
 

第９回徳島市協働の基本指針及び制度策定のための市民会議  

議 事 要 旨 

 

日時：平成２５年１０月９日（水） １３：３０～１６：３０ 

場所：幸町会館３０２会議室 

 

【出席者】 

市民委員：１１名（松村会長、露口委員、黒崎委員、黒田委員、細束副会長、藍原委員、岩

野委員、岸田委員、橋本委員、矢部委員、山本委員） 

行政職員：５名（企画政策課、行財政経営課、環境保全課、公園緑地課、危機管理課） 

進行役：１名（ＮＰＯ法人コモンズ 喜多順三） 

事務局：４名（市民協働課） 

傍聴者：０名 

 

【会議プログラム】 

ＳＴＥＰ １： はじめに 

ＳＴＥＰ ２： 本日のプログラム説明 

ＳＴＥＰ ３： 前回市民会議の振り返り 

ＳＴＥＰ ４： 協働指針の素案を検討する 

        ・素案の説明 

        ・説明内容についての意見交換 

ＳＴＥＰ ５： 情報交流サイトと情報交流会の検討 

ＳＴＥＰ ６： 今後の予定について 

ＳＴＥＰ ７： おわりに 

          

【議事要旨】 

主催者、松村会長の挨拶及び進行役より本日のプログラム説明に続き、前回市民会議

（第８回 平成２５年７月１７日実施）の振り返りを行った。 

 

＜発言要旨＞ 

（進行役） 

前回も少し出たが情報交流サイト、あるいは情報交流会をどういうふうにやっていくか検

討していただく予定となっている。前回市民会議の詳細は、手元に議事要旨というのがある

が、読み上げると時間がかかってしまうので、主に事務局から提示のあった指針の素案に

ついて検討していただく。この時は１章から５章という構成になっているが、１章から４章に

ついては特に問題ないと。５章の新たな協働制度については、審査をどうするのか、あるい

は事業そのものをどういうかたちでつくっていくのかについて色々意見を伺っている。詳細

は議事要旨を確認ということで。 

  ではＳＴＥＰ ４の協働指針の素案を検討ということで、事務局から説明をしてもらう。 

 



事務局説明 

 

（進行役） 

まずタイトル、前回の市民会議のなかで、いくつか皆さんからアイデアをいただこうという

ことだったのだが、少し煮詰まってしまい、事務局に一任しようということになった。それがこ

の表紙にある市民がつくるまち・とくしま～協働の基本指針（改定版）～、この改定版までが

新しいタイトル、改訂版の括弧はついたまま、というのが最終案。これでよろしいか。それか

ら表紙にも少し着目してみると、報告書とある。指針がここの日付にあるように、来年の２月、

おそらくその時に市民会議が開かれて、市長に対して報告というかたちで出されるので報

告書となっているということだが、この設置要綱のなかではどうなっているのか。 

 

（事務局） 

 設置要綱で、市長に報告するとなっている。 

 

（進行役） 

 報告するであって、提言するではないのですね。報告と提言ではどう違うのか。提言という

と、重く受け止める、報告って、軽くおかれそうな感じがする。そういうことはないのですね。

皆さんこういうかたちでよろしいか。市民がつくるまち・とくしま～協働の基本指針（改訂版）

～報告書、ということです。通常、他の委員会でも提言となっているケースが多いので。 

 

（事務局） 

 国の場合は報告書というのが多い。 

 

（進行役） 

  次に、構成の話、前回の１章から５章という構成が第１編・第２編となり、第１編は指針そ

のものの部分で、ここについては特に前回から内容の変更がなく、第１章では協働の基本

指針のその後ということで、前回制定された協働指針から推進の状況とか課題が示されて、

次に協働の基本的な考え方として意義、協働の原則としてそれぞれ行政、ＮＰＯ等が共通

で守らなくてはいけない原則的なルール、あるいは行政、ＮＰＯ等がそれぞれというような

かたちとなって、第４章で協働のかたちと基本姿勢というものが、事業の企画、企画立案、

実施、評価という、それぞれの事業制度ごと、一行の段階ごとに示されている。第２編につ

いて、前回はこれでいいとのことだったが、何か意見などあれば。 

  第２編、とくしま協働制度ということで、新たに章だけが変わっており、第１章は協働の制

度ということで、ここに多少枠はつくるということで。具体的に言うと、協働推進員制度をより

積極的に取り組める環境を整える。それから次の、職員も市民の一人として、職場を離れ

たところで地域活動に参加するため、協働の意識の醸成に努めますという文言が新たに付

け加わっている。 この部分、地域活動に参加するためとあるが、“ため”で良いのか。“た

め”だと、目的が協働の意識の醸成に努める手段として地域活動に参加する、という文脈

みたいになる。職員は市の仕事をしているだけではなくて、やはり同時に市民と一緒にやろ

うという、その市民でもあるという認識のもと地域活動に参加するなどしていこうという、伝

えたいのはそういうことですよね。“など”“よう”が適切ではないか。 



  

余談だが、今ひょうたん島博覧会とかのイベントに少し関わっているのだが、スタッフが

足りないと。ＮＰＯの皆さんボランティアお願いしますという話が乱暴なことだがある。では市

の方どうなのと当然疑問に思われる。うちの方は課を挙げて取り組む、足りなければ部で

やる、これは、業務ベースで考えてそういうことをやっているんですよね、そうではなくて徳

島市をプロモートするためのイベントなので、市の職員も自主的に参加してほしいというの

が少しあったため、そういう環境づくりを市民協働課中心になって進めませんかということで

付け加えていただいた文言です。後は、特に前回と大きく変更はないということで。 

第２編第１章が制度の概要。第２章がいきなりフロー図になっているが、第２章とくしま協

働制度の概要図、情報交流サイトで得た情報や交流を基に協働に取り組んでいくこととな

る。ということがあっていきなり自由提案コースのフローと、行政企画コースのフローが示さ

れているが、自由提案コースも行政企画コースも、それまで出てこない。新たな協働制度と

して、情報交流制度を設けるというのと、第１章（２）②の新たな協働・連携制度ということで、

段階的な仕組みで支援制度は２つのコースがある。期間は３年である。 

 

（会長） 

  協働支援制度の流れの図において、書いた方は分かると思うが、●（※クロマル：協働

支援制度の流れの図の中での表記）は何を意味するのか。もう一点は、ＮＰＯとの協働の

仕事を評価してお金を渡すことを自主的に認めた選定委員会のメンバーは、時間が許す限

り事業の現場に出て、きちんと評価にも入りましょうという意見が出て、その通りであると皆

言った訳だが、事業評価というのは、図の中では●の下に担当窓口係があるという感じに

なっている。選定委員会は、窓口課と担当課の間に説明がある。この違いはどういうことな

のか。あるいは事業評価に対して選定委員会に携わった人間というのはどこまで責任を持

つべきなのかというところが、この流れの図の中には入っていない。 

 

（事務局） 

事業年度の交付申請から交付決定の流れの中で、実際受け取ったという意味合いで●

を入れさせてもらった。 

 

（進行役） 

  恐らく最初の●は、交付決定を受けて事業をスタートということではないのか。事業を開

始されないと概算請求は出来ない仕組みですよね。 

 

（事務局） 

 そのとおりであります。 

 

（進行役） 

  だったらここは事業着手とか矢印で事業着手と四角をつけて、下矢印で概算請求とし、

次の●は、事業事務処理等があって、支払いされる訳ですよね。というように、ここに何もな

いのではなくて、何かここにアクションが入るはずだから、それをもう少し明確にしないとい



けないのかもしれない。確かにおっしゃるとおりの●何だろうって。しかも●が全て同じ行為

ではないですよね。たぶん四角で適切な名詞が入ると思うのだが。 

 

（会長） 

総括したのは少し良くなかったかもしれない。行政の用語は難しいけど、ここは少し不親

切になっているので、四角に入れて、漢字を入れた方がいい。やることは決まっているので。

ここで何やるかという議論にはならないと。 

 

（進行役） 

●の意味というか、行為を明確に。そういうかたちで矢印が全てつながっていかないと、

流れになっていかないと思うので。それともう一つ会長から質問があったが、この制度のな

かで選考に関することというのは決して明確にはされていない。とはいえ、そのフロー図の

なかにはいきなり選定委員会と出てくるので、やや唐突感が否めない。そういう意味では、

手続の流れのなかで事業認可をどういうかたちでしていくのか、それと仮に選定委員会が

出来るのであれば委員会の構成イメージと役割、位置づけというのを明確にしないと、前回

の委員会でも選んだ人間が負わなければならない責任というようなものがあって、それは

事業のモニタリングもしなければいけないだろうし、事後評価もきっちりしなければいけない

のではないかというような意見もあったので、その辺りをもう少し。 

 

（会長） 

 現在の状況なのだが、現行の制度で選定委員会ということは多々開くのですよね。ＮＰＯ

に仕事を任せる時に、選定委員会というのは設置されていることが多いわけですよね。そ

のメンバーは、市民協働課と事業を企画したところから人を出して、あるいは外部の人間を

入れて選定委員会というのをやって決めて結果を公表するというスタイルなのですよね。 

 

（進行役） 

  私の知る限り、提案制度のなかで、事業提案をして採択を受ける人に限って選定委員会

という手続きをやられている。それは基本的に第三者で構成されていたか、市の方が一人

くらい入っていた。それとは別に個別の委託事業が直接、市からＮＰＯ等にある場合は、第

三者の選定というのはない。直接委託を受けなくてはいけない。 

 

（会長） 

  そうしたらそこで内容も審査出来て、公平な目で審査して、相手方を選定出来る選定委

員会というのは、どちらがいいのかというのは分かれると思うし、私は前者でいいと思うが。 

 

（進行役） 

  いずれも形態として、一つは厳密に言うと、協働事業提案制度というのは補助金制度だ

った。補助金を受け取るために申請手続きをして審査を受ける。それから直接契約されて

いなくて、基本的に委託である。その辺りも制度的にみると、細かく違っているのだが、この

自由提案コースと行政企画コースというのが、契約形態として補助金交付というかたちを採

るのか、委託というかたちを採るのかという問題が一つあって、自由提案の方は補助という



かたちがふさわしいのだろうし、行政企画に関していうと、委託というかたちになっていくの

だろうと。その辺りももう少し整理をした上で事業採択をどういう手続きを得てやるのかとい

うのは、制度設計に関わる部分なので、もう少し明確にされた方がいいのではないかと思

う。 

 

（委員） 

  全体的に、今回の指針でもロールプレイング力が足りない。この時にこうする、この時に

この書類をやると。自分もこの一連の３年間をロールプレイングしていく。そしたら、これで

は駄目だとか、例えばこれだったら事業計画書にひながたもないとか。それではイメージが

掴めない。例えば自分がＮＰＯの人になってみるとか、３年間事務局でやるにあたってこれ

で大丈夫かというロールプレイング力を発揮してもらわないと、後で考えるというのは駄目

かと考える。 

 

（進行役） 

  ロールプレイング、手続きのシュミレーションはきっちりする。おっしゃっていたように、仕

組みづくりをやろうとしているので、しっかりと、本当に今決められることもあるかもしれない

が、例えば予算の上限をいくらにするかとかいう話は、ここでは決まらないのかもしれない

が、どういう手続きを経て事業採択が行われるのかというのは、誰にでも分かるような大事

なルールだと思うので、ここはきっちりこの場で決めておきたいということですね。 

 

（委員） 

事業計画書は、どんなのを出していただいて、どんな評価をしてとか、選定委員がどんな

人にあたるのかのイメージが掴めない。今の中で概念とか理論とか精神とか分かるが、そ

れだけでは事業を開始できないのではないか。 

 

（進行役） 

  事業計画書は従来の協働提案制度を踏襲していく感じ。少なくとも自由提案の方はこう

いう目的・体制・スケジュール・予算等で事業をします、パートナーはここですと。最終的に

目指す成果はこういうものだというのを訂正出来ている時は別にして、目指していくという内

容だろうと思う。 

 

（委員） 

 単年度用で３年先のことまでというイメージがなかったよう な気がするのだが。 

 

（進行役） 

 基本はそう。それを複数年度に渡る場合にどういうふうに年度区分をしていくか。 

 

（委員） 

  密になればいいのだが、単年度が１年目２年目３年目といって、行動計画、１年目はここ

まで、２年目は、３年目でここまでするとか、結構大変なことではないか。 

 



（事務局） 

 市で事業を興す時でも新規事業の時はそういうふうに３年は決めています。 

 

（進行役） 

  それと、行政企画コースというのは、むしろこういう課題を解決してほしいとか、こういうこ

とを一緒にやるというような大きな意味でテーマが定まっているので、プロポーザルみたい

なものをつくるという、ざっくりとしたイメージはある。今回この報告書の中でどこまで整理し

て、どういうかたちで提案するのかというところをまず委員の皆さん方と共有しなければなら

ない。そこは任せてもいいのではないかとか、そこは詰めきらないので、報告書の別紙扱い

になるような必要な提出書類についての、事務局の考え方は、それに対して明確に示して

おいた方がいい。 

 

（事務局） 

  以前の委託事業は市が隅から隅まで決めて、この通りしてください、それでお金が安いと

ころがいいというものだったが、今はそうではなく、先程おっしゃってたようなプロポーザル

方式、コンペ方式のようなかたちで、ある程度こういうことをしたいというのは示すが、やり

方とかお金も高いから駄目というのではなく、色んな審査の項目をつくって審査会を開き説

明を聞いた上で採点の高いところから決めていくといった委託の仕方が多くなっている。で

すから今回のように市の行政の方が示して、色んなＮＰＯとか企業に提案をいただくという

のは、それに近いかなと。 

 

（進行役） 

  整理すると、この報告書に一つは事務局側が市民会議に求める成果というのがどういう

ところにあるのか、それと逆に市民会議の委員さんとしたら、もっとこういうところまできっち

りやるべきだという議論がある。ここは少し筋道を整理した方がいいと思う。事務局の方とし

ては、この位のところで留めておいて、後は事務局サイドでやっていきたいのか、この辺り

はどうなのか。 

 

（事務局） 

  基本指針と制度ということで、大きなくくりで留めておきで、あまり細部にわたっては決め

るべきではないと考えている。 

 

（委員） 

 それは勝手に市が運用で、骨抜きにされるというリスクが範囲にあると私は思うのだが。 

 

（進行役） 

  言い換えるとここまで、この手の議論というのはあまりしていなかったというのはある。と

はいえ選考プロセスの問題とか、選考後事業実施後の評価の問題、あるいは中間のモニ

タリングの問題というのは何度か出ている話でした。 

いずれ審査委員会が開かれて、事業が決まる。それが行政企画でもう一つの自由提案

の方は逆に、ＮＰＯ側から事業企画を出すというかたちになるので、その協働・連携制度の



流れというのは、もう少し前段階というのか、大きな意味では流れというか、そういうのが少

し示された方がいいように思うのだが。 

 

（会長） 

  実際に受託というか、仕事をされているＮＰＯの方とかに、自分がこう、関心があることを

市に提案をして、受託をして、仕事終わる時にそうなのだが、一連の流れがこの方針に合っ

たかたちで出来るかどうかという観点から、少し批判をいただくというのはどうか。 

 

（進行役） 

 皆さんどうですか。 

 

（会長） 

この指針が出来たと仮定し、その後具体的に今までＮＰＯ等で市の仕事を分担、協働し

てやってもらえた方が沢山いらっしゃるわけだが、この制度をみた場合に、実際ＮＰＯや民

間の立場から自分が実現しようと思っているまちづくり、それを提案して実際に実現しようと

した場合に、この仕組みに乗っかることが出来るか。あるいは乗っかることが出来ないある

いはどこか欠けているとか。そういった具体的なシュミレーションをしていただいて、発言い

ただければと。確かに、この事務局の提案というのは今までのやり方を踏襲しつつ、一定で

の改善案を図ってきているわけだが、この改善がうまくいってないとなれば、むしろ実際こ

れから協働の主体になっていただいた方々にある意味迷惑がかかる、上手くいかない。そ

ういうことにならないようにするためには、この制度を実際シュミレーションしていただくこと

が重要だと思ったので、質問をなげてみた。 

 

（委員） 

  今までだったら、国から県とか市に募集をかけて、ＮＰＯ側にこういう予算があるとか、色

んな場で公表していたと思うが、今回もしこれが出来れば、ＮＰＯ等側から相談に行けるよ

うな流れになってほしい。 

 

（進行役） 

  それは今までも基本的には同じ。この制度で何が今までと違うかというと、徳島市が協働

提案事業支援制度というかたちでやってきたものを見直しているので、市がやっている事

業、市とこれからやりたい事業についての理由。 

 

（委員） 

 上からではなくて、市の、なのですね。 

 

（進行役） 

県とか国がやっている事業は従来どおり。ただそういった情報も今までよりは伝わりやす

くしなければならないと思う。 

 

（委員） 



 こういう新しくすることって、今回初めてなのか。 

 

（進行役） 

 今までの制度はあった。 

 

（進行役） 

  流れ自体が空洞なので。理想的には情報交流サイトというインターネット、Ｗｅｂ上で議論

が出来て、その後情報交流会というので意見交換会を、これは後ほど皆さんにアイデアを

いただこうと思っているのだが、その後こことこのような事業をつくってみようかというので自

由な提案をする、あるいは市の職員の方が情報交流会等を通じて、こういう団体があって、

うちのこの仕事をうまく一緒にやってくれそうなところがあるということに気が付いて、事業

企画をしてＮＰＯに投げかける。それで幸せな結婚が出来て事業が流れていくと。それも今

までだと単年度の予算の問題とか、事業開始時期の問題があって、どうしても９月からしか

始まらない、３カ月４カ月で成果をあげようというような課題を解決出来るように、複数年度

にわたり概算払いも出来る。というふうに言うと、出来る可能性があるという意味では今ま

でよりも良くなっているし、よく検討していただいたとは思う。 

ではここで、どこまでつくり込むのかという話になるが、それは今無理にここでぎゅっと詰

め込まなくてはならないことではなく、逆にこの制度の良いところ悪いところというのを絶え

ず関係者が集まってこういう場をもって、年に一回でも、ブラッシュアップしていくような余地

をきっちり残しておくということも大事だと思う。制度はつくると動かない、ということではな

い。 

 

（委員） 

  書面上では分かることであって、現場に入ったら全然違う。その辺りをある程度やってい

ただいたら。 

 

（進行役） 

見えにくいところがあるので、それぞれのコース別の大きな流れを例示するというような、

このフロー図が何となく分かりにくいのと、それから事業選定とか事業評価の部分というの

が抜けているようなところもあるので、その辺り少し手を加えていただけたらと思う。 

 

（委員） 

  出会いの場を本格的にというのはいいと思う。多様性はいいが、一つずつ出来ることか

らやっておいた方がいい。例えば実際にやっている人を見に行ってみるのも選定の基準に

入れてみるのもいいかもしれない。 

書類で事業計画書って、何がやりたい、１年後ビジョンで駄目だったらというので文章に

して見せてくれるのは大事なことだと思っているので、そのフォームがまだ決まっていないと

いうのはどうなのかと。 

 

（事務局） 



  ビジョンについては、スケジュールとは書いてあるが、そういったところに書くという意味

での様式である。 

 

（進行役） 

  この時点で細かな要求書類だとか、事業計画の書き方までは、事務局もまだこれから検

討しようというところだろうと思う。 

 

（事務局） 

 イメージとしてはこういう感じで、最後までは決まっていない。 

 

（会長） 

  議論のゴールは、指針を決めること。その指針と実際の制度の間には少しかいりがある。

制度というのは転がしてみないことには評価がまとまらない。具体的にどういう書類をつくっ

て出してもらうかというのは、これは指針に盛り込んでいくのでなくて、この下にある要領と

いうのに放り込んでいく。ひながたがないから議論が出来ないのであれば、そういうひなが

たを指針にあげておけばいいという議論は残るけれども、本当にきちんと決めなければい

けないのは、協働の相手の実施要項ですよね、それはここでの議論ではなくて、市役所に

１００％お任せしても本来大丈夫だとはならない。 

 

（進行役） 

  これまでの協働提案事業でも書類が煩雑だとか色々あって、段々簡素化されたという経

緯はあったようである。そういう一度決めたことだから絶対守らなくてはいけないというので

はなく、関係者は仕組みをより使いやすくよりよいものにするというような懐をもっておくとい

うようなものを、この指針の中に書き込んでもいいのかもしれない。細かな点は別途定める

けれども、その運用については定期的に関係者にすぐに見直しを行えるものとするぐらい

のことはきっちり書かれているのかなという気がする。 

 

（委員） 

  類が煩雑だと、結局従来出されているＮＰＯ法人とかは、書類作成にすごく長けており、

どうしてもそちらの方が採択されがちになってしまうと思うけれども、今回の主旨というのも、

出来るだけ広いＮＰＯ法人のやりたいことというか、それを広く仕上げていくのが必要だと思

うので、そういう意味でいうと、多少計画書の部分も書きやすいような、それをしっかり中間

組織の方に指導してもらって、次の話が具体的に出てくるのかなと思うが、情報の共有とい

うのがむしろ大事で、その共有が、他のＮＰＯだったり、他の活動されている団体だったりと、

どんどん情報が収集出来るような仕組みになっていることの方が大事と考える。 

 

（進行役） 

一度整理をするが、基本的に制度設計の部分で、もう少し手続きの流れ、このフロー図

自体が分かりにくい点があるということと、二つのコースの大きな流れの一つのイメージみ

たいなものを例示するようなかたちで。それと選考委員会がどういう位置づけでどういう構

成になるのかについては、この制度の中に入れといていただくということと、それから人間



がつくるルールに完璧なものはありませんから、必ず定期的な見直しを必要に応じてやっ

ていくというようなことをルールに明示するというような形でいかがですか。 

 

（委員） 

  流れを見ていて、自分がその担当課だったらというところで見てみて気が付いたので言

わせていただきたいが、初年度事業登録を出していただいて、選定委員会で今年度はこの

事業のうちいくつかを決めてもらう。その事業計画というのは、１年のものもあれば、３年ま

での分もあるということで、それも無視して初年度決めていただいて、次の２年目なのだが、

事業申請をしてもらって終わって次３年目、また交付申請って３年計画の場合はするのだ

が、その年度ってまた新たな事業も選定委員会でやっていくと思うが、３年間やっている途

中で評価するのですかね、事業の進展具合、というのを振り返るということがあればいいか

なとお話させてもらった。そうしないと、今はどれだけ出てくるか分からないが、すごく沢山き

て、こんなのもやりたいです、というけど、昨年度からの事業でいっぱいで、今年の新規は

無理ですとかいうようなことにもなりかねないかもしれないので、そういうもっと有効に活用

していくための年度毎の見直しというのももしかしたら入れていただいた方が担当課として

やっていく上では必要ではないかと感じた。 

 

（進行役） 

ステップごとの何か、中間の見直しや評価というか、進ちょく状況とか事業達成率だとか、

そういうのが中間評価をしながら予算の見直しや、場合によれば事業の取りやめみたいな

ものもあるかもしれないが、そういう中間評価というのは非常に大切かもしれない。 

 

（事務局） 

 年度ごとには事業評価というように考えている。 

 

（委員） 

  事業をしているのだが、年度内で終わる事業など、これはあまり審査される人も少ない。

効果的なものは単年度の事業計画では無理なように思う。そういう場合、やはり２年３年と

いう年度をまたぐとなると、中間の評価も絶対必要だし、それが見直しの結果になるのであ

れば、その事業が成長するためにはなくてはならないものだし、そういうことが組み込まれ

ないような事業結果は駄目だと思う。そういう意味では、１年で中間評価をすると、次の評

価の結果を次の年度に活かしていくというような方法をとっていくことが非常に大事である。

事業をやりたいという団体というのはたくさんある。先程も言っていたように、実際は選定に

困るのではないかというような状態であるのだが、色々な手続きが難しいとか、その他事情

があって中々出来ないというのが現状ではないかと思う。私のところでは、現に色々言って

くるけど中々出来ないというようなことが非常に多いので、そういうような事業をやりたいと

いう団体へ門戸を広げるという意味では、自主性を持ったやり方というのが非常に有効だと

思う。 

 

（進行役） 

 評価は必ずということなので。フローの書き方について少し修正が必要である。 



 

（会長） 

 フロー図の一番下の枠と、下から二番目の枠について、間の実線が入っているので、これ

で翌年度のように見えてしまうので、分かりにくくなっているが、評価は毎年ある。それから、

今色んなＮＰＯはじめ、学校なんかもいて、いわゆる経験値をあげていただきたいというの

もあるので、ちょっと小さめの単年のものも、何か一回ぐらいこう、集会やって終わりのよう

なものも、事業として残していくという方法は非常に良い。確かに規模が大きくなれば、効果

も評価も上がるのは分かるけども、練習と言ったら言葉が悪いが、色々な経験を積んでもら

うというメニューは多い方がいい。 

 

（委員） 

 県のＮＰＯの時に実際あったのでお願いしたいのだが、必ず２年３年の事業になると、途

中の一年後で中間の評価をして、そのままでは駄目なので方向性を転換するというＮＰＯさ

んがいらっしゃる。このままでは過大投資だから、少し小さくやりますとか、ちょっとこのＡを

やりたかったのだが、Ｂの方が有効的だということになると、変更申込書があり、それを受

け委員も指導したりするが、今のままでは大赤字だから変更しなさいと、それも結局どのぐ

らい認めるのかとか、それって初めの取り決めが大切である。当然認めないと事業が終わ

ってしまうので、どのぐらいまで認められるのかとか、分厚い申込書があって、事業途中で、

変える分について委員の３分の２以上の評価が等々あるため、そういうのも考えておかな

いと、単年ではなくて、初めての複数年の事業をするというのは結構一年後に迷うので、そ

ういうのは是非入れてほしい。 

 

(進行役) 

 その辺りはここに出ると。もう少し別な要綱みたいなのになる。選定委員会設置要綱とか

補助要綱とかその辺り。それについても出来るだけ色んな人がこう意見を述べられる、行

政上のルールは曲げろとは言わないが、使い勝手がよくなるような、そういう回路をきちん

とチャンネルを開いておくということが一番大事だと思う。 

 

（事務局） 

要綱であれば、すぐ直すことも出来るが、指針に入れた場合すぐには直せない場合があ

ります。 

 

（進行役） 

確認なのだが、行政上の扱いとして市長に報告すれば、行政文書上は最終どうなるの

か。 

 

（事務局） 

  指針と制度の策定は、また３月議会で議決をいただく。議決というか報告なのだが、皆さ

んに了解を得ると、その後もう一度市長決裁をとって、そこで策定となります。 

 

（進行役） 



変更するまでに手続き的に大変なのか。 

 

（事務局） 

 色々手続は必要となります。 

 

（進行役） 

  だから指針というのは細かいことはあまり書いていないと。では再度整理。二つの事業コ

ースというのが用意されていて、現在作成しているフローが必ずしもそんなに分かりやすい

ものではないという部分もあり、私も相談に乗るので一緒に考えませんか。その上でその途

中段階の事業評価とか、応募する側としては一番関心あるのは、どういう選考がされるの

かという部分があるので、それもこの指針にふさわしい内容でもう少し明確に書いていくと

いうことと、それから制度は硬直化しないように、絶えずフィードバックをしながら見直してい

くという部分を担保しておくというようなかたちで修正していただこうと思う。 

 

 

休憩を挟んだ後、ＳＴＥＰ ５の情報交流サイトと情報交流会の検討の、情報交流サイト

について事務局より説明 

 

 

（進行役） 

市のホームページの中に、この情報交流サイトは出来るということで、従来だと協働のペ

ージへたどり着くのに４階層くらい入り込み、なかなかたどり着けなかったものが、今度はト

ップページへメニューを持っていく予定である。「ＮＰＯ等との協働」というタイトルへとんで行

くと、協働とはという用語の定義から、徳島市の取組状況、ＮＰＯ等の状況、情報交流の場、

徳島市以外の取組状況と４つの柱があるということですね。これは情報交流サイトというよ

りは、徳島市の協働に対する取組のサイト的なニュアンスがやや強いような気もするのだ

が。 

 

（委員） 

 ホームページは誰が運営するのか。 

 

（進行役） 

 運営は基本的には市のサイト内ということなので、今考えられているのは市民協働課で運

営するというイメージか。 

 

（進行役） 

このサイトを開設する目的は、そもそも協働の芽を創ろうということなのだろうから、自由に

かき込み出来るようなサイトの方がいいような気もするのだが、今のイメージはそういうの

ではないのですね。あくまでも情報が置かれていて、且つ外部リンクが結構ありますよね。

というような状況。 

 



（事務局） 

  一応、黒塗りしているところが、市民活力開発センターさんの方にお願いしようと考えて

いるところなのだが、そちらの方で外部リンク、例えばｆａｃｅｂｏｏｋなりを絡めていくというふう

なかたちも出来たらとは考えている。 

 

（進行役） 

  ちょっと乱暴な言い方をすると、情報交流サイトというよりは、市の協働事業についてとい

うサイトのイメージが強いような気もする。実際に使われるのは、この市民会議の委員の皆

さんをはじめ、市の職員の方とか、地域活動をされている様々な皆さんとかが使い勝手の

良いものでないと、つくってもあまり意味がない。 

 

（委員） 

中間支援組織なので、普通に市民活力開発センターさんが運営していけばいいのではな

いか。 

 

（事務局） 

  予算的なものもありますが、全て市民活力開発センターの管理となった方が更新頻度等

を考慮した上でもいいとは考えておりますが、市の各課の詳しい業務内容等も載せたいと

考えているので、市民活力開発センターの方では、ＮＰＯ等側の情報というようなかたちで

ページをつくっていただき、そこで市の中の情報についてリンクを貼って逆に市民活力開発

センターの方からもとべるし、市の方からもとべるというような形で考えている。 

 

（進行役） 

 相互リンクは可能だろうと思うが、交流するというのは、Ｗｅｂ上であれ、実際のリアルな空

間であれ、人と人、情報と情報が交わらなければいけない。そこがとても大事だけど、これ

だと少し交わりにくそうである。 

 

（委員） 

結構大変な部分もあると思うのだが、まず新しい情報がいかに入っているかということが

大事だと思う。あと、ＮＰＯ等側の人が自由にかき込みが出来て、どんどん情報交流が出来

るようなシステムになってないと、あまり意味を成さない気がする。 

 

（進行役） 

  少なくともやはり理想を見極めて、それをどう現実的に対処するかが大切である。情報が

交流出来るというのは行政の方達が自由にかき込むのは難しいと思うが、そこはそこでか

き込みのルールをつくっていただき、例えばNPO等が「環境に関するこんな活動をしたいが

何かヒントをください。」とかいうと、市の方が、「今こういう講座をやっているのでよかったら

お越しください。」みたいなことが行き交わないと、情報交流ではないと思う。 

 

（事務局） 



  おっしゃる通りそれが理想であった。我々もそれを考えていたが、今のところホームペー

ジを管轄している課との話し合いの中では、まだ難しい点もあります。 

 

（進行役） 

 だから外部化したらどうかということを皆さん考えられていると思う。 

 

（事務局） 

  苦肉の策で、例えばここにメールアドレスを入れておいて、そこから意見はここに直接届

くように出来るとか。それ位しか今は出来ない。 

 

（会長） 

  イメージは皆分かる。今の段階では市が運営しているサーバーを使うのだけど、そのサ

ーバーの中に置くことを前提として考えると、どこでもそういう意見が必ずあがってくる。しか

し、それが目的が達成さない原因となる。だから市民活力開発センターのマンパワーを借り

るといっても、そこでも解決はしない。なぜならその市民の側から意見表明をすることという

のが１００％不可能だから。それは外出しをしなければいけない。それには、セキュリティが

確保されている外部のコンピュータを使えばいい。外部のコンピュータをただで使えるのは、

今いくらでも方法があるわけだから、そこを使いながらやっていけばいい。ただ次の問題点

は、市の倫理規定でその外部のコンピュータに対して市の人が勤務時間にアクセスを禁止

しているのですよね。具体的に言えば、勤務時間にｆａｃｅｂｏｏｋ等をかいてはいけない。そこ

がネックになる。例えば、皆さんｆａｃｅｂｏｏｋをしている方もいると思うが、ｆａｃｅｂｏｏｋの親スレ

ッドに、ＮＰＯ法人の人が今こういう仕事を考えていますというふうにかいてある。それのコメ

ントに対して市役所の職員が、何課の誰々です、ご相談を受け付けますので来てくださいと

いうふうにかけば、それで交流は成立するのだけど、市の仕事としてそれを認めてないわ

けですよね。そこが一番ネック。それを例外的にこの仕事に関してはちゃんと交流する業務

であるというふうに、例外規定を設けてやれば。また、予算等の問題があるならば、無料の

ものを極力活用していく。そういう知恵を遣う工夫はいるかもしれない。だから全てを市の内

部のコンピュータでやろうと思うと、これは実現不可能だし、今回せっかく交流サイト採り上

げてきたのだけどそれは無理という結論になってしまう。 

 

（進行役） 

  外部に出すのは６番（情報交流サイトイメージの「情報交流の場」の部分）だけである。そ

の他は市のホームページ内で全然問題ないと思う。 

 

（会長） 

 ６番の部分だけを外部のハードウェアを借りた仕組みというのを考えていただくのが簡易

なような気がする。 

 

（進行役） 

  たぶんある程度まで直接メールでやりとりもいいが、そこで潜ってしまうと、せっかく公開

の場で情報をやりとりしようというのがあったのに他の人に見えなくなってしまう。それだと



意味がない。予算や倫理上の問題もあるが、まずこういう方法だったら出来るのではない

かという可能性と、それに伴う課題みたいなものを整理していかないと、今までと変わらな

いものになってしまう。 

 

（会長） 

  しかし、見やすさという観点からすると、６番を除いた部分が、市のフォーマットに納まっ

ていた方がきれいである。 

 

（進行役） 

  それはそれでいいと思う。その市民との情報交流のフォーラムみたいなものがあって、そ

こに行くと、例えばｆａｃｅｂｏｏｋにとぶのか分からないけども、そこで情報のやり取りが出来る

というようなものがやはり必要なのだと思う。市のホームページ上でそういうやりとりが公開

で出来るのだったらそれでもいいとは思うが、可能性を追求された方がとは思う。 

 

（会長） 

  ＮＰＯの方たくさんお友達になっていただいたらどこかの、例えば環境関係の団体ってい

くつもあるわけだから、どこかが一つあれば、統合されたことが分かるわけですよね。そした

ら相乗りして、うちがやります、もっといいアイデアがありますよという競争だって出来るわ

けで。 

 

（進行役） 

  このサイトでいくとした時は、課題として、どう情報が集まってくるのかということと、それ

からこの中でこういう交流だったら可能だというのが示されないと、情報交流サイトとは名前

ばかりになってしまうというのがあるので。例えば市役所の人達が直接そこに投稿出来な

い仕組みを打破するとすれば、第三者ないし中間支援組織なりが、こういうＮＰＯの取り組

みに対して、お答えをお願いしますと市につないで、それを間接的に返すみたいなかたちで

もいいとは思うのだが、何か双方向性が担保されるということが必要だろうと思う。 

 

（会長） 

  ネットの世界の双方向性も、古くは９０年代だが、匿名の掲示板だった。それが少し名前

をはっきり出すＳＮＳとか出てきている。それを使わざるを得ないパターンですよね。よくここ

で行政的な議論を入れ込んでおくと、ＮＰＯみんなそれ使うのですか、という議論はどこでも

巻き起こるので、一応それの担保はしておく必要がある。あまり不公平にならないようにし

ておくことは必要である。本当はどこでも大いに使ってやってほしいというのはあるのだが。 

 

（進行役） 

  参考までにこの情報交流サイトの議論というのは、新制度設計の外の部分なので、今回、

具体的に何かにかき込まれるという性格のものではない。ただ、せっかくつくるのだから皆

さんの意見をきちんと聞いていいものをつくりたいという、簡単な資料をつくっていただいて

いると思う。なので、だからこそこういうふうにすればいいということをきっちり伝えた方がい

い。話が横道に逸れるのだが、ＬＥＤアートフェスティバルで情報格差を図ろうとした時に、



市の方でホームページはやっていただいているが、それだけだと薄いので、私のＮＰＯの方

でツイッターと、それからｆａｃｅｂｏｏｋをやって、こまめに会期中は特にリアルタイムで情報を

流していくことをやっていた。やはり市のほうでは公式のサイトなので、本当に決まったこと

しか入れられない。今日、○○さんが来てこんなことしましたというようなものが入れられな

い。でも、そんな情報こそが皆が知りたかったりするし、この時こういう人が来ますからぜひ

見に来てください等というのを、そういうＳＮＳを使ってまめにやろうとはしていた。そういう意

味で、うまくこの情報交流というのを、せっかく中間支援組織として市民活力開発センター

があるし上手に活用していただいたら。もちろんマンパワーの問題とか色々あるので、今の

ままあれもこれもやれではいかないだろうけれど。 

 

（会長） 

  市のサーバー側にＲＳＳ機能はおけないのか。要約して３行ぐらい載せる。例えばその、

ニュースの上２行だけを表示する機能ってあるのだけど、そういうのっていうのは、市のサ

ーバーにはおくことも難しいのか。それが出来ると、例えば今ＮＰＯ側がどういうことを思っ

たというのが、ぱっと２行ぐらい、ホームページ側に出るだけでもかなり違ってくると思うのだ

が。ＲＳＳというのは、ニュースのサイトを自動的にまとめる。駄目な可能性が高いけど、公

的なサーバーだから、市の管理分はサイバーテロが怖いわけですよね。だからあまり余計

なものを入れたくない、一方的に情報を発信するだけで終わらせたいという気持ちもよく分

かる。 

 

（進行役） 

  必要な書類をダウンロードしたりするには、それで十分だが、やはりそういう目的ではな

いかたちでＷｅｂを使おうとしているので、やはりそれに合った媒体というのが必要なのでし

ょうね。 

 

（事務局） 

ｆａｃｅｂｏｏｋとか即時更新のことで、逆にお伺いしたい。よく炎上とかいう言葉を耳にすると

思うのだが、例えば、市側で即時更新できる環境が整ったとした上の話しとして、こういうイ

ベントは何時からあるのか。というような質問がきたとします。即時更新を念頭に置くあまり、

もし間違えた情報を入れてしまったとしたら凄く怖いというのがある。それに対して大丈夫か

というのが非常にある。 

 

（委員） 

  それは役所内の職員が間違うということなので、組織の中で誰か決裁権利を決めておい

て、確認してから載せるようにすれば防げるとは思えるのだが。 

 

（事務局） 

  基本的に市のホームページでも、ツイッターとかｆａｃｅｂｏｏｋを運用している課はあります

が、どこも原則として、「質問に対する返答はしません。」というような取り決めをしていると

思うが、やはりそういった事があるからというのも聞いたことがあります。 

 



（会長） 

  それは恐らく、大きなレベルで言えば、市役所全体の組織の問題があって、正式回答を

どの段階で打つかということが非常に難しいから返答はしませんというような言い方をして

いるのだと思う。ただそのハードルは下げていかないと、この問題は解決しないわけですよ。

いわゆる課レベルできちんとその市民の力を借りようというふうになったら、その段階で正

確に出してもらわなければいけないし、もし何か質問がきたら素早く回答できる体制は組む

必要がある。炎上の問題なのだが、間違った情報というのは出してはいけないものなので、

例えば日付を間違えたら、気づいた瞬間に修正しなければいけないと思う。 

 

（事務局） 

 即時更新というのを一番念頭に置いてしまったら、そういうこともあるのかなと。 

 

（委員） 

  あまり参考にならないかもしれないが、弊社も県立の施設の管理をやっているので、そう

いう意味でいったら私達もそのような見られ方をするのだろうが、ｆａｃｅｂｏｏｋもツイッターも

やっている。やはり人間がすることなので、間違った情報も流してしまったりすることもある

のだが、すぐに修正を入れたり謝罪すると、お叱りとか炎上するということとか、まずそうい

ったものは今のところ一度もきたことがない。 

 

（進行役） 

  行政の方は、間違いがあってはならないというのはよく分かる。それはきっちりチェックす

るべきだろうと思うが、でも少なくともこういう新しいかたちのコミュニケーションを考えていく

としたら、どういうふうにリスクを減らしていくのかということを考えながらでも一歩踏み出し

ていかないといけないし、即時というのに極端にこだわる必要はない。問い合わせによって

は複数日回答に要することがある、ということをきちんと表明した上で応えるということが出

来ればいいと思う。課題もいくつかあるだろうが、やはり皆さん双方向性という認識で一致

していると思うので、それが担保出来るような仕組みをぜひつくっていきたい。 

 

（進行役） 

  ｆａｃｅｂｏｏｋは完全に公開でなく友達のみ公開ならば、きちんとリクエストして、友達承認し

た人だけが見られる、書き込めるというようにしておいた方がいいと思う。リクエストだったら

拒む理由がないので。 

 

（事務局） 

  今までの見解というのが、うちの課の見解ではなくて、担当課の見解なので、なかなかそ

れを打ち砕いていくのは難しいところもある。 

 

（進行役） 

市役所のホームページを使ってやろうとしないで、ルールはいるのだろうけど、中間支援

組織がこの情報交流を運営するという考え方にたった方が少し自由度は上がるのではない

か。それも含めて少し検討していただけたら。 



 

 

（進行役） 

  皆さん徳島市のホームページってどのくらいの頻度でご覧になりますか。私の例を挙げ

ると、○○課の電話番号って何番だったかという時の電話帳代わり。それと、自分の仕事

絡みで申請書が必要な場合のダウンロードとか、そういう必要に迫られた時みたいなところ

はある。炎上よりアクセスを増やすという心配をしなければいけないけれど。 

 

（進行役） 

  これまでにないことをやろうとしていることは間違いないので、今までのやり方だけではう

まくいかない部分も見えてきている。そこをどういうかたちで解決出来るかという。今までの

やり方では無理ではなく、こういう方法があるのではないかということを少し考えていただか

ないと、この議論は前にいかない。 

 

（委員） 

 市役所というのはサポートセンターみたいなのはないのか。 

 

（事務局） 

  ありません。市役所の課に直接電話かけていただくあるいは、ホームページから各課宛

てにメールを送ってもらうことによって対応しています。 

 

（進行役） 

  私の知っている範囲だと、職員が個別にアドレスを持っていなくて課単位であるというの

は、徳島市だけです。これは珍しい。どこの役場でも皆個人で持っている。情報交流サイト

についてはとにかく双方向性であるということで、引き続き検討していただく。あともう一つ、

情報交流会だが、これは具体的なプランがない。ただ、今日提示していただいた資料のこ

のホームページのイメージ図に２つの場がイメージされている。一つは情報交流会、情報

交換を行う場というのと、個別の情報交流の場開催状況と同じものをイメージされているよ

うだ。何となくこう、多対多と、１対１みたいなイメージなのだが、これまで情報交流会という

のは何度か議論の中で出てきているが、皆さんどのようなイメージを持っていたか。 

 

（会長） 

  さっき脱落したけれど、理想は、数が集まらないかもしれないが、大会議室みたいなとこ

ろで市側ＮＰＯ等側の方が集まって関心のある領域のブースに行って、今どういう課題があ

るかという交換をする。合同企業説明会、商談会みたいなものがあるが、そういうイメージ

をしていたが、そこまで数がない。市のNPO法人数も１３０くらいですよね。だから、そこまで

人が集まって大々的にはならないのかなという。２００人ぐらい集まれば楽しいかと思う。 

 

（委員） 

似たようなものでリビングライブラリーというのがあり、若い子、学生向けにＮＰＯのことを

知ってもらいたいという機会をつくるために、ワークショップをしたのだが、これは就職説明



会のようなもので、会社側はＮＰＯ、学生は学生で話を聞いていく。例えばこんなことをして

いるというのをぐるぐる回って話を聞いていくというのをやった。学生は６０～７０人くらいで

結構盛り上がっていました。そういうイベントはやったことがある。 

 

（進行役） 

  今思ったのだが、そうするとリビングライブラリー、ＮＰＯホストバージョンと、例えば行政

の方がホストバージョンというふうにすると、割と双方向の情報交換が出来るかもしれな

い。 

 

（会長） 

学生が６０人ぐらいでも盛り上がったのですね。 

 

（進行役） 

私もどちらかというと、不特定多数と不特定多数が、まずはお互いに顔を知りあうみたい

な、新たに知り合いＮＰＯを増やしていくような場、のイメージではあったのだが。こんなの

が出来たら面白い、そのリビングライブラリーというのは手法の一つだと思う。 

 

（委員） 

  市の職員そのものは、あまりＮＰＯの方と出会う機会というのも実際かなり少ないと思う。

なので、機会があれば話しをしてみたい。少し話が戻るが、情報交流というのをした場合に

ＮＰＯ側からは色々アプローチもあるのかもしれないけれども、市の職員にとって、やはり何

らかのメリットをつくっておかないと、市の職員からアプローチしていこうというのが起きにく

い。例えばさっきあったように間違えたら怖い等のリスクがあるので。なので、特に行政企

画コースの方で、こういうのはＮＰＯがしたいけどどうですか。というように、ＮＰＯさんに集ま

ってもらって話をするという場があれば、市の職員もモチベーションがあがると思う。 

 

（委員） 

 自分と関係している内容でないと、中々入っていきにくい部分もあります。 

 

（委員） 

 業務に関係することというのは別として、職員も協働の意識を上げるというので、そういう

場があれば、地域の課題とか、生の声とかそういうものを、たまたま自分の業務に、ある課

題を見つけてこれるとかいうようなものがあればいけるのだが、そうでなくて今の現状です

よね、こういうことを知りたいとか、こういう場に参加させてもらえる仕組みが出来たらいい

のではないか。 

 

（進行役） 

  一つは直接事業形成的な場と。もう一つはある意味協働研修に近いようなことかもしれ

ないが、少し現場に触れてみる、二段構えみたいなものがあるということですかね。 

 

（会長） 



  ２種類あると思うが、前者の方は、職員も、課は移るが、とりあえずその専門の仕事をし

て、実はＮＰＯ法人も得意分野というのはそれぞれ持っているわけですよね。だから、例え

ば、環境に得意なＮＰＯ法人さんが、福祉の方にはまずいかないというパターンが考えられ

るから、今コーディネーターがおっしゃった単対単ではなくて、それはむしろ、２対２ぐらいの

関係で、交流会を設計することになると思う。それとは別に、本当に単対単というのは、また

そこまで仕事の合意とか、どういうニーズがあるとか、そこまではいかないで、もっと市の大

まかな行政計画をたてる段階で、これは協働でやった方がいいよねという段階での情報交

換というのも必要になってくる。 

 

（進行役） 

  だから、やりますだけではなくて、例えば協働推進員という制度があって、それも積極的

にというようなことが前半で説明があったが、じゃあ具体的に何をしてるのかというと、私は

２年程、その職員の方対象に研修をやったことがあるけど、そういうので、単に誰かがしゃ

べって話を聞くのではなくて、そのリビングライブラリー的にお互いに簡単な意見交換出来

るような場、これは単対単の方は、研修ベースみたいなので、もしかしたら始める方がいい

かもしれない。 

もう一つは、今回は環境とか福祉とかある程度大きなテーマで、市の担当部署が抱えて

いる課題みたいなものをあらかじめリサーチしてもらって、出せたら市民活力開発センター

で、関心のあるＮＰＯに声をかけて、事業形成のためのマッチングを行う。という二種類ある。

そういうのを年に１回でも、まずはやってみる。そういう２つの方向性で考えていったらいい

かなというのが皆さんの意見だったと思う。とにかくまずはやりましょう。ここに今集まってい

るメンバーを中心に、１回やってみてもいいかと思う。今までは協働とは何というので、この

固定したテーブルの中でしか議論出来てなかったが、実は○○さんは何を担当されている

方なのか、よく知らない話もあるので、もう少し、この市民会議の拡大版くらいのものでもい

いと思うが、まずはやってみて、少しずつ軌道修正するということをしないと、絵に描いた制

度で終わってしまうような気がする。次の市民会議が２月に１回あるとすると、その時に１回

目の情報交流会の企画を皆で考えるみたいなことをやってもいいと思う。 

 

最後の議題、冒頭に説明があったが、今後の予定について事務局より説明 

 

（会長） 

  昨日これで良かったのだけど、議会へパブコメ資料を出す前に、書面で１回会議を開い

てほしいと思う。というのが今日、盛り込む事項が多すぎるので、今日の委員の皆さんの意

見を盛り込んだかたちで、資料を再度練っていただいて、コーディネーターと私で一通り見

ます。それを委員の皆さん全員にご同意いただくかたちで、事務局の方で送った上で、議会

へ出せるというふうにお願いできればと思うが。忙しい行程になるが、委員の皆さん方も、

それでよろしいか。このまま議会に出しても、あちらこちら返ってきそうな予感がするので、

もう少しはっきり、書くところは書く、今日の意見を入れてそれをやりたいと思う。 

 

（進行役） 



  再度事務局の方で素案の修正していただいたものを、私と会長で確認させていただいて、

その後皆さんに書面でお送りして確認ということで。 

 

（会長） 

  ２月上旬のイベントの詳しい内容を、この場でご披露いただきたいのだが、現段階では市

長さんに私共がお会いする機会をもてるのではないかということをうかがっているのだが。 

 

（事務局） 

予定としては２月５日を考えている。時間はまだ未定ですが、場所については市役所８階

庁議室を予定しております。 

 

（会長） 

ではその案で１年間以上、これを含めて会議をしてきて、まだまだかたちがもやっとした

部分もあるが、少し、何をやるべきか、それからＮＰＯ法人さんの力をはじめ、市民団体の

皆さんの力を、どうすれば借りることが出来るかという、具体的な案はみえてきたと思う。市

長さんの都合がつきましたら、委員の皆さん方から感想というか、一言ずつ市長さんとご対

話いただくと。特に職員の方からやっていきましょうか。集まっていただいた行政委員の皆

さんをはじめ、それぞれの部門からの皆さん方と、１人ずつ市長さんとお話いただく時間を

取っていただけるように差配していただきますので、２月上旬に案内が届いたら、一つその

ようにお考えいただければ。 

 

（事務局） 

  全体でパブリックコメントがいくつ出るか分からないが示させていただいて、それを元に修

正するか必要かどうかを考えていただき、必要があれば修正する。なければ、今のままで、

市長に報告書として会長の方から手渡していただく。その後、先程おっしゃったような、１人

ずつ感想なりを述べていただくというようなかたちでさせていただきたいと思う。 

 

（進行役） 

  せっかく集まっていただくので、その後、１回目の情報交流会の開催企画をたてるという

ような形にしたいと思うがよろしいか。 

 

 

（進行役） 

  その日に何時、こういう企画でこんな内容でやるというのを具体的に皆で決めて、決めた

人は参加しなくてはならない、ということでやっていったらいいかなと思う。 

 

 

会長より、閉会時間となった旨の声がかかり、閉会した。 

 

 


