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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２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１２月２０日（水）午前９時半～１１時半 

開催場所 山口市役所 会議室棟１階 Ｃ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、福田直子委員、寳迫智

美委員、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、

白木美和委員、後藤聖治委員、下道一範委員、角野有三委員、南波敏子委員（１６人） 

欠席者 山野井哲也委員、東孝次委員、上村早苗委員、吉田芳子委員（４人） 

事務局 兒玉地域生活部長、宮崎地域生活部次長、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 第二次協働推進プラン（素案）について 

２ その他 

内容 ※要点筆記 

 

＜事務局＞ 

・配付資料の確認 

 

【地域生活部長あいさつ】 

 

＜事務局＞ 

・下道一範委員の紹介 

・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 

・会議録署名を伊藤副会長・中野副会長にお願いする旨提案 → 了承 

 

【議題１】 

＜会長＞ 

議題１ 第二次協働推進プラン（素案）について事務局の説明を求める。 

 

＜事務局＞ 

 資料２の概要版をもとに、第１章、第２章を説明したのち、質疑応答を適宜行いなが

ら第３章の基本施策１．２．３までを説明。 
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―以下、各委員及び事務局の発言要旨― 

 

＜会長＞ 

基本施策３について何か質問はあるか。 

  

＜Ａ委員＞ 

コミュニティビジネスとソーシャルビジネスの違いがはっきり分からない。 

 

＜事務局＞ 

コミュニティビジネスは地域でのコミュニティが大切で、例えば買い物ができなくな

ったときには地域で買い物する場を作ったりということ。ソーシャルビジネスはもっと

大きいくくりで、例えば育児や障がいを抱える人への支援など。大きいか小さいかの範

囲の違い。 

 

＜会長＞ 

基本施策４について事務局の説明を求める。 

 

＜事務局＞ 

第３章基本施策４を説明したのち、今後のスケジュールについて以下のとおり説明。 

 ・１２月下旬～１月下旬 各地域において本プランの説明会を開催。 

 ・２月１９日～３月１９日 パブリックコメントを実施。 

 ・３月上旬に第３回推進委員会を開催予定。各地域からの意見やパブリックコメント

の意見を反映したものを推進委員会で協議いただき、また意見を伺いたい。 

 

＜会長＞ 

タイトなスケジュールとなっているが、本日意見を伺って、第３回委員会でも意見を

伺う機会があるということなのでよろしくお願いする。 

では、今説明いただいた内容全般について、質問や意見をお願いしたい。 

 

＜Ｂ委員＞ 

この推進計画は大変よくできていると思うが、私たちが一番地域で困っていることは、

基本事業を具体的にどのように確立していくかということ。例えば、地域の担い手づく

りにしても、どうにかして後継者を育成しなければと思うが、具体的にどのような方法

でどういう手段でやっていけば、後継者が少しでも育っていくのかということを、みん

なで力をあわせてやっていくことが私たちの最大の課題。この基本事業をゼロベースか

らやるというのは不可能に近いが、具体的に、各地域でこれとこれを重点的にやってい

くことということだと考えている。市と地域の連携というところでも、今度協働推進課

が各地域を回られるということで、地域ではこんなことがやりたいといったことを聞い
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て貰えるのだと思っている。時間はかかるが、やれるところから少しずつ取り組んでい

くことが、一番の近道ではないかと思う。全体としては、言葉としては良く分かる。 

 

＜会長＞ 

実際にやられていて、こういうことは効果があるといったことはあるか。 

 

＜Ｂ委員＞ 

私の地域では、自治会が３９あって、各自治会長さんがおられるが、調査をしてみる

と、半分以上の方が一年で変わられる。これをなんとか二年以上にしてもらえないかと

いうことをお願いしているところ。 

 

＜事務局＞ 

自治会長さんが一年で変わられる方が多いことは地域ヒアリングでお伺いしている。

自治会長さんに対しての勉強会なども、これまでは各地区にお任せしていたが、市とし

ても勉強する場を設けながら、自治会長さんの意識を高めていくことも進めていきたい

と考えている。 

 

＜会長＞ 

これは非常に大きな問題で、即応的なものは難しいが、研修会や勉強会等は、この度

のプランにも盛り込まれている。 

 

＜Ｃ委員＞ 

地域づくりや協働というものを考えるときに、私の中で違和感がある。全て読んでい

くと、平日の日中を想定して考えているのかと思う。土日や企業が休みの日やＮＰＯ活

動がやってない日、夜間などは、そこの地域に集う人、人口が違う。地域づくりは３６

５日だと思うが、企業やＮＰＯ法人と協働しようと思うと、企業がやっている時間でな

いと協働できない。 

 

＜事務局＞ 

いろいろな場合がある。企業も、土日に社会貢献活動を行われることもあると思う。 

 

＜Ｃ委員＞ 

企業に勤めていらっしゃる方は、全員がそこの住民ではないと思う。他市から来てい

るかもしれないし、山口市内でも、近くではないかもしれない。その考え方を、どこを

軸に考えたらうまくいくのか。整理していくと、日中で、この地域にはこんな企業やこ

んなＮＰＯ法人、市民活動団体があって、それがその地域の強みなのだから、強みを整

理していくと、その中で課題が解決していくかもしれない。課題をすぐ解決しようとす

るのではなく、強みを洗い出す。一部の課題をクリアできると、隣の地域ではそれが課
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題になっているかもしれない。地域間交流や連携、外部人材を活用できると思う。まず、

日中で考えて強みを整理して、それから課題に取り組み解決する。手順が大切。全部を

やろうと思うととても難しいので、どこをつかんで話し合い解決していくのかという視

点が大切。 

 

＜事務局＞ 

行政職員の意識を変えていく。仕事で地域に行くことが多かったが、そうではなく、

自分達が時間外にも主体的に動けるような取り組みを進めていきたいと思っている。企

業もそうだと思うが、土日や時間外が、地域づくりに一番参加できる時間。そこに住ん

でいなくても、活躍できる場はあると思う。 

また、補完性の原則ということであげさせてもらっているが、基本的にはまず地域の

中で、地域資源や人材を生かして解決できることは解決する。できない事は、地域づく

り協議会や事業者、ＮＰＯ法人とマッチングしていく方向で考えている。 

山口市も２１地域それぞれの状況があるので、時間軸で整理すると、それぞれの地域

ごとに抽出していく必要があると思う。農村部は生業と居住が近く、街中になると事務

所が多いという強みもあるので、そこを整理していく必要があると思う。今私たちも考

えられることを盛り込んでいるが、行政としても、そういったところのサポートができ

ていなかったと思う。今、Ｃ委員さんがおっしゃられたことも含め、各地域と市がしっ

かりと話し合いができるように取り組む姿勢で、この１０年やっていけたらと思ってい

る。 

 

＜Ｄ委員＞ 

こういう計画というものは、出来ているものはとても立派だと思うが、私の地域で見

ていると、自治会、地域づくり協議会はもういっぱいいっぱいかなと感じている。私の

地域では既に動き出しているが、市役所で作成されたものをみると、ピンポイントで自

治会、地域づくり協議会でなんとか地域を動かそうという方向性で見ていらっしゃるの

かなと思うが、大事なのは住民ひとりひとりが当事者になっているかということではな

いか。ここに集まっている皆さんも、それぞれの地域に暮らしていらっしゃって、その

地域の中で自分がどう動けるか、今どう動いているかということがすごく大事で、それ

を自治会や地域づくり協議会にどうにかしてくださいというのは、なかなか難しいと思

う。私はそのような状況を、とても身近に感じている。「あなたはそういう風に言うけれ

ど、じゃあ誰が動くのか」といつも言われる。地域のことをこういう風にしていきたい

という想いはすごくあるが、一緒に動こうという空気にならない。話は聞いてくれるが、

一歩がでない。自治会とも話をしながら、地域住民でなんとかしようと、住民の方から

動く体制をとっている。それを考えたときに、地域づくり協議会ではなく、やろうと思

った人に火をつける。２１地域でケースは違うと思うが、何かやりたいと思っている人

たちを集める、声をかけていくようなことができないかと思う。例えば、私の地域では、

サロンで集まったメンバーが、特産品を作れないかといった風に、何かできないかとお
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昼を食べながらいろいろ話をしている。その中で、「回覧板を見ない」という話が出た。

そこで、「農家さんの使い古しの米袋を５０円で買い取ります」と回覧板に載せたところ、

それが口コミで広がり回覧板を見てくださるようになった。少しずつでもいいので、住

民ひとりひとりが当事者になっていけるような仕組みを、各２１地域それぞれでつくっ

ていけたらと思う。 

 

＜事務局＞ 

おっしゃられたとおりで、このプランで一番大切にしたいのが、みんなが当事者にな

ること。今まで地域づくりに係っていない人たちも、みんなが集まって話せる場をどん

どん作っていかないといけない。そういう部分を吸い上げていくことが、本来の協議会

の機能だと思う。その仕組みがまだできていないということもあって、協議会だけでな

く、いろいろな主体が集まり、話しながらやっていくという意識を持ってもらう。そこ

を進めて行く中で、協議会の体制を整理しながら、この１０年で実行できるような体制

をつくっていきたいと考えている。 

 

＜Ｄ委員＞ 

１０年で地域が終わってしまう。タイムリミットが迫っている地域がすごく多いので

はないかと思う。私の地域も、もちろん動ける人がいないわけではないが、「じゃあ誰が

動くのか」という声が出るくらい緊迫している。葬儀等を見ると、周防大島でも、１ヶ

月で５０人近い方が地域の便りに掲載されていて、そのうち１００歳以上の方が５人く

らいいると聞いた。それくらいの勢いで人口が減少していて、５年後１０年後に地域が

運営できている状態にするというスピード感。地域づくり協議会の方はある程度見えて

いると思うが、住民自身がそれを感じていないと思う。「なるようになる」といった空気

がある。地域がなくなれば、文化も家族の営みもなくなる。皆がばらばらになってしま

うという現状を、５年１０年で語っていいのかと思う。 

 

＜事務局＞ 

この度試行的に、阿東・徳地地域において、「毎年人口の１％の方が定住移住すれば、

人口を維持できる」という処方箋を提唱されている藤山浩先生に人口分析をお願いした。

阿東・徳地で計１０地区実施していただいて、分析の結果や今後の方向性を住民の方に

報告させていただいた。すると、住民の方々にも、「このくらいだったら自分たちにもで

きるかも」という若干の変化も現れている。市としても、住民の方に、そういった意識

を持ってもらえるような取り組みを進めていかないといけない。現状を知って、今後の

目標が分かると、住民の方も「やってみよう」という気運になる。今回は阿東・徳地地

域だけだったが、他の地域にも波及させていく必要があると考えている。 

 

＜Ｄ委員＞ 

とても良い取り組みだったと思う。翌日に、徳地の女性の方と会う機会があって、色々



- 6 - 

お話をお聞きしたが、「できそうかもしれない」と仰っていて、徳地は始まりそうだと思

った。できればそれを２１地域やっていただきたい。 

 

＜会長＞ 

 それぞれの地域の状況に応じてやっていくしかないが、この度のような事例があれば、

是非また紹介して欲しい。 

 

＜Ｅ委員＞ 

この推進計画がすべて実施できればとても素敵なことだとは思うが、ここには、誰が

やるのかがまったく書いていない。そういうところから詰めていかないとできないので

はと思う。 

 

＜事務局＞ 

誰がやるのかということは確かに書いていない。いろいろなプレイヤーがいる中で、

中心になっていくのは地域づくり協議会だと思うが、市民の方がそれぞれ役割分担しな

がらやっていくということが重要になっている。そのために市もフォローしていかなけ

ればならないと思う。自治会や地域づくり協議会、市民活動団体などが中心になってや

っていくことになると思うが、住民みんなが集まって話し合いながらやっていくことに

なる。 

 

＜Ｅ委員＞ 

地域づくり協議会の中には、ファシリテーターなどのスキルを持っている人はいるの

か。 

 

＜事務局＞ 

少しずつ育てていかないといけない。協議会自体も、スキルをあげていかなければい

けないと思っている。 

なお、この推進計画は、市がこういうことを進めていくということを書いていて、そ

れぞれ担当課を入れている。さぽらんて等も入っているが、ここに書かれている担当課

を中心に皆さんと一緒になってやっていく。 

 

＜Ｆ委員＞ 

確認したい。基本施策４の基本事業１②に、「地域における福祉体制の構築」とあるが、

社会福祉協議会がやっているので、地域が入る隙が余りない。③の防災体制については

地域でやっていけると思うが、②についてはどのような連携を取っていくのか。 

 

＜事務局＞ 

社会福祉協議会だけで地域福祉すべてはできないと思う。地域づくりと同じように、
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いろいろな主体と連携して地域の福祉を支えていこうという考え方で、そのひとつが山

口市社会福祉協議会や、地区社会福祉協議会。単独では難しくなっているところを、例

えば市民活動団体などと連携しながらやっていこうということ。地域に応じて福祉体制

も変わってくると思う。社会福祉協議会がすべて行う地域もあれば、そうでない地域も

ある。皆で話し合い、役割分担しながらやっていけたらと思う。 

 

＜Ｆ委員＞ 

形としては分かるが、実際には、社会福祉協議会が自治会やまちづくりに入ってくる

ことや、その逆もある。事業にダブりがある。そのときにどちらが主体性をもってやる

のかが問題で、その辺りを整理しておかないといけない。 

 

＜事務局＞ 

今、地域福祉計画を市が作っていて、その中にも書いてあるが、担当課も地域と相談

しながらやりたいと言っている。協働推進課も一緒になって、担当課と考えていきたい

と思っている。 

 

＜Ｆ委員＞ 

 そうであれば、「構築」ではなく「連携」のほうが適しているのでは、 

 

＜事務局＞ 

今、地域ごとの福祉計画も作っておられると思うが、地域によっては、地域づくり計

画と福祉計画を合体して作られているところもある。計画の中にも書いてあるが、同じ

ような事業が平行して行われている実態もあるので、これからは担い手の問題もあり、

藤山先生が言われるように合わせ技でやらないとなかなか難しいと思う。そういった整

理の部分についても、しっかり入っていきたいし、協働推進課も、他の部局との調整や

コーディネートをしっかりやっていきたい。 

 

＜Ｆ委員＞ 

事業の中に、参考程度でいいので、関連した団体を入れてもらえるといい。例えば、

「こういう事業は、青少年育成協議会と一緒にできる」といったかたち。 

 

＜事務局＞ 

言葉だけでは何を指しているのか分かりにくいという意見もあるので、完成版はイラ

ストも工夫しながら分かりやすいものにしたいと思う。また、意見をいただいたように、

具体的な事例も盛り込んでいきたい。 

 

＜Ａ委員＞ 

Ｂ委員さんが具体的なものがないかとおっしゃられたので先ほどから考えていたが、
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各２１地域でとにかく楽しいイベントをするといい。例えば、子どもや学生さんたちが

いろんなことについて話をして、思っていることや考えていることを聞いて、１日２～

３時間体を動かすような、楽しいイベントをすれば人が集まると思う。何か参考になる

例はないか。 

 

＜事務局＞ 

藤山先生の事例に、朝食をみんなで食べながら話をするといった取り組みがある。 

 

＜Ｇ委員＞ 

 今、皆さんの話をお聞きしていると、ほとんどが、この素案に書かれている以降の話

になっている。ここに書かれている基本事業を実際に実現するための事業内容にはどう

いったものがあって、どういった承認を得てこの事業が実施されて、その結果どんな成

果や効果があったかということを見て、皆さんに対して意見を求める。例えば、基本事

業１の①について、こういうかたちで何回やりますという計画を見た状態での議論をし

ないと、その先の事業についての意見になっている。皆、素案に対して不満はない。例

えば、先ほど話が出たリーダー育成で言えば、地域で危機感を持っていらっしゃるリー

ダーもいれば、全く持っていないリーダーもいる。地域でのリーダーは必ず一人は必要

だと思う。強制的に自治会長になった人や、自ら手を上げた貴重な人たちが、会を運営

していく中で、面倒くさいことが起きて、「もう一人のままでいい」と思いながらで進ん

でいくと、地域は良くならない。自治会長やリーダーへのサポート体制は、なかなか整

っていない。私の団体もまちづくりをやっていて、事業等を実施しているが、入会した

ときに、まちのことを考えていた人は一人もいなかったと思う。「なぜ自分がボランティ

アでこんなことをしなくてはならないのか」「手弁当でやらなくてはいけないのか」と思

っていたと思う。だが、活動する中で懇親会に参加したり、話す機会が増えて、このま

ちから離れることもできないし、自分の視野を広げていく、自分の会社がまちの役に立

っていくというかたちで掘り下げていくと、だんだんまちづくりの大切さが分かってく

る。口頭で「集まれ」と言って集まるのもなかなか難しいことだと思う。その中で、自

分たちの活動のヒントになったことがある。誰かに頼まれて事業をするときも、基本的

に、自分がやるほうが楽だが、セロハンテープひとつ買うにしても、買ってきて貰うと

いう役割を与えていくことで、共感し、「ありがとう」と感謝する。そういうことの積み

重ねで、人間関係ができていく。その中で「ああしていこう」「こういうことをしていこ

う」と巻きこんでいく。今のこの段階で、まちのことを考えるように人の意識を変えて

いくことはすごく難しいことだと思う。こういう場で、そういったリーダーになる人に

対するサポートや、実際自治会で起こっている問題や、悩んでいる方が実施した事業の

成功例を伝える。自治会長の引継ぎについても、ＵＳＢを１本渡して、「日付を変えたら

できるから」というのではなく、きちんと引継ぎができる体制をつくっていかないと、

貧乏くじを引いたようなかたちになる。そういう方が上にいるのも良くないと思う。体

制づくりが大切だと思う。 
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＜会長＞ 

推進プランで具体的な事業例を列挙しているのか。 

 

＜事務局＞ 

今の段階ではしていないが、この計画をどのように実行していったかということは、

毎年委員さんに検証していただきたいと思っている。作っただけでは意味がないので、

実際実行したものや地域での実施事例などもどんどんあげていって共有できたらと考え

ている。もちろん、実施できなかった事業についても、何故できなかったのかというこ

とを検証していただきたいと考えている。 

また、役割分担して活躍できる場が必要というのは、まさにおっしゃるとおりだと思

う。そのような場が地域にもできていく、行政もそういう場をつくれるようにしていく。

若い人たちも活躍でき、自分達で考え行動できるような場づくりを支援していく体制を

整えていきたい。 

 

＜Ｈ委員＞ 

事業者の関わり方、役割という話があったので、事業者の立場でお話したいと思う。

山口市内はほとんど中小零細企業なので地元の方が多い。何らかの社会貢献がしたいと

いうことで土日の色々な行事にも参加される企業もけっこう多い。企業としてはお金を

出すのが一番とは思うが、なかなか厳しい状態。私自身もいろんな立場があり、自治会

連合会の役員をしていたり、事業者の立場では公共交通委員会等にも参加したりと、大

きな役を約４０個やっている。その中で時間のやりくりが一番大変で、土日を含めて一

ヶ月に空いている日が３日あれば、今月とても暇だったというような状態。自治会の集

まり等は平日の日中に行われることが多く、サラリーマンはとてもじゃないが出られな

い。無関心な人たちが多いのは確かだが、すべてが無関心というわけではなく、ＰＴＡ

やおやじの会、見守りボランティアなどでも、母親だけが本気で出ているわけではなく

父親もちゃんとやろうとしている。しかし、やる気があってもなかなか集まりに出席で

きない。企業は平日のほうが開いているから出やすいと考えられるかもしれないが、休

日に話し合いの場に呼んでもらった方がゆっくり話をできる。また、サラリーマンは仕

事がなかなか休めないといった理由で土日や夜間に話し合いをすると、今度は高齢者の

方が来られない。地域の方々と話をすると言っても、本当に困っている人たちは来られ

ない。アンケート調査をしても、各家庭の中の若者が、高齢者の代わりに行政に誘導さ

れたとおりの答えを出してしまう。行政が一生懸命やっているのはわかるが、なかなか

本当に求めていることが出来ない。交通面では、交通弱者や買い物難民は意見を言いた

くても交流センターにさえ行けない。市長の車座トークにおいても、本当に困った人は

その場に行けない。ここに「ふさわしい移動手段の確保」とあるが、なかなか確立がで

きないということで、各地域で意見を聞くというのは大変すばらしいが、こういう人た

ちをどうやって集めるのか。各家庭をまわるのは大変。その人たちの生の声を本当に聞

こうと思えば、どういう動きをしなければいけないのかということが織り込まれていな
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いから、素晴らしい計画だとは思うが、心に訴えるものが全くなく現実味に欠けるとい

うところにつながっていくのだと思う。先日、阿東の７５歳の方がこんなことを言われ

ていたのを聞いた。「自分が地域で一番若い。一方で、交通事故を起こしてはいけない。

事故の加害者、被害者を含めて６５％以上が高齢者で、５人に１人が軽い認知症による

事故を起こすという学者もいる。そういうことを考えると、自分の家からとにかく近く

て真っ直ぐ行けて、生きていくためのものだけを買って帰る。買い物が楽しみだという

ことを考えてはいけない。自分は、生きていくための買い物ができるだけでも、８０や

９０歳の高齢者と比べるとずいぶん恵まれている」と。これではいけない。また、ある

阿東のおばあちゃんが「協働ということで、わたしも手伝いたいけど、汗をかくだけの

体力がない」と言われていた。三者協働というが、もう地域に汗をかくだけの体力がな

いことも考えなくてはいけない。免許返納が進まないのは公共交通ができないから。公

共交通ができないのは、財源不足。交通政策基本法というものが２５年にできたが、先

進国の中で日本だけがなかった。その中に、移動権の確保というものがあったが、なく

なってしまった。何故かというと、国の方が、皆を等しく移動させるためのお金がない

ので一番大切なこれを抜きましたと。骨抜きになってしまった。そういうところまで考

えていくと、おのずと、この資料の生かし方が見えてくるのではないか。机上の空論で

はだめだと思う。 

 

＜事務局＞ 

声を集めるという点についてだが、徳地地域に集落支援を設置した。各家庭に行って

聞き取り調査をするということを試験的に実施しようと思っている。地域の中での大き

い声だけを集めるのではなく、本当に困っている方の意見を集める取り組みを進めてい

き、うまくいけば広げていきたいと考えている。 

 

＜Ｉ委員＞ 

基本施策１の基本事業３のところに、「幅広い世代の地域づくり」と記載があるが、小

中学生や高校生がやっていることで、現時点で山口市はどのような事例があるか。 

 

＜事務局＞ 

公Ｐ連がやっている事例で、西京高校では授業の一環でやられていると思うが、グル

ープワークしながら地域の課題について考え、それを形にしていくという取り組みをさ

れていて、ファシリテーターも高校生がやっている。事前に研修も受けている。私が行

ったときは地域の方はいらっしゃらなかったが、その前段階で地域の方と話はされてい

るのだと思う。Ｃ委員さんが詳しいので説明をお願いしたい。 

 

＜Ｃ委員＞ 

西京高校はこの３年の間、創立３０周年記念事業として田んぼアートを始めた。地域

のために何かしようということで、主に生徒会が主体となって運営を担い、地域と一緒
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に田植えから稲刈りまで行った。それをきっかけに生徒のほうから、もっと地域のため

に何かできないかということで、先生と一緒になって平川の地域づくり協議会の文化ス

ポーツ部会と連携し、地産地消レシピをつくっている。地域の家庭料理を考えている。

また、夏休みの寺子屋では小学生の勉強を見たりと、少しずつ広がってきている。今度

は高校生自らが地域に提案する、ステップアップの段階に来ているのが西京高校の「高

校生熟議」。先日、７つか８つ提案がでたので、全校生徒でどれがいいかやって、実際に

提案していく。 

 

＜Ｉ委員＞ 

私は高校のときにも地域との関わりがほとんどなく、部活で少しあるくらいだった。

小・中・高校のうちに地域活動に参加したり、地域課題に取り組めることはすごく大事

だと思う。ただ、地域に帰ったときに、その地域にどのような仕事があるのかもここに

載せてほしい。公務員志望以外の人たちで企業を志望する人は、大きい企業しか眼につ

かず地元の中小企業のことは知らない。地域の課題を解決したり、地域に誇りや愛着を

持つことも大事だが、父母がどういう仕事をしているかということや、自分の住む地域

にどのような仕事があるかが分かればいいと思う。帰って来たくても、働く場所がなく

ては生きていけない。どんな企業があるのかを知ってもらえる仕組みがあればいいと思

う。 

 

＜Ｃ委員＞ 

今の若者は、就職、会社の価値観が揺らいでいて、「本当にこの企業でいいのか」「自

分が本当にやりたいことは何なのか」ということをとてもよく考えている。これから自

分が就く仕事が、コンピューター、ＡＩにいずれ奪われてしまうという視点が生まれて

いる。若者を育てるときにいつも考えるが、学生の時代に自分の力で成功事例を作って

もらいたい。そのきっかけを、地域に見つけてほしいと思っている。西京高校では、Ｐ

ＴＡも地域も一緒になってやれている。それがひとつ、自分の意思の中で「やればでき

る」という思いが芽生えれば、業を起こす。自分で仕事をつくる。山口にはすごく大事

なことだと思う。どこかに就職するということが得てして先生の考え方だったが、これ

からは自分の仕事をつくること。西京高校ではじめに事例発表してもらったのが、「八幡

浜元気プロジェクト」という愛媛の人だった。商業高校を出た男の子が、山大の商学部

に入って、その後地元に帰りたいということで信用金庫に入社した。若者にプレゼンテ

ーションをさせて、地域のために若者に何ができるかを見えるかたちで事業化した。２

０年以上一緒になってやっている。道の駅も一緒になってやっている。そういうものが、

他市でもやれるような窓口が本当はあればいい。山口市もその土台をつくらなければな

らない。今全県で、コミュニティスクールが進んでいる。今、山口県は全生徒がコミュ

ニティスクールに関わっていて、地域のお手伝いをしていた中学生が、高校生や大学生

になっていっている。私の地域には、リーダーであるコミュニティスクール委員長をし

ていた中学生がいるので、その子たちをつかまえて今度ＳＮＳ講座を大人に向けてやっ
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てもらう。小さいことから引っ張っていく。地域に何があるかわからないのであれば、

自分が地域の中に入っていくのが一番。「八幡浜元気プロジェクト」のはまださんは、「二

枚の名刺を持って生きよう」という講演をされた。 

 

＜Ｊ委員＞ 

 確認だが、協働推進プランは地域づくりの計画と考えていいのか。 

 

＜事務局＞ 

協働するのは手段だと思うので、協働を使いながら地域を作っていくという視点で今

回は作っている。 

 

＜Ｊ委員＞ 

 なぜこんな質問をするかということだが、今、就職先について、山口大学を中心に「Ｃ

ＯＣ＋」という事業で動いていて、県の教育委員会もやっているが、県外の大学に行っ

た人も県内に就職させるために、就職先を紹介する取り組みを実際にやっている。大学

生に対する取り組みは多くある。これをまた、地域で独自にやるという話になるのはお

かしい。重ねることになる。そこで、協働がとても重要になる。先ほどＣ委員がおっし

ゃられたコミュニティスクールは平成１６年からやっていて、歴史的にはとても長いも

の。今、山口県はやりすぎている。全国でコミュニティスクールは４千くらいあるが、

そのうち５分の１が山口県。山口県だけが全公立中学校ある。国が右を向けば右を向く

県。コミュニティスクールは、国が当初、学校を盛り上げる仕組みとして考えていたが、

それを使って地域を活性化させるツールとして使う方向として出てきている。地域協育

ネットは中学校単位で、コミュニティスクールは最小単位で、中学校ごとにとりまとめ

ようとしているわけだが、首長部局ではなく教育委員会の管轄。つまり学校教育課の管

轄でやっているのでは。そのあたりをリンクさせていく必要がある。先ほど、社会福祉

協議会の領域にはなかなか踏み込めないという話もあったが、踏み込む必要はなく、連

携・リンクしていく。極端なことを言えば、地域づくり協議会は、具体的な事業は何も

しなくてもいい。地域づくりの計画はそういったものをリンクさせていくプランになっ

ていくべきではないかと思う。背景のところにはそういう説明がしてあるが、中身は地

域づくりのほうにいっている。これから全てひっくり返すのは大ごとなので地域づくり

の方向で良いと思うが、ぜひ考えてもらいたいところ。もうひとつは、「地域づくりとは

何か」ということ。この中に、指標としてＫＧＩ（目標達成指標）とあるが、もしこれ

を指標にするのであれば、これを達成できるような取り組みを考えていった方が皆さん

分かりやすいのでは。これに向けた取組み案をつくっていけばいいのではと思う。是非、

協働というものの定義を考えていただきたい。官民協働よりも先に官官協働。そこがな

いとなかなか難しい。地域に下ろしたとしても同じことが言える。 
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＜事務局＞ 

おっしゃられたとおり、官官協働が一番大切で、一番できていない。推進体制のとこ

ろでも少し出しているが、教育委員会と地域をどうつなげていくか。協働推進課として

も全庁をあげて取り組んでいく。 

 

＜Ｊ委員＞ 

皆さんが「これはすごくいいものだ」とおっしゃって否定しがたいのは、本当にいい

ものとしか言いようがないからである。「地域づくりとは何か」という話をしたが、皆さ

んテーマに関してはすごくいろんなことをやられている。例えば子育て支援などをされ

ている方は地域にたくさんいらっしゃる。協働という意味ではそれらを地域づくりとし

ていかないと、地域づくりという言葉が独り歩きする。そうならないように、テーマを

大切にしていただきたい。 

 

＜Ｋ委員＞ 

推進計画のところで、先ほど「誰が主体でするのか」という話があって、「山口市の担

当課だ」という話になっていたが、この計画を見ると推進項目、推進内容、担当部署に

止まっているが、次にどこと連携してそれぞれの目標を達成するかというような具体的

な組織とか団体とかがないと、イメージが湧かないと思う。そこを計画の中に盛り込む

と「ここと一緒に計画を進めていく」というように、少し具体的になるのかと思った。

また、先ほどＦ委員さんも言われたが、地域にいけば社会福祉協議会と地域の接点はか

なりある。今、地域福祉計画と過疎計画を一緒につくっているところもあるが、切り口

が違えばこんなにも計画が違ってくるのかと感じている。計画の中では、基本施策４の

基本事業１の②にしか入っていないが、実際地域の中では、人材育成の問題や孤立化の

問題、足の問題とかを地域づくり協議会と地区社会福祉協議会が一緒になって考えてや

っている。かなり深く関わっているが、この計画にはあまりにも福祉の関わりの明記が

少ない。もう少し膨らまして欲しい。 

 

＜事務局＞ 

 福祉の分野については、地域福祉計画があるので、福祉計画とどう連携していくかと

いうことで、今回このような記載をさせていただいている。福祉は特に重要な分野と考

えている。具体的なところは地域福祉計画で考える。地域福祉計画と連携して一緒にや

っていきたい。 

 

＜会長＞ 

 議題１に関する質疑応答については、一旦ここで終わるが、何かあればまた事務局へ

連絡して欲しい。 

 議題２のその他に移る。前回の会議の議題であった「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」、この度意見を伺おうと考えていたが、時間
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の関係上次回へまわす。こちらについても、何か質問・意見があれば事務局へ伝えて欲

しい。 

 

【その他】 

 

＜会長＞ 

議題２その他について事務局の説明を求める。 

 

＜事務局＞ 

 前回会議で提案のあった情報交換ツールについて、資料に基づき提案。 

 

＜会長＞ 

 何か意見や質問はあるか。 

 →特になし。 

  

＜中野智昭副会長＞ 

 事務局説明の補足だが、最近では、自治会や協議会でもこういったツールを活用して

情報共有を行っており、その中でも一番使いやすいサービスとしてＧｏｏｇｌｅグルー

プを提案させていただいた。どうしても難しい場合は、月ごとのとりまとめ等を市で行

っていくこともできるが、言えなかったことの補足や、「この資料のこの点が分からな

い」「あの委員さんともっと意見交換がしたい」といったことをそれぞれの立場で投げ

かけていける体制を想定している。委員同士がもっと細やかにキャッチボールできるも

の。ただし、これはあくまで委員会の補完機能であって、決定事項でもないし、グルー

プの中での発言がすべて反映できるわけではない。一緒に考え、整えていくための一つ

の手段であると考えていただきたい。もちろん、ディスカッション等の機能を使う場合

は、使用ルール等はまた決めていく必要がある。 

 

＜会長＞ 

あくまで、参加は任意であり、了承された方が活用するツールという認識で良いか。 

 

＜中野副会長＞ 

良い。参加が難しければ受信だけでも良い。交わされた意見を聞いてみたいというこ

とであればそれだけでも対応できる。 

 

＜会長＞ 

では、事務局の準備が整い次第、また案内をお願いする。詳細は中野副会長と相談す

ること。 
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＜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 

０ 次第 

１ 第二次協働推進プラン（素案） 

２ 第二次協働推進プラン（素案）概要版 

３ 協働のまちづくり推進委員会情報共有ツール 

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 

 


