
平成１９年度 第２回静岡市市民自治推進審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成１９年７月１８日（水） １０時～１２時 

 

２ 開催場所  介護認定審査室１ 

 

３ 出席者   【委員】 

         石光委員、大西委員、織田委員、木村委員、柴田委員、 

         玉置委員、辻委員、日詰委員、前山委員 

        〔欠席〕 

         小野寺委員 

        【事務局】 

         加藤都市経営課長、畑参事、村岡参事、野田主査、鈴木主査、安東 

 

４ 開 会   事務局長（加藤都市経営課長） 

 

５ 議 事   

 

日詰会長：   議事は、3 点ほど用意させていただいていますが、その第 1 点目ということで平成 19 年

度市民参画手続に関わる実施計画について、資料１－１と１－２に基づき事務局の方から説

明をお願いしたいと思います。 

事務局（畑）： では、資料 1－1 と１－２を一括して説明させていただきます。まず、資料１－１ですが、

市民参画手続の実施予定一覧ということで 19 年度に予定しております市民参画手続を取り

まとめて一覧にしたものです。立案段階における市民参画手続が 47 件、実施評価段階にお

ける市民参画手続が 17 件、合わせて 64 件が対象となります。内訳としましては、立案段階

における 47 件のうち条例制定関係が７件、行政計画の策定変更が 31 件、大規模な公の施設

等の設置が３件、その他施策が６件となっております。表の見方ですが、（1）条例の制定改

廃が 7 件ございます。（2）として行政計画の策定・変更が裏面まで続いておりまして、（3）

が大規模な公の施設等の設置というような表になっております。 

        この表の項目の右から３行目の欄ですが、市民参画手続の方法というのがございまして、

例えば 1 番の静岡市行政手続条例の一部改正ということでは、市民意見提出手続ということ

でいわゆるパブリックコメントを実施することになっており、時期は 10 月以降、所管課は

総務課というような見方です。市民参画手続を見ていきますと、一件当たり複数の手続をや

る場合がございます。これをカウントしていきますと全部で 88 件手続がございまして、そ

のうちパブリックコメントは 27 件、ワークショップは５件、市民意見提出手続は 50 件、意

見交換会が６件というような状況になっております。これについては以上でございます。 

       資料１－２について説明させていただきます。今、申し上げました市民参画手続の対象施策

ということで資料をご用意させていただいております。 

   静岡市市民参画の推進に関する条例第 10 条第１項では、本市における市民参画手続を実

施しなければならない最低限の基準ということで同項第１号から第４号まで具体的に対象

事項を規定しています。第１号では、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、第２号では、市政及び各行政分野の基本的な事項を定める条例、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、第３号では、大規模な公の施設の設置に

係る基本的な計画の策定又は変更を行うとき、第４号では、前 3 号に掲げるもののほか、市

民の生活、事業、活動等に重大な影響を与えると実施機関が認めるとき、という４つの基準

を規定しています。 

        その下に条例第７条第 1 項というのがありますが、これは条例第 10 条に基づく市民参画

手続の対象には該当しないけれども、市政運営において市民の関心度や市民に与える影響等

を勘案して市民参画が必要であると認める場合には、積極的に市民参画手続を実施するとい

う規定でございます。 

       申し訳ございませんが、今の資料１－２の条例第７条第１項（4）ですが、ミスプリがござ

いまして訂正していただきたいのですが、（1）から（4）までには該当しないがというとこ

ろがございますが、（1）から（3）までの誤りですので訂正のほどよろしくお願いします。 

        このように条例第７条及び第 10 条で対象範囲となったものをこの表に取りまとめていま

す。これにつきまして皆さまのご意見等を伺っていきたいと考えております。 

日詰会長：   事前に委員の皆さまの方には資料が配布されていますが、資料 1－1 の方には市民参画手

続の実施予定ということで全部で 64 件の議案がまとめられております。１－２の方は市民

参画の推進に関する条例に基づいてどういう項目がこの市民参画手続の対象になるのかと

いう、その整理をしたものがあるのですけれども、特に資料１－１の内容につきまして皆さ

まの方からご質問とかご意見がありましたら伺いたいと思います。      

柴田委員：   資料１－１の方なのですけれども、これを見る前の想像では参画手続の一番メジャーなも

のはパブリックコメントかなというふうに思っておりましたが、実際こうして 19 年度の計

画を拝見させていただきますと審議会というのが 57％位を占めておりますよね。19 年度に

限ってなのかもしれないですけど、市民参画手続における審議会の重要性というのがあるの

かなというふうには感じました。今後、この辺も踏まえ検討していった方がいいのではない

かというような感じがいたしました。 

事務局（加藤）： 資料１－１の条例のところに審議会等というのがありますが、審議会等で条例の素案的

なもの、例えば、昨年度の当審議会では、市民参画の推進に関する条例の素案を作りました。

それを今度はパブリックコメントに付すことで二重の手続を取る、そういう形が今後標準的

なケースになってくるのではないでしょうか。 

柴田委員：   いずれにいたしましてもかなり審議会が多いと、それが効率的ということではあると思う

のですけど。それも重要な参画手続の一つだなと、かなりウエイトが大きいのかなというよ

うな感じを持ちました。 

事務局（加藤）： 本市では、積極的に委員さんの 2 割以上は公募委員を入れなさいということになってい

ます。 

玉置委員：   今のことに関連するのですが、ここには条例第 10 条 1 項には市民参画の手続は実施しな

ければいけないという基準が示されていますが、手段的に何をすべきかということまで示し

ていただきたい。1 個ずつなぜこれを選んだかという理由を聞くのは大変だと思うのですが、

それが適正であるかというのは今の話と関連していて、パブリックコメントを求めるべきだ

ったのに求めなかったのかという判断がどこかであってもいいのかなというのはこれを見

て感じるのですが。 

事務局（野田）： 玉置委員のおっしゃるとおりで、条例ではパブリックコメントを実施原則としてあげて

います。ご存知の通りパブリックコメントは、インターネットを活用したり、郵送またはフ

ァックス等多様な方法で広く市民の皆さんに意見を求める手法ですので、基本的には原則と



してあげています。 

  その中でパブリックコメントが結果的に 27 件となっているのですけれども、それを活用

しない政策につきましては、例えば地域性が強いものであったり、翌年度に意思決定をする

ために、本年度は来年度に向けての前章戦という形で市民参画手続を行うというものもあり

ます。それぞれの施策の特性の中で、地域性があったり、合意形成を重視するものについて

はパブリックコメント以外の手法を使うというような形です。この資料１－１には、１から

５までの区分がありますが 1 から４につきましては主に立案段階ですので、条例や計画その

他の施策について今年度から来年度にかけて検討していく企画段階です。５は施策の運営管

理という形で、施設管理であったり、若しくはすでに策定している計画の進捗管理への市民

参画手続となっています。この施策の実施、評価段階では、コンパクトに議論できる審議会

の活用が多くなっています。従来審議会等の制度は市民参画推進条例が制定される前から地

方自治法で認められている制度でもともとある制度です。そのため、審議会の活用が多くな

っています。 

条例では、パブリックコメントを実施原則にしていますが、各施策の特性に応じて、それ

ぞれの施策に適した方法がある場合には、パブリックコメント以外の方法を選択することも

できます。運用基準としては、前回解説書の方をお渡ししたと思いますが、さらに運用マニ

ュアルを作成しておりまして、その中に詳細な基準を明記して、条例運用を行っています。 

柴田委員：   資料 1－2 の方の１から４までの項目については、特に運用マニュアルの方に書かれてい

るのでしょうか。条例を見る限りではここの違いがわからなかったのですけれども。 

事務局（野田）： 例えば、条例第 10 条に該当する対象事項につきましては条例解説書の方でもかなり詳し

い部分を書かないと行政の裁量が働いてしまいますので明確にしています。条例第７条につ

きましても、その対象となる施策について、マニュアルで整理しています。 

玉置委員：   この市民参画手続の手法自体はとても明確なのですが、そのマニュアルに例えばいつ実施

するのかというタイミングに関する基準は設定しているのでしょうか。また、予算編成時に

おける情報収集も非常に重要です。それによって立案の方法なども含めて市民参画手続に影

響してくる。パブリックコメントによる市民意見がホームページに出ていても、その意見が

1 件もないという事実もあるのですが、それ以前に、どういうふうに計画、情報収集して、

これはどう解決しなければいけないからこういう計画を立てるんだ、というところで本当は、

市民参画ではないのですが、いろいろな情報を集めてくる、市民の意見を聞くというスタン

スが重視されているのが重要で。そこまでチェックが働くと非常に効果的なものができるの

ではないでしょうか。 

事務局（加藤）： 解説書の条例の 14 条を見てください。市民意向の把握というのがあります。それに従い

まして、我々は、原案を作る前に市民意向の把握をしなければならないという形でこれから

も進めていきたいと思っています。 

日詰会長：   そのあたりは担当課の方の裁量なのだろうと思いますけど、市民の意向をある程度把握し

たうえで、どういう方法が適切であるのか検討することが効果的ではないかと思います。 

石光委員：   こうやって条例の趣旨に基づき、各課から該当するものが洗い出されて、なおかついろい

ろ基準などが組まれているということで安心しました。ただ、先程おっしゃられたように審

議会ですけれども、大体２割は公募委員ということなのですが、大体の審議会で公募委員さ

んは２、３人位、多くても３、４人ですね。審議会で話をする全体の人数からして２割とい

うとそのくらいになってしまうと思うのですけど、公募の委員が２、3 人で市民の意見を代

表するのは、私はいつも尐ないのではないかというふうに思ってきました。1 人の公募の委



員の方でも、何か団体を抱えていてその大きな団体の意見をまとめてその方が代表するとい

うと、またそこでもっと大勢の人数の意見を代表したことにはなるのですけども、審議会と

いうと市民の数をあまり全体のバランスからしたら増やせないのかもしれない。けれどその

前段階として、市民委員の２割３割の前段階として市民の意見、公募をしたときにもっと人

数が多かった場合にその人たちの意見をまとめて、市民委員が出てくるような市民の意見を

もっと広く集める何かがあって、審議会に出られるといいかなと考えたのですけど。これま

での審議会のあり方や審議会の構成などを考慮すると審議会をやっているから市民の意見

が本当に反映されているかというと私は多尐疑問があります。今の審議会の状況ですと全部

の審議会をわかっているわけではないのですけど、市民の意見を吸い上げるためには、２、

３人の公募市民委員の前段階みたいなものがあるといいかなというふうに自分では考えた

りしているので、また工夫をしていただけるとありがたいなと思いました。努力目標なので

いろいろな手続の方法がありますけども、パブリックコメントで予算化するときにも、ワー

クショップなどで大きなことをするときにもお金もかかるでしょうけれども、何がいちばん

適当かということはもちろんそれぞれ判断してくださっていると思うのですけど、審議会に

ついてはそのように思いました。 

        一般市民はこういう予定一覧表を年度の始まりか何かで拝見しているのでしょうか。私が

アンテナが低かったのか、いただくまで気がつかなくて申し訳なかったのですけど、やはり

市民としてはこんなことが今年はあるとか、何月くらいにパブリックコメントがあるという

のが明確にわかっているとそれに準備をすることができる。言おうと思ったけどすでに終わ

っていたということがないかなと。一般市民はいつこれを目にするのでしょうか。 

事務局（加藤）： まず審議会につきまして、委員の方は全員市民の方です。そのうちの公募委員を審議会

の基本指針において２割以上確保しなさいと規定しています。２割以上ですのでそれは５割

だろうと構わない。ですから審議会の性格によっては、３割や４割、それはそれぞれの審議

会で差異はあります。当審議会の場合は３割、10 人のうち３人ですね。私たちはその３人

の方だけが市民とは思っていません。全員の方が市民の代表だとそのように考えています。

先程言われた、他の応募してくれた人の全員の意見をまとめて自分が代表して喋る、それは

なかなか難しいのかなと思いますので、またいろいろと良い方法がありましたら、私たちも

検討させていただき、委員さんの方からもご提言していただけたらと思います。 

        もう 1 点ですが、この表ですがすでに公表しています。ホームページに掲載しています。

我々担当の方で積極的に各課とヒアリングをしながら作りました。条例に基づき精査するこ

とで、これだけになりました。それが実は６月の下旬頃までかかりました。全庁的な合意事

項とし、また、議会の方にも報告してまいりました。それが終わった時点でマスコミ等にも

公表しましたし、現在は市のホームページで見ることができます。今年は時期が遅かったの

でそれは申し訳ございません。来年度からは、できるだけ速やかに公表までの作業を行って

まいりたいと思います。 

日詰会長：   広く市民の皆さまの意見をいろいろな方法を組み合わせながら聴取して、最終的な案件に

持っていくということが重要になってきますね、 

石光委員：   ホームページだけだとちょっとつらいのですが。またホームページだけではない公表方法

も期待するのですが。 

事務局（野田）：  規則の方で必ず置かなくてはならないということで、ホームページ、各区の地域総務課

にあります市政情報コーナー（情報公開を閲覧する場所）、各担当課を規定しています。

それ以外では、市の施設などで可能な限り置くとマニュアルの方でも載せてあります。 



         今、お配りした資料の説明をさせていただきます。玉置委員からご指摘がありましたが、

それに対応するマニュアルの抜粋になります。マニュアルの方は 1 章から５章までの構成

になっていますが、今お配りしたのは３章の部分です。各手法の活用の基準を記載してお

ります。例えば 15 ページですが、こちらの方も行政だけではなく市民の皆さんにも理解

しやすい基準を設定しています。この場合は、市民参画を「広げる」「深める」という基

準になります。この基準に基づき各手法を各施策の決定過程に応用していくということに

なります。 

         次にお手元の資料の 22 ページをご覧ください。これはあくまでも標準例になりますが、

骨子案と最終案の２段階に分けて先の基準を具体的に適用しています。施策の骨子の作成

については、施策における重要な部分となるため、市民ワークショップや審議会を活用し

て、議論を通じて合意形成を図ることに重点を置いています。そして、次の段階である最

終案の作成においては、より多くのアイデアや市民意見を募るため、この形態に適する手

法である市民意見提出手続いわゆるパブリックコメントを実施するような事例を提示し

ています。これは標準例であって、先にパブリックコメントをやって幅広く意見をいただ

いてから、さらにそういうものを聞いたうえで審議会若しくはワークショッなどの会議形

式で詰めていく方法も当然考えられます。この標準例は、具体的に目に見える形で市民参

画手続を実務に応用しやすくするため作成したものです。 

  また、先程玉置委員からご意見がありました立案段階における情報収集などに関しては、

行政マーケティングの活用としてマニュアルに記載しています。また、市の総合計画との

関連性など、実務的にかなり踏み込んだものになりますが、こういった総合計画を大きな

柱としてその前段階にきちんとマーケティングをして手続を取っていくという実務的に

重要な時期を想定してそれをマニュアル化しています。マニュアルは、１章から５章まで

ありますので、また後日送付させていただきたいと思っています。 

木村委員：    資料１－１の市民参画手続の方法というところですが、この資料ですと例えば、審議会

（都市景観審議会）とかこれは条例に出ている項目を引っ張ってきているわけですよね。

これの解釈の仕方なのですが、例えば３の「静岡市防犯まちづくり条例の制定」で市民意

見提出手続（パブリックコメント）と書いてありますとこれしかやらないみたいに取れる

のですが、そういう場合もあるし、もっといろいろな方法もやるということでしょうか。 

事務局（加藤）：  今の防犯まちづくり条例につきましては、8 月頃パブリックコメントをやって意見を求

めて議会にかけるという流れです。この条例の審議会等はその前にやっております。本

年度に実施する市民参画手続ということで限定していますので、本年度はこういう審議

会の審議に基づき条例の素案が固まったという段階になるかと思います。それをパブリ

ックコメントに８月にかけますよということになります。それにさらに意見を取り入れ

条例案を作成し、議会に提案することになります。 

木村委員：     そうすると、勉強してらっしゃる方は流れがわかると思うのですが、前年度こうだっ

たから今年度はこうというようには解釈ができない、ちょっと辛いところですね。ただ

流れまでを入れた資料となると、分量などを考慮すると膨大なものになってしまいます

ね。 

事務局（加藤）：   そこは担当課に聞いてもらうというのですか、そうしないとこういう一覧にはまとま

らないですよね。もちろん当課に提出されたものは全体の流れとしてありますけれども。 

木村委員：     なかには今年度から立ち上がってくる新しいものもありますよね。手続が継続で行わ

れているものと、新規のものをマークか何かで付けていただくだけでも、もし可能でし



たら。 

事務局（加藤）：   例えば完了年度とか、この表に入れられるようなものですね。 

事務局（野田）：   それに関してですが、紙ベースの更新はかなり難しいところです。インターネット

を活用されない方もいらっしゃるとは思いますが、ホームページがいちばん更新や情報

の提供が優れていまして、それに頼るというのがかなりあります。市のホームページの

トップページに市民参画というのができました。そこをクリックするとこの表に行きま

す。今はリンクを貼っていない状態ですが、各担当課のところにリンクを貼ります。こ

の表を見て興味のあるところは、そこの課のホームページに行くような形はとりたいと

思っています。マニュアルや通知等で、各担当課のホームページ当で今こういう過程で

す、こういう段階ですということはできる限り情報提供する形で担当課の方には言うこ

とはできますので、マニュアルの追加事項で検討していきたいと思います。 

日詰会長：     今年になってこの条例が施行されるということもありまして、一連の全体の見取り図

が始めてできたということで、これまでは各担当課のところに行かないとどういう状況

になっていたのかわからなかったですよね。そういうところでいうと非常に前進したと

いうふうに思います。今、説明がありましたように、各担当課のところにリンクしてい

くということになると非常に便利なものになるのではないかと思います。それをうまく

活用していくという、その活用の仕方についてはこの後議論しなくてはならない項目だ

と思うのですが、一応、そういう工夫はしていただくということでご了解ください。 

          それでは、議事の２へ移りたいと思います。これはぜひ委員の皆さまのいろいろなご

意見をお伺いしたいなと思っているところなのですが、条例の周知についてということ

で、事務局の方から説明をお願いします。 

事務局（畑）：   それでは資料 2 の方と資料２－１の方で説明させていただきます。資料 2 の方は 17 年、

18 年度に市民に対してどういう周知をしていったのかということで、2 枚目の方は 17

年、18 年において職員にどう周知していったかということです。3 枚目の２－1 の方は

19 年度これからの市民への周知の方法をどうしていこうかということでございます。 

 はじめに 17 年度、18 年度の取組みについてから説明させていただきますが、平成 17

年度につきましては公開講座、ふれあい講座（出前講座）をやってきました。18 年度

は同じように公開講座を実施しており、これは木村委員にコーディネーターをお願いし

まして市内２ヶ所で、ＮＰＯ法人「清水ネット」、市民、職員を交えて寸劇を行いまし

た。それから、新たな試みとしまして、中学校の社会科の副読本にこれを掲載していた

だきました。それから後ほど皆さんのお手元にも配布しますが広報ビデオを作成しまし

た。委員の皆さまはそれぞれ活動の場もおありなので、今後このビデオを使っていただ

けたらと思います。ビデオはＤＶＤになっています。今後、こういったビデオを積極的

に活用していろいろな場で見ていただけるような機会が増えていくと周知の方法とし

てはいいのではないかと考えています。２ページ目ですが、これは職員への周知事項に

なります。市民参画の推進には職員の意識改革も重要になりますので、そのような意味

で職員に対する階層別研修や分権推進セミナーを実施しています。17 年度は日詰先生

にお願いしまして「市民参画社会の到来と市政」をテーマに分権の推進を目的に職員を

対象とした研修をしていただきました。 

          18 年度は、分権セミナーとしまして木村委員にお願いしまして「市民の心をとらえ

るチラシづくりのコツ」をテーマにやはり職員を対象にした研修をしていただきました。

今まで実施した公開講座や職員への周知、研修は 19 年度引き続き実施していくわけで



すが、次のページの資料２－１になりますが、19 年度公開講座をどういうふうにして

いこうかという一つの考え方でございます。いちばん下のところに書いてございますが、

従来は行政が主導で、公民館などで職員が出向いて解説や講義をするということが一般

的でした。その結果、人がとにかく集まらない、市域が広いため、回数、会場設定が難

しい、自治基本条例、市民参画推進条例の広範性、抽象性をいかにして具体化し、市民

の関心を引き付けるか、ということが課題としてあがっています。 

      新たな試みとして、19 年度は公開講座を参画協働型のような形でやっていけないか

ということで、ＮＰＯやボランティア、専門家の皆さんにこういった企画を依頼しまし

て、コーディネーターとしての機能を果たしていただいて公開講座を実施したらどうか

と。そうしていった場合に、市の職員だけが考えているものよりも企画の幅が広がって

くるでしょうし、ＮＰＯやボランティアの皆さんのネットワークを活用することで市民

が企画段階から関わることができるし、わかりやすいものになっていくのではないかと

いうようなこともありまして、こういうような形でまた新たな取組みで周知方策をやっ

ていきたいと思っております。その件に関しまして、皆さまのご意見を賜りたいと思い

ます。 

日詰会長：     この条例そのものは市民参画推進に関わるということですので、積極的に市の方の側

が市民参画を進めましょうというその意識が推進ということの中に込められているの

ですけれども。これまで都市経営課の加藤課長はじめ皆さんは、非常に意欲的、精力的

にこの市民参画のことを進めてきていただいたのですけれども、その成果が資料２のと

ころに紹介されております。すでに今年２回ほどパブリックコメントが行われていると

聞いておりますけれども、ただやっぱり十分ではないようです。そこでもう尐し、この

条例が多くの市民の方々に知れ渡って使いこなしていただくと、あるいは市の職員の皆

さまが、こういったものにさらに習熟していただくと、そういうためにはどういうこと

がこれから必要になってくるのかということが大事かと思います。 

         そこで、今日は特に資料２－１のところにありますような、市民の皆さまに向けての周

知活動ないしは周知事業というものを、どういう風な形で進めていくのがいちばんいい

のか、そのあたりを皆さまからいろいろとご意見を伺えればと思います。今、畑参事の

方から公開講座に関してこれまでの枠組みとは違う感じで取り組んでいきたいという

ご提案があったのですけれども、そういうことも含めまして市民の皆さまへの周知方法

について皆さんの方からご意見を伺えればと思います。なお、17、18 年度の実績につ

きましてもご質問等がありましたら、合わせてご意見を伺いたいと思います。なかなか

難しい課題ではありますけれどもよろしくお願いします。 

辻委員：      去年実施した劇、私は参加できなかったのですが、見たかったのですけれども、いろ

いろな行事と重なったりして参加できませんでした。どんな感じだったのでしょうか。

もし、一生懸命やられて演技ももう尐し頑張れば、またみんなを呼べるみたいなそんな

感じなのでしょうか。 

日詰会長：     それぞれ主体的に関わってくださった委員の方もおられますし、実際にコーディネー

トしてくださった方もいらっしゃいますので、双方からどんな状況だったかお話を伺っ

ていきましょうか。最初に事務局からお願いします。 

事務局（野田）：    職員の方は公募をしました。手を挙げた職員が５名おりました。6,000 人程いる職員

の中、何の制限もなく仕事以外のことで関わっていくという形で募集した中での５名で

す。勉強をして、非常に楽しかったです。実際、本当に会場に人が集まらないというこ



とがありまして、非常にそれが心残りで残念で、これからの課題なのでしょうけれど。

コーディネートを木村委員、石光委員に本格的に関わっていただきました。来ていただ

いた方には寸劇を見ていただいて、参加していただいた市民の皆さんと意見交換をした

のですが、やはりこういうことは意外にされていなくて、そういった意味では直接お話

を伺うこともできましたし、それはとても有意義でした。 

日詰会長：     では木村委員、お願いします。 

木村委員：     資料の２にあります「健やかな命のための生活講座」の代表者であります馬場さんに

協力いただいてシナリオ作りから入りました。職員のボランティアの方や、当時、まだ

石光さんは委員ではなく清水ネットのメンバーということでしたが、他のメンバーにも

呼びかけしていただいて、役者もやっていただいたのですが。やってみて感じましたの

は、職員もそうですけどわれわれ委員もそうですし、なにより市民、協働ということに

なりますね。市民にシナリオ作りなど準備段階から入っていただく、そのプロセスが非

常に楽しいし勉強にもなる。それを市民にやっていただくのが、われわれが仕掛けたり、

コーディネートするよりも可能であればいちばんいいかなという気がしました。 

          劇を見ているのと当事者になってみるとぜんぜん違いますね。 

石光委員：     普段の自分とはぜんぜん違うイメージで演じましたので楽しかったで 

す。 

         まず一つは、後の懇談会のときに参加者の中から意見が出たのですが、       

一緒に協働でこういうことが計画されてそれが実行できたということにとても感動し

たというふうに言って下さった方がいました。その方は今までいろいろ市民活動をやっ

てきたけれど、行政と市民がこういうふうに協力してこれだけのことができたというこ

とが、まず一つの事実としてとても良かったと言っていただきました。私たちも計画の

段階から自治基本条例の公開講座ということで堅苦しいという感じでみんな引いてし

まいますけれども、木村さん、馬場さんをはじめ、柔らかいところで笑いを取ったりし

ようというところで、シナリオ作りから演技指導から工夫をされました。企画の段階で

とても柔らかい風に作ろうとみんなで意見を出し合った段階で、行政と市民がとても身

近になった感じがしました。行政の方たちもこんなに頑張ってくださってる、そして私

たちもとても身近な感じでそれができたということがすごく嬉しかったのですが、た 

だ、もう一つは周知というところで参加する方の人数が尐なかったので、        

もっとたくさんの方がいらしたらいいなと。本当はたくさんの方に見られたら恥ずかし

いなっていうのもあったのですが。あそこまでやったならもっと人数が多い方がいいな

と思いました。今後それをやるかどうかということに関してですが、演ずる人の演技力

も必要となりますので、練習等の時間がそのためにしっかり持って用意するのはかなり

大変だと思います。中身についてももっと精査しなければいけないし、実際、導入部分

で終わってしまいまして、自治基本条例の中身をもう尐しわかってもらって、実際に市

民がどうやったら市民参画できるかというところまでは話がいきませんでしたので、今

後もっと発展させていくには、中身の精査も必要ですし、演技指導の訓練の時間も必要

だと思います。ただ、もし人間が演じるのではなくて、例えばシナリオが精査されてい

て、紙芝居などの言葉だけで表現すればいいというところでは、誰でもできるものにマ

ニュアル化することはできるかなという感じはしました。あれをそのままやるとなると、

かなり演技力がいりますよ。 

木村委員：    でも、職員の方も含めて、皆さん演技が好きということではない人にやっていただいた



のですけれど、演技力はいらないと思いますよ。きっと誰でもできるのだと思います。む

しろ、いかにも役者っぽくないところがいい。 

   パブリックコメントなどで情報を提供して、市民は聞いているだけ、質疑はあるのです

けど。そうではなくて、公開講座でもパブリックコメントでもいいのですが、企画段階か

ら市民に実行委員的に入ってもらって、必要があれば役者もやってもらうし、行政が用意

をして市民に提供するのではなくて、言葉は悪いのですが、いい意味での丸投げをして、

当事者になっていただいてやっていくのがいちばんいいかなという気がしました。非常に

楽しかったし、清水ネットの方も感動したとおっしゃってましたね。市民と行政が対等に

一緒になってやっていると初めて知って感動したと。いろいろお世話になった職員の野田

さんと鈴木さんも終わってからとても楽しかったとおっしゃってくださいましたよね。 

日詰会長：    だいぶ臨場感が伝わりました。 

辻委員：     せっかくですのでこれを続ける、そういう知らせ方というのがいちばん身近でいいかな

と私は思いました。正直言って、このパンフレットをいただいたときには、何もわからな

かったです。自治基本条例があるだとか冊子を見てみてさっぱりわからなかったです。も

う尐しチラシとか市民にわかりやすい広報を、それから人を集める、とにかく人を集めな

いと、せっかく皆さんのエネルギーを使って劇をやったわけですから、１回だけで終わる

のはとても残念な気がしますので、それを発展させてあちこちでやっていくというのも一

つの手かなと思います。 

日詰会長：    公開講座、今年はどういう形になるのかわかりませんけれども、積み上げてきたものが

過去２年間、17 年度のときは人形劇をおやりになって、18 年度は尐しバージョンが変わ

って即興劇とそういうような形になったのですよね。今年も、資料２－１にあるような形

で進めていくということなのですが、これなどをベースにしながら皆さんの自由な意見を

お出しいただけたらと思います。 

木村委員：    パブリックコメントや公開講座などこれから各局で始まると思うのですが、われわれが

関わっている市民参画とか市民活動促進、これがいちばん総合的で、具象的でないという

意味でやりにくいし集まりにくいと思います。例えば、ゴミをどうするかとかいったら来

ますよね。したがって、集客性に難点があるテーマを変えていくこも必要ではないでしょ

うか。水道局や防災関係局など、独自のテーマを持っている他の部局とジョイントしてパ

ブリックコメントなり市民ワークショップをやっていく。具体的な施策では課題を持って

いるじゃないですか。縦割りなのだけれど、横に繋がっていく、そういうようにできない

かなと思っています。 

日詰会長：    多様な部局がありますけれど、そこの部局の抱えている課題に対してどういう市民参画

を行うかということを市民と一緒に考えていくという、そういう場があってもいいのでは

ということですね。 

木村委員：    それともう一つ、部局の共同が実現すればいちばんいいのですが、イベントのところへ

おまけではないのですが、これだけ尐しやってもらうとか、チラシだけでも入れてもらう

とか、テーマによって集まってくる客層も違いますから、他の部局の方が具体的なものが

あるので許す範囲でビデオ上映とか、パンフレット配布するとか。これは嫌がりますでし

ょうか。 

事務局（加藤）：  集会的な市民参画手続をとるテーマだったらいいと思います。ただパブリックコメン

トだけをやるという手法だとなかなかできないですが。そういうことは、私たちの方で参

加させてもらえるように部局へ交渉することもできます。 



柴田委員：    こういう市民参画手続の会議のような審議会が他にもありますよね。そういう中ではＤ

ＶＤ等の上映はできないのでしょうか。 

事務局（加藤）：  他の審議会ではやっていませんね。 

柴田委員：   そういうなかでＤＶＤやチラシなどを採用していただけたら、それも一つの方法かなとい

う感じがしますね。 

事務局（野田）：  資料 1－1 に載っています、№１９の静岡市お茶のまち 100 年構想の策定では、農業振

興課の方で現在審議会を開催していますが、農業振興課の方から、来週、審議会を開催す

るということで、ぜひ市民参画手続の説明をしてほしいと依頼がありまして、うちの担当

の方で出向きまして 20～30 分位お時間をいただいて、審議会の中でビデオとか、わかり

やすく簡単にこういう意義でやると説明するような場がありますので、できる限り声をか

けていくというような形を進めていけたらと思います。 

日詰会長：    一部では、柴田さんがおっしゃったようなことも進み始めているということでしょうか。 

玉置委員：    抽象的であるというお話がありましたけれども、私も抽象的なのかなと思います。一方

で尐子高齢化という話を聞きながらいつも思うことは、私が 10 年後どういう生活をして

いるかなというと、当然働いてはいるのですが、地域の担い手は多分僕ら世代で、なお且

つそれで自分たちの両親をみなければならない。非常にたくさんになってくるわけですね。

今もって 10 年後の予行演習という意味で市民参画はとても重要なのだと。 

 今後、一人一人の責務や役割が重要になっていくと、私自身は自分自身の危機意識とし

てこういうところに出る価値があるのだと思っております。それから具体的にどう認知さ

せるかということですが、自分の生活の中でまちづくりに対して意識を働かせる時間をと

るのが非常に難しいです。仕事が非常に忙しくなっているということもございます。そう

いう中で方策を探ると、例えば、会社で昔、新入社員として入ると人権教育というのをや

るのですが、従業員という立場からみるのではなく、企業の方にもある程度、市民参画と

いう意味で啓蒙、啓発に貢献していただけるというようなスタイルだと非常に広がりがあ

るのかなと。雇用関係においても、ある意味共生的な部分があります。人権と同列に並べ

られるものかどうかという判断もありますし、業務としてそれを採用してもらえるかどう

かという判断もあるのですが、そういったところも働きかけていくのはどうなのかなと。

無理だとするならば、ＳＯＨＯの方々に協力を求めたり、産学交流センターもありますの

でそちらでも必要なＰＲはできないものかなと感じております。 

石光委員：    普通のお父さんやお母さんが、いろいろな会合に出てきても時間的に難しくて、労働時

間との兼ね合いがあるので企業に何か働きかけをしないと、その辺は市民意識だけという

のは難しいなとは思ってましたので、企業への働きかけはすごくいい視点だなと思ってお

伺いしました。もう一つ、今、大人はそうやって忙しいのですが、10 年後といったら今

の子どもたちが大人になって社会を作っていくことになるので、子どもたちへのアピール

という視点で働きかけを行ったらどうかとこの前から思っているのですけど。ここの青尐

年育成課とも一緒にそういう活動ができたらいいなと思ってまして、自治基本条例を作っ

ているときに公募の静岡市の職員だったのですが、青尐年に働きかけをしたらどうかとシ

ナリオをもらいました。長澤さんという方だったのですけれど。そのときは自分はまだそ

こにいなかったのですが、この前紐を解いてみましたら、そのシナリオのいちばん最初の

あたりに、先程、人権とおっしゃいましたけれども、子どもたちへの呼びかけのような文

がありまして、「君たち、遊ぶときに人から決められて遊んだらつまらないだろ。自分た

ちの遊びは自分たちで決めたいよね。」というあたりから、子どもが自分の暮らしを自分



で決めていくというそういう辺りから入っていくシナリオを見たことがあります。私はそ

れをこのごろ思い出して、子どもたちに何かそういう働きかけができたら、次の世代を担

っていく大人になるときにその意識がちゃんと働いてくれるのではないかと思って、そう

いう子どもたちへの働きかけができたらいいなと思っているのですが、なかなか実現が難

しい、まだどういうものを作ったらいいかという辺りもあるのですけど。そういう視点を

これから活動の中に入れていただけたらいいなと思いました。 

日詰会長：    織田さん、先程、企業の事例が出てきましたのでお願いします。 

織田委員：    受け皿としては商工会議所とかいろいろな団体があると思います。そういう団体を通じ

て市民参画の依頼をしていただければ、企業としても地域に貢献するというのが企業のあ

り方でもありますし立場だと思いますので、ぜひお声かけをしていただければ、率先して

やってくれる企業が結構多いと思います。ただ参画をしていただくという立場で考えたと

きに、企業が企業として、企業の考え方で参画をして本当にいいのかというのがまずあり

ます。今、われわれがここでやりたいことというのは、どちらかというともっと自主的に

参画してくれる市民のリーダーを広く募集をしていきたいわけですよね。企業から派遣を

されたり、企業という営利を目的としている組織が、自主的に参画をすることで果たして

いいのかということもありますよね。もちろん最初の段階では、団体や企業に呼びかけて

派遣というか、企業から募集をしていただいて、地域ごとにシステムを作っていくことは

可能だと思いますし、答えてくれる企業さんは多いと思いますね。もう一方で、本当に自

主的に市民が参画をする人たちを作っていくためには、そういう機会を作っていくために

はどうするべきかというのが、今の課題のような気がしますけど。そういう受け皿となっ

ている団体はありますし、今までにも合併の時は、相当企業の方に、署名運動や企業内の

意見集約やアンケートにも協力いただきました。経営者が賛成している所は積極的に協力

するのだけれども、経営者が反対している立場だと非常に消極的になるとか、会社の意向

というのがどうしても入ってきますよね。その辺も考えていただけたらと思います。先程

の尐子高齢化の中で、地域のことは地域でやるという基本的な市民の義務みたいなところ

を、地域の方に募集をするだけでは、なかなか参画してくれないということで企業の方か

らそういう活動を促すということは、大いに期待をできるだろう思います。 

日詰会長：    今、企業にアクセスするときのルートがあるということで、織田さんは委員でもいらっ

しゃられるので、支えていただけたらと思います。他にどうでしょうか。 

柴田委員：    今、方法のことをいろいろと考えてきたのですけれども、今まであるツールを有効に使

ってみるのも一つかなと思います。こういうＤＶＤもありますし、副読本もできているわ

けですので、それをまず一つは有効に使っていきたいなと思っています。自治基本条例は

17 年度から施行されていますけれども、関連の市民参画推進条例とか市民活動促進条例

は 19 年の 4 月から施行ということですので、明文化されたもので揃ってスタートしたと

いうのは今年度だということで、そういった意味では市民の皆さんも自分たちが参画でき

るレールが引かれたなということを訴えながら、現在、18 年度に作っておられるツール

をまず有効に活用する方法、対象を考えたり、もちろんコスト面も考えなければいけない

と思いますが、これを活用していく。それから過去の実績を十分検証しながら、さらに発

展させていく。問題というのはおそらく、世代を超えて引き継がれていく、息の長い周知

活動になっていくと思いますので、単発的ではなく継続していって認知していただくとい

うことも必要ではないのでしょうか。あらゆる方法と対象を排除しないで、できる限りい

くつも試していけたらいいなと思います。静岡市民として一人一回は何かに参加するんだ、



とそういう気持ちをみんなに持っていただいて関心を持ってもらえるような形にしてい

けたらいいなと思います。 

日詰会長：    一つのツールを有効に使いこなしていくということも、やっていけたらいいですよね。

いろいろな方法論があると思います。 

織田委員：    私もタウンミーティングとかいろいろな審議会にも参加していますが、なかなか募集を

しても人が集まらない。役所がやる講演会はとにかく人が集まらないという。どのくらい

人が集まったかで、周知されたかどうかがわかということですけれども。資料２－１の中

に、（「広く、浅く」よりは、「狭く、深く」といった具体性のあるテーマ・議題設定が有

効。）とありますが、これは人を集めるためにということですよね。 

事務局（野田）：  そうですね。人を集めるためには、例えば、ゴミ問題等、身近で分かりやすいテーマ

を設定する必要があるということです。 

織田委員：    そうすると先程、木村さんがおっしゃったような具体的なゴミの問題等でしたら人がた

くさん集まってくるでしょうし、一般的な全般に渡っての問題というのはこういう「狭く、

深く」といったテーマは難しいですよね。どれだけ参加者や参画者、パブリックコメント

等に登場していただく方を増やすかということが市民周知をするための意味ですよね。そ

うするためには、例えばテレビとか、お金がかかりますけど、そういう方法は考えられな

いですか。 

事務局（加藤）：  それは予算化してやれば可能です。とにかくわれわれの悩みは人が集まらないという

ことです。とてもいい企画も用意しているのですが、いざ開いてみると人がいない。もっ

たいないです。 

織田委員：    できればテレビ、ラジオなどの電波を使って、例えば、よくテレビ番組であるようなフ

ァックスやインターネットなどで意見をもらってそれに答えていくような。そういうもの

も一回試されたらどうかなと思います。ＪＣやいろいろな団体でやってきたことですが、

選挙のときに民間フォーラムという手法を使って、立候補されている方の意見をその場で

戦い合わせるというようなここ 10 年くらい前からやりだしています。候補者に意見を言

いたいというのを事前に募集するわけですね。その場、会場と候補者同士意見を戦わして

いただくということが、結構臨場感があって見ている方も迫力があります。でも、なかな

かそういうテーマがあるかどうか。事前に、こういうことについて議論をしたいというこ

とをまず市民にＰＲして、事前に議論をしたいような雰囲気に持っていくという事前の準

備がこの公開講座には必要なのではないかと思います。それでもなかなかその事前の準備

に参加してくれる人も尐ないのかもしれないですけど。企業にお願いして、参加者を募る

とか、それは効果がありますよね。 

石光委員：    ゴミの問題など意見をもらうような人が集まった所で、その問題を話した後に、こうい

う参加の仕方もあるんですよとビデオを流してもらう。常にそれを流すと「自治基本条例」

で来なくても、暮らしのことで来た人たちも自治基本条例を知っていきますよね。 

木村委員：    いずれお作りになるのではないかと思いますが、パンフレットとか、もっと簡単なハガ

キサイズくらいのものをいろいろな部局でイベントをやるときに必ず配ってもらうとか。

条例の内容まできちんとわかってもらおうとするより、「自治基本条例」や「市民参画条

例」という言葉だけでも、市民にそういう権利が保障されているということだけでもいろ

いろな所で目に触れると尐しは前進していくのではないでしょうか。委員自身もいろいろ

な活動の場で配ったりしてはどうでしょうか。「行動する審議会」と１回目の審議会の時

に出ましたよね。審議会委員も会議でいろいろな意見を言うだけではなく、できることは



やれたらと思います。 

パブリックコメントや公開講座など去年は６回出ましたけど、行ってみると面白いし、

勉強になりますね。 

日詰会長：    特に今年は、パブリックコメントが 27 件あるということですよね。 

        相当な数ですよね。どのくらい皆さんが意見をくださるか、心配な部分もありますけれど

も。 

前山委員：    こんなに多いのかと思いました。去年、条例を作っている段階では本当にモデルケース

が尐なくて、そこに集中してやっていくのがいいようなイメージでいたのですが、60 数

件もありますので、それこそモデルになるようなもので広報対象にするような戦略化すれ

ば、大学で戦略広報ということが言われているわけで。静岡市の場合ならば、これはモデ

ルケース的に重点的に広報すべきだと思います。これだけは知ってほしいというものを一

つか二つうまく選んで大幅に宣伝するというのもいいかもしれませんね。 

日詰会長：    とても面白いかもしれませんね。モデル的なものをどんどん PR していくというやり方

ですね。１回目の時に私たちが拝見させていただいた DVD の中には、そういうモデル的

なものも紹介されていましたよね。こういう形で進めますよというような。そういうもの

を積み上げていって事例集みたいなものを作っていくのもいいのかもしれませんね。そう

いう事例発表会みたいなものをオープンにしてやっていっていただいてもいいかもしれ

ないですね。 

織田委員：    先程、木村さんがおっしゃった、自治基本条例を全般でないまでも、自治基本条例を周

知するというか皆さんにお伝えするということが目標なのですか。 

木村委員：    市民にこういう権利が保障されているというか、行政のシステムとしてそういうものが

動き出したということを知っていただくということです。 

石光委員：    私の意味は尐し違いますけれども。 

織田委員：    ということは、先程私が言った、市民にどれだけ参画してもらうか、行政にもっと参加

してください、ということをお伝えするということですね。 

木村委員：    条例の周知徹底ということは、そういういうことですね。こういう条例ができてあなた

たちにはこういうことができる、だから動いてほしいと。簡単には動かないでしょうけれ

ども。 

織田委員：    ということは、前山委員がおっしゃったようなモデルケースでもいいだろうし、どんな

テーマでもいいのではないでしょうか。例えば興味のあるものをというか、成功事例とは

いかないまでも市民のこういう意見がこういう市政に反映されたとか、こういう審議会を

やったことによって当初計画していたものは軌道修正されて結果的に基本計画の段階で

こういうふうなった、とかいうことをアピールできれば、それなら市民参画すれば尐しは

自分たちの意見が反映されるのかな、と思ってくれたりするのではないかと思います。 

そういうテーマを、例えば、具体的に言えば市民文化会館どうしましょうかとか、ゴミ

の問題この地域はどうしましょうかとかということでいいのではないかと思うのですけ

ど、そうではないですか。 

木村委員：    事例ならわかりやすいですよね。道路がこうなりましたとか、会館にトイレが開設され

ましたとかいうだけでは現象的なものなので、それを条例で保障しているものがあるのだ

ということを認識してもらえれば。 

われわれとしてはそういうものを支えるのは自治基本条例であり参画条例だということ

を知ってほしいということです。 



石光委員：    抽象的な理念だと分かりにくいので、これこれこんなふうになったから自分たちの暮ら

しがこんなふうに変わったんだという成功体験がアピールされれば、尐し変わるのではな

いかという意見はそうだなと思います。 

         じゃあやってみようかなという気にはなると思うのです。私が先程企業にお願いしたか

ったのは、例えば、企業によってはボランティアを奨励している所もありますよね。なの

で、市民としてどこかへ行って意見を言うということが保障されるというか、そういうこ

とをやるとポイントが上がるとか、社会参加している人のポイントはどうですよとか、残

業をしなければならない時に会議があったら会議を優先してもよいとか、企業がそういう

ことを奨励してくれて、保障してくれるような会社の姿勢のようなものが打ち出されると

雇われている人としてはそういう会議に行きやすいのではないかと、そういう配慮の意味

合いもあったのですが。 

玉置委員：    自治基本条例の何を宣伝するのかと。自分たちが参画して意見を言うということが大切

だと思います。それによって成功体験によって変わったんだ、だから他にも参加してみよ

う、意見を言ってみようということを広げると。その裏には何があるかというと条例があ

りますよというレベルでいいのかなと思います。そういう人たちが育つことが重要だとい

うことのメッセージがあれば、条例があるから言えるんだという守る部分と、今のやって

いる人たちがやっていることをもう尐し広げてくださいということの気軽なメッセージ

でもいいような気がしています。理解ができる人とできない人がいるのかもしれませんが。 

織田委員：    行政が今までやってきた地元説明会ってありますよね。例えば、道路がこうなりますよ

とか。その地元説明会で、町内会などから言われたら 50 人なら 50 人集めますよね。そこ

で説明をしたことに対して意見を言ってくださいと言っても市民の方はなかなか言いま

せんよね。だいたい出てくる意見というのは、自分の家の前がこれでは困るというような

意見は絶対出るわけです。それは賛否を問うというよりも、行政の方もこうなりますから

お願いしますと地域に説明をする仕方ですよね。それでは市民参画ではないわけですよね。

市民参画というのは、こういう計画をしようと思うんだけどどうだろうかということに対

して、もっと時間的な配慮もこういうふうにしたらどうだろうかとか、例えば施設の場合

には地域の雇用もあってもいいのではないかと思います。多様な意見を出してもらうとい

うことが、市民参画に繋がると思います。それがどこかにおいて採用されたりすると、自

分たちのアイデアがそれでも満更でもなかったんだという成功体験に繋がると思うんで

す。例えば、スポーツ施設等を作る場合には、いろいろな地域の方からいろいろな意見が

出てくると思います。何かそういうものを一つテーマに取り上げて、じゃあどうでしょう

と言ったら、もちろん事前の準備は必要ですけど、比較的いろいろなアイデアが出ると思

うのです。そういうものを公開討論会として、あの施設を作るのに、またはシステムを作

るのに、どうやっていったら本当に行政と一体化した計画が作れるでしょうかというよう

なことを一つ題材にしてみると、市民も意見が言いやすくとても楽しそうですよね。 

日詰会長：    そうですね。今、木村さんがおっしゃったように、そういうものを支える制度として自

治基本条例とか市民参画の推進に関する条例というのができているのですが、それをどう

いうふうに使えるかといったところの話だと思うのです。そういういろいろな利害が複合

しているところをうまく合意形成していくための一つの方法としてこれは使えるわけで

すから、いろいろなものをやっていったらいいかもしれませんね。 

         皆さんからご意見が出ているように、そういう具体的なテーマというのはたくさんある

気がします。先程の 19 番のお茶のまち 100 年構想の策定なんかもそうですし、いろいろ



な論点がありますから、いろいろなテーマを参画手続の中に落とし込こんでやっていった

らいいですね。そうするとだいぶ身近なものになっていくかもしれないですね。 

大西委員：    今までの意見を聞いていて、皆さんのコメントというのは大体一つの方向にまとまって

いる気がしました。具体的な方向に持っていって、普段関心を持たないような人たちも引

きつけていくというのは非常に私もそのとおりだと思いました。先程、前山先生がおっし

ゃったような具体的な何か目玉を作っていくというのは効果的だと思います。 

20 代の若い人たちにどのように関心を持ってもらうかということについてお話させて

いただくと、私もそうですし友人とも話をするのですが、まず家族や個人のことに一生懸

命で、なかなか社会益のことについて手が出ないし、考える余裕もないと思います。そう

いう人たちを巻き込んでいくためにも、先程出ていたような非常に具体的な身近な問題に

迫ってくると、若い人たちは入ってきやすくなるし、自分の問題として捉え、個人の利益

の一つとしてそういう問題を主体化することができるのではないかと思います。 

日詰会長：    特に若い人たちをどのように巻き込んでいくか、どの分野でも今、大きな課題になって

いますけれど、やはり具体的な場面が出てくると、触発されて参画していく可能性が高ま

りますよね。 

石光委員：    その他ということで、資料２－１でいただいたように今までのやり方とは違う、しかも

先程、行動する審議会ということで、一応行動してみました。1 回目の審議会で大西委員

の自己紹介を聞いて、フィンランドの方は市民意識がとても違うということで、どうして

その市民意識が違うのかというあたりをもう尐し詳しく教えていただきたいということ

で、講座をお願いしました。チラシにあるように自治基本条例とは言ってありません。ど

うやってこのオーランドという特殊な島が今成り立っているかということのなかに、市民

意識がどんなふうにできてきて市民がどうやって市政に参加しているかという、他の国の

ことではありますが、私たちの暮らしに何か参考になることがあるのではないかというこ

とでお話をいただきます。でも、集まった方には自治基本条例の話、静岡市に実はこうい

う条例があるのだというお話は広めるためにはしたいと思いますが、いきなり自治基本条

例というと皆さん引いてしまうことがあるので、とりあえずこのオーランドの話から考え

ていただきたいということで計画をしました。皆さんお忙しいとは思いますけれどお集ま

りいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

日詰会長：    （２）条例の周知について、皆さんのいろいろなご意見が出されましたので、事務局の

方ではそれをまた整理していただきまして、今後の周知方法の一つのヒントとしてお使い

いただけたらと思います。  

        まだ時間がございますので、今、石光さんの方からその他のところで大西さんの講演会の

お話がありましたけれども、他に皆さんの方からその他のところで何かご意見があります

でしょうか。 

辻委員：     私は蒲原から来ていますので、資料１－１の〈３〉大規模な公の施設等の設置の中の２

「蒲原地区市民センターの整備」に関心があるのですが、今まさに自治基本条例に基づい

てやっているかどうか、私も認識が浅いのですけれども、地域の人たちの声を取り上げて

文化センターを建設ということで、今、設計者は決定した段階です。その設計者の決定は、

蒲原地区の審議会の意見を取り上げていただいて、それに基づいて設計者がプロポーザル

で決まったのですね。これから、どういう設計者が決まったかというのを地域の図書館で、

こういう人がこういう気持ちで作る文化センターだよということを地域の人たちに公開

しています。蒲原の地域審議会の委員というのが 20 名いるので、私も地域の人からの意



見を審議会で言ってはだんだん良くなってきていると思います。これから本格的な設計に

入っていく段階でも、まだ住民の声が取り入れられるということでやっています。そうい

う蒲原地域のやり方というのはなぜかというと、まずは合併があったということ、それが

住民全員の関心事でした。それが基になっているので、今のいちばんの関心事で何かがあ

れば市民の意見が聞かれるということです。やはり、いちばんの地域の関心事は何かとい

うことを行政の方も考えていただいて広報活動をしていただけたらいいなと思います。 

日詰会長：    いわゆる業者の方を選定するまでのプロセスがきちんと透明化されているということで

すね。これは場所はどこになるんですか。 

辻委員：     蒲原図書館ですね。合併がなければ静岡市もそんなに力を入れないだろうという考えも

あるのですが。合併でそれが目玉だったものですから、市の方も設計者を選ぶ段階でプロ

ポーザルということで、お金と時間をかけてその中にも選定委員、住民を入れてやってい

るのですね。 

事務局（加藤）：  でも一昔前でしたら、静岡市でもそんな手法はとりませんでしたよね。いきなり行政

が決めてしまいますから。 

辻委員：     静岡市でもプロポーザルから設計者を決めたというのは２例目ということですね。予算

は大体は決まってしまったのですが、合併前よりはだいぶ低い値段ではいっているのです

けど、住民にわかっていただければということから始まっているし、住民から文句の出な

いようなものが出来てくるのではないかと思ってます。 

日詰会長：    今日は本当に皆さまからいろいろなご意見をいただきましてありがとうございました。

いただきましたご意見を生かせるような方向で検討できればと思います。 

         本日の議事は以上で終了いたします。 

 

６ 閉 会   事務局長（加藤都市経営課長） 
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