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平成 30  周南市市 参画実施状況 報告に関する評価 取りまとめ 
 諮問事項 

周南市市 参画条 の運用状況及び市 参画の推進について 
ア この条 の運用状況に関する事項 
イ 市 参画の実施状況の評価に関する事項 
ウ 市 参画の方法の研究及び改善に関する事項 

 
評価・検討項目 頁 

条 の運用 
状況について 

・市の機関の責務 
・市 参画の実施 

市 参画の対象となる施策について、適正に市 参
画を実施したか 1 
第 6 条第 5 項の 定による報告を ったか 

市の機関は、市政に関する 報を 的に市 に 
提供するよう努めたか 

2 市 参画の実施にあたり、開 及び開 記 の公表
を適 に ったか 

審議会等の委員公募及び会議の公開に努めたか 

市の機関は、市 参画の機会を 的に設けるよう
努めたか 3 
市 参画の適 な実施に努めたか 

市の機関は、市 の意向を的 に把握し、施策に  
反映させるよう努めたか 

4 

市 参画の方
法 の 研 究 及 び
改善について 

・新たな市 参画の手法について 

5 ・ なる市 参画の推進に向けての改善勷 

・その他市 参画の推進に向けての自 意  

 
 

○ 評価基準 

「A」・・・ 条 に基づき適 に運用している 

   「B」・・・ 条 に基づき運用されているが、工夫・改善の必要がある 

「C」・・・ 適 に運用されているといえない 
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１ 条 の運用状況について（市の機関の責務・市 参画の実施） 

周南市市 参画推進審議会からの評価 
【 な 】 
・実施されている。 
・適正に実施されている 
・条 に基づき適 に運用している 
・「条 に基づき運用されている」 とは 評価できる。 
・対象となる施策にについて、適 に市 参画が実施されていると判断する。 
・市 参画を うべき施策についてはきちんと実施しておられるように思います。 
・市 参画の実施が義務 けられている施策については、適 に市 参画が実施されていると評価でき
る。 
・市の基 は市 参画の対象となる施策について適正に市 参画を実施されたと思います。 

【 な 】 
・「条 に基づき運用されている」と一定の評価はできるが、 事務 に対して対象施策としたか かは書
面報告内容からだけでは判断しがたい。 

【その他 】 
・市 参画対象の参加 定人員数に対して、実拾の参加人数の数値の表記が必要。 
・所管課評価は、審議会での審議に重要な項目なので記述欄を拡大してでも、具体的な記述が必要。 

えば、P28 P41(4)審議会等の表記部分で・・・担当部署・名称の なるにもかかわらず、所轄評価
の妥当性・効果が同じ記述が多々 られる。 
・「市 参画実施状況 報告書」は、推進審議会が評価判断の重要な書類である。 
このことから、① 報告書の作成手 と、②所轄部署の評価の【取り組みの状況】【 判断】のそれぞ
れの記述文作成部署について、ご提示をお願いします。(名称の所轄評価に関しては、他にも推進審議会
で精査が必要) 

 
所管課評価 「A」 
委員評価   「A」 評価 ×９名  「B」 評価 ×２名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価項目
① 

・市の機関は市 参画の対象となる施策について、適正に市 参画を実施したか 
・条 第 6 条第 5 項の 定による報告を ったか 
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周南市市 参画推進審議会からの評価 
【 な 】 
・概ね実施されている。 
・ある の内容は、評価できる。 
・審議会の会議の公開については、 人 報の関 も有り、適 と考える。 
・公表出勵ていない事については、きちんと が示されており、「 ー ップ」について、実施前・後と公
表されていないことを含め、特定の市 対象にするときなどは、公表しなくてもよい場合もあるのではと思いま
した。 
・公開の方法は適 だと思う。 し、 ての施策について、2 つ以上の方法とされているが、実施されている
か、又必要で有るかは疑問である。 
【 な 】 
・条 に基づき適 な公表をしていく必要がある 
・条 に基づき運用されているが、工夫・改善の がある 
・公表に当たり、２以上の方法を用いていない案件については、条 に基づき適 に公表することが必要で
ある。（所管と同じ 解である） 
・公表を平等に わなかったため 
・拾・ (数)などからみて工夫改善が必要である。 
・実施に関する前後の公表ですが、パブコメは実施開始当日の公表が 2 件（3 件中）あるように読めま
す。ある を った公表が必要かと思いました。 
・本項目に関わる方法を含めて市 参画を多様な方法でやっておられるのに、「参画の場がない」と し
ている市 もまだ多いように思われます。こうした意 の をできるだけ減らすためにも、（負担が大きくな
るとは思うのですが）早め早めの告知公表をするといいのかもしれません。 
・市 説明会については、実施前後の公表が われるよう努 が必要だと考えます。 
⇒提案事項 研修会の実施及び検証 
・各部署がそれぞれの手法の特徴を知り、本当にその手法が適 であるのかといった ッ に取り組んでい
ただきたい 
・（ 方がない面もあることは 解しているのですが）パブコメはほ 同一の方が 数の意 を出しておら
れ、市 説明会も参加が拯 なようです。 とか活性 できないものでしょうか。 
・参加者が少ない案件もありましたので、できるだけ多くの市 に関心を っていただけるよう、工夫が必要
かと思われます。 
・市 参画の実施にあたり、特に市 の関心が高く、市 が参加しやすい「市 説明会」や 
「 ー ップ等」で、実施前・後の公表が われていないものがあったのは拑 でした。 
【その他 】 
・市 参画時事業名称の公募ありの各部署は、公募参加 定数を設定して公募をしているか? 
・公募の方法は、適 であるかの検討は、 実施改善されているか? 
・応募期間中に応募数値を把握して、 (応募数が少ない場合)対策を取っているか。 
・市 参画の活動を市 に知らせ、市 が市 参画に関心を つ施策がとられているか。 
・市 参画推進審議会は、条 、通りに市 参画事業が運営されているかを審議することは責務である
が、市 に、この市 参画事業を させる施策が取られているかを審議推進することが重要である。 

 
所管課評価 「B」 
委員評価   「A」 評価 ×１名  「B」 評価 ×１０名 

評価項目
② 

・市の機関は、市政に関する 報を 的に市 に提供するよう努めたか 
・市 参画の実施にあたり、開 及び開 記 の公表を適 に ったか 
・審議会等の委員公募及び会議の公開に努めたか 
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周南市市 参画推進審議会からの評価 
【 な 】 
・「条 に基づき運用されている」 と 評価できる。 
・市 参画の実施が定められていない案件についても実施されている勷は評価できると考えます。 
・また、市において研修会をされたり、自己評価を うなど、市職員自身が市 参画についての考えが ま
るよう工夫されていると考えます。 
・市 参画の機会を 的に設けるように努めている。 
・市 参画の実施が定められていない案件についても 的に参画の機会を提供しており、また研修会の
実施や参画後の自己評価などにより適 な実施に向けて取り組んでいる。 
・参加者が多いほうがよいけれど、少人数だからこそ出た意 もあるのでは？ 
・市 参画を おうという取り組みは らしいとおもう。 
・周知方法については課題の とつであると思いますが、参加者の人数・意 の数については、その事業に
関わる方々(市 )から必要な意 を得られているのであれば、人数・意 の数が少なくてもよいのではと思
います。 
・開 しても、意 等が少ないのは市 の責任である。だが、開 されているということ、開 されることでどう
いうことになるかなどもっと知ることができれば、いいなと思う 
・市の機関は市 のために様々な手法で市 参画の場を提供していただいたと思います。 
市 参画の「その他の手法」で実施された「まちづくり提 勧 」や「市 と話そう「共に。 」」は、市 の
意 や考えを く有効な手法として、これからも実施してほしいと思います。 

【 な 】 
・条 に基づき運用されているが、工夫・改善の がある 
・拾・ (数)などからみて工夫改善が必要である。 
・こちらについては基本いいと思うのですが、所管部署の方が評価しておられるように参加者が少ない等の問
題があるようですので、前項目同様 な告知を うことも必要かもしれません。 
・「市 と話そう「共に。 」」というのは大変拖い みだと思うのですが、対話 手の市 の人 が公平
なものになっているのかどうか（ えば公募を っているのかどうかなど）が少し気になりました。市 の負担
も増やしてしまいますし、勘 の事拟が招きかねないので しいのも 知しているのですが、本当の意味で
開かれた対話が えるといいのかもしれません。 
・参加者が少ない、意 提出が少ない を検証する必要がある。 

【その他 】 
・市 参画の実施にあたり、施策 に市 参画の機会提供が必要と思われる対象者（人数）が有るは
ずである。これを計画値（目標値）とし、実績と対比する事で評価する方法も有ると思います。 
・実施された名称の所管課評価が前頁②にも記述したが、事業名称によって、項目の、妥当性、効果は

なるはずなので、 ペー も広く取り、具体的に記述することが必要です。 
・所管課評価欄が、審議会の審議にも重要な項目なので、市 参画の に合った、内容が必要であ
る。 報告書 P28 P41 で、同一の評価表現記述がある ? 

 
所管課評価 「B」 
委員評価   「A」 評価 ×２名  「B」 評価 ×９名 

評価項目
③ 

・市の機関は、市 参画の機会を 的に設けるよう努めたか 
・市 参画の適 な実施に努めたか 
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周南市市 参画推進審議会からの評価 
【 な 】 
・条 に基づき適 に運用している 
・市 参画の実施によって出された意 をできる で反映されていると考えます。今後も努 を勸けてい
ただければと思います。 
・「審議会等」の目的が、意 ・提 を施策に反映させる事であるなら、実施状況の効果からみて、意向を
十分に反映していると判断する。 
・市の各機関が実施された市 参画の所管課評価を ると、効果が「高」と評価されたものが多く、市 の
意向を把握され、施策に反映していただいたと思います。 

【 な 】 
・市 の意向がいかに反映されたのか、勘明 な部分がある 
・拾・ (数)などからみて工夫改善が必要である。 
・ 報告書を 読していて、「意 を 取した」ことと「意 を反映した」こととがどれくらい明 に 別され
ているのか、 別されているとしたら、特に「反映した」ことについて、「どこにどう反映したのか」を市 に説明し
ているのかということが拊 気になりました。 
・市 の意 を 取した上で、反映できないなら「な できないのか」といったことをきちんと説明することも市

参画の意 を高めていく上では必要となると思いますので、当 て反映できないわけですが、反映でき
ないならできないなりに、「意 を出して拖かった」と市 が思える 組みをさらに勮 にしていくことができると
いいかもしれないと感じました。 

【その他 】 
・ 判断を ても である がわかりにくかった。このまま 評価であるならば、その を明 に示し
た方が拖いと思う。 
・「条 に基づき運用されている」 と 評価できるとしたいが、状況評価 ニ アルの４ 目に、「意 提出
数」・所管課評価の「効果」等を参 のうえ、提出された意 の反映状況 について、評価判定及び評価コ
メント記入』とありますが・・・・・? 

報告書 P22 から P49 にある「意 提出数」の項目にある名称は、 件・と少数であり、数値のみ
で、意 の内容も表記されておらず、評価できる内容に しい、 に「評価項目③」で記述したように、所
管課評価の「妥当性」「効果」等については、「周南市市 参画推進議会」の諮問に対する答申書作成に
重要な項目ですので評価項目と 報告書と対比して評価できる記述の拧成を要 したい。 
・所管部署の評価の【取り組みの状況】の下線部分の「審議会等」の方法とは・・・・・、と、評価された根拠 
(報告書解読方法)について、ご指導を頂きたいと思います。 
今後の評価の研修として、・・・ 

 
所管課評価 「B」 
委員評価   「A」 評価 ×４名  「B」 評価 ×７名 
 

評価項目
④ 

・市の機関は、市 の意向を的 に把握し、施策に反映させるよう努めたか 
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２ 市 参画の方法の研究及び改善について 

 

審議事項 ・新たな市 参画の手法について 
【新たな手法】 
・具体的には解りませんが、SNS による方法は考えられませんか。 
・対象事業について市 HP、市広報だけでなく、しゅうなんメール、周南市 facebook などの SNS を使って市

参画対象事業の周知を ってはどうでしょうか。（ にされていたら申し ありません。）市 説明会な
どの参加者増に少しは貢献できるように感じます。 
・SNS 等の技術を用いたリアルタイム市政放送はいかがでしょうか。市の方がテレビやネット放送で施策の説
明を（分かりやすく）して、拹 者からの意 をリアルタイムで募るような。拹 者が市 に限定されない
能性があったり、荒らしコメントへの対応が必要とはなりますが、（実際の施策になりそうなきちんとしたものが
得られるかどうかは別として）「対話の回 が開かれているよ」という市 へのア ールにはなるように思いま
す。 
・色々な企業にも呼びかけてみる。 
→市報などは、あまり読まないと思うので、企業の回 などに括 し、拊者の気を いてみる。 
・市 参画の手法としては、現在 われている「パブリッ コメント」、「市 説明会」、「 ー ップ」、「審
議会等」の手法が勢なものになることは変わらないと思いますが、メールなどで意 提出ができるようになれ
ば、より多くの意 が得られるのではないでしょうか。 

【その他 】 
・現状で拖い 
・市 参画の手法については今まで通りでよいと思います。 
・これほど多くの手法を提案している自治体は少ない。非常に高く評価できる。 
・新手法として導入が考えられる具体的案は特にありません。 
・これからの時代を担っていく人たちの参加を求めていくのが今後私共の課題と考えます。 
・市 参画対象事業について、まずは知っていただく機会を増やすことが重要に思います。私たち審議会委
員が会議に参加するだけでなく、 道に コ で市 参画について知り合いに周知していくなどの活動も重
要な責務だと考えています。 
・説明会、審議会等々の参加は限られた人の集まりになっているのでは？とても市政に関心のある人、各
団体の代表者とか） 
・学生に、このような参画があるということを、当たり前のように叩き込む 
→小さいころから当たり前のように、 の政治を叩き込んでおけば、市 参画ということも当たり前になる。 
・実際に市 参画に取組んだ課・ （市の機関）の実務者にこそ適 な道具の使い方や新道具の必要
性が できると思う。職員 研修などの機会に特徴ある事 （ 果事 ・拯 果事 など）を事

研究する場を設けるなどにより、適 な道具(手法)の使い方や新道具(新手法)が ・開 されると
思う。（ニーズは必要と思う人から生まれる） 
・市 参画の手法として新たに導入 の拾問のまえに、現在の周南市市 参画推進審議会の会議の進

について、評価項目① 評価項目② 評価項目③ 評価項目④ の審議を １項目ごとに、審議決議
する。(事務局より評価 ニ アルの項目ごとの説明を審議委員が評価手法を 解して委員で審議できる
ようにする) 
・市 参画に取り組んだ、 報告書の実施件数 66 件の担当部署に、実施の状況から市 参画導入
に新たな手法導入の必要性も含めて問い合わせて、審議会において協議、66 件の担当部署とともに、審
議して、決定する。評価欄に手法についても提案を含めた、記述項目を設けてもよい。 
・市 参画の新手法検討については、 知新、先ず 10 間の審議方法を含め精査してからの審議
検討することであると思う 
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審議事項 ・ なる市 参画の推進に向けての改善勷 

【周知】 
・もうちょっと、目 つように 
・実際やっておられることを、きちんと市 に「やってるんですよ」と示す必要があるように思います。やっているの
にやっていることが知られていなかったり、やっているのに「やっていないでしょ」と勘当な勘勼感を たれるのは
もったいない気がします。 
・市 参画の推進・ は「条 の を広く市 に周知する」事以勭の ものでもない。この事はこれま
でも となく り拮し提 されてきた。 
集中してこの対応策を「具体的かつ 実に実 することこそが市 参画勧 の勢 を 実させる勞 先
課題」と思う。 
・市 参画が実施された案件の中で、参加者が少なかったり、意 提出が少なかったりしたものがあったよう
です。 
市 参画を周知する際に、テー の内容をもう少し具体的に示していただけるとわかりやすいように思いまし
た。 

【機会の提供】 
・市 （企業・大学や高等専門学校・ＮＰＯ）と 政が共に自 に話し合う場の提供 
①すべての組織：それぞれの活動の報告や、課題を話し合う場 
② 政 ：施策の現状や市 参画の取り組み、市 参画の実施時期についての説明を伝える場 
③ＮＰＯ：団体の活動報告や、市の課題を共に考え協働で解決することを考える場 
③大学や高等専門学校：大学や高専の専門性を活かした事業提案の取り組みについて共に考える場 
④拊者：学生を き込んで市 参画について考える 
※ ー や ー ップで意 を実施し、検討する 
※専門家の講義を けることも大  
※ レンジ でお を みながらの意 も面 い（出入り自 ） 
・テー に適した市 参画の手法を めることは しいとは思いますが、効果があまり得られなかったものな
どは、手法を変えて実施することも必要だと思います。 

【職員研修】 
・現在活用されている多くの手法の特徴や実施方法について、各部署の担当者の研修が必要 
さらにその手法で拖いのか、検証作業が必要 
・どんな場合にどの手法を用いるのが トか、研修会を実施することが大  
また、その手法を活用するのが初めての担当者への研修会も必要 
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【その他】 
・評価について、計画値（目標値）の設定が重要と考えます。今の評価は、 て、 果 の様に感じま
す。 
・市 参画勧 は、今、市政運営に本当に ントウに 拜しているか市 に いてみたらその答えは明らか
だろう。 を市 と共に市政に活かそう。 
・周南市市 参画推進審議会とはなんぞや ・? 
平成１９ に施 されて １０ 、周南市の所 団体から推 されて、 の推進審議会から 任
していますが、1 目の 4 回の会議は、事務局が読み上げられるプリントのページを追いかける事と、先輩
委員のご意 を き取るのに精一杯でした。 

間で知 と知 と われますが、知 のないものが評価判断の知 を出すのは しいことです。 
また、審議とは、状況をしっかり把握して、 うものと解 しています。 
特に諮問に対して答申する を担っている審議・評価をするためには、新人には、 周南市市 参画推進
審議会とはなんぞや』の知 をつける、新人委員には、研修が必要です。 
・周南市市 参画推進審議会の会議の開 が 1 間で４回と少なく、新人委員に新人研修もない状
況下で１ 目、知 を得る、２ 目で、知 を基に状況の把握した で、任期 ・・・ となり、 市
参画推進の適 な評価、審議などは、 なことと思います。このことから、任期の しが必要と思いま
す。 
・特に、所 団体より推 された委員は、推 団体に、周南市市 参画推進審議会の状況を(守秘義
務を く)報告をする必要もあると思います。 
・前記通り、審議会運営が把握できるまでの時間短縮に(新任教習)、任期と運営体勧の しが、勘
欠であることを重ねて申し上げます。 
・以上の事から、周南市市 参画推進審議会の運営体勧・審議内容・任期の期間・等、施 １０ を

した今日、周南市市 参画推進審議会の 勵に向けた運営協議の会議が必要と思います。 



8 

 

審議事項 ・その他市 参画の推進に向けての自 意  
【 】 
・市 の意 改 が必要である 
・市 の意 を変えること、「皆で周南市を作っていく」という思いを つ市 が一人でも増えることが大
であると考える 
・ 政 の取り組みを 解し、市 が 政の施策に参加できることを前向きに け取り、関わる が必
要。 
・この の市 に られる 50%を っていました。大 な市 の勻 、参画大 にして しい
ですね。 

【審議会委員】 
・まだまだ参画？審議会委員って特別な人と思っている人がいるので自分の関わっている身近な活動から伝
えていきたいと思います。 
・堅苦しいイメージではなく、みんなが軽く取り組めるものになればいいですね！ 
・答申内容(審議会提 ・会 意 など)が り拮し われても 方拏が明 に対応に が
らなければ改善改 はない。 って市 参加勧 の にはならない。 の提 が り拮し われない
よう「 」を審議会や市政に ー ッ し軽重の 合いに応じ具体的に えるようにしていきたいものであ
る。審議会としてもいい放しは無責任とも思う。 

【 】 
・市 の意 、提案等 常に市 の拨に を けて職務にあたって頂いていると思います。 
・報告書における各所管課の自己評価が、①その評価が出た根拠はどこにあるのか、②仮に思わしくない評
価だったとして 以 どうするのかといった勷が えにくいように思います。ただでさえお忙しい職員の皆
様の負担を増やしてしまうことになりそうで、そうならないようにしてほしいとは思うのですが、せっかく自己評価
までするわけなので、それが先につながるように（つながっていることが えるように）なるといいのかなと感じま
した。 
・市 参画が実施された案件で、市 の意 がどのように施策に反映されたかを知ることができれば、市
の参画意 が高まると思います。 
・所管課評価は、審議会での審議の一つとして重要な項目で記述欄を拡大してでも、具体的な記述が必
要であると思います。( えば、名称の なる市 参画で所轄評価が同じであることはあり得ない。P32・
P33 精査が必要) 
・周南市市 参画推進審議会から諮問事項に関しての答申書を提出します。 
この答申書に対して、提示先から答申内容に関する意 ・対策・改善・等の仮称・「答申内容検討書」書
類が 当たらない。 (書類があればご指導いただきたい) 
会が審議し答申した内容に関して、仮称・「答申内容検討書」が市 参画推進審議会に提示されること
が、 会通 であるので、答申先に要 されることを提案します。 
・平成１９ ４ に施 された周南市市 参画条 （以下「条 」という。）は、市 が市政に参画す
るために必要な基本的事項を定め、市 と市が 報を共有し、共に を合わせて協働のまちづくりを進めて
いくための基本ルールとして位置づけられています。〔30  周南市市 参画推進審議会答申書(案)の
1 頁に記載されています。〕 


