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平成２０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２０年１２月１８日（木） １０時００分～１２時１０分 

 

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】日詰会長、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、前山委員 

        【事務局】繁田参与兼分権推進課長（事務局長）、村岡参事兼統括主幹 

松浦主幹、鈴木主査、吉永主幹（福祉総務課） 

 

４ 開  会    

事務局長    定刻になりましたので、ただ今より平成２０年度第３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、年末の大変お忙しく、また早い時間にも関わらず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、８月 30 日の第２回審議会で見学いただいた、住民基本台帳から無作為抽出した

市民の皆さんを集めて本市で初めて実施した、健康福祉基本計画策定のための市民ワークシ

ョップ「Voice of しずおか市民討議会」（以下「市民討議会」という。）の意見交換をお願

いしたいと存じます。 

        それでは、審議会規則第４条第３項の規定により、この後の進行は日詰会長にお願いした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

日詰会長    皆さん、おはようございます。朝早くにも関わらずありがとうございます。本日は、大西

委員も（ノルウェーから）お帰りということで、後ほどお話を伺いたいと思います。 

        本日は前回ご覧いただいた市民討議会について、皆さんと意見交換をしたいと思います。

早速、次第の議事に沿って進めてまいります。 

        それでは、市民討議会の実施状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

５ 議 事 

（１）「Voice of しずおか市民討議会 2008」について 

 ① 実施状況説明  事務局にて、配布資料に基づいて説明  

 

日詰会長    市民討議会実行委員会で副委員長を務められた小野寺委員、何か補足することがありまし

たらお願いします。 

小野寺委員   感想になりますが、静岡青年会議所（以下「ＪＣ」という。）と行政が協働するというこ

とで、ＪＣは１月１日から 12 月 31 日、行政は４月１日から３月 31 日を年度としていると

いう違いがあり、打ち合わせが難しい等の組織体制の違いによる課題がありました。また、

予算科目の違いもあり、次年度以降に発展的にすりあわせ、見直しができればと思います。 

        実行委員会の活動期間は４月１日から３月 31 日とし、これもＪＣの年度と異なることか

ら、次年度以降発展的に事業を継続するために、年明けは次年度の運営についてきちんと検
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討できる実行委員会の体制があった方がよいと思います。 

        最後に、静岡型の特徴である補助ファシリテーター（以下「補助ファシリ」という。）に

ついてです。補助ファシリは、ファシリテーターの基本や技術を研修で学び、進行役ではな

く各グループに参加者として入りました。立場が良く分からないと思われるかもしれません

が、『会議ファシリテーター普及協会』で考える補助ファシリは、話し安い雰囲気をつくっ

て市民の声を聴き出すだけでなく、市民自体の主体性や関心を引き出し、市民力をつけても

らうということが、主な役割です。大事なのは話し合いをするときのバランスです。今回は

全市的に参加者を無作為抽出し、男女比・年齢・居住地域などを考慮してグループを構成し

ました。このようにある程度の条件を満たした中で、ファシリテーターを理解している補助

ファシリが入ることで、市民の主体性を引き出し、話し合いの中に市民を巻き込んでいくと

いう原動力となります。つまり、必ずしも声を拾うだけではなく、次の段階にも補助ファシ

リが必要だということを理解していただければと思います。 

日詰会長    ありがとうございました。分からない点は、後ほどの意見交換の際にご質問いただければ

と思います。 

        前回は８月 30 日の１日目だけを見学しましたが、翌日１日かけて討議をしておりますの

で、その様子をビデオでご覧いただき、全体の様子をつかんでいただければと思います。 

 

② ビ デ オ （「２日目様子」／「参加者インタビュー」）  

 

③ 意 見 交 換 

 

日詰会長    実際に運営した実行委員会で、まだ未定稿ではありますが報告書案（資料４）としてまと

めています。報告書の概要と、各区で継続的に同じテーマで実施している市民ワークショッ

プ「ワイガヤ会議」との違いについて、小野寺委員からご説明いただきたいと思います。 

小野寺委員   「ワイガヤ会議」では、「健康福祉をささえる地域の取り組みを考える」という同じテー

マで、地域の課題出し、地域課題に対する情報提供、アイデア出し、アイデアの具体化につ

いて、３月から９月まで、各区で約月１回のペースで、１回約 2.5時間をかけて話し合いを

行いました。毎回新しい参加者がいて、話し合い時間や情報提供の時間は尐ないですが、毎

回終了後のアンケートでいただく質問に対しては、次回までに調べて回答するようにしてい

ました。それに比べ、市民討議会ではその場でやれる範囲で対応するということになります。

（ワイガヤ会議と市民討議会の）進め方は同じですが、情報提供は市民討議会の方が体験型、

民間からの具体的事例紹介型となりました。 

        出された意見にも違いがありました。「ワイガヤ会議」の意見には地域性や参加者個人の

実際の活動が反映されており、逆に市民討議会は、参加者が無作為抽出で選ばれた一般市民

であるということや、情報提供が集中的に凝縮された形で行われたため、意見に対して情報

提供の影響が大きかったようです。市民討議会で行われた市民宣言は、各グループの代表が

発表するときの気合や、自主的に参加者から起こった拍手に、こちらが感動するくらい盛り

上がりました。また、市民討議会の参加者は健常者が多く、お体が不自由な方など市民討議

会の場に来られない方への配慮（大変さが分かるような情報提供）をしなければきちんとし

た意見が出ないであろうという点は（体験型の情報提供をすることで）伝わったと思います
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が、情報提供の大切さと難しさを感じました。 

        テーマについては、昨年度は「ゴミ問題」で、誰にも身近で自分の問題として取り組みや

すいミクロなテーマでしたが、今年は「健康福祉」とテーマが大きく、体験したとしても具

体的に何に取り組んでいいのか、具体化する難しさがありました。昨年度の方が市民宣言に

繋げやすく、テーマの難しさを感じました。 

        体験型の情報提供では、市内各施設の装着の仕方が異なる体験装具を一同に集め、年代な

ど様々な条件の方に装着してもらいました。行政が装具を集め、ＪＣが装着方法や装着時間

の計測等、何度かの事前講習をして当日に臨み、両者の連携プレーができたのは、協働事業

ならではだと思います。こういった積み重ねが、いろいろな可能性ややり方のバリエーショ

ンを広げていくものだと思います。 

日詰会長    同じく、実行委員を務められた木村委員、何かコメントありますでしょうか。 

木村委員    若干重複するかもしれませんが。初めて参加の方が多かったのだと、ビデオを見ていて改

めて思いました。おそらく市の委員などを務めた経験がある人は皆無で、自治会活動をされ

ている方がいらっしゃるかどうか、程度ではないでしょうか。この案内状が届かなければ、

このような会議に参加して、まちづくりについて意見を言うことがなかった人が 36 名集ま

ったというのはすごいことだと思います。また、付箋紙を使って、全員がほぼ均等に意見が

言えたということもすばらしいと思います。全員がしっかり意見を言える会議は滅多にあり

ませんから。 

        逆に反省点もいくつかありました。資料４の未定稿の報告書は、作成途上のものを急遽お

配りしたものです（実行委員会として作成に手間取っておりお詫び申し上げます）。この後

に委員等の感想が続きますが（完成した報告書はいずれ委員の皆様にお渡しいたしますが）、

その中で前ＪＣ理事長の杉山さんから重要な指摘がありました。市民討議会に対し高い評価

をされていますが、来年度は行政側のニーズを受けてテーマ設定するのではなく、市民ニー

ズを中心にテーマ設定し、関係課を巻き込んでいくのがいいと。行政ニーズにより実施する

のは決して無駄なことではなく意味があることですが、さらにステップアップするというこ

とです。行政が気付かず大きく社会化されていない課題を取り上げていくということは、Ｎ

ＰＯの先駆性という大きな役割のひとつでもあります。この考え方を市民討議会にも取り入

れられたらと思います。報告書が配布された際には、いろいろな人の思いが詰まっています

ので、是非お読みいただきたいと思います。 

        これも資料４にはありませんが、報告書の最後に「終わりに」いう結びをつくりました。

その内容は、無作為抽出といっても、障害のある方や母子家庭の母親など、福祉の問題が凝

縮されている当事者の方は（今回抽出した 3,000 人の中にいらしたはずですが）、市民討議

会に物理的に参加しようがありません。声なき声をさらに聴いていくためにどうしたらいい

かという課題がまだ残っています。もう一点、市民討議会が非常に意味がある事業なので、

これからも継続していきたいということです。先行している三鷹市ではＪＣと市から独立し

てＮＰＯ法人をつくったそうです（もちろん両者からの支援は不可欠ですが）。個人的には、

地方行政史上、あるいは静岡市の自治の歴史の中で画期的な取り組みだと思いますので、大

事にしていきたいと思います。 

        最後に、実行委員 17 名の中でも、実質的に責任感を持って全うしてくだった小野寺さん

と鈴木さんの二人がいなくては（ＪＣの方ももちろん頑張ってくれましたが）、ここまでは
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たどりつけなかったと思います。そんな努力もご理解いただき、来年度も実施したいと思い

ますので、今後も委員の皆様にエールを送っていただければと思います。 

 

日詰会長    それでは約 40 分間尐々になると思いますが、皆さんと意見交換ができればと思います。

事務局から事前に皆さんのお手元に検討のポイントとして送られた「検証事項例」はあくま

でも参考にしていただいて、皆さんがこの市民討議会を実際に見学し、さらに今日まとまっ

た文章や２日目のビデオなどをご覧いただいた感想や意見等について、質問も含めてご自由

にお話いただけたらと思います。いかがでしょうか。 

前山委員    感想と掘り下げるべき問題について、雑感として述べさせていただきます。 

 まず、釘山さん、小野寺さんのファシリテーター（以下「ファシリ」という。）という仕

事のすばらしさと重要性が、初めて分かりました。釘山さんのリーダーシップというかファ

シリシップ（こういう言葉があるかどうかわかりませんが）がやはり決定的だという印象を

受けました。（自分の大学の）教育の中で釘山さんのやり方を尐し活かしている事は事実で

個人的な成果はあるのですが、ファシリシップというのは意外と上手くいかないなというこ

とを逆につくづく感じています。ただ、スケジュール通り進めなくてはならないので、釘山

さん（ファシリ）がきちんと仕切るというのは大変大事な事ですが、討論の時間が足りない

と感じる参加者が多いというのは、おそらく話のピークとスケジュールとが尐し噛み合って

いなかった可能性があるのではないかと思います。ゼミなどを運営していても、だんだんノ

リが良くなってくる時間というのがあるんですよね。今回はそれがうまく合っていなかった

ためにあのような感想が出てきたのではないかと。ただ、スケジュールを守らないと絶対に

うまくいかないので、その兼ね合いをどうするのかということが課題だと思いました。 

        疑似体験もお付き合いしましたが、その後に話し合いをするのは、皆さん大変エネルギー

があるなとつくづく感じました。70歳位のお年寄りの方には尐し気の每でした。逆に言うと、

あれでちゃんとできたというのはスケジュールがうまくいっていたのだろうという感じが

します。 

それから、報告書の中の課題はまとめてもらったとおりでいいと思うのですが、報道のあ

り方について（どのように報道されているか興味があって翌日の新聞を見たのですが）、初

日を報道してもしょうがないのではないかと思いました。肝心かなめの感動する市民宣言あ

たりが報道されないと。イベント時は一般的に初日が報道されて（報道が）継続されないと

いう問題があると思いますので、一番いいタイミングで報道してもらう必要があると思いま

す。 

日詰会長    貴重なご意見をありがとうございました。他の委員の皆さんはいかがでしょうか。 

石光委員    ２回も資料が届き、皆さんで頑張ってくださっていたということで、まず感激しましたの

でお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

3,000人のうち 17％の参加されなかった方がアンケートをくださったということで、どう

いう方がどういう理由で参加されなかったのかということが気になりました。参考資料１の

最後の「市民討議会に参加されない方へのアンケート」を拝見すると、設問６で「関心があ

る」人が（参加されなかった方の 17%のうち）50％いらっしゃるということでした。しかし、

設問８では、参加できない理由として「日程が合わない」や「テーマに興味がない」という

ことがあがっていますので、先ほど木村さんがおっしゃった“市民の方からのテーマ”につ
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いてのリサーチも必要ではないかと思いました。また、設問９の「あなたの声を行政に届け

たいと思いますか」という問いに対しては、「届けたいが面倒」「届けたいがやり方を知らな

い」という人があわせて 40％以上いらっしゃいます。ということは、何かやり方を工夫すれ

ば、この残りの 40％の人も反応してくれるのではないかということが考えられます。先ほど

木村さんがおっしゃったように、「マイノリティの方や働き盛りの方は仕事等で出て来られ

ない」ということがあると思いますので、来てもらうだけではなくこちらから出向く、例え

ば子育て中のお母さんたちや、働いているお父さんたちの方の職場にこちらから出かけて行

って意見聴取の場を設ける方法も、これからの一つのやり方として考えられるのではないか

なと思います。参加されなかった方がもっとたくさん参加していただけるようになればいい

なと思いました。 

最後に質問ですが、先ほど小野寺さんに説明いただいた別紙１に、通常の市民ワークショ

ップの「その他」欄に“固い雰囲気”というのがありますよね。これは、毎回参加する人が

違って、しかも 2.5時間なので、相手の気心が知れなくて自分を出せない部分もあるのかも

しれませんが、この差というのは、やはりファシリの力量でしょうか。体験型の情報提供に

も一長一短があり、情報提供に意見が左右されるということがあるのかもしれませんし、ま

た、補助ファシリがグループに参加して発言することで、一種誘導がちになってしまうとい

うこともあるのかもしれませんが、この固い雰囲気と楽しい雰囲気の差は、端的に言うとフ

ァシリの差といえるのでしょうか。 

小野寺委員   多分、大きく分けて二つあると思います。一つは、普段は行政の方がファシリをすること

が多く、その場合は公平に公正にとか、間違いないようにと司会進行されるので、正確にし

ゃべろうとするとどうしても固い言葉になってしまいます。私たちのような一般のファシリ

は、要約してざっくばらんにお話しして、間違えたらごめんなさいでも許されてしまう、そ

の部分がまず一つだと思います。 

もう一つは、私たちがファシリを入れた会議をするときには（ファシリテーションの講座

を受けた補助ファシリを含めてですがいない場合がほとんど）、最初に主催者側の方たちに

も、来られた方には話しかけてくださいとか、受付で固く言わないでくださいというお話を

させていただくなど、主催者側との連携をとりますので、最初の段取り部分で大きな差があ

ると思います。他にも、お菓子やお茶も小道具ですし、テーブルがあまり広くないとか、配

置をこうしてくださいとか、細かいことの積み重ねが、楽しく気楽に参加できる雰囲気と固

い雰囲気の違いにつながります。一般のワークショップは、きれいに机が並び、きれいに受

付があり、最初に資料が配られ、服装もきちんとして、司会が「では、はじめます。」と開

会する、それはそれですばらしいのですが、いろいろな方が来られて楽しく会議をする場合

は、段取りの段階で違いがあるということです。 

石光委員    物理的にいろいろなことがあるのかもしれませんが、要するに来てくださった方が気持ち

よく自分の意見を言えるような居心地の良い場を設定するという、おもてなしの心が基本に

あるからでしょうか。 

小野寺委員   そうですね。 

木村委員    実行委員会の準備の時にも結構うるさく言いました。たとえば、ＪＡＬの客室乗務員や旅

館の玄関で迎えてくれる方のつもりになってほしいということで、受付の人には手を後ろで

組むこともやめていただきました。おっしゃるとおり、受付で笑顔で声をかけるとか、ホス
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ピタリティをどう出すかということですね。 

石光委員    本当は、私たち市民としては、そのようなおもてなしがなくてもちゃんと自分の意見を言

えないといけないのですが、事務的な会議とは尐し雰囲気が準備段階からの違いが、固い雰

囲気としゃべり易い雰囲気の差ということでよろしいでしょうか。 

小野寺委員   そうですね。 

石光委員    ありがとうございました。もちろんまだ出てきてくださらない、来られない方に対しての

やり方もありますが、今みたいな方向でいろいろな所で今後もやっていただけると、もう尐

し市民討議会が浸透していくのではないかと思います。アンケートの中に、「行政が本気で

やらないと市民はついていかない」という意見がありましたが、本当は自分達の問題ですか

ら自分達から発信していかなくてはならないのですが、まだ市民の中にはそういう雰囲気が

強いので、それを払拭していくには、このようないい体験をした市民が増えていくことが、

とても効果的だと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 

柴田委員    私はワイガヤ会議に全５回（最初の回だけは３地区すべて）出席させていただきました。

市民討議会は１日目だけ見学させていただいたことを踏まえて、それぞれ感じた事を述べさ

せていただきます。 

まずワイガヤ会議は、先ほど小野寺さんからも話が出ていましたが、意見に地域性がかな

り出ていまして、清水区はＳ型デイサービスが浸透しているのでそこから出てくる意見など、

各地区の地域性があってそれはよかったと思いました。一方、重要な参加者については、か

なり固定されているといいますか、限られた人が出てこられるということで最初は大変疑問

に思っていましたが、それは市民討議会で無差別に全くの一般市民の方に参加していただい

たということで、同じテーマで両方補完し合っていたので、ワイガヤ会議の位置づけとして

は良かったのではないかと思いました。ワイガヤ会議には、専門性のある方が出ていらっし

ゃることで、話が煮詰まってくるとかなり突っ込んで話し合えるという点では非常に感心し

ました。ただもっと言わせていただくならば、民生委員の方はいらっしゃいますが、もう尐

し当事者の方、例えば障害のある方や、先ほどおっしゃっていたような母子家庭や子育てを

しておられる方、病気で日々闘っておられる方に、ワイガヤ会議にある程度参加していただ

いても良かったのではないかと思いました。子育てや介護の話は出易いのですが、障害者の

方や病気の方の話があまり出なかったので、当事者の方が参加することでそれらの話を聴い

て、もっと広い範囲で話し合いをする必要があったのではないかと思います。そういう意味

で、ワイガヤ会議の一番はじめに、ただ周りにある問題を出すだけではなく、「健康福祉と

は一体何なのか。どこまでが健康福祉なのか。」ということをもっとよく考えたうえで話し

合いをしていったら良かったと思いました。最後の第５回目は市民討議会の後だったわけで

すが、市民討議会に参加された方が参加してくださいました。その方がたまたま同じグルー

プにいらっしゃったのですが、すごく積極的で、経験を積んでおられますからタイマーの使

い方や話し合いの方法をいろいろ教えてくれるわけです。市民討議会に出た方がワイガヤ会

議にも出てきてくださったということで、これは副次効果だと思いました。 

一方、市民討議会についてですが、参加者の 61%が男性ということで、自治会の会合では

圧倒的に女性の出席者が多いことを考えると、ダイレクトメール方式で指名することが男性

を引っ張り出すには効果的な方法であると思いました。 

また、ワイガヤ会議で補助ファシリをしていたので、気になって市民討議会の補助ファシ
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リの動きに注目していましたが、何とかしなくてはいけないという責任や焦りからか、尐し

目立っている印象を受けました。もっと自然体の方が良かったのではないかと、外から見て

いて自分の反省材料にもなりました。 

市民討議会の今後として、不参加でアンケートに回答してくださった 514名のうち半数は

時間が合えば来てもいいと回答しているので、その方々や、35名の参加者に対して宣言文の

計画への反映状況など、結果のフィードバックを何らかの形で行っていただきたいと思いま

す。そうすることで、市民の方の認識が変わり、地域活動の中に根付く布石になるような気

がします。 

最後に、16 歳以上の方が市内に 61 万人いるそうですが、毎回 3,000 人を無作為抽出する

となると、単純に年１回実施するとして 200年かかることになりますので、その辺をどうし

ていくのか、考えていただきたいと思います。 

福祉課（吉永さん）に質問ですが、ワイガヤ会議の参加延べ人員は分かるのですが、名寄

せ人数は分かりますか。私の感覚では半分位の方が重複して参加してくださっていたと思う

のですが。 

福祉総務課   調べてお知らせします。 

小野寺委員   全５回に出席した人数は分かりますね。 

福祉総務課   全地区で７～８人程度です。 

日詰会長    手法的、内容的の両面からご指摘いただきました、ありがとうございました。他の方はい

かがでしょうか。 

玉置委員    今までの意見聴取方法と比べ、市民討議会のメリットとデメリット、気づいた点や感じた

点を教えてください。 

        もう一点、何かしら機会がある度に言わせていただいていますが、計画を作っても最後に

お金を誰がどうつけるのか。総合計画の環境、健康福祉、産業など、全ての分野が重要なの

は分かりますが、皆イコールで評価されています。お金は限られているので、それらに優先

順位をつけないと現実問題としての解決にはならないと思います。それは議会で担当する部

分かもしれませんが、優先順位をつけるときに市民意見を聴くのが純粋な方法だと思います

ので、そういうときに市民討議会という手法が使えないでしょうか。市議会議員の方に怒ら

れるかもしれませんが、これが私の究極の関心事であり、市民自治の守るべきところなので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

福祉総務課   いただいた意見の計画への反映方法はまだ決まっておりませんが、ワイガヤ会議での意見

は具体的な案が多かったので、計画内の一例として登載したいと思います。市民宣言は人材

確保やシステム構築など大きな範囲となりますが、もちろん計画に反映していきたいと考え

ています。 

玉置委員    逆に、こういう意見が出て困った、ということはありましたか。 

福祉総務課   具体的にありません。 

ワイガヤ会議と市民討議会の意見を見て、皆さんが思っていることは基本的に同じである

ということが分かったことは、大きな収穫となりました。 

日詰会長    優先順位決定の際の手法の活用についてはいかがでしょうか。 

小野寺委員   牧之原市ではマニフェストの検証という大きなテーマで市民討議会型で実施した後に、市

長、副市長、部長、市民が集まって全市挙げての共同プロジェクトを立ち上げ、各分野の専
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門部会を設置し、同じように課題出し、アイデア出しを行ってきました。現在は、専門家を

集めた分野別会議をしているところですが、予算化する際も市民ワークショップを実施して

いこうと市長と考えています。そのためには、それまでに出されたアイデアがいろいろあり

ますので、まず行政が簡単に情報提供をして、それをもとにどうしたらすり合わせられるの

か、話し合いを積み重ねていきたいと考えていますので、活用できると思います。 

        柴田委員からご指摘もありましたが、専門家のヒアリング、全体アンケート、他市町との

比較検討等を総合的に考えて計画を策定するのだということを、市民ワークショップを実施

する前に必ず抑えたうえで、優先順位をつける際の参考として市民ワークショップを活用で

きるということです。 

木村委員    予算化の際にも市民ワークショップを取り入れると言い出したのは首長ですか。 

小野寺委員   はい、そのとおりです。皆さんの意見を聴いたうえで、練って予算をつくれば市民の皆さ

んも納得できますよね。まだ実施していないので完璧にできるかは分かりませんが、住民の

満足度という指標が行政の仕事として大切ですからね。 

玉置委員    市民意見が決定ではなく、（予算を）誰が決めているのかが分かって、自分たちの考えと

の差を埋めるということが一番重要です。 

小野寺委員   まず、そこですね。 

玉置委員    そこさえ表に出てくるしくみができれば、納税している立場で言えば、自分たちが市政に

関わっているという認識が出てくるのだと思います。 

小野寺委員   余談になってしまうかもしれませんが、これだけ金融危機や不景気、雇用問題などの根本

的な問題が大事になった時は、市民同士が話し合うこと自体、その場自体が、互いを知り、

助け合うことに繋がり、大事であるということを、主催者や首長に言っていただいています。

市民の声を聴くだけでなく、皆で親身になるということが大切です。そのために、どんな状

況になっても、参加者全員が自分を出せる、話しやすさや楽しい雰囲気は重要です。 

日詰会長    辻委員、いかがですか。 

辻委員     会場の外でスタッフが出迎えてくれ、続いて会場に入ると今までと違う雰囲気だったので、

参加者は驚いたのではないかと思います。労力とお金がかかっていることに驚きましたが、

そうまでしても市民一人一人の声を聴くというチャレンジは必要だと思います。 

        私自身は、ワイガヤ会議にも声をかけていただきましたが、日々のＮＰＯ活動に忙殺され

参加することができず、広い視野で見ることができませんでした。蒲原地区では自治会主体

が主流で、出てくれそうな人に声をかけて実行委員会を組織したり会議を行うので、どこに

いっても同じ顔ぶれとなってしまいます。蒲原地区は市の中心部から離れており、なかなか

中心部まで出ていくには一歩ひいてしまいますが、由比地区ともつながりましたし、この手

法をもっと簡単な形で（ボツボツやりつつありますが）実施していかなくてはいけないと思

いました。また、市の隅々でも参加しやすい討議会が行われれば、200 年実施しなくても生

の声は集まるのではないかと思います。 

織田委員    先ほど小野寺委員からＪＣの単年度制の弊害をご指摘いただきましたが、まだ２年目です

ので、静岡市の祭りがそうであったように、実行委員会に一般市民が入ってＮＰＯになるな

ど、自立していけば自動的に単独で動いていくようになると思いますので、そうなることを

期待したいと思います。 

        参加者が(3,000 人のうち)1.2%でしたが、この参加率をどう上げていくのかが重要だと思
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います。参加していただいた方が繰り返し参加していだくことは大いにありがたくすばらし

いことですが、参加者がどんどん広がるならいいのですが、いつも同じメンバーというのが

静岡の状況ですので。 

        ＪＣの広報費が全体経費の約３分の１を占めていますが、市民参画をするのに毎回これだ

けお金をかけていいのか、ダイレクトメール（郵送）は仕方ないとして、広報の仕方を考え

ていただきたいと思います。広報費は何ですか。 

事務局（村岡） チラシやパンフレットの作製費です。 

織田委員    やる気、興味、時間のある人が参加するわけで、いずれにしても参加率をあげることが重

要です。「２・６・２」の法則（「２」はリーダーシップを発揮する人、「６」は傍観者、「６」

は足を引っ張る人）というのがありますが、「６」の人をいかに能動者、リーダーシップを

発揮する人に変えるかというのが市民参画のキーになると思います。どんなテーマで会議や

イベントをやっても、人が集まれば成功、人を集めるのが一番大変です。私がＪＣの時、手

形ブロックを買っていただいて歩道を一緒に造るイベントを行い、１枚 4,000円で 1,500枚

用意しましたが、あっという間に人が集まりました。「あなたが利害関係者である」という

ことをいかに感じてもらうかということがきっかけになると思います。例えば、草薙のアリ

ーナの問題など、こういう経済状態でインフラ整備をするのに何が必要なのかという優先順

位、大きなテーマですが果たしてテーマに選定できるのでしょうか。 

日詰会長    ドイツではやっています。 

織田委員    できるのであれば、利害関係者になり得るので参加していただけると思います。 

日詰会長    利害関係者だからといって参加できるわけではありません。夏に実施した三鷹市の例では、

外環のジャンクション建設がテーマでしたが、反対派・賛成派は無作為抽出なので参加でき

ず（中に数人入るかもしれませんが）関係ない人が集まるので、討議そのものがニュートラ

ルでどちらにも偏りません。そうした中で、反対派・賛成派の方々はフラストレーションが

たまるので、会場の外で活動するという光景が見られました。 

織田委員    そういうテーマであれば盛り上がるかもしれませんね。 

日詰会長    会場は小さい体育館でしたが 100人くらいが集まり、参加率も高かったです。 

織田委員    直接的な利害関係者でなくても、一般市民も利害を感じられる、関心が高いテーマであれ

ば集まるのではないでしょうか。基本計画の策定でなくても、個々の事業検討にも活用でき

るでしょうし、すばらしい手法だと思うので、ぜひ発展させていただきたいと思います。 

日詰委員    委員の皆様から、いろいろな面から建設的な意見をいただいたので、これらをまとめて次

年度開催する際の市と実行委員会の協働の参考にしていただきたいと思います。そして、健

康福祉基本計画ができたときには、成果がどう生かされたのかということをぜひフィードバ

ックしてください。 

        また、広報の仕方が大事だと思います。最後まで聴いていただきたいのに、取材の方は途

中で帰られてしまいます。市民討議会のＮＨＫのテレビ報道でも１日目の装具装着した様子

のみ報道されていて、そういうミーティングだと思われてしまいます。本質的なところを理

解していただいていないと思いますので、報道姿勢についても何とかしていただくことも大

きな課題であります。 

        さらに、当事者にいかに関わっていただくか、当事者が入ることで、参加者の捉え方も変

わりますし、一般の方を巻き込むきっかけとなりますので、当事者性も大事です。 
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        他にも、やらなくてはいけないこと、考えなければいけないことはありますが、まだ２回

目でもありますので、今後いい方向に進めていければと思います。 

小野寺委員   参加者は増やした方がいいですが、１回の適正人数があります。今の状態で 10%の方が参

加すると 300人となってしまいます。今のやり方では１会場 25～30人でないと話ににくく、

話しやすいことが第 1条件なので、その辺はやり方を考えていかなければいけないと思いま

す。 

日詰会長    実行委員会を組織して、派生的に(分かれて)実施するのは（エネルギー的に）難しいと思

います。 

小野寺委員   それでも、会場をバラバラにしてやらざるをえないので、別の方法を考える必要がありま

す。 

織田委員    それだけ市民の方が来てくれたら、とても今の担当人数では足りませんね。 

辻委員     会場の印象として、隣の話し合いが聞こえたり、尐し狭くゴチャゴチャしている感じがし

ました。もう尐し余裕があると、意見の出方が変わってくるのかもしれません。 

小野寺委員   会場の雰囲気は影響しますね。 

日詰会長    まだいろいろご意見があるとは思いますが、時間が迫ってまいりましたので、意見交換を

終わらせていただきます。 

        市民討議会はまだ２回目で、市と連携して初めてということもあり、全体を通しての評価

はまだ時期が早いと思いますので、もう尐し経過を見守っていきたいと思います。今日の意

見は参考になるものばかりでしたので、来年度に結びつけていただきたいと思います。 

 

６ その他 

（１）大西委員からの海外事例報告 

 

日詰会長    それでは、長い間お待たせいたしました。大西委員がノルウェーからお帰りになりました。

またノルウェーに行かれるのですか。 

大西委員    はい。 

日詰会長    一時帰国され、お忙しい中来ていただいたので、ノルウェーでのご研鑚の一端をご報告い

ただければと思います。 

大西委員    貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。今日は以前住んでいたフィンランドに

一時的に行ったときに取材したことを報告させていただきます。資料が当日になり申し訳あ

りませんでした。北欧という地球の裏側の話だと、気楽な気持ちで聴いていただければ幸い

です。 

        北欧の一般の方は、社会貢献活動を複数かけもちしている印象があります。今回一番聴き

たかったのは、なぜ北欧の方はアクティブに住みよい街づくり活動に参加しているのかとい

うことで、日本でいうと県議会議員と市議会議員を 1979 年から兼任されているバルブロさ

んという、地方自治を知り尽くしている方に聴きました。彼女は社会民主党のオーランド島

党首で、声も大きく、元気でパワフルな方です。 

彼女との話で印象に残ったのは、一般の方が参加する場所がある、環境が整っている、と

いうことです。具体的には、自治法上、立法府、行政府、行政とは関係ない民間に、一般の

方が参加できる多くの委員会（団体）があるということです。もう１点は、そこに予算が組



11 

 

まれていて結果が反映される、言い換えれば、反映されるものを決定する、ということを分

かっているので、参加者も意義を感じて参加する、ということだそうです。これは、玉置委

員のご意見にもつながるのではないかと思います。今後はその委員会の制度や機能を調べて

いきたいと考えています。以上が内容の要約です。 

日本と北欧では政治制度、長年の伝統や文化に大きな違いがあるので、一概にこちらが良

い悪いという比較はできないと、改めて感じました。 

日詰会長    まだ、いろいろお聞きになりたいことはあろうかと思います。この後はまた１月から（ノ

ルウェーに）行かれるのですか。 

大西委員    １月から３月まで行ってきます。 

日詰会長    また、まとまったお話をどこかで機会があれば伺いたいです。 

大西委員    許されるようであれば、また海外短信をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（２）その他 

 

日詰会長    お約束の時間が過ぎてしまいましたので、そろそろ終了させていただきたいと思いますが、

最後に事務局から何かございますか。 

事務局(村岡)  市民討議会実行委員会委員である木村委員からも補足していただきましたが、我々市とい

たしましても、市民討議会は望まれる姿だと思いますので、予算内示はまだありませんが、

基本的に来年度もＪＣと市と市民の皆さんの実行委員会形式で実施し、検証していきたいと

考えております。 

        また、委員の皆様の任期が来年４月 26 日までとなっておりますので、来年の３月頃に２

年間の総括としての最終審議会を開催したいと考えております。なるべく早く日程を決定し

ご連絡させていただきます。その際、大西委員がご出席いただけるようであれば、先ほどの

報告を詳しくしていただければと思います。 

日詰会長    それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

７ 閉 会 

 

事務局長    委員の皆様の様々なご意見、アイデアをありがとうございました。 

        織田委員にも触れていただきましたが、私の役所生活の中でもイベント関係は多く、大道

芸ワールドカップの 1回目と 2回目、その前にはＪＣの皆さんと野外文化祭を一緒に担当さ

せていただきました。昔は市の施設を開放しなかったので市の管財課と大喧嘩しましたし、

20年前には市制 100周年の駿府博やこどもミュージカルもやりました。新しいことを実施す

るときは難産となりますが、会長のお話にもございましたように、何回か実証するうちに新

しい息吹が芽生えてまいります。行政が関わると、予算や市民代表の議員さんがおられる議

会など、制約されることもございますが、（我々は行革も担当していますが）市民目線に立

って物事を考えていきたいと思います。それには頭を柔軟にしておかなくてはなりません。

皆様のお知恵を拝借し、なるべく市民と一緒に協働できる仕事に取り組んでいきたいと考え

ております。 

        それでは、以上をもちまして第３回静岡市市民自治推進審議会を終了させていただきます。 
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        なお、季節がら、今年もあと２週間余、今年も大変お世話になりました。是非よいお年を

お迎えください。また、来年も新しい発想に基づいて会議を進めていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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