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協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会会議録会議録会議録会議録 

会議名称 平成２６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２６年８月１１日（月曜日）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 辻正二委員、中野智昭委員、坂本俊彦委員、林隆一委員、重村太次委員、曽田元子委員、

藤永和聖委員、斉藤和彦委員、板垣幸男委員、米倉一夫委員、松崎恒雄委員、宮成眞澄

委員、井出崎小百合委員、堅田雅子委員、後藤聖治委員、林宏信委員、野村隆志委員、

蕨周次委員、南波敏子委員（１９人） 

欠席者 白木美和委員（１人） 

事務局 徳永地域振興部長、末貞地域振興部次長、中村協働推進課長、岡崎協働推進課主幹、入

口主査、中柴主任主事（６人） 

議題等 １ 平成２５年度地域づくり交付金制度について 

２ 山口市まちづくりアンケート調査結果について 

３ その他 

内容 ※要点筆記 

＜事務局＞ 

事務局からのお知らせ 

・本日の配布資料の確認。 

・会議を公開で行うことを了承していただく。 

・協働のまちづくり推進委員会規則の規定により、議事進行を会長に依頼。 

 

＜辻会長＞ 

 本日の議題は、「平成２５年度地域づくり交付金の評価について」と「山口市まちづ

くりアンケートの調査結果」でございます。会議内容につきましては議事録を作成し、

委員の名前は非公開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、坂本委員、中野委員の両副会長にお願いしたいと提案→了承 

 

【議題】 

＜辻会長＞ 

それでは議題に移ります。まずは、「平成２５年度地域づくり交付金の評価について」

でございますが、「平成２５年度地域づくり交付金について」の現状について事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

地域づくり交付金の昨年度までの状況、今年度の取組については、皆様のお手元に資

料として配布させていただいております。 
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資料「平成２５年度地域づくり交付金制度について」により説明 

 

＜辻会長＞ 

今回の委員会の大きな目的は昨年度の地域づくり交付金の評価でありますが、それぞ

れの地域に個性も歴史もあり、活動の対象も違ってくると思うので、そこを踏まえて評

価していただければと思います。市民の代表として、地域づくり交付金がどういった形

で使われて、良いところ、もう少し工夫がいるところを、委員一人ひとりにアドバイス

をしていただければ有難いです。 

 

以下各委員のコメントを記載 

＜Ａ委員＞ 

各地域の需要に対する対応の違いがこんなに違うのだと驚きました。今回は、昨年か

らの水害豪雨等の影響か、安心安全に重点を置いている地域がいくつか見受けられまし

た。地域によって必要になるものは違うので、個性があって、資金が足りないところに

交付金がポイント的にいって、なおかつ事業が継続できるといいなという思いがいたし

ました。 

 

＜Ｂ委員＞ 

私の自治会は執行部が全部替わったけれど非常に頑張っていらっしゃる。新しい取り

組みをされているので、私たち自身も一緒に応援していこうという気持ちがわいていま

す。ただ、地域全体からすると一自治会のことなので、新しく出た取り組みに対して地

域づくり協議会がどのように応援をされているのかよく分からないです。けれど、今ま

でとは違って、もっと多くの住民の意見を拾いつつ頑張っていこうという形が見えてき

て、出てきた課題について、その解決のため出来ることに交付金が使われるのはいいこ

とだと思います。全体をみると、防災についてはどの地域でも重点的に取り組まれてい

ますが、防災の課題について住民はあまり実感できていません。 

 

＜Ｃ委員＞ 

資料「運営状況概要」の総括を読むと、地域で話し合いがなされ、住民一人ひとりの

意見の吸い上げが出来てきているのがわかります。一方、「協働」という言葉があまりに

も住民に浸透してないことから温度差、住民との隔たりがあるという意見もあったので、

そこはまだ課題でしょう。地域振興や安心安全分野を重点項目として取り組まれている

のがよく分かりました。 

湯田地域が実施した市外のコンビナート見学に行くことのニーズは何でしょうか。 

 

＜事務局＞ 

コンビナート見学の目的の一つは三世代交流の促進であり、もう一つはこの体験によ

って少しでも多くの子どもたちに将来山口で働くという気持ちを芽生えさせたいという
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思いから、山口の産業を学ぶ教育的な啓発だと聞いています。 

 

＜Ｄ委員＞ 

事業者として、ビジネスの視点を持って参加させていただこうと思っております。国

はコンパクトシティを目指していますが、山口市も結構広い中で、交通空白地域とか交

通弱者、買い物難民がおられる地域があります。今回の資料によると防災とかコミュニ

ティとかに税金が使われていますが、コミュニティの場にどんどん独居老人等を参加さ

せるということは健康増進やボケ防止等につながり、結果的に医療費削減にもつながり

ます。国は、そういったコミュニティと医療施設や買い物ゾーン等を交通によってつな

げ、結果的には低炭素問題へもつなげるということを考えていますので、こういった視

点からも考えていきますと、地域づくり交付金には相当の税金を使っていますが、これ

がいつか形になって、経済効果等も生んでくるのではないかということで、素晴らしい

使い方が大まかにはできていると思っています。 

私は、嘉川の事業で、ある福岡県の防災センター視察へ同行しました。県外まで行っ

て「ためになったのか」と言われるかもしれないが、つながりも出来たし、防災の訓練

だけでなく非常にためになったと思います。 

山口市のコミュニティタクシー事業は全国初の取り組みで、山口モデルと言われてい

ますが、これは地域と行政と業者の三者が協働でやったから良かった。行政の思い込み

だけでもいけないし、事業者だけでもダメ、地域もただ与えられるのを待っているだけ

でもいけないということで、協働というやり方は大変素晴らしい。また、地域づくり交

付金の支払いも先に交付していて、資金の使いやすさや活動のしやすさについても素晴

らしいと思います。 

 

＜Ｅ委員＞ 

全体的な感想ですが、それぞれの地域の特徴を活かした活動であるならば、目標があ

って、それに従って事業が展開された方がより尺度としては分かりやすいと思います。

全体的にみてみると今までやってきたものを継続して取り組まれている部分もあります

し、防災などの新たなチャレンジもあります。でも、４年経過し、後６年経つと１０年

経つわけですが、１０年前とどのように変わっているのだろうか。交付金総額では相当

な金額が投入されるわけですので、市はしかけをよく考えて指導した方がよいのではな

いでしょうか。各地域のキャッチフレーズに向けてどのように進んでいるのかについて

は単年度ごとではなかなか見られません。ただ、陶の地域づくり協議会が新たな事業に

取り組まれ、地域住民とのつながりが生まれていくのを目で見てきたので、事業自体は

すごく良いと思っています。それぞれの地域づくり協議会が何を目指して進めていかれ

るかで、一歩一歩前進した１０年先２０年先に成果として表れますので、そういったも

のが資料においても見えてくると分かりやすいと思います。   

 

＜Ｆ委員＞ 
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１つ１つの事業の目的が資料から分からないので評価を申し上げにくい。私自身のこ

とを言うと、日中仕事をし、夜に帰宅するので地域活動は実感しにくいです。子育て家

庭は祭りなどのイベント等を通じて実感があるのでしょうが、その他の世代には浸透が

進んでいないのではないでしょうか。地域の課題・事業目的・実績が資料として分かる

ようになればこの会議の場でも話がしやすい。取り組みが始まって４年目、今後一つ一

つ目に見える形にしていけばより良い展開になるのではないでしょうか。 

 

＜Ｇ委員＞ 

「安全・防災」「ふれあい・振興・健康」「住みたくなるような誇れる場所となるよう

地域の歴史を知る」というのが３つの柱だと思って資料を見ました。良い事例と感じた

のは、高齢者買い物弱者支援（小鯖・佐山）、空き家シンポジウム（仁保）、嘉川の酒造

りです。社会教育委員として、子どもたちを大切にする企画、例えば教育支援を中心と

したものやオープンスクールを各地域でも取り組まれ、地域と子どもたちが親しくなる

ようなものをされたらどうかと提案いたします。名田島で夏だけ１３地区全てでラジオ

体操をしているというのがありましたが、出来れば 1 年中やられればもっと皆さんが健

康になるのではないでしょうか。 

 

＜Ｈ委員＞ 

災害があちらこちらであり、いつ自分のところであるか分からないという危機感もあ

って、自主防災組織はどの地域でも取り組まれています。また、大殿・吉敷においては

協議会組織運営・会議の工夫について記載されていましたが、これまでの組織運営に対

する見直し、このあたりが必要であろうと思っています。 

住民の皆さんは「協働」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、実際はな

かなか浸透していない。浸透させるためにはこれからの努力が必要であろうと感じてい

ます。 

私も社会教育委員として出席しているが、今回の地域づくり活動事例集を見ると、仁

保地区では「地域コミュニティスクール促進事業」が重点項目に挙がっていますし、嘉

川地区においても「郷土学習と遺跡・史跡の顕彰と挨拶運動」など社会教育に関する項

目の記述があり、教育関係も大事に活動されているところが見えます。公民館が地域交

流センターに名前が変わり、社会教育の姿が見えなくなったのではと社会教育委員の間

では危惧するものもいるが、今回のような事例を見ると社会教育を埋没させない努力が

なされていると感じました。やっぱり地域づくりは人づくり、リーダー養成が大事であ

り、この辺りをどのように進めていくかについては課題です。 

もう１点、福祉の予算に関してはどこの地域も少ない。多分社会福祉協議会との関係

があると思うが、社会福祉協議会も基盤整理をしている中で、今後地域づくり協議会と

社会福祉協議会のあり方については具体的に考えていかざるをえない状況だと思いま

す。 

最後に、「協働」というときに、行政と住民とが協働するのが初めの段階だと思います



- 5 - 

が、その時に、交流センター職員の言葉遣いについては、行政的な言葉だけで「ダメ」

と言うだけでなく、住民の皆さんと一緒にやるような指導的な助言、例えば「将来こう

いうまちづくりのためにやっていくよ」というような声がけをしていただくよう希望し

ます。 

 

＜Ｉ委員＞ 

地域づくり交付金事業は単年度事業ではなく、３～５年継続的に続けてやる事業です。

各地域特色があり、その地域しか出来ないこともあるが、私の地域にも取り入れられる

事業もあるので、そういったものについては今後活かしたいと思います。 

 

＜Ｊ委員＞ 

地域づくりの第一次計画を策定するときは社会福祉協議会の小地域福祉活動計画に挙

がっている地域課題から事業を選定しました。まだ十分とはいえないが、部会に分かれ

てそれぞれ活動しています。この先地域をどういう方向に向けて、何をするかというこ

とについては地域づくり協議会としても明確なものを作っていきたいので、平成２７年

度からの第二次計画に向けて、将来ビジョンを作っているところでございます。全戸配

布アンケートを実施し、集約し、課題を整理し、まず将来目標、つまり１０年先、２０

年先に今の子どもたちが大人になることも見据えて、課題ごとに次の５年間でどこまで

何をどうするかという取り組みをしているところです。 

これから重点をおきたいのは、自主防災組織は出来たので、今後はいざというときに

役立つ組織に育て上げていきたいと思っています。また、時代に即した高齢化対応、健

康・栄養・運動面を中心に何が出来るか、また子どもに夢をどう持たせるかについても

重点的に取り組みたい。他地域の重点目標にざっと目を通すと、どの地域も防災やふれ

あいなど同じようなものが上がっています。それはそれで良いと思うが、私の地域には

大学をはじめ学校がたくさんあるので、各学校と連携し、地域の特性を活かして頑張り

たいと思っています。 

 

＜Ｋ委員＞ 

地域づくりの事業は５年計画であり、単年単年でやるのではございません。地理的に

も各地域とは条件が違い、自治会数も非常に多い。各自治会が自立して欲しいと思うが

高齢化率が６５％を超えるところもあるなど課題は大きい。今後向こう５年間はさらに

課題があるものと思っています。 

 

＜Ｌ委員＞ 

この５年のうちに白石地域は事務局長が４人替わっているし、会長も替わっている。

今の体制では２年目に入ったところではあるが、よく頑張っていると思う。地域交流セ

ンター職員の働きかけにより、社会体育部は昨年新しくグラウンドゴルフに取り組んだ。

今年度は地域で育てるスポーツとしてノルディックウォーキングに取り組み、ウォーキ
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ングマップの作成も１０月までにするつもりである。 

 

＜Ｍ委員＞ 

委員になって１年４ヶ月でようやく協働によるまちづくりのイメージが湧くようにな

ったのが現状です。資料「運営状況概要」と先ほど資料配布された「山口市まちづくり

アンケート調査結果」を見て、最初何もなかったところから地域づくり協議会を立ち上

げてようやくコミュニティづくりの推進が軌道にのったのではないかという感じを受け

ました。各地域においては、限られた予算で各地域の特性に応じたイベントなどを企画

し取り組まれていることは素晴らしいことだと思います。そういう意味で、地域づくり

交付金の取り組みは良い方に向かっていますし、「運営状況概要」の総括を見ると「徐々

に進展しているように思える」と書いてあるが、そのとおりだと思います。また、資料

のアンケート結果を見て、市民活動に対する市民の意欲が高いことについて意外に思い

ました。私としては、地域づくり協議会は一生懸命やっているが、各市民についてはそ

れほど積極的に取り組んでいないのではないかと思っていましたので、アンケート結果

からみるとすごいなと思いました。それから、交付金の使途についてですが、地域づく

り協議会は専門部会を設けて、その中で地域の方の意見を聞きながら地域の課題を見つ

けて解決に向けて努力されています。このことは、コミュニティの発展の一つの段階に

なっているのではないかと思います。市民１人１人が自主的に地域課題とか社会課題を

掘り出してやっていけばいいが、そのような力がないので、今進めているように地域づ

くり協議会とか市民活動とかいろんなリーダー的な人の影響を受けて今後とも発展して

いくのではないかと思っています。 

地域づくり交付金による防災への取り組みたくさんありますが、自治会の防災活動そ

のものは非常に貧弱です。地域づくり協議会からの支援が必要ではないかと思っていま

す。市民に対する情報の流し方や工夫によって、地域コミュニティが発展するかどうか

に影響するのではないでしょうか。 

 

＜Ｎ委員＞ 

資料が見やすくなって、地域によって何をしているのかが分かり易くなった。ただ、

地域によって活動に格差があるようなので、団体や自治会の数、どのようなエリアにあ

るのかがわかると判断しやすいのではないかと思いました。昨年、私は市民活動で市に

助成金を出していただきましたが、事業報告の発表が３月だったので、企画書から発表

まで１年かかり、時間の都合をつけるのが大変でした。でも、助成金を前払いしてもら

えるのはすごく有難いです。その市民活動は大殿・白石・湯田・吉敷地区に関わる新し

いコミュニティを創出する企画だったのですが、この地域の取り組みの中に市民活動と

の協働事業を明記していただくと、いつもコミュニティの活動しか見えないので、市民

活動促進交付金との連携性が見えるとコミュニティの方にも市民活動が伝わり、より協

働が進むのではないでしょうか。 
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＜Ｏ委員＞ 

現在、土木工事は地域づくり交付金の４割以上を占めるが、地域づくり交付金制度創

設当初は、市はハード（土木工事）ではなくソフト事業だけを想定して組み立てたので

はないか。ところが使途緩和によってこのように土木工事費が増えているのではないか。

いつまでも土木工事費の上限を決めずに、まちづくりと称して市の土木課が所管すべき

土木工事事業を、この使い勝手の良い交付金に頼ってこのままやっていくべきかという

ことに危惧を感じている。当初はボランティアや住民の知恵や工夫を発揮させながら協

働の概念においてまちづくりをするのが趣旨だと思うので、本来の協働のまちづくりに

ついてもう一回、方針を改めないといけないのではないかと思う。 

 

＜Ｐ委員＞ 

今、土木工事費が４割、それに協議会運営費を入れると交付金の大部分になる。資料

の５角形のグラフになぜ協議運営費を外したのかと思った。もっともっと交付金につい

てオープンにすべきではないか。あと、重点事業、重点課題という割には各地域の金額

が小さい。結果的に０円、１万円とかそういうのが重点的に取り組んだ事業となると、

じゃあお金は何に使ったのかということになる。 

私も先ほど言われた委員と同意見で、ハードよりもソフトを重視したい。コミュニテ

ィが希薄になっているとのことなので、ソフトの面から、人と人とのつながりを作って

いくのが地域づくりだと思っている。確かに、目に見えて道路がよくなったが、では人

と人との関わりはどうかと見たときに、例えば新しい団地ができた時、団地の人が古い

班の人と仲良く話している光景はほとんど見られない。 

次に、情報開示が遅れていて、吉敷の地域づくり協議会のホームページは情報が少な

い。平川のホームページには規約・年度計画・実績等欲しい情報が掲載されている点で

すばらしい。また、地域づくり協議会の総会に一般市民は参加が出来なくて、協議会は

閉ざされた組織だと思っている。どうして出られないのかというと、それは自治会の役

員になっていないから。それでは、協議会と住民のコミュニケーションはとれないと思

う。協議会を地域住民にオープンにして、いろいろな意見を吸い上げるのはアンケート

だけではなく、総会等にも参加が可能とし、情報開示もし、住民が納得して参加できる

ことが地域づくり協議会の発展には必要ではないかと思っているので、市からも指導を

して欲しい。 

 

＜事務局＞ 

平成２２年度の地域づくり交付金の交付当初から法定外公共物等維持管理費として土

木工事費は積算されていました。地域づくり交付金制度に入れて２１地域にこの制度を

お知らせしたことで、地域住民への周知が図られ、ニーズが増えたので土木工事が増え

ている面もございます。また、安心安全の面から水路の補修にも取り組まれています。

そういった中で、地域の意向で土木工事が必要だということになれば、ソフト事業費か

ら土木工事費への流用が出来るように運用を緩和いたしました。地域によっては何年先
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までもニーズがあるという状況もございます。土木工事なので金額が大きくなってしま

いますが、地域振興部における地域づくり交付金の趣旨としては地域のコミュニティ活

動に軸足があるのは間違いございません。そもそも土木工事を今後も引き続き地域がす

べきかどうかは市内部でも検討が必要と思っております。 

 

＜辻会長＞ 

地域づくり交付金は一つの地域が自立していくというか、自分たちで小さな政治をや

ってみるというための予算交付です。そして、地域の実情は実に違っていて、例えば、

大歳は何度となく椹野川が氾濫しているので、防災が一番地域づくりのベースになって

います。土木課が所管するものとは別に地域住民が安心して暮らすための必要な土木工

事もあり、土木事業があるからといってソフト事業をなおざりにするものではないと思

いますし、土木工事も地域づくりです。また、今、山口市は自主防災組織が立ちあがっ

たところであり、防災上必要な設備を充実させようという動きがちょうど出ていて、各

地域が防災上必要な様々なものを購入している部分もあります。 

 

＜Ｏ委員＞ 

土木工事は協働推進課の所管ではなく、土木担当課に任せる方がよいのではないか。 

 

＜事務局＞ 

地域づくり交付金の交付ということで協働推進課が所管していますが、技術的・専門

的なことは技術担当課や技術職ＯＢが在籍する地域づくり支援センターがサポートして

います。 

 

＜Ｍ委員＞ 

 昨年、私の地域では赤線の道路が陥没したが、地域づくり協議会に申請したところ、1

ヶ月以内に対応してもらいました。同じように、クリーン作戦のゴミを以前は自分たち

で焼却場に運んでいましたが、今回協議会にお願いしたところ翌日、全部収集していた

だきました。生活の中で、住民の皆さんが豊かに過ごすために交付金がハードで役に立

っているところはたくさんあることから、やはりハードも地域づくりに入ると考えます。 

 

＜Ｑ委員＞ 

土木工事についてですが、「山口市は総額いくらで地域づくりを支援しています」とわ

りとよく宣伝されていますが、でも、「これ（土木工事）は何」という質問を私もよく受

けています。その辺りの説明で、悪いとか良いとかではなくて、説明を分かりやすいよ

うに整理されたらと思います。それと関連して、土木工事が地域づくりに非常に効果が

あるという一方、ちょっと所管する担当がおかしいのではないかという御意見もありま

す。旧来はこうで、現在はこうで、どういうメリットが今あるのかないのか、というの

を分かりやすい表か何かに整理された方がよいと思います。委員の中でも、なぜそうな
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っているかという現状を理解されていないと、この議論が繰り返し出てくることになり

ます。土木工事費が０円のところもあるように、絶対使わないといけないわけではない。

最終的にはある程度の範囲の中で、判断を地域づくり協議会に委ねられればよいと思い

ますが、市の方針としてはこうだというのはいるのかなという気がしました。 

それからもう一つ、総会に一般住民が出席できないことについて、これは非常に重要

なことなので、市のほうからまず公式見解をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

見解を正式に持ち合わせてはいませんが、地域づくり協議会の構成団体には自治会や

地域内の各種団体があることから、団体の構成員はその団体の中で意見を言うことも出

来ますし、総会への出席を希望される方についても拒否すべきものではないと思います。

いわゆる自治会連合会は協議会の構成団体に入っていますので、地域に住まわれている

方は総会または別の形でも意見を届けることが出来るものだと思っています。 

 

＜Ｑ委員＞ 

ありがとうございました。先ほどの委員の話しにありましたことは変えていかないと

いけないことですね。地域づくり協議会の役員さんに今のようなことについてのしっか

りとしたご認識があるかどうかというところと、会の規約についても総会を構成する者

の項目について見直しをかけていく、そういったところには市の方からの指導が必要で

はないでしょうか。地域づくりは一人でも多くの地域住民の参加をもって進めるべきで

す。参加の程度については、時間が十分とれない、またはお金に余裕がないなど生活の

状況によっていろいろな形があるでしょうが、その方々の出来る範囲内で、少しずつで

も参加を進めていくこと、それが大儀であります。それがなくなってしまうと、特定の

人のための、一部の人だけで運営している団体となってしまいますし、そこに交付金を

使うのかということに必ず批判が出ます。そもそも、この取り組みに反対の人からその

批判を利用されてしまうこともあるでしょう。ですから、形式的にもきちんと開かれて

いることを常にアピールすべきでありますし、市の方からしっかりと教え込まなければ

なりません。地域づくりのそれぞれの団体や役員さんが重々御認識をいただくべきこと

ではないかなと思います。 

ただ一方においては、人材の問題は大変だと聞いております。事業内容を資料で拝見

してみて、あらゆる事業が人材育成に関連しうると思いました。どういうふうに事業を

企画実施運営していくか、どういう形で地域の方々に参画してもらうかによって、それ

が人材育成として非常に効果的なやり方をしているところもあれば、あまりそうではな

いところもあるでしょう。地域づくりの中心となって取り組まれる方の頑張って出来る

期間は限られていると思いますので、バトンを常に渡していくシステムが地域の中にな

ければならないと思うわけですが、この人材育成あるいは継承の仕組みを地域で確立し

ているところはまだないように思います。４年前と比べてずいぶんといろいろな取り組

みもされて、しかもＰＤＳの取り組み、あるいは地域づくり計画を作ることによって住
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民のニーズを吸い上げるところから、ずいぶん状況が変わってきているなと思っており

ますけれど、今まで地域づくりの人材育成はインフォーマルな形で、つまりあまり表に

出ない形で進められてきたと思うので、今後は、組織としてこういう形で人材育成を進

めて、新しい人にもどんどん運営に参画してもらっていますと堂々と公にして、そろそ

ろ人材育成の仕組みを作っていく必要があるのではと考えております。 

 

＜Ｒ委員＞ 

地域特性がはっきり出てきました。そこで気をつけていただきたいことは、成功事例

をそのままやられないことです。ありがちなことで、リーダーが事例を見つけてきてこ

れは成功するからと進めると地域の中から反発がでるというのはよくある話です。ある

地域の好事例がよその地域で上手くいくかは分からないので、好事例でも自分の地域で

どう展開できるのかは地域内でしっかり話し合うことが肝要だと思います。 

それから、地域づくり支援センターが設置され２年目に入るので、今後はせっかくい

らっしゃる地域づくり支援専門員さんを使って、しっかり地域の中の問題点をこなし進

めていく必要があるのではないか。場合によっては私たち委員も参加しまして、いろい

ろな意見を反映させるというのも必要なのかもしれませんし、委員にいろんなところに

入っていただく、または呼ばれていく機会があっても良いのではないでしょうか。少な

くとも辻先生や坂本先生はそういったところでも御活躍ですし、私たちは内なる資源で

あると思っていますので、しっかり使ってはどうでしょう。 

 先ほどの人材育成の件で、どこの地域も後継者育成については大きな課題を抱えてい

らっしゃると思うので、いかに後継者を育てていくか、日頃から４０代、５０代の方々

の参加率をどのように上げていくかが非常にポイントです。大歳では現在前線で頑張っ

ていらっしゃるのは７０代・８０代でありますので、今から活躍できる人材をいかに早

く見つけて参加していただくかがポイントで、そういったところに地域交流センターに

もしっかり入っていただき、お互いにやりますよという姿勢がないと今のその７０代・

８０代の現役ボランティア世代が一気に退任すると地域が厳しいと危惧している。私は

最年少の部会の委員として非常にひやひやしておりまして、そろそろ私たちの世代が地

域づくりでいろいろな関わりをもっていかなければいけないと感じております。 

 

＜辻会長＞ 

地域自治とは自分たちが住んでいるところに関して出来る範囲は自分たちでやってい

くことで、自治意識の醸成のところで地域づくり交付金が役立つと評価しています。動

き出して４年経過したということで、各地域で特色が出てきている気がします。まだ過

渡期ではありますが、この交付金事業は山口方式として大分出来上がってきたかなと思

っています。ただし、限られた資金でどこに力をいれて地域を作っていくか。例えば、

嘉川の酒造りは一つの戦略です。地場産品作りでもあるし、人づくりでもあるし、コミ

ュニティの結束を高めるものでもあり、非常に意義があると思います。ただ、どの地域

でもやれば良いという訳ではなくて、地域によって、中山間地域においては高齢化の問
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題や公共交通問題があるなど地域毎に課題があり、課題を見える形で描きながら、課題

を見える形で取り組むことが大事である。各地域でスローガンを掲げていますが、こう

いうまちづくりを目指しますというものと取り組んでいる事業とのリンクが見えると良

いと思います。そのあたりがまだ明確に見えていないところと、かなり見えてきたとこ

ろとがあるかと思います。 

それから、大殿地区等のように組織に変更をかける段階に入っているところもありま

す。先ほど委員のご指摘で住民は総会からシャットアウトされてしまう地域もあるとの

話しでしたが、１０年プランで見ると、今はちょうど５年で中間期でもあります。少な

くとも、開かれた時代、なおかつ情報開示をしていく今の時代の中では、やはり組織の

入れ替えをしなければいけないし、事務局長も１年で替わるのではなく、一定期間自分

がやっていくんだという事務局長が求められたりと、組織を見直す本格的な時期に入っ

たと思います。 

 

＜辻会長＞ 

 今日の議題はもう 1 点ございます。 

次の議題「山口市まちづくりアンケート調査結果について」、事務局に説明を求める。 

 

＜事務局＞ 

山口市では、市政推進にあたって市民の皆様から意見をお伺いしながら進めていくと

いうことで、９９項目からなるまちづくりアンケートを実施しておりまして、その中か

ら、協働のまちづくりに関連するところで協働推進課が指標にしているところを抜き出

して平成２２年度からの推移について情報提供をいたします。このアンケート結果を見

やすくグラフにしたものなどが市のホームページに掲載しておりますので、機会があり

ましたらまた御覧下さい。 

資料「山口市まちづくりアンケート調査結果について」により説明 

 

平成２６年度の特別加算地域づくり交付金の現時点の申請状況については、資料「特

別加算地域づくり交付金申請状況」のとおりでございます。 

 

＜辻会長＞ 

 ありがとうございました。 

先ほど一巡する形で地域づくり交付金に関して各委員から御意見をいただきました

が、私の感想は、各委員の目配りもしっかりと、４年間関わっていただいた方も的確な

調査をされておられるなと感じました。 

やはり、１０年間、あるいはさし当たって５年の目標が明確になっていない地域もあ

る気がします。あと、お金を交付した場合の説明責任が必要で、多少は協議会にも伺い

に行って、あまりにもひどい使い方をしているところにはペナルティとして 1 年間減額

するような時代になってくる気がします。もらい得で、いくらでも手を挙げたところが
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持っていくというのは許されない。やはり少ない山口市の貴重な財源を使って交付して

いるわけなので、地域住民に本当に役立つ、地域がいきいきとするような使い方をして

欲しいというのが各委員の方々の共有した想いだと思います。今日のいろいろな意見を

まとめていただいて、市役所が有効に次年度に活かしていただきたい。 

 

本日の議題は、以上となっております。事務局にお返しします。 

 

＜事務局＞ 

 最後に、市では市民の皆様へ協働によるまちづくりへの理解を深めていただくために

講演会を開催しております。先般、地域づくり協議会に向けた講演会を開催いたしまし

たが、今まで講演に来られたことのない方にも幅広く御参加いただき、コミュニティづ

くりに関心を持ってもらうため、メディアなどでも御活躍の山崎亮氏をお招きして講演

会を開催する予定です。委員の皆様にもお時間がございましたらぜひ御聴講をいただき

たいと存じます。 

事務局からは以上です。 

 

＜辻会長＞ 

委員の皆様からは的確な御意見、または御提案をいただきましてありがとうございまし

た。これで、終わります。 
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