評価）について規定している。 

自分の活動を振り返ってみること、また、自身で振り返るだけでなく、活動を互いに知り合

うことが、活動意欲を醸成し、次の活動のエネルギーになり、活動の継続やステップアップに

つながるということを謳っている。 

・ 昨年度は、様々な活動団体の皆さんが出会い、活動を知り合う場として「まちづくり交

流会」を 2回開催した。このことから、「市民活動フォーラム」と記載していたのを、実績

に基づき「まちづくり交流会」と修正している。 

 

〔会長〕 

 今回審議会を欠席された委員から、「まちづくり交流会」について、意見が出ているので、

紹介する。 

まちづくり交流会については、市民活動団体同士の交流の場として会が盛り上がり、継続し

て開催していけることを期待している。 

という意見である。 

〔事務局〕 

 平成 25 年度は 7 月 6 日（土）、1 月 26 日（日）に「まちづくり交流会」を開催する予定で

ある。また、1 月 26 日（日）開催の交流会については、交流会自体を市民活動団体と一緒に

考え企画し、開催しようと考えている。 

7月 6日（土）開催の「まちづくり交流会」については、テーマを 5つに絞り、テーマごと

に市民活動団体に話題提供をしてもらう。各テーマに興味のある人たちが同じテーブルに集ま

り、互いの活動を知り合い、一緒に事業を展開するところまで、つなげていければと考えている。 
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〔Ｇ委員〕 

「まちづくり交流会」の案内は、各市民活動団体向けに周知されるのか。 

〔事務局〕 

市民活動ネットワーク登録団体のほか、市公式ホームページ、facebook、広報はつかいちな

どで周知する予定である。団体に属していなければ、参加できないということではない。 

〔Ｇ委員〕 

今言った情報媒体で周知しきれていない団体がいるかもしれない。さまざまな手法で広く周

知してほしい。 

 

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、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 P20～P22） 

〔事務局〕 

【推進計画による確実な事業実施、協働によるまちづくりの市民の目線での推進】 

第 3 章条例第 6 条では、廿日市市協働によるまちづくり推進計画について、第 5 章の第 17

条、第 18条では廿日市市協働によるまちづくり審議会について規定している。 

・ 推進計画の策定、審議会の設置は昨年度終了したので削除し、進行管理、審議会の運営

を引き続き行う。 

 

〔Ｂ委員〕 

公民館や市民センターの活動が取り上げられているが、大野地域では、集会所活動が一般的

であるため、集会所活動についても廿日市市協働によるまちづくり推進計画中に明記してほしい。 

〔Ｅ委員〕 

 公民館・市民センター活動と集会所活動は明らかに異なるため、廿日市市協働によるまちづ

くり推進計画中にその区別を明確に表記するべきである。そうしなければ、大野地域以外の公

民館・市民センターの活動が中心となっている地域でも混乱が生じると思われる。 

 

総括的な意見について 

〔Ｅ委員〕 

「協働によるまちづくり」は、行政と市民が両輪になって動いていくべきだが、乖離してい

るように感じる。もっと市民自身が「協働」を具体的に身近なものとして、活動や言葉を定着

するべきである。 

そのために、今取り組まれている「市制施行 25 周年」事業のように、地域で行っているま

ちづくりに関する行事については、「協働によるまちづくり○○」という冠を付けるとこと、

また、市民活動センターや市民センターに、まちづくりへの意見を自由に書いたり、見たりで

きるボードを設置することを提案する。 

 

〔Ｈ委員〕 

事業シートでは、目的は「市民のために」と書いているが、関係団体は「委託業者」と書い

てあるものが多い。市民の顔が見える事業設計をしてほしい。 
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〔会長〕 

 今回審議会を欠席された委員から、「佐方市民センターの地域運営」について、意見が出て

いるので、紹介する。 

これからも徐々に市民センターが地域運営になってくると思われるが、予算が年間 15,000

千円のうち、人件費が 12,000 千円である。事業費としては 500 千円ほどしかないため、活気

溢れるセンターになるのか疑問に思う。 

という意見である。 

〔事務局〕 

 今出ている数字は予算の段階のものであるため、決算時は少し異なってくると思う。 

 当委員に意見の意図を確認したところ、市民センターが地域運営で進められている中で活気

溢れる場になるように事業を展開してもらいたいということであった。 

 

4 その他                                        

(1) 次回の開催日程について 

〔事務局〕 

第 6回廿日市市協働によるまちづくり審議会は、平成 25年 10月開催予定である。「平成 24

年度の取組」及び「平成 25 年度の進捗の途中経過」「平成 26 年度事業の方向性」について審

議していただく。 

〔会長〕 

 今回の審議会で出された意見に対する回答については、審議会委員にいつ頃返す予定か。 

〔事務局〕 

今回出された意見や記録については、ホームページ等に掲載する予定である。事業を実施す

る上での留意点等については、担当課へ伝える。審議会委員の皆さんに対しては、10月の第 6

回審議会において回答する。 

〔会長〕 

 もっと早めに回答できないのか。10 月の第 6 回審議会では、事業もその頃には半分ほど進

んでしまっている。こちらが投げかけたことに対して、各担当課がどう回答されるか知りたい

ため、検討していただきたい。 

〔事務局〕 

今回出された意見に対する回答については 1ヶ月後を目途に委員の皆さんに返すこととする。 

 

5 閉 会                                      

 

 


