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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２８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３月２７日（月曜日）午後２時～４時 

開催場所 山口市役所 会議棟２階 会議室Ｂ 

公開・部分

公開の区分 
公開 

出席者 辻正二委員、坂本俊彦委員、中野智昭委員、白上茂樹委員、藤永和聖委員、斉藤和彦委

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、井出崎小百合委員、

福田修平委員、野村隆志委員、南波敏子委員、吉田芳子委員（１５人） 

欠席者 大宮義隆委員、坂本京子委員、堅田雅子委員、白木美和委員、後藤聖治委員（５人） 

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

岡崎協働推進課主幹、田中協働推進課副主幹、中柴協働推進課主任主事、長田協働推進

課主事（８人） 

議題等 １ 協働推進プランの進歩状況報告について 

２ 平成２８年度山口市市民活動実態調査の結果（速報）について 

３ 委員の任期 

内容 ※要点筆記 

【地域生活部長あいさつ】 

 

【事務局からのお知らせ】 

＜事務局＞ 

・福田修平委員、吉田芳子委員の紹介 

・配付資料の確認 

・山口市協働のまちづくり推進委員会規則第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 

・福田修平委員、吉田芳子委員の紹介 

・協働のまちづくり推進委員会規則第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坂本副会長・中野副会長にお願いしたい旨提案→了承 

 

【議題１】 

＜会長＞ 

議題がそれぞれ関連しているため、「協働推進プランの進歩状況報告について」及び

「平成２８年度山口市市民活動実態調査の結果（速報）について」を一括して説明する

よう事務局に求める。 
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＜事務局＞ 

・ 協働推進プランの進歩状況について、資料「協働推進プラン進歩報告書」ににより

説明。 

・ 平成２８年度山口市市民活動実態調査の結果（速報）について、資料「平成２８年

度山口市市民活動実態調査結果（概要）」により説明。 

・ 本日欠席の大宮義隆委員から意見を伺っているので、資料として追加配布。 

 

＜会長＞ 

議題について委員に意見を求める。 

 

以下各委員及び事務局の発言要旨 

＜Ａ委員＞ 

市民活動の団体が平成２８年度は３５３団体登録されていると書いてあるが、はっき

り分かれば、私の地域で連携することも考えられる。どこの地域の方が登録しているの

か分かれば教えて欲しい。 

 

＜事務局＞ 

 今ここに資料としてはないが、例えば、地域にいらっしゃる地域市民団体や、地域の

課題によって必要なテーマがあれば、アンケートの中にもあったが、地域と連携してや

っていきたいという団体もあるので、そういう情報を提供したい。また、さぽらんてが

ホームページを持っていて、そのホームページに登録団体の紹介がある。地域交流セン

ターの担当職員に調べてもらうのも良いし、こちらに相談されても良いし、実際さぽら

んてに行って、どういった活動をしているのかということを聞いていただいても良い。

いろんな形でご提案なりご紹介ができるので、是非活用して欲しい。 

  

＜Ｂ委員＞ 

協働推進プランの進捗報告書の総括ということで、抽象的なまとめがしてあるが、私

は民生委員を３年やってその後自治会長を２年やり、その中で地域づくり協議会と関わ

って、地域づくり計画にも携わったということで全体の流れがある程度分かっている。

その流れの中で、末端にどういう風に影響してきたかということで、私の自治会を取り

上げてみると、ここに書いてあるように、自治会を中心に他の団体と連携して、例えば

食推、老人クラブ、子ども会、社協等と連携して、自治会の活動が円滑になるようやっ

てきていて、今までよりは自治会の活動が活発化してきている。横ばいということだが、

自治会に関しては向上気味であるように感じる。特にどんなことがまちづくりに影響し

ているかということだが、社教との関係もあるが、一人暮らしの高齢者とか後期高齢者、

７０歳以上の二人暮らしの高齢者の数が増えてきている。この増加に対して、見守りと

か元気な高齢者に対する健康づくり体操やいきいきサロンとか、そういうようなことを

地域づくり協議会や社協、食推進の援助等も絡めて、自治会の活動が活発化してきてい
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るという風に理解している。また、子育ての面に関しても、三世代交流や男性の料理教

室、子育て中の若いお父さんを中心に来てもらって、自治会だよりだけでは集まらない

ものが口コミで広がって、本当に今小学校に通っているお父さんはほとんど全部に近い

くらい出てきておられる。当初は４人くらいだったが、一回でてくると、回数を重ねる

たびに若い人同士の繋がりがでてきて、絆ができ、運動会のメンバーを組むのも早くな

ってきた。私の自治会は、世帯数が少なくなってよその自治会と一緒にやっていたが、

現在は１１７世帯まで増えたため、分離して独立してすることになった。今年で３年目

だが、人数が少ない割には、リレーでは１位をとったりと、そういうところにも繋がり

が深くなってきたと感じている。自治会という小さい範囲での話しであるが、あちこち

で繋がっていって、まちづくり、ひとづくりに繋がっていっていると感じている。横ば

いということだが、人材の面では子育て中の若い人を取り入れていくということで、先

日行った自治会の総会の出席率は９０．４％であり、議長も若い子育て中のお父さんに

やってもらった。会計監査も若い人にやってもらい、私のような年寄りは聞いているだ

けといったかんじで、しかも円滑に進んでいる気がする。ひとつレールに乗るとうまく

いくのではないかと。これは自治会だけで、これが地域づくり協議会や社教やその他団

体まで結びつけばよいが、そこまでには至ってない。その理由は、夫婦で働く方が多い

ので、子育て中の方に時間外に働いてくださいといっても難しいところがあるので、そ

ういうところを緩和するといい。地道にいろんな細かい施策とかをやってこれたことが、

支援やアドバイスを受けるという面では効果があったと思う。 

また、一つ課題としては、アドバイザーと専門員の活用ということがあって、資料を

見る限りいまひとつだと思う。その辺は、積極的に活動するということで、もう一つ、

出会いの場がないということがある。それぞれの出会いの場をもっと積極的につくって

いけばいいが、なかなか難しいということであれば、行政や地域づくり協議会等が主に

なって皆を寄せてやればいい。私の地域の場合は祭りのときにいろんなことをやってい

るが、市ということであれば、もうちょっと広い範囲での出会いの場を持てればもっと

活動が活発化すると思う。 

 

＜会長＞ 

 今の話を受けての意見を委員に求める。 

 

＜Ｃ委員＞ 

総会の出席率が９０．４％ということだったが、どういった方がその総会に出られる

のか。 

 

＜Ｂ委員＞ 

ほとんど世帯主だが、世帯主と、子ども会の役員の中には、夫婦で出てくる方々もい

る。自治会はほとんど世帯単位であるから、それを２と数えているわけではない。５年

くらい前から、事前に総会資料を送って、出欠の状況を班長に確認してもらう。欠席の
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方が多い場合は、委任状を提出してもらっているので、非常に出席率も高い。余談だが、

以前は総会のあとに懇親会を行っていたが、今はやめて、非常に質素にお茶菓子とお茶

のみになった。それでも１時間半くらいいろいろ話をする。自治会の組織として、以前

は自治会長だけが発言するようなかたちだったが、現在は自治会長が仕事をしている方

であるため、副会長や会計、防災委員、福祉委員等を充実させ、自治会長もまわりを固

め、自治会長がいなくても動けるような体制にしている。 

 

＜Ｃ委員＞ 

 会場はどこか。 

 

＜Ｂ委員＞ 

 公民館である。その他、定例会、健康体操、いきいきサロン、老人会、子ども会等で

も使うので、４日に１回使っているような状況で、公民館の利用率が非常に増えた。 

 

＜Ｄ委員＞ 

 １５ページの「やまぐち式地域自治区の検討」についてだが、考え方がマイナス思考

になっているように感じる。もっとこれを進めて欲しい。公民館から交流センターに名

前が変わった。また、町内会から自治会に変更しろと行政から言われたが、町内会とい

う言葉が定着している。白石では、交流センターが出来た当時、公民館がいい、交流セ

ンターはとっつきにくいといった意見があったが、交流センターの名前も現在定着した。

逆に、町内会という名前を変更しろといった話に対して、自治会という名前に名称変更

したところは６つしかない。従って、白石では未だ、自治連合会という名前ではなく、

町内会連合会でやって来ている。つまり、住民自治をもって地域自治を進めていこうと

いう話の中で、地域づくり協議会というものの考え方が町内会に届いていないというこ

とになる。それが功を奏したのか、白石地域づくり協議会は現在非常に充実してきてい

る。６年の間に、４人もの事務局長が変わった。現在の事務局長によって、２８年度か

ら３２年度の地域づくり計画ができた。そして、このことが、どれだけ進んでいるのか

ということに対しても、平成２８年度の１２月３１日付けで、こういう風になっていま

すよといったことが我々にも回ってきた。ただし、この地域づくり計画を個々に砕いて

みると、まだまだできていない。２９年、３０年を経ての３２年度までの計画であるの

で、これから少しずつやっていけば、５ヵ年の中で達成できるのではないか。従って、

条例に基づき一律にならざると得ないとあるが、むしろこれまで培ってきた地域づくり

機能を生かしていくべきではないか。私は、今現在の地域づくり協議会は頑張っている

が、自治会の方はいまいちだと感じる。私の地域での最大の課題である。そういった意

味で、町内会連合会に対する意見等ないか。宮野地域等を見ると、自治連合会とある。

自治連合会となると、町内会だけでなく、各団体がすべて集まって自治連合会を形成し

ているのだから、自治連合会長は町内長でなくとも大丈夫ということになる。そういっ

た面で、多様性のある団体である。私の地域では、まだまだ両方で連携できていない。 
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＜Ｅ委員＞ 

一般論だが、地域づくり協議会の中の各団体が、一緒に連携をしていく、その機会を

広げていく、所謂プラットホーム化が元々の目的なので、そういった意味で、各団体が   

連携するといったかたちでやっておられるのではないかと思う。白石では自治会連合会

ではなく、町内会連合会にされているということだが、他地域でもいろんな団体がある。

連携や協働のあり方というものは、地域ごとに伝統的歴史、あるいは守備範囲が異なる

と思うので、いかに連携を深めていくかということについても、地域によって様々だと

思う。ただ、皆さん地域のためと思っていろいろやられているのは間違いないことなの

で、気持ちを一つにできるよう仕掛けをどうやっていくかが課題だろうと思う。 

 

＜Ｄ委員＞ 

 阿知須の場合は、町の時代に、町の方に携わっている若い人たちが、なんとか町を発

達、発展させようとしたことが、今のきららに結びついた。当時の職員なので、今から

２０年以上前である。地域のために何ができるかを考えられた結果だと思う。もうひと

つ、地域づくり協議会の一つの良さとして、７ページにある、地域活動と市民活動の連

携強化ということで、阿知須地域の例で見ると、ＮＰＯ法人ヘルスプロモーションでチ

ャレンジフィットネス阿知須に取り組んでおられる。逆に白石の場合は、２年間に渡っ

て、ひとつみんなで、白石みんなですっきりボディを目指す会をというものをやってい

る。第１回は５０人、第２回は６０人で、半年さらに一年で、みんなですっきりボディ

を目指そうとしている。地域づくり協議会と地区社教が連携していて、また７月にやろ

うと言っているが、そういった面では、先ほど申し上げたとおり、地域づくり協議会が

頑張っているなというひとつの現れだと思う。 

 

＜Ｆ委員＞ 

宮野地域では、町内会の集まりが自治会連合会で、自治会連合会の会長が町内会長で

はない。ただ、自治会連合会は町内会の組織。他の団体が入っているのは、地域づくり

協議会の方である。双方は、まったく別ものにしているので、自治会の中にすべての団

体が入っているということではない。同じ地区の中で連携しているが、やはり町内会は、

町内会の維持、連携の方が強いので、町内会の方が集まって何かやろうといったことは

あまりない。運動会などのイベントはあるが、まちづくりとなると、地域づくり協議会

の方かと思う。経費も町内会はあまりもっていないのもあるが。 

なお、先ほど話しにでた、町内会という名前を自治会に変えようといった話は行政と

してあるのか。 

 

＜事務局＞ 

行政からはない。自治会と町内会は呼び方が違うだけである。 

 

＜Ｆ委員＞ 
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単に、呼称として自治会と言っているだけということでよいか。 

 

＜事務局＞ 

そのとおり。どれも一般名詞。自治会もあれば区や部落という呼び方もある。そうい

た指導はしていない。 

 

＜Ｄ委員＞ 

 地域自治を住民自治の力でやっていこうということを考えれば、かたちから入るとい

うことも考えられる。町内会は、向こう３軒両隣というイメージがある。今から、皆さ

んで考えて皆さんでやっていこうということであれば、かたちづくりも必要である。だ

からこその地域交流センターであると思う。実はつい前に、全国公民館研究集会（山口）

があったが、このときのメインテーマが、公民館の存在意義を問うであった。そのとき

に、私は「山口は公民館を卒業しております」と申し上げた。交流センターと銘打って、

非常に自主的な展開を広げております、と。ただし、公民館が民というところと、官と

いうところがある。集会に来られた皆さんは、６人いらっしゃったが、全部違った。同

じ公民館でありながら違う。山口のように交流センターになったところもある。メイン

テーマが、公民館の存在意義を問うというのでは、ちょっと違うのではと感じた。従っ

て、発表は、まとまらないという結論となった。公民館で何をするのかという話だと思

う。私は、かたちをつくるところから始まって、今の地域づくりや地域づくり協議会を

どんどん推し進めていきたいと思う。 

 

＜事務局＞ 

 今、町内会、自治会という名前の違いがあったが、町内会連合会と地域づくり協議会

がそれぞれ別の組織であって、この連携を十分に進めるという問題もあるようなので、

今、自治会を中心にした地域づくり協議会にはなっているが、より連携のとれるかたち

で、住民の皆さんが意識を高めるために、そういったかたちから入ることも大切だとい

うことだろうと思う。 

 

＜Ｄ委員＞ 

 なかなか、町内の方が難しい。各団体におんぶしてもらっている状況で、協議会や人

権、食推、あるいは体育協会と、地域づくり活動というものを進めていこうとしている

ところである。ちなみに、運動会にしても、私のところは町内会としては運動会にはで

ないというところもあって、４０町内あるうちの２０町内しか運動会には出ない。町内

会には体育委員もいない。社会体育や地域体育をどうやっていくのか。体育協会として

常任理事をつくって、町内会と一緒になってやっていくのが今の実情。 

 

＜Ｇ委員＞ 

 勉強不足で申し訳ないが、教えていただきたい。地域づくり協議会をつくって、もう
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８年か１０年経ったと思うが、地域づくり協議会の目的はなんなのか。連携というのは

手段的な話であって、本来の目的や理解度が、皆さん地域によって違うので今みたいな

話になりかねないと思うし、８年経ってどう変わったのかということが指標に全くでて

きていないので、評価のしようがない。例えば、８年前、市民状況がこういう風であっ

て、８年経って暮らしやすくなったよというのなら、地域づくり協議会をつくった成果

としてとてもいいと思うが、ただ参加率があがったというのでは、それでいいのかとい

うと正直分からない。例えば計画をつくられるといった話もあったが、今後１０年こう

いう風な山口を目指しますといった話があって、これは行政の得意分野だと思うが、そ

の手段としてこういう事業を行いますと、そこで５年後か７年後に指標としていくこと

にすれば、皆さんもっと分かりやすいと思う。方向も地域によって異なり、町内とか自

治会とかも違って、組織体も町内会があるところと地域づくり協議会の２本立てと１本

立てのところもあるということで、話を聞いていても分かりにくい気がする。そういう

ところがもう少しはっきりすれば、進められる方々もやりやすいのでは。 

 

＜事務局＞ 

 おっしゃられるとおりで、今、そういった話もでている。名前については、地域づく

り協議会はフレームであって、モデルパターンである。こういう種類のものが地域づく

り協議会であるということを例示して、各地域の実情にあわせて、かたちを作ってもら

っている。そもそもの目的としては、合併だけではないが、合併して１０００キロ平米

を超える広大な市となって、２１地域それぞれの特徴があり課題が異なるといった状況

の中で、それぞれの市民満足度をあげるため、また地域課題を解決していくひとつの方

法として、地域づくり協議会という組織をつくってもらう。そこに、活動費として市が

援助をすることで、住民の皆さんに出来ることはやってもらうといったこと。組織をつ

くりあげる時点で、組織の名称であったり構成であったりといったことは、自治会連合

会に名札をつけるだけではなく、他にも地域にはいろんな団体、子ども会や婦人会があ

るので、様々な既存の団体が連携するものでお願いしますというのが、地域づくり協議

会の基本フレームである。確かに今、現存しているいろんな組織の名称やイメージが混

乱している面もあるという風に受け取ったが、それについては、１０年間やってきた今

の協働推進プランの課題であって、次の協働推進プランで、目的等についてもある程度

分かりやすく示していければいいと考えている。現時点においては、各地域によって違

う課題があるので、その課題を解決するためのひとつの組織であり、話し合いはひとつ

の手段であり、事業を行うことで課題を解決していくといったものとなっている。また、

指標についてだが、前回の協働のまちづくり推進委員会で市民アンケートの結果でお示

ししているが、その指標のとり方についても進捗度合いが分かるように検討していきた

い。 

 

＜Ｅ委員＞ 

この２年間、地域に出させてもらっているが、事務局が話したとおり、地域によって
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課題が違うので、一律にやっていきたいというのはとんでもない話で、地域でそれぞれ

の課題を発見して解決に取り組んでいくというのは、やってきたところだと思う。地域

づくり計画だが、これをつくったということが質的な変化といえる。２期、３期に入っ

ていく。もちろんただ、計画を立てればよいといった話ではなく、計画に沿って実行し

ていくことになり、皆さん大変なご苦労をされているところだと思うが、見直しを行い

ながら、地域として将来はこういう地域にしたいねと明確に目標を立ててそれに向かっ

て取り組む。実際には簡単には進まないと思うが、かなり画期的なこと。あくまで計画

は手段なので、手段を導入したことによって、地域にお住まいの方の生活を良くしてな

ったかというところで、どういった成果がでたのかを評価をする段階になっていく。 

 

＜会長＞  

 今、地域づくりの方からのお話があったが、市民活動との両輪で進めていくものだろ

うと思う。市民活動側からの意見等ないか。 

 

＜Ｈ委員＞ 

先ほどＢ委員もおっしゃられていたが、夫婦で働く方が多くなって、市民活動に関わ

る方が減ってきているなということを実感としている。海外とかだと、土日にボランテ

ィア活動や市民活動に関わることも多いと聞くが、日本はそういった余裕もなく、視点

もあまりないので、もっと気軽にムーブメントとして、誰でも地域のために力を発揮で

きるようなかたちになればいいと思う。調査結果に意識が高まっているとあるが、次の

世代の人たちが、どうやって市民活動を支えていくのかが問題であるし、今の世代の人

たちも、次の世代を育たないと継続することが難しくなるので、そういったところが大

きな課題となっていると思う。 

 

＜会長＞  

 市民活動を行う中で、地域づくり協議会と関わられることはあるか。 

 

＜Ｈ委員＞ 

地域交流センターを使っているので、私たちの活動や存在を知らないということはな

いのだろうが、何をしているのかは知らないのでは。私たちもＰＲできていない。どう

関わっていくのかもイメージとして分かりにくいので、今まで関わって来ていない。今、

私は子育て支援を行っている。子育て中の方に向けた講座をしたり、フリーマガジンを

つくったり、山口市内の小児救急医療を守ろうという活動、地域の人たちが集まる場所

をつくったりといった活動をしている。例えば、山口市内の小児救急医療を守ろうとい

う活動は山口市全体のことなので、私の地域の地域づくり協議会とどう関わっていくの

かということがイメージとしてよく分からない。 

 

＜Ｆ委員＞ 
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 地域づくり協議会として、団体と絡んでいくというところだが、今言われるように、

たくさんの団体がある。お互いがどういう風に関わっていくのかということで、例えば

子育てのことをお話して欲しいとか単発的なものや、地域の中にそういう団体があって

関わっているところもあると思うが、どうだろうか。 

 

＜会長＞ 

日本の地域は狭い。公民館は、戦後アメリカがつくったもの。公民館という言葉の源

流は、コミュニティセンターだと思うが、それが社会教育としてずっと動いてきて、山

口の場合は地域交流センターになって、公民館は公民館で法律上の中でもきちんと残っ

ている。今、同居しているようなかたちで動いている。本当は、公民館も巻き込んでい

くところだが、今それが独立して社会教育のみになっていて、文化活動や社会教育活動

の部分を地域交流センターで一緒になりましょうと。日本の法律が邪魔しているのかも

しれないが、そういう時期に入っている。これから、ＮＰＯだったら１９９８年に動き

出してだいぶ経つが、だんだん組織によっては高齢化してしまって、次世代をどうやっ

て選ぶのかという非常に重要な時期に入っている。一生懸命ＮＰＯに向かって旗を振っ

てくれる地域があったり、全く振ってくれなかったりするが、今地域づくりというのは、

日本の震災とかを経験した中で、地域の重要性を気づくようになったところだが、ＮＰ

Ｏ自体は結構厳しい状況にある。理想として言えば、宮野だったら、宮野だけで活動す

るＮＰＯがあって、それを抱きこんでやっていく。また、日本のＮＰＯは自治体レベル

で、県を超えると、内閣府に認証を受けなくてはいけないということに最初はなってい

た。ＮＰＯにもいろんな規模があって、そこの組み合わせが上手くいってない。そこの

部分が、規模の小ささとかで、市民活動と地域づくり協議会との接合がうまくいってな

いところだと思う。何かのかたちでコラボするかたちを模索していく必要がある。 

 

＜Ｆ委員＞ 

お互いが遠慮しているところはある。今日、市役所のロビーで、さぽらんての宣伝を

している。来たときにたまたまあったので見ていたが、例えば交流センターにああいっ

た宣伝をやってみるとかしないと。たまたま来たから見たが、そうでなければ見ない。

そういう手段を考えないと、他地区のことなので難しいように感じる。 

 

＜Ｊ委員＞ 

 私は子ども会という地域コミュニティ活動をしていて、母親クラブという市内全域で

動くような活動をしていて、さぽらんてにも市民活動団体として登録している。自治会、

自治連合会という一つの地区の大きな地区の中での課題解決と、市民活動という枠、エ

リア。本来市民活動は狭い地域に限定されずに、もっと大きい視野で大きい活動をする。 

必要なところに飛んでいって支援するなり、アドバイスやアイデアを連携しながら行っ

て、地域の方が自治会にこんな課題があるから一緒にやってくれないかとアイデアをも

らったり活動方向を決めていく。自治会の中だけでは、要望があってもなにもできない。
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だから、私は、交流センターで講座があって託児の依頼があってそこにいくとか、それ

こそ市内阿知須から徳地まで託児に出たりする。そういう意味でのお手伝いはできても、

そこの地域交流センターだけ。自治会によって立地条件も求めていく方向も全く違う。

自治会のその中の単位自治会のそれぞれ特質があってみんな違う。それを、行政レベル

で単一的にやらせることにものすごく無理がある。結局自治会なり自治振興会なりが、

地区の課題を自分たちがどれだけコミュニケーションをとって、どれだけ課題解決して

いけるか、そこに焦点をあてずに、上から持ってきている。子ども会の役員を下りて、

交流センターの会議は会長がいくので私は最近全く参加していないが、まちづくり協議

会ができてから、交流センターの中の会議は増え、出るものは多いのに、じゃあ何が出

来るのか言えば、何もできない。子ども会に２０年くらい関わってきたが、いきなり子

ども部会ができて、何も分からない人が部長になって、子ども会の行事を子ども部会が

引っ張ってやっていくのだが、全く分からないから関係のない行事を引っ張ってきて一

緒にやっていきましょうと言う。私の地域内はとても混乱している。一市民として感じ

るのは、すごくごちゃごちゃしているということ。まちづくりと言いながら、もともと

の地域性、自己解決力がそこで機能しているような気もする。全般的に言えば、体育指

導で健康づくりしましょうということであれば、行政なりから意見を持ってきて、じゃ

あ、うちの地域はこういうかたちで体育づくり、健康づくりしようと、そういう取り組

みをしてもらえるような方向性づくりとかアイデアを投げかけるとか。今は、行政から

言われたから、予算付けられたから、この予算を何に使おうかという動きになっている。

行動が逆ではないか。これをしたいから、こういうことに使いたいから、予算が欲しい

ではなく、この予算をあげます、じゃあこれをうちでどう使うかということになってい

る。 

 

＜Ｂ委員＞ 

私のところの子ども会絡みでは、これは市民活動だけれども、届出がなにもない。ど

こでもやっておられるが、学童の見守りがひとつある。地域交流センターに行って学童

に関わりたいと言うと、黄色い上着と帽子、旗をもらう。ただそれだけの話。後は、そ

れ学校が掌握していて、年に一回それをやっている人たちを集めて、皆の前で一年間あ

りがとうございましたと作文集をもらったりする。これは学校単位である。もう一つ、

これは地域の自治会活動でも別にやっている。高齢者の方が４人毎日でている。そうす

ると、子ども会では歓送迎会やったときにちょっと来てくださいということで、一年間

ありがとうございました、子どもと父兄の皆さんを前にして一言どうぞと。通常であれ

ば弁当をもらうが、弁当はいいと言うと記念品もらった。こういう風なかたちで、地域

の中で行うことも、ひとつの市民活動だと思う。もうおそらく十数年行っている。また、

一昨年から、夏休みの学童保育もあって、学童保育となると難しい問題もあるので、一

緒に遊びましょうということでやっている。どんなことをやるかというと、マジシャン

やったり、高齢者の中で水力発電に勤めておられた方が、鉄道の話と電気の話をしたり

した。昭和の終戦のような話もあった。子どもには難しかっただろうが、親が一生懸命



- 11 - 

になって聞いていた。これもひとつの市民活動ではないかと思う。先ほどテーマという

話があったが、自主的にやろうと思えば、やることはたくさん転がっているように感じ

る。高齢者が、子どもに伝えたいことは、たくさんある。それを伝えてもらう。子ども

たちだけでなく、親も一生懸命聞いていたので、良かったと思う。それをバックアップ

しているのが、自治会活動の手引きである。手引きの中に、こういった活動中の事故に

対する保険があるよとか、予算的なものは自治費の助成金としてやっているが、自立し

てやっている。やる事例としてはあるということをお伝えした。 

 

＜Ｉ委員＞ 

大歳地区の広報委員を２年ほどやっている。これとは別に、公民館、交流センターだ

よりをやっている。自治振興会の方で、会員さんの声を拾うことが目的とすれば、なか

なか上手くいかない。今回の２月の中旬に、市から交流センターだよりで。陶と秋穂だ

ったと思うが、優秀賞をとられた。陶と秋穂に、どうやったらそうできるかを聞きにい

った。陶は一人の方がつくられていて、秋穂は別々にやっているということだった。こ

の度吉敷が山口新聞に出ていたが、二つが一緒にやっている。どちらがいいのかという

ことだが、一本にしたほうがより情報が集まるのではないかと思った。市として、まち

づくり推進委員会として、どうあるべきかということを、各自治会の広報の実態を調べ

て示してもらえれば。事情が異なるので、ノウハウを伝えるのも難しいと思うが。写真

を技術的に上手くとれないということもあると思うが。指導員等の具体的なサポートを

する人もがいてもいい。あともうひとつ、いつもこの会議が時間切れになるので、もう

少し時間をとっても良いのでは。 

 

＜Ｂ委員＞ 

阿知須の地域づくり協議会では、自治会だよりをホームページで見ることができるの

で参考になれば。 

 

＜Ｋ委員＞ 

 私は吉敷地域に住んでいるが、先日妻から子ども会に入るか入らないかの相談を受け

た。私の子どものころは、入るものだと思っていたが、最近は選択肢があるようだ。根

本的なことなのだが、今こうして出た意見は、どこにどう吸い上げられて、どこに反映

していくのか。そこが分からない。議事録とかは、資料として前回のものがあった方が、

どこがどう変わったのかが分かりやすいし、委員が変わっても検証しやすい。皆さんも

そうだと思うが、１年前のことは思い出しにくいと思う。何かここで決まるわけではな

いということは分かるが、最終的な顛末を考える上でも、目的を何らかのかたちにして

もらえると良い。本日はとても勉強になったので、目に見えるかたちにしてもらえれば。 

 

＜事務局＞ 

 今日のテーマとしては、山口市協働のまちづくり条例、所謂、みんなで力を合わせて
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まちをよくしていこうという条例である。今、お配りした資料は報告書で、各事業等が

羅列してあるものだが、こういう計画を持っている。この計画は、今までやってきたも

のである。毎年この会議の中で、協働のまちづくりの取り組みの進捗状況を見てもらっ

て、いろんな事業の展開を評価してもらったり意見をもらったりしたものを、かたちと

しては、議事録を作ってホームページに掲載したりしている。今からで言うと、このプ

ランの見直しをしているところなので、新しいプランにも反映させていく。 

 もうひとつ、今年度の第１回の会議でも議論したが、今のメインテーマである地域づ

くり協議会の活動である。これが推進プランができて、目玉として約７年間取り組んで

きたことであって、始まってからこれまで、各地域づくり協議会が毎年行ってきた事業

を効果的に行われているかご意見いただいている。この資料は行政側がつくったものな

ので、これを皆さんの目で見られてどうかということである。評価の仕方としては、数

字での評価にはなっていない。なお、前回の会議のときに、毎年実施しているまちづく

りアンケートを行っていて、指標や数値をだしたものがあるので、それを見ていただき

ながら、社会や市民生活の動きを見てもらった経緯もある。 

 

＜Ｌ委員＞ 

 自治会とまちづくり協議会の関係についてだが、地域によって異なると思うが、平川

では、自治連合会は自治連合会で、まちづくりはまちづくりで別組織になっている。 

まちづくりでいろんな事業をするときに、自治連合会は必ず関わっていて、まちづくり

の部会のひとつに位置している。ちなみに部会は６つあって、生活環境部会、教育福祉

部会、教育健全育成部会、福祉健康部会、文化スポーツ部会、自治連合部会に分かれて

いる。自治連合部会も含めてそれぞれの団体が独自活動を持ちながら、まちづくりの事

業はまちづくりの事業として３０以上の事業を部会ごとに実施している。会議も、教育

健全育成部会は毎月やっている。基本的に自治連合会は、寄付をしても運動会をしても

自治会員がやるものなので、まちづくり協議会はその中で自治連合会の中心として別枠

で皆さんと横の連携を取りながら行っている。それぞれの団体が自分の独自活動を持ち

ながら、それ以外のことをまちづくり協議会でやっている。他の地域ではいろいろある

ようだが、平川ではトップは同じだが、組織は別になっている。また、それ以外に、平

川まつり実行委員会等の実行委員会があって、総務生活部会の下部組織としてある。自

主防災委員会等もある。それぞれの事業を分担してやっている。連合会の会議等に自治

会と協議会の役割についての話がよくでるが、平川はまちづくりの事業を追加してやる

ようなかたち。教育部会の中で、学校と地域との連携というものがあるが、今とても重

要視してやっている。まちづくりの構成委員でない校長先生等は、会議にはオブザーバ

ーとして出席している。そこで教育関係はすべて話しが済む。教育ネットもあるし、コ

ミュニティスクールもあるし、すべて一括してできている。会議も、なるべく何回も集

まらなくていいようにまとめてやっている。自治連合会とまちづくりの組織は問題なく

やれている。 
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＜Ｍ委員＞ 

 本日はとてもいい勉強になった。 

 

＜Ｎ委員＞ 

 私は市民活動の方で参加しているが、今日は、こういった概要をせっかく市からもら

っているので、是非読み込んでいただきたいと思う。会長もおっしゃられたが、地域と

市民活動は両輪で動いている。山口市もモデル事業化してやってきているが、地域の中

に落としこめているかというとなかなか難しいところもある。ＮＰＯ側というのは、分

野に特化した活動をしているので、地域に合うもの合わないものがある。また、少数で

やっているので、地域の意見をすべて拾い上げてやっていけるものでもない。ただ、今

日いいお話がでたのが、自治会関係の方に是非、さぽらんてのデータベースを活用して

いただきたいという点がひとつと、ＮＰＯ側が、地域にどんな問題があるのかを聞きに

いく、地域の中にそういうちょっとした会話ができるような時間なり空間なりがあれば

と思う。また、ＮＰＯの働き方改革で今安倍総理が旗を振られているが、実はＮＰＯで

働く人はとてもブラックである。全国的にもそう。とても有名なＮＰＯでもそうである。

今、ＮＰＯで働く人の自給を換算すると３００円とかそういう世界の中で、一生懸命、

自分たちの存在意義を考えながら地域と一緒にやっておられるので、是非地域側の方に

も前向きに捉えていただきたい。ただし、子育てや高齢者支援等のそれぞれに特化した

事業に対して、お互いにこういう課題があるんじゃないかといった歩み寄り、山口市で

はこの数年はそういった場づくりをしてきた。それを更に利用していただきたいと思う。

国もＮＰＯに対してようやく、どういった支援をするのか水面下での働きかけをしてい

る。まだ時間はかかるが、国レベルでもやっていくので、地域でも皆さんもっと意見交

換しながら、こんなことやってくれないかといったスタンスでやっていければと思う。 

 

＜会長＞ 

これで意見交換は終了し、次の議題に入るため、事務局に説明を求める。 

 

＜事務局＞ 

・ 議題３「委員の任期」について説明。５月で任期満了となるが、このまま継続して

いただきたい旨、公募委員の方については、次期推進委員にも応募をお願い。 

・ 辻正二会長、坂本俊彦副会長が今期をもって退任される旨を報告。 

 

＜辻正二会長、坂本俊彦副会長＞ 

 退任挨拶 

      

＜会長＞ 

全ての議事が終了したことを告げ、閉会。 
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