平成２４年度

第２回行政評価委員会

（施策）35 まちづくりへの市民参画・協働
施策又は事業名
施策全般

確認事項又は評価意見（案）等
・まちを良くするための、各種活動に参加した市民の割合、
Ｈ２８年４０％になっているが、どこから算出したものな
のか、又各種活動の対象は。
・まちを良くするための各種活動に参加した市民割合成果
目標値４０％設定の考え方について。

回答（担当部局が記入）
・この成果指標の目標値は、これまでトレンド推計として
いましたが、昨年度の第４期総合計画（戦略計画）後期見
直しに合わせて実数値に変更しました。
・実績値は、毎年実施している総合計画アンケートの中の
「この１年間で町内会・自治会などの地域活動や、ＮＰＯ
(営利を目的としない団体)・ボランティアなどの活動に参
加したことがありますか？」という設問で、参加している
と回答した市民の割合を示しています。
・総合計画前期における成果指標基礎数値である平成 17
年度実績 33.6％以降 30％台で推移していることから目標
として 40％台となるよう設定しました。
・指標１の実績値が減少した理由として考えられること ・指標１の内容については、上記の回答のとおりです。
は。
・H22 実績値と H23 実績値について年代別で比べたところ、
総じて低下しておりましたが、特に６０歳以上の高齢者で
大きく低下していました。
・この年度だけ大きく数値が減少した理由を探るには、次
年度以降の推移を見ていく必要があると思われます。

担当部局
協働推進・
市民の声を
聴く課

・協働システムの確立と運用となっていますが、協働シス
テムの全体像、もしくは確立した形とはどのようなものな
のか。

・協働システムとは、市民参加手続制度、まちづくりのル
ールを定めた自治基本条例、市民から市との協働事業を募
集する協働事業提案制度など、協働のまちづくりを目指す
ために必要なルールや制度のことを指しています。
・協働のまちづくりを目指していく上で、これらのシステ
ムはある程度確立されてきていると言えますが、今後も、
市民、企業、団体など、石狩市に関わる様々な人達がつな
がり、まちづくりに主体的に関わることが出来るよう常に
ルールや制度を検証しながら取り組んでいきます。

協働推進・
市民の声を
聴く課

・2008 年に自治基本条例を制定してから主体的な市民の参
加は進んでいるか

・市民が主役のまちづくりを目指し、協働のまちづくりを
基本原則に据えた自治基本条例を施行したこの年に、市民
から協働のまちづくりに関する提案を募る制度「協働事業
提案制度」を創設しました。

協働推進・
市民の声を
聴く課
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・この制度は、まちづくりに主体的に関わろうとする団体
からの提案に基づき事業を実施するものであり、これまで
に２１の協働事業が生まれました。
・また、成果指標に協働事業の実施数として平成２２年度
９３事業とありますが、このうちの半数近くが、自治基本
条例の制定後に生まれたものです。
・これらのことから、市民が主体的にまちづくりに関わる
気運は着実に進んでいると思われます。
・各種市民活動団体などを支援・育成するまための具体策。 ・市民活動を総合的にサポートすることを目的に平成２０ 協働推進・
年８月に市民活動情報センターぽぽらーとを北コミュニ 市民の声を
ティセンター内に設置しました。市内のＮＰＯ法人が指定 聴く課
管理制度に基づき運営しています。
・この施設では、市民活動団体の活動を支援するため、無
料で使えるミーティングコーナーや、資料づくりに役立つ
印刷機、紙折り機等の備品を各種取り揃えています。また、
団体向けの各種助成金や市内イベント情報などを提供し
たり、市民活動に関するさまざま相談にも応じています。
・その他、センターでは市民活動の啓発を目的とした講座
や市民活動団体や市民等との交流を目的とした事業を開
催し、石狩市の市民活動がさらに活性化するよう様々な取
り組みを行っています。
・ぽぽらーとについて利用人数は増加し、市と市民の協働 ・石狩市が目指す協働のまちは、市民と市の協働だけでは 協働推進・
は理解できるが市民同士の協働を深めることが可能か。
なく、市民同士の協働も含んでいます。
市民の声を
・市民活動情報センターぽぽらーとでは、相談業務の中で、 聴く課
市民活動団体に関する情報提供を行っているほか、市民活
動団体や市民のネットワークづくりに繋がるような交流
事業も行っており、今後も、これまで同様市民同士がつな
がるような取り組みを行っていきます。
・市民協働事業提案制度の市が市民と協働したい事業を提 ・市が市民と協働したい事業を募集する「行政提案型」の 協働推進・
示する新たな制度、市が協働したいこととは。
募集は 8 月頃を予定しており、どういった事業を市民に提 市民の声を
示していくかは、これから担当課に照会、ヒアリングをし 聴く課
ていきます。現段階では具体的な事業は決まっていません
が、比較的市民が関わりやすい、保健福祉、教育、環境分
野からの事業の募集になると思います。

－ 2 －

・市民に情報や学習機会を提供するための適切な手法を考
案することが必要ではないでしょうか。町内会組織、ＮＰ
Ｏ法人等により一層の働きかけを工夫することも必要で
は。

・市民の多くが参画したくても、仕事・勤務上等、時間的
制約があり、自由に参画できないことが考えられるので、
時間的制約を解決する方法は無いでしょうか。市民が参加
しやすい手段を具体的に例示できないでしょうか？

（事業の内容－③手段）
・条例にもとづくガイドラインを作成し、職員周知は進ん
でいるのか。
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・市では、毎年、町内会と自治懇話会や市政懇話会を行っ 協働推進・
ているほか、市民向けのタウンミーティングを実施するな 市民の声を
ど行政情報の提供、市民との意見交換を行っています。
聴く課
・また、昨年度は北海道からＮＰＯ法人の認証に関する事
務の権限移譲を受けたり、学習会を開催するなどＮＰＯ法
人との接点が増えてきております。今年度も支援事業を実
施する予定です。
・こうした機会を今後も有効に活用しながら、市民に分か
りやすい情報や学習機会の提供を心掛け、協働意識の醸成
を図っていきます。
・市民が市政に参加するための手法としては、審議会、パ
ブリックコメントなどがあります。審議会の開催に当たっ
ては、より多くの委員が出席出来るよう予め確認し委員の
都合に合わせ日時設定を行っています。
・時間的制約にとらわれず、誰でも市へ意見が寄せられる
仕組みとしてパブリックコメントがあります。パブリック
コメントは１カ月間意見を募集しています。また、資料は
市役所１階の情報公開コーナーやホームページで閲覧で
きるほか、必要に応じて郵送もしており、多くの市民が意
見を出しやすい環境づくりに今後も努めていきます。
・このほか、石狩市では、公開している審議会の議事録は
すべて公表しています。こちらも市役所１階の情報公開コ
ーナーやホームページで見ることが出来ます。
・市民が主役のまちづくりを実現するためには、市民にも
自分が住んでいる地域に目を向ける姿勢と自覚が必要で
すので、こうした機会を積極的に活用し、まちづくりへ参
加いただくことを期待しています。
・平成１４年度に市民参加手続が導入された当初は、市に
公表漏れなどの手続き上のミスが多くありました。そのた
め、職員が市民参加手続の事務を行う上で助けとなるよう
なマニュアルのほか、審議会運営に関するガイドラインを
作成し、また、毎年職員研修を行い、事務処理能力と意識
の向上に努めてきました。
・昨年度、附属機関である第５次市民参加制度調査審議会

協働推進・
市民の声を
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協働推進・
市民の声を
聴く課

市民参加推進事業

（事業の内容－④背景・個別計画等）
・より市民の声を多く反映する行政運営を行うための条例
等を制定したとありますが、どの様なものを制定したの
か。
（活動指標－市民参加手続件数）
・審議会とパブリックコメントなどを合わせた実績数では
なくそれぞれの数を教えてください。

（成果指標）
・パブリックコメントに寄せられた意見の件数を教えてく
ださい。

・協働職員研修の対象者、受講者数及び活用内容について
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から出された答申の中で、制度の運用は軌道に乗ってきて
いるとの見解も出ていることから、一定程度職員の周知は
進んでいると考えています。
・石狩市では、行政が重要な施策（条例の改廃、計画の策 協働推進・
定など）を決定するときには、予め情報を公表し市民の声 市民の声を
を聴くためのシステム、「市民参加手続制度」を平成１４ 聴く課
年度から導入しています。（石狩市行政活動への市民参加
の推進に関する条例、通称市民の声を活かす条例）
H21 年度
H22 年度
H23 年度 協働推進・
審議会
29 件
21 件
25 件 市民の声を
聴く課
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
21 件
12 件
14 件
縦覧・意見書提出
1件
0件
2件
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民会議
8件
2件
0件
ｱﾝｹｰﾄ・意見交換会
4件
0件
6件
合計
63 件
35 件
47 件
件数は事業評価シートのとおりで、人数は下記のとおりで 協働推進・
す。
市民の声を
・平成 21 年度 56 人
聴く課
・平成 22 年度 25 人
・平成 23 年度 66 人

・市が率先して協働のまちづくりに取り組んでいくため職
員の資質と意識の向上を目的に、平成２２年度から職員研
（事業の内容－⑥H23 に取組んだ事項と成果）
修を実施しています。昨年度は、高齢化が進み地域の課題
・市民と市職員のまちづくりワークショップの参加者は。 が深刻化している厚田・浜益地域について、市民と市職員
が協働を意識したまちづくりを話し合うワークショップ
を実施しました。
・３日間日程で、1 日目は職員を対象に協働の基礎知識や
コーディネート能力の向上を目的とした研修を実施し１
９名の職員が出席しました。
・２、３日目は、市民と職員が情報・意見交換しながら、
協働のまちづくりについて学ぶことを目的に実施し、２５
名（市民１３名、職員１２名）が出席しました。３日間と
おして出席した職員は５名です。
・参加者からは協働の意味が実感出来たという声が多く聞

－ 4 －

協働推進・
市民の声を
聴く課

平成２４年度 第２回行政評価委員会
かれたことから、一定の成果があったと考えます。
協働推進事業

・市民活動情報センターにおける相談の種類、範囲につい
て

（活動指標）
・市民活動情報センター実施事業の内容と成果
（成果指標）
・実施した協働事業の内容

石狩市市民活動情報センター条例において「市民活動に関
する情報の収集及び提供並びに相談に関すること」として
おり、具体的には団体の組織化や法人化に関する相談や、
団体の活動の充実、推進等についての相談の他、市民活動
団体や講座等に関する問い合わせも受けています。
別紙のとおり

・いしかり市民カレッジの運営、森林ボランティアクマゲ
ラとの森林保全活動、市内の子育て関係者が集まり話し合
いの中で各種事業を生み出している「子育てネット会議」
などの他、多数の関連団体と繋がりのある市民図書館で
は、読み聞かせや書籍の修繕など様々な取り組みを行って
います。
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協働推進・
市民の声を
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協働推進・
市民の声を
聴く課
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