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様式第２号（第３条関係） 

 

審議会会議録 
 

 会 議 名 称 平成28年度 第２回伊達市市民参加推進会議 

 

 

 議     題 

 

 

議事 

① 第５期市民参加中間報告について 

開 催 日 時 平成28年６月28日(火）10:00～11:10 

 場    所 伊達市役所 ２階会議室Ａ 

 出 席 委 員 

永井真也 会長、掃部一夫  副会長 
 岩佐勝男 委員、片川善明 委員、坂守昭 委員、荒井秀樹 委員、 

今村勝一 委員、宇井尚 委員、木村益巳 委員、小滝弘子 委員 （計10名） 
 

所管部課名 企画財政部企画課 

 

公開・非公開の別 

 

■公 開 傍聴者人数 ２名  

□非公開 非公開の理由    

 

 【審議会の概要】 

 

１． 開 会（事務局：企画課長） 

 

 

 ２．会長挨拶 

    

  

 【以降、会長による議事進行】 

 

３．議 事 

 

①①①① 平成平成平成平成28282828年度年度年度年度中間報告中間報告中間報告中間報告についてについてについてについて    

   【資料に基づき会長から説明】 

□委員 

伊達市内の大手企業に勤務している若手の人に、会社を通して参加のＰＲをする方法があれば 

良いと思う。また、会議の開催日は平日ではなく、土日または開催時間を平日の18時以降など 

夜間に行うことはどうだろうか。 

■会長 

他の委員さんは土日開催や夜間開催の参加は可能なのか。時間や曜日は事務局の都合もある。 

□委員 
土日開催は避けたほうが良いと思う。夕方に開催するのであれば平日開催が良いと思うが、人 

によって参加できる日時は違うのでなんとも言えない。 

    ■会長 

若い世代の独身の方はもしかしたら参加しやすいのかもしれない。女性の参加を増やすために

はどうしたらよいか。 

    □委員 

     共働きが多いので夕方も子どもさんの用事があると忙しいのではないかと思う。子育てが一段 
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落した世代だと夜は参加しやすいかもしれない。 

    □委員 

     今回の案をみて、高校生の選挙権の取得に関係した表記をしてみてはいかがかと感じた。高校 

生にいきなり審議会に参加してもらうのではなく、市民参加全体ということで検討しても良い 

のではないかと思う。 

    □委員 

     前回若者の市民参加について意見を述べたが、子どもの時に市民参加の存在を知ると、大きく

なった時に、市民参加に参加すると物事が変わっていくことを感じられるのではないかと思 

う。学校で市民参加に関する勉強機会を設けてもらえると、未来は少しずつ変わっていくのか 

と思う。 

    ■会長 

市民参加については、今まで限られたメンバーで考え尽くしてきた経緯がある。第５期は若い 

委員さんが入って色々と新しい意見がでてきたので、若者の市民参加について考えられると思 

っている。若手の参加について、開催時間等は今後検討していくということで、中間報告の文 

言には入れないがご了解いただいているということで進めたいと思う。 

     

    【委員から資料「中間報告（案）への修正意見」について説明】 

 

■会長 

委員が説明された内容は、現在の条例では制度的に不完全で検証すべきということか。 

□委員 

制度も足りないが、現在の制度でも市民参加のやり方はまだまだあるのではないかと思ってい 

る。「その他の方法」が９年間一度も実施されていないなどが説明した理由で、市民が参加し 

やすいような市民参加のやり方を今ある制度を活用して行うべきだと思う。 

■会長 

ワークショップというのは所管の課が事業を開始するときに開催するもので、我々が言うこと

     ではない。 

□委員 

方向性を推進会議で示すことは差しさわりないと思っており、あとは各課の判断となる。 

■会長 

前回委員から意見のあった、事業開始後５年後とかに意見等が提出できたらという提案につい 

ては、これから各課が運営する中での変更になるかと思うが、市民参加推進会議で提言するの 

は難しい。 

□委員 

具体的なことが言えないとなれば果たして市民参加推進会議の意味があるのか。市にも市民に 

対してもどうやったら今の条例のなかで市民参加がもっと活性化されるかという立場で発言を 

して、それを市民参加推進会議で決めていくのが正しいと思うのだが、ガードをかけているよ 

うな発言に思える。 

■会長 

政策提案で提案できる。枠組みを担保しているのは市民参加推進会議の機能であって、５年た 

ってワークショップなどの提案があればそれに対応するか等は本会議で決めていく。 

□委員 

提案しているのはパブリックコメントの提出件数がまだ足りないということと、市民の意見が 

出やすくなる方法は色々あり、ワークショップなら意見が出やすいが、そのワークショップは 

今まで実施されていないという現実がある。 

■会長 

この会議以外にも市民と市役所の間に色々なルートがある。請願や５人以上参加者が集まれば 

市長と対話できることなど、市役所と市民がコミュニケーションをとることができれば良いと 

前回述べた。ここでパブリックコメントへの意見が出ないことを話し合うにも限界がある。既 

に他のツールを使って市に意見を出している可能性があるのではないかと思っており、新たな 

ツール、例えばワークショップを作れと言えるかといったら言えない。 

□委員 

条例の中にワークショップがはいっているのになかなか実施できていない。具体的なことがな 

にも言えなくなるし、改善には結びつかないと思っている。 
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    ■会長 

     ワークショップを市が制度として持ち込むべきだということを中間報告に盛り込むということ 

か。 

□委員 

持ち込むというより、ワークショップという制度は存在するのだが、現状活用されていないの

で、活用してみたらどうかということである。ワークショップは市民にとってわかりやすい意

見を出す場である。ワークショップを活用して大いに市民の意見を出して、市民参加を活性化

していくということを中間報告で言っても良いのではということである。 

□委員 

 パブリックコメント以外に、条例第12条で市民に意見を求める方法がある。わざわざワークシ 

ョップにこだわる必要はなく、第12条にある以上は各課の判断に任せるということになるが、 

そのような余裕が職員にあり、実施できるのか。そういう意味では利便性が高いのはパブリッ 

クコメントである。あえて個別にワークショップなどをするより、条例にあるものを活用すべ 

きと思っていて、条例にある以上に書く必要もないと思う。 

□委員 

 例えば前浜護岸工事や海岸保全事業の関係で、実際は北海道で行っているが、伊達市役所の農 

務課が窓口となっているものがある。農務課の方が来てそれら事業のルールを説明してくれて 

いるので、ワークショップをする必要はないと思っている。現在の条例で機能しているのであ 

れば、あえて中間報告書でワークショップについて言わなくても良いと思っている。駅の自由 

通路の関係についても、建設課が所管でかなりの回数で説明に来てくれているので、今の状態 

で機能していると思っており、市がノータッチとは言えない。 

□委員 

色々なやり方がある中でワークショップのお話をさせてもらった。説明会も案件によっては必 

要であり、別にワークショップだけとは言っていない。ワークショップなど、という意味で述 

べた。 

□委員 

委員にお尋ねしたいのだが、パブリックコメントが少ないのでそのようなお考えなのかと思 

うが、パブリックコメントへの意見が少ない理由を突き詰めて、今後こうしていこうというこ 

とを言っているのか。その一つとしてワークショップを開催したいという意味か。 

□委員 

他の市町村で色々な市民参加をしている。先進地ではもっと色々な市民参加をしていて優れて 

いるところがある。市民参加推進会議でチェックできるのは今ここにある資料が中心であり、 

あとは個人個人がそれぞれ市民参加をしている中の情報で判断することとなる。何が本当に 

問題なのか、意見を出せないのはどうしてなのかがわかれば改善される方向になると思ってい 

る。 

□委員 

結局はパブリックコメントの意見が少ないから他に何か策を考えたほうが良いということか。 

□委員 

なぜパブリックコメントの意見が少ないかを把握したほうが良いと思っている。 

□委員 

若い人も関心はあるだろうが、家庭の団欒などで参加しにくいということもあり、若い人を集 

めるならこの会議だけではなく、役所全体で盛り上げていくよう色々な会全体で動かねば無理 

ではないかと思う。市民参加推進会議に入る前はもう少し若い人がいると期待してきた。今年 

は他の総会や会合に色々出席しているが、総会等の質疑応答の場面で発言する人がいたのはそ 

のうち１回の会議のみであった。若い人もたくさんいるが発言がない状況なので、今後時間は 

かかるがまず関心を持ってもらいたい。 

□委員 

中間報告について、委員からの資料でチェックしなければならないものもあるが、それらは最 

終報告の段階で修正されれば良いと思っている。委員が提出された意見も貴重だが、中間報告 

にすべてを盛り込むのは難しい。一つの方向としては、現在市役所で庁内研修会を実施してい 

るので、具体的な事項として事務局からその庁内研修で、市民参加推進会議で補足の意見がで 

ていると提示していただき、庁内の職員の意識を高めていただきたい。委員が提出された意見 

は参考になるが、中間報告にあまり具体的なことをいれてしまうのは難しいので、最終報告で 

委員の意見を盛り込むかどうかの協議ができたらありがたい。パブリックコメントに限らず色 

々な方法で庁内全体が連携をとって、市民の皆さんがどうやったら参加できるかの基本的なと 
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ころに立ち戻り、庁内で継続して研修をして今後の体制作りをお願いできればと思っている。 

■会長 

今までも庁内研修は開催しているし、引き続きやってもらえると思う。 

□委員 

修正意見にご理解いただき感謝する。しかし原案そのままでは疑義があり、このままでは一般 

の市民が見たときにいかがなものかと考える。もう少し違うのかと思い、一生懸命修正意見を 

書いた。 

■会長 

数を増やすことにこだわりすぎると市民参加推進会議の方向性が見えなくなる。件数を増やす 

ことに固執するのは今回はやめたい。 

□委員 

件数を増やすことを考えないのであれば次に何を考えるのか。件数が増えないのはどうしてな 

のか原因を市民から提出してもらい、知った上で考えるというのがこの提案である。 

■会長 

市民と市役所がやりとりするツールはこの市民参加だけではなく他にもある。パブリックコメ 

ントは新しいものができるときに約１ヶ月間実施する。限られたところで数が増えても市民参 

加とは言えない。委員は件数にこだわるが、永遠にこの議論を続けて件数を増やしていき、人 

口が減っていく中で、終着点がみえるのか疑問である。永遠に答えはでないと思っている。 

□委員 

増やすという発言はしていない。少ないことに対して原因は何かを知りたい。 

■会長 

例えパブリックコメントの意見がゼロでもそれは特に意見がなく、事業を認めている意味であ 

る。市民が今の手続き上参加するかどうかは市民の自由である。 

□委員 

つまり市民に任せていこうということか。今まで増やしていこうという活動を６年も７年もや 

ってきている。その活動によってシステム的にはある程度まで改善されたが、その次にどのよ 

うにしたらもっと市民参加が活性化するかということで、プロの会長から何かアドバイスがあ 

ればと思っている。 

■会長 

そのために他の市と比較してみると、道内ではここが先進地なのかもしれない。今は市民の判 

断の域まできている。市民参加推進会議で判断することではない。今までの件数を増やす努力 

は一回少し置いたほうが良いと思っていて、若い人に色々なアイディアをいただきながら、今 

の時代に沿って進めていく。市民が参加しない理由は市民にしかわからず、心の中まで覗くこ 

とはできない。一生懸命市民参加推進会議をやっているということを伝えるしか方法はない 

が、件数は伸びていない。永遠に答えがでないので、その作業からは一度離れて別のルートか 

ら、例えば若い委員さんを入れるなどからできればと思っている。また、役所は言っても何も 

やってくれていないわけではない。窓口が用意されている中で、役所が聞いてくれないなら役 

所を変えなければならないとなれば永遠に終わらない。間口を広げるという意味で若い人に参 

加してもらえれば良いと思っている。 

□委員 

前にも話がでていたが、パブリックコメントはしっかりした文章で提出しないと意見が出しに 

くい。良い悪いだけではなく、しっかり書ける人以外は安易に意見を提出しにくいというのは 

あると思う。実際に市に任せておけば安心なのかそれとも意見をだしても採用されないと諦め 

ているのかはケースバイケースである。一度アンケートをとれるのであれば、いいのかもしれ 

ない。 

■会長 

第５期市民参加推進会議の終わりがちょうど10年になるので、お金をかけずにアンケートを実 

施するのは良いかもしれない。 

□委員 

 この会議に参加するまで市民参加についてはわからなかった。他の市民もそうかと思ってい 

る。自治会でも役員のなり手がいないように市民参加にも関心がないのかもしれない。現在 

の生活に満足していて不平不満はない中で、こういう会議にでて市民参加とは何かが初めてわ 

かる。若者に継承してもらいたい気持ちはある。中間報告プラス１年～となるが、委員の意見 

を踏まえて、第５期の最終報告に向けて進めていきたい。市民参加に住民がどういう意識を 

持つかによるが、委員として少しでも勉強して、みんなの意見を反映し、第５期の会議で最終 
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的な意見書にもっていくのが良い。 

□委員 

パブリックコメントにこだわっている。各委員の意見も聞いているが、市民参加条例に対する 

考え方、位置づけは各々違う。伊達市の条例は他市と比べて参加しやすいようにつくっている 

のだが、将来的に形骸化になっていく。第７条の対象は基本構想や条例の改廃、大規模施設の 

ことなど対象事業が決められている。それに対して市民は意見を述べるのだが、満足していた 

ら意見は出さない。選択肢を含んだ第１２条を活用すべきと思う。あくまでも各課の判断に委 

ねられているが、あまりパブリックコメントにこだわらないようなこの推進会議の考え方が、 

方向性として良いと思っている。 

□委員 

各委員の意見が届くように事務局でまとめていただきたい。パブリックコメントに限らず、間 

口をひろげて市民の皆さんがそれぞれ判断をして参加できるかどうかという機会の作り方をこ 

れから話していく。そして最後に意見書で具体的なことを補足事項として表記をして、それを 

庁内に周知をしていただきたい。 

■会長 

今回は方向転換するなかで、今までの努力を受けいれてもらえたということを信頼と安心とい 

う言葉で中間報告書にいれている。引き続き今まで提言で述べたような市の努力もお願いする 

が、現在の案から新たに加えるものはなく、今後も継続していくということでよろしいか。 

□委員 

会長のお考えは前回だしてきた案をそのまま100％採用ということで、納得はしていないが他の 

委員がそういうことであれば良い。 

■会長 

中間報告ということで最終報告に向けては委員の意見をいれながら、今回は２つの方向性を中 

間報告にまとめたい。 

 

●事務局 

 ご審議いただいた中間報告について、事務局で最終的に会長と協議してまとめた上、公表 

 する。 

     

４． 閉 会 

 

 



平成 28 年度 第２回市民参加推進会議 

 

 

■ 日 時 平成２８年６月２８日(火) 

午前１０時００分から 

■ 場 所 伊達市役所 本庁舎２階 会議室Ａ 

 

■会議次第 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議 事 

 

・第５期市民参加推進会議中間報告書（案）について  

 

  ４ その他 

 

５ 閉 会 

 



平成 28年６月 30日 

  

第５期伊達市市民参加推進会議の活動状況について（中間報告） 

 

伊達市市民参加推進会議  

会長 永 井 真 也  

 

伊達市市民参加推進会議（以下「推進会議」という）は、平成19年 4月 1日の伊達市市民参加条

例（以下「条例」という。）の施行に伴い、条例第 17条の規定に基づき、平成 19年 6月 13 日に設

置された。以来、第１期・第２期・第３期・第４期の各２年の任期の活動を経て、現在、第５期と

なる任期２年の活動を行なっている。本報告は、第５期活動の中間期を迎えるにあたり、その活動

状況を報告する。 

 

１１１１    これまでの経過これまでの経過これまでの経過これまでの経過 

第４期においては、平成 25年度から平成 27年度まで延べ８回の会議が開催され、期末に「意見

書」という形で総括を行った。同意見書では、市民参加制度の浸透、パブリックコメントの運用

や審議会の運営方法において工夫がなされるなどの改善がみられる一方、パブリックコメン

ト、政策提案については、広く多様な意見を取り入れるために、その他の市民参加の方法に

も目を向けた議論を深めていく必要があると考えると総括している。意見書の要点は次のと

おりである。 

 

（１）「何を市民参加の対象とすべきか」について一致した理解を確立するため、平成 23 年

度から行われている「市民参加条例研修会」を継続して実施し、市民参加制度の全庁的な

浸透に努めていることを高く評価する。今後も研修会を継続して行うことで、庁内におけ

る市民参加制度の更なる浸透に努めること。 

 

（２）パブリックコメントにおいては募集時における資料の読みやすさ、意見に対する丁寧

な回答やホームページの改善など、わかりやすい形での市民への周知や意見提出者に対す

るきめ細やかな対応が行われており、推進会議ではこのことを高く評価する。しかし、提

出意見が少ない傾向が依然見受けられ、意見募集時の周知・公表については、意見が出や

すくなるような配慮・工夫を考えていく必要がある。 

 

（３）審議会委員の公募について、人材バンクからの登用のみではなく、広報やホームペー

ジを通して広く募集を行う方法に統一されたことは、市民が行政活動に参加しやすい環境

づくりという点から評価できるものである。また、ホームページの運用において、市民か

ら見やすい工夫がされ、わかりやすく改善されたことは評価できる。今後も常に市民の目

から見てわかりやすい対応を心掛けてほしい。 

 

 



２２２２    第５期活動の中間報告第５期活動の中間報告第５期活動の中間報告第５期活動の中間報告 

以上を受けて、第５期推進会議では、市民参加制度を市民へ浸透させるため、パブリック

コメントの実施方法や審議会の運用方法において議論すべく、これまで別紙１のとおりの活

動を行ってきた。本推進会議の意見を取りまとめるには、なお推移を見守り議論を深める必

要があることから、これまでの議論の内容等を以下のとおり報告する。 

 

（１）市民参加制度の市民への浸透について 

市民参加制度の市民への浸透については、市民から提出される意件数が依然少ない傾

向となっているが、参加がしやすくなるようこれまで様々な配慮・工夫が実施されてき

た。   

また、道内他市の市民参加条例を参考にすべく取り組み等を調べたところ、伊達市が

唯一近隣市町で市民参加条例を施行していることや、その条例にまちづくり人材登録制

度や市民による政策提案制度が盛り込まれているなど、優れている条例であることもわ

かった。 

優れた条例であるにも関わらず、市民参加の件数が増えない理由については、市の積

極的な取り組みにより、市民参加制度についての市民の信頼や安心を得ていることも一

つの理由として考えられるが、より広く市民の意見を吸い上げるために、市職員向けの

「市民参加条例研修会」による市民参加制度の更なる浸透に尽力をお願いしたい。 

 

（２）若者の市民参加について 

市民参加におけるまちづくり人材バンクの取り組みについては、これまで広報やホー

ムページ等での周知により現在約６０名が登録しているが、３０代以下の登録者がなく、

審議会の委員に若者が登用されていない状況である。その理由として、審議会の内容に

よっては経験や知見が必要とされているため、若者から敬遠されてまちづくり人材バン

クへの登録が進んでいないことが想定される。 

今後は色々な世代が登録し、審議会に参加して経験を積んでもらうなど、参加しやす

くなるシステムを考えていく必要があり、市民参加制度の認知度や満足度向上のため、

より一層の周知・啓発をお願いしたい。 

 

以上により、本推進会議は、本市における市民参加が適切な方向で実施されていると評価

するとともに、若い世代や女性など全市民が行政活動に参加しやすい市民参加制度をより充

実させていくための取り組みに期待したい。 

 

 



別紙

■平成２７年度　伊達市市民参加推進会議の活動状況

　　※第５期の委員による市民参加推進会議は第３回からとなります。

回数 開催日 開催場所 出席者数

第１回 平成27年6月10日 市役所 ２階 会議室A ８名

第２回 平成27年6月23日 市役所 ２階 会議室Ａ ７名

第３回 平成27年8月19日 市役所 ２階 会議室Ａ 10名

第４回 平成28年3月14日 市役所 ２階 会議室Ａ ９名

議題

　・概要説明

　・平成27年度市民参加実施状況について

　・平成26年度市民参加の実績について

　・平成27年度市民参加の実施予定について

　・第4期市民参加推進会議意見書について

　・第5期市民参加推進会議の活動に向けて

　・その他

　・第4期市民参加推進会議意見書について

　・平成27年度民参加実施状況について



第５期活動の中間報告(案)への修正意見 委員        2016.6.28 

 

  修正案提出の背景(参考意見) 

 伊達市が、苦難の時代を乗り越えて、市政を発展させるためには、積極的な市民参加(関

心・知恵・労力・信頼)を促していく不断の努力が必要です。 

   現状(1.予算が苦しい 2.職員(人)が減らされる 3.仕事は減らない 4.経験者がいなくなる 5.職員の高齢化   

   6.市民ニーズは減らない 7.市民と行政が疎遠になる) 

 

一、今までの推進会議の論議の内容を中間報告に反映していただきたい。 

■例えば前回（2016 年 3 月の推進会議での主な意見◇パブリックコメントについての 

８項目と 

◇市民参加全体についての２項目は、(少なくとも趣旨)、中間報告に記載すべきです。 
 

以下に再掲した。◇パブリックコメントについて８項目  1.工夫はしているが、まだ提出件数が少ない傾向にある。2.市民参加が伸びない

原因を突き止める必要があり、報告書に盛り込むべき。 3.色々な意見を持っていてもパブリックコメントを書くのは難しいと感じている人は多

いのでそういう人たちの為に直接気軽に話しの聞ける場所（パブコメ以外）があれば良い。 4.パブリックコメントの案件は難しいし、意見する

際の言葉も難しいため件数が増えていないのでは。 5.件数よりまちづくり運動をしていて、市民参加にも目を向けてくれるような人材を育成す

ることが先。6.意見の内訳のカテゴリを現状の３つ（反映・既搭載・その他）の区分からもう少し細かいカテゴリに分けても良いのでは。7.実施

前の意見も重要だが、実施後の評価を汲み取れるようなシステムを考えると良い。8.パブリックコメントを出しやすい環境を市民参加推進会議で

作っていく。◇市民参加全体について２項目 1.市民にも市民参加について勉強会を実施するなど市民が目をむけるようなことをしてほしい。（市

役所職員向け研修会のように） 2.説明会等の参加者は少ない（昨年は１５名）が、内容がわかりやすいものであれば参加者も増えるのでは。 

 

二、(1)の本文４行目から１０行目前半までは削除し、以下に書き換えること。 

 市民参加条例については、先進地に学ぶ体制を作る必要がある。市民参加の件数が増え

ない理由が、「市に任せておけば安心」と考えているのか、「意見を出しても採用してもら

えない」と諦めているのか、「市政には関心がない」のか、アンケートなどで把握すること

が必要である。 

 

 <理由>1.伊達市の条例が優れているというが、人材登録制度と政策提案が盛り込まれている事だけで、優れて

いるというには無理がある。例えば、市民意見が出ずらいシステムになっていないか。現パブコメでは事業開始

後の意見が出せない。など課題も多い。 2.市民参加の件数が少ない理由については、今までの中間報告でも、

「信頼・安心」という集約はしていない。検証もされていない。 

 

三、最後のところ、下から 3 行め、を訂正すること。 

「以上により、本市における市民参加を、より適正で実効性のある方向に進めて行くとと

もに、若い世代……」に改める。 

 

<理由> 前記の一、二、にもあるように、当市の市民参加はパブリックコメントに特化され、市民への周知や意

見提出の手続きは年々改善されてきているものの、行政手続きとして形式化、形骸化が懸念されています。 

一方、政策提案や市民が参加し易い”その他の方法”（ワークショップ=自由に意見を出し合いまとめ上げる手

法、など）は、９年間停滞したままです。従って、適切な方向で実施されているとは、とても言えないと考えま

す。(ワークショップなどで市民参加が活性化した成功例(室蘭市)を、永井会長が紹介。新聞記事’14.10.28)    


