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第９回 廿日市市協働によるまちづくり審議会  

 

 1 日時：平成 27年 5月 20日（水） 19：00～21：10 

 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：9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、吉村佳子 

   欠席委員：5人 

市：5人 

自治振興部長 大明地稔和  

    事務局（協働推進課） 

      小田豊、光井栄造、宮川佑介、渡邉佐織 

傍聴：3人 

 

（次第） 

1 開会 

2 会長あいさつ 

3 議事 

(1)平成 27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) 事務連絡 

5 閉会 

 

（配付資料） 

 ・ 次第 

 ・ 第 9回配席図 

 ・ 協働によるまちづくり審議会委員名簿 

・ 資料 16 廿日市市協働によるまちづくり推進計画 （事前送付） 

・ 【別冊】平成 27年度（予算）事業シート（事前送付） 

 ・ 資料 17 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 18 修正箇所一覧表及び差し替え事業シート 

・ 資料 19 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） 

・ 資料 20 平成 27年度の取組に係る報告説明資料 
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■審議会委員からの意見と回答（摘録を含む ※審議会当日に完結したやりとり、質問は網掛け） 

 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 全般 ・まちづくり活動に取り組む

上で連携先の紹介など、相談

対応のノウハウが市役所に蓄

積されているのか。またすぐ

に対応できるか。スピード感

のある対応がなされれば、全

体的に活動が活発化していく

と思う。 

 

・各職員や各課がそれぞれ

情報を受け取っています

が、それらを整理してすべ

てが共有できているという

状態になっていません。 

引き続いてグループウェ

ア機能（職員ＬＡＮ）や「地

域連携会議」により日々の

業務で得た情報を関係所属

間で共有・蓄積し、スピー

ド感のある対応につなげま

す。 

〔地域政策課、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） 

 

・若者の婚活の取組について

紹介があったが、若者の定着

の担当部課とは違うところが

取り組んでいる。婚活で来ら

れた方に対して、定住に向け

たＰＲが併せてできると良

い。一つの課がやるのではな

く、横の連携を取りながら、

市役所内でも協働していくこ

とが必要。 

 

・この取組は、出会いの場

づくりや市の魅力のＰＲ

を目的として開催してい

ます。5 月の吉和地域での

開催に当たっては、吉和支

所と連携しながら周知・運

営を行いましたが、ご意見

を参考に、今後は、各支所

のみならず、関係課とも連

携し、事業を進めていきま

す。 

〔人権・男女共同推進課〕 

第５条 市の責務 

P5 全般 ・自ら活動していて、市に協

力してもらいたい取組がある

が、市役所のどの部署に相談

すればよいかわからない。 

 

（審議会当日） 

・中間支援であれば市民活

動センターになる。うまく

つなぐようにしたい。 

 

（正式回答） 

・市民と行政をつなぐ機能

（中間支援）を持つ市民活

動センターに相談してくだ

さい。 

〔協働推進課〕 
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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 ・地域特性が生かされている

か、コーディネート機能が果

たせているかどうか、現場を

見に行くと良いと思う。複数

館見れば違いがわかると思わ

れる。 

・今年度、次期推進計画の

策定に当たり、支所・市民

センターでのヒアリング

（フィールドワーク）を予

定しています。 

実際に現場に出向いて、

めざす姿と現状にどれくら

いギャップがあるか、支所

や市民センターの役割や機

能が果たされているかな

ど、審議会委員の皆さまと

一緒に確認したいと考えて

います。 

〔地域政策課、協働推進課〕 

  

・ハード面だけでなく、ソフ

ト面についても機能が果たせ

ているかどうか考えないとい

けない。 

 

 

・地域特性としての伝統や歴

史などは、見失わないように

していくことが大事である。 

 

・今まで各地域でまちづくり

に携わってきた人が、これま

での状況を新しい人へ伝え、

今までの反省も踏まえ、活動

の経緯や原点などをいろいろ

な人に聞きながら、取り組ん

でいくことが大切だと思う。 

 

 

・「特性を生かしたまちづく

り」とあるが、どの範囲なの

か。基準のようなものはある

のか。基準が明確になってお

らず、漠然と「特性を生かし

た～」と掲げても何にもなら

ない。 

・基本的には市民センター

の領域が一つの基準にな

ると思う。 

・市民センターごとの、活

動団体もあれば、小学校・

中学校区で集まっている

団体もある。それぞれに特

性があるので、どちらかを

基準にすることは難しい。 

・合併した経緯から、それ

ぞれの地域の特性を大事

にしていこうと、条例検討

時に「特性を生かした」と

した。地区・地域のほか、



4 

 

いろいろな団体や範囲が

あるので、基準を一つにす

ることは難しい。 

〔各委員から回答〕 

 

第８条 円卓会議 

P9 

 

 

全般 ・円卓会議という形を導入したこ

とによる効果を示す必要があ

る。 

 

（審議会当日） 

・公園ワークショップで言

えば、自分たちが使う公園

として、整備後の管理がう

まくできているところ、で

きていないところがある。 

 

（正式回答） 

・これまで開催した円卓会

議の成果をまとめ、庁内外

で共有できるよう情報発信

します。 

〔地域政策課、協働推進課〕 

・（円卓会議のようすが）公表

されていないので、誰がどん

なことをやっているのかわか

らない。（参加したいと思って

いる人がいても、その人たち

に見えていないから）参加者

や、声をかける人がいつも同

じメンバーになるのだと思

う。 

 そもそも公表できるような

結果も生まれていない気もす

る。 

・前回の審議会で「円卓会議

を開くことが目的になってお

り、会議でどのような活動が

生まれたなど、話し合った内

容を市民に伝えることができ

ていない」という意見があっ

たが、今回も同じような意見

が出るということは、いまだ

にできていないということだ

と思う。 

 円卓会議についても、廿

日市地域原地区のまちづく

り部会で定例会を実施して

おり、回覧板でだよりを配

布したり、ホームページで

公表している。 

 市として、全市に向けて

公表できていない。 

・イベント性をプラスして、

開催したほうがよい。 

 

 

 

・協働推進課にいろいろな情

報が集まってきているが、う

まく発信できていない。 

・ご指摘のとおり、市民と行政

やその他の団体が持つ情報

を互いに出し合い、共に考
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しかし、円卓会議などのツー

ルを活用して、地域と市が情

報を共有することで、一緒に

解決できる課題がたくさんあ

ると思われる。このような仕

組みがうまく回るよう、地域

と市役所のコーディネート機

能を持つ、協働推進課や市民

活動センター、市民センター

に取り組んでもらいたい。 

 

え、課題解決につなげてい

けるような仕組みを整える必

要があると考えています。 

 こうしたお互いの抱える情

報などを出しあう話し合いの

場の設定を協働推進課（市

民活動センター）で検討しま

す。 

〔地域政策課、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  

P10 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（広報広聴事業） 

・広報紙で毎月特集している

テーマについて、市民からの

反応はあるか。あれば、その

反応をどう汲み取っているの

か。汲み取ることで、次の施

策や市民の行動に反映できる

と考える。 

 

・広報担当課では、市民か

らの反応を把握していませ

んが、各所属における事業

実施の中で市民の反応を汲

み取りながら、次の施策や

行動に反映させたいと考え

ます。 

〔広報統計課、協働推進課〕 

   ・ＦＭはつかいちの放送は、

どのくらいの人が聴いている

のか。 

 

・平成 26年 4月に、はつか

いち桜まつりの来場者を対

象にアンケートを実施しま

した。この結果では、「毎日

聴く」「週に数回聴く」人が、

回答者 323人のうち、47人

で 14.6 パーセントとなっ

ています。 

〔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 

P11 全般 ・第１０条の人材育成と第１２

条のリーダーの関係性という

ところが整理できていないの

では。 

育成された人材が円卓会議

に参加するとか、そういった流

れがうまくできているのかど

うか疑問がある。 

 

・地域、行政、学校、NPO

などが連携して、場づくり

→イベント開催→人材発

掘→人材育成→場づく

り・・・と繰り返し取り組

むことが大切と考えてい

ます。 

 第 10 条では、このサイ

クルの「場づくり」のうち、

広く生涯学習や社会教育

を通じて人材を育成する

取組を掲げています。ま
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た、第 12条では、第 10条

のような日頃の活動の中

で互いに主体性や調整力

を養い、まちづくりの推進

役を担う人材を育成する

取組を掲げています。 

〔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） 

 

・助成金を活用し講座等を受け

られた後、受けっぱなしで終わ

りではなく、生かしてもらわな

いと意味がない。 

 

・講座受講後の活動に生か

せるよう、関連する講座や

イベント情報等の案内を行

い、つながりを保っていき

ます。 

また、受講者の活動状況な

どをアンケート調査により

把握し、支援のあり方や取

組につなげたいと考えてい

ます。 

〔人権・男女共同推進課〕 

 第１１条 子ども、若者等の育成 

 P12 市長との対話を通じて、中学

生の意見・提案を新しいまち

づくりに反映することを目的と

した「中学生と市長のふれあ

いトーク」の実施（広報広聴事

業） 

 

・若者のはつかいちへの愛着の

醸成を図ることとしているが、

「新成人と市長との市政懇談

会」という取組では、新成人に

対して、市への愛着があるか聞

いているのか。 

・愛着について直接聞いて

はいないものの、大野地域

に住む新成人の一人から

は、「大野が好きだと自信

を持って言うことができ

ます」といった具体的な発

言がありました。また、皆

さん、自分の住んでいる地

域の 10年後がどうあるべ

きかについて真剣に考え、

意見・提案されており、そ

こから愛着を感じること

ができました。 

〔広報統計課〕 

第１３条 人材を見いだす活動 

 全般 ・育成された人材を把握すると

いっても、市だけでは、掴みき

れないと思う。地域でどのよう

な人たちが活動しているのか、

地域の役員にアンケートなど

で聞くとよい。 

 

 

P14 市民活動センターのネット

ワーク機能を生かした、ま

ちづくり交流会の開催など

の交流の場と機会の提供

（協働推進事業、市民活動

センター管理運営事業） 

・私は市民活動センターで毎年

開催されている「まちづくり交

流会」や「ネットワーク登録団

体代表者研修会」に参加してい

る。いろいろな人・団体と知り

合うことによって、自らの団体
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 で実施する事業に対して、「あ

の人に声をかけてみようかな」

など、つながりのきっかけをも

らっている。 

 

 

 

第１４条 市の職員の育成 

 全般 ・さまざまな研修を実施してい

るが、「参加してよかった」で

はなく、参加した人の状況を把

握したり、研修で学んだことを

地域とのかかわりに反映させ

るなど、次に生かされているの

か。 

・研修後は、参加者に「活

用度」や「満足度」、研修が

仕事の中でどう活用されて

いるのかを聞いている。 

 コミュニティ活動体験研

修はまさにコミュニティの

中に入っていき、研修生が

地域とのつながりをつくる

ことによって、仕事に生か

しているケースもある。 

 

P15 

 

 

 

地域コミュニティ活動体験研

修（人材育成事業） 

 

・研修期間が短いと思う。また、

応募する職員の数が少ないの

でたくさん参加してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・３地区のみというのは、参加

職員が少ないからなのか。３年

目の職員にこだわらなくても

良いと思うがどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 27年度は研修の開始

をこれまでの 6 月から 4 月

に早め、年度初めの総会な

どから多くの地域活動や行

事に参加できるよう、研修

期間を拡大しました。 

また、研修終了後の報告会

に次年度の対象者を参加さ

せるとともに、新規採用職

員研修で説明を行うなど周

知機会を新たに設け、参加

を促しました。今後、参加

者が増えるよう、研修の意

義や目的を対象者にしっか

りと伝えていきます。 

 

 

・今年度は公共交通機関で

通いやすいこと、在住職員

が多いことから、佐方・廿

日市・平良の 3 地区を設定

しました。 

なお、研修生が研修終了後

も、継続して地域にかかわ

っていけるよう、対象地

区・地域の市民センター、

支所から地域情報提供や声

かけを行うなど、支援して
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・名刺に●●地区マイスターと

入れるなど、参加した研修生へ

の認定があると良い。市で積極

的に研修に参加した職員を認

めてあげることが必要ではな

いか。 

 

いきます。 

 

 

・認定制度の導入は現時点

では考えていませんが、コ

ミュニティ活動体験研修の

報告会や、研修生によるだ

よりの発信などを通じて、

研修参加者の活動を認める

雰囲気は醸成しつつあると

感じています。 

〔人事課、地域政策課〕 

 ・受け入れる地域側の体制もポ

イントである。「よく来てくれ

た」と声をかけたり、職員を対

等に受け入れることが大切で

ある。 

地域の活動に参加したい職

員に対して、参加しやすい雰囲

気がなかったり、要望に走って

しまうと、行きにくくなると思

う。 

・受け入れる地域側とすれ

ば、職員が地域に入ってき

たときから、お客様扱いせ

ずスタッフの一員として扱

っている。 

また、若い人から見た改

善点など、意見もほしい。 

参加する職員に、地域の人

はどのように考えているの

か、コミュニティ活動を進

めていくためにはどうすれ

ばよいのかなど、実態を知

ってもらいたい。 

〔委員から回答〕 

・大学でも、学生を学外に出す

ようにしている。実際にいろい

ろなものに触れたり、嗅いだ

り、体験することで、それを契

機として学生がいろいろなこ

とを考えるようになれる。 

 

・学生と一緒に活動することが

あるが、すごくいきいきしてい

る。最初は授業として参加して

いるが、だんだんと自分ごとの

ようになってきて、ボランティ

アで来てくれることもある。 

 

 

市職員の地域活動への参加

促進(協働推進事業) 

・市の職員が地域に出ることを

ためらっているようでは、協働

によるまちづくりは進まない。

心構えを改めるような研修を

実施してもらいたい。 

 

・引き続き、協働に関する

研修を開催するとともに、

日々の業務の中で、地域活

動への参加を呼びかけてい

きます。 

また、ワークライフバラン

スの視点から、特定事業主

行動計画を今年度策定し、
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積極的な地域活動への参加

に配慮した職場環境の整備

に取り組んでいきます。 

〔人事課、協働推進課〕 

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 

 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） 

・第８回の審議会で、「つなが

りを育むことの大切さも認識

が広がりつつあり、出会いや

交流の場が各所に設けられて

います。今後は、そのつなが

りが有機的に機能するような

働きかけを行います。」と説明

があった。この能動的な部分

を推進計画に落とし込まない

といけない。 

・今後に向けて能動的な部

分がうまく推進計画に反

映できるよう、考えます。 

〔協働推進課〕 

 

現在は、どのような働きかけ

を行っているのか。 

 

・全庁的な働きかけができ

ていない。しかし、協働事

例集の活用を通じて、市役

所内へ働きかけていきた

い。 

 

・資料１８「平成２７年度の

取組に係る報告説明資料」中、

「これまでの取組と今後に向

けて（第８回審議会）」に、こ

れまで議論を重ねてきた内容

が掲載されているが、平成２

７年度の取組にどう生かされ

ているのか。 

 

・各担当課に寄り添い伝え

ながら、議論された内容を

大事にして取り組んでい

く。なお、年度の途中、１

０月の時点で、各取組の進

捗状況をお伝えするので、

意見をいただきたい。 

 

 

・この審議会で議論されてい

ることが来年度は反映される

のか。 

・そうである。 


