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はじめに 

この報告書は平成 22年 11月 13日（土）、14日（日）の 2日間にわたり、吉川市中央公民館に

おいて実施した「よしかわ市民討議会 20１0 まちづくり未来会議」の成果を、実行委員会がまとめ

たものです。この報告書は、大きく市民討議会の概要、当日の市民討議の結果、情報提供の内

容、参加者アンケートの結果、市民討議会の手法の検証と評価、資料編の６つの章から構成して

おります。 

 

さて、本年度、吉川市では 10年後のまちの将来像や取り組みの方向性を示す、第 5次総合振

興計画の策定に着手しております。この計画の策定にあたっては、普段、まちづくりに参加する

機会の尐ない市民の皆様から、中立で、公平な意見を計画に反映させたいと考え、ドイツで考案

された市民参加の手法「プラーヌンクスツｪレ」を日本版に手直しを加えた市民討議会を吉川市と

して初めて取り組みました。 

 

当日、市民の皆様に積極的にご議論いただいた結果をもとに、ここに、市民討議会の結果を

報告書にまとめ、戸張胤茂 吉川市長へ提出させていただきます。この討議の結果が現在、策定

を進めております第 5次総合振興計画に生かしていただければと存じます。 

 

今回、ご参加いただいた市民の皆様には、突然のご依頼にも拘わらず、またお忙しい週末の２

日間に、吉川市の将来のまちづくりについて、熱心にご討議いただきましたことを、心より感謝申

し上げます。 

開催までの 4 か月の間、準備にあたられた実行委員の皆様や当日関わっていただいた多くの

スタッフの皆様、また模擬討議会を快くお引受けいただきました皆様に心より御礼申し上げます。 

 

 最後にパブリックコメントや審議会などの従来の市民参加の手法に加え、この市民討議会が今

後も吉川市の市民参加の手法として取り入れられることを願っています。 

 

平成 23年 1月              

   よしかわ市民討議会実行委員会  

委員長 辻田 満           
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1第１章 市民討議会の概要 

第１節 開催の目的 

吉川市では、これまで市政に参加する機会の尐ない市民の皆さんの意見を聴取し、10年

後の吉川の将来像、その将来を実現するためのまちづくりの方針を示す第５次吉川市総合

振興計画の基本構想の策定に活かすことを目的に、新たな市民参加の手法である市民討

議会を開催いたしました。 

また、市民討議会の実施に当たっては、公平・中立な立場から運営を行う観点から市内で、

ＮＰＯ（特定非営利活動法人）の中間支援を行う「特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ」

と実行委員会を組織しました。 

第２節 参加者選定の方法 

今回の市民討議会では、平成 22 年度市民意識調査において層化等間隔無作為抽出注

の方法により選ばせていただいた、調査対象者 1,500 名の方に参加のご案内を送付いたし

ました。この 1,500名のうち、参加の申込をいただいた 9名の方に当日の市民討議会に参加

いただきました。 

第３節 参加者の属性（性別・年代別） 

市民討議会の参加者の属性は次のとおりとなります。 

１ 性別 
 

男性 6 66.7% 

女性 3 33.3% 

計 9 100.0% 

２ 年代別 
 

２０歳代 1 11.1% 

４０歳代 1 11.1% 

５０歳代 1 11.1% 

６０歳代 5 55.6% 

７０歳代 1 11.1% 

計 9 100.0% 

                                         
1 層化等間隔無作為抽出：特定の条件でグループを作成し、それぞれのグループから等間隔に無作為に抽出を行う方法 
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第４節 ２日間のプログラム                                          

今回の市民討議会は、１１月１３日及び１４日の２日間の日程で開催いたしました。討議の

テーマは、「吉川の良いところ」、「吉川で困っているところ」、「吉川で取り組むべきニーズと

課題」、「住み続けたいと感じる吉川の理想像」の４つのテーマについて討議を行いました。 

 

１．討議テーマ                                                 

「吉川市の１０年後の未来を考える 私たちの目指すまち」 

 

２．討議テーマ（小テーマ）                                          

・吉川の良いところ 

・吉川で困っているところ 

・吉川で取り組むべきニーズと課題 

・住み続けたいと感じる吉川の理想像 

 

３．情報提供の内容                                              

 

【１日目の情報提供】 

 吉 川 の ま ち づ く り 

市役所政策室企画担当 大瀧主任   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目は、情報提供として、政

策室企画担当、大瀧主任から

①「総合振興計画とは」、②「吉

川市の紹介」、③「数字で見る

吉川の姿」について、参加者に

対して説明を行いました。 

 

 

１日目の情報提供の風景 
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【２日目の情報提供】 

吉川市で取り組むべきニーズ・課題発見の視点 

財団法人地域開発研究所 牧瀬 稔 氏   

 

２日目は、情報提供として、財団法

人地域開発研究所 牧瀬 稔 氏

から「吉川市で取り組むべきニーズ

と課題」、「住み続けたいと感じる吉

川」の２つのテーマに沿った「吉川

市で取り組むべきニーズ・課題発見

の視点」について、お話をいただき

ました。 

【講師プロフィール】 
 

○現職 

財団法人地域開発研究所 研究部 研

究員 

○学位 

博士（人間福祉・法政大学） 

○略歴 

横須賀市都市政策研究所 

財団法人日本都市センター研究室 

財団法人地域開発研究所研究部 

○専門 

地域政策 ・ 地方自治 ・ 行政学 

※最近、関心を持っているテーマは、

「自治体シンクタンク」「議員提案政

策条例」「政策条例の効果」「安全・安

心まちづくり」など。 

http://www.ias.or.jp/
http://www.hosei.ac.jp/
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/upi/
http://www.toshi.or.jp/index.shtml
http://www.ias.or.jp/
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４．２日間の日程                                                

討議は、１テーマ 90 分で行い、①「討議テーマの説明・班編成（5 分）」、②「討議

（75 分）」、③「発表（20 分）」の作業手項と時間配分で、2 日間、4 テーマに取り組ん

でいただきました。 

 

1日目 11月 13日（土） 9:30～15:00 

討議テーマ① 「吉川の良いところ」  

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

9:30～9:40 10分 主催者あいさつ （吉川市副市長 蓮沼 嘉一）  

9：40～10：05  25分 

開催の趣旨説明 

（よしかわ市民討議会実行委員長 辻田 満） 

 

日程の説明・討議会の進め方・班編成 （くじ引き） 

テ
ー
マ
① 

10：05～10：30 25分 
情報提供①「吉川のまちづくり」  

（吉川市役所政策室企画担当 大瀧 和寛）  

10：30～10：35  5分 討議テーマの説明①  

10：35～11：50  75分 討議① 

11：50～12：10  20分 発表① 

昼 12：10～13：10  60分 昼食・休憩 

討議テーマ② 「吉川で困っているところ」  

テ
ー
マ
② 

13：10～13：15  5分  班編成（くじ引き）・討議テーマ説明②  

13：15～14：30  75分 討議② 

14：30～14：50  20分 発表② 

－ 14：50～15：00 10分 事務連絡 

 

2日目 11月 14日（日） 9:30～15:45 

討議テーマ③ 「吉川で取り組むべきニーズと課題」  

テ
ー
マ
③ 

9:30～9:40  10分  
市長あいさつ 

（吉川市長 戸張 胤茂）  

 ９：４０ ～１０：４０  ６０分  
情報提供② 「吉川市で取り組むべきニーズ・課題発見の視点」 

（財団法人地域開発研究所 牧瀬 稔 氏） 

１０：４０ ～１０：４５  ５分  班編成（くじ引き）・討議テーマ説明③  

１０：４５ ～１２：００  ７５分 討議③ 

１２：００ ～１２：２０  ２０分 発表③ 

昼 １２：２０ ～１３：２０  ６０分 昼食 

討議テーマ④ 「住み続けたいと感じる吉川の理想像」  

テ
ー
マ
④ 

１３：２０～１３：２５  ５分 班編成（くじ引き）・討議テーマ説明④  

１３：２５～１４：４０  ７５分 討議④  

１４：４０～１５：０５  ２５分 発表④・投票 

－ １５：０５～１５：１５  １０分 休憩 

閉

会 
１５：１５～１５：４５  ３５分 

閉会あいさつ 

（ＮＰＯネットよしかわ代表理事 名倉 勇）  
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第２章 市民討議の結果 

第１節 討議テーマ① 「吉川の良いところ」 

討議会に実施に際して、各テーマの討議が円滑に進むように、①「討論すること」、②

「討論することの説明」をテーマごとに示し、参加者に事前配布をしました。内容について

は、次のとおりとなります。 

討論すること                                                 

 参加者自身が普段の生活のなかで感じる吉川の良いところについて、討論しても

らいました。 

討論することの説明（イメージ）                                      

 市を見たとき、自分たちの周りを見たとき、あるいは周りの市や町と比べたとき、吉

川の良いと思うことは何ですか。 

 

１．討論結果・発表内容（１班）                                     

 

 

 

 「月が綺麗である」という言葉が始めに挙がり、自然環境が               

優れているとする意見が出されました。また、田んぼが多                 

い、川が流れる桜通りの景色が綺麗であるなど、自然環境                                     

がすばらしいまちであるとした意見が１番共感を得た様です。 

 

 

 

 

 

 

 学童保育が公設公営で行われていることが、魅力で埼玉県に転入してくる若い方

が多いのではないだろうかという意見が出されました。若い人が多いということは将

来とても有望な地域情勢になるとの意見もあります。

 高層ビルが少なく、樹木や田んぼが多く、 

星空が綺麗で自然の音にも癒される自然環境 

まとめ１ 

 公営・公設の学童保育所が魅力で若い世代が転入してくる 

 行政の対応も良い 

まとめ２ 

市内の田園風景 
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 １０年後、２０年後を見通した開発を進めていくことで、今とてもいい道路であると実

感しているとした意見がありました。また、歩道も広く、平坦な土地であるので、お年

寄りや障がいを持つ方にも優しい道路になっているとの意見もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．討論結果・発表内容（２班）                                     

 

 

 

 都心までの距離が近い、２５km圏内である。                        

それから公共交通が整備されたという意見が                       

ありました。また、昔は、交通の便が良くなか                        

ったが、かなり整備されてきているとする意見                        

も出されました。 

 

 

 

 

 川に囲まれているということ。２本の大きな川の他に、まちの中に何本か川があると

いうこと。これは非常に良いカードだと思う。その川があることによって自然が豊かに

なっているのではないかという意見が出されました。 

 都心までの距離が近い          【地勢と交通】 

 公共交通の整備がされてきた 

 

まとめ１ 

 川に囲まれて、自然に恵まれている  【自然】 

まとめ２ 

 道路が広く平坦であることなど、将来を見据えた道路情勢 

まとめ３ 

 吉川駅の交番が親切 

 図書館、公民館が充実している 

 国際交流が盛ん 

 

残したい意見 

市内の公共交通機関（武蔵野線） 

１日目の討議の風景 
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 市民プール、温水プール、ワンダーランド、市役所の出張所等などの施設が市内に

整備され、公共施設の利便性が高いとの意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 討議テーマ② 「吉川で困っているところ」                          

 

討論すること                                                 

 参加者自身が普段の生活の中で感じる吉川の困っているところについて討論して

もらいました。 

討論することの説明（イメージ）                                      

 吉川に住んで困ったところ、不便に感じること、もっとこうなれば良いと思うことは何

ですか。 

 

１．討論結果・発表内容（１班）                                     

 

 

 

 吉川市のビジョンに対して、市民の理解が得られていない。確かにビジョンはあると

思うが市民にはわからない。大勢の市民が意外と吉川市のビジョン・計画が分から

ない、理解していないということがあるとの意見がだされました。 

 

 公共施設が充実している         【公共施設】 

まとめ３ 

【吉川市のビジョン】 

 土地利用がはっきりしない 

  

 

まとめ１ 

 古くからの歴史が残っている 

残したい意見 
討議結果をまとめる風景 



11 

 

 

 

 

 道路環境と最終バスがリンクせず、首

都圏に通勤する市民が多い中、不便と

感じる方が多いとする意見が出されま

した。また、まちの中心部分は便利であ

るが、尐し離れた田園地域では、バス

路線が網羅されておらず、不便と感じ

ている市民がいるのではとの意見が出

されています。 

 

 

 

 やはり衣食住ということで、総合病院が必要                        

との意見が出されました。また、教育機関で、                       

人の活性化を図るという意味では、高校や                        

大学を誘致して、人の集まる環境も必要                          

との意見が出されています。 

 

 

 

 

 

【道路環境と終電・バス】 

 道路環境の整備、終電問題、バス路線（循環型）の検討 

まとめ２ 

【総合病院（福祉）と教育環境】 

 総合病院の設置、高校と大学 

 

まとめ３ 

【川と環境】 

 大場川の整備 

 街路灯の整備 

 

残したい意見 意見をふせんに書き出す風景 
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２．討論結果・発表内容（２班）                                     

 

 

 

 人口増加に伴う緊急医療の充実と高齢化対策。                      

吉川市には大きな病院がなく、近隣市に頼って                     

おり、今後、総合病院の誘致などが必要との意                      

見が出されました。 

 

 

 

 

 

 集中豪雤対策と治安対策。吉川市は、平坦

な土地なので排水が充分でない。特に駅の

周辺などは排水の問題があるという意見が

出されました。また、夜の街灯が他都市に

比べて尐なく暗い。防犯の面で街灯の整備

が必要であるとの意見が出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 武蔵野線の終電が早く、集中豪雤、台風などの時、武蔵野線が止まった場合、吉

川に帰る手段がない。このため、何らかのエスケープルートが必要ではないかという

 人口増加に伴う緊急医療の充実と高齢化対策 

まとめ１ 

 集中豪雤対策（下水の排水） 

 治安対策（夜道の街灯） 

まとめ２ 

【公共交通機関の充実】 

 武蔵野線最終電車の延長 

 エスケープルートの確保 

 近隣市との新たな橋の建設 

まとめ３ 

調整池の役割を担うアクアパーク 
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意見が出されました。また、吉川市は、川に囲まれ                    

橋がないと非常に不便。特にレイクタウン、                         

ららぽーとの開業に道路状況が追いついていない。                   

もう尐し、橋、道路の新設が必要という意見が出され                   

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 討議テーマ③ 「吉川で取り組むべきニーズと課題」                     

 

討論すること                                                 

 １日目に考えた吉川の良いところ、困っているところを踏まえ、吉川が今後、何に力

を入れるべきかについて討論してもらいました。 

討論することの説明（イメージ）                                      

 吉川の良いところ、困ったところを考えてきましたが、どのような取り組みにちからを

入れれば、参加者自身が住みやすいと感じるまちになると考えますか。 

 

 目立つ建物と物産がない 

 アピールする目玉となるところが少ない（特徴や個性） 

 知名度が低い 

 駅からハイキングコースの設定や歩きたくなる道の整備で吉川への呼び込

み作戦をする。 

 駅南側のイベントが少ない 

 高校が１校しかない 

 栄小学校のマンモス化対策 

残したい意見 

交通ネットワークの充実 
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１．討論結果・発表内容（１班）                                     

 

 

 

 高齢化が進み、人口も増えており、安心して                        

住むためには総合病院が絶対に必要なこと                        

との意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 武蔵野線の最終電車が非常に早く、都

内で仕事や用事を済ませて帰ってくると

きに、武蔵野線の最終電車の時間を気

にしなければならないということで武蔵野

線の最終電車の延長が必要との意見が

出されました。また、台風や災害などで

武蔵野線がストップした場合、吉川駅に

来る手段が無くなり、タクシーなどで帰宅

せざるを得ないため、交通手段を考える

必要があるとの意見が出されています。 

 災害時に越谷方面に架かる橋は、吉川橋、吉越橋、八條橋と国道２９８号（外環

自動車道）の潮郷橋もあるが、渋滞解消や災害対策といった面で、橋梁や道路

の新設が必要との意見も出されています。 

【総合病院について】 

 高齢化と人口増で緊急性を要するために市内に必要 

まとめ１ 

【交通機関について】 

 武蔵野線の最終電車の延長とエスケープ 

 橋梁道路の新設・整備（災害対策） 

まとめ２ 

市内の公共交通機関（武蔵野線） 

安心して暮らせる医療の充実 
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 吉川市のハザードマップを見ても、大雤

に対する排水が厳しい状況であるので、

浸水対策を含めて考えることが必要との

意見が出されました。 

 

 

 せっかく良い市なので、自然を壊しながら開発しては何の意味もない。吉川市の強

みである自然を活かして開発を進めるべきとの意見も出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住みたくなる吉川】 

 どこかを起点としてウォーキング、ジョギング用として道路に㎞を表示してほ

しい。 

 敬老パス（掲示板を町に設置し、そこに市民行事などを貼ってほしい） 

 中川の周りに花や季節を感じる自然を作って、観光船を出してほしい。 

 子どもの学習環境を強めるために、勉強する場所、外国人との交流の場所

を増やしてほしい。 

 学校の吹奏楽部の人達が吉川市をパレードするような行事がほしい。 

残したい意見 

【環境と施設整備】 

 大雤に対する排水と浸水対策 

 強みの自然を残した開発（建物規制など） 

まとめ３ 
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２．討論結果・発表内容（２班）                                     

 

 

 

 

 吉川市に住んでいながら、医療を受けようとしても、                    

どうしても隣の市の三郷市や越谷市に行ってしまう                    

という意見が出された。また、高齢者福祉についても                  

高齢者は病院に罹ることが多いので、高齢者福祉の                  

拡充が必要との意見も出されています。 

 

 

 

 

 

 

 バスで駅に着いたけど、電車に乗るのに

待つ、道路が混雑していて隣の市に行き

にくいなどが意見として出されました。そ

の中で、緊急時を要することの交通機関

として、「サポート、エスケープ、予備等を

考慮した上での鉄道の誘致」について、

今後、検討が必要との意見も出されてい

ます。 

【医療・福祉】 

 総合病院の整備（他市へ行っている状態です） 

 高齢者福祉の拡充を望みます 

 

まとめ１ 

【公共交通】 

 ダイヤ・路線の再編成 

 サポート、エスケープ 

 予備鉄道の誘致 

 

まとめ２ 

エスケープルートとなる新たな鉄道の誘致 

総合病院の誘致（医療の充実） 
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 開発を進める上で、壊したらもとに戻ることができない。「環境」を守ることが大切との

意見が出されました。吉川市は大きな川に囲まれており、これらの河川の環境を整

備して改善しておきたいとの意見も出されております。 

 自然・河川環境と開発を融合させるなど計画

を検討することが必要との意見も出されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 討議テーマ④ 「住み続けたいと感じる吉川の理想像」                  

 

討論すること                                                 

 １日目のテーマと２日目の午前中のテーマの結果を踏まえ、ご自身が想像する理

想の吉川を討論してもらいました。 

討論することの説明（イメージ）                                      

 吉川の良いところ、困っているところを考えてきましたが、前のテーマで考えてきま

したが、前のテーマで考えた取り組みが達成されたとき、あなたが住みやすい、住

み続けたいと感じる理想の吉川は、どのようなイメージか想像してみてください。 

 

【開発・環境】 

 水路の改善、計画的開発 

まとめ３ 

【人創り】  

 高校・大学の誘致を望みます 

残したい意見 

二郷半領用水路とさくら通りの風景 
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１．討論結果・発表内容（１班）                                     

 

 

 

 吉川市の特性である地勢と自然が活き

たまちをさらに推し進めて、現状を改善

し、緑などの自然と河川などの地勢と人

が調和・共生したまちづくりが必要だとす

る意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 防犯、防災が行き届き(犯罪、災害が                            

尐ない)、災害にも強いまちづくりが                             

必要との意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 今回の未来会議で４つのテーマで討議をしてきましたが、                

言いっぱなし、言われっぱなしは困るので、我々市民ひとり                

一人が、行政と協働してまちづくりを進めていかなければ                

ならないとの意見が出されました。

 自然と人が調和したまちづくり 

 

まとめ１ 

 防犯・防災が行き届いたまちづくり 

まとめ２ 

 市民と行政が共生共存するまちづくり 

 

まとめ３ 

青色回転灯防犯パトロール車 

６月に中井沼で花を咲かせる花しょうぶ 

市民と行政が協力し合うことが必要 
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２．討論結果・発表内容（２班）                                     

 

 

 

 公共交通だけではなく、お年寄り、若者、車いすの人など全ての人が、利用しやす

い交通網の整備が必要という意見が出されました。 

 

 

 

 

 川が綺麗な自然、町並がきれいな自然を今後も残す必要があるとの意見が出され

ました。 

 歩行者、自動車、車、公共機関が充実していること 

 

まとめ１ 

 自然と人と共存化によって、心の豊かさを持てる町 

まとめ２ 

 産直の米と野菜とお肉、果物で健康な体をつくり、吉川の農業を守ろう 

 運動公園一帯に広がる学園、春夏秋冬の花の広場「吉川市っていいよ」と伝

えられるまち 

 人が人を呼ぶまちに 

 歴史を知り「私たちのまち」を実感できる吉川 

  

 

残したい意見 

春先に江戸川の土手に咲く菜の花 
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 行政計画の策定の経緯や取り組みが市民に明確に、分かりやすく知らせるなど、オ

ープン（開かれた行政）でわかりやすい行政を進め、市民の魅力が持てる町にする

ことが必要であるとの意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オープンな行政とわかりやすい行政により、市民の魅力が持てる町 

まとめ３ 

 歴史を残しての都市計画（遊歩道計画） 

 

残したい意見 

市民にわかりやすい紙面を心掛ける広報よしかわ 

毎年、夏に行われる伝統の八坂まつり 
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３．投票結果                                               

投票は、討議テーマ④のみ実施しました。票は、１人５票で、参加者自身の班への投

票、１つの意見に複数票を入れることも可能としました。投票の結果は、次のとおりとな

ります。 

投票の結果、１班の「市民と行政が共生共存する街づくり」が１０票、「防犯・防災が行

き届いた街づくり」が９票、「自然と調和した街づくり」が７票の項となりました。 

※投票は、参加者９名のうち８名により投票を行った。（２日目午後に１名が途中欠席

となったため） 

１班 投票欄 

１位．自然と人が調和した街づくり ７ 

２位．防犯・防災が行き届いた街づくり ９ 

３位．市民と行政が共生共存する街づくり １０ 

 

２班 投票欄 

１位．歩行者、自動車、車、公共機関が充実していること ５ 

２位．自然と人と共存化によって、心の豊かさを持てる町 ５ 

３位．オープンな行政とわかりやすい行政により、市民の魅力が持てるまち ４ 

 

【投票結果】 

 

 

 

 

 

 

 

投票の風景 
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第５節 参加者の感想                                             

 

 ２日間の感想ですが、参加者の皆さんが温かい心で耳を傾けてくれたので、１００％意

見を言えてすっきりしました。これからもこういったことを続けていただきたいし、私も積極

的に参加していけたらと思います。 

 吉川生まれ、吉川育ちの私としては、様々な意見が聞けたので、「０からの視点」という点

ですごくためになりました。また、２日間で出た議題を今後、行政の方にお願いしいたの

は、この結果が、どういった形で市政に反映されるのか、されなかったのか、その理由が

なんなのか、意見がどのように扱ってもらえるのか、わかるようであれば、連絡をして頂く

なり、そういった会があるのであれば、案内を頂ければ出席したいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 １，５００名に応募して、参加が９名だったのは、尐し残念な気持ちです。何か機会があ

れば市政などについて言いたかったので、今回は良い機会でしたし、勉強にもなりまし

た。ありがとうございます。 

 今日１日しか参加できませんでしたが、自由な意見を交わし合ったことは、何よりの財産

だと思って、何よりもうれしく思います。今後もこういった機会を持っていただきたいと思

います。 

 吉川市の行政など市を支えている人が多いことが分かってきて、背中の方にのしかかっ

てきて、色々考えるのに疲れました。そういった人達の支えで作られているんだなと思い

ます。人によって作られる吉川だし、人が人を誘い込む吉川なので、心豊かな吉川にし

ていくために、私も今後心豊かに過ごしていきたいと思います。 

 今回はこういった会に参加させていただき感謝をしています。同時に、討議会で色々な

方と知り合いになれたこともうれしく思います。私も退職し暇を持て余している一人です

が、今後、自分が何をして社会の中で充実していけるのか、いろんな面からアプローチ

していきたいと思います。そのためには、自分自身がしっかりしなければいけない。まず

は健康。体力を維持しながら健康な生活をしたい。できるだけ、前向きにいきたいと思っ

ています。これは市民一人ひとり人が役割を持って、やりがいとか、生きがいができるよう

な形で、自分は努力していきたいと思います。 
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 この２日間本当にありがとうございました。私は、無作為に選ばれたということは非常に公

平公正でまちの行政の方々も未来のまちづくりに前向きにまじめに取り組んでいるという

ことが良く理解できました。２日間、真剣に討議できて本当に良かったです。 

 ２９年の間に子どもが２人育ちました。今回はそのお礼がしたいと思い、討議会に手を挙

げて参加させていただきました。またこれから吉川のまちを見る機会が多くなったので、

何か意見があれば、提供していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

第３章 情報提供の内容 

第１節 「吉川のまちづくり」 

１日目の情報提供は、政策室企画担当大瀧主任から「吉川のまちづくり」と題して、①

総合振興計画とは、②吉川市の紹介、③数字で見る吉川の３つの構成に分けて説明いた

しました。 

 

 

 

 

～総合振興計画とは～ 
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～吉川市の紹介～ 
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～数字で見る吉川の姿～ 
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第２節 「吉川市で取り組むべきニーズ・課題発見の視点」 

２日目の情報提供は、財団法人地域開発研究所研究員 牧瀬 稔 氏から「吉川市で取り

組むべきニーズ・課題発見の視点」についてご説明いただきました。情報提供者の牧瀬氏か

らは、市が取り組むべきニーズ・課題発見の視点について、大きく１０のポイントに絞って参

加者にご説明いただきました。 

 

◇◇◇よしかわ市民討議会 2010 まちづくり未来会議 情報提供◇◇◇ 

吉川市で取り組むべきニーズ・課題発見の視点 

日時 平成 22年年 11月 14日（日） 

午前 9時 40分～10時 40分 

講師 財団法人地域開発研究所  

研究員 牧瀬 稔 氏 

 

 

 

 

ニーズ・課題発見の視点 １０のポイント  

 

■ポイント 1 地方自治体の根本原理 

   

 

■ポイント 2 ニーズの種類 

 

 

 

■ポイント 3 360度から考える 

 

 

地方自治体の目的は、住民の福祉の増進にある。  

住民のニーズとは何か、ニーズ（needs）、ミーズ（meeds）、ウォンツ（wants）

は異なり、この３つの見極めが地方自治体には必要である。 

地方自治体の課題や問題の解決方法は１つではなく、色々な視点から解決

方法を考えることが必要である。 
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■ポイント 4 先入観、偏見を捨てる 

 

 

 

 

■ポイント 5 数字の背景を探る 

 

 

 

■ポイント 6 ギャップ・アプローチとポジティブ・アプローチ 

 

 

 

■ポイント 7 5W1H 

 

 

 

■ポイント 8 ～ただし問題提起 cool brain & warm heart 

 

 

 

■ポイント 9 ～ただし問題提起 外部経済と外部不経済の把握 

 

 

 

■ポイント 10 ～ただし問題提起 過程にこそ意義がある 

 

 

 

先入観や偏見により自由な発想や思考が妨げられる恐れがある。ニーズや

課題を発見するには、自分の考えを疑い、ゼロベースで物事を考えること

が極めて重要である。 

適切な課題発見につなげるため、数字に着目し、その背景を探り、数字の

規則性を見つけることが必要である。 

理想像を適切に把握し、現実を理想像に近づける思考で政策を考えていく

ことが必要である。 

物事を考える上で、「誰に」、「何を」、「いつ」、「どこに」、「どうして・なぜ」、

「そして「どのようにして」という５Ｗ１H」が基本である。 

「課題を必ず解決する熱い思い」と「その課題を解決する冷静な視点」が必

要である。 

市民全体の幸福感の増進を考えると、不利益を受ける尐数の市民が出る。

この両方の市民を救うことが地方自治体では極めて重要である。 

過程を重視した良いニーズ発見、良い課題発見が

重要である。 

 



30 

 

第４章 参加者アンケート 

第１節 討議会参加者アンケート 

 

まちづくり未来会議に関するアンケート集計結果 
   

   
n=9 

  
1 

 
開催日について 

   

  
土日がよい 7 

  

  
平日（昼間）がよい 0 

  

  
平日（夜間）がよい 1 

  

  
その他 1 

  

  
・1日目土曜日、２日目翌週の日曜日など 

   

  

・土日ではなく日曜日の方が時間を取りやすいが、月に２回は町内の会議を行っているの

で、一概には言えない。 

2 
 
開催日数について 

   

  
２日がよい 4 

  

  
１日がよい 4 

  

  
半日（午前）がよい 0 

  

  
半日（午後）がよい 0 

  

  
その他 1 

  

  
・１日、半日（午前）、半日（午後）のいずれかがよい 

   
3 

 
討議時間について 

   

  
ながい 0 

  

  
ちょうどよい 9 

  

  
みじかい 0 
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4 
 
テーマの話しやすさについて 

   

  
話しやすい 4 

  

  
話しにくい 0 

  

  
どちらでもない 4 

  

  
その他 1 

  

  
・テーマのポイントをつかむのが難しかった。 

   
5 

 
自由意見 

   

 
・ 新たな意見が多く大変勉強になりました。 

 

・ 吉川市の知らないことがわかったし、日頃ずっと思っていたことを意見できて良かったと思

います。三郷と越谷をつなげるバスやレンタサイクルがあれば良いと思います。それから他

の人たちが思う意見と同じだったので生活して感じることは表に出した方が良いと思いまし

た。 

 

・ 若い世代にもっと参加してほしかった。もう尐し大勢の人に参加してほしかった。討議のル

ールを事前に説明し、話合いたかった。「前はこうだった、こうだからそれは無理だ」などの

話は聞きたくなかった。行政について一定の理解と見解をもっていないと会議参加が難し

いと思った。 

 

・ 今後の行政に協力できることを協力できれば、吉川市に何かできればと思いました。今後も

この様な協会をよろしくお願いします。討議及びコミュニケーション（時間が尐ないように思

います）の時間を持てるようにお願いします。トレーサビリティをよろしくお願いします。 

 
・ 幅広い年代、男女、居住年数等、幅広い意見が出る、出せる工夫や運営を望みます。 

 

・ お金がかかる話ばかりをしたが、計画にかけられる予算は０円では無いと思うので、やりくり

をして実現出来れば良いと思う。本年度の市民税は、昨年３２年勤めていた会社を辞して

独立した関係で所得税の申告が遅く、支払いを見込みで納めることになった。私の住んで

いるまちの人々の納税の気持ちは低くないと感じる。このような計画に、税の全額をかける

といった内容なら、受入れるのではと感じている。また、会議の内容を地元の人々、仲間と

他の町内の方々に話をする機会がこの１週間の中にあった。皆さんが賛同してくれた部分

も多くあり、審議会に参加できればさらに意見を伝えられることを期待したい。 
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第２節 情報提供（２日目）アンケート 

 

情報提供（２日目）に関するアンケート集計結果 
   

   
n=9 

  
1 

 
情報提供の時間はいかがでしたか 

   

  
長い 0 

  

  
ちょうどよい 8 

  

  
短い 1 

  

      
2 

 
情報提供の内容はいかがでしたか 

   

  
やさしい 4 

  

  
ちょうどよい 5 

  

  
難しい 0 

  

      
3 

 
講師について 

   

  
とても聴きやすい 6 

  

  
まあ聴きやすい 1 

  

  
どちらでもない 1 

  

  
やや聴きにくい 1 

  

  
とても聴きにくい 0 

  

      
4 

 
資料は分かりやすかったですか 

   

  
とても分かりやすい 4 

  

  
分かりやすい 5 

  

  
どちらでもない 0 

  

  
分かりにくい 0 

  

  
とても分かりにくい 0 
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5 
 
講義はその後の討議への参考になりましたか 

   

  
大変参考になった 7 

  

  
尐しは参考になった 1 

  

  
どちらでもない 1 

  

  
あまり参考にならない 0 

  

  
ほとんど参考にならない 0 

  

      
6 

 
自由意見 

   

 

・ ドラッカーがちょこっと出てきた時は親近感がわいた。ものすごく説明がわかりやすかっ

た。 

 

・ 市・行政の視点に重点が置かれていたように思える。住民・市民の視点、立場から幸福

感を増す手法・手段もあるのではないか。 

 
・ 話し方は良かったですが所々に専門的な事があり難しかったです。 

 

・ 講義のあと尐し話をした。牧瀬先生の講義内容や取り組み方が賛同できるものだった。

これからも町内の活動や会議の基本にしたいと感じる。 
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第５章 市民討議会の手法の検証と評価 

第１節 プラーヌンクツエレとは 

 プラーヌンクスツェレ（独：Planungszelle：計画細胞）は、ペーター･C･ディネール ドイ

ツ･ヴパタール大学名誉教授により１９７０年代に考案された市民参加の手法です。 

この手法の最大の特徴は、今までの公募による市民会議と異なり、市民から「無作為抽

出」により参加者を募ることにあります。このため、参加者は、特定の人や専門家ではなく、

ほとんどの場合、テーマに関し直接の当事者ではない一般の市民になります。また、参加

者の構成も男女比率、年齢や職業など、その地域の構成と同様の傾向を示し、社会全体を

反映する構成となっていると言えます。 

さらに、参加者には責任ある仕事として取り組んでもらうため、報酬を支払うこともこの手

法の重要な部分になります。 

話し合いは、約５人の尐人数のグループで、テーマごとにメンバーを替えて、行うことで、

お互いの体験や視点を尊重する関係が生まれ、特定の参加者の意見だけが反映すること

のない、合意形成を行うことが可能となります。 

最後に全員で投票を行いますが、話し合いと投票を経て得られた結論は、利益誘導や

専門家の意見に偏った形にはならないものとなります。 

この手法は、他の市民参加の手法に比べてコストがかかる点や開催の準備や最終報告

に時間がかかる点に課題があるものの、サイレントマジョリティと呼ばれる一般の“市民の声

なき声”を抽出する方法として極めて有効であるといわれています。 

★プラーヌンクスツェレの特徴としては 

１．解決が必要な、真剣な課題に対して実施する。 

２．参加者は住民台帳から無作為で抽出する。 

３．有償で一定期間の参加（４日間が標準） 

４．中立的独立機関が実施機関となり、プログラムを決定する。 

５．ひとつのプラーヌンクスツェレは原則２５名で構成し、複数開催する。２名の進行役が

つく。 

６．専門家、利害関係者から情報提供を受ける。 

７．毎回メンバーチェンジしながら、約５人の小グループで、参加者のみが討議を繰り返

す。 
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８．「市民答申」の形で報告書を作成し、参加した市民が正式な形で委託者に渡す。 

（「まちづくりと新しい市民参加」：篠藤明徳著より） 

 

第２節 実行委員会の歩み 

     吉川市では、第５次総合振興計画（平成２４～３３年度）の策定にあたり、これまでにはな 

い新たな市民参画の手法を取り入れるために、市民討議会の実施を計画していました。 

     一方、ＮＰＯネットよしかわでは、ここ数年各地で開催されている市民討議会（プラーヌン

クスツェレ）の吉川市開催を目指し、吉川青年会議所と吉川市に参加を呼びかけ、一緒に

勉強していくという「プラーヌンクスツェレ学習会」を企画していました。 

今回の市民討議会は、このような機会とタイミングが合い重なり、吉川市とＮＰＯネットよし

かわで共同開催することになりました。 

平成２２年７月２３日に「よしかわ市民討議会の実施に関する協定」を締結し、実行委員

会を立ち上げ、ＮＰＯネットよしかわから４名、吉川市職員５人(政策室２人、市民参加推進

課３人)で構成し、実行委員長に辻田満（ＮＰＯネットよしかわ）、副委員長に中村詠子（市

民参加推進課長）が就き、事務局には第５次総合振興計画を所管する政策室が担当する

ことになりました。 

７月３０日の第１回実行委員会から１月１４日までに１２回の会議を開催しました。会議の

中では、討議テーマとなるサブテーマとコマ数を巡って議論が長時間に及ぶこともありまし

たが、対等な関係で同じテーブルにつき一緒になって考え、話し合いながら進めることが

できました。 

第 1回市民討議会実行委員会  

開催日時  7月 30日（金曜日） 午後 3時から 4時まで  

開催場所  市民交流センターおあしす ミーティングルーム 4  

検討事頄・決定事頄    

市民討議会の日程    11月 13日（土曜日）、14日（日曜日）の 2日間   

市民討議会の名称    まちづくり未来会議  

市民討議会の会場    吉川市中央公民館  

市民討議会の開催規模 参加者数 30人    
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第 2回市民討議会実行委員会  

開催日時  8月 27日（金曜日）午後 4時から 6時まで  

開催場所  市民交流センターおあしす セミナールーム 2  

検討事頄  

市民討議会の大テーマと小テーマ  

市民討議会のコマ数  

第 3回市民討議会実行委員会 

開催日時 9月 17日（金曜日）午後 7時から 9時まで  

開催場所 市役所第 2庁舎 101会議室  

検討事頄  

市民討議会の小テーマ  

第 4回市民討議会実行委員会 

開催日時 10月 1日（金曜日）午後 3時から 5時まで  

開催場所 市役所第 2庁舎 102会議室  

検討事頄  

市民討議会の小テーマ補足説明文  

第 5回市民討議会実行委員会 

開催日時 10月 15日（金曜日）午後 3時から 5時まで  

開催場所 市役所第 2庁舎 202会議室  

検討事頄  

市民討議会における情報提供  

第 6回市民討議会実行委員会 

開催日時 10月 22日（金曜日）午後 5時から 9時まで  

開催場所 市役所第 2庁舎 203会議室  

検討事頄  

模擬市民討議会の実施  



37 

 

 

第 7回市民討議会実行委員会 

開催日時 10月 29日（金曜日）午後 3時から 5時まで  

開催場所 中央公民館 101・102研修室  

検討事頄  

会場レイアウト確認  

役割確認  

当日スケジュール確認  

第 8回市民討議会実行委員会 

開催日時 11月 5日（金曜日）午後 5時から 7時まで  

開催場所 市民交流センターおあしすセミナールーム 2  

検討事頄  

市民討議会当日作業等の確認  

第 9回市民討議会実行委員会 

開催日時 11月 26日（金曜日）午前 10時から正午まで  

開催場所 市役所第 2庁舎 101会議室  

検討事頄  

市民討議会報告書の掲載内容  

第 10回市民討議会実行委員会 

開催日時 12月 10日（金曜日）午前 10時から正午まで  

開催場所 保健センター  

検討事頄  

市民討議会実施内容の検証  

第 11回市民討議会実行委員会 

開催日時 12月 20日（月曜日）午前 10時から正午まで  

開催場所 市役所第 2庁舎 102会議室  
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検討事頄 

市民討議会報告案の確認 

第 12回市民討議会実行委員会 

開催日時 1月 14日（金曜日）午前 10時から正午まで  

開催場所 市役所第 2庁舎 102会議室  

検討事頄 

市民討議会報告案の確認 

 

★吉川市、三鷹市、プラーヌンクスツェレの手法の比較 

項目 ～吉川市民討議会～ 

まちづくり未来会議 

三鷹まちづくりディス 

カッション２００６ 

プラーヌンクスツェレ 

（標準的なモデル） 

主催 ・吉川市 

・NPOネットよしかわ 

・三鷹青年会議所 

・三鷹市 

(パートナーシップ協定) 

研究機関等が行政機関

からの委託を受けて 

実施する。 

運営 よしかわ市民討議会 

実行委員会 

みたかまちづくり 

ディスカッション２００６ 

実行委員会 

テーマの設定 吉川市 みたかまちづくり 

ディスカッション２００６ 

実行委員会 

行政機関 

テーマ 10年後の理想とする 

まちのイメージ 

子どもの安全安心 都市計画、交通政策、 

社会政策など広範囲に 

及ぶ 

参加者の選出方法 無作為抽出 無作為抽出 無作為抽出 

参加者の対象年齢 20歳以上 18歳以上 18歳以上 

（16歳以上の場合も有） 

参 加 者 数 9人（30名募集） 

(4～5人×2グループ) 

52人 

(5～6人×10グループ） 

25人 

（5人×5グループ） 
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謝 礼 の 有 無 有 有 有 

開催日数・コマ数 2日間 

（計 4回の討議） 

2日間 

（計 4回の討議） 

4日間 

（計 16回の討議） 

1回の討議時間 75分 

（情報提供含まず） 

60分 

（情報提供含まず） 

90分 

（情報提供含む） 

情報提供 有 有 有 

進行役 グループ内で役割分担 

(進行補助 2名待機) 

各グループに補助係を 

配置 

全体で 2人の進行役を 

配置 

討議結果の行方 市民提案 市民提案 市民答申 

(参考 みたかまちづくりディスカッション２００６） 

 



 

40 

 

 

第３節 手法の検証と評価 

１．プログラムについて                                          

(1)テーマ 

       今回のメインテーマである、「吉川市の１０年後の未来を考える 私たちの目指すま

ち」を基に、実際に討議するテーマを検討しました。 

       討議テーマは、参加者にとって分かりやすく話やすいということに重点をおき、さらに、

討議の結果を基に次の討議に進んでいく、そして最終的な討議に進むというように、一

つ一つ段階を踏みながら進めるように、個々の討議テーマに関連性を持たせるようにし

ました。また、参加者にテーマの趣旨が分かりやすく伝わるように、それぞれのテーマ

に説明文を加えましたが、単語一つとっても、偏りや誘導につながらないよう細心の注

意を払いました。 参加者アンケートでは、「テーマ」については、「話しやすい」３人、

「どちらでもない」４人となり、自由意見では、「テーマのポイントをつかむのが難しかっ

た」というように、参加者によっては若干の戸惑いがあったようにも見受けられますが、

全体的には支障なく討議ができるテーマであったことが伺えます。 

■サブテーマ 

１ 吉川の良いところ ２ 吉川市の困ったところ 

[討論すること] 

このテーマでは、 

・ご自身が普段の生活のなかで感じる吉川

市のよいところについて議論します。 

  

☞説明 このテーマでは市を見たとき、自

分たちのまわりをみたときあるいはまわりの

市や町と比べたとき、吉川市の良いと思うと

ころは何ですか。 

[討論すること] 

このテーマでは 

・ご自身が普段の生活のなかで感じる吉川

市の困っているところを討論します  

 

☞説明 吉川市に住んで困ったところ、不

便に感じること、もっとこうなれば良いと思う

ところは何ですか。 
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３ 吉川市で取り組むべきニーズと課題 ４ 住み続けたいと感じる吉川市の理想像 

[討論すること] 

このテーマでは、 

・一日目に考えた吉川市の良いところ、困

っているところを踏まえ、吉川市が今後何

に力を入れるべきかについて討論します。 

☞説明 吉川市の良いところ、困ったところ

を考えてきましたが、このような取り組みに

力を入れれば、ご自身が住みやすいまち

になると考えますか。 

 

[討論すること] 

このテーマでは、 

・一日目のテーマと 2日目のテーマの結果

を踏まえ、ご自身が想像する理想の吉川

市を討論します。☞説明 吉川市の良いと

ころ、困ったところを考えてきましたが、前

のテーマで考えた取り組みが達成されたと

き、あなたが住みやすい、住み続けたいと

感じる理想の吉川市は、どのようなイメージ

か想像してみてください。 

 

評価できる点 ・参加者が議論しやすいようにテーマを最初に「現状把握」、次に「課

題」、最後に「理想」と順を追った展開で 4 つに分けたことで、討議が

スムーズに行えた。 

評価できない点 ・プラーヌンクスツェレは「課題解決」において有効な手法であり、今

回のテーマがこの手法にふさわしいものであるか課題が残った。 

(２）開催日数とタイムスケジュール 

      今回実施した討議会は、１１月１３日又は１４日のいずれかの日程で行うということが、検

討当初に決定していました。実行委員会の議論の中でもっとも意見が分かれたのは開催

日程を１日又は２日のいずれにすべきか、ということでした 

      最終的に、初めて市民討議会に参加される方が余裕を持って討議できるよう、１回の討

議時間を７５分とし、２日間の日程としました。参加者アンケートでは、「１日が良い」が４人、

「２日が良い」が４人と、意見が二分されました。 

２日間のタイムスケジュールは、１日目９：３０～１５：３０(６時間)、２日目９：３０～１５：４５

（６時間１５分）、討議時間を１回７５分、情報提供を１日目２５分、２日目１時間としました。 

      また、今回は主催者あいさつを１日目に吉川市、２日目にＮＰＯネットよしかわと分けた

ことや、討議に入る前のオリエンテーションでは「討議会の進め方」について、映像を使っ
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て分かりやすく説明ができるよう、工夫を凝らしました。 

参加者アンケートでは、討議時間を「ちょうどよい」とする方が９人となり、７５分の討議時

間は、設定として適当であったことが伺えます。 

      今回は実際に参加された皆さんにとって、アンケートの結果を見ると２日間の開催日数

の評価は、分かれるものの、討議時間については、全ての方が「ちょうどよい」とするなど

十分な議論ができたことが伺えます。   

しかしながら、開催日数や討議時間の設定は、参加者の負担感に影響を及ぼしかねな

い非常に難しい問題となりますので、今後の市民討議会の実施に当たっては、十分に検

討する必要があると考えます。 

評価できる点 ・当日は、グループ数が尐なかったため、一人ひとりの話す時間が

多く取れた。 

・２日間連続して開催したことで、参加者同士のコミュニケーションを

図る時間を多く取れた。 

評価できない点 ・事後に実施したアンケートでは、有効な回答を得られていないが、

開催日数の設定、討議時間の設定が参加率と参加者の満足度に

影響を及ぼすことが伺えた。 

(３）発表 

      当初のタイムスケジュールでは、討議後の発表時間を６グループで２０分（１グループあ

たり３分程度）、討議の過程と「まとめの趣旨」について説明を行うことを想定していました。

実際には、当日、２グループであったことから時間的な余裕があり、各グループの発表の

際には、参加者全員が一言ずつ(概ね２分程度)発表することができました。 

      その発表では、グループでまとめた結果はもちろんのこと、それぞれの立場や討議会

に参加した理由をはじめ、まちづくりに対する思いや毎日の生活で感じていることなどに

ついて発表があり、回を重ねていくうちに参加者、運営側ともに一体感を感じることができ

ました。 

      これは予想をしていなかった出来事でしたが、参加者全員の率直な発言は、その後の

討議の中でも活発な話し合いのきっかけとなり、今回の討議会の大きな原動力になったも

のであると思います。 

      しかしながら、これは参加者が尐ないことで可能となったものであり、当初の予定通り６
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グループで討議会が開催された場合は、毎回の発表で参加者全員が発言することは、タ

イムスケジュールの上で、大変難しいと考えます。  

評価できる点 ・当日のグループ数が尐ないことで、参加者が余裕をもって発表を

行えた。 

評価できない点 ・参加者人数などの都合から今回のように全ての参加者が発表でき

ない場合があり、今後の発表の方法については、検討が必要とな

る。 

(４)情報提供 

１日目の情報提供は、２０分の時間を設け、政策室企画担当大瀧主任から「総合振興

計画とは」、「吉川市の紹介」、「数字で見る吉川の姿」について情報提供を行いました。 

      ２日目は、１時間の時間を設け、財団法人 地域開発研究所の牧瀬稔氏から「吉川市で

取り組むべきニーズ・課題発見の視点」を題材に、まちづくりを考える上で、様々な視点か

ら課題を発見することの重要性についてお話いただきました。 

参加者アンケートでは「講義はその後の討議への参考になった」という回答が多く、時

間も参加者全員が「ちょうどよい」との回答をいただき、内容、時間ともに概ね適切な設定

を行えたことが伺えます。 

しかしながら、参加者の中には、情報提供の内容が行政寄りのものだったと感じた方も

おり、講演内容の視点を、参加者の属性に応じたものとすることが、今後の課題であると

考えます。 

評価できる点 ・設定したタイムスケジュールのとおり情報提供を行えた。 

・テーマに沿った情報提供者を選択することができた。 

・参加者が理解しやすい情報提供を行えた。 

評価できない点 ・２日目の情報提供が、どちらかといえば行政寄りという意見が参加

者から出されるなど、一部偏りのある情報提供である印象を参加者

に与えた。 

     (５)グループ分け 

      今回は討議テーマごとに、グループの再編を行い、毎回新たなグループ構成で討議

することにしました。グループ編成では、２色のカラーボールを使い抽選を行い、スムーズ

に行うことができました。 
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また、今回は参加者が尐なかったことから２つのグループ分け（１グループ４～５人）で

したが、グループ内が全て同じメンバー構成になることは１度もなく、様々な方と討論する

ことができました。 

評価できる点 ・他市ではあえてグループをテーマ毎に替えていないが、グルー

プ替えは、参加者がテーマ毎に替わることで、色々な参加者と話

すことができるので、新鮮さを演出できた。 

・グループ替えをすることで、緊張感が保つことができた。 

評価できない点 ・人数が尐なく一部で同じメンバーが続いて一緒になる場面もあ

り、多数のグループが必要ではあるが、全体のスケジュール、プロ

グラムを考えるとグループは予定の６グル－プではなく、４グルー

プでも今後はありうるのではないか。 

(６)事前送付資料 

      今回の討議会では事前資料として送付したものは、「市民討議会の概要・テーマ・当日

の流れ」に限定し、市民討議会当日、各参加者の情報量に違いが無い状態で討議できる

よう、事前送付の資料は必要最低限のものとしました。この際、情報提供に関する資料は

送付しませんでした。 

事前の資料配布は、市民等議会のモデルとなるプラーヌンクスツェレでも同様の取り扱

いとなっています。これは、事前に情報提供に関する資料を送付することで、参加者によ

っては送付資料以外に独自に情報収集を行うことや、事前に資料に目を通す方と通さな

い方などがあった場合、当日の参加者ごとの情報量に違いが生じ、参加者ごとの発言の

頻度に影響を及し、討議に偏りが生まれることを避けるためです。 

また、事前送付の資料から市民討議会への負担感が生じ、当日の討議会を辞退したと

いう他市での事例も考慮したものです。 

      しかしながら、参加者からは事前の情報提供を望む声もあり、情報提供のタイミングと内

容については今後検討していかなければならないと考えます。 

評価できる点 ・情報量が同じで参加者に負担感が無かった。 

評価できない点 ・今回に関しては参加者全員の参加意識が高かったため、討議に必

要なある程度の資料等を事前に配布することも考えられる。 
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２．運営について                                                

    (１)組織運営 

     今回の討議会では、公平かつ中立的な運営を行うため、吉川市と特定非営利活動法人

ＮＰＯネットよしかわの共催事業とし、さらに、運営にあたっては「よしかわ市民討議会実行

委員会」を設置して行いました。実行委員会の構成員は、第５次総合振興計画策定の所管

である政策室から２人、市民参画に関する所管課である市民参加推進課から３人、そして、

中間支援組織である特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわから４人の計９人です。 

     事務局を政策室職員が担当し、資料の準備をはじめ、実行委員会や討議会の会場確保、

参加者の確認、実行委員のスケジュール調整など事務全般にわたり担当しました。 

その他、市民討議会に関するテーマ、当日の運営方法やスケジュールなど討議会の実

施に必要な事項は、全て実行委員会で協議し決定しました。 

     円滑な話し合いを進めるために、メールなどを通じ、事前の資料配布、会議録や決定事

項の確認など、積極的に情報の共有を図りました。 

 

＊実行委員会に関しては前項実行委員会の歩みをご参照ください。 

 

評価できる点 ・電子メールにより資料の事前配布や会議録の提供など実行委員

会内の情報共有に事務局が努めた。 

評価できない点 ・実行委員会以外の当日スタッフとの調整が難しかった。 

・今回は案内を市民意識調査とともに郵送したが、市民等議会の募

集を別に郵送することで参加率向上につながるかなど、今後の検

討が必要と考える。 

    (２)当日までの作業スケジュール 

 スケジュールについては、７月２３日の実行委員会の立ち上げから約６か月間にわたり 

協議を重ねてきました。メインテーマからサブテーマの検討や討議のコマ数に多くの時間

を割いたことから、外部講師への情報提供の依頼が９月になってしまったことや、参加者へ

の資料配布に遅れが生じてしまいました。 

     また、情報提供の内容、討議時間、タイムスケジュールなどが適切かどうかの確認を目的

として、１０月に“模擬討議会”を実施しました。模擬討議会から見えてきた課題や修正点は、
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当日の運営において非常に重要なものが多く、事前の模擬討議会の実施は今後も必要に

なってくると思います。全体的なスケジュールとしては、２週間～１か月早めることで、余裕

を持ち作業を進めることができると考えます。 

評価できる点 ・決定までに十分に議論を尽くした。 

・模擬討議会を実施することで課題発見につながり当日の運営がスム

ーズに行えた。 

評価できない点 ・全てのスケジュールに余裕がなく資料作成などに支障が出た。 

・予定する日程で外部講師をお願いすることを考えた場合、テーマ等

の早目の検討が必要であった。 

    (３）広報活動について 

     広報活動に関しては大きく課題を残すものとなってしまいました。 

今回の討議会に広報活動は、吉川市ホームページの討議会コーナー、広報よしかわ、公

共機関へのポスターの掲示、ポータルサイト「まいぷれ」の特設コーナーで行いました。 

しかし、実際の参加人数を考えると、その効果は薄かったと言わざるを得ません。 

    今後は、コミュニティ型の Web サイトやマスメディアを利用するなど、より有効な広報手段の

検討が必要と考えます。 

評価できる点 ・行政では広報紙（２か月連続）、ホームページを使い幅広い層の市

民へ市民討議会の内容を周知した。 

評価できない点 ・ほとんどの人が討議会を知らない。広報の工夫が必要と感じた。 

・ＮＰＯネットよしかわと行政との連携不足があった。 

  (４)当日のスタッフの役割 

1 運営責任者 1人：ＮＰＯネットよしかわ 

２ 司会 1人：ＮＰＯネットよしかわ 

3 進行補助 2人：ＮＰＯネットよしかわ 

4 場内案内（茶菓含） 2人：ＮＰＯネットよしかわ 

5 手順説明 1人：市職員 

6 受付・場内整理 4人：市職員 

7 昼食 6人：ＮＰＯネットよしかわ 
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     この一覧表から分かるとおり、当日の進行はＮＰＯネットよしかわを中心に進め、市職員 

は裏方に回っての運営を行いました。事前準備や前日の会場確認を実行委員会全員で行

ったことなどにより、当日は、大きな混乱もなく、予定どおりに運営することができました。 

     また、おもてなしの心をキーワードに、２日間にわたり、参加者の皆さんが気持ちよく討議

に専念できるようスタッフ一丸となってその環境づくりを行うことも今回の討議会の重要なテ

ーマの一つだったと思います。 

評価できる点 ・事前に役割内容の確認や現場確認を実施したことで、それぞれの

役割をきちんと把握し、スムーズに運営できた。 

・参加者が分かりやすい工夫がなされていた。 

・支障なく運営できる人数の配置と役割分担がされていた。 

評価できない点 ・タイムキーパーの時間管理は必要と考える。 

・参加者の議論の中で事実を誤認したまま討論が進んでしまっていた

場面があったので、情報修正をする役割が必要と考える。 

 

 ３．参加者について                                               

   (1) 参加者と人数 

     今回の討議会には、当初は１５人の方から参加希望がありました。しかし、その後に辞退

者が出るなどして１日目は８人、２日目は９人となりました。そのため、当初６グループを予

定していたものの、やむなく２グループでの実施となりました。 

     今回は、第５次総合振興計画の意識調査に併せて、この討議会の参加者を募るという方

法で、無作為で抽出された１５００人に案内状を送付し、当初１５人の参加希望があったも

のの、実際の参加者は９人という状況に、一時はこのまま討議会が開催できるのか、非常に

不安なものでした。 

参加者が尐なかった原因としては、前述した参加者アンケート結果にもあるように、開催

日を２日間連続したことをはじめ、開催時期や市民討議会そのものの認知度が低かったこと

などが考えられます。 

いずれにしても、今回の結果を踏まえ、今後の開催においては、開催時期や日数、広報

のあり方などを慎重に検討していくことが必要です。 

    しかしながら、実際に参加者された皆さんは、真剣かつ活発に議論されたことは言うまで
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もありません。参加者の皆さんからは、今後もこのような機会に参加したいという声を多くい

いただき、この討議会がとても有意義なものであったことは実証できたと考えます。 

    さらに、この討議会の内容がどのように施策に反映されたのか、またはされなかったのか、

その結果を知らせて欲しいという発言もあり、行政に自分の声を届けたいとの強い思いを持

って参加されたのだと考えます。 

    素晴らしい参加者の方々との２日間にわたり貴重な時間を過ごし、感じたことは、参加者

はもとよりスタッフ一同、今後のまちづくりにおいて非常に大きな収穫があったものと感じ

ています。 

評価できる点 ・２日間という日程に関わらず、参加していただいた市民は、参加意

識の高いメンバーだった。 

評価できない点 ・１，５００人に郵送したことに比較して参加者が尐なく、参加者数を

増やす工夫が今後必要と考える。 

(２）謝礼と昼食 

     参加者への謝礼は１日あたり２，０００円としました。 

プラーヌンクスツェレでも基本は有償としており、その額については実行委員会の中で

も様々な意見がありました。 

参加者からは、その額が適正という回答のほか、謝金を辞退したいという方もいました。 

    また、今回の一つのテーマでもある“おもてなしの心”の一環として、参加者には無料で

昼食を用意させていただきました。 

おかずは仕出しであったものの、吉川産の新米を使ったご飯と具沢山の汁物はＮＰＯ

ネットよしかわとボランティアによる手作りで用意しました。 

１日目は豚汁、２日目はワカメスープと漬物を用意し、参加者には大変好評なものとなり

ました。 

    手作りで昼食を準備するということは、今後の市民討議会の実施を考慮すると、様々な

意見がありました。 

しかし、参加してよかったと尐しでも思っていただけるような２日間にするために、この１

時間のお昼休みをいかに「リラックスし、和やかに過ごしていただくか」ということは、大変

重要なポイントだと思います。 

おかげで、参加者同士が共に同じ食事を、同じテーブルでするなかで、和気あいあい
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と会話もはずみ、新たな出会いやコミュニケーションが図れ、その後の討議においても、 

非常に有意義なものだったと思います。 

昼食の準備は、会場の都合上、平沼地区公民館で調理し、運んでくることになりました

が、昼食スタッフにはＮＰＯネットよしかわのメンバーではない方にもボランティアとしてご

協力いただけたことに心から感謝申し上げます。 

評価できる点 ・温かい食事を提供することができた。 

・有償は今後も継続した方が良い。 

評価できない点 ・今回の参加者は参加意識が高く、謝礼への不満は伺えなかったが、他

事例と比べると謝礼が安い。 

 (３）傍聴者について 

   傍聴者は、１日目３人、２日目９人で予想以上に尐ない人数でした。 

市民討議会そのものには負担感がある方も傍聴という形で訪れていただけるのはないかと

考えておりましたが、市民討議会自体の認知度も低い現状から傍聴者が尐ないのは当然か

もしれません。 

   時間内の出入りは自由としましたが、討議会参加者への配慮もあり、一定の場所を設けま

した。 
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第４節 今後の市民討議会への提案 

日本における市民討議会の始まりが、「青年会議所」であったことはこの報告書の冒頭か

ら触れています。現在も、日本青年会議所を中心に各地の青年会議所がまちづくりに市民

の声を届けるために、行政に働きかけ実施に向けて努力されています。 

今回の市民討議会の場合はＮＰＯとともに市の事業として実施することになりましたが、本

来、行政側が一方的に実施する事業でないことは誰の目から見ても明らかです。 

これまでの市民参画への参加者は基本的に市からの呼びかけに「自分からやりたい」と手

を挙げてくださった方たち、あるいはその事案の利害関係者、または専門家という方たちで

した。つまり意見を求められる事案に対し、自分の考えを持っている方たち、といえます。片

や市民討議会の参加者は、無作為抽出で選ばれた、その事案に対してはニュートラルな考

えを持つ方たちであり、すべての参加者が偏りのない立場で議論を行い、中立的な意見集

約ができるというのが市民討議会の特徴です。もしも市民討議会を市民参画の手法として市

のみで実施、市が情報提供を行い、説明をし、意見を求めた場合、そのつもりがなくても市

の都合のいい意見を引き出すことになりかねず、偏りのない意見を求めるべき手法が何の

意味ももたなくなってしまいます。このことから市民討議会の最大の特徴を生かすために、行

政のみで行うことは適さないと言えるのです。 

この３月には、「吉川市市民参画条例」のなかに、市民参画の手法の一つとして「市民討

議会」が位置づけられようとしています。 

本来、「中立・公平」な立場である青年会議所が始めた市民討議会の最も大切な精神を

受け継ぐためには、たとえ市の条例で定められた市民参画の手法といえども、市単独で実

施することが決してないよう、注意することが必要です。 

市が条例に位置づけ、積極的に実施に取り組む姿勢を示すことはとても先進的で重要な

ことです。しかし、これを単なる「行政側にとっての市民参画の手法」と捉えることなく、「市全

体のまちづくりの手法」となるよう、私たち実行委員会は今後の市民討議会の実施について、

次のことを提案します。 
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１．市民討議会の運営には「実行委員会」を設置し、中立・公平な団体と市、さらに

は他の市民を加えるなどしてより偏りのない運営を行うよう努める。 

２．市は手引書などの作成により、各部署が市民討議会を取り入れやすい環境づくり

を行う。 

３．市民討議会で出された提案を市が積極的に施策に反映できるよう仕組みづくりを

検討する。 

４．様々な主催による市民討議会を奨励し、市はそれらの有効性を見極め、積極的に

関わるよう努める。 

５．市全体に共通する課題はもとより、地域・地域でも活用できる手法として今後も

研究していく。 
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第６章 資料編 

第１節 よしかわ市民討議会の実施に関する協定書 

 

よしかわ市民討議会の実施に関する協定書 

吉川市（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ（以下「乙」とい

う。）は、第５次吉川市総合振興計画の策定のために、市民がまちの将来像を討議する

「よしかわ市民討議会」（以下「市民討議会」という。）を協働で実施するに当たり、必要な

事項を定めるため、次のとおり協定を締結します。 

１ 協働に関するルール 

甲と乙は、この協定に定める事項の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しま

す。 

（１）目的・目標共有のルール 

甲と乙は、互いに「協働の目的」と「協働の目標」を共有することに努めます。 

（２）役割分担のルール 

甲と乙は、対等のパートナーとして、互いの特性を活かせるよう、役割を分担しま

す。 

（３）情報提供・公開のルール 

甲と乙は、市民討議会に関し、互いに持つ情報の共有を図ります。また、個人情報

の保護に配慮しながら、協働の過程や結果を公開し、市民に対する理解を得るように

努めます。 

（４）評価のルール 

甲と乙は、市民討議会の実施後は、実施の過程や成果を振り返り、課題や改善策

を検証します。 

２ よしかわ市民討議会実行委員会の設置及び役割 

（１）実行委員会の設置 

甲と乙は、市民討議会を円滑に運営するため、「よしかわ市民討議会実行委員会」

（以下「実行委員会」という。）を甲と乙の構成により設置します。 

実行委員会の運営に係る規約については、甲と乙が協議の上、別途定めます。 
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（２）実行委員会の役割 

実行委員会は、次の役割を担うものとします。 

ア 市民討議会の実施及び実施状況の公表に関すること。 

イ 市民討議会後の課題の抽出及び検証に関すること。 

ウ 市民討議会に係る報告書の作成及び市長への提出に関すること。 

エ その他市民討議会の実施に関し必要と認められること。 

３ 甲と乙の役割分担 

（１）甲の役割 

ア 広報活動に関すること 

甲は、市民討議会を広く周知するため、広報活動を行います。 

イ 市民討議会参加候補者の抽出及び参加案内の発送に関すること 

甲は、住民基本台帳からの参加候補者の抽出、抽出した人簿の管理、参加

案内の発送を行います。 

ウ 経費の負担に関すること 

甲は、乙と協議の上、市民討議会に係る経費を負担します。 

エ 報告書の検討に関すること 

甲は、報告書の内容について真摯に検討し、市政に活かすよう努めます。 

（２）乙の役割 

ア 広報活動に関すること 

乙は、市民討議会を広く周知するため、広報活動を行います。 

イ 個人情報の保護に関すること 

乙は、市民討議会を実施にあたり、知り得た個人情報については、吉川市個

人情報保護条例に準じて適正な取り扱いを行います。 

ウ 経費の負担に関すること 

乙は、甲と協議の上、必要に応じて市民討議会に係る経費を負担します。 

４ 協定の有効期限 

本協定は、甲と乙との合意をもって発効し、実行委員会から報告書を市長へ提出し

た日をもって、その効力を失うものとします。 
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５ その他 

本協定に定めのない事項で、市民討議会を実施する上で必要と認められるものにつ

いては、甲と乙が協議して定めるものとします。 

平成２２年７月２３日 

 

吉川市吉川二丁目１番地１          

甲  吉川市                   

 

市長  戸 張 胤 茂           

 

 

吉川市保一丁目３６番地１          

乙  特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ   

 

代表理事 名 倉  勇           
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第２節 よしかわ市民討議会実行委員会規約 

 

 

よしかわ市民討議会実行委員会規約 

（設置） 

第１条 よしかわ市民討議会（以下「市民討議会」という。）の実施、課題の抽出及び検証並

びに報告書の作成及び提出を行うため、よしかわ市民討議会実行委員会（以下「実行

委員会」という。）を置く。 

（所掌） 

第２条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）市民討議会の実施及び実施状況の公表に関すること。 

（２）市民討議会後の課題の抽出及び検証に関すること。 

（３）市民討議会に係る報告書の作成及び市長への提出に関すること。 

（４）その他市民討議会の実施に関し必要と認められること。 

（構成） 

第３条 実行委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

（１）特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ社員 ４人程度 

（２）政策室職員 ２人程度 

（３）市民参加推進課職員 ２人程度 

（４）前号に掲げる者のほか実行委員会が必要と認める者 若干人 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、この規約の施行の日から第２条第３号に規定する報告書を市

長に提出する日までとする。 

（役員） 

第５条 実行委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定めるものとする。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
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４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 実行委員会の会議は、毎月最低１回、委員長が招集するものとする。 

２ 実行委員会の議事は、出席委員の全会一致により決する。 

（庶務） 

第７条 実行委員会の庶務は、吉川市役所政策室にて処理する。 

（委任） 

第８条 この規約の定めの無い事項で、実行委員会の運営に必要な事項が生じた場合

は、委員長が定めるものとする。 

附 則 

この規約は、平成２２年７月３０日から施行し、第２条第３号に規定する報告書を市長に提

出する日をもって、その効力を失う。 
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第３節 よしかわ市民討議会２０１０「まちづくり未来会議」ご案内 
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第４節 よしかわ市民討議会２０１０「まちづくり未来会議」事前配布資料 

当日の参加者へは、市民討議会の討議テーマや進め方などについて、事前にお知ら

せする意味から次の資料を配布しました。 

【事前配布資料の構成】 

・市民討議会の実施の目的と特徴 

・討議のテーマ 

・討議の進め方 

・スケジュール 

・当日までの連絡事項 

・討議会場図 

 

－ よしかわ市民討議会２０１０ －

まちづくり未来会議

１１月１３日（土） 午前９時３０分から午後３時まで

討議テーマ①

討議テーマ②

吉川の良いところ

吉川で困っているところ

１１月１４日（日） 午前９時３０分から午後３時４５分まで

討議テーマ③

討議テーマ④

吉川で取り組むべきニーズと課題

住み続けたいと感じる吉川の理想像

主催：吉川市 特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ
場所：吉川市中央公民館１０１・１０２研修室

1
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市 民 討 議 会 の 実 施 の 目 的 と 特 徴

【実施の目的】

市では、今まで市政に参加する機会の少なかった市民の皆さんの声を聴取し、
頂いた意見を第５次吉川市総合振興計画の基本構想（平成３３年度、１０年後の吉
川の将来像、その将来像を実現するためのまちづくりの方針）の策定に活かすこと
を目的とします。

【特徴】

市民討議会と名づけられたこの会議は、市政に対して発言の機会の少ない市
民の方々が、世代や職業を越えて集い、まちづくりについて話し合い、その声を行
政に届け、市民が直接参加・参画するきっかけを作る新しい仕組みです。

ドイツで行われる「プラーヌンクスツェレ」という市民参加方式がモデルとなって
おり、吉川市では初の試みとして実施します。

①無作為抽出による参加者の募集
無作為で選んだ市民の皆様に市民討議会に参加していただきます。

②討議参加者の班分け

討議参加者は、各班５名程度で、３班を編成します。今回の市民討議会では、２
日間で４つのテーマについて討議を進めていただき、テーマごとに班のメン
バーを入れ替えます。

③テーマに対する情報提供

討議の前にテーマに沿った様々な情報提供をさせていただきます。情報は、討
議に偏りが生じないよう、配慮をして皆さまに提供します。

④討議参加者だけで討議・意見を集約

参加している市民（討議参加者）の皆様で、討議をしていただきます。運営ス
タッフは、討議の進行についてのみ質問にお答えしますが、討議には加わりま
せん。討議ごとにメンバーの入れ替えをしますので、様々な方々と偏りなく意見
交換・討議が出来ます。

⑤討議いただいた結果

討議の結果を整理・分析し報告書としてまとめ、市民の皆様へ公表いたします。
報告書は、市民討議会実行委員会が作成し、より良い第５次吉川市総合振興
計画での将来都市像の策定につなげます。

2
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討 議 の 進 め 方

１ 全員で情報提供を聞きます

３ 各班で討議します

討議をスムーズに進めるため、テーマに沿っ
た情報を提供いたします。

テーマに対する意見を、ふせんに書いてください。
１つのふせんに１つの意見を書くようにします。

書き出したふせんを、話し合いをしながら似てい
る意見ごとにグループに分けてください。

各班でまとめた意見を３つ、優先度の高い意見から
順番を決め、討議ボードに書き出します。優先度は、
高くないが、良い意見なので残したいと思う意見も決
めてもらいます。発表係は、発表の準備をしてくださ
い。

１班 山田 加藤 佐藤 ．．．

討議テーマ ○○○について

１番目の意見

２番目の意見

３番目の意見

残したい意見

まとめ２

まとめ１

討議ボード（模造紙）

まとめた意見を３つ
と残したい意見を書
き出す。

１テーマ終了 4

２ 司会から討議テーマを説明
•進行係
会議を進行する係です。

•発表係
まとめた意見を発表する係です。

•連絡係
何かわからないことがあったときに
スタッフを呼ぶ係です。

•タイムキーパー係
会議の時間を確認する係です。

•記録係
会議内容を記録する係です。
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討 議 の 進 め 方

５ 班を換える

４ 発表・投票

5

１番目の意見

２番目の意見

３番目の意見

１班 ２班 ３班

投票欄に投票シールを
貼り、投票を行います。

１班の参加者Ａさん

☞よし、１班は、自分の班だけ
ど、１番目の意見には、１票入
れてみよう。
☞２班の意見は、良い意見な
ので３票入れてみよう。
☞３班の．．．．
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ス ケ ジ ュ ー ル

１日目 １１月１３日（土） ９時３０分から１５時まで
討議テーマ①「吉川市の良いところ」

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

９：３０ ～９：４０ １０分 主催者あいさつ（吉川市副市長 蓮沼 嘉一）

９：４０ ～１０：０５ ２５分

•開催の趣旨説明

（よしかわ市民討議会実行委員長 辻田 満）

•日程の説明

•討議会の進め方

•班編成

テ
ー
マ
①

１０：０５～１０：３０ ２５分
情報提供①「吉川のまちづくり」

（吉川市役所政策室企画担当）

１０：３０～１０：３５ ５分 討議テーマ説明①

１０：３５～１１：５０ ７５分 討議①

１１：５０～１２：１０ ２０分 発表①

昼 １２：１０～１３：１０ ６０分 昼食

討議テーマ②「吉川市で困っているところ」

テ
ー
マ
②

１３：１０～１３：１５ ５分 班編成・討議テーマ説明②

１３：１５～１４：３０ ７５分 討議②

１４：３０～１４：５０ ２０分 発表②

－ １４：５０～１５：００ １０分 事務連絡

２日目 １１月１４日（日） ９時３０分から１５時４５分まで
討議テーマ③「吉川市で取り組むべきニーズと課題」

テ
ー
マ
③

９：３０ ～ ９：４０ １０分 市長あいさつ（吉川市長 戸張 胤茂）

９：４０ ～１０：４０ ６０分
情報提供②

財団法人地域開発研究所 牧瀬 稔 氏

１０：４０ ～１０：４５ ５分 班編成・討議テーマ説明③

１０：４５ ～１２：００ ７５分 討議③

１２：００ ～１２：２０ ２０分 発表③

昼 １２：２０ ～１３：２０ ６０分 昼食

討議テーマ④「住み続けたいと感じる吉川市の理想像」

テ
ー
マ
④

１３：２０～１３：２５ ５分 班編成・討議テーマ説明④

１３：２５～１４：４０ ７５分 討議④

１４：４０～１５：０５ ２５分 発表④・投票

－ １５：０５～１５：１５ １０分 休憩

閉会

１５：１５～１５：４５ ３５分

アンケート

閉会あいさつ

（ＮＰＯネットよしかわ代表理事 名倉 勇）

6
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当 日 ま で の 連 絡 事 項

7

当日は、まずはじめに

お 名 前
当日は、名札を机の
上に用意しますので、
お名前を記入して、他
の参加者に見えるよ
うに掲げてください。

ご持参いただくもの

•請求書兼領収書（必要事項を記入したもの）

•口座振替依頼書（必要事項を記入したもの）

•上記以外に当日、ご持参いただくものはありません。筆記用具などは、会場
にご用意しております。

当日の謝礼・昼食

•当日の謝礼は、口座振込によりお支払をいたします。請求書兼領収書及び
口座振替依頼書を当日、必要事項を記入の上、ご持参ください。

•口座振込は、ご本人名義のご指定口座にさせていただきます。

•当日の昼食は、実行委員会でご用意いたします。
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第５節 広報資料 

【よしかわ市民討議会 2010まちづくり未来会議ポスター】
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【広報よしかわ 2010.9月号、2010.10月号】 
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第５節 討議会の進め方 

まちづくり未来会議の１日目に討議が円滑に進むように、参加者の皆さんに対して、

事前に実行委員会で実施した模擬討議会のスライドを活用して、討議会の進め方につい

て説明をしました。 
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第６節 備品・事務用品の準備 

   

 
内容 部数 備考 

 
まんまるガイドブック 4 各テーブルに１つ設置 

 
公園マップ 4 各テーブルに１つ設置 

 
スタッフ人札 15   

 
傍聴用人札 16   

 
参加者人札 14   

 
ふせん（クリーム色） 5   

 
ふせん（青色） 5   

 
ふせん（緑色） 5   

 
ふせん予備 9   

 
青色マーカー 15   

 
マーカーセット 3 ７色 

 
投票シール 1   

 
スタッフ腕章 15 市民交流センター 

 
プロジェクター 1 公民館から借用 

 
ＣＤプレイヤー 1 公民館から借用 

 
ＢＧＭ用ＣＤ 1 選挙管理委員会から借用 

 
画びょう 1   

 
白紙コピー用紙 10 Ａ３、Ａ４各１０部 

 
抽選用カラーボール 10 

 

 
コードリール１０ｍ 2 選挙管理委員会から借用 

 
パーテーションポール 8 選挙管理委員会から借用 

 
ビデオカメラ 1   

 
ＰＣ予備 1 庶務課から借用 

 
次第１日目用 15   

 
次第２日目用 15   

 
情報提供１日目用 15   

 
当日配布資料「まちづくり未来会議」参加者用 13   

 
当日配布資料「まちづくり未来会議」傍聴者用 20 １日あたり１０部 

 
当日の注意点 参加者用 15   

 
アンケート用紙 15   
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受付簿 出席者用 2   

 
受付簿 傍聴者用 4   

 
討議ボード（模造紙） 12 各班４部 

 
当日のルール掲示用 1   

 
審議会委員のご案内 15   

 
講師プロフィール 35   

 

第７節 予算 

〔単位：円〕   

市負担分 

区分 積算 金額 

運営者報償 2,000円＊6人＊2日 24,000 

参加者報償 2,000円＊30人＊2日 120,000 

保育ボランティア費用弁償 900円＊4人＊2日 7,200 

消耗品代  7,000 

参加申込用はがき台紙代  2,520 

市負担分合計 （Ａ）  180,720 

 

ＮＰＯネットよしかわ負担分 

区分 積算 金額 

講師謝金  20,000 

消耗品代  296 

昼食代  17,872 

茶菓代  2,620 

ＮＰＯネットよしかわ負担分合計（Ｂ）  40,788 

  

（Ａ）＋（Ｂ）  221,508 

 

※１ その他 

区分  

手話通訳者費用（社会福祉課） 当日利用なし 

 

※２ 案内状郵送料は市民意識調査票と同時に郵送したため事業費に含めていない。 

※３ 申込ハガキ返信郵送料は市民意識調査に係る予算から支出している。 
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第８節 新聞掲載記事 
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よしかわ市民討議会２０１０「まちづくり未来会議」の様子 
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よしかわ市民討議会２０１０「まちづくり未来会議」参加者一覧 

   「よしかわ市民討議会２０１０まちづくり未来会議」にお忙しい中、２日間にわたりご参加、ご協

力いただき厚く感謝申し上げます。 

阿部壽吉 大熊秀夫 古賀トモ子 小松亜佐美 佐々木繁数 

鈴木幸恵 筒井康收 中村成利  八木良明  （50音順） 

 

よしかわ市民討議会２０１０「まちづくり未来会議」実行委員会及び当日スタッフ 

 

〔委 員 長〕   辻田 満（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

〔副委員長〕   中村詠子（市民参加推進課） 

〔委 員〕   中山宏司（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

康 憲子（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

小川芳子（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

岡田啓司（吉川市政策室） 

大瀧和寛（吉川市政策室） 

            荒川泰弘（吉川市市民参加推進課） 

日暮康博（吉川市市民参加推進課） 

〔当日スタッフ〕 中村苑子（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

高橋洋子（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

小松崎暁子（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

中村健二郎（特定非営利活動法人ＮＰＯネットよしかわ） 

   池田寧子（市民ボランティア） 

   池田葉子（市民ボランティア） 

   渡辺敏子（市民ボランティア） 

   西川直美（市民ボランティア） 

小山慎太郎（吉川市政策室） 

〔事 務 局〕   吉川市政策室 
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おわりに 

「吉川市の市民は、（まちづくりへの）参加意識が低い」と内外で言われてきました。これまでも

当市で、審議会の委員を公募しても集まらない、パブリックコメントを行っても意見が提出されな

い、講座を開催しても参加者がいない．．．という状況にありました。今回の市民討議会について

も１，５００人に案内を送付し、３０人を募集したところ、当日、参加いただいたのは９人で、実行委

員会のメンバーは、尐なからず「やっぱりな．．．」と思ったのではないでしょうか。しかしながら、

参加された方々は、日頃から実にしっかりと「吉川のまち」を見て、何が吉川にとって課題かをき

ちんと捉え、当日もすばらしい意見を提案いただけました。 

「参加したくないのではない、参加するきっかけがないのだ」 

当市では、これまでも常に市民参加をまちづくりの基本に据え、市民に対して様々な働きかけ

を行い、「まちづくりを一緒に行いましょう」と呼び掛けてきました。それでも参加しない市民に対し

ては、「参加しないのは市民に原因があるのでは」という気持ちを、職員はどこかに持っていたの

ではないでしょうか。しかし、今回、尐ないながらも参加された方々のお話を聞いているうち、

「我々は市民の心に響く働きかけを行っていたのだろうか．．．一歩踏み出す勇気を持てる様な

後押しをしていたのだろうか．．．」と思えてなりませんでした。はじめの一歩。今、様々な場面で

活躍している市民やＮＰＯの方、誰しもが経験しているものです。必ず、まちづくりへの一歩があ

るのです。市民討議会は、その一歩を後押しする、とても有効なツールのひとつとなります。この

市民討議会が当市において、これからも活発に行われ、そしてそれがきっかけとなり、当市の市

民参画が、そして市民と協奏するまちづくりが、さらに進んでいくことを願います。 

結びに、この市民討議会を開催するにあたり、運営に携わっていただいた特定非営利活動法

人ＮＰＯネットよしかわの皆様、昼食づくりにご協力いただいた皆様、情報提供をいただいた牧瀬

先生、そして貴重な資料とご指導をくださった茨城県坂東市青年会議所様、久喜市青年会議所

様、三郷市青年会議所様、川口青年会議所様、市民討議会推進ネットワーク 吉田様、日本の

未来選択会議 高沢様、そして今回ご一緒できなかったのですが我々の活動に賛同してくださ

った吉川青年会議所様、関係各位に心からの感謝を申し上げ、次回の市民討議会実行委員会

にバトンを渡したいと思います。 

   平成２３年１月             

よしかわ市民討議会実行委員会  

 副委員長 中村詠子         
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