
平成１９年度 第１回 静岡市市民自治推進審議会 会議録 

 

 

１ 開催日時  平成１８年４月２７日（金）１０時３０分～１２時 

 

２ 開催場所  静岡市役所 静岡庁舎新館９階 特別会議室 

 

３ 出席者  【委員】 

石光委員、大西委員、織田委員、小野寺委員、木村委員、 

柴田委員、玉置委員、辻委員、日詰委員、 

        〔欠席〕 

        前山委員 

       【市側】 

        高鳥総務局長、鈴木企画部長 

       （事務局） 

        加藤都市経営課長、畑参事、野田主査、鈴木主査、安藤 

        

４ 開 会   事務局長（加藤都市経営課長） 

 

５ 委員の委嘱 

 

６ 議 事 

 

日詰会長  ：  議事次第に基づき始めさせていただきます。 

         それでは、自治基本条例及び市民参画の推進に関する条例（以下「市民参画

推進条例」といいます。）について、資料 1 を説明していただくと同時に、今日

はビデオが用意されていますので、それを拝見しながら市民参画の推進に関す

る条例や概要について、皆さんと知識を共有したいと思います。 

        それでは事務局より説明をお願いします。 

事務局（野田）： 自治基本条例と市民参画の推進に関する条例の概要について説明させていただ

きます。 

        議事の１と２の審議会の役割について重複するところがありますので、合わせ

て説明させていただきます。 

       当審議会は２つの条例を所管するので、非常に難しい要素もあります。 

市民の方に広く周知するとともに、小中学校の社会科の授業で活用していただく

という考え方で、自治基本条例の広報ビデオを昨年度一年かけて作成しました。

２０分程ご覧ください。 

 

             （自治基本条例の広報ビデオ鑑賞） 

 

事務局（野田）： 自治基本条例は市の最高規範として位置づけて、条文の中でもそれを明確にし



ています。 

        自治基本条例では、ビデオの構成がそうあるように、市民、市議会、行政、そ

れぞれの役割をまず明確に規定しています。 

        次に、それをどのように連携してまちづくりをしていくかというところに、自

治基本条例のひとつの目的があります。その中でキーワードとなるのが協働、市

民参画ということになります。 

        まず、市民参画推進条例の概要説明ですが、資料 1 をご覧ください。自治基本

条例を動かす上で非常に実効性のある１つの制度として、市民参画手続という制

度を設けています。こちらはビデオにもありましたとおり、市民ワークショップ

やパブリックコメント、タウンミーティング、審議会等という４つの手法がある

のですが、今までの運用は行政に裁量の余地がありました。静岡市では、実際に

は、かなりの部分で行われていましたが、統一した基準がなかった、つまり制度

として確立していなかったという現状がありました。そこで、市民参画推進条例

を一昨年から２年間をかけて制定に向けての作業を続けてまいりました。 

        資料１の行政マーケティング、市民ニーズの把握、行政評価も、当審議会の中

で議論していただいた上で盛り込んできた経緯があります。 

具体的な市民参画手続の説明ですが、市民参画推進条例の中に、７条と 10 条があ

り、ここでは市民参画手続をしなければならないものを規定しており、例えば、

10 条については 4 つあります。 

１つ目は、市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定改廃を行うとき。

２つ目は、市政及び各行政分野の基本的な事頄を定める条例、規則等の制定改廃

又は計画等の策定若しくは変更を行うとき。３つ目は特に市民の皆さんの関心が

高いところですが、大規模な公の施設、例えば図書館、公園を建てるときには必

ず市民の皆さんの意見を聞きます。４番目としては、これら以外に重要なものが

あれば、市民参画手続を行うということです。 

大規模な公の施設は、市民参画推進条例の解説書の中に明確に規定しておりま

すが、建設費が３億円、若しくは総事業費１０億円のものは必ず行うということ

になります。こういう対象となったものを行政で手続として使いこなしていくこ

とになります。 

実施基準ですが、適切な時期、一般的には早い時期が良いと言われていますが、

１つは予算反映を目途にしてその事業ごとに行っていきます。どういう観点から

手続きを行うかというと（資料１の図１より）、意見を広く求めること、そして、

議論を深めていくという 2 つの考え方で施策をまとめあげていくことになります。

これが市民参画手続の概要です。 

あくまでも手続の実施主体は行政になりますが、それを形式化しないような形で

実効性のあるものとしていくために、年間の市民参画手続の実施計画やそれに基

づいて行った実施状況については市民の皆さんに公表します。特に、実績につい

ては市民自治推進審議会に必ず報告するというのは条例で規定しております。少

なくとも毎年最低 1 回は報告が必ずありますので、そこで委員の皆さまに審議し

ていただき、頂いたご意見等を市民参画手続の発展にフィードバックさせていく

というような仕組みです。 



次に、当審議会の役割ということで、資料 2 をご覧ください。左側に自治基本

条例に基づく役割、右側にこの 4 月 1 日に施行した市民参画推進条例に基づく役

割を追加した形になります。市政運営においても非常に重要な条例です。その中

で役割が明確に定めてあります。 

自治基本条例では、大きな役割として、まちづくりの推進に関する市長の諮問

機関として位置づけられています。昨年度においては、市民参画推進条例の素案

の取りまとめについて諮問し、昨年の９月に条例素案要綱として答申をいただき

ました。このように、まずは市長の諮問機関としての位置づけがあります。 

市民参画の推進に関する条例に基づく役割は、市民参画手続の監視機関であり

ます。市民参画制度を構築したとしても、使いこなして始めて市民参画が推進さ

れます。こちらは行政の監視だけではなく、市民の関心が現段階ではかなり低い

と言わざるを得ません。そういった中で、この条例を行政、市民、相互に定着さ

せ、市民参画を主体的に推進していく役割を担っていくことになります。 

市民参画推進条例の 18 条では、当審議会は自主的に市民参画の推進に関して、

必要がある場合には意見をすることができることとしています。行政は、毎年、

この条例に基づき市民参画手続の実績を報告することになります。そして、当審

議会でそれに基づく審議をしていただいた上で、市民参画の推進に関するご意見

をいただくという仕組みです。今後は、まちづくりの全般に係るご審議が必要に

なることもあります。かなり重要な局面もあるかと思いますが、ぜひともよろし

くお願いいたします。 

以上で、条例と当審議会の役割についての説明を終わります。 

日詰会長 ：  ありがとうございました。 

        私や木村委員、小野寺委員は市民参画の推進に関する条例については、親しみ

をもって受けとめ、また石光委員にとりましては、自治基本条例に関しての認識

もおありだろうと思いますが、他の皆さまはどうでしょうか。今日、この場で質

問したり、理解を深めるのは難しいとは思いますが、もし今、説明を受けた中で、

またはビデオを観た範囲の中で何かわからないことがありましたら率直なご意

見・ご質問を出していただいて、皆さんと一緒にこの２つの条例の理解を深めて

いければと思うのですが、どうでしょうか。何かありましたらお願いします。 

玉置委員 ：  ビデオを観ながら、この審議会の自分自身の委員の役割について考えたのです

が、市民参画に関して認識が低いとお話があったわけですが、一応、市民を代表

している者の役割として、私たち自身が何をすべきかということについても、も

う少し議論してもいいのかなと思います。ここに来て、討議するだけでなく、当

然皆さんいろいろな市民活動をされてますので、その中でこういった審議会があ

る、こういう条例があるということを宣伝するべきだと思います。もう少し市民

自治についての役割があってもいいのかなと、そういうところを確認したいです。 

日詰会長 ： 審議会委員の役割と責務をどうしましょうか、ということですね。 

事務局（野田）： 玉置委員のご意見は、当審議会としては喜ばしいことです。 

昨年度は、条例という非常に難しいテーマをご審議していただいたということ

があるのですけれども、今年は審議を通して玉置委員がおっしゃられたような必

要がある議論をしていただき、行政に審議事頄を伝えていくことで、それをどの



ように行政運営に活かしていくかということがテーマになるかと思います。 

玉置委員 ：  私は、例えば市民自治に関わって業務にお役に立てることがあれば、声をかけ

ていただき、審議会の議論の場だけでなく、その中で活動していく形でもいいの

かなとイメージしてきました。 

事務局（加藤）：自治基本条例や市民参画推進条例は作っただけでは意義はありません。やはり市

民の方がこの条例を認知し、活用していただく、いわゆるＰＲ活動が大切だと考

えます。 

        昨年度も自治基本条例の公開講座を市内２ヶ所程で行いました。その際は、木

村委員のご協力もいただきました。ただ、条例の説明をしても面白くないもので

すから、参加していただいた市民の方と事務局が寸劇を行いました。このような

工夫を凝らした形で条例をＰＲしていく必要があります。また、公開講座を開催

してもなかなか市民は集まりません。そのためにも、例えば小学校に出向くなど

の方法をこれからもいろいろ考えていきたいので、そのときにぜひメンバーにな

っていただいてご協力いただければと思います。 

木村委員 ：  玉置さんの発言、非常に重要なことだと思います。これまでの２年間、第１期

審議会の委員をやらせていただきましたが、タウンミーティングの時のエピソー

ドになりますが、市民参画推進条例のなかで、市民の責務という言葉があって、

それに僕の友人が非常に反発しまして。責任じゃないですか。市民参画しようが

しまいが、それは市民の自由だと思う、それを行政側から責任という形で押し付

けているというのは非常に心外だというような率直な発言で。私は条例作りに参

画しているのであり、これは行政が作っているけど、自分たちで作ったつもりで

すよと申し上げました。事務的には行政で条例を作っていますけれども、われわ

れがコミットしたのは、対等の立場で、むしろ事務局にやってもらっているのを

作ったのはわれわれなのだという気持ちでやったのだから、行政にだけ責務を押

しつけておいて、市民はそれをもうちょっと軽い表現にするのはおかしいのでは

ないかという話をしたことがあります。その方の発言で非常に勉強になったのは、

「審議会の委員だって権力の 1 つですよ」って言われたことです。 

   我々も一般市民のつもりですけど、自分にはそのつもりはなくても一般の市民

から見ると、市の委員をやっていること自体が権力者の片隅にいるみたいな捉え

方があると思うのです。市民サイドから見た重要な指摘だなと非常に心に残りま

した。 

        これ以外にもいろいろと委員会を経験させていただいていますけれども、いつ

も自分が考えていることは、我々は市民を本当に代表しているのだろうか、代表

できるのだろうかという思いを大事にしたいなということです。 

  今日の会議でも出ましたが、市民のまちづくりに対する関心が低いということ

に関してですが、低いから誰が悪いということでなく、その状況が現時点では普

通だという言い方をした方がよいのではないでしょうか。我々が低いということ

自体が、非常に権力的であるし、エリート的であるということになると思うので、

慎みたいなという気がしております。 

        確かに外から見ると、我々は邪心や野心がなくても限定されたメンバーだけが

会議のうえで議論をしているというイメージがあるのかもしれません。そういう



ものをなるべく払拭していく必要があると思います。（その具体的な例として）去

年ですけれども、タウンミーティングを市内６ヶ所で行った時に、自分が市民を

乖離しているとまずいなという恐怖心がありまして、招かれざる客だったんです

けど、６ヶ所のタウンミーティングのすべてに出席させていただきました。実際、

審議会の委員が出てきて、煙たがられていたかもしれないですけど、参加してし

まいました。結果的にそのタウンミーティングに出てきてくださる市民と直接顔

を見て話をするのは、非常に勉強になりました。悪気がなくても何らかの距離が

結果的に出てしまうところを、こちらから少しでも近づいていきたいということ

で、非常に勉強になりました。 

        玉置委員がおっしゃったように、それぞれの委員さんは、これが生活の最優先

の役割ではないので、事情によって動けない方もいらっしゃるとは思うのですが、

審議会に出るだけではなくて、いろいろな形で自分たちが市民に近づいていくと

いうチャンスを作っていくことも大切なことだと思います。自分がやってみて非

常に良かったので、そういう努力をこれからもしたいと思いますし、委員の皆さ

んも審議会の限られた時間だけで話をするのではなくて、もう少し話ができる時

間があればと思います。 

石光委員 ：  玉置委員のおっしゃったことに、私はすごく嬉しく思いました。それでお伺い

したいのですが、自分がいいように解釈したのかもしれませんが、ただ回数を決

められて会議の場に来て、事例などをみて議論するだけでは、十分とは言えない

気がするのです。他にもっとやれることがあるんじゃないかと言ってくださった

ことがすごく嬉しく思ったのですが、今まで何年かこの条例に関わってきて、勉

強会をやったり講演会をやったり、一緒にＰＲのことをやったりといっても、な

かなか市民に来ていただけません。そのような状況の中で、私たち清水ネットの

自治基本条例プロジェクトもちょっとした開店休業のような状態です。一般的な

日常の生活を考えてみますと、仕事をして家へ帰って一家団欒して趣味に出かけ

るというくらいが一日のパターンなのではないでしょうか。その中で、まちづく

りについて、気がついたらこんなものが出来てしまって、いったいこれはどうし

たのということを後で気がつくというのが一般的なのではないでしょうか。まち

づくりに自分たちが関わろうというところには行き着かないのですね。毎日の暮

らしで手一杯っていう市民の方が多いと思うのです。私たちがいろいろ呼びかけ

をしましても、なかなかそういう所には来ていただけなくて、良い条例ができて

もそれを知っている市民も少ないし、使う機会も少ないので、市民に広く周知さ

れ、様々な事例があがってそれがここで審議されるといいなと思うのです。 

        大西委員が自己紹介のときに市民の意識ということをお話になったのを伺って、

私は清水ネットのプロジェクトに大西委員に来ていただいて、勉強会をできたら

なと思いました。例えば外国の市民はどういう意識を持っていて、それはどうい

うふうに生まれてきたのか、日本との文化の違いはあっても日本の静岡市の市民

として、どんなふうにしたらもっとみんなが幸せになるような意見が行政に反映

できるようになるのか、ということについての勉強会をみんなでしてみたいと思

いました。勉強会に、各委員の皆さんにお友達を連れてきていただいてまた一緒

に勉強して、どうしたらそういうことがもっと広まって、これが名実共に、静岡



市の憲法に成りうるかという活動を一緒にしていただけると私はすごく嬉しいな

と先程から自分の頭の中で考えていました。 

        新しくそういったことに関心を持っていただいた方に、お仲間を連れてきてい

ただいて、関心をもっと広めていただけるようなことを委員としてやっていただ

けると、ただこの場に来て事例をみて審議するということではなく、自分たちの

暮らしの中での市民活動が見えてくるのではないかなと思いました。また、その

際は、お誘いしますのでよろしくお願いします。 

柴田委員 ：  まさに意識の低い市民であったと私は思っておりますが、今般、こういう主要

な条例が、かなり整備されてレールが引かれましたよね。したがって、市民の方

がどのようなものにどうやって参画できるのかということが明確になってきたと

思いますので、この機会は、様々なＰＲをしていくチャンスなのではないかと思

いました。若干、私自身もそうなのかもしれませんが、市民の中には、機会があ

れば参画してみたいというような意欲のある方が多くいらっしゃるのではないか

と思うのですが。去年、意識調査を実施したと思うのでが、その中でやはり機会

があればやってみたいと思われた方が５割以上いたかと思いますが、サンプル的

には 3,000 人位の回答であったと思うのですが。それをもってすべて判断しては

いけないとは思うのですが、そういう方がかなりいるのではないかと、私は推測

しました。そうすると、その方たちが機会があればと思うところは、「どうしたら

いいのかわからない」、「自分に何かできるのだろう」「自信がない」とかそういう

ところにあるのではないかと思うのです。その方たちが一歩踏み出せるような、

背中をちょっと押すようなお手伝いができたらいいなと思いました。 

大西委員 ：  先程、市民の意識についての意見がでましたが、やはり木村委員がおっしゃっ

た、市民参画といってもそれは市民の自由だからということもあって、基本的に

北ヨーロッパなど私のいた地域でも事足りている人たちは積極的には参画しませ

ん。例えば、過疎地域に住んでいたり、特に保育所がなかったり、老人が集える

ような場所がなかったり、そういったネットワークが行き届いていない地域の人

たちで困っている人たちが、参画するべきことになります。そこにＰＲをしてい

ってそういった人たちが「こういう制度があるのだ、利用しよう」という基本的

にそれで成り立っているような形でしたので、静岡の場合も山間部も奥までかな

りありますので、都市部に住んでいる人たちにはちょっと見えてきにくいような

不便であったり困っているところ１つ１つにこういった制度を利用して、より良

い生活に近づいていくような活動になればいいのではないかと、この審議会に出

席する前に思っていたのですが。 

ここで具体的な質問させてもらいたいのですが、ワークショップとはどういった

組織というか、いろいろありえると思うんですが、どういう人たちが企画してい

るのかということをお伺いしたいんですが。 

日詰会長 ：  事務局の方で大西委員の質問に答える素材がありましたら、ご紹介いただけま

すか。 

事務局（野田）： ワークショップ自体が輸入されたもので、最近特に行政では定着しつつありま

す。ワークショップ自体が会議の一形態を指します。その運用については、具体

的には、条例施行規則で規定しています。 



        内容は、手法が多様であるため、職員研修等を実施するなどして、ファシリテ

ータの技術を１つ起点にしてあとは作業内容どのようにしていくかというのは、

その施策に応じて各事業課が行っていくということを想定しています。      

大西委員 ：  行政側が主催者として実施するという考え方でよろしいのでしょうか。 

事務局（野田）： そうですね。市民参画手続の主催はあくまで行政です。 

日詰会長 ：  その一方で、市民が主体的に何かフォーラムを設けるというのも、別に排除し

ているわけではなく、先程も出てきましたけれども、行政マーケティングという

のがあるのですけれども、市民側がいろいろなフォーラムを開き、そういう場を

設けて政策を提言していくようなことも視野に入れ、いいものがあれば受け入れ

ていこうという精神は入っています。 

織田委員 ：  私の場合には、経済同友会を代表して来ていますので、ある意味責任が重いと

いうように感じています。商工会議所であるとか、以前もＳＳシティ推進協議会

などの役員もやらせていただいているので、ある意味そういう団体の意見集約を

した中で私の意見をなるべく言いたいと思っております。 

        今、ここでの意見は経済同友会としての意見ではなく、私個人の意見として聞

いていただきたいのですけれども、私は、合併協議会などで８０回のタウンミー

ティングをやった中で、もちろん全部には出席していませんが、半数以上は出席

をした経験があります。市民感情からすると、合併の是非の論議ですから当時は

非常に賛成派、反対派、いろんな方からご意見をいただきましたし、我々委員な

どはむしろ行政の一員といいますか、反対側の方からすれば、合併を推進してい

る委員だというふうに思われますし、いろんな意味で非常に反発も強かったです

し、嫌がらせもありました。当時は青年層の代表として、最も基本的な考え方と

して、行政がいろいろなことをやろうとするのに対し、市民の皆さんは従項であ

る、非常に理解がある、積極的に協力をしてくれるというふうに私は感じました。

ただ、こういうことをやるからみんなで参加しましょうというその参画意識とい

うのは、先ほど言われたようになかなか出てきません。ともすると、ＰＲしてな

いから市民が参加しないのだということなる。相当お金をかけてやっているのだ

けど、なかなか参加していただけない。 

       日本の特に地方においての市民の参加形態というのは、町内会があって町内会長

があって、ドブさらいから何からみんな町内でやって、何か問題があれば町内会

長が町内地域の市会議員の先生方にお願いをして、いろんなことを行政に意見を

出していくというのが我々の元々の形だったわけですね。しかし、防犯対策など

の施策については、全体の意見集約のもとで行っていく必要がありますし、その

ような施策は非常に多くあると思うのです。全体的な市民参加意識を高めていき、

もって市民に参画していただくことが重要です。特に、合併問題などは、まさに

そのとおりで、全市的な意識が高まらないと結果が出せないということでタウン

ミーティングをやったという記憶があります。 

        そういう意味からすると、我々委員も、それぞれの立場で出席していることと

思いますが、私の意識としては、経済界を代表して私が関係しているいろんな団

体の意見を集約して、ここで発言したいと思います。私と意見交換をされた方々

の意見を代弁して、ここで意見を言いたいと思いますし、様々な団体に声をかけ



て参加意識を高めていただきたいと思っております。そのような意味で法人とい

うのは市民に含まれるということでよろしいのですね。 

事務局（加藤）：そうです。自治基本条例では市民です。 

織田委員 ：  法人も市民の 1 人。そこで働く社員も市民であるという認識でいいわけですよ

ね。そのような意識で関わっていきたいと考えています。 

辻委員 ：   この条例に関して私自身は平均的な市民だと思うのですが、条例の名称もなか

なか馴染みがないし、タウンミーティングも、そういえば私も行ったなと思った

のですけど、それが即これに繋がっているとの実感がありませんでした。行政の

方が一生懸命やっているのは分かっているのですが、開催日が何かとぶつかった

り、参加予定を立てる上で、開催情報が前もって十分に伝わってこないような気

がします。 

        広報を一生懸命していらっしゃるにもかかわらず、一部の人しかタウンミーテ

ィングにも参加してないし、この寸劇も一部の人しか見なかったと思うのですね。

そういうのはもったいないし、そういうことをやるのはどうすればよいのですか、

みたいなことで投げかけて、市民の力でやっていけばもっと広がっていくかなと、

このタウンミーティングと寸劇のことで私は感じました。 

        また、広報という観点からは、もう少し誰にでもわかるような簡単な名称（条

例名）をつけてもよいのかなと思います。○○○条例では、市民一般には十分に

は浸透していかないような気がします。 

小野寺委員：  今、皆さんのご意見を伺いまして、新しい委員の方がたくさん加わってよかっ

たと思いました。 

        前の２年間も一生懸命、市民参画の推進について考えながら新しい条例を作っ

たわけですが、やはり、今日、辻委員が言われたみたいに、名前が難しいという

意見が最初から出て、中身ももっとわかりやすくと言いながら法規上出来ないと

いう議論の中で、現在の条例になったという経緯があります。 

        でも考えてみれば、今のビデオのように「静岡市まちづくり憲法の紹介」でも

いいわけですよね。愛称が。条例という言葉にこだわらなくて、広めるときは違

う言葉でもよかったのではないかというように、目を開かされたというような思

いがしましたし、ＰＲの件で急に思い出したのですが、木村委員は男女共同参画

の委員もされていますが、アイセルという市の施設がありますよね。アイセルは、

女性会館と公民館が一緒になった複合施設なのですが、男女共同参画の団体登録

をしていたことがあるのですが、そこでは登録して最初に説明会を受ける前に、

男女共同参画のビデオを観させていました。しかし、公民館では同じ日に同じよ

うにたくさんの人が集まる説明会があっても男女共同参画のビデオを観させない

のですね。男女共同参画の方に登録している団体は十分意識がある方なので、わ

ざわざまたビデオを観る必要はない。しかし、せっかく製作した良いビデオを、

なぜ同じ日に集まった公民館の方たちにも観せないのか。そういう施設の中で説

明会をやるのに、たかだか１５分のビデオなのですけど、１５分でも十分伝えら

れる場があったのにできなかった。そういう機会を上手に活かしていないような

気がしました。 

        自治基本条例あるいは市民参画推進条例に関して言うと、ピラミッド型の上の



ほうにあるいろいろな団体、経済同友会やＪＣなどたくさんの企業家の方々が、

まちづくりを営まれているので、そういうところにも、もっと上手にもっていけ

るのではないかという期待感を今日は持ちました。                                                 

木村委員 ： ビデオの感想を言い忘れていましたけど、観ていまして非常にわかりやすい。多

分これを観る方々は、自治基本条例や市民参画推進条例を知らない状態で、わけ

がわからなくて突然観せられるという形になると思うのですが、観念的なＰＲで

はないので、とてもわかりやすいし、観ていると静岡のまちが素敵なまちに見え

てくるような気がしました。（笑） 

        考えてみますと、２年間私たちはご一緒に活動していくのですけれども、規定

どおりで最低限でいきますと４回しかお会いできないのですね。しかもせいぜい

２時間か３時間。私は会議が終わってから、こういえばよかったとか、あの発言

よりもっといいアイディアがあったのではないかとか終わってから出ることが結

構あったりします。実はこの市民参画推進条例の双子みたいに、市民活動推進条

例を作った方の協議会では、委員の合意を得まして、メーリングリストを作って

います。これは行政では多分できないので、委員で立ち上げて、行政の方の担当

者のメールアドレスも登録して、結果的には会議の通知や諸連絡に使うのと同時

に、意見交換などにも活用しました。スケジュール調整もそこでできますし、も

う前年度で終わっているのですが、市民活動促進条例の解説書ができあがったも

のを添付で投げてきて、ぜひ意見をくださいということで活用しました。ですか

ら全員の方、メールアドレスをお持ちでしたら、立ち上げていただけたらと思う

のですが。 

        市民と我々とのコミュニケーションも大事だけど、市民とのコミュニケーショ

ンを進めていく、我々委員間のコミュニケーションも十分にとっていく必要もあ

るかと思いますので、できたらそういうものを補助手段として持っていたらいい

なと思いました。すでに前例はありますし。女性会館の方のメンバーでも、非常

に活用されていますので提案といいますか、希望を申し上げます。 

日詰会長 ：  皆さまの決意表明をしていただいたというような気がいたしますが、基本的に

は当審議会というのは市民参画を中心に展開している審議会でありますので、や

はり「行動する審議会」なのかなと思うのですね。ですから、思い立ったことは

評論家的にここで、云々言うのではなくて、実際にそれが実効性を持つように自

ら実行に移していくことや、あるいは、行動していくということを、委員の皆さ

ま一人一人がお考えとしてお持ちでいらっしゃるので、それを確認できましたか

ら、それをこの２年間私たちが「行動する審議会」ということで進めていければ

いいなと思いました。 

        特にこの２つの条例は、まだ市民の皆さまには十分にご理解されていない部分

がありますので、そちらの方のＰＲやあるいは理念をいろんな形でお伝えできる

ような、そういったミッションを我々が自覚する必要があると思います。 

        織田委員も経済界の方で、ぜひこの精神をお伝えいただくと同時に、私たちも

いろいろな所でこれを市民の方々に語りかけていくということを、ぜひやってい

きたいなと思います。 

        そのような考え方で２年間やっていきましょう。よろしくお願いします。 



       先ほど木村委員がおっしゃられたように、メーリングリストの件ですが、もし事

務局の方でご配慮いただけるならぜひこの審議会のメーリングリストを設定して

いただければと思います。ご検討ください。 

木村委員 ： 事務局で立ち上げるわけにはいかないでしょう。 

事務局（野田）：難しいところがありますが、検討してみます。 

木村委員 ： 委員の有志で勝手に立ち上げた中に、職員さんのメールアドレスを入れちゃうと

いう形では。 

織田委員 ： 質問なんですけど、議題というのは事前にその都度いただけるのですか。 

事務局（加藤）：通知文に次回はこのような形での議論をお願いします、ということでお渡ししま

す。 

織田委員 ：  組織としての合意などが必要と思われるものについては、事前に資料等をメー

ルでいただけると有り難いです。 

日詰会長 ：  それでは、今年度のスケジュールについて、事務局より説明願います。 

事務局（畑）： 19 年度の市民自治推進審議会のスケジュールということでお手元に、 

資料３が配布してございます。４月は本日の会議となり、第２回は６月に、市民

参画の推進に関する条例の運用などの審議を予定しております。 

10 月頃に第３回、市民参画手続の運用状況と条例の周知方策についての審議を

予定しております。 

そして２月ですが、第４回を予定しており、来年度の市民参画手続の運用状況

と自治基本条例の運用状況についての審議を予定しております。 

日詰会長 ：  ありがとうございました。 

        先ほど、課長に確認したのですが、開催予定以外に若干必要に応じて開催する

ことも可能であるということなので、今、皆さまの方で、こういうことについて

もっと必要があるのではとご提案いただければ、それに基づいて審議会の開催を

することもありえますので、ぜひそういったことは積極的にこちらの方にお寄せ

いただければと思います。 

       それでは本日の議事は以上で終了いたします。 

 

７ 閉 会  事務局長（加藤都市経営課長） 
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