
平成 23 年度 第２回 第４期静岡市市民自治推進審議会 次第 

 

  日時 平成 23年７月１日（金）10:00から 

場所 静岡庁舎８階 市長公室 

   

 

 １ 開 会 

 ２ 市長挨拶 

 ３ 意見交換「市民が主役のまちづくり」 

 ４ 議題 

（１）市民参画手続の実施状況について（資料） 

  （２）その他 

 ５ 閉 会 
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■平成 22 年度 市民参画手続実施状況について 

 

１ まとめ及び考察 

 

表１：市民参画手続実施件数（施策別）   

施 策 
実績 予定 

H19 H20 H21 H22 H23 

立 案 

条例の制定改廃 ７ ６ ２ ２ 31 

行政計画の策定・変更 30 22 28 19 15 

大規模な公の施設等の設置 ３ ２ ３ ５ １ 

その他施策 ７ 10 ７ ５ ８ 

実施・評価 施策の運営管理 17 23 27 24 26 

計 64 63 67 55 81 

 ・平成 22 年度と平成 23 年度を比較すると、「条例の制定改廃」の施策数が大幅に増えている。

これは、平成 23年度に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を 

図るための関係法律の整備等に関する法律」（以下「一括法」）により、「条例の制定改廃」が

必要となる施策が 28 件増加したためである。 

  
表２：市民参画手続実施件数（手法別） 

手 法 
実績 予定 

H19 H20 H21 H22 H23 

市民意見提出手続（パブリックコメント） 29 28 31 21 46 

意見交換会 ４ ４ ３ ４ ２ 

市民ワークショップ ５ ４ ５ ４ １ 

審議会等 48 39 42 36 46 

計 86 75 81 65 95 

  
市民参画手続を実施する際は、原則として「市民意見提出手続」を行うが、施策の内容に応じて
他の手法を実施することができる。また、施策の内容に応じ、複数手法にて実施することを推奨
している。 

          「静岡市市民参画の推進に関する条例第８条」より 
 
・平成 22年度と平成 23年度を比較すると、「市民意見提出手続」の件数が大幅に増えている。こ

れは、表１のとおり、平成 23年度は一括法により「条例の制定改廃」の件数が増加し、また条
例の制定改廃には「市民意見提出手続」が多く用いられるためである。 

・毎年「審議会等」の件数が全体に占める割合が大きいのは、担当課が既に審議会等を所管して
いる場合は、市民参画手続の実施については、審議会等を利用することが多いためである。  

・上記４つの手法以外にも、アンケート等、条例に基づかない手法を担当課独自で実施している
場合も見受けられる。 

資料 
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表３：市民意見提出手続（パブリックコメント）に対する意見数及び提出者数 

年度 実施手続数 
意見数 

（提出者数） 

１施策あたりの意見数 

（意見数／実施手続数） 

１施策あたりの意見提出者数 

（提出者数／実施手続数） 

H22 21件 
359件 

（215人） 
17.1 件 10.2 人 

H21 31件 
874件 

（901人） 
28.2 件 29.1 人 

H20 28件 
467件 

（246人） 
16.7 件 8.8 人 

H19 29件 
768件 

（474人） 
26.5 件 16.3 人 

 ・平成 21年度と平成 22年度を比較すると、平均意見数が減少している。これは、平成 21年度は「下

水道中期ビジョン及び経営計画」のパブリックコメントを大々的に実施し、440 件の意見提出があり、

平均に大きく影響しているからである。 

・毎年、提出意見数は１～10 件が多く、市民の関心度により提出意見数に開きがあり、市民が身

近に感じる案件や関心度の高い案件で多く提出される傾向があると考えられる。 

  ※平成 22年度、市民意見が 50件以上あった案件 

 ①都市計画道路の見直しに係る将来道路ネットワークのあり方（計画案）（56人から 58件） 

 ②高度地区の指定（都市計画の変更）（55人から 93件） 

 

表４：平成 22年度の市民参画手続における回数及び参加者数  

手法 年度 施策数 回数 総参加者数 １回あたりの平均参加者数 

意見交換会 
H22 ４施策 40回 1,982人 49.6 人 

H21 ３施策 14回 469 人 33.5人 

市民ワーク 

ショップ 

H22 ４施策 16回 876 人 54.8 人 

H21 ５施策 10回 258 人 25.8人 

審議会等 
H22 36 施策 109 回 1,439人 13.2 人 

H21 42 施策 124回 1,761人 14.2人 

・意見交換会、市民ワークショップいずれも回数及び総参加者数が増加している。これは、第２

次総合計画に係るタウンミーティングの実施や、自治会等を通した集客効果による。 

・審議会等の総参加者数は、各審議会等の委員数×開催回数であり、欠席者は加味していない。 

 さらに、委員として参加している静岡市職員はカウントしていない。 

 

２ 今後に向けて 

  

○平成 22 年度は、パブリックコメントの意見数は減少したが、意見交換会や市民ワークシ

ョップへの参加者は増加した。施策の目的や市民の関心度によって件数が大きく異なり、

意見数の多寡の是非については、論ずることが難しい部分もあるが、多くの方が参加しや

すい環境整備が今後も求められる。 

○平成 21 年度は、下水道中期ビジョン及び経営計画のパブリックコメントを、イベント内

で実施することにより、440 件という多くの意見を集めることができた。広報の面では、

今後も改善が必要である。 

図１：項目別当初予定件数比較 

(件) 



■平成23年度市民参画手続の実施計画一覧 参考資料１

実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

１ 条例 特定非営利活動促進法施行条例
一括法に基づく義務付け枠付けの見直しに係る特定非営利活動促進
法の改正により、特定非営利活動法人の認証等について、市条例で
必要な事項を定める。

パブリックコメント 11月 市民生活課

２ 条例
静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条
例の一部改正

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る廃棄物の処理及び
清掃に関する法律の改正により、技術管理者の資格について、本市
独自の基準を策定する。

パブリックコメント 12月 廃棄物政策課

３ 条例 保護施設の設置基準に関する条例の制定
一括法に基づく義務付・枠付けの見直しに係る生活保護法の改正に
より、保護施設の設置基準等を市条例で定める。

パブリックコメント 12月 福祉総務課

４ 条例
障害福祉サービス事業等の設備及び運営
等に関する条例の制定

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る障害者自立支援
法、児童福祉法の改正により、障害福祉サービス事業等の設備及び
運営等に関する基準等を市条例で定める。

パブリックコメント 11月 障害者福祉課

５ 条例
（仮称）静岡市障害者支援施設等条例
の制定

現在、障害種別ごとに制定された旧法（身体障害者福祉法、知的障害者福祉
法）による施設として運営している市立障害者施設について、障害者自立支
援法に規定する障害福祉サービスを提供する事業所への移行が必要となって
おり、当該移行に伴い旧法ごとに制定されている現行条例を廃止し、新たな
条例を制定する。

パブリックコメント ８～９月 障害者福祉課

６ 条例
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
の設置基準に関する条例の制定

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る老人福祉法の改正
により、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置基準等を市
条例で定める。

パブリックコメント 10～11月 高齢者福祉課

パブリックコメント 10～11月

審議会等（静岡市健康福
祉審議会介護保険専門分
科会）

６～３月
（２回）

パブリックコメント 10月

審議会等（静岡市健康福
祉審議会児童福祉専門分
科会）

９～３月
（２回）

パブリックコメント 10月

審議会等（静岡市健康福
祉審議会児童福祉専門分
科会）

９～３月
（２回）

介護保険課
介護サービスや施設等の基準に関する条
例の制定

子育て支援課
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る児童福祉法の改正
により、児童福祉施設の設備及び運営に関する本市の基準を策定す
る。

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る介護保険法の改正
により、介護サービスや施設について、本市の基準を策定する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基
準の条例化

＜１＞条例の制定改廃   ※青字は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律に基づくもの

担当課

７ 条例

対象施策の概要
実施報告

No. 区分 市民参画手続の方法

８ 条例

実施予定
時期

（回数）
対象施策

９ 条例
静岡市保育所における保育に関する条例
の一部改正

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る児童福祉法の改正
により、保育所等の設備及び運営に関する本市の基準を策定する。

保育課
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実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

10 条例 クリーニング業法施行条例の制定
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係るクリーニング業法
の改正により、営業者の衛生措置等について本市独自の基準を策定
する。

パブリックコメント ９月 生活衛生課

11 条例 興行場法施行条例の制定
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る興行場法の改正に
より、興行場の設備や衛生措置等について本市独自の基準を策定す
る。

パブリックコメント ９月 生活衛生課

12 条例 公衆浴場法施行条例の制定
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る公衆浴場法の改正
により、公衆浴場の衛生措置等について本市独自の基準を策定す
る。

パブリックコメント ９月 生活衛生課

13 条例 美容師法施行条例の制定
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る美容師法の改正に
より、美容所の衛生措置等について本市独自の基準を策定する。

パブリックコメント ９月 生活衛生課

14 条例 理容師法施行条例の制定
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る理容師法の改正に
より、理容所の衛生措置等について本市独自の基準を策定する。

パブリックコメント ９月 生活衛生課

15 条例
旅館業法施行条例の制定
（旅館業の施設の構造設備の基準に関す
る条例の廃止）

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る旅館業法の改正に
より、旅館の構造設備等について本市独自の基準を策定する。

パブリックコメント ９月 生活衛生課

16 条例
静岡市食品衛生法の施行等に関する条例
対応

義務付け・枠付けの見直しに係る食品衛生法の改正により、食品検
査施設の整備等に関する基準が廃止されるため、新たに静岡市の条
例で設備等に関する基準を定める。

パブリックコメント 10月 食品衛生課

17 条例 静岡市中央卸売市場業務条例の一部改正
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る中央卸売市場業務
規定例の一部改正により、事務簡素化等に関する本市の基準を策定
する。

パブリックコメント 10月 中央卸売市場

18 条例
屋外広告物規制地域の見直しについて
〈新東名高速道路、アクセス道路及びそ
の周辺地域〉

新東名高速道路、アクセス道路及びその周辺地域の良好な景観形成
及び風致の維持を図るため、屋外広告物の規制地域の見直し（屋外
広告物条例等の改正）により、当該道路周辺の区域を特別規制地域
とする。

パブリックコメント ６月 6/6～7/5 都市計画課

19 条例 風致地区審査基準の改正案の策定
風致地区の審査基準について、社会情勢や都市環境の変化から見直
しを進めるため、地区内の行為許可に関する審査基準などの改正案
を策定する。

パブリックコメント ９月 緑地政策課

No. 担当課区分 対象施策
実施予定

時期
（回数）

実施報告

対象施策の概要 市民参画手続の方法
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実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

20 条例
都市公園法の義務付け・枠付けの見直し
に係る条例の制定

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る都市公園法の改正
により、①都市公園の配置及び規模の技術基準②都市公園の設置基
準③建築物の建築面積割合の基準を市条例で定める。

パブリックコメント １月 緑地政策課

21 条例
市営住宅等における整備基準条例の策定
及び入居収入基準に係る条例の改定

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る公営住宅法の改正
により、市営住宅等における市独自の整備基準及び入居収入基準の
作成が必要となる。

審議会等（（仮称）静岡
市住宅政策審議会）

10～３月
（３回）

住宅政策課

22 条例
(仮称)静岡市準用河川管理条例の制定
（河川の護岸構造、管理用通路幅員等の
一般的な技術基準）

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る河川法の改正によ
り、市の独自性を盛り込んだ準用河川の技術基準を定める。

パブリックコメント 法案成立後 河川課

23 条例 （仮称）静岡市道路構造条例の制定
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る道路法の改正によ
り、道路構造について本市独自の技術基準を策定する。

パブリックコメント 10月 道路計画課

24 条例 （仮称）静岡市道路標識条例の制定
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る道路法の改正によ
り、道路標識の様式等について本市独自の基準を策定する。

パブリックコメント 法案成立後 道路保全課

25 条例
(仮)静岡市水道の布設工事の監督及び
布設工事監督者の資格に関する条例の制
定(水道法第12条第１項・第２項関連）

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る水道法の改正によ
り、布設工事の監督及び監督者の資格に関し、本市独自の基準を策
定する。

パブリックコメント 10月
生活衛生課
水道総務課
簡易水道課

26 条例
(仮)静岡市水道技術管理者の資格に関す
る条例の制定（水道法第19条第３項関
連）

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る水道法の改正によ
り、水道技術管理者の資格について、本市独自の基準を策定する。

パブリックコメント 10月
生活衛生課
水道総務課
簡易水道課

27 条例
一括法に基づく条例制定又は
静岡市下水道条例の一部改正

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る下水道法の改正に
より、計画に係る協議等について、本市における新たな制度を制定
する。

パブリックコメント 10月
下水道総務課
下水道施設課

28 条例
一括法に基づく条例制定又は
静岡市下水道条例の一部改正

一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る下水道法の改正に
より、公共下水道の構造や終末処理場の維持管理について、本市独
自の基準を策定する。

パブリックコメント 10月
下水道総務課
下水道建設課

29 条例 静岡市都市下水路条例の一部改正
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る下水道法の改正に
より、維持管理等について、本市独自の基準を策定する。

パブリックコメント 12月 下水道維持課

担当課
実施予定

時期
（回数）

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施報告
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実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

30 条例 静岡市博物館条例対応
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る博物館法の改正に
より、博物館協議会委員の資格要件が廃止されるため、新たに静岡
市の条例で資格要件を定める。

審議会等（社会教育委員
会議）

11月
（１回）

教育総務課

31 条例 静岡市図書館条例対応
一括法に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る図書館法の改正に
より、図書館協議会の資格要件が廃止されるため、新たに静岡市の
条例で資格要件を定める。

審議会等（社会教育委員
会議）

10月
（１回）

中央図書館

実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

パブリックコメント 11月

審議会等（静岡市市民活
動促進協議会）

７～２月
（５回）

パブリックコメント ７～８月

審議会等
（環境審議会）

６～10月
（２回）

パブリックコメント 10～11月

審議会等（静岡市障害者
施策推進協議会）

５～３月
（４回）

パブリックコメント 11月

意見交換会
11～12月
（３回）

審議会等（静岡市健康福
祉審議会高齢者保健福祉
専門分科会）

６～３月
（４回）

審議会等（静岡市健康福
祉審議会介護保険　専門
分科会）

６～３月
（４回）

５ 計画 子ども・若者行動計画の策定
「子ども・若者育成支援推進法」の施行に伴い、現在の「静岡市青
尐年育成プラン」を見直し、「子ども・若者ビジョン」を勘案した
「子ども・若者計画」を作成する。

審議会等（静岡市青尐年
問題協議会）

10,１月
（２回）

青尐年育成課

４ 計画
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
の策定

３ 計画 静岡市障害者福祉計画の策定
障害者基本法第９条第３項及び障害者自立支援法第88条に基づき、
本市障害者施策に関する基本計画及び障害福祉サービスに関する実
施計画として、静岡市障害者福祉計画を策定する。

障害者福祉課

高齢者福祉課
介護保険課

高齢者保健福祉計画：老人福祉法第20条の８に基づく計画
介護保険事業計画：介護保険法第117条に基づき、介護保険事業に
係る保険給付の円滑な実施を図るための計画
平成24年度から26年度の３ヵ年を期間とし、両計画を一体のものと
して策定する。

２ 計画 静岡市生物多様性地域戦略の策定
生物多様性基本法第13条において策定を求められている生物多様性
の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画を策定する。

担当課
実施報告

市民参画手続の方法

市民生活課１

No. 区分 対象施策

＜２＞行政計画の策定・変更

第２次静岡市市民活動促進計画の策定

実施予定
時期

（回数）

計画
静岡市市民活動の促進に関する条例第８条に基づき、市民活動の促
進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成24年度か
ら26年度までの３ヵ年計画を策定する。

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法

対象施策の概要

清流の都創造課

実施予定
時期

（回数）

実施報告

担当課

4



実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

パブリックコメント 11月

意見交換会
９月

（１回）

パブリックコメント ９～10月

審議会等（静岡市商業振
興審議会）

６～12月
（2.3回）

パブリックコメント ２月

審議会等（静岡市ものづ
くり産業振興審議会）

９～３月
（４回）

９ 計画
大谷・小鹿地区まちづくりグランドデザ
インの策定

大谷・小鹿地区（市街化調整区域・約130ha）において、新イン
ターチェンジ整備とあわせた土地利用の方針その他まちづくりの基
本となる構想を策定する。

審議会等（静岡市大谷・
小鹿地区まちづくりグラ
ンドデザイン検討協議
会）

５～８月
（３回）

都市計画課

10 計画 ＬＲＴ導入についての方針案
集約型都市構造の実現に向け、ＬＲＴ導入の意義・必要性、採算
性、整備効果などをふまえ、ＬＲＴ導入についての方針案を策定す
る。

パブリックコメント １月 交通政策課

11 計画 安倍川駅周辺地区都市再生整備計画策定

生活関連経路などの道路整備や都市公園について、一体的なバリア
フリー化の推進を目指す。また、地域の特性を活かした創意工夫あ
る計画を立案し、安倍川駅周辺地区の新たな都市再生整備計画を策
定する。

パブリックコメント ７月 街路課

12 計画
緑の基本計画アクションプログラムの策
定

「緑の基本計画」に示された公園・緑地の整備や緑の保全・育成に
関する計画、緑化意識の高揚を図るための施策などについて、第２
次総合計画期間中に計画的、総括的に実施するため、アクションプ
ログラムを策定する。

パブリックコメント ６～７月 6/27-7/27 緑地政策課

13 計画 一級河川大門川河川整備計画の策定
河川管理者が河川の整備をするうえで河川法第16条の２の規定に基
づき、河川整備に関する計画を定めておく必要があるため。

パブリックコメント ８月 河川課

14 計画 静岡市公共下水道全体計画の変更

平成16年度に、将来の静岡市を想定し、下水道計画区域を定め、管
路やポンプ場など必要な施設の整備計画を策定したが、昨今、人口
減尐や生活様式の変化など社会情勢が変化しているため、計画の見
直しを行う。

審議会等（静岡市上下水
道事業経営懇話会）

１０月 下水道計画課

15 計画 巴川流域内水ハザードマップの作成

特定都市河川浸水被害対策法第４条第１項により、巴川流域水害対
策計画を策定し、同計画中に、内水ハザードマップ作成を実施する
条項を明記しており、平成23年度作成予定である。
これは、浸水被害を緊急かつ効果的に軽減するためのソフト対策で
あり、『内水ハザードマップ』の作成及び公表を促進することによ
り市民による自助の手助けを実施し、内水による浸水被害の最小化
を図ることを目的としている。

パブリックコメント １～２月 下水道計画課

６

８ 計画 静岡市ものづくり産業振興基本計画

静岡市ものづくり産業振興条例（平成23年３月22日議決）第８条の
規定により市内の「ものづくり産業」（製造業）の振興を図るため
平成24年度から平成26年度までの３ヶ年計画を策定する。※今後、
施行規則または要綱を作成する予定である。

地域産業課

静岡市の食の安全の確保と安心の提供に関する計画を策定する。 食品衛生課

７ 計画 静岡市商業振興基本計画の策定 商業労政課

計画
静岡市食の安全・安心アクションプラン
（行動計画）の策定

「静岡市商業の振興に関する条例」に基づき、商業の振興に関する
中長期の方針や取組方策を示す計画を策定する。

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定

時期
（回数）

実施報告

担当課
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実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

パブリックコメント ２月

市民ワークショップ
４～９月
（５回）

審議会等（巴川流域麻機
遊水地自然再生協議会自
然公園部会）

４～３月
（10回）

実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

１
その他
施策 外国人住民に係る施策等への提言 懇話会の検討結果をまとめ、市長に対し、報告及び提言を行う。

審議会等（静岡市外国人
住民懇話会）

６～３月
（４回）

6/24 １回０人 国際課

２
その他
施策 し尿くみ取り料金の改定

し尿くみ取り料金については、概ね３年に１度行う「し尿くみ取り
世帯の実態調査」の結果と㈶静岡市清掃公社の決算を基に算出した
し尿のみの収集原価の結果を基に見直している。
現在の静岡市（蒲原・由比地区を除く）の料金は、平成20年度の実
態調査と料金改定作業を経て平成21年４月１日より運用している。

審議会等（静岡市清掃対
策審議会）

11月
（２回）

廃棄物政策課

３
その他
施策

青尐年施策の樹立に関する事項等につい
て

青尐年施策の樹立に関する事項の調査審議及び関係行政機関相互の
連絡調整を行うとともに、市長に対する提言等を行う。

審議会等（静岡市青尐年
問題協議会）

７～３月
（３回）

青尐年育成課

４
その他
施策 戦略的環境アセスメント

大谷・小鹿地区（市街化調整区域・約130ha）において、著しい環
境影響を把握する。

パブリックコメント 10月 都市計画課

５
その他
施策 水道料金の検討

現行の水道料金における水道料金算定期間は、平成20年度～平成23
年度であり、平成23年度はその最終年度となるため、平成24年度以
降の水道料金にあり方について検討を行う。

審議会等（静岡市上下水
道経営懇話会）

7,8,10月
（３回）

水道総務課

６
その他
施策 魅力ある地域づくりへの提案(葵区）

区民（市民）参画により、魅力ある地域づくりを推進するための方
策について審議・検討を行う。

審議会等
（葵区区民懇話会）

５～３月
（６回）

5/25 １回１人 葵区総務・防災課

実施予定
時期

（回数）

実施報告

No.

１
公の
施設 あさはた緑地基本設計の策定

巴川の出水時に雨水を貯留し、流域の水害、浸水防止を図る目的で
進められている「巴川総合治水対策事業」の一環である巴川流域麻
機遊水地の第１工区の冠水頻度が低い部分について、自然と触れ合
う都市緑地を整備する。

担当課区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法

＜３＞大規模な公の施設等の設置

No.

緑地政策課

＜４＞その他施策

実施報告

対象施策の概要 市民参画手続の方法 担当課
実施予定

時期
（回数）

区分 対象施策
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実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

７
その他
施策 魅力ある地域づくりへの提案（駿河区）

区民（市民）参画により、魅力ある地域づくりを推進するための方
策について審議・検討を行う。

審議会等
（駿河区区民懇話会）

５～３月
（６回）

5/18,
6/16

２回０人 駿河区総務・防災課

８
その他
施策 魅力ある地域づくりへの提案（清水区）

区民（市民）参画により、魅力ある地域づくりを推進するための方
策について審議・検討を行う。

審議会等
（清水区区民懇話会）

５～３月
（６回）

5/31 １回０人 清水区総務・防災課

実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

１
進捗
管理

静岡市中山間地域総合振興計画の進行管
理

当該計画の進捗状況の評価、各事業の進行管理及び計画の推進に係
る市民の意見要望等を的確に把握するため、計画対象地域の自治
会・町内会代表者及び公募委員からなる組織において協議を行う。

審議会等（静岡市中山間
地域総合振興計画推進協
議会）

５、３月
（２回）

経営企画課

２
進捗
管理 市民参画手続の実施状況報告

市民参画の推進に関する条例第12条第２項の規定に基づき市民参画
手続の実施状況を取りまとめ、市民自治推進審議会へ報告する。ま
た、これに基づく審議結果を翌年度以降の市民参画手続に反映す
る。

審議会等（静岡市市民自
治推進審議会）

７月
（１回）

分権・広域政策課

３
進捗
管理 行財政改革推進大綱実施計画の進捗管理

行財政改革推進大綱実施計画(H22～26)に基づき実施した前年度の
取組実績（進捗状況）を、行財政改革推進審議会に報告し、以後の
取組に向けた意見等を仰ぐ。

審議会等（静岡市行財政
改革推進審議会）

９月
（１回）

行政管理課

４
進捗
管理

静岡市における犯罪等に強いまちづくり
関連施策の進捗管理

静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画に基づく各施策の進捗を管
理する。

審議会等（静岡市犯罪等
に強いまちづくり推進審
議会）

８～２月
（２回）

市民生活課

５
進捗
管理 男女共同参画行動計画の進捗状況管理

静岡市男女共同参画推進条例第17条の規定に基づき、行動計画の進
捗状況を男女共同参画審議会に報告する。

審議会等（静岡市男女共
同参画審議会）

７～１月
（４回）

男女共同参画課

６
進捗
管理 静岡市文化財資料館の運営について

静岡市文化財資料館条例第11条第２項の規定に基づき資料館の運営
管理に関すること、事業計画に関すること等を調査審議する。

審議会等（静岡市文化財
資料館運営委員会）

10、２月
（２回）

文化財課

７
進捗
管理 静岡市障害者福祉計画の進捗管理 障害者福祉計画に基づく施策事業の評価（進捗管理）を行う。

審議会等（静岡市障害者
施策推進協議会）

７～３月
（３回）

障害者福祉課

実施報告

担当課No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定

時期
（回数）

区分 対象施策 対象施策の概要

＜５＞施策の進捗管理

No. 担当課市民参画手続の方法
実施予定

時期
（回数）

実施報告
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実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

８
進捗
管理

静岡市地域包括支援センターの適正な運
営について

地域包括支援センター事業運営、管理、評価
審議会等（静岡市地域包
括支援センター運営協議
会）

7,9,3月
（３回）

高齢者福祉課

９
進捗
管理

しずおか☆未来をひらく子どもプランの
推進

安心して子育てができ、子どもが健やかに成長できるよう、保護者
をはじめ、地域、事業主及び行政等が連携・協働しながら子育て子
育ちを支援する。

審議会等（静岡市健康福
祉審議会児童福祉専門分
科会）

７～３月
（２回）

子育て支援課

10
進捗
管理

青尐年育成センターの業務計画等につい
て

青尐年の非行防止及び健全育成を推進するため、関係機関・団体の
合同活動を行う拠点として設置している青尐年育成センターの業務
計画等について意見聴取や連絡調整を行い、業務への反映を図る。

審議会等（静岡市青尐年
育成センター運営委員
会）

６月
（１回）

青尐年育成課

11
進捗
管理

静岡市青尐年育成プランの進捗管理につ
いて

静岡市青尐年育成プランに基づく青尐年関連施策の評価（進捗管
理）を行う。

審議会等（静岡市青尐年
問題協議会）

10月
（１回）

青尐年育成課

12
進捗
管理 成人の日行事の開催方法の検討について

平成25年１月以降の静岡市成人の日式典の開催方法について、各方
面の委員から組織される検討委員会で協議する。

審議会等（静岡市成人の
日式典検討委員会）

４月
（３回）

青尐年育成課

13
進捗
管理 医療安全支援センター業務

医療法第６条の11に規定された医療安全支援センターの業務内容
（医療安全相談窓口、医療安全に関する情報提供、医療従事者に対
する研修等）や事業計画について審議する。

審議会等（静岡市医療安
全推進協議会）

６～２月
（２回）

生活衛生課

14
進捗
管理 静岡市茶どころ日本一計画の推進

「静岡市茶どころ日本一条例」第７条に基づき策定した「静岡市茶
どころ日本一計画」の進行管理を行う。

審議会等（静岡市茶どこ
ろ日本一委員会）

７～３月 農業振興課

15
進捗
管理 駿河区役所交通アクセス改善の検討

駿河区役所への交通アクセスを改善するため、平成19年11月より駿
河区役所アクセスバスの試験運行を実施しているが、その後の本運
行実施の可能性について検討する。

審議会等
（交通政策協議会）

12月
（１回）

交通政策課

16
進捗
管理

三保半島地区都市再生整備計画事業の
中間評価

三保半島地区都市再生整備計画（計画期間；平成21年度～25年度）
に基づき実施している事業について、設定した目標や指標の達成進
捗状況等を検証し、その要因の整理・分析により効果発現状況の判
断を行うとともに、今後の事業の進め方に係る改善点等の検討を行
うため、中間評価を実施する。また、評価結果を住民に公表する。

パブリックコメント 10月 市街地整備課

対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定

時期
（回数）

対象施策
実施報告

区分No. 担当課
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実施時期
意見数

（人数）
参加者又は
傍聴人数

17
進捗
管理

駿府ふれあい地区都市再生整備計画
事業の中間評価

駿府ふれあい地区都市再生整備計画（計画期間；平成21年度～25年
度）に基づき実施している事業について、設定した目標や指標の達
成進捗状況等を検証し、その要因の整理・分析により効果発現状況
の判断を行うとともに、今後の事業の進め方に係る改善点等の検討
を行うため、中間評価を実施する。また、評価結果を住民に公表す
る。

パブリックコメント 10月 市街地整備課

18
進捗
管理

静岡市都市再生整備計画草薙駅周辺地区
事後評価の策定

静岡市都市再生整備計画（草薙駅周辺地区：計画期間平成19年～23
年度）に基づき実施している事業について、設定した目標や指標の
達成状況等を検証し、その要因分析を行うとともに、今後のまちづ
くりを適切な方向に導くため、事後評価を実施する。また、評価結
果を住民に公表する。

パブリックコメント 11月 清水駅周辺整備課

19
進捗
管理

静岡市都市再生整備計画有度山総合公園
周辺地区事後評価の策定

静岡市都市再生整備計画（有度山総合公園周辺地区：計画機関平成
19年～23年度）に基づき実施している事業について、設定した目標
や指標の達成状況等を検証し、その要因分析を行うとともに、今後
のまちづくりを適切な方向に導くため、事後評価を実施する。ま
た、評価結果を住民に公表する。

パブリックコメント 11月 公園整備課

20
運営
管理

合併建設計画の執行状況及び蒲原地区に
係る重要施策

静岡市と合併後の蒲原地区の速やかな一体化と市域全体の均衡ある
発展を促進するため、合併建設計画の執行状況や蒲原地区に係る重
要施策について審議する。

審議会等（静岡市蒲原地
域審議会）

５～３月
（８回）

5/19,6/23 ２回10人 蒲原支所

21
進捗
管理 静岡市社会教育委員会議の開催

社会教育法（静岡市社会教育委員条例、静岡市社会教育委員会議規
則）に基づき、社会教育委員による会議を開催し、静岡市における
社会教育の円滑な推進を図る。

審議会等
（社会教育委員会議）

７～３月
（３回）

教育総務課

22
進捗
管理 静岡市尐年自然の家運営協議会の開催

静岡市尐年自然の家条例に基づき、静岡市尐年自然の家運営協議会
による会議を開催し、尐年自然の家の適正かつ円滑な運営を図る。

審議会等（静岡市尐年自
然の家運営協議会）

７、２月
（２回）

教育総務課

23
進捗
管理 静岡市立登呂博物館協議会の開催

静岡市博物館条例に基づき、静岡市立登呂博物館協議会による会議
を開催し、館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに館長に対し
て意見を述べてもらう。

審議会等（静岡市立登呂
博物館協議会）

８、１月
（２回）

教育総務課

24
進捗
管理 静岡市立芹沢銈介美術館協議会の開催

静岡市博物館条例に基づき、静岡市立芹沢銈介美術館協議会による
会議を開催し、館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに館長に
対して意見を述べてもらう。

審議会等（静岡市立芹沢
銈介美術館協議会）

８、２月
（２回）

教育総務課

25
進捗
管理

静岡市子ども読書活動推進計画の
進捗管理

子どもの読書環境を整備する施策を総合的に推進することを目的と
した当計画の進行管理を行うとともに、進捗状況を評価する。

審議会等（静岡市子ども
読書活動推進会議）

７～３月
（４回）

中央図書館

26
進捗
管理 静岡市視聴覚センターの運営管理

静岡市視聴覚センターの運営管理についての審議・検討を行い、翌
年度の事業計画への反映を図る。

審議会等（静岡市視聴覚
教育施設運営協議会）

９、３月
（２回）

中央図書館

担当課No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法
実施予定

時期
（回数）

実施報告
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■平成22年度市民参画手続の実施結果 参考資料２

実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人 公表方法 担当課

１ 条例 風致地区種別見直し案の策定

風致地区の種別指定について、社会情勢や都市環境の変
化から見直しを進めるため、種別地区指定変更案及び地
区内の行為許可に関する審査基準などの改正案を策定す
る。

パブリックコメント 緑地政策課

２ 条例 商業振興基本条例の制定
中長期的視点に立った本市商業振興施策の骨格となる条
例である。

パブリックコメント 11/22～12/21 10 19 －
広報紙、

生涯学習施設 商業労政課

３ 条例 火災予防条例の一部改正
すでに定められている固体高分子型等の燃料電池発電機
に固体酸化物型を加え、位置、構造及び管理について定
める。

パブリックコメント 6/10～7/12 １ ２ － 広報紙 予防課

実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人

公表方法 担当課

１ 計画 静岡市情報化推進計画の策定

これまでの静岡市情報化推進計画を踏まえ、各種情報シ
ステムの最適化、電子申請システムのメニュー拡大、情
報セキュリティ対策や、国等の動向、新たな技術や課題
に対応するべく本市の情報化推進の基本的方向性を示す
新たな計画を策定する。

パブリックコメント 2/10～3/11 １ ３ － 広報紙 情報管理課

２ 計画
　第２次静岡市土地開発公社経営健
全化計画の策定

静岡市土地開発公社のより一層の経営の健全化を図るた
め、平成23年度から27年度を計画期間とする第２期の
「静岡市土地開発公社経営健全化計画」を策定する。

パブリックコメント 2/15～3/16 １ １ － － 経営企画課

３ 計画
第２次総合計画主要事業計画及び実
施計画策定

平成22年度から26年度を計画期間とする第２次静岡市総
合計画の主要事業計画と、平成23年度から25年度に取り
組む具体的な実施計画を策定する。

意見交換会 7/20～11/6 ー ー 21回1,715人 － 経営企画課

パブリックコメント

市民ワークショップ 7/25 － － １回38人 －

意見交換会

パブリックコメント

審議会等（静岡市犯罪等
に強いまちづくり推進審
議会）

8/25,3/29 － － ２回４人
広報紙、
新聞記事

No. 区分 対象施策

＜１＞条例の制定改廃

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法

対象施策の概要

実施報告

市民参画手続の方法

実施報告

犯罪等に強いまちづくりに関する施策を総合的かつ計画
的に実施するため、施策の基本となる計画を定める。

市民生活課

平成21年12月に示された国の地方分権改革推進計画を受
け、市が独自にできることを整理し、機動的、効果的に
対応していくための計画。国の規制緩和や地方政府に向
けての取組みを規定する。

＜２＞行政計画の策定・変更

分権・広域政策課

５ 計画

計画４
（仮称）静岡市地域主権改革推進計
画の策定

静岡市犯罪等に強いまちづくり基本
計画の策定

（実施しなかった理由）
継続検討が必要となったため。平成23年度実施予
定。
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実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人 公表方法 担当課

６ 計画 清水斎場整備基本計画の策定
狭あいかつ老朽化の進む清水斎場の再整備に関する基本
的な事項を定める計画

パブリックコメント 2/9～3/10 １ １ －
新聞記事、
清水斎場、

自治会
区政課

パブリックコメント 9/10～10/12 20 46 －

広報紙、市社協
新聞記事、
生涯学習施設、
交流館、保健福
祉センター

審議会等（静岡市健康福
祉審議会及び地域福祉専
門分科会）

6/8,9/8,
11/9

－ － ３回０人 －

パブリックコメント 2/1～3/2 ０ ０ － 広報紙

審議会等（静岡市立病院
経営形態最適化検討会）

7/23,9/21,
11/4,12/7 － － ４回31人 －

パブリックコメント 11/29～12/28 ４ 21 －
広報紙、
新聞記事、
生涯学習施設

審議会等(静岡市環境審
議会）

8/9,11/26,
1/18,2/2 － － ４回０人 －

パブリックコメント 12/15～1/14 １ ５ － －

審議会等（静岡市中央卸
売市場あり方検討委員
会）

12/1,3/4 － － ２回０人 －

11 計画 市営住宅等整備計画の策定

市営住宅において、安定的な公共サービスの提供、効率
的な維持保全を計画的にすすめるため、市営住宅を資産
としてとらえ、その状況を把握・評価し、長期的・経営
的視点に基づいた資産活用計画を策定する。

パブリックコメント 1/26～2/24 １ ２ － 新聞記事 住宅政策課

12 計画
都市計画道路の見直しに係る将来道
路ネットワークのあり方（計画案）

都市計画道路の見直しの一環として、本市の将来都市像
の実現に向け、課題路線・課題地区への対応や構想路線
の方向性について検討する将来道路ネットワークのあり
方「将来道路網計画（案）」について公表する。

パブリックコメント 3/1～3/31 56 58 －
広報紙、

生涯学習施設 都市計画課

13 計画
都心地区まちづくりプロジェクト
（都心まちづくり計画及び交通計画
策定）

将来都市ビジョンの構築 パブリックコメント 6/15～7/15 ３ ７ － 広報紙 都市計画課

パブリックコメント 11/1～12/1 55 93 － －

意見交換会 8/27～10/15 － － 16回248人 －

対象施策の概要 市民参画手続の方法

実施報告

７ 計画
静岡市災害時要援護者避難支援プラ
ンの策定

No. 区分 対象施策

中央卸売市場

８ 計画
市立病院の経営形態最適化方針の作
成

今日の厳しい医療環境の中で、本市立病院が地域医療を
安定継続して提供していくため、地域が必要とする医療
の提供と効率的な病院運営という観点から、市立病院の
最適な経営形態の選択方針を作成する。

病院経営課

風水害や地震等の災害に備え、要援護者の避難支援を迅
速かつ的確に行うため、平常時から要援護者に関する情
報の把握及び避難誘導等の支援体制を整備することを目
的とする災害時要援護者支援プランを作成する。

福祉総務課

地球温暖化対策の推進に関する法律の改正に対応すべく
（仮称）静岡市地球温暖化対策実行計画を策定し、市
民、事業者、行政など各主体の地球温暖化対策に向けた
取り組みの明確化を図る。

環境総務課

10 計画 静岡市中央卸売市場将来構想の策定

安全で安心な生鮮食料品等の安定した供給の確保を支え
る中央卸売市場の再構築を行う為、市場の抱える問題・
課題を明らかにし、市場の活性化を図り生産・消費両サ
イドの期待に応える今後の進むべき方針について、ソフ
ト・ハード両面から多角的に検討し、それを実現するた
めの将来構想を策定する。

計画
用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地
利用の増進を図るため、建築物の高さを一定の範囲内に
抑える「高度地区」を指定する。

都市計画課14 高度地区の指定（都市計画の変更）

９ 計画
静岡市地球温暖化対策実行計画の策
定

2



実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人 公表方法 担当課

パブリックコメント 8/11～9/10 ５ ６ －
広報紙、
新聞記事

意見交換会(公聴会） 11/9 － － １回１人 －

審議会等（都市計画審議
会）

2/3 － － １回３人 －

16 計画
安倍川駅周辺地区都市再整備計画策
定

生活関連経路などの道路整備や都市公園について、一体
的なバリアフリー化の推進を目指す。また、地域の特性
を活かした創意工夫ある計画を立案し、安倍川駅周辺地
区の新たな都市再生整備計画を作成する。

パブリックコメント 街路課

17 計画
東静岡駅周辺地区都市再生整備計画
策定

新都市拠点にふさわしい都市公園や駐輪場の整備を目指
す。また、静岡の新しい顔にふさわしい計画を立案し、
東静岡駅周辺地区の新たな都市再生整備計画を作成す
る。

パブリックコメント 10/14～11/12 ８ ８ － 広報紙 東静岡駅周辺整備課

パブリックコメント

市民ワークショップ

19 計画 緑化整備プログラムの策定

「緑の基本計画」に示された公園・緑地の整備や緑の保
全・育成に関する計画、緑化意識の高揚を図るための施
策など、第２次総合計画期間中における計画的、統括的
な推進を図るため、アクションプログラムを策定する。

パブリックコメント 緑地政策課

20 計画 静岡市のみちづくりの見直し

道路行政の透明性の向上や効率化を目的として、平成17
年度に今後10年の道路整備の方向性を示す計画として策
定したが、策定後５年を迎えたことから、次期５カ年に
向け計画の見直しを行う。

パブリックコメント 4/30～5/31 17 17 － 新聞記事 道路計画課

21 計画 市民参画による河川改修事業の実施

自然環境に配慮した地域住民が親しめる河川整備をする
ため、地元自治会、小学校、企業の参加によるワーク
ショップを開催し、市民参画による改修計画及び維持管
理計画を立案、実施する。

市民ワークショップ 6/28～10/21 － － ９回720人
地元町内会へ

回覧 土木事務所

22 計画
静岡市下水道における地球温暖化防
止実行計画の策定

下水道施設（上下センター・ポンプ場）からの温室効果
ガス排出量を削減するため、目標値、方策を計画する。

パブリックコメント 2/16～3/18 １ ３ － 広報紙 下水道計画課

18 計画
静岡市（仮）清水駅周辺地区都市再
生整備計画策定

清水駅周辺整備課

平成23年度以降に、土地区画整理事業、市街地再開発事
業、地域創造支援事業等のまちづくり交付金による事業
実施に向け、住民参加方式によるワークショップ等を開
催し、住民意向や地域の特性を活かした創意工夫のある
都市再生整備計画を策定する。

15
準工業地域における大規模集客施設
立地規制の実施方針案

対象施策の概要

第２次総合計画で示された「集約型都市構造への転換」
をふまえ、広域から多くの人を集める大規模集客施設の
立地を市内の準工業地域において規制するもの

都市計画課計画

No. 区分 対象施策

（実施しなかった理由）
安倍川駅東西自由通路整備について、鉄道事業者と
の事業合意時期に変更が生じたため。
平成23年度実施予定。

（実施しなかった理由）
国土交通省からの交付金による事業実施に向けた計
画を策定予定であったが、平成22年度以降、当該交
付金事業が廃止となったことに伴い、計画の策定も
不要となったため。

（実施しなかった理由）
第２次総合計画の主要事業の公表をもって、プログ
ラム案の修正を行ったため。策定の今度のスケ
ジュール等については、現在検討中。

市民参画手続の方法

実施報告
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実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人 公表方法 担当課

パブリックコメント 4/30～5/31 ９ 16 － －

意見交換会 5/14,15 － － ２回18人 －

パブリックコメント 12/27～1/27 ４ 16 － －

審議会等（静岡市歴史文
化施設基本構想検討委員
会）

7/22,9/24,
11/8,2/25 － － ４回52人 －

市民ワークショップ
1/27,1/28,

2/2 － － ３回43人 － 分権・広域政策課、文化財課

３
公の
施設

（仮称）東静岡駅周辺保健衛生複合
施設建設基本計画の策定

急病センターとこころの健康センターを東静岡駅周辺地
区に移転・合築し、複合施設として整備する。

パブリックコメント 4/1～4/30 14 32 － 広報紙

こころの健康
センター、
保健衛生総務課

４
公の
施設

（仮称）こどもクリエイティブタウ
ン整備事業

清水駅西口再開発ビル内に平成24年度開館予定の「（仮
称）こどもクリエイティブタウン」の整備事業。平成21
年度に基本構想、平成22年度に整備・運営計画、平成23
年度から平成24年度にかけて建築工事及び運営団体の選
定を行う。

審議会等（（仮称）こど
もクリエイティブランド
検討委員会）

7/14,8/24,
9/13,10/12,

2/8
－ － ５回14人 － 産業政策課

パブリックコメント

審議会等（巴川流域麻機
遊水地自然再生協議会自
然公園部会）

8/26,9/30,
10/29,11/30,
12/22,1/16,
1/27,2/24,

3/24

－ － ９回103人 －

市民ワークショップ

対象施策 対象施策の概要

生涯学習推進課１

＜３＞大規模な公の施設等の設置

５
公の
施設

２ 歴史文化施設の建設に関する基本構想を策定する。

市民参画手続の方法

実施報告

あさはた緑地基本設計の策定 緑地政策課

新有度生涯学習交流館外建設基本計
画の策定

新有度生涯学習交流館外建設に係る基本計画案を策定す
る。

公の
施設

歴史文化施設基本構想の策定

文化財課

巴川の出水時に雨水を貯留し、流域の水害、浸水防止を
図る目的で進められている「巴川総合治水対策事業」の
一環である巴川流域麻機遊水地の第１工区の冠水頻度低
い部分について、自然と触れ合う都市緑地を整備する。

No. 区分

公の
施設
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実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人

公表方法 担当課

１
その他
施策

外国人住民に係る施策等への提言
懇話会の検討結果をまとめ、市長に対し、報告及び提言
を行う。

審議会等（静岡市外国人
住民懇話会）

4/21,9/29,
12/8,2/8 － － ４回５人

広報紙・
新聞記事 国際課

２
その他
施策

魅力ある地域づくりへの提案（葵
区）

区民（市民）参画により、魅力ある地域づくりを推進す
るための方策について審議・検討を行う。

審議会等(葵区区民懇話
会）

5/17,6/18,
8/30,9/29,

12/8
－ － ５回０人 新聞記事 葵区総務・防災課

３
その他
施策

魅力ある地域づくりへの提案（駿河
区）

区民（市民）参画により、魅力ある地域づくりを推進す
るための方策について審議・検討を行う。

審議会等（駿河区区民懇
話会）

4/22,6/24,
9/2,11/4,
1/20,3/3

－ － ６回２人 新聞記事 駿河区総務・防災課

４
その他
施策

魅力ある地域づくりへの提案（清水
区）

区民（市民）参画により、魅力ある地域づくりを推進す
るための方策について審議・検討を行う。

審議会等(清水区区民懇
話会）

5/18,6/14,
7/13,11/25 － － ４回０人

新聞記事、
生涯学習施設

清水区総務・防災課

－

－

－

実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人

公表方法 担当課

１
運営
管理

行財政改革推進大綱実施計画の進捗
管理について

行財政改革推進大綱に基づき、前年度の実施計画の進捗
状況を行財政改革推進審議会に報告する。

審議会等（行財政改革推
進審議会)

8/6 － － １回３人 広報紙 行政管理課

２
運営
管理

行政委員会等委員の報酬のあり方の
検討

地方自治法第180条の５第１項及び第３項に定める委員
会の委員及び委員で非常勤のものに対する報酬のあり方
を検討する。

審議会等（静岡市行政委
員会等委員の報酬のあり
方検討会議）

9/24,10/18,
12/2,12/20 － － ４回８人 － 人事課

３
運営
管理

市長マニフェスト進捗状況等の評価
（最終）

市長マニフェストに掲載された各事業の平成22年度末に
おける進捗状況等について、有識者と市民公募委員で組
織する委員会が「重要度」と「達成度」を評価する。

審議会等（静岡市マニ
フェスト市民評価委員
会）

10/4､10/14､
10/21､10/28
11/4､11/11､
11/18､11/23

－ －
全８回35人

（傍聴人は第８
回のみ）

新聞記事、
報告会 経営企画課

４
運営
管理

市民参画手続の実施状況の報告

市民参画の推進に関する条例第12条第２項の規定に基づ
き市民参画手続の実施状況を取りまとめ、市民自治推進
審議会へ報告する。また、これに基づく審議結果を翌年
度以降の市民参画手続に反映する。

審議会等（市民自治推進
審議会）

6/8 － － １回１人 － 分権・広域政策課

No.

実施報告

５

市民参画手続の方法区分

景観資源（建築物・工作物）の選定方針について

対象施策 対象施策の概要

＜４＞その他施策

ー ３回０人 都市計画課7/28,12/22,
3/23

＜５＞施策の進捗管理

対象施策の概要No.

実施報告

市民参画手続の方法

審議会等 (静岡市景観審
議会）

その他
施策

景観資源の指定について

区分 対象施策

ー
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実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人

公表方法 担当課

５
運営
管理

路上喫煙による被害等の防止に関す
る条例の運用

静岡市内全域での路上喫煙による被害等を防止するた
め、条例趣旨の周知及び路上喫煙禁止地区の指定等を
行っている。

市民ワークショップ
（Voice　Of　しずおか

市民討議会2010）
8/8,8/9,9/4 － － ３回75人

広報紙、
新聞記事 市民生活課

６
運営
管理

男女共同参画行動計画の進捗管理に
ついて

静岡市男女共同参画推進条例第17条の規定に基づき、行
動計画の進捗状況を男女共同参画審議会へ報告する。

審議会等（男女共同参画
審議会）

7/29,9/13,
11/18 － － ３回４人 新聞記事 男女共同参画課

７
運営
管理

静岡市文化振興ビジョンの進捗管理 静岡市文化振興ビジョンの進捗状況の把握、中間評価等
審議会等（静岡市文化振
興ビジョン評価懇話会)

1/27,3/4 － － ２回０人 － 文化振興課

８
運営
管理

静岡市文化財資料館の運営について
静岡市文化財資料館条例第11条第２項の規定に基づき資
料館の運営計画に関すること、事業計画に関すること等
を調査審議する。

審議会等（静岡市文化財
資料館運営委員会）

11/10,3/3 － － ２回０人 － 文化財課

９
運営
管理

しずおか☆未来をひらく子どもプラ
ンの推進

安心して子育てができ、子どもが健やかに成長するた
め、保護者をはじめ、地域、事業主及び行政が連携・協
働しながら子育て子育ちを総合的に支援する。

審議会等（健康福祉審議
会児童福祉専門分科会）

7/20,3/24 － － ２回０人 － 子育て支援課

10
運営
管理

静岡市青尐年育成プランの進捗管理
について

静岡市青尐年育成プランに基づく青尐年関連施策の評価
（進捗管理）を行う。

審議会等（静岡市青尐年
問題協議会）

7/13,10/15,
12/14 － － ３回０人 － 青尐年育成課

11
運営
管理

青尐年施策の樹立に関する事項につ
いて

青尐年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策
の樹立につき必要な重要事項の審議及び関係行政機関相
互の連絡調整を行い、平成23年２月23日に市長に意見具
申し、提言書を提出。

審議会等（静岡市青尐年
問題協議会)

7/13,10/15,
12/14 － － ３回０人 新聞記事 青尐年育成課

12
運営
管理

青尐年育成センターの円滑な運営及
び業務の計画

青尐年の非行防止及び健全育成を推進するため設置する
青尐年育成センターの円滑な運営及び業務の計画につい
て協議する。

審議会等（静岡市青尐年
育成センター運営会議）

6/22 － － １回０人 － 青尐年育成課

13
運営
管理

静岡市障害者福祉計画の進捗管理
障害者福祉計画に基づく施策事業の評価（進捗管理）を
行う。

審議会等（静岡市障害者
施策推進協議会）

7/26,11/15,
2/7 － － ３回０人 － 障害者福祉課

14
運営
管理

静岡市地域包括支援センターの適正
な運営について

地域包括支援センター事業運営、管理、評価。
審議会等（静岡市地域包
括支援センター運営協議
会）

7/14,11/17,
3/23 － － ３回０人 － 高齢者福祉課

15
運営
管理

高齢者保健福祉計画の進捗管理に
ついて

高齢者保健福祉計画に基づく各事業の進捗管理を行う。
審議会等（静岡市健康福
祉審議会（高齢者保健福
祉専門分科会））

10/14 － － １回０人 － 高齢者福祉課

16
運営
管理

介護保険事業計画の進捗管理 介護保険事業計画に基づく各事業の進捗管理を行う。
審議会等（静岡市健康福
祉審議会介護保険専門分
科会）

9/8,10/13,
11/10,3/30 － － ４回２人 － 介護保険課

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法

実施報告
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実施日
パブコメ
提出人数
（人）

パブコメ
意見数
（件）

審議会等の
回数・傍聴人

公表方法 担当課

17
運営
管理

医療安全支援センター業務

医療法第６条の11に規定された医療安全支援センターの
業務内容（医療安全相談窓口、医療安全に関する情報提
供、医療従事者に対する研修等）や事業計画について審
議する。

審議会等（静岡市医療安
全推進協議会)

6/17,3/3 － － ２回０人 － 生活衛生課

パブリックコメント

審議会等（交通政策協議
会）

3/1 － － １回０人 －

19
運営
管理

静岡市茶どころ日本一計画の推進
「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」第７条に基づき策
定した「静岡市茶どころ日本一計画」の進行管理を行
う。

審議会等（静岡市茶どこ
ろ日本一委員会）

8/5,2/1 － － ２回０人 － 農業振興課

20
運営
管理

静岡市都市再生整備清水中心市街地
活性化地区事後評価の策定について

静岡市都市再生整備計画（清水中心市街地活性化地区：
計画機関平成18年～22年度）に基づき実施している事業
について、設定した目標や指標の達成状況等を検証し、
その要因分析を行うとともに、今後のまちづくりを適切
な方向に導くため、事後評価を実施する。また、評価結
果を住民に公表する。

パブリックコメント 10/14～11/12 ３ ３ － 広報紙 清水駅周辺整備課

21
運営
管理

合併建設計画の執行状況及び
蒲原地区に係る重要施策

静岡市と合併後の蒲原地区の速やかな一体化と市域全体
の均衡ある発展を促進するため、合併建設計画の執行状
況や蒲原地区に係る重要施策について審議する。

審議会等（静岡市蒲原地
域審議会）

4/27,6/14,
7/29,9/2,

10/21,12/16,
1/27,3/3

－ － ８回21人 － 清水区蒲原支所

22
運営
管理

静岡市尐年自然の家運営協議会の開
催

静岡市尐年の家条例第15条の規定に基づき、尐年自然の
家の適正かつ円滑な運営を図るため静岡市尐年自然の家
運営協議会を設置、学識経験者や青尐年育成団体の代
表、一般公募市民等からなる委員より意見を聴取し、尐
年自然の家の事業運営に反映していく。

審議会等（静岡市尐年自
然の家運営協議会）

6/14,2/7 － － ２回０人 － 教育総務課

23
運営
管理

子ども読書活動推進計画の
進捗管理について

子どもの読書環境を整備する施策を総合的に推進するこ
とを目的とした当計画の進行管理を行うとともに、進捗
状況を評価する。

審議会等（静岡市子ども
読書活動推進会議）

7/22,1/12 － － ２回０人 － 中央図書館

24
運営
管理

静岡市視聴覚センターの運営管理
静岡市視聴覚センターの運営管理についての審議・検討
を行い、翌年度の事業計画への反映を図る。

審議会等（静岡市視聴覚
教育施設運営協議会）

9/22,3/16 － － ２回０人 － 中央図書館

18
運営
管理

駿河区役所交通アクセス改善の検討

駿河区役所への交通アクセスを改善するため、平成19年
11月より駿河区役所アクセスバスの試験運行を実施して
いるが、その後の本運行実施の可能性について検討する
ものである。

交通政策課

No. 区分 対象施策 対象施策の概要 市民参画手続の方法

実施報告
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■平成22年度市民意見の反映状況具体例

施策名 意見内容 市の対応 担当課

市民一人一人に防犯意識を浸透させるための啓発活
動について取り組むこと。

自転車盗難対策や万引き対策について積極的に取り
組むこと。

犯罪被害者等支援について、市民全体で被害者等を
あたたかく支える地域社会づくりを推進すること。

静岡市災害時要援護者避難支援プラ
ンの策定

プランに避難支援者に対する要求が多く、要援護者
への要求がないため、要援護者が支援を受けるにあ
たっての心構えや、普段からの取組について明記し
てほしい。

支援を受ける側（災害時要援護者）の取組や心構えに
ついての記載を追加した。

福祉総務課

静岡市地球温暖化対策実行計画の策
定

言葉の意味が分かりづらい。表現の統一。補足説明
が必要。

用語集を掲載した。また、表現を統一し、補足説明を
追記した。

環境総務課

静岡市中央卸売市場将来構想の策定
災害時の緊急対応機能の充実や、環境問題への対応
を入れた方が良い。

災害時の緊急対応機能の充実や、環境問題への対応を
追加した。

中央卸売市場

高度地区の指定（都市計画の変更）
公聴会・意見書だけでは、市民に対する周知が不十
分。

都市計画決定時期（H23.6）を再検討し、市民に対す
る説明等の機会を増やした。

都市計画課

静岡市のみちづくりの見直し 渋滞損失時間の用語説明内容が分かりづらい。 渋滞損失の説明を分かりやすく修正した。 道路計画課

駐車場出入口の安全対策について

原則左折出庫にしたいと考えている。また、植え込み
を低くすることで駐車場利用者の視認性を確保し、出
入口にパトライト等を設置して、駐車場利用者と歩行
者に注意喚起を促す。

調理実習室を２階から１階に変更できないか。

各集会室の配置や利用頻度を踏まえて再検討した結
果、多目的ホールを２階、調理実習室と小会議室を１
階に配置換えすることで、利用者の利便性の向上を
図った。

地下１階ピロティー駐車場には防犯対策を講じてほ
しい。

防犯灯設置等の対策を講ずることとした。

あさはた緑地基本設計の策定
水路の形状について、昔の河川跡を利用してはどう
か。

過去の公図から河川跡を推測し、基本設計に反映し
た。

緑地政策課

静岡市犯罪等に強いまちづくり基本
計画の策定

意見内容を基本計画に搭載し、それぞれの施策のなか
で実施することとした。

市民生活課

新有度生涯学習交流館外建設基本計
画の策定

生涯学習推進課

参考資料３
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施策名 意見内容 市の対応 担当課

外国人住民に係る施策等への提言
外国人のみならず、外国につながる住民を委員に入
れて欲しい。

外国につながる日本国籍者も委員として参加できるよ
う、平成23年４月１日に要綱改正を行った。

国際課

魅力ある地域づくりへの提案（葵
区）

区民意識の醸成促進事業の検討
平成23年２月５日に「いいじゃん！葵区あったかフェ
スタ」を開催した。

葵区総務・防災課

駿河区でライトダウン＆キャンドルナイトを開催し
てはどうか。

平成22年12月17日に駿河区役所南側で実施した。

駿河区の特産品等のPRを行うブースを設置してはど
うか。

駿河区役所１階に「知ってる!?駿河区」を設置した。

行財政改革推進大綱実施計画の進捗
管理について

（新たな実施計画に取り組むに際しては）計画値を
厳密に設定し、スピード感をもって取り組んでほし
い。

計画値については、意見の趣旨を踏まえ設定した。ス
ピード感をもった取組みについては、毎年度、実績を
取りまとめ公表していくことにより、積極的な取組を
促していくこととした。

行政管理課

市民の意識を向上させるための川柳コンクールを開
催してはどうか。

平成23年度に川柳コンクールを実施予定。

市が中心となって啓発活動を行ってはどうか。 啓発活動を実施していくこととした。

静岡市文化振興ビジョンの進捗管理
中間評価書の標記の仕方について意見が提出され
た。

提出された意見を基に中間評価書を修正した。 文化振興課

青少年施策の樹立に関する事項につ
いて

家庭、学校、地域、企業、行政の役割などを盛り込
んだ提言書「夢に向かって生きる青少年を『家庭』
と共に育てるために」が市長に提出された。

本年度の施策に反映させ、審議会に報告予定である。 青少年育成課

医療安全支援センター業務
今年度の市民向け講演会は相談窓口に寄せられた
「医療費」についての質問などを取り上げて実施し
てみてはどうか。

平成22年10月24日（日）市民講演会「明細書って何？
“よくわかる医療費のはなし”」を開催した。

生活衛生課

静岡市少年自然の家運営協議会の開
催

安全対策について徹底してほしい。

自然体験学習においては、事故が起こらないよう施設
側の安全管理を徹底すると共に、参加者の講習等も行
い、施設側と利用者側双方の意識を常に向上させてい
くよう努めることとした。

教育総務課

子ども読書活動推進計画の進捗管理
について

学校図書館司書、司書教諭、ボランティアの研修を
充実したらどうか。

優秀実践校の事例発表等研修会の内容を見直し充実を
図った。

中央図書館

路上喫煙による被害等の防止に関す
る条例の運用

市民生活課

魅力ある地域づくりへの提案（駿河
区）

駿河区総務・防災課
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平成 23 年度 第２回 静岡市市民自治推進審議会 会議録 

 

 

１ 開催日時  平成 23 年７月１日（金）午前 10 時から 11 時 30 分 

 

２ 開催場所  静岡市役所 静岡庁舎新館８階 市長公室 

 

３ 出席者  【委員】 

足羽委員、磯谷委員、木村委員、鈴木委員、日詰委員、望月委員、

八木委員（五十音順） 

※欠席委員…石野委員、金川委員、坂野委員 

       【市側】 

        田辺市長、小長谷経営管理局長、加藤経営企画部長 

       【事務局】 

        湯本分権・広域政策課長、池田参事、南條主査、橋本主任主事 

        

４ 開 会   事務局長（湯本分権・広域政策課長） 

 

５ 田辺市長挨拶（概要） 

         お忙しい中、また暑い中ご出席頂き、ありがとうございます。 

         本日は、所用により１時間程度の出席で申し訳ございませんが、
静岡市自治基本条例の理念でもある、「市民が主役のまちづくり」
について、皆様の「市民が主役のまちづくり」に関する考えや、

「もう少しこうなったら市民が主役のまちづくりが進むのではな
いか」というご意見を伺いながら、私と委員の皆様で意見交換を
したいと思っております。 

         委員の皆様には、専門的な見地やご経験に加え、日常生活の中
で感じていることなど、市民としての視点を活かした活発な意見
交換をお願いしたいと考えております。「市民が主役のまちづく
り」という遠い目標に向かって、具体的に何が必要なのかという
ご意見を皆様から頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

６ 意見交換： 

日詰会長：自治基本条例の中で「市民が主役のまちづくり」を目指していますが、具

体的な皆様のイメージを出し合って頂き、市長と意見交換ができればと思

います。どんな事でも結構ですので、「市民が主役のまちづくり」につい

てご自由にご発言を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

八木委員：今、親子関係が分からない親が増えていますが、親子関係や家族などにつ

いて学ぶ機会が無いことが要因の一つだと思います。昨年内閣府の会議で

も発表させて頂きましたが、妊娠中の夫婦は必ず産婦人科に行くので、全

ての産婦人科で、赤ちゃんの育て方だけではなく、子どもへの愛情の注ぎ

方など、人の情緒面を学ぶ機会があれば良いのではないかと思います。 



日詰会長：親子関係が色々な課題を抱えており、行政もそれに対応をすると思います

が、市民もアイディアを持っていますので、それをうまく行政につなぐ仕

組みが希薄ではないかというご指摘だと思います。 

 

八木委員：任せていただければ色々なかたちで協力ができると思います。 

 

田辺市長：核家族化の進行で、本来備わるべき教育機能が抜け落ちている親が多いと

いうことですね。他の自治体で先進的に取り組んでいる所はありますか。 

 

八木委員：今後提案していきたいと思います。また、妊娠中に両親揃って考えるとい

うことで、産婦人科が学ぶ場所としては一番良いと思います。 

 

日詰委員：八木委員は、市民の政策提案のルートが必要だという問題提起だと思いま

すが、行政よりは民に任せた方が効果的な場合もあるので、協働の体制を

どのように構築できるかということですね。 

 

足羽委員：医師も営利で仕事をしている以上、ビジネスとしてその提案を受け入れる

かというと難しいですが、行政の支援があれば状況は違うと思います。 

  

八木委員：静岡市を子育てが一番しやすい街にするためにも、できれば市内一斉にで

きればと思います。 

 

足羽委員：また、生涯学習施設の講座より、医療機関への信頼性という意味からも、

産婦人科の方がアピール度は高いと思います。 

 

八木委員：生涯学習施設の講座は、問題の無い、意識が高い方々が参加することが多

いですが、産婦人科は必ず行くので、広く周知することができます。 

 

日詰会長：行政と市民あるいは市民活動団体との関係の話ですが、そのあたりで何か

ご意見等ありますか。 

 

足羽委員：どの分野でも言えますが、普段の生活では接する分野が限られてしまいが

ちなので、この審議会のように、様々な立場の人が対話する場が必要だと

思います。また、具体的な話ですが、弁護士や会計事務所等では市役所で

無料相談をしていますが、ニーズはあるはずなのに、開催回数も周知も不

足しています。そういう場の提供がもっと必要だと思います。 

 

木村委員：市民活動センター等は、今は活動団体の育成が主流ですが、次の段階とし

て、人々をマッチングさせる・連携を図るという役割が求められてくると

思います。また、周知については、行政の広報やプレゼンテーションが不

足しているので、スキルを高める必要があります。 



磯谷委員：市民参画の仕組みはできましたが、十分機能していないと思います。昨年

の前市長によるタウンミーティングのように、地域としての要望以外にも、

市民活動団体の意見を直接行政に伝える場がまたあると良いと思います。

また、市民が不満を伝えるだけでなく、政策提言できるところまでのスキ

ルアップも必要で、そのためにセンターも取り組んでいきたいと思います。 

 

日詰会長：現在は、町内会・自治会のレベルを越えて活動する団体も出てきています

ので、そことの連携というのも必要ではないかということですね。テーマ

を絞って活動している団体等は、問題の出方や背景にある解決策も気付い

ているのではないかと思います。それがうまく行政に繋がっていくルート

ができると良いと思います。 

 

足羽委員：若い世代は町内会・自治会に行かないので、違う所でやって行かないと動

かないと思います。 

 

木村委員：町内会・自治会も高齢化していて、祭りの参加者が少なかったり、役員と

なる人材も不足しており、地域の問題が地域の中で解決しきれなくなって

いるので、外側との連携も必要だと思います。 

 

磯谷委員：地域団体も市民活動団体も、世代交代がうまくいかないのは問題です。若

い世代の声を吸い上げる仕組みが必要です。 

 

日詰会長：世代間の繋がりがうまく進まないことが課題ですね。 

 

鈴木委員：若い世代は、自分の生活に直接関わりが無いと感じてしまうのが要因では

ないかと思います。現在は市政の全ての判断が間接的に決まっていると思

います。市民が直接的に自分の生活に関連することを判断でき、それに対

して責任を負う、例えば税率が上がってもやるべきだということに住民投

票をする等していけば、自分の生活に密着した、必要な部分に対して市民

参画が促されると思います。 

例えばシアトルでは 1998 年に、市内の全図書館を改修することに賛成か

反対かという住民投票がありました。そのかわり、責任の部分で、地方債

を出すため税金が上がるというデメリットも示されました。責任が分かり

やすく情報として開示されることが大事だと思います。静岡市の市民参画

手続の状況を見ても、計画について意見を述べて下さいというものが多い

ですが、それ以前の部分で、税金の使い方や、またはどのようにそれを作

るのか、反対か賛成かというところまで、市民の自らの判断で、直接的な

意見が反映されるのが良いのではないかと思います。 

 

日詰会長：市民が自分の判断したことに責任を持てる、あるいは負担を負う事ができ

る環境を作る必要があるかもしれませんね。 



望月委員：私は、これまで静岡市に不満を感じたことが無く、この場に参加して、静

岡市をより良くするために活動している方が、色々な形でいらっしゃるこ

とを知りました。静岡市に何が不足していて、何で困っている人たちがい

て、どのように解決しようとしているかが市民に伝わらないと、他人事に

なってしまうと思います。私も広報紙等は読んでいますが、静岡市をこの

ようなまちにしようという情報を、具体的に市民に伝える方法を工夫した

方が良いと思います。 

 

日詰会長：静岡市は気候も風土も恵まれているので、危機感を持たずに生きていける

面もあります。一方で傍観者的になってしまい、主体的に課題解決に向か

うというモチベーションが喚起されていかないと思います。そうした主体

性を持ち得るためには何をしていかなければならないと思いますか。 

 

望月委員：活字や音声ではない、生の声で懇談する場がもっと必要だと思います。 

     例えば、学校の参観会や産婦人科等をもっと活用してはどうかと思います。 

 

木村委員：気軽に話す場を設けて、地域の身近な問題を解決する取り組みがあります

が、そういう成功例を皆で持ち寄ると、新しい仕組みができると思います。 

 

八木委員：生涯学習モデル事業で、子どもの検診時に親同士で本音で話し合いをする

という、「エンパワー」という取組を実験的にさせていただき、成果を上

げさせて頂きました。 

 

木村委員：例えば、会社社会のヒエラルキーがあって行きにくいということもあるの

で、場をつくるだけでは難しい部分もあります。 

 

日詰会長：市民が主体となって色々な事を仕掛けていく風土を作りたいと思いますが、

市長のお考えはございますか。 

 

田辺市長：このような場に積極的に参加しない方を、どのように主役として捉えてい

くかが課題です。これから考えなければいけないのは、どうやってこのセ

ーフティネットで拾い上げていくか、静岡市にいる以上は大丈夫だと思っ

ていただけるか。静岡市も生活保護率は上がっているなどの課題があり、

行政の発信力を高めてなければいけないと思います。また、本当にニーズ

があるところに情報があまり伝わっていないことも課題です。 

 

八木委員：あと、分かりやすく伝えることが大事です。 

 

田辺市長：おっしゃる通り、現在の行政のアナウンスだけでは、本当に困っている人

のところに届かないと思うので、行政の情報発信力が問われます。 

 



八木委員：先程の「エンパワー」も、はじめは市役所の職員に、生涯学習施設でやれ

ば良いのではと言われましたが、それでは意識の高い人しか集まらないの

で断りました。 

 

磯谷委員：弱い立場の方ほど情報発信力は弱いですね。情報発信力が弱くても、素晴

らしい取組をしている団体にスポットが当てられると、もっと頑張ること

ができて、支援が集まるということはあると思います。 

 

田辺市長：市民が主役のまちづくりには、皆様の目線で、日の当たらない市民が不安

を持たないように、支援できる仕組みを作ることが第一歩です。市職員の

意識改革もこれから進めていき、行政がきちんと情報発信をして、市民に

伝わるようにしなければならないと思います。例えば今年度は、「タウン

ミーティング」の名称を「まちみがきトーク」として、分かりやすくする

と同時に、芸人を呼んで話しやすい空気をつくります。 

 

日詰会長：ありがとうございました。意識のそれほど高くない方が、いかに意識を高

め、主体性や気付きを持っていただくかということがとても大事だと確認

できたと思います。この審議会は、市民自治を推進することが任務の一つ

だと思いますが、行政の市民参画に関する取組が、より多くの市民に浸透

し、その方々も、何らかの形で自分なりの意見や行動に結びつけていただ

けるような仕組みについても考えたいと思います。今回の意見交換で、ヒ

ントになることも出ていたと思いますので、それが少しでも効果的に仕組

みとしてかたちになるように、２年間の中で議論できればと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

田辺市長：ここでの２年間の議論が、かたちになるようところにつなげて頂きたいと

思います。市役所の相談業務についても改善が必要ということですね。 

 

足羽委員：相談業務は、市役所で開催しても、本当に困っている人からしたら、敷居

を高く感じてしまう部分もあると思うので、生涯学習施設等で開催しては

どうかと思います。 

 

田辺市長：そういった仕組みをつくっていきたいと思います。 

 



７ 議題： 

日詰会長：それでは次第に沿って（１）市民参画手続の実施状況について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事務局（橋本）：資料１ページをご覧下さい。「静岡市市民参画の推進に関する条例」

第 11 条と第 12 条において、昨年度の実施状況と、今年度の実施計画を公

表することとなっていますので、ご報告します。 

 

１ページの表１は、市民参画手続の実施件数の施策別分類です。「条例の制

定改廃」が平成 22 年度の２件から平成 23 年度の 31 件に増加している理

由は、一括法によって条例を制定改廃する必要が出たためです。 

表２は、手法別件数です。手法は、基本的にはパブリックコメントですが、

施策の内容に応じて他の手法を使います。また、表１と数が違うのは、一

つの施策について、複数の手法を取ることがあるためです。パリックコメ

ントの数が今年度増えているのは、一括法により条例に関する市民参画手

続が増加したこと、また条例の制定改廃の市民参画手続には、パブリック

コメントが主に使われるためです。また、審議会等の割合が大きいのは、

各課が既に所管している審議会を利用することが可能であるためです。 

またこの４つ以外にも、独自でアンケートや無作為抽出のワークショップ

を実施している課もあり、昨年度は６課がそれらの手法を実施しました。 

 

２ページをお願いします。表３は、パブリックコメントの意見数と意見提

出者数です。意見数と提出者数が異なるのは、１人が複数の意見を提出し

たり、逆に連名で１つの意見を出すことがあるからです。 

平成 21 年度の平均意見数は約 28 件ですが、平成 22 年度は約 17 件と減っ

ています。これは、平成 21 年度に「下水道中期ビジョン及び経営計画」

のパブリックコメントが 440 件の意見提出があったため、平成 21 年度の

平均に大きく影響しているためです。なぜこれだけ件数が集まったのかと

いうと、平成 21 年８月７日に実施した「上下水道フェア」の中で、職員

が市民に、啓発品の配布と同時にパブリックコメントの意見を頂くという

取組をしたところ、多くの方から意見を頂くことができたからです。 

但し、基本的には１～10 件程度が多く、各課の取組もありますが、市民の

関心度も平均に大きく影響しています。 

 

表４は、意見交換会等の参加者数です。意見交換会の回数や参加者数が大

幅に増えているのは、第２次総合計画のタウンミーティングが 21 回開催

され、多くの方の参加があったからです。市民ワークショップも、自治会

等を通して集客したため、通常の公募より多くの方の参加がありました。 

審議会の参加者については、各審議会の委員数と開催回数を掛けています。 

 

「２ 今後に向けて」として、１つめの課題は、より多くの方が参加しや



すい環境整備を今後も継続する必要があるため、この審議会の中での議論

や、今年度実施予定のアンケートなどを通じて、課題をきちんと把握し、

改善に努めたいと考えています。２つめとして、上下水道フェアのように、

取組方法によっては多くの意見を集めることができることから、広報につ

いては、特に改善が必要であると考えます。 

 

日詰会長：パブリックコメントで意見数が０のものはありましたか。 

 

事務局（橋本）：参考資料２の２ページ、No.8 の「市立病院の経営形態最適化方針の

作成」のみ、意見数が０でした。 

 

鈴木委員：静岡市民の人口を考えると、全体的に意見数が少ないと感じました。これ

が本当に市民の声かというと、疑問もあります。但し、意見数が増えた場合、

どのように対応するのですか。 

 

事務局（橋本）：440件意見が出た場合は、似たような意見はある程度集約して回答を

しました。 

 

木村委員：意見数が多かったケースを分析してはどうでしょうか。 

 

日詰会長：次回までに分析をして頂きたいと思います。では、意見等無ければ、進行

を事務局にお返しします。 

 

 

８ 閉 会  事務局長（湯本分権・広域政策課長） 
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