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協働のまちづくり推進委員会会議録 

会議名称 平成２９年度第１回山口市協働のまちづくり推進委員会 

開催日時 平成２９年９月２１日（木）午前１０時～１２時 

開催場所 山口市役所 第１１会議室 

公開・部分

公開の区分 
公開 

出席者 横田尚俊委員、伊藤一統委員、中野智昭委員、石田久美子委員、山野井哲也委員、福田

直子委員、寳迫智美委員、東孝次委員、森近愼治委員、米倉一夫委員、松崎恒雄委員、

宮成眞澄委員、堅田雅子委員、上村早苗委員、後藤聖治委員、福田修平委員、角野有三

委員、吉田芳子委員（１８人） 

欠席者 白木美和委員、南波敏子委員（２人） 

事務局 兒玉地域生活部長、宮崎地域生活次長、山崎協働推進課長、尾中生涯学習担当副参事、

小谷専門委員、田中協働推進課副主幹、宮本協働推進課主査、長田協働推進課主事 

（８人） 

議題等 １ （仮称）第二次協働推進プラン基本方針（案）について 

２ 平成２８年度地域づくり交付金・市民活動支援センター事業の報告について 

内容 ※要点筆記 

 

＜事務局＞ 

・開催予定延期のお詫び 

・配付資料の確認 

 

【地域生活部長あいさつ】 

 

＜事務局＞ 

・この度の会議は、委員の委嘱後最初に開かれる会議であるため、会長選出までは事務

局が進行をする旨を報告 

・山口市協働のまちづくり推進委員会規則（以下、規則という。）第３条第３項の規定に

基づき、委員の過半数が出席していることから、会議が成立している旨を報告 

・新委員も多いことから、本会議の趣旨等について、資料に基づき説明 

 

【委員及び職員紹介】 

 

【会長及び副会長選出】 

＜事務局＞ 

・規則第２条第１項の規定に基づき、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれ

を定める旨を説明。 

・立候補者がいなかったため、事務局から、会長を横田尚俊委員、副会長を伊藤一統委
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員及び中野智昭委員と定めることを提案 → 承認 

 

【会長、副会長から就任挨拶】 

 

＜事務局＞ 

・規則第３条第２項の規定により、議事進行を会長に依頼 

 

＜会長＞ 

・会議内容については、要点筆記で議事録を作成し、委員の名前は非公表として、ホー

ムページ上に公開させていただくことを提案 →了承 

・本日の会議録署名は伊藤副会長・中野副会長にお願いしたい旨提案 → 了承 

 

【議題１】 

＜会長＞ 

議題１（仮称）第二次協働推進プラン基本方針（案）について事務局の説明を求める。 

 

＜事務局＞ 

 資料に基づき説明 

 

＜会長＞ 

各委員に質問や意見を求める。 

 

以下、各委員及び事務局の発言要旨 

＜Ａ委員＞ 

本日は何を決めるのか。 

 

＜会長＞ 

 本日は、協働推進プランの原案について、推進委員から意見を出す場である。出され

た意見は、プランに反映されていく。 

 

＜Ｂ委員＞ 

 地域づくり協議会そのものを２年前に知ったが、その仕組みを教えて欲しい。市の職

員が専属でやっているのか。 

また、地域づくり支援センターの存在を知らなかったが、どんな活動をしているのか。 

 

＜事務局＞ 

 山口市は、合併して、大きな地域をまたぐ自治体となったが、従来から、それぞれの

地域で歴史文化が育まれており、地域づくりを行ってきた。それを、合併したからとい
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って、一律のルールで市政運営をしていくとなると、弊害があるのではないかというこ

とで、行政が行うべきところは行政が主導して行い、これまでも地域が担ってきた地域

に根ざした活動等については、皆さんが主役になっていただける部分を更に発展させる

ため、２１地域に地域づくり協議会という団体を立ち上げていただいた。地域づくり協

議会におられる職員については、地域で採用していただいている。その方の人件費等の

財源については、市の方から地域づくり交付金を交付し、それを元に皆さん方で地域づ

くり計画をつくって活動していただいている。協議会には、事務局長１名と事務局員が

１～３名程いる。雇用形態は、フルタイムが１名や短期が複数いる等さまざま。どの方

も、市の職員ではない。ただ、２１地域にある地域交流センター内に、地域活動を支援

する主幹級の職員を配置し、行政と地域づくり協議会で連携できる体制を敷いている。

また、協議会事務局は地域交流センターという市の施設の中にあるため、普段市の職員

と同じ場所で活動している。 

  

＜Ｂ委員＞ 

 つまり、人件費も活動場所も提供するから、自分たちの地域独自の課題を解決するた

め、地域の中で協議してやっていこうということか。とてもいいと思う。やはり、自分

たちで考え自分たちで課題を解決していくべきだ。しかし、ある人の話を聞くと、行政

の下請けとなっていると言っていて、大変残念だった。そういった課題もあるのか。 

 

＜事務局＞ 

 市の方の働きかけで地域づくり協議会をつくった経緯や、今までも地域でやっていた

だいていたところも、協議会にお願いして行っていただいていることもあって、下請け

だという批判もある。 

 

＜Ｂ委員＞ 

 理解した。地域づくり支援センターについてはどうか。一般市民に見えてこない。 

 

＜事務局＞ 

 地域づくり支援センターは、平成２１、２２年から本格的に協働のまちづくりをはじ

めて、２５年に設置した。各地域で地域づくりを行っていただく中で、専門的な立場か

らサポートする部署が欲しいということで、地域づくり支援センターを市の１部署とし

て置いた。基本的に市の職員が対応し、地域の中で困ったことがあったら相談していた

だき、地域交流センターと連携している。 

 

＜Ｂ委員＞ 

 うまく機能しているか。 

 

＜事務局＞ 
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 市職員だけでなく、専門的な実績がある方にも入っていただき、住民アンケートの実

施や集約等をサポートしているが、各地域の課題が様々であり、そういった課題の吸い

上げ等については不十分なところもある。 

 

＜Ｂ委員＞ 

 こういったことを行っているのだなとは分かるが、それを見て、参加したいと思える

ような広報の仕方をされていないように感じる。ワークショップ等、参加の仕組みを検

討したほうがよい。自分が参加して意見を言えば、きちんと反映される仕組みづくりが

必要。地域づくり支援センター等が地域に入って指導する。プランの中身にもあったが、

そういった、待つだけではなく 職員が出かける形をつくるとより良いのでは。もとも

との理念はすばらしいし、具体的に山口市で実現していくべきだと思うが、現実の場で

は大変なところある。そういったところを支援していって欲しい。 

 

＜Ｃ委員＞ 

 説明いただいた資料以前の話にもなるが、今回お送りいただいたパンフレット２部を

見て感じたことである。先ほど、「このパンフレットはどこに置いてあるの」と市の職員

の方に聞くと、「交流センターに置いてある」という回答だった。中身を読むと、「一市

民が行政に」、「協働、まちづくり」と書いてあるが、一市民が声をあげようと思うと、

市民活動団体や地域コミュニティに参加しないと声をあげにくいのではないか。私は子

どもが３人いて、うち２人に発達障がいがあり、障がいがあるお子さんを持つお母さん

と話をする機会も多いが、手がかかるお子さんがいらっしゃる方は、実際に声をあげた

いと思っても、市民活動に参加することも難しく、地域の子ども会に所属することも出

来なかったりする。あるお母さんが、地域の防災について疑問に思うことがあったので、

それをどこかに言っていきたいと思って市役所に尋ねたと仰っていた。そのとき、市を

尋ねる前に、どこに言っていいのか分からなかった。せっかくまちづくりについて考え

ようという素晴らしいプログラムがあるのに、市民に届いていない。一市民がどう動け

ばいいのか、どこに声をあげればいいかといったことが分かる資料や、地域交流センタ

ー等で話を聞く機会、声をあげる機会等はあるのか。 

 

＜事務局＞ 

 実際にそういった円卓会議や話し合いの場は、地域でもなかなかできていない現状が

ある。この現状を受けて、今回のプランにも書いているが、市としてもそういったこと

をやっていける環境づくりを進め、地域交流センター等を通して、皆さんの意見が吸い

上がるような仕組みづくりを一緒につくっていきたいと考えている。 

 

＜Ｃ委員＞ 

友人が今回市役所を訪ねたのは、災害が起こったとき、避難所で、障がいがある人が

どう生活したらいいかという不安の声を聞いて欲しいということだった。実際に動いて
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交流センターにも行ったが、「それについては民生委員に一任している」と言われて、そ

こで終わってしまった。本当に聞きたかったのは、「不安だから、今、地域でどんな取り

組みをしているのか教えて欲しい」ということだったのに、「高齢者や要救護者の名簿は

作っています」で終わってしまったため、聞きたいところまで話が出来なかった。声を

あげたときに、たらいまわしのようなことになると、最終的にきちんとした答えが返っ

て来ない。声をあげたからには、「今それは、こういう風に話し合いを進めています」と

か、出来ていなかったとしても、「それは今こういう段階です」といった風に、声をあげ

た人にきちんと届けられる仕組みが欲しい。せっかく声をあげたのに、うやむやになる

と、次は声をあげなくなるし、周りの人にも影響がある。一つの声に対するバックを大

事にしていける仕組みが欲しいと思う。 

 

＜事務局＞ 

今ご指摘いただいた件については、仕組みだけでなく、職員の意識も課題であると認

識している。出先の職員も、全部署の状況を分かっていない状況もあり、即答しかねる

ところはあると思うが、分からなくても、最終的なバックは最低限していくべきと考え

る。仕組みとあわせて、職員の意識の改善にも努めていく。 

 

＜Ｄ委員＞ 

今の話を聞いていて思ったが、制度は出来ていると思う。しかし、行き渡っていない

ところがある。先ほど事務局から意識の話がでたが、意識だけでなく職員やいろんな方

の質の問題もある。災害の問題にしても、民生委員さんの意識の中には、高齢者はある

が障がい児、障がい者の方にはない。要援護者についても、高齢者は行き届いているが

障がい児、障がい者には情報は行き届いていない。制度があるにも関わらず伝わってい

ない。相談する場所がないというのも、障がい者や障がい児についても、ケアマネージ

ャーのような相談支援専門員がつくようになったので、そこも相談が出来ていれば行き

渡るはずである。じゃあ、どうすればうまくいくのかというところ。制度があるが届い

ていない、パンフレットあるが伝わっていない。そこをどう伝えるのかということが、

いつの時代も課題だと感じている。今は、制度がなくて裸の人をどう救っていくかを協

働の中で考えていく。制度があるものは、どう伝えるかをよく考えていただくとして、

制度がないものの狭間を公共の場でどう考えていくか。次期プランの話を聞いていて、

素晴らしいなと思ったのが、地域経営という言葉。しかし、出来たらいいなと思うが、

実際出来るのかという疑問が出てきた。また、協議会は地縁なので、地域をメインに考

えるが、市民団体は志縁なので、使命、テーマについて課題解決を考えていく。だから

マッチしない。また、地域に市民団体があって、マッチし、連携して課題を解決しよう

となったとしても、地域づくり協議会の財源は地域でしか使えない。一方、市民活動団

体は地域を跨いでも助けたい想いがあるので、財源をどうするとなったときに、話が進

まない。じゃあ、根本的にどこを解決するか。協働という言葉は素敵だが、とても悩ま

しいことが多い。解決したいものが同じでも、解決に向かうことが出来ない。 
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そこで聞きたいのが、解決するために、これまで、少しでも前に進めていくための動

きがあったのかということ。地域にどんな市民活動団体があるのか、どんな活動をして

いるのかを調べて、その団体に集まってもらって、情報共有を行い、地域づくり協議会

に対して伝えたことがあるのか、また、呼びかけたことがあるのか。そういう動きがあ

ったのか。 

 

＜事務局＞ 

動きが少ないのが現状である。現在、さぽらんてとも話をしているが、これまで、地

域コミュニティとの連携は出来ていない。先日、地域ヒアリングを行った際にも、地域

からは、さぽらんてを知らないという意見も多くあった。今までまったく出来ていなか

ったところの一つだと思っている。地域間の連携は、地域づくり協議会同士でやってい

るかもしれないが、そこを含めて、市民活動団体にまずは知ってもらう。知ってもらわ

ないと、マッチングもできない。これから、さぽらんてと一緒に地域に出て行って、連

携をとる中でマッチングさせていこうと考えている。 

 

＜Ｅ委員＞ 

市民団体と地域間の交流という話がでたが、私の地域では、地域内の子育て支援団体

が乳幼児とそのお母さんと一緒に集まって遊ぶ場をつくっている。そこでは、私の地域

だけでなく、近隣の赤ちゃんも来られるようになっており、地域づくり協議会も支援を

行っている。そういったことも一つの例として、自分のところの地域だけでなく、よそ

から来る方にも支援できる仕組みができたらいいと思う。 

 

＜Ｆ委員＞ 

実は、さぽらんてと、２年前くらいから、地域交流センターのエリア内と市民活動団

体とでお見合いということで動いたことがあったが、地域づくり協議会とのニーズと市

民活動団体とのニーズが合わなかった。市民活動団体はビジョンとして広域的にやりた

い、地域づくり協議会はもっと地域の中だけでやりたい。じゃあ隣をどうするといった

ときに、ニーズがマッチングせずに、お見合いの前に頓挫したということが何度かあっ

た。そういう問題点もあるが、今お聞きした中で、障がい児だけでなく、国際交流の中

で言うとマイノリティの方々、在住外国人の方々と全く同じ。どこに相談していけばい

いのか、多言語・多文化をどうするのか。こどもたちの保育の問題も、なかなか伝わり

にくいというのも同じ問題で、そういう仕組みづくりをどうするのかを仲間内でも検討

しているところだが、まず協働のまちづくりで言うと、協議会の中のそれぞれの単体、

地域の中の声が、自治会・町内会の中でどこまで届いているのか。私は、民生委員の方

とお話する機会が多いが、私の家に来られる徘徊の方の情報をお渡ししたいが個人情報

になってしまうので、名簿をお渡ししにくい現状がある。しかし、情報を知らないと、

自治会としては、行方不明者が出たときに困る。まさしく先ほどからお話がある小さい

子ども、認知症、高齢者の方の話と同じで、そこが地域づくり協議会の中でコンセンサ
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スが得られていない。 

今回は検討課題の部分として、しっかり話合って、いい形にできればと思う。山口市

は、せっかくさぽらんてという充実した支援がある。これほど充実した支援組織は全国

でも珍しい。そういう面では、情報があるのに、地域づくり協議会もさぽらんてに情報

を取りに行っていない部分もある。お互いに少しずつ歩み寄り、次のビジョンに生かし

ていきたい。そういったところご理解のうえ、どんどんいい意見を出していって欲しい。 

 

＜Ａ委員＞ 

今の話に関連すると、今私は、民生委員と地区自治副会長とＮＰＯの支援をし、小郡

のまちづくり協議会に入っている。そして今回、協働のまちづくり推進委員となった。

こういう活動の中での感想だが、皆個々だけで動こうとしている。今、私は、そこをど

う繋げたらいいのかを心がけ、各団体を観察しながら自分の役割について考えていると

ころ。恐らくだが、そういった人が一人二人いて、繋げてあげるということを今までし

ていなかったのだと思う。各団体同士で話すのは難しいので、繋ぐ役割の人間を増やす

ことが大切だということを感じている。 

 

＜Ｂ委員＞ 

この基本方針についてだが、今の協働のまちづくりの課題がしっかり整理されていて 

いいと思う。だが、どうこの課題を具体的に地域の中で実現するかが難しい。その中で 

いくつか思ったことがある。 

まず、１つは、３２Ｐに行政が関係各課で専門チームを結成するという記載がある。

一般の方には分かりにくいかもしれないが、行政の世界は縦割り行政。私は昔、行政に

いたが、この壁を越えるのがとても難しい。本当はそれぞれが口を出すべきだと思うし、

地域課題は総合的なものだと思うが、他課の仕事に口を出すことがいけないこと、理論

に反するという部分が行政の中にどうしてもある。それをどうやって乗り越えるか。職

員の意識改革と書いてあるが、とても重要。しかし、私自身もやってみたことがあるが、

本当にとても難しい。そういったところを、こういった方法があるとか、どうやれば乗

り越えられるかとか、是非委員の皆さんと、この場で話し合いが出来ればいいなと思う。 

それから、意識の醸成、地域づくりの担い手の確保、育成の推進ということが書いて

あるが、これもとても大切だが難しい。これは、なかなか大事なことが市民に伝わって

いないということがあると思う。絶対できる、普及させるということは難しいと思うが、

受け手がそういう意識を持たなければいけない。情報がいいかたちで整備されているも

のを、無駄でも市民の場に発表する。あるいは、優れた取り組みを表彰する。これは、

関係者だけでなく、参加された方が全員参加して、発表する仕組みが必要である。地域

間の優れた取り組みを、地域間で交流する。既に実施されているかもしれないが、意見

交換のような場を、手を変え品を変え、きめ細かく実施しないと、こういう課題はなか

なか難しいと思う。私自身、地域づくりを具体的にやっているわけではないが、この基

本方針を、そういった内容に是非発展させたいと思う。 
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＜Ｇ委員＞ 

  具体的な内容ではなく、運営方法についての提案である。先ほど、資料について丁寧

な説明をしていただいたが、この２時間の会議の中で扱う情報量としては多すぎる。今、

いろんな分野の方がいろんな意見を出された。集まって意見が出るのはいいことだと思

うが、協働のまちづくりの中でも限られた喫緊の課題があるのではないか。そこにポイ

ントを絞って提案をされて、それに対して皆が、こうしたらいいんじゃないかと意見を

出すような仕組みをつくった方がよい。本日も残り１５分で終わる。課題については、

ヒアリングやアンケートでの吸い上げもできるので、もっと充実した、ポイントを絞っ

た会議の運営を考えられてはいかがかなと思う。 

あと、もうひとつ、次回の会議はいつあるのか。 

 

＜事務局＞ 

１１月後半を予定している。 

 

＜Ｇ委員＞ 

同じメンバーでやると思うが、議事録や意見に対してどう対応したのかというところ

を踏まえて資料をおこしてもらわないと、２ヵ月後の話になると、どういう話をしたの

かも分からなくなる。そういうところを実践してもらえると、もっとやりやすいいい会

議になると思う。 

 

＜会長＞ 

書いてあることが多いので、それを踏まえてとなると難しいが、一番いいのは、皆が

資料を読んできて、こことここについて議論するということが出来ること。ただ、全体

に広がっている話であり、この度初回の会議ということもあって、意見を伺うというこ

とにどうしてもなってしまいがちだった。次回はどうするかということは、検討してい

きたいと思う。 

 

＜Ｈ委員＞ 

 先ほど、Ｃ委員さんが仰られた、障がい児の地域防災についてだが、そういうことに

ついては社会福祉協議会でも取り上げていかなければならないと考えているところであ

る。今、行政と社会福祉協議会で地域福祉活動計画を策定しているところだが、こうい

う場でもっと取り上げて考えていかないといけないと思う。この計画の横の繋がりもあ

ると思うので、協働推進課から社会課の方に、こういった話がでたということを話して

もらって、議題の中で取り上げていって欲しい。私も関わっているので、こちらも考え

ていこうと思う。 

 

＜Ｉ委員＞ 

 計画自体とてもよく出来ていると思う。また、皆さんが仰っているニーズや問題、課
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題というものはどこでもある。それこそ２０年前からほとんど変わらない話が何度も繰

り返し出てきている。ここで考えていただきたいことは、実効性があることは何なのか

ということ。本日、自治会関係の方もいらっしゃるが、そっちからすれば、これは無理

だろうということがあれば率直に言っていただき、じゃあどこをどうすれば、どうなれ

ばいいのかということを考えていければいい。 

 それから、山口県は非常に官が強い印象である。２０年前に高知でやっていたときに、

そこの市民活動団体、ＮＰＯは何をテーマにしていたかというと、信頼されるものにな

るにはどうするのかということだった。山口県はそこがまだ弱い。どちらかというと、

ＮＰＯが行政の下請けというか、補完するような存在となっている。本当は、行政に代

わるセクターになる、新しい公となっていくものに育ってもらわないと困る。そうなる

ためには、行政と同じくらいの信頼を得なければならないので、市民活動団体の質もあ

げていく必要がある。そうなっていくと市民の質も上がって行くと思う。行政、市民活

動団体、地域と書いてあるが、企業もあわせて皆市民なので、それぞれが自分は市民だ

という意識を持てるような仕組みをつくるためにはどうすればいいのかを考えていきた

いと思う。ようは、言葉は悪いかもしれないが、楽になるを目指したいと思っている。

皆が背負いこむと続かない。 

 

＜会長＞ 

 時間が迫っているので、議題２については次回にまわしたいと思う。本日は議題１に

ついての意見を伺った。次の会議には、議事録等そういうものも整備していく。事務局

から何かあるか。 

 

＜事務局＞ 

・御意見があったように、次回はもっとポイントを絞って会議を行う。 

・スケジュールについて、今年度３回あるが、次回は１１月下旬、最後は３月上旬を予

定している。 

 

【その他】 

 

＜中野智昭副会長＞ 

 この度新しい委員体制となり、今後進めていくこととなるが、ひとつ提案させていた

だきたい。従来から、会長、副会長含めて協働推進課と協議する場を持っており、この

度話にあったような、議事録をどうするのかということや、アンサーバックをどうする

のかということを話合っており、現在はＳＮＳも発達しているのでもし御協力いただけ

るなら、皆さんのアドレスを教えていただいて、情報共有を行っていきたいと考えてい

る。全員集まる機会が３回しかないことや、これだけのボリュームについての検討を顔

を合わせて行っていくことが難しいのではという意見は以前から出していた。今後、資

料の気付きや提案、情報等を皆さんに分かるように行っていけるような、ネットでの情
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報交換を行っていきたい。難しい方は交流センターを通じてでも意見を出してもらいた

いが、いかがか。賛同いただけるなら、協働推進課と相談して追って案内する。 

→ 了承 

     

＜会長＞ 

本日の議事が終了したことを告げ、閉会。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

会議資料 レジュメ 

１ 次第 

２ 山口市協働のまちづくり推進委員会について 

３ （仮称）第二次協働推進プラン基本方針（案） 

４ 平成２８年度地域づくり交付金事業概要 

５ 平成２８年度特別加算地域づくり交付金実績 

６ 平成２８年度市民活動支援センター事業報告書 

問い合わせ

先 

地域生活部協働推進課地域づくり支援センター 

TEL ０８３－９３４－２９８１ 

 


