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第 6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 10月 16日（水） 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、後藤香代子、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 議事 

 平成 25年度上半期の取組に係る進捗状況報告及び平成 26年度に向けた事業実施にあたっ

ての意見聴取 

(1) 条例「前文」「第 1章」「第 2章」の内容について 

 (2) 条例「第 4章第 1節」の内容について 

(3) 条例「第 4章第 2節」の内容について 

 (4) 条例「第 4章第 3節」の内容について 

(5) 条例「第 4章第 4節」の内容について 

(6) 条例「第 3章」「第 5章」の内容について 

4 その他 

 (1) 平成 25年度における今後の予定について 

  (2) 平成 26年度の審議会開催について 

  (3) 事務連絡 

5 閉会 

 

（配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 配席図 

・ 資料 9 協働によるまちづくり推進計画 進捗状況一覧表（事前送付） 

・ 廿日市市協働によるまちづくり推進計画 【別冊】平成 24年度（決算）事業シート 

・ 協働事例集 2012～協働ってなあに？～ 
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1 開 会 2 会長あいさつ                                

〔会長〕 

 今回の廿日市市協働によるまちづくり審議会（以下「審議会」という。）において、平成 25年

度上半期の進捗に対する意見について、すぐにできることは年度内に、予算措置が必要なことは、

新年度で実施されたい。 

また、予算編成が始まるが、我々審議会委員も新年度に向けて良い提案を出せるように、充実

した時間にしたい。 

3 議事                                          

平成 25 年度上半期の取組に係る進捗状況報告及び平成 26 年度に向けた事業実施にあたっての

意見聴取 

 

（1）条例「前文」「第 1章」「第 2章」の内容について 

（今回の審議会のねらいなど） 

〔事務局〕 

「廿日市市協働によるまちづくり推進計画（以下「推進計画」という。）」に沿って、今回の審

議会のねらいなどを、再確認も含めて説明する。 

1 審議会の役割、今回会議の目的 

・ 条例第 17条「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「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 号のとおりであり、今日の審議会は「施策の改善

に関すること」つまり、新年度に向けた提案をもらうことを、主な目的としている。 

2 推進計画 

・ 協働によるまちづくりを推進するための計画として、条例に規定した内容について、市が

取り組む事業を掲載した、平成 24年度から 27年度までの 4か年計画である。 

・ 進行管理は、総合計画と連動した指標により行い、計画期間終了時の平成 27年度に、総合

的に評価することとしている。 

3 今回の審議会 

・ 今日の会議は、計画・実行・評価・改善を繰り返し、協働によるまちづくりを確実に推進

するプロセスであり、全体の進み具合を審議し、広い視点からのご意見をいただくことをお

願いする。 

・ 今日配布した「推進計画【別冊】平成 24年度（決算）事業シート」は、4か年の計画期間

の途中における、それぞれの事業の経過を知る上での参考にしていただきたい。 

 

（前文～第 3条 資料 9:P1 推進計画:P3～P4） 

〔事務局〕 

条例前文から第 2章では、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

の基本的な事項を規定している。 

 主旨には、 
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・ この計画期間内に、条例の理念を共有するために、市職員と市民、すべての人に対する普及

啓発に取り組み、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、としている。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 条例・協働の理念共有については、一朝一夕には進まないため、あらゆる機会をとらえて、

普及啓発に取り組んでいる。市職員については、協働の理念共有が進みつつある。 

・ 例えば【「計画期間中の取組」と進捗】について、「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、今年度、条例パンフレットのほか、昨年度

作成した協働事例集も活用し、言葉や概念だけではなく、具体的な取組事例を交えて説明する

ことによって、「協働」の理念が伝わりやすくなった。 

・ また「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」

においては、事例の選定、インタビュー実施などの作成過程において、各部署の職員が自らの

仕事における協働の事例を探し、考える機会を持ったことが、理念浸透の一助になった。 

・ 「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」にお

いては、各種の啓発事業の企画に様々な人が参画することを大切に取り組んでいる。つながり

づくりのベースになる、多様性の価値が体感され始めている。 

・ 中期的にめざしている、「つながり」を育むことの大切さも認識が広がりつつあり、「暮らし

やすい豊かな地域社会」の実現に向け、今後も、「つながり」の視点をもって市の各種事業に

取り組む。 

 

〔Ａ委員〕 

男女共同参画懇話会が年１回程度開かれている。啓発事業のフォーラム実行委員会に参加して

いるが、いずれも男女共同参画を推進しようと活動している団体であるにもかかわらず、懇話会

の話し合いの内容などが、実行委員会に全く反映されていないのではないかと思う。 

廿日市市の男女共同参画の進捗状況が 13％あまりであることなどから、団体と団体との横の

連携も必要ではないかと感じている。 

〔事務局〕 

 担当課に伝える。 

 

〔Ｂ委員〕 

「（進捗状況と今後に向けて）」の 3 行目、「市の職員については、協働の理念共有が進みつつ

ある」とあるが、市民側はどうなのか。 

〔事務局〕 

 市民側については、現況について直接の体感がないため、進捗を書くことができなかった。 

〔Ｂ委員〕 

今後、市民側の状況を何かの方法で把握しなくてはいけない。【「計画期間中の取組」と進捗】

の 4つ目「パブリックコメント制度」について、意見があまり寄せられていない現実があるので

あれば、市民がそういうことに積極的にかかわろうとする部分がまだ不十分ということだと思う。

パブリックコメントなどへの参画が進むよう、何らかの策が必要である。 
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〔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」という。）制定後これまで、条例を軸

に「協働」を説明してきたが、今後は身近なまちづくりも軸にした参画の部分からの啓発も、考

えてみたい。 

 

〔Ｃ委員〕 

 参画についてであるが、身近にあった事例で思うことがある。 

雨水の下水管工事で道路陥没の事故があり、市が説明会を開いた。その場で、市の下水管の計

画は、住民の希望と違う方向性であると感じた。住民は、もっと身近な課題である雨天浸水時の

排水に先に取り組んでほしいと望んでいる。 

協働のまちづくりをいうのであれば、大きな事業についての執行計画を立てる段階から、地域

の住民の思いや市民の意見が吸収されるようになるとよいのではないか。 

道路が陥没し、初めて、説明会があったという状況だった。 

〔Ｂ委員〕 

雨水の排水のためには、それを流す幹線が必要である。入口部分を改良してもそれを流す場所

がないと別の場所で水が噴き出すことになるため、まずはメインの整備が必要である。技術的な

面で、なぜ、そういう工事をするのかという説明が不十分なのだと思う。また、公的に整備をす

る部分とプライベートで整備をする部分もあり、こうした面についても十分に説明がされなかっ

たということだと思う。 

大きな高次をする場合などは、なぜそれをするのかの説明が、理解できるようになされないと

いけないということである。 

 東京の住宅密集地では、住民が自宅の屋根から流れる雨水を一時的に溜めておいて、晴天にな

ってから徐々に流し、自分の敷地に浸透させている事例もある。市にしてほしいことがあれば、

住民が取り組むことを提示しておき、市に要望するという方法もある。 

 

（第 4条 市民の役割、第 5条 市の責務 資料 9：P2～P3 推進計画:P5～P6） 

〔事務局〕 

第 4条では、協働によるまちづくりにおける市民の役割、第 5条では、市及び市の職員の責務

を規定している。 

主旨には、 

・ この計画期間内に、条例第 4条に掲げる「市民の役割」を果たすことができるようにするこ

とも含め、市の職員として環境整備に取り組み、市も協働の担い手の一員としてふさわしい機

関となるよう、組織運営を改善すること、職員一人一人が新しい公共の概念を理解し、仕事の

進め方を見直すことなど、協働によるまちづくりに取り組む素地を整え、その上で、中・長期

的に、協働の実践と検証・評価を繰り返し、まちづくりの状況に合わせて、市の責務を果たす、

としている。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 市役所の全部局において、「協働」は必須の取組と認識されつつあり、自らの仕事の中でど

う市民とかかわっていくか、市民や地域の現状はどうか、市民の行うまちづくり活動に対し市
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がどんな環境整備をすべきかなどを、考えながら事業に取り組む姿勢は、広がりつつある。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】について、「道路、公園など公共施設アダプト制度

の運用」では、市からの勧誘で地域に押し付けるのではなく、地域からの相談などをきっかけ

に、支援策の一つとして本当に必要なところに利用してもらう、というスタンスで運用してお

り、アダプトをきっかけに、コミュニティづくりも進むよう、働きかけている。 

・ こうした姿勢は、広がりつつあるが、まだすべての職員に浸透しているわけではない。協働

意識が、市役所のスタンダード・標準となり、体制が確立するよう、引き続き啓発を着実に進

めるとともに、事業の実践・検証・評価を繰り返し、協働によるまちづくりに取り組む素地を

強化していく。 

 

〔Ｄ委員〕 

【「計画期間中の取組」と進捗】の 5つ目、「NPO活動への融資」制度の利用がないとのことだ

が、今後、どう取り組んでいくのか。 

〔事務局〕 

現在の担当課から NPOの活動を承知している協働推進課に担当を移すか、NPOの情報をつなぐ

などして活用を進める。 

また、この制度の情報が、必要とする団体の目に触れるよう、市民活動センターで広報する。 

〔Ｄ委員〕 

NPOにかかわっていたが、市へは設立時にあいさつしたり出入りする機会もあったにもかかわ

らず、このような制度は一度も聞いたことがなかった。必要としている人がいると思うので、も

っと積極的につながってもらいたい。 

〔事務局〕 

支援策として機能するよう、改善する。 

 

〔Ａ委員〕 

何か活動しようとすると、資金が必要である。自己資金がない場合、利息や融資期間を考えな

くてはいけない融資は厳しい。自分たちは助成金を探し、活用している。 

このような負担がない形の制度を検討してもらえないだろうか。 

〔Ｄ委員〕 

NPO 法人に限らず、NPO までいかない様々な任意団体こそ支援が必要である。NPO になる段階

になれば、きっと活動も前に進みやすいのだと思う。 

お金だけに限らず、活動が立ち上がったときに、しっかり寄り添って、考えていける行政の形

が必要だと思う。「これについては、ここの部署に尋ねればよい」などの知識を、各部署の職員

が持っていなければ、任意団体はなかなか育っていかない。「やりたい」思いを持つ人は、きっ

とたくさんいるが、育っていける素地がないとうまくいかない。これを生かせると、地域の中に

様々なものが育つと思う。 

〔Ａ委員〕 

 NPOになるまでに、お金が必要である。 
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〔事務局〕 

今の意見は、まさに、市民活動センターの仕事そのもの。自前でできない助成金については、

一箇所にまとめて情報提供するなどしているが、支援策がみなさんに届く形になるように、もう

少し、工夫する。 

〔Ｂ委員〕 

広島市の助成金制度は、早い者勝ち、情報を得た人が取ってしまうということがある。助成を

得たい活動についてアピールし、審査を経て、助成金を支出するといったように、やり方自体も

考えたほうがいいと思う。 

 

〔Ｅ委員〕 

「NPOとの接点があまりなく…」とあるが、NPOの団体を把握していないのか、NPOの状況がわか

らないのか。そこをはっきりさせて、打つ手を考えられたい。 

〔事務局〕 

 担当課である商工労政課は、企業や事業者との接点はあるが、NPOの活動との接点がないので、

制度を相手にうまく伝えきれてなかったということである。 

 市民活動センターで、必要な相手にきちんと伝えていきたい。 

〔Ｂ委員〕 

 融資の形なので、商工労政課で担当しているのか。 

〔事務局〕 

 勤労者関係の別の融資制度とまとめて、一つの金融機関に預託しているため、商工労政課で担

当している。これまで庁内の連携がうまくできていなかったので、そこを改善する。 

〔Ｄ委員〕 

どこか一つの部署が廿日市市で活動している NPOを把握していくことから必要である。 

〔会長〕 

 把握とともに、取組としてある「部局間の連携強化」もうまく図れていなかったということだと

思う。 

 普段 NPO に接しているセクションで融資がほしいという話を受けたなら、庁内でその情報をつな

いで処理すればよいと思う。仕組みの変更も、検討してほしい。 

 

 

(2) 条例「第 4章第 1節」の内容について 

（第 7条 地区、地域、市域におけるまちづくり 資料 9：P4～P5 推進計画：P7～P8） 

〔事務局〕 

第 7条では、「地区・地域・市域におけるまちづくり」について規定している。 

 主旨には、 

・ 地区、地域、市域全体で、また、市民、まちづくり活動団体、市が連携し協力してまちづ

くりを進めるために、拠点となる施設の整備を行うとともに、人や情報をつなげるといった

コーディネート機能を充実する、と明記している。 

・ 中期的には、拠点を中心とした交流・連携の場づくりにも取り組む、としている。 
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これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 市民、まちづくり活動団体が活動しやすいよう、また、活動が制限されることのないよう、 

拠点施設の整備や既存施設における集約や複合化などについても、地域の特性や市との対話を

大切にしながら、「機能を充実」するよう、環境整備に向けた取組を着実に進めている。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「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」について、このうち「市民意識調査」は広報はつかいち 12 月号を活用し、全世帯に対し

て市民アンケートを実施する。第 5 回の審議会でも意見をいただき、「無作為抽出」により実

施するとお伝えしていたが、広報はつかいちを活用し、全世帯を対象に実施することとした。 

・ 市民の活動がより自由に、スムーズにできるよう、そして「機能」を充実させるよう、地 

域性を大切に、市民の声を聞きながら、進めることとしている。 

・ また、この対話のプロセスが、今後人や情報をつなげるといったコーディネート機能の充実

に発展し、各拠点施設が交流・連携の場となるよう、意識しながら引き続き取り組む。 

・ 【「計画期間中の取組」と進捗】の、「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」について、市民センターを中心に「ちょっとひと息医療とふ 

くしの相談室」という専門職による相談室を市内 7か所、今年度 20回開催している。毎回福 

祉や医療に係るミニ講座を実施するなど、訪れやすい相談室になるよう工夫しており、この相 

談室の企画には、コミュニティ推進団体や老人クラブなども参画し、各地区のニーズに合わせ 

た相談室を開催できるよう進めている。 

  このように、それぞれの拠点施設を中心につながる場となるよう、引き続き取り組んでいく。 

 

〔Ｂ委員〕 

第 7 条について、「（進捗状況と今後に向けて）」の記述では何をしているのかわからない。主

語は何か。 

〔事務局〕 

市である。 

〔Ｂ委員〕 

 市ということになると、3行目「市との対話を大切にしながら」の表現がおかしい。 

〔事務局〕 

 「市民」である。訂正する。 

〔Ｂ委員〕 

 シンプルに言うと、環境整備に向けた取組を着実に進めている、ということである。 

2行目「拠点施設の整備や、既存施設の集約や複合化などについても」とあるが、この「も」

は必要ない。 

〔事務局〕 

 「も」を削除する。 

〔Ｂ委員〕 

 拠点施設の整備と、既存施設の集約や複合化などについて、取組を着実に進めている、という



 8 

ことである。そのため、4行目「環境整備に向けた」という文言は、前の文章と重複しているの

ではないか。それとも別の意味があるのか。 

〔事務局〕 

 別の意味はない。重複している。 

〔Ｂ委員〕 

 「環境整備に向けた」を削除し、「機能を充実するよう着実に進めている」でよいと思う。「施

設の整備をするということ」と、「集約、複合化を地域や市民と対話しながら進めている」、とい

うことでよい。 

 

〔Ｅ委員〕 

 【「計画期間中の取組」と進捗】の 1 つ目「大野支所及び周辺市有地の有効活用」について、

「賑わい施設」というプロジェクトは、少しずつ進んでいると思うが、本来、この「賑わい施設」

というのは、支所（の建替）と同時推進のイメージで捉えている。大野支所の建替方針、考え方

が打ち出されておらず、「賑わい施設」のプロジェクトだけが先行している。整合性が取れるよ

う進んでいるのかどうか。我々の目から見ると、「賑わい施設」というのは第二の問題で、大野

支所をどのような視点で建て替えるのかについて、重点があると思っている。その重点の方がよ

く見えていない。第二の目的のほうが活発に動いているため、うまくバランスが取れていないと

感じている。大野支所の建替方針は、いつ頃出されるのか。いずれにせよ、大野支所の建替方針

を重点的に考え、それに付随して「賑わい施設」プロジェクトを進めるべき。本体になる大野支

所の建替方針が見えていないので、参画しにくい状況である。 

 見直す必要があるならば見直す、タイミング的に遅れるならば、早く方向性を打ち出さなけれ

ば、空回りする可能性がある。 

〔事務局〕 

 持ち帰り、改めて回答する。 

〔Ｅ委員〕 

 私は大野区長連合会の立場で関与しているが、大野支所建替の方向が定まっていないため、「賑

わい施設」のプロジェクトが先行するのはおかしいと考え、この企画にはかかわっていない。地

域の全体の活動として大事だということはわかっているが、参画の仕方がわからないので、方向

性を示していただけるとありがたい。 

〔Ｃ委員〕 

 大野区長連合会として「賑わい施設」についての参画の方向が決まっていないということか。 

〔Ｅ委員〕 

 参画しない、ということである。「賑わい施設を早期推進しよう」という要望書を商工会を中

心に地域の各団体の連名で提出しているが、大野区長連合会は加わっていない。「賑わい施設」

のプロジェクトが先行しているということであれば、意見の出しようがないため、参画していな

い。協力が不十分というような見方をされているかもしれない。しかし、大野区長連合会が入る

ということは、総合的なものを認識した上で加わらなければならない。総合的なものが見えず、

部分的なところだけで「賑わい施設」について方向性を出していくというのは難しいため、参画

していないということである。 
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〔Ｂ委員〕 

 覚えていないので確認したい。【「計画期間中の取組」と進捗】について、取組の掲載順は何か

意味があったか。 

〔事務局〕 

 推進計画本編に掲載している順番である。 

〔Ｂ委員〕 

 【「計画期間中の取組」と進捗】の 2 つ目「公共施設の基本的な考え方…」の中に、1 つ目の

「大野支所及び周辺地域の有効活用…」が入ると思う。ある地域に対しての取組と、全市的な取

組が混ざって書かれている。今の大野支所の意見についても、施設の基本的な方針を議論するほ

うが先ではないかと思う。そのあたりはどう捉えるのかを考えてもらいたい。 

〔事務局〕 

推進計画更新時に、事業の並びなどを検討する。 

 

〔Ｆ委員〕 

【「計画期間中の取組」と進捗】の 6 つ目「佐方市民センターの地域運営」について、指定管

理団体が自己評価し良好とあるが、自己評価なので、それは当然のことである。何が良くなった

のかを掲載してもらえばよいが、今のところ効果は利用時間の延長のみと読める。このために、

3年間 4千 500万円を使うことに意味があるのか、また、次に地域運営をしたいと続くところが

あるのか、と思う。続けるために、市民に情報公開し、他からの評価をしてもらうなどしたほう

がよいのではないか。 

〔事務局〕 

市側の内部評価の結果など確認する。 

 

（第 8条 円卓会議 資料 9：P6 推進計画：P9） 

〔事務局〕 

第 8条では円卓会議について規定している。 

主旨には、 

・ 地区、地域のニーズなど実情や目的に合わせ、より多くの市民が知り合い、対等な話し合い

ができるような円卓会議の開催に向け、参加の呼びかけや場の提供に取り組むとともに、テー

マに関係する担当部署職員の参加にも取り組む、と明記している。 

・ 中期的には、地域の課題解決に向けた話し合いの場として円卓会議が定着し、地域における

協働のシステムのひとつとして確立することをめざす、としている。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 取組を進めるにあたり、多くの市民や市が目的を共有し、対等に話し合いながら進めていく

ことが大切であるということが徐々に浸透し、ワークショップ方式を用いた話し合いの場は地

域づくりやまちづくり担当部署以外の取組においても定着しつつある。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「『はつかいち景観 100選』に係る選定基準の

検討」について、選定基準の検討に係るワークショップを廿日市地域、大野地域を対象に 10

月から 1 月に開催予定、現在参加者を募集中である。第 5 回審議会で「平成 24 年度の実績を
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踏まえ、課題があれば改善の上実施されたい」という意見をいただいた。反省を踏まえ開催時

期を早め、募集期間も延長し、「検討時間が短い」ということもあったため、開催回数も増や

し、取り組んでいるところである。 

・ しかし、地域の課題解決に向けた話し合いの場としてこの「円卓会議」が機能するといっ

たような、定例的な「円卓会議」の開催には至っていない。円卓会議について、市が運営支

援などで参画している地区は、平良地区、原地区、廿日市地区などがある。この場で職員は、

グループ別の話し合いの進行補助や記録を担っている。こうした取組を他地区にも情報提供

していきながら、話し合いの場の定例化に向けて引き続き取り組む。 

 

〔Ｂ委員〕 

 第 8 条について、「（進捗状況と今後に向けて）」の 2 行目「ワークショップ方式を用いた話し

合いの場は地域づくりやまちづくり担当部署以外の取組においても定着しつつある」という表現

をしている。そこを読むと、「ワークショップ方式が良い」というように読めるが、【「計画期間

中の取組」と進捗】の「宮島地域のおもてなしコンセプトの形成」を見ると「ワークショップと

いう手法に限らず…」と記述してある。意味が食い違っているように思う。 

〔事務局〕 

 地域性、参加者の年齢など、ワークショップ方式では難しい地域もある。なるべく話しやすい

場ということで、この宮島地域では検討しているところである。ワークショップ方式というのは、

誰でもフラットな形で話し合いができる、誰でも意見が出せるという、話し合いの入りのところ

で最もやりやすい手法ではないかということで、市が推奨している手法である。しかし、すべて

において万能というわけではないので、入りのところでは、この手法を薦めながら、地域に合わ

せた話し合いの形を検討している、ということである。 

 

〔Ｂ委員〕 

 「（進捗状況と今後に向けて）」の 4行目「しかし、地域の課題解決に向けた話し合いの場とし

て機能するといったような、定例的な円卓会議の開催には至っていない」とある。「主旨」のと

ころでは定例的に開く、ということまでは言っていないのではないか。 

〔事務局〕 

 中期的には、「地域の課題解決に向けた話し合いの場」ということであるので、一度きりとい

うことではなく、プロセスを重視するという意味で、条例に規定しているような課題解決に向け

た話し合いの場として機能することをめざしている。 

〔Ｂ委員〕 

定例的となると、例えば月１回、ということになってしまう。必要に応じて開くということで

あれば、「定例的」というのは合わない。 

〔事務局〕 

 表現を修正する。 

〔Ｂ委員〕 

 「開催に至っていない」ということについて、今後に向けてどうするのか。 
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〔事務局〕 

先ほど少し触れたが、全市的には開催に至っていない中、開催されている円卓会議もある。話

し合われていることなどを情報発信しながら、課題解決の場として機能するように取り組む。 

 

〔Ｅ委員〕 

元々円卓会議というのは、基本的な方向性を打ち出すという意味で始めたと思っている。従っ

て、定例的に開催する必要はないが、目標に向かって、継続的にやらなくてはならない、という

ことだと思う。そういう意味では、継続的に活動をしている。もっと前向きに捉えるとよいので

はないか。最初に円卓会議で方向性を出し、それを充実させながら、その後の活動の中で展開し

ているため、定例的ではないが継続的に開催している。文章では、否定的に捉えているが、着実

にその目標は推進されているので、肯定的に捉えてもよいのではないかと感じる。 

〔Ｂ委員〕 

 実際に開かれているのであれば、主旨に明記していることができているという表現のほうが良

いのでは。 

〔Ｅ委員〕 

 例えば、大野地域の場合は、自主防災組織が着々と各地域にできている。円卓会議を開いてい

た頃にはまだなかった。しかし、その後、早く進めようということになり、現在でき始めている。 

その他の災害時要援護者などについても、市から要援護者のリストは出ているが、各戸からも

出ている。円卓会議の中で、この取組は必要だということになったためである。現在は円卓会議

を開いていないが、それをフォローする形はできている。これは円卓会議の成果だと認識してい

るし、市が先導して円卓会議を開いてくれたおかげで、区民（地域住民）にアピールするときに

は、市も地域も一体になってやっている、という強烈なメッセージにもなっている。方法は多少

変化してもよく、今の流れの中でさらに拡大、推進していけばいい、というように前向きに捉え

てはいかがか。 

〔事務局〕 

 承知した。資料を修正する。 

 

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 資料 9:P7～P8 推進計画:P10） 

〔事務局〕 

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規定している。 

 主旨には、 

・ 協働によるまちづくりにかか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、としている。 

・ 中期的には、市民ニーズを的確に把握し、市の施策に反映していくよう努める、としてい

る。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 
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・ 電子媒体の即時性や紙媒体の読みやすさなど、それぞれのツールが持つ強みを生かし、市

民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とともに、市民に必要な情報を迅

速に発信するよう体制を整えている。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】について、「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」について、市公式フェイスブックでは、

市の投稿に対し、市民の皆さんから寄せられたコメントに、広報統計課職員が「いいね」をつ

けたり、日時など、職員がすぐに回答できる質問に対してはコメントで返信するなど、双方向

での情報伝達を意識している。 

・ 第5回審議会では「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」という提言をいただいたが、市民から地域情報を提供、発信してもらうこ 

とを目的に、フェイスブックにおいて、特派員制度を導入する方向で、担当課で検討と 

いうことである。 

・ 「市ホームページのリニューアル」では、今年8月にトップ画面をリニューアルした。主に 

は、アイコンを取り入れ、分野別にレイアウトを整理したり、乱立していたバナーの貼り付け 

を止め、文字だけに整理するなど、情報が容易に得やすくなるよう変更した。 

・ 「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」から、市民センターだよりでは、「地域の人に読んでもらうため」のだよ

りとなるよう、各地区の人口増減や、編集後記などを盛り込むことを検討しているほか、イベ

ント告知だけでなく、イベントの開催報告や、地域ならではの話題など、地域に密着した記事

も掲載するようにしている。 

・ これらのことが、市民との信頼関係づくりの第一歩となっていることから、先ほども説明さ

せていただいたように、市公式フェイスブックにおける、コメントへの対応や、特派員制度な

ど、SNSについては、双方向の情報伝達手段の研究や導入に、着手しつつある。 

今後も引き続き、このような取組を皮切りに、双方向の情報伝達と市民ニーズの把握に努め 

る。 

 

〔Ｂ委員〕 

 市公式フェイスブックの「いいね」は増えたか。 

〔事務局〕 

市公式フェイスブックは、平成 25年 10 月 16日時点で 749人になっており、前回の第 5回審

議会時点での 493人から 256人伸びている。 

 

〔Ｂ委員〕 

 他の自治体では、市長自らや、課単位でアカウントを作成し、情報を発信しているところもあ

る。廿日市市では、課でアカウントを作成してはいないのか。 

〔事務局〕 

 観光課がアカウントを作成している。 
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〔Ｂ委員〕 

 「（進捗状況と今後に向けて）」について、情報の発信のみで市民からの受信については触れて

いないが、4行目「引き続き双方向の情報伝達と市民ニーズの把握に努める」としている。その

ため、市民からどのように情報を受けているかについて、具体的に記述する必要がある。 

〔事務局〕 

 市民からの情報の受信について、文章を追加する。 

 

〔Ｂ委員〕 

 【「計画期間中の取組」と進捗】の 1つ目、フェイスブックにおいて、「職員が原則「いいね」

ボタンで返信」としているが、これについて、市民はどう受けとめるか。機械的に押しているだ

けと捉えられないか。 

〔事務局〕 

 コメントの内容によって、良いと思うものには「いいね」ボタンを押し、「こうしてほしい」

というような要望で、答えられるものについてはコメントで対応している。そのため、どのよう

なコメントに対しても「いいね」ボタンを押しているわけではない。 

〔事務局〕 

 機械的というのではない。いただいたコメントに対する反応を何もしないということではなく、

「ありがとう」という感謝の気持ちで「いいね」ボタンを押している。 

〔Ｂ委員〕 

 ということは、市民からのコメントの内容をよく読み、「いいね」ボタンを押しているという

ことか。それなら、文中「原則」という言葉を入れてしまうと、内容を見ずに機械的に押してい

るように捉えられるので、修正する必要がある。 

〔事務局〕 

 修正する。 

 

〔Ｃ委員〕 

 市民から寄せられたコメントに「いいね」をするだけでは、そのコメントをどう市政に反映し

ているかがわからないため、わかるように市民に進捗状況など、方向性を見せてほしい。良いこ

とを実現させる仕組みも必要である。 

〔Ｂ委員〕 

 市公式フェイスブックでは、市民からの意見を求める媒体ではなく、あくまでもイベント紹介

に特化している。市民の反応は、イベントに対する「いいね」がほとんどである。 

 しかし、パブリックコメント制度と連動し、フェイスブックでも意見をもらえるようにすると、

良いと思う。他の自治体の例では、市民意見をフェイスブックで募集していたり、もらった意見に

対しては、その後の対応なども掲載しているところもある。現在は、市公式フェイスブックは、イ

ベント告知等の活用のみだが、今後は市民の意見を求めるような活用方法も検討してほしい。 
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〔Ｅ委員〕 

 多岐に渡り、様々な施策を展開しているが、問題はその施策に対する市民の評価をどう捉えて

いるかである。双方向の情報伝達に取り組むのなら、市民からの意見を取り入れ、不要だという

ところは省き、重要な部分に特化できれば、人材の有効活用にもつながると考える。 

 

〔Ｂ委員〕 

 【「計画期間中の取組」と進捗】の 2 つ目「ホームページのリニューアル」について、リニュ

ーアルしたことに市民からの反応はあったか。 

〔事務局〕 

 担当課に聞いたところによると、そのような反応はなかったとのことである。 

〔Ｇ委員〕 

 廿日市市のホームページは見にくい。欲しい情報に辿り着けない。 

〔Ｂ委員〕 

スマートフォン用には作っていないのか。 

〔事務局〕 

現時点では作っていない。 

 

(4) 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 資料 9:P9～P10 推進計画:P11～P12） 

〔事務局〕 

第 10条では、まちづくりに関わる人材の育成について規定している。 

主旨には、 

・ まちづくりへの関心や理解を深める場、知識、技能の発揮の場づくりに取り組み、まちづく

りにかかわる人財を育成する。 

・ 中期的には、こうして確保した人財が、自分の暮らすまちやまちづくりの拠点施設で活動す

ることにより、円卓会議などを通じて地域の課題解決につなげていく、としている。 

進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ まちづくりへの関心、理解を深めるための学習の機会や、裾野を広げていく取組が、様々な

分野において展開され、こうした取組に参加する人が増えている。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「地域課題の解決につながる主催事業の実施」で

は、地域の防災に関心を持ってもらうための自主防災講演会を開催している。 

・ また、「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ゲートキーパーの養成」では、ゲートキーパーに誰にでもなってもらいた

いということから、「養成講座」や、「母子保健推進員や妊婦を対象に妊娠中・産後のうつ予防

の研修会」を開催している。 

・ 「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」では、教員の指

導補助など、ボランティアとして誰でもかかわることができることから、新たな活動者が増え

ている。 

・ また、「生活・介護サポーターのボランティアグループなどの活動支援」では、修了生への
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フォローアップとして、今年度は、廿日市、佐伯、大野地域で公開講座を予定している。 

・ 今後は、参加した人が、自分の暮らす地域の活動や、まちづくりにかかわることができるよ

う、その仕組みづくりに取り組もうとしているが、なかなかできていない。しかし、生活介護

支援サポーターのフォローアップでは、修了生に対してアンケートを行い、活動上の課題や研

修内容の希望を把握したり、また、修了生がボランティアグループとして活動できるよう支援

を行うなど、仕組みづくりに向けて取り組んでいる。 

 

〔Ａ委員〕 

ゲートキーパー養成講座について、ゲートキーパーは専門的な知識が要求されるものだと思う。

私も時々参加しているが、講座には参加しても一般市民としては、なかなか対応しきれないとこ

ろがある。人づくりなので協力してもらえる人を増やしていくのか、専門性が必要なものと、そ

れがなくてもできるものと、ある程度区分けが必要になってくるのではないか。 

〔事務局〕 

広く裾野を広げていく取組として、今年 9 月にゲートキーパー養成講座を開催した。これは、

養成講座としているが、内容は裾野を広げていくような一般の方も参加するものである。また、

来年 1月には、今言われたような専門職を対象にした研修も実施するようにしている。そうした

区分けでこの事業は進めている。 

〔Ｂ委員〕 

9月の養成講座は、ゲートキーパーの養成を図るのか。専門的な知識を身に付けるものなのか。 

〔事務局〕 

「養成講座」という講座にはなっているが、実際は意識を持ってもらうような裾野を広げてい

く取組である。心の相談窓口を知ってもらったり、声かけをする意識を持つなどの内容である。 

〔Ｂ委員〕 

そうなると、「養成」という言葉を使うと今のような意見が出てしまう。 

〔Ａ委員〕 

養成講座の話を聞いたからと言って、安易にアドバイスしてとんでもないことになってはいけ

ない。養成講座に参加しているということで安易に考えられても困ると思う。 

〔Ｂ委員〕 

あくまで入り口までということか。 

〔事務局〕 

そのとおりである。 

〔Ｇ委員〕 

ゲートキーパー養成講座は、参加者 200人のうち半数が職員であった。これは非常に評価でき

ると思う。まちづくりにどう職員がかかわってくれるのか、非常に期待する部分である。 

 

〔Ａ委員〕 

男女共同参画社会の形成を推進するための人材育成助成金による人づくりの実績がないが、な

ぜ実績がないのか検討し、対応を考えなければならないと思う。 
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〔事務局〕 

担当課に伝える。 

 

（第 11条 子ども、若者等の育成 資料 9:P11 推進計画:P13） 

〔事務局〕 

第 11条では、子ども、若者等の育成について規定している。 

主旨には、 

・ 子どもや若者にまちへの愛着が芽生えるような環境づくりに取り組み、「はつかいちが好

き！」な子どもや若者の増加を推進する、としている。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 現在、子どもや若者が、地域の資源や地域に暮らす人たちと触れ合うことができる環境づく

りが少しずつ進んでいる。 

例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「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」では、児童からは、地域のボランティアへの感謝の言葉や、

「地域の歴史や文化に興味をもった」、「こういう人が地域にいてくれてうれしい」、「将来は自

分も地域でボランティアをしたい」などという声があった。また、廿日市地区まちづくり協議

会と中央市民センターの共催で実施したミステリーキャンプでは、小学生として参加した子ど

も達が、中学生になればスタッフになるという流れができている。 

・ こうした取組を通じて、次代を担う子どもや若者に、はつかいちへの愛着が芽生え始めてい

ることが伺える。 

 

〔Ｂ委員〕 

第 11 条で、最初は子どもと若者の育成となっているが、実際の取組を見ると、若者まで取組

が及んでいないように思う。【「計画期間中の取組」と進捗】の 1つ目の取組は中学生、2つ目は

青少年が対象と書いてあるが、参加したのが小学生、中学生と一部高校生、それ以上に至ってい

ない。3 つ目は 30 歳未満が対象であるが、中学生のみの参加である。若者に対して、取組が進

んでいるとは言いがたい。あるいは愛着に関しても、子どもに対してはあるかも知れないが、若

者に対しては愛着が芽生えているとは言えないのではないか。 

〔事務局〕 

市民センターでも企画しているが、現状として、なかなか小中学生より上の層の若者を対象と

した事業ができていないため、意見をいただければ参考にしたい。 

〔Ｂ委員〕 

大学や高校を巻き込むことは手段としてあると思う。広島修道大学でも今後廿日市市と一緒に

何か取り組もうとしている。大学生が入ると、地元の学生ではないかもしれないが、その学生が

同じ世代を巻き込んでくるようになると思う。その若者層の育成についてもう少し考えていただ

きたい。 

〔事務局〕 

承知した。 
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〔Ｅ委員〕 

子どもや若者の育成で、組織的なつながりなど、協力できる土壌が足りないと感じている。 

悩みや問題意識をみんな持っているが、組織的な連携が不十分。区の活動と子ども育成会がど

う絡むのか。あるいは学校とどう絡むのか。万年青会や女性会とどう絡むのか。それぞれの団体

や組織は頑張ってはいるけれども、つながりを持っていない。そのつながりを持つためのアクシ

ョンが足りない。それに対して追求も足りない。このままでは、今の子どもと若者の育成は永遠

の課題になりかねないと感じている。これを何かのかたちで解きほぐすことができないかと思っ

ている。私が住んでいる区には子ども会がないが、仮にあったとしても、子ども会のほうは巻き

込んでほしくないと思うだろう。そういう感覚が底流に流れていれば、いつまで経っても子ども

と若者の課題は、打破できない。 

例えば学校は、地域の協力があって取り組めると言うが、実際は、「子どもは、学校の行事で

一杯なので、地域の活動に参加できない」と保護者は言う。その部分の連携を考えていかねばな

らない。「（進捗状況と今後に向けて）」の 1行目、「環境づくりが少しずつ進み～（中略）～愛着

が芽生え始めている」と書いてあるが、私は実際にはそこまでには至っていないと思う。問題を

共有しながら、連携するための取組がもう少し必要なのではないかと思う。 

〔会長〕 

若者に対して、何らかの取組を、新年度に関しては強化する必要があるということ。 

また、新年度に向けて考えていただきたい。 

〔事務局〕 

承知した。 

 

（第 12条 まちづくりリーダーの育成 資料 9:P12 推進計画:P14） 

〔事務局〕 

第 12条では、まちづくりリーダーの育成について規定している。 

主旨には、 

・ 活動を通じた育成とともに、まちづくりにおいて、主体性や調整力をもつ人財の育成や、ス

キルアップの場づくりに取り組む。 

・ 中期的には、こうした取組からまちづくり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リーダー的な役割を担う人を増やしながら、まちづくりの担い手として活

躍できる場づくりを進める、としている。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 様々な分野において、学びたいという意欲のある市民を、これからのまちづくり活動に率先

して取り組むリーダーとなりうる人財へと育成するため、現在、スキルアップの場づくりに取

り組んでいる。例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「自主防災活動を推進していくため

の防災士の養成」について、防災リーダー養成講座に 11人が受講された。 

・ また、「環境活動を推進するための環境アドバイザーの養成」については、昨年度に引き続

き今年度も実施している。 

・ このように、スキルアップの場づくりに取り組んでいるが、主体性や調整力を持つ人財の育
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成については、着手できていない状況である。 

・ 今後は、地域のリーダー的な役割を担う人のネットワークづくりを促進しながら、主体性や

調整力をもつ人財の育成にも取り組み、まちづくりの担い手として活躍できる場づくりを加速

させる。 

 

〔Ａ委員〕 

リーダー養成や人財の発掘を進める講座を考えるときに、その目的を明確に書いておくことが

必要である。講座の受講終了後、どのように活動してほしいというところまで踏み込んだ説明を

して講座を実施する必要がある。なぜなら、参加者が自分のスキルアップのためだけに参加する

可能性もあるためである。 

また、養成講座は、修了生が活動できる体制としてグループ化するなど、次にどう活動をして

いくのかというところまで検討して講座を実施ほしい。 

〔Ｃ委員〕 

今の意見に賛成。 

去年、私も県の防災リーダー養成講座に参加したが、受講後のつながりがなかった。反省会で

も何でも良いので、何かのつながりを持つような機会をつくっていただければ、皆が同じ意識で

動けるのではないかと思う。 

なお、目的を明確にした良い事例の講座もあるので、参考にしていただければもっと素晴らし

いものになるという気がする。 

〔Ｂ委員〕 

人財を養成するのであれば、その人達が活動する場も先に用意しておかなければならないとい

うことだと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

｢環境活動を推進するための環境アドバイザーの養成｣について、この｢環境活動｣とは何か。 

〔事務局〕 

平成 25年度の講座だが、専門的なものではなく、基礎的なことを学んでいただく講座である。 

〔Ｂ委員〕 

アドバイザーとして役割が想定されていないのではないか。アドバイザーという言葉を使うの

であれば、何かを誰かに対してアドバイスをするということである。そこまでではないというこ

とか。 

〔事務局〕 

この講座は環境について基礎的なことを学んでいただいている。受講後は、受講者同士で情報

交換を行い、さらに意識を高めてもらいながら、実際の活動の場で活躍していただくことを考え

ている。 

〔Ｂ委員〕 

行政も、市民とともにしなければならないことがある。それを行うときの中間的な存在として、

このアドバイザーがいる。「何かやってくれるだろう」ではできない。ある程度目的を持ち、行

政として取り組むが、職員の数も限られていてできない。ただし、一般市民に直接言っても難し
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い。その中間的な立場にこのようなアドバイザーを存在させる。そういう戦略を持たなければ、

養成してもうまくいかない。今のメニューだと一通り浅く知っているだけなので、アドバイザー

になりえないと思う。ターゲットを絞ったほうが良い。例えば、３Ｒ低炭素社会検定は、循環型

社会をつくるためのアドバイスができる人を育てる制度になっており、ある程度活躍する場があ

る。一緒にやってほしいというイメージを持って人財を養成していくようにしなければいけない。 

 

（第 13条 人材を見いだす活動 資料 9:P13 推進計画:P15） 

〔事務局〕 

第 13条では、人材を見いだす活動について規定している。 

主旨には、 

・ 人財を見いだすための交流の場や機会を提供し、まちづくりにかかわる人財の発掘を進める。 

・ 中期的には、こうした取組から自らがまちづくりの担い手であることを認識し、自らが持つ

知識、技能等を積極的に生かしてまちづくりに取り組む人財を増やす、としている。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 現在、まちづくりに関心のある人が交流できる場や機会を継続的に実施して人財を発掘して

いる状況である。 

例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「市民センターまつりの開催について」では、浅

原地区では、昨年度からＩターンやＵターンにより在住している若者が市民センターまつりに

参加している。 

・ また、「市民活動センターのネットワーク機能を生かした、まちづくり交流会の開催などの

交流の場と機会の提供」では、市民活動センターでは、昨年度からまちづくり交流会を開催し、

まちづくりに関心のある人に参加していただいている。 

・ 今後は、こうして発掘された人の持つ知識、技能等を見いだすための取組を実施し、それを

生かせる場へつなぐことを進めていきたい。 

 

第 10条から第 13条までの人づくりの進捗状況について総括する。 

まちづくりへの関心・理解を深める場、まちづくりリーダーのスキルアップの場、人財を見い 

だすための交流の場など、市民がこのような場へ参加する機会はある程度提供できているが、ま

ちづくりに意欲のある人達を実際の活動へどうつなげていくかが現時点での課題である。 

 

〔Ｈ委員〕 

第 13 条について、現在の仕事柄、国際交流に携わっており外国人と接する機会があるため、

その立場で意見を言う。 

推進計画 P15の「めざす姿を実現するまでのステップ」において、中期的な取組として、地域

活動への多くの人の参加促進のための場づくりは平成 24年から 27年までとなっているが、この

くらいの年数はかかると思う。自分の実体験から信頼関係をつくって活動し協力していくために

は、日頃からの交流と年数が必要であると思う。 

「主旨」の、「まちづくりにかかわる人財の発掘」や、「自らがまちづくりの担い手であると認

識し、自らが持つ知識、技能等を積極的に生かす」という点では、地域に住む外国人も十分に活
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躍できると思う。 

地域の活動と交流機会、継続的な参加を通して、外国人と日本人お互いに自分の存在価値に気

づいて、お互いが地域における重要なパートナーであるということが思える仕組みづくりになる

のではないかと思う。 

また、地域活動に繰り返し参加することで、外国人も自分たちがお客様ではなく、地域の一員

やメンバーであるということを自覚し、やがて支援される側から、外国人が私たちを支援してく

れる立場にまわってくれるようになるのではないか。 

知識や技能は、私たち日本人が知っていることだけではなく、外国で得た知識や技能があると

思うため、そこでお互いが理解し合えれば、まちづくりにつながる。 

最後に、協働によるまちづくりをしていくためには、ともに活動したり共助したりすることが

大切。その積み重ねで信頼関係が生まれ、つながりが生まれると思う。 

〔Ｂ委員〕 

第 13 条の「主旨」として、人財を発掘してまちづくりにかかわる人を増やしたいということ

であるが、どうやって発掘していくか。「主旨」にも書いてあるが、交流の場をもっと増やさな

いといけないと思う。 

〔Ｈ委員〕 

廿日市地区まちづくり協議会の人たちに誘っていただき、秋まつりに招待してもらった。14

人の外国人と一緒にみこしを担ぎ、とても喜んでもらえた。少しずつ交流を重ねて自分もまちの

一員だと思ったり、外国人が地域の行事を手伝う中で地域の人達との信頼関係ができ、人財発掘

になる。交流する場や機会を提供していくことは自分もかかわっていて難しいと思う。推進計画

P15の「めざす姿を実現するまでのステップ」に書いてあることを実現するために、数年かかる

ことについては共感する。 

〔会長〕 

今の意見のように、うまく人財を見いだす交流の場として、文化的なイベントを活用すること

ができると思う。どう人財を増やすか、そのあたりも考えていただきたい。 

 

（第 14条 市の職員の育成 資料 9:P14～P15 推進計画:P16～P17） 

〔事務局〕 

第 14条では、市の職員の育成について規定している。 

主旨には、 

・ 合意形成や市民ニーズを事業や施策に反映できるよう、コミュニケーション能力や政策形成

能力を向上させるための職員研修を引き続き実施する。 

・ 中期的には、今後のまちづくりを担う若手職員を対象に、市役所以外のまちづくり活動に参

加させ、多様な主体をつなぎ、協働によるまちづくりをコーディネートできる職員となれるよ

う、その能力開発に努める、としている。 

これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 現在は、職員が、まちづくりのプロセスにおける協働を理解したり、協働の場を通じて市民と

職員相互の理解や信頼の深まりを体感できるような研修を、試行的に実施している状況である。 

・ 第 5回審議会では「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
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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」と、意見をいただいているが、【「計画期間中の取組」と進捗】の「地域コミュ

ニティ活動体験研修」では、試行的な取組として「地域コミュニティ活動体験研修」を実施し

ている。採用後 3年目の職員が、佐方、廿日市、平良地区の各コミュニティ推進団体へインタ

ーンシップ研修生として、夏祭りや敬老会などで事前の準備や当日スタッフとして、自主的に

地域活動に参加している。地域活動へ参加することで、コミュニティの人たちから声をかけて

いただいたり、地域の人と日常的なあいさつを交わせるような関係が生まれている。また、地

域の人と活動を一緒にする中で、「規模は小さくても、いい事業があるのに、参加してもらい

たい人達にうまく伝えきれていないのではないか」という気づきがあったという。参加してい

る職員としては、「その気づきを地域の人と話し合いながら、伝えための仕組みづくりが、一

緒にできればよいと思っている」と聞いている。また、「地域の人は市に期待していると感じ

ている」、「業務においてその期待に応えられるよう適切で丁寧な対応が必要であることを改め

て認識した」など、このような活動がなければ体験できないことを感じている。 

・ また、別の研修では、管理職及び希望する職員を対象に、地域との信頼関係を築くこと、地

域の資源、特色、思い、意思決定のプロセスを知ることの大切さを理解するための職員研修を

実施した。 

・ 今後は、研修の成果を検証し、改善しながら、協働によるまちづくりをコーディネートでき

る職員となるよう、職員育成の仕組みを整えていきたい。 

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

定」では、今年度はその骨子までを策定する予定である。 

 

〔Ｂ委員〕 

【「計画期間中の取組」と進捗】の 8 つ目「市職員の地域活動への参加促進」について、この

中の文章は、P13第 13条【「計画期間中の取組」と進捗】の 2つ目「地区在住職員の地域活動へ

の参加促進」と内容に差があるはずである。 

〔事務局〕 

「地区在住職員の地域活動への参加促進」について補足する。廿日市地区では、地区在住の職

員が、コミュニティが行っている事業に事前に声かけをして参加するような取組を実施している。 

〔Ｂ委員〕 

違いがわかるようにしていただきたい。 

〔事務局〕 

進捗について修正する。 

 

〔Ｃ委員〕 

「主旨」の 4 行目「協働によるまちづくりをコーディネートできる職員となれるよう、その能力

開発に努める」と書いてあるが、これは現実的にとても難しいことではないかと思う。この計画期

間中の取組だけで、コーディネートできる職員が生まれるか疑問に感じる。これができれば本当に

様々なコミュニティ活動がすべてうまくいくと思う。中長期的に相当の年月がかかると思うが、取

組方針を具体的に出していかなければ、ただの文言だけに終わってしまうような気がする。 
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〔会長〕 

そのあたりを新年度に向けて、「主旨」に書いてあることに対して「（進捗状況と今後に向けて）」

を考えていただきたい。 

 

(5) 条例「第 4章第 4節」の内容について 

（第 15条 活動の評価 資料 9：P16 推進計画：P18） 

〔事務局〕 

 第 15条では、活動の評価について規定している。 

 主旨には、 

・ お互いの活動を知り合い、活動者同士が対話できる機会をつくる、と明記している。 

 これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 多様な主体が出会い、知り合う場づくりを進めている。これにより、お互いを理解し認め合 

うことにつながり、単独の活動から他団体や他地域をつながろうという意欲が芽生え始めてい 

る。 

・ 【「計画期間中の取組」と進捗】の、「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、活動を知り合う場の充実」について、平成 24 年度

から実施している「まちづくり交流会」を継続して開催している。今年度は 7 月に開催した。

活動発表、テーマごとに対話する時間を設けることにより、他者（団体）を知り理解するきっ

かけとなっている。 

・ また、様々なテーマで日常的に話し合える場として「まちづくりサロン」を月１回試行的に

開催しており、こうした機会も他団体を理解することにつながっている。 

・ 第 5回審議会では「市民活動ネットワーク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」というご意見をいただいた。ホームページやフェイスブック、チラシの

掲示や手渡しとともに、これまでに声をかけていなかった、市内に主たる事務所を置く NPO

法人や社会貢献活動に意欲のある企業、事業所へも周知、報告している。 

引き続き、お互いを認め合うための出会いの場、対話する機会づくりを促進していく。 

 

（第 16条 市による評価及び支援 資料 9：P16 推進計画：P19） 

〔事務局〕 

 第 16条では、「市による評価及び支援」について、規定している。 

 主旨には、 

・ 協働に理念の普及啓発を通じて、公共性や公益性の理解を広めるとともに、時代に合った評

価の基準について、個別の案件ごとに研究する、と明記している。 

 これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 協働の理念の普及啓発に継続的に取り組んでいることから、公共性や公益性の理解について

は、少しずつ変化が見え始めている。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「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表彰」について、「はつかいちさくら賞」というのがあるが、平成 25年 

度上半期における表彰を 11月の生涯学習フェスティバルで行うため、現在表彰者を関係課に 
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照会中である。この表彰は、これまで主に世界規模の大会での入賞や、全国規模の大会での 1 

位など、客観視しやすいものに対する表彰が中心であったが、今後は生涯学習の推進に係る「貢 

献度」を重要視して評価することが大切、あいまいな基準を明確にする必要がある、との声が 

選考委員から上がっているなど、変化が見られる。 

・ しかし、具体的な評価の基準に係る個別案件などの研究対象については、現段階では事例が

ない。研究の進め方については、その案件が条文にあるように「まちづくりに対する評価の基

準」に値するものであれば、審議会を開き、委員の皆さんの意見を聞くということになる。 

 

〔Ｂ委員〕 

 今後は研究する、ということで良いか。 

〔事務局〕 

 良い。 

 

(6) 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 資料 9：P17 推進計画：P20） 

〔事務局〕 

 第 6条では、推進計画について規定している。 

 主旨には、 

・ 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、と明記している。 

 これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 推進計画に基づき、事業の実施・検証・改善を繰り返しながら、協働によるまちづくりが廿 

日市市の「暮らしやすさ」「豊かさ」を実現するものとなるよう、引き続き進行管理を行う。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の「『協働によるまちづくり推進計画』の進行管理」 

について、昨年度策定した推進計画に基づき、予算編成時と決算時に庁内・庁外で進捗確認を 

行う仕組みを整えた。庁内では、各課への取組状況に係るヒアリング実施をはじめ、幹部会で 

の全庁的な進捗確認を行っている。また、庁外においては、市役所内部での進捗状況を、本日 

のように審議会で報告し、事業実施にあたっての意見をいただいている。これをまた庁内へ返 

し、事業実施におけるプロセスに反映させるという仕組みが動き始めたと言える。 

 

（第 17条 実効性の確保 資料 9：P17 推進計画：P21～P22） 

〔事務局〕 

 条例第 17条については、実効性の確保について規定している。 

 主旨には、 

・ 協働によるまちづくりの進捗状況を検証することを目的とする審議会を設置し、第 6条に規

定する推進計画を策定する、と明記している。 

・ また、審議会における評価・改善に関する審議を受け、市は取組を進める、としている。 

 これに対する進捗状況と今後に向けて総括する。 

・ 審議会の運営などを通じ、今後もまちづくりの主体である市民の目線を大切に条例を機能さ
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せていく。 

・ 例えば、【「計画期間中の取組」と進捗】の、「条例の実施状況の検証、公表及び施策の改善、

条例改正の検討など、条例の運用」について、先ほど第 3章で説明した年度ごとの進捗確認に

加え、平成 27年度に計画期間終了時の総括的検証を実施する予定である。推進計画 P2に掲載

している「総合計画基本構想及び後期基本計画におけるまちづくり指標とめざそう値（目標

値）」により検証する。 

 

〔Ｂ委員〕 

 めざそう値が平成 27年度とあるが、それまではまったく検証しないのか。 

〔事務局〕 

 後期基本計画の指標については、年度ごとに数値が出ているので確認できる。 

〔Ｂ委員〕 

 めざそう値が達成できそうであればよいが、そうでなければさらに検討が必要になるので、途

中でも確認をしたほうが良い。 

〔事務局〕 

 現況値を入れて回答する。 

 

〔Ｉ委員〕 

 全体的なこととして発言する。 

 推進計画を市の各部署で進めていただいているが、それぞれの部署の進捗を横で確認するよう

な機会は持っているのか。 

〔事務局〕 

 この推進計画の各事業の取組に関しての連携というのは直接的にはない。 

〔Ｉ委員〕 

 この推進計画では、業務に関しての横のつながりはない、ということか。 

〔事務局〕 

 そうである。 

〔Ｂ委員〕 

 今回の審議会を受けて、「進捗状況一覧表」を修正されるが、これ自体は各課に流すのか。 

〔事務局〕 

 流す。 

〔Ｂ委員〕 

 審議会で議論し、こう評価されたというものを流すことによって、自分たちの取組に対する気

づきとなる。ぜひお願いしたい。 

 

〔Ｉ委員〕 

 もう一つは、この中には具体的にはないが、例えば、学校の通学路の安全と、地区の自主防災

は「防災」という分野で関連する取組だと思うが、このような関連する取組について、推進計画

に織り込む機会があるのかどうか。 
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 例えば、青少年の安全に取り組むのなら、警察や消防など、横の連携の調整が必要になると思

う。 

 

〔Ｉ委員〕 

 地域や市民からの要望によって、市が推進している取組は、こちら（配布した協働事例集）に

ほとんど掲載していると思うが、推進計画の中に、そのような地域からの要望によって取り組ん

でいるものがあれば、それがわかるように一文をどこかに加えてもらいたい。そうすると、取り

組んでいることがイメージできる。 

〔事務局〕 

例えばどういうことか。事業のレベルのことか。 

〔Ｉ委員〕 

先ほどの協働推進課からの説明の中で言えば、ミステリーキャンプは、廿日市地区まちづくり

協議会と中央市民センターの共同事業である。 

廿日市地区まちづくり協議会から要請があって市の職員が事業にかかわっていることがわか

るように書いてあれば、協働が進んでいると具体的に理解できる。 

〔事務局〕 

承知した。いわゆる「要望」ということではなく、地域から要請されて一緒に取組を進めてい

るというようなことと理解した。 

 

〔Ｉ委員〕 

 もう一つ気になっているのが、広報のことである。審議会では進捗状況をチェックしているが、

この進捗状況を、ある段階をもって、条例策定にかかわった人に対し、報告する機会があったほ

うがよいのではないか。 

 条例策定後しばらくは、条例がどうなったかという声を度々聞いたが、今はそういう声も全く

ない。全体で進んでいることが、各地区ではわかりにくいこともある。そのため、各地区へ出向

き、報告する機会があると良い。 

〔事務局〕 

 検討する。 

〔会長〕 

この審議会で行っていることを、推進計画のどこかに織り込まなければならない。一度素案を

作成してもらい、審議会委員の中で、確認した方が良い。 

 今の発言でも、後で聞けば、受け取りが違っているかもしれない。 

 

〔Ｅ委員〕 

 「協働」という言葉を、市、地域、市民というつながりで捉えている。地域の中には様々な組

織がある。万年青会、女性会、子ども育成会、その他公民館活動、そういうグループを踏まえた

協働というイメージは、今の活動からは捉えにくい。自分の立場であれば、地域活動として「協

働」を捉えているが、組織活動として「協働」を受け止めている組織というのは、少ないのでは

ないか。そのあたりの啓蒙も行うのであれば、組み込んでいただければと思う。団体、市民、行
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政、みんながどのようにつながりを持つかという、広い観点から、市全体で感覚を呼び戻すよう

なこともしてほしい。自分たちの活動だけでは、この協働の考え方から外れていく可能性もある。 

〔事務局〕 

 「協働」というものを考えたときに、市民と行政、市民同士というものは当然あるが、今回の

この推進計画については、あくまでも市が関与する部分についての事業を羅列しているため、こ

の場での審議は行政が直接かかわることを中心としている。しかし、啓発という部分で市民同士

の連携が進むというような環境づくりも市の役割であるため、その視点も忘れずに事業の組み立

てをする。 

〔Ｅ委員〕 

 実際にアクションを起こすものと、環境を醸成するものと両方必要だと思う。枠の中もにらみ

ながら呼びかけをしてもらえれば良いのではないかと感じている。 

〔事務局〕 

承知した。 

 

4 その他                                                      

(1) 平成 25年度における今後の予定について 

〔事務局〕 

 今年度の審議会の開催は、今回で終わりとなる。本日、委員の皆さんから出された意見につい

ては、それに対する考えや対応などを取りまとめ、回答する。 

 時期については、新年度予算要求のスケジュールに合わせて行うものもあると思われるため、

12月までにさせていただきたい。できるだけ早い時期に回答したいと考えている。 

(2) 平成 26年度の審議会開催について 

〔事務局〕 

 今年度と同様、年 2回、5月頃と 10月頃に、審議会を開催する予定である。 

 審議する内容や進め方については、今年度を基本にしたいと考えている。 

 

5 閉 会                                        

〔自治振興部長〕 

 審議会委員の皆さんには建設的な意見をいただき、感謝申し上げる。審議会も回が進み、だん

だんと PDCAサイクルがまわりつつあるように思う。 

 本日いただいた意見については、担当課と共有し、より協働によるまちづくりが進むよう取り

組んでいきたい。 

 

 


