
 

第 2 次 周南市地域づくり推進計画（素案）に対する意見 

 

第 2 次 周南市地域づくり推進計画（素案）に対する、ご意見・お気づき等に対して回答をま
とめました。 
 
第 1 章 計画の概要 

 １ 計画策定の主旨・性格 （素案）Ｐ2～3 

頁 行 意見 回答 

- 

ふるさと振興財団とは協議されたのでしょうか? 事前に意見を求め素案を作
成しました。また、素案に対して
も意見を頂いています。今後も
協議を交えながら、推進計画
の策定を行います。 

- 
 

「夢プラン」の策定の試みは本当に有意義なも
のと思っている。 
しかし、その策定した活動項目を実際に取り組ん
でいけるかどうかが問題であろう。 

夢プランの策定が形だけにな
らないように、実現に向けて、市
民センター主事を中心に、関係
機関の連携により、しっかりと支
援を行える体制をとっていきま
す。 

P2 
L2 
＃1 

■『「共創の地域づくり」の実現に向けて』という表
現について 

第二次計画であることから、「更なる実現に向け
て」、「発展に向けて」等、一次計画とは異なる表
現を用いたほうがいいのではないか。 

表記を変更しました。 

P3 
L1～3 
#2 

「1 次の評価・検証を踏まえ」のところに、どのように
踏まえたのか明記すると良いと思う。 

「ステークホルダーからのヒアリ
ング結果及び地域づくり推進協
議会からの評価・検証を踏ま
え」に文言を修正しました。 

P3 
図-1 
＃3 

図-2 
＃4 

■全体像把握のため、総合計画や第一次計画と
の関係性を示すイメージ図があると分かりやすい。 

作成して掲載しました。 

資料１ 



 

P2、3 
＃3 
＃4 

「地域づくり」が周南市全体の都市計画グランド
デザインの中でどのように位置付けられているかが、
未だよく理解できていません。「周南市まちづくり総
合計画」のアクションプランを作ることが本推進協議
会の役割と理解していますが、「まち」と「地域」の
定義をするべきではないかと思います。「まちづくり」
は全体最適化、「地域作り」は部分最適化という
理解でよろしいですか。もしそうでしたら「地域」とい
う単位で見ても「まち」全体で見たときの要素は全
て含まれるべきで、それに加えてそれぞれの地域の
特性を受けた施策が含まれるということになるので
はないかと思います。切り口が違うことをより明確に
述べたほうが分かりやすいと思います。もし、「地域
づくり」が地域の問題だけを意味するならば、「地
域」に特化した issues を検討するとしたほうが分か
りやすいと思います。 

また、グランドデザインの中で「地域」はどの単位
で考えているのでしょうか。中心市街地、中山間
部、島嶼部などに分けて大まかなく施策を策定し、
さらにそれぞれのカテゴリーを「地域」の特性を踏ま
えて計画を立てるということでしょうか。それとも、「地
域」ごとに独立して考えるのでしょうか。「地域」の最
適化（部分最適）が周南市全体のデザイン
（全体最適）に則ったものではならないと思います
ので、常にその視点を計画策定時に意識するべき
と思います。 

総合計画と地域づくり推進
計画の関係を示す図を作成し
掲載しました。 

地域づくり推進計画は、まち
づくり総合計画の中の「地域づ
くり」の分野の基本施策である
「地域コミュニティの活性化」及
び「市民活動の促進」に関する
アクションプランとして作成するも
のです。 

本計画は、地域ごとの市の
施策を策定するものではなく、
上記の基本施策の推進を図る
ものです。 

地域の定義についてですが、
「地域コミュニティの活性化」の
取り組みで考えた場合、小さい
ものは防災・防犯や清掃活動
など、地域の暮らしを支える取り
組みを行う自治会単位であり、
夢プランの取り組みでは、旧小
学校区範囲である、市内 31
地区コミュニティとなります。 

 
  



 

２ 「共創の地域づくり」の定義 （素案）Ｐ4～5 

頁・行 意見 回答 

- 
 価値の見える化は是非やって欲しい。 より多くの事業で、価値の見えるかが

できるよう、取り組んで参ります。 

- 

私の所属する商工会では、イベント
「鹿野市」を開催し「街の賑わいづくり」や
経営支援の一環としての「特産品開発」
等の事業をしている。 

そのように事業者支援としての経営指
導等に商工会は邁進しているが、その指
導が「共創の地域づくり」に４つの価値の
取り組みに周知されているか。 

「地域コミュニティ」に活発に周知させる
必要があると思っている。 

共創プロジェクトにおいては、事業計
画の策定、検証において４つの価値の
見える化を行っています。 

夢プランの取り組みについては、４つの
価値の見える化の取組が十分でないとこ
ろがあります。 

今後は、事業計画や、実績報告・評
価の段階で、事業の流れに組み込み、
周知を図っていきます。 

P4 
図-3 
#5 
 
P5 
L3 
#6 

留学生や外国人労働者の受け入れと
定着、産学官連携の強化による持続
的、破壊的イノベーションの推進、新産業
創出、雇用の創出（特に女性定着を意
識 し た ） 中 心 市 街 地 と の
transportation の確保、CCRC なども
価値創造のキーワードとして必要と思いま
した。 

価値の見える化の項では、質的な見え
る化のみならず、客観的評価のために定
量的な見える化も必要と思います。 

４つの価値を示すマトリクス図に「雇
用創出」「生活交通の確保」を追加しま
した。 

その他の項目については、本計画で
は、掲載を割愛させていただきます。 

量的な視点でも「見える化」を行うよう
修正しました。 

これまでも、定量的な見える化につい
ては、それぞれの取り組みに沿った目標
を定め、事業の評価に役立てています。 

例えば、共創プロジェクトにおいては、地
域の特産品開発を行った場合に、「生
産・所得の増加」として販売額や、「夢・
希望の増加」として、耕作放棄地の活
用面積などが指標として設定され、定量
的な見える化を行ってきました。 

 
  



 

３・４ 計画の期間・計画の構成 （素案）Ｐ6～8 

頁・行 意見 回答 

- 

「地域のコミュニティ」の活動を活発化さ
せる必要がある。 

7 ページにあるように「地域づくり活動の
担い手づくり」が最も必要であり、人口が
急激に減少する当地域で住民の危機感
があるか? 
 若者世代(30 歳台～50 歳台)は、今
後の当地域の現状をどう思っているか? 
 これらの課題をあぶりだして解決していく
のが、地域コミュニティと思う。 

地域コミュニティのヒアリングでも、
担い手の発掘・育成は喫緊の課題
として挙げられています。 

若者世代をどのようにして巻き込
むかは、地域コミュティでも問題意識
を持っており、夢プランの取り組みなど
をとおして、市としても支援を行って
参ります。 

- 

１、2 の項目のコメントにも関係するの
ですが、ここにくると「地域作り」の基盤づく
りに力点が置かれていて、まちづくり総合
計画に含まれる要素と別に動くような印
象があります。繰り返しで恐縮ですが、ま
ちづくり総合計画のアクションプラン策定と
いう定義では、地域づくりの基盤の元でま
ちづくり総合計画であげられる要素が地
域の特性を踏まえながら実施され（部分
最適化）、市全体の活性化・発展につ
ながる（全体最適化）であるべきと思い
ます。 

他の要素は他の協議会で検討される
ので、「地域づくり」協議会では敢えて取り
扱わないという方針かもしれませんが、他
の要素も「地域」という切り口でも見てお
かなければならないのではないかと思いま
すので、敢えて意見とさせていただきます。 

なお、３つの柱が悪いといっているわけ
でなく、リーダーがいて仲間がいて、コミュニ
ティのもとで市民活動ができることが基本
であり、その基盤のもとで二次の計画では
総合計画に挙げられた事業につなげて市
全体の活性化を図るという方向性が盛り
込まれていても良いのではないかと思ったと
いうことですのでご理解ください。 

 ご意見のとおり、他の要素は、他の
個別計画等で取り扱われるため、現
在の構成を維持させて頂きたく、ご理
解のほどよろしくお願いいたします。 



 

P6 
図-5 
#7 

■図-3 一体的な取り組みのイメージに
ついて 
 3 つの基本施策に①②③を記載。 
・基本施策の配置はどのような意図がある
か。（担い手づくりが上部にある意味） 
・P6「図-3 一体的な取り組みのイメー
ジ」がよく分かりませんでした。（各要素の
配列と関係性、ベクトル） 

「一体的取り組みのイメージ」図を
変更しました。 

「新たな担い手づくり」「活力あるコ
ミュニティづくり」「多様な市民活動が
促進される環境づくり」３つの柱の取
り組が関連し合って、共創の地域づく
りの推進が図られることを表したいと
考えています。 

P7 
表-1 
#8 

8 つの推進策も表記すると良い。 ８つの推進施策に 15 の推進方法
について、表にまとめ掲載しました。 

P15～17 ・P7「② 多様な市民活動が促進される
環境づくり」、方向性（重点）が NPO
法人やコミュニティビジネスに偏っているよう
に感じます。 
 

 市民の皆さんの主体性を尊重する
ことが大前提で、いわゆるボランティア
による活動もこれまでどおり支援して
いきます。 
 しかしながら、活動の持続性や発
展性、多様化する社会課題等を踏
まえると、今後目指すべき活動形態
としてコミュニティビジネス等の収益を
生み出しながら事業展開をしていくこ
とが大変重要と考えています。 
 この考えをもとに、表現等を改め、
記載場所を個別計画にまとめまし
た。 

P18～20 ・P7「③ 地域づくり活動の新たな担い手
づくり」、「担い手を確保し育成」する主体
は地域団体や市民活動団体であり、市
や支援センターはそれを支援する役割な
のではないでしょうか。 

ご意見のとおり担い手の確保につ
いて、基本的には市や支援センター
は支援する立場にあります。しかしな
がら、育成については、主体的に取り
組む場合もあると考えます。 
この考えをもとに、表現等を改め、記
載場所を個別計画にまとめました。 

 

 ５ 計画の推進体制等 （素案）Ｐ8～９ 

頁・行 意見 回答 

- 

中間支援組織の周南市ふるさと振興財
団の取組み、成果の見える化があるとわかり
やすい。 

 ふるさと振興財団の取組、成果に
ついては、財団の計画や事業報告が
別にあるため、そちらに委ねます。 



 

第 2 章 個別計画 

 １ 地域の特性に応じた活力ある地域コミュニティづくり （素案）Ｐ10～14 

 意見 回答 

- 

コミュニティイベントの人的支援
（準備から後始末まで） 

学生の応援（ふるさと応援隊の課
題かも） 

 イベントに限らず地域づくり活動全般に継
続的に取り組むために、担い手の発掘・育
成は、喫緊の課題ととらえ、3 本柱の一つと
して取り組んでいきます。 

- 

ｐ１３～ｐ１８の推進方法に添付
されている工程表はすべて同じ工程
表ですが、このような工程表をつける
意味があるでしょうか。１次計画の際
は各取組ごとの工程が記載されてい
たと思いますが。 

前回お示しした素案では、工程表はお
示しできませんでした。 

今回の計画案でお示ししたので、ご確認
ください。 

- 

成果の情報発信を強化とあります
が、市民にどのくらい知られているのか
現状の確認をした方がよいと思う。 

現在地域づくりに特化したホームページの
開設や SNS の活用などにより、情報発信
に取り組んでいます。 

しかしながら、まちづくり総合計画における
アンケート調査では、「コミュニティ活動の充
実」の項目では半数以上が、「どちらともい
えない」と回答しました。この「どちらともいえ
ない」の中には、「可も不可もない」という思
いのほかに、「よくわからない」人も含まれて
いると考えられます。 
 こうしたことから、市民には情報が十分に
届いているとはいえず、次期計画において
も、引き続き情報発信に取り組み、周知に
努めることとします。 

- 

夢プランが個々の住民に浸透して
いるか、そこが重要であり、地域活性
化のために「地域づくり活動の担い手
づくり」ができるかどうかが重要である。 

ご指摘の通り、夢プランの住民へ浸透は
重要であると認識しています。夢プラン策定
地区においても、住民全体が取り組みを認
識しているわけではなく、活動の周知や地
道な声かけなどが、参加につながり、新たな
担い手づくりにつながるものと考え、今後も
地域の取り組みを支援していきます。 

P10 
L10 
#9 

■誤字 宅建協会周南市部 支部 訂正しました。 



 

P12 
図-8 
#10 

P13 
L7 他 
#11 

 

■推進施策について 
 継続施策と新規施策が明確ではな
い。 
 新規施策「小さな拠点づくり」「地
域経営の体制づくり」について、もう少
しアピールが必要ではないか。 
 表記方法の工夫、詳細な記載が
必要と思われる。 

 本計画の表や本文中に（新規）の記載
をいれました。 
 また、推進体制のイメージ図を作成し、掲
載しました。 

 

２ 多様な市民活動が促進される環境づくり （素案）Ｐ15～17 

 意見 回答 

- 
「CSR 活動」の用語解説があっ

た方がよいと思います。 
用語解説に追記しました。 

P16 
L7-8 
#12 

・方向性（重点）が NPO 法人や
コミュニティビジネスに偏っているよう
に感じます。 

 市民活動が広がっていくように、機運醸成
についても、記載を追加しました。 
 また、今後目指すべき活動形態としてコミ
ュニティビジネス等の収益を生み出しながら
事業展開をしていくことが大変重要と考え
記載をしています。 

P17 
上段 
#13 

促進される環境づくりの中の推
進施策で支援体制の構築、支援
体制の強化の策はあるのでしょう
か。 

 市民活動支援センターを拠点とした支援
体制の構築を目指します。具体的な支援
体制については、令和２年度に検討をする
こととし、≪工程表≫に記載しました。 

P17 
中段 
#14 

・P15「② 市民活動の支援の充
実」の「有用な市民活動講座の開
催」は、「多様なニーズに対応する
市民活動講座の開催」のような表
現がよいのでは。 

修正しました。 

P17 
下段 

推進計画
の KPI 
#15 

・P16「（５）数値目標」につい
て、「市民活動グループバンク登録
団体数」は継続? 

第１次計画から引き続き、数値目標として
設定します。市民活動の広がりを確認する
指標とします。 



 

 ３ 地域づくりの新たな担い手づくり （素案）Ｐ18～20 

 意見 回答 

- 

徳山大学に所属するものとしての
意見ですが、徳山大学は地域に作っ
ていただき⾧年に支援いただいて現
在に至って大学ですので、地域密着
型・地域貢献型の大学としての役割
をしっかりと認識して活動してまいりま
す。   

加えて、現在公立化の議論も進ん
でいますが、公立化後はこれまで以
上に周南市の施策を受けて行政課
題解決にこれまで以上に貢献してま
いります。また、徳山高専様とはそれ
ぞれの特性を生かし、教育研究機能
を補完しながら、周南市の発展に貢
献することを校⾧先生とも共有させて
いただいています。 

 連携による取組を掲載しておりますが、
教育機関の協力が欠かせませんので、ご
協力をお願いいたします。 

- 

地域コミュニティの活発な活動によ
り、「地域づくりの新たな担い手づくり」
を期待する。 

ヒアリング調査でも多くの団体が、人材
発掘・育成の必要性を感じておられまし
たので、地域と連携して着実に取り組み
を進めていきます。 

P20 下段 
推進計画
の KPI 
#16 

目標値の「リーダー的人材の発掘・
育成数」とは、何をもってその数値に
当てはめようとしているのでしょうか? 

 

指標等の説明欄を設けました。 
目標値を「「地域の夢プラン」等の取組

により、発掘・育成されたリーダー的な人
材の数 

（累計）」とし、市民センター主事や
地域コミュニティ等組織へのヒアリングによ
り、地域の実状に基づいて集計します。 

P20 
下段 

推進計画
の KPI 
#17 

新たな担い手づくりの担い手はどの
ような方法で、この方が「担い手」であ
るとするのでしょうか。 

指標の説明欄を設けました。 
目標値を「関係人口により組織された

地域の担い手となる団体数（累計）」と
し、出身者の会やファンクラブなど、地域
の担い手として地区コミュニティ等から認
知されている団体数を集計します。 



 

- 

・P17「① 地域づくりの新たな担い
手の確保と育成」について、市民活
動支援センターの役割は「担い手の
確保と育成」の支援では? 

「担い手の確保と育成」の支援も市民
活動支援センターの役割の一つと認識し
ておりますので、職員のスキルアップを行い
ながら、サポート体制の整備・強化を図る
こととしています。 

 

資料 用語解説 （素案）P21 

 意見 回答 

- 

CCRC、人生 100 年時代（ライフシフト）、
Society 5.0、グローバル化といった語句も「地域づく
り」に関係して本文にいれても良いかなと思いました。
もし入りましたら、用語解説にも入れてください。 

＊CCRC:「Continuing Care Retirement 
Community」の略。直訳すると「継続的なケア付き
の高齢者たちの共同体」。元気な高齢者の地方移
住を促す取組。 

本文に記載しなかったた
め、用語解説にも記載いた
しておりません。 

Ｐ21 
＊6 

■SDGｓに関連して 
 前提にある「持続可能な社会」についても解説が
必要ではないか。 

用語解説に追記しまし
た。 

 


