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平成３０年度 第３回 

 南丹市市民参加と協働の推進委員会 発言録 

 

日時 平成３１年３月８日（金）午前１０時００分～ 

会場 南丹市役所 ２号庁舎３階 ３０２会議室 

 

出席者：関谷委員長・秋田副委員長・古北委員・檀上委員 

【事務局】中西地域振興課長・中野係長・冨部主査 

 

傍聴人：1名 

 

１．開会 

 

２．報告・意見交換 

○市民参加と協働の実施計画の実施状況について（平成２９年度実績） 

発言者 発言内容 

事務局 司会を務めさせていただきます、地域振興課の中西といいます。どうかよろしく

お願をいたします。委員の皆様にはご多用の中、ご出席いただきましてどうもあり

がとうございます。それでは早速ですがここから進行を関谷委員長にお願いいたし

たいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 

委員長 

 

 改めておはようございます。 

 そうしましたら、また今日の次第に従って推進委員会を進めさせていただきたい

と思います。まず、市民参加と共同の実施計画２０１９（案）ということで、まず

事務局の方からご説明をいただきたいと思います。 

 

事務局 

 

失礼いたします。いまご説明のありました市民参加と共同の実施計画２０１９

（案）について説明をさせていただくのですが、その前にお手元の資料の確認だけ

先にさせていただきます。本日お配りしています資料ですが、まず本日のレジメ、

タイトルが入っていますレジメが１枚と、そして補助資料としてその他の項目詳細

資料 1枚、そして補助資料の参考資料として１番、２番というホッチキス止めの資

料をお配りさせていただいております。全てございますでしょうか。あと、本体計

画として実施計画２０１９の案もあわせてお配りをさせていただいております。 

では説明の方に入らせていただきます。南丹市市民参加と共同の実施計画２０１

９のこちら、案になります。平成３１年３月現在の予定として３１年度実施予定の

事業に沿って内容を更新したものになります。なお、組織改編がございますので、

担当課等が修正になる可能性がございまして、課の名前も変わることが決まってい

るところもありますので、それについては次年度入りましてから修正をかけさせて 

いただいて、３１年度の第１回委員会の時に改めてご報告をして、承認をいただく
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流れで進めさせていただければと思います。今回のご報告としましては、前回２０

１８からの計画からの変更修正点について説明をさせていただくということで、よ

ろしくお願いいたします。 

 では最初の修正点ですが、５ページパブリックコメントです。こちら５ページパ

ブリックコメントにつきましては、ご意見の提出方法、こちら直接持参が抜けてお

りましたので、全て追加をさせいただいております。あと、南丹市公共施設再配置

計画及び南丹市立地適正化計画につきましては、パブリックコメントを現在実施中

と実施済みのものとして更新をさせていただいております。 

 続きまして６ページ、右側にいきまして、こちらも第２次南丹市男女共同参画行

動計画につきましては、実施済みということで実績がでておりますので更新をさせ

ていただきまして、あとは日時の修正をさせていただいております。２９年度中に

実施したもの日付を改めて入れさせていただいております。 

 次、２番の市民ワークショップですけれども、こちらにつきましてはまず、南丹

市公共施設再配置計画策定事業、一段目ですね こちらについては内容を補足させ

ていただきまして、更新をさせていただきました。実施済みでございます。そして

３段目、まちづくりワークショップですけれども、こちらはこの２９年度から３１

年度にかけては実施の予定がないため、削除とさせていただきました。 

 では次のページにまいります。７ページです。（３）の審議会、委員会等による

調査及び審議でございますが、こちら公募時期、任期につきまして時点修正をさせ

ていただきましたのと、前期実績についても数字を最新のもので修正をさせていた

だきました。なお、南丹市総合振興計画審議会については任期満了ということで、

満了の文字を入れさせていただいております。 

 右側にまいりまして８ページ、続きですがこちらも時点修正をさせていただきま

したのと、人数の実績ですね、全体委員数を更新をさせていただいております。な

お、市民公募をしている委員会については前回の委員会の中で、宿題としていただ

いていた審議会がございましたので、それについては後ほど補足をさせていただき

たいと思います。 

 ではつぎのページまいりまして、９ページはございませんで１０ページ。こちら

については一部表現を改めまして、２段目の南丹市特別職報酬等審議会につきまし

ては、こちら学識経験有する者となっていたんですけども、知識経験を有する者と

いうことで表現を変えさせていただきました。下から２段目の南丹市有線テレビ放

送番組審議会につきましては、公募検討中からこちらに移動ということでさせてい

ただいております。後ほど補足させていただきます。 

 では次のページにまいりまして、１１ページは変更なく、１２ページ、右側です

が、こちらも全体委員数を現在のものと更新をさせていただいております。 

 そして次めくりまして１３ページですが、こちらも全体委員数を更新させていた

だきましたのと、公募以外の選任方法、こちらも表現を若干改めましたのと、最後

に南丹市放課後児童健全育成事業運営委員会、こちらを公募検討中から移動を 

させていただいております。後ほど補足をさせていただきます。 

 １４ページはございません。めくっていただいて１５ページも無しです。 
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 そして１６ページ、５番アンケートについては学生アンケート、こちら毎年度と

いう表現に変えさせていただきました。そして６番共同研究ですが、こちら３段目

の学生が住み続けたくなる仕組みづくりの研究ですが、こちら、この実施計画が３

ヶ年計画でして、２９から３１年度の計画になるんですけども、計画以前のものが

入っておりまして今策定期間中には実施がございませんので、こちら削除させてい

ただきました。 

 そしてめくっていただいて１７ページです。こちら７番、その他の市民参加手続

きの実施ですが、住宅環境整備委員会、これも前回の委員会で若干説明をさせてい

ただいた件でございますけれども、削除になりました。またこちらも補足をさせて

いただきます。あとは、子育て支援団体意見交流会、こちらは実施時期を３１年度

に更新をさせていただいております。 

 そして１８ページをとばしまして１９ページ。事業の委託ですけれども、５段目 

空き家バンク登録・活用等推進につきましては、こちら委託を行っていないので削

除をさせていただいております。 

 そして右側２０ページにいきまして、共同（共催）ですけれども、こちらも実施

時期を更新させていただきましたものと、一番最後の南丹けんこうポイント５０に

つきましては名称と、あと若干事業の概要の表現を変えさせていただいたので、更

新をさせていただいているものです。 

 次のページにまいりまして、２１ページ協動（事業協力）ですけれども、下から

２段目の定住促進ガイドブックの作成ですが、カテゴリーを第４章の方に移させて

いただきましたので、こちらからは削除とさせていただいております。 

 そして右側にまいりまして、４共同（支援・補助）ですけれども、こちら最下段

に南丹市資源ごみ集団回収事業ですけれども、これ今まで書いてなかったんですけ

れども、市民環境課から入れるべしということで提案がありましたので今回追加を

させていただいております。 

 そしてページめくっていただきまして２３ページはございませんで、右側２４ペ

ージですが、こちらも同様に市民環境課から追加がありまして、あげます・くださ

い掲示板を情報の積極的な発信に追加をさせていただいております。 

 そして最後のページ、２５ページに先ほどカテゴリーを移動すると言いました定

住促進ガイドブック「なんくら」をこちらに移動させていただいております。 

 変更点については以上でして、補足をさせていただきたいんですけれども、前回

の委員会の中で、市民公募について検討しているということで回答させていただき

ました３つの審議会、南丹市健康づくり推進協議会と有線テレビ放送番組審議会、

そして放課後児童健全育成事業運営委員会について、担当課、所管課から一定の回

答がございまして、それも今回のこの２０１９の計画案に反映をしているところな

んですけども、具体的に説明をさせていただきますと、今の計画でいうと９ページ

の最上段の南丹市健康づくり推進協議会ですが、こちらにつきましては検討中に残

しております。検討の目途を担当課から回答を得ておりまして、今のこの健康づく

り推進協議会というものを、新たに名称を改めて、違う形でまた新しい協議会とし

て作るということで伺ってまして、公募の目途なんですけども、２年後、平成３２



 - 4 -

年度にその新たな協議会で委員を委嘱するので、その際に市民公募するということ

で目途を確認しております。なので、検討中に残すという形で今はおかせていただ

いております。 

そしてあと２件、まず有線テレビ放送番組審議会なんですけれども、１０ページ

の下から２段目ですね、こちらにつきましては現状として例規改正が必要であると

前回説明させていただいたんですが、やはりこの委員会でご指摘をいただいたとお

り、検討中という状態にするには少し足りないのではないか、ということで担当課

にも言わせていただきましたところ、現状とした公募を行っていない審議会に移さ

ざるを得ないということで、こちらに移動ということで担当課から回答を得ており

ます。 

委員 ８ページに残ったままになっているんじゃないですか。 

事務局 すみません、削除になっておりませんでした。８ページの下から２段目これは消

させていただいて、こちらからの移動ということで移し替えになります。ありがと

うございます。 

そして１３ページ最下段の南丹市放課後児童健全育成事業運営委員会ですけれ

ども、こちらにつきましても市民公募については前回も説明させていただいたんで

すが、保護者選出委員が４名入っているというのがそれに近い意義があるというこ

とで、現状では一般的な市民公募は行う予定が無いということで、担当課から整理

をいただきましたので、こちらに移し替えということで整理をさせていただきまし

た。 

あわせまして、もう一点前回の委員会の中で議論になっていたところですけど

も、１７ページの７番その他の市民参加手続きの実施の最上段、住宅環境整備委員

会ですけれども、こちらにつきましては２９年度実施実績があるにもかかわらず、

３０年度実施状況がないのでどうか、ということで段上委員から指摘をいただいて

いたかと思うんですけども、これにつきましてはもう個々に居住者の方と連絡と言

いますか要望を伺って対応しているというところで、この整備委員会という形での

開催の予定が無いので削除という方法で担当課から回答を得ましたので、今回抜か

していただいた次第であります。 

実施計画２０１９（案）の補足説明につきましては以上です。 

委員長 

 

事務局から説明がありましたが、みなさんのご意見をお伺いしたいと思います。 

私からですけども、第 2 章の（1）パブリックコメントおよび（2）市民ワークシ

ョップの記載が 3 ヵ年分というのは以前からか。終了後の内容が「計画」に掲載さ

れていることはおかしくないのか。というのはちょっと例えばね、一つめの総合執

行計画なんかは、もう平成２９年１０月までが計画内容ですよね。かなり現在から

するともう２年前くらいの内容になりますから、ちょっとずっとここに載っている

というのも何か変な、変なというのも変なんですけど、不思議な感じはするんです

よね。ただ記載年度が２９年度から３１ということになっているんで、それ入って

いるんでしょうけども、だいぶ２年程前に ２年、３年くらいですよね、もう内容

が終了している計画がずっと載っているというのもどうなのかな、という気もしな

いでもないですけども。その辺は以前からこういうスタイルですよね。 
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事務局 

 

3ページの第 1章の「2.作成の方法」1 行目にあるとおり、平成 29年度～31 年度

の 3年間について記載する旨謳っているため、どうしてもこのような記載になる。 

委員長 

 

なるほどね、第１章に作成基準があるんですね。そうすると終わったやつでもこ

ういうふうに載っているということですね。まあちょっと変な気はするんですけど

仕方ない。はい、わかりました。他にいかがでしょうか。 

委員 そしたら実施年度が２回じゃなくて、順番ではなくて、上位計画順にされている

ということですか。この順番は今のお話からすれば２９年度から３１年度の３年間

で書いてあるならば、実施した年度毎に表示されている訳ではなくて 

事務局  そうですね、そういうソートにはなっていないですね。見にくいですが。 

委員 いや、優先順位が。上位計画順に書かれているとかいうのがあれば、その方が良

いような気もしますし。 

委員  実施は当然、変更部分とかを分かりやすくするほうがいいのでは。 

委員  入り混じっているのでどちらを優先するのがいいのか私は判断がつかないので

すが。 

委員長  分かりやすくするなら、現行のものと終了したものを、なんかこう順番を入れ替

える方が分かりやすいのではあるかも知れない。だからこれはなんでしょうか、担

当課順番に並んでいるんですよね。そんな感じですよね 

事務局 

 

 元々の形は部局の順番と言いますか、部局の毎になっているものですけれども、

たぶん更新するときに若干変動している局もあるかと思います。 

委員 決まりがあるわけではないということですか。 

事務局  そうです。 

委員長 ポリシーがあるわけでもないですか。 

事務局 はい 

委員長 そしたら並びを変えたらいいですよね。分かりやすさを優先し、開始の古い順に

並べ替えてはどうでしょうか。パブリックコメントについては、まず実施年度でソ

ートし、さらにその中で実施期間順にソートする、という形に直してもらえないか。 

 公共施設再配置計画はもう実施済みではないのか。これからやるってことです

か。 

事務局 同計画のパブリックコメントは今まさに実施中であるため、済という記載にして

いない。 

委員  3 ページの第 1 章の「2.作成の方法」2 行目に「現在、市役所の各所属で実施さ

れている又は今後実施が予定されている施策や事業」という記載になっているの

で、終わっているものは消せるのではないか。 

委員長  作成方法を基準とするのであれば、そのとおりである。 

 実施した経過を残しているのは良いかもしれないが、終わっているものを記載し

ているのはやはりおかしいのでは。 

委員  毎年更新されているので、実施されているかどうか確認できるという意味では実

施済のものが記載されているのは良いが、本来もっと実施予定のものが記載されて

いるべきではないか。 
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委員長  確かに実施予定のものが全然というぐらい無い。そもそも、本当に無いからこの

記載になっているのか。 

 平成 29～30年度で見ると毎年 3～4 程度実施されている。とすると、来年度も同

程度実施されるのではないかと思える。それを載せないといけないのでは。 

 終わったものを載せるのもアピールにはなるのかも知れないが、今後の「計画」

なので。 

そのあたりは把握しているのか。 

委員  教育の関係のものがあったように思うが、ここには出てきていない。 

事務局  次年度組織改編後に各課あて当該計画の照会をかける際に、そこも確認するとい

うことで良いか。 

委員長  次年度のこの委員会の第1回で、当該計画の確定版を審議するということなので、

そのときに修正を掛けるということで、計画の有無をその時までに確認・反映して

いただきたい。 

 今委員から指摘があったように、やっているのに載っていない、ということがあ

れば、それは漏れである。 

 次年度の内容はそれで確認するとして、終了したものはどうするのがよいか。削

除することで他の項目に影響は無いようであるが。 

 ただ、削除するとワークショップの項目が無くなるかも知れない。無くしてしま

うのもどうかと思うので、その項目だけ「実施された」と説明文の方を変えてはど

うか。 

委員  実際やったことを記載することは悪いことではない。 

委員  既に終了したものと、まだのものを分けて記載してはどうか。 

委員  次年度実施予定のパブリックコメントやワークショップは今のところ全くない

という理解で良いのか。そもそも、そこがおかしい。 

 本来次年度実施予定のものが上がっていれば、実施済のものと仕分けて記載する

こともできる。 

事務局  内部的な事情を言わせていただくと、4月に大規模な組織改編があるため、現段

階では次年度新体制で実施する計画が練りにくいところがある。 

 4月以降であれば具体的に回答ができることもあると思う。 

委員長  そういう事情であれば、やはり次年度のこの委員会の第 1回で、当該計画の確定

版を審議する時までに、計画の有無を各課に確認・反映していただきたい。 

事務局  実施済内容を削除するか否かについては委員会に判断いただきたい。 

 当該計画の意義は市民と行政の役割分担なので、過去のものが掲載されている

と、ご覧になった市民にとっても再発見いただく機会にもなる。 

 なので、事務局としては過去にあったものも掲載していた方が良いのでは、と考

えるところ。 

委員長 

委員 

 では、実施済のものと「計画」を、分けて記載する方式が良いと思う。 

委員長  次に、また委員公募を検討している審議会の件であるが、公募の目標人数が入っ

ていないところは決まっていないということか。多いように思うが、昨年度の計画
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でもこのような形であったか。 

事務局  そうである。前年度の計画を踏襲している。 

委員長  ということは、公募を検討すると言いながら、実質的に進んでいないということ

になる。 

 公募の件は後程他市の事例も報告いただくので、それも踏まえて検討したい。 

 他に移動や削除もあるようだが、（6）共同研究の「学生が住み続けたくなる仕組

みづくりの研究」は実施されなかったのか。 

事務局  そうです。前の計画期間（～平成 28 年度）のものが記載されていたので削除し

た。 

委員長 （7）その他の市民参加手続きの実施の「住宅環境整備委員会（八木）」が削除とな

った理由は。 

事務局  委員会の開催予定が無いためである。 

委員長 他によろしいでしょうか 

 １３ページの上から３つめ南丹市の森林を考える会ですけど、これなんかは一応

専門的知識を有するとなっているんですけど、こういう内容なんかがむしろ公募の

委員さんを入れた方がいいんじゃないかなって気はするんですけどね。で、事業の

概要 森林を適切に管理し、住民が参画するっていうことだってなっていますよ

ね。そうなると余計やっぱり委員さんを、別に全員公募とはいわないですよね 一

人でも二人でも公募委員を入れていただいた方がいいんじゃないかなって気はす

るんですよね。参画と謳ってますからね。森林って非常にわかりやすいし、結構関

心を持っている方多いかと。これなんかちょっとそんなような意見があったという

ふうにお伝えいただいたらいいと思いますね。住民参画謳ってるんですから、やっ

ぱり少しでも委員さん公募していただきたい 

他にはよろしいですか 

委員  全然関係ない素朴な疑問なんですけど、ふと今思ったんですけどこういう審議会

って専門的な知識を有する方がもちろんおられるのは当然なんですけど、その中に

例えば関係機関だけではなくて、専門的な知識の例えば森林だったら森林の専門的

な知識だけではなくて、例えばですよ、もうちょっと分かりやすく言うと実は水道

課の方がちょっと気になったんですけどね、水道のことってもちろん水道の専門知

識もいりますけど、南丹市が定住・移住のことを考えた時にそういった専門の知識

の観点からみる方もいないと、人が住むという意味では水道とその水だけのことを

考えていたら発展していかない部門じゃないですか。そういう意味でその審議会の

中にそういった今後の南丹市の移住・定住のことを見据えた観点でお話をできる方

が入っておられるのかどうかというのがすごく気になるんですけど。私、住宅じゃ

ないですけど建築関係の仕事もしているので時々耳にするんですけど、水利の関係

で新しい住居が建てられない区域があったりとかいうことを聞いているので、そう

いうことが移住・定住の妨げになっているのであれば、南丹市としてはすごく大き

な問題だと思うんですね。だから水道の問題だとはいえ、他にもいろいろ問題が生

じてくることなので、専門的な知識を優先するあまり他の課を超えた審議がきちん

とできているのかどうか、そのあたりも協動という意味では市民との協動ももちろ
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んなんですけど、いろんな役割を果たしていく必要があるんじゃないかなと思いま

す。 

委員長  そうですね。そういう意味ではどの委員会も専門性だけで良しとするとは思って

ない。 

委員  書き方が、そのあたりがどこまでがどういう方が入っておられるのかっていうの

がちょっとこれでは分からないですよね。 

委員長 水道審議会に関して今こういうご意見いただいたので、次回の時までに構成がも

し教えていただければ、上水道課さんに把握していただいて、そのうえで公募に関

してのポリシーなんか、そういうことする予定を考えているかどうかちょっと把握

してご報告いただけますか  

事務局  構成というのはどういうジャンルから委員が出てられているかってことですね 

委員長  そうです。だから住民的な立場の方が出てられるか 

事務局  わかりました。 

委員長  どうしても、議員さんと団体と学識だけなのか。先ほどの放課後児童のやつなん

かは、保護者が含まれているということで公募じゃないけども住民は参加している

という意味では、それはそれでいいと思う。 

そういう形が各ここに載っているやつにもとれてれば、あまり形式に、公募の形

式にこだわる必要はないかなという気がする。 

 福祉とかね、医療なんかはやっぱり住民がいても別に決して悪いことじゃない 

委員長  ひとまず森林の会と水道審議会この二つに関してちょっとまた検討して部局に

あたってみていただくということでお願いしたいと思います。 

 他にはいかがでしょうか もうありませんか 

委員  （5）のアンケートはもっと実施していないか。 

 先日小学生か中学生の子どものいる親を対象とするアンケートが届いていた。 

 南丹市の子育てに関する、かなり細かいアンケートだった。 

事務局  最近子育て支援課からアンケートが出ていたように思う。 

 継続して取り組んでいるアンケートについては記載しているが、突発的に必要に

応じて実施したものについては記載していないように思う。 

委員長 そういう事情で実施したアンケートであれば、計画に出てこないのは理解できる。 

 しかし実施済が掲載できるのであれば、実績として記載しておくべきである。沢

山やっている実績を見て市民にも協力意識が芽生えると思うので、もう少し把握し

てはどうか。 

 各課あて、平成 30 年度中に実施したアンケートを把握していただきたい。判明

したものについては追加記載いただきたい。 

 また、次年度のものについても計画が把握できた時点で追加することが望まし

い。 

委員長 いかがでしょうか。だいたいよろしいでしょうか。そうしましたらまた何かあれ

ば後で聞いていただく、と。とりあえずひとまず２０１９の実施計画（案）につい

て、以上にさせていただきといと思います。 

それでは引き続きまして、その他について事務局から問題提起お願いします。 
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事務局  失礼します。お配りしています補助資料の方をお手元にご準備ください。表目の

その他です。こちらとあわせて、別添参考資料１も参照いただければと思います。 

前回委員会の調査依頼事項等としまして、前回の委員会の中で市民参加の審議会

の率が高い自治体として、長岡京市が筆頭に挙がってご提案をいろいろいただいた

ところなんですけれども、そこと加えまして亀岡市も比較的高いということで、そ

の２市について確認しましたので、今回その他の項目であげさせていただきまし

た。 

まず、他市における市民公募の取り組みについてです。まず長岡京市では市民公

募をしている審議会の率が全体５９に対して３３なので、５５．９％の審議会につ

いて市民公募を実施している。うち４審議会を除く２９の審議会で現在公募委員が

在籍をしている、ということで４９．２％。前回お出しした数字が４９．２の方だ

ったんですけれども、在籍している方の数字でした。長岡京市はそれだけ市民参加

の率が高いということで、市民公募の条例を設けているかどうか確認させてもらい

ました。「それは制定がない。した方がいい。今後の課題だと思う。」というコメン

トはあったんですけれども、今現状としては制定はないということでした。ただ特

別な取り組みとしまして、市民参画登録制度、通称参画による公募委員の候補名簿

を作成している、ということがありまして、別添参考資料１を見ていただきたいん

ですけれども、こちら長岡京市のホームページから印刷してきた資料なんですけれ

ども、仕組みとしては裏面の参画への登録方法というフローチャートがすごくわか

りやすいんじゃないかなと思います。方法としましては郵送でこの名簿に登録して

ほしいというお願いを、５００人無作為に市民の方に送られて、その中から自分の

得意ジャンルの関心のある分野を選んで審議会に参加してもいいよ、ということで

お返事があった方については名簿に登録をして、市民公募をする際に手が上がらな

い審議会とかあった場合は、それを庁内で共有して興味のあったジャンルと公募し

ている審議会とマッチすれば、そういう方にお声かけをして是非委員になっていた

だきたいと、そういう働きかけをしているということで、より市民参加が審議会に

ついて進んでいるということで話を聞いております。 

実績も確認できたんですけれども、これが始まったのが平成２７年度からで、第

１回の登録の時は５００名に郵送で送ったところ、３２名の登録があって、うちそ

の中で１２名が実際に審議会に入っていただけたということで聞いております。第

２回がこの３０年度末までの登録で、これが減ってしまって残念でしたということ

で仰ってたんですけど１５名ということで、半分くらいに減っているんですけれど

も今現在その中で１名が審議会に入られています。今第３回で丁度名簿登録を進め

ているとこなんで今回は増えると嬉しいな、ということで担当者からはコメントを

いただいてました。長岡京市での取り組みについてはそういう形です。 

 続きまして亀岡市です。こちらについては市民公募の審議会が全体５２の審議会

に対して２３の審議会で市民公募を行っておりまして、実際に公募委員も同じ２３

の委員会に対して入っているということで確認をしております。亀岡市につきまし

ても市民公募の条例は設けてはいないということでした。ただし、下に参考として

あげさせていただいているんですけども、内規としての指針はあると。それに基づ
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いてやっていますよ、ということは確認しておりまして、また特別な取り組みとし

て長岡京市に類似するような名簿登録の制度を亀岡市でもやっていまして、ただこ

ちらは若干方法とか目的が違うところがあるんですけれども、参考資料１の２ペー

ジめの資料ですね、亀岡市女性人材登録システム登録者募集ということで、こちら

につきましては長岡京市の郵送で無作為に送ってということではなくて、インター

ネット上で受け付けをしているという形になっています。お知らせ等も出している

ようなんですけれども、なので市の方から積極的に案内を送っているわけではなく

て、広報をして受付を待つという形になっているのと、担当課 末に名前がでてい

るんですけども、男女共同参画、そちらの目的で女性参加をできるだけ進めたいと

いう目的でこれをやっているということなので、審議会委員になっていただくため

にというのが第一義的な目的で作っているシステムではないですよ、ということで

は聞いています。ただ審議会で委員公募をした時に、例えば市民参加の手が挙がり

ませんでした、となった時にその審議会の意向、方向性として女性参加が望ましい

なということで、ここのシステムに登録されている方に是非声をかけたい、という

ことで依頼があったらそういうところで紹介をするということで、現在の登録者が

およそ３０名程度でずっと推移してきて、最新は３２と聞いているんですけども登

録をされている方がいらっしゃって、うち１／３から半数程度が審議会にも参加い

ただいているという形になっているということで聞いています。 

 その他の他市における市民公募の取り組みについての報告は以上です。 

委員長  はい ありがとうございます。 

 まず長岡京のですね、レジメの方の市民公募審議会率が５５．９で、公募委員在

籍率４９ということは、この差というのは公募しているけれども公募委員がいなか

ったということですか。 

事務局  そうです。得意分野がマッチしなかったのか、お願いして断られたのかは分から

ないですけれども。 

委員長  それから第１回で３２名登録されて、そのうち１２名が参加してかなり高率でし

たけど、２回目はやっぱりガクッと登録者が下がってしまった。この辺はどういう

風に分析されているんでしょうかね。長岡京市の担当に聞かれましたか 

事務局  聞きました。下がったんですけれども、参考資料１裏面の参画への登録のフロー

チャートを見ていただきたいんですけども、実は第１回目と第２回目以降で若干こ

の制度の在り方を変えているところがあるらしいということで聞いていまして、第

１回目の時はまさにフローチャートの左のラインですね、審議会の公募委員の候補

者名簿として登録をさせてほしい、ということで、郵送で案内を出されて名簿登録

を進められた、というとこに加えて、第２回は右側ですね、ワークショップ等の参

加候補者名簿どちらかに登録してください、みたいな形で依頼をだされたと。その

結果この１５名というのが左側のラインに行った人の人数ということで、もしかし

たら右側の選択肢ができたことでワークショップの方に入りたいから審議会の方

はいいや、となってしまった方がいらっしゃるんじゃないかなと。なので敢えて選

択肢を増やすことで審議会の候補者名簿としては減ってしまった現状があるとい

うことでした。 
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委員長  そうすると１５名のうちワークショップに入っている人も他にいるわけですね 

事務局  この１５名は審議会の候補名簿だけと聞いています。ワークショップの方は確認

はしてないです。 

委員長  トータルすると多分同じくらいの人数になってくるんですね。二つに分けたため

に審議会の方の参加者が少なくなったというふうに考える そうすると特にそん

なに１回目と比べて関心が落ちたとか、そういうことじゃないんですよね。 

 それから聞きたいのは、公募されている委員会、審議会は全てこの登録者から選

ぶんですか。それともやっぱり従来通り各個別に公募をしたうえで、それがいなか

ったとかいう場合にマッチングするんですか。 

事務局  後者です。一般的には公募もしますし、今在籍をされている市民さん、公募の委

員がいらっしゃる場合はその委員会の中で続投をお願いする場合とかもあります

ので、そういうラインの上でもどうしても欠員が出た場合にマッチングされます。 

委員長  ５００名で３２名だと１割はないけども、１割に届くくらいの人でね、１割弱く

らい登録してくれているわけですもんね。すごいですよね、やっぱり関心度が高い。 

 どうでしょうか、南丹市もとなった場合どうでしょうね。非常にいい仕組みだと

思います。 

亀岡市はあくまで女性参画の一環でやっているということですよね。この登録者

は必ずしも公募委員だけではないということですね。それにしても３０名登録して

１／３から半数ですから１０～１５くらいですよね。しかもみんな女性ですから

ね。これもある意味素晴らしいですよね。こちらはいわゆる抽選ではなくて WEB上

で受け付けている、受け付けていて３０名登録してくれている。かなりすごいこと

ですよね。 

事務局  ただ、本当に純粋な公募で出ている方だけではなくて、やはりこの人、と思う方

には一本釣りで是非登録を、と言っていると聞いています。 

委員長  一本釣りしておいて名簿で登録することははあるかも知れない。 

 どうでしょうか、私ばかり喋ってますんで他の委員の皆さんからご意見いただき

たいんですけど。 

委員  この長岡京市さんのは無作為と書いてあるじゃないですか、５００名。完全なる

無作為なんですよね？どうなんですかね。そこも気になるところでもあるんですけ

ど、例えばなんですけど南丹市でやった場合に、たぶん今まで公募で例えば委員を

募集しますとか、パブリックコメントにしてもワークショップにしてもそうなんで

すけど、その時に広報を打って手を挙げてくる方ってすごく少ないじゃないです

か。例えば定期的にこういったことを無作為に５００名ずつでもいいんですけど、

定期的に送っていって登録を促していくっていうことは、市民の方に対してこうい

った市政への参画が実際南丹市ではできるんだよ、ということが市民の方に意識づ

けられていくことになるのではないかなと思うんですね。一応そういうこともやっ

ていますよというのがあったうえで、パブリックコメントであったり、審議会の公

募であったりとかっていうことが出てきたら、じゃあやってみようってなる方があ

るかも知れないし、実際にこうやって登録してくださる方があれば、欠員の時に入

っていただくことができるのかなと思ったので、実際知らない方がまだまだ多すぎ
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るので、一つこういったことを定期的にやるっていうのは手法としてはいいのかな

と思いました。 

委員長 長岡京市さんが２７年度に始められたきっかけはたぶんその辺じゃないですか。ど

うなんですか、その辺聞かれました？ 

事務局  きっかけは聞いてないです。 

委員長  そうですか。同じように市民参画が少ないのでこういう仕組みを考えられたかど

うか、その辺がわかるといいんですけどね。 

事務局  ただ第１回登録の目的が完全に審議会の候補者名作成だったので、おそらくそう

じゃないかなとは思います。 

委員長  それ以前の審議会の構成がガラッと変わるわけじゃないので、それ以前のたぶん

公募委員があまり集まらなかったんでしょうね。それでこういうふうな仕組みに変

えた。だから委員さんが言われたような面があると思うんですよね。とにかく取組

みについて知ってもらうことができる。 

委員  チラシで入るのと個人あてに届くのでは意識が違うと思います。 

委員  それこそワークショップやるんでも一本釣りしているような状態なので、それを

考えると、その興味を持ってくれているっていう人数を把握するだけでも随分違う

かな。その度にいろんな案内をそこに送れますし。 

委員長  亀岡市はかなり意志のある人が自分から、まあもちろん一本釣りはあるでしょう

けども、ちょっといきなりこれを導入すると結構ハードルが高いんですけども、長

岡京方式だったらね、とりあえずやってみて、仮に委員さんのなり手がいなかった

としても、こういう登録してもらうということを少しずつやっていくということは

いいんじゃないかなといろいろ思うんですけどね。 

委員  南丹市ワークショップ開催されているんですけど、ワークショップも参加者が少

ない 

委員長  どうでしょう。実際に南丹市で導入してくださいとなると、それは導入していた

だくことはできるんですか。この仕組みだけ、登録だけでもやってもらっていいと

思う。 

委員  １回こういう感じで無作為で何人か抽出して、１回やってみる価値は長岡京見と

ったらあるかなとは思いますけどね。 

委員長 これ、全く無作為ですか 

 

事務局 無作為となっているのでそれ以上は聞かなかった  

 

委員  広報の効果も狙うんだったら、５００とか１０００とかにすると、何年かに１回

はお知らせが来るので、認識を上げる意味では効果的かと思いました。 

 

委員  市民参画の意識の向上という意味ではいいかなとは思いました。わかりやすく内

容を書いてさえなければ。あまり堅苦しく書いてしまうと読んでもらえないかも知

れない。 
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委員  審議会に登録はしたけれども審議会から声がかからないとか、ワークショップ実

際やっているのが南丹市少なかったりとかしたら、何かせっかく登録したのにって

なるのがあれだったら、年にいっぺんとか登録者同士の交流会とかをやって、市の

方針とかをそこで発表して皆で交流するとかでもいいだろうし、そんなふうにうま

くこう意識をあげられたらいいですね。 

委員長 あと、登録ってなんかちょっとイメージが湧きにくい。サポーター制度とかそん

なイメージの方がいいかも。ちょっと名称をソフトにするとフィットするかも知れ

ないですね。 

そしたら、委員会の意見としては是非南丹市も試験的にやってほしい、是非検討

していただければと思います。１回ちょっとやってみられて、うまくいくようだっ

たらずっと続けてやっていただいたら。それこそ市民全員が当たると、そういう形

でね。 

登録いただければ、またそのメンバー同士で何か情報交換なり、ワークショップ

をすることができますから。 

委員長 仮に登録者がそんないなかったりしても、それはそれで それをどんどん毎年や

ることで、底上げしていくことで登録者が増えていくといいですけど。 

委員長 それが一番難しい。いくらここで議論してもね 市民自体が知らないといけな

い。 

委員 そう思ったら有効的だなって思います。 

委員長 そうですね。非常にいいアイディアですね。 

はい、じゃあ是非ちょっとこれは南丹市でも長岡京市方式で検討していただくと

いうことでお願いします。 

それ以外に、ありますでしょうか？ 

事務局  はい 最後の話題提供 説明をさせていただきます。資料は補助資料の裏面にな

ります。それと参考資料の②をお手元にご準備ください。最後に話題提供として、

学生の町南丹地域連携フォーラムを２月９日に実施しましたので、そのご紹介をさ

せていただきたいと思います。開催が２月９日、日吉町の生涯学習センターで実施

をさせていただきました。テーマ等こちら記載はしていないですけども、学生と行

政が連携したまちづくりというものを目的として実施をしております。終わったの

で実施の報告ということでさせていただければと思います。 

 内容としましては、パネルディスカッションとワークショップという形をしまし

た。学生と地域が連携して活動する際の課題の解決策とか取り組みを実現する方法

について、発表していただいてその後学生同士、いらっしゃった一般人の方も含め

て交えてワークショップという形で開催をさせていただきました。参考資料２にパ

ネルディスカッションで発表しました３つの大学の概要ですね、発表団体の概要と

あと、このフォーラムのアンケートのまとめということで参加者、これはもう発表

した学生も含めてですけれども、アンケート結果をつけさせていただいておりま

す。ちなみに今回は佛教大学と明治国際医療大学に加えて近隣の、他府県ですけど

南丹市と似たような学生の事業提案とかを申請をしているようなまちとして、三田

市を今回ピックアップしまして、近隣以外の団体でどういう取り組みをしているか
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っていうものも、学生同士でいろいろ共有してもらったりとか、来ていただいた方

に見てもらえたらということで、参加をいただいております。 

 

委員長  このフォーラムに関してご意見、ご質問ありますか。 

はい、じゃあこの話題提供他にはございますでしょうか。 

事務局 はい、今回は以上でございます。 

委員長  そしたらそれ以外で何か委員のみなさんからご意見とかご提案とかありますか。 

先ほどちょっと議論してたのは、パブリックコメントとか市民ワークショップが

終わったものばかり載っているんですね。やっぱり計画なんで来年度の計画を本来

は載せないといけない。それをちょっと把握していただいて、もしも終わったもの

がそんなに必要なければ来年度の方を載せる。それから終わったもので載せる必要

があるものとを分けて古いやつと今後のやつと分けて載せると。そんな方向で検討

していく。公募に関してはそんなに結局実態としては変わらない。先ほどの長岡京

方式ができれば非常に影響があると思う。 

よろしいでしょうか。 

そうしましたら以上になります。じゃあ事務局にお返ししたいと思います。 

事務局 事務局の方としまして、次年度なんですけれども、第１回の開催予定時期は今の

ところまだはっきりとは申し上げられないんですけど、夏頃かなということで考え

ております。 

現在お世話になっているみなさんにつきましてはこの３０年度末までが任期と

なっておりますので、また改めてそこのお話は個別にはさせていただきたいなと思

っているんですけども、それをふまえてまた日程調整はさせていただきたいなと思

っております。今公募をまさに行っているところです。 

それでは、本日予定しておりました内容につきましては以上でございます。本日

委員の皆様からいろんな、貴重なご意見をまたいただきましたので、事務局の方で

も検討させていただいて引き続き頑張っていきますので、どうかよろしくお願いを

いたします。本日はどうもありがとうございました。 

  


