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資 料 12 

各委員の評価及び意見 
 

１ 各委員の評価（３段階評価） 

(１) 必須の施策について 

方法 評価の項目 
各委員の評価の割合（％） 

Ａ Ｂ Ｃ 

パブリック・コメント 

１－１ 実施 93 7 0 

１－２ 実施時の公表 93 7 0 

１－３ 実施後の公表 93 7 0 

市民説明会 
１－４ 開催前の公表 29 71 0 

１－５ 開催後の公表 36 57 7 

審議会等 

１－６ 委員の公募 57 36 7 

１－７ 会議の公開 86 14 0 

１－８ 会議開催前の公表 79 21 0 

 

(２) 任意の施策について 

方法 評価の項目 
各委員の評価の割合（％） 

Ａ Ｂ Ｃ 

市民説明会 
２－１ 開催前の公表 86 14 0 

２－２ 開催後の公表 93 7 0 

ワークショップ 
２－３ 開催前の公表 79 21 0 

２－４ 開催後の公表 93 7 0 

審議会等 

２－５ 委員の公募 43 50 7 

２－６ 会議の公開 64 29 7 

２－７ 会議開催前の公表 36 50 14 
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２ 各委員の意見（自由記述欄） 

(１) 必須の施策について 

ア 市民説明会に関すること 

No 意見等（一部要約） 

1 公表の方法はデジタルとアナログの両方が望ましい。 

2 開催後の公表をホームページとケーブルテレビにより行っているものがあるが、

ケーブルテレビは市民全員が加入しているわけではない。 

3 開催後の公表をホームページと担当課窓口で行っているものがあるが、市民はわ

ざわざ行かない。 

4 開催記録の公表がホームページのみとなっている施策があったが、高齢者及びパ

ソコンを所持していない者が確認できるよう公表の方法を見直すべきである。 

5 新型コロナウイルスの影響から市民説明会の開催前の公表に遅滞があったものが

あるが、開催日未定であっても日時以外の情報は公表可能である。 

6 開催前の公表に遅滞があったことは改善の余地がある。不測の事態が発生した場

合であっても、市民参画を推進するうえでも公表は重要な要素であるので可能な

限りの対応をしてほしい。 

7 「14新南陽総合支所庁舎の整備」の開催後の公表の方法はホームページのみと

なっているが、情報公開窓口等の方法を追加することはできなかったのか。 

 

イ 審議会等に関すること 

No 意見等（一部要約） 

8 会議が不開示情報を含む内容を審議するため一部非公開とするのであれば、それ

を基準としないか、不開示情報以外の部分を公開しているのであれば公開したと

判断してもいいと感じる。 

9 公共的団体からの推薦により選任した委員は、公募委員としてカウントしてもい

いのではないか。 

10 「11周南市長期未着手都市計画公園の見直し」では、幅広い見地から検討を行

う必要があるのであれば、委員の公募をするべきである。 

11 幅広い見地から検討を行う必要があるにもかかわらず委員の公募を行っていない

理由が分からない。逆に公募を行う必要がある。 

12 「11周南市長期未着手都市計画公園の見直し」は委員の公募をせずに審議会等

の方法を選択したとある。専門家や学識経験者からの意見のみを聴取するのであ

れば、審議会等の方法で市民参画を実施したとは言えない。 

13 「3周南市スポーツ推進計画策定業務」では、新型コロナウイルス感染防止のた

め会議を一部非公開としているが、傍聴申込者限定でＷＥＢで公開することはで

きなかったのか。 

14 「3周南市スポーツ推進計画策定業務」では、会議が新型コロナウイルス感染防

止のため一部非公開となっているが、配信による公開を行うなどの対応は可能で

ある。 
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ウ その他の意見 

No 意見等（一部要約） 

15 市民参画の方法のうち、市民説明会やアンケートが少ない。 

16 公表の遅滞があった場合、どの程度の遅滞であったか報告書に記載があるほうが

評価しやすい。 

 

 

(２) 任意の施策について 

ア 市民説明会に関すること 

No 意見等（一部要約） 

17 「18和田地域公共施設再配置」は規定どおりに実施しているが、この施策は何

年も継続しており、市民の意見が反映されているか否かに疑義がある。 

 

イ ワークショップに関すること 

No 意見等（一部要約） 

18 「17スマートシティの推進」は、複数回ワークショップを開催しているが、最

後の開催は対面ではなくアンケートの方法を取っている。アンケートよりもリモ

ート会議を行い意見をまとめたほうがよい。 

 

ウ 審議会等に関すること 

No 意見等（一部要約） 

19 公共的団体からの推薦により選任した委員は、公募委員としてカウントしてもい

いのではないか。 

20 公募して応募数が少なかった場合に、代わりの委員を選任することで公募枠に代

わる人員の確保ができているのかを判断できるようにしてほしい。 

21 「32地域福祉計画等の評価」「42空家等対策の推進」について、委員の公募がさ

れておらず、また、公募を行わなかった理由が、学識経験者と専門家の意見を収

集するため、及び行政処分に関することで公開できないため、となっている。こ

れらを市民参画を目的とした審議会等とすることは妥当ではない。 

22 「19第４次行財政改革大綱・行財政改革プランの進行管理」は、公募をしたが

応募者が少なかったとのことだが、代わりの委員を選任することはできなかった

のか。 

23 「17スマートシティの推進」では公募をしておらず地区を限定しての委員を選

任しているが、他地区の目線もあえて入れることで何らかの起爆剤にもなりうる

と考えるので、公募を行ったほうがいい。 

24 「32地域福祉計画等の評価」については、公募委員を含めた方が違った目線で

の意見が得られると考える。 

25 書面開催をして意見をまとめたのかが分からない。報告のみであれば開催の必要

はないと考える。 
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26 書面開催であっても議題等の情報は公表されて然るべきであると考える。書面開

催であっても公表状況を評価しないのは適切な運用がされているかのチェックが

できないので情報として集約してほしい。 

27 「53周南市立学校給食センターの運営」で会議の公表がされていないが、保護

者にとっては大変関心がある事項であるため、公表をしてほしい。開催日時が直

前まで決定できない状況であっても、その旨を公表しておくことで、傍聴を希望

する者は都合と合わせることも可能になると考える。 

28 委員の公募も会議の公開も基準を満たしていない施策が多くあるが、任意の施策

であるため、委員の公募、会議の公開のいずれもが適さない状況であれば市民参

画を実施した施策から除外するべきである。 

 

エ その他 

No 意見等（一部要約） 

29 専門的な内容が少ないにもかかわらず市民説明会の方法を選択した施策が少ない

のでもう少し増やしてもいい。 

30 「24野犬等対策の推進」については、被害を抑える意欲的な対策にするため、

市民の意見を得ることができる体制づくりをしたほうがよい。 

 

(３) 市民参画の推進について 

ア 公表に関すること 

No 意見等（一部要約） 

31 パブリック・コメントのホームページ上の場所が分かりにくいので工夫してほし

い。 

32 ホームページのみで市民参画の公表をしている施策があるが、誰でも目にする機

会がある市広報などで、積極的に公表することが必要である。 

33 広報やホームページで公表しているが、アンケート調査によりどれくらいの割合

の人が見ているのか確認したい。 

 

イ 審議会等について 

No 意見等（一部要約） 

34 委員を公募する際、設定した公募委員の枠に応募者数が満たないことがある。審

議会等の役割等を市民が理解しやすいかたちで周知する等により応募者数を増や

すよう努め、応募者数の中から委員に適した者を公募委員に選任するべきであ

る。 

35 審議会等が他の方法に比べ多く選択されている。審議会等は公募委員を通して一

般市民の施策への参画を促すものであると考えるが、一部で学識経験者や専門家

の意見を聞くために開催されているものや一般市民に公開するべきではないもの

がある。これらを市民参画の評価の対象としてカウントしてしまうことで、市民

参画の運用が一部形骸化してしまう可能性もある。審議会等は市民参画を主たる
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目的として公募委員の意見を取り入れることができるようにして初めて市民参画

のための審議会等として評価されるべきである。研修会等を通じて、市民参画の

ための審議会等とはかくあるべきという方針を各部署に共有することが重要であ

る。方針を示すうえで、内規として市民参画のための審議会等が満たすべき要素

を明確化することも同時に求められる。 

 

ウ その他 

No 意見等（一部要約） 

36 施設の整備等市民に密接に関わる施策については、市民参画を１回実施して終え

るのではなく、最後に修正可能な時期に再度市民参画をしたほうが市民は共創す

る満足感が高くなる。 

37 アンケートで多くの意見を得る必要がある場合は、積極的に周知するとともに、

回答者に特産品等のプレゼントを実施してはどうか。なお、アンケートの内容や

結果は公表するべきである。 

38 市政に関心のある者が意見を提出すると推測されるが、それらの者がある種の意

図を持った特定の者だとすると、必ずしも市民を代表する意見が得られない。施

策の内容によっては、意見を無制限に募集する方式よりも、市民の性別や年齢層

別などの属性を考慮して募集する、条件付き募集にすることも必要ではないか。 

39 多様性や包摂性が求められる時代背景があることから、広く多様な人々からの意

見を集めることを考えてほしい。 

40 市民の意見がどこまで生かされているのかが見えてこない。 

41 市民の意見の反映が施策そのものではなく、表記や表現のレベルの修正が多い。

市民による校閲がされたに過ぎないものを市民参画の成果としてよいのか疑問が

ある。意見がどの程度反映され、又はされず、その理由を市民は知りたいであろ

うし、結果を伝えていくことが市民参画の推進につながるという意見が以前から

当審議会でもあったように思うが、今も解決していない。 

42 市民説明会の参加者や審議会等の委員に対して、市民参画ができたか否かの調査

を行うことで、市民参画の成果や課題の参考になると考える。 

43 市民参画実施により得られた成果として、多様な意見を聴取できた、市民に施策

を周知できた、関心を持ってもらった等が多く挙げられているが、本来の目的は

市の施策の理解、市民の思いの理解、市民の意見の把握や反映が求められるもの

である。 
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 （案） 資 料 13 
  年  月  日 

 

周南市長  藤井 律子 様 

 

周南市市民参画推進審議会 

会長  酒井 徹也 

 

令和３年度の市民参画の実施状況の評価について（答申） 

 

令和４年７月22日付け周市声第19号で諮問があった次の事項について下記のとおり答申し

ます。 

諮問事項 

１ 周南市市民参画条例第６条第１項に基づき市民参画を実施した施策の市民参画の実施

状況の評価に関する事項 

２ 周南市市民参画条例第６条第３項に基づき市民参画を実施した施策の市民参画の実施

状況の評価に関する事項 

３ その他市民参画の推進に関する事項 

 

記 

１ 市民参画の実施状況の評価の対象について 

市民参画の実施状況の評価をより精到なものとするため、令和３年度に市民参画を実施し

た全55施策の中から29施策を選択して評価しました。 

(１) 周南市市民参画条例第６条第１項に基づき市民参画を実施した施策 

市民参画を実施した14施策の全て（次に掲げるもの）を評価しました。 

・ 徳山大学公立化に係る検討業務 

・ 周南市公共施設再配置計画の改訂 

・ 周南市スポーツ推進計画策定業務 

・ 鹿野地域観光振興プランの策定 

・ 周南市犯罪被害者等支援条例の制定 

・ 周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定 

・ 第11次周南市交通安全計画の策定 

・ （仮称）徳山駅前広場等条例の制定 

・ 周南市開発行為等の許可の基準に関する条例の改正 

・ 周南市緑地基本計画の改訂 

・ 周南市長期未着手都市計画公園の見直し 

・ 富田西部第一土地区画整理事業 

・ 久米中央土地区画整理事業 

・ 新南陽総合支所庁舎の整備 
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(２) 周南市市民参画条例第６条第３項に基づき市民参画を実施した施策 

市民参画を実施した41施策の中から15施策（次に掲げるもの）を選択して評価しまし

た。 

・ 政治倫理に関する調査及び審査 

・ スマートシティの推進 

・ 和田地域公共施設再配置 

・ 第４次行財政改革大綱・行財政改革プランの進行管理 

・ シティプロモーションの推進 

・ 国際交流の進展 

・ 野犬等対策の推進 

・ 人権施策の推進 

・ 地域福祉計画等の評価 

・ 健康づくりの推進 

・ 周南市地方卸売市場水産物市場の運営 

・ 空家等対策の推進 

・ 都市計画の決定及び変更 

・ 周南市立学校給食センターの運営 

・ 消防制服のエンブレム決定 

 

２ 周南市市民参画条例第６条第１項に基づき市民参画を実施した施策の市民参画の実施状況

の評価に関する事項について 

原則として市民参画を実施する施策となりますので、周南市市民参画条例等（以下、「条例

等」といいます。）の規定を遵守のうえ、適正に市民参画が実施されて然るべきとの観点から

評価を実施しました。 

(１) パブリック・コメント 

条例等の規定を遵守していると認めます。 

(２) 市民説明会 

開催前後の公表で条例等の規定を遵守できていないものがあり、改善に努めるべきで

す。特に開催前の公表の遅滞は市民参画の機会の減少につながるため、開催日の２週間前

までの公表を遵守するよう強く要請します。 

(３) 審議会等 

委員の公募については、おおむね条例等の規定を遵守していると認めます。しかし、一

部に幅広い観点からの意見等を得る必要がある施策であるにもかかわらず公募を行ってい

ないものがあります。行政処分又は住民の権利を制限する内容に関する審議等を行う場

合、その他審議会等所掌事項に照らし委員の公募が適当でないと認められる場合を除き、

公募を行うことで市民の自発的な市政への参画意識の高揚を図ってください。 

会議の公表及び公開については、おおむね条例等の規定を遵守していると認めます。し

かし、新型コロナウイルス感染防止のために会議を非公開としたものがあります。インタ

ーネットにより会議を公開する等の方法をとることも可能と考えますので、市民参画の透

明性を確保するため会議を公開するよう努めてください。 
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３ 周南市市民参画条例第６条第３項に基づき市民参画を実施した施策の市民参画の実施状況

の評価に関する事項について 

必ずしも市民参画の実施を要しない施策について市民参画の機会を設けたことに対して一

定の評価をしますが、条例等の規定を遵守し適正に市民参画を実施することで、協働による

まちづくりを進めてほしいとの思いから評価を実施しました。 

(１) 市民説明会 

条例等の規定を遵守していると認めます。 

(２) ワークショップ 

条例等の規定を遵守していると認めます。 

(３)審議会等 

委員の公募については条例等の規定を遵守できていないものがあります。行政処分又は

住民の権利を制限する内容に関する審議等を行う場合、その他審議会等所掌事項に照らし

委員の公募が適当でないと認められる場合を除き、委員の公募を行い、市民の自発的な市

政への参画意識の高揚を図ってください。 

会議の公開についてはおおむね条例等の規定を遵守していると認めますが、会議の公表

については条例等の規定を遵守できていないものがあり改善に努めるべきです。新型コロ

ナウイルス感染拡大のため会議の公表がなされていないものがありましたが、決定事項の

みを事前に公表しておき開催日時決定後すみやかに開催日時等の事項を追加で公表する等

の方法をとることも可能と考えます。市民参画の透明性を確保するため会議を事前に公表

するよう努めてください。 

 

４ その他市民参画の推進に関する事項について 

(１) 市民の意向の的確な把握について 

現在選択されている市民参画の方法の多くは、受動的に市民の意見等の提出を求めるた

め、偏った意見等が多く提出されるおそれがあり市民の総意が得られるとは限りません。

施策の内容によっては、当該施策に係る意見等を把握したい市民に対して意見等の提出を

能動的に働きかけることを検討してください。 

また、市民に密接に関わる施策については、必要に応じて適切な時期に複数回実施する

等により、市民の意向の的確な把握に努めてください。 

さらに、施策の地域性や専門性の有無等を勘案して市民参画の方法を適正に選択し、多

様な市民の参画が得られるよう努めてください。 

(２) 市民参画の実施の公表について 

様々な方法で市民参画の実施の公表がなされていますが、様々な世代の市民が参画し多

様な市民の意見等が得られるよう、各世代に適した方法による公表に心がけてください。

また、市民が自発的に調べない限り市民参画の実施を知り得ない方法での公表のみにとど

まらないよう留意してください。 

(３) 提出された市民の意見等の取扱いについて 

市民から意見等が提出されても、表記、表現等の軽微な修正がなされたにすぎないこと

が多く、施策の内容にまで修正が及ぶことが少ないようです。提出された意見等を尊重し
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十分に検討し、提出された意見等の施策への反映の有無及びその理由を市民に伝え、市民

と市の機関が対等な立場で尊重しながら市民参画を実施するよう努めてください。 

(４) 審議会等の委員の公募について 

審議会等の委員の公募をする際に、応募する者の数が設定した公募委員の枠に満たない

ことが多いようです。公募をする際は審議会等の役割等を市民が理解しやすい形で周知

し、応募する者が増えるよう努めてください。 

(５) 市民参画実施後の検証について 

市民参画の実施後には実施担当課による自己評価が行われていますが、参画した市民に

対して参画した感想等を確認し課題を分析することで、より精到な自己評価につながり市

民参画のさらなる推進につながると考えます。 

 

５ 総評 

昨今では、様々な分野の問題が複雑に絡み合い、市民のニーズが複雑化、多様化していま

す。さらに、現代は包摂と多様性が尊重される時代になっていることから、市民のニーズを

把握することがより一層求められています。様々な課題に対して市民が関心を持ち、自治意

識と責任感を持って主体的に取り組み、協働によるまちづくりを進めるためには、市民参画

は非常に有効な手段と考えます。 

施策に対する市民の理解や関心を深めるよう努め、市民参画の機会を積極的に設け、得ら

れた意見等を尊重し、市民参画の結果を適切に公表することにより、市民と市の機関が、対

等な立場で相互の役割を理解し、尊重し合える関係が構築され、協働によるまちづくりにつ

ながっていくと考えます。 

本答申書で述べた意見を参考にして市民参画のさらなる推進に努めていただくことを本審

議会委員一同願っています。 


