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第 7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 26年 5月 21日（水） 19：00～21：30 

 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） 

打海由美子、大谷丈貴英、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、宮川佑介、渡邉佐織 

 

（次第） 

1 開会 

2 会長あいさつ 

3 議事 

(1) 平成 26年度のスケジュールについて 

 (2) 平成 26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 

4 その他 

 (1) 平成 26年度における今後の予定について 

  (2) 次回の開催日程について 

(3) 事務連絡 

5 閉会 

 

（配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 配席図 

・ 資料 10 廿日市市協働によるまちづくり審議会について（事前送付） 

・ 資料 11 第 5次廿日市市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 事前送付） 

・ 資料 12 廿日市市協働によるまちづくり推進計画（平成 26年度更新版 事前送付） 

【別冊】平成 26年度（予算）事業シート 

・ 資料 13 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 14 【別冊】平成 26年度（予算）事業シート修正箇所一覧表 
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1 開 会 2 会長あいさつ                             

〔会長〕 

 廿日市市の協働によるまちづくりをめざし、さまざまな取組がスタートしている。この廿日

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、事業内容や手法、ア

プローチの仕方などを審議し、これに市も対応して、新しいことに取り組んでいる。市民側も

市側の動きを見ながら新しい活動に取り組む、というように、よいまちづくりにつながるよう、

忌憚のない意見をいただきたい。創造的な方向に進んでいきたい。 

3 議事                                        

(1)平成 26年度のスケジュールについて（資料 10） 

〔事務局〕 

審議会の役割の再確認、及び平成 26年度のスケジュールについて説明する。  

・ 審議会は、「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。）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、かつ、まちづくりの実情に的確に対応さ

せる」ために設置しており、「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、審議いただく内容は、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。 

・ 平成 26年度は、本日と 10月の 2回、審議会の会議を開催する予定である。 

・ 本日の会議では、推進計画の平成 26年度更新版の説明、第 6回審議会でいただいた意見

への対応状況の説明の後、事業実施にあたって留意すべきことについて審議いただき、10

月の会議では、平成 26年度事業の進捗について年度途中の経過説明を行い、平成 27年度事

業の計画、予算編成に向けて、その方向性について、審議いただく予定である。 

 

(2) 平成 26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 

（第5次廿日市市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 

推進計画:P1 資料11） 

〔事務局〕 

 推進計画の進捗をまちづくり指標の現況により説明する。 

・ 推進計画の期間は、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、「進行管理は、総合計画に掲載するまちづくり指標とめざそう値により

行う」こととしている。 

計画期間の前半2年が終了した平成25年度末時点での現況値が、資料11の一覧表、黒く網

掛けしてある部分であり、進捗が遅れているものについて、説明する。 

・ 「市民活動センター機能が導入された地域数」について、平成27年度目標値は、市域全体

5地域だが、平成25年度末現況は、廿日市地域と佐伯地域の2地域である。今後、大野支所建

替、旧宮島支所跡地活用の検討の中で、具体化することを見込んでいる。 

・ 「持続可能な地域自治組織の機能が導入された地区数」について、めざそう値は、市域全

体28地区に対し、平成25年度末現況は、0地区である。これは、おおむね小学校区、大野地

域では区を範囲とする市内の地区において、身近な生活課題を市民自らが解決に向けて取り

組んでいく体制の確立、支援制度の導入をめざしたものである。 

実際に、地区における自治組織の一本化、統合は進んでおり、平成25年度末で19地区、平

成26年度当初実施の2地区を加え、21地区で地域自治組織が形成されている。市では、地域
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自治組織のあり方や、自主運営に向けた、自由度を高めた支援方策、補助金について、地区

の皆さんと話しながら進めたいと、現在取り組んでいるところである。制度や機能の導入に

は、まだ時間がかかる見込みである。 

 

〔Ａ委員〕 

 「持続可能な地域自治組織の機能が導入された地区数」について。現状としては、21 地区

が組織の形を整えているということだが、意味がわかりにくい。例えば、自治組織の制度が整

っているということか。大野地域で言えば、区の制度が整っているということか、今までの継

続的な形という意味合いか。 

〔事務局〕 

 地域の自治組織が整っているということと、市側が自由度の高い交付金を自治組織に交付し、

それを地域の実情に合った活動に充ててもらうことをセットとし、動き始めた地区のことであ

る。しかし、市側の制度設計が途中段階であるため、実態はゼロである。 

〔Ａ委員〕 

 平成 25 年度に担当課である地域政策課に尋ねた際、各区の年間事業計画を参考に、必要と

なる予算を算出し、補助金を交付しているとのことであった。今の話では、今後はコミュニテ

ィ推進団体の自主的な活動全般に対して、交付するということか。 

 平成 26 年度から制度を開始するとのことであったが、まだのようである。しかし、地域側

として 21地区は、組織が整っているということか。 

〔事務局〕 

 形としては整っているということである。 

〔Ａ委員〕 

 市側が遅れているため、「持続可能な地域自治組織の機能が導入された地区数」はゼロとい

うことか。平成 27年度から交付金の制度は開始されるのか。 

〔事務局〕 

 まだわからない。 

〔Ｂ委員〕 

 「持続可能な地域自治組織」のイメージがわかない。各地域、組織の形態は同じではない。

この形態を統一することも含め、「持続可能な地域自治組織」ということになるのか。それと

も、各地域の自治組織の現状を踏まえてなのか。市は一元的に統一しようと考えているのか。 

〔事務局〕 

それぞれの地区や区独自の課題に対応できるよう、支援していきたいという意味である。 

〔Ｂ委員〕 

 何パターンかあるということか。 

〔事務局〕 

 一元的に統一するものではない。 

〔会長〕 

 今の審議から、数値としては最終的なところには至っていないが、近いところまでは来ている

と考える。表の現況値欄にかっこ書きで「21地区」と掲載した方がよい。ゼロのままだと、地域

では進捗しているにもかかわらず、全く推移していないように見える。表現を工夫されたい。 
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〔事務局〕 

 承知した。この指標は第 5次廿日市市総合計画に掲載している数値であるため、そちらには

追加掲載できないが、この審議会においてのみなら、約束できる。総合計画の担当課である経

営政策課にも意向を伝えておく。 

 

〔Ａ委員〕 

 「まちづくり懇談会、出前トークの年間開催回数」と「職員が参加した市民円卓会議の年間

開催数」について。まちづくり懇談会や出前トークと、市民円卓会議どちらにも、市職員が出

席しており、同じことと思うがどうか。 

〔事務局〕 

 目的が違う。まちづくり懇談会や出前トークは、市が行っていることを市民に知ってもらう

ために実施しているが、円卓会議は、地域が課題解決のために話し合う場に職員も参加すると

いうものである。 

〔Ａ委員〕 

 まちづくり懇談会や出前トークも会議型式になっている。基本は同じだと思う。 

〔Ｃ委員〕 

 円卓会議は市民が開催すると考えている。 

〔事務局〕 

 そうである。例えば、地区のコミュニティ推進団体が開く円卓会議や、自主防災組織の話し

合いのための円卓会議などが、職員が参加した円卓会議の事例である。 

 一方、出前トークは、アルゼンチンアリの話や協働によるまちづくりの話、介護保険制度な

どテーマについて市の施策や事業の説明に地域へ出向くものである。 

〔Ｃ委員〕 

 職員はゲストとして、円卓会議に参加するのか。 

〔事務局〕 

 多様な主体の一人として参加する。 

〔Ｃ委員〕 

 「まちづくり懇談会、出前トークの年間開催回数」と「職員が参加した市民円卓会議の年間

開催数」を重複して数えていることはないか。 

〔事務局〕 

 制度が違うため、重複していない。 

 

〔事務局〕 

推進計画について、新しい取組とこれまで審議会でいただいた意見への対応を中心に更新 

箇所の説明を行う。事業の進め方や持つべき視点などについて、審議いただきたい。 

 

～推進計画とは～について 

（(1)計画の趣旨 推進計画：P1 新旧対照表：P1） 

〔事務局〕 

 第 6回の審議会で「推進計画掲載事業を進めるにあたって横のつながりが必要」という意見を 

いただいたことを受け、「各部局や関係する主体と連携しながら」という言葉を追加している。 
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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 新旧対照表：P2） 

〔事務局〕 

前文から第 3条は、協働によるまちづくりでめざすまちの姿や、条例の目的、基本原則など

を謳い、計画期間内に「協働の理念共有」を、中期的には各所で「つながり」がつくられるこ

とをめざしている。 

【協働の理念共有】 

・ 「市民フォーラムや講座の開催、市広報紙などによる、理念の浸透に向けた啓発」につい

て。人権啓発パンフレットの作成、各世帯への配付をやめ、市広報 11 月号の特集として啓

発記事を掲載することとした。これにより、予算が削減されている。 

・ 「第 2 次廿日市市男女共同参画プラン（以下「プラン」という。）策定に向けた市民意識

調査の分析、策定ワーキングの実施」について。平成 25年秋に実施した、市民、中・高生、

事業者への意識調査の結果について、現在詳細を分析しているところである。 

男女の社会的地位の平等感について、8分野中、5分野が前回の調査と比べ、減少。また、 

中・高生への意識調査では、女性の働き方について「出産退職型」を希望する傾向がみられ

たとのことで、集計結果からは、女性の社会参画についてはやや意識の後退がみられる。 

今後、他市の調査や過去の調査との比較、現廿日市市男女共同参画プランの検証を行うな 

ど、現在、廿日市市で取り組むべき課題を明らかにした上で、次のプランを策定する。 

策定ワーキングは、市民と市職員とで構成し、内容を検討することとしており、平成 26 

年 6月頃からのスタートを予定している。 

第 6回審議会でいただいた意見への対応だが、啓発事業を企画するフォーラム実行委員会 

 へ、市民意識調査の結果や第 2次廿日市市男女共同参画推進懇話会（以下「懇話会」という。）

の情報を 6月に提供し、課題に的確に対応する事業を行えるよう取り組む。 

 

〔事務局〕 

Ｄ委員から事前に意見をいただいている。「プラン策定に向けた取組」について。「懇話会に 

おける、方向性を検討するということだったが、実際にはそこまで議論が進まなかったという

ことであった。懇話会の会議録や懇話会で出た意見を市民の皆さんに公表し、懇話会自体を実

のあるものにされたい」という意見である。 

 また、「プラン策定に係る策定ワーキング」について。これは何を目的として実施し、その 

ためにどのようにメンバーを選んだのか。従来のあて職や既知の範囲からの人選ではなく、実 

際に議論できる、機能する会とされたい」という意見をいただいた。 

〔Ｃ委員〕 

 懇話会は平成 25年度から引き続き、継続して開催されるということか。 

〔事務局〕 

 そうである。平成 26年度の懇話会は 2 回を予定しており、定期的に行われている。市長の

諮問機関であるため、この審議会と同様の役割がある。 

〔Ｃ委員〕 

 Ｄ委員から指摘があったということは、方向性の検討が終わったわけではないということで

ある。平成 26 年度の推進計画から「懇話会における方向性の検討」という文言が削除されて

おり、終了したように見える。掲載しておいてほしい。 

〔事務局〕 

 掲載する。 
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（第 4条 市民の役割、第 5条 市の責務 推進計画：P5～P6 新旧対照表：P2～P3） 

〔事務局〕 

第 4条は市民の役割、第 5条は市の責務を規定し、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、中期的には、協働による取組を実践、検証・評価しながら、より適正

に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。 

【機能的かつ効果的な組織運営】 

・ 「地域連携会議の開催や庁内ネットワークによる地域づくり情報や課題の共有の仕組みの

構築」について。これまで「地域情報共有票」という様式で、情報を集約、発信するよう取

り組んできたが、記入する作業や、一度集約し発信するというタイムラグも生じ、うまく機

能しなかった。 

平成 26年度は、地域づくりの担当者が顔を合わせて情報交換を行う、「地域連携会議」を

毎月開くとともに、従来どおりの情報共有も併せて行うこととしている。 

【市民の行うまちづくり活動の環境整備】 

・ 「地域防災力の向上に向けた地域自主防災会と市民センターの連携による講座や行事の

開催」について。平成 26年度は、市民センターとの連携により、地域に密着した講座や行

事を開催する。 

・ 「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。現在の佐伯地域と吉和

地域への配置に加え、平成 26年度は、佐伯地域の玖島地区と浅原地区へ１人ずつ配置する。

空き家を活用した定住推進や、小学校施設を活用した地元の活性化などにかかわってもら

うことを想定しており、公募、選考を経て平成 26年 9月頃からの活動を予定している。 

・ 「NPO 活動への融資」について。予算事業名を変更した。「融資制度などの支援策が、本

当に必要な団体に届くように」という審議会意見を受け、貸付事業の担当課である商工労政

課と、NPOの担当課である協働推進課とで情報共有することや、融資制度のチラシを市民活

動センターの窓口やホームページで周知することを始めた。 

また、来月から市内の NPO法人の実態調査を行うことを計画しており、支援に関するニー

ズなども把握した上で、今後の対応に生かしていく。 

・ 「道路、公園、河川、広場などの公共施設アダプト制度の運用ほか地元による維持管理の

支援」について。アダプト制度の適用外でも、掃除道具や資材を現物支給する形で、地元に

よる維持管理を支援しているケースも多いとのことで、「ほか」という言葉を追加している。 

・ 最後に、第 6回審議会で意見をいただいた「地域や市民からの働きかけによる協働の取組」

について、最近の事例を紹介する。 

廿日市地域の平良地区に伝わる民話「お菊地蔵」を電子紙芝居にしたいという取組を平良

コミュニティからの働きかけにより、市民活動センター職員や市民活動団体がつながって、

形にした。 

佐伯地域の浅原地区では「世代を越えた皆が楽しみ、話し合い、共感できるおまつりをし

たい」と、地域外から移住した若い人たちが企画し、地域の協力を得て、平成 25 年と平成

26年 4月に「浅原楽市楽座」が開催されている。 

また同じ佐伯地域の玖島地区では「玖島に人を集めることはできないだろうか、玖島を知

ってもらうことはできないだろうか」と、平成 26年 3月に「くじまの森 自由なマーケット」

という催しが開かれた。 

「浅原楽市楽座」「くじまの森 自由なマーケット」どちらも、地元の 30～40 歳代の若い
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人たちが中心となり、グループが連携して取り組んでいる、市民発の地域の活性化イベント

であるが、働きかけに応じ、市は市民センターの場所提供や、保育士が託児で応援するなど

の形でかかわっている。 

 

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 推進計画：P7～P8 新旧対照表：P4～P5） 

〔事務局〕 

第 7条では、地区・地域及び市域におけるまちづくりについて規定し、計画期間内に、地区、

地域のまちづくりを支える環境整備を、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。 

【地区・地域のまちづくりを支える環境整備】 

・ 「（仮称）公共施設再配置計画の策定、（仮称）「公共施設更新問題」市民と共に考えるシン

ポジウムの開催、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。 

公共施設マネジメント基本方針を平成 25年 6月に策定し、公共施設の総延べ床面積を縮減す

るなど基本的な方向性を出した。 

また、市民意識調査を実施し、公共施設の問題は社会情勢の変化などに応じ、効果的な公

共施設の管理運営が必要という意識がうかがえた。結果は平成 26年 6月の市広報やホームペ

ージで報告する。 

平成 26 年度は、この市民意識調査の結果や各施設所管課による施設評価などを基に、10

年間を計画期間とした「公共施設の更新の考え方やあり方を示す計画」を策定する。また、

シンポジウムを 10月 18日に開催する。 

・ 「大野支所複合施設整備基本計画の策定」について。平成 25 年度は、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し、地域の一次産品販売などを

核とした、地域に根ざした拠点としてのニーズや整備の方向性が見出された。 

平成 26 年度は、賑わいを創出する拠点整備も含め、大野支所敷地及び周辺市有地全体の

土地利用のあり方及び支所の建替、付随する施設のあり方や施設規模等を検討し、建替に向

けた基本計画を策定する。 

なお、付随機能と賑わい創出機能の検討にあたっては、地域住民・団体等の参画のもと検

討する。 

・ 「市民センター（公民館）整備に係る基本調査の実施」について。平成 25 年度に、市民

センターに係る耐震診断がすべて終了した。平成 26 年度は、耐震化対策も含め、今後市民

センターを整備する際の整備手法などについて、調査研究を行う。 

・ 「拠点施設の設備充実に向けた中央市民センター（公民館）の建替工事」について。平成

25 年度は、地元住民の参加によるワークショップ等の意見交換を行い、地域のコミュニテ

ィ推進団体が使用するスペースも含めた実施設計を作成した。平成 26 年度は、これを受け

て解体、建替工事を行う。 

【交流、連携の場づくり】 

・ 「地域の実情に応じた集会所の管理運営」について。集会所の管理運営を検討し、平成

26 年度からは、指定管理者制度を廃止し、地元にとってより使い勝手のよい施設とするた

め、地域の実情に応じた管理運営方法に変更した。 

・ 「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』、
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『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」について。平

成 26年度は、指定期間 3年の最終年度になる。評価・検証を行い、次に向けていきたい。 

・ 「地域における避難行動要支援者の避難時の支援体制づくり」について。災害対策基本法

が一部改正され、市町村において、要援護者の基準に該当する人全員の名簿の作成が義務化

されたため、法改正前の制度を継続しつつも、法改正後の制度への対応が必要な状況となっ

ており、全体的な見直しを実施し、支援体制づくりを促進する。 

 

〔Ｃ委員〕 

 平成 25 年度に実施した「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」について、内容の整理は終わったのか。 

〔事務局〕 

 結果を整理した状態で、市広報やホームページ上で平成 26年 6月に公表予定であり、全部の調

査結果を掲載するよう考えている。 

 

〔Ａ委員〕 

先ほどの関連だが、集会所の運営の改善については、具体的に動き始めているようであるが、

交付金制度の実施については急いでほしい。 

〔事務局〕 

担当課に伝える。 

 

〔Ｂ委員〕 

 確認だが、市民センターと集会所、これらの関係はどう考えているか。市民センターは市が中

核となり、管理運営しているが、集会所については地域に移管している。市民センターと集会所

の運営のベクトルが必ずしも合うとは限らない。その方向性をどう合わせるのか、整理してほし

い。大野地域では市民センターが 2 館あるが、地域活動の拠点は市民センターよりも集会所であ

る。しかし、この推進計画では、市民センターを地域活動の中核にしようと読みとれる。これは

違うと思う。 

 先ほどの「持続可能な地域自治組織」が何パターンかに分かれると思う。ただし、市全体的

な活動の方向性、機能性は統一しておかなければならない。それを、誰もが明確に認識できる

ようにしなければならない。 

〔事務局〕 

 条例逐条解説では「まちづくりの拠点」は市民センター、地区集会所等と明記している。大

野地域ではその拠点が集会所であり、地域の実情に合わせている。 

 なお、大野地域では区、廿日市や佐伯、吉和、宮島地域は小学校区が、自治を築き、身近な

暮らしを支える適切な範囲であると市はとらえており、28 地区を自治組織としての単位とし

て進めている。 

28 地区それぞれ、進め方や方向性が違ってよい。それぞれの自主性の部分について現在検

討しているところである。 

市民センターは市が管理運営しており、地域づくりと生涯学習両方を担っている。しかし、

大野地域は市民センターが 2館のみのため、生涯学習の場と普段の地域づくりの場である集会

所が離れている。この部分については今後整理をしていく。決して同じパターンでできるとは
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思っていない。もしかすると、大野地域の地域づくりの支援者は支所になるのかもしれない。

押し付けることはしない。 

 

〔Ｅ委員〕 

 7ページの「主旨」では「拠点となる施設」に、市民センターも支所、集会所も含まれてい

る。そのため、文言を「拠点となる施設」で統一すれば、28地区すべて当てはまると思う。 

 

〔Ｆ委員〕 

28地区というのは、どこか。 

〔事務局〕 

 条例の逐条解説の中に地区について解説されている。廿日市地域は 11 地区、佐伯地域は 4

地区、吉和地域１地区、大野地域は区単位で 11地区、宮島地域 1地区の 28地区である。 

 

〔Ｇ委員〕 

 佐方地区では市民センターを地域に管理運営を行わせているが、これは誰が評価しているのか。 

〔事務局〕 

 指定管理者の候補者を議会に提案、その際にあらかじめ指定管理者選定委員会で議論され、

今までの評価が出される。 

〔Ｇ委員〕 

 平成 26年度で 3年目となるが、平成 27年度はまた公募するのか。現在は佐方アイラブ自治

会が運営しているが、その他の団体に運営を行わせることもあるのか。 

〔自治振興部長〕 

 佐方地区では指定管理者の対象となる団体が、佐方アイラブ自治会のみであるため、非公募

となる。佐方地区が今後指定管理を望むのであれば、話をしていかねばならない。それは、指

定管理者選定委員会、議会議決を経て、決定される。 

〔Ｇ委員〕 

 運営の評価の良し悪しは別になるのか。 

〔自治振興部長〕 

 良し悪しも含めてである。 

 市民の皆さんの活用度や反応を見ていく必要があるが、現在は、市が運営しているときより

も利用時間が拡大し、サービスも向上しているため、評価が悪いことはないと思う。 

〔Ｇ委員〕 

 串戸市民センターも同様にコミュニティ推進団体が指定管理者となるため、佐方市民センタ

ーも見本を示し、慎重に進めてほしい。 

〔自治振興部長〕 

 指定管理者制度は効果のあることだと思っている。地域の課題解決が議論しやすくなり、課

題解決は地域のためになる。ただし、地域運営は望ましい形ではあるが、地域に負担がかかる

ため、市から強制するというものでもない。 

〔Ｇ委員〕 

 負担よりも偏っていると感じている。一番恐れていることである。市が運営するほうが公平

だと思う。 

 



 10 

〔自治振興部長〕 

 公平性の担保というものがあるが、地域経営になっても、公の施設として公民館条例が設置

されており、ルールが決められている。公平性が担保できないということは考えられない。 

〔Ａ委員〕 

 Ｇ委員が言っているのは、運営する市民スタッフの私的な意見が市民センターのサービスに

反映されてしまうということか。 

〔Ｇ委員〕 

 そういうことである。市だと、そのようなことはできない。 

〔Ａ委員〕 

部長が言われたように、基本のルールが決められており、それに基づき、運営している。そ

のため、市民がしようが、市が運営しようが実質的な差はないと思う。 

〔Ｇ委員〕 

 しかし、市民と市で運営能力の問題はあると思う。ゼロと１ではまったく違う。 

〔Ａ委員〕 

 指定管理者は、さまざまな審査を経て決定、評価されるため、公平性の偏りについては、そ

こまで気にすることはないと考える。 

〔Ｈ委員〕 

 すぐにはいかないとは思うが、住民が手を挙げれば、住民運営に代わっていくのか。 

〔Ｇ委員〕 

 そうだと思う。いずれは全ての地区がそうなるのではないのか。しかし、指定管理者制度に

移行するかどうかは、地区によって、さまざまな論議があると思う。 

〔Ｈ委員〕 

公平性の問題について、どのように評価し、展開していくのか。 

住民が納得すれば、評価は下がらない、そのような基準でもよいのか。それは違うと思う。

かと言って、住民目線での事業ばかり実施するとも限らない。 

〔Ｇ委員〕 

住民の利用率が高いというだけで、評価がよいということにはならない。別問題である。 

〔Ｂ委員〕 

 指定管理者制度は地域の望む方向に進めていけるため、自由度があって非常によいと思うが、

市側から見たときに統制がとれなくなるのではないか。地域に任せすぎると市もやりにくいし、

市がすべて進めてしまうと、地域の特性に合った運営ができない。そのバランスをどうするの

か。折衷型のゴールを見出しておかなければならない。 

〔会長〕 

今の意見から、地域が運営することで、その方向そのものが市民からしても全面的に賛成で

きないような危惧がある。確認しつつ、進めてほしい。庁内で伝えてもらえるか。 

〔事務局〕 

 担当課へ伝える。 
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（第 8条 円卓会議 推進計画：P9 新旧対照表：P5） 

〔事務局〕 

第 8条では、円卓会議について規定し、計画期間内に、誰もが対等に参加できる円卓会議の

開催を、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している。 

【だれもが対等に参加できる円卓会議の推進】 

・ 「円卓会議の定着化に向け、まちづくり活動団体を対象とした情報交換会の開催」につい

て。まちづくり活動団体をはじめとする多様な主体が出会い、地域づくりを共に考える場を、

平成 26年 6月 28日に開催する。 

・ 「島嶼部を対象とした『はつかいち景観 100選』に係る選定基準の検討」について。平成

25年度は、廿日市地域、大野地域において景観ワークショップを開催した。平成 26年度は、

宮島地域で開催する。 

・ 「佐方川緑地整備に向けた実施設計に係る利活用、安全性、維持管理などの検討」につい

て。区画整備事業に合わせて、緑地を公園として整備するにあたり、地元住民参加によるワ

ークショップを開催する。 

・ 「観光振興基本計画策定に係る地域別の観光のあり方の検討」について。平成 25年度は、

宮島観光事業の関係者を中心メンバーとして、ワークショップを開催し、宮島地域ならでは

のおもてなしについて検討した。 

また、宮島地域以外の 4地域においても、観光関係事業者を中心に地域別の観光のあり方

を検討するためのワークショップを開催した。平成 26 年度も、継続して開催する。なお、

市民参画の手法は地域の特性に合わせて行うため、必ずしもワークショップ形式に限定しな

い。検討結果は、現在策定中の観光振興基本計画へ反映させる。 

 

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 推進計画：P10 新旧対照表：P6） 

〔事務局〕 

 第 9条では、情報共有について規定し、計画期間内に、双方向の情報伝達手段の拡充に取り

組み、中期的には、市民ニーズを市の施策へ反映していくよう努める。 

【情報伝達手段の拡充】 

・ 「市ホームページの部分改善」について。平成 25 年度は、トップページのリニューアル

を行った。平成 26年度についても、その他のページを順次改善していく予定である。 

また、平成 26 年 3 月に発生した地震の際、市内在住の外国人も必要な情報が受け取りや

すいよう、普通の日本語よりも簡単な日本語で、防災無線で流れた情報をホームページに掲

載した。また、この地震をきっかけに、「緊急情報」欄をトップページに作成した。 

・ 「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」につい

て。イベントのお知らせだけでなく、各地区の人口増減や、編集後記を掲載している市民セ

ンター、また、地域で活躍している人、団体の紹介コーナーを設けている市民センターもあ

り、地域ならではの記事づくりに取り組んでいる。 

・ 「はつかいち安全・安心メール配信サービス」について。目が見えない人、耳が聞こえな

い人も利用できるよう、電話の自動音声や、FAXでの発信を検討している。 

・ 「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
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発信」について。平成 26年 1 月から、市民活動センターの公式フェイスブックの運用を開

始し、センター情報やイベント・講座などのお知らせ、また登録団体の活動のようすなど、

発信している。また、ホームページもリニューアルし、団体情報の発信を拡充している。 

・ 「フェイスブックにおける『はつかいち市民リポーター制度』」について。平成 26 年 4

月からスタートした。これは、第 5回審議会意見から、派生した事業で、市民の皆さんがリ

ポーターとなって廿日市市の魅力ある情報を取材し、記事として市に提供いただいたものを

市フェイスブックに掲載していく。 

・ 「広報紙における『（仮称）市民のみなさんと一緒につくるページ』の運用」について。

市広報で、さまざまな主体がつながる取組や市内 5地域で行われている活動や旬なイベン 

ト情報などを、市民の皆さんの目線で伝え、その取組や活動、かかわる人を応援するページ 

になるように、平成 26年 4月から取り組んでいる。 

取材や記事作成の方法など、詳細を具体化するところから、今まで市民活動センターの情

報紙づくりに携わっていた市民の皆さんと一緒に考えており、平成 26 年度は 7 月と 1月の

広報に掲載予定である。 

 

〔Ｉ委員〕 

｢はつかいちし安全・安心配信サービス｣について、外国人のためにわかりやすい日本語を掲

載したということはよい。審議会で｢はつかいちし安全・安心配信サービス｣について、外国語

版はあるのかという意見を出した。その意見が反映されたのかどうかはわからないが、外国人

にわかりやすい、住みやすい廿日市市になっているのではないかと思う。 

 

〔Ｃ委員〕 

フェイスブックのアクセス数は現在どのくらいか。 

〔事務局〕 

平成 26年 5月 21日現在で、市は 933件、市民活動センターは 56件である。 

〔Ｃ委員〕 

フェイスブックのページを市職員が個人的にシェアすることについては、どうなのか。使う

ことがあるのか。 

〔事務局〕 

 市職員としてではなく、個人としてシェアすることはある。 

 

〔Ｇ委員〕 

 「市民のみなさんと一緒につくるページ」は平成 26 年度から始まったのか。その中で７月

と１月だけ協働推進課が担当するということか。 

〔事務局〕 

 毎月そのページがある訳ではなく、平成 26 年度は試行的に７月と１月だけやってみようと

いうことで始まった。協働推進課は支援の立場でかかわり、レイアウトや記事の校正などは、

市民の皆さんが行っている。 

〔Ｇ委員〕 

 それはどこでどのように集まって会議を開いているのか。 
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〔事務局〕 

 市民活動センターで企画会議を行っている。市職員とメンバーが集まって会議している。メ

ンバーは市民活動センター情報紙「さくら de ファミリー」でかかわっていた各地域の人に声

をかけて企画している。 

 

〔Ｈ委員〕 

 事業シートの P26「広報広聴事業」で、広報紙の新聞折込は現在も行っているのか。「広報

新聞折込料」で 1,198 千円の予算がついている。また、「広報郵送差出業務委託料」ついても

広報紙の郵送は廃止になったのでは。なぜ予算がついているのか。 

〔Ｇ委員〕 

 住居表示街区割図があると思うが、私の住んでいる町内会がその地図に掲載されておらず、

広報紙が届かなくなった。担当課や市議会議員に何度も言っているが、届かない。そのため、

個人的には新聞折込の方がよかった。 

〔Ｈ委員〕 

 新聞折込にしてしまうと、一家で何本も新聞を購読しているところもあり、重複して数えて

しまうことがあるため、よくない。 

〔事務局〕 

 予算と配り方について、担当課に確認する。ただ不必要なものに支出することはない。また、

二重に配るということもないため、確認して回答する。 

 

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 推進計画：P11 新旧対照表：P7） 

〔事務局〕 

第 10 条では、まちづくりへの関心を深める場、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し、中期的には、こうした人財が、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ることとしている。 

【まちづくりにかかわる人財の育成】 

・ 「ゲートキーパーの裾野拡大や、健康づくり応援団の要請」から「ゲートキーパー」につ

いて、「養成講座」としていたが、この講座の趣旨は、ゲートキーパーという専門家を育て

るのではなく、幅広くゲートキーパーを知ってもらい、困っている人がいれば、自発的に声

をかけられる人材になってほしいという趣旨であるため、「養成」という言葉は使わないこ

ととした。 

  「健康づくり応援団」について、15 回の講座を通して、健康運動指導士から主に介護予

防の知識や技術を学んでいる。具体的には、ストレッチや筋肉トレーニング、メタボリック

シンドローム予防などで、養成された応援団は、サロンや出前トークに出向き、簡単な運動

を広めている。 

・ 「生活・介護支援サポーターの養成」について。市内全地域における講座が終了したため、

事業を削除している。平成 26 年度は、民生委員へのアンケートの実施や、社会福祉協議会

との協議を通して、講座修了者のフォローアップをしていくこととしている。 
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【まちづくりにかかわる人財の育成の支援】 

・ 「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」について。

助成金の活用実績は、平成 24年度に 2人、平成 25年度に 1人であった。助成金を活用した

人が、プラン策定ワーキングに参加するなど、学んだ成果を生かす場につながっている。今

後、更に助成金が活用されるよう、子育てセミナーなど、ポイントを絞った周知を行ってい

くこととしている。 

 

（第 11条 子ども、若者等の育成 推進計画：P12 新旧対照表：P7～P8） 

〔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。 

計画期間中の取組には、具体に記載していないが、廿日市駅通り商店街の活性化について、

広島修道大学と連携した取組について紹介する。 

平成 25 年度より広島修道大学の学生が、ゼミの一環として廿日市商店街の活性化へ向け取

り組んでいる。平成 26年 1 月には商店街で行われるスタンプラリー抽選会に合わせ、学生が

飲食ブースを出店した。また、商店街のゆるキャラを作ろうと、廿日市小学校 5、6 年生が作

成した候補から最多得票を得たキャラクターを公認に選定する試みが行われるなど、学生の参

加による取組が進んでいる。 

 

〔Ａ委員〕 

若い働き盛りの人が地域に参加できていない。先日出席した講演会で、このような課題を解

決するためにはどうすればよいか質問した。講師からは、「市長が各企業を訪れ、若い世代の

地域への参加を呼びかけていくことが手っ取り早い。」と聞いた。廿日市市として、そのよう

なことが可能なのか検討してほしい。 

〔Ｃ委員〕 

若い世代は彼らなりに自主的に活動を行っている。市側のネットワークにどれほど引っかか

っているかわからないが、接点を設けたり、アプローチをかけるなど、されていないのか。 

〔事務局〕 

そのような動きがあることは承知している。働きかけを直接しているということではないが、

例えば、まちづくり交流会では、活動されている人へ声かけをし、地域の人と活動してもらう

など、場づくりをしている。 

〔Ｃ委員〕 

宮島地域で人を集め、シーカヤックやキャンプをしている団体があるが、そのような活動は、

地域があってこそできる活動だと思う。そのような団体とつながることも、一つの取組だと思う。 

〔Ｇ委員〕 

市長や部長が企業に声をかけた方が、若い人が地域に入っていきやすい。自分が活躍できる

と思えば、そこから活動する人が出てくると思う。 

〔Ａ委員〕 

地域の人へは、子ども会の役員を中心に、声かけをしている。役員には女性が多く、主人に

も地域に出てもらうように言うがうまくいかない。直接会った時に声をかけると来てくれる。 

市から声かけをしてもらうことが一番よい。また、若い人が行っている活動と地域活動をど

のように結びつけていくか、喫緊の課題として考えていかなければならないと思う。 
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〔Ｃ委員〕 

企業への声かけについては、現在行っている採用後 3年目職員の地域コミュニティ活動体験

研修（以下「体験研修」という。）と同じようなものを、企業の研修のオプションとして考え

てもらうのもよいと思う。 

 

（第 12条 まちづくりリーダーの育成 推進計画：P13 新旧対照表：P8） 

〔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、中期的には、まちづくり活動に

率先して取り組み、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すと同時に、活躍

できる場づくりを進めることとしている。 

【リーダーの育成やスキルアップの場づくり】 

・ 「環境活動を実践するための環境アドバイザーのスキルアップ講座」について。これまで

は環境アドバイザー「養成講座」として環境学習を行ってきたが、平成 26 年度は川や海の

水環境、地球温暖化、廃棄物対策等、具体的な分野を研修生が選択し、オリジナルのプログ

ラムを作り、それを環境フェスタのブースで発表をするなど、実践を含めた「スキルアップ

講座」として設定している。 

 

（第 13条 人材を見いだす活動 推進計画：P14 新旧対照表：P8） 

〔事務局〕 

第 13 条では、まちづくりにかかわる人材を見つけることについて謳い、中期的には、自ら

がまちづくりの担い手であることを認識し、知識や技能を生かしてまちづくりに取り組む人財

を増やすこととしている。 

【人財を見いだすための交流の場や機会の提供】 

記載内容は変更ないが、平成 25 年度は、さまざま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 7 月と 1 月の 2 回開催した。1 月のまちづくり交流会は、

市民がスタッフとして企画・運営し開催した。市民活動団体、事業者、大学、農業者団体など

多様な主体の参加により、参加者同士の連携が生まれており、人材を見出すための交流の機会

となっている。 

平成 26 年度は、市民スタッフによる茶話会からスタートし、まちづくりについて気軽に話

し合えるサロンやまちづくり交流会を開催する。 

 

（第 14条 市の職員の育成 推進計画：P15～P16 新旧対照表：P8～P9） 

〔事務局〕 

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。 

【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】 

・ 「指名・推薦研修、チャレンジ研修」について。内容に変更はないが、「指名・推薦研修、

チャレンジ研修など、組織と職員のニーズを両方満たす研修の実施」と表現を修正した。 

・ 「NPO法人への派遣研修」について。コミュニケーション能力を向上させる育成手法の検

討を改め、より広くコミュニケーション能力も含めた、まちづくりをコーディネートできる

ための実践的なノウハウを身につける手法を検討することとした。 
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  具体的には、地域課題の解決に取り組んでいる NPO法人等へ職員を派遣し、取組の導入か

ら実践、評価、検証までを経験することによって、地域や多様な主体との信頼関係の築き方、

人財や資源の見出し方、意思決定のプロセスなどを自らの仕事に生かすことをめざしている。 

・ 「地域コミュニティ活動体験研修」について。仮称を削除している。 

平成 25 年度から、採用後 3 年目の職員を対象に、協働によるまちづくりの意識を持つ職

員の育成を目的として、佐方、廿日市、平良地区の各コミュニティ推進団体へ夏祭りや敬老

会の事前準備や当日スタッフとして、自主的に地域活動に参加した。 

  平成 25 年度は、市役所近郊の 3 地区を受入地区としていたが、自分たちの住む地区の活

動や人を知る機会として、また、体験研修終了後も、継続した地域活動への参加がしやすい

環境づくりのため、派遣職員の居住地区を考慮し、受入先地区を新たに追加予定である。 

・ 「市民や地域との合意形成のためのプロセスやスタンスを職員が互いに学びあう研修『プ

ロセスデザインのコツ』の実施」について。市職員が、地域や市民とのかかわりの中で、信

頼関係を築き、地域の資源や特色、思い、プロセスなどを知り、仕事の進め方にフィードバ

ックさせることの重要性を理解するために、市民や地域との合意形成プロセスやスタンスを

学ぶことをねらいとしている。 

平成 25年度は、ワークショップを予定している課を主な対象として、5月に研修を開催。

平成 26 年 2 月には各担当課で実施したワークショップなどを、関係職員で振り返り、その

成果や課題を確認し合った。その後、実際にコミュニティ推進団体が主催する円卓会議に役

割を持って参加し、実際のワークショップから、必要な心構えや技術、さらには現場での職

員のとるべきスタンスを身につけた。 

 

〔事務局〕 

 Ｄ委員から、事前に意見をいただいている。 

「市民の取組、活動の中に、まずは入り込もうとする能力や努力を示して欲しい。どれだけ

の職員が、地域活動に参加しているのか。」 

「『ノウハウ』や『プロセスデザインのコツ』など、どのようなことをするのかわかりにく

い。平易な表現で示されたい。」 

「背伸びした研修内容でなく、動きながら行動力を養う形でも職員の育成をはかられたい。」 

という意見である。 

 

〔Ｊ委員〕  

この審議会も 3年目に入り、少し動きがあったという気がする。この度、異動してきた職員

もいるが、どれほど協働によるまちづくりのことを知っていたのか聞きたい。 

〔事務局〕 

 推進計画や、条例が定められているのは知っていたが、具体的に何をしたかというと、はっ

きり答えるのが難しい。知識不足というか、まだまだ浸透していないのが実情だと思う。 

〔Ａ委員〕 

 実際に市の職員の対応を見ていると、まだまだ浸透していないと感じる。研修を受けたと言

うが、具体的に効果が出ていないと思う。対応を見ても、「今までしてこなかったので」、「係

が違うので」など、市民の要望に応えようという気がないと感じる。 
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〔Ｃ委員〕 

 新規で採用した職員に対しては、協働に関する話をしているのか。 

〔事務局〕 

 新規採用職員に対して、協働によるまちづくりについてワークショップ型で研修を行っている。 

〔Ｃ委員〕 

その研修の最後に市民の人にも参加してもらってはどうか。 

〔事務局〕 

研修は 4月の当初であるため、市民と一緒に行うのは仕事の中身をある程度理解した後がよ

いのかもしれない。ただし、新規採用研修として、街頭アンケートで、市民の意見を聞くとい

うことは実施している。 

〔Ｃ委員〕  

10年目の職員に対して実施してもよいと思う。 

 

〔Ｂ委員〕 

体験研修について、研修を受ける側に要求することが多いが、受け入れ側も大事だ。受け入

れ側は研修生をサポーターとして受け入れている。それでは、研修生に地域の課題に取り組む

姿勢が身につかず、自発的なアクションにつながらない。地域課題の解決のために、自分の考

えはどうなのかを考える仕組みにしなければ、我々市民が欲しているような成果は出ない。 

〔Ｃ委員〕  

名称に「体験」という言葉を使っているため、そのような認識になるのではないか。 

〔Ｂ委員〕 

課題解決のために自分はどう思うか、考えたり体験するという研修ならよい。はじめは全体

の流れに入らなければならないため、仕方がないと思うが、最初から第三者的な感覚で参加を

するのでは成果は出ない。受け入れ側が機会を与えてあげなければいけないと思う。 

 

〔Ｈ委員〕 

職員の研修について、事業シート P40「人材育成事業」の「目標到達度」には「活動及び成

果指標」として、「研修参加率」が掲載されているが、何人の参加を目標にしているなど、目

標値は定めているのか。 

〔事務局〕 

参加率の目標はあるが、具体的に何人という目標値は設定されていないのが現状である。 

〔Ａ委員〕 

事業シートには、「研修で得た知識・スキルの習得度・活用度」が示されているが、本当に

この数値まで活用されているのか疑問である。 

〔Ｈ委員〕 

指名・推薦研修、チャレンジ研修別に指標を分けていないのか。「研修を受けたい職員が受

けたから参加率が 100%」というのは、本当の意味での人材育成になっていないのではないか。 

 同事業シートには、「研修受講後の活用度調査により研修効果を高める方策を検討する。」と

あるため、目的があって研修に参加しているはずだ。 
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〔事務局〕 

研修の習得度、活用度については、研修受講後に研修を受けた本人の自己評価と、所属長から

見た活用度を調査することになっており、その数値が事業シートに記載されているものと考えら

れる。時間管理の研修や、文書作成の研修など、さまざまな研修があるが、それらが習得できて

いるかという数値である。この事業シートは、職員研修全般を指しており、協働によるまちづく

りに関する研修については、政策形成とコミュニケーション能力の向上をめざしている。 

〔Ａ委員〕 

まちづくりに関する研修の指標を入れてほしい。いくら仕事の能力が高まったからといって、

市民への対応がしっかりできていなければ意味がない。文書の作成などは、仕事上でのスキル

であって、我々が望んでいるのは市民に対してどのような応対ができるか、という指標である。

今のままでは評価の仕方が間違っているように思う。 

〔事務局〕 

事業シートは参考資料であり、推進計画とイコールになっていない部分がある。説明不足で

あった。 

〔Ｇ委員〕 

研修の参加率について、平成26年度の目標値が平成25年度の実績値よりも低くなっている。 

〔事務局〕 

数字の算出方法も含め、確認して回答する。 

〔Ｈ委員〕 

これとは別に、「まちづくりの担い手としての職員研修」という項目があればいい。 

〔Ａ委員〕 

私は、この推進計画に掲載している研修は、まちづくりに関する内容のものと理解していた。

仕事上の事務的なスキルを高める研修であるというようにとらえたことはない。事業シートで

そのような指標となっているのであれば、改めて指標を作っていただきたい。 

〔Ｂ委員〕 

評価の基準が我々の抱いているものと違うと思う。習得度や活用度は技術的なものを指して

いる。地域の実態をいかに理解しているか、そのような基準でなければならない。3ヶ月や半

年で習熟しないことは地域もよくわかっているが、地域のことを理解し、市役所で活躍してほ

しいということが願いだ。問題認識をどう掴んだか、ということが評価の基準としてあってよ

いのではないか。市が地域のことを理解していないのであれば、理解するために地域に足を踏

み込んできているということがあればよい。今のままでは、的が外れているのかもしれない。 

〔Ｋ委員〕 

参考になるかわからないが、体験研修で私の地区にも職員が研修に来た。会議から参加し、

意見をもらったり、祭りで屋台を出すなど、積極的に地域活動へ参加してもらった。残念なこ

とは、その結果の意見集約ができていないことだ。機会があれば聞かせてほしい。職員に声を

かけたときに、またキャンプに参加してくれるかどうかという点で評価していきたい。 

ただし、昨年 1年間かかわってもらったことについて、このまま研修生が市役所の中でまっ

すぐ育っていけばよいという感想を持った。3地区だけではなく、どのように他地域・他地区

に広げていくのか、意見交換しながら進めていけばよい。 
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〔Ｌ委員〕 

受け入れ側が準備不足だった。3年目の職員に、まちづくり活動がどのように取り組まれて

いるかということを知ってもらえたのはよかった。どの部署で仕事をしようとも、やはり地域

のことを知らなければ仕事はできない。今後も研修は続けていただきたいが、1年では短いと

感じた。もう少し考えた研修内容にしてもよいと思う。 

〔Ｂ委員〕 

平成 25 年度の体験研修の報告会に参加した。そういう思いを持ち、研修を終えたことは一

歩進んだと思う。平成 26 年度は、大野地域で何人か受け入れることにしているが、失敗も成

功も含め、廿日市地域での経験を他地域に引きついでほしい。この体験研修という試みはとて

もよかったと思っている。 

〔会長〕 

さまざまな意見が出たが、まちづくりにかかわる人材の育成には両面があると思う。意見と

しては、市側に対しての意見だが、それを受ける市民側にもある。それはいわゆる、中堅層が

まちづくりにかかわることを含め、いかに多くの人材が育成できたか、目標に対してどれだけ

成果があったかという大きな視点で手法を考えていかなければならない。さまざまな取組がど

のようにそこに結びついたかという点で評価し、問題があれば、一つの地域で実施したことの

経験を他地域に伝えていくことも人材づくりにつながると思うため、これに見合った指標をつ

くられたい。 

 

オ 条例「第 4章第 4節」の内容について 

（第 15 条 活動の評価 推進計画：P17 新旧対照表：P10） 

〔事務局〕 

 第 15条では、活動の評価について規定し、主旨では、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している。 

【互いを知りあう場の充実】  

・ 特に変更はないが、平成 25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 7月と 1月の 2回開催した。 

 

（第 16条 市による評価及び支援 推進計画：P18 新旧対照表：P10） 

〔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、主旨では協働の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

ごとに研究するとしている。 

【市による評価及び支援】 

・ 「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」について。市民活動センターの使用料は、一定期間免除してき

たが、平成 25年度の見直しにおいて、この減額措置を廃止した。 

・ 「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施設利用の優遇」について。

廿日市市を拠点とした公益性のある自主的、継続的・計画的に活動している市民活動ネッ

トワーク登録団体に対して、4つの活動施設を無料で提供する。 
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〔Ｃ委員〕 

変更箇所として、市民活動センターで使用料の減額免除という制度があったが、その制度が

廃止され、それに代わるものとして新たに制度を設けたということか。それとも元々制度はあ

ったが、掲載していなかったということか。 

〔事務局〕 

代わるものではなく、以前からあるものを掲載した。 

 

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 推進計画：P19 新旧対照表：P11） 

【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章第 6条では、推進計画について、第 5章第 17条、第 18条では審議会について規定し

ている。 

〔会長〕 

全体を振り返り、何か意見があるか。 

〔Ａ委員〕 

最初に戻るが、まちづくり指標とめざそう値「『市民と行政の協働のまちづくり』の満足度」

について、めざそう値が 3.00となっているがそのような目標でよいのか。 

〔事務局〕 

満足度は 5段階で書いている。中間値が 3.00であり、平成 22年度時点の調査では、そこに

も達していなかったということである。 

 

〔Ｈ委員〕 

企業に協力をもらえるよう声かけを行ってほしいという意見があったが、男女共同参画につ

いても企業に協力をお願いされたい。 

〔Ｃ委員〕 

県の財政会議に出席しているのだが、親が子どもに対し、女性の社会進出について、話をし

ていないのではないかという話があった。女の子だから、子どもができたらもう働かなくても

よいのではないか、というような言い方をしており、女性の社会進出という価値観を持たせて

いないのではないか、ということだった。企業も大事だが、学校教育も含め、そもそも自分の

子どもに対して、そのような価値観を持たせることは大きい。大学で就職活動もさせているが、

就職して数年で結婚し、仕事は辞めたという話を聞くと、何がしたかったのかという気がする。

元々結婚して家庭を持つことが目標だった、という言い方をするため、大きく価値観を変えて

いかないといけないのだと思う。 

〔Ｈ委員〕 

男性は仕事、女性は家事といった考え方の人が半数弱いる。若い大学生が男女共同参画で活

躍してきた親を見ていたとしても、世の中変わらないではないか、私は家で家事をやってる方

がよい、というような考え方の人が多いことを聞いた。ワークライフバランスと言われている

が、多分に労働時間も影響していると思う。短時間勤務の希望など、個人ではどうにもならな

い部分もあり、そのような面で企業に協力してほしい。 
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〔Ｂ委員〕 

現在、実際に原動力として動いているのは高齢者の世代。若者は我関せずという風である。 

この推進計画には、若者が何かを実施したりする機会づくりという考えが入っていない気が

する。若者が否応なしにかかわらなければならない状況をつくらなければならない。高齢者は

自分たちがつくってきた社会だから直さないといけないという責任感があるが、若者は高齢者

は好きだから活動しているという認識がある。それではうまくいかない。若者が活躍できるチ

ャンスを設定するということがこの推進計画の中に入っていれば、参加する可能性が高くなる

のではと感じる。推進計画に入れたとしても、参加するかどうかはわからないが、共有し始め

れば、そのような風土が芽生えるのではないかと思う。努力は必要ではないか。 

〔Ａ委員〕 

現在でも活動している若者がいるのだから、彼らを地域にどう結びつけていくかということ

が大事だと思う。 

〔Ｆ委員〕 

役員をするというのも若者が地域に入りづらいことの一つ。 

〔Ａ委員〕 

仕事をしている人が役員をすることは難しいとは思うが、そこを何とか引きつけるようにで

きないかと。私も一切見向きもしなかったため、理解できるが。 

〔Ｃ委員〕 

若者に何かを任せてみることはよい。先ほど説明があったが、廿日市地区の商店会に大学生

を入らせてもらった。一番よかったことは本人たちが変わったこと。若者の意見がほしいと言

われると、最初は適当で、根拠もないことを言っていた。しかし、それでは、どれだけの人が

来て、周りがどう思うのか質問すると答えられない。地域でも否定される。そのようなところ

から議論を重ね、地域に認められていった。このような体験から、半年で相当成長したように

感じた。 

 

4 その他                                          

〔事務局〕 

今回出された意見や記録については、整理して 7月の上旬には回答したいと考えている。ま

た、第 8回廿日市市協働によるまちづくり審議会は、平成 26年 10月開催予定である。 

 

5 閉 会                                      

〔自治振興部長〕 

冒頭に会長から話があったように、創造的な意見をということであったが、皆さんには建設的

なご意見、中には厳しいご意見もいただいた。いただいた意見は担当課とも共有し、取組を進め

ていきたい。 

とりわけ市の職員の育成だが、特に力を入れて取り組んでいかなければいけない。さまざまな

形で地域に出て行く機会をつくっていきたいと思っている。その際には、暖かい目で見ていただ

き、時には褒めてもやっていただきたいと思う。引き続き、協働によるまちづくりの推進者とし

て、お力添えをいただきたい。 

 


