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平成２０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２０年７月１１日（金） 午前９時３０分～午前１１時３０分 

 

２ 開催場所  静岡市役所 静岡庁舎本館３階 第１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、日詰委員 

            〔欠席〕玉置委員、辻委員、前山委員 

        【事務局】深津経営企画部長、繁田参与兼分権推進課長（事務局長） 

村岡参事兼統括主幹、鈴木主査 

 

４ 開 会    

事務局（村岡） 定刻になりましたので、ただ今より平成 20 年度第 1 回静岡市市民自治推進審議会を開催

いたします。 

        委員の皆様には、大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

        本日は、ご都合により、玉置委員、辻委員、前山委員が欠席でございます。 

        本日は、今年度第 1 回目の会議ですので、はじめに、経営企画部長よりごあいさつ申し上

げます。 

経営企画部長  開催にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

        今年度機構改革がございまして、所管が都市経営課から経営企画局経営企画部分権推進課

に移りました。分権推進課という名前のとおり、第二期地方分権改革の真っ只中です。改革

の主な内容は、国の権限を都道府県に、都道府県の権限を市に下ろすこと、国の出先機関を

縮小して二重行政の無駄を廃すること等です。市民に身近な市町村に大きな権限が下りてく

るということは、まちづくりに市民の目が行き届くようになり、市町村が市民の方と一緒に

まちづくりを行う環境が益々整うということです。 

        「市民参画」は 10 年以上前から言われております。市民参画を進めるには職員にも覚悟

が要りますが、当時は他人事のようでなかなか進みませんでしたす。しかし、自治基本条例

と市民参画の推進に関する条例を制定し、制度ができたということは職員がその立場に立つ

ということですので、前進していると思います。 

        後ほど实績報告をいたしますが、パブリックコメントは職員にとっては通過儀礼、市民に

とってはアリバイ作りではないか、という意見がないわけではありません。实質を伴う市民

参画が進み、市民にとっても、職員にとっても、そして市にとってもいいことだと日々实感

することを、着实に積み重ねていくことが必要です。 

        委員の皆様には、市民参画が一層推進するようご協力を賜りたく、是非ともよろしくお願

いいたします。 

事務局（村岡） 人事異動で事務局職員も変わっておりますので、紹介させていただきます。 

事務局長    当課は、分権推進担当と行財政改革推進担当の、課長１名、職員６名、非常勤職員１名と

いう構成でございます。 

        （分権推進担当（事務局）職員の紹介） 

事務局（村岡） 審議会規則第 4 条第 3 項の規定により、今後の進行は日詰会長にお願いたします。 
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５ 報 告   

（１）平成 20年度市民参画手続の実施計画の公表について 

日詰会長    それでは、第 1 回審議会を始めさせていただいきます。 

早速次第に沿いまして、報告「平成 20 年度市民参画手続の实施計画の公表について」、事

務局から説明をお願いします。 

 

事務局（村岡） 資料１に基づいて説明  

        ・市民参画の推進に関する条例に基づき、平成 20 年度の实施計画を策定した。 

・市ホームページ・市政情報コーナー等で既に公表済みである。 

        ・現段階で６７施策、８０手続が予定されている。 

         （施策数と手続数との違いは、複数の手続を实施する施策があるため。） 

 

日詰会長    委員の皆さまから、何かご質問やご意見等はありますか。 

小野寺委員   パブリックコメントやタウンミーティングで人や意見が集まらないときいていますが、今

年度实施するにあたり、例えば期間を延ばすとか、広報の仕方を変更したなど、昨年度と変

えて工夫していることはありますか。 

事務局（鈴木） 運用マニュアルを作成して職員に公表方法の周知をしました。現状として、必須となって

いる公表方法は实施しているのですが、それ以外の方法を实施している場合が少なかったの

で、今年度公表方法を再度確認し、また広げるよう、全庁的に通知を出したところです。結

果は今後分かると思います。 

事務局（村岡） 補足ですが、必須となっているホームページ・市政情報コーナー・担当課での閲覧のほか

に、広報紙への掲載や公民館等での閲覧等を、今後広めていきたいと考えています。 

        また後ほど、現状報告後、委員の皆様にお知恵を拝借したいと思います。 

木村委員    手法はパブリックコメントや審議会が主流のようです。審議会は役割がはっきり決まって

いて、委員もやる気になっているので实施しやすいですが、パブリックコメント、タウンミ

ーティング、市民ワークショップが本格的に動き出したら、市民は参画するのに非常に大変

になるのではないかと思います。縦割りに实施するのではなく、隣接したタウンミーティン

グは 1 か所で实施するなど、将来的には参加のしやすさを考えた方がいいと思います。        

まだ市民も参加意識は低調で、行政も試行錯誤段階だからいいのですが、両者が本気になれ

ば、これは活性化するということではありますが、参画機会を整理する必要があると思いま

す。 

事務局（村岡） 昨年度の当審議会でもご説明しましたとおり、行政手続条例に基づく要綱以下の基準等も

対象にしたパブリックコメントを今年度から实施しています。静岡弁で申しますと「のんば

めて」しまうので、ある程度の期間が経過したら、整理や見直しは必要だと考えています。 

日詰会長    時期も集中するでしょうね。 

事務局（村岡） 後期に集中しています。 

柴田委員    行政手続条例が改正され、今年の４月からこれ（資料１）以外にもパブリックコメントが

实施されることになり、かなりの量になると推測されます。今年度どれくらい实施するのか、

また、今年度が終わった後に分かることかもしれませんが、行政手続条例に基づくパブリッ

クコメントは（市民参画の推進に関する条例に比べて）対象が広いので、意見が出やすいの
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か、实際は出ないのかなど、関心があります。 

日詰会長    委員の皆さまは昨年度の实績に関心があるようなので、次の議事に入り、いいアイデアが

出れば今年度に反映させていければと思います。 

事務局（村岡） 行政手続条例は今年度から实施し、年度が終了しないと状況がわかりませんので、適宜適

切な時期にご報告させていただきます。 

 

６ 議 事 

（１）平成 19年度市民参画手続の実施状況について 

日詰会長    それでは続いて、議事の（１）「平成 19 年度市民参画手続の实施状況について」事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事務局（村岡） 資料２（まとめ）、資料２－１（実施状況一覧）、資料２－２（実施しなかった施策）、 

資料２－３（手法別一覧）に基づき説明 

        ・当初 64 施策を予定していたが、年度途中に８施策増え、最終的に 72 施策のうち 64 施

策（約 89％）を实施した。 

        ・实施しなかった８施策のうち、５施策は今年度以降に实施する予定である。残りの３施

策は、軽微な変更又は地区限定計画で、（市民参画の推進に関する）条例によらない地

元説明会を開催したため、市民参画手続を实施しなかった。 

        ・手法別では、審議会が最も多く約 56％、次いで市民意見提出手続（パブリックコメント）

が約 34％で、意見交換会と市民ワークショップは少なかった。市民ワークショップは有

効な手法であるが、進行役の養成や予算の確保が必要なことが件数の少ない要因になっ

ていると思われる。 

        ・パブリックコメントと審議会を組み合わせて实施する例が多い。 

        ・施策の運用管理は、審議会以外の手法は使っていない。 

        ・パブリックコメントは 29 施策（30 件）において实施し、474 人（平均 16 人）から 768

件の意見をいただいた。意見が全く無かったのは５施策（約 17％）あった。提出意見数

は１～10 件の場合が多いが、市民の関心が高いものは 100 件を超える場合もあった。 

        ・意見交換会は４施策において６回实施し、計 231 人（平均 39 人）に参加していただい

た。人が集まらずに自治会や関係団体に参加の声かけをしている。この手法は、個人の

要望になってしまったり、意見が分かれて収拾がつかなくなる恐れがある、ということ

が担当課の意見としてあがっている。 

        ・市民ワークショップは５施策において 14 回实施し、計 245 人（平均 18 人）に参加し

ていただいた。参加者も主催者も満足度が高く、意見も概ね反映できたという。参加者

は最初は否定的でも、最後は「また参加したい」と意見が変わっている。市民と商業者

の間で意見が分かれ、後者の足が遠のいてしまったという事例もあった。 

        ・審議会は 45 施策（48 件）について实施したが、一部市民が関心のある施策を除いて、

傍聴者がいない場合がほとんどだった。 

        ・全体として意見数や参加者数が少なく、自治会や関係団体等に声かけをおこなっている

のが現状である。周知・啓発はもちろん、広報手段や内容を充实させたり、無作為によ

る市民ワークショップのように普段参加しない市民の参画を促し、より幅広い市民の参
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画機会を提供したり、託児所を設置する等の参加しやすい環境整備をする等の工夫が必

要であると考える。 

 

日詰会長    委員の皆さまから、何かご質問やご意見等はありますか。 

石光委員    こんなにたくさんの市民参画手続を实施していただいて、本当にありがたいと思います。 

先ほど、他の条例に基づくパブリックコメントもあり、これだけ实施するのは大変だとい

うご意見がありましたが、市民の状況が煮詰まってない状態で条例を制定していただき、行

政で門戸を開いてくれたので、この門戸は狭めて欲しくないと思います。市民のあり方は問

題ですが、そこは長い目で見ていただいて、いくらたくさんであっても、市民が成長し、行

政は充实させる方向で努力していただきたいと思います。 

        広報の仕方の工夫ですが、参加者が少なく高齢者が多いということでしたが、公民館の利

用者は、リタイヤされ、次に何かやりたいと考えている高齢者の方が多く、公民館で情報を

得る人は限られてしまいます。清水では自治会組織が発達していますので、回覧板を利用し

ていただければ、全戸配布ですし必ず目を通すので有効ではないかと思います。またその際

に、1 度に全てでは目が回ってしまうので、（提出又は参加）期日と自分の予定を調整できる

１か月半位前に、小さなスパンで情報提供していただけるとありがたいです。 

        長い目で裾野を広げるという意味で、市民を若い頃から教育するということも考えられま

す。私は月に何回か、先生方の打ち合わせしている間の朝の 15 分間、小学校に読み聞かせ

のボランティアに行っていますが、子ども達は目を輝かせて聴いてくれます。小学校６年生

以上から中高校生に対して、朝の自習時間などを活用した出前講座を实施したらどうでしょ

うか。学校と相談して市民教育という観点で体系づけ、若い頃から市民を教育するカリキュ

ラムを作ってもらいたいと思います。講座自体は、市民や委員が、或いは行政と一緒に、担

っていけたらいいのではないかと思います。 

        市民ワークショップは参加者の満足度が高く、たくさん实施していただきたいと思います

が、開催には経費がかかるということでした。ファシリテーター（進行役）の養成のために

はお金をかけてでも、行政の職員も市民も力を培っていきたいと思います。行政や市民ボラ

ンティアがファシリテーターをできるようになれば、そんなに経費はかからなりますね。 

日詰会長    議事（１）②の「効果的な公表方法」も含めてご意見をいただければと思います。 

木村委員    先ほど申し上げた「整理」とは、門戸を狭めるという意味ではなく、門戸を狭めずに、参

画のチャンスをまとめて参加をしやすくする、という意味です。 

        参加者としてすっぽり抜けやすいのが働いている方々です。女性を含めて、10 時間程度職

場に拘束される人は、参加のチャンスがなかなかありません。そこで、ネットや携帯、電話

を使って参加できるシステムがあれば、間口が広がるのではないでしょうか（携帯やインタ

ーネットから投票で審査できるシステムがある）。 

もう一つは、企業の協力を得て、アンケート調査の形で働く人の意見を聴く、回収率はそ

んなに期待できないかもしれませんが、回答用紙が届くだけでも PR になります。 

また、クレジットカードの手続きのような自動電話アンケート（『「はい」の方は「１」を

押してください。そのほかの方は･･･』）という方法もあります。 

紙を配ったり人を集めるだけではなく、別の方法も考えていけるのではないかと思います。 

日詰会長    現代的なツールを使うということですね。選挙管理委員会で電子投票を考えているという
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話を聞きました。場合によっては、それとうまく連携して、意見聴取するしくみを市全体と

して開発することも考えられます。初期投資として開発経費はかかりますが。 

小野寺委員   いろいろな方法を使っていただくのはいいのですが、そうはいっても、实際に会って話を

聴く機会は貴重ですし、有効に使っていただきたいと思います。何回か市民ワークショップ

を实施して思ったのですが、テーマに対して参加者のイメージは様々で、普段考えているこ

とをそのまま出していただく意見は、幅広く他の分野でも役立つ意見があり、实は宝の山な

んです。行政は条例や計画ごとに实施しますが、細かい分野は審議会でおさえておいて、大

きいところで市民が伝えたいと思うことを上手に集められるワークショップを企画し、集め

た意見が他にも反映できるなら、まとめてできるのではないかと思います。 

        タウンミーティングも、行政が伝えたいことをまず伝えて、後でワークショップで考えて

もらい、分からなかった点を明確にして伝え直したり、気になっている点を違った形で情報

提供するなど、会話しながら、互いのずれや理解不足分を埋めていく形で实施できたらいい

と思います。ある部署で实施したら、その意見はその部署のものとしてしまうと、たくさん

は实施できないと思います。 

        様々な計画は総合計画に基づいて策定されるので、総合計画を策定するときには、市民ワ

ークショップで市民意見を聴取したらいいのではないでしょうか。ほかのことは、少しずつ

門戸を広げて、簡単なやり方で市民が参加できるよう、普及することが大事だと思います。 

日詰会長    現在は、どちらかというとテーマごと縦の列で实施されていますが、参加する市民の皆さ

んの日常生活や地域の課題に対する意見はもっと幅広く、他の分野と共有できる部分がある

ので、担当課だけでなく、他の課と共有できる仕組みがあったほうが面白いですね。特に総

合計画はできるのではないかということですので、考えてみてもいいのかもしれません。 

経営企画部長  総合計画は公募委員を募集して締め切ったところです。６つの分野で学識経験者、職員、

公募委員で構成するグループで幅広く議論がなされます。ある意味、総合計画の策定に当た

っては、縦割りでない、かなり幅広い意見をいただく仕組みができていると思います。ただ、

なかなか公募委員が集まらないというのが現状です。 

小野寺委員   やはり、審議会だとランクを高く感じてしまうと思います。総合計画の公募委員に手を挙

げる方は意識が高く、まちづくりのことを真剣に考え、「こうしたい」という思いがある方

だと思います。一般市民の意見を聴くために、別途、市民ワークショップを实施したらどう

でしょうか。 

事務局（村岡） 「整理」というお話ですが、我々はできる限り広く实施していきたいと思っています。ま

ずは、推進するために今何ができるのかということを十分検討し、实施した結果、それでも

進まず、手続が多いことに問題があるということであれば、もしかしたら将来的に整理する

時が来るかもしれません。 

柴田委員    私は健康福祉の市民ワークショップに参加させていただいていますが、实は公募の事实を

知らず、審議会事務局からメールをもらって知りました。ホームページ等で募集はしたと思

うのですが、開けてみるまではしませんでした。 

木村委員    知らないほうが普通ですよ。 

柴田委員    そうですね。参加者が少ないという元凶として、一般市民はこういうことを实施している

ことを知っているのだろうか、という率直な疑問があります。その入り口を解決しないこと

には、参加者を増やすことは難しいのではないでしょうか。参加者に応募動機を伺ったとこ
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ろ、各種団体から依頼されて参加した人、福祉の活動をしている人、公務員の人が殆どでし

た。もちろん、公務員も市民なので参加していただければならない重要なメンバーですが、

偏りがあっては、有用な意見は出ないのではないでしょうか。多様な意見が出てこないと効

率的ではない気がします。 

        市民参画手続の適正な人数はどれくらいなのでしょう。特に市民ワークショップの場合は、

有用な意見が出るかどうかは、どういう顔ぶれが集まるかが決め手になってしまうのではな

いでしょうか。一般市民も、行政職員も、日頃携わっている関係者の意見も全て大事です。

そういうメンバーを、二十数名の中にどれくらい集められるかが、大切だと思います。 

        では、市民にどうしたら分かってもらえるのかということですが、石光委員がおっしゃっ

ていたように、回覧板に入れればホームページを開けなくても、受動的に見てしまいます。

それに伴って、広報紙に市民参画コーナーを設け、僅かなスペースに列挙するだけでもいい

ので、市民に訴えかける適当な文言を沿えて、实施している施策を告知したらどうでしょう

か。審議会の委員公募は広報紙に載りますが、パブリックコメントや市民ワークショップの

募集は出ていないものがあります。一般市民は広報紙をよく見ますので、今あるものを活用

していただくのがいいと思います。 

        経費や数値など、どこに目標をおくのかということですが、裁判員制度を参考にして、今

度实施する市民 3,000 人の無作為抽出による市民ワークショップのように、パブリックコメ

ントや審議会、市民ワークショップへの参加を指名でお願いするようなことを、静岡版市民

参画手続として、定期的且つ継続的に实施したらどうでしょうか。広報紙に掲載されていた

市民意識調査によると、「今後何らかの形で市民参画したい」という人が 44.7％いらっしゃ

るということでした。参画したくない人を参加させるのは次のステップとして、まずは参画

したい人や参画したいけど一歩踏み出せない人をターゲットに、施策を打っていくことが必

要だと思います。 

日詰会長    欠席されている玉置委員からもアイデアをいただいていますので、事務局から紹介してい

ただけますか。 

事務局（鈴木） 効果的な公表方法について、６点の提案及びご意見をいただきました。 

        １点目は、市民側に関心がないとどのような手段を使っても難しいので、少しでも関心の

ある人を見つけ出して、情報をどのように知ってもらうかが重要ではないか、ということ。 

        ２点目は、市で分野別のＮＰＯの情報を持っているので、ＮＰＯにメールや郵送でテーマ

を送り、意見を出してもらったらどうか、ということ。 

        ３点目は、企業などに協力してもらい、企業内の掲示板に情報を掲載してもうのはどうか、

ということ。 

        ４点目は、行政側は、担当以外の分野でも関心を持っている人がいるかもしれないので、

そういう人を拾っていくことが重要ではないか、ということ。 

        ５点目は、子供向けに学校の授業で取り上げて裾野を広げていったらどうか、ということ。 

        ６点目は、資料２の「参加の対価があったほうがいいのではないか」という記載に対し、

行政活動に関心を持つのは市民の義務であり、費用の原資は市民の税金であるから、費用が

あまりかかりすぎるのはよくない、ということ。 

        以上でございます。 

日詰会長    ありがとうございました。今までのご意見と重なる部分もありましたね。 
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        織田委員、企業の方はいかがでしょうか。 

織田委員    企業に声をかけてもらえば、すぐに人を派遣することは可能だと思います。 

        そもそも市民参画の目的は、まず施策を市民に理解してもらうことが第 1 歩です。理解し

たうえでなければ意見をもらうことはできません。そういう意味で、相互理解、キャッチボ

ールする必要があると思います。ネットや携帯の投票もいいですが、どこかの会場に集まっ

て情報交換をし、市民に参画する気を出させる工夫が必要です。お金はかかるかもしれませ

んが、繰り返し实施することで、公を大切にする人や、まちづくりを能動的に实践する市民

を育てていく使命が行政にはあると思います。私は合併のときの意見聴取に関わったのです

が、あれほど市民に影響がある場合でも、全部で 40 以上の会場で開催したのですが、各会

場 100 人位ずつ集まっていただいた市民のほとんどが動員でした。市民生活に直接影響する

にもかかわらず、動員しないと出てきてくれないというのが現状です。自分の損得から考え

ると、興味ないことには出てこない、ということかもしれません。つまり、どうやって興味

をもってもらうか、ということが重要だと思います。 

        企業は、集実してモノを売ります。いいモノだと自負して並べても、お実さんが来てくれ

なければ売れないので、いかに集実するかという工夫をしています。ヒットするチラシを作

るために、例えば「こういう生活をしたい」「こういう風になりたい（もっと肌がきれいに

なる等）」など、キャッチコピーなどのチラシの一言、一言を良く吟味します。一方、行政

が公表している施策名は興味の出る表現ではありません。行政としては企業のような表現は

使えないかもしれませんが、一つのヒントになればと思います。例えば、「景観条例の全部

改正」といっても意見を出したいとは思いませんが、「あなたの街並みをきれいにしていき

ましょう」や「あなたの家の外壁も色を指定されるかもしれません」といった名称ならどう

でしょうか。行政内部や議会向けと市民向けと、施策名を変えてみたらよいと思います。 

日詰会長    ネーミングを工夫するということですね。 

石光委員    木村委員や玉置委員の発言にもありましたが、私も企業に期待したいと思います。实際に

働いている人はなかなか広報紙を見る時間もありません。私も見ようと思ってとっておくの

ですが、その間に次の広報紙が届いてしまいます。企業が理解をしてくれるのであれば、働

いている人を引き出すのではなく、企業に出向いて、短時間でいいので説明をして、その場

で意見をもらうというのはどうでしょうか。企業も社会を担う一員であり、市民であるわけ

ですから。 

織田委員    問題ないと思います。 

石光委員    意識があれば自分の時間を使って出かけますが、普段忙しくて疲れてしまえば、自分の楽

しみで英気を養うことで終わってしまう、というのが市民の現状です。あらかじめ企業の掲

示板で告知しておいて、企業へ出向いて短時間で意見をいただくという方法がよいと思いま

す。 

木村委員    経営者のセンスにもよりますが、最近はどれだけ社会貢献活動をしているかをレポートに

載せる動きがあります。社員研修の一コマをもらうとか、方法はいろいろあると思います。

乗ってくれる経営者や、何も社会貢献をしていないのでどうしようと思っている企業もある

ので、期待はできるかと思います。 

日詰会長    ぜひ、織田委員の力をお借りして、どこかで实現したいですね。 

石光委員    こま切れですが、開拓していくにはいいですね。 
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織田委員    行政から施策を説明するから社員を集めてください、と言われれば、企業はほとんど No

とは言わないでしょう。 

柴田委員    関連することなら、意見は出やすいですね。 

木村委員    いろいろな企業がありますからね・・・ 

織田委員    合併の署名のときは、図々しく企業に行ってもらいましたよ。 

木村委員    キャンパス（大学）はどうでしょうか。 

織田委員    企業へ行って説明するというのが、行政の方ができるか。なかなか難しいのでは。 

木村委員    やってみればできますよ。 

日詰会長    それも一つのアイデアということですね。出前講座の逆パターンですね。 

小野寺委員   今日のニュースで、宮城県が地方銀行と大手銀行と協定して、銀行は顧実に行政の広報や

人集めをするという記事が載っていました。広報や人集めをするとき、経済同友会、商工会

議所、ＪＣ（青年会議所）等、企業体でやっている組織と協定を結んでアナウンスをしても

らうことから始めたらどうかでしょうか。 

織田委員    それはいいですね。各種団体や業界団体、経済団体以外の全ての団体と市民参画の協定を

結ぶというのはいいかもしれません。 

小野寺委員   協力をいただいて一緒にやっていけば、今まで集まらなかった意見が集まるのではないで

しょうか。 

織田委員   （団体も）No とは言わないでしょう。 

木村委員    県は男女共同参画の推進に関して企業エントリーをしています。出始めると競争意識が働

くので、お願いに行っている部分はあると思いますが、少しずつ増えています。企業単位で

の市民参画もできるのではないかと思います。 

        柴田委員がおっしゃっていましたが、裁判員制度のように「市民行政参画委員」のような

形で参画していただいたらどうでしょうか。条例を制定すればできますよね。 

        ２年前に、市長への提言「100 人委員会」に参加したのですが、行ってみたら８～９割が

ＪＣの皆さんで、分野ごとに分科会をつくってディスカッションして提案をまとめました。

上手にやれば 100 人位集めることも可能でしょう。既にやっていなくもないので、制度化し

て市民 100 人委員会みたいものを实施したらどうでしょうか。 

織田委員    参加した企業を公表してくれたら、絶対にやると思います。団体との協定もいいのですが、

その中でさらに率先して参加する企業を募ったらいいかもしれません。 

        仕事をしていると、新聞を読むのに手一杯で、広報紙は見れませんね。 

木村委員    私も（仕事をしているときは）、行政にはゴミだけ集めてもらえばいいと思っていました。 

織田委員    企業から言われれば参画するでしょうし。 

日詰委員    時間がなくなってきましたので、大西委員から何かコメントがあればお願いします。 

大西委員    いろいろなアイデアが出たのでこれ以上付け加えることはないのですが、昨年度实施して

参加が少なかったということですが、この問題を微調整だけで乗り越えられるのでしょうか。

施策が個別具体すぎて、いいＰＲをしても人の増は見込めないのではないかと、率直に思い

ます。織田委員がキャッチボールが必要だとおっしゃっていました。最初からテーマありき

ではなく、市民からのテーマを吸収できるような受け皿があって、そこから個別の条例や施

策に意見を反映させる方が、自然であり、本来の市民参画に近づくのではないでしょうか。

テーマを設定しない方がいいアイデアが出ると思います。市民参画を続けていく上で、この
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視点も重要ではないかと思います。 

石光委員    大西委員に、若い人をターゲットに広げる案があれば教えていただきたいのですが。 

大西委員    個々の興味や問題意識と合致すれば自然とでてくると思いますが、大学生は４年経つと市

外に出てしまったりするので、市の問題に関心を持つということは難しいと思います。一般

に就職している 20～30 代の人たちが、興味を持っている範囲から市民参画に繋がれば、参

加できる環境はできると思うのですが、（施策名の）表現が難しく、うまく繋がっていない

と思います。 

日詰会長    皆さんから出していただいた意見を整理して、いろいろな工夫をしていただきたいと思い

ます。 

それでは、次の議題に移ります。 

 

（２）市民ワークショップの検証について 

 ①（仮称）健康福祉基本計画策定のための市民ワークショップについて 

日詰会長     はじめに、①「（仮称）健康福祉基本計画策定のための市民ワークショップについて」

資料３に基づいて説明をお願いします。 

 

小野寺委員    資料３に基づいて（通称）“ワイガヤ会議”について説明 

         ○参加者は６９名。公募の人は殆どおらず、各種団体や自治会等の関係者が多い。 

         ○平成 20 年３月から各区で５回ずつ实施する。 

         ○平成 20 年３月に開催した第１回会議について 

          ・テーマ「健康・福祉で『気になっていること』と『安心できていること』」 

・地区の特性が出ていた。（葵区は子育て、清水区は医療・高齢者問題が多い。） 

          ・『気になっていること』254 件、『安心できていること』89 件の意見が出た。 

         ○目的は、意見を集めるだけでなく、来て考えていただくことで、市政に関心を持って

もらうこと。人の話を聴いて自分の意見が深まったり、市政のことを理解することで

生活が豊かになったり、人間関係が作れたりすることで、市民力が向上する。 

         ○平成 20 年５月に開催した第２回会議について 

          ・「地域のつながり」（地区社協）と「子どもたちのこと」（子育て支援センター）の

２点について、３区合同の情報共有のためのワークショップを開催し、47 名が参加。 

          ・３区合同で实施したことは良かった。 

          ・「地域のつながり」について、49 件の感想・意見と 50 件の質問が出た。 

          ・「子どもたちのこと」について、50 件の感想・意見と 55 件の質問が出た。 

         ○第３回以降の会議について 

          ・テーマは「健康福祉を支える地域の取り組みを考える」 

          ・第３回は、３区で 69 人から 336 件のアイデアをいただいた。アイデアを出すこと

自体が目的ではないが、話し合いを積み重ねてきたことが影響したのか、個性的な

アイデアが多く、話し合った結果さらにいい意見が出たり、具体的にやりたいこと

をアンケートに書いてくれた人もいた。 

         ○今後の進め方について 

具体的に市民や企業ができること、行政がやるべきことを考えるワークショップに
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するか、アイデアをどう市民が進めていったらいいかを考えるワークショップか、ど

ちらかになる。このまま終わらせずに、市民の皆さんが関心をずっと持っていただけ

るように、ワイガヤ会議を進めていく。 

 

日詰会長     委員の皆様から、何かご質問ありますか。 

柴田委員     毎回参加させていただきありがとうございます。第３回目のワイガヤ会議で、事前にテ

ーマを与えておいていただいたら、もっと深く考えて臨み、いいアイデアが出たのではな

いかという悔いがありましたが、アイデアを集めるのが目的ではないという今の説明を聴

いて納得しました。 

         もっと市民ワークショップが進化したときは、その場で斬新な意見が出てくることを期

待するということなのでしょうか。 

小野寺委員    そのやり方をするには、レベルが揃っているかも問題です。ある程度の専門家が集まっ

て、ある程度方向性が見えていて、テーマを与えておいて实施するときは、キーワードを

いくつか出して、フォーマットを作って行います。どんなに限定したテーマでも、市民の

皆さんの意見は幅広いので、市民向けに实施するのは難しいと思います。市民ワークショ

ップの一番いい点は、少し外れた意見も包括して皆で共有してスタートして、共感できる

ところをまとめていけるというところにあります。そして、合意できない部分がでてきた

ら、どう埋めて市政に反映できるかを考えます。いいアイデアを出すには、専門家の審議

会で練ったり、アイデア出しだけのワークショップを積み重ねていくことは可能ですが、

市民参画の手法として使うのは難しいと思います。 

ただし、満足してもらう方がいいので、一度实施してみてもいいかもしれませんね。 

柴田委員     現状把握からテーマ設定までのプロセス、なぜこのテーマになったのかが分かりません

でした。 

日詰会長     課題出しからアウトプットまで結び付けていくという連続性のことですね。今度实施す

る市民討議会は、最初からアウトプットが出るようにある程度仕組まれていて、そちらに

関係しますね。 

         それでは、次の議事に移ります。 

 

 ② Voice of しずおか市民討議会について 

日詰会長     ②「Voice of しずおか市民討議会について」説明をお願いします。 

 

事務局（鈴木）  資料４に基づいて説明 

         ・昨年度はＪＣが単独で電話帳から無作為抽出して「ごみ問題」について行ったが、今

年度は市とＪＣが協働して住民基本台帳から無作為抽出して行う。 

         ・６月 30日に市とＪＣの協定締結式を行った。 

         ・7月 9日に 16歳以上 3,000人の市民に案内状を送付し、市内施設や駅にチラシとリー

フレットを配布したところ。 

         ・8月 30日（土）と 31日（日）の二日間、城東保健福祉エリアで实施する。 

         ・大テーマはワイガヤ会議と同じ「健康福祉をささえる地域の取り組みを考える」で、

中テーマを検討中である。 
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日詰会長     補足がありましたら、木村委員と小野寺委員お願いします。 

木村委員     昨年度はＪＣが単独で实施したのでどうなることかと思いましたが、参加者約30名で、

手を挙げてくださった方は真面目で熱意があり、拝見していてある意味感動的でした。ア

イデアを期待するよりも、普段はできない話をして、その場で学んでいただければいいの

だと思います。玉置委員の感想に「自分自身が漠然と考えていることが明確になっていく

過程が勉強になった」とありますが、まさにそのとおりだと思います。 

         当日は、青年会議所の方が観光旅館の女将のように、出迎えと見送りをしていました。

やらせではなく、「本当によく来てくださいました」というもてなしの気持ちが通じたの

か、普通なら二日目に欠席者が出るところですが、一人も欠席者がでませんでした。主催

者が市民を大事にしていたことが印象的でした。 

         今年は市と共催で实施し、東海地区で初ということですが、地方行政史上画期的なトラ

イアルだと思います。 

小野寺委員    市民討議会は２日間で集約して实施する良さがあります。ワイガヤ会議と市民討議会を

開催するので、両方の比較ができます。 

市民討議会は、１日目はなるべく体験型で、現場を見て情報提供をしてから、皆さんが

感じていることや気になっていることを出していただきます。その中から２日目のテーマ

が決まり、最後は提言みたいなことができればいいなと思っています。 

日詰会長     健康福祉基本計画の策定にあたっては、ワイガヤ会議と市民討議会を開催して両方の意

見を集約するということで、手法が複線化しています。２種類の市民ワークショップを实

施するので、相当入念にやられることになります。 

         市民討議会は、最初は東京ではじまり、昨年度は静岡で東海で初めて实施しました。今

年は群馬の富岡市と藤岡市、愛知の新城市で、ＪＣが中心になって实施するようです。取

組としては、非常に注目されてくると思います。 

          

（３）その他 

日詰会長     時間になりましたので、最後の（３）その他に移ります。 

大西さんからお話がございます。 

大西委員     ９月から５か月間、研究でノルウェーに行くことになりましたので、その間の審議会は

欠席させていただきます。できることとして、海外の地方自治の取り組みを審議会でお知

らせいただければ幸いです。 

日詰会長     ぜひ、報告を楽しみにしています。 

織田委員     なぜノルウェーなのですか？ 

大西委員     研究テーマが「北極圏にある地域協力」なんです。 

小野寺委員    どこの街ですか？ 

大西委員     ノルウェーの北でロシアとの国境近くにあるシルケネスという街です。 

全  員     寒そう・・・ 

日詰会長     日照時間が４～５時間くらいしかないですよね。 

小野寺委員    すぐ暗くなってしまいますね。静岡の太陽を存分に浴びていってください。 

織田委員     ヘルシンキとは遠いのですか。 
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大西委員     フィンランドの北部を通り越したところにあります。 

木村委員     聞いただけで寒そう。。。 

大西委員     車のかわりに、スノーモービルで移動します。 

 

日詰会長     それでは、議事が全て終了しましたので、進行を事務局にお返しします。 

 

事務局（村岡）  北極圏といえば、ちょうど静岡市の日本平動物園にホッキョクグマが到着しました。 

         さて次回についてですが、市とＪＣが協働で８月末に实施する無作為抽出市民を対象に

した市民討議会を見学いただき、前回見学していただいたワイガヤ会議との違いや、手法

の有効性を、今後審議会で議論していただきたいと思います。 

よって、第２回審議会は、市民討議会１日目の８月 30 日とし、市民討議会開始前に 30

分程度説明をさせていただいてから、見学としたいと思います。２日目の見学は任意とな

ります。 

詳細は、後日事務局からご案内させていただきます。 

織田委員     場所はどちらでしょうか。 

事務局（村岡） （葵区）ワイガヤ会議と同じ、城東保健福祉エリアです。 

 

６ 閉 会   

事務局（村岡）  本日は、広報紙の使い方、企業や学校へのアプローチなど、様々な貴重なご意見をいた

だきました。意見を参考に、よりよいものにしていきたいと思っています。 

         以上をもちまして、第１回静岡市市民自治推進審議会を終了いたします。長時間にわた

り、ありがとうございました。 

 

 

 

 

【署 名】 

 

静岡市市民自治推進審議会  会 長    日 詰 一 幸 
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（石光委員からのご意見） ※審議会終了後にいただきました。 

 

審議会で申し上げた学校教育への取り組みは、例え短時間であっても一朝一夕にいくものではないので、

学校現場に負担をかけないで市民意識を育成する手段を具体的に考えました。 

  目 的：市民意識の育成 

  対 象：静岡市在住の小学５年生、中学２年生、高校２年生（受検に影響のない学年） 

  方 法：夏休みの課題「私が市長になったら…」という作文募集 

  発 表：「子ども議会 ～市長への提言～」 

      各校から選出した作文発表を、市長他行政関係者の出席のもと、議場で行う。 

 

もう一点は、子どもたちにも当事者意識をもってもらうために、学校統廃合関係のパブリックコメント

は、その学校に通っている、又は将来通う子供たちも加えてほしい、ということです。 

 


