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平成20年度第５回市民参加推進会議 議事概要 
 
■日 時：平成21年3月27日(金）18時30分～20時00分 

■場 所：文化会館3階 第1会議室 

■出席者：奥村会長、三浦委員、金山委員、六本木委員、 

城戸委員、杉村委員、横山委員、芦田委員 

■事務局：永井課長、栁田リーダー、池田副主査、斎藤 

■議事次第： 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）討議 

  ①平成21年度市民参加推進年次計画（案）について 

  ②市民参加推進計画の改訂について 

③協働のガイドライン策定の進捗状況について 

 

（４）閉会 

 

■議事概要： 

 

（１）開会、（２）会長あいさつ 

 事務局より開会のあいさつ、会長よりあいさつがあった。 

 

（３）討議 

①平成21年度市民参加推進年次計画（案）について 

 事務局より、資料２に基づき、平成21年度市民参加推進年次計画（案）について説明。 

 
●平成21年度市民参加推進年次計画（案）に対する意見 
会長：平成 21年度市民参加推進年次計画（案）について事務局からご説明がありましたが、質

問や確認したいことはありますか。 

委員：新しく来年度取り上げている事業を具体的に教えてください。 

事務局：例えば「２．パブリックコメント」については、45番の行政の守備範囲ガイドライン以

外は全て新規事業になっています。「７．アンケート調査」も全て新規事業です。20年度市

民参加推進年次計画では160の事業でしたが、21年度計画案では161の事業になっている

ので、単純に数を比較してみるとほとんど増えてはいないのですが、実際にこれが減って

これがという統計を採ってなかったので、次回にはお話したいと思います。 

委員：資料を作るのであれば新規に増えたものと、削除したものを一覧表にしてもらうと分かり

やすいと思います。 

委員：平成21年度市民参加推進年次計画が決定されたら、どういう形かで公表されるのですか。 

事務局：ホームページで公開するとともに、市民参加推進年次計画書に挟み込んで配っていきま

す。 
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委員：平成 21年度市民参加推進年次計画は、ある種、事業リストですね。担当課から持ち寄っ

てきたものを束ねただけだと思います。計画というのであれば、前提とか目標とかがあっ

て、その上で今年こういうことをやります、とすべきではないでしょうか。 

委員：年次計画ではなく、市民参加推進計画の実施計画として位置付ければよいのではないでし

ょうか。 

事務局：現在の年次計画は確かに個別事業を束ねたものとなっていますが、そうした点を含めて

22年度からの新しい市民参加推推進計画の中で改訂をしていきたいと考えています 

会長：市民参加推進計画の改訂の中で、市民参加推進年次計画のあり方についてまたご議論いた

だく形でもよろしいでしょうか。 

委員：年次計画には、実際に行動計画があって、やるべきことをきちんと書いたほうがいいと思

います。年次計画というよりは、実施計画でしょうか。 

会長：ありがとうございます。平成 21年度市民参加推進年次計画については、案の取れたもの

について次回報告ありますので、今回はご報告ということでよろしいでしょうか。では次

の議題に進みます。 

 

③市民参加推進計画の改訂について 

事務局より、資料３・資料４に基づき、市民参加推進計画の改訂について説明。 

 

●市民参加推進計画改訂（案）の計画体系について 

会長：事務局から市民参加推進計画の改訂に関する資料についてご説明をいただきました。この

資料をもとに、実際に文章を書き込んだ改訂案が次回出ると思いますので、今回の議論が

非常に重要です。自由にご意見をいただきたいと思います。 

委員：第１次実施計画というのは21年までに盛り込まれた計画ということですか。 

事務局：20年度にスタートした第2期基本計画の中に第１次実施計画があり、第１次実施計画に

掲載されている事業を、市民参加推進計画に関連する事業として、検討資料に掲載しまし

た。 

委員：平成19年度年次計画というのは何ですか。 

事務局：市民参加推進計画の年次計画です。 

委員：今後は年次計画が出るのではなく、基本施策があって具体的な取り組みがあって、それか

ら細かい事業が入るということになるのですね。 

事務局：そうです。具体的な取り組みまでが基本計画編となります。 

委員：審議会の運営強化については、審議会に公募委員を入れるだけではなく、公募委員の意見

をもっと引き出せるような運営をするべきだと思うのです。中間支援組織の市民活動拠点

の機能充実についてですが、自立を促進するための支援のところにも中間支援組織として

の市民活動センターの役割というのがあります。場所貸しとか拠点機能だけの市民活動セ

ンターではなく、団体の自立促進や人材育成を担っていくセンターになるべきだと思いま

す。 

会長：主に２点ですね。審議会の運営強化についてと、市民活動センターの充実についてです。

このあたりは委員としてはどのような書き方をするとよいと思いますか。 

委員：団体の自立促進のところに市民活動センターが関わると思うのですが、市民活動拠点の機
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能充実のところに、市民活動センターの充実が入っているので、どうしようかと思ったの

ですが。 

会長：事務局はどうですか。 

事務局：市民活動センターの機能充実については整理したいと思います。事務局からは、約束１

の情報収集機能の強化を、約束２のほうに移した点についてご意見が聴きたいということ

と、約束３について、市民活動促進指針が市民参加推進計画とは別にあるのですが、この

改訂を機に市民活動促進指針の内容を市民参加促進計画に盛り込みたいというねらいが

あるので、この辺も市民活動団体代表の立場から見てご意見があればいただきたいと思い

ます。 

委員：情報収集機能の強化は約束２に行った方が、すんなりして良いと思います。ただ、具体的

な取り組みの「広聴システムの有機的連携による市民ニーズの一元管理・分析」「新たな

公聴機能の検討」とは何でしょうか。 

事務局：これは「市民ニーズの広聴制度の在り方と今後の基本方向」という意見書からいただい

た意見に基づくものです。「広聴システムの有機的連携による市民ニーズの一元管理・分

析」というのは、個別調査・調査広聴・集団広聴の有機的連携によって集めた市民の声を

広聴広報課で管理して、市民ニーズを分析していくということです。「新たな広聴機能の

検討」とはインターネット広聴など今の３つの広聴以外の広聴を検討するということです。 

委員：具体的な取り組みというのは市民に公開される言葉なのですか。例えば「広聴システムの

有機的連携による市民ニーズの一元管理・分析をやります」というのは多分市民にとって

理解するのが難しいということと、有機的連携というのは第１次実施計画の「市民ニーズ

分析システム・構築事業」と同じことを言っているのではないですか。 

事務局：同じではないです。 

委員：分かりました。市民に出す言葉としてもう少し分かりやすい表現としたほうが良いと思い

ます。 

会長：具体的な取り組みは、改訂計画の中ではこの形で載るのですか、それともその下に説明が

入るのですか。 

事務局：説明書きはもちろん入ります。 

会長：有機的連携の説明を入れるなど、もう少し分かりやすくする必要があると思います。事務

局から約束１にあった広聴システムを約束２に移したという説明がありました。市側では

なく市民側に立った整理にしたということですので、皆さんもこういう形でいいというこ

とですね。次に約束３は市民活動促進指針を意識して作成しているということです。ここ

について何かご意見ありますか。 

委員：「市長への手紙」というのがありますけれども、実際に市長への手紙はどのくらい件数が

あり、具体的にどのように対応しているのか教えていただきたいのですが。 

事務局：市長への手紙は年間900件ぐらい来ていますが、その約8割以上が個人的な要望・苦情

になっているのが現状です。市長への手紙は必ず市長まで回り、それに対して、できるも

のはできる、できないものはできないということで答えています。提案的な意見について

は、担当課で回答を作成し、市長まで上げて市長がこれでいいよと言った場合に申し出人

に返しています。それが約１割あるかないかです。 

会長：今回新たに付け加えた約束４ですが、「協働のガイドラインの見直し」ということは重要
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だと思っています。仕組みをつくる５年間ととらえるのか、運用とか実際に走らせるとい

ったことも込めるのかは議論してもいいと思います。 

委員：例えば「市民活動補助金制度の見直し」も５年間見直しするのかなと思ってしまうのです。

だから見直しではなく、充実ではないかと思います。 

事務局：事務局としては頭を悩ませているところでもあって、協働のガイドラインは 22年度か

ら本格スタートという意味で、まず仕組みづくりからだと思っているのです。具体的な取

り組みについては、協働のガイドライン策定ワーキング会議の中で行っており、もう少し

内容が見えてきた段階で市民参加推進計画のほうに反映していきたいと考えています。 

会長：現時点では、書き込みが難しいということですね。 

委員：現在の計画体系は、計画目標と取り組み事項という見出しが付いていますけれども、それ

が計画目標と基本施策と具体的な取り組みになったのはなぜですか。 

事務局：計画目標を実現するための対応策を、基本施策と具体的な取り組みに細分化したのです。

前までは取り組み事項ということで、取り組み事項なのか施策なのか分からないところが

あったので、それをきちんと施策に位置付けようとしてこのような形になりました。 

委員：市民参加で協働をやろうという人は自分の活動分野に関心がありますね。全体に関心があ

る人というのは、あまりいないかもしれない。とすればなるべく細かく書いてあげたほう

が親切なのかもしれません。僕は階層が細かくなりすぎるのはあまり好きではないのです。

前のほうが分かりやすかったと思います。階層が２段から３段に増えたのでいろんなもの

が錯綜し、関連するものが増えている気がするのです。 

事務局：市民参加の施策は相互に関連する施策が多いですが、市民が見たときに、私がやってい

るのはここにあてはまるのだ、ということがわかるという意味で、今回のほうが分かりや

すいと思います。 

委員：そうですね、自分の関心のあるところを下から見て上にたどっていけばよいのですよね。 

会長：最初に体系図を出して、個別に見たいところは個別に見ていくという形にするなど見せ方

を工夫したらどうでしょうか。 

事務局：計画書では、そのような工夫をしたいと思います。今回の資料は、検討するための資料

として作成したので分かりづらくなってしまったのかもしれません。 

委員：文言を入れ替えるだけでよかったかもしれないのに、そんなに大変革をする必要がなぜあ

ったのですか。 

事務局：今回、市民参加推進計画の策定から５カ年経って市民参加から協働へという流れ中で、

まず協働を盛り込まなくてはいけないという点と、別に市民活動促進指針というガイドラ

インがあるのですが、その内容を盛り込み、市民参加と市民活動支援と協働、この３つを

１つの計画書にまとめるというねらいがあったので、どうしてもボリュームは増えざるを

得ないのです。それが逆に分かりづらくしているのであれば、もう少し整理します。 

委員：今の説明で大丈夫です。 

委員：私は今まで２年半ぐらい、市民参加推進会議に出ていますが、年次計画が出ると評価を求

められるのですが、年次計画が市民参加推進計画のどこにあたるのかを探すのがすごく大

変だったのです。今回のような体系になると分かりやすいと思います。 

会長：市民活動を進める立場から約束３についてご意見をいただけますか。 

委員：「中間支援組織としての市民活動センターやボランティアセンターの機能充実」の「中間
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支援組織として」を消して、「市民活動センターやボランティアセンターの機能充実」と

すればすっきりすると思います。 

事務局：分かりました。 

委員：「市民活動補助金制度の見直し」ではなく、「充実」あるいは「検討」にしてください。 

事務局：分かりました。 

委員：約束５の内容はこれだけでいいのかなと思うのですが、これは協働のガイドライン策定ワ

ーキング会議の提言により、もっと増えてくるのですね。これだけでは少し不安です。 

事務局：ワーキング会議の報告が中間報告なので、現時点では書き込みがしづらいです。 

委員：分かりました。 

 委員：現在の計画体系と改訂案のつながりの確認ですけれども、取り組み事項の内容がどこに移

ったのか、番号で結構ですので教えていただけますか。 

事務局：約束1の①②③はそのまま改訂案に移行しています。約束１の④が約束２に移りました。 

委員：そうすると約束１の中では「市民活動・協働を進めるための情報提供」「情報を共有する

取り組みの推進」が新しい基本施策なのですね。 

事務局：そうです。約束２は、②④が合体して「行政運営の各段階での市民参加の仕組みの充実」

に移り、②③はそのまま「パブリックコメントの充実」「審議会の運営強化」に移ってい

ます。約束３の①が「市民活動拠点の機能充実」に、②が「市民活動に参加するきっかけ

づくり」「市民活動の人材育成と人材を活用する仕組みづくり」に移行しました。③は約

束１の「市民活動・協働を進めるための情報提供」に移っております。約束３の「市民活

動団体の自立を促進するための支援」「地域活動の推進」は新たに加えたものです。約束

４は新たな約束になっています。「着実に推進していくために」が約束５となり、その内

容はすべて移っています。 

委員： 市民参加推進計画の改訂ですから、どの項目が移っていったかというのが分かるように

しておいたほうがいい。 

委員：改訂版が新たな計画となると思っているのですが。 

委員：改訂という以上は、改定前の原本に書かれた項目が、改訂版ではどこへ行ったかを分かる

ようにしておいてあげないといけないと思います。新規に策定するのなら整合性は全くい

らないのですが、改訂という以上、新しい委員の人たちが見るわけですから。 

会長：例えば資料編などで旧計画とどういうふうに変わったかというところの履歴というか対応

が分かるようにしておく、といことですね。 

委員：説明の方法は技術的なことなので、お任せします。 

事務局：別の見せ方をするかということですね。それは分かりました。 

会長：計画体系についてほかにご意見ありますか。 

委員：基本施策の順番については若干工夫したほうがよいかもしれませんね。 

会長：並べ方についてご意見がありましたら、ぜひお願いします。 

事務局：約束３の基本施策の並びは、第２期基本計画の内容を踏襲しています。第２期基本計画

はそもそも市民会議で提言を受けて作成されたものですし、第２期基本計画の事業がうま

く結び付くような計画体系にしようということで、そのような形にしました。 

会長：ありがとうございます。そういう理由が付くような体系化が望ましいのと思います。確認

したいことなのですが、今後は、22年度、23年度の年次計画がこの17本の柱ごとに対応
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する形でぶら下がっていくという理解でよいのでしょうか。また、22年度の実施計画の事

業に全部は埋まってなくても５年間、22、23、24、25、26年度の中では必ず何かの事業が

埋まるという理解でいいのですか。予算が付くような事業でなくてもよいとは思うのです

が。 

事務局：具体的な取り組みの横に事業があるというイメージでよろしいと思います。 

 

●数値指標について 

会長：数値指標は市民参加推進計画の８ページにあります。これまでの議論の中でも例えば②の

情報公開コーナーの利用者数が増えたことによって、対応する施策である「情報の共有化」

が進んだかといえるのか、といったことがありました。あくまで代表指標ですので160の

施策の全般的な評価には難しいという欠点はある。ただ、分かりやすいという意味で、当

初５年間の計画としてはよかったのですけれども、改訂する際には、年次計画を見ながら

１年間事業がどのように進んだのかチェックして、基本施策に立ち返っていくといった定

性的なチェックの形にしていったらどうかという考え方があると思います。ただ事務局と

しても数値指標を全く無くすこと有りきではないようです。そこで、数値目標について自

由にご意見をいただいて事務局に戻していきたいと思っております。いかがでしょうか。 

委員：パブリックコメントの件数は、件数を上げるために広報特集号にハガキを付けたりした成

果があったと思います。 

事務局：パブリックコメントの１事業あたりの平均市民意見数についても、庁舎建設など多くの

市民に利害関係のある案件だと意見数が増えてしまい、平均的な意見数とはならないケー

スが出ています。本当に上下してしまう数値なので、目標とするほど意味をもたせていく

べきなのかと考え、今回議論していたただきたいと思うのですが。 

委員：上下した場合の分析をつけて、数値指標の経年変化を資料として載せていけばよいのでは

ないかと思います。全く無くしてしまうのはもったいないと思うのです。 

委員：数字をフォローすることで、施策がうまくいっているかどうか判断できる数値指標につい

てはフォローしていくことが大事だと思います。 

委員：施策の進捗度を見るという意味で捉えればよいのですね。 

会長：数値指標は計画目標の達成度を測るものではなく、市民参加の全般的な動向を読み取るた

めのものとして、経年変化を計画に載せて、そこに広く解釈入れていくべきだというご意

見です。解釈の仕方によっては数値指標が生きてくるということですね。 

事務局：今おっしゃられたように実績として取り続けていくということには意味があると思いま

す。どの指標項目を選べばいいのかというのは、事務局だけでは選びきれないというのも

あったので、ご提案できなかったというのが本当のところです。 

会長：事務事業評価との関連もありますね。 

事務局：事務事業評価自体は各課で行っていますが、第三者評価を入れる動きがある中で、市民

参加でさらに評価するというのは少し難しいと思っています。 

委員：数値指標の経年変化を資料として出すとして、分析は誰がするのですか。 

事務局：そうですね。市が分析するのが一番いいのではないでしょうか。市民が行う可能性もあ

るとは思うのですが。 

委員：自分で自分を評価するのは、あまり良い方法ではないのではないでしょうか 
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会長：インプット事業であると行政でもデータが採りやすく、把握もしやすいので、説明もつき

やすいのですが、市民参加推進計画の数値指標ではアウトプット事業を中心に載せるよう

に当初確か試行したと思いますので、いろんな要因が混ざった結果としての数値になって

いるので、確かに説明は難しい部分もあると思うのです。ただ誰がやるかといったら、事

務局が出したものを、市民参加推進会議でご議論いただいて行うのが妥当なのではないで

しょうか。 

事務局：そうですね。事務局がつくって皆さんで審議するというのも可能だと思います。 

 委員：事務局の行った分析はおかしいとか、そういうことは指摘できると思います。 

 委員：例えばホームページのアクセス数は、これからホームページの充実に力を入れようとして

いるわけですから、その結果、どのくらいアクセス数が増えたかを把握するのは意味があ

ると思います。そういうことについては数値目標とまでは言いませんけれども、分析はぜ

ひやっていただきたいと思います。 

事務局：現在の数値指標のうち、市民意識調査の結果以外はすべて各課で当然事務事業の中に載

っている数値なのです。その中には当然目標値というのも載っており、ホームページで公

開もしています。そこからまたあえて市民参加推進計画に載せて、市民参加推進計画の計

画全般を計る物差しとして使ってよいのかことなのですが。 

会長：総じて皆さんのご意見としては、数値指標は残してもいい、ただ目標という形ではなく参

考扱いで、定点ではなく経年で把握し、そこに分析なり解釈をつけていくのがよいという

ご意見でした。ここで決めていく必要がありますか。 

事務局：ご意見をいただいてもう１度検討したいと思います。 

委員：この項目の中で比較的よく使われるだろうと思われる項目は、①市政に参加したいと思う

市民の割合、⑥パブリックコメントの件数、④ホームページのアクセス数、⑧市民活動セ

ンターの利用者数で、特に、①と⑧はかなりいい指標になると思います。これからは市民

大学への参加人数、こういった項目は恐らく指標としてよいのではないかと思います。審

議会に違う人が何人くらい参加したのかという数が出るとよいと思います。 

委員：前回のときも数値目標について議論しましたが、今回も経過的な例として残すのなら残し

て良いと思います。もし数値指標を残すとしたら、約束４と約束５についても加えたほう

が良いと思います。 

会長：何かよいアイディアはありますか。 

委員：協働ということの評価だったら、やっぱり協働事業に関わった市民の人数、そこで使われ

た金額が指標としては使えると思います。 

事務局：私個人の意見なのですが、数値指標はすごく分かりやすいので、委員の皆さんが数値指

標に集中してしまい、本当に目を向けてほしいところに向いていかない気がするのです。 

委員：今回皆さんの意見の大勢としては経過指標として残しておいたほうがいいのかなという意

見だと思うのですが。数値指標を出すのに労力がかかるのですか。 

事務局：労力はかからないのですが、数字が上がった下がったに関して、時間をかけて分析する

味があるのかということです。 

委員：数値がこれだけ増えました、といった報告をしてくだされば、良いいのではないでしょう

か。 

会長：数値指標については、ここで結論を出すというのではなく、本日の意見を踏まえて事務局
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でご検討いただけないでしょうか。では次の議題に移ります。 

 
③協働のガイドライン策定の進捗状況について 

 事務局より、資料１に基づき、協働のガイドライン策定の進捗状況の説明。 
 
委員：ガイドラインの手引書ができるのですね。 

事務局：ガイドラインというよりもハンドブック、手引書に近いものになると思います。市民参

加推進計画があって、それが行動計画になるので、その中の協働のガイドブック的なもの

というのがガイドラインになるので、名称は多分変わる可能性もあります。 

委員：各種のアンケート調査について何か特徴的なことはありますか。 

事務局：市民活動団体のアンケートの7頁の問２－７で、市民活動団体の方に「今後浦安市にお

いて市民活動団体、地域活動団体と市の協働を進めることが必要だと思いますか」という

アンケート結果の回答が、「必要だと思う」「どちらかと言えば必要だと思う」をあわせて

88％ありました。市職員にも同じ質問をした結果、必要が42％、どちらかというと必要が

49％で、あわせて必要だと感じたのが91％となり、市職員の９割が協働は必要、市民活動

団体も88％が市との協働が必要だと言っている結果が出ました。 

地域活動団体アンケートでは6頁の「他団体との協力関係について伺います」という設

問の中で、市民活動団体と協力したというのが17％しかありませんでした。この結果など

を受けて、市民参加推進計画の約束４の中に「市民活動と地域活動が協働できる体制の検

討」を入れております。 

会長：今後、アンケートで、自治会と市民活動団体の協力関係をずっと把握し、17％がどれくら

い上がっていくか、協働の地域指標とすることも考えられますね。ありがとうございます。

では最後に事務局から今後の事務連絡等がありましたらお願いいたします。 

 
（４）閉会 

事務局より、次回会議の開催方法などについて説明があり、閉会。 

以上 
 


