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これまでの評価勪 ・提 まとめ（ 成  ） 

 
◆市 実施状況に対する 評価 

市が取り組 施策には、事業の企画 案から事業実施に るまでの段階があり、市は、
それぞれの段階に した市 参画の手法を に実施しています。 

総実施 数を市 参画の手法 に た場合、 割は審議会等の手法を用いて実施して
いることがわかります。施策の各段階における市 参画の手法について、どの場 でどの
手法を活用することが勞も しているのか、検討を いながら実施する必要があります。 

 
◆パブリック・コメントの実施状況に対する評価 

成２ から 成２ までの３ 間に 目した場合、勪 提出 数に して、
勪 提出数がかい している にあります。これは１ 当たりの勪 提出数が増加して
いることを示しています。 

くの勪 が提出されていることは評価できますが、 リック・ ントの 来の趣
旨は広く様々な 場の市 の勪 を求めることにあります。 

より幅広い 場の市 から勪 が提出されるように、市 説明会を開催するなど なる
手法を 用し、広く市 へ事業内容を周知するとともに、 リック・ ントを実施す
る旨を早めに周知するなどして十分な検討時間を確保するように努めることが必要です。 
 
◆市 会の実施状況に対する評価 

成２ も 成２ に き続き、 市施設 事業による 市計画 の
しに関する勪 交換会を各地 で複数回実施しています。 

このように、市 生活に 的な影響を及 すものについては、地域 への説明の機
会を重 、事業内容の を めるとともに、勪 の集 に努めていくことが必要です。 

市 説明会の開催に当たっては、開催する旨を積極的に周知するとともに、 くの市
が関心をもてるようなテーマ設定を い、施策について分かりやすく説明するなどの配慮
をしていくことが必要です。 
 
◆ワークショップの実施状況に対する評価 
 市では、前 に き続き職員を対拺としたファシリテーター養成研修を開催し、 内
におけるワークショップへの を めるとともに、職員のスキルアップに努めています。 

ワークショップの手法は、ファシリテーターの存 により、より効果的な合勪 成を
うことが期待できます。そのため、これまでの取組みを継続していきながら、市の各事業
において、ワークショップの効果的な活用に けた を め、取組みの推進を図ること
が重要です。 
 
◆審議会の実施状況に対する評価 
 審議会等の手法は、市が実施する市 参画の手法として勞も く 用されている手法で
あり、市の実施する施策について、委員から様々な勪 を 取し、共に考えていくことを
目的に開催しています。このため審議会等の運営に当たっては、委員及び市が、市をより

参 考 
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拖くするための拹勷をもち、 に積極的な議 ができるように することが重要です。 
審議会等の手法をさらに活性 するためには、審議に関連する様々な情報や を的確

に提供し、共有することが前提となります。また、会議の開催に当たっては、時間帯、会
議の場所など な拘り参加しやすい 拪備を うことが重要です。 

審議会等で検討す き事 は、様々であり、委員の拧成については、 性委員の割合、
公募委員の割合について、それぞれの審議会等の設置目的に照らして、十分に検討してい
くことが必要です。 

また、審議会等の手法だけにとどまらず、具体的な内容を検討する際は、ワークショッ
プの手法を活用したり、 リック・ ントにおいて提出された勪 を審議会等におい
て検討するなど、複数の手法を活用することで議 を めることができます。 
 
◆市の機関が適当と認める方法の実施状況に対する評価 

成２ は、「その他の方法」として、周 市まち・ と・し と創生総合勛 策定
に い、市 の さ や市内の高校３ 生を対拺に「市 アン ート 」を実施したり、
子育て支援センターの 用者を中心に、 就 のお子さ をお持ちの保 者と市 が

勪 交換を う子育て 援ミーテ ングなどを開催しています。 
条 ２条は、市 参画の勢体としての「市 」を、市内に 、 く 、学 及

び市内に事務所又は事業所を有する者と定義しています。この条文の趣旨は、まちづくり
に対する市 の関心を高め、より くの 々が参画し、 様な勪 を 取できるように、
幅広く「市 」を定義する勪味も められています。 

市の実施機関は、各事業の実施に当たって、 様なまちづくりの担い手の勪 をどのよ
うに反映していくのか考慮することが重要です。 
 
◆ の ・提言 
■市 の実施方法に関する提言 

市は、条 条に 定されている各手法の 所、 所を した で、手法のそれぞ
れの 性が活かされるよう配慮しながら、幅広く周知を い、市 にいかに参画してもら
うかを検討することが必要* です。 

リック・ ントの手法については、勪 募集と 時期に、市 説明会、ワークシ
ョップを せて開催するなどの をすることで、より幅広い の市 から勪 を求める
ことが期待できます。 

また、ワークショップの手法については、活発な議 の場をつくり、ファシリテーショ
ンスキルをもつ市 等が会議を運営する 場として積極的に参画する 組みを拪えること
で、より活発な議 の場が 成され、市政への参画勪 が高まると考えます。 
 
■公表方法に関する提言 

市 参画の手法を実施するためには、開催そのものを広く市 に周知することが重要で
す。 

その周知方法については、市広報、市ホームページなどの既存のツールを活用するだけ
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ではなく、 などの たなツールを積極的に活用することによって、 に拊 が市
政への関心を高めるきっかけとなります。 

また、 たな公表方法を活用するに当たっては、発信 のある市 に情報 の 割を
担ってもらうなど、企画段階だけではなく、公表の段階でも市 の参画による周知を う
こともできます。 

情報を発信する際は、どの市 にとっても分かりやすい内容で発信しつつも、 と
に関心のあるテーマに集 する、イ ージしやすい を するなど、市 に わる情
報発信をすることが市政に関心をもつ市 を増やすことにつながります。 
 
■ の の る とに関する提言 

のまちづくりを担う拊い の参画が している を改善するために、 分
の でいる地域にどのような 政活動があるのか、また、市が、どのような施策を っ
ているのかといったことに関心をもてるよう、市 と市が、 を育てるための「 まき」
をしていくことが重要です。 

地域や市に 味をもつきっかけになるよう高校生、大学生との定期的な勪 交換の場* 
を設けたり、 育機関、公 等との連携により、総合学習の 業や大学のゼミ* 、生涯
学習の場において市の施策を幅広く知る機会を充実させることなどを検討してください。 
 
◆総括 

市は、 成１ の条 施 時から、事業の企画 案、計画策定、事業実施に る
までの各段階に じた市 参画の手法を用いて、市 の勪 を反映していく取組みを継続
して い、 、市 参画の実施 について取りまとめ、その評価 果とともに公表
しています。 

これは、条 勧定時から市の市 参画推進に対する勪 が、 わらず継続されているこ
とを示しており、評価することができます。 

しかし、条 勧定から１ が する中で、市を取り く は 々と し続けて
おり、 のまちづくりの担い手勘拒などが指摘されている中で、これからますます
様 ・複 する市 ー への対 が求められています。 

このような において、市は、 成２ ３ に ２ まちづくり総合計画を策定し、
市政に参画できる 組みの充実を図るために、市 参画機会の拡充を進めることを 定し
ています。 

施策をより効果的なものとするためには、 勪 をもった市 の知 や を市政に
活かすための機会を確保することが重要です。 

に、これまで市 参画の勢体となりにくかった拊い の市 が関心をもてる対話の
場を作ることは、将来のまちづくりの担い手を育成することにつながります。 

審議会は、こうした取組みを継続して実施していくことで、より拖いまちづくりのた
めに、市 と市が、 様な に対して、共に知 と を出し合い、 を合わせて
していくことを期待しています。 
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◆市 実施状況に対する 評価 

市が取り組 施策には、事業の企画 案から事業実施に るまでの段階があり、市は、
条 に づき、それぞれの段階に した市 参画の手法を に実施しています。 

市 参画に取組 だ施策の条 条 推 を してみると、 成２ については、
市 参画に取組 だ 施策中、条 条 １ 各 に 当する施策が２ に対し、
条 条 ３ 及び １ 条に づいて市 参画に取組 だ施策が２ と、全体の

数 い施策が対拺となっています。このことから、市では条 条 １ 各 に
る施策 勭にも積極的に市 参画に取り組 でいると判断できます。 
  
◆パブリック・コメントの実施状況に対する評価 

成２ から 成２ に 目した場合、勪 提出 数と して、勪 提出数
がかい している にあります。これは、１ 当たりの勪 提出数が増加していること
を示しています。 

くの勪 が提出されていることは評価できますが、 リック・ ントの 来の趣
旨からすると、 数かつ幅広い 場の市 から勪 が提出されることが重要であることか
ら、市 説明会の開催など なる手法を 用し、事業内容や リック・ ントを実施
する旨を広く市 に周知する方法についての検討が必要です。 
 
◆市 会の実施状況に対する評価 

成２ の市 説明会の実施 数に対する開催回数が増加した としては、 市
施設 事業による 市計画 の しに関する勪 交換会及び、集 まちづくり推
進事業による 地 計画勧 と 市機 の考え方に関する勪 交換を市内全域で複数
回実施したためと考えられます。 

このように、拋地 用施策といった市 生活に広く影響を及 すものについては、市
の関心が高いため、地域 への説明の機会を重 、事業内容の を めるとともに、
勪 の集 に努めていくことが重要です。 

また、市 説明会については、開催する旨を広く市 に周知するとともに、 くの市
に影響があるようなテーマについては、できるかぎり開催することとし、施策について分
かりやすく説明するなどの配慮をしていくことが必要です。 
 
◆ワークショップの実施状況に対する評価 

ワークショップの手法は、ファシリテーターの存 により、より効果的な合勪 成を
うことが期待できます。そのため、市の各事業において、ワークショップの効果的な活用
に けた を め、取組みの推進を図ることが重要です。 

市では、 内におけるワークショップへの を めるとともに、ファシリテーション
スキルを持つ職員の育成を図るためのファシリテーター養成研修を開催するなど、職員の
スキルアップに努めることが重要です。 
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◆審議会の実施状況に対する評価 
審議会等の手法は、市が実施する市 参画の手法として勞も く 用されている手法で

あり、市の実施する施策について、委員から様々な勪 を 取し、共に考えていくことを
目的に開催しています。このため審議会等の運営に当たっては、委員が市をより拖くする
ための拹勷をもち、積極的な議 ができるように することが重要です。 

審議会等の手法をさらに活性 するためには、審議に関連する様々な情報や を的確
に提供し、共有することが前提となります。また、会議の開催に当たっては、時間帯、会
議の場所など な拘り参加しやすい 拪備を うことが重要です。 

審議会等で検討す き事 は、様々であり、委員の拧成については、 性委員の割合、
公募委員の割合について、それぞれの審議会等の設置目的に照らして、十分に検討してい
くことが必要です。 

また、審議会等の手法だけにとどまらず、具体的な内容を検討する際は、ワークショッ
プの手法を活用したり、 リック・ ントにおいて提出された勪 を審議会等におい
て検討するなど、複数の手法を活用することで議 を めることができます。 
 
◆市の機関が適当と認める方法の実施状況に対する評価 

成２ は、「その他の方法」として、 市 と話そう。「共に。 フェ」 を実施し
ています。この取り組みは、市内の高校生や中学生、子育て支援グループなど、さまざま
な市 が、市 と 対話し、周 市の 来や拴 な について勪 交換するもので、
市政をより拴 に じてもらうとともに、市 のアイ アや提案を共有する取組みであり、
市 と 政が「対話」を じて共にまちづくりを進めるという勷が高く評価できます。 
 
◆ の ・提言 
■市 実施状況の評価の方法に関する提言 
（１）市 参画対拺施策の判断について 

の案 を市 参画の対拺とするかについては、条 に づいて各担当 が判断をし
ていますが、その判断の 当性についての検 を う必要があります。 

（２）評価の方法について 
評価の方法については、定 的な評価に加え、担当 の職員や実際に参画した市 の勪
を く機会を設ける、市 参画を実施した各 の職員が 評価を う* 、審議会等の

委員に 作 でアン ート を うなど、 的な勪 を集 したうえで判断できるよ
う、定性的評価方法を検討する必要があります。 

 
■市 の方法の に関する提言 
（１）市 参画勧 の周知について 

条 勧定から１ が しますが、条 を勧定することだけで市 参画が 的に高
まるものではありませ 。 れた勧 であっても、条 があることで市 の勪 が 的に

わるものではないことから、まずは、条 の勢旨を しく し、市 へのＰＲを積極
的に うなど、地 な周知活動に ちかえることが重要です。 
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（２）周知方法の改善について 
勧 の存 を することで、市政にどのように関われるかを市 が できるように

なることから、「市 参画」そのものの を広 るため、分かりやすい表勶を 用すると
よいでしょう。 

周知の方法として、市広報誌の活用、イラスト・マンガなどによるＰＲ、複数の事案を
セットにして発信するなどが考えられますが、他にも様々な方法を検討することが必要で
す。 

（３） たな市 参画の方法について 
勶 、事業の企画 案、計画策定、事業実施の段階において市 参画が われています

が、事業実施 の評価においても市 参画が われることが必要です。  

（ ）拊い への 発について 
市 参画を推進していくためには、 のまちづくりを担う拊 が地域や市政に

味を持つきっかけづくりが重要です。 
そのためには、 学生、中学生も めた との定期的な勪 交換や、 育機関との

連携* により、施策を幅広く知る機会の充実が求められます。 
 
■市 の の審議会の 方に関する提言 
（１）条 の しの必要性について 

なる市 参画の推進のために、時 に合わせて条 を改 する必要があるかという拹
勷で検討したとこ 、市 とりが市政に参画するための 的な取り めとして、
勶条 は あせることなく活きているとの に しました。必要な事 はガイ ライン
の改定等により対 が であり、勶 での条 の しは必要なしと判断いたしました。 

（２）審議会のあり方について 
市 参画を推進していくためには、審議会のあり方も し、 ルアップをしていく

ことが求められます。市 参画の趣旨を しく するためには、委員として１期２ の
関わりだけでは十分とは えず、また、任期１期目と２期目 の委員では の差が
生じてくるため、この差を埋めることが審議内容の充実につながります。 

そのためには、 の委員が勪 交換できる場づくり* 、勉強会・情報交換会・報告会
などの機会を設ける、または、就任時期を重複させて任期１期目の委員の勉強時間を確保
しながら審議に入ることなど、審議に入る前の準備段階の拡充を検討してください。 

（３）審議会の運営について 
委員がより勪 を出しやすい会議設定として、全体会議のみならず、ワークショップの

機会を増やしていくことも必要* です。市職員のみならず、市 を対拺としたファシリテ
ーター養成講座の計画的、継続的な実施* を検討してください。 
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◆総括 
成２ 、 審議会に対し、市 から 勬が われ、３つの 勬事 に づき審議

を いました。 
条 設置から１ を え、条 の 時性について審議したとこ 、この条 が に

する 会情 の中にあっても、 あせることなく、 づいていることを改めて す
ることが出来ました。条 勧定時に関わっていただいた くの市 の さまに改めて 勪
を表します。 

市 参画実施 については、市の各機関は条 の趣旨に づき、事業の企画 案、計
画策定、事業実施に るまでの段階に じた市 参画の手法を的確に用いて、市 参画を
実施していると判断できます。 

また、 成２ に市 参画の対拺として実施した 施策のうち、 数 い２ 施
策については、条 で市 参画の対拺として 定されていない施策であり、市の各機関は
積極的に市 参画に取り組 でいると判断できます。 

これは、条 勧定時から市の市 参画を推進しようとする勪 が わることなく、継続
されていることを示しており、評価することが出来ます。 

方で、実際に参加・参画した市 の数を ると、条 設置時から 的に増えている
とは えませ 。このことは、 とに する施策の内容にもよりますが、市 への
ＰＲが勘拒しているとの指摘もあります。 

条 ２条では、市 参画の勢体としての「市 」を、市内に 、 く 、学
及び市内に事務所又は事業所を有する者と定義しています。市の実施機関は、各事業の実
施に当たって、条 条に 定されている各手法の 所、 所を した で、手法の
それぞれの 性が活かされるよう配慮しながら、幅広く周知を い、市 にいかに参画し
てもらうかを検討することが必要です。 
 市 参画条 の前文にある、この条 の を広く市 に周知することこそが、市 参
画の推進につながるものと考えます。積極的な周知活動の継続に努めてください。 

また、市 参画を推進し、市全体に していくためには、市 参画を所拻する部署は
市政全般に関わる企画総務関係の部門を担当する部署が望ましいとの指摘もあります。 

審議会からの勪 ・提 を に、市として、この らしい条 を積極的に活用し、市
政に関心をもつ市 を増やし、この条 の目指す の実勶に けて なる取組みを進めて
いくことを期待しています。 

 
 
*   職員 け市 参画実施ガイ ライン改  
* *  「地域創発会議」、「共創プロジェクト対話集会」に高校生、高専生、大学生が参加 
* *  徳山大学地域ゼミとの連携 
*   成 市 参画実施 様 に反映 
*    回目審議会開催時に勪 交換の場を設定 
*   「地域づくりプロ ー ー養成講座（  ）」の実施及び市 活動支援セ

ンターの勢催による市 け講座を実施 定 


