
平成２９年度 第２回 廿日市市協働によるまちづくり審議会 次第 

  

日時：平成３０年３月２６日（金)１９時から２１時まで 

場所：廿日市市役所 ７階会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 審議事項 

平成２９年度 重点取組について 

    ・協働事業提案制度の構築 

 

 

    ・「はつかいち市民リポーター制度」による魅力発信 

 

 

    ・市民センターによる多様な学習機会の提供 

 

 

    ・「地域コミュニティ活動体験研修」の実施 

 

 

 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

 



平成２９年度の経過まとめ 
 

段 階 時 期 内 容 

第１回 

審議会 
５月３１日 

①副会長選出 

②ヒアリングの報告と取組シートへのコメント確認 

③H29 年度審議会の進め方について 

 

④重点取組の選定 

地域コミュニティ活動体験研修の実施 

（仮称）協働事業提案制度の構築 

「はつかいち市民リポーター制度」による魅力発信 

市民センターによる多様な学習機会の提供 

 

ヒアリング 
７月２５日 

７月２７日 
重点取組についてヒアリング 

勉強会 ８月１０日 

①ヒアリングでの確認事項の共有 

 

②実地見学先の選定 

地域コミュニティ活動体験研修の実施 

市民センターによる多様な学習機会の提供 

 

実地見学会 

（重点取組） 
１０月３１日 

第１部 地域コミュニティ活動体験研修～職員編～ 

第２部 市民センターによる多様な学習機会の提供 

第３部 地域コミュニティ活動体験研修～地域編～ 

 

第２回 

審議会 
３月２６日 H29 年度の取組みの振り返りと次年度へ向けて 

 



協働推進課

引き続き市民活動団体と市が協働で取り組む活動の支援を行いながら、制度の熟度を高め、制度化を進
める。

計画期間中の取組

めざすまちに向かって

関連する条
（第４条）市民の役割
（第５条）市の責務

方向性 ①協働の実践と検証・評価

進捗状況と今後に向けて

取組3

その後の状況

主眼を人材育成に置くことにしたため、名称を「協働によるまちづくり担い手育成事業」
と改めた。
関係課とも調整し予算要求したが、熟度が足りないなどといったことから予算計上となら
なかった。

「（仮称）協働事業提案制度」の構築

担当課から

①座学ややフィールドワークを通して、地域の課題やニーズを探り、自分がやりたいこと
と、求められていることをつなぐための事業を企画、実践していく
②メリットは、市民活動センター職員のサポート、仲間が増える、市役所担当課とのつな
がることができることなど。人的にも金銭的にも、サポートしていくことを想定してい
る。
③参加者は、すでに市民活動をしている人、もしくはこれから市民活動を始めたい人を想
定している。
⑤企画実現にお金がいるものばかりではないかもしれないが、資金が必要になる企画への
財源としては「まちづくり交付金（活力ある挑戦事業補助金）」を利用することを考えて
いる。
⑥協働ゼミの終了から、補助金交付までの半年は企画実施へ向けての準備期間であり、気
持ちが途切れないよう協働推進課も後押ししていく。
⑥廿日市市からの補助金となると次年度からの実施になる。民間の助成金を取りに行くの
であれば、コミュニティビジネスの手法で持続可能な企画にしていく必要があるように思
う。

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート

H29
ヒアリング
実地見学会で
の意見

①協働ゼミの内容がピンとこない。
②サポートやメリット、協働ゼミの頻度や期間などは何か
③どのような参加者を想定しているのか
④応募企画の選考、今後のPRはどのようにするのか
⑤この補助金の財源は何か
⑥一年度内に協働ゼミ、選考、補助金支出、とするほうが、補助金を受ける側もモチベー
ションが維持できるのではないか
⑦民間補助金をリストアップしておくべき

概要

市民・活動団体の知恵と力を活かした協働によるまちづくりのさらなる推進を図るため、
「はつかいちをもっと良くしたい」「この課題を何とか解決したい」など、公共的な課題
について、市民からの事業提案を受け、市と協働して事業を実施する制度を設計する。設
計に当たっては、多様な主体からアイデアやニーズを聞き取っていく。



経営政策課

引き続いて市民リポーター、フォロワーの登録数を増やしながら市の魅力を発信していく。

進捗状況と今後に向けて

概要

〇市公式フェイスブック内に市民がリポーターとなって投稿した記事を掲載する。行政
からの情報だけでなく、生活者である市民の視点で切り取った市の魅力も発信しながら
市フェイスブックを運用していく。
〇市民だからこそ知っているまちの情報を、市民リポーターが市公式フェイスブック
（FB）に投稿する制度。（H24年12月から廿日市市公式FB運用開始。フォロワー
(H29.7)2039人）
　目的　　　愛着心の醸成、情報発信の強化
　スタート　H26年4月から開始。平成26年度7人。27年度10人。28年度12人。
　人数　　　現在16人。全員市内在住者。継続的に投稿している人は5人。
　投稿数　　H26年度は15件。平成27年度8件。平成28年度12件。
　投稿内容　地域行事の告知や行事に参加しての感想。
　メリット　市民発信の情報なので、受け手の市民にも身近な情報として受け取っても
らえる。

取組2 「はつかいち市民リポーター制度」による魅力発信

〇「市民リポーター交流会」（2回開催、参加者延べ11名）を開催し、意見交換、リポー
ター制度に対する意見などを聞く場を設けた。
〇交流会での意見をもとに、市民センターと一緒に「SNS講座」を３回にわたって開催。
延べ49名の参加者があり、市民リポーター登録も呼びかけた結果、１名の登録があっ
た。
〇市民リポーターからの提案を受け、FBに掲載できる写真の枚数も増やすなどした。

　フォロワー2187人（H30.3月）
　市民リポーター登録者　17人

①市の公式フェイスブックから切り離して市民リポーターだけでなく、気楽に誰でも投
稿できるようにしてはどうか。
②将来的にNPOなどに運営をゆだねてはどうか。

その後の状況

H29
ヒアリング
実地見学会で
の意見

計画期間中の取組

①堅くなりがちな市公式FBに、市民リポーターの記事が掲載されることで、市の魅力を
発信しフォロワーを増やそう、と始めた制度であることから現在のところ公式FBから分
離させることは考えていない。
〇リポーター登録数は、平成30年で20人くらいが理想。
〇リポーターの人数だけでなく、投稿される記事数を増やしたいと考えている。

担当課から

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート

情報発信による信頼関係づくり

関連する条 （第９条）情報の発信及び共有

方向性 ②受け手の立場に立った情報の伝達



地域政策課

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート

担当課から

①全てを意識している。
②全市民センターで成果が出てはいないが、地域課題の解決に向け取り組んでいる。
③市民センターの職員もそれぞれに地域課題は認識しており、その上でこれからの市民セン
ターの役割や今後の展望のようなものもイメージしている。

人づくり

方向性

市民センターによる多様な学習機会の提供

H29
ヒアリング
実地見学会で
の意見

①「学びの好循環」イメージ図には、「地域の課題を解決につなげる行動」｢社会参画の促
進｣「学習者の自己実現、生きがいや生活の励み」とあり、職員はどれを意識して取り組んで
いるのか。
②好事例としては、平良CCでは、地域コミュニティと市民センターが、地域包括ケアシステ
ムの構築を目指し連携して事業に取り組んでいる。このような事例は一般的なのか。
③市民センターに求められる役割は地区によってさまざまであり、求めることが地区によっ
て異なっている。センターの役割の位置づけが課題。
④地域課題を上段に構える必要はない。小さな行動でも、間接的に課題解決につながるケー
スもある。
⑤課題を吸い上げるルートが必要ではないか。
⑥市民センターは場所提供になっている部分が強い。地域活動に市民センターが直接、間接
的に関わってアドバイスできるような職員の人材づくりが必要。

（第12条）まちづくりリーダーの育成

（第13条）人材を見いだす活動

H29年度市民センター職員部会で企画立案した学習プログラムについて、各市民センターでの実施が見込ま
れる。
実施をとおして、各市民センターで市民センターの強みである「学び」がつながりを生み出し、まちづく
りに発展することが期待される。

関連する条

計画期間中の取組

方向性① 知識・技能をまちづくりにつなげる

取組１

概要

生涯学習拠点である市民センターで学習した成果を、まちづくり活動につなげていけるよう
な主催事業を実施する。

進捗状況と今後に向けて

①知識・技能をまちづくりにつなげる

（第10条）まちづくりに関わる人材の育成

（第11条）子ども、若者等の育成

その後の状況

市民センター職員部会において、複数のセンター職員で一緒に学習プログラムの企画立案を
行う研修を実施している。どの地域にも共通する地域課題をテーマに設定し、関係課職員と
協働しながら学習プログラムを立案し、可能な講座は実施まで行った。



人事課　他

30年度は串戸地区と地御前地区にそれぞれ5名ずつ、また、新たな取り組みとして中山間地域を研修先に
設定し浅原地区に4名、計14名の3年目職員が参加予定である。参加率は60.9％となり、10.1ポイント増加
となった。

②市民と協働で職務を遂行する職員の育成

担当課から

その後の状況

〇研修生が自発的に、市のポータルサイトで全職員に対して活動内容を報告している。（別
紙参照）廿日市地区の研修生は、廿日市地区まちづくり協議会のFacebookページを立ち上
げ、研修終了後もコミュニティ活動に参加しながら、活動の報告を行っている。

〇今年度初めての取組みとして、29年度研修生の振り返り研修会を開催し、30年度参加対象
の職員にも参加してもらった。研修生から活動内容や参加した感想、成果などを、30年度参
加対象の職員とグループワークを通じて話してもらった。30年度参加予定の職員の中には、
参加するきっかけとして、この研修会を挙げている者もいる。

進捗状況と今後に向けて

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　重点取組シート

取組１

①参加率が下がってきていることは課題と捉えている。今年度については、結婚や出産を迎
える職員がいたり、業務的に繁忙でだったためと考えている。参加を義務づけることは、自
主性を尊重する本人の意欲・主体性があってはじめて研修効果が期待できる当該研修の趣旨
に沿わないことから行っていない。職務命令で行かせると、時間外勤務扱いにもなる。遠く
に行くことになると庁用車も必要になる。現在は参加について、「職務外」であることを説
明した上で、職員の自主性を尊重して参加してもらっている。

②感じたことや課題、体験してきたことをまちづくり部門にフィードバックするまでには
至っていない。研修後のフォローアップは今年度実施したい。

③研修先は、該当職員の居住地を考慮して人事課で複数用意し、該当職員が選択している。
車を持たない職員も多いため、ＪＲや広電沿線の地区が参加がしやすい。

計画期間中の取組

概要

〇入庁３年目の職員が勤務外の自主研修として、地域のコミュニティ活動に参加する。
〇「はつかいちに誇りを持ち、地域に貢献できる職員」の育成を目的として平成25年度から
実施
〇今年度は廿日市地区7名　平良地区７名が参加している。
〇年間のスケジュールとしては、3月のオープニング研修から翌年１月までが実際の研修期間
となる。翌年3月が活動報告会（クロージング研修）
〇各地域のコミュニティ定例会、コミュニティの行事準備、当日の運営などに携わってい
る。
〇地域コミュニティの現状を知り、地域活動への参加意欲の喚起につながることを期待して
いる。

「地域コミュニティ活動体験研修」の実施

H29
ヒアリング
実地見学会で
の意見

①参加率低迷の理由は何か。強制参加にすると難しいのか。
②研修終了後のフォローをしているか
③派遣先地域の選択も自分達でさせてはどうか

人づくり

関連する条 （第14条）職員の育成

方向性



協働によるまちづくり審議会　H30.3.26

経営政策課

進捗状況と今後に向けて

パブリックコメントの実施をしっかりアピールし、意見が出やすいよう分かりやすい資料の添付に努める。

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート

めざすまちに向かって

関連する条
（第４条）市民の役割
（第５条）市の責務

方向性 ①協働の実践と検証・評価

計画期間中の取組

方向性①　協働の実践と検証・評価

取組2 パブリックコメント制度による市政への市民参画

内容

市の基本的な政策を定める計画等を策定する際、広く公に（=パブリック）に、意見・情報・改善
案など（=コメント）を求める手続で、その結果を計画等に反映させることによって、よりよい行
政を目指すもの。

その後の
状況

②今年度のパブリックコメントの件数、実施概要については、現在確認中である（平成30年3月現在）。
③パブリックコメントの事案は、ホームページ「声を聞かせてください」のコーナーで集約しており、パブ
リックコメントの結果も公開している。
④パブリックコメントに添付する資料については、担当課の任意となっており、状況に応じて配慮してい
る。
　例：手話言語及びコミュニケーション条例（案）の意見募集（担当課　障害福祉課）では、ルビ付き資料
や資料説明をした手話動画などを添付している。

進捗状況

【状況】
　平成28年度のパブリックコメント／2件
　保育園再編基本構想（28人 50件の意見）
　第10次廿日市市交通安全計画（0人 0件の意見）

【担当課の自己評価】
前回の審議会のなかで「説明会などを設け、そこで意見を求めるなど制度の見直しも必要」と
あったがそうした形式にはできずにいる。しかしながら、計画を策定する経過の中で、ワーク
ショップを開催するなど意見を反映するよう努めている。

審議委員
からの
コメント

①計画策定の前段階で説明会やワークショップを開催するなど市民意見の反映に努めており、パ
ブリックコメントは計画策定に向けての最終確認として用いられていることが分かった。
【経営政策課へ】
②パブリックコメントの実施概要を把握するよう努めること。
③様々な事業でパブリックコメントを実施していることを、市民にしっかりアピールすること。
【パブリックコメント実施所属へ】
④パブリックコメントで意見を募集することを説明会で周知するなど機会をとらえてアピール
し、意見が出しやすいよう概要版などの資料も提供すると良い。



協働によるまちづくり審議会　H30.3.26

しごと共創センター　他

進捗状況と今後に向けて

引き続き協働推進課などの関係課と連携して相談対応等の支援を行う。
なお、中山間地域については、佐伯支所や中山間地域振興室等との連携を密にして中山間地域における「し
ごとづくり」といった観点からコミュニティビジネスの可能性を模索する。

協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート協働によるまちづくり推進計画（第２期）　フォローアップ取組シート

特性を生かしたまちづくり

関連する条
（第７条）地区、地域及び市域におけるまちづくり
（第８条）円卓会議

方向性 ②コミュニティビジネスの創出

その後の
状況

①直接コミュニティビジネス起業を促すような取り組みは行っていない。
①創業塾やセミナー参加者の中には、社会的課題の解決を意識し、そこにビジネスチャンスを
見いだそうとする人もいる。また、そういう着眼点を持った人が徐々に増えているように感じ
る。

計画期間中の取組

方向性②　コミュニティビジネスの創出

取組１ コミュニティビジネスへの取組み支援

内容

コミュニティビジネスの意義、必要性について意識啓発を図ると同時に、まちづくり活
動団体等からの相談に対応するなど、コミュニティビジネスへの取組を関係機関と共に
支援する。

【状況】
創業塾や女性の起業支援事業などを開催した。コミュニティビジネスにつながるかは未
知数。実際にコミュニティビジネスを実践している地区もあれば、企画倒れになった地
区もあり、状況はさまざまである。
地域活動団体の中にはNPO法人化を検討している地区もあり、コミュニティビジネスを
視野に入れての動きと考えられる。

【担当課の自己評価】
次年度以降も引き続き創業・起業を支援する。前回の審議会で「コミュニティビジネス
の定義が広く、正しい理解がされていないのでは」と意見をいただいた。関係課と連携
して講座を企画していきたい。

進捗状況

審議委員
からの
コメント

①主催している創業塾などの講義内容に、「社会的起業」の要素を盛り込めるとコミュ
ニティビジネス創出に近づけるのではないかと考える。
②地域政策課、産業振興課、協働推進課など関係する所属と、役割を明確にして取り組
むと良い。
③他地域の成功事例、失敗事例などの情報やノウハウ、企業からの聞き取り内容、相談
内容などをデータベース化し、容易に検索できるよう工夫して保存しておくことが、コ
ミュニティビジネスへの取組み支援につながるのではないか。


