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第２次江田島市総合計画審議会（第10回）議事録 
開催日時 平成２７年２月１０日（火）午前 10時 00分～10時 45分 

開催場所 江田島市役所 本庁 ２階会議室 

出席者 

■審議会委員（敬称略 関係団体の役職員については就任時の状況） 

樋上 美由紀   江田島市教育委員会 委員（審議会副会長） 

小方 憲三    江田島市自治会連合会 会長 

藤田 里子    江田島市女性会連合会 副会長 

前田 政子    江田島市老人クラブ連合会 副会長 

冨田 美保    江田島市ＰＴＡ連合会 母親代表 

大石 君枝    江田島市社会福祉協議会 理事 

村上 浩司    江田島市農業委員会 委員 

久保河内 鎮孝  江田島市漁業振興協議会 会長 

伊藤 富美雄   江田島市観光協会 会長 

中谷 隆     県立広島大学 教授（審議会会長） 

■江田島市 

正井 嘉明    副市長 

山本 修司    企画部 部長 

【事務局：企画部企画振興課】 

畑河内 真    企画振興課 課長 

道本 浩二    企画振興課 主任 

【事務局：株式会社地域計画工房】 

増村 嘉大 

欠席者 

■審議会委員（敬称略 関係団体の役職員については就任時の状況） 

木村 洋     広島県地域力創造課 課長 

青木 博美    安芸地区医師会江田島ブロック ブロック長 

宇根川 昭男   江田島市商工会 副会長 

フンク カロリン 広島大学 准教授 

傍聴者 市民１名，報道関係者１名 

会議次第

及び資料 

 

会議次第 
１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 協議事項 

（１）第２次江田島市総合計画案・基本計画について【資料1-1，1-2】 

４ その他 

５ 閉会 

 

【資料】 

資料1-1：第２次江田島市総合計画案・基本計画 記載内容の整理事項について 

資料1-2：第２次江田島市総合計画案・基本計画 

参考資料：第２次江田島市総合計画・実施計画案 

参考資料：第２次江田島市総合計画（基本計画）答申案について 

参考資料：第２次江田島市総合計画・資料編 
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会 議 記 録 

事務局 

 

１ 開会 

本日は，お忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。 

 

会議を開催するに先立ち事務局からお知らせします。 

本日の会議資料について，ご確認くださいますようお願いいたします。 

資料は，次第，委員名簿，資料 1-1と資料 1-2がございます。また，参考資料としまし

て，実施計画案の一部抜粋，基本計画の答申案，第２次江田島市総合計画の資料編とな

っています。その他として，第９回審議会の議事録を付けております。もし，ないよう

でしたら事務局にお申し付けください。 

 

本日の会議も，これまでの会議と同様に議事録を作成いたしますので，録音をさせてい

ただいております。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

 

それでは，ただいまより第２次江田島市総合計画審議会の第 10回を開催いたします。 

審議会は次第にそって進めさせていただきます。 

 

それでは，会長からごあいさつをお願いいたします。 

会長 ２ 会長あいさつ 

おはようございます。 

いよいよ 10回目という事で，これが最後の審議会となります。 

今日，皆様方に基本計画案をお認めいただければ，市長への答申を行いたいと考えてい

ます。昨年度と同様に，答申後に意見交換も行う時間を設けていただけるようですので，

その場でも忌憚のないご意見をお伝えいただければと思います。 

よろしくお願いします。 

事務局 ありがとうございました。 

本日の会議には 14名中，出席者は 10名，欠席者は４名となっています。よって，江田

島市総合計画審議会条例第７条第２項の規定により委員の２分の１以上の出席があり

ますので，会議成立の定数に達していることをご報告させていただきます。 

 

なお，欠席者は広島県地域力創造課 木村委員，安芸地区医師会江田島ブロック 青木

委員，江田島市商工会 宇根川委員，学識経験者 広島大学 フンク委員の４名です。 

 

それでは審議会条例第 7条第３項に会長は会議の議長となるとありますので，ここから

の進行は会長にお願いします。 

会長 ３ 協議事項 

それでは，次第にありますように，協議事項は１件であり，第２次江田島市総合計画案・

基本計画についてということです。 

計画案につきましては，前回審議会でご意見を頂き，ある程度の同意を得られたのでは

ないかと思います。 

前回審議の内容を勘案しまして，若干の修正を加えています。事前に見て頂けているか

と思いますが，赤字部分が修正箇所となっています。 

修正につきましては会長に一任と言うことでしたので，事務局と協議を重ね，内容を確

認しています。修正の内容について，事務局より説明をお願いします。 

事務局 （１）第２次江田島市総合計画案・基本計画について【資料 1-1，1-2】 

それでは第２次江田島市総合計画案・基本計画について，ご説明いたします。 

資料 1-1，1-2を用いて説明いたしますので，ご覧ください。（「第２次江田島市総合計

画案・基本計画について」説明） 

※内容は資料 1-1，1-2のとおり 
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会長 ありがとうございました。 

資料 1-2が総合計画案・基本計画となり，１年かけて皆さんと作り上げてきたものとな

ります。 

実際の冊子では，基本計画が２編となり，この前に前年度作成しました基本構想が第１

編の形で市民等の目に触れると言うことになります。 

今説明がありましたように，修正した赤字の部分がありまして，事務局と調整して修正

したところとなっています。 

道の駅に関しましても，「道の駅」という名前を出してしまうとそれに制約されてしま

うという側面があるということです。江田島特有の観光ということで，海上ロッジも含

めた総合的な形の中で道の駅の機能的なものを持たせるため，道の駅に限定しないと言

うことで，道の駅という名称は外させていただきました。 

観光と言うことで，海上ロッジの計画づくりに合わせながら，観光スポットあるいは観

光拠点を作ることに展開して行ければと思っています。 

しかしながら，道の駅的な機能は作っていかなければならないと言うことです。 

 

何かご意見等はありませんでしょうか。 

資料 1-2の表紙についても，ご意見を頂ければと思っています。 

委員 写真のことですが，江田島市フォトコンテストなどでの素晴らしい写真も沢山あるかと

思います。 

そういった写真も，計画書の中に織り込んで行ければ良いのではないかと思います。 

フォトコンテストの写真を活かす場としても，載せられれば良いなと思いました。 

事務局 空きページや空白部分に使う写真については，今後調整する予定ですので，観光協会な

どとも著作権の確認等を行いながら，検討してみたいと思います。 

会長 著作権が観光協会にあるのであれば，良い提案ではないかと思います。 

きれいな江田島の写真を入れていただければ，見栄えもするかと思いますので，検討し

ていただければと思います。 

委員 47頁の自慢できる島づくりプロジェクトの１は，誤りではないかと思いますので修正し

ていただければと思います。 

事務局 52頁に合わせて修正を行います。 

会長 他にございませんでしょうか。 

実際に印刷する前には，文言の誤植や誤字の最終チェックを行うかと思いますが，気づ

いた点をご指摘頂ければと思います。 

委員 表紙の写真について，案の写真も色々と考えられておられるかと思いますが，基地懇談

会で流された，江田島を紹介する映像で江田島湾全体を眺めるものがあったと思いま

す。やはり，江田島全体の様子が見えるものが良いのではないかと思います。 

事務局 昨年 11 月に市政 10 周年を迎えるにあたり，これまでの 10 年を振り返るビデオを作成

しています。それを基地懇談会でも見ていただいており，その映像のことを言われてい

るかと思います。 

委員 江田島の姿がしっかりと見えていたので，江田島市の総合計画なので全景が見えたもの

が良いのではないかと思いました。 

会長 私も同様の意見を持っていましたので，審議会にてご意見を伺おうと言うこととなって

いました。 

委員 この写真だと，ザ・江田島とは言えないので，委員の言うようにザ・江田島という様な

写真を表紙には使って欲しいと思います。 

事務局 市政 10 周年を記念した冊子を作成する際の空撮写真であるとか，市勢要覧の作成も秘

書広報室が準備しており，多くの写真を所持していると思いますので，皆さまのご意見

を参考に，江田島の全景を見渡せるものを選定していければと思います。 

会長 計画書内へフォトコンテストの写真を使えないかと言うことと，表紙の写真について全

景がわかるものに変更すると言うことでお願いしたいと思います。 
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会長 他にはよろしいでしょうか。 

それでは，この計画案の中身を市長へと答申してもよろしいでしょうか。 

委員 （全委員異議なし） 

会長 ありがとうございます。 

それでは参考資料として答申書の案が示されていますので，事務局より説明をお願いし

ます。 

事務局 第２次江田島市総合計画（基本計画）答申案について【参考資料】 

それでは第２次江田島市総合計画（基本計画）答申案について，ご説明いたします。 

参考資料を用いて説明いたしますので，ご覧ください。（「第２次江田島市総合計画（基

本計画）答申案について」説明） 

※内容は参考資料のとおり 

会長 ありがとうございました。 

私としては３番目にある部分に力点を置きたいと思っています。 

審議会でも再三発言させていただきましたが，住民の方々の意欲と郷土愛がベースにな

らないとまちづくりは難しいのではないかと思っています。行政がそれを援助し，住民

の方々が動きやすいように整備，配慮していただければ，かなり動きやすくなってくる

のではないかと思います。 

この内容で答申したいと思いますが，いかがでしょうか。 

委員 （全委員異議なし） 

会長 それでは，これを答申させていただきたいと思います。 

 

４ その他 

その他にも参考資料がありますので，事務局より説明をお願いします。 

事務局 それでは参考資料について，ご説明いたします。 

※内容は参考資料のとおり 

会長 ご意見等はありませんでしょうか。 

裏表紙には現行計画と同じように絵画コンクールの入選作品が載ると言うことです。 

委員 裏表紙は白紙ではなく，資料編内同様に絵画コンクールの入選作品を記載するのでしょ

うか。 

事務局 現行計画と同様に，裏表紙には入賞作品を使わせていただきたいと思っています。 

資料編については，絵画コンクールの開催概要と言うことでの掲載を考えています。 

また，計画書の中身については原則として二色刷となりますが，表紙と裏表紙について

はカラー印刷を予定しており，せっかく描いていただいた絵画作品のため，カラーで掲

載したいと考えています。 

会長 基本構想がまず来て，今回審議した基本計画，最後に資料編が重なりセットとなって冊

子となるということです。 

そうなると，やはり表紙はザ・江田島を感じられないと，と思います。 

現行計画と同様に，裏表紙には入選作品を掲載していただきたいと思います。 

委員 良い総合計画が出来たかと思いますが，これを住民にどのような形で拡げていこうと考

えておられるのでしょうか。 

事務局 総合計画の冊子と概要版を作成後，自治会に配布させていただくことを考えています。 

また，ホームページへの掲載や広報への特集ページを設けて周知したいと考えていま

す。 

その他，出前講座の１項目として，積極的にお話をする機会を設けていただければ，説

明に参りたいと考えています。 

事務局 委員の意見は，審議会後の市議会報告時にも頂いている指摘となっています。 

これから 10年江田島市が歩む姿については，市民に説明する機会を設けるべきと指摘

を頂いているため，広報での周知や出前講座などでも積極的に出向いていきたいと考え

ています。 

自治会や女性会などの会合が開催される折りに，説明させていただければと思います。 
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委員 ホームページといわれても，高齢者が多くパソコンを持っていない人も多いかと思いま

す。 

会長 やはり概要版は必要かと思いますので，市民への配布や出前講座での資料としても使え

るようなものを作成していただければと思います。 

なお，誰が説明しても同じ内容になるようなものとなると良いかと思います。 

事務局 先ほども少し紹介させていただきましたが，市政 10周年式典でこれまでの 10年間の振

り返りＤＶＤを流しました。 

このＤＶＤでは，これから 10 年間はどういった方向性でまちづくりを進めるのかとい

うことを，基本構想をベースにし紹介しているので，それを話の入口にしながら概要版

と合わせて説明していければと思います。 

事務局 ＤＶＤについてはコピーして市民等への貸出など，よくできた映像ですので，多くの方

に見ていただけるよう検討したいと思います。 

10分あまりの映像となっていますので，委員の皆さまにもお届けできればと思います。 

会長 市民の活動を全て市が把握できるわけではないので，情報を広めると言うことでは役立

つのではないかと思います。 

色々な活動の折りに江田島がどんなところかを，住民が宣伝してくれることに繋がるか

と思います。 

委員 良い映像でしたので，各学校などにもあれば良いなと思いますし，多くの方に見ていた

だければと思います。 

会長 私からのお願いですが，職員プロジェクトチームの提案がありますが，資料編の内容で

は中身がわからないので，ホームページ上で具体内容にどういう提案なのかアクセスで

きるようにして頂ければと思います。 

若い人たちの考えていることで参考になるかも知れませんし，今回の審議会の大きな成

果の 1つだと思っており，無駄にするのは勿体ないなと思いますので，お願いします。 

委員 参考資料の資料編 13 頁にあるグラフで，産業となっていますが，基本構想作成時に産

業・観光へと表現を変えていただいたところですので，修正をお願いできればと思いま

す。 

会長 誤字等については印刷前に確認をお願いしたいと思います。 

 

それでは，10回にわたった本審議会を終了にしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

お忙しい中，10回にわたって審議に参加して頂き感謝しております。 

審議会からの帰り道に話しており，こんな熱心な審議会はあまり経験したことが無く，

住民の熱意が伝わり良い審議会であると感じておりました。 

審議会の途中で，すでに審議会の内容が住民あるいは行政の方々に影響を与えているの

はあまり経験がないことであり，ここでの意見が職員を突き動かしたのではないかと思

います。それで若手職員プロジェクトチームの提案も成果として出てきたということ

で，大きな成果かと思います。 

他にも，各委員の関係する方々に情報を提供していただき，まちづくりへの意識も高ま

ってきたかと思いますので，答申をするだけの機会にならずによかったかと思います。 

ありがとうございました。 

以後は事務局にお返しします。 

事務局 ５ 閉会 

各委員の皆さまには 10回にわたる審議を頂き，ありがとうございました。 

答申がまとまりましたので，この後で市長への答申会を行います。皆さまにもご同席頂

ければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 （以後，答申，座談会形式での意見交換会） 


