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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：令和元年 12 月 11 日（水） 19：00～21：05

2 場所：市民活動センター第２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、三浦義晨、山崎英治、吉村佳子

欠席委員：3人

事務局（協働推進課）上田美穂、三登大雅

傍聴者：1人

（次第）

1 開会

2 会長挨拶

3 審議事項

第２期協働によるまちづくり推進計画の中間評価について

4 その他

第３期協働によるまちづくり推進計画の策定について

5 閉会

（配付資料）

(1)会議次第

(2)資料１ 第２期協働によるまちづくり推進計画の中間評価について

(3)資料２ 協働によるまちづくりの実施状況に係る評価シート

(4)資料３ 判定シート【協働によるまちづくり推進計画（第２期）】

(5)資料４ 廿日市市協働によるまちづくり推進計画（第３期）の策定について

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 20 時 30 分を予定しているので、ご協力の程、よろし

くお願いする。

２ 会長あいさつ

〔会長〕

今回は、第２期計画中の進行状況の確認と、また第３期計画でどんなことを盛り込んでいく

かが議題である。廿日市市では、「協働」の考え方として、協働によるまちづくり条例の中で

行政が協働型行政に転換する部分と、市民協働として民民でやるべき部分と、市民の自治の推

進という部分がある。協働を進めながら、行政と市民が一緒になってやるという協働を広めて

いくことが条例の中で謳われている。第２期推進計画の～はじめに～の部分に記載されている

部分だが、「市民（住民、事業所）、まちづくり活動団体など、さまざまな人や組織と力を合わ
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せることで、より大きな成果を挙げる「協働型」の取組を増やしていくことが求められる」と

ある。次に「第２期計画の期間では、「協働型」への転換は、仕事の検証と評価に重点を置き、

仕事の中で進めていくこと、職務以外で市民とともにまちづくりに活動に参加することの両方

を促進させることを体系的に取り組んでいくことが必要」とある。まず、市が「協働型」への

転換を図る必要がある。それとともに市民の方は、地域の自治組織や NPO 法人などの多様な主

体も含まれるが、それぞれの強みと事業の特性を活かしながら、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いくことが必要である。これらを推進していくのが第２期

計画である。

評価視点としては、１点目は協働型市役所を推進できているか。まちづくり活動への参加に

取り組めているかどうか。２点目は、地域自治組織や NPO 法人を含めて、市民との繋がりを作

りながら、協働のまちづくりができているかどうか。そういった観点で、今回は中間評価であ

るが、実態の部分を踏まえながら評価をしていただければと思う。よろしくお願いします。

３ 審議事項

〔事務局〕

審議事項について「第２期協働によるまちづくり推進計画の中間評価について」これからの

進め方等について、説明をさせていただき、ご審議いただきたい。その後、次第「４ その他」

において、「第３期協働によるまちづくり推進計画の策定について」取り組みの進め方につい

て説明をさせていただく。

協働によるまちづくり審議会規則第３条第２項の規定により、議事の進行を会長にお願いす

る。

〔会長〕

さっそく資料について説明を受けて、各委員の意見をいただきたい。資料の説明をお願いす

る。

〔事務局〕

〔資料１、資料２、資料３の説明〕

判定シート、評価シートを確認していただき、修正したものを第２回審議会において、中間

表をしていただきたい。

〔会長〕

資料３の自由記述の④に「長期」とあるが、どういう定義か。➂は「すぐ」については、第

２期の間にという意味だと思うが、「長期」となると読み取り方も各々で変わってくる。「長期」

の意味は「第３期」と捉えたほうがよいか。

〔事務局〕

そのとおりである。資料もその文言に修正する。

〔Ａ委員〕

評価シートであるがどのように見ていけばよいか。具体的な目標値があるが、これをどこか

と比較して評価すればよいのか、それとも、通常であればこれくらいであるが、今のところの

実施状況がこれくらいだから、それを元に評価すればよいのか？取り組みの内容が多いのか少

ないのかが分からない。目標値にある部分を評価すればよいのか？

〔会長〕
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目標値についても評価の対象であると思う。それ以外にも具体的な目標値はないが、進んで

いけばよいと思われる取り組みも計画に記載されている。そこの点についてもできているかで

きてないかを見てもらう。加えて、目標シートに書いている内容のみであれば、不十分である

ので、別途詳しい資料をまとめるので見てもらう。

今日は、その方法そのものをみなさまに審議していただく。評価シートも項目を加えている

段階なので、第２回の審議会までに完成したシートを用意する。これまでとは違う方法として、

中間評価を導入するので、その方法の案が事務局から出てきている。

〔Ｂ委員〕

評価をするために具体的な数値がいると思う。達成率や、説明会の参加人数など。

〔会長〕

それらについては、閲覧用の詳細ファイルをまとめることで、今後入ってくる。

〔Ｂ委員〕

網羅的に取り組みシートを出し方向性を審議するのではなく、１つの項目に絞って資料を出

してもらえると方向性がわかりやすいのではないか。１つの項目でもいいので、詳細資料も添

えた形で説明をしてもらいたい。

〔事務局〕

例えば、評価シート「２ 特性を活かしたまちづくり」において、情報交換会の記載がある

が、こちらはレポートを作成している。もちろん結果をまとめていることも重要であるが、ま

ちづくり交流会といったようなものはレポートは作成できていないが告知のチラシがあるの

でそちらを資料として提供したい。この結果がない事業の状況を含めて、協働によるまちづく

りの実践状況として評価してもらいたい。

〔会長〕

現状の資料ではわからない状況であると思うが、そこについて各委員からリクエストをお願

いしたい。

〔Ｃ委員〕

評価シートの見方だが、目標値に対して、取り組み内容がこれだけあるといった見方になる

のか。

〔事務局〕

評価シートは左からみていく。２期策定時期の現状があった上で、方向性と取組を定めた。

その取組に対応した事業を「計画期間中の取組内容」に記載している。目標値は推進計画第２

期に記載があるが、取組内容すべてに対応した目標値となっていない。

〔Ｃ委員〕

私もそのように判断した。取組内容に沿っていない目標値が突然でていきているようなもの

もある。そのため、目標値がどの取組に関連しているのかがわからない。だからどう評価して

いけばいいのか見えない。

〔Ｂ委員〕

それなら、各取組に目標値を定めていけばよいのではないか。
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〔会長〕

この評価シート自体は、第２期推進計画の内容をまとめただけものである。第２期の推進計

画そのものを変えるわけにはいかない。あくまで２期の計画の中身を整理しているだけである。

〔事務局〕

資料３の判定シートを見ていただきたい。判定シートには目標値の内容を項目として記載し

ていない。すでに数値がでている目標値を評価するのは意味がないと判断したためである。そ

のため、取組内容の達成状況をみていただきたい。

〔Ｃ委員〕

ということは、取組内容の欄に件数や事業名があがっているがここを評価すればよいという

ことか。目標値については、必ずしも取組内容と一致しているものがあるとは限らないという

ことか。

〔事務局〕

そのとおりである。目標値だけ見てしまうと、様々な取組をおこなっている廿日市の状況を

評価できなくなってしまう。そのため、取組内容を評価していただきたい。またすでに質問が

あったが、評価シートに加えて、まとめる詳細資料を閲覧していただくことで、取組内容の理

解を深めていただくような手順を想定している。目標値が評価シートに記載しているのはわか

りづらいので、シートは修正する。

〔Ｄ委員〕

ここにあげられている取組内容はどういう基準であげられているのか。どういった基準で集

めたのかというのが判断できれば、そのリストにのっていない事業についても審議委員のほう

から情報提供できるかもしれない。

〔事務局〕

了解した。取組内容の記載については、最終的には全庁的に照会をかけて情報を集める予定

である。現時点では、自治振興部内や、普段よく連携をとる部署から確認をとった内容になっ

ている。そのため、全庁に照会をかける方法については、まとめたものを用意する。

〔会長〕

なにをしたのかということを書き込んでほしい。目標値の欄は参照値として小さくてもよい。

〔Ｅ委員〕

いままで審議会の中で個別に審議していった事業のその後の状況の報告がないと思う。去年、

都市計画課の事業を審議したが、その意見に対しての都市計画課からの返答がない状況である。

〔事務局〕

いろいろな市の状況をお伝えできるように評価シートを作成している段階である。ご指摘い

ただたい分かりづらい点は修正していく。各課の取組のついての資料はできるだけ多く集め、

わかりやすく提示できるようにしたい。これまでの審議会でいただいた意見は担当課に伝えて

はいたが、その後の様子を審議会のみなさまにお返しできていない状況であった。

〔会長〕
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推進計画第１期からの審議会の内容は、すべての個別事業に対して詳細にチェックをする方

法をとっていた。相当な労力と時間がかかる状況であった。推進計画第２期においては、個別

の事業の深掘りしくこととした。担当課に聞き取りをおこなった。特定の事業について詳しく

評価をしていった。さらに去年は、新しい計画策定に対して、説明会のあり方を見直そうとい

うことで審議対象にして、意見をいただいた。そして今年度は中間評価として全体を網羅しつ

つ、第１期とは違い審議会で議論をしていくのではなく、事業の知識の深掘りを審議会ではな

いタイミングで行う形をとる。

また昨年度の取組内容の結果の回答がないのはたしかである。そこについては審議委員のみ

なさまは不安が残っていると思う。ただ、担当課であった都市計画課では、審議会の意見をも

とに研究をするメンバーを募っていくなどの手を打っている状況である。

資料については分かりづらい点は多いので、そこは整理していただきたい。

また質疑応答の内容についての共有方法を伺いたい。

〔事務局〕

個人名を抜いた状態で、ホームページに質疑内容とそれに対する回答を掲載したいと考えて

いる。

〔Ｆ委員〕

みなさんホームページをみているのか？私は平素みていない。

〔Ｃ委員〕

ホームページは目的のページにたどりつきにくい。質疑応答の確認方法や検索方法を教えて

ほしい。

〔事務局〕

手順については確認して連絡する。また希望があれば、メールやＦＡＸでも対応する。

〔事務局〕

さまざまな意見ありがとうございます。これまで出た意見を集約し、わかりやすい情報を提

供できるよう資料や手段を整える。

３ その他

〔会長〕

では次に資料４の説明をお願いする。

〔事務局〕

〔資料４の説明〕

〔Ｇ委員〕

まちづくり市民活動アンケートの対象者は具体的に誰を考えているか。

〔事務局〕

現在考えているのは、市民活動センターの登録団体等を考えている。

〔Ｇ委員〕
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登録団体にはまちづくりの活動ではない団体も登録されていると思うが、それについてはど

うするのか。アンケートも送付先に迷惑に思われるかもしれない。アンケートは往々にしてそ

の結果の反映がなかったり、活かされていなかったりする。そういった状況がある中でアンケ

ートをする意味はあるのか。

〔事務局〕

アンケート項目は今から考えていくが、各活動団体の思いを第３期計画に載せられるような

アンケートにできるよう精査する。とりまとめた結果もきちんと精査して、回答者に返してい

きたい。

〔Ｇ委員〕

必ずまちづくりをするためにアンケートをしているということは記載してほしい。また、ア

ンケートの内容も審議会で諮りたい。

〔事務局〕

承知した。アンケート内容については、次回の審議会で案を提示する。意見をいただいた上

で４月にアンケート発送をしていく予定である。

〔会長〕

アンケートをするタイミングがおかしいと思う。今、第２期計画の中間評価をしているが、

その結果が出るのが３月である。そのときに私たちは、中間評価がこうであると提示できる。

それを受けた結果をもって、「審議会では市の現状をこう判断したが、どうですか？」といっ

たアンケートをすべきである。そうしないと中間評価がうまく使われない。中間評価を公開し

て、意見をもらう。だからこそ、第３期計画を作るときにアンケートが参考になるのだと思う。

中間評価と切り離したアンケートになると、第２期計画ではない、市民活動センターについて

のアンケートになってしまう。なにを評価してもらうかというと、やはり中間評価の内容なの

だと思う。また送付先については団体に限らず、広く市民に聞いてもよい。

〔Ｈ委員〕

協働によるまちづくりというのはそもそも廿日市という街をよくするためのものである。そ

のためにはこちら側からも、目標を設定するとか計画をつくっていくとか、そもそもそれは私

はありえない話だと思っている。今回地元の吉和でも住民の４割強の人にアンケートを送った。

実際に地域の問題はアンケート結果からは出てこなかった。それが実態である。審議会はもち

ろん必要だと思うが、各地域から出てきている委員が各地域の問題点をどこまで知っているか

が大事ではないのか。各地域にそれぞれの問題があり、さらに年齢層別の問題や、子どもにた

いしての課題もある。それらをどういった形で問題を改善していくか。それが協働でできるの

かできないのか。もし市がこう手を添えてくれたら協働でできるのではないのか、これぐらい

なら民民でできるのではないか。そういったことを審議会で判断してあげることが必要なので

はないかと思う。それでまちづくりを盛り上げていって、市民が自分たちの手でまちづくりを

やってみようと思ってくれればよい。結果として、それができなくてもよい。それは協働とい

う動きをとったものだから。そこを推進していくのが、協働によるまちづくり審議会の役目だ

と思う。そのためには、いかに地域にある問題点を各審議委員が知るかが重要なのだと思う。

地域の問題も分からないのに、個々のとりくみの内容を見ても何も意味がないと思う。声が届

いてこなかったり、意見がとらない立場の人たちの意見をどう吸い上げるかが大事。それは行

政だけでは無理だ。近所の人の意見を聞いてみるということから始めていかないと、とても協

働にはほど遠いのではないのかなと感じた。そういったことがあって初めて第３期計画ができ
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あがっていくのではないかと思う。

〔会長〕

令和２年６月の段階で総合的評価をするというのはなぜか。３月開催予定の次回の審議会で

ようやく３カ年の中間評価をしようとしているのに、６月の段階で総合的評価をしてしまうの

は変ではないか。第２期の最終的な評価いわゆる総合的評価は、第３期が始まった後でしなけ

ればいけないのだと思う。

〔事務局〕

令和２年６月の審議会については、令和元年度の取組結果を中間評価に追加した上で、総合

的評価の進め方を諮っていきたい。第２期の総合的評価が終わるのは、令和３年３月になる。

〔会長〕

第３期の計画策定に向けて、新しい取組として策定部会を設けることが提案された。これに

ついて各委員は何か意見があるか。

〔Ｅ委員〕

私は良い取組だと思う。今までの計画は、市が作った計画を出されたものを審議していたが、

それ以前の段階で審議委員が入った状態で検討できるのは、意見を多く採り入れることができ

るので良いことだと思う。

〔Ｇ委員〕

部会を作るなら、今の審議会にはないような活発な意見を吸い上げられないような会にして

ほしい。

〔事務局〕

承知した。

〔会長〕

ここで〔Ｈ委員〕が行っている地域の取組を紹介したい。

〔Ｈ委員〕

吉和の取組について紹介する。今吉和に残ってくれている子どもに対して、投資としてなに

がしてやるのかを考えた。アンケートだけでは実態が分からないので、吉和の地域支援員が経

営している喫茶店で、吉和外から吉和に嫁いできた比較的若い年齢層の人たちを集めて、今の

吉和に望むことを聞くことを目的として座談会を開催している。毎週金曜日の夕方に集まって

もらっている。出た意見としては、「夏は涼しいからと吉和外から友人を呼んでも、家の中に

いるだけになってしまっている。それでは意味がない。吉和に外で遊べるところがほしい。」

そこで、木育の補助金があり、市の余っている土地を借りることで、自然とふれあえる場所を

作った。また単年で終わったらいけないということで、それと平行して、畑を貸してくれる人

の協力があり、そこに遊具を整備した。このように遊び場を作ることで、子どもとお母さんが

集える場所を作った。これを今始めたところだ。街と同じような設備は用意できないけれども、

吉和でしかできないことを我々が作るから、若い人たちに吉和で生活してもらえるようにして

いっている。吉和の人間が元気になり、よそから来た人が吉和にきてよかったという地域にし

ようという想いで取り組んでいる。今はまずは集まって元気になっていこうと頑張っている。

今若い世代から積極的な意見が出てくるようになった。それを大事に大事に温めて、活動して



8

いっている。

〔会長〕

今、世間でイメージされている協働のあるべきかたちはこのような形だと思う。市民が自分

の住んでいる地域をどうしたいか。そのときネックとなっているポイントを行政か市のどちら

が支えたり、別の手段を講じたりする。また、市民からの、行政にこうしてほしいといった思

いを聞いて、行政がそれを受けて考える。このやりとりが生じないと協働にはならない。

そして今思ったことは中間評価をしたら、市民にもみせていくべきだ。さらに市民にこれか

らどうしましょうかと聞かなければならない。さきほどのアンケートだけではなく、広く意見

をきく。それを受けて、第３期計画を作るべきだ。第２期から第３期にむけて、市と市民が一

体となって計画を策定する流れを作っていかなければいけない。

〔Ｉ委員〕

パブリックコメントは保育園基本構想の回答が多いが、他のパブリックコメントの件数は少

ない。パブリックコメントをするにしても何を重点を置くか定める必要があるのではないか。

〔会長〕

パブリックコメントを実施する基準として、やらなければいけないからやっているという点

もあったと思う。その中でも市民自身の生活に近しい施設を作ったりする場合は多く意見がで

る。全市的なテーマになると、市民側も距離を置いたり、あるいは分からないので意見が出て

こなくなる。行政側もそれでもいいかなと終わってしまう。しかし、本来なら、市民の意見を

しっかり取り入れるのがパブリックコメント制度の目的であるので、うまく利用できれば次に

生きてくる。計画の中身も分からないままいつのまにかできて計画が動いている、けれど、市

民が私たちの知ったことじゃないといったことになれば成果もでない。だから、計画をもう一

度見直すことになってしまう。そうなると無駄なことを繰り返すようになる。そこを変えるに

はパブリックコメント制度をたくさん活用していくべきだ。今回の計画策定でもそういったこ

とをしていきたい。

〔Ｊ委員〕

評価をするのに、シートを作成してのでまとめて見ろといわれても難しく感じる。事業を立

ち上げる時に、協働の手法を取り入れるか否かを市が考えてから事業を開始するといった話が

あったと記憶がある。それなら審議委員に、協働を取り入れた事業を実際に開始する前に教え

てほしい。具体的に、協働のまちづくりの目標にむかってやる事業を前もって教えてもらえる

と、評価する立場で言えば、話を聞きに行くこともできるし、市と市民が具体的にどういう関

わり合いを持っているかを見ることができる。第３期のことを考えて評価できることがあるな

らば、前もって事業を紹介してもらえるようなシステムを用意してほしい。

〔Ｆ委員〕

さくら・もみじの会という団体に、福岡県の宮若市まちづくり推進課の２人と公園をきれい

にするまちづく団体が視察が来た。さくら・もみじの会がどんなことをするのかを聞いていっ

た。他市は行政の人が一緒に関わっている。さくら・もみじの会は１０年になるが全く関わっ

てもらっていない。補助金はもらっているが関わりがない。廿日市市も市民と市で一緒にでき

るようなことがたくさんあるのではないかと思う。

〔会長〕

市民が動きながら、さらに行政がそれを面白がってついてくることが大切。市と市民の関わ
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り方が変化していかなければならない。

〔事務局〕

本日の議題は以上である。

４ 事務連絡、閉会

〔事務局〕

次の開催は、３月を予定している。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。


