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 廿日市市協働によるまちづくり審議会 第 1 回会議 会議要旨 

 

 

 1 日時：平成 30年 10月 17日（水） 19：00～20：55 

 2 場所：廿日市市役所 7階会議室 

 3 出席委員：  12人（50音順） 

伊藤里美、加治実穂、角川敏男、後藤香代子、後藤正治、小西京子、 

手島 洋、長代暁美、橋本節男、三浦浩之、安塚綾子、吉村佳子、 

欠席委員：3人 

事務局（協働推進課）：新中安幸、米原真理、三登大雅   

傍聴者：1人 

 

（次第） 

1 開会 

2 審議事項について 

3 会長・副会長の選出について 

4 閉会 

 

（配付資料） 

 (1)会議次第 

(2)資料１ 協働によるまちづくりに関する職員アンケート調査結果 

(3)資料２ まちづくり市民アンケート調査結果（抜粋） 

(4)資料３ 平成 30年度協働によるまちづくり審議会 審議案について 

(5)資料４ 協働によるまちづくり審議会 評価シート 

(6)資料５ 京都市市民参加推進フォーラム リーフレット 

 

１ 開会                                       

〔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。 

 今日は今年度第 1回の審議会となるので、会長、副会長の選出をお願いしたい。会議の最初

に選出を予定していたが、出席予定者が全員揃ってからの選出としたい。 

２ 審議事項                                         

〔事務局〕 

審議事項は、最初に簡単に市の現状を説明したあと、今年度の審議の方法とテーマについて

説明をしたい。 

市の現状について、資料１をご覧いただきたい。10 月に協働によるまちづくりに関する職

員アンケート調査を実施した。この結果をご紹介する。 

 

〔事務局〕 

 〔協働によるまちづくりに関する職員のアンケート説明〕 
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〔事務局〕 

続いて資料 2「第 6次廿日市市総合計画まちづくり市民アンケート調査」の説明をする。 

このまちづくり市民アンケート第６次廿日市市総合計画に掲げる各種取組の推進に向けて、

市民の現状や意向を把握し、施策・事業の進行管理や改善に資することを目的として、廿日市

市に在住する満 18 歳以上の市民 5,000 人を対象に実施している。有効回収率 37.5％。 

協働についての問いはないのですが、抜粋してご紹介する。 

 

〔事務局〕 

 〔市民アンケート調査説明〕 

 

〔事務局〕 

以上で、アンケートを基にした市の現状についての説明を終了する。 

次に審議事項（２）平成 30年度審議会の審議事項と進め方について説明する。 

 

〔資料 3説明〕 

 

〔A委員〕 

バスを利用したことはないが、こういうふうにして欲しいという意見が市民の側から出たの

か。 

 

〔事務局〕 

バス路線のことでみなさんが乗れるようにして欲しい、という意見があったのか、という質

問内容でよろしいか。まず、廿日市地域はさくらバスが走っているが、定期的に順路などの見

直しをしている。それとはまた違い国全体の話になる。今まではいろんなところにみなさんが

住んでいて、今から何十年か先にまちの建物や道路をある程度まとめて集約をしていく必要が

るのではないか、それをバスなどの交通でつないでいく必要があるのではないか、ということ

を目指しているのが立地適正化計画、交通網再編計画になる。息の長い計画であり、道路、建

物、支所、市民センターなど建物などもできればまとまっていくことを考える計画になる。 

 

〔A委員〕 

ということは、統廃合される可能性があるということか。 

 

〔事務局〕 

ないことはない。 

要は、国全体で考えられている計画を、みなさんに知ってもらうために、説明会を開いたり、

ホームページへの掲載や、資料提供で皆さんにお知らせしていきたいという姿勢を持っている。 

役所のやり方で十分それが進むかどうか、市民目線でお互いに情報を分かりやすく伝えるこ

とができているか、を審議会の委員さんに検証していただきたい。 

 

〔B委員〕 

計画そのものを是とするのか、それは論議しないで、広報や市民に広めるための働きをして

欲しい、ということか。この説明会の場には、地域の代表が来られると思うが、私たち審議委

員が賛成して話を進めている、となるとそういった地域の人に反感を持たれるということはな

いか。 

 

〔事務局〕 
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立地適正化計画については、これから廿日市地域のほうでも計画の見直しなどを進めていく。

市民の方からのいろんな声を聞いていきたいと担当課は思っている。「審議会委員が OKを出し

たから計画がお墨付きになった」ということではない。 

 むしろ、より市民が分かるように担当課はもっと工夫をして欲しい、であるとか、この辺は

分かりにくい、ここは良い、というような都市計画課が市民に分かっていただくためにやって

いる工夫を、審議委員が市民の目線で抽出して、抽出されたものを、ほかの課でも取り組んで

いけるようにしていく。 

 

〔B委員〕 

どうしても具体的な「運行方法」とか「停留所をどうする」とか、そういうことに意識が行

く気がする。 

 

〔事務局〕 

立地適正化計画そのものについて審議をしてほしいということではない。計画の内容につい

ては、協働によるまちづくり審議会がどうこういう立場にはない。 

 

〔B委員〕 

 都市計画にも審議委は別にあるだろうから。 

 

〔C委員〕 

 審議会の議題に立地適正化計画を議題として審議することにしても良いかということが今

の議題だと思うが、私には計画の中身がさっぱり分からない。協働で何かやっているこの手法

がいいだろうか、とか、市からの提案をどういうふうに進めていくか、ということを審議する

なら分かる。何にも分からないのに、立地適正化計画を審議テーマにしてもいいか、と言われ

ても、良く分からない。 

 

〔事務局〕 

中身が良く分からないのに審議はできない、ということか。 

 

〔C委員〕 

 先ほどおっしゃっていた、予備知識がないほうがいいということは分かる。 

ただ、この立地適正化計画の中身が良く分からないのに、審議して良いかと言われても、良

いのか悪いのかも分からない。 

 

〔事務局〕 

内容が分からないと議論できないとおっしゃるのはごもっともだと思う。 

今回は、担当課が住民の方々に十分分かっていただくためにやろうとしている『協働』を見

ていただきたいと考えている。本当は立地適正化計画だけでなく、『都市計画』という大きな

分野に対して見て欲しいという思いもあるようだ。 

市民から興味を持ってもらいにくい分野なので審議内容のテーマとしてほしい、ということ

があった。 

 判断がしづらい、というのはごもっともだと思う。もう少しここを聞かないと分からない、

というご質問があれば 教えていただきたい。 

 

〔D委員〕 

市民の関心が薄い、市民参加が進まないことに困惑している、というのはそのとおりだろう
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と思う。私たちでも分からないのに 説明して分かるものなのかどうか。 

 

〔事務局〕 

 都市計画というハード整備は、市民の皆さんの生活に直結する内容になる。何年先にここに

道を作るとか、橋を架け替えるとか。実際に工事が始まるころになって、こんなのいつ決まっ

たのか、そんなの聞いていない、ということになる。担当課は、そういうことを減らしていき

たいと考えている。 

今言われたように都市計画は難しい。聞いて分かるのかと思われるかもしれないが、都市計

画課のほうも、お互いが了解したうえで進めて行きたいと思っている。分かっていただくため

に開く説明会について、意見がもらえるのは、担当課にとってもありがたい話だと思う。 

 

〔E委員〕 

平成 24 年にこの条例が施行され、この審議会も立ち上がって活動されてきたようだが、過

去もこういうテーマについて、半年スパンで審議を進めてきたのか。 

 

〔事務局〕 

 昨年度は、行政が計画の中に挙げているいくつかの事業について、その事業がちゃんと協働

できているかどうか、というのを審議会のみなさんが担当課にヒアリングなどの調査をしてき

た。その結果を担当課に提案しようという方法で進めてきた。 

昨年度までは 4つ～6つの事業を調査してきたが、審議会が提案した内容に対して市の仕事

はどのくらい変わったのか分かりにくい、という指摘も受けていた。 

今回はかなりシンプルにさせてもらった。市と市民の皆さんとの協働とは、まず情報をしっ

かり共有し、お互いが理解し合う、共通の課題に対して主体性を保ちながらお互いが取り組ん

でいく、ということが協働の基本であると捉えている。 

悪い例で言えば、市役所が説明会をしても、意見が無かったからこれでいきます、というア

リバイづくりで終わる場合もある。 

ボリュームがあり、分かりにくい計画ではあるが、担当課では地元へ出向いて行って、市民の

みなさんに説明をしたいと思っている。ここが分からない、とか、ここは良いよねといったご

提言をいただきそれを行政の中に生かしていくべきと考える。 

都市計画課だけでなく、他の課にも住民と進めていくべき計画があるので、今回もらった意

見を市役所の中で共有して、文化として活かしていける形にするのが私どもの仕事、と捉えて

いる。 

 

〔F委員〕 

趣旨は分かるが、２つ質問がある。1つはこのバス路線再編のテーマを最初に選ばれたのは

たまたまなのか、これがベスト、と考えたのか。 

先に私の感想を言う。もうすでにできあがっている案を説明会できめ細かに説明をし、パブ

リックコメントを実施して計画を決めようとしている。それが、協働のメインのことなのか。

自分のイメージと違っていた。例えば 4月以降に別の課の何かゼロのものを作っていくような

話し合いの場が、第 2弾としてあるなら、いろんなバリエーションがあっていいとは思うが。 

今回の立地適正化計画に関して得た成果で、他の課でも市民との協働の仕方のヒントがいっぱ

い出てくるということになるかどうかは分からないと思う。 

地元説明会では、有識者が集まっている審議会で考えたこの案で行きたい、という提案にな

るのか。それとも、そこはまだふわふわした案で、地元の説明会で出た意見を取り入れてダイ

ナミックに変えていこうという意図があるのか。普通の説明会は“これで行きたい”と説明す

るはずだ。そっちのスタンスだろう。 
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〔事務局〕 

市民が入っていくことで計画が変わっていく可能性がもっとあるのかどうか、ということだ

ろうか。 

 

〔F委員〕 

今回のテーマは言ってみればモデルである。ゼロから市民と一緒に何かを作っていこうとす

るプロセスを評価するパターンと、もう決まったものに意見を言うパターンとあると思うが、

今回は、後者のほうになる。それが協働の真ん中のことって言えるのか。協働とは言えるかも

知れないが、それは限りなく協働から遠い協働ではないか。 

なんで今回このテーマを扱うのか知りたい。たまたま 10 月に始まるから、とりあえずはこ

のテーマを扱い、4月からは第 2弾としてまた別のことをやるというなら分かる。これを唯一

のモデルとしてやるのは的が外れているように思う。 

 

〔事務局〕 

職員アンケートでも、職員は協働を意識してやっている、と言いながら、進んでいるかどう

かが、なかなか分かりにくい。 

市と市民のお互いが信頼関係を作りながらやっていく中で、情報を共有し、お互いが分かっ

たというところまで持って行けているか、というところ。本来は、一から一緒に作り上げる形

が協働だと私も思っている。  

今の段階では、既存の行政の計画に対する市民参加について、市民の方に入ってもらえるよ

う行政が行っている工夫や手法を審議していただくことを提案している。 

 

〔F委員〕 

最後にひとつだけ。担当課が市民の関心が薄くて参画が進まないという実態に困惑している

と書いてある。でも、これはついこの間始まったばかりの事業ではないか。急遽これを決めら

れたということなのか。 

 

〔事務局〕 

立地適正化計画だけでなく都市計画に関する説明会の機会も作ってきている。 

担当課で呼びかけをしても、1回あたりの参加者数が 2桁いくかいかないか、というくらい

だったり、パブリックコメントをやっても数件という状態だったり。もう少し参画してもらえ

るようにしたいということで、今回立地適正化計画を挙げさせていただいた。 

 

〔G委員〕 

職員アンケートから見ると、すでにやることが決まっていることを一緒にやることが「協働」

というスタンスで職員も見ている。市民の側も一緒に汗水たらしてやることを「協働」という

ようにみているだろう、とうかがえる。 

今回、多分事務局の提案だったのは、そこも進めなくてはならないが、これからは将来の町

を考えたときにどんな町になっていくか、ということを一緒に考える協働が必要じゃないか、

ということだと思う。先ほど言われたような、お互いが悩みを持ち寄って、事業計画を策定し、

事業実施に至るようなプロセスはまだやっていない。 

その段階にあって、まずは目の前にあって多くの人が関わりのある立地適正化計画を、協働と

いうかたちで見ていこうとしている。今の段階では、これまでにない第一歩を踏み出す内容で

はないかと思っている。 

立地適正化計画は、地域をいろんな区域の区分することで、これまでと違う生活環境が生ま
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れてくる状況がある。将来の世代に向かってどういうまちを残していくかという視点で変えよ

うとしているので、市民全員が関わりのある内容である。これに対して、多くの方に意見を出

してもらい、より多くの市民が納得できるような計画を作らなくてはいけない。個人の財産に

も関連するかもしれないので、できるだけ多くの市民の意見を得ていくべきだと国の方も指針

の中でそういうことを示している。 

実は、私は、立地適正化計画の審議会のメンバーでもある。もう決まったことなのでプラン

は変えないとスタンスではなく、審議会のメンバーと議論をして一緒に作った案はこれだが、

どうだろうか。もっと良い方法はあるだろうか？と聞くことになっている。 

だから学校区単位で説明会を開いて、意見をいただく。短時間なのでなかなか理解を得られ

ないところもあると思われるので、パブリックコメントで意見をさらに広くもらう。 

それを受けて都市計画の審議会ではその意見を受けてどう直すか、再度計画をしていく。 

さきほど事務局がアリバイづくりみたいな言い方をされたが、そんな内容でやろうとしてい

ることではない。そのあたりを理解していただきたい。 

 

〔H委員〕 

富山で、ショッピングセンターとか病院、行政などの建物とかのひとつの地域に集めて、そ

こで周囲の住民たちの住まいを設けることで、富山の方では成功していると聞いている。今回

の事例もそういったことを目指しているのだと思う。都市計画とは、バス路線だけではなく、

徒歩や、電車などの公共交通機関を使う人もいる。バス路線という特定の議題だけしか取り上

げていないように思える。たとえば、バス路線の議題が終わったら、他の議題に話を広げてい

るのか、それともバス路線の議題のみで終わっていくか。 

 

〔事務局〕 

まずこの今回の「協働によるまちづくり審議会」では、立地適正化計画の中身に対して、良

い悪いを審議していただくことは考えていない。その計画が、より分かりやすく、より市民が

参画しやすいようになっているかというところを、みなさんに審議していきたい。説明会や、

ホームページなどを見てもらって、分かりにくい点や、良い点などを教えていただいていこう

というのが今回の提案である。バス路線は、佐伯地域、吉和地域を対象にしていて、実際に小

さな（遮られる） 

 

〔H委員〕 

バス路線で終わるかどうかを考えているかどうかは分からないのか。 

 

〔事務局〕 

大野や廿日市などの沿岸部については、バスのみならずＪＲや広電といった移動手段も含め

て計画の中に入っているので、バスのみということにはならない。 

 

〔H委員〕 

現時点では、中途半端な情報の提供のみしているように見受けられるこの計画に対して、こ

ちらの意見を取り入れるようにしないと、しっかりとした計画にならないのではないかと思う。 

 

〔G委員〕 

資料に「廿日市市立地適正化計画（バス路線再編）」とあるが、バス路線での再編について

ではなく、立地適正化計画そのものを見て欲しいと考える。佐伯地域の場合は、立地適正化を

する際に、公共交通であるバス路線をあわせて考える必要がある。だから、立地適正化計画と

セットでバス路線再編を考えていこうとしている。本来は、立地適正がメイン。   
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立地適正化とは、これまで人口が増えていく状況で作っていた都市計画ではなく、人口が減

少しても住みよいまちにするために、今から少しずつ考えようというもの。いろんな人が使う

公共施設、民間施設をできるだけ利便性の高いところに設ける都市機能の誘導と、できればそ

の近くに住んでもらいたいという居住誘導を図っていく。今回は素案として作ったので、市民

の意見を聞くというのが、今回の説明会の意図である。 

そしてこれはかなり重要な内容になるので、担当課の説明の仕方が不十分であれば、そこを

改善しないといけない。意見が出てきたら、パブリックコメントが出てきたときも、資料の修

正ができるかもしれない。今言われたように、広い意味を持った大きな計画で、バスについて

は特に佐伯地域に関連するので、議題として取り上げる。 

 

〔B委員〕 

この計画を審議するのではなく、計画そのものをいかに市民に広げるかを考えてほしいとい

うことであると捉えている。市が提案する計画を良しとするようなスタンスなのか？ 

 

〔C委員〕 

ようやく主旨を理解した。「行政のやり方はこれでいいのか？市民からはこういう意見があ

るが、それを聞いているか？その手法はそれでいいのか？」というのを審議してほしいという

ことで間違いないか。 

 

〔事務局〕 

ご認識のとおりである。 

 

〔C委員〕 

それなら審議会の主旨に合っていると理解する。都市計画自体をどうとか言われても、私た

ちは分からない。そういった目的なら分かる。 

 

〔H委員〕 

ただこの議案は、生活路線だから、あちらを立てればこちらが立たずといったようなことに

なり、役割としては難しいと思う。市議会議員の役割にも近いように思う。 

 

〔D委員〕 

いきなりこの案を話されても進んでいる案なのではないか？そういうことを知らないのに、

テーマとしてどうですか？といわれても判断は難しい。 

 

〔E委員〕 

「協働」という考え方は、まだまだ廿日市では手探り状態であることが正直なところだと思

う。だから、この状態を次のタイミングには絶対に改善しないと思いう。同じことの繰り返し

はやはり時間がもったいない。みなさんの思いは一つだと思う。 

 

〔事務局〕 

すでに決まった計画というのではなく、ある程度の案として考えたものを参画しながらご意

見をいただきつつ審議していただきたいと考えている。 

 

〔事務局〕 

資料の説明が全部できていないが、これから地域での説明会が開催される。そちらを一住民

の立場で、住民の意見が出せるような説明会になっているかを見ていただきたい。 
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説明会に出席していただき、市民に対して分かりやすい説明となっているかなどの観点でご

意見をいただきたい。 

 

〔B委員〕 

会議のありかたや説明の仕方や内容などの審議への視点を把握しておく必要がある。そうい

った役割を持って出る必要がある。 

 

〔事務局〕 

その点については、様式４の評価シートをご覧いただきたい。説明会を、こういう視点で見

ていただきたいという観点を示している。 

 

〔B委員〕 

その他を記載する自由記入欄を設けて欲しい。 

 

〔事務局〕 

様式は改良して一度送付する。 

 

〔H委員〕 

つまり、私たちが説明会に出席して、市民がどんな風に理解するか、行政がどんな風に説明

するかという市民と行政との橋渡しみたいな視点で見て、それが上手く言っているかを評価し

て評価シートを出せばよいか。 

 

〔事務局〕 

はい。一市民の目線で、また審議会委員として、より協働という観点を意識して評価シート

を記載してほしい。説明会の日程が夜だけとなっており出席しづらいというような指摘もあっ

てよい。また説明会以外の観点から記載してもらっても良い。たとえばホームページで、立地

適正化計画のページになかなかたどり着けない、ということや、担当課の窓口に行き、きちん

と資料をもらえるか、など。情報へのアクセスのしやすさなどのご意見をいただけても良いと

思う。 

言われたことはすぐに説明会の中で反映してもらうこともできる。説明会に出たときの気づ

きや改善の提案というのは、すぐに担当課に渡すことで説明会で活かすことができる。随時提

出してもらいたい。全体のまとめは１～２月にするとして、改善しながら説明会を進めていく

という形をとるのがよいのではないか。 

 

〔G委員〕 

どこの会場に行ったときの評価シートかが分かるようにしたほうがいいので、日付や場所を

記載する欄を設けたほうがよい。 

加えて、評価シート内「パブリックコメントの結果」の項目については削除したほうが良い。

ホームページなどの情報へのアクセスについては別の項目を作り、自由記述を加えるような評

価シートにしたほうが良いと思う。 

 

〔事務局〕 

そのように変更する。 

 

〔D委員〕 

説明会の日程資料をいただいたが、これは広報などで市民に周知しているか。 
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〔事務局〕 

広報に小さいスペースだが記載している。 

 

〔事務局〕 

全ての説明が済んでいないので、続きを説明させていただく。 

 

「説明会のスケジュールの説明」 

 

この説明会に出席いただいて、資料４の評価シートに記載してほしい。また、評価シートは

できていない部分だけではなく、都市計画課が頑張っているようなところも評価してほしい。    

この評価シートは案であり、修正後にお届けする。 

 

〔A委員〕 

これは大事な計画だと思うので、説明会を計画して来てくださいというスタンスだけではな

く、（すでに予定されている）町内会や地域の集会の場へ出向き、説明すれば多くの人に聞い

てもらえるように思う。説明会のスケジュールありきで人を集めるのは、なかなか難しい。 

 

〔事務局〕 

そういったことがまさに評価の内容に入ってくるのだと思う。「行政の都合で日程が決めら

れていた」など。地域の集まりがあるところに都市計画課が行って説明すれば、多くの人に聞

いてもらえるということだと思う。そういったところを評価シートに書いてほしい。 

 

〔事務局〕 

町内会の回覧できちん資料が回るようにしてほしいなど、そういった意見もあっていいと思

う。現在の市では、小学校区ごとに説明会を開催するという方針は、比較的きめ細かい対応と

されている。しかし、市民の方の目線からだと、不十分であるという意見も出てくると思う。

そういったところも意見をもらえるとありがたい。 

 

〔A委員〕 

今回の説明会は、市役所側が主体となって開催しているが、市民が説明会を開いて欲しいと

持ちかけて、開いてもらえるようになったら良いと思う。 

 

〔D委員〕 

私は、これについて広報の仕方が間違っていると思う。この説明会が終わった後に、どこに

何人集まったかを聞いてみたい。一桁になる可能性もあると思う。 

 

〔H委員〕 

 １９時開催であるので、高齢者が集まりにくい時間帯だと思う。 

 

〔事務局〕 

最終的に何人集まったかは大事な指標になると思うので、そこもお伝えできるようにしたい。 

 

〔E委員〕 

この説明会へは住民の立場で参加すれば良いのか、それとも協働によるまちづくり審議会委

員の立場を名乗って参加するべきなのか？ 



 10 

 

〔D委員〕 

こっそりと、住民の立場で参加すればよいと思う。 

 

〔E委員〕 

せっかくなので、自分は住んでいる地域とは別の地域に参加したいと思う。 

 

〔事務局〕 

都市計画課は、審議委員が参加することはもちろん承知している。いろんな地域に参加して

もらっても問題はない。 

 

〔D委員〕 

住民の人がどういった意見を言うのかを聞きたい。 

 

〔H委員〕 

もう一度確認するが、目的としては会議の内容がどうとかではなく、いかに住民が納得でき

るような説明をしたか、または納得できるような資料提供できたかどうかを評価して評価シー

トを提出するという理解でよいか。 

 

〔事務局〕 

そのとおりです。 

 

〔I委員〕 

これだけの数の説明会の担当は都市計画課内では担当制なのか？ 

 

〔事務局〕 

おそらく数が多いので、毎回同じ人間が担当する可能性は低い。担当者や説明員が説明会ご

とに異なることで、会場ごとで理解の差が大きく出ることはあってはいけない。そこは説明能

力を一定に保てるよう説明を心がけていると思う。 

 

〔B委員〕 

先ほど言われたように、どこの会場に参加したかを書く欄は設けるべき。そうすれば地域性

の差異を捉えることができる。 

 

〔事務局〕 

評価シートは修正して、またお送りする。 

 

〔I委員〕 

評価シートの返送方法はどうするのがよいか。 

 

〔事務局〕 

 郵送で返送していただこうと考えていた。返信用の封筒を５枚程度同封して評価シートとと

もに発送する。 

 

〔I委員〕 

さっそく１９日に私の住んでいる地域で説明会が開催される。１９日までに評価シートの修
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正はできるか？ 

 

〔事務局〕 

間に合うようにお届けする。 

 

〔E委員〕 

郵送でやり取りすると時間のロスが生じる。委員が説明会に出席して評価シートで改善案を

提示して、すぐに都市計画課がその対応をするべきだと思う。その対応についても、引き続き

審議していくことが大切だと思う。このプロセスでみんなで力を合わせてより良いものを作っ

ていきたいと思う。 

 

〔事務局〕 

今晩の審議会であった提言も都市計画課の方にすぐに伝えたい。 

 

〔G委員〕 

こういった提案は、提案があったタイミングですぐに都市計画課に伝えるという理解でよい

か？ 

 

〔事務局〕 

私はそのように対応つもりでいた。すぐに改善できる点は、次の説明会では改善されている

ようにできると良いと思う。 

 

〔G委員〕 

改善したポイントも、どのように改善したかの一覧を残しておくべき。変更した部分は記録

をして、そのあとに説明会に参加した人の評価が変わっていないのであれば、また見直しをし

ていく必要がある。 

また審議委員さん自体が、この立地適正化計画を知らないとおっしゃっていたが、ホームペ

ージを探してみてもどこに掲載されているか分からない。Facebook を見ても書いていない。

どういう情報発信したのかが分からない。このことをまずすぐに都市計画課に伝えたほうがよ

いのではないかと思う。 

 

〔事務局〕 

スピード感を持って、担当課と情報共有するようにする。 

 

〔事務局〕 

評価シートについて、日付と会場名と自由記述の欄を設ける。また、「パブリックコメント

が十分に反映されている」という項目を入れているが、パブリックコメントが次の１月～２月

で行われるため、タイミングが矛盾しているので項目をはずす。これらを修正したものをお届

けする。説明会に参加されたあと、評価シートを、ＦＡＸ、メール、郵送などでお返しいただ

ければと思う。 

 

〔A委員〕 

 パブリックコメントとはなんでしょうか。 

 

〔事務局〕 

市の方が今回のような大きな計画を立てるときに、ホームページや、市の窓口に資料を備え
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付けて、「今こういった計画を作ろうとしているのでご意見をください」と広く市民から意見

を募る制度である。 

 

〔A委員〕 

 つまり、まだ計画は出来上がっていないということか。 

 

〔事務局〕 

出来上がっていない。今も計画を作っている段階で、市民から意見を頂戴したいので説明会

を開いている。説明会に関する意見は随時担当課に返すが、最終的には３月までにまとめて担

当課の方に返そうと考えている。そして「提言内容を広報できるよう検討する。」ところまで

達成していきたい。お配りしている京都市のリーフレットのように、京都市は審議委員が市へ

提言した内容をリーフレットに纏めて、広く配っている。これまで廿日市市の審議会は広報的

なことができていない。今回は都市計画へ審議会からお伝えした内容を、何かの形にまとめ広

く一般の人にも知ってもらえるようにしたい。事務局からの提案だが、この点についてはいか

が。少しでも京都市に近づけるように、広報していきたい。 

 

〔D委員〕 

一般の市民に配るというが、対象が多いので凄い枚数の紙を印刷することになると思うが大

丈夫か？ 

 

〔事務局〕 

その点についても今後審議会の中で検討していきたい。たとえば、廿日市市の広報紙の中に

紙面をもらい、簡単なレイアウトで掲載したり、リーフレットを作成して、町内会の回覧板な

どを通じて回したり、市民センターの窓口に置くなどの案が考えられる。 

 

〔A委員〕 

この資料は事務局が作るのか？ 

 

〔事務局〕 

ぜひ審議委員さんたちと一緒に作っていきたい。ただ、再々集まっていただくことになるの

で、事務局で素案を作ることになると思う。 

 

〔D委員〕 

回覧板で回しても見ないので、回覧板で回すなら、「市民センターにも置くので、もし必要

な人は取りに来てください」といった形にするのも良い。幅広く周知することで、まちづくり

の審議会がなにをやっているかがわかるので良いと思う。 

 

〔事務局〕 

市民の人にも知ってもらいたいと考えている広報までやっていきたい。一番見てほしいのは

市役所の職員か。職員は、協働でやっていきたい思いがあるが、それを深いところまで理解し

て、実行に移せているかはもう少し努力する部分だと捉えている。職員自身の仕事に落とし込

んでいけるようにもしていきたい。 

 

〔B委員〕 

京都市は、このパンフレットを配ることで、市民の関心が増えたといったような成果のデー

タはなにかとっているのか？ 
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〔事務局〕 

具体的なデータはとっていないと思われる。ただ、京都市は、かなり施策に対して、審議会

以外でも市民の方が参画するような取組みをしている。このリーフレットだけではなく、他の

部分の積み重ねが重要だと捉えている。 

 

〔B委員〕 

これを作って終わりといったようなことにはしないようにしたい。実際に効果があったかど

うか京都市に聞いたほうがよいのではないか。 

 

〔事務局〕 

作ったことに満足してそこで終わりにならないように、その後もフォローしていけるように

する。今日の審議事項は以上で終了である。評価シートは修正してお届けする。日程もこちら

が提案させていただいたもので進めます。 

 

〔J委員〕 

ＦＡＸやスキャンしやすいようにＡ４に変更できないか。 

 

〔事務局〕 

Ａ４サイズに変更する。修正したものをメールと郵送と両方でお届けする。 

 

 

３ 平成 30年度協働によるまちづくり審議会の会長、副会長の選出について                                      

 

〔事務局〕 

今日は３人ほど欠席しているが、この場で会長、副会長を選出していただきたいと思う。規

則で委員の互選で決めることになっている。立候補や推薦があれば挙手をお願いしたい。 

 

〔B委員〕 

審議会案はあるのか。 

 

〔事務局〕 

事務局案としては、三浦委員に会長をお願いできないかと考えている。よろしいでしょうか。 

 

〔一同〕 

問題ない。 

 

〔事務局〕 

 では、三浦委員にお願いする。副会長についても立候補や推薦をお願いしたい。 

 

〔B委員〕 

 審議会案はあるのか。 

 

〔事務局〕 

会長が不在のときに、議事進行をお願いするのが副会長の役目となる。事務局としては、前

回の審議会からも委員を務めている吉本卓生さんにお願いしたいと思っている。今日欠席だが、
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ご本人も快諾してくれると思う。よろしいだろうか。 

 

〔一同〕 

 承知した。 

 

〔事務局〕 

今日の議題としては以上である。 

 

 

４ 事務連絡、閉会                                        

〔事務局〕 

 次の開催は、１～２月を予定している。 

 

〔G委員〕 

 予算の関係で難しいかもしれないが、審議会の開催ではなく、みなさんの評価シートが集ま

った段階で、お互いが情報共有するための勉強会を開催したほうがよい。みなさんが説明会に

出席したときの思いが鮮明なうちに情報共有して、次の審議会での提案内容を考える場を作っ

たほうがよい。１２月ぐらいが候補だが、みなさんの状況を見ながら考えていくのがよいと思

う。 

 

〔事務局〕 

 説明会が終わって、一定程度情報の集約ができた段階で、みなさんで情報共有したほうがよ

いと思う。 

 

〔G委員〕 

 全員参加ではなく、複数回開催し、来られる人が集まるようにする方がよいと思う。参加で

きなかった委員にも結果の内容については事務局を通じて共有すればよい。 

 

〔事務局〕 

そのような方向で検討していく。 

 

〔事務局〕  

 では１２月には勉強会、１～２月には第２回の審議会を開催する。では最後に、会長から会

長就任の挨拶をお願いしたい。 

 

〔会長〕 

 本日は複数の立場から発言したために、意見が輻輳したかなと思います。協働のまちづくり

の審議会として、今回みなさんからさまざまな意見をいただいたが、新たな一歩を踏み出した

かなと思う。廿日市市の協働を次のステージに行くためには、今回の試みが良い結果を生み出

して、さらに市職員にも市民にも協働が広まっていき、市民が意見をいっても無力に感じるよ

うな状況を変えていって、一緒にまちづくりをしていけるようにしていきたい。そのため、委

員のみなさまは説明会にご足労をお願いすることになるが、説明会に参加することで、状況を

みていただければと思う。計画を審議する立場としては、かなり不安の多い計画である。いろ

いろなことに踏み込むような内容であるため、そもそもこの計画が何を目指しているのかとい

うことも踏まえて、市民の方へ伝わればよいと思っている。そのためには、計画審議会や市職

員では気づかない手法があると思うので、より多くの人の知恵をお借りしていきたい。その点
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についても期待している。宜しくお願いしたい。 

 

〔事務局〕 

以上で審議会を終了する。本日は長時間ありがとうございました。 

 

 


