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江田島市まち・ひと・しごと創生有識者会議（第３回）要点録 
開催日時 平成２７年１０月２７日（火）午前 10時 00分～12時 00分 

開催場所 江田島市役所 本庁 ２階会議室 

出席者 

■有識者会議委員（敬称略 所属団体については就任時の状況） 

寺崎 雅浩    広島県健康福祉局子育て・少子化対策課 

上迫 滋     広島県 CCMO（県政ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ総括監） 

中井 高志    江田島市金融懇談会 

濵中 繁美    江田島市自治会連合会 

冨田 美保    江田島市 PTA連合会 

加藤 真由美   江田島市認定こども園こよう保護者会 

清水 昭彦    田舎暮らしを楽しもう会 

村上 浩司    江田島市農業委員会 

久保河内 鎮孝  江田島市漁業振興協議会  

平田 圭司    江田島市商工会 

市村 匠     公立大学法人県立広島大学（座長） 

■江田島市 

【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 専門員 

【事務局：株式会社エブリプラン】 

木原 隆 

欠席者 

■有識者会議委員（敬称略 所属団体については就任時の状況） 

周藤 康治    厚生労働省広島労働局呉公共職業安定所 

伊藤 富美雄   江田島市観光協会  

傍聴者 ８名 

会議次第

及び資料 

 

会議次第 
１ 開会 

２ 座長あいさつ 

３ 協議事項 

（１）パブリックコメントについて【資料1】 

（２）江田島市人口ビジョン案及び江田島市総合戦略案について【資料2】【資料3】 

４ その他 

５ 閉会 

【資料】 

資料1 ：パブリックコメントについて 

資料2 ：江田島市人口ビジョン案について 

資料3 ：江田島市総合戦略案について 
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会 議 記 録 

事務局 

 

１ 開会 

本日はお忙しいなか，お集まりいただきまして誠にありがとうございます。会議の開催

にあたり，お手元の資料の確認をお願いします。最初に次第，２枚目に委員名簿，３枚

目に資料１，次に資料２として人口ビジョン，資料３とのあいだに資料２追加資料とし

て１枚，資料２の参考資料が１枚です。最後に資料３をつけています。最後に前回議事

録もつけています。不足はございませんか。本日，議事録を作成しますので，会議を録

音させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 ただいまより江田島市まち・ひと・しごと創生有識者会議第３回会議を開催します。

会議は，次第に沿って進めます。はじめに座長から，ごあいさつをお願いします。 

座長 ２ 座長あいさつ 

県立広島大学の市村です。本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがと

うございます。式次第のシナリオが私の手元にあって，ここに見てみると，座長あいさ

つと書いてあって，文言は指定されていないのでお話しさせていただきます。 

今日で最後になると思いますが，２回目と３回目のあいだに僕は香港へ行ってきまし

た。数年前に香港へ行ったときと比べて，非常に活気があふれていて，まちのなかに人

があふれると。時期もあったでしょうが，前に行ったときはそれほどでもなかった。そ

の分，まちのなかの空気が非常によどんでいて，ちょっと先が見えない状況でした。そ

のとき，何を思いだしたかというと，一緒に何人か，現地でも食事をしに行ったりした

のですが，船に乗って食事をしに行ったんですね。30分ぐらいで島に着いて，そこで海

鮮料理を食べさせてもらえるところがあって，言ってみれば香港の江田島かなというか

たちで思っていたんですが，なかに一緒に行った人に，日本人ですが，なんかここは江

田島みたいだねという話が出てきて，なんでそこまで知っているのかなと，フェイスブ

ック等で見ているというのはあったのですが，知名度だけは上がっていて，江田島にも

こういうところがあればいいのにねと言われました。 

皆さん，市だけではなくて，その人は東京の人ですが，全国からも，そういうふうに注

目されていて，いろいろ期待されていると。同様に，香港と比較して何がいいかという

と，自然がいい，空気もきれいだしというところがあって，そういうところで行ってみ

たいということも言われました。海外で江田島の話が出ると思いませんでしたので，皆

さんがいろいろご活躍されて，徐々に知名度が上がっている証拠ではないかと，僕自身

も喜んで聞いていました。本日はまたこれから１時間ちょっとですが，パブリックコメ

ントをいただいています。僕も途中で拝見させていただいていますが，かなり多く増え

てきていて，逆にいうと，これほど皆さんに注目されているものなんだと，あらためて

痛感しました。今日はそれについて皆さまとご検討させていただければと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。本日の出席者ですが，江田島市観光協会の伊藤委員，呉公共

職業安定所の周藤委員が本日ご欠席でご連絡をいただいています。 

それではこれより次第３協議事項となりますが，座長は会議の議長になると規約もござ

いますので，ここからの進行は議長のほうでお願いします。 

座長 ３ 協議事項 

是非皆さま，発言していただくようにお願いします。今までも発言はしていただいてい

ると思いますが，時間的なこともあって，なかなか満足な発言ができないということも

あろうかと思いますが，なるべく完結にお話しいただければと思います。 

 それでは次第３の１，パブリックコメントについて，事務局より説明してください。 

事務局 （１）パブリックコメントについて【資料 1】 

資料１をご覧ください。（「パブリックコメントについて」説明） 

※内容は資料 1のとおり 

座長 この件について質疑があればお願いします。 
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委員 大柿高校の定員充足率（％）目標値 66.7％理由付記について，「市内唯一の高校の統廃

合対象化の回避を念頭においた目標設定とはしていますが，関連施策の目指すところは

あくまでも教育の活性化にあります。施策目的の誤解を避けるため，背景までは記載し

ない」とあるが，どういう背景があるのですか。 

事務局 意図としては，こうしたことで，そんなに難しい背景があるからどうこうという意味で

はなくて，ここでいただいた意見が定員充足率 66.7％を目標値として掲げていて，大柿

高校は 80 人を切ったら統廃合の俎上に載りますということで，そこをクリアするかた

ちの目標値の設定にしていますが，実際のところ，大柿高校の活性化を図るのはなぜか

というと，80名をクリアしたいからというのではなくて，あくまでも大柿高校が魅力あ

る学校になるのが目標，施策の目標としてある。それをやっていった結果，80人をクリ

アできればいいと考えていますので，ここでなぜ目標値がこれなのかというと，80人を

クリアするためなんだという背景を書いたら，それが目的なのかということで誤解を受

けるかなと思いましたので，あくまでも大柿高校の活性化を図るのはなぜかというと，

高校を魅力あるものにするためだというところで理解していただきたいということで，

80人をクリアしたら統廃合うんぬんとあえて書かないと，そういった整理にしたいとい

うことで，このようにしています。 

委員 他に何か意図があるのかと思って，こういう書き方をされると目的の誤解を避けるため

に背景まで記載しないと，何か意図があるのかと思って，質問させていただきました。

別になければいいです。 

事務局 これはパブコメの回答みたいなかたちで市のホームページに載せるようになると思い

ますので，誤解のない表現を考えます。 

座長 ありがとうございます。僕も回答をどこかで公表するのだと思っていて，そのやり方と

時期が決まっていれば，教えていただこうと思っていました。他にございますか。僕が

１つ，事務局に質問があります。検討しますとか，今後こうしますという書き方をされ

ているところがありますが，それは大体いつぐらいまでにという期日を書くことは難し

いですか。 

事務局 長期的なものと，短期的なものが項目のなかにありますので，短期的なものについては

来年度，当初予算整理の過程で議論できると思います。長期的なものは，ここまでにと

いうのはなかなか難しいかなと思っています。 

座長 短期的なものは，その結果がどうなったかが，いつ見ればわかるかが見えれば，追って

いけるからいいと思います。長期的なものは，ここで書かれていることが，この場だけ

で終わらないかということを，継続的にどこかで審議していくことが必要で，だからそ

ういう長期的なという書き方をしていると思うので，できれば長期的なものに関しては

どういった場で考えていきましょうとか，引き続き，どこで検討すると書ければいいか

なと思います。パブリックコメントで頂いたコメントに対しての回答で出しているの

で，今後，それをどうやって皆さんが追っていけるかを見せておくと，継続的に皆さん

がこれを見て，不足しているのでまた意見が言いやすいかたちになるのではないかと思

います。そうしてくださいというと大変なことになるかもしれませんので，そこは検討

してください。 

委員 定住促進の関係で３ページに出ていますが，実は 10日前に北海道から移住してこられ

た 35歳の夫婦ですが，その人の場合，移住と居住する家，仕事というのが１つのコン

プリートでなければダメだったんですね。その仕事のあっせんをするということについ

て，行政としてはそこまで現状はやっていない。今，社会福祉協議会で来年３月まで正

式に無料職業紹介事業を展開するという計画で進んでおられますが，このたび私らは個

人的に，その会社の社長に雇ってもらえないかと頼みに行って，雇っていただけたので

すが，その辺の整備をしないと，その３つがコンプリートできる体制を早く整えないと，

今ここでやっておられる 30歳代の方の移住を促進しようと思えば，そこまでの対策を

練っておかないとダメだと思います。若い子連れの人たちが来てもらえるのは非常にう

れしいので，どんどん来ていただきたいと思いますが，そういう後ろ盾をしっかりして

おかないと，僕らは，どうぞ来てくださいと言うだけではダメだと思います。 
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委員 

（続き） 

もう１つ，定住促進の活動ですが，現実は相手からのアクセスを待っているという受け

身です。そうではなくて，今はどこの市町もそうですが，積極的にうちの市へ来ません

かという PR も兼ねたイベントをやっておられる。個々の市でやっておられるというの

がだんだん顕著になっていますが，その辺の今後の対策はどうかということ，交流促進

課のなかに定住促進の担当がありますが，その辺のコラボがどのようになるのかが，は

っきり確認できないので，どこがどうかというのも疑問に思って動きにくい部分があり

ます。その辺の今後の展開がどうなるのかも，教えてください。 

事務局 仕事のあっせんですが，具体的にやるとなると，法律的に言えば職業の紹介は，社会福

祉協議会さんの考えている無料職業紹介事業，ああいう届けなどをやらないとやっては

いけない。それ以外のところで，ツテでお願いするというアクションになると思います

が，今後そうした仕事については，社会福祉協議会さんのされる無料職業紹介や職業安

定所などで集められた求人情報を取り込みながら，やっていくしか手がないかなと思い

ます。 

委員 それではぬるいと思います。できません，現実に，それは。行政も法的な部分はありま

すが，しかし縁故でその辺のいろんな情報を集めるということで，行くのは紹介までし

て，あとは話をじかにしてくださいという対策までとらないと，過去の例からすると，

来てください，仕事もありますということは，公に言えない，過去の例として。そこま

でやらないと，若い方の移住促進は難しい。仕事がないと無理。このたび北海道から来

た人は，自分で，インターネットで，江田島にはどんな会社があるかを全部調べてきて，

この会社に行きたいということをはっきり持っておられたので，たまたまそこに縁故が

あったので，社長にお願いして雇ってくださいとできましたが，そういうサンプルを手

持ちとして多く今後は持っておかないと難しいと思いますよ。地方創生で定住促進は大

きな比重を持っていると思います。その辺を，市町だって，よその市町もやっています

よ。今の法律がどうのということ以前に，うまく迂回してやっている部分もあると思い

ますが，そこまでやらないと，定住促進うんぬんは，なかなか発展できないと思います。 

事務局 仕事について，所管課に情報を聞きながら，どういうことができるか，また検討させて

いただきます。定住について受け身という話をいただいて，実際に定住促進の部署では，

県外の定住フェアなどに出ているということで，そういった PR をやってはいますが，

実際のところ，それ以降の今回重点プロジェクトのなかに市のセールス戦略の構築，交

流促進に関するというのを書いています。そういったところで江田島市が外の方に，ど

ういうところが魅力を感じてもらえるのかというあたりも洗い出しながら，それをまた

PRすると，そういったところで魅力を知ってもらう取り組みもやっていきたいと思いま

す。そのなかで，定住促進ともリンクしながらできないかなと。 

委員 定住促進に関する活動はスピードをもってやってもらわないと，よその市町は，かなり

動いているので，今の江田島のペースでは，とてもじゃないけど，置いてけぼりをくい

ます。よろしくお願いします。 

委員 県も結構やっていて「ＨＩＲＯＢＩＲＯ ひろしま移住サポートメディア」というサイ

トが立ち上がっているので，是非あとで見ていただけるといいですが，かなり洗練され

た感じのデザインのサイトで，県全体のあちこちの市町，実際に移住して活躍している

人をクローズアップして，かなり利用する人からみると，非常に，自分がいくとどうな

るのかが，わかりやすいかたちのものができていると思います。そこに，県の側から見

ていると，積極的にネタを出してきて，こういういい人がいるんだけど，載せられない

かという働きかけが強い市町と，そうではない市町があって，江田島はどちらかという

と，あまりアプローチしてこない方に属しているので，もったいないですね。そういう

のも是非連携していただけるといいと思います。 

委員 今，仕事のことで関係しているので説明させていただきます。今年８月８日に江田島市

内の合同の求人説明会を開きました。商工会と社協さんと連携して，約 20 社が参加さ

れました。実際にその場に来られた方，求人者が 40 名強で，実際のアピールが足らな

いのはもちろんですが，企業関係，漁業関係，商工関係，実は人材が不足しているんで

すね。 
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委員 

（続き） 

非常に求人も多くありますが，なかなかその辺が，今清水さんが言われたように，ミス

マッチが起こっていて，一生懸命探している方は探しているのですが，応募される方が

なかなか来ないということで，その辺の情報を社協さんと連携して，無料の職業紹介所

というかたちに，というのは，結局そのなかに情報を一元化して，求人，その辺のアン

マッチと定住される方に対しての情報提供ももちろんですし，実際に企業活動も人が足

らないとなかなか行っていけないので，実はその辺が非常に大きな問題となっていて，

そこをなんとか解消して，先ほどいろんな情報をご紹介いただきましたが，うまく連携

していかないと，個々でやっても，なかなか繋がらないし，実は知らないのだと。当然，

行政も連携してもらって，そういう情報に関しては，あそこへ行って聞いてくださいと

いうことの連携がうまくできると，もっとうまく紹介できていくのではないかと思いま

す。この連携不足を非常に感じています。非常に課題があると思います。 

座長 今のは，それぞれの団体の連携不足と，市がやらないといけないことがあると。その市

のやらなければいけないことは，どういったところが望まれているかを聞かせていただ

けますか。 

委員 ここにパブリックコメントに書かれている内容で，かなり携わらせていただいている部

分が多くて，これを読ませていただくと，おそらく 10 年以上前から，この問題や課題

を市民の皆さんは多く持たれていると思いますが，またパブリックコメントをとったと

きに，また同じ内容を書かれるということは，この 10 年間，さほど市民の皆さんに対

して変化が見えなかったと。これが一番の大きな問題だと思います。じゃあ，それをど

うするかというと，市民のニーズに対して，どういうふうに対応していくかという，コ

ントロール的な役割を市は行政が担っていただいて，関係団体，関係各所と連携して，

この問題へ取り組んでみましょうということの，いろんな協議会があったり，いろんな

戦略がありますが，なかなか下りていかないという状況も課題であると思います。実際

に動いているはずですが，なかなか市民には伝わらないところも課題があると思いま

す。横のつながりや，関係団体のつながりをもっと強化していかないと，各団体，皆さ

ん，一生懸命されているわけなんで，そこに行って聞くと，よくわかるのですが，実は

それ以外の方は，そんなに情報を知らないとか，別に垣根があるわけでもなんでもない

ですが，連携が不足しているのではないかと。 

座長 一つは市の職員がもうちょっと，各団体のなかに入って動くということが要望されてい

る，そういう考え方ですか。 

委員 市の職員の方には，そういう協議会に参加してもらっていますが，市の内部で横に繋が

っていないという現状が見える気がします。参加された職員の方が，市役所に帰られて，

こういう話がありましたということを，幹部の皆さんと情報を共有していただきたい。

その取り組みについて，どのくらいのヒアリングの説明があるか，私もわかりませんが，

その話，知らないの，この前出られていましたよねと，違う人に聞くと，いや，知らな

いとなりますので，コントロールセンター的な役割を行政に担っていただいて，情報を

共有していくなかで，そこに聞いてやりましょうということを，もう少しシステムが構

築されれば，もっと市民に対しても，われわれに対しても情報の理解度が速くなってい

くのではないかと思います。 

座長 今の話ですと，10年やってみて，結局出てきていることが同じだということなんですね。

その 10 年のなかで，逆に変わったところは，各団体さんでは，変わってきているんで

すね。商工会さんは商工会さんで，いろいろ変わってきている。おそらく市も変わって

きていると言うと思いますが，そこのすり合わせがうまくいっていないということです

か。 

委員 市政は 10 年たって，合併してからということですが，江田島市も変わっているはずで

すが，変わっていることの市民の理解度があまりなくて，変わっていないというのを，

悪くなっているというイメージの方が，増幅されていることに問題があると。その辺が

変わっていることをしっかり PR されて，江田島はこんなによくなっているというとこ

ろを重点的に PR していくところについて，市内にも，市外にもアピールしていく必要

があると思います。観光面もそうですし，いろんなかたちでやらないと，伝わらないの

ではないかというのは，非常に大きな課題だと思います。 
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委員（続

き） 

パブリックコメントの対応の書き方ですね。先ほども座長が言われましたが，取り組ん

でいきますという表現になっていますよね。検討していきます。実際に，現在やってい

くものもありますね。現在取り組みを行っているものに対しては，取り組んでいきます

じゃなくて，取り組んでいますと，はっきり言っていい，そういう書き方にしたほうが，

現在，こういう内容で実際に取り組みを行っていますという言い方にしたほうが，やっ

ているんだということは伝わりますので，それは言葉尻だけの問題かもしれませんが，

実際には市も一生懸命やっていると伝えていかないと，市民の理解を得られないと思い

ます。 

座長 今の話に解はないかもしれませんが，本質が出たような気がします。今の意見に対して

どうだというのではなくて，他に自分はこういう意見を持っているという方はいらっし

ゃいますか。 

委員 前回も参加していないのでよくわからないのですが，今話を聞いて思ったのが，10年計

画を３月いっぱいまでに江田島市が考えられて，今後の 10 年後にこうしましょうと計

画を立てられたばかりで，この話がきたのでどういうことかなと。私も勉強中ですが，

今，資料を見ても 10 年計画で市民の方の意見の言葉と，この文が，ほぼ一緒なんです

ね。今から江田島市が 10 年計画でやっていこうというのを，ここで言われている気が

して，10年計画が本当にいけばいいでしょうが，財政問題もあるでしょうが，やらなき

ゃいけないことは，ポイントポイントで出ている。今，言われたように，北海道の方が

近くに住んでこられて，自衛隊の方かなと思っているのですが，そうじゃない方も。 

委員 一般の人です。 

委員 よくこんなところに来られたと思っちゃいけないんでしょうが，この１週間でニュース

を見ていて，小林市が今，ネット上で出ていますね。あれを主人とみていて，私は熊本

出身なので，宮崎の小林市を通ったことはありますが，本当に山の方なんですね。NHK

でやっていたのが，市役所の方が来てくださいの次に，こういう仕事がありますという

のを紹介されていたので，さっき言われたように，仕事先も提案していかなければいけ

ないけれども，問題があるというのがあるんだとわかったし，そのときも，探せばある

でしょうが，まず仕事が先だと思います。委員が言われたように，仕事をするところは，

意外とあるんですね。だけど，さっき言われたように，求人を探しているので，誰かい

ませんかと私も言われるんですが，なかなかお母さんたち，どこで働いているんだろう

と思うぐらい，要は呉に出たり，広島に出たりという方が多いなというのが思うので，

島で働かないのと思うのですが，結局，そこに何かのネックがあるんだろうなと思いま

す。だから，そういうふうに，今，市も頑張って歩み出したときに，こういう意見が出

ているのは，ちょっと早めに動かなければいけないんだなというのも感じましたので，

10年計画で出せればもっともっといいのかなと思うけど，まだ歩み始めたところで，こ

ういうのが出ているんだなと。実際に高校は，うちは高校３年の子がいますが，就職が

ぼんぼん決まっていっていて，じゃあ，大柿高校の子はどうかなと，私も同級生の子ど

もさんがいるから気になりますが，就職より進学のほうが今までは多かったみたいです

が，就職も決まっていっていると聞いたので，子どもも減っているので，来年は定員割

れするのではないかという話が学校で出ています。科も減らそうかという話が出ていま

す。保護者とすれば，入りやすいのかなと思いますが，入りにくくなってきているので

はないかという不安が，塾の問題もあるでしょうし，なかなか難しい問題がいっぱいだ

なと思うけど，大柿高校は残ってほしいという保護者もけっこういます。 

座長 僕が感じているのは，さっき団体がと言われたのですが，１人１人の個人として考えた

ときに，住まれている方は不安が募る一方なのか，それとも将来に希望を持って頑張ろ

うと思えるのか，そういうところが一つ考える必要があるのではないかというところを

思うんです。将来に向かって，大変なことがあっても頑張ろうというような気持ちにな

れるまちで，人が増えていくんじゃないかと。話を聞いていると，頑張ろうよと言って

いる反面，あれというところも両方あって，マイナスのほうの考え方とか，感じている

ものをなんとか解消していかなければいけない。それを誰が解消するかというところが

あると思いますが，一つはもちろん市でしょうが，自分たちでそれをなんとかやってみ

ようというところを持つというところも重要なことではないかと思っていて，そういう

人が増えていける体制が，求められていると僕は思っています。他にご意見はございま

すか。 
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委員 うちは実は銀行で１年ぐらい，人を募集しています。おそらくもみじ銀行さんもしてい

るので，江田島支店もしています。パートさんが空くと，なかなか地元で雇えないので，

非常にそこに苦慮していて，銀行本体からも，人を派遣してもらえない状態でやってい

ます。そうなると，お待たせする時間が長くなったり，いろいろ弊害が出ていますが，

正直どこに行っても，求人の張り紙が貼ってあるので，江田島市内の就労希望者がどれ

くらいいらっしゃるのかと。先ほど冨田さんがおっしゃられたように，僕らもよく知っ

た方に，誰かいませんかと，みんなで話になっちゃうと，平田さんがおっしゃられるよ

うに，何か一つ大きな情報源があって，そこにアクセスすれば，就労希望者はこういう

方がいらっしゃいますというようなことがあると，ハローワーク的な感じですが，助か

るなと。今，仕事をやっていて，特にそう思っているので，人の確保に苦慮しています。

給料が安いのもあるんですが。 

ずっと１年半，人がいない状態でやらざるを得ない状態になって，今現状，思っていま

す。それと，そういう希望者の方の顔が見えないのが悩みです。定住やここに人が住ま

う一つの要件として交通や学校という話が出ましたが，前回も申しあげましたが，人が

居を構えるときのモチベーションは，家を建てる人たちを，どう引き込むかということ

で，そこに関していうと，海を渡ると江田島と南区宇品が 10倍の地価になるんですね，

南区宇品が 60～70万するのかな。同じ家を建てるなら安いほうがいいというモチベー

ションが働くと。実際，売れない団地も価格を 300万ぐらい下げると，あっという間に

売れるという事例が山奥のほうでもあるので，そういう意味ではコマーシャルをかね

て，例えば住宅販売業者さんと手を組んで PRをしてみるのも手ではないかと。空き地

が，どこにどれくらいあるのかもありますが，通われてこられる方もいらっしゃるので，

通う方も増えていくのではないかと思います。可部の奥から電車を乗り継いで，バスに

乗って１時間半とか，下手すると混むと２時間かかりますが，ここからだと 30分で宇

品へ着きますし，宇品界隈でお勤めの方を引っ張り込むことは，十分考えられるのでは

ないかと思っています。その辺が，先ほどから PRの話がありますが，実際，選択肢に

入っていないので，住宅メーカーさんも江田島に家を建てると思っていないですね。そ

こら辺を，少しイメージを変えていただく。実際に住んでいる方は，非常にいいまちだ

とおっしゃっている。でも，それが伝わっていないというか，定住に関心が，田舎暮ら

しがしたいという方，関心が高い方が，アンテナに引っかかっていますが，それも大事

ですが，普通に家を建てようかと思う人が，江田島もあるよねという状態に持って行く

のも，一つの手ではないかと思います。 

実際にハウスメーカーでヒアリングすると，確かにそうですねという答えは返ってき

て，感触はそんなに悪くないので，何か一つ，どこでということもないのですが，考え

られる住宅整備の話も，確か出ていましたが，マンションを建てたらどうかとか，確か

に広島市内，呉市内でマンションを買うより，安く買えるので，そういう意味で，住宅

ということも少し住まいをつくることも，計画のなかに入れて，定住者促進の一環とし

て安い家が提供できることも入れてみれば面白いかなと，やってみないとわからないこ

とではありますが。 

委員 さっき委員が言われた社協との連携で，企業が募集しますよというのが出ていたじゃな

いですか。あれを見たとき，非常に心強く思いました。結構あるじゃん，江田島にと。

私が目にしたのはそれが最初で，けっこう江田島にこれだけ求人を募集している会社が

あるんだということで，心を強くしました。やはり先ほど言われたような情報の提示，

広報するということにおいて，もうちょっとやってもらうと，もっとやり易いかなと。

できれば，よそからネットでそれが見られるような格好にしてもらうと，移住に結びつ

きやすいと思うので，今からまだまだ募集を出してもらいたいと思います。 

委員 

 

 

 

 

 

職業紹介ということで実際にただ就職できるよということだけではなくて，江田島市内

での生活の基盤として収入が必要になるので，自立支援とか，セーフティーネットとか，

非常に大きな意味がありまして，江田島のなかで，自立して暮らしていただきたいとい

うことも当然見据えていかなければいけない。先ほど連携の話をさせていただきました

が，雇用の創出は産業の育成，産業支援であったり，そういったものが複雑に絡んでい

かないと，いざ，誰かを雇用しようという方向にいかないので，そこもまた別な角度で
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委員（続

き） 

支援していますが，実際には，それは一体的なことです。ですから，先ほどコントロー

ルというのは一体的な活用によって，市外から新たに人が住まわれて仕事をされること

で，さらに経済が活性化することに繋がっていかないと，なかなか数字的に目に見えて

人口が増加していくという数値では，出てこないかなと。 

そのためには，最低限の経済的なベースを上げていかなければいけないということで，

絡み合わせることが大事だと。個々に一生懸命やっているんです，実は。今の水産業に

係っていらっしゃる方は，本当に一生懸命されています。農業に関わっている方も，一

生懸命されていると思いますが，そこをもう少しお時間をいただいて，連携させていた

だいて，同じようにさせていただくことが寛容なのではないかという気がします。そう

すると，再雇用の増加を見込めたり，財政に対しても寄与していくような取り組みをし

ていかないと，なかなか江田島市の財政基盤を構築していくことに関しても，先ほど話

しが出ましたが，先が見えていかないような状況では，江田島市に住んでいて希望が見

えていかないということになりますので，先が見えるような施策の取り組みとして一体

化が必要ではないかと思います。言うのは簡単ですがやるのは大変だと思います。それ

は誰かがやらなければいけないと思います。 

座長 話の中身が聞いていると，今，プランニングはしているわけですね。プランニングは，

大体いいところまできている。次にどうやってアクションするかというところで，皆さ

んは問題を感じているというところだと思います。やりたい人がやれるような状況をつ

くった方がいいと思うので，やりたいと言っているのに，あなたはダメですよと言うの

ではなくて，みんなが参加できる場所をつくって，そこのなかで，たくさんいれば，み

んな考え方が違うわけですから，意見を交換しあって１つ２つにまとめて，そこで動か

す，動いていくというところが必要です。それは今までやってきているはずですが，実

際に考えてみると，そこが足らない。その足らない部分を，具体的にここが足らないと

いって，じゃあ，改善しあうというところが，入れたほうがいいかなという気がするん

ですね。 

各団体，それぞれ頑張っています。一生懸命やっています。もちろん市もやっています。

ただ，何が足らないかを，あまり相手のことをつつくとケンカになると思いますが，こ

こをこうしてほしいという要望をお互いに出し合って，そこを改善しあうというところ

まで含めてアクションするところが，今後，必要になっているのではないかと思います。

情報の発信と先ほどから出ていますが，僕の考え方でいうと，市内のことなので，例え

ば市役所に張り紙をすればいいじゃないかと，聞いていて思っていたんです。ところが，

そうではなくて，皆さん，ホームページだというようなことを言われている。だったら，

そのホームページをつくればいいと思いますが，それは難しいですか。どこかが，誰か

が音頭をとらなければ。 

委員 おそらくすべてリンクして，ホームページとしては，皆さん，つくっておられると思い

ます。ただ，そのホームページを見るだけでは足らないという。 

座長 求人がここにあるというのであれば，ここに求人がありますよと，出していくというの

をやっていくサイトがあっていいと思いますが，それをやられているのではないかと思

いますが，それだけだと足らない。 

委員 そうですね。情報としては，個々に出されていると思いますが，先ほどから出ているよ

うに，情報の集約化だと思うんですね。探しだしていくのは，手間暇かかるので，それ

よりも委員が言われたように，定住促進と連携していく意味でも，あそこへ聞けば，ト

ータルで，パッケージでわかる仕組みがありますというようなコーディネートがいるの

ではないかと思います。 

座長 そんなの，すぐにつくれますよね。僕なんか，帰ってすぐつくれると思います。誰がど

ういうふうに情報を提供しあって，そういう流れをつくるかというところが難しいんだ

と思いますが。あとは，つくったはいいけど，それを誰が見るかという。一つは，住民

の皆さんがどれだけ市のホームページを見ているかというところもあるでしょうし，是

非見ていただければいいと思います。市のホームページに，リンクが切れているものが

結構あって，そういうのもあります。市だけじゃなくて。最初は皆さん，一生懸命やっ

ていきますが，いつの間にか疲れてしまって，気がついてみると，歯抜けの情報がたく

さんあるサイトになります。 
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座長（続

き） 

そういうところも考えて，息の長い連携を考える，情報発信を考える，集約も考えて，

情報発信も考えて，そういうコミュニティができていけばいいんだろうなと考えている

んです。 

うまくまとまらないと申し訳ないのですが，おそらく，今日，皆さん，ここでおっしゃ

られたことを，自分の身の回りの人たちを巻き込んで，動かしていけば，それなりの成

果が出てくるのではないかと思うんです。それがどのレベルであっても，つまらないよ

と言われているものであっても，みんなで協力しあってやっていくと，結構いいかたち

になるのではないかと。そこに行政も，どっぷりつかっていただければ，かなり動いて

いくと僕は思っていますが，いかがでしょうか。 

委員 今回，パブリックコメントがこれだけたくさん出ているのを見て，普通県の計画とかの

計画のパブリックコメントをやっても，そんなに出てくる話ではないわけです。すごく

皆さん関心が高いのかなと思っていますが，そのなかで，委員が昨年度携わった総合計

画の中身とほとんど変わっていないというところ，今回の戦略で何を目玉にして，何を

戦略として打ち出すのかというのが見えにくいんだろうと思います。重点プロジェクト

というかたちで，上がっていますが，重点のなかで，具体に何をやっていくかが，なか

なか見えていない，総合計画で上げている施策とそんなに変わっていないのではないか

といったなかで，今日出ている意見は，ほとんど定住とか人を呼び込むための住居や仕

事の戦略について，何か今回の戦略のなかに打ち出すものが欲しいのではないかと思い

ます。お金の掛かる事業を今の段階で入れ込むのは難しいと思いますが，こういう皆さ

んの意見をとりまとめて進めていきますよ的な事をこちらの戦略への書き込み，そうい

う協議会をつくりますというような具体策が見えるかたちにすると，今から市もそうい

うところに取り組むのかという期待が持てるのではないかと思います。できる範囲のこ

とが，このなかに書けないかなと。 

座長 そうですね。そろそろ時間も関係してきますので，パブリックコメントを基にして，議

題２に書いてある人口ビジョン案と総合戦略案が修正，書き込まれていることになって

います。今，パブリックコメントについて特にご意見がなければ，この２つ目の議題に

移りたいと思います。（２）江田島市人口ビジョン案及び江田島市総合戦略案について

事務局より説明します。 

事務局 （２）江田島市人口ビジョン案及び江田島市総合戦略案について【資料 2】【資料 3】 

資料２，資料３をご覧ください。（「江田島市人口ビジョン案及び江田島市総合戦略案

について」説明） 

※内容は資料 2，資料 2（追加資料），資料 2 参考資料，資料 3のとおり 

座長 質問はございますか。今のままでいくと，平成 52年には道も直せなくなるという感じ

ですね。先ほど出た意見で，総合戦略，結構ページがあるので，具体的にどうなってい

るかがわかりづらいというところはあるかもしれませんが，今後，総合戦略というもの

を市民はどうやって見ていけばいいかを説明していただけるとありがたいのですが。 

事務局 考えているのは，当然１つとしてはホームページ掲載という案が出ています。それプラ

ス，どちらかというと，人口ビジョンの方の現状を知っていただくということに評価を

当てたいと思うのですが，市の広報誌で，今話しているのは，何回か，特集みたいなか

たちで内容を掲載して，現状を知っていただいて，戦略でこういうことを考えていると

いうのを見ていただくかたちにしていこうかと考えています。 

座長 見る時間がなくて，意見をくださいというのも，非常に心苦しいですが，その時期はど

のくらいを考えておられますか。パブリックコメントの対応を公表する時期と，人口ビ

ジョンを広報する時期は，もうすぐですか。 

事務局 一応，来月のどこかでできればと思っています。必要な調整をさせていただいた後にな

ります。広報は，締め切り日の関係で，１月号ぐらいが最短で，そこからというかたち

になろうかと思います。 

座長 もうちょっと時間はあるんですね。 

委員 質問ですが，江田島市まち・ひと・しごと創生本部と記載されていますよね。この説明

をお願いします。パブリックコメントの 60番です。 

事務局 市の内部の検討機関でして，今日の会議を諮る前に，必ず開いていて，そのメンバーは

市の事業を持っているところの部長と，本部長が市長，副本部長が副市長で構成してい

る市の内部検討組織です。 
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委員 そこで提案ですが，市の内部で検討されているということですが，今日の有識者会議の

なかでも，貴重なご意見が出ましたし，この問題は前回，方針指針を出して，今日は３

回で終了ということだと思いますが，実は通年を通して検討していかなければいけない

内容ではないかと思います。PDCAをするために，ある情報として出されたことに対して，

誰が検討していくかということになると，市の内部では，検討されると思いますが，市

民の皆さんが実際にそういうのを行うかどうかということを検証する仕組みがない。で

すから，例えば，まち・ひと・しごと総合戦略という位置づけになっていると思います

ので，政府などがよくやる手ですが，総合の戦略室とか，戦略会議とか，名称はいいで

すが，定期的にこの話を，議論を，市民を交えてできる場をつくったらどうかと思いま

す。有識者会議としては方向性を出させていただく。その PDCAを誰がするかという集

まりが，そのなかでいろんな意見が新たに出ていったり，先ほど少し話しをさせていた

だいたものを市にも反映する，市民にも反映できるような組織ができれば，情報の共有

化が進んでいくのではないかという気がします。本部長は市長さんのままでけっこうだ

と思いますので。 

事務局 ご指摘いただいた PDCA の話ですが，今回の仕組み，仕掛けのなかで目標数値を設定す

るというのがあって，それについては，毎年出てくる数値で，今，こちらに盛り込んで

書いていますので，毎年の数値，達成しているかどうかという辺りで，ちゃんと伸びて

いるのかを，誰が見てもわかるような成果かどうかを，見ることはできる仕組みは盛り

込まれていると思います。それについて，今後，PDCAを回してローリングしていくにあ

たって，どういったかたちでやっていくかという，これは一つ，国の仕組みに盛り込ま

れているのは外部組織の皆さんと一緒に，成果検証をやりなさいと言われているので，

そこが１つ，それプラス，市民の方をどうするかは，やり方について，考えられる余地

があるかと思いますので，実際，どういうかたちで PDCA を回すかは，なかで検討させ

ていただければと思います。 

委員 その結果に対してのこだわりじゃなくて，今日までに皆さんでご審議していただいた内

容も含めて，また新たにいろんな問題点が見つかったり，市民の皆さんから提案があっ

たりするところの受け皿としての意味合いも大きいのではないかと思います。通年を通

してこの活動という言い方は変ですが，まち・ひと・しごとに対して市民の皆さんを交

えて議論できる場が常に開かれている，市政に反映していただいたり，われわれ民間が

参考にしたり，反映していける場があっていいのではないかと思います。ですから今年

度はこれが区切りとしても，平成 28 年度に立ち上げて，江田島まち・ひと・しごと創

生総合戦略会議とか，そういったかたちができれば，ありがたいなと思います。 

委員 非常に大事なご指摘だと思います。これは作品じゃなくて，これでできあがって完成で

すと，棚に飾るものではないので，36ページのところに，今回，検証，必要に応じて修

正を図っていきますと赤で加えられていますが，ここが肝なんだろうなと思います。

PDCAを回すプロセスに，どれだけ市民もそうですし，さっきから指摘が出ている，僕も

何人か会って話を聞いていますが，点で頑張っている人は，けっこういっぱいいます。

それがみんな孤立している様子があって，そういう人たちに，どういうふうにサポート

していけばいいか，情報発信にしても，フェイスブックで江田島へ行こうなんていうペ

ージを自分で立ち上げて，2000人以上読者を獲得している人がいたり，耕作放棄地にし

ても，井上さんのように「江田島芋焼酎てくてく」なんかを植えて，つくり始めて，彼

ともこのあいだ２時間ぐらい話しましたが，市がうまくバックアップしてくれると，も

っと信用が増して土地を預けてくれる人も増えて，実はそうなると，人も雇えるように

なると，そうすると，耕作放棄地をよみがえらせて，こういう焼酎をつくるという魅力

的な仕事の求人が，また一つ増える，それはすごい PR のネタにもなるので，ただ，ホ

ームページをつくってもどうかというのはありますが，いいネタがあれば，それはいく

らでも情報発信力を持ちますから，そういう企みをみんなで話し合いながら，ここから，

今後，具体化していきますというパブリックコメントの答えも多かったですが，どう具

体化するか，実は肝で，今の段階だと江田島市を他の市に差し替えても，別に成立する

レベルのものが割合としては多いかもしれませんが，それをいかに具体化していくなか

で，これは江田島じゃないとできないことだねということにしていくかが，すごく大事

だと思うので，いい PDCA も巻き込んだ回し方をつくっていけるかどうかが，大事なこ

とだと思います。 
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委員 ありがとうございます。個々に活躍していらっしゃる方は，本当に頑張っていらっしゃ

いますので，皆さんの気持ちがなえないような応援をさせていただきたいですね。定期

的にそういうことを話し合える場が是非欲しいですね。 

委員 情報発信しても，そういうのを含めて，今，どんな情報発信がされているか，全部棚卸

ししてみて，こことここをリンクで，こうつなぐと，すごく使う人にとってはいいよね

というところを，例えば話し合うのもプロセスの一つだと思います。 

座長 ありがとうございます。おそらく各団体に集まってくださいというと，集まると思いま

す。あとは市がどうやって係っていくかが決められれば，どういう場であっても，動い

ていくのではないかと。逆にいうと，これだけ固まっている市は珍しいと思うので，う

まくそれが互いに動いていくといいかなと思いますが，この場でどういう委員会なり，

場をつくるかが決められるかというと，なかなか難しいところがあるので，それはまた，

僕と事務局で話をして，僕も今回で終わりなので，厄介払いされたら終わりですが，そ

うではなくて，今後もつきあっていこうと思っているので，何かそういうことができな

いか検討させてください。ダメだったら申し訳ないです。意見は出尽くしたと思います。

特にご意見がございましたら，お願いします。 

 

２つの協議事項がこれで終了しました。最後に申しあげましたが，修正が必要な内容は，

座長，僕にご一任いただければと思います。事務局と調整して，最終版にしたいと思い

ます。この方法でよろしいでしょうか。問題であれば，自分も加わりたいと言っていた

だければかまいませんので，それでは僕に一任していただくということでありがとうご

ざいます。ここで最後，たった３回しかやっていませんが，皆さんのご都合がすべて合

うかたちで行えたということではないと思っていますが，逆にいうと，３回も皆さんに

貴重なお時間をいただいて，議論させていただきました。ここに書いてありますが，５

年間の総合戦略をとりまとめることができましたと書かれていますが，まとめたとは，

実は思っていませんで，PDCAのなかで，これを生かしていくために，どうやって皆さん

で動かしていくかということを考えたうえで，今後とも総合戦略をやっていくうえで，

おつきあいいただければと思います。３回でしたが，ありがとうございました。これで

総合戦略をかたちではありますが，まとめることができました。それでは，協議事項４，

その他がございます。事務局から何かございますか。 

事務局 ４ その他 

座長からもありましたように，取りあえずのかたちということで，これからまたどんど

ん進化していくべきものだと我々 も思っていますが，人口ビジョンと総合戦略をいっ

たんのかたちということで，まとめさせていただきました。お忙しいなか，お集まりい

ただきましてありがとうございました。引き続き，思いついたことなどあれば，是非教

えていただければわれわれも真摯に受け止めて取り組みに生かしたいと思います。今後

ですが，成果指標というので，総合戦略を設計していますので，実際にやってみて数値

が出た段階で，具体的にどうだったという検証のための会議を開かせていただきたいと

思いますので，そのとき，もしかしたら役職，異動がある方もいらっしゃるかもしれま

せんが，そのときはまたご協力をお願いします。 

座長 ５ 閉会 

それではこれで、本日の協議事項はすべて終了しました。皆さま方のご協力ありがとう

ございました。以上をもちまして江田島市まち・ひと・しごと創生有識者会議第３回会

議を閉じたいと思います。お疲れさまでした。ありがとうございました。 

（終了） 

 


