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    廿日市市協働によるまちづくり審議会廿日市市協働によるまちづくり審議会廿日市市協働によるまちづくり審議会廿日市市協働によるまちづくり審議会    第第第第 2222 回会議回会議回会議回会議    会議会議会議会議要旨要旨要旨要旨    

    

    

    1111    日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 30303030 年年年年 3333 月月月月 26262626 日（日（日（日（月月月月））））    19191919：：：：00000000～～～～22221111：：：：00000000    

    2222    場所：廿日市場所：廿日市場所：廿日市場所：廿日市市役所市役所市役所市役所 7777 階階階階    会議会議会議会議室室室室    

    3333    出席委員：出席委員：出席委員：出席委員：        11110000 人（人（人（人（50505050 音順）音順）音順）音順）    

青柳青柳青柳青柳康夫、康夫、康夫、康夫、伊藤伊藤伊藤伊藤里美里美里美里美、、、、加治実穂、後藤香代子、加治実穂、後藤香代子、加治実穂、後藤香代子、加治実穂、後藤香代子、後藤正治後藤正治後藤正治後藤正治、、、、佃佃佃佃    祐世、祐世、祐世、祐世、益本住夫、益本住夫、益本住夫、益本住夫、    

三浦浩之、三浦浩之、三浦浩之、三浦浩之、三浦義晨、三浦義晨、三浦義晨、三浦義晨、吉本卓生吉本卓生吉本卓生吉本卓生    

            欠席委員：欠席委員：欠席委員：欠席委員：4444 人人人人    

市：市：市：市：    4444 人人人人    

                        事務局（協働推進課）事務局（協働推進課）事務局（協働推進課）事務局（協働推進課）        小田小田小田小田    豊、米原豊、米原豊、米原豊、米原真理真理真理真理    

        傍聴者：傍聴者：傍聴者：傍聴者：0000 人人人人    

    

（次第）（次第）（次第）（次第）    

1111    開会開会開会開会    

2222    会長あいさつ会長あいさつ会長あいさつ会長あいさつ    

3333    審議事項審議事項審議事項審議事項    

    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度重点取組重点取組重点取組重点取組についてについてについてについて    

4444    そのそのそのその他他他他    

5555    閉会閉会閉会閉会    

    

（配付資料）（配付資料）（配付資料）（配付資料）    

(1)(1)(1)(1)    会議の次第会議の次第会議の次第会議の次第    

(2) (2) (2) (2) 平成平成平成平成 22229999 年度の経過まとめ年度の経過まとめ年度の経過まとめ年度の経過まとめ    

(3) (3) (3) (3) 重点取組シート重点取組シート重点取組シート重点取組シート    

(4) (4) (4) (4) （参考資料）ヒアリング等での確認事項（参考資料）ヒアリング等での確認事項（参考資料）ヒアリング等での確認事項（参考資料）ヒアリング等での確認事項    

(5) (5) (5) (5) フォローアップ取組シートフォローアップ取組シートフォローアップ取組シートフォローアップ取組シート    

(6)(6)(6)(6)    欠席委員からの意見まとめ欠席委員からの意見まとめ欠席委員からの意見まとめ欠席委員からの意見まとめ    

    

１１１１    開会開会開会開会                                                                                                                                                            

〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

定刻となったので、第１回会議を開会する。本日の会議の内容は、会議録としてまとめ、ホ

ームページなどで公開する。終了時刻は 21 時を予定しているので、ご協力の程、よろしくお

願いする。 

 

２２２２    会長あ会長あ会長あ会長あいさついさついさついさつ                                                                                                                                                                 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 資料の確認の中でもお気付きのように、今年度審議会において進めてきたことのとりまとめ

を行うということ、取り組みをしたもので不足している部分については、引き続いて遂行して

いくということである。限られた時間ではあるがご意見をいただきたい。 

審議に入るが、審議の順番を変えて行きたい。審議事項として重点取組があるが、先にフォ

ローアップ取組みを審議し、その後重点取組を審議する。 

 



 2

３３３３    審議審議審議審議                                                                                                                                                        

〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

説明に入る前にお詫びを申しあげる。自治振興部長が家庭の事情で急遽欠席となった。申し

訳ない。 

次に、平成 29年度の振り返りを説明させていただく。 

平成 29 年度の経過まとめをご覧ください。 

今年度、第１回審議会は５月３１日に行い、副会長の選出ヒアリングの報告を行った。平成

29 年度の審議会の進め方を決定、重点取組を決定。 

7 月に重点取組のヒアリング。 

8 月 10 日に勉強会を開催し、ヒアリングの情報をみんなで共有した。その時に実地見学先

を選定し、２つのテーマについて見学会を行うことになった。 

10 月 31 日に見学会を開催し、市役所と平良市民センターに出向いた。 

そして、今日の第２回審議会に至る。平成２９年度の振り返りと次年度へ向けてのご意見を

いただきたい。簡単だが、２９年度のまとめは以上である。 

続いてフォローアップ取組みについて説明する。 

第 1 回の審議会において、重点取組以外に 2 つのテーマを選定していただいたのがフォロー

アップ取組みであり、前年度にヒアリングをしたものを引き続いて追跡していくというもので

ある。 

ひとつが「パブリックコメント制度による市政への市民参加」。もうひとつが「コミュニテ

ィビジネスへの取り組み支援」である。 

 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

前年度にヒアリングを行った中で少しフォローアップが必要なものを、引き続いて審議する

取り組みにあげていた。 

 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

今日お配りした資料なので、読ませていただく。 

【パブリックコメント制度による市政への市民参画について 資料読み上げ】 

【コミュニティビジネスへの取組み支援について 資料読み上げ】 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

確認だが、「今後に向けて」という「今後」は、平成３０年度を指しているということでよ

ろしいか。また、そのコメントは、担当課からのコメントということでよろしいか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕 

はい。  

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕 

年度をまたいだ内容ではあるが、フォローアップ事業についてここで出たコメントは、今後

に向けて、検討していただけるということになるのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕 

はい。これはフォローアップ取組だけではなく、重点取組もそうだが、いただいたコメント

は、次年度の幹部会議等で報告をして、全庁的に周知していきたいと思っている。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

そういう状況なので、ご意見をいただきたいと思う。    

〔〔〔〔ＨＨＨＨ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 経営政策課がパブリックコメントに関して、［意見が出やすいように資料の添付に努める。］

と言っている一方で、資料については「担当課の任意」となっている。そうすると努めるのは

経営政策課だけだとそこまでしない、ということになる。 
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〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕 

分かりやすい資料をつけるように促していく、というようなことは経営政策課もすると思う

が。 

〔〔〔〔ＨＨＨＨ委員委員委員委員〕〕〕〕    

その部分が、今の書き方だとはっきりしない。「分かりやすい資料を添付するとともにそれ

ぞれの担当部署に対しても、そのように促す」という風に改めてほしい。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

実際なかなか意見が出ない状況だと思う。今のところ、昨年度の（パブリックコメントの意

見数の）統計データが出ていないが、私が関係している都市計画に関連する計画などでも、パ

ブリックコメントを 1ヶ月間募集しても、1件も意見がなかった。大きな全市的な見直しの内

容だったが、意見がないということは、ちょっと厳しいと感じている。実際には、説明会では、

ある程度意見があったと聞いているが。その辺での工夫は必要だろう。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

ご意見がなければ、ご承認いただきたい。 

それでは、重点取組について１つずつ説明をし、ご意見をいただきたい。 

資料の作り方は、今のフォローアップ取組と同様ということである。説明をお願いする。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕 

事前に送付した資料を差し替えているので、順番に読ませていただく。 

変更した点だが、「ヒアリングや実地見学会での意見」という欄に、ただのマルではなく番

号を打たせてもらった。意見と担当課からの答えが数字で対応している。「その後の状況」か

ら読ませていただく。 

【重点取組 （仮称）協働事業提案制度〉の構築 について資料読み上げ】 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕 

それに関連して、欠席委員からの意見をお願いする。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

欠席委員からの意見をまとめた資料をご覧いただきたい。 

『「予算計上とならず、主眼を人材育成に置くことにした」とあります。廿日市市職員と

市民の両方でしょうか。廿日市市で活動しておられる多くの団体は直接に市とつながりを持た

ないで活動している団体も多いので、その掘り起こしをして市とつなぎ、消滅することなくよ

り活発な活動ができるようにしていくことも協働推進の役割と思います。』 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕 

主眼を人材育成におくことにした経緯を説明していただきたい。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕 

仮称だが「協働によるまちづくり担い手育成事業」に名前は変えさせていただいた。担い手

の育成が必要と感じたから、そこに主眼を置くことにした。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕 

当初の協働事業提案制度の目的が変わった理由がよく分からない。なぜ、人材の育成なのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

当初の協働事業提案制度は、市と一緒にやる事業メニューを募集し、担当課が事業を実施す

るものについて補助金を出す、というもの。他市町でよくある「協働事業提案制度」である。

その制度について関係課と協議する中で、廿日市市独自のものを考えようとなった。 

何かをやりたい人がいるが、どうやって企画したらいいのか分からない、という人もいるん

じゃないか。そういった企画の段階から市の職員が関わることで、その人の企画を実現させよ

う。そういった人材を育成することが必要ではないか、とういうことになり、「担い手育成事

業」とした経緯がある。 

ただ単に事業提案を受けるだけではなく、その人がやりたいことを後押しする、というイメ
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ージである。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕 

それは言い方を変えると、まだ市民が十分なことができないレベルであるので、職員がフォ

ローしよう、ということになると思う。もともとは対等な立場でやっていこうということだっ

たが、今の説明によると職員側がサポートする側になり、市民側がサポートされる側という関

係性が固定化されている。今はそれは、この時点での案として出している。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

もし対等でないということであれば、対等であるような制度設計にしたいと考えている。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

内容については説明があった。協働事業提案制度の最初の段階を思い出しながら、その後の

状況、今後に向けてについて、ご意見をいただきたい。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕 

その後の状況に書かれている「主眼」は「廿日市市民の人材育成」と理解してよろしいか？ 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

基本的にはそうなる。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕 

次が良く分からなかった。「関係者と調整し、予算要求」とあるが、何の予算要求なのか？

どんな事業内容を予算要求されたのか。 

また、「熟度が足りない」とはどういう意味か。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

「「「「関係課と調整し予算要求した」とは、関係課と協議しながら担い手育成事業制度の実施に

ついて調整を重ね、予算要求した。しかし、財政担当から「やりたいことはよく分かるが、企

画の熟度が足りない。もう少し実証実験などして、再度予算要求するように」と言われた。予

算が通らなかった、ということではあります。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕    

事業の企画内容が不十分だったということか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

はい。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕    

今後は、企画内容をもっと具体的にし、納得できるものにするということか。 

今のようなことが全く読めないので、資料を直していただく必要がある。 

熟度を上げるという宿題が残っているので、「その後の状況」に「来期はこの宿題を解消す

る」ということを分かりやすく表記いただきたい。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

そうなったときに今後に向けての説明文が分からない。 

「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」とあるのは「協働」

だが、今やろうとしているのは「担い手育成」で、職員側が市民をサポートするというもの。 

しかし、「今後に向けて行うこと」が「協働で取り組む活動の支援」となると、目指す事業

はそうではないのに、この部分が協働になっている。試しにやる内容と、やろうとしている育

成事業が合わないのではないか。 

ここに書かれている「協働で取り組む活動の支援」とは何を考えているか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

企画化したものを実現するときに、役所の関係職員が加わり、その人のやりたいことを支援

するイメージだ。企画の段階では、本人だけでなく市の職員も加わるということを想定してい

る。 

〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕    
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自分はアダプトの助成金を利用して空き地を花壇にしている。 

もっと空き地があるだろうからコミュニティに利用を持ちかけてはどうか、と何回も提案す

るがなかなか動いてもらえない。 

今問題になっている空き家の利用。空き家担当の課に今どんなことをやっているのか聞いた。

まだ計画段階で、具体的な動きはできていないと言われた。協働で取り組むということなら、

市も今持っていることを、コミュニティに提案して、協働で何かできないか、と持ちかけては

どうか。 

そういうことをやらないと人材育成など具体的なものは出てこないのではないか。 

〔事務局〔事務局〔事務局〔事務局〕〕〕〕    

空き家等対策計画も 29年 11 月に策定しており、推進方策には市民地域自治組織、NPO等と

の協働で進めることが書かれており、担当課は協働を意識していると思っている。具体的にど

うするのかは未確定。 

〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕    

自宅近所にも空き家がどんどん増えている。しかし、持ち主がなかなか見つからない。そう

いったことももう少し何か手があるんじゃないかと思う。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

今のご意見と事務局からの回答を見て、やはり担い手の育成事業とするのは、勘違いではな

いかという気がする。今も言われたように、行政側もいろんなプランの中で、協働でやること

をうたっている。それを実行することに関しての支援を行うということだと思う。例えばそれ

は事業課の支援でもいいのではないか。活動の支援ではないということ。すでに実行する方向

性が決まっているものを実現化するために支援をしていく。だからそれを試しにやりながら制

度化を進める、ということになる。だから実際にその仕組みを動かしながら制度を作るという

ことをしないといけない。 

ここでも追加があったように、「支援」ということになると市民が動くのを行政が支える、

ということになる。協働というテーマはそうではない。一緒になってやらないといけない。 

次年度は、それを試験的にやりながら、本当に制度となれるようにしていく。 

また、担い手の育成事業に変えてしまうのは少し違うと感じる。この点に関してみなさん何か

意見はないだろうか。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕    

私は協働事業提案制度の中に「担い手育成事業」があるイメージを持っていた。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

いや、そうではなく、もともとの協働事業提案制度が通らなかったので、担い手育成に変え

たということ。ですから、もう消えてしまっている。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕    

会長が言われるとおり、概要に書かれているような事業を制度設計していた。たぶんさっき

も流れでどうしてこうなったのか、という話を聞くと、いやいや、もうちょっと市民のほうに

も知識を与えて一緒にやっていくのがいいんじゃないか、っていえたのなら、そういうのをま

ず市民の知識を得て、そこに職員が加わって、本来なら提案制度の中の一部っていうイメージ

を、持つんですけど。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

説明からすると、違う方向にしたということですね。主眼を人材育成に置くと書かれている。

その段階で、こちらが意図したものとは違っていると思う。そんなレベルではないのではない

か。概要の欄にある言葉を使うと「市と協働して事業を実施」するためのトライアルをするよ

うな状況だと思いますね。今、社会実験的に行うということ。そして、その先で制度化すると

いうこと。 

例えば、企画を立案するやり方など、ほんの一部分だけなら担い手育成事業になり得ると思
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う。しかし、完全にそれを人材育成に変えてしまうと、市民に対し活動を頑張ってください、

ということになり、やはりそれは協働ではない。廿日市のいろいろな施策の中で、協働でもの

ごとを進める、ということがあちこちでうたわれている。その部分を実行するためのものにな

っていくと思う。 

その辺りの修正を考えていただきたい。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

では、二つ目、情報発信による信頼関係づくりに入る。取組としては、「はつかいち市民リ

ポーター制度による魅力発信」である。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

説明させていただく。 

 【「はつかいち市民リポーター制度」による魅力発信について 資料読み上げ】 

岩藤委員から意見をいただいている。 

「2020 年に向け、2 年間でサポーターが増えるよう、本気で取り組む必要があります。本気さ

が伝わってこない。手法を知らない人がやってもダメでしょう。フェイスブックやインスタの

時流を経験するだけなら、やめた方がいいでしょう。この事業を NPOや外注に出す方がいい。」 

と意見をもらっている。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

この意見に関して何か今後に向けて考えることはあるのか。検討中なのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

担当課に、この意見を伝えていないので、特に考えはない。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

今の意見を踏まえつつ、ご意見をいただきたい。 

〔〔〔〔Ｃ委員Ｃ委員Ｃ委員Ｃ委員〕〕〕〕    

市民リポーターの交流会とリポーターの講座に参加してきた。交流会には現リポーターが参

加して SNS 講座のときは、リポーターでない市民の方も参加をされた。 

交流会のときには、リポーターから要望として、リポーターならではの優待や、特別リポー

ターだからできることなどがあると良い、という意見や、ブログには長めのレポートを掲載し、

フェイスブックとリンクをはるなど、フェイスブックだけにならない情報発信を考えていく必

要があるのではないか、と講師の方からのアドバイスもあった。 

そういったことをリポーター制度の中に、入れていただきたい。そういったことがこのシート

の中に反映されていないので、どうなっているのか気になっている。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

その辺はどうか。経営政策課のコメントとして、平成 30 年度には、「市民リポーター、フォ

ロワーの登録数を増やし」とあるが、どうやってやるかは全く触れられていない。リポーター

をどうやって増やすのか、フォロワーは自分では増やせないから、そのために何をするのかが

書かれていない。今後に向けて何をするのかが分からない書きぶりなので、今年度のこちらが

やったヒアリングに対しての回答になっていない。 

例えば、今言われたような交流会等を主催してその辺りの改善点は見えているのであれば、

こういうことを変えるというコメントが欲しい。 

だから、岩藤さんの意見のように「本気度がない」というような表現になってしまう。ここ

はまだ担当課に聞いていないのか。 

そのほかに意見はないか。例えば、実際にこのリポーターが書かれたものを読まれての感想

など。 

〔〔〔〔Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員〕〕〕〕    

私は市民リポーター制度には賛成している。おそらく世代によってツールに対する親しみと

いうか触れるところが異なっていることが、最も課題だろうと思われる。 
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一般の人で、文章を読んでこういった情報を知ってる人はたくさんいる。概して時間がある

人たちは喜んで読むはずだ。しかし、どうやってその人たちにこのリポートが到達するのか、

ということが課題ではないか。ひょっとしたらもっといろんな媒体があるかもしれない。岩藤

さんのコメントにある NPOとあるのはそういう気持ちではないか。エネルギーを使って本気に

ならないと伝わらないと感じる。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

ありがとうございます。現状ではフェイスブックだけなのか。インスタとかツイッターなど

はないのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

ない。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

最近では、世代が下がるにつれて、フェイスブックではなくてツイッターあるいはインスタ

に移行している。そういった状況を踏まえると、多角的な手段で情報発信をしないといけない。

それぞれに文字数など制約がある。インスタだと写真が良くないと見てもらえない。フェイス

ブックなどは、最初の投稿の段階で「いいね」をされると思うが、ツイッターだと他の人が拡

散をすることができる。インスタであれば、ハッシュタグをつけることによって、見てもらえ

る。今のご時勢の状況を担当課が把握をして、その辺りをさらに踏み込んでいくべき。 

それによっては、リポーターが活躍する場面もあるし、例えば、インスタが得意な人はそっち

を中心にやる、つぶやくのが好きな人はツイッターにするとか、それぞれ動画もあげられるよ

うになっていますので、いろいろできると思う。他にはないか。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

それでは次の取組「市民センターによる多様な学習機会の提供」へ入る。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

【「市民センターによる多様な学習機会の提供」について資料読上げ】 

欠席の吉村委員から意見をいただいているので、読みあげる。 

「平良市民センターは、学習機会の提供とその後の活動がうまく結びついた事例だと思いま

す。多くの住民は、自己学習のためだけの参加も多いので、学習を活動に繋いでいくイベント

を企画から運営・評価、その後の継続まで、一連の学習として学ぶことができる機会の提供も

必要では。」 

「地域により温度差があると思いますが、もっと職員が企画から運営・評価まで積極的に参画

し、意見を言えるようにならないと、研修の効果がないのではないでしょうか。単なるお手伝

いで終わらないために。」 

「参加する職員にも温度差があるので、積極的にかかわりを持てる状況を作り出し、仕事との

関連をつけることも必要と思います。」 

（「地域コミュニティ活動体験研修」と「地域コミュニティ活動体験研修」の両方を包含した

意見） 

    

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

平良市民センターの状況が良かった、というコメントが出た。取り組みについても、各市民

センターが共通で課題の設定をしていこう、とあった。こちらについて動きがあれば。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕 

確認だが、市民センター職員部会に（指定管理委託先の）串戸市民センターや佐方市民セン

ターの職員も参加しているのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

入っている。 

〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕    
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「職員部会で学習プログラムの企画立案を行う研修を実施している」とあるが、実際の市民

センターの利用状況は、サークルが会場を借りる場合がほとんどでないか。市民センターが、

講師を呼んで事業を催すということはないのではないか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

市民センターも場所貸しだけをやっているわけではない。主催事業はどこも実施している。

市民センター職員部会で主催事業のテーマを一緒に考え企画をしたということをお伝えし

たかった。すでに実施した企画もある。 

〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕    

大野の市民センターでは、定期的な主催事業は実施していない気がする。 

囲碁や、盆栽の展示などはあっても、定期的な主催事業はないような気がする。市民センタ

ー独自が企画したパソコンの教室などはたまにあるが。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

どこのセンターも主催事業は何かしらしている。 

〔〔〔〔Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員〕〕〕〕 

大野は少ない。でも最近、少しずつ大野の市民センターも、歴史講座などを実施するように

なった。 

〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕 

NPOがやっているのではないのか？  

〔〔〔〔Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員〕〕〕〕    

いや、市民センターがやっている。大野市民センターは、主催事業がなく場所貸しだけにな

っている、という声が多く聞かれるようになり、新しい企画をされているようだ。 

〔〔〔〔Ｉ委員Ｉ委員Ｉ委員Ｉ委員〕〕〕〕 

宮島も少ない。 

〔〔〔〔Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員〕〕〕〕 

そうですか。やっぱり市民センターが、今話に出たような企画をしないと、本当の意味での

生涯学習みたいなことにはならない。一番大事なことかもしれない。 

今度、大野東市民センターができるので、ずいぶん変わると思う。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕 

「地域課題の解決」この市民センターの大事な学習の提供がある、と書いてあると思う。し

かしそうではなく、生涯学習の意味で地域の学習機会を提供するためには、確かに、事業をテ

ーマにした講座などはあると思う。 

しかし、「地域課題をテーマに設定し」とか「地域課題を認識しており」「地域課題の解決」

などという言葉を見ると、ずれを感じる。概要にはそんな言葉は書いてない。その辺はどうつ

ながるのか。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

概要にある「学習した成果をまちづくり活動につなげていく」ということが、いわゆるまち

における課題を解決する、ということになる。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕 

分かりにくい。全部に言えるが、言葉が、突然出てくるので。 

会長のように理解できていればいい。今日の内容が公開されて一般の人が見ても、理解でき

ないのではないか。説明を聞いてやっと理解できる。その辺りを工夫していただきたい。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕 

「関係課職員と協働しながら学習プログラムを立案し、講座を実施」とあるが、どんなこと

か？市役所の職員が来て一緒にやっているとは思えない。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

いろいろなテーマがあった。メキシコ、空き家、地域の担い手、自主防災、地域福祉など。
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そのテーマを所管している所属職員が職員部会に行き、現状や課題を話し、どんな解決プログ

ラムができるかをグループで考えた。 

最終的に学習プログラムを作って実施していくということになっており、すでに空き家やメ

キシコの事業はいくつかのセンターで実施していると聞いている。学んだことを基に活動して

いけるようにということを、にらんだ上での企画学習プログラムだと思っている。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕    

例えばメキシコの企画はどんな感じなのか？ 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

メキシコは、今回は料理教室だけだった。４月１日からメキシコのオリンピック選手団が事

前合宿に来ること自体あまり知られていない。メキシコがどんな国かも知られていない。まず

は料理を通してメキシコを知ろうという取組である。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

今言われたことも、説明資料としてつけたほうがいい。そうすれば、進んでいる状況が確認

ができる。スペースが少なく書ききれないのであれば、別紙をつけるなどしてほしい。 

〔〔〔〔ＦＦＦＦ委員委員委員委員〕〕〕〕    

地域課題というと地域の高齢者のことを考えてしまい、どうもリンクしない。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

そこが今の追加説明で見えてきた。「別紙のようなテーマを設定し」などとするほうが分か

りやすい。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

それでは次、４つめ。地域コミュニティ活動体験研修にうつる。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

【地域コミュニティ活動体験研修について資料読み上げ】 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

改善の効果も出たということだと思う。 

吉村委員が言われている「研修内容の企画」は、受け入れ先が用意しているのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

地域の人と職員との双方で話し合って決めている。去年は地区敬老会で寸劇をしていた。話

しあった結果だと思う。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

そういうことも今回の振り返りの研修会で発表があったのか？ 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

はい。今までも振り返りの研修会は開催していたが、そこに次年度参加予定の職員が加わっ

たのは初めての試みだった。実際に研修の話を聞いて参加を決めた職員もいる。 

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

今回のヒアリングで、研修で経験したことが、普段の業務に活かせると感じる職員がいる一

方で活かせないと感じる職員もいる。私たちの望みはコミュニティに参加してもらい、行政が

コミュニティに対してどんな援助ができるか考え、その経験を仕事に活かしてもらうこと。た

だ参加するだけでは何も進展しない。 

自分も地域の一員、コミュニティの一員。自分の今の仕事と全然関係ないからそういうこと

（アイデア）が浮かばない、というのではなく、仕事とは関係なくても、自分がコミュニティ

の中で感じたことを、他の係りなどに提案してはどうか。 

積極的に改善策を具体的に結びつけるような活動をしたら、もっと素晴らしいものになるの

ではないか。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕    

３年目の職員が研修から戻ってそんな提案ができるだろうか。無理ではないか。 
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〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕    

前から提案しているように、研修に参加する職員は、３年目でなく５年目、６年目の職員が

参加してもいいのではないか。どんどん積極的に参加してもらいたい。 

〔〔〔〔Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員〕〕〕〕    

自分の提案で始まったと思われるこの研修。当初、研修の実施については大賛成で、すごく

喜んだ記憶がある。しかし、この研修はできるだけ上の者からやらないとエネルギーがでない。

これは企業活動だと絶対上がやる。そうすると一気に若い人の気持ちが働く。仮に義務ではな

くても、そういう部分がやっぱり欠けている。なぜか廿日市は。 

それから、研修に参加した職員３人にヒアリングしたが、３人とも広島市在住だったのは驚

きだった。この研修の背景には、地域を知ってもらうこと、さらに言えば合併後の地域差を見

てもらうこともある。こんな思いで、私は研修実施を提案した。 

山間部のほうへ出かけるのは車がなくて大変だとは思うが、だからこそ行って欲しいと思う。 

この近辺は何もしなくても分かる。分かりにくいところに配慮する、足を運ぶ。そのためにも

やっぱり管理職の人が率先して、そういうことをやり始めてほしい。やはり、困っている、と

か減っているというところを、職員さんはしっかり認識したうえで、いろんな配慮をしていた

だきたい。そうすれば、住民から信頼される職員になれるのではないか。本当の目的が果たせ

るのではないか。自分達の地区に研修生が来てくれたときは、まつりなどを手伝ってもらった。

とても助かったし、地域の者も若い人と触れ合えて、喜んだ。 

職員さんが、日が当たりにくいところに目配りをしていただけるのがいいのではないか。 

その背景には、将来に向かって廿日市が素晴らしいまちになっていくんだっていう方向がある。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

今は研修という形だが、例えば、企業などがしているようにボランティア休暇制度の導入を

検討すれば、今のようにできるのではないか。反論が起きる可能性もあるのかもしれないが。 

ボランティア休暇のような制度で、地域コミュニティ活動を休暇制度にすれば、行けるので

はないか。地域コミュニティに行くのは、ボランティア活動とは別枠。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

別のまちの人が廿日市市の職員になるということは、よそから人を引っ張ってきていること

になるので、しばらくしたら住まいを変える可能性もあるといえるのではないか。（定住した

くなるように）自分自身も廿日市で働いたり、まちも魅力的になっていかなければいけない。 

〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕    

研修会を開催するのはいいが、具体的な成果がないといけない。ただ、話し合って反省会を

しているようでは、いつまでたっても何も成果は出ないと言ってきた。何かひとつでもいいか

ら、成果をどこかに結びつけて、どういう風に対処していくのか、そういう伸展性のある話し

合いに持って行ってほしい。 

〔〔〔〔Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員Ｆ委員〕〕〕〕    

今年度実施した研修後のフォローアップの詳細が書いてあると分かりやすい。担当課はどう

いうことを想定しているのか。その辺りが一番下の欄にも付け加えられるのではないか。参加

者を増やすだけじゃなく、成果を上げたいなら、もう一歩進んだところも具体的に書くほうが

いいのではないか。 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

この部分、あるいはその前の３つの部分について、ご意見をいただきたい。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕    

今言われている成果というのは、本人の成果なのか、地域にとっての成果なのか。今はどっ

ちなのか見えない。ただ報告する、まつりに参加するだけならできる。その後が自分にとって

どうだったか。それで成果があったかと言えば、無いような気がする。 

予算が取れなかったとあるが、予算がないことにはできないのではないか。 
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〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

協働事業提案制度のことか。 

企画された内容に対して補助金を出そうとしていた。その予算がつかなかった。 

今年は、市からの金銭的な補助はできないかもしれないが、民間の補助金もあるので、そう

いうものを紹介したり、人的なサポートできると思う。できることを地道にやろうと思ってい

る。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕    

民間からの補助金を受けるのは難しい。それを、市の職員がフォローしてあげるべき。 

〔〔〔〔Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員Ｅ委員〕〕〕〕    

一般市民は補助金のことなどほとんど知らない。職員は、どんな資金援助があるかを研究し、

それを活動している市民に返すということもひとつの実行方法だ。 

そういうことを具体的にやっていくべき。毎回、毎回、同じ意見が出て終わりではなく、何

かそういうものに結びつけるやり方にしてほしい。同じことばかり言うが。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕    

まちづくり交付金の利用を考えているというが、どこかの地域が利用したことがあるのか。 

市から補助金をもらうのは難しい。一般市民が補助金をもらうのは難しいんだから、こういう

ところで職員が一般市民を助けて欲しい。 

〔事務局〔事務局〔事務局〔事務局〕〕〕〕    

⑤の協働事業提案制度のところだろうか？ 協働推進課の補助金でなくても、地域政策課の

「まちづくり交付金」という制度もある。そういうこともできるように、私たちもアドバイス

したいと思っている、ということをここに書かせてもらっている。 

〔〔〔〔Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員〕〕〕〕    

思うだけなら誰でもできる。やったかどうか、が問題。何年たってもこれでは同じことであ

る。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

まちづくり交付金自体が今年からの制度であるため、交付自体はまだない。しかし、来年度

交付希望団体として、今年は大野１区が手を挙げられた。 

〔〔〔〔Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員〕〕〕〕    

自分の地区が、すぐやります、と手を挙げた。書いてあるように、人材を今から育成してど

うするのか。担い手なんかできない。意欲のある人が、企画、実行すればおカネが流れる。ち

ょうどいい仕組みだと思う。 

欠点は、お金を分配していてもコトが前に進まない。自分は補助金のことはよく知っている。

市の職員は補助金について知らないから説明するのに時間がかかる。協働事業提案制度も言葉

はすごくいいと思うが、実は協働していないのは役所だ。 

さっき言われたように、役所の方がついてこられない。これが現実だ。 

だけど最も大事なのは協働だ。お金もあまりいらない。市民がボランティアで自分らができ

ることを少しずつやる、ということができる。役所の人もついてこないといけない。 

役所 OB、教員 OBも参加する。今ほとんどしていない。民間の人はしているのに、公務員の

人は参加しない。これが協働の壁を作っている。人材育成とか言うより、私が前から言うよう

にやりたい人を見つけ出すしかない。だから職員もやる気のある人をボランティアの休暇で耕

せばいい。そうしたらお金もついてくるかも。なぜ予算がつかないのか疑問だ。 

【【【【Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員】】】】    

ただ単に財政難。 

【【【【Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員】】】】    

いや魅力ある提案をしていないからだ。魅力ある提案をしているが消される。 

【【【【Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員】】】】    
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優先順位がある。市として、この制度が魅力に感じないんだろう。 

【【【【Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員】】】】    

うまくお金を分配しないといけない。お金はあったほうがいい。 

【【【【Ｉ委員Ｉ委員Ｉ委員Ｉ委員】】】】    

コミュニティの体験研修は、今年度廿日市地区に 7名が行っているのか。 

よそをどうするのか？次年度の計画はあるのか？ 

【事務局】【事務局】【事務局】【事務局】    

今年は串戸と地御前と浅原ということになっています。 

【【【【Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員】】】】    

この研修制度が始まって、確か４年目くらいか。 

【【【【Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員】】】】    

もうちょっと長くないか。前にも地御前に行った 

【事務局事務局事務局事務局】 

そのとおり２回目だ。平良も２回目だった。 

【【【【Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員】】】】    

職員が仕事が終わってからいくことを考えれば、吉和なんかとても行けない。 

【【【【Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員】】】】    

季節がいいとき、スキーのときにボランティア休暇を取って１週間ほど寝泊りするとかね。

それだけでぜんぜん違うんです 

【【【【Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員Ｄ委員】】】】    

吉和でも佐伯の職員がいるわけだから。廿日市の職員だけとは限らない。 

【【【【Ａ委員Ａ委員Ａ委員Ａ委員】】】】    

そこで入れ替わってもいいし。そういう体験とかね、地元の人と接して話を聞いたり、いろ

いろ体験したらやっぱり分かる。イベントの手伝いもいいが、そういう本当の実態を知ってほ

しい。 

【【【【会長】会長】会長】会長】 

これで重点取組については、全て見ていただいた。それを受けて修正していただき、最終的

にシートを仕上げていただきたい。 

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】    

皆さんの審議会委員としての任務がこの３０年の５月いっぱい終わりになる。 

平成２７年の６月からいろいろ審議をしていただいた。第１期計画の評価では、職員の協働

に対する意識が高まっていないという評価をいただいたが、第６次総合計画はもちろんのこと、

地域福祉計画や都市マスタープラン、緑の計画など市のさまざまな計画に「協働」という言葉

が入ってくるようになった。 

また、昨年４月に「まちづくりのベクトルあわせ」という各部長が２９年度の仕事の内容や

進め方について宣言をする場があった。多くの部長が協働によって進めていくという発言をし

ていた。そういう面でも「協働」という考え方が波及しつつあるように考えている。 

これも審議委員の皆さんのいろんな意見のおかげと思っている。ありがとうございました。

今のメンバーでの審議会は今回が最後になると思われる。 

最後に、３年間の感想やご意見をいただきたい。幹部会議の中で報告するべき事項があれば

お願いしたい。 

【【【【ＡＡＡＡ委員委員委員委員】】】】    

私は協働という言葉は大好きで、今こそ協働でやらないと本当に社会が持たないと考えてい

る。みんながやれることをやる。 

それを実践してもらうのは、職員さん、公務員の OBの方。それは何度も市長に言っている。

そういうことは、上から話をしてもらうべき。若い人を助けるよう、年寄りを甘やかさないよ
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う、お金も公費を使わずにがんばって次の世代につながっていくようにぜひとも協働を進めて

いきたい。 

【【【【ＢＢＢＢ委員委員委員委員】】】】    

２９年度に関してはほとんど審議会に参加できなかったので、今日お話を聞いていてもよく

分からなかった。 

審議会に入ることになったきっかけは、佐伯地域の小さな集落をなんとか盛り上げたいとお

祭りを始めたことだった。協働という言葉自体も分からなかった。イベントを立ち上げる際に

相談させてもらったことが、後になって思えば協働だったかも。３年間勉強させてもらった。

先ほど言われたように行政の職員も住民の一人であり、私たちも住民の一人。プライベートは

みんな一緒だろうと感じている。どういう仕事でも同じだろうと常々思っている。どういう仕

事を持っていても地域にかかわるということは、温度差があってはいけないのではないか。私

たちの持っている資質であるとか、特技であるとか、そういったものを活かしてこういったま

ちづくりに関わらせていただいている。だから、職員の皆さんにもそういった自分に備わった

ものを活かしてまちに出てきてくださるようになればもっとまちは変わってくるのではない

か。そうすれば、なかなかまちづくりに関われない住民も出てくるようにもなるのではないか。 

【【【【ＥＥＥＥ委員】委員】委員】委員】    

審議会委員を２期務めさせていただいた。繰り返しになるが、なかなか提案したことが実現

しない。これから少子高齢化で税収もどんどん減っていく。そうなると、今までどおりの予算

配分はできなくなる。基本的なところをもう一回見直して、住民本位のやり方を検討していた

だければ廿日市はもっとよくなるのではないか。ぜひともそういう努力をしていただきたい。 

【【【【ＦＦＦＦ委員】委員】委員】委員】    

私も初めてだったので協働の意味がいまひとつ分かっていない。私も仕事しており、学校の

役員とか子ども会の行事、お祭りの手伝いなどで休みがつぶれる、と思うときもある。先ほど

から「職員がもっと積極的に」と言われるのを聞くと、「私もできていない」と思う。自発的

に参加することは、みんな忙しい中なかなか難しい面もある。私自身も含め、みんなの意識が

変わると一番良いと思う。自分を振り返り反省しながら会議に参加させていただいた。ありが

とうございました。 

【ＣＣＣＣ委員委員委員委員】 

私は２期目から３年間参加させていただいた。私は市民活動団体としても活動しているが、

個人的に浅原、阿品台地区などに顔を出す機会が多い。話に聞くだけではなくって、実際に現

場に行って、地域の方たちと一緒に話をしたり学習したり、ということが、知らなかったこと、

勘違いしていたことに気づかせてくれるきっかけになる。 

学生も自主的に活動参加したい人は多い。しかし、学生さんなら交通費、職員なら仕事とい

うように、やりたい気持ちを阻むものがあると感じた。協働を進めていくうえで、やってみた

い人の環境づくりもとても大切なのではないか、と感じた。 

何も分からないまま始めた３年間でしたがお世話になりました。 

 

【ＪＪＪＪ委員委員委員委員】 

参加させてもらい市役所の方々がすごい考えてよくされているな、と感心している。とても

勉強になった。私は、自分で NPOを運営しているので、自分でやってしまう。もっと簡単にで

きるんじゃないかと思うことが結構ある。 

言われていたが、「こういう問題があるから解決しよう」と言う人をしっかり見つけ、市役

所と協働で一緒にやれば、もっとスムーズにできるのではないか。 

審議会でたくさん勉強できたのでとても良かった。ありがとうございました。 

【【【【ＩＩＩＩ委員】委員】委員】委員】    

3 年間お世話になった。コミュニティ体験研修、宮島にも来ていただきたいと思う。 
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【【【【Ｇ委員Ｇ委員Ｇ委員Ｇ委員】】】】    

吉和から参加をさせてもらった。吉和地域のことは分からない方が多いと思う。ここから１

時間かかるため、夜の会議になると 7 時の会議に出て 9 時に終わって帰ると 10 時を過ぎる。

そんなことでなかなか参加もできず、皆さんにもご迷惑をおかけしたと思う。 

吉和の状況を少し話させていただきたい。市民センターもどんどん活動していかないといけ

ないと思うが、吉和の場合は、市民センターの職員が、支所の職員を兼務している。所長も支

所長が兼務している。市民センターの運営をどんどんやっていくことにも無理があると感じて

いる。 

吉和の場合は、市も非常に協力してくれている。昨年度、NPO 法人をわれわれが立ち上げた。

施設は市で作ってもらい、運営は自分達やるということで、市と話をした。これが本当に協働

だと思う。もうひとつ公務員 OBが（まちづくりに）参加して欲しいという話があった。吉和

の場合は人数も少ないため、役場、支所、職員は、消防団は、100 パーセント関わる。退職し

た OBもほとんどのイベントに出ないとやっていけない。まあ、人数少ないから。小さいとこ

ろは小さいなりに一生懸命頑張って、みんなが助け合っていこうとやっている。 

【【【【ＥＥＥＥ委員】委員】委員】委員】    

私も最初からずっと関わってきたが、審議会では分かっている部分もあるし、分かっていな

いところもあった。それでも参加しないといけないから、参加してきた。私はずっと「協働」

という言葉が大嫌いだった。 

今日初めて、ちょっとだけ良さを感じた。 

協働によるまちづくりというのは、名ばかりの気がして仕方なかった。 

私が最後に言いたいのは、「市民と職員の協働のまちづくり」としてもらえたら受け入れら

れるのではないか。ただ「協働のまちづくり」というのでは、何のことか分からない。でも一

市民が関われるのは、各市民センターなので、この市民センターで、市民と職員で関わりを持

って、市民と職員で作っていくというのが一番じゃないか。これからもそういうことを心がけ

ながらやってもらえたらいいかな、と思う。 

【会長】【会長】【会長】【会長】    

私自身この審議会の会長を務めながら、最初に（この審議会が）作られた経緯や当時の状況

を知らずに入っている。当初はこの条例の精神性や、どういう思いで進められていたのか、な

かなかつかめなかった。そんな中で、メンバーのみなさん方からいろんな意見をいただき、い

ろいろ迷いながら、だんだん形ができてきたように思う。 

そして、今回第 2期審議会のなかで、最終的にフォローアップの取組シートだったり、ヒア

リングをする仕組みだったり、かなりカタチができてきた。まずはこのせっかく作ったフォロ

ーアップの取組シート、重点取組シート、あるいはヒアリングでの内容を広く市民に伝えたい

と思う。行政と市民との関係性として、実はこういう形もあるということをしっかり広く知ら

せていけたらいいのではないか。今このままでは、表現上難しいところがあると思うが、一般

の人も分かるような資料にして公表できたらいいのではないか。予算がないだろうからウェブ

上でしか公表できないだろう。 

 

何らかの方法で、そういうことができれば、と思っている。それはやはり成果としてカタチ

に残して、次につなげていきたい。 

今回、協働によるまちづくりということで進めてきたが、考えてみると実はもう協働の段階

でもないのではないか。どういうことかというと、もっと市民が主体性を持つ時代になりつつ

あると思う。行政が行ったさまざまなことを市民が受ける、ということではなく、市民が持っ

ている力を引き出すのが行政の役割だ、という気がする。そういった意味で、最近よく言うが

「オープンガバナンス」という言い方がある。市民が持っている専門的な力、それぞれはそれ

ぞれの分野でいろんな経験をされて、ある部分行政が持っていない専門性をもっている。 
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それらをうまく使い、コーディネイトやとりまとめをする、あるいは何かをつないでいくと

いうことが、行政の役割になってくる。そうすることで、物事が進められるのではないか。 

行政が持っているノウハウや知恵はたくさんあるが、それ以上に周りの市民が持っている知

恵のほうが、絶対的に多い。それをいかに活かせるかというのが、これからの行政の役割とい

う気がする。 

その方向に、推し進めるのがこの審議会や、協働推進課であれば、廿日市というまちが非常

によくなっていくのではないか。そういった意味では大いに期待している。これからも頑張っ

ていただきたい。ありがとうございました。 

 

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】    

いろいろとご意見ありがとうございました。いただいた貴重なご意見を市幹部にも伝えて行

きたい。冒頭にも申しあげたが、本来であれば部長が出席し、ごあいさつをすべきであったが、

かなわず申し訳なく思っている。退職者、異動者はいるが、部署が変わっても引き続きよろし

くお願いしたい。 


