
1 

 

第５回廿日市市協働によるまちづくり審議会の概要 

１ 日 時  

平成２５年５月２３日（木） １９時００分～２１時１０分 

２ 場 所 

廿日市市市民活動センター ２階 第２研修室 

３ 審議内容 

「協働によるまちづくり推進計画」に係る平成２５年度以降の取組の報告及び事業 

実施にあたっての留意点について審議した。 

４ 審議会委員からの意見 

 推進計画

ページ 項 目 意 見 回 答 

第２章 協働によるまちづくりの基本原則等 

 第３条 基本原則 

  全般 ・「協働によるまちづくり」は、

行政と市民が両輪になって動

いていくものだが、乖離を感

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（で

きるように）するべき。 

そのために、 

 

①今取り組まれている「市制

施行２５周年」行事のように、

さまざまな事業に「協働によ

るまちづくり…」といった冠

を付けること 

 

 

 

 

 

②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

きるようなボードを設置する

こと 

 

を、提案する。 

・現在、「協働」の理念普

及に、取り組んでいるとこ

ろですが、言葉の認知度が

高まるとともに、コスト削

減の手段であるかのよう

な誤った解釈による多用

も目に付くようになりま

した。 

 

・こうした現状では、「よ

い協働」「正しい協働」の

理念普及を図ることが先

決であり、全庁に正しい理

解が進んだ後に、市の各種

行事への「協働」の冠付け

について実施を検討しま

す。 

〔協働推進課〕 

 

・施設の性質や地区に合わ

せた形で、気軽にまちづく

りや地域づくりへのアイ

デアが出せるような工夫

をしていきます。 

市民活動センターでは、

自由に書き込みができる

「掲示板」（ホワイトボー

ド）を設置しており、試行

的にアイデアをいただく

場として活用をはじめま

した。 

〔協働推進課〕 
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・事業シートを見ると、目的

は「市民のために」と書いて

あるのに、関係団体（パート

ナー）は「委託業者」と書い

てあるものが多く、不安に感

じる。市民の顔が見える、事

業設計をされたい。 

・事業の実施にあたって

は、その性質から最も適切

な関係団体をパートナー

としています。事業シート

では「地域の住民自治組

織」「実行委員会」「民間業

者」などを、パートナーと

して位置づけ、市との役割

分担を明示しています。そ

の中で、民間業者は専門的

なノウハウをもつパート

ナーです。業者への委託に

おいても「市民のため」の

事業であることを念頭に

置き、委託の仕様設計や事

業実施中の調整などに、丁

寧に取り組みます。 

〔協働推進課〕 

  P4 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 

・市民意識調査の実施におい

ては、目的をきちんと設定さ

れたい。前回調査で明らかに

なったところとそうでないと

ころを踏まえ、単に調査する

だけ（前回との比較のみ）と

いうことにならないように。 

・今回の市民意識調査で

は、国・他自治体・本市の

過去２回の結果データと

の比較とともに、「仕事と

生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）」などのテ

ーマについても、市民意識

を明らかにし、今後の施策

検討の参考としたいと考

えています。 

調査項目は現在検討中、９

月～１０月の実施を予定

しています。 

〔人権・男女共同推進課〕 

 第５条 市の責務  

 P6 地域支援員による過疎・中

山間地域等の生活支援 

・（地域支援員の設置など、

次々に施策を打ち出される

が）行政に先行されると負担

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。 

・現在、市民が豊かな自然

の残る住み慣れた地域で

生活し、地域力の維持・強

化を図るために地域支援

員を募集しています。 

このような地域に直接

かかわりのある施策につ

いては、地域と行政（市）

でお互い対話を繰り返し、

情報を共有しながら、地域

のペースに合わせて施策

を展開するよう努めます。 

〔経営政策課、佐伯支所〕 
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第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第１節 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 

 P7 大野支所及び周辺市有地の

有効活用に向けた事業性評

価にかかる実験事業の実施 

・実験事業について、事業シ

ートでは１回の実施となって

いるが、１回の検証では、販

売状況や次への改善に向けた

気づきなどが見えてこないの

ではないか。効果が目的に結

びつくように実施されたい。 

・大野地域の商工関連団体

等と連携し、８月の土日の

２日間、実験イベント事業

を行う予定です。  

短期間ですが、大野支所

周辺のにぎわい創出拠点

としてイメージする物産

販売や飲食、情報発信など

の取組みを、実際に大野支

所敷地内において試行し

ます。この試行を通して、

地域内外の来場者の方に

にぎわい創出拠点として

の活用を体感していただ

くとともに、出店者や来場

者へのアンケート調査を

通じて、仕入れの仕組みづ

くりやアンケート結果を

基にした評価・検証を行

い、事業の目的に結びつく

よう実施します。 

〔経営政策課〕 

  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、

公共施設の施設更新の考え

方やあり方を示す再配置計

画の策定に向けた市民意識

調査の実施、公共施設管理

システムの運用による適正

なマネジメントの実施 

・事業シートには、「現在、未

来」と明記されていることか

ら、現在利用者だけでなく、

将来的に利用する世代もふま

えて実施されたい。 

 

・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。 

 

・市民意識調査は、現在設

計中ですが、将来的に公共

施設を利用する世代にも

配慮して実施します。 

 

 

・市民意識調査は、特定の

施設の要・不要について市

民の意向を把握するもの

ではないため、市域全域で

無作為抽出により実施し

ます。 

〔経営政策課〕 

 P8 

 

地域の実情に応じた集会所

の管理運営に係る検討 

・公民館・市民センターの取

組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。集会所活動も明

記されたい。 

・協働によるまちづくり基

本条例においては、実態も

ふまえ、集会所も地域づく

りの拠点のひとつとして

位置付けています。昨年度

実施した地域自治実態調

査で集会所に関するアン

ケート結果も出ており、こ

れらをふまえ、地域の実情
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に応じた集会所の管理運

営について検討する中で

整理していきます。 

〔地域政策課〕 

  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

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 

・市民センターが活気あふれ

るような場となるような事業

を展開されたい。 

・モデルケースとして地域

運営をスタートした佐方

市民センターでは、市民セ

ンターまつりに商店会に

も声をかけて参加しても

らうなど、新たな主体や人

材を発掘し、事業へのつな

ぎなどを行っています。 

 引き続き、各地区の実情

に合わせ、市民センターが

地域の拠点として最大限

に力を発揮していけるよ

う進めます。 

〔地域政策課〕 

 第８条 円卓会議 

 P9 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 

・平成２４年度、佐伯地域・

吉和地域での実施をふまえ、

課題があれば改善の上実施さ

れたい。 

 

・事業シートの目標値につい

て、ワークショップの参加者

数が平成２４年度は「２５０

人」とあるが、実績はどうか。

設定変更が必要ではないか。 

 

・選定基準の検討だけだと、

本来の目的から乖離してしま

う恐れがあるので、市の景観

計画などをふまえて進めても

らいたい。 

・今年度は、より多くの市

民参加を促すため、募集期

間、時期等を工夫して行い

ます。 

 

・実績値は 265 人（H22か

らの累計人数）でした。引

き続き多くの人数の参加

となるように工夫してい

きます。 

 

・参加者に対しては、市の

景観計画についても説明

を行い、景観に関する理解

を深めてもらい、意識を高

めながら実施しました。今

年度も意識醸成も含め実

施していきます。 

〔都市計画課〕 

  宮島地域におけるおもてな

しコンセプトの形成 

・「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、行政も関わって進める必

要がある。 

・事業実施のプロセスにお

いて、行政も含め関係者が

共通の目的を共有し、協力

し合って取り組んでいき

ます。 

〔観光課〕 
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第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第２節 情報発信による信頼関係づくり 

 第９条 情報の発信及び共有 

 P10 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 

・情報発信ツールの役割の棲

み分けにより、ツールの特性

を生かした情報発信をされた

い。 

・電子媒体だけでなく、既存

の団体が持つ伝達手段や仕組

みを活用することも必要であ

る。 

 

 

・各地域の情景を定期的に写

真でアップするなど、特派員

制度の導入を検討してはどう

か。 

・タイムリーな情報発信のた

めには、どの職員でも掲載で

きるなど、行政内での手続き

など活用の仕組みを緩和する

ことも検討されたい。（例えば

SNSなど） 

・紙媒体の読みやすさや、

電子媒体の即時性など、そ

れぞれのツールが持つ強

みがあります。これらを踏

まえ、発信する情報の性

質、情報を受信する相手方

に合わせて、既存の仕組み

も活用しながら発信して

いきます。 

 

・現時点では、広報紙の特

派員については考えてい

ませんが、フェイスブック

では、職員も含め、特派員

などによる情報発信の強

化について、ルールの整理

も合わせて検討していき

ます。 

〔広報統計課〕 

  市民センターのホームペー

ジや市民センターだより、

または防災行政無線、はつ

かいちし安全・安心メール

配信サービスや子育て支援

サイトなどを活用した、地

区や分野に密着したタイム

リーな情報の発信 

・「はつかいちし安全・安心メ

ール配信サービスについて、

目標値の設定が低いのではな

いか。 

 

 

 

・普段の生活で心配になるよ

うなことも配信されるとよ

い。市民にどんな情報がある

とよいかを聞くことが必要で

ある。 

・多言語での発信も検討され

たい。 

・５月末時点での登録件数

は 550件、また、現行のシ

ステムにおける登録可能

件数が 5,000件であり、当

面、現状に合わせた目標値

を設定しています。 

 

・市民のみなさんへ災害情

報や緊急情報を迅速に伝

達するためのツールとし

て導入しているため、その

他の情報については、各関

係課と連携しながら市民

のニーズを把握し、多言語

での発信と合わせて検討

していきます。 

〔危機管理課〕 
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第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第３節 人づくり 

 第１４条 市の職員の育成 

 P16 

 

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 

・市民が地域で活動しやすく

なるために、地域の実情に合

わせて制度や規制の見直しが

できるとともに、応用力のあ

る視点や意識を持てるような

職員を育成する研修を実施さ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

・地域と行政で意思疎通を図

れることが大切。行政は決ま

りの中で動かなければならな

いが、力を備えた職員に成長

すれば、個々の職員が現場で

判断し行動できるよう、裁量

を与えてもよいのではない

か。 

 

 

・計画期間の取組中「指名・

推薦研修、チャレンジ研修」

の内容を、職員が理解できる

よう、わかりやすく記載され

たい。 

 

 

 

・「指名・推薦研修」は、「上

司等の指名」ではなく組織で

の指名が望ましい。 

・Ｈ25年度から、採用３年

目の職員を対象に、「地域

コミュニティに関する基

礎的な知識の習得」や「職

員の地域活動への参加意

欲の喚起」などを目的とし

た「地域コミュニティ活動

体験研修」を実施します。 

このような研修を通じ

て、柔軟な対応や応用力の

ある視点・意識を持てる職

員を育成します。 

 

・市役所は組織で仕事をし

ているため、個々の職員に

裁量を与えることはでき

ませんが、案件に合わせ

て、組織としての意思決定

のスピードを上げるなど、

柔軟に対応できるよう、組

織運営の改善にも努めて

いきます。 

 

・これらの研修の内容は、

庁内において、職員に周知

を図っています。次回の

「協働によるまちづくり

推進計画」更新時には、言

葉を補ってわかりやすく

記載します。 

 

・上司等の指名となってい

ますが、「組織の責任者で

ある所属長が、指名・推薦

する」という制度です。 

〔人事課〕 
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第４章 協働によるまちづくりを推進する仕組み 

 第４節 評価及び支援 

 第１５条 活動の評価 

 P18 市民活動センターのネット

ワーク機能を生かした、ま

ちづくり交流会（活動発表

会）の開催など、活動を互

いに知り合う場の充実 

・市民活動ネットワーク登録

団体以外にも、こういった場

に参加したい、つながりたい

と思っている団体がいるかも

しれない。登録団体への発信

だけでなく、さまざまな手法

で広く周知してほしい。 

・7/6（土）のまちづくり

交流会の開催に向けて、支

所、市民センターへのチラ

シの設置、ホームページ、

市公式 facebookへの掲載、

職員による手交などによ

り周知を始めています。 

人材の発掘や、多様な主

体の巻き込みを見据えて、

今後も、さまざまな媒体を

活用して広く市民の皆さ

んに参加していただける

よう周知を行っていきま

す。 

〔協働推進課〕 

 


