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第６回廿日市市協働によるまちづくり審議会の概要 

 日 時  

平成２５年１０月１６日（水） １９時００分～２１時１０分 

 場 所 

廿日市市市民活動センター ２階 第２研修室 

 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 

 

審議会委員からの意見及び回答 

 資料 9 

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 ・地域や市民からの要請によ

って市として推進している取

り組みがあれば、それが分か

るように明記されたい。 

・地域や市民からの働きか

けによる協働の取組は、事

業の一部分であることも

多いため、推進計画に明記

するのは難しいですが、計

画掲載事業のヒアリング

において、明らかにしなが

ら、審議会で報告します。 

〔協働推進課〕 

 P1 

 

 

 

 

P3 

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 

 

パブリックコメント制度に

よる市政への市民参画 

 

・「市職員については、協働の

理念共有が進みつつありま

す」とあるが、市民の状況は

どうか。パブリックコメント

制度に意見があまり寄せられ

ない状況からみると、市民の

まちづくり意識はまだ不十分

だと思う。パブリックコメン

トへの意見提出、まちづくり

への参画意識が進むよう、何

らかの策が必要である。 

 

・基本条例制定後これま

で、条例を軸に「協働」を

説明してきましたが、今後

は身近なまちづくりをテ

ーマにした「参画」も含め

て、啓発を行えるよう、内

容を工夫します。 

〔協働推進課〕 

 

・地域における円卓会議の

開催の促進や、市民センタ

ーとの共催による円卓会

議の開催など、協働のステ

ージづくり通じて、まちづ

くりへの当事者意識が高

まるよう取り組みます。 

〔地域政策課〕 

 

・パブリックコメント制度

は、市役所内で定期的に周
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知し、よりさまざまな案件

において意見提出の機会

が増えるよう働きかけま

す。また、実施にあたって

は、これまで通り、広報、

ホームページ、各窓口に加

え、新聞で周知するなど、

広く市民の目に留まるよ

う、改善します。 

〔広報統計課〕 

 P1 男女共同参画の理念の浸透

に向けた啓発（人権啓発推

進事業、男女共同参画推進

事業） 

 

 

 

 

・男女共同参画を推進するた

めに、懇話会と啓発事業のフ

ォーラム実行委員会が活動し

ているが、話し合いの内容な

ど、情報が共有されていない。

廿日市市の男女共同参画の実

態を知り啓発事業を企画する

ためにも、団体同士のヨコの

連携も必要ではないか。 

 

・市の男女共同参画の実態

を反映した啓発事業を実

施できるよう、懇話会の内

容や今年度実施するアン

ケートの結果などをフォ

ーラム実行委員会へも随

時情報提供します。また、

懇話会へも啓発事業の実

施成果を報告するなど、情

報共有に取り組みます。 

〔人権・男女共同推進課〕 

 第５条 市の責務 

 P2 ＮＰＯ活動への融資 

 

 

 

・ＮＰＯ活動への融資制度に

ついて、支援を必要とする団

体に情報が届き活用されるよ

う、部局間の連携やＮＰＯ団

体の現状把握などに積極的に

取り組んでほしい。 

 

・ＮＰＯ活動への融資制度

は、窓口を協働推進課（市

民活動センター）に移し、

窓口やホームページにお

いて積極的に情報発信し、

活用を促進します。 

また、交流や相談の機会

を通じて、団体の現状やニ

ーズの把握、制度の紹介な

どを行い、支援を必要とす

る団体に情報が届くよう、

改善します。 

〔商工労政課、協働推進課〕 

 ・ＮＰＯ法人にまでいかない

任意団体にこそ支援が必要で

ある。活用しやすい支援制度

があれば、活動が育つ。自己

資金が乏しい団体には、返済

を要する融資は利用しづらい

ため、返済を要しない助成金

など負担がない形の支援を検

討できないだろうか。 

 

・まちづくり活動団体に対

する金銭給付型の支援に

ついては、団体の現状やニ

ーズを把握した上で、既存

の助成制度の対象を広げ

るなど対応したいと考え

ています。 

市で助成制度を新設す

ることは考えていません

が、国・県や他の民間組織

がもつ助成制度の情報を、

広く届きやすい形で団体
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に発信するよう改善しま

す。 

〔協働推進課、地域政策課〕 

   ・資金面だけでなく、活動が

立ち上がったときに、寄り添

って、一緒に考え、活動に必

要な情報を提供できる行政で

あってほしい。 

 

・市民活動センターでは、

活動支援のための相談や

情報提供など、多様な活動

者をつなぐ中間支援を行

っています。活動の立ち上

げ時に、役立つセンターと

なるよう、職員の能力向上

や、市の各部署との情報連

携に今後も取り組みます。

〔協働推進課〕 

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 

 P4 進捗状況と今後に向けて 

 

〔２行目〕 

・主語が「市」であれば、「市

との対話を大切にしながら

～」という表現はおかしい。 

 

 

・「市民との対話を大切に

しながら～」に修正しまし

た。 

〔協働推進課〕 

   〔１～２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」

は必要ないのでは。 

 

 

・「～も」を削除しました。 

〔協働推進課〕 

 

   〔３行目〕 

・「拠点施設の整備」と、「既

存施設の集約や複合化」につ

いて取組を着実に進めてい

る、ということであれば、そ

の後の「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。 

 

 

・「環境整備に向けた取組」

を削除しました。 

〔協働推進課〕 

 P4 大野支所及び周辺市有地の

有効活用に向けた事業性評

価に係る実験事業の実施 

 

・「賑わい施設」の検討は進ん

でいると思うが、本来は大野

支所の建替方針に付随して検

討されるべきものだと考え

る。大野支所をどういった視

点で建替えるのか。方針は出

されるのか。 

・「賑わい施設」の検討が

先行していますが、大野支

所については、平成２３年

度に検討したスケジュー

ルを基本に、支所に付随す

る機能を含め、早期の整備

着手に向けて検討を進め

ています。 

〔経営政策課〕 

 P4～ 佐方市民センターの地域運 ・指定管理者が自己評価すれ ・自己評価だけでなく、四
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P5 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 

 

ば「良好」となるのは当然で

ある。経費も含め、市民に情

報公開して評価するなど、手

法を検討されたい。 

半期に一回、指定管理者と

意見交換会（ヒアリング）

を行い、運営体制や内容、

課題などの把握とチェッ

クを行っており、随時改善

をしています。利用者の声

も反映しながら、真に「地

域づくりの拠点」、「生涯学

習の拠点」となるよう、双

方が目的を共有し、実践を

とおして、相互理解を深

め、地域への「見える化」

を進めます。 

〔地域政策課〕 

 第８条 円卓会議 

 P6 進捗状況と今後に向けて 

 

 

 

 

〔４行目〕 

・「定例的」となると、例えば

月１回「円卓会議」を開くと

いうことになる。必要に応じ

て開くという意味であれば表

現が合わないのでは。 

 

・「円卓会議」は「継続的」に

やらなくてはならない、とい

うことではないか。そういう

意味では、円卓会議で方向性

を出し、充実させながらその

後の活動を展開しているの

で、着実に目標は推進されて

いる。もう少し肯定的に捉え

てもよい。 

 

 

・「定例的」は削除し、文

章を修正しました。 

〔協働推進課〕 

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 

 P7 進捗状況と今後に向けて 

 

 

 

〔４行目〕 

・「引き続き双方向の情報伝達

に努める」とあるが、市から

の情報発信の記述のみであ

る。市民からの情報の受信に

ついても具体的に記述する必

要がある。 

 

・現状に合わせて文章を修

正しました。 

〔協働推進課〕 

  ・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 

・「原則「いいね」ボタンで返

信」とあるが、「原則」という

言葉は、内容を見ずに機械的

に押しているように読めるの

・「原則」を削除しました。 

〔協働推進課〕 
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 で、表現を修正されたい。 

   ・廿日市市公式フェイスブッ

クは、イベント等の告知に限

らず、今後は市民から市の施

策に対する意見の募集や、そ

の意見に対する対応を掲載す

るなど、市民が参画できるよ

うな活用方法も検討された

い。 

・現在公開中の公式フェイ

スブックページは、市の持

つ魅力を広くＰＲするた

めに運用開始しました。市

民から寄せられる意見は

多種多様であり、市にマイ

ナスイメージを与える意

見が寄せられる可能性も

あります。これらの意見を

管理することは、即時性と

拡散性の強いフェイスブ

ックでは、現実的には不可

能です。このため市の魅力

をＰＲする公式フェイス

ブックでの意見募集は考

えていません。 

市民の皆さんの意見は、こ

れまで同様、ホームページ

の「ご意見フォーム」や市

政意見箱などでお受けし

ます。 

なお、本年 12月から、「ご

意見フォーム」による送信

は、写真データを添付でき

るような仕様に変更しま

す。 

〔広報統計課〕 

  市ホームページのリニュー

アル 

・スマートフォン対応も検討

してはどうか。 

 

・現時点ではスマートフォ

ン対応にする予定はあり

ません。 

〔広報統計課〕 

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１０条 まちづくりに関わる人材の育成 

 P9 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 

 

・ゲートキーパーは専門的な

知識が要求されるものであ

る。裾野を広げるための取組

ということであれば、「養成」

という言葉はない方がよいの

ではないか。 

 

・次回開催に向けて適切な

講座名を検討します。 

〔健康推進課〕 

  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 

 

・人材育成助成金の実績がな

い。なぜ実績がないのか検討

し、対応されたい。 

・現在は、広報、ホームペ

ージによる周知や、市民セ

ンター窓口などで助成金

対象講座のパンフレット
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を設置していますが、対象

とする人に直接声かけを

するなど、活用に向けて丁

寧に周知を図ります。 

〔人権・男女共同推進課〕 

 第１１条 子ども、若者等の育成 

 P11 

 

進捗状況と今後に向けて 〔２～３行目〕 

・【「計画期間中の取組」と進

捗】を見ると、若者まで取組

が及んでいない。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。 

 

 

・現状に合わせて文章を修

正しました。 

〔協働推進課〕 

  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 

 

若い世代、特に中学生から

おおむね30歳未満までを対

象とした主催事業の実施 

 

 

・若者のまちへの愛着が芽生

えるような環境づくりに向け

ては、大学や高校を巻き込む

という手段があるのではない

か。若者層の育成（巻き込み）

について、もう少し考えてい

ただきたい。 

 

・包括的連携・協力協定を

締結している大学や、市内

の高等学校等との組織間

の連携を通じて、大学生や

高校生が実践レベルでま

ちづくりにかかわること

ができるよう、参加しやす

い環境や仕組みづくりに

取り組みます。 

〔経営政策課、地域政策課、

協働推進課、生涯学習課〕 

  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 

・それぞれの組織は悩みや問

題意識を持って取り組んでい

るが、組織間の連携や連携を

促すためのアクションが足り

ない。問題を共有しながら、

解決するための打ち手が取組

として必要ではないか。次年

度に向けて考えていただきた

い。 

・学校支援地域本部事業等

の具体的な事業を通じて、

お互いの悩みを共有しな

がら、どのようにアクショ

ンを起こせばよいか等、考

え話し合う場（円卓会議）

を設けます。 

〔地域政策課、協働推進課、

生涯学習課〕 

 第１２条 まちづくりリーダーの育成 

 P12 自主防災活動を推進してい

くための防災士の養成 

 

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 

・リーダー養成講座などを実

施する際には、目的を明確に

するとともに、養成講座等の

受講者に対して、受講後どの

ように活動してほしいのかを

説明する必要がある。 

 

・目的や受講後の活動を明

確にして実施しています

が、受講後、個人の学びだ

けに終わらないよう、目的

等の伝え方や講座の進め

方を工夫します。 

〔地域政策課、協働推進課、

環境政策課〕 

  市民活動スキルアップ講座

の実施 

 

環境活動を推進するための

・人財を養成するのであれば、

例えば、受講者のグループ化

など、修了生が活動できる体

制や活動する場づくりまでを

・講座で高めた知識や意欲

などをまちづくりに生か

していけるよう、活動の機

会の提供や関係団体への
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環境アドバイザーの養成 

 

支援する必要がある。 つなぎ、修了生へのフォロ

ーアップを行うなど、活躍

できる場づくり・体制づく

りを支援します。 

〔地域政策課、協働推進課、

環境政策課〕 

  環境活動を推進するための

環境アドバイザーの養成 

・「アドバイザー」というので

あれば、行政と一般市民の中

間的な立場として存在させる

という戦略が必要である。タ

ーゲットを絞って実施した方

がよい。 

・環境アドバイザーの養成

は、専門家の養成ではな

く、環境保全に興味のある

熱心な方を対象としてお

り、環境に関する基礎知識

を習得していただき、地域

でボランティアとして啓

発活動を実践できる人財

の育成をねらいとしてい

ます。 

〔環境政策課〕 

 第１３条 人材を見いだす活動 

 P13 

 

地区在住職員の地域活動へ

の参加促進 

 

・第１４条の「市職員の地域

活動への参加促進」との違い

が分かるようにすること。 

・第１３条の「計画期間中

の取組」と進捗を修正しま

した。 

〔協働推進課〕 

  市民センターまつりの開催 

 

市民活動センターネットワ

ーク機能を生かした、まち

づくり交流会などの交流の

場と機会の提供 

・地域の活動と交流の機会、

継続的な参加を通して、地域

に住む外国人と日本人がお互

いに自分の存在価値に気づ

き、お互いに重要なパートナ

ーであるということが感じら

れ、支援者や活動者になり得

る。文化的なイベントもうま

く人材を見出す場として活用

できるのではないか。 

 

・自主活動グループの活動

や気軽に参加できる芸

術・文化イベントにおいて

も、人財発掘の視点を盛り

込んで企画・実施します。 

〔地域政策課、協働推進課〕 

 第１４条 市の職員の育成 

 P14 進捗状況と今後に向けて 

 

 

 

 

・ここに記された取組だけで、

コーディネートできる職員に

なれるのか疑問に感じる。も

う少し具体的に、中長期的な

変化や成果を見据えた取組

を、次年度に向けて考えてい

ただきたい。 

・協働によるまちづくりを

コーディネートできる職

員になるためには、まずコ

ミュニケーション能力や

伝達力が課題であると考

え、これらを向上するため

の研修を実施しています。

今後は、中間支援を行うＮ

ＰＯ法人等への派遣研修

も行う計画です。 

こうした、研修成果の検

証を重ねながら、中長期的
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な視野を持って職員の育

成に取り組んでいきます。 

〔人事課〕 

第３章 協働によるまちづくり推進計画 

 第６条 協働によるまちづくり推進計画 

 P17 協働によるまちづくり推進

計画の進行管理 

 

・推進計画に掲載している事

業を各部署が進めるにあたっ

ては、横のつながりが必要で

あり、このことについて推進

計画に織り込む機会があるの

か。 

・次回推進計画更新時に、

推進計画 P1「～推進計画と

は～(1)計画の趣旨」の２

行目へ下線部を追加し「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、各部局や関係する主

体と連携しながら関連す

る施策を総合的かつ計画

的に進めます。」と明記し

ます。 

〔協働推進課〕 

   ・推進計画中「計画期間中の

取組」について、全市的な取

組と、地区や地域に対しての

取組が混ざって掲載されてい

る。 

 

・推進計画更新時に事業の

掲載の順番を整理し修正

します。 

〔協働推進課〕 

第５章 実効性の確保 

 第１７条 協働によるまちづくり審議会 

 P17 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

う審議会を運営 

 

・審議会では進捗状況を確認

しているが、条例策定にかか

わった方々に対して報告する

機会を設けてはどうか。 

・条例策定にかかわってい

ただいた市民委員や起草

委員の皆さんに対し、推進

計画期間の中間にあたる

今年度末、進捗状況や今後

に向けて報告する機会を

設けるよう準備します。 

〔協働推進課〕 

  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 

 

・推進計画 P2に掲載している

「第５次廿日市市総合計画後

期基本計画」のまちづくり指

標について、年度ごとにおい

ても数値の確認が必要であ

る。 

・平成 24 年度の現況値は

別表※のとおりです。 

〔経営政策課〕 
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※別表 

 まちづくり指標 
総合計画策定時 

（平成19年度） 

現況値 

（平成22年度） 

現況値 

（平成24年度） 

めざそう

値 

（平成27年度） 

基
本
構
想 

「市民と行政の協働のま

ちづくり」の満足度 

 ※3.00が中間値 

2.78 2.85 

－ 

※計画期間終了時

に検証 

3.00 

後

期

基

本

計

画 

まちづくり懇談会、出前ト

ークの年間開催回数 

（資料：市役所保有データ） 

25回 49回 57回 50回 

協働のまちづくりを遂行
するためのコミュニケー
ション能力を向上させる
研修の受講率（資料：市役所

保有データ） 

4.9％ 
13.16％ 

（H21～22累計） 

26.99％ 

（H21～24累

計） 

40％ 

（H21～27累

計） 

ＮＰＯ法人の設立数 

（資料：広島県作成データ） 
21団体 24団体 27団体 28団体 

市民活動センター機能が

導入された地域数 

（資料：市役所保有データ） 

１地域 ２地域 ２地域 ５地域 

職員が参加した市民円卓

会議の年間開催回数 

（資料：市役所保有データ） 

28回 52回 75回 56回 

持続可能な地域自治組織

の機能が導入された地区

数 

（資料：市役所保有データ） 

－ ０地区 ０地区 28地区 

 


