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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） 

■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４条 基本原則 

P6 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。 

 

・地域支援員は、人口減少

や高齢化などの進行が著し

い過疎地域などに、地域内

外の人材を積極的に活用

し、地域力の維持・強化を図

るために配置しています。 

市広報紙で、活動を全市

的に発信しているほか、地

域支援員自らがブログを通

じて、一般市民向けにイベ

ントの周知を中心に情報発

信しています。 

〔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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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

・男女共同参画の拠点施設

の設置は、今のところ予定

していません。 

男女共同参画に関する

取組や情報収集・発信は、

人権･男女共同推進課の役

割ですが、十分な取組が実

施できていません。今後

は、市ホームページの男女

共同参画に関する情報を

定期的に更新し、子育て支

援、再就職支援など掲載情

報を充実させるほか、大型

商業施設でのパネル展示

など、さまざまな取組を実

施します。 

〔人権・男女共同推進課〕 

 

・地区ごとに取組の状況を

表すことは難しいですが、

地域の人の声を聞きなが
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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。 

 

ら、実情に応じた取組を行

います。 

〔協働推進課〕 

 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） 

 

・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。 

 

・集会所の使用方法につい

ては、平成26年4月から地

域の実情に応じた管理運

営ができるよう規制を緩

和しています。今後も、使

用内容などを地域と一緒に

考えていきますので、ご相談

ください。 

〔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） 

 

・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。 

 

・昨年度、利用者へのアン

ケート調査を実施し、施設

の管理に関することなど、

すぐに対応できるものは

対応しています。 

今後も地域の意見を聞

きながら、地域課題解決の

ための事業を中心に進め

ていく予定です。また、事

業の実施のために必要な

事務的な改善も行ってい

きます。 

〔地域政策課〕 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全地域の住民自治組織を

対象とした初めての会であ

り、地域と市民センター、支

所などの市職員が、地区に

おける地域づくりをともに考

えるきっかけとなるような内容

としました。今後も継続して

開催し、ニーズに合う内容に

充実したいと考えています。 

なお、日程が重なってい

たことは十分反省し、次回以

降、他のイベントと重ならな

いよう配慮します。 

〔地域政策課〕 
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・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。 

 

・活動事例の紹介や講師の

話などはきっかけづくりであ

って、この情報交換会を各

地区へ持ち帰り、どう生かし

ていくかが重要です。 

そのために地域に一番近

い支所や市民センターの職

員を同席させており、地域に

どう仕掛けていくかをこの会

に参加された地域の方々と

考え、話し合い、実践してい

きます。 

〔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、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。 

 

・非常事態、緊急性が高い

ことがわかるようなメー

ルタイトルにするなど、他

の情報に埋没しない工夫

をします。 

また、登録者のみなさん

も、それぞれで着信音を変

えたり、必ずメールを開く

ような登録名に設定する

など、他の情報と差別化

し、受け取りやすい工夫を

してもらうことも必要で

す。そのため、市は出前ト

ークや防災講座を通し、メ

ールサービスへの登録を

呼びかけるとともに、メー

ルの受け取り方について

も周知していきます。 

〔危機管理課〕 

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 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。 

・人口減少・少子高齢化に

よる地域社会の崩壊の危

機など、本市の現状と将来

について、市民と行政がと

もに考える場をこれから

も継続的につくっていき
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ます。 

なお、まちづくり活動に

参加する人の巻き込みは、

行政の取組だけでは広が

りに限界があり、市民の皆

さんにも協力をお願いし

たいと考えています。 

〔協働推進課〕 

 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（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。 

 

・平成 26年度の実績は 1件

（平成 26年 11月現在）に

とどまっています。 

来年度は、制度を広く知

ってもらえるよう、子育て

イベントや、読み聞かせの

場などで直接声かけを行い

ます。また、講座の情報と

セットで案内するなど、工

夫した周知を行います。 

〔人権・男女共同推進課〕 

 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。 

・日本赤十字広島看護大学、

山陽女子短期大学とも、地

元のコミュニティ推進団体

の活動に参加しています。 

また、市内の市民活動団

体と一緒に活動している大

学生の様子・声を収録した

DVDや協働事例集があるた

め、これらを学生が大学内

で閲覧できるよう、関係大

学に働きかけていきます。 

〔協働推進課〕 

  

 

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。 

・平成 26年度は約 250人

の参加があり、平成 25年

度の約 100人と比べ参加人

数が増加しました。 

センターで活動する公 

民館クラブなどが参加し、

普段交流がない世代間の

交流の場ができました。今

後も、若者に「はつかいち

が好き」になってもらえる

よう、活躍の場を提供して

いきます。 

〔地域政策課〕 
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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。 

 

・防災士の養成は、地域の

自主防災組織などからの推

薦者が講座を受講し、受講

者の情報が共有され学びを

活躍につなげているケース

もあります。 

環境アドバイザーは、来

年度から、市民センターや

小学校などに活動内容等の

情報を提供するとともに、

連携して学習内容を組み立

てていく予定です。 

 このように、人財の情報

共有は、研修によって異な

りますが、情報共有の方法

も見据えて、活躍の場につ

なげられるように進めて 

いきます。 

〔地域政策課、環境政策課〕 

 

・市民のニーズに合うもの

になるよう、事業の検証を

行います。 

例えば、市民センターで

は、企画運営会議において、

市民のニーズを聞きなが

ら、事業の企画に取り組ん

でいます。 

今年度はセンター職員を

対象として、事業の企画力

向上を図る職員研修を実施

しており、フォローやケア

を含めた学習プログラムの

作り方を学んでいます。 

〔地域政策課〕 

 

 

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。 

・学習活動や職業生活など

で培った知識、経験、技能

などを持つ人や団体を発掘

し、この情報を提供する「生

涯学習人材バンク」という

既存のシステムがあります

が、十分に機能していませ
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ん。今後、広く活用しても

らえるよう、登録方法の改

善や、リストの再整理、周

知などに取り組みます。 

〔生涯学習課〕 

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。 

・活動期間については、年

度早期に研修が始められる

よう、スケジュールを見直

し、早めに調整します。 

 研修後も引き続き自発的

に参加する職員が一人でも

増えるよう、一部の地域で

は、市民センターや支所の

職員、在住職員が声かけを

しています。来年度以降は、

つなぎ役を担える職員を想

定しながら、研修対象地区

を考えるとともに、対象地

区・地域の市民センター、

支所と研修の目的を共有し

ます。 

研修生全体で市内在住者

が5割程度と少ないですが、

可能な限り在住職員をマッ

チングしています。 

〔人事課〕 

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

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」とかつながっていないの

ではないか。 

 

・地区の現状をよく知る市

民センターや支所の職員が

円卓会議のコーディネータ

ーとなることが望ましいと

考えており、企画の段階か

ら地区の方々と一緒に考

え、役割分担して会議が運

営できるようにします。 

 また、地域政策課や協働

推進課も会議の進め方の工

夫や当日の運営など市民セ

ンターや支所をバックアッ

プします。 

〔地域政策課、協働推進課〕 
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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。 

 

・次期推進計画では、再掲

した事業について、字体を

変えるなど表示を工夫す

るとともに、関連性も分か

りやすくなるよう表示し

ます。 

〔協働推進課〕 

 

 

 


