
協働によるまちづくり審議会 第２回審議会及び提言について 

 

平成３１年２月１３日１９：００～ 

                       市民活動センター第 1研修室 

 

１ 概要 

 

  毎年、廿日市市協働によるまちづくり条例に定める「協働によるまちづくり審議会」 

を開催し、市民と市が協働によるまちづくりの状況の進捗を審議してきた。 

  平成３０年度は「市政への市民の参画」をテーマとし、「市が行っている事業計画の策 

定に対して市民がどのように参加していけるのか」に対して取り組みを行った。 

 

２ 取り組みの具体 

  平成３０年１０月から１２月までの間、市建設部都市計画課が実施する「廿日市市立 

地適正化計画」（拠点の形成による持続可能なまちづくり計画）の市民説明会に、協働に 

よるまちづくり審議会委員が出席し、協働によるまちづくりの視点から市の実施する一 

連の事業に対して評価を行い、より市民参画を進めるための提言に結びつける。 

 

３ 取り組み全体の流れと審議会参画部分の位置づけ 

 

 
                      出典：拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（廿日市市立地適正化計画）より 

     

 

４ 説明会の実施 

  １９時からパワーポイントを使用した説明が約５０分。 

質疑応答の時間が約３０分あり、２０時３０分を目途に終了。 

  それぞれの説明会に審議委員が参加し、市民参画・市民協働の視点から評価を行った。 

 

 

 

協働によるまちづくり
審議会の参画 

１ 

資料 No,１ 



◎沿岸部では立地適正化計画による居住誘導区域の設定や都市機能誘導区域の設定につ 

いて説明を行った。 

大野地域 

１０月２９日（月） １９時～ 大野図書館 ２２人 

１０月３０日（火） １９時～ 大野東市民センター ２１人 

    

廿日市地域 

１１月 １日（木） １９時～ 佐方市民センター  １人 

１１月 ５日（月） １９時～ 地御前市民センター ８人 

１１月 ６日（火） １９時～ 中央市民センター ２１人 

１１月 ８日（木） １９時～ 平良市民センター  ２人 

１１月１２日（月） １９時～ 原市民センター ４４人 

１１月１３日（火） １９時～ 四季が丘市民センター ７人 

１１月１５日（木） １９時～ 宮園市民センター  ６人 

１１月１９日（月） １９時～ 阿品市民センター １８人 

１２月 ４日（火） １９時～ 宮内市民センター ２５人 

１２月１０日（月） １９時～ 串戸市民センター ３３人 

１２月１７日（月） １９時～ 阿品台市民センター ２７人 

    ※地御前市民センターでは特定用途区域誘導区域の都市計画決定の説明を追加。 

 

 ◎中山間地域においては立地適正化計画に併せてバス路線再編の説明も行った。 

   佐伯地域 

１０月１１日（水） １９時～ 友和市民センター １０人 

１０月１２日（金） １９時～ 浅原市民センター １１人 

１０月１９日（金） １９時～ 玖島市民センター １５人 

１０月２３日（火） １９時～ 津田市民センター １７人 

   吉和地域 

１０月２５日（木） １９時～ 吉和福祉センター ３４人 
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５ 審議委員による評価視点及び採点 （５点満点） 

 

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ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③互いの自主性を尊重し、対等な関係で取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 
３ 



④地域性を大切にします 

 

 

 

 

 

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 
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６ 審議委員からの評価 

（１）プラスの評価をする点 

・計画の策定に際して、各小学校区で説明会を持たれたのはよかったと思われる。 

    ・資料や説明が分かりやすかった。 

    ・説明会の前半はパワーポイントの資料を抜書きで配布していたが、分かりにく 

かったと伝えて改善していただいた。 

・内容についてもデータを多用し、まとめられており「わかりやすかった」との 

回答が多い。 

    ・質問の時間をとって、市民からの質問に対して丁寧に答えられており好感がも 

てた。また、担当外の質問でも担当課へ伝えるとの回答や、課長職の出席によ 

り責任ある回答が返ってくることがよかったと評価があった 

    ・専門用語や計画そのもののタイトルについても言い換えを工夫され、分かりや 

すくしようという意図を感じさせられた。 

    ・ある地域では市議会議員が担当課から資料を入手し事前に地元へ情報提供され 

た結果、参加者も多く意見が活発に出たところもあった。 

 

（２）マイナスの評価をする点 

    ・説明会の開催告知方法がよくない。市民に周知されていない。 

・参加者が尐ない。 

    ・高齢者の男性がほとんどだった。計画の目指す当事者の参加がない。 

    ・計画の中身が参加者の自分ごとになっていない。 

    ・計画内容が参加者に理解されておらず、身近な生活課題が質問される場面が 

あった。 

    ・説明時間が長く、集中力が続かない。 

    ・市のホームページにたどりつけない。 

    ・「決まったことの説明会」なのか「自分たちの意見は反映されるのか」がはっき 

     りしなかった。パブリックコメントはあるといわれるがわざわざ意見を入れる 

     人は尐ない。 

    ・説明会の時間設定（子育て層には出席できない時間帯や曜日）の工夫。 

    ・アンケートの質問項目が多く、回答が負担だった。 
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７ 審議委員からのコメント 

 （１）計画策定の事前告知をしてほしい 

・事前に知っていればもう尐し考えや意見がまとめられた。 

    ・もっとたくさんの方々が来てもらえる事前の取り組みがほしい。 

    ・計画内容の資料が事前にあれば市民で勉強会ができる。 

    ・事前の資料提供方法を考えてほしい。 

（市ホームページ、市民センターへの配布など）。 

 

  （２）計画が目指している主なターゲットに情報が届いてほしい 

    ・計画が対象としている主な内容や事業期間、対象は誰か？ 

    ・２０年後を考える計画であれば、２０年後に廿日市市で主役になっている世代 

へ参加し考えてほしい。 

    ・そうなるような呼びかけとなるように工夫して、広報や設定を考えてほしい。 

 

  （３）参加者への呼びかけ手法を工夫してほしい 

      紙媒体 → 市広報、新聞、ミニコミ誌、市民センターだより、 

チラシ、ポスター、町内会回覧など 

      放送媒体 → テレビ、ラジオ、ケーブルテレビなど 

      電子媒体 → 市ホームページ、フェイスブック、インスタグラムなど 

    ・地域自治組織、団体、企業、学校等への呼びかけを。 

    ・地域のサロンなどでも保健師の方がさわりだけでも紹介してもらえれば、もっ 

と広まるのではないか。 

・女性の集まり等でも政治の話題になることは尐ないが、話題がふられれば皆自 

分の意見を持っています。様々な機会をとらえて市民へ呼びかけを行ってほし 

い。 

    ・団体等へ呼びかける場合は地域政策課や協働推進課、市民センターへ事前に相 

談いただき、呼びかける団体へのアプローチ方法を一緒に考えてみてはどうか。 

 

  （４）参加者が興味をもって自分ごとになり、計画を一緒に考えられるように 

・事前の取り組みを工夫してほしい。 

    ・事前のテーマシンポジウムや講演会の開催はどうか。 

    ・事前の資料配布や資料提供をしてほしい。 

    ・課題の事前共有（今回は人口減による社会課題という認識の共有）をしてほし 

い。 
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  （５）若年層に興味をもってもらい、参加してもらえる取り組みを 

    ア）小・中・高校生に対して 

・学校への協力依頼、情報提供をしてみてはどうか 

・授業の中での取り組み（例：尼崎市 小学校で出前授業）はできないか。 

イ）２０代から４０代の世代に対して 

・携帯端末へ届く媒体での広報活動の検討を検討してほしい。 

     ・行政課題に興味をもってもらうためゲーム等を活用する方法もある 

（例：小林市 シムシティ課） 

・軽い感じの感覚で参加できるシンポジウムの開催 

（神戸市：都市計画課「人口減尐時代の豊かな暮らしを神戸でデザインする」） 

 

  （６）説明会を開催する場合に検討していただきたい 

    ・日程、場所、時間帯、時間数、時間配分 

    ・会場、施設、収容人数、設備 

    ・ターゲット層に配慮した場や設備の設定（例：授乳室や託児など） 

 

  （７）資料を工夫してほしい 

    ・事前配布があれば不明なところは質問できる。 

    ・今回のようなデータの作り方はよいと思う。 

    ・資料は「要点がいる」という人と「全部ほしい」という意見が分かれた。 

    ・配布は要点を記したものにして、希望者に全部のったものを配布する形にして 

はどうか？ 

 

  （８）ホームページを工夫してほしい 

    ・市ホームページに入ったときに目的のところに届きやすいとありがたい。 

 

 （９）市民への意見の聞き方を工夫してほしい 

    ・当日のアンケート（簡素にしてほしい）の実施 

    ・市民センター等での事後回収 

    ・パブリックコメント 

    ・意見に対しての所管課からの返し方の検討 

   

 （１０）市職員も「自分ごと」にしてほしい 

    ・日常業務で情報が入っているのかもしれないが、説明会会場に市職員の姿が見 

られなかった。日々の業務も忙しいと思うが、職員が地域で一番の伝え手であ 
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ると考えます。職員への出席呼びかけもお願いします。 

 （１１）事後のフォローを 

    ・希望する団体があれば、出前トークとして追加の説明会をしてほしい。 

     （説明会の中では追加でも説明しますと言っていただいています） 

    ・議事録の公開をお願いします。 

    

８ 行政との信頼関係構築のために必要なこと 

 （１）市民と行政が地域課題と危機感を共有すること 

    ・お互いが「何とかしなきゃ」の危機感をもつ。市民はお客さんではない。 

 （２）市民が興味・関心をもち、市政に参加しよう思うきっかけとなる事前の取り組み

を行うこと 

    ・自分も市でやっていることを知ってみたい・考えてみたいと思えるような取り

組みをしてください。 

（３）市民と対話できる職員 

    ・職員は関わりのある業務や政策を市民に分かりやすく説明できること。 

・政策（計画）立案の過程において市民と対話する機会を積極的に設ける。 

    ・職員は対話から出た意見を受けとめ、参考にする。 

・説明会での「こういう機会だから言うが…」発言が解消される。 

（４）市民が市の職員が説明する内容を十分理解していること 

    ・「市の職員の言うことが分かりにくい」ことはなしにしよう。 

・行政の政策を理解するために市民も勉強しよう 

（５）市民が意見や考え方を述べ、参加できる機会があること 

    ・自分の言ったことが市政に反映されたよろこび・参画感・責任感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 



知らせたいことをはっきりさせる
配布された資料では、なぜこの計画を実施しなけらばならないのかが理解できなかった ・ これをしなかったらどうなるか、ということを示す
何を目的に説明会をするのか前段で明示し、大きな着眼点を整理してから説明するべき ・ 最初に具体的なテーマ・目的を示す
説明会と言われると『もう決まったことを事後報告のように形式的に開くもの』と思ってしまいがちだが、今回のように意見を
聞く場でもあるなら、『柔軟な受け答え』をする場面と、『はっきりした意思』を伝える場面を、きちんと区別してほしい。 ・ 説明する内容を絞って説明会を開く
意見は聞くが計画に修正は出来ない回答に終始している ・ 各市民が自分ごととして捉えられるような説明をしてほしい
質疑応答では、今住んでいる所の問題より、佐伯町や吉和の人口減尐と居住誘導区域との関連などの質問があり、地域ご
とに関連した計画の説明だけで、なぜこのような街づくり計画が必要なのか疑問点が解消できない。地域ごとに関連づけた
説明も必要ではないか。

・ すでに決まったことを説明する場なのか、市民の意見を聞く場なのか

伝えたいターゲットを狙った広報
バス利用者に伝えたいのであれば、学校を通じて保護者向けの説明会が必要ではないか。PTA・バス利用者などに声をか
けたか。

ターゲット層のライフスタイルをリサーチし、情報、教育、啓発していくプロセス検討することが必要ではないか ・ 説明会を開く前に様々な利害関係者へ事前の相談をしておくべき
市の広報、市民センターだより、防災無線で広報したと聞いたが、他の方法を考える必要があるのではないか。 ・ 説明会を協働で開催、運営する。
説明会の開催の周知をもっと細かくするべきである ・ 早い段階から関係部署と連携を図る。多方面からの広報
市民に「まちづくり」に関心を持ってもらえるような広報の手法を考えるべき ・ 【今回で言えば】
説明会開催案内の広報が十分なされたかどうか疑問。参加者の呼びかけがなっていない。 ２０代～３０代に響くチラシ・資料・説明会の運営
参加者数が尐ない。参加者が高齢の男性ばかりで若い人の参加がない。20年後現役かどうか解らない人たちへ向けての
説明会

やったと言えるアリバイ工作と取られる

興味を持ってもらえるような工夫
２０年後の現役世代である小中高生へ向けて、まちづくりの説明を行ってほしい。

地区の役員などが参加しているだけで、一般の参加はどれくらいあったか疑問 ・ まちづくりに関心を持ってもらえるよう小・中・高校と連携する
地域で行われている行事、サロンなどで計画のさわりだけでも話して廻る、というようなきめ細かい情報伝達ができたら ・ エンタメできっかけづくり（面白くないことを楽しく学べる仕掛け

（ex．YouＴube、寸劇、ゲームなど）
保健師さんなどサロンに関わる職員さんを通じて、事業の概要を話してもらうと、高齢者などには身近に感じるかも。 ・ 行政ではなく誰かに仕掛けさせる
市民は、話を聞いても解りづらい、自分にどう関係するのか実感がわかないのでは？

市民が予習できる（したくなる）環境づくり
計画のスタート時点での情報発信（総合計画や、マスタープランの時点）が十分でないことが原因の一つかと思われる。市
全体の計画を進めていくというタイミングでの情報の周知が不足していると、計画が住民の知らない間に進んでいるような感
じを受けてしまうことになるので、どの課にも当てはまる『総合計画』をもっとＰＲすることが大事。
参加者が尐ないということは、学ぶ姿勢が出来ていなかった結果と思われる。 ・ HPの工夫（専用バナーを用意・情報の整理）
まちづくり役員の勉強会等の開催が必要（町内会長）

・
早い時点でのPR（物事に取りかかる前段階で市民に周知を・市広報などの活
用）

市民多数参加して意見の場を持つべき ・ 市民センターの活用（事前学習の場の設定・センターだよりでの特集など）
事前の勉強会がなされていたら出ないだろう意見が出ていた ・ 職員も伝え手のひとり（まず庁内でも広く浸透させるべき）

・ 住民側の関心の醸成

評価シート・勉強会での意見

項目（案） 資料No,2 



評価シート・勉強会での意見

普段から市民とのコミュニケーションを
事前の勉強会がなされていたら出ないだろう意見が出ていた（再掲） ・ 説明会の内容とは関係のないことでも、この際だからと質問する市民
協働の条例があるからと、形だけの説明会や意見の聴取に終わらないようにしてほしい。

・
日頃から政策や計画に関しての市民とのコミュニケーションの場を持ってはどう
か

配付資料の工夫
HP掲載資料は読むのに時間を要しない資料が欲しい。
「知るきっかけになる資料」と「詳しい正式な資料」というような。

・ 詳しい資料が欲しい人もいれば、概要をつかみたい人もいる。配付は説明資料
のみとし、他の資料は任意としてはどうか

HPを見たが専門的で量が多く、理解しづらい。市民資料としては適当でない。 ・ 手元資料と説明会での投影資料が異なっていると迷う
配布資料とパワーポイント画面が違うので、確認がしづらかった。プロジェクターを使って説明された資料が配布されていれ
ばよい ・

HP掲載資料の詳しさも段階的なものを用意してほしい

説明会資料をもっと詳しいものにして欲しい。配付された資料では説明内容を十分に理解できなかった

説明で外来語が用いられていたので、日本語でも言い直す配慮も必要と感じた。（例えば「ポテンシャル」）（外来語（英語）で
いう方が分かりやすという場合もあるけれど）

説明会の組み立て方を工夫
何を目的に説明会をするのか前段で明示し、大きな着眼点を整理して実施すべきである（再掲） ・ 説明時間と質問時間のバランスを考えてほしい。説明時間が長いと双方向のや

りとりができない。キャッチボール的な説明会を
市役所内では慣用句かもしれないが、一般には解りづらい熟語もあり、もっとかみ砕いた方が良いと思う。 ・ 初心者、小学生に向けて説明するつもりでお願いしたい（難しい言葉の補足説

明）（専門用語を思い切って省く）
資料内の専門用語（都市機能誘導施設とか、都市機能構成施設とか）は話を聴くなかでこの単語が必要かどうか尐し疑問
だった。見るからに難しそうな単語は用語説明を補足するか、いっそ説明会においては省いてしまうこともあってよいと思う。
資料がＨＰの記述のままを使うのは説明会の機会がもったいない。

・ 説明内容を解説したパネルを作り、就職説明会のような地域説明会（ブースを
回って聞きたい内容の説明を聞く）

多くの若い男女が参加して意見を言い合う場の提供をどのようにしていくかが課題ではないか。

説明会の日時・場所の工夫
夜は来れない人や家から出られない人も、どうにか参加できるような環境（システム作り）を整えていく必要があると思う ・ 曜日・時間帯に偏りのないようにしてほしい
子育て世代の多い地域では、その世帯の住民も参加しやすい時間帯の説明会の開催も今後考慮した方が良いとおもう ・ ターゲット層が参加しやすい日時等の設定
地域の方がより参加しやすいような時間設定や広報、相手の要望に合わせた出向説明会の提供が必要。 ・ 商業施設の活用
各会場の設営をみると20～25名程度の出席者を想定している。もう尐し多くの人に参加してもらえる工夫をしていただきた
い。各会場がこのような人数で説明会が終わったとしてもらいたくない

説明会の様子も広く市民へ周知をしてほしい
参加できない（できなかった）住民に対しては、後日説明会の様子やどんな質問が出たかなどの報告をなんらかの形で行う
のが望ましい。

・ 説明会に参加できなかった人のためにも、議事録などを作成してHP掲載や地域
住民の目につくところに掲示するなどしてほしい。

説明会の質問に対し、持ち帰った案件や、その後の対応などの報告を何らかの形で分かるようにする必要があると思う。 ・ 説明会で出た質問に対する回答の公表
発した意見がどの程度計画に反映されるのか、見える形で回答を示して頂きたい。 ・ HPだけに頼らない姿勢
今後の情報提供や、パブリックコメントで出た市民の意見、専門委員会の意見、議事録等はHPで見てくださいとのこと。どれ
だけの市民がHPを見ているでしょうか。
参加されている方については学ぶ姿勢は十分お持ちだと思う。　ホームページに情報提供はされているというがどこまで浸
透しているだろうか？
『詳しいことはHPで。聞きたいこと、意見があれば都市計画課の窓口に来てください』と言われたが気軽に行けますか



①誰でもまちづくりに取り組むことができる

誰もが発言しやすい環境が整えられている 3.0 2.7 2.9

誰でも市民委員になれる環境が整えられている 1.3 0.9 1.1

市民が気軽に参加できる機会が用意されている 2.7 2.0 2.3

さまざまな年代、職種の方が参加できる手法が用意されている 2.0 2.0 2.0

誰もが関心を持ち理解しやすくなっている 2.7 2.6 2.7

②互いの自主性を尊重します

市民は自発的にこの計画について学ぶ姿勢を持っている 3.3 2.8 3.1

説明会や勉強会に参加できない市民にも情報提供されている 1.3 1.5 1.4

行政が市民に一方的に押し付けるのではなく、
一緒に同じ目的に向かって努力をしている 2.3 2.5 2.4

③互いの自立性を尊重し、対等な関係で取り組みます

職員は市民の意見を聞く姿勢ができていた 3.3 3.1 3.2

④地域性を大切にします

地域の特性や市民のニーズを把握している 2.7 2.6 2.7

⑤情報の共有を図りながら取り組みます

市民が理解できるよう分かりやすい資料が用意されている 3.7 3.2 3.4

計画の内容について勉強する機会が市民向けに用意されている 1.3 2.5 1.9

説明会の内容は分かりやすい 3.7 3.5 3.6

計画段階での情報提供は適切である 1.3 2.7 2.0

各種の情報発信ツールを利用した情報提供がされている 3.0 2.1 2.5

⑥互いに信頼関係を築いて取り組みます

行政と市民の信頼関係は築かれている 2.7 2.3 2.5

⑦次代につながる人づくりをしながら取り組みます

若い世代に向けて教育や啓発する機会が用意されている 1.0 1.6 1.3

中山間
（３ヶ所分）

沿岸部
（７ヶ所分）

全体

評価シート 評価点集計一覧 資料No,3 



 

 

協働によるまちづくり審議会からの提言 （案） 

 

 協働によるまちづくり条例第 17条第２項（3）「協働によるまちづくりにかかる施策の改

善に関すること」について、次のとおり調査し、審議しましたので提言します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

協働の第一歩である市政への市民参画を考える機会を提供していただいた都市計画課に

感謝します。 

 

協働によるまちづくり審議会からの提言として 

 

・市役所の仕事は市民のためにされるものです。 

どんな課題があり、それを解決するためのどのような計画がこれから検討され 

るのか、それによってどうなるのかについて、自分たちも考え、意見を言え 

るようにしてください。そのために、計画が策定される前の段階から市民に 

分かりやすく情報提供をして、議論し、意見が言える場を設けてください。 

 ・策定過程でどんな議論がされているか、分かりやすく公開する努力をしてくだ 

さい。 

 ・市の計画は長い期間を対象に策定されます。その期間において対象となる世代

が計画の策定に参画できる機会を市として工夫してください。 

そして、市民参画の成果が市民に伝わるようにしてください。 

資料 No,４ 


