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平成２０年度 第４回静岡市市民自治推進審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成２１年３月２５日（水） １０時００分～１２時００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、織田委員、小野寺委員、木村委員、柴田委員、玉置委員、

辻委員 

             （欠席）大西委員、前山委員 

        【事務局】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、松浦主幹、鈴木主査 

 

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４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、年度末の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、大西委員が北欧で研究中、前山委員が所用で欠席でございます。 

本日は、今期最後の審議会となります。 

        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。雤の中お集まりいただきありがとうございます。 

ただいま事務局長からお話がありましたように、本日は今期最後の審議会となります。今

日はまとめということで、任期中どのような活動が展開されたのか、振り返りを中心に、そ

して、次期審議会への申し送り事項について皆さんと話し合いができたらと思います。 

        早速議事に入ります。報告事項が３点ありますが、一括して事務局で説明いただいた後、

質問を受け付けたいと思います。それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

５ 報 告 

 

（１）平成 20年度市民参画手続の実施状況中間報告について 

  事務局にて、資料 1に基づいて説明 

   ○最終的には平成 21年６月頃に報告するが、現時点での中間報告をする。 

   ○平成 20年度当初から５施策追加された。（赤字） 

   ○10施策は未実施で、実施が来年度に持ち越される可能性が高い。（黄色部分） 

    （複数手法をとる場合は、１手法でも実施していれば「実施」としてカウンしている。） 

○パブリックコメント（パブコメ）意見数は昨年度に比べて尐ないが、意見交換会や市民ワークショ

ップ(ＷＳ)は施策数はほぼ変わらないが、参加者が増えた。 

   ○表欄外の「継続事業」とは、来年度以降も実施が継続する施策である。（木村委員意見） 

   ○特色ある実施事例は「西部生涯学習センターの建替」（Ｐ３<３>大規模な公の施設の設置「３」） 

    ・田町公園内に西部生涯学習センターを建て替え、同時に田町公園を再整備する施策である。 
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・手法はパブコメ、意見交換会、市民ＷＳの３種類を実施した。 

    ・市民ＷＳは生涯学習推進課と公園整備課が連携して一緒に実施した。実施後に毎回「ワークショ

ップニュース」を作成し、生涯学習センターで公開するなど、参加者以外の市民への情報提供も

行った。 

○パブコメが一番多かったのは「（県立新体育館の東静岡地区への移転・誘致に伴う）市の事務所の

位置を定める条例の一部改正」の 119件である。次いで<４>－１「路上喫煙による被害等の防止に

関する条例の運用」が 74件と、市民に関心の高い施策は意見が多い。 

 

（２）市民参画手続の広報方法等について 

  事務局にて、資料２に基づいて説明 

   ○平成 21年５月頃から、広報紙の「お知らせ欄」に「市民参画コーナー」を設置（柴田委員意見） 

   ○平成 21年７月頃から、市政モニターに市民参画手続に関する情報を提供（市広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ意見） 

 

（３）「Voice of しずおか市民討議会 2009」について 

  事務局にて、資料３に基づいて説明 

   ○テーマは「子育て子育ちに関すること」 

   ○2008と同じ方法で実施するが、詳細は未定 

   ○将来的に市民の実行委員会として運営できるよう、コスト縮減に努める。 

 

日詰会長    ありがとうございました。ここで質疑忚答の時間を設けます。何か質問等がありましたら

お願いします。 

木村委員    資料１ですが全体がつかみにくいので、この分類でなく担当課（部局）ごとの資料がある

といいと思います、事務局にはご負担をかけることになりますが。 

事務局(村岡)  来年度、最終的に報告する際には、部門別の分析をさせていただきます。 

柴田委員    資料１表欄外の「継続事業」とは、来年度への継続事業ということですか。前年度からの

継続事業ということですか。 

事務局(村岡)  来年度への継続事業です。 

石光委員    木村委員がおっしゃったような（担当課別）資料もホームページで見れますか。 

事務局(村岡)  審議会にご報告し、その資料は全て公開しておりますので、もちろん見ることができます。 

石光委員    パブコメの意見数がなぜ０件なのか、（以前事務事業評価シートを見せてもらいましたが）

行政評価は行いますか。 

事務局(村岡)  難しいと思います。 

石光委員    なぜこういう状態（意見提出が無かった）だったのか、評価をして、次につなげていただ

きたいと思います。 

事務局(村岡)  意見提出が無かった施策については、各課から事業報告をしてもらうときに問いかけるよ

う、工夫をしていきたいと思います。 

日詰会長    パブコメは、どこの自治体も市民の関心を引き出すのに苦労しています。食の問題も話題

になりましたので相当意見が出るだろうと思っていましたが、意見が出てきていません。 

小野寺委員   パブコメ自体をどうするのかではなく、パブコメで声を拾えない場合は、アイデア募集、

アンケート、関係団体とのヒアリング等、違う方法でアプローチしたことを、実施方法とし
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て記載してもいいのではないかと思います。パブコメは一定期間の意見募集ですので、相当

関心のある市民しかアプローチしないと思います。食の問題もパブコメではなく、「声」と

して届いていると思いますので、その意見を活かしていくということだと思います。 

織田委員    施策の概要は、もっと目線を下げて市民に分かりやすくしていただきたいと思います。条

例に対して意見をくださいと言っても、専門家でないと何を意見していいのか分かりません。

もっと意見が出るように、「こういう問題が起きているから市民の皆さんはどう思いますか」

という聴き方はできないのでしょうか。意見が偏ってしまうので問題があるのかもしれませ

んが。 

事務局(村岡)  規則で背景・経緯・概要は提示する規定になっています。どうしても堅苦しくなりますの

で、それを市民に分かりやすい表現にするということはできます。 

織田委員    例えば「産業廃棄物の適正な処理に関する条例の制定」でしたら、富士山や世界遺産の問

題など、社会問題やニュースになっていることの経緯が分かると、レベルは低いかもしれま

せんが意見が出るのではないでしょうか。これだけの施策をやっていてすごいと思うのです

が、０件が多いのはアピールの問題だけではないと思います。草薙体育館（東静岡アリーナ）

の件は、ニュースにもなり、市民も関心があって意見が出しやすかったようですが、普通は

意見が出しにくいので、もっと噛み砕いた経緯などがあれば、意見が出しやすいと思います。 

事務局(村岡)  背景や経緯は公表することになっていますので、それが市民目線で分かりやすく説明され

ているかという課題はあります。 

木村委員    現在の感触として、印象で構いませんが、部局間の温度差はありますか。 

事務局(村岡)  総じて量的にはないと思います、それが条例化した良い点だと思います。 

柴田委員    資料３の Voice of しずおか市民討議会（ＶＯＳ）2009のテーマは、なぜ「子育て子育ち」

になったのですか。 

事務局(村岡)  市の中でＶＯＳで討議するテーマを募集したところ、子育て支援課から提案があり、静岡

青年会議所に投げかけたところ、尐子高齢化（特に尐子化の）問題は喫緊の課題であり、テ

ーマとしてふさわしいということで合意を得ました。 

日詰会長    他にもまだご質問等があると思いますが、ただいまの報告を含めて、この２年間の取り組

みについて各委員から今期を振り返ってご意見をいただき、一層よい制度になるようご意見

をまとめたいと思います。 

２年間の開催状況を事務局から説明していただく前に、私から概要をお話します。 

自治基本条例が平成 17 年 4 月 1 日から施行され、その条例に基づいて当審議会は設置さ

れました。 

最初の審議会（H17～H18）では、まちづくりの理念を具体化するための市民参画に関する

基本的なルールを定めた「市民参画の推進に関する条例」について主に検討しました。 

そして、今期の審議会では、市民参画推進条例に基づく具体的な推進方策や的確な運用方

策を検討してきました。その中でＶＯＳという条例にはない新しい手法が紹介され、ワーク

ショップと位置付けて検討してきました。パブコメや審議会、タウンミーティング（ＴＭ）

など、既定の手法だけでなく新しい手法について検討することは、市民参画の方向をさらに

高めていくことにつながり、まさに条例の趣旨そのものであります。条例の中で類型される

とそれだけやればいいと思いがちですが、そういう趣旨ではない、という姿勢で、平成 19

年４月から今日まで計８回、審議してまいりました。 
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２年間を振り返りながら、次期審議会に期待すること、引き継ぎ事項などを含めて、皆さ

ま一人一人からご意見をいただきたいと思います。 

それに先立ちまして、皆さんの記憶を２年前にさかのぼらせていただいて、計８回どんな

ことが話し合われたのか、資料４に基づいて事務局から説明していただきたいと思います。 

 

６ 議 事 

 

（１）今期市民自治推進審議会の振り返り 

  ① 開催状況説明 

   事務局にて、資料４に基づいて説明 

   ・会議録の要旨は別紙 1のとおり 

   ・第１回目では「行動する審議会」として市民と共に歩むという認識を共有していただいた。 

・第６回目のＶＯＳ2008の検証では、手法の良い悪いの判断するのは時期尚早で今後も見守っていく

こととした。 

 

② 各委員振り返り 

 

日詰会長    ありがとうございました。 

それでは、石光委員から順に、一人５～10分程度、順番に感想やご意見をいただきたいと

思います。 

石光委員    言おうか迷いましたが、私の経験を最初にお話しします。以前、ある施設に関して市民意

見を募集する会合があり参加しました。その場ではなかなか意見が出なかったので、20人が

３グループに分かれて、行政案を参考に、施設に求める理念をそれぞれのグループで考える

ことになりました。最後に各グループの意見をまとめる段階でなかなか一つにまとまらず、

最終的には、「皆さんの意見は個性的でいいのですが、予算と期限があって実施不可能なの

で、行政案でいくしかない」という結論になりました。働いている人が集まって議論を重ね

てきて、このような結論になったときに「最初から結論ありきだったのでは。」「市民意見を

聴くのはポーズだったのではないか。」と、行政に対して失望感を抱きました。 

        しかし、この審議会に参加して、実施計画をすぐにいただいて、行政が頑張っているのを

見た時に、「期待できる」と思いました。また、市民ＷＳで、満足感をもって帰られる市民

の様子を見たときに、こういうことを地道に続けていけば「これからは意見を言えば暮らし

が変わっていくんだ」と期待を持てる市民が増えるのではないかとホッとしました。 

        もう一点この審議会に参加して良かったことは、他の委員の皆さんの意見を聴いて、自分

が忘れていたことを思い出させてもらったことと、自分の考えが広がったことです。７年前

に自治基本条例があることを知り、本市でもこの条例をつくりたいと地道に活動を続けてき

て、参加して良かった思う市民が増えてホッとしていましたが、皆さんの意見を伺って、「本

当に求めているところはどこなのか。」「そこで安心してはいけない・」と思いました。 

        これだけ（市民参画手続を）計画しても、それが本当に市民や行政にとって良いものにす

るためにはやり方があると思います。私自身は『自覚して行動する市民になるためのレシピ』

を作って、自分のことだけでなく全体や未来を見据えた意見を言いたいと思っていますが、
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自分や市民の実力として、なかなかそういう意見が言えません。市民は自分の立場で意見は

言えますが、全体的、施策の本質に関わることを言える市民は尐ないのが現状です。行政に

してみたら、門戸は開いているのに意見が出ないのは、市民がそこまで達していないので市

民側の問題ではないか、という意見があるかもしれません。施策に対して調査をし、専門家

の意見を聴き、行政案がベストである、いろいろな市民の意見を聴いていたら収拾がつかな

い、本質的なところに関わる意見を言ってくれる市民が尐ないなどの理由で、条例で決まっ

ているので市民意見は聴くがそれだけの成果を期待していないのかもしれません。 

        案ができてかからこれでいいですかと市民に確認（意見聴取）するのではなく、早い段階

から市民を巻き込んで、判断基準となる情報を提供していただき、一緒に勉強して皆が同じ

土俵で本質に迫れる議論ができる場（市民を育てる場、市民が学習する場）を提供していた

だきたいです。市民同士が意見を闘わせて、行政が調整する。市民が議論できていないのが

現状なので、その部分を補強するような機会を与えていただくと有り難いと思います。 

織田委員    本当の意味で市民自治を進めるためには、行政と市民の役割をどういう風に考えて進めて

いくのかということが重要です。現在は、何でも頼めば行政がパンクしてしまうと分かって

いながら、何かあれば行政に頼る市民が増えて時代と逆行しています。自宅前のドブ掃除や

自治会に参加するのが本当の市民自治なのか。市民の側が自分達で自治意識を持って守って

いくという価値観ができていくのが、本来の行政と市民の役割分担ですが、それが非常に難

しい。パブコメなど難しい問題に対して意見を求められてもなかなか意見を出さないのが今

の市民性です。一方、行政は条例を制定して市民自治を進めていこうとしており、当審議会

ではどういう進め方が良いのかを審議すべきです。方法論は無限大だと思います。 

        総合計画を策定するとき、ワーキンググループ（ＷＧ）や専門家など、いろいろなところ

で、いろいろな分野で議論された後に、審議会に案が示されました。パブコメを実施する前

段階に市民ＷＧや関係団体の意見を聴いて、一般的な意見の情報提供があれば、市民として

はもっと意見が言いやすいのではないかと思います。様々な角度からの意見をまとめるのが

本来の市民意見聴取です。きりも際限もないのですが、どこまで踏み込んで意見を聴くべき

かということを、この審議会で議論すべきだと思います。自分で言って自分の首を絞めるこ

とになりますが、もう一歩踏み込んで市民意見の求め方を議論し、そして、もう一歩踏み込

んだ審議会となるべきだと思います。 

        意見を出しやすくする方法論を考える審議会として、全部（の施策）を一つ一つ考えるの

は難しいので、例えば「産業廃棄物の適正な処理に関する条例の制定」でいえば、業者の立

場での課題や意見を出してもらい、その意見が市民の目に触れない現状なので、それを見え

るようにするとか、パブコメや審議会の進め方、問題提起の仕方、意見集約の仕方などの方

法論を事前に考えて議論し、我々が一つ一つチェックできていけば、生意気な言い方ですが、

この審議会も市民意見の一つになり得るのではないかと思います。 

        ２年間大した意見は言えませんでしたが、行政が大変なことをやられていることや、開か

れた行政を進めようとしていることは、ひしひしと感じましたし、よく分かりました。一方

そうでない行政の部分もあると思いますので、そういう部分はもっと開かれた行政にしてい

くことと、市民自治を進める市民を育てるために、さらなる努力や発展が必要であると思い

ました。 

小野寺委員   私は会議ファシリテーターを普及する市民活動をしているので、皆さんの意見を伺って非
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常に参考になりました。平成 19 年度はファシリテーター養成講座を開催し、市民ＷＳでは

委員の方に補助ファシリとして参加していただき、平成 20 年度はＶＯＳを皆さんに見学し

ていただきました。ファシリテーションは、いろいろな会議のやり方でどのように使うかは

変わりますし、審議会や市民ＷＳといってもやり方次第、テーマの決め方、準備でもいかよ

うにも変わります。情報も出し方や分かりやすさが大切で、山ほど情報があっても伝わらな

ければ意味がありません。また、市民参画はそういう意識を持った方を増やさないと結果に

はつながらないので、既成のやり方自体も個々にこの審議会で検証していくこともできるの

ではないかと思います。 

        先ほど、柴田委員の意見を採用した広報紙の掲載方法について報告がありましたが、非常

にいいことだと思います。広報の仕方として、京都市に行くと市バスや地下鉄の中吊りに市

の広報で「○○の募集」というのが載っていて、観光客の目にも入ります。一方静岡市では

バスや公共の駐輪場にそういう広報は見たことがありません。採用できないこともあるかも

しれませんし、分かりやすい情報提供が一番大事ですが、このような市民の目に触れる広報

の仕方についても、細かな工夫が必要ではないかと思います。 

        市民参画において、個を尊重しなければいけない部分と公共の意識という部分があり、両

者に線を引くことができません。自分のことで精一杯の人が多い中で、どのようにしたら公

共の意識を持っていただけるのか。今さらですが、日本は個の国だと思いますし、個の文化

としてはとても発展しています。その分、公共性があまり養われない状況なので、その点も

市民も一緒に考えていかなくてはいけないと思います。 

柴田委員    自治基本条例がいち早く制定され、市民参画推進条例や規則が制定された年に、初めて審

議会というものに委員として参加させていただきました。その間、条例の周知や活用しても

らうためのいろいろな取り組みがされました。まだスタートして間もなく、植木に水をやっ

ている段階で、まだまだこれから育てていかなければいけないと思います。 

        ２年間、福祉やスポーツのＷＳに参加しましたが、参加者がテーマの関係者に偏っていて、

狭い範囲の人が参加している。広くいろいろな階層の一般の方を集めるのは大変だというこ

とを痛切に感じました。市民を参加させる永遠の課題のようなものをどうしたらいいのか、

素人なりに３点考えました。 

        まずは、入口のところ、広報です。知らせないことには市民が参加しようがありません。

条例などで決まっている以外でも、広報する側は広報しているつもりでも、受け取る側が受

け取っていなければ実効性がありません。なるべく経費をかけないで、いかに分からせるか、

実効性のある広報をした方がいいと思います。 

        次に、（市民に）行動を起こさせるためには、市民がやりやすい方法を追究していかなけ

ればなりません。４つの手法をもっと使い勝手がいいようにアレンジすることも必要ではな

いでしょうか。 

        ３点目、審議会についてです。平成 19 年度、20 年度と、新規・継続事業を問わず、実績

を見ますと過半数以上の施策が審議会を行っています。２年間の状況を見る限り、現実的に

審議会が多用されているということは、市民参画手法として重要ということです。人数は限

定されますが、確実性・継続性という点では実効性が高い手法といえます。市には 100 位の

附属機関があり、相当数の公募枠が設定されていますので、一人でも多くの市民の方に参画

体験をしてもらいたいと痛感しています。もし忚募者が尐ないなら、募集選考方法を検討し
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てみたらどうでしょうか。経費面の問題はあるかもしれませんが、各年度に募集する審議会

を一括りにして、無作為抽出した市民に参加してもらうのはどうでしょうか。長い目で見れ

ば、委員になった方の意識が高まり、その方が地域で口コミで周りの方に伝えていただけれ

ば、市民力、底力があがり、何かを募集したときに行ってみようと思う人が増えるのではな

いでしょうか。 

        最後に、自分自身を振り返って、このように温かい雰囲気の中で審議を進めていただいた

ことに感謝いたします。私自身素人市民で、あまりお役に立てなかったので心苦しく思って

いますが、自分自身には収穫がありました。公開講座、ＷＳ、補助ファシリを体験し、懸命

に取り組んでいるいろいろな方に接して感動いたしました。そして何より、静岡市や市政を

身近に感じるようになり、自分の意識が変わり、町内会の行事にも前向きに参加できるよう

になりました。尐しでも市民性がアップしたのではないかと思います。 

        この２年間の体験を活かして、これから自分のできる範囲内で一歩ずつやっていければい

いなと思っています。そして、一人でも多くの市民の方に思い切って踏み出してもらいたい

と、痛切に願っています。本審議会に参加させていただき感謝しています。今後益々のご発

展を祈念いたします。ありがとうございました。 

玉置委員    先ほどの報告でパブコメが０件というのがありました。例えば「産業廃棄物の適正な処理

に関する条例の制定」でいえば、恐らく漠然としか書いていなくて、具体的に自分達にメリ

ットがあるのかないのかが分からないのではないでしょうか。いいことが書いてあるので

「いいです」という回答では意見としてはどうかと思いますし、この条例自体にパブコメを

する意味があるのかが問われてしまいます。この条例を制定するとあなたの生活のここが変

わる、デメリットや負担など、書き方は難しいですが、生活がどうなるのかというところを

説明すれば、意見を出しやすいと思います。理念の場合は書きにくいですが、階層（計画な

ど）を下げていけば意見を出しやすいのではないでしょうか。 

        振り返りですが、別紙１の発言要旨を見ると、第１回目の会議で「行動する審議会」が強

調され、その前に私自身が「行動する形もいいのでは」と発言したことをよく覚えています。

あの雰囲気の中で言わされたような気もします（笑）。その観点からすると、この２年間で

自分の周りの人に参画を呼び掛けたかどうか、何もしなかったのではないかと反省していま

す。 

        この２年間ずっと思っていたことは、私は勤めていますが、企業側の理解がないと、こう

いう審議会に参加するチャンスが増えないということです。意識啓発をするのか、インセン

ティブを与えるのか、具体的なことをしていかないと、働いている世代で委員として参加す

る市民を増やすのは難しいと思います。20～30 代は時間の確保ができません。話が尐し飛

躍しますが、年齢構成は逆ピラミッドの形をしていますので、言葉は悪いですが、何もしな

ければこれからは若者が損をする時代です。年配になれば知恵がついて全体的な配慮はして

くれると思いますが、民主主義社会で多数決では勝てないので、将来の市民参画を考えれば、

若い人にどのように配慮していくのかということが重要です。 

        一方、高齢者が増え、公民館や委員会等に出かけられる人はいいですが、自分で情報発信

できない方の意見を汲むべきか、汲まないべきかはわかりませんが、そういう方が増えてく

るのは確実です。木村委員が「尐数派意見を拾え」とおっしゃいますが、意見を言う場がな

くなり尐数派になった高齢者の方への意見聴取の配慮をどうしていくかということも、次期
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審議会で議論していただきたいと思います。 

辻委員     ２年間計８回の中で出席した６回の中で、勉強することが多くありました。委員を引き受

ける時点で不勉強であったことを反省しています。私は、一市民として参加し、行政の一生

懸命の姿勢が良く分かり、真面目に検討されている審議会に参加できて非常に良かったです。

毎回電車の中で「市民自治推進審議会」と呪文のように唱えながら、どういう審議会なのか

考えながら参加しました。始めは、行政がやっていることに対し、どのように市民を参加さ

せていったらいいのか、ちゃんとやれているかを審議する会議だと思っていましたが、回を

重ねるごとに、一緒になって私たちも理解していかなくてはいけないと分かってきました。

しかし、この２年間審議会で体験したこと（行政）と市民の実状にギャップがあります。私

は旧蒲原町時代からＮＰＯ活動をしてきましたが、合併によって相手が大きくなったことで

ガラっと変わらざるを得なくなりました。「協働」ということでこれまでは何でも（町と）

相談しながらやっていたのに、今は「ああしてください、こうしてください。」「えっ、そう

なの？」と思いながら、（市に）おされている状況です。以前は対等だと思っていましたが、

今はそうではないように感じています。市民参画の実施とか立派なものを見せてもらいまし

たが、実際はあまり高いところというよりも、自治会の組単位で話されたことが自治会や市

に伝わるように、市民の本当の声を拾っていくことが大事だと思います。合併はしましたが、

旧町民は何か違うと思っています。蒲原地域として自治をかためて行政と対等な形になろう

と、そう動きつつあります。パブコメが０件とか人数よりも、「あそこの水をどうにかして

ほしい」といった、本当の市民の声を聴くＴＭを大事にしていったら、大きくつながるので

はないかと思います。 

        もう尐しまた勉強していきたいと思います、２年間感謝しております。 

 

日詰会長    欠席されたお二人の振り返りを、事務局の方で紹介してください。 

（以下事務局にて代読） 

 

大西委員の振り返り 

  初めに、最後となる審議会に欠席しますこと、関係者各位にお詫び申し上げます。2 年間を振返ります

と、何よりもまず、静岡市市民自治推進審議会の委員としての機会に恵まれたことに深く感謝しておりま

す。静岡市の取り組みについて学び、現場に足を運べたことは、私にとって何よりもの財産となりました。

今後も、市民の一人として、静岡市における市民自治の発展のため、色々な活動に積極的に貢献していく

所存です。 

  次に、現状の市民自治に関しての私見を述べますと、静岡市の市民自治への取り組みは非常に充実して

いると思います。今後の課題は、市民自治の理念が市民の間に浸透していくことにあると思います。これ

は、現在の取り組みを継続していくことで、達成できると信じています。 

3 つ目に、過去の活動を通して、私になりに気づいたことで、静岡市の市民自治のさらなる発展につな

がると考えることを以下に 3 点指摘させていただきます。 

・ 市民自治の発展において、情報公開が非常に重要だと考えます。既にわが市には静岡市情報公開条

例が平成 15 年に策定されています。この文脈に沿って、インターネットというより身近な媒体を積

極的に活用して、住民が関心がある項目を瞬時に知り、いつでも・どこでも行政の活動を評価でき
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る分野を拡充していくことが必要です。行政の透明性を高めることは、市民の主体性や参加へのイ

ンセンティブを掘り起こしていくことになるのではないでしょうか。 

・ 次に、わが市では既に市民活動条例によって、NPO 等の民間団体が推進されています。現状に対す

る認識不足を恐れずにいうと、極端かもしれませんが、市民活動団体が市の関係部署等において、

発言権が認められ、意思決定に参加できるような分野を広げていくことが市民自治の発展にとって、

効率的であると考えます。 

・ 最後になりますが、市民自治の推進において、最も成果が大きく現れる可能性を秘めた分野が、「若

者の参加」だと考えます。若者といっても、分類する必要がありますが、例えば、未成年による若

者審議会や若者ネットワークといったものを作って、彼らの声が届けられる場を設けることがまず

大切だと考えます。成果を目に見える形にすることで、若者が参加したいと思うインセンティブに

繋がると思います。若者が自分たちの課題を考え、メッセージを発信することは、何よりもまず、

わが市における市民参画の平均年齢を押し下げます。これは、世代間の平等を計るということにな

り、結果的に、民主的な市民自治の促進に繋がるものでもあります。この点で、北ヨーロッパは、

参考事例の宝庫です。今後、何らかの形で、こうした情報を発信していきたいと考えています。 

  以上、簡単ではありますが、私の活動の振返りとさせていただきます。皆様には 2 年間、お世話になり、

誠に有難うございました。静岡市の市民自治の今後の発展を強く信じています。 

 

前山委員の振り返り 

雑感で恐縮です。 

①静岡という、「保守」的な風土のなか、「市民参画」という「革新」的な手続きが、芽生え、定着しつ

つある現場に立ち会えました事は、大変有意義な体験でありました。 

 そして学者の机の上だけの議論ではなく、現実に先進的な外国の事例を、静岡の地で実行に移す、「行

動する審議会」の末席に加わる事が出来ましたのも、大変勉強になりました。以上先ずは御礼申し上げま

す。 

②但し「市民参画」がまだ発展途上の段階であります事も、現実だと思います。 

・市議会の役割りと「市民参画」との関係 

・「参画」そのものの難しさと強制にならない「参画」の促進 

  ・単なるイベントだけをマスコミに報道してもらうのではなく、イベントの根底にある   

   「市民参画」というシステムを報道してもらう事の難しさ 

  ・本当にシビアな利益対立のテーマでの「市民参画」は可能なのか 

以上に箇条書きにしましたことは、今思い出す限りですが、現実に審議会で出た議論のなかで、私が宿

題として重く受け止めている問題です。 

簡単には答えが出ないと思いますが、今後の参画の展開においてこうした難問についても徐々に良い方

向が導き出されることを期待します。 

③本日は急な所用で失礼いたしました。同時にとりとめのない感想で大変恐縮しております。 

 

日詰会長    ありがとうございました。それでは、木村委員お願いします。 

木村委員    振り返りとして３点あります。 

        まず第１点目は、行政と行政職員についてです。私は昔から基本的に権力というものを信

用していませんし、好きではありません。具体的には、行政が権力だとすれば、職員が権力
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を表象されたものとして、市民の目の前にいることになります。そうなると、行政職員を信

用しにくいし、嫌いだと言い換えることができなくもありません。しかし、静岡市の審議会

等をいくつかやらせていただき、その意識はかなり変わりました。これは、参加した審議会

等がいい会であったということにほかなりませんし、静岡県でも委員をやっていますので、

両方の比較でも捉えることができます。私が出会った静岡市の職員は、市民を大事にし、真

面目で、意見を良く聴いてくださるということを実感できました。これはほんとうに感動的

な体験といえます。そして市長にも、自分が委員をやらせていただいて、行政や職員に対す

る意識が変わったということを申し上げました。お世辞ではなく、そう思いました。行革（推

進審議会）、市民活動（促進協議会）、この市民自治（推進審議会）と、ご担当の職員の皆さ

まは、民間企業の社員も顔負けするほどの仕事ぶりで、頭が下がる思いがしました。ですか

ら委員をお引き受けして、中途半端なことはできない、負けてはいけない、と痛切に感じて

いました。余談になりますが、行革の委員をしていたときに、時間が無くて会議の場で意見

が言えなかったので、市民を代表する委員として意見を言わせてほしいと、Ａ４で 10 ペー

ジほどの愚見をメールで送りました。そうしたら、会長と職員の方が全部読んでくださり、

市役所に来てくだされば考えをお話ししたいという連絡があり、その誠実な対忚に非常に驚

きました。本当にいい勉強をさせていただきました。これからも市民の信頼を得るために、

頑張っていただきたいと思います。 

        第２点目は、自分のことです。「本当に市民を代表しているのか」ということを絶えず問

いかけ、それが「市民を代表していないのではないか」という不安に変わることが大きかっ

たです。市民参画推進条例制定のときのＴＭに全て出席させていただきましたが、それは勉

強したいということもありましたが、日常ではいろいろな市民の方にお会いできないので、

ＴＭの場で市民のことを知りたいという思いからでした。知っていれば、すこしは代表らし

いことができるのではないかと。しかし、どうだったかは分かりません。そして、これから

委員をしていただく方には、「誰を代表しているのか」「誰を代表できるのか」「誰を代表す

べきなのか」、ということを、ぜひとも真剣に考えていただきたいと思います。マイノリテ

ィを代表する方はほとんどおられないのが現状なので、私はこの２年間、どれだけマイノリ

ティの方の声を代表して意見が言えるかということを、個人的に努力してきたつもりなので、

これからの委員には、それをお願いしたいと思います。 

        第３点目は、審議会についてです。私は「行動する審議会」に共感しました。会議室を離

れて城東保健福祉エリアに行きました。「庁舎を捨てて街に出よう」ということが実際に行

われたのは、画期的だと思います。と同時に、褒める反面、そんなことくらいで「行動する

審議会」と言ってくれるな、という気持ちもあります。これからも審議会は続くので、「行

動する審議会」を進化させていただくことを強く願います。具体的には、委員の皆さまにＶ

ＯＳを見学していただきましたが、あれは最終的な形になった段階で、大事なのは実行委員

会を立ち上げて、そこまでのプロセスの中での紆余曲折や苦労を知っていかなければ、結果

だけを見ているのでは、どうかなあという思いもあります。もし可能であれば、強制はでき

ませんが、全委員が実行委員会委員になれたらすばらしいと感じています。 

       前向きな委員の皆さんとご一緒した２年間で、いろいろ啓発されました。また、改めて行

政職員各位のご努力に、深く感謝いたします。 

日詰会長    最後に尐しだけ私からコメントをした後で、皆様の意見をまとめさせていただき、次の審
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議会への引継とさせていただきたいと思います。 

何はともあれ、２年間委員の皆様とこのように審議会として集い、活動させていただいた

ことに、心から感謝いたします。審議会は計８回、１回２時間程度でしたので、なかなか行

動するというところまではいかなかったかもしれません。とはいえ、この中で木村委員と小

野寺委員とは一緒にＶＯＳ実行委員会に参加させていただき、市民参画のしかけづくりをさ

せていただいたことは、私にとっていい思い出となりました。また、柴田委員には昨年地域

のＷＳに欠かさずご参加いただき、市民参画の経験を積んで、その中から貴重な意見を出し

ていただきました。石光委員、織田委員、玉置委員、辻委員にも、いろいろなところで市民

参画に関心をお示しいただき、その都度貴重な意見をいただき、心から感謝しています。 

審議会は、市の市民参画の現状を評価し、市民参画そのものが向上するようにいろいろな

意見を出していく場であるという視点から、次期に向けて、審議会そのもののポジションを

確立していく必要があるのではないかと思います。 

 

（２）次期市民自治推進審議会への引継事項 

 

日詰会長    皆さんからいただいた意見をまとめると、いろいろな課題があることに気付きます。 

まず、市民の皆さんへの啓発という点で、これは広報の問題とも密接に関係しますし、前

山委員もご指摘されていますが、今日はマスコミの方が（傍聴して）いらっしゃいますので

特にお願いしたいことがあります。それは、市民参画の本質的なことをご理解いただいたう

えで報道していただくという姿勢が重要だということです。特にＶＯＳのテレビ局の報道で

は、本質的なところではなく、健診みたいなところに焦点が当てられてしまうような報道が

され、私たちとしても尐し違うなと思いました。私たちの情報発信の仕方が良くなかったの

かもしれませんが、イベント等の本質的な姿が、対外的或いは社会に向けて正確に伝わるよ

うな仕組みを考えていただきたいと思います。 

市民の啓発という点でいえば、パブコメはどの自治体でも手をこまねいているわけですが、

市民参画の一手法として自治体によっては積極的に位置付けているところもあります。しか

し、市民の皆さんは関心のあるところには非常に積極的に意見を述べられますが、そうでな

いところには非常に意見は尐ない。実は、公募委員の募集でも同じ傾向があり、京都市でも

多くの審議会がありますが、全く忚募がないところと集中するところと濃淡があるというお

話を聴きました。そういうことを含めて、市民の皆さんがどのようにしたら公の場に参画で

きるのかということを、この審議会でも考えていくことが必要です。 

また、玉置委員や大西委員のご意見にありました、若者や働いている世代の参加について

も考えていく必要があると思います。そういう意味では、この審議会そのものが日中開催す

るのがいいのかという考えが当然あります。実際に国民投票法が制定され、「18 歳」という

考え方が出てきていますし、あるＮＰＯでは、16歳以上が投票権を持てるようにしようとい

う活動を始めました。将来の静岡を創っていくためには若い方の意見は貴重なので、その意

見をうまく聴取できる方法を考えるべきだと思います。ＶＯＳでは 16 歳以上の市民を抽出

しましたが、私としては良いことだと思います。加えて、高齢者の意見聴取も大事な課題で

す。意見を持っていてもインターネットなどにアクセスできない方への対忚も、課題になる

のかもしれません。 



12 

 

行政側への啓発という点で、小野寺委員に冒頭にご指摘いただきましたが、条例の中で類

型という形で出ていると、それだけやればいいのだと、それで終わってしまっている可能性

があります。あくまで事例であって手法は４種類とは限りません。それ以外の方法も、担当

課が創造性を働かせて、どうすれば一番いい方法で意見聴取できるのかということを考える

べきです。織田委員がおっしゃったように、審議会で具体的な方法の意見を出していくこと

も大事ですし、パブコメで意見がでなかったところには、我々が問題を検証して意見を述べ、

さらに事務局を通して担当課へフィードバックするというやりとりが行われることで、違っ

た形の展開がなされる可能性があります。 

いずれにしても、条例がある以上審議会は続いていくので、委員の皆さんには、この期で

終わってしまうのではなく、いろいろな形で今後とも市民参画に対してご協力、ご支援をお

願いしたいと思います。静岡市はこのような条例を持っているということが大事ですし、そ

れが使いこなされることが必要です。審議会と同時に、事務局の皆さんもこれからいろいろ

な形で頑張っていただけると思いますので、両者が一体となって、静岡市の市民参画が一層

充実したものとなるようにしていきたいと思います。 

加えて、地方分権改革推進委員会の方針を見ますと「地方政府」ということが書かれてい

ます。つまり、「地方政府」とは「地方分権」を超えて、自治というものをいかに地域の中

に確立できるのかというところに焦点を置くべきだという方向性が出されています。そうい

う意味では、静岡市は自治というものを先取りしている、非常に意義深いものを感じます。

是非形骸化することのないよう、私どもとしても使いこなしていければと思います。今後も

見守りつつ、必要な時にはご参加いただき、ご指導とご支援をいただければと思います。 

以上、簡単ではございますが、私の感想と皆様の意見の集約とさせていただきます。 

ここで、先ほど言い足りなかったり、付け加えておきたいことがある方がいらっしゃいま

したら、発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（な し） 

それでは、最後に４「その他」について事務局お願いします。 

 

７ その他 

 

事務局より別紙２について説明 

・本日欠席の大西委員から「海外短信№.2」（別紙２）が届いた。 

・大西委員からメッセージ 

 「今回は北欧の市民参画の紹介で、前回に比べて内容が尐しかたいですが、読んで是非感想や質問をし

ていただければ嬉しいです。」 

 

日詰会長    大西さんには、来年度私の大学の学科の授業で、後期の半期の間、水曜日の 12時 45分か

ら 14時 45分の時間に、今回のノルウェーでの体験を講義していただきます。市民の皆さん

も８千円で聴講できますので、もしお時間があれば講義室に来ていただければと思います。 

織田委員    欧米の個人主義と日本の民主主義は違うと思うのです。日本はムラ社会がいいところがあ

り、どうしても欧米の個人主義をまねようとすると利己主義になってしまうことがあります

ので、その辺はうまく日本流として導入できるようにしたいですね。日本はムラ社会だから
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ムラのことは自分たちでやっていました。今は個人の権利ばかりで義務はどこかへいってし

まい、個人の主張だけが出てきてしまっています。町内会活動でも出てこない人は出てきま

せんし、協力しない人は協力しません。そういう部分を地域で解決していかなくてはいけな

いと思います。 

日詰会長    難しい側面がありますが、そういうことを踏まえつつもうまくやり始めているところも出

てきています。これは市民活動との接点になりますが、当審議会でも何か学んでいければと

思います。 

 

日詰会長    これで皆様とお別れするのは大変淋しく、悲しいことではありますが、同じ静岡市に住ん

でおりますので、どこかで顔を合わせることがあると思います。そのときはよろしくお願い

します。 

それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

８ 閉 会 

 

事務局長    閉会にあたり、経営企画部長よりご挨拶申し上げます。 

経営企画部長  今期最後の審議会ということで、日詰会長をはじめ委員の皆様には、２年間８回の審議会

とともに、「行動する審議会」としてワークショップなどにも参加いただき、誠にありがと

うございました。 

        私たちは、自治基本条例、市民参画の推進に関する条例の制定、行政手続条例の改正を行

い、各所管がパブコメや公募委員募集など、市民参画に向き合わなければならない状態にあ

ります。もちろん所管課により温度差はありますが、広まるにつれておのずと課題も出てき

ていると感じています。 

        先ほど啓発の問題のご指摘がありましたが、私どもとすると、パブコメ等などの市民参画

手続と間接民主主義の議会との関係をどうするのかという非常に大きな問題あります。また、

旧由比町、旧蒲原町、旧清水市のように、自治会活動と行政が一体となってうまくいってい

たところと、旧静岡市のようにある程度離れてしまったところと、一体的に市民参画を進め

るにはどうしたらいいのか、という課題があります。これらはかなり難しい問題ですが、向

きあっていかなくてはなりません。 

        この審議会の中では、静岡青年会議所との新たな協働や広報の関係についてもご指摘いた

だき、遅らばせながら、広報については改善を進めてまいります。 

新たな審議会となりますが、また一から戻るのではなく、今期の審議会で得た結論を新た

な活動に結び付けて、新たな高い立場から始めていきたいと考えております。この中には委

員を離れる方もいらっしゃいますが、引き続きご協力を賜りたく、お願いいたします。 

同時に、昨日人事異動の内示があり、事務局長の繁田と担当の鈴木が異動となりました。

かわるというのは悪いことではなく、新しい部署で市民参画の輪を広げるということになり

ます。また、新しく来た職員が市民参画の重要性を理解して、新たな審議会を立ち上げ、熱

心にご審議いただくということで、前向きに捉えたいと思います。 

新しい委員、メンバーとなりますが、今の委員の皆様には、引き続きご協力を賜りたいと

同時に、異動する職員とも今後いろいろなところでお会いしたときには、ご協力（挨拶だけ



14 

 

でも結構ですので）していただければ嬉しく思います。 

２年間、本当にありがとうございました。 

事務局長    最後に、事務局として、この２年間に皆さまからいただいたご意見や、先ほど最後にまと

めていただいた引継事項を次期以降の審議会にしっかりと繋げ、“市民が主役のまちづくり”

の実現に役立てていきたいと思います。 

        委員の皆さまにおかれましては、今後ともいろいろな形でご支援・ご鞭撻を賜りますよう、

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

        また、最後に、皆様のご健勝と今後のご活躍を期待しまして、閉会の挨拶とさせていただ

きます。 

それでは、以上をもちまして、平成２０年度第４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。 

２年間、ありがとうございました。 
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