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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 1111 回回回回会議会議会議会議    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 22228888 年年年年 4444 月月月月 25252525 日（日（日（日（月月月月））））    19191919：：：：00000000～～～～22220000：：：：55550000    

    2222    場所：廿日市市場所：廿日市市場所：廿日市市場所：廿日市市総合健康福祉センター総合健康福祉センター総合健康福祉センター総合健康福祉センター3333 階階階階    講座講座講座講座室室室室    

    3333    出席委員：出席委員：出席委員：出席委員：11111111 人（人（人（人（50505050 音順）音順）音順）音順）    

伊藤里美、岩藤綾子、加治実穂伊藤里美、岩藤綾子、加治実穂伊藤里美、岩藤綾子、加治実穂伊藤里美、岩藤綾子、加治実穂、、、、後藤香代子、後藤香代子、後藤香代子、後藤香代子、後藤正治後藤正治後藤正治後藤正治、、、、玉木智佐斗玉木智佐斗玉木智佐斗玉木智佐斗、、、、    

佃祐世、佃祐世、佃祐世、佃祐世、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、吉村佳子吉村佳子吉村佳子吉村佳子    

            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    

                自治振興部長自治振興部長自治振興部長自治振興部長    池本光夫池本光夫池本光夫池本光夫    

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）    

                        小田豊、小田豊、小田豊、小田豊、米原米原米原米原真理真理真理真理、宮川佑介、宮川佑介、宮川佑介、宮川佑介    

    

（次第）（次第）（次第）（次第）    

1111    開会開会開会開会    

2222    部長あいさつ部長あいさつ部長あいさつ部長あいさつ    

3333    会長あいさ会長あいさ会長あいさ会長あいさつつつつ    

4444    議事議事議事議事    

(1) (1) (1) (1) 審議会の役割及び今年度のスケジュールについて審議会の役割及び今年度のスケジュールについて審議会の役割及び今年度のスケジュールについて審議会の役割及び今年度のスケジュールについて    

(2) (2) (2) (2) 今年度の審議の進め方について今年度の審議の進め方について今年度の審議の進め方について今年度の審議の進め方について    

(3)(3)(3)(3)    今年度の主な取組について今年度の主な取組について今年度の主な取組について今年度の主な取組について    

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)委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

(3)(3)(3)(3)配席図配席図配席図配席図    

((((4444))))計画期間中の取組一覧計画期間中の取組一覧計画期間中の取組一覧計画期間中の取組一覧    

(5(5(5(5))))日程調整票日程調整票日程調整票日程調整票 

    

1111    開開開開    会会会会    2222    部長あいさつ部長あいさつ部長あいさつ部長あいさつ                                                                                                                    

〔〔〔〔自治振自治振自治振自治振興興興興部長部長部長部長〕〕〕〕    

この 4月までは教育委員会にいた。学校支援、見守り、声かけなどで地域の方には大変お世

話になった。4 年前まで自治振興課に所属しており、みなさまにお世話になっていたが、引き

続きお世話になることになった。スタッフも変わっているが、しっかり皆さんとご議論いただ

きながら、キャッチボールしながら進めていきたいと考えている。どうぞよろしくお願いする。 

    

    

3333 会長会長会長会長あいさつあいさつあいさつあいさつ                                                                                                                                            

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

今回第 2 期ということで、新たな 5 年間を迎えることになる。第 1 期で目指していたもの
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が必ずしも達成できていないという状況の中で、第 2 期ではそのあたりのことを考慮しつつ、

全体として廿日市が協働のまちになれるよう皆さんのお力をいただきたいと思う。 

 

4444    議事議事議事議事                                                                                                                                                                

(1)(1)(1)(1)協働によるまちづくり審議会の役割と今年度のスケジュール協働によるまちづくり審議会の役割と今年度のスケジュール協働によるまちづくり審議会の役割と今年度のスケジュール協働によるまちづくり審議会の役割と今年度のスケジュール    

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

案内では、審議内容に意見聴取と書いていたが、様式などについて決めさせていただきたい

と思う。 

資料 1協働によるまちづくり審議会（以下、審議会という。）について、審議会の役割だが、

条例第 17 条「この条例に定める協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、まちづくり

の実情に的確に対応させる」ために「市長からの諮問に応じて、調査、審議をする」機関とな

っている。調査審議する内容は、第 2 項のとおり。計画期間中の審議内容については、第 3

号にある施策の改善に関することとなる。 

2 番目に計画期間中の進め方については、条例に規定した内容に沿って、協働によるまちづ

くり推進計画に、計画期間中の取組みを掲載している。計画期間は、平成 28 年度から 32 年

度までの 5 か年計画である。後ほど説明させていただくが、主には協働推進課の取組を掲載し

ており、計画期間中には、そこに掲載している取組が計画に載っている方向性にあっているか

を審議していただくことになる。そして計画終了時、平成 32 年に総合的な評価をするという

流れになる。具体的な取組の内容や方向性の審議については、別紙の取組シートをもとに行い

たいと考えている。今年度の審議方法は、取組シートによって平成 28 年度の取組を審議いた

だき、いただいた意見については年度後半に開催する審議会の中で実施状況を報告するという

スケジュールにしている。 

第 1 回の本日に続き、2 回目を 5 月の末に開催し、平成 28 年度の取組について審議してい

ただきたいと考えている。第 3 回目として 1 月頃に行い、平成 28 年度の取組の進捗の経過な

どの説明を行い、第 1 回審議会の意見に対する対応状況の説明、平成 29 年度の取組の方向性

などについて審議をさせていただくよう考えている。 

 

〔会長〕〔会長〕〔会長〕〔会長〕    

審議会の役割も挙げてあるが、今年度のスケジュールを見ていただくとイメージしやすい。 

総合的評価も第 1 期について行ってきた。推進計画についても第 2期について審議し答申を

した。今年度の審議会の役割は第 17 条 2 項 3 号にあるまちづくりに係る施策の改善に関する

ことであることと、今年度のスケジュールについて説明があった。 

2 番の計画期間中の進め方の中で、主に協働推進課の取組を掲載すると言われた。以前と違

う点なので、説明をお願いする。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

第 1 期の計画の中には掲げていた方向性と一致していない取組もあったように思う。 

今回改めて計画の中にある方向性に基づいて取組を挙げた結果、協働推進課の取組が中心と

なった。ここに記載している取組に限るという制限をしているわけではなく、このほかにも方

向性にあった取組みがあれば、それは当然取り上げていく考えである。 

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    おっしゃっている意味が分からない。 
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〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

 計画の中に方向性を記載しているが、その方向性に合っている事業と合っていない事業があ

ると考える。 

たとえば、ハード事業自体は建物を建てることになるので、環境整備には当たるかもしれな

いが、そのもの自体ができてからそのあとで機能するなかで何かをするときに、協働による計

画の中のどこかの方向性なりに入ってくるのではないかと思っている。 

ハード事業を整備すること自体は、設計する中ではいろんな市民の意見を聞いたりするので

協働の方向性に合ってくるかもしれないが、いざハード事業、建設するというふうになるとど

の方向性にも属さないと考える。 

〔〔〔〔ＢＢＢＢ委員委員委員委員〕〕〕〕    

    取組一覧という資料には担当課が記載されていて、協働推進課が多くなっているが、他にも

ある。今まではあったけれどもなくなった課もあるのか。それはどのくらいか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

 数えたところ 10くらいは減っている。第 1 期の時は、とにかく協働にあてはまりそうな事

業を全て見ていこうと、事業シートの中から協働推進課が協働と思うものを取り上げ、すべて

計画の中に入れてきた。第 2 期になって新たに方向性と目標値が設定された。それらに沿った

ものを抜き出していった結果それに合うものが少なくなった。 

資料 2 の第 2 期推進計画をご覧ください。計画期間中の取組として、「協働の理念の共有」

とまず掲載し、条例の理解や理念の浸透、啓発ということが取組として入っている。これが協

働推進課の取組になってくる。第 1 期には、人権男女・共同推進課の事業「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」といったものが入っていたが、

「協働の理念の共有」にはそぐわないため、協働推進課の事業に絞らせていただいた。同様に

見直した結果、取組みが絞られた。今まで事業シートをたくさん添付し目を通していただいて

いた。大変ご苦労をおかけして審議をしていただいていたが、なかなか深い議論まで入れない、

全部の事業を見られないということがあったので、今回は方向性と目標値に沿って事業を絞っ

た。 

第 1 期に載せていた事業を全く見ないということではなく、取組みには入っていなくても意

見をいただければ、協働推進課から担当課に皆さんのご意見を伝えたいと考えている。 

今回はあくまで方向性と目標値にあわせて取組みを入れていったということ。 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員〕委員〕委員〕委員〕    

素朴な疑問だが、第 2 期になって後退したということか。第 1 期ではいろんな課のいろんな

事業が入っていてしっかり動いていこうという思いが見えるが、第 2期になって課が減り、私

たちが関与する事業が減り、それは委員の負担を減らすためという説明に聞こえるが、要はや

ることを減らしているように感じる。第 1期で入っていた人事課の事業についていろいろ審議

したが、第 2 期では入っていない。これは私たちの意見が反映されていないということなのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

そのような印象を受けられているのであれば、以前と同じように関係する課の事業を出して

いくという方法にしたいと考える。取組一覧で書いてある担当課は、主な担当課であり、そこ

に記載してある課だけでなくほかの所属ともからんでくる。また、全ての課にまたがるものは

多くある。    

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員〕委員〕委員〕委員〕    

第 1 期では計画期間中の取組について大変詳しく記載されている。なぜ削ってコンパクトな

内容になっているのか疑問がある。関係するところがたくさんあるいうのであれば、逆にもっ

と前回の意見を反映すればもっと項目が増えるのではないか。自分たちはこれを見ないと分か

らないし、情報自体が削られてしまうと審議するにも十分な審議ができない。情報については

しっかり与えていただきたい。その上で、審議を絞って行うということならまだ分かる。    
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〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

今回かなり取組みをまとめて記載している。資料 3の取組シートでさらに取組の具体的な中

身を書くつもりでいる。推進計画の中はまとめすぎているが、記載の仕方を改めさせていただ

く。 

〔Ｃ〔Ｃ〔Ｃ〔Ｃ委員〕委員〕委員〕委員〕    

包括的に表記されており、今までの表記と一概に比較することはできないということですね。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

そのとおりである。記載の仕方を改める。 

    

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 今年度の審議の予定は 3 回ということだが、その審議の過程で時間が足りない場合は追加を

するのか。3 回はあくまでも予定ということでよいか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

 そのとおりである。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 以前は対応しづらい部分も全て入れ込んでいたが、今回は第 2 期ということで見直し整理を

した。ただ用意されている資料がかなり整理されていて見えない部分もある。具体的なところ

は、実際の事例を見ていく中で出てくると思うし、追加等も生まれる可能性があるということ。 

次の今年度の審議の進め方も説明をお願いする。 

    

    

(2) (2) (2) (2) 今年度の審議の進め方について今年度の審議の進め方について今年度の審議の進め方について今年度の審議の進め方について    

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

配付している取組シートは、様式の見本である。この取組シートを仕組みごとに作成してい

くつもりである。以前は事業シートをお配りしていたが、事業シートは非常に情報量が多

く内容が分かりにくいように思えたので取組シートを作成した。これに基づいて提案や意

見を求めてはどうかという意味合いである。 

計画期間中の取組内容を見て、方向性に合ったものであるかを審議していただき、もし必要

な項目があれば追加する。これにこだわらず、従来の事業シートの方が分かりやすいというこ

とであれば、事業シートで審議を進めていくことも考えたい。取組シートの意図はそういった

こと。 

 

〔〔〔〔Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員〕〕〕〕    

 取組シートに挙げられている取組は、第 2 期推進計画でいうと 11ページのことを表記され

ている。取組シートと、第 2 期計画とを対比してみたとき、「取組 1」というところには何が

入るか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

 例えば、各種の情報発信ツールを利用したタイムリーな情報提供でいえば、「市のホームペ

ージのリニューアル」であったり、フェイスブックやブログでの情報発信、といったものが取

組 1、取組 2 がフェイスブックやブログでの情報発信となる。 

〔〔〔〔Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員〕〕〕〕    

 「取組 1」の欄に複数の取組があるということでよろしいか。  

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

 これは例として書いている。方向性に対して取組が複数あればそのように記載していく。 

〔〔〔〔Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員〕〕〕〕    

 もともとの資料 2の推進計画第 2期にある取組があって、主な取組が複数あれば記載されて
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いる。その内容をみて私たちは審議をする、ということになる。 

    

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 方向性に①と②がある。であれば期間中の取組みも、①の取組みとしてどういうことをする、

②の取組みとしてどういうことをする、という形で分けて出した方が分かりやすいのではない

か。表の下の部分が、全部の方向性をひっくるめての計画期間中の取組になっているので。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

 方向性ごとに期間中の取組を出す方が分かりやすいのではないか、という意見。そのように

修正する。 

〔〔〔〔Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員〕〕〕〕    

 他のところを見ていくと方向性が複数挙げてあるが、それに対して取組がどちらかの方向性

だけに関わるとは限らないということ。 

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 書き方を工夫して欲しい。自分たちは、この事業とこの事業を一緒にしてこれだけの取組み

をやります、というような書き方をする場合もある。取組の内容によって書き方を変えたほう

がいい。もっと方向性が明確になるのではないか。 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 審議の進行に役立つのではないかと思うが、第 1 期の審議ではここまで進みました、第 2

期はもっと深めてこういうふうにやっていきます、というような説明の仕方をしてもらうとあ

りがたい。第 1 期と第 2 期と同じような書き方をしてもらうと、第 1 期には何をしていたか、

ということになる。また同じことの繰り返しになる。ぱっと見て分かるような書き方にして欲

しい。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 取組シートは方向性と取組みの関係はしっかり示すということ、第 1期における成果と課題

を示したうえで、第 2 期としてやる部分が明確になるように作りこみをしていただきたい。次

の部分の説明をお願いする。 

 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

意見のもらい方、進め方について説明する。今日配付している名簿の備考欄のほうに、「情

報発信」や「評価・支援」そういった記載があると思う。これまでの審議会の中では、計画期

間中の方向性の仕組みごとに取組みを説明して委員から意見をもらっていた。その点は全く変

わりはないが、その分野の第一発言者を決めることで、公平な発言の機会をとの思いからグル

ープ分けの案をしめしている。会長、副会長には全体を見渡す立場からどのグループにも属さ

ないことにしている。 

グループ分けだが、これまでの役割、審議会などでのご発言を参考にし、以前からの委員さ

んと新しい委員さんが組み合わさるように、事務局で案を考えた。１グループが 2人か 3人に

なるようにしている。進め方だが、例えば、基本原則について事務局が説明し、意見を求める

ときの第一発言者をそのグループの委員に発言を求めるもの。他の方も当然ご意見はあると思 

うので、それ以降の発言はこれまでと変わらない。 

    

〔〔〔〔Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員〕〕〕〕    

 それぞれの担当の部分について、事前に説明には行かれるのか。 

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

そこまでは考えていない。 

〔Ｂ委員〔Ｂ委員〔Ｂ委員〔Ｂ委員〕〕〕〕    

理解を促したうえで、意見をいただかないといけないと思う。 
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〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員委員委員委員〕〕〕〕    

公平に意見をうかがうためにとおっしゃたが、それを言われると会長の立場がないと思う。

事務局が揶揄することではない。決められた分野のことしか話をしないということはないと思

う。どのように決められたのか不思議である。 

また、今日を含めてあと 2 回の審議会となっている。次回の審議会で素晴らしい取組シート

が完成し、議論したとして、次の審議会までできたかできないか、うまくいったかどうかを議

論しないというのもおかしな話。今回の取組の主な担当課が協働推進課ということであれば、

協働推進課にいけばいつでも取組みの進捗状況が見られる。そういうことを考えるともう少し

密に取組みができるような気がする。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 意図としては、当日会議に来て説明を受け、意見をしようと思うと、2 時間という枠の中で

なかなか難しかった。そういった中で全てを全員がやるのは難しいので主としてやっていただ

くところを決めるということだと思う。そうすると、それぞれの委員の方も理解をした上で方

向性や意見が出せるのではないか。 

割り振ってもいいですし、それぞれで関心があるところを重点的に聞いておくというのでも

それはいいかな、と思う。限られた時間の中でやるためには、皆さんの方でも内容を理解して

意見を持ってこの場に臨んでいただくほうがよいと思う。自ら協働推進課に行かれてもよい。 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 「特性を生かしたまちづくり」のグループに入れられているが、何を話したらいいか分から

ない。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 そういったセクションがある。 

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員〕委員〕委員〕委員〕    

 備考のところを深く説明を受けておく、ということですね。資料が来るのが直前で、さっと

目を通してくる状況になる。そうすると、自分の興味があるところだけになり全体を把握でき

ない。ここではグループ分けがされているが、自分の希望を出してもいいのではないかなと。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 これは今までの状況から仮に割り振られているわけで、自分はこういうところをしたい、と

いうところがあれば言ってもらえればよい。しかし全く誰もしないところがでてくるのはよく

ない。あるいはスーパーマン、スーパーウーマンで全部見るというのはかまわない。 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 区分けの前提は条文ごとなのか。区分けがよく分からないし、それぞれ興味が違う。一つの

事象でも若い方の意見、年配の方の意見それぞれ違うと思う。それが審議会ではないのか。興

味があるところを何でも聞いてください、審議会は年に 3回しかないのでメールでも電話でも

分からないところがあれば聞いてください、としてもらえる方がよい。区分けで漏れがないよ

うにできるのか。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 資料 2 の推進計画の目次のところに沿って区分けがされている。 

〔〔〔〔ＡＡＡＡ委員〕委員〕委員〕委員〕    

 途中から入られた方は意味が分からないと思う。本日の資料も送られてきて、分からないか

ら課長に電話した。その後、部長にも電話した。みなさん同じようなことを言われるのでやっ

ぱり、と感じた。今までの流れと変えて、協働推進課のことということで、小さくなった気が

した。市役所全員が条例をもっと知るために、という審議会だと思っていたのに、協働推進課

の事業だけに焦点を合わせてと言われたので。事前に集まってという機会があってもいいので

はないか。審議がなかなか進まない。 
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〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 おっしゃるとおりだと思う。以前に聞いた時に、紙に書いてあるとおりのことしか回答がな

く、質問することをあきらめた。 

〔〔〔〔会長〕会長〕会長〕会長〕    

 先ほども年間の計画が出たが、次に一堂に会すまでに理解を深めていただくようにもう一度

考えていただくということと、その中でこのたたき台の調整をお願いしたい。 

〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

 直接面会をして話をする中で、いったん希望の分野を記入させてもらってもよろしいか。そ

ういった説明をしていくと、次の会議を 5月末としていたが、若干ずれることもありうる。 

〔〔〔〔会長〕会長〕会長〕会長〕    

 シートがイメージのままであり、省略化されているので今年やることの具体的な内容がみな

さんに理解できていない状態である。今狙っているのは、方向性を見てこの具体的な取組みを

挙げて、その取組みでいいかどうか意見をもらい、実際取り組んで結果を評価してもらう、と

いうこと。そこに至るまでには説明をしてもらわないといけない。 

    

    

    

(3)(3)(3)(3)    今年度の主な取組について今年度の主な取組について今年度の主な取組について今年度の主な取組について    

〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

 「めざすまちに向かって」ということで言うと、第 3条「基本原則」5 ページ下に「計画期

間中の取組」とある。取組みとして、「市民への啓発は、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」としている。取組としては「条例の理

解と協働の理念の浸透に向けた啓発」としており、具体的には協働事例集の作成によって協働

の啓発を図るということがある。27 年度には、市民センターでのパンフレットの掲示や、出

前トークでの条例の啓発などを行った。 

次の「めざすまちに向かって」第 4 条、5 条である。方向性として、「協働の実践と検証・

評価」としており、計画期間中の取組として「地域づくりの情報、課題共有の仕組みづくり」、

「市政への市民参画」を挙げている。 

    

〔〔〔〔ＦＦＦＦ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 手元の資料には具体的な事業の名称が記載されていないように思うが。 

〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

 以前の計画では、そこに事業名を具体に掲載していたが、計画の中では大まかな取組みの内

容にとどめ、取組シートで詳細を記入する予定としている。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

 理解を深めてもらうには、実際の具体的な取組までを整理したものを提示して意見をもらう

ようにしないといけない。 

今から資料を作って、各委員に説明するとなると時間がかかる。どのくらいを目途に行うか。

センター側で説明の日時を設けるほか、委員によってはセンターに来る方がいい人もあれば、

逆の方がいい人もある。その辺も柔軟に対応していただきたい。 
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〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

 全ての委員に説明をするとなると、何時までというのははっきり分からないが対応する。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

6月には次の会議を開きたい。資料がまだないので、このように今年は進めたいということ

でおおむねの説明があったと受け止めてもらえば。個別の取組みについては、どこの課がやる

のかを資料に示し、主はこの課だが関連する課も併せて記載するようにしていただきたい。例

えば「地域づくり連携会議」であれば、メインは協働推進課かもしれないが、関連部署を書い

ていただくなどである。その辺りまで記入をしていただいたうえで、委員に示していただけれ

ばと思う。 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

予算にしても今年度の予算申請は終わっているのに、なぜ取組状況の説明ができないのか。

流れがよくわからない。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

協働のまちづくりという視点で見たときに、色分けがどうできるかを考えている。協働のま

ちづくりにあった事業はこれ、という線引きをしなくてはならない。方向性に合っているのが

これとこれだろう、と引っ張ってくる。これをいまから具体的にされるのだろうと思う。 

〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

これまで毎年 5月の末に第 1 回会議を開いていた。4 月に入って協働推進課で協働の取組と

思われるものを挙げ、担当課に取組みの内容を聞き取り、資料に落とし込む作業を行い、5月

末に会議を開いていた。今年も 5月末に審議会を開く前段で、今日の会議を設けている。これ

は、昨年度に総合的評価と計画作りをしたが、計画ができて進捗管理に入っていくのは新しい

委員さんは初めてであり、進め方を示させてもらった。 

分かりにくさを解消できないかと考え、方向性に沿ったものだけを残し、取組シートという

ものを作り、わかり易くして審議をしてもらいたいという思いから今日の資料を用意した。こ

のような進め方でどうでしょうか、というのをお聞きしたかった。グループ分けもあくまで提

案であり、必要ないと言われれば分けなくて良いと思っている。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

事業は事業として本来の域があるが、それを協働のまちづくりの観点で見直したときには別

の評価がある。私たちが別の観点から評価をしてみようということになる。ちょっと工夫すれ

ば本来の事業を進めながら、協働のまちづくりをより深めていける。予算は当然決まっている

が、それを協働という形で別の角度から評価をしてみましょうということ。中には協働そのも

のにマッチする事業もある。 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員委員委員委員〕〕〕〕    

第 1 期の実績や評価ということが出たが、審議を重ねて協働による視点でこうしたら良い、

と次の予算編成などに提案するのであれば分かる。既存の事業をむりやり協働の視点で評価し

ようとしているようにしか見えない。順序が逆なのではないかと思う。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

第 1 期を進める中で、まだ十分でないとなった。その辺の変化も第 2期として見ようとして

いる。 

〔〔〔〔ＣＣＣＣ委員〕委員〕委員〕委員〕    

ならばもうちょっと変えてもいいのではないか。第 1 期と同じ方法で踏襲するなら何のため

の審議会なのか。 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員〕委員〕委員〕委員〕    

第 2 期の計画を見ても、第 1 期と内容的に変わっていない気がする。その辺のところを分析

したものを最終段階で説明できるようにしておいて欲しい、と提案したつもりである。これも
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不十分、じゃあこれをやろうと思ったらどうすればいいか。うまくいっているかどうか判断で

きない限り、また同じことをして不十分となり、同じような意見がでることになる。不十分だ

けれども、ここまではできましたという把握があれば、それに基づいて次の段階の話ができる

のではないかと思う。 

〔〔〔〔事務局事務局事務局事務局〕〕〕〕    

昨年度１年間かけて総合的評価をし、第 2期の計画を立てた。第 2期では、職員のアンケー

ト、市民へのアンケートを毎年とっていこうと考えている。具体的な数値として、見ていただ

くことができる。進み具合が少し見える化できると思う。 

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

前回、大野支所の建替えの問題がでた。その時に、ハードは市の方で作るということになっ

ているが、その界隈の賑わいをどう作り出すかというのが議論になった。その時に、建物はハ

ードのことであり市民が意見をするのは難しいが、賑わいの部分は市民が協働で関わって創り

出すものだと思う。協働推進課がやろうとしていることを一つ捉えたら、ハードは難しいが、

賑わいの部分は協働でできるのではないか、というそういった仕分けをしてこれを作るという

ことなのか。 

〔事務局〔事務局〔事務局〔事務局〕〕〕〕    

推進計画に入っている取組み以外にも、委員の皆さまから提案をいただきたいと考えている。

取り組めないものはあるが、取り組めるものは提案としていただいてそれは計画に入れさせて

いただきたいと考えている。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

大きく言うと、各部署に毎年調査をかけ、各事業が少しでも変わったかどうかを私たちは見

なければいけないし、変わっていなければもっと変えようと議論を私たちがしないといけない。

例えば、地域づくり連携会議がありますが、その中で、こういう施設を作るのであればこうい

う風に変えましょうという話はできる。そうなってくると、ハードづくりそのものも協働とい

う形で設計変更できるだろうと思う。今から広まっていく領域だと思うので、可能性がある部

分は私たちが各部署に言っていかなければいけないと思う。各委員さんで、それぞれ気付いた

ことがあれば、刺激できるように今年は進めていきたい。 

考えていくと、例えばこちらの方のいろんな他の会議体がある。そこにここの誰かが、協働

の立場でものを言わないといけない。私も入っているものがありますが、こんな風に整理をす

るんだ、という会議があった時に、建設関係の方とか地元の関係の方しか出席しないが、そこ

に協働のまちづくりという点で意見を言う委員がでてこないといけない。そうすれば、徐々に

変わっていくと思う。 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

そういうことは具体的にできるのか。 

〔〔〔〔ＧＧＧＧ委員委員委員委員〕〕〕〕    

できないのではないか。宮島地域でもセンター含め、元の役場の場所に建つということで、

今進めているが、何もわからない。市の中でやっているだけ。聞きにでていることはでている

が。 

〔〔〔〔Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員〕〕〕〕    

会議体というのは、メンバーの構成は会長なりが場合に応じて呼ぶことができるというルー

ルになっている。そういったルールを使って、入れてくれと言わないといけない。そうしない

と、全体が変わっていかない。 

〔〔〔〔ＥＥＥＥ委員委員委員委員〕〕〕〕    

個人的な経験だが、国の建物で新しく建てる事務所があった。設計段階で見たときに、全部

壁で仕切っているので中が見えない。これだと、行った人はドアを開けるのもためらうので、

ガラス張りにしてください、と言った。そうしたら、お金がかからないで設計変更ができるの
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で、今の段階で変更しますと。そういったことを市民が気付いて、意見を出したら吸い上げる

ということを、廿日市市は柔軟にできないのかなと思った。 

〔〔〔〔Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員Ｂ委員〕〕〕〕    

ここの関連でパブリックコメントというのがあった。今のような部分で意見をしっかり言え

るような場面を作らないといけない。色んな事例を調べてみると、海外の例だが、行政側の予

算の何％かを住民側で関連する人が使って、コンサルタントや設計者を自分たちで雇ったりす

る事例がある。行政側としても、一つの契約の中で専門業者を選ぶが、そうではない意見があ

ることによって、全体としてプランが良くなるということがある。なかなか日本ではそういう

ことには至っていない。協働ということを進めていけばそういうことも可能になると思う。ト

ップに考えてもらわないと難しい話だが。 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

その辺のところを検討してもらって、実現できれば変わってくる可能性があると思う。今は、

一部の人が参加して、得た情報を発信しないから、そこで止まってしまう。コミュニティの人

は何もわからずに、決まりかけた段階で初めて計画発表があり、その段階では意見を言うこと

が難しい。今の意見はものすごく参考になる。何らかの形で実現できるように進めてもらった

らと思う。 

〔〔〔〔会長会長会長会長〕〕〕〕    

全てに対しては難しいが、少しでも試験的に始まると、広まっていくと思う。いろんな意見

がでたが、今日はこれぐらいにして、私たちもちょっと今から宿題が残った状況のままだが、

今日は終わりたい。 

〔〔〔〔ＤＤＤＤ委員委員委員委員〕〕〕〕    

 最後に一つ、委員の中でなかなか発言できない雰囲気があるのかもしれないが、根本的には

一住民として自分たちが生活している中で、学生は学生として、地域コミュニティの関わりな

らその立場で発言すれば、活発な議論ができるのではないかと思う。2 時間の中で全員の意見

を聞いていたら収まらない。時間的にどうしても足りないようなら、一応会議は 3 回の予定だ

が固まったものではなく、柔軟に進めていくとよい。そうすると、どんな意見でも言えるとい

うことで、もう少し皆が発言できるような場になっていくのではないかと思う。 

 

4444    事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡                                                                                                                                                                

〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕〔事務局〕    

次の審議会の前に、取組みも含めて一度説明の機会を設けたい。連休明けになると思うが、

日にちを予め設けさせてもらい、伺って説明したい。 

 

 

5555    閉閉閉閉    会会会会                                                                                                                                                        

〔自治振興部長〕〔自治振興部長〕〔自治振興部長〕〔自治振興部長〕    

理解できる配慮、事前の調整の配慮をさせていただこうと思う。資料の作成方法、これも議

論をいただくということもあるが、理解ができるものと議論するものとセットでさせていただ

こうと思う。反省すべきところは反省をして、次の議論につなげさせていただきたいと思う。

今日はありがとうございました。 


