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第 8回廿日市市協働によるまちづくり審議会（平成 26年 10月 17日開催） 

 

 1 日時：平成 26年 10月 17日（木） 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：10人（50音順） 

岩藤綾子、大谷丈貴英、後藤香代子、後藤正治、竹中久人、槇本知則、三浦浩之 

三浦義晨、山本國雄、吉村佳子 

   欠席委員：4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 

平成 26 年度上半期の取組に係る進捗状況報告及び平成 27 年度に向けた事業実施にあたっての意

見聴取  

 （1）条例「第 4章第 3節」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「前文」「第 1章」「第 2章」の内容について 

(4) 条例「第 4章第 2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) 今後の予定について 

  (2) 事務連絡 

5 閉会 

 

（配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 配席図 

・ 資料 15 廿日市市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（平成 26年度更新版）差し替え資料（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 25年度（決算）事業シート 
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■審議会委員からの意見と回答（平成 26年 10月 17日現在） 

 推進計画

ページ 項 目 意 見 第８回審議会における回答 

第２章 協働によるまちづくりの基本原則等 

 第４条 基本原則 

 P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 

全般 ・協働によるまちづくり基本

条例を施行したことで、どう

いう成果が出たのか、実績の

一覧や円卓会議を通じて、市

民や市職員に発信する機会を

設けられたい。 

・来年度は協働によるまち

づくりの実施状況につい

て、総合的評価を行う年で

す。市職員や、条例の検討、

策定にかかわった市民を

対象としたアンケートを

実施するなど、条例施行

後、自分たちのまわりがど

う変化したのかを聞いた

上で、評価することが必要

と考えています。 

地域支援員による過疎・中

山間地域等の生活支援（定

住推進事業） 

 

・地域支援員の活動を、全市

的に情報発信しているか。支

援員が入ったことによる地域

の変化などを知れば、他の地

域でもぜひ取り入れたいとい

う動きになるのではないか。 

・吉和の地域支援員の取組

は、市広報やさまざまな場

で事例紹介されています。 

 その後に配置された佐

伯では、支援員が入ってく

れる期待度は大きかった

のではないかと思います。 

 

※12月 1日以降、担当課か

ら正式に回答 

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 全般 ・全国では、男女共同参画の拠

点施設において、さまざまな取

組、情報収集・発信が行われて

いる。 

本市においても、同様の拠

点施設の設置を検討してほし

い。 

 

※12月 1日以降、回答 

・吉和と宮島では状況が異なる

ので、市域全体ではなく、地区

ごとに取組の状況を出してはど

うか。施策、事業の相関関係や

強弱を地区ごとに表し、地域の

特性に応じたポイントを絞った

取組が行われるべきでないか。 

 

※12月 1日以降、回答 
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 P8 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） 

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） 

・集会所の使用方法について、

もっと地域の提案に応じ市民

の意欲を生かせるような、規

制緩和などを一緒に考えても

らいたい。 

※12月 1日以降、回答 

  

・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） 

 

・指定管理者の労務管理や経理

事務の見直しなど事務的な改

善方法の検討だけでなく、住民

からの評価も聞いた上で実施

事業を見直しことも必要であ

る。 

 

※12月 1日以降、回答 

 

 

 

 

 

 

・何でも地域任せにするので

はなく、行政が主体的に進め

ていかなければならない部分

もある。協働によるまちづく

りを進めていくのであれば、

ある程度軌道に乗るまでは、

地域だけでなく、行政も関わ

りながら、一緒に市民センタ

ーを育てていくことが必要だ

と思う。 

 

・そのとおりです。そうい

う気持ちで私たちも取り

組んでいます。 

 

第８条 円卓会議 

P9 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（協働

推進事業） 

 

・はつかいち情報交換会 2014

について、もう少しつっこんだ内

容であるとよい。また、日程につ

いて他のイベントと重なるのは

避けるようにしてほしい。 

 

・現在、各地区でさまざま

な事業を実施しています

が、それぞれがバラバラに

行うのではなく、課題を共

有し、まちづくりを進めて

いかなければならない、そ

のきっかけの場づくりが

必要だと、市も考えていま

した。 

周知が遅れたり、他イベン

トと重複してしまいまし

たが、地区の活動発表を行

い、他地区同士で情報交換

をしたり、地区、市民セン

ター、支所が地区の課題を

共有し、これからまちづく

りを進めていくきっかけ

になったと考えています。 

 

※12月 1日以降、担当課か

ら正式に回答 
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・情報交換会当日は、それぞれ

のテーブルで何か成果があっ

たか。 

 

 

 

 

・成果とまで言えるかは不明

ですが、各地区の行事や活

動について、棚卸しも見据

えて地区の皆さんと職員が

一緒に考え、話し合ったこと

を各地区に持ち帰ってもらっ

たことです。 

・他の自治体では、その場で写

真を撮り、インターネット上で公

開している。その場に参加でき

なかった市民も見ることができる

し、後日それを見て、振り返るこ

ともできる。 

時期が過ぎ去ってしまうと、記

憶も薄れ、周りにも伝わってい

かないので、工夫が必要であ

る。 

 

・市ホームページに、活動発

表の内容や講師の講話の概

要や、質疑応答を掲載し公

開しています。 

  

 ・円卓会議を開くことが目的に

なっているのではないか。市民

に対して話し合った内容を伝

え、それを基に市民がどう活動

するか、というところまで考えな

いと、最終的な目標到達になら

ない。 

 

※12月 1日以降、回答 

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 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

（公民館管理運営事業 防災

情報システム管理事業 児童

福祉一般事業） 

・はつかいちし安全・安心メー

ル配信サービスについて、どの

くらい実効性があり、どのくら

いの人に伝わるようになって

いるのか。 

 

 

 

 

 

・平成 26 年 10 月 17 日現

在の登録数は1,540人で人

口の 1％ですが、平成 26

年 8 月 20 日に発生した広

島市の大雨災害を機に、改

めて市広報、ホームペー

ジ、市民センターだよりで

登録を呼びかけたところ、

半月という短期間で約 250

人登録が増えました。市民

の意識が高まっていると

考えています。 
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・はつかいちし安全・安心メー

ル配信サービスについて、配信

される緊急情報が、他の情報に

埋没しないよう、受け取ってもら

いやすい工夫をされたい。参考

として、コミュニケーション

アプリ「LINE」の天気予報は、

降雨予報が待ち受け画面に自

動的に表示されるため、メー

ル画面をわざわざ開かなくて

も、情報を受け取ることがで

きる。 

 

※12月 1日以降、回答 

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 全般 ・計画づくりなど、行政が文章

化するだけではなく、まちづくり

をみんなで考えなければならな

いという危機感を持つような施 

策を実施しなければいけないの

ではないか。 

 

※12月 1日以降、回答 

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（男女共同

参画推進事業） 

 

・活用実績もなく、役に立って

いない。事業に掛かる費用を別

で活用した方がよいのではな

いか。 

 

※12月 1日以降、回答 

 第１１条 子ども、若者等の育成 

 P12 全般 ・廿日市市内の大学に呼びかけ

て、学生と一緒にイベントを企

画してはどうか。ボランティア

活動に積極的な学生や、コミュ

ニティに関心を持つ学生も多

い。 

 

・岡山では予算を投じて、駅前

に若者が楽しめる場所をどう

つくるか、というのを若者と一

緒に考えている。まちづくり活

動の楽しさを伝える必要があ

るのではないか。 

 

・現在、廿日市市社会福祉

協議会を通じて、市内近郊

の 3つの大学に、市民活動

団体のボランティア情報を

提供しています。 

 

※12月 1日以降、担当課か

ら正式回答 
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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） 

 

・大野市民センターで開催した

セプテンバーコンサートは、ど

れくらいの参加人数があった

のか。 

若者の巻き込みに努めた結果、

実際どれだけ進んだか、どんな

成果があったかというところ

まで記載すべきである。 

 

・具体的な参加人数は把握

していませんが、宮島工業

高校のギター部やセンタ

ーのクラブで活動する若

者グループもいくつか参

加しています。 

 

※12月 1日以降、担当課か

ら正式回答 

 

 

第１２条 まちづくりリーダーの育成 

P13 

 

全般 

 

・防災士の養成や環境アドバイ

ザーの講座など、市でさまざま

な研修を実施しているが、地域

には誰がどんな研修を受けた

という情報が流れていない。学

びを、活躍の場につなげられる

ようにすべきである。 

 

・地域のニーズに合わせ、地域

が求めている事業に取り組ん

で欲しい。また、達成感を感じ

られるようなフォローやケア

が必要である。 

 

環境アドバイザーについて

は、市民センターと相談を

しながら、グループで活動

を進めていきたいとのこと

です。うまくいくよう、協

働推進課としてもフォロー

していきます。 

 

※12月 1日以降、担当課か

ら正式回答 

第１３条 人材を見いだす活動 

P14  

 

全般 

 

・廿日市市の人材バンクのよう

なものを設置してほしい。分野

別に登録できるようにし、何か

事業をしようと思ったとき、そ

こに登録している人にお願い

ができるような仕組みがある

とよい。 

 

※12月 1日以降、回答 

 

第１４条 市の職員の育成 

P15 

 

 

 

地域コミュニティ活動体験研

修（人材育成事業） 

・活動する期間が短すぎる。去

年から始まった制度だが、去年

の 3年目職員が今年、来年も参

加してくれればよいと思う。ま

た、他の地区から参加する職員

が多く、地区在住の職員が少な

い。 

※12月 1日以降、回答 

 

 

市職員の「円卓会議」への参

画（協働のまちづくり事業） 

 

・地区で円卓会議を開こうと思

ったが、コーディネーターがお

らず、途中で頓挫した。行政で

コーディネーターを務めてほ

※12月 1日以降、回答 
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しい。第 10 条人づくりの「円

卓会議を通じて課題解決につ

なげていく」という趣旨と、「市

職員のコーディネーター等の

育成」とがつながっていないの

ではないか。 

 

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 

 

  

第１６条 市による評価及び支援 

P18 全般 ・第 16条に関する取組につい

ては、まだ動きがないため、

本来の目的を達成するために

今後に向けて何が必要なのか

を記述されたい。 

 

 

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 

 P19 協働によるまちづくり推進計画

の進行管理（協働推進事業） 

・1つの事業が、推進計画の取

り組みとして複数掲載されて

いる。総括的評価にもかかわっ

てくるので、関連性など全体を

俯瞰できるよう、横串的なチェ

ック表があればよい。 

例えば、「市内 28地区の地域

住民自治組織を対象にした情

報交換会を開催」。第 7 条、第

8条及び第 14条に、「地区、地

域及び市域におけるまちづく

り」、「円卓会議」及び「市の職

員の育成」の視点でそれぞれ掲

載されている。 

 

※12月 1日以降、回答 

 

 

 


