
Ｎｏ．１

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

パブリックコメント
手続

意見提出件数　１件（１人）
対象施策への意見の反映　無

令和元年１２月２０日
～

令和２年　１月２０日

市民会議の設置

徳島市まち・ひと・しごと創生懇話会
委員数　１５人（うち公募委員　１人）
　　　　　　　（うち女性委員　８人）
開催回数　２回（傍聴者数　延べ０人）

（第１回）令和元年１０
月３日
（第２回）令和元年１１
月５日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。当該施策の見直し等を行うときは、一層の市民参加が図られるよう努められた
い。

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

市民会議については、当計画の策定にあたり国から「産官学金労言士」等の多様な主体
の参画を得るよう求められていたことから、この方針に沿った構成を基本としつつ、住民
代表として公募市民を募るなど、多様な層の多様な意見を収集できるよう委員構成に配慮
した。また会議では、委員全員の意見を収集し、その内容を計画に反映するよう努めた。
　パブリックコメント手続においては、計画全体に係る内容の意見をいただけた。

これらの手続により得られた意見については、ホームページにおいてこれらの意見に対
する当課の考え方を公表する等、適切に取り扱った。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

　市民会議の設置にあたっては、公募市民を募るなど、開かれた会議とするよう努めた。
また、委員構成は多様な主体に参画いただけるよう配慮し、委員全員からの意見を収集

することができたことから、多様な意見を収集することができた。計画案に対して、新た
な視点・切り口の意見をいただけるなど大変有意義なものであり、それらを計画に活か
し、充実させることができた。
　これらのことから、市民の主体的な参画のもと、対象施策を策定できたと考えている。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

第２期徳島市まち・ひと・しごと創生総合戦略

企画政策局　企画政策課

まち・ひと・しごと創生法に基づき、本市の人口減少対策の方向性を定める戦略で、２
期目となり、令和２年度からの５年間を計画期間とする「第２期徳島市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」を策定する。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

各手続の実施告知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、遅くとも１週間前には
公式ホームページに掲載する等、適切な時期及び方法により周知した。また、イラストや
図表を用いた資料を作成・公表するなど、分かりやすく、市民の関心を高める周知に努め
た。



Ｎｏ．２

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

アンケートの実施

暴力団に関するアンケート
実施場所　市役所本庁舎１階ロビー
対象　　　来庁者
回答者数　２８０人

令和　元年　７月２２日
～

令和　元年　７月２６日

パブリックコメント
手続

意見提出件数　０件
令和　元年１０月　７日

～
令和　元年１１月　６日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。当該施策の見直し等を行うときは、一層の市民参加が図られるよう努められた
い。

各手続の実施告知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、遅くとも１週間前には
市ホームページに掲載する等、適切な時期及び方法により周知した。

パブリックコメント手続の実施に際しては、広報とくしまにも掲載し、より多くの市民
に関心を持ってもらえるように努めた。

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

アンケートの実施においては、市民が暴力団に対してどのように感じているかについて
調査し、暴力団の排除を目的とする条例制定の是非については、多くの賛成の意見があっ
た。

パブリックコメント手続においては意見の提出がなかった。施策の素案に関して市民か
ら一定の理解を得られたと認識しているものの、今後は多様な意見を可能な限り収集でき
るよう、手続の周知方法等について検証したい。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

一連の市民参加手続の実施に当たっては、施策策定の進捗状況や得られた意見等を適
宜、市ホームページに掲載するなど、公開性・透明性の確保を図った。

アンケートにおいては、市民の暴力団に対する意見が得られ、施策の内容を充実させる
ことができた。
　これらのことから、市民の主体的な参画のもと、対象施策を策定できたと考えている。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島市暴力団排除条例

市民環境部　市民生活課

本市における暴力団の排除に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役
割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定め、暴力団の排除を推進し、
安全で平穏な市民生活を確保するため、「徳島市暴力団排除条例」を制定する。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。



Ｎｏ．３

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

ヒアリングの実施 ヒアリング団体数　３８団体（６３人）
平成３１年　１月１０日

～
平成３１年　２月　８日

パブリックコメント
手続

意見提出件数　１１０件（３３人）
対象施策への意見の反映　無

平成３１年　３月１２日
～

平成３１年　４月１８日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

ヒアリングにおいては、舞台設備や楽屋など、施設の設備や機能に関するもののほか、
搬入出やスタッフ・観客の動線に関することなど、多種多様な意見を聞くことができた。

パブリックコメント手続においては、駐車場の確保や舞台設備に関する意見が多く寄せ
られた。

各手続により得られた意見については、ホームページにおいてこれらの意見に対する当
課（実施機関）の考え方を公表する等、適切に取り扱った。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

実際にホールに関わる団体、利用者等にヒアリングしたことにより、効果的に周知する
とともに意見を伺うことができた。

また、施策策定の進捗状況や得られた意見等を適宜ホームページに掲載するなど、公開
性・透明性の確保を図った。

市民からは有意義な意見が多数得られ、いくつかは施策に反映し、施策の内容を充実さ
せることができた。
　これらのことから、市民の主体的な参画のもと、対象施策を策定できたと考えている。

　基本計画を見直す必要が生じた場合は、改めて適切な意見交換等を行う。

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。当該施策の見直し等を行うときは、一層の市民参加が図られるよう努められた
い。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島市新ホール整備基本計画

市民環境部　文化振興課

文化センター敷地を建設予定地とした新ホールの整備を進めるため、施設整備に関する
基本計画を策定する。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

パブリックコメント手続の実施告知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、適切
な時期及び方法により周知した。また、色分けした図表等を用いて資料を作成し、市民に
分かりやすく伝わるよう当計画の検討状況等の公表や各手続の周知を行った。

また、文化団体、利用者、興業事業者、各種団体とホールに関わる多様な団体を対象と
してヒアリングを行い、より多くの市民に関心を持ってもらえるように努めた。



Ｎｏ．４

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

アンケートの実施

徳島市子ども・子育て支援ニーズ調査
配布数　６,５００件
回答数　２,８４２件
回答率　　４３.７％

平成３０年１０月２６日
～

平成３０年１１月１４日

パブリックコメント
手続

意見提出件数　１５件（１０人）
対象施策への意見の反映　無

令和元年１２月　９日
～

令和２年　１月　９日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。当該施策の見直し等を行うときは、一層の市民参加が図られるよう努められた
い。

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

アンケートの実施においては、６,５００件の配布に対し、十分なサンプル数となる２,
８４２件の回答を得た（国（厚生労働省保育課）の実施するアンケートで採用されている
標本誤差（５％）の水準を満たすためには、３８８件の回答があれば可能）。

パブリックコメント手続においては、子育て支援施設策全般にわたって幅広く意見が出
され、市民（子育て世代）目線での意見も多く提出される等、今後の施策運営の参考にな
る多様な意見が得られた。

また、各手続により得られた意見については、HPにおいてこれらの意見に対する当課
（実施機関）の考え方を公表したり、当該事務を所管する課等に伝達する等、適切に取り
扱った。

なお、本計画の策定のための市民会議は設置していないが、子ども・子育て支援法（第
７７条）に基づき設置している「徳島市子ども・子育て会議（委員数２０人うち公募市民
３人）」に対して、アンケート実施段階から計画案策定までの間、随時、付議を行って意
見を伺いながら、計画案の修正なども行ってきた。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

一連の市民参加手続の実施に当たっては、対象施策に関連の深い機関（徳島市子ども・
子育て会議）と連携するなど、マニュアルに定める以上に市民の意見の聴取に努めるとと
もに、施策策定の進捗状況や得られた意見等を適宜ホームページに掲載するなど、公開
性・透明性の確保を図った。

また、アンケートやパブリックコメントを実施する中で、市民から有意義な意見が多数
得られ、このうちのいくつかは施策に反映し、施策の内容を充実させることができた。
　これらのことから、市民の主体的な参画のもと、本計画を策定できたと考えている。

令和５年度に予定している、次回の本計画の見直し時には、さらに効果的に手続を実施
できるよう、今回の市民参加手続の実施結果や徳島市子ども・子育て会議での意見などを
踏まえて検討を進めていきたい。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

第２期徳島市子ども・子育て支援事業計画

保健福祉部　子ども・子育て推進総室　子ども企画課

子ども・子育て支援法（第６１条）の規定に基づき、各種の子育て支援施策を計画的に
推進するため、令和２年度から６年度の５年間を計画期間とする「第２期徳島市子ども・
子育て支援事業計画」を策定する。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

各手続の実施告知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、遅くとも１週間前には
公式ホームページ及び当課ホームページに掲載する等、適切な時期及び方法により周知し
た。また、カラー版のイラストや図表を用いた計画の概要資料を作成・公表するなど、分
かりやすく、市民の関心を高める周知に努めた。

パブリックコメント手続の実施に際しては、広報とくしまへの意見募集記事の掲載や、
ラジオ放送による周知を行うなどにより、より多くの市民に関心を持ってもらえるように
努めた。



Ｎｏ．５

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

パブリックコメント
手続

意見提出件数　５６件（１３人）
対象施策への意見の反映　有

令和元年　６月２８日
～

令和元年　７月２９日

市民会議の設置

徳島市新産業振興施設（仮称）設置市民会議
委員数　７人（うち公募委員１人）
　　　　　　（うち女性委員１人）
開催回数　５回（傍聴者数　延べ２人）

令和元年　５月１０日
～

令和元年　８月２６日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

市民会議について、委員構成として男女の割合年齢層等の割合に一定の均衡を図ること
ができ、各専門分野の見地からも充実した議論がされた結果、意見を十分収集できたと考
えている。

パブリックコメントについて、さまざまな視野から有意義な意見があったことから、一
つひとつの提出された意見について、施策へ反映できるかどうかの考慮を行い、その結果
等の公表を行うなど適切に取り扱った。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

一連の事務手続きフローにおいて、状況等を逐次ホームページにて公表するなど、市民
にとって開かれた手続を実現できたと考えている。また、一連の手続きの中で活発な議論
及び意見を収集することができたことから、いくつかの意見について施策に反映すること
で、施策内容の充実を図ることができたと考えている。

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。当該施策の見直し等を行うときは、一層の市民参加が図られるよう努められた
い。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島市新産業振興施設（仮称）整備計画

経済部　経済政策課

徳島市立木工会館は、昭和５７年３月の開館以来、木工業の振興を図るため人材育成事
業などを実施してきたが、開館から３７年が経過し、耐震化や老朽化に対応するため、耐
震改修等に多額の費用が必要となることが見込まれている。
必要な検討を行った結果、徳島市立木工会館を移転し、徳島市の産業全体を振興するため
の施設を設置するとの方針が示されたことから、徳島市における新たな産業振興のための
施設の設置に係る計画を策定し、徳島市の産業全体の振興を推進する。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

実施告知、実施状況及び結果公表等について、関係部署との連携のうえ、手続事務フ
ローに従い広報とくしま、ホームページ等による周知を行ったことから時期、方法ともに
適切であったと考えている。



Ｎｏ．６

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

市民会議の設置

徳島駅周辺まちづくり計画検討会
委員数　　９人（うち公募委員　２人）
　　　　　　　（うち女性委員　４人）
開催回数　２回（傍聴者数 述べ１２人）

平成３１年　１月１８日
～

平成３１年　１月３１日

パブリックコメント
手続

意見提出件数　１０件（２人）
対象施策への意見の反映　無

平成３１年　３月１９日
～

平成３１年　４月１８日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

徳島駅周辺のまちづくりには一定の期間を要することから、必要な場合は、柔軟に計画
内容の検証・見直しを行うこととしており、その際には、さらに効果的に手続を実施でき
るよう検討を進めたい。

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。

なお、市民参加手続の周知について、市民会議の開催に際し、事前の告知が十分ではな
かった事例が見受けられた。対象施策の見直し等を行うときは、このことを踏まえ、市民
参加手続の一層の周知に努められたい。

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

市民会議の設置に際しては、対象施策の内容を踏まえた男女の割合、年齢層等を検討
し、効果的かつ活発な議論ができるような委員構成に配慮した。

パブリックコメント手続においては、計画の変更に至るものではなかったが、１０件の
意見提出があり、多様な意見を得ることができた。

各手続により得られた意見については、市ホームページにおいて公表し、当計画策定の
参考とした。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

一連の市民参加手続の実施に当たっては、当計画策定の検討状況や得られた意見等を適
宜、市ホームページに掲載するなど、公開性・透明性の確保を図ったが、今後は、対象施
策に関連の深い団体と連携するなど、周知方法の強化を図りたい。

ただ、市民からは有意義な意見が多数得られ、また市民会議における意見等を当計画に
反映し、内容を充実させることができた。
　これらのことから、市民の主体的な参画のもと、対象施策を策定できたと考えている。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島駅周辺まちづくり計画（修正）

都市整備部　まちづくり推進課

新ホールの建設予定地が文化センター敷地となったことに伴い、新ホール整備の取組や
進捗と整合を図るために、平成３０年６月に策定した徳島駅周辺まちづくり計画の修正を
行う。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

各手続の事前周知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、適切な時期及び方法に
より周知した。また、市ホームページに当計画の専用ページを設け、当計画の検討状況等
の公表や各手続の周知を行った。

市民会議の開催に際しては、市政記者への資料提供を行い、広く市民に関心を持っても
らえるように努めた。

パブリックコメント手続の実施に際しては、市ホームページにおける公表や、支所等の
窓口での周知にとどまったことから、今後は、より多くの市民に関心を持ってもらえるよ
う、手続の周知方法について検証したい。



Ｎｏ．７

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

パブリックコメント
手続

意見提出件数　１０件（２人）
対象施策への意見の反映　無

令和元年１２月２０日
～

令和２年　１月２０日

市民会議の設置
徳島市地域公共交通活性化協議会
委員数　１９人　（うち女性委員　５人）
開催回数　４回　（傍聴者数　延べ０人）

令和元年　８月　２日
～

令和２年　２月１８日

アンケートの実施

市民アンケート
配布数　３，０００件（不明戻数　７件）
回収数　１，０２７件
回収率　　３４．３％

令和元年　８月２３日
～

令和元年　９月　６日

アンケートの実施

利用者アンケート
配布数　１，６４３件
回収数　　　３９０件
回収率　　２３．７％

令和元年　９月１６日
～

令和元年１０月　１日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。当該施策の見直し等を行うときは、一層の市民参加が図られるよう努められた
い。

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

市民会議については、基本的な構成員に商業関連や福祉関連などの団体を加え、男女の
割合や年齢層等に一定のバランスが取れたものとした。

パブリックコメント手続については、路線バスに関する意見のほか、ＩＣＴを活用した
取り組み等に関する意見もあり、多様な意見が得られた。

各手続により得られた意見については、ホームページにおいてこれらの意見に対する当
課の考え方を公表する等、適切に取り扱った。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

無作為抽出による市民アンケートだけでなく、駅やバス停留所の利用者を対象にアン
ケート調査を実施したことにより、実際に公共交通を利用している人の意見を施策に反映
することができた。

市民会議の開催状況やアンケート調査結果等を逐次ホームページで公開し、公開性・透
明性の確保を図った。

これらのことから、市民の主体的な参画のもと、施策を策定することができたと考えて
いる。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島市地域公共交通網形成計画

都市整備部　地域交通課

本市の地域公共交通の将来を見据え、まちづくりと連携した持続可能な公共交通ネット
ワークの再構築に向け、「徳島市地域公共交通網形成計画」を策定する。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

各手続の実施告知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、徳島市ホームページ
に掲載する等、適切な時期及び方法により周知した。

市民会議の開催前には、市政記者への資料提供に加え、徳島市ホームページに開催案内
を掲載する等、周知に努めた。



Ｎｏ．８

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

市民会議の設置

徳島市国土強靱化地域計画策定市民会議
委員数　１６人（うち公募委員２人）
　　　　　　　（うち女性委員５人）
開催回数　３回（傍聴者数　延べ２人）

令和元年１１月２０日
～

令和２年　２月１０日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

なお、パブリックコメント手続の実施については、公募市民を含む各界から選出された
委員による市民会議の設置・開催によって広く市民からの意見を聴取でき、適切に計画に
反映することができると判断したこと、また、本計画が当初に策定を予定していた時期か
ら大幅に前倒して令和元年度中に策定することとなったため、時間的・物理的に同手続の
実施が困難であったことなどから、計画策定時点での同手続を実施しないこととした。

パブリックコメント手続の省略については、市民会議において諮られ、同意は得られて
いるが、同施策に関してパブリックコメント手続を実施している自治体も散見されること
から、実施の余地はあったものと考えられる。

対象施策の見直し等を行うときは、これらのことを踏まえ、一層の市民参加が図られる
よう努められたい。

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

市民会議の設置に際しては、計画の対象となる内容を踏まえ、公募委員のほか、学識経
験者、警察・消防、医療・福祉、交通・ライフライン、国などの専門的知見を有する委員
による構成とし、男女の割合や年齢層にも配慮し、効果的かつ活発な議論による意見聴取
ができる体制を整えることができた。

また、会議から得られた各委員からの意見・提言については、策定中の計画に適時・適
切に反映するとともに、会議の議事の内容はホームページで公開するなど、適切に取り
扱った。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

市民参加手続の実施に当たっては、市民参加基本条例の事務マニュアルに基づいて、十
分な周知に努めるとともに、会議においては、委員による自由闊達な意見交換を通じて専
門的な意見・提言をいただき、計画に反映させることができた。また、会議の内容につい
ても、ホームページへ掲載することにより、会議の公開性・透明性は十分確保することが
できた。

これらのことから、市民の主体的な参画のもと、対象となる施策を策定することができ
たと考えている。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島市国土強靱化地域計画

土木部　土木政策課

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法
（平成２５年法律第９５号）第１３条の規定に基づき、大規模自然災害等に対する必要な
事前防災・減災、迅速な復旧復興に資する施策を推進するため「徳島市国土強靭化地域計
画」を策定する。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

市民会議開催の公募委員の公募、会議の開催、会議内容（議事録）の公開等に際して
は、総務課と連携し指示を仰ぎながら、ホームページなどを通じて内容の詳細を掲載する
などして、適切な時期及び方法・手段により周知した。

また、市民会議の開催に際して、市政記者への情報提供を行うとともに、傍聴者の募集
もホームページを通じて行った。



Ｎｏ．９

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

アンケートの実施

市民アンケート
配布数　３，０００件（不明戻数　７件）
回答数　１，０２７件
回答率　　３４．３％

令和元年　８月２３日
～

令和元年　９月　６日

アンケートの実施

利用者アンケート
配布数　１，６４３件
回答数　　　３９０件
回答率　　２３．７％

令和元年　９月１６日
～

令和元年１０月　１日

パブリックコメント
手続

意見提出件数　４件（２人）
対象施策への意見の反映　無

令和元年１２月２０日
～

令和２年　１月２０日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

計画期間のうち、令和２年度から令和６年度までの５年間を「前期計画」とし、この間の
取組の進捗状況等を検証した上で、次の４年間を「後期計画」として令和６年度に策定する
ことから、その際には、さらに効果的に手続を実施できるよう検討を進めたい。

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考えら
れる。当該施策の見直し等を行うときは、一層の市民参加が図られるよう努められたい。

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

アンケートの実施においては、市が実施するアンケートと共同で行うことにより効率的に
実施できた。また、無作為抽出による市民アンケートだけでなく、公共交通利用者に対する
アンケートも実施した。

パブリックコメント手続においては、事業廃止に関する意見や、今後取り組んでほしい施
策に関する意見が提出されるなど、計画を実行していく上での参考になる意見が得られた。

各手続により得られた意見については、ホームページにおいてこれらの意見に対する当課
（実施機関）の考え方を公表する等、適切に取り扱った。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

一連の市民参加手続の実施に当たっては、得られた意見等を適宜ホームページに掲載する
など、公開性・透明性の確保を図った。

市民からは有意義な意見が得られ、計画の変更には至らなかったものの、今後の計画実行
の参考になった。
　これらのことから、市民の主体的な参画のもと、対象施策を策定できたと考えている。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島市交通局経営計画

交通局　総務課

交通局では、平成２７年度から令和元年度までの５年間を計画期間とする経営計画を策定
し、サービス向上への取り組みや経営改善策を講じてきた。

今後においても、より一層の安全運行と質の高いサービスを提供し、安全で快適な路線バ
ス事業を運営するため「徳島市交通局経営計画（令和２年度から１０年度まで）」を策定す
る。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

各手続の実施告知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、ホームページに掲載する
等、適切な時期及び方法により周知した。

パブリックコメント手続の実施に際しては、広報とくしまにも掲載し、より多くの市民に
関心を持ってもらえるよう努めた。



Ｎｏ．１０

対象施策の名称

担当課

対象施策の概要

手続の方法 実施結果 実施期間

市民会議の設置

策定委員会
委員数　１５人（うち公募委員　１人）
　　　　　　　（うち女性委員　７人）
開催回数　４回（傍聴人数　０人）

令和元年　７月　３日
～

令和２年　１月３１日

パブリックコメント
手続

意見提出件数　０件
令和元年１２月２０日

～
令和２年　１月２０日

備考

徳島市市民参加
推進本部による
意見

評価項目２：　意見を十分収集できたか。また、収集した意見は適切に取り扱ったか。

市民会議の設置に際しては、対象施策の内容を踏まえた男女の割合、専門的な視点から
効果的かつ活発な議論ができるような委員構成とした。

また、市民会議での委員からの意見等は、すべての会議の会議録をホームページにおい
て公表するなど適切に取り扱った。

評価項目３：　市民参加手続を通じて、市民の主体的な参画のもと、施策を策定できたか。

一連の市民参加手続の実施に当たっては、マニュアルを参考に関係者への周知に努める
とともに、施策策定の進捗状況や得られた意見等を適宜ホームページに掲載するなど、公
開性・透明性の確保を図った。

市民会議では公募委員からも有意義な意見が得られ、施策の内容を充実させることがで
きた。
　これらのことから、市民の主体的な参画のもと、対象施策を策定できたと考えている。

当該施策の策定に係る市民参加手続については、一定の市民参加が図られたものと考え
られる。

なお、市民参加手続の周知について、市民会議の委員募集に際し、総務課との連携が十
分ではなかった事例が見受けられた。対象施策の見直し等を行うときは、これらのことを
踏まえ、市民参加手続の一層の周知に努められたい。

市民参加手続実施評価表　（令和元年度策定施策）

徳島市教育振興基本計画（第３期）

教育委員会　総務課

教育基本法に規定する地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な
指針となる「徳島市教育振興基本計画（第３期）」を策定した。

市民参加手続の
実施結果

市民参加手続の
評価

評価項目１：　市民参加手続の周知は十分に行えたか。

各手続の実施告知、結果公表等に際しては、総務課と連携の上、公式ホームページに掲
載及び市政記者に情報提供を行う等、適切な時期及び方法により周知した。また、イラス
トや図表を用いた資料を作成・公表するなど、分かりやすく、市民の関心を高める周知に
努めた。

しかし、パブリックコメント手続の実施に際しては、より多くの市民に関心を持っても
らえるよう広報等にも努めたが、意見提出はなかった。


