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日 時：平成２９年５月２４日（水）午前１０時開会 

場 所：札幌市役本庁舎 １２階 ４・５号会議室 
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  １．開  会 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 定刻となりましたので、ただいまから、第７回市民

自治推進会議を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の会議は、１２時をめどに議事を終了したいと考えておりますので、皆様のご協力

をお願いいたします。 

 それでは、佐藤座長、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．議  事 

○佐藤座長 久しぶりでございます。 

 今年度の最初の会議ですが、市民自治推進会議としては７回目となります。大分前です

が、前回、昨年９月の第６回をもちまして、自治基本条例の見直しに関する議論は一旦終

了いたしました。今回から、新たにテーマを設定して議論をすることになります。 

 まずは、お手元にあります議事次第に従って行ってまいりますけれども、これからの審

議事項等について確認してまいりたいと思います。 

 この点につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（茂木推進係長） 市民自治推進課の茂木です。本日もどうぞよろしくお願いい

たします。 

 まず、議事（１）審議事項等についてです。 

 資料１をご覧いただきたいと思います。 

 今回からの審議事項について記載しております。まず、１番目の委員の任期についてで

すが、委員の皆様の任期が７月５日までとなっておりますので、会議については、今日を

含めて２回の開催が限度になろうかと思います。 

 それを踏まえて、２番目の開催内容についてです。 

 アの平成２８年度市民自治推進本部会議の開催報告ですが、これは、毎年１回開催され

る市役所内部の会議でありますけれども、ここで市民自治に関する取組状況や、市民自治

推進会議から昨年頂いた報告書について議論をしましたので、その結果についてご報告い

たします。 

 次に、イの市民自治推進事業の実施報告ですが、２つの事業について実施結果を報告い

たします。 

 最後に、ウの市民参加条例ですが、これは、自治基本条例の議論が終わってから改めて

議論をすることにしておりました。しかし、今年度の会議があと２回しかない中で、議論

を深めて結論まで出すのはなかなか厳しいかと思われますので、条例を作るべきか否かと

いうことに関しては、今後の第４次の市民自治推進会議で詳しく検討していくことといた

しまして、その検討に向けた視点、どのようなことに着目して検討していくべきかという

ことについて、この２回で整理していただきたいと考えております。 
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 そして、（２）の第８回（６月）のところですが、これが本当に最終回となりますが、

先ほどの市民参加条例の検討に向けた視点をまとめて、各委員の皆様から感想などをいた

だきたいと考えております。 

 報告書につきましては、もう時間がありませんので、前回のように佐藤座長と私どもで

調整した上で皆様にお示しする形になろうかと考えているところです。 

 今回を含めた２回の会議については、このような流れで行っていきたいという案でござ

いますが、ご検討をお願いいたします。 

 以上です。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関しまして、ご質問やご意見はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 それでは、今説明がありましたような日程で進めてまいりたいと思います。 

 続きまして、議事（２）平成２８年度市民自治推進本部会議の開催報告についてです。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（茂木推進係長） 平成２８年度市民自治推進本部会議の開催報告です。 

 資料２をご覧ください。 

 今年２月１５日に市民自治推進本部会議を開催しました。市民自治推進会議と名前が似

ていて紛らわしいのですが、「本部」がつくほうの会議は、出席者のところにありますと

おり、市長や副市長、局長職などで構成する市役所内部の会議になっております。おおむ

ね１年に１回開いております。市長については構成員ではありませんけれども、市民自治

という大事な話ということもありますので、毎回出席しております。 

 その会議で話し合った議題については、２番目の審議事項（１）と（２）に記載してお

ります。最初に市長の挨拶がありまして、その内容は３番目の市長あいさつのところに書

いてありますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 市長の挨拶に引き続いて２つの議題を審議しました。議論の内容につきましては、裏面

の４番目に簡単にまとめてあります。 

 ２つの議題の内容について、簡単にご説明したいと思います。 

 まず、議題１の市民自治の取り組み状況等についてです。 

 資料３を使いました。そちらをご覧いただきたいと思います。 

 色で大きく４つの分類をしています。時間の都合もあり全部は説明できませんので、幾

つかご紹介したいと思います。 

 １番目、左上の緑色の部分ですが、職員による市民対話ということで、一昨年の８月に

秋元市長から、「職員はこれまで以上に市民との対話をしっかりやっていこう」という旨

の指示がありました。それを受けての市役所全体での市民対話の実施状況を広報部という

ところで取りまとめております。これ自体、平成２７年度から始まったもので、今は平成

２７年のデータしかありませんので、これだけ見てもよくなったのか悪くなったのか分か
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りませんが、次年度以降に経年的な比較ができるようになります。 

 続いて、右上の青い部分です。こちらは、市民や地域、企業との協働に関するグラフで

す。右側の２－２のさぽーとほっと基金については、市民の皆さんからいただいた寄附を

基金として、まちづくり活動を行っている団体などの活動に対して助成するものです。棒

グラフは年度別の寄附額、折れ線グラフは寄附をいただいた金額の累計を記載しておりま

す。 

 なお、資料では、平成２８年度の数字は１月末時点となっていますが、つい先日、平成

２８年度全体の数が出ましたので、参考にお知らせいたします。累計の折れ線グラフは、

７億６，２００万円、７３９となっているのが７６２になります。年度別の棒グラフは、

６，７００万円、４４となっているところが６７という数字になります。 

続いて、さぽーとほっと基金の下の２－３地域活動についてです。 

 右側が町内会加入率で、今年１月時点での加入率は７１．１２％です。率としては少し

ずつ下がってきておりますが、棒グラフの方を見ていただくとわかるように、町内会に加

入する世帯数は増え続けております。 

 続いて左下、３番目の情報提供についてです。 

 グラフが３つありますが、左上の出前講座実施状況につきましても、平成２８年度の数

字が出ましたので、お知らせいたします。棒グラフは受講者数を示しており、平成２８年

度は３４，７２１人です。折れ線グラフは出前講座の実施回数を示しており、平成２８年

度は７５８回でした。 

 人数、回数とも、平成２７年度が突出していますけれども、これは時期的なものとして、

マイナンバー制度に関する講座が特に多かったものです。 

 続きまして、右下、ピンク色の４番の市民参加についてです。 

 ３つ並んでいるうち、一番右が附属機関に関するものです。平成２８年の数値は、女性

委員比率が３３．９％、公募委員導入機関割合が２５．０％です。これは、どちらも平成

２７年よりは増えていますけれども、一旦少し下がってからの回復傾向となっております。 

公募委員比率は、平成２７年まではほぼ横ばいでしたけれども、平成２８年は５．０％と

若干増えております。 

 以上が議題１についての報告内容でございます。この報告に対して、資料２の裏面の４

（１）に記載しているとおり、さぽーとほっと基金はもう少し利用しやすい工夫が必要で

あるとか、メールマガジンをもっと多くの人に知ってもらえるような工夫が必要である、

などの意見をいただいております。 

 続いて、議題２は、第３次市民自治推進会議からの報告書についてですが、報告書の内

容を会議の場で説明して、議論をいただいたものです。このときに使ったのが資料４で、

昨年１１月にこの会議から頂いた報告書の内容の概要を４ページにまとめたものです。１

ページ目に市民自治推進会議の概要、２ページ目に札幌市の取組状況、３ページ目に条例

の見直しに関する意見、４ページ目に条例以外の施策や制度に関する意見などを載せてお
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ります。この内容については、皆様方は当然ご存じですので、説明は省略いたします。 

 では、特に大事な部分である３ページ目の自治基本条例の見直しについてですが、市民

自治推進本部会議で行われた議論の内容と市としての考え方を、吉田市民自治推進室長か

ら説明させていただきます。 

○事務局（吉田市民自治推進室長） 市民自治推進室長の吉田でございます。 

 皆様から頂戴いたしました条例見直しのご意見に対する市の受けとめにつきましては、

この資料に沿って私から説明させていただきたいと思います。 

 札幌市としましても、皆様からいただいた結論につきましては、大変熱心にご議論いた

だき、検討をしていただいたものということで、重く受けとめております。 

 しかし、資料にもありますが、大きく２つの理由から、今、直ちに改正に向けて進んで

いくことがなかなか難しい状況であり、さらに検討を重ねていくこととしております。 

 理由の１点目は、条例改正ということですが、通常、条例を改正する場合には、何がし

か現状の仕組みを変えたり、新たな取り組みをしていくことなどが前提にあるわけですけ

れども、この内容については、現状を何か変えることではないという一方で、条文の文言

を直すという条例改正を進めるのは、市民あるいは議会への説明が非常に難しいというと

ころがあります。内部では、何がしか実効的な見直しが必要になるのではないかというよ

うな意見が出ております。 

 それから、２つ目ですが、皆様もご承知のとおり、自治基本条例というのは、大変長い

年月をかけて、多くの市民意見、あるいは議会議論によって制定されたまちづくりの最高

規範という位置づけでありますので、条例改正の意義やその影響につきまして慎重に判断

していく必要があるのではないかというところです。 

 条例改正につきましては、推進会議の中におきましても、ご覧いただいている資料４の

３番目の検討結果にもあるように、前提としましては、市の取り組みが不足していて、か

つ、規定を改正しなければ取り組みを進めることが困難である場合において改正を要する

という基本的な考え方があります。その一方で、実際に市の取り組みは行われているのだ

けれども、条文に明示することで現在の取り組みを担保することが望ましいというご意見

になっております。 

 私どもとしても、その趣旨は十分理解しておりますものの、直ちにこれをもって改正に

移れるのかという段になりますと、今申し上げましたように、なかなか容易ではない状況

にありまして、条例の改正につきましては、今お話ししたようなことを内部で一旦整理さ

せていただいた上で、今年度、また本部会議を開き、そこで改めてお諮りする予定となっ

ております。 

 私からは以上でございます。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 ただいまの市民自治推進本部会議の開催報告について、何かご質問、ご意見はあります

か。 
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○森田委員 今、いろいろとご報告を受けました。私自身、あと２回出席するのですけれ

ども、今すぐに改正が必要であるとは思いません。ただし、資料４の検討結果に書いてあ

る２点については、ぜひ新しい委員の皆さんにも引き継いでいただきたいと思います。 

 １点目は、まちセンの位置づけについてです。まちセンは私もよく利用するのですが、

市民の皆さんの中には、地域包括支援センターと間違えるような方もいます。地域包括支

援センターというのは、あくまでも介護の関係で、中央区では渓仁会という医療法人に委

託して、南区の場合は愛全会ですが、要するに介護の部分です。しかし、まちセンという

のは、ここに事務分掌がありますけれども、市民にとっては大変大事なところです。区役

所ももちろん大事ですが、区役所よりも本当に身近に、すぐそばで、地域のまちづくりの

一番の拠点になります。ですから、新しい委員の皆さんにぜひ伝えてほしいのは、この部

分をいかに表現していくかということです。改正ではなく、条文の中にその文面を入れる

かどうかもひっくるめて、今後の課題としてよろしくお願いいたします。 

 もう１点は、市民に広く海外の情報を提供するということについても掲載されておりま

すけれども、私自身も賛成でありますので、この部分については、次期の委員にも継承し

ていただきたいと思います。 

 それから、資料３で気がついたところがあります。 

 ２－３の地域活動の、まちセンを中心とした活動事例数ですが、毎年どんどん増えてい

きます。これは、単純な話ですが、高齢になった皆さんが仕事を辞めて、高齢者の人口が

増えていくと、まちセンを中心としたいろいろな催し物や健康教室などに参加する方がど

んどん増えてくると思います。札幌市も、去年の統計では、６５歳以上の方の比率は２５．

５％以上になりました。４人に１人になっていますが、これからも増えていきます。 

 そして、その隣の２－３の地域活動ですが、これがまたキーポイントで、町内会の加入

率が下がっております。やはり、地域や行政などオール札幌で、ここのギャップを少しで

も縮めていくにはどうしたらいいかということです。完全にそうはならないと思いますが、

評価したいのは、北海道１７９市町村の中で、こんな状況になっているところはありませ

ん。これは札幌の特徴です。それは、集中してしまっている部分がありまして、人口は増

えるけれども、町内会の加入率はなかなか上がりません。 

 よく見てみると、ちょっと下がっている感じですけれども、行政としては、これから若

返るということもしっかりと受けとめていただいて、町内会や企業の皆さんにご協力いた

だいて、加入率を上げる施策というところを、今後、次の委員の皆様にぜひ継承していた

だきたいと思いました。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 ただいまの点について、事務局から何かありますか。 

○事務局（吉田市民自治推進室長） 今、森田委員からお話がありましたまちセンについ

ては、特に市民の方から分かりにくいという声があります。それは、まちセンというもの

は、例えば、地区センターと一緒になっているところや、あるいは町内会館の中に入って
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いるものや、児童会館との併設もあります。その成り立ちがいろいろな経緯でできてきた

ところがあります。ですので、統一的な見え方がなされていない部分がありまして、なか

なか分かりにくいものがあります。 

 後ほど、まちセンに関するアンケートなどについてもご報告させていただきたいと思っ

ていますが、実際にまちセンを利用していらっしゃる方は、地域活動の拠点ということを

認識されて利用していただいているのですけれども、あまり利用しない方にとっては、視

認性の問題も含めてちょっと分かりにくいです。地域の中に完全に入り込んだ形で建って

おりますので、どうしても近くまで行ってみないと気づかれないと思っています。ですか

ら、まちセンの機能をもっともっとＰＲしていって、まちセン自体をより身近なものと感

じていただくため、我々ももっと努力していかなければいけないと思っております。 

 それから、町内会加入率につきましては、まさに森田委員が言われたとおりで、我々も、

地域の活動を支えていくためにも、加入率を上げていくことが必要なのだろうと思います。 

 確かに加入世帯は、地域の方のご努力や我々のさまざま取り組みをしていく中で上がっ

てはいるのですけれども、それ以上に総世帯数の伸びがまだ大きいところがありまして、

なかなか下げ止まっていきません。引き続き、さまざまな施策、取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

○森田委員 ありがとうございました。 

○佐藤座長 今ご指摘がありました町内会の加入状況のグラフですが、すごく減っている

ように見えるのですけれども、よく見ると、ただ７１％台で動いているだけで実際上はほ

とんど動いていません。見せ方がうまいものだというふうに感心しました。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

○飯田委員 今の森田委員のお話の続きなのですが、２－３のまちセンのグラフで活動事

例数が上がっている部分についてです。 

 私は、長い間、まちセンカルテという事業に関わらせていただきましたが、その中で発

見したことがありました。まちづくり活動が全体としては増えているけれども、区ごとや

単位のまちセンごとになると随分減っているところもあるのです。減っているところの話

を聞くと、悪いことばかりでもなくて、スクラップ・アンド・ビルドといいますか、事業

見直しでここに集中しようという合意をちゃんとつくってやっているところがあるのです。 

 そうなると、数が増えているということを評価するのは、そろそろ違ってくる時期だろ

うと思います。まちセンができて、防犯・防災とか子どもの安心・安全など、多くの人の

力を要する仕事が増えたので、わっと増えてきて、それは、今でも基調として続いてはい

るのですけれども、そればかりではないということもあります。 

 カルテを作るに当たって、８７か所１つ１つ見て、増えたのか、減ったのかということ

を出そうとしたら、１０区の地域振興課長の会議で待ったがかかりまして、数では測れな

い、そもそも、増えたか減ったかという問題ではない、という話が出ました。でも、ここ

でまた出てくるという感じは否めません。これを出すのであれば、これを出しつつ、スペ
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ースは限られていますけれども、質の変化などを見せたほうがいいのではないかと思いま

す。こういう傾向があるというのは市民自治推進室にご存じの方がいると思うので、押さ

えられると思います。 

 もう１つは、自治基本条例の見直しのことについてです。 

 これは、もしかすると次期のときに関わるかと思うのですが、私は、昨年度、高齢者の

社会参加推進の委員会に入っておりまして、高齢者といいますか、エイジレスな年齢に関

係ない社会参加を促そうということでいろいろと議論して提言書も出しました。 

 市役所として、相談部署を設けて、ハローワークではないのですけれども、社会参加の

窓口を設けるのか、そうではなくて啓発活動でいくのか、そのためのお金は敬老パスを削

ってやらざるを得ないだろうというようないろいろな議論がありました。 

 それを本格的にやろうとすれば、次の市民自治基本条例の見直しということにつながる

ような大きなものだと思っております。今、そちらの動向がどうなっているのかによるの

だろうとは思うのですけれども、その点について指摘をしたいと思います。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 今の件について、事務局から何かコメントはありますか。 

○事務局（吉田市民自治推進室長） 今、飯田委員からご指摘がありましたとおり、この

まちセンを中心とした活動の事例数は、私どももこの数が増えればいいと思っているわけ

ではおりません。 

 確かに、数が増えることによって、いろいろと大変な部分も逆に出てきますし、委員が

おっしゃったように、スクラップ・アンド・ビルドをして質を高めていくというところは

そのとおりだと感じております。 

 ただ、指標として、質の部分をどのように捉えていけばいいのか、悩ましい部分があり

ます。このグラフで数だけを示すのではなくて、注書きでも何でもいいので、質的なとこ

ろについて考察を加えるようなことは私どもとしても考えてまいりたいと思います。 

 それから、２点目の高齢者の社会参加のあり方の検討については、今、市の中では新年

度の体制を迎えまして、検討の仕方がどうなっていくのかについては、私どもの方にも聞

こえてきていない状況で、申し訳ありませんが、私の方から申し上げられません。ご了承

いただきたいと思います。 

○佐藤座長 ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

○森田委員 質問ですけれども、まちセンの役割の中に、地域の保健福祉活動というもの

があります。この所管は保健福祉局で、そこで事務をすることだと思うのですけれども、

ご説明をいただけますか。これは保健福祉局のほうに聞かないだめですかね。 

 そのような事務的な部分も加わっているというのは私も認識しています。ただ、保健福

祉局の担当で、市民文化局の方ではないと思います。後ほどでよろしいので、お分かりに

なりましたら教えていただきたいと思います。 

 もう１つ言いたいことは、今、量より質というお話がありましたが、そのとおりだと思
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います。ただ、その質のためには、まちセンがやっている役割を今以上に広報しないと、

量は増えるかもしれませんが、質は上がらないと思います。 

 飯田委員のご指摘は、私もそのとおりだと思います。質を上げるために、まちセンの役

割、それは事務レベルになりますが、そのようなところを周知する方向でこれからも積極

的に推進していただきたいと思います。それが、質につながっていくことにもなるのでは

ないかと思います。これは私の個人的な考えですが、よろしくお願いします。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 もしお分かりなりましたら、後ほどお願いします。ほかに何かありますか。 

 それでは、私から１点あります。 

 市民自治推進本部に出されたのがどのようなものか若干分かりづらいのですが、審議事

項では報告書についてとなっております。今の説明は、専ら条例改正について問題がある

というお話でしたけれども、資料４の最後のページの４番目、この会議のもう一つの大き

な目的であるところのまちづくりに関する施策・制度についての評価ということで１１項

目が出されております。これについては、どのような審議がなされたのでしょうか。 

○事務局（吉田市民自治推進室長） この施策・制度の評価結果につきましては、どちら

かというと条例改正のところに議論が多く割かれておりました。また、この部分につきま

しても、こちらの推進会議から出された意見については、今後の市の各種施策・制度に反

映させて、参考にしていただきたいという議論が行われておりました。 

○佐藤座長 これは、また後で出てくるのですけれども、資料４の最後のページで、条例

の認知度が低いということで、例えば一番上の項目ですが、学校教育課程に取り入れるな

ど周知方法の工夫が必要ということも当会議として出しております。 

 ところが、この推進本部の開催結果の中の出席者を見ますと、もう一つの執行機関であ

る教育委員会部局からはどなたも出ていないように見えるのです。もともと本部のメンバ

ーにはなっていないということなのでしょうけれども、これはどうしてなのか、お伺いし

たいと思います。 

○事務局（吉田市民自治推進室長） 本部会議のメンバーといたしましては、主にこの制

度に関する部局を中心にメンバー構成をしております。ただ、座長からお話がありました

ように、頂いたご意見は、学校教育課程の関係のみならず、市役所の全部局が関わってい

ると私どもは捉えており、出席していない部局につきましても、推進会議からの報告、本

部会議の議論の経過も含めて全部局に周知徹底しているところでございます。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 それから、今、まちづくりセンターの話が出ておりましたけれども、資料４の最後のペ

ージで、平日だけではなく、もっと活用できるような方策が何かないかということも出て

おりました。このことについて、推進本部の方から意見はありましたか。 

○事務局（吉田市民自治推進室長） 時間外や休日の活用方策ということにつきまして、

１つには、今、自主運営まちセンにおきましても、休日に開くというところまではできて
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いない現状にあります。まちセンの活用方法ということで、地域の中でどれだけ柔軟な対

応ができるのかにつきましては、そこそこの地域の考え方もありますし、人員的、体制的

な問題もありまして、そういうところまではなかなか及べないのが現状です。メリットも

あるのですけれども、いろいろな課題もあるというところを含めて検討していかなければ

ならないという議論になっております。 

 それから、自主運営化の推進に努力すべきというところもあります。これにつきまして

は、今年度から、直営に戻ったまちづくりセンターがあります。地域の特殊性、町内会の

数が多くありまして、もともと諸証明の即日交付で発行件数がかなり多いなど、業務量的

にかなり多いという地域事情が背景にあります。また、今後も長期的にまちづくりセンタ

ーを地域で担うというところの人材確保の見通しが立たないということもあり、今後とも

長期的にまちセンを安定的に運営していくことが難しいという申し出を地域からいただき

まして、私どもとしてもやむを得ないということで、自主運営については取りやめをして

直営に戻したところでございます。 

○佐藤座長 それぞれにいろいろな理由があると思います。私がお聞きしたかったのは、

推進本部でこれらの見解についてのきちんとした議論あるいは推進本部としての対応策が

きちんと出てきたかどうかということでありまして、その中身がどうのこうのというわけ

ではありません。もしその議論がきちんとなされているのなら、それも今の開催結果の報

告で出していただきたかったということです。 

 ほかに何かありますか。 

○梶井委員 座長のご意見に畳みかけるようで、同じことになってしまうのですけれども、

条例改正については、これは理念的なものなので、慎重に慎重にということが何度も言わ

れております。そうであるならば、やはり運用というものに対してもう少し厳しく具体的

な議論がなされなければいけないと思います。 

 その意味では、今、佐藤座長がご指摘なさったように、１つ１つに関してもう少し踏み

込んで、今後、運用面で具体的にどういうふうに条例を補強していくのか、そういうとこ

ろが少し見えてくると、我々としてもこれまで議論してきたかいがあったと思います。 

 畳みかけてで恐縮ですけれども、私もそのように感じました。 

○佐藤座長 補足をありがとうございます。 

 今の推進本部の開催結果のところで、ほかにご質問やご意見はありますか。 

○木村委員 まちづくりセンターの活用についてですが、私は、女性部として８年やって

いて、この１年で感じたことがあります。 

 それは、市民も二極化されている感じがしております。というのは、市民が市に求める

ものが１００％を超えるといいますか、１５０％、２００％を求める方がいらして、毎日

来られる方や、気づいた点など、クレームというと難しいところですけれども、とりあえ

ず、ちょっとしたことがあれば、まちづくりセンターに駆け込んできて、今すぐに答えを

出せと求める方がいらっしゃいます。逆に、まちづくりセンターが地域に根差しているだ
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けに、プライバシーがわかってしまうのではないかと思って、全く頼らないといいますか、

心を閉ざす方もいらっしゃいます。今までこの活動をしてきて、特にこの１年はその差が

すごく激しいと感じました。 

 先ほど佐藤座長がおっしゃったように、学校教育に取り入れるときに、子どもの時代か

ら、まちづくりセンターの活用のハウ・ツーといいますか、具体例を市から提供してあげ

るといいと思います。例えば、こういう使い方があるよとか、こういうときに市はこう動

いたんだよという具体例を挙げると、まちづくりセンターが皆さんにより密着して、活用

の仕方についても小さいときから学べると思いました。 

○佐藤座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○飯田委員 文章の中に、町内会加入率が改善された区があると書かれていますが、何区

でどのくらい改善されたのでしょうか。 

○事務局（吉田市民自治推進室長） 中央区、白石区、厚別区の３区でございまして、い

ずれも微増という感じですが、そういう兆しも少し見えているところがあります。 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 中央区は６３．９％から６４．２％に、白石区はは

５８．０７％から５９．９５％に、厚別区は７７．８１％から７８．０８％に、それぞれ

好転しております。 

○佐藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 それでは、議事（２）の平成２８年度市民自治推進本部会議の開催報告につ

いては以上といたします。 

 次に、議事（３）の市民自治推進事業の実施報告についてです。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（茂木推進係長） 私どもで行いました市民自治推進事業に関して、２つほど報

告をいたします。資料５をご覧ください。 

 まず、市民ワークショップについてですが、毎年１回、市民自治に関するテーマを設定

して、市民の方に参加していただいてワークショップを行っております。例年、無作為抽

出で選んだ市民の方２，０００人に案内を送り、参加希望された方の中から抽選で３０人

程度を選んで行っているところです。 

 昨年は、本当に年度末ぎりぎりでしたが、３月２５日に教育文化会館で行いました。今

回は、先ほどから話題に出ておりますまちセンについて、もっと活用してもらうためには

どうしたらいいかというテーマを設けて話し合っていただきました。 

 話し合いの内容や出された意見につきましては、時間の都合もありますので説明は省略

いたしますけれども、参加者の中には、普段まちセンに全くかかわりのない方や、そもそ

もまちセン自体全く知らないという方も結構いらっしゃいました。そのような方も含めて、

市民目線でいろいろなご意見やご提案をいただけたということで、今後に活かしていきた

いと考えております。 
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 ワークショップについては以上です。 

 それから、資料６でございますが、これも年度末ぎりぎりの３月中旬以降に行ったもの

で、市民自治に関するインターネットアンケートです。 

 市民自治に関するアンケートについては、過去にも何度か行っていまして、一昨年の、

２０１５年７月の第１回市民自治推進会議でも、過去のアンケート結果について、資料を

お出しいたしましたが、例えば、自治基本条例の認知度、まちづくり活動への関心や参加

の経験などについてのアンケートです。今回のアンケートもそのような市民自治に関する

ものでございます。 

 これまでのアンケートは、郵送でお渡しして送り返してもらうというタイプのものだっ

たのですが、今回はインターネットで行いました。これは、市民の声を聞く課という部署

で、去年新たに始めた事業でして、テーマを市民の声を聞く課で募集していたため、それ

に応募したものです。この市民自治だけではなくて、例えば、動物愛護に関することとか、

水道に関することなど、複数のテーマがあり、そのうちの１つが市民自治の関係というこ

とです。 

 お配りしております資料６は、そのアンケートの結果の一部です。速報版と書いてあり

ますのは、実施が年度末ぎりぎりだったため、まだ完全な報告書が上がってきていない状

態になっておりまして、この速報版は、選択肢の番号だけを単純集計したものです。設問

自体が自由記載になっているものや、設問の選択肢の中の「その他」を選んだ人に自由記

載をしてもらう項目がいくつかありますが、その自由記載の内容はまだ納品されておりま

せん。不完全ではありますが、次回の会議までにはご用意できると思いますので、取り急

ぎ、今回はこの速報版ということでお許しいただきたいと思います。 

 １ページ目から７ページ目までにかけて、回答の状況を載せておりまして、９ページ以

降は、実際の質問内容、インターネットの画面を印刷したものを載せております。 

 いくつか簡単にご紹介いたします。 

 まず、１ページの（１）「まちづくり活動に関心がありますか」という問いですが、「大

いに」と「多少」を含めますと、関心のある方が６割を超えておりまして、関心のある市

民は多いことが分かります。 

 一方で、２ページの一番上の「まちづくり活動への参加についてどう思うか」という質

問に関しては、実際に参加するとなると、やはり参加しにくいと思う人のほうが多いとい

うことです。 

 同じページの上から２番目、「参加しにくい理由」として、「きっかけがない」「時間

がない」という方が特に多く、そのほかには９番の選択肢ですが、参加する人同士の人間

関係が煩わしいという答えも多い、という状況になっております。 

 続きまして、３ページの上から２つ目の（１７）「まちづくりセンターを知っています

か」とストレートに聞きましたところ、まちセンがどんなことをしているところなのか知

っている方は、わずか１２．３％、逆に、まちセンがどんな仕事をしているのか全然知ら
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ないという方は、選択肢の２と４を足して実に８割です。そして、その半分の４割以上は、

そもそも「まちセンって何？」という結果でした。また、その下の（１８）、実際にまち

センを利用したことがあるという方は１５．８％となっております。 

 そして、自治基本条例につきましてはさらに深刻でして、４ページの一番上の（２４）

「あなたは札幌市自治基本条例を知っていますか」という問いに対して、「全く知らない、

聞いたこともない」という方が７割を超えております。過去のアンケートでも同じことを

聞いていますが、平成２２年の調査では「全く知らない、聞いたこともない」という方は

４７％で、平成２６年では５１％だったのですが、今回はさらに増えてしまったという結

果になっております。 

 ただ一方で、同じページの３番目の（２６）「市が市民自治の取組を行っていく必要が

あるか」という問いには、６割以上の方が「ある程度」も含めて必要と答えており、市民

自治の考え方そのものについては、一定の理解を得られているものと考えております。 

 その他のアンケートの結果については、後ほどご覧いただければと思いますが、最後に、

７ページ、今回のアンケートにお答えいただいた方は、男女２４０名ずつ、年代は、３９

歳以下、４０代、５０代、６０歳以上とそれぞれ１２０人ずつで、全部で４８０名でした。

また、職業については、会社員、公務員など、いわゆるサラリーマンの方が最も多く、続

いて主婦が多いという結果でした。 

 以上、市民自治推進事業の報告でございます。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 ただいまの報告に関しまして、何かご質問やご意見はありますでしょうか。 

○飯田委員 調査方法の確認ですけれども、最後の説明にありましたように、男女が半々

で４世代１２０人ずつというのは、どういうふうに調査をしたのでしょうか。はがきか何

かを出して、その年代とか性別に達したら打ち切りという感じでホームページに誘導する

などの方法だったのですか。 

○事務局（茂木推進係長） 私どもが直接やっていたわけではないのであまり詳しいこと

は分からないのですが、このアンケート自体、市民の声を聞く課が広告代理店に委託して

いるものでして、委託業者で運営するアンケートに、モニター登録している方が回答者と

なっています。希望制なのか指名制なのか分かりませんが、回答数が設定した条件、例え

ば、「５０代」「男性」の方は６０名と設定していて、その属性の方の回答が６０名分に

達したら打ち切ってそれでおしまいにしていると聞きました。 

○佐藤座長 今回は、今まで郵送でやっていたものからかなり違う結果になったのか、そ

れともあまり変わらないのか、その手法で何か変化が見られたのでしょうか。 

○事務局（茂木推進係長）詳しい分析はまだきちんとできていませんが、基本的な傾向、

例えば、条例の認知度が低いとか、まちセンがあまり利用されていないとか、まちづくり

の関心についても、ある程度関心は持っているのだけれどもなかなか参加しにくいとか、

そういう傾向自体は大きくは変わらないと思います。ただ、インターネットアンケートな
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ので、答える方の層が郵送の場合とは少し違う気がします。その分もあって、条例とかま

ちセンなどを知らない方が少し増えたりしているのではないかと思います。 

○飯田委員 私も梶井委員も社会学ですけれども、調査という客観的なものではなかなか

得られない時代になってきて、いろいろなものを突き合わせてこうだねというふうに納得

するしかない状況になっています。その中で、これはどう偏っているかがわかるものだと

思うので、それを示していただきながらやると使えるものになろうかと思います。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 私も前のデータとどう違うか、簡単な比較をしてみようかと思ったのですが、その時間

がとれませんでした。今のお話のように、自治基本条例の認知度が極めて低いということ

です。従来もそんなに高くはなかったのですけれども、それにしても随分低い状況です。

専門の先生方がいる前でお話しするのも何ですが、郵送などでは、関心のある人の方が返

してくるというバイアスもかかっていると考えられます。どんな人を選んでいるのかよく

分からないですけれども、関心がある人が答えているというのが多少はあるにしても、そ

れよりは少しフラットなのかもしれないと思います。ただ、それは分かりませんので、今

後、研究を進めていただきたいと思います。 

 ほかに何かありますか。 

○石黒委員 参考までにお聞きしたいのですが、資料５のワークショップについてです。

定員３０名ということで計画して、２，０００名に案内を出したということです。これは、

想定されたような結果が出ているのか。つまり、そのぐらいの人数を出さないと満たない

とか、そのぐらいを出せばちょうどいい数が来るという想定どおりなのでしょうか。 

 それから、一般的にこのようなワークショップをする場合、テーマによっていろいろと

違うのでしょうけれども、このぐらいのものという感じなのか、これは少なかったとか多

かったとか、そのあたりのことについて、もしわかれば教えていただきたいと思います。 

○事務局（福澤市民自治推進課長） ２，０００名に関しましては、２，０００名に送り

まして、申し込みをいただいた方が４２名、今回のワークショップが３３名ということで

すので、数的には大体思っていたぐらいであると事務局では考えています。 

 それから、ワークショップを開催する際の人数ですが、一昨年度も、地域コミュニティ

ーの検討委員会という形で市民に参加していただいてワークショップをやっていきました。

実際にまちづくりコンサルとのお話をしていく中では、これぐらいの人数でやっていくと、

議論としても、また、まとまりとしても出てくることがあったものですから、今回はそう

いうものを参考として３０名ということでやっています。 

 内容によって、この人数では少ないという場合は、回数を増やしたりという形で調整を

することはあると思うのですけれども、この人数については、一旦想定していた数という

ことになります。 

○石黒委員 ３０名という人数を想定したのはわかったのですが、その３０名を集めるた

めに、２，０００名ぐらいに出すのが普通なのかということについても、お分かりになり
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ましたら教えていただきたいと思います。 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 過去にやってきたいろいろなワークショップのとき

に、発送をして戻ってきた数の関係を見て、大体これぐらいかということでやっています。 

○石黒委員 ありがとうございます。 

○佐藤座長 最初のころは、これは一体何名に出せばいいのだということがわからなかっ

たのですけれども、ノウハウが大体蓄積されているようです。このようなタイプのものは

何度かやっていますね。大体２，０００名ぐらい出すと、今言ったような数になるかとい

うことのようです。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

○横江委員 今の４２名ということで、その中からの抽選ということですが、ちょっとも

ったいない気がしました。４２名であれば、全員いけたのかなと思います。 

 というのは、いろいろな企画をするときに、まちセンでも町内会でも区役所でもどこで

もそうですけれども、ほとんど同じ方ばかりがやっています。例えば、この中に新しく参

加してきた方がいれば、そのような方をこのワークショップだけではなくて、いろいろな

活動の場にマッチングできないかと常々考えています。 

 今回参加してもらってありがとうではなくて、この人たち、全員でなくても、次につな

げる形にするということです。そのようなものに参加する機会がなくて、たまさか、これ

に出た方については、その次につながっていく工夫をしていただきたいと思います。 

○梶井委員 同じところです。ここはすごくおもしろいところで、２，０００人のうち、

千九百何名は無関心ということです。そこの回答しなかった人の千九百何十名のところの

声も、自分は参加したくないというその理由は何ですかぐらいの感じで、はがきなどの返

信で、参加しなかった方の声も聞き取れるとおもしろいと思います。せっかく２，０００

名にお出しになっているのにというふうに感じました。 

○佐藤座長 何かコメントはありますか。 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 貴重なご意見をありがとうございます。また、来年

度以降も続けてやっていきますので、参考にしていきたいと思います。 

○佐藤座長 今の梶井委員のお話に関連して、これは何日にやりますということを設定し

てどうですかと出していますね。ですので、この日に予定が合わない人とか、そのような

人は参加できないので、応募してこないと思うのです。ですから、潜在的には４２人より

いるはずです。この３月２５日は、私は出張して参加できませんでした。それはどうでも

いいのですが、実は、私にもこのような類いのものが来たことがあるのです。ところが、

日程が合わなかったので参加できないということがありまして、そういうこともあるなと

そのときに気がついた次第です。ですから、実際は、その４２名以外は全く関心がないと

いうことではないと思います。 

 その辺は、今、福澤課長がおっしゃったように、日程を何度か変えるなどして、このよ

うなタイプのものはお金がかかりますから、そう何回も何回もというわけにはいかないで
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しょうけれども、１年に１回に限らずやっていけば、あるところでは取りこぼれて、ここ

へ行きたいのだけれども、この日程では無理だという人が行けるということもあるかもし

れません。 

 それから、横江委員がおっしゃるように、４２名なら全員入れておいたほうがよかった

のではないかと思います。結局は欠席がありまして、３３名を選んだのに、５人ぐらいが

欠席して２８人になっています。そうだとすると、どんなものかとも思います。抽選とい

うことはありまして、これを疑うわけではないのですけれども、もしかすると、この年代

などは多少考慮されたのではないですか。全くの白紙の抽選ですか。 

○事務局（茂木推進係長） 全くの白紙の抽選です。 

○佐藤座長 ちょっと疑ってしまいました。 

 ほかに何かありますか。 

○森田委員 残念ですけれども、委員の先生方も、我々も、市民として議論をしているの

に、条例が認知されていないというのは、委員としてがっかりする部分はあります。 

 基本条例となると、受け方はやはり固いと思います。例えば、交通の値上げとか、そう

いうものには関心があり反応が違うのですけれども、一番大事なことで、やはり心では必

要だと思っても実際は全然分からないというところだと思います。 

 ただ、それでいいかとそのまま放っておくのは、私は一市民としても心にひっかかるも

のがあります。やはり認知度を上げていくことに努力していかないと、我々市民もそうで

すけれども、行政側もそうだと思います。 

 先ほどの座長の話に戻ってしまいますが、やはり、本部会議でも、そのような部分につ

いて、１つ１つに取り組むことを我々が感じることではないと、普通の市民の皆さんも感

じないのではないかと思います。申し訳ないのですが、熱心にやっていないということで

はなくて、人口形態もいろいろと変わってきますから、それに合わせた知恵も出して、少

しでも上げていくことを諦めないで、その都度の努力を永遠に続ける必要があるのではな

いかと思います。この２年間やらせていただいて、そう感じています。 

 せっかくの皆さんのすばらしいご意見なのに、この基本条例の認知度については恐らく

一番少ないと思うのです。子ども条例のほうがまだ認知度があると思うのです。ですから、

市民にとって一番大事な条例を、我々も市長もそうですけれども、もう一度何とか上げて

いくということですね。諦めないで継続していくということです。我々も大事ですが、皆

さんでそういう認識をもっともっと共有していきたいと思います。申し訳ないのですが、

今回の形を見て、つくづく感じました。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 これはなかなか難しいのですけれども、基本条例だけについて、知っているか知らない

かと聞いているのです。そのあたりの札幌市の条例をもう１つか２つを挙げて知っていま

すかというふうに全然関係なく挙げておくと、自治基本条例の認知度がどれぐらいなのか

見えてくると思います。 
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 そもそも、市民は条例などについてそんなに関心を持っているわけではないので、適当

なといいますか、任意の条例なども含めて何本か挙げておいて、認知度を一緒に聞いてい

くと、それに対して自治基本条例はどれぐらいの認知度かがわかると思います。自治基本

条例だけの認知度を聞いても、正確には何とも言えないのではないかと思いました。 

 ほかに何かありますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 私のほうからですが、先ほどの報告書のところとも関係してくるのですが、

実は、市民自治アンケートにも国際的視点を取り入れるよう検討すべきということを出し

ております。今、ぱっと見たところ、市政のテーマに関心がありますかというところには、

国際交流関係という言葉が入っているのですが、そのほかに、何か検討されたところはあ

るのでしょうか。 

○事務局（茂木推進係長） 検討はしたのですけれども、実際に手元にないのですが、毎

年、別の部署でやっている指標達成度調査というアンケートに国際関係の質問があったこ

とと、今回は、市民自治の中で国際的なところをどうやって入れていこうということを考

えたときに、聞き方がなかなか難しくて、市民の声を聞く課といろいろと調整していくう

ちに、国際的な視点の設問に関しては、今回時間がない中で進めていってしまったという

こともあり、市政の関心の項目に国際関係という言葉を入れるくらいが精一杯でした。今

後行う際にはしっかりと検討して、国際的な話についてどんな形で入れていけばいいのか

ということを考えていきたいと思っております。 

○佐藤座長 これは急遽ということなので多少は仕方がないと思いますが、その辺は継続

的に検討していただきたいと思います。 

 例えば、Ｑ３に「まちづくり活動をしたらどのような活動をしてみたいですか」という

設問があるのですが、この選択肢の中に国際交流とか外国人観光客のお手伝いなどが入っ

ていないです。そういうこともちょこちょこと入れられるのではないかと思います。私は

きのう今日見ただけですが、そのように思いましたので、できればそのようなことも入れ

ていただければと思います。 

 Ｑ４もそうです。「誰と一緒に、どんな組織の一員として」という中にも、例えば、観

光で訪れた外国人などの声も聞きながらとか、これはなかなか微妙ではありますが、日本

に定住している外国人の方との交流とか、そのような人たちと一緒にとか、頭をひねれば

そういうことも出てくるのではないかと思いますので、今後、ぜひ検討していただきたい

と思います。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 それでは、最後に、議事（４）市民参加条例の検討に向けた視点です。 

 これについても、最初に事務局からの説明をお願いいたします。 

○事務局（茂木推進係長） 資料７、ホチキスどめの４枚物です。 
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 一昨年、２０１５年の２回目の会議でお渡しした資料と内容は同じですが、当時は大き

なＡ３の紙１枚に凝縮していたのを、細かいので、今回は４枚にばらしました。 

 当時の話を簡単に振り返りますと、まず、自治基本条例第２１条第７項に、市民参加に

関する条例等を整備するということが書かれてありまして、札幌市には、市民参加に関す

る条例はなく、条例を作ったほうが良いというご意見を、過去の市民自治推進会議でもい

ただいておりました。そこで、平成２６年に、市民参加条例を持っている他都市の状況を

調べた上で、メリットや課題などをまとめたものが、一昨年の会議で説明させていただい

たこの資料です。 

 当時の繰り返しになってしまうところがあるかもしれませんが、もう１年半以上経って

おりますので、改めて簡単にご説明をしたいと思います。 

 １枚目の「他都市における市民参加に関する条例の制定状況と札幌市の現状」です。 

 平成２６年当時、全部で１０２の都市に、文書照会をした結果を載せております。市民

参加条例と一口に言いましても、いろんなタイプがありまして、そのタイプを、上段に黒

く塗り潰されております基本型、一般型、個別型と３つに分類しています。 

 基本型は、市民参加条例のタイプと言いながら実は市民参加条例ではなく、自治基本条

例の中で市民参加に関する規定を設けているというのが、ここで言う基本型です。 

 一般型は、市民参加の条例があり、市民参加の理念や原則など定めています。また、パ

ブリックコメントに関する規定や実際の市民参加の方法についても一部定めております。 

 個別型については、例えば、パブリックコメントの条例とか審議会の条例というように、

１つの方法について詳しく定めております。 

 札幌市は、自治基本条例第２１条の中に市民参加の規定がありますので、ここでは基本

型に該当すると整理しております。既に基本型がありますので、仮に札幌市が市民参加条

例を検討していくとしたら、一般型になるということを想定しております。 

 その下「一般型条例制定市の特徴（照会結果より）」ですが、アンケートに対して、政

令市が４つ、中核市が９つ、特例市が７つ、それぞれ市民参加条例を定めているという回

答を頂きました。 

 規定の度合いの欄ですが、政令市は４市とも、パブリックコメントだけを義務としてい

まして、そのほかの方法は、公募委員とか意見交換会などから２つ、３つ程度を努力規定

としています。中核市も基本的に政令市と同じで、パブリックコメントだけのところが大

半ですが、もう少し定めているところもあります。特例市については、半数の市が複数の

方法、４つか５つぐらいを義務規定としております。小さい市ほど、厳しめに定めている

傾向があります。 

 続いて、制定による変化の欄、主にプラスの効果ですが、おおむね共通しているのは、

市民参加の取組の数が増えたとか、職員の意識が変化したというところになっております。

また、市民の理解が深まったというものもあります。 

 続いて、運用上の課題ですけれども、これは市の規模にかかわらず、共通して、職員に



- 18 - 

 

よって市民参加への理解度や取り組みレベルに差があるということが挙げられています。 

 最後に、運用のチェック機関です。市民参加条例がきちんと運用されているかどうかを

チェックする仕組みが、政令市と中核市では、市の内部機関や条例を所管する部署、札幌

市で言えば私どもの市民自治推進課になりますけれども、そこでチェックしている市があ

る一方で、チェック方法をそもそも定めていない市もあります。特例市では、より厳しく

外部の審議会に諮ってチェックしているところも半分ほどあります。ただ、中には、チェ

ック体制については全く定めていないところもあります。 

 以上が１枚目の文書照会の結果です。 

 続きまして２枚目です。文書照会の結果を受けて、それぞれの都市を訪問してヒアリン

グをしてきた結果です。実際に訪問したのは私どもの前任者ですが、その結果をここにま

とめております。右上のほうに小さく記載している８つの市に行ってきました。 

 ヒアリングのポイントとは、網かけで太字になっている３点です。 

 １点目は、条例を定めたことでどのような変化や効果があったか、２点目は、条例を運

用するに当たっての課題、３点目は、市民参加条例を作ることに対する意見です。 

 １点目の条例制定前後での変化ですが、職員の意識変化、市民参加の件数増加、チェッ

ク体制整備と書いてありまして、その下にひし形が６つほど並んでおります。一番上が職

員の意識に関する効果で、市民参加が必須であるという意識が浸透したと書いてあります。

２つ目から４つ目までは、取組が増えたという効果を記載しております。取組件数の増加、

それから、パブリックコメントが確実に行われるようになった、また、市民参加の機会が

増えたという内容です。下の２つは、新たに公募委員制度を導入した、市民参加予定と結

果の取りまとめを新たに始めましたということで、市民参加条例を作ることによって新し

い仕組みができたということを書いています。なお、札幌市では、公募委員も市民参加予

定の結果取りまとめも、既にやっているところです。 

 ２点目、囲みの２つ目の課題のところですが、条例を運用するに当たっての課題を書い

ております。事務負担が増えた、市民参加手続が固定化した、市民や職員への浸透が不足

しているなどの課題が挙げられております。 

 具体的に、事務負担の話については、ひし形の上から２つです。条例の実効性を保つた

めには、運用状況をチェックする必要があり、そのためには当然に、１番目の条例所管課

の事務負担が増えます。また、２番目、チェックをするためには、市でやっている事業を

把握して評価する必要がありますが、大きな市になると事業の数も膨大になっていきます

ので、把握することだけでも大変な作業になります。 

 その下は、手続の固定化ということで、条例で定めることで柔軟な対応ができず、仕事

が遅れたり、パブコメが間に合わなかったりするということが書いてあります。 

 ひし形の５つ目以降は、意識面の課題についてですが、職員の意識が義務的な姿勢にな

りがち、職員に浸透していない、条例の解釈が部署によって異なるという職員側の課題も

あり、一方で、市民にも浸透していないという課題も挙がっておりました。 
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 ３点目は、３つ目の囲み部分で、市民参加条例を作ることに対してどう考えるか、担当

レベルではありますけれども、既に市民参加条例を持つ立場でのご意見を聞きました。 

 ひし形の一番上ですが、既存の人員体制では条例を十分に機能させるのが難しいので、

専門部署を作るとか、業務や制度設計をしっかり整理して体制を固めてからにすべきだと

いう意見です。 

 ２つ目は、職員の意識を高めたり市民参加を進めるためには、条例化が全てではない。

それ以外の取り組みも考えられるのではないかという意見です。 

 ３つ目と４つ目は、趣旨は近いですが、条例を定めたから市民にプラスになりましたと

いう単純なものではなく、職員がまず意識を持つことが大事だという意見です。 

 下の２つは、札幌市の現状を踏まえての意見ですが、下から２つ目、熊本市ですが、こ

こは自治基本条例の定めを受けて、その流れで市民参加条例を作った経緯があり、熊本市

では、自治基本条例の施行後の１年後に市民参加条例を施行しています。しかし、札幌市

では、自治基本条例の施行から当時で既に７年経っていますので、今になって改めて参加

条例を作るとなると、意味づけがなかなか難しいのではないかという意見です。 

 さらに、一番下のひし形は、札幌市では自治基本条例で市民参加に関する規定を設けて

いるので、あえて市民参加条例を作る必要性は乏しいのではないかという意見も京都市と

厚木市からいただいております。 

 以上が各都市のヒアリング調査結果になります。 

 そして、その調査結果をまとめたものが３枚目になります。「調査結果から」というタ

イトルのものです。左上の「一般型条例制定市の特徴」と書いてあるところです。 

 ここでは、市民参加条例を持っている市は、どんな経緯で条例を作ったのかということ

を書いております。自治基本条例とも深く関わる話になります。自治基本条例には、程度

の差はありますけれども、市民参加について触れている条文がありますので、そことの関

係が重要になります。 

 まず、一般型の条例を持つ２０の市のうち、自治基本条例がなく、市民参加条例だけが

あるという市が１１あります。 

 一方で、自治基本条例と市民参加条例の両方を持っているのが９つの市で、そのうちの

８つは、自治基本条例では市民参加に関する詳しい規定を設けておらず、単に「市民参加

については別に定める」だけというところもあります。詳細は、市民参加条例に委ねるよ

うな内容となっておりますが、これについて、表では、自治基本条例ありの欄が３つに分

かれていまして、その３つに分かれた中の右側の理念のみと書いてある欄です。また、自

治基本条例の中で市民参加について定めているのは札幌市と厚木市だけです。 

 意味が分かりにくいと思います、申し訳ありませんが、要は、それぞれの市で市民参加

条例を制定した経緯は、２つのパターンに大きく分かれます。その１つが自治基本条例を

持っていないので、市民参加に関する条例を作ったというもので、１１市あります。 

 もう１つは、自治基本条例は持っているけれども、例えば「市民参加については別に定
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める」とか、その程度のものしかないので、別途、市民参加条例を別に作ったところが８

市あります。 

 ちょっと変わっているのが神奈川県厚木市で、自治基本条例に、市民参加に関する詳し

い定めがありながら、なおかつ、市民参加条例を定めております。表の一番左側の詳細規

定あり、そして、市民参加条例もありとなっているところが厚木市の１つだけなのですけ

れども、札幌市も厚木市と同じように自治基本条例の中に市民参加を定めておりまして、

札幌市が市民参加条例を定めると厚木市と同じような状況になるので、今後はそれをどう

するかという議論になっていく、ということがここのまとめになっています。 

 続いて、その下の一般型条例制定による効果についてです。 

 ここには３つの効果を記載しておりますが、まず、①の職員の意識変化や向上、②の実

施件数の増加、また、③の庁内チェックの体制が整備されたということであります。 

 一方、ヒアリングでは、先ほどお話ししましたとおり、課題もあることが分かりまして、

それが右側の一般型条例制定に当たっての課題というところで、３つにまとめています。 

 まず、①のチェック体制整備に係るコスト増ということで、先ほどもお話ししましたが、

もし札幌市が市民参加条例を作ると、厚木市と同じ状況になるということで、厚木市との

比較を載せております。札幌市は、厚木市に比べて、人口は大体８倍、予算規模が１１倍、

事業数が５倍くらいとなっております。小規模市と書いてあるところですが、ヒアリング

では、厚木市が条例の実効性確保のために行っている取組を聞いてまいりました。 

 厚木市では、まず、条例を所管する部署で市の全ての事業の洗い出しをします。その方

法として、「庁議」という市長や上層部の人たちが集まり、市が行う事業や施策を全てそ

こで決定する、そういう会議があるのですが、条例を所管する部署では、その庁議の資料

などを使って、市の事業を把握しているそうです。 

 そして、事業や施策を行う部署から、実施前と実施後に、それぞれ市民参加に関するチ

ェック表のようなものを出させておりまして、それを全て集めてファイルにつづって、こ

れが背中１０センチぐらいのファイル７冊分くらいになるそうですけれども、それを別に

設けた審議会の委員に、その事業がきちんと行われているかということを１件１件全てを

見てもらっているそうです。 

 厚木市はそのようにやっているのですが、仮に同じことを札幌市がしようとすると、事

業も膨大になりますので、チェック体制を整備するため、業務量や人件費などのコストが

大幅に増えることになります。なお、厚木市では、条例の運用を担当する職員として、係

長１名、担当１名だそうですが、これは市の規模によって、職員数が比例して多くなって

いるわけでは全然なく、札幌市でも厚木市と同じで、係長１名、担当１名ですし、他の多

くの市でもそのような体制になっております。 

 先ほどお話ししました市の規模が大きいところほど規定の度合いやチェック体制が緩い

傾向があるのは、このあたりの話とも関係するのですが、規模の大きな政令市で、それな

りにきちんとチェック体制を組みながらやろうとすると、人をたくさん増やさなければな
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らないという問題がどうしても出てきます。 

 続いて、②の手続の固定化についてです。事業に応じた柔軟な対応ができない、行政運

営が遅れることがある、新たな市民参加手法の模索に至らない、というものです。 

 その下の③の職員の意識については、条例の趣旨がきちんと活かされて、市民参加が適

切に行われるためには、まず、職員が市民参加についてきちんと理解することが必要です。

しかし、市民参加条例を既に持っている市でも、職員の意識、浸透不足を課題として挙げ

ている市がありますことから、条例化することと職員への意識の浸透とはまた別な問題と

も言えます。条例を作ったからもうそれでいいというわけではなく、職員への意識の浸透

をきちんと図っていくことが必要になります。 

条例を作る場合の一番大きな課題のひとつは、チェック体制になろうかと思います。条

例を作ってきちんと運用していくためには、事務量も増えて人もたくさん必要です。それ

をやらないのであれば、ただ作りっ放しで、絵に描いた餅になってしまうという難しい問

題があります。チェック体制については大きな課題でもありますので、それについてどの

ように考えていくか、ということもポイントになろうかと思います。 

 最後に、資料７の４枚目、左上に「札幌市の現状」と書いてあるものです。 

 上のほうに、札幌市の自治基本条例第２１条のそれぞれの項に対応する市の取り組みな

どを書いております。 

 その下の「自治基本条例制定後の変化」というところですけれども、自治基本条例を作

ったことで、札幌市の市民参加の取り組みがどうなったかということについて、例を挙げ

て示しております。 

 パブリックコメントの実施件数、審議会の公募委員の導入割合、以下、職員の手引きと

か市民自治チェックリスト、また、年間の予定公表や市民自治推進本部も含めて、いろい

ろな取組などが記載されておりますが、これらについては、自治基本条例で市民参加につ

いても定めているということもありまして、市民参加条例を待たずして、自治基本条例を

もって生まれてきた効果だと言えると思います。 

以上、説明が分かりにくくて申し訳ありませんでしたが、これらを踏まえまして、札幌

市に市民参加条例が必要なのか否かということを検討していくにあたって、どのような点

に着目して考えていくべきかということを整理していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 これは、前にも説明があったところですが、今後、市民参加条例を検討していく際に、

どんな点に着目していく必要があるか、その視点を少し整理したいと思います。時間が限

られていて完全な結論に至るとも思えないのですが、結論に至ればそれにこしたことはな

いので、そこはやや曖昧にしながらも、意見をいただきたいと思います。 

 ただいまの報告に対して、まず、ご質問、ご意見などをお出しいただきたいと思います。 

○梶井委員 新しい条例などの法的なものを制定するというプロセスについて、私はまだ
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詳細を存じ上げないので、とんちんかんかもしれないのですけれども、今回の関連都市に

対するアンケート及びヒアリングの結果は、本当にしっかりとご報告いただいて、分かり

やすいと思います。 

 ただ、私がすごく違和感を持つのは、条例というのは誰のために作るのか、誰のための

条例なのかというところにすごく疑問を感じます。例えば、一般型条例制定による効果と

いうことで、職員の意識が向上したとか、チェック体制が整備したなどと書かれておりま

すけれども、これを作ったことによって、それぞれの市民の意識がどう変わったか、市民

にとってどういう効果があったのか、どういうデメリットがあったのか、市民の側の立場

に立ったご意見がありません。 

 もちろん、自治体職員の方にご意見を聞いているので、そういう意見しか出なかったと

いうことは分かるのですけれども、それによって市民がどうなったのかというところまで

分かるとよかったと思います。これですと、自治体の職員の方がどういうふうに意識変化

したかということばかりですので、市民がどうなったのかというところが欲しかったとい

うのが感想でございます。 

 それから、自治基本条例制定後の変化ということで、パブリックコメントの実施件数は

増えていますけれども、意見件数は減っているということになるでしょうか。実施件数が

増えて、市民が飽きたということもあるのかもしれませんけれども、施行されて１０年経

ちましたが、この自治基本条例が制定されて市民にとってのメリット、効果が出ているの

かどうかももう少し考えていきたいと感じました。 

○佐藤座長 確かにおっしゃるとおりです。市民側がどう受けとめているかということに

ついては、今回の調査では出てきていないと思います。 

 また、パブリックコメントが増えたということですけれども、どれぐらい増えたと言え

るのか。例えば、公募委員の導入割合が１８機関から２７機関で２０％から３０％になり

ましたということが増えたと言えるのかどうかです。別な言い方をしますと、自治基本条

例ができたから増えたと言えるのかどうかということですが、その辺は必ずしも明確では

ありません。 

 それから、自治基本条例の認知度は、先ほどのアンケート調査では７割ぐらいの人が知

らないということですから、自治基本条例に市民参加の項目があるということは、札幌市

民にはそんなに知られていないだろうという気がいたします。そういうところとの絡みで

いろいろと検討していかなければならないことがあると思います。 

 そういう点につきまして、事務局サイドから何かコメントはありますか。 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 条例を制定したことに伴う市民の意識や実際の効果

の部分については、調査した設問にはそれに関するものもありますので、そこの取りまと

めをして、次回までにお示しできればと思います。 

 今、委員の皆さんにお渡ししているものは、調査したものを集約した項目の一部という

こともありますので、そのあたりについては、持っているデータをお渡しできるようにま
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とめたいと思います。 

○佐藤座長 ありがとうございます。ほかに何かありますでしょうか。 

○横江委員 今、ほかの都市の説明を受けたのですが、いろいろと実施していくときに、

職員へのこれ以上の負担や業務量が増えるような形になるのはいかがなものかと思います。 

 自治基本条例の中に包括されているのであればいいのですが、市民が理解できるのは参

加条例のほうだと思います。自治基本条例といっても何のことかよく分からないと思いま

す。参加ということになれば、市民にはより分かりやすいのではないかと思います。 

 そうすると、その条例をつくって、その形を簡単なものにするのか、基本条例を簡略化

して参加のほうに持っていくのかは今後の検討だと思います。 

 ただ、殊さらに、これを理解してもらおうというのは困難で、各種の会議や行事などの

ときに、毎回、必ず標語やキャラクターなどを工夫して印象づけるような取り組みをして

いくと、市民参加という方が分かりやすいという印象を持ちます。 

 一番欠けているのは、札幌市が何を目指すかを明確に打ち出していかないと、意識がな

かなか育たないと思います。 

 今、それをどう打ち出しているかは私も明確には分からないのですか、札幌市が福祉、

環境、文化創造都市で、世界で一番のまちにするのだということがあったと思いますが、

そういった分かりやすいことを打ち出して、市民が誇れるようなまちづくりですね。中央

区に住んでいてよかった、清田区でよかった、何がよかったかというと、その地域がいろ

いろな取り組みをして、それに私も参加しているということです。どこかにユートピアを

求めるのではなく、今、自分が住んでいるまちでいいものを作るのだという意識が生まれ

れば、参加する人も自然と増えてくるし、意識も高まってくると思います。 

 職員については、意識は元々高いので、これ以上何を求めるのかという疑問があったの

です。市の職員である限り、こういうことに精通しているでしょうし、まちセンも、所長

の大活躍というのはどこのまちセンでもそうだと思うのです。私も、町連の役員を各種務

めまして、防災・防犯の宿泊体験などをしますが、フル活動しているのはまちセンの所長

です。所長がいなかったら私は何もできないと思うのですが、日程から段取りから全部や

ってくれるので、それに合わせて私たちが動けば、かなりうまくいくと思っています。 

 いろいろな分析もされているのですけれども、それは、今後、一歩前に進むための分析

であって、余り批判的なものや細かいところまでは要らないと思います。近い将来の道筋

をつけてあげられるような活動を分析して、市として、中期から長期、また遠い将来の道

筋を示してくれれば、それが本当に基本条例となると思いますし、市民参加というところ

に持っていっていただければと感じました。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 これについては、私も言いたいことがいろいろあるのですが、余り言わないでおきまし

ょう。石黒委員、何かありますか。 

○石黒委員 特に意見があるわけではないです。先行自治体ということで、特に厚木市は
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確かに重いと思います。やり方によっては、弊害を大分クリアするといいますか、工夫の

しようがあると思うのですけれども、それは難しいところもあると思います。 

 私は、条例化をするべきかどうかについては、まだ意見を持ててはいません。何の役に

立たない意見で申し訳ありません。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 自治基本条例の方で、市民参加に関する条例等をちゃんと整備しなさいと書いておりま

す。それだけではなくて、今、横江委員からもお話がありましたように、市民にとっては、

恐らく、自治基本条例は非常に漠然としていて、その中の条文で、市民参加の項目がある

といっても、まずは、入口の自治基本条例は何だということになると思います。 

 しかも、人によっていろいろでしょうけれども、私のように、常に頭のほうから読んで

いく者にとっては、いつまでたっても出てこない、市民参加はずっと後のほうにならない

と出てこなくて、そこまで行く間に疲れてしまうということもあるわけです。 

 そういう意味では、規律密度といいますか、どれぐらい細かく定めるのかというのはい

ろいろだと思います。市民参加条例といいましても、最初にできた箕面市のものは、確か

９条ぐらいしかありませんね。非常に理念的な条例だと言えます。一方、石狩市の条例の

ように、自分で関わっておいて言うのも何ですが、非常に細かいことまで決めているもの

もあります。その中間に、いろいろな水準の規律密度の濃度が違う条例がそれぞれあるわ

けです。ですから、市民参加条例のどれぐらいの密度のものを定めるかによって変わって

くるわけです。 

 一方で、自治基本条例に定めていますといっても、皆さん方のお手元の表では詳細規定

ありとなっていますが、これは果たして詳細なのかどうかです。そこのところはいろいろ

と議論が出てくると思います。理念のみではないことは確かですが、詳細とまで言えるの

かどうかです。 

 そのあたりについて本格的に議論をしようとすれば、本来であれば、今、我々は市民自

治推進会議ということで、専ら自治基本条例を審議する委員会ですけれども、どのような

結論になるかはともかくとして、市民参加条例を専ら検討するような審議会なりを作って

いくことも必要ではないかと感じております。 

 我々のように、自治基本条例全体を見通して、いろいろな視点から意見を述べなければ

ならない中の１つとして市民参加があるというのではなく、市民参加に特化して、いろい

ろと調査検討して、札幌市として市民参加条例を作るとしたらどういう方向のものが可能

かということを検討していくと。その検討の結果、自治基本条例に規定されている程度で

いいのではないかということになれば、あえて条例は作る必要がないということになるか

もしれません。また、それを敷衍して、もう少し具体的な規定があったほうが市民にとっ

ても参加しやすいということになれば、それはそれでまた条例を制定していくことになり

ます。 

 その際にもう１つは、自治基本条例第２１条との整合性も当然検討していかなければな
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りませんから、その部分もあわせて、場合によっては自治基本条例の第２１条自体の改正

をして、その中の項目の幾つは市民参加条例のほうに引き継いでいくのがよいということ

をかなり綿密にきちんと検討していく作業が必要であると思います。ただ漠然と市民参加

条例がいいとか悪いと言っていても、その進展はなかなか見られない気がいたします。 

 ただ、何度も言うようですが、自治基本条例には、市民参加に関する条例等を整備しな

さいと書いてあります。その部分は今のところ整備されていないわけですから、やや強く

言えば条例に反していることになるわけで、その検討がきちんと行われないというのがお

かしいと私は思います。 

○石黒委員 資料７の１ページ目に、札幌市で市民参加に関する条例制定を検討する場合

は、一般型を想定するとなっています。つまり、個別型で幾つかのものについて条例化し

ていくというのは検討の対象にならないという意味なのかということが１点です。 

 最後の４ページで、第２１条の規定との関係の中で、パブリックコメントについては別

途要綱ありと、また附属機関における委員公募制度についても別途要綱ありとあるのです

が、要綱で一定のことを決めて、それに基づいてやっているものがあるわけですね。 

 例えば、一般型を作ると、いろいろな規定がありまして、事務量が膨大になるというこ

とが連動してくると思うのですけれども、個別型で、既に要綱で定められてやっているよ

うなものをもう少し整備するのであれば、別に事務量は変わらないということにもなると

思います。または、そういうふうにばらばらと決めていく形がいいかどうかということも

あると思いますが、一般型となれば、先ほどいろいろ紹介いただいた課題や問題点が出て

くると思います。個別型だと、逆にそういうものはないと言えるのですけれども、既にや

っているものをわざわざ条例化する必要性や意味があるのかという話も出ると思います。

それについては射程外ということですか。それも含めて検討するということなのですか。 

○佐藤座長 最初にパブリックコメント条例を施行したのは横須賀市で、住民投票条例を

最初にやったのは新潟県の巻町あたりだったと思いますが、そういうものを作っていく方

式や個別にいろいろな条例がありまして、それを束ねると、同じ市の中にそういうものが

たくさんあると、何となく一般型になっていくということです。 

 一般型というのは、そういう項目が条文の中にほぼ網羅されているものを指しているの

だろうと思います。個別型ということになると、パブリックコメント条例を作りますか、

作りませんかという話になっていくので、そういうことを考えれば、恐らくは一般型にな

るかと思います。一般型というのは、個別的なものがいろいろと入り込んだオムニバス的

なものになっていくということを言っているのだろうと思います。 

 市民参加条例と言うからには、パブリックコメントとか、公募の話とか、男女共同のも

のとか、いろいろなことが当然入ってくるだろうと思うのです。ですから、名称も含めま

して、市民参加条例と言うのであれば、個別ではなくて、ここで言っている一般型という

ことになるのではないかと思います。 

 ただ、先ほど言ったことの繰り返しになりますけれども、それではどういうタイプの条
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例が、どういう項目を決めるような条例が必要であるか、それがなぜ必要なのか、それが

できることによって、今、梶井委員がおっしゃったように、市民の方にどのようなプラス

の影響を与えるか、そのようなことも検討した上で、現在の自治基本条例の中でできるこ

とと、できていないことといいますか、足りないことは何かあるのか。その足りないこと

によって、何か問題が引き起こされているのかということもかなり集中的に検討しないと、

単純にいいとか悪いと言えないのは確かだと思います。 

 ですから、私としては、市民参加条例については、せっかく検討、整備するとあるもの

ですから、そうであれば、そのためのきちんとした手順を踏んでいくのがいいのではない

かと思うわけです。 

○石黒委員 私は自治基本条例の制定の途中から関わったので、そのときの経緯について

お話しします。 

 自治基本条例に、今あるような市民参加関係の規定を入れるかどうかについては、議論

があったのですが、そのときに担当部局の人から、将来的には自治基本条例を作った後で

参加条例のようなものを作っていくことが考えられるという話がありました。 

 また、委員の皆さんの中からは、保証はあるのか、本当にやっていくのかという声があ

りました。実際に自治基本条例の制定自体もようやくできたという感じだったのですが、

結果的には、市民参加条例を作る前提で、自治基本条例には一部しか入れない形のもので、

自治基本条例が通った後、市民参加条例までは行けなかったのだと思います。ただ、委員

の方がそれをやるために入っているのだという方がたくさんいましたから、少なくとも、

このぐらいは決めておきたいということで、自治基本条例の中に入ったという形になった

経緯であると理解しています。 

 そういう意味では、さらにもうちょっと整備したものを作っていくということが想定さ

れてはいました。ですから、それが条例の規定の仕方になっていて、座長がおっしゃるよ

うに、それがないのは条例に反しているのではないかという考え方は理解できます。 

 ただ、そのときも、あまり入れてしまうと、市民参加条例を作るときに、結局、同じよ

うなことを書くことになってしまうのではないかという考えはありました。そういう意味

で、どうだったのかというのは評価の問題ですので、入れておかない方がよかったという

ことになるのか、入れたから、ここまではまだあるということが障害になってしまったの

ではないかという見方もあるかもしれません。 

○梶井委員 少し中途半端な感じになったわけですね。 

○石黒委員 そういうことになります。これは私の理解ですが、そのようなことになるわ

けです。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 それぞれに条例を検討する中では、みんながクリアになって条例ができる、あるいは政

策が定まっていくわけではありませんので、いろいろな経過の中でできてくるのだろうと

いうことは、十分理解できることです。 
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 自治基本条例の中にこれがあることによってある程度進んでいったのかもしれません。

それについては、自治基本条例がなくても、このご時世ではこれぐらい進んだのは当たり

前ではないかとも言いたいところもないわけではないですが、それは何とも反証ができま

せんから、自治基本条例ができたからこそできたのだと言われれば、それはそうかもしれ

ませんと言うしかないかもしれません。 

 ただ、この市民参加条例を考えるのであれば、市民参加条例というものを作るか、作ら

ないか、それから、今、石黒委員からありましたように、自治基本条例の中に入れる、入

れないの議論の中で、市民参加についての規定をもっときっちりすべきだという話もあっ

たとすれば、今度はその自治基本条例を変えていく話にも繋がっていくかもしれません。 

 ただ、これは条例の組み立てとしては基本条例ですから、あまり細かいことをごちゃご

ちゃ入れても、基本条例にならないような気もします。だからこそ、自治基本条例の理念

を実現していくための条例整備を図っていくことが重要です。 

 私から見ますと、この基本自治条例のいろいろな項目の中で、欠けているのは市民参加

条例なのです。それ以外は、市民との協働に関する条例もできています。市民がきちんと

意見を述べることができる手続が定められて、要綱もあり、実際にパブリックコメントも

やっているということですが、そのような仕組みをトータルで見渡せるものがないのが残

念なところです。 

 次回、そこについてやや集中的に議論をしたいと思います。１回か２回の議論で簡単に

結論に至るとは思いませんけれども、今、その辺についての論点をいくつかお出ししまし

たので、次回、最後のところで検討してまいりたいと思います。 

 それでは、今日の審議はこれで終了したいと思います。お疲れさまでございました。 

 

  ３．そ の 他 

〔次回推進会議の日程調整に関するお知らせ〕 

 

  ４．閉  会 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 長時間にわたり、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第７回市民自治推進会議を終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


