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１ 第3期廿日市市協働によるまちづくり推進計画の趣旨

廿日市市では、市民主体のまちづくりを協働により進めていくための基本的な考え方と

して、平成２４年３月に「廿日市市協働によるまちづくり基本条例（以下「条例」という）」

を制定し、市民主体のまちづくりを協働により進めていくための基本的なルールを定めま

した。同時に条例に基づき、協働によるまちづくりを推進するための計画として「廿日市

市協働によるまちづくり推進計画」を策定して、総合的かつ計画的にまちづくりを推進し

てまいりました。

第１期推進計画では、協働の意識強化、体制確立、実践、検証・評価を繰り返すことで、

「協働」の主体としてふさわしい市役所：《協働型市役所》の確立に取り組んできました。

第2期推進計画では、《協働型市役所》確立へ向けての取り組みを推進していくために、

仕事の検証と評価に重点を置き、職員一人ひとりの仕事の中で推進していくこと、さらに、

職務以外で市民と共にまちづくり活動に参加すること、この両方体系的に取り組むことと

しました。また、多様な主体がそれぞれの「強み」と「地域の特性」を生かしながら、つ

ながりを大切にした協働によるまちづくりの実践に取り組んできました。

こうした第１期、第２期の取り組みを振り返り、成果と課題を検証し、この度『第３期

廿日市市協働によるまちづくり推進計画（以下、「第3期推進計画」という）』を策定し、

新たな社会の変化に対応した課題も反映したうえで、今後の協働によるまちづくりをさら

に推し進めていくことを目指します。

２ 計画の位置づけ

『第６次廿日市市総合計画基本構想』では、「市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり」を基

本理念に、行政だけでなく本市のまちづくりを支えるすべての市民や多様な主体が、信頼関係のもと、

３つの視点（協働・地域経営・行政経営）を大切に、まちづくりを進めていくこととしています。

そのような中で、第3期推進計画は、条例に規定する協働によるまちづくりを推進するための具体

的な施策の方向性を示し、協働によるまちづくりを推進していくものであります。
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３ 計画の期間

計画の期間は、『第６次廿日市市総合計画後期基本計画』に合わせ、令和３（2021）年度から令

和７（2025）年度までの５年間とします。

４ 協働によるまちづくりを取り巻く社会環境

(1) 人口減少の加速化・後期高齢者の増加・在住外国人の増加

我が国の人口は1億2,600万人（2019年10月1日現在）で、9年連続で減少しており、

人口減少率は過去最大（0.22％）となっており、人口減少が加速化しています。

そのような中で、約800万人の団塊の世代（1947～1949年生まれ）が後期高齢者（75

歳）の年齢に達する2025年には、国民の3人に１人が65歳以上、５人に１人が７５歳以上

の「超・超高齢社会」になり、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念されています。

また、在留外国人は2014年以降増加が続いており、直近では287万人（２０２０年１月１

日）と過去最大となり、多様な文化が共生する社会の構築が必要となってきます。

(2) デジタル社会の本格的な到来

「Society5.0」の到来をはじめ、次世代通信インフラ「5G」の整備等とともに、IoT等の革

新的な技術の導入により、新たな暮らしやまちづくりの進展への期待が持てます。

地域における防災や医療福祉、子育て、教育、交通、にぎわい等まちづくり全般において、新

たなデジタル技術の効果的な活用が重要です。あわせて、デジタルの知識やスキルが不足する

人々へのサポートや習得の支援、誰もが利用しやすい情報通信環境づくりが必要不可欠となって

きます.

(3) 新型コロナウイルス感染症への対応

世界を襲った新型コロナウイルス感染症の拡大は、外出等の自粛や、会議や事業等「集う」こ

とが困難になる等、これまでの常識を大きく覆す事態となりました。元に戻すことではなく、「新

しい日常」を目指し、「新たなつながり」をともに考えることが必要です。

また、ICT技術の活用やオンラインの導入等により、時間や場所等にとらわれない暮らしや働

き方が可能となり、コロナ禍への対応とともにSDGsへの対応を取り入れた、持続可能なまち

づくりに向けた取り組みが重要となってきます。

5 廿日市市の現状

(1) 市内人口の推移

① 人口・世帯数の推移

まちづくりを推進していく上で、課題として挙げられるのが、人口減少、少子高齢化の問題で

す。本市の総人口は、平成17（2005）年まで増加傾向にありましたが、平成22（2010）

年は減少したものの、平成27（2015）年には114,906人と再び増加に転じています。

世帯数は、引き続き増加傾向にあり、平成27（2015）年には46,039世帯となっていま

す。
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総人口・世帯数の推移

② 市内地域別人口の推移

廿日市地域、佐伯地域は昭和40（1965）年から平成７（1995）年の間は増

加傾向にありましたが、平成12（2000）年以降は廿日市地域はほぼ横ばいとな

り、佐伯地域は減少へと転じています。大野地域は、昭和40（1965）年から増

加傾向にあります。吉和地域及び宮島地域では昭和40（1965）年から減少傾向

にあり、昭和40（1965）年と比較して半数以下となっています。

資料：国勢調査

地域別人口の推移
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③ 市内年齢構成（年齢3区分別人口割合）の推移

年齢３区分別人口割合は、「0～14歳（年少人口）」と「15～64歳（生産年齢人口）」

では減少、「65歳以上（老年人口）」では増加しており、平成27（2015）年は「65

歳以上（老年人口）」が27.7％となっています。

地域別にみると、吉和地域は「65歳以上（老年人口）」が46.8％と「15～64歳（生

産年齢人口）」よりも高くなっています。

年齢３区分別人口割合の推移

地域別年齢３区分別人口割合（平成27（2015）年）

資料：国勢調査



8

③ 市内在住外国人の推移

市内在住の外国人人口と外国人比率は出入国管理及び難民認定法の改正の影響に

より増加傾向にあり、外国人人口は令和２（2020）年時点で1,440人、外国人割

合は1.2％となっています。国籍をみると、平成２９年（2017）年から、「ベトナ

ム」が最も多く、次いで「中国」「フィリピン」「韓国」と続きます。
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(2) 市民アンケートから見えてきた現状

第6次廿日市市総合計画を推進するため、市が市民の現状や意向を把握し市の施策に対す

る満足度や重要度などについて調査するものです。住民基本台帳から18歳以上の市民５千

人を対象に，毎年アンケートを実施しています。

ここでは、平成26年度から令和2年度の5年間の推移をみてみました。

① 地域への愛着や誇り

回答者数に対する割合は，「愛着がある」「やや愛着がある」が，増減はあるものの少なく

とも75％は占めており、多くの市民が、「廿日市市」に自分のまちとして愛着を感じてい

ることがわかります。

② 地域の活動(行事）への参加

回答者数に対する割合は，これまで「積極的に参加している」「ときどき参加している」

が、「ほとんど参加していない」「参加していない」より上回っていましたが、令和２年度は

これが逆転していて、参加していない方が上回っています。これは，地域への関わりの希薄

さが増えてきていることもありますが、新型コロナウイルス感染症の影響もあると考えら

れます。
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③ 地域の取組み（課題解決等）への参加

地域の将来を考えたり、地域の課題を解決したりするための取り組みに参加したいかど

うかお尋ねしたものです。「関心がない」の割合が年度によって増減はありますが上昇傾向

になっています。一方で、半数以上が「参加は難しいが協力をしたい」と思っていることか

ら、人づくりを通じて、参加しやすく活動しやすい環境をつくることが必要です。
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6 第２期協働によるまちづくり推進計画の振り返り

(1) まちづくり活動団体アンケートから見えてきた現状と課題

第３期協働によるまちづくり推進計画を策定するに当たり、令和２年４月に、廿日市市市

民活動センター登録の団体等及び本市に住所地を置くNPO法人を対象に、まちづくり活動

団体等の基本情報及び活動の現状・課題等を把握するために「協働によるまちづくりに関す

る調査」を実施しました。

（調査対象206団体うち、回収数152件、回収率73.8％）

① 担い手不足、新規加入の低迷、後継人材が決まっていない

地区・地域やテーマごとの活動を展開している既存のまちづくり活動団体（以下、｢団体」

と言う）では、担い手不足、新規加入の低迷、リーダー・後継者の育成が活動上の問題です。

また、担い手不足や新後継人材（活動リーダー）が決まっている団体は、わずか1割でし

た。どの団体も、組織・活動の継承の意向はあるものの、大半では後継人材が決まっていな

いことが分かりました。

さらに、新規加入の低迷が活動上の課題と捉えており、新たな会員への勧誘や呼びかけ、

広報や募集告知などを行うことで、担い手育成に取り組んでいることが分かりました。

⇒次代の担い手や後継者の確保、育成

② 行政や他の団体と連携はしているが、事業者との協働が進んでいない

6割の団体が、行政や地域自治組織など他の主体と一緒に活動に取り組んでいるようです

が、事業者（民間企業）との協力・連携はあまり進んでいないようです。

また、事業者(民間企業）との連携希望は、望んでいる(34%)が望んでいない（22%)をや

や上回っていますが、「わからない」(37%)の回答が最も高い割合であるのが実情です。

⇒事業者（民間企業）との協力・連携の推進

③ コミュニティビジネスへの関心がない

コミュニティビジネスへの関心度は、『関心がない』（47%）が半数近くとなり、『関心が

ある』（34%）を上回っています。

また、関心をもつ団体（51団体）のうち半数以上（28団体）が今後の取組意向を持って

います。

⇒コミュニティビジネスについての周知及び成功事例の共有

④ 円卓会議の認知度が低い

団体の半数近くが「円卓会議」を知らないとしており、認知度を向上させていかなければ

なりません。一方で、円卓会議を知っているとした団体のうち、約3割が各所でのさまざま

な実践を通じて、「円卓会議に参加し有意義だと感じた」との回答があることから、認知度の

低さが問題です。

⇒認知度の向上と、取組事例の周知及び共有

⑤ 情報発信ツールは紙媒体が中心、WEBやオンラインの活用度・関心は低い。

組織や活動の情報発信媒体は、「チラシ・広報誌の作成」（54％）が最多で、次いで「HP・
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ブログの活用」(34%)、「説明会・報告会・交流会等の開催」（24%)、『情報交換や交流の場

への参加」（23%)が続いていました。

一方で、[SNSの活用」（16%)、「行っていない」（13.8%)という結果から、WEBやオ

ンラインの活用度・関心は低いようです。

⇒コロナ禍によりWEBやオンラインの活用スキルの習得が急務

⑥ 法人化や地域マネジメントのあり方への意識は低い

任意団体うち、今後の法人化を「考えていない」（87%)と回答した団体が8割以上であ

り、法人化を視野に入れていないことが分かりました。

⇒法人化や地域マネジメントについての周知及び今後の運営方法等への支援
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基本原則 推進する仕組み 施策の方向性

1 誰でもまちづくりに取り

組むことができます

２ 互いの自主性を尊重し

ながら取り組みます

３ 互いの自立性を尊重し、

対等な関係で取り組み

ます

４ それぞれの地域性を大

切にして取り組みます

５ 情報の共有を図りなが

ら取り組みます

６ 互いに信頼関係を築い

て取り組みます

７ 次代につながる人づく

りをしながら取り組み

ます

(1) めざすまちに向かって
・協働の理念共有

・協働の実践と検証・評価

(2) 特性を生かしたまちづ

くり

・まちづくりを支える環境整備

や交流、連携の場づくり

・コミュニティビジネスの創出

・地域課題解決に向けた円卓会

議の推進

(3) 情報発信による信頼関

係づくり

・さまざまな分野間での情報共

有の推進

・受け手の立場に立った情報の

伝達

(4) 人づくり

・知識・技能をまちづくりにつ

なげる

・気軽に参加できる機会づくり

・リーダーシップを発揮する人

材の育成支援

・職員に対する協働の理念の浸

透

・市民と協働で職務を遂行する

職員の育成

(5) 評価及び支援

・互いを知り合う場の充実

・協働事業提案制度及びまちづ

くり活動評価制度の構築

(2) 第２期推進計画の体系図

第2期推進計画では、条例前文から第３条までの基本的な事項を大切にしながら協働によるま

ちづくりを進めるため、第４章の「協働によるまちづくりを推進する仕組み」を中心に、計画期

間中の施策の方向性を設定し取組を進めてきました。
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▼

(3) 第２期推進計画の評価

第３期推進計画の策定に当たり、第２期推進計画の計画期間における取組を評価し、第３期推

進計画につなげることとします。

第２期推進計画では、５つの「推進する仕組み」について、１４の「施策の方向性」を設定し

ています。この「施策の方向性」に基づく取組が着実に実施されることで、本市が目指す将来像

に近づいていくものと考えられます。このため、「施策の方向性」に基づく取組の実施状況により、

第２期推進計画の評価を行いました。

推進する仕組み１ めざすまちに向かって

【施策の方向性】

① 協働の理念共有

市民に対しての啓発は、出前トーク、まちづくりに関する講演会・交流会、円卓会議など機会を捉

えて実施します。

職員に対しての啓発は、協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員を育成する取組によ

って実施します。

② 協働の実践と検証・評価

市民・まちづくり活動団体と市による協働事業について、実施とプロセスの検証・評価を促進しま

す。

【成果】

① 協働の理念共有

市民に対しての啓発は、まちづくりに関する講演会や交流会などにより、職員に対しての啓発は、

協働研修や協働事例集の発行などにより、それぞれ行っており、最低限は協働の理念の共有が図られ

ています。

② 協働の実践と検証・評価

地域自治組織に対する活動支援を行うことにより、地域住民のまちづくり活動に対する参画を促

進するほか、パブリックコメント制度による市政への参画機会をつくるなど、最低限は協働の実践が

行われています。また、まちづくり活動団体と市が連携して、新たな協働事業が実施され、その検証

と評価を行っています。

【今後の課題】

協働によるまちづくりを持続していくためには、市民個人や市職員の個人レベル、あるいはまちづく

り活動団体や事業者、市の組織の団体レベルにおいて、協働に対する意識の高揚が不可欠であり、引き

続き協働の理解促進など意識の啓発を図っていく必要があります。



15

▼

推進する仕組み２ 特性を生かしたまちづくり

【施策の方向性】

① まちづくりを支える環境整備や交流、連携の場づくり

l まちづくりを支える環境を整え、オープンな形式での交流・連携の場をつくります。

l 地区・地域の領域で活動する団体と、テーマごとに活動する団体のつながりづくりを進めます。

② コミュニティビジネスの創出

まちづくり活動団体等のコミュニティビジネスへの取組を支援します。

③ 地域課題解決に向けた円卓会議の推進

地域課題の解決手段である円卓会議の企画、運営支援などを行うとともに、円卓会議の有効性が「見

える」よう各地域に広めます。

【成果】

① まちづくりを支える環境整備や交流、連携の場づくり

l 市内２市民センターについて、地域運営が安定的・継続的に行われ、地域のまちづくり・生涯学

習活動を支えています。また、中山間地域には地域支援員を配置して、地域における市民のまちづ

くり活動を支援しています。

l 市民活動に取り組む多様な主体の交流会やまちづくり活動への参加のきっかけづくりなど、様々

な交流・連携の場がつくられています。

② コミュニティビジネスの創出

コミュニティビジネスの相談や研修などの機会と場がつくられています。また、まちづくり活動団

体を支援することにより、コミュニティビジネスの創出が見られています。

③ 地域課題解決に向けた円卓会議の推進

市内各所において、円卓会議の開催が見られ、地域課題の解決に向けた話合いが行われています。

【今後の課題】

まちづくり活動の支援体制を充実していくとともに、まちづくりへの新たな参加を求めていく取組が

行われる必要があります。

また、多様な主体により、地域マネジメントの観点からまちづくり活動が取り組まれるように、引き

続き円卓会議を推進する必要があります。
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▼

推進する仕組み３ 情報発信による信頼関係づくり

【施策の方向性】

① さまざまな分野間での情報共有の推進

様々な分野の拠点や団体間での情報共有を推進します。

② 受け手の立場に立った情報の伝達

情報の受け手に合わせ、フェイスブックなどの新しい情報伝達手段と、広報紙やホームページなど

の既存の手段の中から、適切な手段を選択し、発信します。

【成果】

① さまざまな分野間での情報共有の推進

地域の情報やまちづくり活動団体の情報のほか、まちづくり活動に活用できる情報が発信されるこ

とにより、まちづくり活動団体の活動に生かされています。また、市の内部では、地域づくりに関係の

ある異なる分野の部署が定期的に集まり、情報が共有されています。

② 受け手の立場に立った情報の伝達

広報紙やホームページのほか、フェイスブックなどのＳＮＳ、新聞やコミュニティＦＭなどのマスメデ

ィアを活用して、市政情報を発信しています。

【今後の課題】

情報伝達手段は、現在も紙媒体が中心になっています。今後は、ＳＮＳを有効に活用して、情報を伝達

していく必要があります。この場合において、受け手の状況を考慮して、情報を発信していく必要があ

ります。

また、まちづくり活動への参加促進の観点から、市政情報を積極的に発信していく必要があります
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▼

推進する仕組み４ 人づくり

【施策の方向性】

① 知識・技能をまちづくりにつなげる

市民がいつでも集い、学び合いを通じて学習した成果が広く活用できるよう、個々の学習ニーズや

社会的な課題を捉えた事業を実施します。

② 気軽に参加できる機会づくり

まちづくりに興味・関心のある市民が、気軽に参加できる機会づくりを進めます。

③ リーダーシップを発揮する人材の育成支援

リーダーシップを発揮する人材の育成講座を実施するなど、市民による人づくりを支援します。

④ 職員に対する協働の理念の浸透

協働を意識して日々の仕事を取り組む職員を育成するとともに、市民の一員であることを自覚し、

まちづくりに積極的に参加するよう職員の意識改革を行います。

⑤ 市民と協働で職務を遂行する職員の育成

多様化する市民ニーズを的確に捉え、常に市民の立場に立って課題を把握し、市民と協働により課

題解決ができる職員を育成します。

【成果】

① 知識・技能をまちづくりにつなげる

まちづくりへの関心や理解を深め、様々な分野の知識を得る場として、市民センターが活用されて

います。ここでは、学んだ人同士がつながり、地域の課題を協力しながら解決する自主的な活動が見

られています。

② 気軽に参加できる機会づくり

市内各所で子どもの育成に関する取組が行われ、まちづくりに参加しやすい機会となっています。

③ リーダーシップを発揮する人材の育成支援

市民活動センターや市民センターのほか、まちづくり活動団体により、知識や技能のスキルアップ

を図る講座が実施され、まちづくりの推進役を担うリーダーが育成されています。

④ 職員に対する協働の理念の浸透

市職員に対する協働に係る研修会の開催や協働事例集の発行、地域活動への参加の勧奨などを行う

ことにより、協働を意識して仕事に取り組む職員の育成につなげています。

⑤ 市民と協働で職務を遂行する職員の育成

市職員に対し、地域におけるコミュニティ活動の体験研修や業務プロセスに関する研修を行うこと

により、協働による業務遂行能力の向上に役立っています。

【今後の課題】

地域行事やイベントなどの参加者が、まちづくり活動へとつながる機会を増やしていくとともに、人

と人とをつなぐ取組を積み重ねていき、これまでまちづくり活動に参加できなかった人が参加しやすい

環境をつくる必要があります。

また、市職員は、協働の意識が浸透しきれていないと思われることから、まちづくりのパートナーと

してふさわしい行政職員となるよう、引き続き育成していく必要があります。
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▼

推進する仕組み５ 活動に対する評価と支援

【施策の方向性】

① 互いを知りあう場の充実（地縁系とテーマ系の活動団体）

まちづくりに関する交流会等を通じて、まちづくり活動団体同士がお互いの活動を知り合い、活動

者同士が対話できる機会をつくります。

② 協働事業提案制度及びまちづくり活動評価制度の構築

・ まちづくり活動団体と市、まちづくり活動団体同士など多様な主体によって協働によるまちづく

りの取組が進むよう、それぞれの主体による協働事業の提案制度を構築し、中間支援組織（市民活

動センター）等がそのマッチングを行います。

・ 多様な主体が実施した協働事業の取組内容と、その検証と評価された内容を市ホームページに公

開します。

【成果】

① 互いを知りあう場の充実（地縁系とテーマ系の活動団体）

多様な主体がつながる機会と場をつくることにより、他の活動を理解することができ、自らの活動

の参考にしているほか、その団体との協働につながっています。

② 協働事業提案制度及びまちづくり活動評価制度の構築

・ 地域が課題を設定し、自らで解決するために企画・提案する制度を構築しています。この制度が

活用されることにより、地域力を生かしたまちづくりが行われています。

・ 協働事例集を公開することで、まちづくりにおける課題を解決する手法として、市民が協働によ

る取組を実施する上での参考になっています。

【今後の課題】

多様な主体がつながる機会と場はつくられていますが、今後は活動意欲を醸成し、持続可能なまちづ

くり活動を意識した取組を行っていく必要があります。

また、まちづくり活動団体の持つ特性や柔軟な発想を、まちづくりにおける課題の解決につなげてい

き、持続可能なまちづくりに生かす必要があります。
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(4) 評価のまとめ

本市では、第２期推進計画に基づき、つながりを大切にした協働によるまちづくりの実践に取

り組んできました。

つながりづくりとしては、まちづくり交流会や情報交換会などの開催により、まちづくりを行

う人と人、団体と団体のつながりを生み、まちづくりのネットワークの広がりが進みました。

しかしながら、そのような交流会等への主な参画者は、地区・地域の領域で活動する団体であ

る状況が見られます。また、私たちの身近な地域で起きる課題の解決に当たっては、行政と地区・

地域の領域で活動する団体がつながるだけでは、解決できなくなってきているといえます。

さらには、異常気象や新型コロナウイルス感染症などにより、会うこと・集まることが困難な

状況も起きています。そのような中にあっても、つながりを絶やさないことが必要です。

人づくりとしては、各種イベント等への青少年の参画や地域で子どもを育てる体制づくりなど

の実施により、次代を担う世代の育成を進めています。また、身近な市民センター等では、生涯

学習や社会教育をとおして、まちづくり活動に係る知識や技術などの学びが見られています。

しかしながら、活動者の高齢化や高齢者の就業などが進んでおり、これまでの方法や考え方で

はまちづくり活動に参加しない・参加できない人に対し、まちづくり活動に参加できる環境づく

りが必要な状況になっています。

このように、第2期推進計画を振り返った結果、第3期推進計画に反映させる課題について、

大きく次の3つに整理しました。

多様な主体の参画の不足

市民や、まちづくり活動団体、事業者、行政がそれぞれの役割を担っ

て参画する意識が重要

課題１

次世代の巻き込みの遅れ

次世代への継承やより多くの人の参画を促進するために、必要に応じ

て活動・団体のあり方（内容、手法、参加方法など）の変革が必要課題２

場所や時間にとらわれないつながる機会の不足

地域の人口減少や高齢化、災害発生時等を視野に入れ、外出・移動が

できない中でもつながりを維持・強化できる環境整備（ICT化など）

が重要

課題３
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7 第３期協働によるまちづくり推進計画

第２期推進計画を振り返り、アンケートや計画策定委員会、職員アンケートから出された意見や課

題に基づき、第３期推進計画を策定するための考え方を次のとおり整理しました。

(1) 協働によるまちづくりを進めるための３つの視点

地域における日常生活の維持に向けた取組みの推進のために、地域に暮らす人たちが共に支え

合い、課題を解決する力の再構築が急がれます。自分が暮らす地域に関心を持ち、誰もが「自分

ごと」と捉えて支え合いの地域づくりを進めるためには、つながりを再生することが必要となっ

ています。

今後も住んでいる地域で安心して住み続けられるように、それぞれの地域において日常生活を

支える様々な機能を維持する取組みが必要です。

地域課題が多様化し課題解決の取組みにも多面性が求められてきます。そのため、行政の支援

にとどまらず専門性を持った人材が関わることが不可欠となってきます。

誰もがつながりやすい環境づくりは、若い世代（次世代）の巻き込みにも有効です。今後のま

ちづくりの推進にあたっては、多様な主体の参画を促し、連携・分担することが必要となります。

地域内の若年層をはじめとした幅広い年齢層やNPOなどの市民団体や事業者のほか在住外国

人などの新たな担い手の参画を促し、その行動力や専門性を課題解決へつなげる仕組みが必要で

す。

新型コロナウイルス感染症対策により、人が集まることが困難になりました。さらに、感染症

や災害、異常気象が発生した場合においても、つながることができるまちづくりの推進が重要で

す。そのような中で、情報通信技術を活用した、遠隔でもつながることができる環境づくりが必

要となります。

これまでのやり方で中止や延期をし立ち止まっている事業について、ICTを活用したオンライ

ンの利用促進など創意工夫により推進していくための支援が急務です。

◎地域の包括的な支援体制のもと、地域共生社会の実現

◎多様な主体の参画と、連携・分担

◎遠隔でもつながることができる環境づくり

★視点１：多様な主体の参画を促す仕組みづくり

★視点２：次世代の巻込みによるまちづくりの継承

★視点３：つながりを維持・強化できる環境づくり
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(2) 第３期推進計画の基本方針

これまでに整理した課題を解決するため、これまで進めてきた協働によるまちづくりを深化さ

せるとともに、より多くの地域住民や、地域内外を問わず、より多様な主体の参画を促し、今後

の人口減少、高齢化社会を見据えた地域づくりを進めるため、「協働による持続可能なまちづくり

の推進」、を本市の第３期推進計画の基本方針と位置づけます。

住民やまちづくり活動団体、事業者、行政等による「協働」のもと、「経営」の手法を用いなが

ら、３つの視点を踏まえて、協働による持続可能なまちづくりを推進していきます。

〔基本方針〕

3つの視点を踏まえて協働によるまちづくりを推進するに当たり、多様な地域性を持つ本市で

は、各地域、各団体による状況は千差万別です。

各々の状況に応じた課題解決のプロセスを踏むことで、将来にわたって持続可能なまちづくり

の体制を確立していくことが重要となってきます。持続可能なまちづくりの体制が確立された上

で、さらに、その先に、外部団体との連携による新たな取り組みや、コミュニティビジネスなど

の地域課題解決のためのビジネス手法を用いた事業の実施など、まちづくり活動の更なる発展が

期待されます。

第3期推進計画では、この「協働による持続可能なまちづくりの推進」をテーマに、推進する

仕組みごとに施策の方向性を定め、協働によるまちづくりの推進に取り組んでいきます。

第３期協働によるまちづくり推進計画（令和3年度～令和7年度）

「協働による持続可能なまちづくりの推進」

第２期協働によるまちづくり推進計画（平成２８年度～令和２年度）

「つながりを大切にした協働によるまちづくりの実践」

第１期協働によるまちづくり推進計画（平成２４年度～平成２７年度）

「協働型市役所の確立に向けて」
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(3) 第３期推進計画の体系

複雑化・多様化する地域課題に的確に対応し、協働によるまちづくりを実現するために、次

のとおり５つの推進する仕組みごとに13の施策の方向性を位置づけ、それぞれの取組みを

進めていくこととします。

基本原則 推進する仕組み 施策の方向性

1 誰でもまちづくりに取り

組むことができます

２ 互いの自主性を尊重し

ながら取り組みます

３ 互いの自立性を尊重し、

対等な関係で取り組み

ます

４ それぞれの地域性を大

切にして取り組みます

５ 情報の共有を図りなが

ら取り組みます

６ 互いに信頼関係を築い

て取り組みます

７ 次代につながる人づく

りをしながら取り組み

ます

(1) めざすまちに向かって

■協働の理念共有

■協働によるまちづくりの実

践・成果の共有・協働の実践

と検証・評価

(2) 特性を生かしたまちづ

くり

■協働による持続可能なまちづ

くりを支える環境整備

■コミュニティビジネスの普及

と推進

■地域課題解決に向けた円卓会

議の推進

(3) 情報発信による信頼関

係づくり

■受け手の立場に立った情報発

信・共有の推進

(4) 人づくり

■知識・技能をまちづくりにつ

なげる

■若い世代が参加しやすい機会

づくり

■リーダーシップを発揮する人

材の育成支援

■人材を見いだすための交流の

場や機会の提供

■協働によるまちづくりの担い

手としてふさわしい職員の育

成

(5) 評価及び支援
■互いを知り合う場の充実

■市による評価及び支援
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８ 協働によるまちづくり推進における施策の方向性

協働によるまちづくりを推進するための３つの視点を踏まえ、施策の方向性を次のとおりまと

めました。本市の条例前文から第３条までの基本的な事項を大切にしながら協働によるまちづく

りを進めるため、「協働によるまちづくりを推進する仕組み」ごとに整理しています。

＜協働によるまちづくりの基本原則＞

１ 誰でもまちづくりに取り組むことができます

２ 互いの自主性を尊重しながら取り組みます

３ 互いの自立性を尊重し、対等な関係で取り組みます

４ それぞれの地域性を大切にして取り組みます

５ 情報の共有を図りながら取り組みます

６ 互いに信頼関係を築いて取り組みます

７ 次代につながる人づくりをしながら取り組みます

〈推進する仕組みごとの施策の方向性〉

（1）めざすまちに向かって

地域課題を主体的に解決するための基盤となる「地域のつながり」の再構築を行います。

地域の現状や実情、社会情勢の変化を踏まえて「市民・まちづくり活動団体・事業者・行政」

が参画する、協働によるまちづくりの理念を共有します。

＜主な取組内容＞

〇協働によるシンポジウムや講演会等の開催

○出前トーク等による協働の理念啓発

○協働事例集の共有による事例紹介と新規事例の掲載

○オンラインを活用した幅広い世代や遠隔地からの参加機会の提供

市民、まちづくり活動団体、事業者、行政それぞれの役割の再確認を行います。

庁内における部局を横断した事業展開を進めるため、庁内での協働推進体制を再度確認し、まち

づくりに関わる担当課が横断的に連携して取り組むための情報共有の場を持ちます。

地域福祉や健康、人づくり等、関係各課とのワーキングや連携及び情報交換を行いながら、地

域での暮らしの確保に向けた取組みを推進します。

■協働の理念共有

■協働によるまちづくりの実践・成果の共有
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＜主な取組内容＞

〇目的に応じた庁内関係部署による会議の開催

○協働事例集の共有による事例紹介と新規事例の掲載 ※再掲

(2) 特性を生かしたまちづくり

まちづくりの拠点である中間支援組織（市民活動センター・市民センター）の機能を強化し、

地域内外の様々な団体や専門家等と地域をつなぐことで地域課題の解決へ導きます。（ソフト）

市民や地域自治組織などがまちづくり活動や生涯学習の拠点として利用している市民センター、

市民活動センターへのＩＣＴを活用したネットワーク環境を整備していきます。（ハード）

感染症や災害、異常気象等で外出や移動が困難な中でも、安心してつながることができる環境づ

くりを進めます。

地域において、移住者や地域支援員等を積極的に受入れる環境づくりを進めます。

新たな発想や視点によって地域資源の魅力の発見や活用を促し、地域を活性化していきます。

「地域力の維持・持続」や「地域における新たな活力創出」に向けた地域自治組織の活動を支援

し、地域が主体となるまちづくり活動の支援を充実します。

＜主な取組内容＞

○市民活動センター・市民センターへのICT環境の整備と利活用の促進 ※新規

〇まちづくり活動への支援の充実に向けた中間支援組織の機能強化

〇中山間地域のまちづくりの支援のための地域支援員配置

○地域自治組織のチャレンジを応援する補助金等の交付 ※新規

ビジネス的な手法によるまちづくり活動（地域活動の解決等）の支援を進めます。

コミュニティビジネスで地域課題を解決する取組みが全国的に進む中、本市においても取組みが進

んでいることを共有し、成功事例を知る機会をつくります。

事業者によるまちづくり活動への参画を促すために、商工団体等と連携して事業者の社会貢献活動

やボランティア活動を促進します。

事業者の持つスキルや経験をまちづくり活動へ生かしていけるような場づくりを進めます。

＜主な取組内容＞

〇まちづくり活動団体向けコミュニティビジネスの勉強会の開催 ※新規

○地域に密着した課題を解決するコミュニティビジネスへの支援

○多様な主体による協働によるまちづくりの取組みへの支援（事業提案制度）

■協働による持続可能なまちづくりを支える環境整備

■コミュニティビジネスの普及と推進
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地域において「話し合い」を円滑に行うために、多様な円卓会議の開催に向けた支援を行い、

地域住民の交流を通じて、地域資源や課題の共有を促進していきます。

ICTを活用した会議の持ち方等の導入や支援を行い、若い世代や遠隔地からの参加の機会を広

げます。

多様な主体が参画して、地域をマネジメントする取組を支援します。

＜主な取組内容＞

〇地域の課題解決に取り組む組織づくりの支援 ※新規

〇住民の合意形成を図るための円卓会議の運営支援

○町内会加入の促進

○多様な形式での円卓会議の開催 ※新規

(3) 情報発信による信頼関係づくり

若年層向けに参画の間口を広げるため、ICTを活用した情報発信、情報共有を強化します。

情報発信に際し、受け手を意識して情報格差の解消や、情報格差を生まない仕組みをつくりま

す。

情報の発信者、受信者の双方が情報発信・共有の重要性を学び、新しい機器の使い方やそれを

使った取組みにともなう技術等の習得を支援します。

市民がまちづくりへの関心を高めるように推進するため、市政情報や市政への参加に関する情

報の伝え方について工夫します。

＜主な取組内容＞

〇地域のＩＣＴ化を進めるＩＣＴ活用講座の開催 ※新規

〇各種情報発信ツールを利用した情報提供

○まちづくり活動に関する情報の一元化 ※新規

〇他の取組状況の共有や助成金情報等、まちづくり活動に資する情報発信及び共有

○市政情報の積極的な公開 ※新規

(4) 人づくり

幅広い世代の市民が学び合うことができる学習機会をつくることで、まちづくりに関わる人材

の育成を促進します。

習得した知識や技能をまちづくりで発揮できる場づくりを進めることで、まちづくりに関わる

きっかけをつくります。

■地域課題解決に向けた円卓会議の推進

■受け手の立場に立った情報発信・共有の推進

■知識・技能をまちづくりにつなげる
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＜主な取組内容＞

〇市民センター等での地域課題解決につながる主催事業の実施

○人材育成塾の開催

〇地域ぐるみで子どもや若者を育てる体制づくり（地域学校協働活動ほか）

誰もが地域づくりに参加しやすい環境づくりを進め、子どもや若者等がまちづくりへ気軽に参

加できる機会づくりを行います。

地域内の世代間交流を促進し、若い世代と年配者との融和が図られ、幅広い世代で担い手を育

成するとともに、地域づくりの継承を進めます。

地域の中で子どもたちの生きる力や地域への愛着を育むため、子どもの育成を核とした地域づ

くりや人づくりを進める取組みを行います。

＜主な取組内容＞

〇地域ぐるみで子どもや若者を育てる体制づくり（地域学校協働活動ほか）※再掲

○子どもや若者等の主体的な事業実施

次世代のリーダー候補としての心構えや学習、ノウハウ等を習得する機会をつくります。

地域づくりの当事者としての意識を持つことが出来るよう、あらゆる世代の地域住民が、地域

の魅力や課題を知る機会をつくります。

地域活動やボランティア活動に参加したり、地域の大人と話し一緒に行動したりする中で「地

域への愛着」が生まれることから、子ども達への地域について学ぶ環境づくりを進めます。

保護者世代が子どもと共に地域に関わり地域が変わっていくことを体感し愛着心が生まれるた

め、子どもたちが地域づくりへ参画しやすい環境をつくります。

＜主な取組内容＞

〇まちづくりリーダー養成講座の開催（若者・成年層） ※新規

〇ふるさと意識を醸成する事業

〇廿日市の魅力をより深く認識し愛着心を育める事業の開催

各世代が気軽に参加できる場や、まちづくり活動への関心を持つ機会の提供を促進します。

他地域の取組みや課題の共有や意見交換を行うための場づくりを推進します。

地域での取組みを市外へ発信したり、地域間で情報共有ができる活動の支援を行います。

■若い世代が参加しやすい機会づくり

■リーダーシップを発揮する人材の育成支援

■人材を見いだすための交流の場や機会の提供
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＜主な取組内容＞

〇情報交換会の開催

○市政情報の積極的な公開 ※新規・再掲

○ICTと対面との効果的な組み合わせによる多様な人々の交流機会の提供 ※新規

積極的に地域づくりに参画し、職員の経験やスキルを生かして地域のために共に考え行動する

職員が求められることから、協働によるまちづくりの推進に向け、職員の資質向上を図ります。

市民ニーズの把握や地域課題の解決等に積極的に取り組む職員を育成するため、職員の意識改

革や地域づくりに必要なスキル（ファシリテーションやコーチング等）を学ぶ研修機会をつくり

ます。

＜主な取組内容＞

○協働によるまちづくり職員研修

〇市職員向けデジタルスキルアップ研修の実施 ※新規

〇市職員に地域活動への参加促進

〇地域コミュニティ活動体験研修の実施

〇情報交換会の開催 ※再掲

(5) 評価及び支援

まちづくり活動のステップアップを図るための交流機会を提供します。

これまでの情報交換会とあわせて、ICTを活用した事業との併用により、新たな参加者が関わ

るきっかけづくりを進めます。

＜主な取組内容＞

〇情報交換会の開催 ※再掲

〇協働によるシンポジウムや講演会等の開催 ※再掲

○ICTと対面との効果的な組み合わせによる多様な人々の交流機会の提供 ※再掲

協働によるまちづくりの成果の見える化を推進します。

地域の暮らしを支え続けていく地域づくりを進めるために、地域の状況にあった体制整備を進

めていくとともに、地域の将来ビジョンの見直し支援や、事業運営等の整理を進めていきます。

■協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員の育成

■互いを知り合う場の充実

■市による評価及び支援
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＜主な取組内容＞

○はつかいちさくら賞表彰

○地域貢献活動保険

○まちづくり交付金による地域自治組織への支援

○認可地縁団体等、まちづくり活動団体の法人化に向けた支援

○協働事例集の作成と共有 ※再掲

9 計画を推進するために

第3期廿日市市協働によるまちづくり推進計画を着実に推進していくために、以下の内容により、

効率的かつ効果的に施策・事業の取り組みを進めます。

(1) 推進体制

学識経験者、関係団体代表者及び公募市民で構成する「廿日市市協働によるまちづくり審議会」

へ進捗状況を報告し、評価や、よりよい施策とするための意見を受け、改善を行います。

また、市の組織である「行政経営推進本部会」において進捗状況を確認し、点検・検証します。

(2) 進行管理

本計画の確実な推進を図るため、「廿日市市協働によるまちづくり審議会」が主体となり、進行

管理を行います。また、進行管理にあたっては、ＰＤＣＡサイクルに基づき、本計画の進捗状況

を確認し、必要に応じて見直しを行いながら、本計画を推進していきます。

(3) 実効性の確保

第３期推進計画の最終年度となる令和7年度に向けて、社会情勢の変化や市民意識調査、各年

度における評価結果による進捗状況の点検・検証をしていく中で、必要に応じて、施策・事業の

進め方や本計画の見直しを行うものとします。
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参考資料

①計画策定の経過

②協働によるまちづくり推進計画策定委員会

③協働によるまちづくり推進計画職員ワーキング

④まちづくり活動団体アンケート

⑤廿日市市協働によるまちづくり基本条例


