
平成 21 年度 第５回 第３期静岡市市民自治推進審議会 次第 

 

  日時 平成 22年２月 16日（火曜日）      

午前 10時から 12時  

場所 静岡市役所 静岡庁舎９階 特別会議室 

１ 開 会 

  

２ 議 題 

（１）第２期市民自治推進審議会からの申し送り事項の対応について 

  ①審議会等への市民参画推進について    （資料１） 

②パブリックコメント事例の検討      （資料２） 

（２）平成 22年度スケジュール案について    （資料３） 

（３）その他 

３ 報告等 

４ 閉 会 



審議会等への市民参画推進について 

１ 第２期市民自治推進審議会からの申し送り事項 

 若者や働いている世代の、審議会等への参画を進める方法について検討すること。（審議会の平日昼

間以外の開催について） 

 

２ 市附属機関等についての庁内アンケート調査 

 市の附属機関等による市民参画の推進を図る方法を検討するため、109の附属機関等（以下「審議会

等」という）にアンケート（開催場所、公募委員数（応募状況）、開催日時、傍聴者数等）を実施し

た。（12/31までに開催実績のある 85審議会等にアンケート調査を実施：資料１－２参考） 

 

３ 審議会等の設置・運営について 

市における審議会等の設置及び運営については、「静岡市における附属機関等の設置及び運営に関す

る指針」（資料１－３）に基づき行われている。（以下、指針から抜粋） 

 

（１）新たな審議会の設置 

他の手段ではその目的を達成できない場合であって、審議事項が既存の附属機関等の所掌事項に

含まれていない場合又は既存の附属機関等の所掌とすることが適当でないと認められる場合に限

り、附属機関等を新たに設置することができる。この場合においては、あらかじめ総務局総務部総

務課と協議するものとする。  

 

（２）公募委員の規定 

 ①公募の方法 

市民の自発的な行政への参画意識の高揚を図るとともに、市民の意見を行政に反映させるため、

積極的に委員を公募するよう努めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募

を行わないことができる。 

○ 行政処分に関する審議等を行うもの 

○ 住民の権利を制限する内容に関する審議等を行うもの 

○ 法令等により委員の構成が限定されているもの 

○ その他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの 

 

 ②公募委員の数 

委員を公募する場合において、当該附属機関等の委員定数に占める公募委員の割合は、20

パーセント以上とする。 

 

（３）公開の規定 

  ①基本原則 

 附属機関等の運営については、市民に対して積極的に情報を提供するなどその透明性を確保し、

市民参画の推進を図るものとする。 
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②会議の公開 

○ 附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、当該会議が静岡市情報公開条例（以

下「条例」という。）第７条各号に規定する非公開情報を含む内容について審議等を行う

場合は、会議の全部又は一部を公開しない。 

 

○ 各所管課は、会議の開催に当たっては、当該会議の議題、開催日時、開催場所、傍聴手続

及び会議の全部又は一部を公開しない場合にはその理由等について、事前に公表するもの

とする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。 

 

【参考】 情報公開条例第７条 抜粋 

○  法令若しくは条例 (以下「法令等」という。)の定めるところにより又は慣行

として公にされ、又は公にすることが予定されている情報  

○  人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である

と認められる情報  

 

 ４ 審議会等の開催日時の設定、開催情報の公表について 

（１）審議会開催情報の公表について 

「附属機関等の会議の公開に関する要領」に基づき公開されている。公開の方法は、会議

名称・開催日時・開催場所・議題等を「静岡市附属機関等管理システム」に登録し、市のホ

ームページ・市政情報コーナーに掲示するとともに、必要に応じて報道機関に資料を提供す

るものとする。 

 



市附属機関等についての庁内アンケート調査結果 

１ 調査の目的 

    市の附属機関等による市民参画の推進を図る方法を検討するため、109の附属機関等（以下「審議

会等」という）にアンケートを実施した。（12/31 までに開催実績のある 85 審議会等にアンケート

調査を実施） 
 

２ 調査の概要 

   審議会等の開催場所、公募委員数（応募状況）、開催日時、傍聴者数等について実施。 
 

３ アンケート結果の概要 

（１）審議会の開催場所について 

静岡庁舎 清水庁舎 駿河区役所 
必要に 

応じ変更 
その他 備考 

30 13 3 17 
30 

（出先機関） 

１審議会で複数の開催場所が

あるため合計が 85を超える 
 
（２）公募委員について 

公募委員を採用し

ている審議会数 

公募委員を採用し

ていない審議会数 

審議会委

員数（人） 

審議会公募委

員定員（人） 

公募委員への

応募者数（人） 

平均公募委員

倍率（倍） 

40 69 1,460 119 385 3.2 

※募集した公募委員の定員割れは１審議会。 

※公募委員を採用していない審議会（例：静岡市障害程度区分認定等審査会、静岡市開発審査会、静岡

市図書館協議会、静岡市卸売市場水産物取引委員会等） 
 
【参考：審議会における女性登用率の推移】 

調査年度 調査基準日 
審議会

数 

女性委員がいな

い審議会数 

女性委員がいな

い審議会の割合 
委員総数 

女性 

委員数 

女性委員

の割合 

平成 15年度 平成 15年 4月 1日 100 23 23.0% 1,369 342 25.0% 

平成 16年度 平成 16年 4月 1日 96 20 20.8% 1,294 336 26.0% 

平成 17年度 平成 17年 4月 1日 106 19 17.9% 1,321 322 24.4% 

平成 18年度 平成 18年 4月 1日 108 17 15.7% 1,283 326 25.4% 

平成 19年度 平成 19年 4月 1日 104 14 13.5% 1,334 342 25.6% 

平成 20年度 平成 20年 4月 1日 97 15 15.5% 1,401 382 27.3% 

平成 21年度 平成 21年 4月 1日 91 12 13.2% 1,318 370 28.1% 
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（３）審議会開催日時 

平日昼間 平日夜間 土日・祝日 その他 備考 

75 16 4 0 
１審議会で複数の選択があるため

合計が 85を超える 

※平日夜間開催の審議会：委員が出席しやすい時間帯を設定している。（平日に仕事や就学をされてい

る方が多い審議会などは、平日夜間開催。） 

 

（４）議事の公開・非公開について 

公開の 

審議会数 

非公開の 

審議会数 
非公開の審議会（例） 

86 23 

・静岡市介護認定審査会 

・静岡市小児慢性特定疾患判定委員会 

・静岡市障害程度区分認定等審査会 等 

 

（５）平日昼間、平日夜間、土日祝日の公開している審議会開催回数と、傍聴者数 

 平日昼間 平日夜間 土日・祝日 合計 備考 

審議会開催回数（回） 
109 

（454） 

36 

（647） 

4 

（4） 

149 

（1,105） 

（ ）内は全体の

審議会の開催回数 

傍聴者数（人） 157 46 0 203  

議事を公開している

審議会１回あたりの

傍聴者数（人） 

1.44 1.28 0 1.36  

※審議会全体の開催回数 1,105回の内、介護認定審査会：797回、障害者区分認定審査会 71回） 

※最も傍聴者が多いのは、国民健康保険運営協議会１回あたり傍聴者数 17人（Ｈ21年３回開催） 

 

４ 平日夜間・土日開催の場合の影響調査（複数回答可） 

（１）109審議会中（％） 

職員時間外勤務の

増加 
委員の出席率低下 その他 影響なし 

94（86％） 45（41％） 19（17％） 5（４％） 

 ※審議会全体の開催回数 1,105 回（内、平日昼間開催は 454回、平日夜間は 647 回、土日祝日４回） 

 ※平日昼間の審議会を平日夜間開催にした場合の人件費 

454 回×３時間/１回×３人（仮定：従事員数）×3,000円/時間≒1,230万円 

 

５ 傍聴者を増やすための方法について（主な意見） 

  ・情報提供の拡充（ＨＰ、マスコミ、回覧板、広報紙、審議会内容について関係のある団体） 

  ・審議内容に関心がある人が参加しやすい時間設定 

  ・会議内容を充実（市民が関心を持つ内容） 

 

 

 



６ 審議会等の運営に関して、より市民参画を推進する方法について（主な意見） 

  ・積極的な情報提供（審議会そのもの、開催情報、議事等） 

  ・意見の施策への反映 

  ・附属機関に関係のある団体へのＰＲ 

  ・名称の工夫、○○委員会、○○審議会ではなく、親しみやすい名称にする 

  ・使用する言葉や資料に専門用語を避ける 

  

７ まとめ 

○審議会の平日の昼間・夜間の開催について傍聴者の多寡について大きな差はない。 

○平日昼間に開催されている審議会を平日夜間に開催すると、概算で1,230万円の人件費増加となる。 

○審議会自体の情報発信（審議会そのもの、審議会開催情報等）・誰もがわかりやすい資料作成が重要。 



静岡市における附属機関等の設置及び運営に関する指針 

 

第１ 趣 旨 

本市における附属機関等の機能の充実及び合理化等による行財政運営の効率

化を図るとともに、市政への市民参画の促進及び公正で透明な開かれた市政の推

進に資するため、附属機関等の設置及び運営に関する指針を定めるものとする。  

   

第２ 定 義 

１ この指針において「附属機関等」とは、次に掲げるものをいう。 

（1）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項に規定する附属

機関 

（2）その審議、協議等の結果を市政に反映させることを主な目的として、規則、

訓令、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関 

 

２ 前項の附属機関等には、市職員で構成する内部組織としての委員会等、関係団

体の連絡調整を主な目的とする協議会等及びイベント等の特定の事業を実施す

るために組織する実行委員会等は、含まないものとする。 

 

第３ 附属機関等の新設及び統廃合 

１ 新設 

他の手段ではその目的を達成できない場合であって、審議事項が既存の附属機

関等の所掌事項に含まれていない場合又は既存の附属機関等の所掌とすること

が適当でないと認められる場合に限り、附属機関等を新たに設置することができ

る。この場合においては、あらかじめ総務局総務部総務課と協議するものとする。 

 

２ 統合 

法令により設置が義務付けられているもの、審査、決定等の関与機関に純化し

たもの及び施設等の運営に関する利用者等の意見反映のためのものを除き、既存

の附属機関等の統合を図るものとする。この場合において、各所管課は、当該附

属機関等の設置目的、審議事項及び委員構成等の同一性又は類似性等を勘案の上、

判断するものとする。 

 

３ 廃止 

次に掲げる附属機関等については、原則として廃止するものとする。この場合

において、廃止が決定した附属機関等の所管課長は、当該附属機関等の名称、廃

止理由及び廃止年月日を総務局総務部総務課長に文書により速やかに報告する

ものとする。 

（1）既に設置目的が達成されたもの 

  （2）社会経済情勢の変化により審議事項そのものが減少するなど設置の必要性

が低下しているもの 

（3）実質的な付議案件が少ないなど設置効果の乏しいもの 

資料１－３ 



（4）過去の開催実績が少なく、今後の開催の見込みも薄いなど活動が不活発な

もの 

  （5）附属機関等を設置するまでもなく、公聴会又は個別の意見聴取など他の手

段により設置の目的が達成されると認められるもの 

 

第４ 委員の構成等 

 １ 基本原則 

附属機関等の委員の選任に当たっては、開かれた市政の推進及び簡素で効率的

な行財政運営の確保等を図るため、その機能が十分に発揮されるよう、広く各界

各層及び幅広い年齢層から適切な人材を選任するものとする。 

 

２ 委員の構成 

委員は、附属機関等の設置目的に照らし、次の点に留意の上、幅広い分野から

の登用に努めるものとし、各所管課は、関係団体等から選任する場合は、当該団

体等の長に限ることなく、広く構成員のうちから推薦するよう関係団体等に働き

かけるものとする。 

（1）女性の登用 

静岡市男女共同参画行動計画（平成 16 年３月策定）に基づき、委員には

女性を積極的に登用し、当該附属機関等の委員定数に占める女性委員の割合

が 30 パーセント以上になるよう努めるものとする。この場合において、女

性委員の割合が 30 パーセントに満たない可能性があるときは、あらかじめ

生活文化局市民生活部男女共同参画課と協議するものとする。 

（2）議員の選任除外 

市議会議員は、法令の定めのある場合又はその他の特別な理由がある場合

を除き、委員に選任しないものとする。 

（3）市職員の取扱い 

市職員は、法令で特に定める場合又は附属機関等の性質に照らしその専門

的知識が必要となるもの等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないもの

とする。 

 

３ 委員の公募 

（1）公募の方法 

市民の自発的な行政への参画意識の高揚を図るとともに、市民の意見を行政

に反映させるため、積極的に委員を公募するよう努めるものとする。ただし、

次のいずれかに該当する場合は、公募を行わないことができる。 

ア 行政処分に関する審議等を行うもの 

イ 住民の権利を制限する内容に関する審議等を行うもの 

ウ 法令等により委員の構成が限定されているもの 

エ その他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認め

られるもの 

   



（2）公募委員の数 

    委員を公募する場合において、当該附属機関等の委員定数に占める公募委員

の割合は、20パーセント以上とする。 

 

（3）応募資格、選考方法等 

公募委員の応募資格、選考方法その他必要な事項は、別に定める附属機関等

の委員の公募に関する要領に定めるところによる。 

 

４ 委員の数の制限 

附属機関等の委員の数は、法令で特に定めのある場合を除き、原則として 15

人以内とする。この場合において、各所管課は、当該附属機関等の設置目的に照

らし、委員の数を最小限にとどめるよう努めるものとする。 

 

５ 委員の年齢構成 

委員は、年齢構成に偏りが生じないよう選任するものとし、委員の定年は設け

ない。 

 

６ 委員の再任の制限 

委員は、原則として通算３期（標準任期２年）を超えて再任しないものとする。

ただし、当該委員が専門的な知識、経験等を有する等選任されるに当たって特別

な事情がある場合は、この限りでない。 

 

７ 複数の附属機関等に同一人を選任する場合の制限 

他の附属機関等の委員の職を４以上兼ねる者は、当該附属機関等の委員に選任

しないものとする。ただし、専門的な知識、経験等を有する者が他に得られない

等やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

 

８ チェック体制 

（1）委員の選任に当たり、各所管課は、前各項に掲げる事項について、要件を

満たさないものがある場合には、あらかじめ総務局総務部総務課と協議する

ものとする。 

（2）委員の選任を行った際、各所管課は速やかに「静岡市附属機関等管理シス

テム」に登録するものとする。 

 

第５ 会議の運営及び公開 

１ 基本原則 

附属機関等の運営については、市民に対して積極的に情報を提供するなどその

透明性を確保し、市民参画の推進を図るものとする。 

 

２ 会議の公開 

（1）附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、当該会議が静岡市情



報公開条例（以下「条例」という。）第７条各号に規定する非公開情報を含

む内容について審議等を行う場合は、会議の全部又は一部を公開しない。 

（2）前号ただし書に規定する内容について審議等を行う場合であっても、当該

内容が、条例第９条に該当すると当該附属機関等が認めるときは、当該会議

を公開することができる。 

（3）会議の公開は、会議の傍聴を認めること等の方法により行うものとする。 

（4）各所管課は、会議の開催に当たっては、当該会議の議題、開催日時、開催

場所、傍聴手続及び会議の全部又は一部を公開しない場合にはその理由等に

ついて、事前に公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が

生じたときは、この限りでない。 

 

３ 会議録の公開 

（1）附属機関等の会議については、会議録を調製し、条例に定める公開請求の

手続を待たずに公開する。ただし、当該会議録が、条例第７条各号に規定す

る非公開情報を含む場合は、会議録の全部又は一部を公開しない。 

（2）前号ただし書に規定する非公開情報を含む場合であっても、条例第９条に

該当すると当該附属機関等が認めるときは、当該会議録を公開することがで

きる。 

 

４ その他 

前３項に定めるもののほか、会議の運営及び公開について必要な事項は、別に

定める附属機関等の会議の公開に関する要領に定めるところによる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この指針は、平成 19 年４月１日から施行する。ただし、複数の附属機関等に同

一人を選任する場合の制限に関する規定は、平成 19年７月１日から施行する。 

（旧指針の廃止） 

２ 静岡市における附属機関等の設置及び運営に関する指針（平成 17 年４月１日施

行）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 第１項本文に規定するこの指針の施行の日の前日までに前項の規定による廃止

前の指針に基づき行われた附属機関等の設置等に係る手続は、この指針の相当規定

により行われたものとみなす。 



パブリックコメント事例の検討 

１ パブリックコメント事例の概要 

 （１）施策の名称  巴川流域水害対策計画の原案 

 

 （２）計画の概要  巴川流域は、昭和 30年代以降急激な市街化が進展した結果、水田や

畑などが減少し、地表がアスファルトなどに覆われたことなどにより、

流域の保水性・遊水機能が低下したため、浸水被害の危険性が増大し

た。そのため、昭和 57年に「巴川流域整備計画」平成 11年に、「新流

域整備計画」を策定し対応してきたが、近年日本各地で頻発するゲリ

ラ豪雨による地下空間への浸水被害対策など、新たな浸水被害への取

組みが必要となったため、流域の治水安全度の早期かつ確実な向上を

図るため策定するものである。 

 

 （３）意見募集期間 平成 21年５月 20（水）～平成 21年６月 19日（金） 

  

 （４）資料の公表方法 ①市ホームページ 

            ②下水道計画課での閲覧 

            ③各区市政情報コーナーでの閲覧 

            ④広報紙への掲載、報道機関への情報提供 

            ⑤生涯学習交流施設での閲覧 

 

 （５）提出意見数  ０件 

 

（６）添付資料   ・意見提出のご案内 

           ・巴川流域水害対策計画（案） 

           ・意見応募用紙 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 



パブリックコメント事例の検討 
１ パブリックコメント事例の概要 

 （１）施策の名称 まちづくり交付金事後評価（登呂公園周辺地区） 

まちづくり交付金事後評価（大谷地区） 

まちづくり交付金中間評価（有度山総合公園周辺地区） 

まちづくり交付金中間評価（草薙駅周辺地区） 

 

 （２）まちづくり交付金制度の概要  

 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまち

づくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、

地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制

度。 

市が作成した都市再生整備計画に基づいて実施される事業に対して

交付金を交付する制度であり、従来の補助事業に比べ、市の自主性・

裁量性が大幅に向上することから、地域の創意工夫を活かした総合

的・一体的なまちづくりをすすめることが可能となる。 

 

 （３）まちづくり交付金の流れ 

①特定のエリアについて、都市再生整備計画（概ね３年～５年）を作

成し、国へ提出。 

②客観的評価基準により都市再生整備計画の事前評価を行う。 

③国は、市が作成する都市再整備計画が、国が策定する都市再整備基

本方針に適合している場合、年度ごとにまちづくり交付金を交付す

る。 

④都市再生整備計画の見直しと中間評価を行い、必要に応じ計画を変

更する。 

⑤交付終了年度に、都市再生整備計画の事後評価（評価の手法：まち

づくり交付金評価委員会による検討・パブリックコメント）を行い、

国へ報告する。 

 

 （４）意見募集期間 平成 21年 10月９日（金）～平成 21年 11月 10 日（火） 

  

 （５）資料の公表方法 ①市ホームページ 

            ②都市計画課での閲覧 

            ③各区市政情報コーナーでの閲覧 

            ④広報紙への掲載、報道機関への情報提供 

 

 （６）提出意見数  ０件 

 

（７）所管課の意見 まちづくり交付金評価委員会から、事業の性質上、パブリックコメ

ントでなく、タウンミーティングなどの手法を実施することも一案。

との意見をいただき、来年度以降の事業評価実施方法について検討

中である。 

 

添付資料    ・まちづくり交付金制度について 

          ・各パブリックコメント資料 

          ・意見応募用紙 

資料２－２ 



 

平成 22 年度 市民自治推進審議会実施スケジュール 

 

開催時期 内容 備考 

平成 22 年６月 

（第１回審議会） 

・平成 21 年度市民参画手続実施状況報告 

・平成 22 年度市民参画手続実施計画報告 

 

Ｈ22 年 11 月頃 

（第２回審議会） 

・職員への啓発（次年度職員研修）について 

・市民討議会 2010 報告 

・地方自治法の見直しについて 

・地方自治法の見直しについて

の勉強会。 

Ｈ23 年３月頃 

（第３回審議会） 

・平成 22 年度市民参画手続中間状況報告 

・第３期審議会の活動報告（まとめ） 

・第４期審議会への申し送り 

 

 
※ Ｈ22 年７月頃 職員研修（ワークショップ体験）実施予定 
※ 随時：パブリックコメント等手法相談 

資料３－１ 
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当日配付資料１：パブリックコメント事例 
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