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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27年度 第２回伊達市市民参加推進会議 

 

 

 議     題 

 

 

議事 

① 第４期市民参加推進会議意見書について 

② 第５期市民参加推進会議の活動に向けて 

開 催 日 時 平成27年６月23日(火）10:00～11:30 

 場    所 伊達市役所 ２階会議室Ａ 

 出 席 委 員 

永井真也 会長、宇佐美雅昭  副会長 

 猪狩照彦 委員、掃部 一夫 委員、坂口 威 委員、 

木村益巳 委員、島川弘美 委員 （計7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 1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 第第第第４４４４期市民参加推進会議意見書期市民参加推進会議意見書期市民参加推進会議意見書期市民参加推進会議意見書についてについてについてについて    

    

【質疑・意見交換】 

    ■会長 

     前回会議で出た意見を基に、修正するところは修正して資料に載せている。今日は、この他に

気になるところ、修正すべきところについて委員から意見を伺いたい。 

    □委員 

     ２ページのパブコメについてのまとめの文章だが、政策提案のことを言ってしまうとわかりに

くいということで、違う言葉にすることで前回まとまったと記憶しているのだが。 

    □委員 

     ここについては、制度そのものがという表現になっていて、そこを削除することで対応するこ

とでまとまったと思う。 

    □委員 

     前回会議で全てを読み込めているわけではなく、政策提案については次の項目で出てくること

やハードルが高いこともあるので、ここは違う書き方で、例えば説明会、ワークショップなど

の方が良いのではないかと思い直し、意見したところである。 
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□委員 

     政策提案が一番に出るよりは、他のものを挙げた方が現実的ではということか。 

    □委員 

     そうである。 

    ■会長 

     文章を区切って、政策提案の部分を削除し、今後「・・・ある程度定着したものと取ることも

できる。今後、他の市民参加の方法を活用することにも目を向けることも含め・・・」とした

いと思う。他に委員から何かないか。 

    □委員 

     今は、意見書の内容を決めることで話を進めていると思うが、今日欠席されている委員からの

修正案についても考えないと宙に浮いてしまうことになる。 

    □委員 

     それについては、出席されている委員から意見を聞いた後に議論すればよいのではないか。 

    □委員 

     委員から聞いて、決まった後に議論しても何も意味がないのではないか。 

    ■会長 

     決して決定してからではなく、出席されている方からの意見を聞いた後に、それについて話合

うという順番の問題である。まず、他に委員から何かあれば伺いたいと思うが。 

    □委員 

     今後の問題についても条例に基づいた中で何ができるか考えていくことになると思う。政策提

案も条例の中で定められていて、この前、市側から提案を市民に求めたらどうかといった意見

などもあったが、そのような方向が今後の課題として残ることになると考えている。そのよう

な内容も今回の意見書では含まれているので、個人としてはこの内容で問題ないと思う。 

    □委員 

     前回話し合った内容も入れていただいているので、この内容で問題ないと思う。 

    ■会長 

     今回出席している委員から他に意見はないということで、次に進みたいと思う。今回欠席され

ている委員から、意見書の修正案ということで書面にて意見が出ているので、委員から意見を

聞きたいと思う。配布している資料の代読については委員にお願いしたいとのことなので、代

読をお願いしたい。 

 

【委員から説明】 

 

□委員 

 どこをスタートにして活動したかをきっちり書きたいといった思いがあるのだと思う。会議の

初回からがスタートと提案した委員は捉えていると思うが、会議の前に必要な資料が配られて

いるのであればそれも任期のうちとなると思う。これについては、日程の関係でずれ込むこと

は致し方のないことで、今後のやり方次第なのではないかと思う。事務局の考えも伺いたい。 

●事務局 

 他の審議会についても何日から何日と任期が設けられているが、初日に全て委嘱状の交付がで

きるかと言われると現実的には難しい。それで、第１回目の会議を招集した時に、委嘱状の配

布をしているケースが多い。役所側の言い分となるかもしれないが、スタートは任期が始まっ

た日というのが一般的である。公募して、お願いした時から始まっていると捉えていただける

とありがたいところである。 

□委員 

 ７月２日から任期となるが、資料として、決められた形でパブコメの資料等が送られてくるの

で、会議が開催される前でも、その時点で活動は始まっていると思う。ただ、委嘱状の交付の

日付に違和感があるというところに問題があるのではないか。委嘱状の日付を第１回会議の日

付ではなく、任期初日に遡った日付にすれば問題ないのではと感じている。 

□委員 

 資料が配布されて、それに対してしっかり目を通して準備することが明確になっていれば問題

ないと思う。委嘱状の日付を、任期初日にすることに対しては市としては問題ないか。 
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●事務局 

 問題ない。やり方としては、郵送で構わないのであれば、先に７月２日に配布して、その後会

議の案内を出すというようなことにすれば違和感はなくなるのではないかと思う。 

    □委員 

     委嘱状は配布しなくても、会議の前に、継続する委員については推進会議の委員をお引き受け

いただきありがとうございますといった文書も届いているので、そこからもう始まっていると

いう解釈で問題ないと思う。 

    ●事務局 

     これはスタートがどこからなのかきっちり示せるかの問題だと思う。やり方についてはいろい

ろあると思うが、委嘱状を会議で配布するにしても、その前に委員になっていただくことにな

ったという文書が一つでもあれば、任期初日からというイメージを持っていただけるのではな

いかと思う。 

    ■会長 

     最初に顔を合わせた時が会議としては成立することになると思うが、その日に委嘱状をもらう 

ことは悪いことではないし、それを否定する理由もないと思う。これについては意見というこ 

とで整理したい。 

     次に、今季を今期にしたいというところであるが、これについては修正させていただく。 

     表記については、必要性や方向性という意味合いの文章であるので明記という表現よりは記載

や記してなどが良いと思う。これについては、人により受け取り方も変わってくるもので、明

らかに良いもの、悪いものと区別がつかないところであるが。 

    □委員 

     ここについては、意見が分かれるところなので、会長が言うとおりどちらでもない表現に変え

ることで良いのではないか。 

    ■会長 

     それでは記載に修正することとする。 

次に最後のパブコメについての修正のところに対して委員の意見を聞きたいと思う。 

    □委員 

     パブコメのところはある程度定着したものとして、違う手法に目を向ける意見で終わっている

が、パブコメについてももう少し考えていく必要があるという意味での意見だと思う。確かに

ここは意見として出ていたので検討する必要があると思うが、この部分については会議として

の意見なのか、それとも提案で終わっているのかの線引きが必要だと思う。提案で終わってい

るということであれば、次期への話になるし、会議の総意ということであれば、委員の修正案

のように細かく載せるべきであると思う。 

    ■会長 

     パブコメに関してはこの第４期の中で改善されたと考えていて、それを踏まえて意見書を書き

たいという思いもある。この文面だと何もしてきていないと捉えられるのではないか。 

    □委員 

     ここまでの努力は評価されるべきところであるが、その評価に基づいて現実がどうか考えた時

に、26年度のパブコメで反映されたのが０件というところにつながってくると思う。 

    ■会長 

     反映が０件なのが、悪いとは言えない。それを言ってしまうと、どのパブコメに問題があって

どう改善しなければならないのかまで話が戻ってしまうのではないか。 

    □委員 

     そのような具体的な話ではなく、どうしてそうなったのかという問題点もそこにはあるといっ

た意味で言っている。 

    ■会長 

     今期でパブコメに関しては、意見者と直接会うなどして対応をしてもらっている。その上で話

を聞いて何が問題なのか担当が確認を取っている。その結果反映されなかったということであ

れば、それは致し方ないことではないか。 

    □委員 

     直接のやり取りの内容までは推進会議ではわからない。 
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●事務局 

     パブコメでの反映というのは、例えばパブコメで求めた条例の改正に意見を盛り込むなどとい

った意味での反映である。委員が言っている反映というのは、パブコメに直接関係のないこと

ではあるが、担当が直接出向いたやり取りの中で出た意見を、今後どのように反映していくの

かが見えないと聞いていて思ったのだが、パブコメでの反映と、行政活動の中で市民の意見を

反映させるというのでは意味合いが変わってくると思う。パブコメでの反映の意味でいくと、

個別に対応はさせていただくが、パブコメの中では反映させることはできないので、結果とし

てはその他の意見として扱うことになる。 

    □委員 

     なぜこのようなことを意見しているのかというと、市民参加をより深めたいという思いがある

からである。 

    □委員 

     それは次期以降の話になる。まず、今期あったことをまとめるのが意見書の趣旨になるので、

ただの提案ではなく、会議の総意として決定まで至ったことをまとめた文章がこの意見書にな

る。委員の言われていることもわかるが、次期以降のものとして整理していかないと話が進ま

ないと思う。 

    □委員 

     説明資料にPDCAサイクルついて書かれているとおり、委員の修正案については検証することで

改善につながるというところを訴えたいという思いがあるのだと思う。条例にもいろいろな制

限があるが、運用面において２期目、３期目よりも改善されていることは確かである。 

    ●事務局 

     市でもPDCAサイクルを取り入れているが、これからも委員には改善した方が良い点などの活発

な議論をしていただいて、条例の縛りはあるものの、なるべく弾力的な運営をしていく考えで

いる。前も委員から条例の改正案をご提案いただいたこともあるが、必要であれば検討し議論

していただく形で進めていくことでどうかと考えているところである。 

    ■会長 

     意見書についてはどのようにするか。 

    □委員 

     この部分については、修正案のようにするのではなく、先ほど修正した内容のもので個人的に

は良いと思う。 

    □委員 

     検証が必要という話は出てきたので、ここまで具体的に書かなくても、検証してほしいという

ところは入れたほうが良いのでは。意見書の文としては、「・・・ある程度定着したものと取

ることもできるが」の次に入れる形が良いと思う。 

    ■会長 

     「・・・ある程度定着したものと取ることもできるが、引き続き検証を求める。今後重ねて、

他の市民参加の方法を活用することにも目を向けることも含め・・・」としたいがどうか。 

    ●事務局 

     求めるとすると、検証していないイメージに取られるので、違う表現の方が良いと思うが。 

    □委員 

     先ほどからあまり掴めていないのだが、何を検証するということか。 

    □委員 

     パブリックコメントに対する検証である。 

    □委員 

     形式化されたものではなく目的に適っているかについて検証し、改善が必要であればするとい

った意味である。 

    □委員 

     この会議自体、検証を絶えず行っている考えがあり、改めて検証と言われると、何を検証する

必要があるのかという思いがある。 

    □委員 

     これまでも検証はしているが、改めて意識付けとして書くといった意味合いである。 

    ■会長 

     今の意見を聞いて、「・・・ある程度定着したものと受け止めるが、引き続きパブリックコメ

ントの検証をお願いしたい。重ねて、他の市民参加の方法・・・」としたいと思う。他になけ

れば今回の会議で出た内容を踏まえたもので、意見書を作成したいと思う。 
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②②②② 第第第第５５５５期市民参加推進会議期市民参加推進会議期市民参加推進会議期市民参加推進会議のののの活動活動活動活動にににに向向向向けてけてけてけて    

 

【委員より説明】 

   【質疑・意見交換】 

    ■会長 

     何について議論するのかポイントがわかれば議論しやすいと思うのだが。市民が共に汗をかく

とあるが、これは市民が労働するという意味か。 

    □委員 

     労働も含めて、いろいろなことがあると思うが、今の段階としては、パブコメを募集して市民

から意見があってというところで終わっているものが多い。もう一歩踏み込んでいくことが必

要であり、そのために今以外の市民参加が他にも考えられて良いのではと考えている。 

    ■会長 

     こういうことをすれば街は良くなると思ったことを自らがどんどんやっていくというような社

会にするということか。目指すものも決まらないと話が進まないと思うが。 

    □委員 

     今はっきりと決めてしまうのは、次期に新しい委員が入ってきてから論議をすることになるの

で、現段階ではこの程度でどうかと考えているが。 

    ■会長 

     今回の提案内容の何を次期につなげるのか。内容が広すぎて論点がわからないが。 

    □委員 

     この推進会議は、条例に基づいてこういうことを審議するべきではという流れで話を進めてい

る。例えば、まちづくりに関してはそれぞれ個別の会議が設けられていたりもするので、そこ

の役割についてしっかりとした捉え方をしないと、推進会議が受け持つ仕事量が莫大になって

きてしまう。委員の意見も内容としてはわかるが、推進会議の議題としてはなじまないのでは

ないかという思いがある。 

    □委員 

     同意見で、次期は継続している委員も少なくなるタイミングで、これを機にもう一度事務局な

りから説明を受け、推進会議の役割について線引きをした上で、明確にしてから話を進めるべ

きであると思う。今期については、そこが不明確なまま進んでしまった印象を受けるので、そ

の部分をしっかりと整理した上で議論していくべきである。いろいろ提案したいことがあるこ

とはこれまでの話を聞いていてもわかるが、市がこれまで何もしてきていないわけではなく、

市民側の機運が高まっているのかという問題も考える必要がある。この会議が全てを引っ張っ

ていくといったものではないので、そこの検証を進めていかないと、委員だけが引っ張ってい

く会議になってしまうのが少し心配なところである。なので、この内容での議論をすることに

なると、今まで行っていたパブコメの検証などの時間もなくなってしまうことになるので、限

られた時間と委員の中で何ができるかについて、説明を聞いて整理した上で、次回をスタート

するべきだと思う。 

    ●事務局 

     次期委員については、決まった段階でこれまでの経緯や推進会議の役割を含めて個別に説明す

ることで考えている。委員からの意見については、計画や条例という大きなところがあり、次

に各課の要綱などがあって、その下に個別の団体、最後に個人が関わるものがあるという流れ

になるが、それがいろいろなところが入り込んだ意見になってしまっていて、まとまりがつか

ないものになっている印象を受けた。個人でやるもの、地域全体でやるものと整理していただ

くと、この推進会議の中で議論すべきものが見えてくる気がしている。推進会議については、

実践の場ではないので、推進会議の役割を踏まえた上で考えていただければと思う。 

    ■会長 

     本日の会議はこれにて終わりたいと思う。最後に第４期で退任される委員から一言ずつ挨拶を

いただきたいと思う。 

 

    【各委員から挨拶】 

 

４． 閉 会 

 

 



平成２７年度 第２回市民参加推進会議 

 

 

■ 日 時 平成２７年６月２３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 

 

①  第４期市民参加推進会議意見書について            

 

②  第５期市民参加推進会議の活動に向けて            

 

  ４ その他 

 

５ 閉 会 
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平成 27 年６月  日 

 

 伊達市長 菊谷 秀吉 様 

 

市民参加実施状況に対する意見書(案) 

 

伊達市市民参加推進会議  

会長 永 井 真 也  

 

 第４期伊達市市民参加推進会議は、第３期（平成 24～25 年）の活動を踏まえ、平成 25 年

７月２日より２年間の任期で本市における市民参加実施状況について検討を行ってきた。任

期満了を迎えるにあたり、今季活動を以下の通り総括するとともに、市民参加実施の現状に

ついて意見を提出する。 

 

１１１１    第第第第４４４４期市民参加推進会議期市民参加推進会議期市民参加推進会議期市民参加推進会議のののの経緯経緯経緯経緯    

 第４期市民参加推進会議は、以下の点を骨子とする第３期市民参加推進会議意見書を受け

て、別紙１のとおり活動を行ってきた。 

 

(１)同意見書では、市民参加の状況について、市民参加の対象案件の明確化についての全庁

的な研修会の開催、パブリックコメントに対する回答の結果公表における対応の工夫な

どの市の改善点を評価しつつも、予定実施案件と実績に差異があることや、説明会の開

催が３年間一度もないことを取り上げ、庁内の実施事業に対する認識が確立していない

ことへの危惧を表明している。また、パブリックコメントにおける書式の統一化やダイ

ジェスト版資料の設置を分かりやすさの面から評価しつつも、市ホームページのリニュ

ーアルに当たり、パブリックコメント募集ページへ至るのに従来のワンクリック性が失

われていることを指摘している。併せて、市民政策提案については、提案者からの趣旨

やニーズを的確に把握し、政策として育成していく観点からの対応が不足しているとし

ているほか、審議会における人材バンクの位置付け、公募方法が不一致であることにつ

いて指摘している。 

（２）そこで、同意見書では、市民参加に対する庁内の認識について、条例で定める各方法

に対し、どのような事業はどの方法で行うというレベルまで深めること、パブリックコ

メントのホームページに対しては、常に市民から分かりやすい対応を心掛けることの必

要性を表記している。また、市民政策提案については、市民から提案を受けた際の検討

方法、公表方法などには更なる工夫が必要であり、推進会議の意見を斟酌した上で、市

民による政策提案に対する細やかな対応を心掛けるよう求めるとともに、審議会委員の

公募方法については、人材バンクの位置付け、公募手法について明確化を図るよう求め

ている。 

    

以上の経過を踏まえ、第４期推進会議では、これまでと同様に「市民参加条例」（以下、条

例という）に即して市民参加の状況を検証するとともに、パブリックコメント、市民政策提

案、審議会の運用方法についての進展状況を検証する。 



2 

 

    

    

２２２２    市民参加市民参加市民参加市民参加のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

次に、本会議において議論の対象となった市民参加の現状と課題について、取りまとめる。

なお、平成 19 年の条例施行から 26 年度までの実施状況は、別紙２のとおりである。 

 

（１）「何を市民参加の対象とすべきか」についての一致した理解の確立 

 「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を期待する。 

 

（２）パブリックコメントについて 

  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。今後も継

続してそれらの取り組みを行っていただきたい。 

  しかし、提出意見が少ない傾向が依然見受けられ、関係団体に集中的に周知を行うなど、

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。 

  また、出された意見に対しては行政活動に反映されるものが少なく、今後の参考として

扱う意見が多い。これは、パブリックコメントの形式化が懸念されるものである。この

点については、パブリックコメントが平成 19 年度の条例制定時から行われ、推進会議で

もパブリックコメントを中心に議論が行われた結果、ある程度定着したものと取ること

もできるが、今後、これまであまり議論されてこなかった政策提案など、他の市民参加

の方法を活用することにも目を向けることを含め、行政に対する意見を広く反映させる

ための尽力をお願いしたい。 

   

（３）市民政策提案について 

  市民政策提案は、これまで８年間実施してきた中で１件しか提出されておらず、第４期

の活動期間中における提案はなかった。このような状況の中、政策提案に対する検討方

法、公表方法などについて議論することは現段階では難しいが、今後政策提案があった

際は、前回の提案での対応を十分検証された上で、提案に対する検討方法、公表方法、

回答後のフォローアップに対する工夫を踏まえた対応をお願いしたい。現在の条例に定

める方法の中で、市民が自ら考えて一から作り上げる制度は政策提案のみであり、市民

参加をより一層充実させるためには、政策提案のあり方や運用方法についての議論は、

今後も継続して行う必要がある。 
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（４）審議会委員の公募について 

  審議会委員の公募について、人材バンクからの登用の前に、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。 

 

 今期全体を通じて、市民参加制度の浸透、パブリックコメントや審議会の運用方法におい

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、タウンミーティングや各課窓口相談など他の市民参加

の方法を活用することを含め、市民参加制度をより充実させていくための一層の尽力をお願

いしたい。 

 

 

以 上 

 



別紙 １

■平成２５年度　伊達市市民参加推進会議の活動状況

　　※第４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25年4月23日 市役所 ３階 会議室C ９名

第２回 平成25年6月13日 市役所 ２階 会議室Ａ 10名

第３回 平成25年9月11日 市役所 ２階 会議室A 10名

第４回 平成26年3月19日 市役所 ２階 会議室A ９名

■平成２６年度　伊達市市民参加推進会議の活動状況

回数 開催日 開催場所 出席者数

第１回 平成26年6月12日 市役所 ２階 会議室B ９名

第２回 平成26年12月17日 市役所 ２階 会議室Ｂ ９名

第３回 平成27年2月18日 市役所 ２階 会議室Ａ 10名

第４回 平成27年3月18日 市役所3階第2・第3会議室 ８名

議題

　・市民による政策提案に対する市民参加推進会議の意見について

　・第３期市民参加推進会議のまとめについて

　・第３期市民参加推進会議のまとめについて

　・第4期市民参加推進会議の中間報告について

　・平成24年度市民参加の実績について

　・第4期意見書作成に向けて

　・平成25年度市民参加の実施状況について

議題

　・伊達市市民参加条例改正の検討について

　・平成26年度市民参加の実施状況について

　・伊達市市民参加条例改正の検討について

　・平成26年度市民参加実施状況について

　・平成25年度市民参加の実績について

　・平成26年度市民参加の実施予定について

　・平成25年度市民参加の実施予定について

　・平成25年度市民参加の実施予定及び実施状況について
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パブコメ実施案件　　(a) 件数

件数

割合（b/a％） 

公募意見公募意見公募意見公募意見のののの件数件数件数件数 件数件数件数件数

※意見の寄せられた主な案件と意見件数

①会議の開催

　■会議開催回数

会議開催案件 件数

会議延べ開催回数 回数

１１１１案件当案件当案件当案件当たりのたりのたりのたりの会議開催回数会議開催回数会議開催回数会議開催回数 回数回数回数回数

②委員の公募

　■公募のあった審議会の公募委員占有率

委員公募審議会数 団体

対象審議会委員総数 (e) 人数

うち公募委員数　（ｆ） 人数

委員総数(委員総数(委員総数(委員総数(e)e)e)e)にににに占占占占めるめるめるめる公募委員公募委員公募委員公募委員（（（（f)f)f)f)のののの率率率率 割合割合割合割合（（（（f/ef/ef/ef/e％） ％） ％） ％） 

　■公募のあった審議会における男女比率

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

58 26 77 32 88 41 20 15 59 25 54 26 81 35 41 24 △ 49.4% △ 31.4%

委員総数(委員総数(委員総数(委員総数(e)e)e)e)にににに占占占占めるめるめるめる男女各委員男女各委員男女各委員男女各委員のののの率率率率 割合割合割合割合（％） （％） （％） （％） 69% 31%31%31%31% 71% 29%29%29%29% 68% 32%32%32%32% 57% 43%43%43%43% 69% 29%29%29%29% 68% 33%33%33%33% 70% 30%30%30%30% 63% 37%37%37%37% △ 9.7%△ 9.7%△ 9.7%△ 9.7% 22.4%22.4%22.4%22.4%

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

17 12 12 13 14 16 1 3 12 8 10 11 17 16 4 10 △ 76.5% △ 37.5%

公募委員数(公募委員数(公募委員数(公募委員数(f)f)f)f)にににに占占占占めるめるめるめる男女各委員男女各委員男女各委員男女各委員のののの率率率率 割合割合割合割合（％） （％） （％） （％） 59% 41%41%41%41% 48% 52%52%52%52% 47% 53%53%53%53% 25% 75%75%75%75% 60% 40%40%40%40% 48% 52%52%52%52% 52% 48%48%48%48% 29% 71%71%71%71% △ 44.5%△ 44.5%△ 44.5%△ 44.5% 47.3%47.3%47.3%47.3%

説明会開催案件 件数

説明会延べ出席者数 人数

１１１１案件当案件当案件当案件当たりのたりのたりのたりの説明会出席者数説明会出席者数説明会出席者数説明会出席者数 人数人数人数人数

別紙 ２

平成26年度市民参加実績平成26年度市民参加実績平成26年度市民参加実績平成26年度市民参加実績にににに係係係係るるるる対前年度実績対前年度実績対前年度実績対前年度実績とのとのとのとの比較資料比較資料比較資料比較資料

（１）市民意見の公募（パブリックコメント）

区　　分 H19 H20 H21 H22 H23 H26 対前年度（H25→H26）増減（％）

9 13 10 5 10 19 171.4%

H24

9

意見の寄せられた案件 (b)

2 6 3 3 9 6 50.0%

22.2% 46.2% 30.0% 60.0% 90.0% 31.6% △ 44.7%

3

6666 53535353 4444 18181818 27272727 9999 △ 66.7%

○H25：（仮称）地域交流センター基本計画（案）について　27件　・　伊達市学校給食センター整備事業について　５件　等

○H26：第２期障がい者計画の見直しについて　17件 ・ 伊達市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）の策定について　15件　等

（２）審議会

区　　分 H19 H20 H21 H22 H23

12 8 10 8 9 272825

31 23 27 57

H26 対前年度（H25→H26）増減（％）

△ 3.6%

H24

21.3%

H25

2.82.82.82.8 3.83.83.83.8 3.13.13.13.1 2.92.92.92.9 3.03.03.03.0 2.12.12.12.11.71.71.71.7 25.8%

34 30

区　　分 H19 H20 H21 H22 H23

47

8 7 11 3 7 5

129 35 86 65

H26 対前年度（H25→H26）増減（％）

△ 58.3%

△ 44.0%

29 25 30 4 22 14 △ 57.6%

84 109

34.5%34.5%34.5%34.5% 22.9%22.9%22.9%22.9% 23.3%23.3%23.3%23.3% 11.4%11.4%11.4%11.4% 25.6%25.6%25.6%25.6% 21.5%21.5%21.5%21.5% △ 15.8%

区　　分 H19 H20 H21 H22 H23 H26 対前年度（H25→H26）増減（％）

28.4%28.4%28.4%28.4%

対象審議会委員数 〔(e)再掲〕 人数

84 109 129 35 86 △ 44.0%

うち公募委員数　〔（ｆ）再掲〕 人数

29 25 30 4 20 14 △ 57.6%

（３）説明会の開催

区　　分 H19 H20 H21 H22 H23 H26 対前年度（H25→H26）増減（％）

1 4 2 0 0 1

H24

0

159 265 23 0 0 21

0

159159159159 66.2566.2566.2566.25 11.511.511.511.5 0000 0000 212121210000

0 0

0000

33.3%

9999

H25

7

4

57.1%

9999

47

1.91.91.91.9

H24

7

80

21

H25

116

33

H25

26.3%26.3%26.3%26.3%

H25

12

116

33

H24

80

21

65
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①登録状況

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

44 25 46 25 56 25 30 16 36 18 40 28 39 27 37 26 △ 5.1% △ 3.7%

登録者総数(登録者総数(登録者総数(登録者総数(g)g)g)g)にににに占占占占めるめるめるめる男女男女男女男女のののの率率率率 割合割合割合割合（％） （％） （％） （％） 64% 36%36%36%36% 65% 35%35%35%35% 69% 31%31%31%31% 65% 35%35%35%35% 67% 33%33%33%33% 59% 41%41%41%41% 59% 41%41%41%41% 59% 41%41%41%41% △ 0.6%△ 0.6%△ 0.6%△ 0.6% 0.9%0.9%0.9%0.9%

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

5 9 2 2 11 2 2 3 11 1 8 12 4 7 4 1 0.0% △ 85.7%

当該年度登録者数(当該年度登録者数(当該年度登録者数(当該年度登録者数(h)h)h)h)にににに占占占占めるめるめるめる男女各委員男女各委員男女各委員男女各委員のののの率率率率 割合割合割合割合（％） （％） （％） （％） 36% 64%64%64%64% 50% 50%50%50%50% 85% 15%15%15%15% 40% 60%60%60%60% 92% 8%8%8%8% 40% 60%60%60%60% 36% 64%64%64%64% 80% 20%20%20%20% 120.0%120.0%120.0%120.0% △ 68.6%△ 68.6%△ 68.6%△ 68.6%

②登用実績

登用審議会数 団体

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

12 16 13 15 10 14 17 18 18 15 26 19 27 18 26 19 △ 3.7% 5.6%

登用者数(登用者数(登用者数(登用者数(i)i)i)i)にににに占占占占めるめるめるめる男女男女男女男女のののの率率率率 割合割合割合割合（％） （％） （％） （％） 43% 57%57%57%57% 46% 54%54%54%54% 42% 58%58%58%58% 49% 51%51%51%51% 55% 45%45%45%45% 58% 42%42%42%42% 60% 40%40%40%40% 65% 48%48%48%48% 8.3%8.3%8.3%8.3% 18.8%18.8%18.8%18.8%

うち当該年度登用審議会数 団体

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

9 9 3 7 8 9 1 3 17 12 15 13 19 18 6 11 △ 68.4% △ 38.9%

当該年度登用者数(当該年度登用者数(当該年度登用者数(当該年度登用者数(j)j)j)j)にににに占占占占めるめるめるめる男女各委員男女各委員男女各委員男女各委員のののの率率率率 割合割合割合割合（％） （％） （％） （％） 50% 50%50%50%50% 30% 70%70%70%70% 47% 53%53%53%53% 25% 75%75%75%75% 59% 41%41%41%41% 54% 46%46%46%46% 51% 49%49%49%49% 35% 65%65%65%65% △ 31.3%△ 31.3%△ 31.3%△ 31.3% 33.0%33.0%33.0%33.0%

対前年度（H25→H26）増減（％）

（４）まちづくり人材登録の状況

区　　分 H19 H20

登録者総数　(g) 人数

69 71 81 46 54 63 △ 4.5%

うち当該年度登録者数　(h) 人数

14 4 13 5 12 5 △ 54.5%

区　　分 H19 H20 H21 H22 H23 H26 対前年度（H25→H26）増減（％）

8 10 13 13 16 21 △ 4.5%

登用者総数　(i) 人数

28 28 24 35 33 40 △ 11.1%

6 4 8 3 13 6 △ 50.0%

うち当該年度登用者数　(j) 人数

18 10 17 4 29 17 △ 54.1%

H21 H22 H23 H26

20

H25

66

11

H24

20

H24

68

45

7

28

H25

22

45

12

37

6
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                                2015 年 6 月 16 日 

 

 

第第第第５５５５期活動期活動期活動期活動にににに向向向向けてのけてのけてのけての提案提案提案提案    

    

イ、「パブコメ中心で大変な努力をしてきたこと。ただ、それが市民意見拡大に結びつつい

ていない事。市民意見が反映されているかの目安として、今年度は、反映が０件、既

掲載が 10 件、その他が 41 件、でこのことは意見は聞き置く結果となり、市民にとっ

て意見が反映されていないと感じる恐れが大きい。したがって、市は原因を聞き取る

ことや、今後市民意見反映の為の努力をおこなう」ことを明記していただきたい。 

 <理由> 

意見が少ないことが、即、市民が満足しているとは言えない。逆に「言っても無駄」

と諦めている可能性がある。また中には無関心もある。それらを放置するのではなく、

どうしたらまちづくりに市民の具体的協力が得られるか、という方向付けを伊達市はお

こなうべきです。伊達市も、市民意見多様化・歳入減少・職員減・仕事量増大の中で、

市民の満足度を上げる為には市民の知恵や力が必要です。 

 

ロ、新年度にむけて、パブコメ以外も幅広く論議していく。ひとつとしては、情報収集・

勉強の場をつくる事。 

 

ハ、推進会議にも、市・推進委員は、傍聴の参加を呼びかけ、市民参加への理解を深めま

す。 

 

ニ、市民参加の前進の為に、推進会議(事務局)が、具体的議論を行い改善する必要がありま

す。場合によっては、条例補足もあるかもしれません。これも推進会議(事務局)の仕事

です。 

 

ホ、他の先進地などから学びます。(学ぶのがイヤと言う考えが理解できません。プラスに

なる事はいろいろ試してみましょう。) 

 

 

 

 

 

 

上記について、会議に配布いただき、議事録に残すように要望します。長文のものは、

要約とし、全文はホームページに掲載してください。 
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 市民参加推進会議事務局 様   2015.6.92015.6.92015.6.92015.6.9 夜夜夜夜 11:0011:0011:0011:00     

  

第四期意見書第四期意見書第四期意見書第四期意見書((((案案案案))))をををを見見見見てのてのてのての意見意見意見意見などなどなどなど    ((((※１期２年分のまとめを市長へ報告するもの)     

 意見書(案)ですが、次年度に引き継ぐものがおおく、やや具体的展望に欠けるように思えます。(イメ

ージです) より多くの具体的な解決へ向けての案を検討する時間をとっていただきたいと思います。(以

下はその一部となり得ると考え、提案します) 

<<<<市民参加市民参加市民参加市民参加のののの充実充実充実充実>>>>    

 1. 市民参加を市民意見募集だけではなく、「説明会・ワークショップなどを積極的に活用するなかで、

市民参加が進み、質の向上がはかられ、具体的な問題点が解明される事が多い事」、を盛り込んでいただ

きたいと思います。(室蘭市、複合公共施設建設では(=向陽中跡)、多様な市民参加の手法が取られている

施設見学・ワークショップ・ワーキング・パネルつくり・シールアンケート・まとめ報告会など。 公

園作りでも実践的市民参加) 

<<<<推進会議推進会議推進会議推進会議のののの委員委員委員委員>>>>    

2. パブコメについて、今まで改善の積み重ねがおこなわれました。その中でも多くの提案が島川委 

  員から出され、実現している事を、評価します。 また山本委員からは、市民参加条例改正(試案)が提

出されました。市民による政策提案について、委員の任期について、推進会議成立要件などなどについ

て提案があり、議論が深められたことを評価します。他の委員の方がたの努力にも敬意を評します。ど

こかに盛り込んでいただきたいと考えます。 

<<<<背景背景背景背景のののの変化変化変化変化とととと市民市民市民市民のののの知恵知恵知恵知恵・エネルギーの・エネルギーの・エネルギーの・エネルギーの活用活用活用活用>>>>    

3. 市民参加条例が発足して年月がたちました。、道内外からの移住者も増えました。例、田園関内など。 

意識は多様化・変化しています。パブコメへの参加が少ない事などを考えるとき、如何に市民意見をま

ちづくりに活かし、市民の知恵やエネルギーを活用するかが現在の課題と考えます。 

<<<<推進会議推進会議推進会議推進会議のののの基本基本基本基本>>>>    

4. 推進会議は、現在の市民参加条例に改善・改変の必要があれば、積極的に関与しなければなりません。

このことを市へ提言報告するのは、この委員会のすべき仕事の一つと考えております。 

<<<<課題課題課題課題のののの解決解決解決解決のためにのためにのためにのために>>>>    

5. 伊達の現在の課題、問題点を洗い出すこと、また先進地から学ぶ事を提案します。 

a.課題・問題点を洗い出す(現状分析)  b.先進地から学ぶ(市民参加の考え方や、対策の為の学習)  

  b.については、いろいろな方法を模索すべきと思います。 

 例、イ.部会のようなもので行う(=委員一部(識者含む)、市担当者、意欲あ る職員・市民などで構成す

るなど。 ロ.市が主導で積極的な市民参加を進めるための学習会を開く。ハ.先進地の文献を取り寄せる。

ニ.先進地から講師を招く。ホ.場合によっては現地に視察に行く。(その他 委員さんのご意見も) 

<<<<停滞停滞停滞停滞かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない    行政行政行政行政とのとのとのとの亀裂亀裂亀裂亀裂かもかもかもかも>>>>    

6. P30 パブリックコメントの下から４行目「制度の成熟」を削除していただきたい。成熟ではなく「停

滞かもしれない」とも受け止められる事象である為です。 
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<<<<一一一一つつつつ一一一一つつつつ着実着実着実着実にににに前進前進前進前進をををを>>>>    

7. 報告書で、「今後にむけて、先送りになったものについては、後追いで検証を行います。」を明記して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメパブコメパブコメパブコメ市民意見市民意見市民意見市民意見はははは反映反映反映反映されたかされたかされたかされたか?(?(?(?(一一一一つのつのつのつの指標指標指標指標))))パブコメの回答にあたり「意見結果」について記載は、

２５年度から実施されています。それは、以下の３つのどれかです。 

1.「反映」=意見の全て・一部を案に反映する 2.「既搭載」=既に案に盛り込んでいるもの 

3.「その他」=その他の意見、今後の参考として伺ったもの 

 

平成２５年度は全７案件で意見が 4 案件、２６年度は 16 案件で意見が６案件。(と思います) 

25 年度は 

「「「「反映」は 18 件(18 項目) 「既搭載」=2 案件 3.その他=20 件 だった。 

反映の内訳は地域交流センター(※1)が 17 項目 総合体育館建設(※2)が 1 項目 

※1=全 5 名の意見 ※2=全２名の意見があった。 

２６年度は 

  反映は０件 既搭載は 10 件 その他は 41 件   「その他」が圧倒的に多い 

2.他にパブコメ提出０件が２年間で 13 案件と多い。 

提案提案提案提案    つづきつづきつづきつづき    

<<<<市民市民市民市民のののの意見意見意見意見がががが反反反反映映映映されたかされたかされたかされたか?>?>?>?>    

1.    「「「「反映～その他の集計」をををを推進会議への報告事項に加えるべきです。個々の回答書にはあるが、

集計すると「市民意見が反映されたかを見る」一つの指標になる為です。 

<<<<よりわかりやすいよりわかりやすいよりわかりやすいよりわかりやすい説明説明説明説明をををを    市民意識市民意識市民意識市民意識のののの把握把握把握把握をををを>>>>    

2.2.2.2. 折角パブコメに参加した市民も、余りにも「その他」が多い。このような結果であれば、次回から

意見を提出する意欲を失うのではないか。. 市民意見内容が「反映」に値しないものとは思わない。

原因が別のところにあるのではないかを検討する必要があります。説明されているものもあると思い

ますが、一層の「なぜできないのか」のわかりやすい説明が必要です。 

3. 市民意見公募に対して、反映=0 件が多いはなぜなのか。また、なぜ 0 件の案件が多いのか、アン

ケートなどで市民の考えを知る努力をおこなうべきです。 
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                                                                     2015.3.17 

市民参加推進会議 様 

                                                               

市民参加推進会議第四期意見書作成市民参加推進会議第四期意見書作成市民参加推進会議第四期意見書作成市民参加推進会議第四期意見書作成にむけてにむけてにむけてにむけて、、、、論議論議論議論議していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい事事事事についてについてについてについて    

   

                           

1.市民参加充実市民参加充実市民参加充実市民参加充実のためのためのためのため、、、、まずまずまずまず、、、、当推進会議当推進会議当推進会議当推進会議でででで「「「「市民参加市民参加市民参加市民参加」」」」先進地先進地先進地先進地のののの学習学習学習学習をををを行行行行っていただくようっていただくようっていただくようっていただくよう強強強強くくくく

要望要望要望要望いたしますいたしますいたしますいたします。。。。(行政・市民の参加も歓迎)  幸い、永井先生のような専門家もおられるので、ご

尽力をお願いしたいと思います。(以前木村から 13.3.25 に藤枝市市民参加を紹介 他も) 

 

理由  

●「「「「市民参加推進会議市民参加推進会議市民参加推進会議市民参加推進会議からのからのからのからの意見書意見書意見書意見書」」」」(H23.6)によれば、①市民参加とは、時代の変化を反映した行

政立案プロセスの改編であり、社会が成熟し、価値観の多様化が進み、地域の個性とまとまりが地

域の競争力として問われるようになると、政策立案を行政職及び一部の専門家と呼ばれる人々にお

いてのみ行う時代から、広く市民の持つ現場のノウハウ、知恵を生かす時代へ移行する。「全員参加

の地域づくりは」はまさにこのことを反映したものである。市民参加はこの観点から推進されなけ

ればならない。 

●この間、関係者各位のいろいろな努力がりました。その結果改善された事象もあります。そのこ

とにまず敬意を評します。 

 しかし現在のパブリックコメント(各種市民意見吸い上げ)は、いままでのいままでのいままでのいままでの推進会議中間報告等推進会議中間報告等推進会議中間報告等推進会議中間報告等によによによによ

ればればればれば、、、、平易に言えば「市民参加(意見)はいまだ低調と言わざるをえない」としている。 

 例えば市民意見公募については件数が少ない(0 件も多い)。政策提案はいままで１件しかない。ま

た政策提案の市の対応について、推進会議から、市へ今後政策提案が出しやすくなる工夫をするよ

う求めている。説明会が少ないともある。また、「市民参加の対象をなににすべきか」についても不

明確であまり前進していない。 

これらのように、問題点問題点問題点問題点はははは山積山積山積山積していますしていますしていますしています。。。。どこにどこにどこにどこに原因原因原因原因があるのかをがあるのかをがあるのかをがあるのかを突突突突きききき止止止止めることなくしてめることなくしてめることなくしてめることなくして市民市民市民市民

参加参加参加参加のののの前進前進前進前進はははは無無無無いものといものといものといものと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  パブコメの方法に問題があるのか? 条例に不足があるのか? 市民に問題があるのか? 市に対す

る何らかの不満があるのか?などなど。いずれかに原因はあるものと考えます。 

 まずまずまずまず、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加「「「「先進地先進地先進地先進地にににに学学学学ぶぶぶぶ」」」」ことでことでことでことで、、、、解決解決解決解決のののの糸口糸口糸口糸口がががが見見見見いだせるいだせるいだせるいだせる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いといといといと考考考考えますえますえますえます。。。。 

 (市民への聞き込みなど調査を行い、それに基づき対策を立てる事も急務と考えます) 

●市民参加のあり方を検討する必要があります 

 現在は、政策決定以前への参加です。政策実施後についても、市民参加を行うことが必要と考え

ます。それは、決定前だけで市民参加がおわると、所詮は「市がやりたいようにやるんだ」という

市民意識が助長される恐れがあります。 

 経年によって、当初の予定どおり推移しているかを市民がチェックできるように、政策実施後の

市民参加においても「多様な市民の意見を吸収する」事が重要と考えます。この実施により、まち

づくりへの市民の関心が「より一層高まる」ことが期待できます。 

  

政策実施後も含めた市の情報提供や市民意見の吸収は、市民が、単に「意見をのべる」ことから、
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より積極的なまちづくり「市と共に市民が汗をかく」という段階へ、市民意識を持ち上げることに

つながるものと考えます。 

●市民と行政の信頼関係を築くという考え方が必要であり、信頼関係を強める為の具体的、個々の

取り組みが、市長を先頭に一職員までが実施するという規範(制度含む)が必要とかんがえます。 

例、藤枝市。市民と行政協働推進の原則。1.情報共有の仕組み 2.計画段階から参加しやすい仕組み 

3.協働しやすい仕組み 4.まちづくり意識啓発・人材育成 5.市民活動がしやすい環境 6.市職員の

意識改革・行政組織体制の充実 7.行政を知る仕組み 

●伊達市は、道内外からの移住が多いことで知られています。このことは、各地でいろいろな経験

をしてきた市民が多いということです。また、シルバー世代では体力も時間もある人が多いわけで

す。それが為に各種団体・サークル活動が多彩で活発とも言えます。 生涯現役で市民参加しずら

い人が多い他町村もありますが、伊達はその点からも優位です。 これらの人も含め、市民の知恵

と力をまちづくりに活用しなければなりません。 

 伊達市行政伊達市行政伊達市行政伊達市行政はははは、、、、個々個々個々個々のジャンルでのジャンルでのジャンルでのジャンルで市民市民市民市民のののの知恵知恵知恵知恵・・・・力力力力をををを借借借借りることでりることでりることでりることで、「、「、「、「伊達伊達伊達伊達にににに住住住住んでよかったんでよかったんでよかったんでよかった」」」」とととと思思思思

えるえるえるえる、、、、よりよりよりより深深深深く・く・く・く・広広広広いいいい市民参加市民参加市民参加市民参加のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推進推進推進推進できるものとできるものとできるものとできるものと考考考考えますえますえますえます。。。。 

  

 市民の協力と伊達市がより積極的になることで、事態は好転するものと考えます。 

ご検討をよろしくお願いいたします。 
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■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■      2014 年 12 月 17 日 

伊達市市民参加推進会議への意見 その 1       

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■ 

 

 これまでの、推進会議委員並びに市役所担当の努力に、敬意を表します。 

 今回「条例改訂」についての議題がでましたので、下記のように、提案をいたします。 

(参考 木村が会議に提出・提案した資料 ①藤枝市「市民参加まちづくりの推進計画」、 

ニセコ町まちづくり基本条例、市民参加実践事例集、あなたが知る大滝の魅力応募など) 

 

一一一一、、、、    市民参加条例市民参加条例市民参加条例市民参加条例のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて、、、、当会議当会議当会議当会議がががが、、、、先進地先進地先進地先進地などをなどをなどをなどを例例例例にあげにあげにあげにあげ、、、、座長座長座長座長などをなどをなどをなどを講師講師講師講師としとしとしとし    

                てててて、、、、ひらかれたひらかれたひらかれたひらかれた勉強会勉強会勉強会勉強会などをなどをなどをなどを実施実施実施実施することすることすることすること。。。。((((一般一般一般一般のののの市民参加市民参加市民参加市民参加もももも含含含含むむむむ))))    

 

 ****一部、頭出し****  

1. 市民市民市民市民のののの意見意見意見意見がががが出出出出やすいやすいやすいやすい環境環境環境環境・・・・制度制度制度制度をつくることをつくることをつくることをつくること。。。。 

 (いかに、市民を呼び込む場、意見の出やすい場を作るかという視点が行政に求められています) 

①パブリックコメントについて、事業開始後についても、パブリックコメント等で市民意見を 

求めること。     

(現在は事業実施前のみ市民意見を求ている。計画と実際は違うということは、往々にしてあ 

ることですから、実施後も必要)  

 ・体育館跡地についてのパブコメ後実際の計画がどのように進んでいるのかがわからない。 

利用方法についても、市民を交えた話し合いの場も設定すべきです。 

②市民説明会・勉強会・ワークショップなどの機会を増やすこと。 

 

1. 行政行政行政行政はははは市民参加市民参加市民参加市民参加についてについてについてについて、、、、積極的積極的積極的積極的にににに市民市民市民市民へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

                      (現在は行政からの働きかけが足りないと見受ける) 

     ① パブリックコメントだけを行っている案件でも、市民説明会やワークショップなどを行 

    う事で、市民とのコミュニケーションが図られ、行政の意図が明確に伝わり、市民意見も 

    より多く出る事が期待できる。これらの事が、行政と市民の相互理解を深める事に通じる。 

 ② 市民からの提案意見について、これを市民参加のまちづくりとして、好機ととらえ、 

  行政は聞き置くだけではなく、なぜそのような提案・意見が出たのか等について、十分な   

  話し合いの場を持つべきです。具体的提案には、市は持ち帰り検討するという対応も必要   

  です。 

③ 行政がその事業を推進する理由について、よりきめ細かな理解を求める対応が必要です。 

④ 以前市長から「飛び出せ伊達市」的な考えが示されたことがあります。市職員が、地域の 

 活動などに積極的に参加するという事です。この事が市民と行政の相互理解・信頼を高める 

 ことにつながります。これは職員の業務のひとつとして位置づける事が肝要です。市の制度 

 を見直し、実施を図ること。 
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1.1.1.1. 市民市民市民市民はははは、、、、積極的積極的積極的積極的にににに意見意見意見意見をのべをのべをのべをのべ、、、、まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに協力協力協力協力することすることすることすること。。。。    

① 伊達市は多くの市民が他の地域から移り住んでいる。これは、多種の経験・知識を持った 

 人が集まってきている事に他ならない。また定年後に移住する人も多く、時間も体力も有り 

 まちづくりへの協力が期待出来る。(行政の働きかけ如何にかかっていると言ってもよい) 

  伊達は各種団体(趣味・スポーツ・福祉・自然系など)も多く、地域への関心もある。 

 

1.1.1.1.なにからなにからなにからなにから始始始始めるかめるかめるかめるか????    

  ① 出来るところから。 

例えば、 

ア、(行政は)環境→地球温暖化の改善について、(市民)暖房費高騰があり、その対策について  

考え実施できる市民参加の好機です。行政の実施している温暖化の現状や「環境家計簿」につ 

いて市民に知らせ、市民からは、現状を聞き、できる対策について話し合うという事などが、 

まず考えられます。 

(LED、エコな車、大学建築科は、寒冷地向け住宅の研究開発を行っている、既設住宅での対

策 

もある、勿論世界の CO2 排出にも目を向ける)  

イ、地域を見直す事(現地も見る)で、伊達をもう一度見直すきっかけになる。ここからまちづ 

 くりを始める事も必要。伊達の自然環境・産業・文化など。  

 

                                       (以上、1 回目の提案といたします) 



第４期市民参加推進会議意見書修正案 

 

資料１P 冒頭 

 

第４期伊達市市民参加推進会議は、第３期（平成 24～25年）の活動を踏まえ、平成 25

年７７７７月月月月２２２２日日日日より２より２より２より２年間年間年間年間のののの任期任期任期任期でででで本市における市民参加実施状況について検討を行って

きた。任期満了を迎えるにあたり、今季今季今季今季活動を以下の通り総括するとともに、市民参加

実施の現状について意見を提出する。 

【修正案】 

第４期伊達市市民参加推進会議は、第３期（平成 24～25年）の活動を踏まえ、平成 25

年９９９９月月月月 11111111日日日日からからからから約約約約２２２２年間年間年間年間にににに亘亘亘亘りりりり本市における市民参加実施状況について検討を行って

きた。任期満了を迎えるにあたり、今期今期今期今期活動を以下の通り総括するとともに、市民参加

実施の現状について意見を提出する。 

 

資料１P １ 第４期市民参加推進会議の経緯の（２） 

 

そこで、同意見書では、市民参加に対する庁内の認識について、条例で定める各方法に

対し、どのような事業はどの方法で行うというレベルまで深めること、パブリックコメ

ントのホームページに対しては、常に市民から分かりやすい対応を心掛けることの必要

性を表記表記表記表記している。 

【修正案】 

そこで、同意見書では、市民参加に対する庁内の認識について、条例で定める各方法に

対し、どのような事業はどの方法で行うというレベルまで深めること、パブリックコメ

ントのホームページに対しては、常に市民から分かりやすい対応を心掛けることの必要

性を明明明明記記記記（（（（指摘指摘指摘指摘））））している。 

 

資料２P ２ 市民参加の現状と課題の（２）パブリックコメントについての 10 行目～ 

 

～パブリックコメントが平成 19年度の条例制定時から行われ、推進会議推進会議推進会議推進会議でもパブリッでもパブリッでもパブリッでもパブリッ

クコメントをクコメントをクコメントをクコメントを中心中心中心中心にににに議論議論議論議論がががが行行行行われたわれたわれたわれた結果結果結果結果、、、、あるあるあるある程度定着程度定着程度定着程度定着したものとしたものとしたものとしたものと取取取取ることもできるることもできるることもできるることもできる

がががが、、、、今後今後今後今後、、、、これまであまりこれまであまりこれまであまりこれまであまり議論議論議論議論されてこなかったされてこなかったされてこなかったされてこなかった政策提案政策提案政策提案政策提案などなどなどなど、、、、他他他他のののの市民参加市民参加市民参加市民参加のののの方法方法方法方法

をををを活用活用活用活用することにもすることにもすることにもすることにも目目目目をををを向向向向けることをけることをけることをけることを含含含含めめめめ、、、、行政行政行政行政にににに対対対対するするするする意見意見意見意見をををを広広広広くくくく反映反映反映反映させるためさせるためさせるためさせるため

のののの尽力尽力尽力尽力をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。 

～パブリックコメントが平成 19年度の条例制定時から行われ、当推進会議当推進会議当推進会議当推進会議ではではではでは多多多多くのくのくのくの

時間時間時間時間をををを割割割割いていていていて議論議論議論議論をををを重重重重ねてきたねてきたねてきたねてきた結果結果結果結果、、、、あるあるあるある程度定着程度定着程度定着程度定着したものとしたものとしたものとしたものと受受受受けけけけ取取取取ることもできるることもできるることもできるることもできる

がががが、、、、行政行政行政行政のののの責務責務責務責務としてとしてとしてとして条例条例条例条例にににに基基基基づくづくづくづく手続手続手続手続きをきをきをきを粛々粛々粛々粛々とととと進進進進めているだけなのかめているだけなのかめているだけなのかめているだけなのか、、、、検証検証検証検証がががが必必必必

要要要要なななな時期時期時期時期にきているにきているにきているにきている。。。。意見意見意見意見のののの提出提出提出提出がががが少少少少ないのはないのはないのはないのは市民市民市民市民がががが行政行政行政行政にににに満足満足満足満足しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、或或或或いいいい

はははは意見意見意見意見をををを出出出出してもしてもしてもしても仕方仕方仕方仕方がががが無無無無いといといといと諦諦諦諦めているのかめているのかめているのかめているのか、、、、意識調査意識調査意識調査意識調査をををを行行行行なうこともなうこともなうこともなうことも含含含含めめめめ、、、、行政行政行政行政

活動活動活動活動にににに対対対対するするするする市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを幅広幅広幅広幅広くくくく反映反映反映反映させるためのさせるためのさせるためのさせるための努力努力努力努力をををを継続継続継続継続しておしておしておしてお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    
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伊達市市民参加推進会議第４期委員の皆様へ 

                    ‘１５．６．２２  

 

 本日の会議には、何とか日程調整をして出席する予定でしたが、誠に遺憾ながらどうし

ても出席できなくなりましたことを、お許しいただきたいと存じます。 

 

 任期中最後の会議ですので、委員の皆様のお許しがいただければ、書面にて意見を述べ

たいと存じます。意見書に対する私の修正案を、別紙〔第４期市民参加推進会議意見書修

正案〕に、対比形式にして事務局に作成していただきましたので、その提案理由を次のと

おり、ご説明申し上げます。 

 

１１１１．．．．資料資料資料資料１１１１    冒頭冒頭冒頭冒頭    についてについてについてについて、、、、    

７７７７月月月月２２２２日日日日より２より２より２より２年間年間年間年間のののの任期任期任期任期でででで    とありますが、今期の委員として委嘱を受けたのは、

第４期の最初の会議、９月 11 日で、委嘱委嘱委嘱委嘱状状状状のののの日付日付日付日付も９も９も９も９月月月月 11111111 日日日日でした。 

（市長は出席されましたが、委嘱状の手交は無く、机上配布になっていました） 

  従って、7 月２日から９月 10 日までは、委員として活動していないので、任務開始任務開始任務開始任務開始のののの

日日日日はははは９９９９月月月月 11111111 日日日日ですですですです。 

 

 ※参考までに、第３期では、高井（暫定）会長の再三の催促にもかかわらず、最初の会

議開催は 11 月 29 日で、委嘱状の日付も 11 月 29 日でした（市長及び代理者の出席も

なく、委嘱状は机上配布）。 

更に、次期第５期最初の会議と委嘱状交付も、本来の任期開始日である７月２日には

非常に難しい状況のようです。 

   ３期続けて、任期の初めに委嘱状の交付が行なわれない異常な状態ですが、これは

市側に緊張感がなく、推進会議を形式的なものとしか見ていないのでしょうか。 

 

 ◎次に、今季今季今季今季を今期今期今期今期に修正することについては、議論の余地が無いと思います。 

 

２２２２．．．．資料資料資料資料１１１１ＰＰＰＰ    １１１１    第第第第４４４４期市民参加推進会議期市民参加推進会議期市民参加推進会議期市民参加推進会議のののの    経緯経緯経緯経緯のののの((((２２２２))))    についてについてについてについて    

必要性必要性必要性必要性をををを表記表記表記表記しているとありますが、表記表記表記表記    と言う言葉の意味は、① おもてに書き

しるすこと。また、その書かれたもの。表書き。② 文字や記号を用いて書き表すこと。

用例も「現代仮名遣いで○○する」であり、意見書の文章には到底使えません。 

市長に提出して公開公開公開公開するするするする意見書意見書意見書意見書に、誤った文言を載せてはなりません。 

替わりの文言は、明記、記載の他にも案があれば、ご検討ください。 

 

 ★この件は 10 日の会議の折同じ指摘に、会長がこのままでいくと宣言されました。 

〔一事不再議〕という原則もありますが、事実誤認が分かれば改めるべきです。 
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３３３３．．．．資料資料資料資料２２２２ＰＰＰＰ    ２２２２    市民参加市民参加市民参加市民参加のののの原状原状原状原状とととと課題課題課題課題のののの((((２２２２) ) ) ) パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント    についてについてについてについて    

原文では、あたかもパブリックコメントの改善策として、政策提案政策提案政策提案政策提案などなどなどなど、、、、他他他他のののの市民参市民参市民参市民参

加加加加のののの方法方法方法方法をををを活用活用活用活用するするするすることにもことにもことにもことにも目目目目をむけることもをむけることもをむけることもをむけることも含含含含めめめめ    などと書いているので、主語が入

れ替わり、本論が何なのか理解不能な文章になっているので、修正案のようにパブリッ

クコメントの課題に絞った文章にすべきです。 

この件では、10 日の会議で、この部分は総論で述べるか、(５) の項目を設けてもら

うように提案し、会長も検討するとしていたはずなのに、会議録から抜けています。 

 

 

☆最後になりましたが、一言ご挨拶申し上げます。 

  

市民参加を実のあるものにしていくという信念のもと、年甲斐もなく色々な提言をして

きました。時には原理主義者と見られたかもしれませんが、悔いはありません。 

委員並びに事務局の皆様には、２年ないし６年間お付き合いいただきましたことに、感

謝とお礼を申し上げます。 

 

＜付録です＞ 

 

生産管理や品質管理の面で広く活用されている、ＰＤＣＡ サイクルがあります。 

 Ｐ Plan   ＝計画 

  Ｄ  Do     ＝実行 

 Ｃ Check  ＝検証 

 Ａ Action  ＝改善 

 

業務活動を円滑に進めて成果を上げるための方法として、 

 

計画  ⇒  実行  ⇒  検証  ⇒  改善  サイクルを螺旋上に繰り返し重ねていく   

ことです。 

 

計画⇒実行⇒検証⇒改善⇒計画⇒実行⇒検証⇒改善⇒計画⇒実行⇒検証⇒改善 

 

多くの場合、計画⇒実行で終わってしまい、検証は重視されていませんが成功してい

る企業（トヨタなど）や組織はこの 検証 と 改善 に重きを置いています。 

 

当推進会議の立ち位置は、検証 であり、最も重要な立場ですが、合わせて 改善 に

も積極的に関わる時期に来ていると思います。 


