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 廿日市市協働によるまちづくり審議会 第 2 回会議 会議要旨 

 

 

 1 日時：平成 31年 2月 13日（水） 19：00～20：45 

 2 場所：廿日市市市民活動センター 第一研修室 

 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、 

長代暁美、橋本節男、三浦浩之、安塚綾子、吉村佳子、吉本卓生 

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 その他 

4 閉会 

 

（配付資料） 

 (1)会議次第 

(2)資料１ 第 2回審議会及び提言について 

(3)資料２ 評価シート・勉強会での意見まとめ 

(4)資料３ 評価シート 評価点集計一覧 

(5)資料４ 協働によるまちづくり審議会からの提言 

 

１ 開会                                       

〔事務局〕 

定刻となったので、第２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

ムページで公開する。終了時刻は 21時を予定している。ご協力の程、よろしくお願いする。 

事前に郵送した資料に加えて、次第を配布する。 

「次第」、「資料１第 2回審議会及び提言について」、「資料２評価シート・勉強会での意見まと

め」、「資料３評価シート評価点集計一覧」、「資料４協働によるまちづくり審議会からの提言」

以上が今日の資料となる。 

開会にあたり会長からひと言ごあいさつをお願いする。 

 

〔会長〕 

こんばんは。今回審議会を迎えるにあたって、前回の審議会で審議対象にした立地適正化計画

の説明会に赴いてもらい、その場の状況またはどういう風に受け止めたかを評価してもらった。

その評価と、それぞれが経験したことを基に、どういう形で説明会が進められたかなどの評価

の共有化を図りつつ、提言に結びつけたいと思っている。皆さんが、経験したことを振り返り

つつご意見いただければと思う。2時間よろしくお願いします。 
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〔事務局〕 

はじめに本日の会議の流れとこれまでの経緯を説明する。 

10月から 12月まで廿日市市立地適正化計画の地域説明会に参加していただき審議委員の視点

で評価をしていただいた。12 月の勉強会では、説明会の感想を共有し意見交換をしていただ

いた。本日はこれまでの意見を集約して、事務局で作成した市への提言案を元に審議いただき、

最終的には提言を完成させたいと思っている。これが本日の最終目標です。資料のほうを説明

します。 

 

 

２ 審議事項                                    

〔事務局〕 

資料説明をします。 

資料１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説明 

 

資料２ 12月に開催した勉強会で出た意見をまとめたもの 

 

資料３ 審議委員の皆様方に採点をいただきました評価シートの評価点の集計一覧 

 

資料４ 審議会からの提言としてまとめています 

 

最終的には審議会から廿日市市にいただいた提案については、行政経営推進本部という幹部級

が出席する会議にて、私から審議会でご指摘いただいた提言として説明する。 

資料の説明をする。 

 

〔会長〕 

審議事項が２点あり、（１）と（２）が分かれている。（１）に関しては資料１のから資料３を

利用して審議するということでよろしいか。 

その場合に、資料１の中にも提言について、と書いてあるがここはどう扱えばよいか。 

 

〔事務局〕 

審議事項の項目立ての記述が誤っている。 

審議事項について、実際には「提言内容について」というところのみが審議内容になる。 

 

〔会長〕 

承知した。まず立地適正化計画のまとめとして資料１から３を使って説明していただけると理

解した。説明をお願いする。 

 

〔事務局〕 

お手元の資料１をご覧ください。 

 

〔資料１～３ 説明〕 

 

〔会長〕 

資料２についてはみなさんのほうで参加された後に、意見交換、勉強会の場で出てきたものを

整理し、まとめたものである。 

資料３については、評価点の結果。それを踏まえて今説明のあった資料１ができたということ
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である。  

資料３にも関連するが、資料１の中で 5点満点として評価結果があり、例えば評価点として 5

点満点で 3点というのはギリギリ合格と捉えるのが通常だと思う。人によってはそういう基準

ではなく点数をつけられた方もいる。採点された方で、実は自分は特別にこういう思いで採点

したというのがあれば発言をしていただければと思う。 

 

〔H委員〕 

5点満点なのに、なんで 5まで目盛りをつけないのか。棒グラフが上まで伸びているから（高

得点ではないかと）錯覚する。それと、確かあのときには 6段階評価だったと思う。6あった

のを 5にしたのはおかしい。この間の勉強会でも言うべきだったが結局委員の評価はばらつき

がある。絶対評価ではない。評価点のつけかたを分かりやすく、点のばらつきがないようにす

る。その人の権限によって評価点を悪くしてはいけない、という気持ちがある。その辺のばら

つきがないよう。 

 

〔会長〕 

今ご発言にありましたように、個人差もあるということで、今回は単純に平均をだしているが、

手段としては例えばそれぞれの評価の平均を取りながら、標準偏差を取り、ばらつきを見たう

えでそれをそれぞれの評価の人たちの標準化をするということもある。表し方については再検

討するのがいい、と今の意見を受けて思った。 

今のご発言でいうと、まず 5点満点であればやはり採点基準を作ることが必要。 

おそらく全体の中の相対的な各評価の位置づけは変わらないと思う。低いところは、皆さん全

体としても低い。ただ、数値そのものが意味を持つか、というと難しいところがあるのではな

いか。 

それを受けてここで例えば 3 ページ①欄内の「誰でも市民委員になれる環境が整えられてい

る」というのは今回の審議していく中で直接見えてこなかった部分と思うが、次の②のところ

で「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」については評価が低かった

ところがある。これらに関することで 5ページ以降に記載されているものはあるのか。3ペー

ジ目記載の低い評価点の項目について、「委員会の評価としての具体的な発言があったので、5

ページ以降の資料に記載している」ような箇所があるか。 

 

〔事務局〕 

4ページをご覧ください。「⑦次代につながる人づくりをしながら取り組みます」 

という項目に関して委員のみなさんの評価が低かったため、若い世代に参加をしていただける

ような工夫を、という項目を挙げている。また、3ページの②の「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」という部分については、説明会の中でもホームページをご

覧くださいということをたびたび伝えている。しかし、実際にホームページを開くとなかなか

資料にたどりつかないということもあり、こういうところは改善を図っていけると良いと考え

た。 

 

〔会長〕 

5 ページ以降に「プラスの評価をする点」「マイナスの評価をする点」とある。この部分の位

置づけはどのようになっているのか。 

 

〔事務局〕 

そこについては、提出してもらった評価シートから抜き出した。6ページ以降については、コ

メントという見出しにしているが、そこは「もう尐しこういうふうになってくれると自分達も
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参画できるのに」というようなご意見をまとめた、ととらえていただきたい。 

 

〔会長〕 

項番 6に関しては、基本的には、委員の皆さんが評価シートの自由記述欄に書かれた地区説明

会で感じたことであるとか、その後の勉強会のときのコメントに近いもの、すなわち今回の説

明会そのものに関してのプラスマイナスの評価である。 

7ページ以降に関しては、意見交換の場で出たいろんな意見、つまり今回の説明会の評価だけ

ではない部分の意見も踏まえて整理をしたということである。以上が資料のつくりである。 

まず、この項番 6 で実際の評価をした時のプラスマイナスの評価があったが、これについて、

「この部分は必要ではないか」、あるいは「これはあえて書かなくてもいいのでは」という箇

所があれば意見をいただきたい。 

 

〔J委員〕 

平成 30 年 10 月 17 日の資料に「都市計画の関心や市民が参画できるようなことの審議をテー

マに位置づける」ということが本来の審議テーマだったように思う。「市民参加が尐ない」「市

民の興味や関心が非常にうすい」、だから、都市改革の関心や参加が持てる取り組みを審議し

ていただきたい、というテーマが今回の本来の目的であると認識していた。なので、項番 6

の資料部分が審議に対する答えになっていると思う。 

会議の内容の構成のあり方の審議ではなくて、問に対しての答えが項番 6なのかな、と。 

順位的に会議の構成を見直してとても素晴らしい会議だったというのを言い出すのでこうい

うアンケートを取るのはいいと思うが、自分は理解しづらい。問に対しての答えの順番がちょ

っと違っているのかな、と感じる。 

 

〔事務局〕 

今回の審議の内容が結局何であるのか、今ひとつはっきりしないのではないか、ということで

しょうか？ 

 

〔J委員〕 

10 月の審議会の資料に審議するポイントが書かれていたように思う。市が進める事業の説明

会で市民参加が非常に尐ないので、どういうふうに市民参加されていますか、みなさん見に来

てください。ということで、市議の先生がみなさんに参加を呼びかけているようなコミュニテ

ィもあった、アンケートにも答えていただいた。それがページで言うと 6ページだと思う。審

議会への問に対しての答えを個々から発信するのかな、と思う。審議会の構成も大切だが中身

をボトムアップするということで、また審議会に参加しようとなって、未来設計ができるので

はあるが。 

 

〔事務局〕 

5ページの項番 6については、今おっしゃっていただいたように、評価シートからの意見であ

る。若い方たちが興味を持ってもらえるような具体的なあり方ってなんだろう、ということを

本来審議するべきと思ってはいる。勉強会のときにも出た「高校生とゲームでまちづくりを体

験してみては」という意見も資料の後段に書いている。このように具体的なご意見があれば、

提言の中に反映していく。 

 

〔E委員〕 

今回 4箇所の説明会に参加した。私たちに伝わってきていないのは、都市計画の会議の中で専

門家の人たちが専門的に討論をしている中で出た意見だ。そこで出た意見を市民に見せていく
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ような説明会を持つべきであり、それをするためには、どんな取り組み方をしたらいいか考え

たい。 

私が説明会に参加した印象では、ただ単に説明会を開いた、というだけにしか見えない。 

そうではなく、どんな意見が出てきたか、参考になる意見を取りまとめたものはあるのか、 

廿日市の将来にこんな風に役立っていくというような、実質的な内容を伴った説明会を開く必

要があるんではないか。 

今回は説明のための説明会で意見を吸収するというようなことは、成果として上がっていない

ように思う。20 年後のことなので、まだこれから考えてターゲットを絞って、若い人に向け

た説明をこれからどんどんやってもらえないか。 

 

〔I委員〕 

では、私はその受け手側にも入っているので、説明させていただく。 

それぞれの参加者に対してどういう意見が出たかということを立地適正化計画の会議体で整

理している。どの地区で出た意見なのかも踏まえて、出た意見に対して担当部局の考え方もま

とめている。今ちょうどパブリックコメントを受け付けている最中であるが、パブリックコメ

ントで出た意見も反映していく状況になっている。この資料は公開されており、この会議の場

に出せばより分かりやすかったかもしれない。10 ページくらいの分量である。事務局側（協

働推進課）にはこのことが伝わっているか。 

 

〔事務局〕 

すみません、もらっていません。 

 

〔I委員〕 

立地適正化計画審議会資料の中での記述だが、「人口が減り市の財政が減り、いろんなことが

厳しくなる中で、まちづくりでも選択と集中が必要だと思います。一方で居住誘導区域から外

れた地域は夢がないように思うがどうしたらいいか」という質問に対し、廿日市の回答は「人

口減尐が進む中でも最低限の拠点を維持するためにこの計画を策定している。居住誘導区域や

立地適正化計画から外れた地域でも公共交通で暮らしが維持できるように努めていきます。」

となっている。多分この部分は計画に入っているはず。その辺はしっかり反映されて、今パブ

リックコメントを迎えている。この意見があったとしてもパブリックコメントの段階で不十分

だということになれば意見が言えるように、ひと月の期間を設けてパブリックコメントを受け

付けている。この資料をみなさんに出せばよかった。 

おそらく、探せばホームページで公開されているので、サイトを紹介するなり、PDFの資料を

印刷して送るなりして、委員への周知をするように。会議が終わった後には一般公開するはず。

ただ、ホームページ内の資料が分かりにくい場所に掲載されている。トップページに新着情報

で出ている間はいいが、新着情報でなくなると探しにくい。 

あるいは、パブリックコメントのページに行って、こんな経緯があったということを遡ってみ

ることができれば良いが。 

 

〔K委員〕 

 説明会に参加した人も、当日参加できなかった人も説明会の内容が分かるような手段を取ら

ないと単なる説明会で終わってしまう。今回の立地適正化計画の説明会は、「こういう計画が

20年先にもある」ということを説明しただけのものになっていると私は捉えている。 

説明会の中での意見を、立地適正化計画審議会の中で取り入れたなら、その内容をまた市民に

返されなければいけない。1回だけの説明会ではなく、意見を取り込んで変更した計画内容を、

再度市民の方に投げかけ、さらにまた市民の側からの意見を聞く、というふうに進めていくべ
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き。1回だけの協働の対話だけでは市民の意見を聞いたことになるのかは疑問である。 

職員も忙しいとは思うが、こまめに取り組んでいってほしい。長い計画なので、こまめに協働

の話し合いをしていただきたいと思う。 

 

〔会長〕 

今のご意見は、最後の提言のところに結びつく内容だと思うので、十分受け止めていただきた

い。そのほかに何かあるでしょうか。 

 

〔E委員〕 

さっきの続きだが、今言ったように立地適正化計画の審議委員会にフィードバックされて話さ

れていると思う。 

そこで、こういう点を市民に聞きたい、という突っ込んだ質問が出てきているはず。そのとき、

その提案にあった層の市民を集めて意見を聞くということを繰り返しやっていくことで、中身

が精査されていくような気がする。そういう進め方をお願いしたい。 

 

〔会長〕 

話題のテーマが実は次の項番７の方に移っている。 

5ページの項番 6に関してはこれでいいだろうか 

項番 6では、単純に説明会そのものについて書かれている。 

今の発言の内容は、次の項番７で話す内容にあたる。それらの意見を含めたものが項番 7の審

議委員からの改善に向けての提案となっていく。 

 

〔E委員〕 

廿日市市は尐子高齢会によって人口密度が薄れてくるから、ある程度まとまったところに集中

させて機能的な都市運営をすることによって活性化につなげていこう、というのがこの計画の

ねらいだと思っている。 

今回のバス路線に関しても、広電が撤退するから考えたバス路線の計画である、私は捉えてい

る。結局は後手後手である。もっと将来的に実現したいことに対して、ほしい意見とその意見

を持つ世代をきちんとターゲットにして説明会を開催してほしい。 

自分達は 20年後にはもういないから享受するものはない。40代、50代には関係がある。 

 

〔会長〕 

今の内容について、項目立てとして追加する内容だと思うので追加の整理をお願いしたい。一

つは市民に広く問うという姿勢も必要だが、本当にこのことについて、共に考えていく層を絞

り込んでいき、しっかり計画を策定する側から問いかけをして意見をとってほしい。 

それから、いろんな段階で意見を出したあとで、どこをどう変えたのかのいうことも、もう一

度しっかり説明してほしい。それに対して、市民がまた受け取ってどうしたか。つまり今回の

説明会では、事前に立地適正化計画についての審議会を設けることで議論をし、行政側が案を

作り、その案について意見をもらった。そして今それを元に変更した上で、パブコメを受け付

けている。一応 2回の市民との対話の機会を用意しているが 2回でも不十分である。いろんな

段階でやっていくべき。そのあたりは項目として新たに入れて欲しい。 

その他にこの項目 7の部分ですが、今回の体験を踏まえて、こういうことをしたほうがいいと

いうことがあれば意見が欲しい。 

 

〔J委員〕 

小学校、中学校についての意見だが、子ども向けポスターや、子どもが未来予想図をデザイン
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するなどの事例がある。よく私の小学生の娘が電車の中の中吊り広告を見て、あれに参加した

いなど言うことがある。どうしても大人だけの意見になりがちなので、子ども目線のポスター

などをつくってもらい、こどもが参加しやすい機会を作るという発想が必要かなと思う。 

 

〔C委員〕 

項目 7 の 1 番下にある意見について。回覧板を回せば人が集まると勘違いしている人が多い。

私は大野四区に住んでいるが、回覧板に挟むチラシがものすごく多い。今の時代共働きが多い

ため日中はみんな仕事に出ている。どうしても回りきるのに一ヶ月かかる。まして早く回そう

と思うと、見ずに回すだけになる。 

われわれは役員をやっているので、特に重要な計画のときに参加者を募りたいというのであれ

ば、役員にきちっと話をしていただきたい。たとえば、こういう人を集めたい、ということが

あれば一言言ってもらえれば、われわれは人を集めることができると思っている。一箇所で

10 人くらいしか集まらない状態なのに「やった」という事実だけ積み上げている問題をこう

いった方法でケアすることで多くの人が集まってくるようになると思う。 

時間帯や曜日の工夫などの意見もあるが、たしかにこれらは難しい。若い人を集めようとする

と土日にすればよいというわけではない。土日はみんな家族団らんをしたい。さらに女性を集

めようとすると平日の１９時３０分以降になる。それも旦那が家にいれば子どもを預けること

ができる。ということで、もう尐し人を集める場合の工夫が必要なんじゃないかと思う。 

 

〔F委員〕 

資料を工夫してほしいというのが一番である。資料を工夫することで子どもに伝わりやすくな

る。目に留まりやすいのが一番だと思う。そのポイントを抑えているから、行ってみようとい

う気持ちになるのだと思う。ここが根本だと思う。小中学校の若い人たちが来てほしいのが２

番目に大事だと思う。参加しやすいゲーム的な催しを考えてみたり、人がどう受け止めるかま

で考えた資料を作ってしてほしい。 

 

〔A委員〕 

小中学生などこれからまちづくりに関わっていく人たちを育てることが長い目で見るととて

も大事なことだと思う。佐伯地域でこどもたちの町を作るというイベントを開催するための勉

強会をした。そういった活動がもっと具体的になり、たとえば行政側の立場を子どもたちが経

験してみるとか、あるいは市内でいろんな役割をもって仕事をしているところへ行って子ども

たちが体験してみるといった取組みも、長期的な目線で考えると、将来的に街づくりに無関心

な大人を作らないための一つの手段になるのではないかなと思う。 

 

〔I委員〕 

たとえば今回の人口が減っていく町をどうしましょう、と子どもたちに問うて、子どもたちの

自由な発想でまちづくりについて意見を出してもらう。 

 

〔A委員〕 

そこから大人に広まっていけばよいなと思う。子どもがどういったことに関心を示し動いてい

るのかがわかれば、大人も気づけるような部分が出ると思う。 

 

〔G委員〕 

今回の立地適正化計画におけるわれわれの役目は、この市の政策の内容と、集客方法を考える

のではなく、説明の仕方がどうだったかを評価したのではないかと捉えた。 

評価シートの採点を見てこれはとてもまずい状況ではないかと思った。そもそも参加者の人数
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が尐ないということもあるし、それでこの低い評価ですし、みなさんのおっしゃったように市

のやっていることに関心を持つ人を育てる。まずそこからやっていくほうが良いと思う。 

 

〔H委員〕 

資料はよくまとまっていると思う。項番 7についてはもうちょっとわれわれの言ったことを追

加して欲しい。たとえば今言ったような人が集まらない、あるいは市民が行政に関心を持って

いないことを。 

 

〔B委員〕 

２つ思ったことがある。 

完成イメージの写真のような、今はないけど将来こうなるというったようなことを目に見える

ような形で提示してもらえれば分かりやすい。今回立地適正化計画っていうのは、機能的に集

約させていく基本的な方面での未来の都市像というものがある反面、人口減尐や空き家などの

危機感というものを市民として持つきっかけになる計画だと思う。この危機感もやはり避けて

通るということができない。現実味がない、なんとなく理想面だけを押し出しているように思

う。よくアメリカだと災害のシュミレーションだとか高齢者都市の映像を見たことがあるが、

あそこまでの恐ろしいような映像で危機感をあおることはないが、現実としてこのままだとこ

うなるといったようなことも併せて提示することが必要なのではないかと思う。 

２点目は説明会の参加を促す前に、市民が予備知識を持つための事前の勉強会を開催したほう

が、説明会当日に意見が言いやすいのではないかと思う。ただ、市民同士で勉強会をどうやっ

たら開催できるのかなどを今後の協働のまちづくりの指標の一つとして、考えていかなければ

ならないと思う。 

 

〔K委員〕 

曜日や時間の設定をきちんとしていく必要がある。出られなかったらおしまいというのではい

けない。たまたま知った東京都の情報だが、曜日を変えて 1週間に 7回説明会を開き、できる

だけ多くの人に参加してもらえるようにしている。行政の方も大変だが、結果的に多くの話し

合いができてよかったというような説明会を開催してほしい。廿日市市内の企業への出前講座

のようなことをしてはどうか。廿日市で働いている人も関係があると思うので。 

また、説明会の配付資料だけではイメージが湧かない。だから、それをできるだけ早い段階で

家の完成イメージのようにＣＧ化してもらうことで市民側はもうちょっとイメージできるの

ではないか。 

それから平良は活発な地域だが参加者が２名しかいない。さきほどの東京都の地区では道路拡

張の計画では３０回以上市民で討論している。賛否両論の意見を市民の間で議論したうえで行

政と話し合いをしている。コミュニティ内で討論をする土台ができている。それを廿日市でわ

れわれ住民側がどうやってその土壌を作るかが一つの問題だと思っている。 

 

〔D委員〕 

協働のまちづくりというものがどういうものか、そもそも住民側が分かっていない。人を集

めればいいってものでもないし、無関心な人を集めても意味がない。私が佐方の説明会に行っ

たときは、参加者は私一人だけであった。つまり佐方の住民の参加者は 0ということ。広報の

仕方も悪かったと思うし、住民の方も興味がなかったとうのもある。大人だけを対象にするの

ではなく、やはり中高生を対象にするのが良いと思う。中高生の意見というのはすばらしいも

のがある。その層の意見を取り入れないと、今からの廿日市の街づくりが良いものにならない

と思う。中高生が持っている夢があるような街づくりの意見を聞かせてもらいたい。各学校か

ら一人ずつ選ばれて市長と話をするという企画があり、私の孫も参加した。今回の計画が作ら
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れるようなタイミングで意見を聞くのも良いと思う。中高生というのは、複雑なしがらみがな

かったりするので、思い切った意見を言うこともある。そういった意見を取り入れながらやっ

ていかないと、絵に描いた餅のような状態になるのではないか。本当のまちづくりをしたいと

いうのなら若い層の意見も取り入れてやってほしい。 

 

〔L委員〕 

私は説明会に参加していないので具体的なことが何もいえない。私が所属している商工会青年

部で今年から高校生新聞というものを作ることになった。高校生新聞というのは、廿日市の魅

了や廿日市の企業の魅力、自分の学校の魅力を知ってもらうために発行している。かつ、現役

の高校生が高校生の目線で作っている。これを廿日市の中学校と高校の全生徒に配る。例えば、

今回の立地適正化計画も、高校生の目線で記事にして発信してもらうことで、廿日市の全生徒

にこの計画が、高校生の目線で広がっていけるのではないかと思う。こういったことに高校生

新聞を使ってみるものよいと思う。 

また協働のまちづくりというものは、市民が前に出てこないといけないと思うので、説明会を

開催する時間や場所はすごく大事だと思う。なので、ぜひ高校生新聞を使うことに興味があれ

ば、お声がけしてほしい。 

〔I委員〕 

中間組織の存在が大事なのかなと思った。今回は行政側がいろいろ考えて準備をしてから開催

した。もちろん広報してから実施したが、なかなかやり方自体が洗練されていない部分もあっ

た。あるいは市民側からすると、こういうことが知りたいけどどうすれば知ることができるの

かが分からないという課題がある。その二つの間を取り持つような組織体があるといいのでは

ないかと思った。せっかく、行政側も市民の意見を欲しているし、市民側も行政がなにをしよ

うとしているのか知りたいし、自分たちの意見を市政に反映してほしいという思いがある。そ

こを上手く繋げるような組織が廿日市で生まれると、いろいろな連携が上手くいくのではない

か。それはこの審議会を作っている中で生まれていけばいいと思う。 

ただ、みなさんにお願いするといったことではなく、課題が見えてくるとそれぞれがやりたい

ことが見えてくるのではないかなと思う。 

京都では、パブリックコメントをしたときに 200～300 の意見が投稿され、それに対して丁寧

に回答がある。海外でのケースだが、コメントに対する回答を数十ページ及ぶ文量で回答しつ

つ、最初に提案したプランからまったく変わったプランになったりもしている。目指すゴール

はあるが手段はいろいろあっていいと思う。例えば京都のケースになるが、中間組織が立ち上

がっていて、しっかり行政側と対話をしているし、最低限の必要経費は行政側が捻出しながら、

集まる場を企画していってみんなで勉強会も先んじて開催し、パブコメでも積極的に書き込ん

でいけるような状況にしている。こういったことができると廿日市でも協働の良い流れができ

るのではないかと思う。 

この各委員から出た意見というのはしっかり受け止めていただければと思う。これらを踏まえ

て今回の審議会のメインである提言の議論に移っていきたいのだが、市への提言について資料

4を確認するが、この一枚だけの提言というのは内容として不十分だと思う。この資料をどう

いった考えでまとめたかを説明してもらいたい。 

 

〔事務局〕 

事務局側で資料 4を作成したが、協働による街づくりの基本条例の第１７条２項（３）協働に

よるまちづくりにかかる施策に関する改善に関することについて、調査をして審議をするとい

う審議会の役割がある。これに基づいて提言するために資料を作成した。まず大きなポイント

としては、事前の情報公開をしてほしいということ。分かりやすい情報を出して欲しい。もう

一つのポイントは、若い方に興味関心を持ってもらえるような工夫をしてほしいということで
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ある。 

 

〔会長〕 

提言としての大枠は問題ないと思うが、資料 1の項番 7と連動した内容でないといけないと思

う。提言があって、それぞれの項目に対する説明として、さきほどの項番 7が根拠としてある

ことで提言に説得力がでる。案として出された今の資料では、すべての内容の表現ができてい

ないような資料だと思うので、作り直しをしなければならないと思う。そうした場合のスケジ

ュール感はどういったものになるか。 

 

〔事務局〕 

提言については行政経営推進本部に協働推進課として報告をして、市の中で広めていこうと考

えている。行政経営推進本部の開催は 3月末と聞いているので、修正する時間的な余裕はある。

現在の提言内容が抽象的であるので、資料１項番 7の情報を盛りこみ、それと連動した提言を

作成するのであれば、事務局で預かり、修正した内容を審議委員に再度確認を求める時間もあ

る。 

 

〔会長〕 

今日の案は全体的に見直しをして、それを再度審議委員に提出してさらに意見を寄せていただ

き整えることとする。また、提言をきちんと市政に反映してもらうこともお願いする。 

資料１項番 6についてだが、これはどちらかといえば、立地適正化計画の担当部署に示すよう

な内容だと思う。途中段階の意見は担当部署に連絡していくつか修正してもらっているが、最

終的なまとめはまだ提出できていないのか？ 

 

〔事務局〕 

都市計画課へは本日いただいた意見を含めた上で、最終的なまとめを説明に伺う予定である。 

 

〔会長〕 

そのときにお願いしたいのが、項番 7についても同様なのだが、書きぶりが生の声の状態で記

載している状態なので、まとめる場合には、文章表現を整理するよう資料を修正して欲しい。

今の資料は、話し言葉と書き言葉が混じっている状態である。また項目をもう尐し、良い点や

悪い点などの枠で纏めるほうが良いと思う。この修正についてのおおよそのスケジュール感は

どのように考えているか。 

 

〔事務局〕 

おそくとも２月中に修正した提言内容を送付したい。 

 

〔会長〕 

了解した。本日の審議としては以上とする。 

 

３ その他  平成 31年度協働によるまちづくり審議会について                                      

〔事務局〕 

審議会で扱いたいテーマについて意見があればちょうだいしたい。今日でなくても後日でも問

題ない。3年任期の 2年目となる。 

事務局側で来年度案として考えているのが、協働が上手くいっている事例、行政と市民、多様

な主体がこんな風に協働を進めているといったような具体的な事例を分析していくことであ

る。先ほど話題に上がった中間組織の存在や、道を拡張するときに住民側で賛成反対で議論を



 11 

交わせるような土壌があり市民側の意見を整理したうえで行政と話すことができているなど

といったうまくいっている事例について、廿日市で取り込めるものがないかを研究したい。具

体案については事務局で見つけて提案できればと考えている。 

 

〔K委員〕 

行政と市民とが上手く言っている市というのは、だいたいが窓口を一本化している。その窓口

の担当が行政内部の各セクションと打合せをしてやっている。それが廿日市でも実現できない

かなと考えている。 

 

〔I委員〕 

それは組織的な窓口を作るという観点もあるが、住民が行政に関わりたいときに、ホームペー

ジやフェイスブックなどから担当している計画が閲覧しやすくなるなどの、アクセスのしやす

さなども含んでいるのか？ 

 

〔K委員〕 

物理的な受付を考えている。行政から市民へのアクセスもその窓口部署が担うようなイメージ。 

 

〔I委員〕 

総合案内に近いようなイメージだと思う。 

この来年度のテーマ案についての提出についての締め切りはあるのか？ 

 

〔事務局〕 

今年度中に提案いただければよい。 

 

〔会長〕 

審議会として今年度はもう一同に会することはないが、まだ審議していただくこともあるので

引き続き宜しくお願いする。 

 

４ 事務連絡、閉会                                        

〔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。 

 

 


