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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２回山口市協働のまちづくり推進委員会 

開催日時 平成２８年３月２５日（金曜日）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、坂本俊彦委員、中野智昭委員、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、板垣幸男委員、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、松浦聖寿委員、野村隆志委員、

國重弘之委員（１８人） 

欠席者 井出崎小百合委員、南波敏子委員（２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、山崎地域づくり支援セン

ター所長、岡崎協働推進課主幹、入口主査、中柴主任主事（７人） 

議題等 １ 地域支援の課題と今後の取り組みについて 

２ 山口市市民活動促進事業交付金部会の設置及び平成２８年度の運用について 

３ 市民活動支援センターさぽらんての取り組みについて 

４ 山口市協働推進プランの進捗状況について 

５ その他 

内容 ※要点筆記 

【地域振興部長あいさつ】 

＜事務局＞ 

事務局からのお知らせ 

・本日の配布資料の確認。 

・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。 

＜議長＞ 

会議を公開で行うことを提案→了承 

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と提案→了承 

 

【議題】 

＜議長＞ 

それでは議題に移る。本日、最初の議題「１地域支援の課題と今後の取り組みについ

て」、事務局に説明を求める。 

＜事務局＞ 

資料１「地域づくり支援に関する課題整理」により説明。続いて、資料２「法定外公共

物等整備事業の運用の一部見直しについて」を説明。 

＜議長＞ 
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本日は、議題１を重点を置いて審議したいと思っている。事務局への質問等をやり取り

する中で、資料への理解を深め、課題に対する議論に入りたい。 

委員に質問・意見を求める。 

＜Ａ委員＞ 

法定外公共物工事についての質問になるが、地元で農業用水路に蓋かけをする工事を申

請しようとしたが、「該当しない」と地域づくり協議会から説明を受けた。そもそも対象

が青線でなかったのか、それとも蓋かけが対象ではないのか、適合基準や農業用水路の

取扱について教えて欲しい。 

＜事務局＞ 

農業用水路にも青線はあるが、Ａ委員の地域では生活道路水路の工事を優先されている

と聞いている。青線でない水路もあり、個別案件になるので、再度地域交流センターや

地域づくり協議会、施設維持課にお尋ねいただければと思う。 

＜Ｂ委員> 

地域交流センターと地域づくり支援センターの組織体制について説明いただきたい。 

個人的に２箇所の地域交流センターを利用しているが、年間利用の際の申請手続きが地

域交流センターによって違う。２１地域の手続きを統一した方が合理的だと思うがいか

がか。 

＜事務局＞ 

地域交流センターは市内２１地域に設置してある行政機関であり、もともとの出張所・

公民館機能に地域づくりを支援する機能を加えたものである。一方、地域づくり支援セ

ンターは本庁にあって専門的に地域づくり支援をするところであり、制度運用等、市全

体に関わるようなものは本庁で整理をするなどの役割はあるが、地域交流センターと地

域づくり支援センターは上下関係にあるものではない。 

＜議長＞ 

今御質問いただいた件は地域交流センターが公民館としてやっていた社会教育・生涯学

習活動分野、いわゆる公民館活動のお尋ねでした。この委員会は協働のまちづくりによ

る地域コミュニティ支援等について協議する場になる。 

＜事務局＞ 

公民館活動については、各地域の運営協議会で審議されてきた過去からの経緯があり、

長い経緯の中でルール化されたものに則って現在運営管理されているので、御了解いた

だきたい。 

＜Ｃ委員＞ 

地域づくりは住民が集まって自ら取り組むものであるから、住民参加を促すためにも、

地域づくり協議会の住民認知率や参加率を上げるような働きかけがいるのではないか。

活動等についての働きかけや情報を見たことがないが、認知度を上げることが大事だと

思うが、では誰が上げていくのか。少なくとも地域づくり協議会のリーダーは認識すべ

きことだと思う。住民参加の組織とシステムはあっても、住民レベルでは上手く機能し

ていないように思うがいかがか。 
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＜事務局＞ 

市では、運営者や参加者が増える取り組みをしていただくよう地域づくり協議会にもお

願いしており、各地域では地域広報誌の発行等を通じて、地域住民への周知を図られて

いる。こうした広報媒体とは別に、例えば活動に誘うような声がけなど、人から人への

働きかけが重要であり、地域づくり協議会も地域交流センターもそうしたところを意識

して、より伝わるようにしなければならないのは課題として認識している。ぜひ、推進

委員会委員の皆さんも積極的に地域活動に参加され、周りの方を誘い、地域づくりの輪

を広げていただきたい。 

＜Ｄ委員＞ 

資料１で、今後取り組むこととして、「地域との連携・調整体制の強化」とあるが、具体

的に何かあれば、御説明いただきたい。 

＜事務局＞ 

地域と行政とのやり取りを密にしたいと考えており、新たな仕組みや取り組みではなく、

今あるものを強化する予定である。 

＜Ｅ委員＞ 

法定外公共物土木事業については工事費の積算の精度向上に向けて、地域づくり協議会

に対する研修を活用して説明していただきたい。 

＜事務局＞ 

地域づくり協議会への研修もしかりだが、技術支援については市の技術職員がノウハウ

を持っているので、市の職員もしっかり関与しサポートをしていくつもりである。 

＜Ｆ委員＞ 

資料１の「行政以外の主体との協働」とは誰と誰のコーディネイトについてか。 

＜事務局＞ 

現在の協働は主に地域と行政との取り組みになるが、今後想定される買い物支援や移動

手段の確保等の地域課題には事業者やＮＰＯなども巻き込み、取り組めればと考えてい

る。 

＜Ｂ委員＞ 

地域担当リーダーの応対が地域ごとにまちまちである。研修が大事であると思うが、市

職員に対する協働研修とはどのようなものか。 

＜事務局＞ 

研修内容は主に「協働とは」という理念的なものであるが、行政の歴史や実態を踏まえ

た研修を有識者にしてもらっている。市職員としての職歴の違いや考え方の違い、また

地域の特性の違いもあるので、全く同じような状況にはならないことは御理解いただき

たい。 

＜Ｇ委員＞ 

資料では、これまでの取り組みや課題等が整理されているが、どのように評価をし、課

題を抽出されたのか。課題を抽出するため、どのような評価指数や方法をとられたかに

ついて記載がないので、この資料について判断がしづらい。 
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＜事務局＞ 

評価については、主要な施策の活動指標や成果指標で毎年度実施する他、協働推進プラ

ンの進捗についても毎年度の実績や成果で評価をしている。ただ、協働推進プランに掲

げている事業については取り組んでいる事業そのものの評価であり、「協働によるまちづ

くり」の仕組みに対する課題評価には至っていないと思っている。今年度は地域づくり

協議会のヒアリング等を実施するなど、この仕組みの課題把握に向けて時間を費やした。

この推進委員会では次期協働推進プランの策定に向けて、より良い方向に進めるよう御

議論をいただきたいと思っている。 

＜Ｃ委員＞ 

今後取り組むことの中に、認知度を高め、住民参加率を上げるようなものを入れていた

だきたい。地域づくり協議会の取り組みに参加する人、一緒に運営する人が広がれば、

自ずと地域づくり活動は活発になると考える。 

＜Ｈ委員＞ 

私が住んでいる地域では、今年度第２次地域づくり計画を策定した。計画策定作業の中

で、認知度や参加率を出したし、地域住民に対する説明会も開催した。計画を策定して

終わりではなく、新しい計画を基にこれからの５年間を進めていきたい。ただ、当事者

では自分達がどこまでやっているのか判断しづらいところもあるので、例えば、行政か

ら地域づくり協議会へアンケートを実施するなどしてもらい、自己評価する機会を設け

てもらうとよいと思う。 

地域づくり協議会の周知向上に向けては、毎月１回カラー刷りで写真を多く掲載した地

域広報誌を作成し、市報と一緒に個別配布もしている。 

＜議長＞ 

次の議題に移るが、委員会終了後でも何かお気づきの点や質問があれば事務局にお尋ね

いただきたい。 

次第２「山口市市民活動促進事業交付金部会の設置及び平成２８年度の運用について」、

事務局に説明を求める。 

＜事務局＞ 

資料３「山口市市民活動促進事業交付金検討部会の設置及び平成２８年度の運用につい

て（案）」により、これまでの経緯と課題等について説明 

＜Ｉ委員＞ 

今年度の審査会について報告すると、１件の申請があり審査を実施した。申請団体は事

業の意義を持っておられたが、地域社会のニーズについてリサーチが不足していた。応

募の際には、申請ポイント等も示しているが、なかなか申請者に伝わっておらず、上限

５０万円ありきの事業立てになっているように見受けられた。過去から交付金制度は変

革してきているが、現在の社会的ニーズに沿った活動への助成金という意義が伝わらな

い状況については審査会も反省し、その問題について事務局に提案している状況である。 

＜Ｊ委員＞ 

私も審査員を務めているが、年々応募が減ってきている状況にあるのと、交付金上限  
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５０万円に対して応募してくる節もあるように感じている。助成金ありきで毎年事業運

営しているような団体もある中で、団体の育成につながる助成金となっているか、より

多くの市民に活動参加の機会やサービスを還元できるものかなどの観点から制度そのも

のを考え直す必要があると思っている。  

＜Ｃ委員＞ 

平成２８年度予算１００万円に対して、加えて今年度申請が１件しかないものに対して、

部会を設置してまで検討するのはいかがか。申請がないということは、ニーズがないの

だから、事業を止めて、違う事業をした方がよいのではないか。 

＜事務局＞ 

この制度は社会貢献活動を広げていこうという制度であり、市民活動の取っかかりとし

て実施しており、団体を育成できる制度という趣旨もあることから、事業の廃止につい

ては今一度検討した上で判断したい。 

＜議長＞ 

協働のまちづくりは市民活動と地域コミュニティ活動が両輪であり、市としても簡単に

市民活動支援事業を止めることは難しいだろう。ただ、市の助成金事業でも単にお金を

交付して終わるのではなく、立上げ助成とか行政も知恵をだすなど支援の仕方は考え直

す必要がある。 

＜Ｉ委員＞ 

今の国内外の事例に、単にお金を出すのではなく、どのように有益なお金を出すか、例

えば相手も考え、こちらも意見を出すなど有益な活動や事業をしてもらうためのアドバ

イスをした中で資金援助するという制度がある。山口市ではさぽらんてで市民活動団体

が相談を受けられる窓口がすでにあるので、良い活動にいかにサポートしていくか、ど

のようにさぽらんてを機能させるかなど相談団体のサポート育成について提案させてい

ただきたい。 

＜Ｂ委員＞ 

市が考えている社会課題に資する市民活動がどういうものかを分かりやすく提案した方

がよいのではないか。 

＜事務局＞ 

市では、行政がカバー出来ていないところに取り組んでいただければと期待している。

テーマを提示して募集する制度も案としてあるかと思うので、検討の中でこうしたやり

方についても協議していただきたいと思っている。 

＜議長＞ 

それでは、部会を設置して検討することとし、選考委員長を務められた中野副会長を部

会長に、あと選考委員を務められた白木さん、堅田さん、宮成さん、野村さんにお願い

する。 

次の議題、「３市民活動支援センターさぽらんての取り組みについて」、事務局に説明を

求める。 

＜事務局＞ 
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資料６「「さぽカフェ」及び「街中コドモジカンプロジェクト」について」説明 

＜Ａ委員＞ 

報告会に参加したが、参加者が６４名しかおらず少ないと思った。 

どのように周知し、参加を広げるかについて課題がある。 

＜議長＞ 

昔は田んぼの中を走り回るなど、自然の中で遊ぶのが子ども時間だった。現代の子ども

達はスマートフォンが中心となっている部分もある。これから内容を進化させてもらっ

て、さらなる展開を期待したい。 

＜Ｋ委員＞ 

今の子ども達は過ごす場所も時間も無いと言われているが、コドモジカンの取り組みは

大変素晴らしいと思う。報告いただいたこうした取り組みに事業者として協力できるこ

ともあり、例えば、事業所としては、宣伝ができれば資金援助も検討できるだろう。交

通事業者としては、活動に参加したいのに地域交流センターまで自らいけない交通弱者

にコミュニティ交通の利用で参加者を増やすという形をとり、多くの参加ができるよう

な足の確保を考えていく必要があるかと思う。 

＜議長＞ 

次の議題「４山口市協働推進プランの進捗状況について」については、事務局より事前

協働推進プランに掲載された推進項目の進捗状況の資料送付があった。まずは、事務局

に説明を求める。 

＜事務局＞ 

進捗状況についてはあらかじめ送付した資料のとおりですが、特筆的な取り組みについ

て１件御紹介したい。資料Ｐ２１の推進項目「地域間交流の推進」ですが、地域の自主

的な取り組みとして南部地域の複数地域で勉強会がなされた。自ら取り組まれ、回を重

ねるごとに参加地域も参加者数も増えていて、地域間交流という面では良い成果が上が

った。 

＜Ｅ委員＞ 

推進項目に「やまぐち式地域自治区の検討」について記載がある。 

協働推進プランの中で地域づくりのプロセスが記載されているが、私は現在の地域づく

りは成長期が終わり、成熟期の段階にあると思っている。平成２４年度の議会で、市は

「地域については自治区への制度移行を考えている」との答弁があったように思うが、

推進プランに記載のある自治区と議会答弁であった自治区は同じものか。 

＜事務局＞ 

同じである。地域自治区とは地方自治法に則った法律的な制度であるが、地域特性を生

かすにはワンフレームで示すことが難しいと考えている。当時は地域の特徴を生かした

制度は自治区もどうだろうかと想定に入れながら検討を進めていた。ただ、推進項目に

あるように、「自治区を作る」ではなく、作るべきか作らざるべきかを検討している。現

在は、まだまだ地域づくりのあり方を見直し、内容を深めていく必要があり、今後さら

に検討を続ける状況にある。 
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＜Ｃ委員＞ 

推進プランの報告について、３点申し上げたい。 

１つに、プランの推進項目の軽重を決め、何を重点的に推進するのかがあった方がよい。 

２つに、完了の目安が不明確である。誰がどのように判断するのか等もう少し具体的な

方がよい。３つに、結果の検証として、○△×くらいの三段階評価ぐらいつけてはいか

がか。 

＜議長＞ 

各２１地域ごとに何か事業評価をしているのだろうか。 

＜事務局＞ 

各地域が定める地域づくり計画があり、概ね５年スパンなので、その間の事業実施計画

は立ててある。ただ地域課題は終わりがなく、進行・深刻化している課題もあり、どの

ように表現するかなど工夫がいるところもある。 

＜議長＞ 

最後、その他について、事務局から報告がある。 

＜事務局＞ 

資料７「平成２８年度組織改編について」により、市の体制変更を説明。 

＜議長＞ 

ありがとうございました。 

他になければ、本日の議題は以上なので、これで終了する。                                                                                                                             

会議資料 レジュメ 

資料１ 地域づくり支援に関する課題整理 

資料 2 法定外公共物等整備事業の運用の一部見直しについて 

資料３ 山口市市民活動促進事業交付金検討部会の設置及び平成２８年度の運用につい

て（案） 

資料４ 市民活動促進事業交付金概要 

資料５ 山口市協働のまちづくり推進委員会規則（抜粋） 

資料６ 「さぽカフェ」及び「街中コドモジカンプロジェクト」について 

資料７ 平成 28 年度組織改編について 

事前資料 協働推進プラン進捗報告書 

問い合わせ

先 

地域生活部協働推進課 

TEL ０８３－９３４－２９８１ 

 


