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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２７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２７年８月１０日（月曜日）午後２時～４時 

開催場所 山口市役所 第２委員会室 

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、大宮義隆委員、白上茂樹委員、坂本京子委

員、藤永和聖委員、斉藤和彦委員、米倉一夫委員、松崎恒雄委員、宮成眞澄委員、堅田

雅子委員、後藤聖治委員、古田伸太郎委員、野村隆志委員、國重弘之委員（１６人） 

欠席者 井出崎小百合委員、白木美和委員、板垣幸男委員、南波敏子委員（４人） 

事務局 大田地域振興部長、塩見地域振興部次長、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 会長・副会長の選任 

２ 平成２６年度地域づくり交付金・市民活動支援センター事業の評価について 

３ 「市民活動促進事業交付金」審査結果について 

内容 ※要点筆記 

【地域振興部長あいさつ】 

 

【委員紹介 事務局紹介】 

＜事務局＞ 

 各委員、事務局（地域振興部、協働推進課職員等）を紹介 

 

【会長 副会長選出】 

＜事務局＞ 

 会長、副会長については「山口市協働のまちづくり推進委員会規則」第２条により委

員互選により選出することになっていることを説明。立候補または推薦を委員に求める。 

 

＜事務局＞ 

 会長、副会長について次のとおり提案 

 会長  辻 正二委員 

 副会長 坂本 俊彦委員、中野 智昭委員 

 

 各委員異議なしのため、上記のとおり決定 

 

【会長・副会長あいさつ】 

 

＜事務局＞ 

協働のまちづくり推進委委員会規則の規定により、議事進行を会長に依頼。 
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＜議長＞ 

 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、中野委員にお願いしたいと提案→了承 

 

【議題】 

＜議長＞ 

それでは議題に移ります。まずは、「平成２６年度地域づくり交付金・市民活動支援

センター事業の評価について」でございますが、皆さんたいへん苦慮されたと思います。

おそらく様々な角度からいろいろな意見があると思いますが、会議を円滑に進めるため、

必要な情報を共有化した上で進めて参りたいと思いますので、地域づくり交付金と市民

活動支援センターの概要について事務局より説明をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

地域づくり交付金について、資料「平成２６年度地域づくり交付金事業概要」「平成  

２６年度年度地域づくり交付金重点事業（分野別）」「平成２６年度特別加算地域づくり

交付金実績」により説明 

市民活動支援センターについて、資料「平成２６年度市民活動支援センター事業報告

書」により説明 

 

資料３「まちづくり達成状況資料」についてですが、本市の長期的なまちづくりの指

針である「山口市総合計画」では、健康福祉や教育文化など各行政分野のまちづくりの

目標を明らかにし、その目標に対する達成度を測るものさしとして『成果指標』を設定

し、その目標値を定めています。ここでは、地域づくりにかかるその成果指標の目標値

に対する現状値や、「山口市まちづくりアンケート」等で把握した満足度・重要度を抜粋

して説明します。 

資料「まちづくり達成状況資料」により説明 

 

＜議長＞ 

２１地域の地域づくり協議会が地域づくり交付金でどのような活動をされたかは事前

資料を御覧いただいていると思いますので、市全体の交付金のあり方やどのあたりをも

っと改善したらよいかについて御意見やアドバイスを、また市民活動支援センターにつ

いては事業実績に対するご意見などを、順番に各委員よりお願いします。 

 

以下各委員のコメントを記載 

＜Ａ委員＞ 

各地域でこれだけの事業をしていらっしゃることに驚きました。 

各地域の予算配分は、人口割にしてみると、その単価は地域によって様々でした。ど
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のように予算が算出されていますか。 

 

＜事務局＞ 

地域づくり交付金は、基本的には市税の１％を目安に、市民の皆様に還元して使って

いただくというものであり、各地域への配分は、一定額を各地域へ配分する均等割と、

地域の人口や世帯数、面積に応じた比例割を組み合わせて、各地域の上限額を算出して

います。 

 

＜Ａ委員＞ 

予算のうち、おおよそ人件費が３割５分、土木工事が３割、ソフト事業３割５分でし

た。地域振興や福祉、地域個性創出等、本当の地域づくりにあたるソフト事業にもう少

し予算を配分して、活動を充実していけば良いのではと思いました。 

協議会費用（人件費）は、地域によっては５割以上を占めています。活動をしている

地域と活動状況が乏しい地域とあるかと思います。人件費の配分についても何らかの考

え方がいるのではないでしょうか。 

重点的に取り組んだ事業の全地域の総額は、交付金総額から協議会運営費を除いた額

の１５％程度にしかなりませんでした。お金が全てではありませんが、事業費が大きな

ものはこういった場で何らか検証することが必要ではないでしょうか。 

アンケートについて説明がありましたが、対象とサンプル数を教えて下さい。また、

アンケートで書かれている地域活動と市民活動の違いを教えて下さい。 

 

＜事務局＞ 

アンケートは総合政策部が実施しており、無作為抽出で配布数５，０１７件、回収率

４０．５％です。 

地域活動と市民活動についてですが、地域活動は地域の中でやっている活動、市民活

動は例えば子育てや文化・福祉などテーマに基づいた活動になります。 

 

＜Ｂ委員＞ 

重点事業を見ると、地域福祉分野が非常に少なく、これからの高齢者社会に高齢者福

祉に関する分野の取り組みが少ないのは課題ではないかと思います。高齢者の生きがい

を増やしていく活動や健康寿命を延ばす取り組みを進めていって欲しい。 

 

＜議長＞ 

協働によるまちづくりでは、地域コミュニティは自治会活動のようなもの、市民活動

はＮＰＯ活動のようなものをイメージしていることを補足しておきます。高齢者社会で

は間違いなく福祉は必要ですが、そこは社会福祉協議会が動いていて、本日も社会福祉

協議会から委員がいらっしゃっています。協働によるまちづくりでは、地域には、むし

ろ、既存のものがないところでのまちづくりの取り組み、特に地域のまとまりや助け合
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いの部分を期待しています。だから、地域福祉にはあまり地域づくり交付金を使う必要

がなくて、むしろ今の社会では、気象変動が激しいことから、不安に感じられている防

災分野への取り組みが多い。まだまだ、地域づくりのなかで取り組む課題が多くあると

いうことで御理解いただきたい。  

 

＜Ｃ委員＞ 

交付金事業についてですが、こんなにも協議会運営費がかかっているものかと驚きま

した。交付金の決算額で、１００％のところもあれば、８５％のところもある。もった

いない気がするのですが、これは申請したが８５％しか執行しなかったということです

か。 

 

＜事務局＞ 

申請時には予算をそこまで細かく積算できていないところもあります。結果、経費が

さほどかからなかったというものもありますし、地域交流センターには地域担当職員が

配置されており、皆様の税金であるということを念頭に効果的な運用ができるよう支援

しています。また、地域づくりについては金額の多寡のみで評価はできないと思ってい

ます。地域の中で、お金がかかるか否かではなく、今、地域に必要なのか必要ではない

かという議論のもとに取り組んでいただくことに価値があると考えています。それに、

交付金は上限額を示すので全部使って下さいというものではなく、この範囲の中で地域

が大切なことに取り組んでもらえればよいというものです。また、道路・水路の補修に

関する補助金の予算は枠を固定しており、予算が余っても他の事業に使えないという制

限をかけております。たとえば、街なかなどで今年は土木事業の要望が上がってこなか

ったら、その分不執行ということになります。 

 

＜Ｃ委員＞ 

地域づくり協議会は交付金で実施する事業をどのように決めているのでしょうか。各

自治会から申請が出て、事業を決めているのでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

地域づくり協議会は、自治会を中心に、地区社会福祉協議会やＰＴＡ，老人クラブ等、

地域の各種団体で構成されています。アンケートの実施や話し合いをされて策定された

地域づくり計画に基づいて、当該年度の事業を立てていらっしゃいます。 

 

＜Ｃ委員＞ 

各地域がいろんなことをされているんだなと驚きました。市民活動支援センターでや

っている事業も全く知りませんでした。市民活動支援センターの事業報告ですが、やっ

たことばかりを掲載するのではなく、課題や反省点等も見えると資料としては分かりや

すかったと思います。 
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＜Ｄ委員＞ 

決算状況をみると、ほとんどが９０％以上執行しており、それぞれの地域が頑張った

ということだと思います。各分野への配分については、農山村地域ほど土木工事費が大

きいようですが、これは地域の特性によるものだと考えています。また、重点事業につ

いてですが、事業費が１００万円以上のものが７件、９９万～５０万円のものが１６件、

残りはそれ以下の予算であり、予算が少なくても効果があるものが多く、必ずしもお金

と地域づくりの効果は正比例ではないので、これはこれでよいと思います。 

地域づくり協議会で一番困っているのは人材育成のようですが、あまり人材育成には

地域づくり交付金予算が使われていないようです。人材育成のために交付金の使い道が

ないのでしょうか。市が、地域づくりの中核となる地域コミュニティの代表者等を集め

て、地域づくりに対して意欲が出るような人材育成をしてもらうのもよいかと思います。 

 

＜議長＞ 

 会議費は人材育成に大事でしょうね。こういった経費は地域づくり交付金の対象とな

りますか。 

 

＜事務局＞ 

 会議費用、地域づくり計画を策定する際に行うワークショップ費用等についてはもち

ろん使えますが、経費としては単価が低いので、全体の事業の中では目立つ金額にはな

らないと思います。また、どこかに行ってきて勉強されるのもありますが、地域で活動

されることが一番の人材育成だと思います。しかし、新しい人材、地域の知恵をいかに

募るかは課題です。 

 

＜Ｄ委員＞ 

 地域のことを地域で考えても、なかなか思いつかないことも多いので、他でやってい

る事業を参考にもしてみたいと思います。地域外で開催される研修に参加する際や、地

域づくり協議会の交流会に参加する際に燃料費を出すということは出来ないのでしょう

か。 

 

＜事務局＞ 

 一律ではありませんが、地域の活動のための研修やそのために移動される際の費用に

ついては実費弁償の範囲で交付金を活用されることは可能です。ただし、その運用等に

ついては各地域で差があります。 

 

＜Ｅ委員＞ 

 各委員の御発言同様、協議会運営費が大きく、地域によって割合も違うのだと感じま

した。しかし、地域によって規模も取り組まれる活動内容も違うので、各地域づくり協

議会ではそれなりに使っていただいていると思います。 
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次に、重点的事業を分野別にみると、安心安全分野が多く取り組まれており、最重点

課題なのだと認識しました。白石地域では、地域づくり計画策定委員会にてアンケート

を実施し、白石の課題を探っているところですが、計画策定後には、白石でも防災防犯

活動に取り組めるのではないかと期待しています。また、社会体育部会ではウォーキン

グマッフﾟを作成し、全戸配布しました。併せて、ノルディックウォーキング講習会など

も実施しています。白石では事務局長が現在４人目です。会長は３人目です。今まで事

業がつながっていませんでしたが、この２年は上手くいきだしました。そうしたことか

ら、今後に非常に期待しています。 

 

＜Ｆ委員＞ 

 人材育成については現場で大変苦労しています。何をやっても人集めと、精通した人

を確保しないと事業はなかなか前に進みません。なかなか幅が広がらないという面が一

つあります。次に、協議会を立ち上げ、まちづくりは６年目ですが、事業がマンネリ化

した面があります。地域では５カ年計画を作って、それに基づいて活動しているのです

が、私の地域は来年から第２期に入ります。これを機会に継続するもの、新規に取り組

むもの等事業の精査をしまして、地域の課題解決に向けて、新しい目線で取り組みたい

と思っています。 

 今後についてですが、現在ソフト事業は可能ですが、ハード面の補助についても検討

していただきたい。人件費で言えば、事務局以外の人件費は出せないので、例えば、平

川地区史編纂委員が作った文章をパソコンに全て入力してもらっても手当ては出せませ

ん。その委員会から、どうかしないとやり手はいなくなるよと言われていますが、今の

規定ではどうにもならないので何か良い方法はないかと考えているところです。 

 

＜Ｇ委員＞ 

私も地域づくり協議会長ですが、有り難いことに、地域の役員の方には気持ちよくや

っていただいています。ただ会合がたくさんあり、遠くからこられる方に、お茶も車代

も出していません。７０代前後の役員が無理して会合に出ていらっしゃるので、会議に

おいてお茶の１本でも出せるようにしてほしいです。 

これからの方向ですが、現在各地域でそれぞれやっているのは素晴らしいですが、こ

れからは隣りの地域との連携も考えられるのではないかと思います。例えば、川西中学

校は嘉川と佐山からなり、このエリアに小学校が３校あります。挨拶運動プロジェクト

を嘉川佐山でやろうと計画立て、実践しています。隣り同士の地域の協働事業も考えて

いくべきではないかと思います。 

 

＜Ｈ委員＞ 

 みんなよく頑張っていらっしゃると思いました。一方で、協働によるまちづくりが始

まるまでは、自分達で団体の活動を進め、さらに他団体と連携をしながら、それなりに

出来ていたことが、新しい組織が出来たことで会議ばかり増えてしまうなど、他組織を
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集めて一つにしてしまった分、既存団体だけの頃より活動を進めるのが難しくなってい

ます。最終的にはトップの声で決まってしまうところもあり、どうなのだろうかと思う

ところもあります。 

また、活動報告はきれいにまとめられ、地域広報紙などで配布もされていますが、ど

れだけ地域住民にその活動が浸透しているのか疑問です。実際、地域住民にどのように

恩恵があるのかというと、市民はあまり関係なく生活しているように感じます。事実で

はないかもしれませんが、上層部の一部の人だけでやっているような感覚があります。

地域課題をもっと掘り下げ、事業を精査していく必要があると思います。例えば、防災

についてもかなりお金をかけていて、一律に単位自治会に防災グッズを配布しています

が、実際災害が発生した時のことを想定しているというよりも、配布して事業が終わっ

たような感じを受けています。本当の意味のまちづくりがまだ動いていないのではとい

うのが感想です。 

 

＜Ｉ委員＞ 

 今まで、報告書から感じるものは試行錯誤的なところがあると感じていたのですが、

今回はようやく方向性が定まったように思えました。しかし、さきほどのＨ委員のお話

しを聞いて、現場では苦労されているのかもしれないとも感じました。 

報告書にも人材育成が課題と記載されていますが、やはり人材育成が重要で、そこが

あればもっと前にいろんなことが進んでいけるのではないかと感じました。期待できる

かなと思ったのは、秋穂や名田島のように新規事業を募っている地域がいくつかあった

ことです。人材を発掘しつつ、滞っている問題点も解決に向かえばいいなと思いました。 

 

＜Ｊ委員＞ 

ボランティアからビジネスという考え方があります。地域づくり交付金で既存の事業

を育成・活用している地域もあれば、新規に取り組む事業があるなど、素晴らしい活動

だと思います。先ほどＧ委員も言われましたが、地域づくり交付金は一つの地域でのこ

とではあるのでしょうが、他地域とのネットワークづくりにも生かしていくべきだと思

います。 

また、先ほど、交通政策課に行って話をしていたのですが、山口市には現在コミュニ

ティバスが８ルートありまして、各地域で時刻表を配布しています。今回の報告書の中

で、地域行事のカレンダーの作成・配布について書いてありました。この取り組みは、

一部の関係者から全体へと幅広く意識付けが出来るようになると期待できるので、今後、

コミュニティ交通事業にも活用させていただこうと思いました。 

高齢者が健康のうちから介護まで移転や移住する日本版ＣＣＲＣの構想がでておりま

すが、地域づくりによって、都会からの移住があり、ひいては空き家対策等にもつなが

るのかなと思いました。交付金事業には私たちの税金が使われていますが、生きたお金

になっていると感じています。地域のコミュニティに関してやっていただければ、素晴

らしいお金の使い道となるに違いないと思います。それは、経済の活性化や健康増進に
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より医療費の削減にもつながってくると思います。田舎の企業や個人を誘導し、地域の

核に集約するコンパクトシティに関する法律も出来ましたが、その中にはムダを省くと

いう考え方があって、ムダを省くこと自体は大変素晴らしいのですが、報告書にあるこ

うした地域活動は、ムダも必要だなと気付かせてくれる活動だなと感じました。 

 

＜Ｋ委員＞ 

私たちの組織でも様々な事業をし、講演会などもやっていますが、一番難しいのは目

的にあった対象者を参加させることです。交付金実績書には参加人数や事業内容が書か

れていますが、どんな人を対象とし、どんな広報活動をし、その目的にあった方が参加

したのかというところが疑問に思いました。 

郷土への関心を高め、郷土を育むには、市民意識の改革が必要であって、それにはい

くつかの地域が集まり、協力し合って、本当に意味のある事業に取り組んで欲しいと思

います。 

 

＜Ｌ委員＞ 

重点事業という割には金額も小さく、詳しい情報がないし、予算が大きい事業につい

ては内容が触れてもいないので、この資料で委員に何を求めているのかが分からないと

思いました。 

公募委員の方は大切な人材ですので、何らかの形でお住まいの地域の活動などに参加

できるシステム、例えばアドバイザーのような形でもいいので参加されますと、地域の

人材にもなりますし、こういう会議でも地域の実情も分かった御発言ができるのかなと

思います。 

 

＜Ｍ委員＞ 

 地域活動の中心はやはり単位自治会かと思いますが、高齢化により、自治会長のなり

手がなく、輪番制で、なお任期は１年という自治会が多い。特に法定外の土木工事の要

望をまとめ、事務局に書類を提出するということが自治会長には負担になっているよう

です。単年度でみると交付金総額に占める土木工事は２割程度、７，０００万円くらい

なので、ある程度の地域差は仕方がないのでしょうが、長い目でみると地域間の格差は

かなり大きなものになるかと思います。そこで質問ですが、大殿・白石・大歳など土木

工事の決算額が少ないところはいわゆる都市化が進み対象工事が少ないということです

か？逆に陶、鋳銭司、名田島、二島、佐山地域では人口が３，０００人以下、しかし交

付金の額は２５０万くらいあり比較的多いようであります。この地域が少ない人口で予

算が多い理由は何ですか？また、佐山地域の報告書には土木工事（単市土地改良）と書

かれていました。これはいわゆる農地の土地改良のことですか？それから、「地域づくり

交付金の検証・評価」とはどういう手法で評価するのですか？たとえば数値目標を立て

るとか経済指標を活用するのか、教えて下さい。 
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＜事務局＞ 

 法定外事業については、赤線・青線と呼ばれる道路・水路の整備事業であり、都市部

では里道、農村部では農道であったりします。もともと市が持っていた赤線・青線に関

する事業を、現在は交付金の中で、地域の実情で使っていただく事業となっています。

市中心部については土木工事のニーズが少ないととらえて良いと思います。（単市土地改

良）とは元単市土地改良事業分のことですが、先ほどの執行率の高い陶や佐山などの農

村地帯は農業に対するニーズが高い分、単市土地改良事業分のニーズも多いので、中心

部より執行率が高い状況になるということです。 

次に、地域づくり交付金の検証方法についてですが、まさに今委員の皆様にお願いし

ていることであって、地域づくり交付金の評価は金額だけで評価できるものではないと

思っておりますので、市民の力で創っていく将来に向けたまちづくりに対し、この交付

金がどう効果的に発揮されているかを、それぞれの御立場の委員の皆さんにいろんな目

線から御意見をいただくことで評価をいただいていると考えております。 

 

＜議長＞ 

委員の方々からの御意見として、新規事業立ち上げについての評価などもありました

が、私は人材育成のようなものに一番使いにくい部分があるのかなと感じました。また

Ｊ委員が言われましたように、交付金の中から次第にビジネスに特化したものが出てく

るなど、ただ単に行政からの支援金に終わらず、地域を盛り立てたり、定住促進の要因

になるような使われ方として発展していけば素晴らしいなと思っています。６年経過し

て、会長が輪番制のような形で次々に代わってしまう是正策のこともあります。また、

土木工事については、都市部はインフラが整備されていますが、この事業はある種の自

治機能の評価という面もあります。空間の広い農村部は限りなく資材を必要とします。

特に土木費は地域のなかで次々に出てくる事態があると思いますから、地域の実情に応

じて交付金の使い道は差が出て然るべきと思いました。 

今日の御意見は事務局で整理して、次年度に意義ある形で御活用いただきたい。 

 

次の議題は「市民活動促進事業交付金審査結果」について、事務局に説明を求める。 

 

＜事務局＞ 

資料「平成２７年度市民活動促進事業交付金審査結果について」により説明 

 

＜議長＞ 

市民活動促進事業交付金審査会を代表して審査委員長より一言求める 

 

＜審査委員長＞ 

審査結果については資料のとおりです。今回申し込みは１団体のみでした。内容が学

童保育運営ということでしたので、関係課も同席し一緒に検討しました。やる意義はあ
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ったのですが、団体は２７年度立ち上げたばかりだったのと、自分達のお子さんのみだ

ったことから、この目的に合う事業ではないのではないかということで検討の結果不採

択となりました。市民活動促進事業交付金事業制度には検討すべき課題があると思って

いますので、今年度整理したいと思っています。 

 

＜議長＞ 

審査結果について、皆様の方から御意見がございますか。 

 

＜Ｍ委員＞ 

今の審査結果ですが、学童保育については子ども子育て支援三法の中の一つでありま

して、これはあくまでも国の施策であり、山口市の行動計画では学童保育拡充の支援は

されていると思います。そもそもこういう問題に対して、交付金を出すこと自体がいか

かなのでしょうか。 

 

＜審査委員長＞ 

おっしゃるとおりです。最初に申請が上がった時に内容を書面審査しましたが、この

提案は市民に開かれた課題解決型のものかという視点で見たときに団体のためだけの活

動となっていたので、そこをプレゼンテーションで確認しました結果、市域で考えた場

合に市民活動の対象とはならないものでした。 

 

＜議長＞ 

ありがとうございました。 

他になければ、本日の議題は、以上となっております。これで、終わります。  

                                                                 

会議資料 レジュメ 

平成２６年度年度地域づくり交付金重点事業（分野別） 

平成２６年度地域づくり交付金事業概要 

平成２６年度特別加算地域づくり交付金実績 

まちづくり達成状況資料 

平成２６年度市民活動支援センター事業報告書 

平成２７年度市民活動促進事業交付金審査結果について 

問い合わせ

先 

地域振興部協働推進課活動支援担当 

TEL ０８３－９３４－２７６３ 

 


