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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 3年 7月 16 日（金） 18：30～20：00

2 場所：市民活動センター 第１研修室

3 出席委員： 14 人（50 音順）

石川夏香、伊藤里美、太泰淑史、内山健、児玉貴広、手島洋、徳政宏一、長代暁美、

林田隆幸、村上恭子、山川肖美、山崎幸、山下利治、吉田麗

欠席委員：1人

事務局：村田克己自治振興部長、和田浩、上田美穂、三登大雅、長島大幸（以上協働推

進課）

傍聴者：1人

（次第）

1 開会

2 市長挨拶

3 委嘱状交付

4 事前説明等

（１）廿日市市における協働によるまちづくりについて

（２）廿日市市協働によるまちづくり審議会について

5 議事等

（議題１）会長・副会長選出

（議題２）第３期協働によるまちづくり推進計画に基づく令和３年度取組事業の評価の

進め方について

6 その他

7 閉会

（配付資料）

(1)会議次第

(2)資料１ 廿日市市における協働によるまちづくりについて

(3)資料２ 廿日市市協働によるまちづくり審議会について

(4)資料３ 廿日市市協働によるまちづくり審議会委員名簿

(5)資料４ 第３期協働によるまちづくり推進計画に基づく令和３年取組事業の評価の進

め方について

(6)資料５ 令和３年度 第３期協働によるまちづくり推進計画取組事業一覧表

(7)資料６ 令和３年度 第３期協働によるまちづくり推進計画取組事業実績一覧表

(8)資料７ 取組事業調書の一部抜粋

(9)資料８ 第６次廿日市市総合計画後期基本計画

(10)資料９ 第２期廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(11)資料１０ 協働事例集２０１２－２０２０ ～協働ってなあに？～
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１ 開会

〔事務局〕

第１回審議会を開会する。協働によるまちづくり審議会規則第３条第３項の規定により、委

員 15名中 14 名の出席で過半数に達し、会議が成立している。協働によるまちづくり基本条例

第 17 条第４項の規定により、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時を予定しているので、ご協力の程、よろしくお願いする。また、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、皆様にも入口での体温測定とソーシャルデ

ィスタンス等にご協力いただいた。マイク等の消毒も細かく実施し、万全な対策を取っている。

２ 市長あいさつ

〔松本太郎市長〕

広島県における「新型コロナウイルス感染症集中対策」期間が 11 日に終了したが、引き続

き感染予防及び拡大防止を図るため、感染防止対策を行ったうえでの審議会の開催としている。

このような中、皆様にお集まりいただき、厚く御礼を申し上げる。皆様には、後ほど委嘱状を

交付させていただくが、改めて、ご就任いただくことを心より感謝を申し上げる。これからの

３年間、本市で行われる各種のまちづくり活動に対し、協働の観点からの議論をお願いする。

本市は、まちづくりの指針となる「第６次総合計画 後期基本計画」を先月策定したところ

である。また、今月策定される「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、今回

新しく、施策を貫く横断的な４つの視点を位置付け、その１つを＜協働によるまちづくり＞と

している。そのねらいは、人口減少や少子・超高齢社会の進展、市民ニーズや地域課題の多様

化に対応するため、様々な分野における取組において、「多様な主体の参画」により、「次世代

の巻き込み」や「つながりを維持・強化できる環境づくり」を行いながら、協働によるまちづ

くりを進めていくことにある。

市内いずれの地域においても、豊かで安全安心な暮らしを確保し、人々がつながり、将来に

わたって持続可能で自立・発展し、住み続けられるまちづくりに向けて、それぞれの立場での

忌憚のないご意見を賜ることを心からお願い申し上げ、私の挨拶とする。

３ 委嘱状交付

〔事務局〕

本来であれば、１人ずつ委嘱状を交付するが、本日は時間の関係上、１人のみ委嘱状の交付

をする。そのほかの皆様には机上での配付に代えさせていただく。審議会委員を代表して、石

川夏香委員に交付を行う。

〔松本太郎市長〕

石川夏香様。廿日市市協働によるまちづくり審議会委員に委嘱する。

〔事務局〕

続いて、出席いただいた委員の皆様に、１分程度で自己紹介をお願いする。

（各委員自己紹介）

〔事務局〕

ありがとうございます。市長は次の公務があるためここで退席する。

４ 事前説明等

〔事務局〕
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事前説明に入る。初めに、「廿日市市における協働によるまちづくりについて」の説明を行

う。

〔事務局〕

「廿日市市における協働によるまちづくりについて」、資料１を用いて説明する。

（資料１の説明）

〔事務局〕

続いて、「廿日市市協働によるまちづくり審議会について」の説明を行う。

〔事務局〕

「廿日市市協働によるまちづくり審議会について」、資料２を用いて説明する。

（資料２の説明）

〔事務局〕

これまでの説明で、不明な点や質問等はあるか。

〔委員一同〕

（質問等なし）

〔事務局〕

質問等がないようなので、次に進める。

５ 議事等

〔事務局〕

議題の１「会長・副会長の選出」。事務局で進行を行う。審議会規則第２条に「会長は、会

務を総理し、審議会を代表する」こと、また「委員の皆様の互選により定める」ことと規定し

ている。会長になった方は、審議会の代表として、事務局との連絡やこの会議の進行とまとめ

役をお願いする。「互選」と定められているが、事務局から提案したいが、いかがか。

〔委員一同〕

（異議なし）

〔事務局〕

事務局としては、広島修道大学の山川肖美委員にお願いしたい。

山川委員は、平成 27 年度から第１期総合戦略検討会議の座長を務めており、今月策定され

た「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、新しい考え方として、施策を貫く

横断的な４つの視点が位置付けられた。その中の１つが＜協働によるまちづくり＞とされてお

り、「第３期協働によるまちづくり推進計画」とも深く関わることから、山川委員に会長をお

願いしたいと考えている。

〔委員一同〕

（異議なし）

〔事務局〕

それでは、山川委員には、正面の会長席への移動をお願いする。
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続いて、副会長の選出を行う。どなたか立候補又は推薦をしたい人はおられないか。いない

場合は、事務局から提案させていただきたい。

〔委員一同〕

（異議なし）

〔事務局〕

まちづくり活動団体推薦で、廿日市市国際交流協会の太泰淑史委員に副会長をお願いしたい。

太泰委員は国際交流協会の事務局長を務められており、長く日本語教室や異文化理解等にボ

ランティアとして関わっている。特に、まちづくり活動においては、多文化共生の視点も大切

にしていきたいことから、太泰委員にお願いしたい。

〔委員一同〕

（異議なし）

〔事務局〕

太泰委員には、会長席の隣の副会長席への移動をお願いする。

それでは、会長に就任された山川委員、副会長に就任された太泰委員から、一言ずつご挨拶

をお願いする。

〔会長〕

第３期計画が始まるということで、第１期は平成 22年度から開始し、９年間審議会を運営

してきていた中で、第３期計画は策定された。我々はこの計画がしっかり実行できているかを

審議していきたい。協働によるまちづくりの基本原則において、第３条で「誰でも取り組むこ

とができる」とある。もちろんこれは大前提であるが、私は、さらに「誰でも取り組みたくな

る」ということを意識していきたい。計画の中に「巻き込む」という言葉が随所に出てくるが、

次世代との関係を考えたとき、「巻き込む」側と、「巻き込まれる」側が出てくる。しかし、そ

ういう関係ではなく、「お互いに巻き込み合う」といった関係づくりをしていきたい。

よくランキングの中で、日本人の幸福感は低いと国際的な評価として出る。実は、寿命や医

療、交通、就職状況はとても良いが、なぜ幸福度が低いか見ると、家族や仕事以外の人とのつ

ながりが薄い。ここが相対的に、国際的調査で見たとき低い。他の項目が高いのに、この項目

が低いことが幸福度を下げている可能性があるのではないかと考えている。このことが連動し

て、投票率や政治参加の歴史的な低さが併せて生じている。つながりづくりとよく言うが、一

人ひとりの幸福感が増すような、家から一歩出て、まちや地域を楽しみたくなるような関わり

方が実現できるようにしていきたい。

〔副会長〕

国際交流協会でボランティア活動をしてきたが、今ご出席の皆様は、国際交流で行ってきた

ことと共通点がある人が多いと感じた。例えば、宮島の杉之浦ではよくクリスマス会や、浴衣

を着て楽しむなどフィリピンの方との活動をしている。個人的な仕事の関係では、障がい者の

福祉などにも関わっている。これから３年間の任期で審議会が始まるが、皆様にはよろしくお

願いする。

〔事務局〕

それでは、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。よろしくお願いする。
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〔会長〕

議事を進行する。なお、進行に当たってはできるだけ多くの方に発言していだけるよう、皆

様には心配りをお願いする。それでは「議題２ 第３期協働によるまちづくり推進計画に基づ

く令和３年取組事業の評価の進め方について」、事務局から説明をお願いする。

〔事務局〕

それでは「議題２ 第３期協働によるまちづくり推進計画に基づく令和３年取組事業の評価

の進め方について」説明させていただく。

（資料４～７について説明）

〔会長〕

本日は事業内容を評価するのではない。事業評価はこれから実施するのであって、今から実

施したものを２月の段階で評価をする。その評価の方法について、今説明した方法でよいかを

審議していくことが目的である。評価方法については、第１期、第２期計画において、苦労を

して実施してきた経緯があり、それを踏まえての今年度の評価方法に至っている。

審議会委員になられた皆様の目線で、評価方法についてのご意見をいただければと思う。ま

た、先ほどの事務局の資料説明において不明な点があれば、ご質問いただければと思う。

〔Ａ委員〕

今回の評価方法においては、令和３年度にできなかった事業については、令和４年度に繰り

越して評価をするということでよいか。また、年度途中に不可能ということになった場合は、

実施及び評価を取りやめることもあるのか。

〔事務局〕

例えば、コロナ禍などの社会状況などの変化により、当初予定していた事業ができないこと

もあり得る。そうなった場合など、実施できなかったという結果報告となる。ただし、今回の

評価においては、できた・できなかったや、出来栄えなどではなく、その取組が協働の手法に

よってどのように進めていたかを確認し、どのように進めればよかったかを審議いただければ

と思う。もちろん出来栄えをまったく見ないというわけではないが、そこばかり注目して審議

されることがないようにお願いしたい。

〔Ｂ委員〕

この評価方法は非常に緻密で、正確な形で評価されると思う。質の高い仕組みになっている

と関心したが、この仕組みでは市が計画した事業についてはこの資料に網羅されているが、協

働というからには市民側が自発的に行ったり、市の事業に関わらない形で行っていたりするも

のの掲載がない。この計画を審議するこの会議においては、そのような取組は取り上げないと

いう理解でよいか。

〔事務局〕

今回のように毎年度の評価方法については、初めてである。計画も第１期と第２期に比べ、

様変わりをしており、推進する仕組みと、施策の方向性ごとに、主な取組を載せている。それ

は、第３期計画の基本方針である協働による持続可能なまちづくりを確実に進めていくのをし

っかり行うことをねらっている。ただ、市が主体となった事業の一覧になっていることは否め

ない。もちろん、市民同士が実施している協働の取組もあるので、それも取り上げて、評価し

てよいのかとの問題はあるが、共有等が必要なら、考えていきたい。第３期計画の期間は５年
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あるので、変えられる形があれば、変えていけばよいと考える。

〔Ｂ委員〕

先ほど、会長が就任のあいさつの中で、「巻き込む」ではなく、魅力があり、市民がやって

みようと思う取組を見ていきたいと言われた。協働というのは対等であり、なおかつ、市民側

が自発的に行う取組も我々が把握して、私は評価してよいと思う。よくできていることをよく

できていると言語化することも評価になるし、加えてそれによって、市民の中に新たな気付き

が生まれることもある。審議会に取り上げて、優れている点を広く発信していくことが大事で

ある。行政が行うことの評価にプラスアルファで、市民が行っていることも、ぜひ何らかの形

で取り上げていきたいと思う。

〔会長〕

市民が行政を巻き込む形もあるし、市民の中にもある。行政が市民を巻き込む形のものしか

ないので、どの範囲まで広げて評価をするかを次回以降の審議会の中で考えていきたい。

〔Ｃ委員〕

市が仮にＡという評価を最初に行い、それに対して、市民の目線で審議会がＢという評価を

行った場合、ＡとＢの評価を合わせて、折衷案のようなＣという評価に最終的にしていく手段

を取るということでよいか。

〔事務局〕

数学的に間を取るというような評価ができない項目もあると思う。１年間の評価は、事業ご

とではなく、施策の方向性ごとにすることなり、例えば、事業ごとの評価が５段階評価におけ

る、３の評価が多いため、施策の方向性の評価が３になるようなことはあり得る。しかし、も

しある事業が特段の実績を収めた場合、それを加味して、施策の方向性の評価が４になること

もある。

〔Ｃ委員〕

つまり、定量的に考えるのではなく、内容重視とするような定性的に考えるということでよ

いか。

〔事務局〕

最終的な評価は、５段階評価のような数字で表すものになると思うが、定量的なものだけで

なく定性的なことも含めて審議していただくことになる。

私たちは目標値という形で定量的に示しているが、例えば、結果が０件だから一律に悪いと

するのではなく、そこに至る過程が大事であると思うので、定量的なものだけをもってではな

く、定性的なことも含めての評価になる。その際には、５段階評価における目安となるものは

示す予定である。

〔Ｄ委員〕

一覧表に掲載されている事業には、今までも行っているものが多く見受けられるが、これを

改めて協働によるまちづくりの事業に位置付けたことの説明をお願いする。

〔事務局〕

一覧表には新規事業ばかりではなく、今までも行ってきているものもある。ただし、漫然と

継続をするのではなく、ブラッシュアップしながら行わなくてはならないが、そこには PDCA
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サイクルにおけるチェックを協働の視点から行っていく。

また、この事業一覧がすべて協働による取組ではないと思っている。できる限り様々な取組

を示していき、さらには行政主体の取組だけでなく、市民主体の取組も今後は共有し、どのよ

うな形で公開できるか分からないが、周りの人とともに活動していただけるよう、皆様の参考

になる形にしていきたい。

〔会長〕

実施区分の新規・継続は、協働に関する施策として行う意味での新規・継続か。

〔事務局〕

新規は、協働による取組として新規ではなく、事業として全くの新規ということである。

〔会長〕

協働の視点が入っているものをこの一覧表に集めたということで、事業としては継続して行

ってきたが、協働の視点を新たに取り入れたものは、継続で一覧に上がってきているというこ

とであろう。

そのほかに何か意見等はあるか。

〔委員一同〕

（意見等なし）

〔会長〕

本日は評価の方法ということであったが、実際に評価するときに疑問や意見などがあると思

うので、そのときの審議会で発言をお願いする。本日の審議事項としては以上とする。

６ その他

〔事務局〕

その他について、事務局からは特にないが、委員の皆様から何かあるか。

〔委員一同〕

（特になし）

７ 閉会

〔事務局〕

次回は、令和３年度の取組事業の実施状況について、取りまとめたものをお示しする。令和

４年２月ごろに審議会の開催を予定している。今回は、平日夜間の開催としたが、参加しやす

い他の日程があれば事務局にお知らせいただきたい。

以上で閉会とさせていただく。ありがとうございました。


