
 

平成１９年度 第３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１１月１９日（月） １０時～１２時 

 

２ 開催場所  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、辻委員、日詰委員、前山委員 

        〔欠席〕 

         玉置委員 

        【市側】 

        （事務局） 

         関都市経営部長、加藤都市経営課長、畑参事、村岡参事、山口副主幹、 

野田主査、鈴木主査、安東 

        （総務課） 

         吉井主幹 

 

４ 開 会   事務局長（加藤都市経営課長） 

 

５ 議 事   

 

日詰会長   最初の議題は、行政手続条例の改正についてということで、資料１－１、１－２について事 

務局の方からご説明いただきたいと思います。 

総務課    私の方からは、行政手続条例の改正についてご説明させていただきます。昨年の４月に行政

手続法が改正されまして、この中で命令等を定める場合については、意見公募手続、いわゆる

パブリックコメントの実施が義務付けられました。この改正を受けまして、来年４月施行を目

途に、静岡市行政手続条例についても同様の内容で改正手続を進めております。本年４月に施

行となりました市民参画の推進に関する条例において、すでに市民参画の一つの手法としてパ

ブリックコメントが位置づけられているわけですが、今回の行政手続条例の改正により、新た

なパブリックコメントを扱うということになります。ここでは、行政手続条例の改正について、

意見公募手続（パブリックコメント）を中心に説明をさせていただきたいと思います。なお、

行政手続条例の改正に向けたパブリックコメントですが、11月いっぱいを目途に現在パブリッ

クコメントの実施中です。このパブリックコメントに提示しています骨子案について説明しま

す。 

         資料１－１「静岡市行政手続条例改正の骨子案」に基づき説明 

       冒頭に説明させていただいたとおりに、今回の改正は、行政手続法の改正を受けて行政手続

条例を改正しようとするものです。行政手続法の中で、地方公共団体においても現行の手続に

ついて必要な措置を講ずるようにしなさいと規定されております。その法改正は昨年４月とい

うことで、既に１年半が経過しております。静岡市の場合は、行政手続法の施行から 10 年以

上経過しているため、現在持っている審査基準、各課での整備状況の調査の確認、行政手続法、

条例に対する職員の意識を新たにしてもらうための説明会の開催などを、ここまでの段階で行

ってきております。行政手続条例改正以降の事務への影響、他都市の法改正の状況などを調査、

検討してきております。参考までに、他の政令指定都市の改正状況をご紹介させていただきま

す。行政手続条例の改正を済ませたところは、本年１月に施行した神戸市のみとなっておりま

す。また川崎市では、今回の改正内容をパブリックコメント条例に取り込んで、本年４月に改

良を済ませております。しかしながら他の政令指定都市につきましては、今回の改正への対応

については、検討中というところがほとんどでありまして、横浜市、大阪市については、要綱

によりとりあえず実施という形をとっております。その運用の過程で事務上の課題や影響を明

 （吉井） 



らかにしたうえで、将来的には改正を行うということで予定しているようです。現在の段階で、

他の指定都市において改正が十分に進んでいない背景としましては、現行の手続を義務化する

ことによって、事務に与える影響の大きさ、あるいは 30 日以上の公募期間を何らかの理由で

とることができない場合への対応など、それから意見公募を実施しても提出される意見がほと

んどない、あっても１件か２件という、国あるいはその都市においての状況など実施すること

への疑問などがあるのではないかと感じております。本市においては同様の内容が懸念される

わけですが、先進的に取り入れた神戸市、川崎市の状況を聞いたところ、特に大きな混乱もな

く現在までこの意見公募手続の制度を運用していることを合わせて、準備作業を法改正のとお

り条例改正を行うということで、今、進めているところでございます。説明については以上で

ございます。 

日詰会長   ありがとうございました。資料１－１に基づいて、市民参画の推進に関する条例と、今回の

行政手続の条例の改正は結構だぶる部分がございますので、尐し混乱があるかもしれませんが、

そのあたりを中心に特に行政手続条例の骨子について総務課よりご説明いただきました。皆さ

まの方で、お聞きになりたいこと等ありましたら、ぜひこの機会にお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。 

事務局    話が続きますので、私の方から資料１－２も合わせて説明させていただいたうえでというこ

とでいかがでしょうか。 

日詰会長   そうですね。それでは、お願いします。 

事務局    資料１－２「市民参画推進条例と行政手続条例の適用関係」に基づき説明 

（村岡） 

日詰会長   なかなかちょっと分からないかもしれませんが。率直にわからないところからお聞きいただ

ければと思いますがどうでしょうか。 

木村委員   先ほど総務課の方から、各政令指定都市における対応の状況をお聞きしたのですが、これは

各都市ごとに対応しなくてもいいことなのですか。 

総務課    行政手続法の中では、各自治体において同様の内容に努めるという形になっているので、対

応の仕方としては、先ほども説明しました神戸市や静岡市のように行政手続条例をそのまま改

正するのも一つの方法ですし、川崎市のようにパブリックコメント条例の中に全部取り込むこ

とも一つの方法だろうし、大阪市のように要綱の中に取り込むのも一つのであるということで、

やり方としてはいろいろなやり方がありますが、行政手続条例の改正による方がいちばんオー

ソドックスなやり方だということだと思います。 

日詰会長   どういうやり方がいちばんいいのか、というのはまだわからないですね。それぞれのところ

でいろいろな市の状況に応じて、いろいろな対応の仕方があるということだと思います。これ

は、政令市以外の市の対応というのはどんな感じなのですか。 

総務課    多治見市など、いくつかの市では行政手続条例を改正している所もあると思うのですが、い

ずれの市もそうだと思うのですが、市民参画の推進に関する条例のように、市民参画の立場か                 

らのパブリックコメントが、すでにいろいろな条例とか要綱で定まってきているところへ今回

の行政手続法の改正があったものですから、そことどう折り合いをつけるかというところがな

かなか難しいところがあって、静岡市のように、２つのパブリックコメントを用意すればいい

のか、川崎市のようにパブリックコメント条例ということで、静岡市でいう２つのパブリック

コメントを１つにしてしまうかなどの課題点を中心に検討してきました。先程、議題で示した

ように守備範囲が違うということで、静岡市は２つのパブリックコメントにしたのですが、川

崎市のような場合は、市民に対するパブリックコメントは１つという方がわかりやすいという

ことで、1つにしているというというところもあるので、対応がいろいろあるということです。 

日詰会長   ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

事務局    皆さんがいちばん分からないのは、おそらく資料１－２の市民参画推進条例によるパブリッ

クコメントと、行政手続条例によるパブリックコメントの重なった部分ですね。これを事務局

にはっきりさせてもらいたいのは、この重なった部分はどちらの条例に基づくパブリックコメ

ントかということです。それをはっきり説明してください。 

事務局    重なった部分につきましては、基本的には行政手続条例に基づいてパブリックコメントをや

ることになります。 

（村岡） 

（吉井） 

（吉井） 

 （加藤課長） 

 （村岡） 



事務局    特に、市民参画推進条例の対象の中の「市政や各行政分野の基本的な事項を定める条例」、こ

れは条例と計画など、となっていますが、実際の条文では条例、規則、計画などになっていま

す。その規則とこちらの行政手続条例の規則の重なった部分、それも行政手続条例でやるとい

うことですか。 

事務局    基本的に規則に関するものは行政手続条例で実施するのですが、（市民参画の推進に関する条

例 解説書の）18ページ第10条に、今課長の方から話がありました「条例、規則等の制定改

廃または計画等の策定または変更を行うとき」というときには、市民のパブリックコメントを

行わなければならないということです。ただし、その第２項の（４）「市民の意見聴取手続が法

令や他の条例によって定められている事項」という場合については、ここの条例の中でやらな

くてもいいというようになっております。 

      そのことによりまして、行政手続条例でまずパブリックコメントをやっていただいて、      

それ以外の手続については、市民参画条例のテリトリーの中でやっていただくというようにな

ります。 

事務局    こちらの2つの条例ですが、資料１－２の中で並列に並べていますので、いかにも市民参画

条例の対象と行政手続条例の対象が同列に並んでいるイメージなのですが、実は市民参画条例

の対象は、大きな計画や条例であるので上位になります。それらを運用の中で細かい規定をす

る際に、行政手続条例の対象がぶら下がっているというようなイメージです。市民参画条例の

対象というのは、今説明がありましたとおり、市の中でも各行政分野の重要な計画であったり、

市民生活に重大な影響を及ぼす条例など、市政運営の中でも中核となる政策・施策を対象にし

ます。次に行政手続条例ですが、市民が何かしら申請する際に、どういった場合に許可を出そ

うか、条例や規則の中では規定しなくて、実際には規則以下、例えば要綱や要領という言葉を

使って行政は管理をしているのですが、そういった細かい部分が行政手続条例の守備範囲にな

ります。実際にパブリックコメントは同じ手続で運用していくのですが、たとえどちらの条例

によるパブリックコメントでも、市民の皆さんに意見を求める場合には、ホームページ若しく

は資料を各区で配布する場合には、全く同じ一つの資料として意見を求めます。それぞれがそ

れぞれの法律の中で別々に動くのではなく、実際に市民の皆さんにご意見を求める場合には、

運用の中で行政の方が工夫して一本化するような運営を想定して、検討しています。入り口が

いろいろでそれぞれの所管、守備範囲があるので、どっちがどっちというようにしていくと職

員でも難しい場面がありますので、それは実際の運用の中できちんと整理して市民に分かりや

すいかたちで、一本化できるものは一本化して情報を提供して意見を求めていきます。現状と

比べると行政手続条例が対象とする細かい規定、審査基準等が加わって守備範囲が広がったと

いうようなイメージで捉えています。 

日詰会長   今のお話にもありましたけれども、行政手続法そのものが制定されたときというのは、行政

機関の許認可手続の申請というのが非常にありまして、申請をできるだけ排除するということ

で透明性を持たせようということでこの行政手続法ができたのですね。今まで行政指導という

のも、法的な拘束がないにも拘らずそれなりの影響力を持っていたわけですけれども、そうい

うものに透明性を持たせようということで行政手続法ができたのですが、基本的には行政指導

みたいなものは効力のないものだというような捉え方です。そういう国の行政手続法というも

のがあって、地方自治体の方が行政手続条例を作っていくという動きがあったものですから、

資料１－２を見ていただきますと、行政手続条例の場合には規則、審査基準などのいわゆる許

認可権限に関わってくるところに透明性を確保しようということになっているわけです。です

からそういう細かいところでの、透明性を確保しようという趣旨での条例改正ということだと

思います。 

前山委員   今の野田さんの話だと、市民参画条例は、富士山型法体系のなかではその山頂付近にかかる

雲のようなイメージだと思いますが、行政手続条例については、どのような位置づけになるの

でしょうか。 

事務局    行政手続条例はどちらかというと雲のなかに入るかもしれません。市民参画条例は、いろい

ろな法律や条例で市民から意見を聴く手続を規定しているものがある場合には、まずそちらを

実施し、その上で必要があれば市民参画条例に基づいてさらに他の手法を活用して補っていく

というような作りになっています。どちらの条例も、市の施策を実施していく上での共通ルー

（加藤課長） 

（村岡） 

（野田） 

（野田） 



ルになります。 

日詰会長   具体的に進み出したときに、どういうふうに区分けされて行われているのかということを、

審議会の方に報告していただく中でまた理解を深めていった方がいいのかなという感じがしま

す。まだ具体的に動き出していないので、なかなか分かりづらいところがあるのでなないかと

思います。 

小野寺委員  どちらの条例でも市民参画を保障してくれているという意味では、市民は同じです。運用が

これでうまくいくのであれば、パブリックコメントに関しては行政手続条例でも規定されてい

るのでそれに基いて実施し、必要があれば他の手続もあってそれをやるのか、というふうに市

民は理解していいのかなというふうに思います。 

事務局    対象は先程説明があったように、行政手続条例の方が広範囲です。市民参画推進条例の対象

というのはある程度大きな施策です。市民に権利、義務を制限する条例とか、基本的な各行政

分野の条例、規則、計画など。しかしパブリックコメントに関しては、行政手続条例ができた

ことによって、その範囲よりもっと細かい広い範囲で対象となる、パブリックコメントの対象

が広がったと考えてください。市民参画推進条例１本だとこういう大きな施策しかやらないが、

行政手続条例ができたことによってパブリックコメントがもっと広い範囲をカバーすることに

なります。 

石光委員   何か具体的なものがあるとすごくわかりやすいかなと思ったのですが。その辺が出てこない

ので私が想像してみたのですが、資料１－１に審査基準、①から⑤まであるのですが、例えば

⑤ですが、今現在、私たちの市民生活に特に関係しているのが公民館などの使用許可基準だと

思うのですが、これを決めるときに、例えば、今まで清水と静岡では公民館の使い方が違った

わけですけれど、こんなふうな使用基準にしてほしいというような市民の要望が、もし審査基

準を変更するようなときにも市民参画推進の考え方を入れれば、その基準を検討するような場

合にパブリックコメントを使って、審査基準の中に市民の参画の状況を作れるというように考

えてよろしいのですか。 

事務局    例えば公民館の使い方、時間を日曜日にやってほしいとか夜やってほしいとかありますよね。

そういうのは今まで市民参画条例ではやらなかったですね。公の施設はもっと大きな計画です

ね。そういう細かい使用状況までは、今度は行政手続条例で聴かなければならないです。それ

に対して市民の方々は意見が言えるのです。 

石光委員   例えば、公民館の使い方がいろいろ違って、清水の使い方が今度だめになるというような話

を聞いたときに、どこでどうしたら意見がとおるかということがわからなくて、そちらの係の

方をお呼びして聞いたりしたのですが、要するに、そういうところで市民の意見をしっかり審

査の使用基準にも取り込んでくださるというように考えてよろしいですか。 

事務局    そうです。それが行政に義務付けられています。 

（加藤課長） 

総務課    今、お話のあったとおりなのですが、施設の許可というのがいちばんわかりやすいと思うの

ですが、公民館を使いたいと申請書を出すとそれに対して公民館側で許可をしますというかた

ちになると思うのですが、その許可をするにあたっては市民の方に本来は示されていなければ

ならないのですが、そのやり取りの中で、例えば、宗教的な活動はいけません等の条件がいわ

ゆる審査基準です。その審査基準に基づいて出されたものが、確かにこれは宗教的な活動では

ないということなどを審査したうえで許可することになります。もしそこで宗教的な活動が入

っていればそれは許可できないということになるわけですから、許可する、しないという判断

が審査基準になります。一旦許可して施設をお貸ししますということになったのですが、許可

する項目に違反するようなことがその後みつかった場合には、多分、一旦許可したものを取り

消ししますという不利益処分というかたちになります。大概の場合は許可と不利益処分はセッ

トというかたちになりますので、今回、公民館の話で地区によってということがありますけれ

ど、審査基準を定めるとなると公民館については、こういう許可基準でやっていますというこ

とを示して、それに対してそういう許可基準ではなくこうしてほしいとかいうことは、当然、

意見公募手続の中で意見が反映されるわけですけれど、それを受けたうえで決定されることに

なります。当然、改正されたり廃止されたりするときにも、意見公募手続の義務が発生します

ので、その都度パブリックコメントにかけられるというかたちになります。 

（加藤課長） 

（加藤課長） 

（吉井） 



日詰会長   より市民がいろいろな意見を述べる機会が増えてきたいうことですね。 

柴田委員   この改正の趣旨というものが今の具体例でよくわかり、非常にいいなと思いました。これは

たいへんな事務量、膨大な作業になるのですね。それを今実感しました。審査基準で900件位

あって、変更、処分でも900件、行政指導で200件あるということは、これらのパブリックコ

メントをかけなければならないわけですね。パブリックコメントをかけるのにどのくらいの費

用とか時間がかかるのかわからないですが、変更するのに迅速性等が損なわれるということは

ないのでしょうか。改正に反対というわけではないですが。 

総務課    先程、900、700 件という数をお知らせしたのですが、これは今制定されているものの数で

すから、来年春にいきなり900件のものをパブリックコメントにかけるというわけではありま

せん。もし来年に入ってその内容を訂正したりする必要があれば実施することになります。ま

た、実際に 900 件のうち何件がパブリックコメントが必要になるのか、今、12 月中旪を目途

に調査をしているところです。それが終われば、だいたい来年度どの位の件数があるのか目途

が立つというかたちになります。事務の流れですが、私たちが推察するのに他都市で進んでい

ないのはまさにその部分がいちばん心配されることでして、パブリックコメントをやるのにど

うしても30日以上の手続が必要になってくるものですから、国や県から示される内容が30日

の余裕をもってしめされればいいのですが、30日の余裕はないけれども施行期日だけは迫って

いるというようなものや、なかなか提示する案自体が固まらなくて 30 日の余裕が取れないも

のも想定されるものですから、その辺の状況を十分所管課において事前に情報をつかんでやっ

ていかないと、30 日やることによって後ろにずれるというよりも、30 日やるために事務が前

倒し、30日早めに手をつけなければならないということになるのではないかと思います。 

日詰会長   それでは今日は他にも案件があるものですから、この件につきましてはこの程度にさせてい

ただきます。また進み始めたところで検証などをしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

       それでは審議事項の議題の（２）に移りたいと思います。本市の行政評価制度についてとい

うことで、資料２－１と２－２に基づきましてご説明をお願いしたいと思います。 

事務局     平成19年度事務事業評価の実施状況について（資料２－１）、評価シートの見方について

（資料２－２）に基づき説明 

日詰会長   ありがとうございました。当審議会では、この中身を議論するということではありません。

このような事務事業評価を中心とした行政評価システムがようやく動き出したということで、

今年度の３月末くらいまでには都市経営課の方でまとめが行われてホームページに公表されま

す。当審議会としては、市民の方に向けて公表されたものを市民側はどういうふうに受け止め

て、それをどういう形でフィードバックさせるかといったところをこれから考えなければなら

ないと思うのですが、今日はその頭出しということで受け止めていただければと思います。な

かなか行政がこういうところまでシステム的に導入するのに時間がかかったものですから、そ

れがようやくできたということでご了解いただきたいと思います。 

織田委員   協議会でも行政評価というのは相当動かしていたつもりだし、やっとできたということで、

こういうものをやるということ自体、内部では相当反対もあるだろうし大変だと思います。評

価者というのは自分で自分の事業を評価しているわけですよね。これが客観評価になる可能性

というのはあるのですか。 

事務局    評価の結果を見ていただきまして、これが客観的でないという評価が出ようかと思います。

自分にとって甘いような評価をしているものが見受けられた場合には、外部評価を検討する必

要もあるかと思いますが、まずは市民の方々に見ていただくということで、制度の運用をして

まいりたいと思います。調査結果につきましては、行革審等逐一報告していくことになるかと

思いますので、こちらの審議会等で見ていただくことも一つの外部評価ということになるかと

思います。 

事務局    この評価ですが、１次評価・所管の課長、２次評価・局の長ということで、これは内部評価

です。今後、予算の査定といいますか予算の局配当というものが行われ始めました。これから

は、例えば経済局なら経済局に配分し、あとは中身は自由に経済局で決めるというようなシス

テムにだんだん変わってきます。そうなると、各課は真剣にやらなければなりません。そうい

った形でその実効性が今後保たれてきます。公表や行革審議会、こちらの審議会にもご報告す

るということで考えておりまして、われわれとしましては当面、外部機関にこの評価を頼むと

（吉井） 

（山口） 

（山口） 

（加藤課長） 



いうことは考えておりません。 

織田委員   どこか別の庁内で、その局の中でも違った他の課が評価する、お互いがお互いを評価すると

いうようなことが想定されるのですね。 

事務局    局内では、これからそれをやらざるを得なくなってきますね。 

（加藤課長） 

織田委員   そうなってほしいですよね。総合計画の段階では、政策、大項目、中項目までしかないわけ

だから、それをこういう事業にしますという事前評価と、その達成率だとか効果とかいうこと

が具体的に、今年度はどこまでできたのか、それが計画にあっているのかどうか、われわれは

経済活動の中では常にそれを自分たちでもそうですけれども、お客さんやいろいろな方々から

評価されているわけです。そういう客観評価というのも、ぜひ方向性としては取り入れるよう

にしていただきたい。 

市民にとって最も興味があるのは、それがどこまでできたのかという進捗率とか達成率の評

価だと思うのですが、それが入っていませんよね。それが市民の側に出したときに、今年は調

査だけで終わったというようなことも当然出てくると思うのですが。市民の側に出すというと

きにいろいろな批判や評価をいただくと思うので、われわれとしてみると、そこの部分をどう

キャッチしていくのかというところが重要になると思います。 

事務局    当然、これは総合計画に載っている事務事業、それと関連した事務事業を対象としています

ので、総合計画の進捗管理に使います。それで、今、公表の仕方を考えていますけれど、今、

織田委員が言われたような総合計画の進捗管理という観点からの公表というのを考えています。 

織田委員   これは１つの１事業についての評価だけれども、それの全体の進捗状況ということですか。 

事務局    総合計画の進捗管理ということです。この点を踏まえて工夫していきたいと思います。 

（加藤課長） 

織田委員   それが出るとすごいですね。ぜひ期待しています。 

石光委員   この監査法人による評価支援（ヘルプデスク）というのは、外部にはならないのですよね。 

事務局    完成したばかりですので、監査法人に依頼して指導していただいています。それも専門家が

見ているわけですから、いい加減な評価はできないことになります。われわれ職員がその課に

対してアドバイスをするよりも、専門家がアドバイスした方がやはり客観性は確保できます。 

石光委員   こういうやり方がいいです、という指導なのですか。 

事務局    そうです。まだ職員も技術力もないものですから、当面このヘルプデスクというのは外部機

関の監査法人にお願いしていきたいなと思っております。 

日詰会長   おそらく担当課がお作りになっているこのようなコメント関係が個性を持ったコメントかど

うかということもチェックされてしまうのではないかと思いますね。 

木村委員   １次評価は担当課の長がするとなっていますが、実務的には担当職員と共同でやっていくの

でしょうか。例えば、原案を担当職員が評価をやってみて、それを長がチェックするというよ

うなかたちになるのですか。 

事務局    実務的にはそうなりますね。 

（加藤課長） 

木村委員    当事者がまずやってみる必要があるので、それはわかりました。 

        ホームページに出るのはこの評価シートでしょうか。 

事務局     その公表の仕方を、今、考えているところです。 

（加藤課長） 

木村委員    これが出ると、企業でマネジメントをやっている人は抵抗がないかもしれませんが、一般

の市民にとっては尐しわかりづらいですね。もう尐しシンプルな形で普通の市民にもわかるよ

うな形の方が望ましいですね。２次評価を局長さんがおやりになる場合に、ヒアリングはどう

なるのでしょうか。 

事務局    各課でやっていきます。 

（加藤課長） 

木村委員   これを見ながらヒアリングをして報告するということですね。ありがとうございました。 

日詰会長   それでは、今日はあと2件やらなくてならないものですから、この件につきましてはまた今

後、報告していただきたいと思います。 

（加藤課長） 

 （加藤課長）

９ 

 （加藤課長） 



       次は３番目の公開講座等の開催についてということで、資料３－１をもとにご説明をお願い

したいと思います。 

事務局    前回の 7 月 18 日に開催されました第 2 回の審議会で条例の周知について、皆さんに議論し

ていただいたところです。それをまとめますと、昨年度、市民公開講座で、条例ＰＲのために

人形劇等をやってきたということは非常に評価できるのですが、条例というテーマでは尐し硬

いし人が集まりにくいということで、もう尐し市民の関心のある具体的なテーマで条例の周知

を図ったらどうかというご意見がございました。これを、事務局としましても受け止めまして、

検討を重ねた結果をこれから提案させていただきます。 

        資料３－１に基づき説明 

         説明要旨 ①（仮称）健康福祉基本計画の策定に係る市民ワークショップの企画運営 

         ②市民ワークショップの内容は、市民が主体となり運営、企画を行うなど 

日詰会長   都市経営課の方で、具体的に健康福祉基本計画の策定の中に参加していただいて、自治基本

条例や市民参画推進条例の主旨を多くの方々に伝える場としたいということで、しかも福祉総

務課と都市経営課が連携して基本計画策定にあたるということをご提案いただきました。いわ

ばいろいろな方々にとっての、ＯＪＴのような感じになるのかなというように思います。これ

についてご感想やご質問がありましたらどうぞ。これは実施することに決まったのですか。 

事務局    皆さんのご審議を受けた上で、ぜひ進めたいと思っております。 

木村委員   こういうものをやって欲しかったので、個人的には大賛成です。しかもテーマが健康福祉で

すので、市民に広く共有でき、暮らしに直結したテーマで非常にいいと思う。ぜひ頑張ってや

っていただきたいです。 

石光委員   今まで言ってきたことが実現しそうで嬉しいです。市民が体験をして、実際に基本計画にそ

れが反映されるという成功体験があると、こんなふうにできるということがみんなに広がって

いくと思います。このような計画はとてもありがたいと思います。 

辻委員    今まで内容が難しくて、一般の市民にはこんなことまでわからないだろうなと思いながら聞

いていましたが、やっとわかるようになってきました。このようなものを実施するときにも、

必ずチラシやいろいろな方法で広報されると思いますが、誰にでもわかるような広報の仕方を

ぜひお願いしたいと思います。 

織田委員   大変なことですけれども、ぜひ積極的にやってください。私の経験から、過去、国道１号線

の今のバイパスの問題でワークショップに参加をしたことがありますが、40 回位開催をして、

地元の意見や道路のあり方、サービスエリアのあり方などかなり細かくやりましたが、人数は

40人ほどのワークショップでしたけれども、どんどん奥へ入っていくと議論の仕方が、道路１

本考えるのにいろいろなことが多岐に渡りますよね。ワークショップでやられている専門チー

ムのやっていること（議論していること）が、周りから見るとわからなくなるということがあ

るので、今言われたように、いかに市民に広報していくか、いろいろな意見を集めていくかと

いうことがとても重要ですね。ワークショップをやられている本人たちも、もちろん市民の代

表ですが、その周りの意見をどうやって集約していくか、周りにどうやってＰＲしていくかと

いうことが重要だし、難しいことなので、広報の仕方については、どれだけやっても広報しず

ぎるということはないのだけれども、どれだけやってもなかなか市民は反応してくれないとい

う現状もあるので、積極的により１人でも多くの人の意見を取り入れるようにお願いします。 

日詰会長   委員の皆さまのご意見としては、積極的にやってほしいということでありますので、広報の

あり方や、実際に行われているワークショップでの議論が逆にフィードバックされていくよう

な形を工夫していただければと思います。いずれ当審議会の委員の皆さまにもお声がけがいく

だろうと思われますので、お時間の都合のつく限りにおいてご参加いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

       それでは、次の４番目ですが、市民参画手法の事例紹介ということで、今、織田さんからも

ワークショップの実際の様子をうかがったわけですけれども、それとはまた違った手法が最近

試みられましたので、ご報告を小野寺委員からお願いしたいと思います。資料４－１、４－２

に基づきながらお願いします。 

小野寺委員  今、織田委員からワークショップのご紹介がありましたけれども、今回ご紹介するのは尐し

違います。どこが違うかといいますと、織田委員がおっしゃられた方は専門家が入られて部門

 （村岡） 

（村岡） 



ごとに検討して深めていくワークショップですが、今日ご紹介するのは尐し違うワークショッ

プです。 

        「Ｖｏｉｃｅ ｏｆ しずおか市民討議会」について 資料４－１、４－２、パワーポイ

ントに基づき説明 

      説明要旨 

       ・目的：「自治基本条例」をもち、「市民参画推進条例」が保障する市民都市を目指す静岡市

における新たな市民参画の手法を検討、実施、検証する。 

・資料４－１の表に基づき、「Ｖｏｉｃｅ ｏｆ しずおか市民討議会」と「みたかまちづ

くりディスカッション」と「プラーヌンクスツェレ」の相違を説明 

・「Ｖｏｉｃｅ ｏｆ しずおか市民討議会」の３つの特徴 

① 参加しやすく、集中できる楽しい雰囲気作りに気を配った 

② 参加者、スタッフ全員の交流をはかり、相互理解と目的の共有化に力を入れた 

③ 会議ファシリテーションの技術を使って、参加者のエンパワーメントとグループのシ

ナジー効果を発揮できる討議会を目指した 

日詰会長   ありがとうございました。今、小野寺さんの方から内容を説明していただきまして、資料４

－２の方に（「Ｖｏｉｃｅ ｏｆ しずおか市民討議会」の）資料もございますし、実際にアン

ケートを取らせていただいた集計結果も出ているのですが、これをご覧いただきますと、やっ

てよかったという結果が出ています。このようなことも新しい手法として、今、全国で 50 箇

所程で実施されていると言われていますけれども、今後、静岡でも試みたらどうかというご提

案ということで受け止めていただけたらと思います。皆さんの方からご質問やご意見がありま

したらお願いします。 

木村委員   私も立会いの実行委員会に出ていたのですが、静岡の最大の特徴は、参加者の意見がもれな

く出たということです。発言の強い人からだけ意見が出るのではなく、全員の考えが全部きち

んと出ていてそれが整理されていったということで、参加された方はフラストレーションがた

まらなかっただろうと思います。それがとても印象深かったです。２日目も皆さん非常に真面

目で、１人も休まずに参加されました。 

小野寺委員  ＪＣの方が関東地区の方でまとめられた運営マニュアルに、今年やった事例が載っていて静

岡の事例も載っていたのですが、静岡の最大の特徴はやはりその辺だと思います。ほとんどが

有償でやっています。有償といっても、２日間で3000円から6000円という金額というのが相

場なのですが、それでもそんなにたくさんの方は来られていないというのが現状ですが、静岡

の場合は無償だし、先にアンケートを付けているのですが、4000 通のうち 298 通、きちんと

アンケートにもお答えいただいているというのはとてもすごいことで、そういう意味ではとて

も評価されるものだと思います。「次回このようなイベントの参加案内状が届いたらどうします

か」というアンケートに、「テーマに興味があれば参加する」と答えた方が６割もいらっしゃる

ので、これはすごいなと。静岡の人たちが市民参画の意欲が低いかというと決してそうではな

くて、機会があれば参加したいという方がいらっしゃるということを表せたかなと思います。 

織田委員   一般市民を対象にして、募集段階なのか議論の段階なのか、何がいちばん苦労しましたか。 

静岡ＪＣ   全体を通して、今回、静岡青年会議所単体でやるわけにはいかなかったので、ぜひ静岡市さ

んの方に協力をお願いしたいというところの調整がまず最初に難航しました。その後は、テー

マの選定です。今回あまり活動に参加したことのないような方々を対象にしていましたので、

そういった方が出てきてもらえるようなテーマの選定、そういう枠組み作りにすごく気を使い

ました。そのおかげでいろいろな方々に参加してもらって、最終的には参加してよかったとい

う意見がもらえましたし、廃棄物政策課の方々も協力していただいてすごくいい会議ができた

と思っております。 

織田委員   いろいろな活動をしてきたなかで、市民の皆さんは本当に従順だなと思います。こちらがち

ゃんと説明すれば理解をしてくれる。ただ、説明の仕方がうまく伝わらなかったり、もちろん

受け取る側の問題もあるのでしょうけれども、伝え方の問題もあるのだなとつくづく感じまし

た。従順な市民をどうやって引き出すかというところが、こういう市民を巻き込むなかでは最

も重要なことなのではないでしょうか。 

日詰会長   日本の状況を聞いていましても、男性の 50 歳以上の参加が多いようですね。意外と女性の



参加が尐ないという傾向が出ています。その要因はまた分析していかなければならないのでは

ないかと思うのですが、今回、各地で取り組まれているＪＣの報告を聞いていますとそういう

傾向が出ています。ただ唯一違うのが三鷹市ですね。三鷹市の場合は比較的いろいろな層から

出てきていただいている。多分三鷹市は、非常に長い間、市民参画という手法を取り入れてき

たその成果が、20 年、30 年という時間のなかでうまく浸透しているのかなという感じを受け

ます。静岡もこれからこういう機会、場を重ねていけば、もっと違う方向に進んでいくのでは

ないかという期待を持っています。そういう実験的な段階、試みの域を脱してはいませんけれ

ども、こういうものも従来の手法に加えてご検討いただければと思います。 

      時間になってしまいましたけれども、何かご発言がございましたらお願いします。 

前山委員   面白いと思ったのは、この補助ファシリの心得ですね。なかなかよくできていて、将来役に

立つところがあると思います。 

日詰会長   ファシリテータと補助ファシリ両方について研修会を設けました。こういうことが増えてい

くということが大事だと思います。 

大西委員   フィンランドでこういうプロセスを通して話合いを進めていくというのに参加したことがあ

るのですが、向こうの人たちは結構こういうことを知っていて、例えば、職場の中で職員同士

で会話がないからということで、実際にこういうのを通して職場の中で意見交換をしたり、小

さな問題から大きな問題まで対応していて、これは実際に私も参加してみて非常にいい方法だ

と思います。多分、財政的なものがこの中でネックになってくると思うので、そういったとこ

ろを支援していただければと思いました。 

織田委員   先ほどのパブリックコメントですが、例えばいろいろな施設やいろいろな法施行の段階で、

それを組み立てるまでは市民の意見を審議会等で意見集約をするのですが、暗礁に乗り上げる

ような事業がありますよね。例えば具体的に言うと、青葉小学校の跡地問題のような。結局い

ろいろな審議会を重ねていった中で、いくつかいろいろな案が出てきて、最終的に駐車場とい

うことになったようですが。そういうものは再度、審議会みたいなものを設けるということは

可能なのでしょうか。 

事務局    それはいろいろな所管課の状況があろうかと思いますが、それは私としては再度、審議会等

をやればいいと思います。市民参画推進条例は、幅広く市民の意見を聴くというのが精神です

から。 

日詰会長   実は今ご質問のようなことを、プラーヌンクスツェレでやっているのです。最終的に市とし

て判断に困るというケースが起こったときに、具体的な問題をプラーヌンクスツェレを使って、

市民に答申してもらって最終的な決定をするというようなことで使っていますね。 

織田委員   経済同友会の立場から、今、空港の問題等をやっていますけれども、静岡市にとって、観光

やどうやって外から人を集めるかということがいろいろなことに影響するわけですよね。駿府

城やいろいろなことを研究してますが、合併協議会で随分議論してきた歴史博物館が変わって

いくじゃないですか。変わっていったときに、市民の立場からすると私も随分審議会に出たの

ですが、最終決定段階がわかりにくい。そこの部分はもっと再度審議会を開くなり意見集約す

るなり、という手順は必要ですよね。 

日詰会長   非常に大きな問題ですよね。 

織田委員   大きな問題をどうやっていくか、本当に難しいと思いますけれど。 

木村委員   せっかくＪＣの方がいらっしゃるので、成功の原因はもう１つあったと思います。来ていた

だいた方々をお客様だという考え方で、皆さんが帰るときに、全実行委員でお見送りをしてい

ました。その主催者側の熱意や気持ちが通じたというのが大きなポイントではなかったのでは

ないかと思います。 

日詰会長   ホスピタリティが非常に豊かだったということですね。 

辻委員    ぜんぜん問題が違うのですが、蒲原で都市景観条例に基づいてかどうかわからないのですが、

地元で活動するにあたって補助金を出す制度というのが去年から始まったというのを聞いたの

ですが、その活動費が始めに出なくて活動が終わってから請求してやっと出るということで、

その間、会員やそれに携わる人たちが立て替えるためとてもやりにくいということを聞きまし

た。りっぱな条例や市民に対して良い制度を作ってくれているのはわかるが、市民が活動しや

すいような方法を考えていただきたい。 

 （加藤課長） 



      行政側と市民側の格差がすごくあるような気がする。市民の意見を細かく取り入れるというの

が今日のテーマだったように思いますが、もっと努力をしていただきたいなと思いました。 

日詰会長   市民に扱いやすい制度にしていくということですね。まだそういう面もあるのかもしれませ

んが、なかなか個別のことではこちらでは言いづらいかもしれませんが、ぜひ事務局の方で何

か発言できる機会がありましたら繋いでいただければと思います。 

       それでは、時間もまいりましたので、本日は以上をもちまして議事が終了致しましたので、

進行を事務局の方にお返ししたいと思います。 
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