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第７回廿日市市協働によるまちづくり審議会（平成２６年５月２１日開催） 

■審議会委員からの意見と回答 

 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 

 P4 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（協働推進事業） 

・この 3 年で少し動いてきた

ようにも思うが、協働推進以

外の部署の職員は、どれくら

い「協働によるまちづくり」

のことを知っているのか。 

 

・市の職員の対応をみると、

「これまでやっていないので

…」「係が違うので…」など、

以前と変わっていない。市民

の要望に応える姿勢が見え

ず、協働の理念はまだまだ浸

透していないと感じる。 

 

・協働の理念は、一部の職

員には浸透しつつありま

すが、職員や所属により、

差が生じています。すべて

の職員が協働によるまち

づくりを理解し、実践でき

るよう、協働に関する研修

を全職員受講必須とした

り、昇任時に行う階層別研

修に取り入れるなど、実施

方法を見直します。 

また、行政経営改革指針に

基づき、現場起点による協働

型の行政経営となるよう、職

員の能力開発や業務プロセ

スの改善を図ります。 

〔人事課、協働推進課〕 

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

（人権啓発推進事業、男女

共同参画推進事業） 

・ワークライフバランスや男

女共同参画を推進していくに

は、個人の努力だけではどう

にもならない部分もある。市

が企業等に働きかけることも

必要である。それには商工会

議所等の協力も重要となる。 

 

・ワーク･ライフ･バランス

の推進や、育児・介護休業

などの支援制度を取得しや

すい環境を整えるなど、男

女共同参画の推進のための

協力が得られるよう、商工

会議所等の諸団体を通じて

働きかけを行います。 

〔人権・男女共同推進課、

商工労政課〕 

・女性の参画意識の後退は、

家庭等で教育していないこと

も一因なのではないか。家庭

内や学校教育でも、男女共同

参画に対する価値観を変える

取組をしなければならない。 

 

・家庭内での教育などさま

ざまな要因が考えられるた

め、市民センターにおいて

家庭の教育力向上に資する

講座を行うなど、女性の参

画意識の向上の視点を持っ

た啓発活動を行います。 

 また、学校教育の中では

家庭における協力の大切

さ、性別年齢に関係なく、

男女や家族が協力して互
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いに家庭生活を支えあう

大切さを指導しており、こ

れからも継続して実施し

ていきます。 

〔人権・男女共同推進課〕 

   第 2 次廿日市市男女共同参

画プラン策定に向けた市民

意識調査の分析、策定ワー

キングの実施（男女共同参

画推進事業） 

・策定ワーキングについて、

何を検討することを目的と

し、どういうメンバーを選ん

だのか。充て職や既知の範囲

からの人選でなく、実際に意

見を出し合い議論ができ機能

する会とされたい。 

 

・（計画書更新版に記載されて

いないが）平成 25年度に予定

されていた男女共同参画懇話

会におけるプランの方向性の

検討について、未実施なので

あれば、今年度確実に実施さ

れたい。 

 

・策定ワーキングでは、課題

の洗い出し、取組の検討を行

うこととしています。メンバ

ーの選出は、課題の抽出や取

組の提案を広い視点で行え

るよう、各地域・分野から人

選を行いました。 

 

・プランの方向性は、策定

ワーキングでの検討内容

や、第1次プランのまとめ、

平成 25 年度に実施したア

ンケートの結果を基に、市

が定めます。 

〔人権・男女共同推進課〕 

   

・懇話会における方向性の検

討結果も含め、懇話会の会議

録、懇話会意見への対応など

を市民に公表し、会の運営を

実のあるものとされたい。 

・懇話会の会議録及び意見

への対応や、プラン策定ワ

ーキングでの話し合いに

ついて、市ホームページで

公表します。 

〔人権・男女共同推進課〕 

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 

 P8 地域自治に関する実態調査

を基に、各地区住民との対

話による地域自治組織のあ

り方や支援方策の検討（協

働のまちづくり事業） 

 

・大野地域には 2 つの市民セ

ンターがあるが、他の地域と

異なり、地域活動の拠点は集

会所である。 

市民センターと集会所につ

いて、全市的な活動の方向性

や機能性を統一し、誰もが明

確にわかるように整理された

い。 

 

 

 

 

 

・集会所の管理運営方法は改

善され始めた。持続可能な地

・集会所は自治活動、地域

づくり活動の実践の場で

す。市民センターは、生涯

学習の学ぶ、結ぶ、集うと

いう機能を生かし、地域づ

くり活動を支援する、市の

機関です。 

大野地域においては、集

会所を中心とした地域づ

くり活動が持続可能とな

るよう、市民センターが持

つ、生涯学習機能・地域づ

くり機能を発揮します。 

 

・地域の実情に応じて使い

やすい交付金制度の創設

  

  地域の実情に応じた集会所

の管理運営（集会所管理運

営事業） 



3 

 

域自治の形成に向けて、財政

面も含めて、支援の制度化を

急がれたい。 

 

に向けて研究中です。 

地域において、活動を見

つめ直していただけるよ

う、自治形成に向けた研修

など側面的支援も併せて

行います。 

〔経営政策課、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（公民館管理運営事業） 

・市民センターの利用が多い

ことのみを評価すると、住民

ウケする事業ばかりが増える

恐れがある。今後、地域自治

組織による指定管理が進めら

れると思うが、佐方市民セン

ターの評価なども生かし、慎

重に進めてほしい。また、運

営能力についての評価も必要

である。 

 

・ご指摘のとおり利用者視

点の評価だけでなく、指定

管理者としての施設維持

や管理など一般的な評価

と指定時（3 年前）に提出

された事業計画書の達成

状況など運営能力も含め

総合的に評価します。 

〔地域政策課〕 

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 

P11 第 3節全般 

 

・まちづくりに関わる人材を

いかに多く育成したかという

点で、掲げた目標に対し、ど

れだけの成果があったかを評

価すべきである。これに見あ

った指標を設定していただき

たい。 

 

・指標については、より見

あうものになるよう検討

します。また、数値のみに

こだわらず、真に事業の目

標を達成できるよう、協働

によるまちづくり審議会

でいただいた意見を各所

属に伝え、改善策のヒアリ

ングを実施するなど、働き

かけを行っていきます。 

〔協働推進課〕 

 

 第１１条 子ども、若者等の育成 

 P12 

 

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

（公民館活動一般事業） 

・若い世代のコミュニティ参

加促進のため、市長や部長が

各企業を訪れて、若い世代の

地域への参加を呼びかけては

どうか。 

 

 

 

・市職員 3 年目のコミュニテ

ィ体験研修と同様のものを、

企業の研修オプションとして

・市長や部長が直接訪問す

ることはすぐにはできま

せんが、まずは担当課が地

域貢献に意欲のある企業

を対象に、若い世代の地域

活動への参加などを呼び

かけます。 

 

・現在コミュニティ体験研

修は試行的に行っていま

す。ある程度確立できた段
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検討してもらうのもよいので

はないか。 

階で、企業への情報発信を

行っていきます。 

〔人事課、協働推進課、商

工労政課〕 

・自主的に活動を行っている

若い世代に対し、地域コミュ

ニティとの接点を設けると 

か、働きかけをする等されて

いないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

・若者と地域との結びつきが

必要である。地域の中で、若

者が活躍できる機会作りが必

要ではないか。 

 

・玖島地区（くじまの森）、

浅原地区（楽市楽座）、原地

区（おとこ塾）など、若い

世代を積極的に受け入れて

いる地区もあります。支所

や市民センター、市民活動

センターに来られる多様な

主体との日々の対話（業務）

から得た情報を定例の職員

会議で共有するなど、情報

や場をつなぎます。 

 

・まちづくりについて語り

合えるような場など、若い

世代が地域に参加できる

よう若者の人材発掘に視

点をおいた企画の実施に

引き続き取り組みます。 

また、包括的連携協定を

締結している大学との連携

事業や大学生のボランティ

ア活動を地域につなぎ、地

域で若者が活躍できる場づ

くりを誘発していきます。 

〔地域政策課、協働推進課〕 

 

 

第１４条 市の職員の育成 

P15 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（人材育成事業） 

・【別冊】事業シート P40「人

材育成事業」の目標値につい

て、研修参加率以外に、研修

区分別の参加人数の数値目標

はあるか。 

 

 

 

 

 

・研修参加率の目標値が実績

値よりも低くなっているが、

この目標値はどのように算出

されたのか。 

・現在、区分別の参加人数

の数値目標は、定めていま

せん。来年度、区分別の人

数を把握し、その後目標を

設定します。 

また、他自治体の状況や

目標設定等を参考に、数値

以外の研修成果の評価も

行います。 

 

・目標値を設定した当初

は、研修機関等への派遣研

修のみを対象としていま

したが、その後の市民ニー

ズを踏まえ、市役所で企

画・実施した研修も対象と
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したことから、目標値を実

績値が超える状況となっ

ています。平成 27 年度以

降は、こうした実績を踏ま

えながら、目標値の見直し

を行います。 

〔人事課〕 

・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

の職員の育成をはかられたい。 

・理論や技術を座学で学ぶ

研修だけでなく、日々の実

務を通じて、基本的な知識

や姿勢が身につくよう意

識的に上司や先輩職員な

どが働きかけ、コミュニケ

ーション能力や実践力の

向上に取り組みます。 

〔人事課〕 

地域コミュニティ活動体験

研修（人材育成事業） 

 

・研修を受け入れる側は、研

修生をサポーターとして受け

入れている。それでは、地域

の課題に取り組む姿勢が育ま

れず、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、自分の考えや取

組はどうなのかを考える仕組

みにされたい。 

 

・参加職員と受け入れ側の

地域の皆さんとの顔合わ

せの会であるオープニン

グ研修や、打ち合わせ等を

通じて、職員自らが考える

意識づけを行うとともに、

地域課題を地域の皆さん

と共有しながら、実施して

いきます。 

〔人事課、地域政策課〕 

・今後も研修は続けていただ

きたいが、実質半年では短い

と感じた。 

 

・イベントなどでの役務の

提供だけでなく、企画段階

から総括までの体験が必

要と考えています。今後、

地域活動の年間スケジュ

ールを参考にしながら、研

修期間を見直します。 

なお、職員の居住地を中

心に活動地区を選定し、研

修後も、地元の地域活動に

参画することも視野に入

れています。 

〔人事課、地域政策課〕 

・採用 10 年目の職員を対象

に、このような研修を設けて

はどうか。 

 

・採用後 10年という区切り

で、どのような研修を行うこ

とが効果的かを考えます。そ

の際には、このような体験型

研修も検討します。 

〔人事課〕 
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  NPO 法人等への派遣研修な

ど、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

法の検討（人材育成事業） 

・「ノウハウ」「プロセスデザ

インのコツ」など、どんなこ

とをするのかわかりにくい。

平易な表現で示されたい。 

・「NPO 法人等への派遣研

修」におけるノウハウは、

まちづくりをコーディネ

ートするために必要な「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、意思決定の進

め方」のことを意味してい

ます。 

これを「協働によるまち

づくり推進計画 平成26年

度更新版」に追記します。 

〔人事課〕 

 

・協働推進事業における

「プロセスデザイン」と

は、合意形成の進め方のこ

とを意味しています。研修

「プロセスデザインのコ

ツ」は、市職員が地域や市

民と信頼関係を築きなが

ら、地域の資源や特色、思

いなどを施策や事業に反

映させるために、どう合意

形成を進めていくかにつ

いて、姿勢や心がまえを学

ぶことをねらいとし、実施

しています。 

これを「協働によるまち

づくり推進計画 平成26年

度更新版」に追記します。 

〔協働推進課〕 

  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合う研

修「プロセスデザインのコ

ツ」の実施（協働推進事業） 

 

  市職員の地域活動への参加

促進（協働推進事業） 

・どれだけの職員が、地域活

動に参加しているのか。市民

の取組、活動の中に、まずは

入り込もうとする努力を示し

たり、能力を養ってほしい。 

 

・消防団や PTA、子ども会

（育成会）、町内会などの

役員など、数多くの職員が

自発的に地域活動に参加

しています。 

・職員が地域に出ると、ど

うしても苦情や要望を受

けることが多々あるため、

地域活動そのものに出た

がらない職員がいること

も残念ながら事実です。職

員が地域活動に参加する

ためには、まだまだ、きっ

かけづくりが必要です。 
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なお、入庁 3年目の職員

を対象とした地域コミュ

ニティ活動体験研修など

をきっかけに、職場でまわ

りの職員を巻き込み、地域

活動について話し、その重

要性を理解する機会を設

けているところです。今後

も機会をとらえて、職員の

意識づけに取り組みます。 

〔人事課、協働推進課〕 
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 項 目 意 見 回 答 

まちづくり指標とめざそう値（目標値） 

 持続可能な地域自治組織の

機能が導入された地区数 

・（説明を聞いたが）「持続可

能な地域自治組織の機能」の

言葉の意味がわかりにくい。 

・地縁の自治組織やコミュ

ニティ推進団体など、地区

で活動する住民自治組織が

一体となり、組織の基盤を

整えるとともに、地域課題

を現場から発見、自ら解決

し、地域づくりを進めると

いう地域自治の機能を発揮

している状態を継続できる

体制のことです。 

市は、28地区への交付金

制度の創設、運用を含め、

現場起点による協働型の行

政経営へと改革を進めてい

ます。 

〔地域政策課〕 

・最終的な目標に達していな

くても、地域側の組織形態が

整いつつあり目標に近いとこ

ろまできているのであれば、

推移が見えるようその数値を

括弧書きで併記するとよい。 

 

・併記します。 

〔経営政策課、地域政策課〕 

 ・昨年度、担当課からは、平

成 26 年度から自主活動への

交付金制度を開始するときい

ていたが、その予定が遅れて

いるということか。 

 

・地域の実情に応じて、使

いやすい交付金制度の創

設に向けて引き続き研究

中です。 

なお、平成 26年度から、

町内会長報酬分を地域提

案型協働事業助成金に上

乗せし、人件費への充当を

認めるなど使途の自由度

を高めたところです。 

〔地域政策課〕 

  ・各地域で組織の形態や地域

活動の拠点など状況が異なっ

ている。地区の実情や独自の

課題に対応できるような制度

とされたい。 

 

 


