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様式第３号（第１１条関係） 

会   議   録 

会議の名称 平成２９年度 第２回吉川市市民参画審議会 

開催日時 平成３０年３月９日(金) 
午前 １０ 時 ００ 分から 

午後   ０時 ００ 分まで 

開催場所  吉川市保健センター診察室 

出席者氏名 
（敬称略）峯会長、後藤副会長、長谷川委員、髙田委員、伊藤委員、 

木原委員、光委員、島崎委員 

欠席者氏名 康委員、鈴木委員 

担当課職員職氏名 市民参加推進課 小林課長、染谷係長、髙橋主事  

会議次第 

及び会議の 

公開又は非公開の別 

【第２回 審議会次第】 

１ 開会 

２ 議事 

  第１号 平成２９年度 市民参画手続の進捗状況 

   第２号 平成２８年度 県調査・協働事業実績 

   第３号 既に完了している協働事業の報告 

 ３ 閉会 

 【会議の公開又は非公開の別】 

すべて公開 

非公開の理由 

(会議を非公開とした場合) 

 

傍聴者の数 なし 

会議資料の名称 

資料１   平成２９年度 市民参画手続進捗状況の一覧表 

資料１－１ 平成２９年度 進捗状況－1. 審議会 

資料１－２ 平成２９年度 進捗状況－2．パブリックコメント 

資料１－３ 平成２９年度 進捗状況－3．市民説明会 

資料１－４ 平成２９年度 進捗状況－4．地域ヒアリング 

資料１－５ 平成２９年度 進捗状況－5．ワークショップ 

資料１－６ 平成２９年度 審議会運用状況調査結果 

資料２   埼玉県調査：NPO等との協働事業等調査票(28年度実績) 

資料３－１ 吉川市協働事業評価シート（Dream for women & children） 

資料３－２ 吉川市協働事業評価シート（吉川市民まつり助成事業） 

資料３－３ 吉川市協働事業評価シート（吉川市ベトナムday） 

資料３－４ 吉川市協働事業評価シート（よしかわ ふれあいスポーツ大会） 

資料３－５ 吉川市協働事業評価シート（屋内スポーツ大会） 

資料３－６ 吉川市協働事業評価シート（環境展２０１７） 

会議録の作成方針 

   □録音テープを使用した全文記録 

   ■録音テープを使用した要点記録 

   □要点記録 

会議録確認指定者 木原委員、伊藤委員 

その他の必要事項   
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、決定事項等） 

 

司会 

 

 

定刻（午後６時）により開会    

 

  ○第１号 平成２９年度 市民参画手続の進捗状況について 

峯会長 第１号について、事務局から説明願いたい。 

 

事務局 （資料１及び資料１－１から資料１－６を用いて説明） 

 

峯会長 事務局の説明に対し、質問・意見があればお願いしたい。 

 

島崎委員 「③第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の地域ヒアリングにつ

いて、５２回実施されたが、１回あたり複数の人が対応したことを考えると１０

０人以上から意見をいただいたことが想定される。資料１－４の意見の取り扱い

には、概ね意見を盛り込んだと記載されているが、ヒアリングされた方へフィー

ドバックは行うのか。また、この計画は完成したのか。 

 

事務局 計画は現在パブリック・コメントが終了し、市の考え方をＨＰへ公表したとこ

ろである。策定まではまだ至っていないが、概ね完成している。 

 

島崎委員 最終的にＨＰへ載せることとなるのか。ヒアリングを受けた方は高齢者が多

く、ＨＰを見られない人も多いため、他の方法は考えていないのか。 

 

事務局 そういったご意見があったことを担当課へお伝えする。 

 

峯会長 高齢者はパソコンを使用する機会が少ない一方で、若い世代を対象にしたもの

であれば、ＨＰを利用した情報発信は効果的と思う。対象にする層によってフィ

ードバックする方法も異なるので、そのあたりも考えたうえで実施していただき

たい。委員の皆さんはパソコンで情報を検索しているか？ 

 

伊藤委員 常にではないが、確認はしている。 

 

光委員 高齢者は、手もとに届いた市からのお知らせに目を通していないのではと感じ

ることが多々ある。例えば、長寿支援課で実施したアンケートについて、回答を

していない高齢者のお宅を民生委員が回収に伺ったが、「こんなアンケートはも
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らってない」という方が多く見られた。「自分には関係ない」など無関心な方が

多い。だからこそ、市からのアピールの仕方が大切で、広報へフィードバックす

るなどの工夫が必要。 

 

峯会長 毎月の広報に併せて、フィードバックを行うのも良いのでは。 

 

光委員 字の大きさも工夫するべき。 

 

峯会長 字の大きさは小さく感じる。私の周りでも、字が小さいので一回り大きくして

くれという声を良く聞く。全ての意見を取り入れるのは難しいが、相手によって

やり方は考えなくてはいけないと思う。 

 

木原委員 第１回の審議会で挙げられた予定からはだいぶ多くの報告があったと感じる。

特に地域ヒアリングについては、計画段階から実施段階までにどのような過程を

経て回数が増えたのか分析し、情報共有することにより次年度以降に生かして、

引き続き市民の意見を捉えていただきたい。さらに、フィードバックの仕方も考

えると、より良くなるのではないのか。 

 

峯会長 確かに地域ヒアリングは大幅に増えている。内容としてはインタビューを行っ

たということであるが、地域ヒアリングとみて問題はないのだろうか。 

 

長谷川委員 新しいものなので、最初ということで回数が多いのかもしれない。 

 

光委員 今回のようなインタビューは初めての試みなのか。 

 

木原委員 こういった発案は市民参加推進課で考えるのか？なぜやろうと思ったのか。 

 

事務局 確実なところは担当課に聞かなければわからないが、現場で直接聞いた方が声

が挙がってくるだろうということと、今回携わった職員が過去に総合振興計画策

定に関わっており、その際に地域ヒアリングを実施していたのでその感覚が残っ

ていたのではないかと思う。 

 

長谷川委員 

 

私も実際にインタビューを受けたが、若い職員の教育もあるのかなという印象

を受けた。 
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事務局 ひとつ前の総合振興計画の際に地域ヒアリングを実施しているが、今回は若手

職員にインタビューさせるというところで少し形を変えて実施している。 

 

木原委員 テーマ的に合うものがあれば、是非実施していただきたい。 

 

峯会長 「⑧吉川市障がい者計画策定委員会」も同じ内容なのか。 

 

事務局 こちらは地域ヒアリングと記載しているが、団体ヒアリングに近いものであ

り、若手職員ではなく担当課の職員が障がいに関わる団体へ直接伺ったものであ

るため内容は異なる。 

 

伊藤委員 こういった意見をいただく際には、団体へ出向いたほうが良いと思う。「⑱吉

川市における幸福実感向上を目指したまちづくりのための産業振興基本条例」で

は、若い世代のお母さんたちが集まるところの定例会に職員が直接来て、説明し

てくれた。時間は長くはなかったが、その場に出向いて対面して話すというのは

大切なことと思った。実際、その場にいたお母さん方も「こういった場に職員が

来てくれて、市のいろいろなところに自分の意見が伝わることもあるんですね。」

と話していた。大変とは思うが、顔を出して直接聞いていただければ、良い意見

もいただけるのではないかと感じた。 

 

髙田委員 その際の意見の回収率はいかがか。 

 

伊藤委員 利用施設のここに置いておいてもらえれば、職員が後で回収しますとのことだ

ったので、回収率は良かったと思う。 

 

髙田委員 そういった方法は返事がし易いのか。 

 

伊藤委員 そう思う。もちろん用紙にはＦＡＸなどの提出方法も書いてあったが。 

 

峯会長 アンケートに答えることも市民参加であるから、回収し易いようにして工夫し

て欲しい。 

 

伊藤委員 持って帰ってしまうと回答が難しいので、その時もなるべくその場で書くよう

にしていたと思う。 
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峯会長 現在、吉川市民は若い人が増えているので、そういう人たちに市は積極的に話

掛けるといろいろな意見がもらえるのではないか。中には市民参加に積極的な人

もいるが、多くの人はそうではないので、そのような人たちの意見を拾い上げる

方法を各課で考えていただければ、より多くの意見が収集できるのでは。 

「⑱吉川市における幸福実感向上を目指したまちづくりのための産業振興基

本条例」では地域ヒアリングだけでなく、ワークショップやパブリック・コメン

トなどを組み合わせて実施しているが、こういった形が市民参画の理想的な形な

のか。 

 

後藤副会長 私は中でもワークショップが重要と考えている。ヒアリングでは、100％相手

が答えをもっていると確信を持って実施するが、実際のところ相手からすれば突

然聞かれるとそこまで100％の答えはもっていないものである。市民説明会で説

明して最後にアンケートだけを取るという形も思うように意見は出てこない。

「⑱吉川市における幸福実感向上を目指したまちづくりのための産業振興基本

条例」のように「幸福実感」という抽象的なキーワードこそ、住民同士で話し合

う機会を設けることに意味があると思う。 

地域ヒアリングには地域ヒアリングならではの狙いがあり、職員の教育の一環

というのも分かる。一方、ワークショップでは住民同士が話し合い、妥協点を探

してもらうものである。そういった面では、「⑱吉川市における幸福実感向上を

目指したまちづくりのための産業振興基本条例」はうまく狙ったようにできたの

ではないかと思う。「③第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」はあ

る程度、計画について国がこうしなさいというものが決まっている中で、ワーク

ショップができるというのも新しい発見であると思う。 

市民に聞いて良かったと各課が思わない限り、１回やればいいと思ってしまう

ので、新しいことを実施した時には記録を残して、引き継げる仕組みにしていっ

て欲しい。 

 

峯会長 市民参加推進課で、各課に市民参画手続を実施してみて何がプラスになったの

か、思っていたものと違っていたのかという意見をフィードバックすることは可

能か。 

 

事務局 条例策定などの大きなもの等について、ピックアップして紙に残し、報告する

ということは可能である。 

 

峯会長 次年度にそういった資料があると、次回審議会で内容について是非揉んでいき
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たい。 

 

後藤副会長 どういった運用が良かったのかということを蓄積していかないと、本来の条例

の目的が遂行されない。この時間帯に行けば若いお母さんたちが居る、お母さん

たち向けのイベントをやりたいのであれば土曜の午前がいいなど、意見を各部署

で共有して積み重ねていかないと空撃ちが多くなってしまうし、やって良かった

ことについては集積していかないともったいないのでぜひ工夫してほしい。 

 

峯会長 フィードバックによって新しい意見や方向性が出てくることもあるので、是非

追求して欲しい。 

  

  ○第２号 平成２８年度 県調査：協働事業実績について 

峯会長 第２号について、事務局から説明願いたい。 

 

事務局 （資料２を用いて説明） 

 

峯会長 事務局の説明に対し、質問・意見があればお願いしたい。 

 

後藤副会長 これはどういったことを審議するものか。 

 

事務局 審議というよりも、毎年の県調査の結果報告である。 

こういった協働事業がある中で、今までは評価というものをあまり行っていな

かったが、議事第３号の協働事業評価につなげていきたいと思っている。ここで

はこういった事業が平成28年度の実績であったということを確認していただき

たい。平成29年度の実績についてはまだ挙がってきていないが、概ね平成28年度

のものと一致することが予測されるので、気になる事業があれば気に留めていた

だければと思う。 

 

峯会長 議事第３号と関連することから、第３号と併せて審議していきたい。 

  

  ○第３号 既に完了している協働事業の報告について 

峯会長 第３号について、事務局から説明願いたい。 
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事務局 （資料３－１から資料３－６を用いて説明） 

 

峯会長 事務局の説明に対し、質問・意見があればお願いしたい。 

 

峯会長 資料２の「調査項目」欄に記載された「事業協力」はどのようなものか。 

 

事務局 県の調査では、ＮＰＯと市町村とが協力して、一定期間、継続的に事業を実施

する事業と定義されている。吉川市の協働指針では、実行委員会を立ち上げなく

ても、お互いに主催者としての責任を負担して一つの事業を行えば「共催」とな

る。「委託」「共催」「補助」以外のものが「協力」というイメージである。 

 

峯会長 「協力」に該当するものはあるのか。 

 

後藤副会長 「後援」ではないか。 

 

島崎委員 「後援」は名義使用で別にある。 

 

事務局 県と吉川市のすみ分けが若干異なる部分もある。 

 

峯会長 協働事業評価シートは、年度が終了したら提出か。 

 

事務局 前回の審議会にて、従来の協働事業評価シートをバージョンアップして、平成

29年度当初に全庁へ周知し、協働事業が完了次第提出するように通知している。

今回資料として配布しているものは、既に事業が完了している６枚について提出

いただいたものである。その他の事業については年度末終了後に提出予定であ

る。 

 

後藤副会長 資料３－１「Dream for women & children」について、「目的や目標は、事前

に共有できましたか。」という項目で双方○としているが、「子育て支援・女性

の社会進出への貢献」という目的について具体的に何を共有したのかが分からな

い。また、②事業実施段階で「課題発生時はお互いに協議し柔軟に対応できまし

たか。」という項目も双方○であるが、どんな課題を共有したのかが分からない。

何人来たのか・どのくらい出展があったのか・アンケート結果などを本来共有し

ないと、結果的に金額が少ないからいいのではないかということになってしま

う。このイベントを実施したことによって、一歩でも子育て支援や女性の社会進
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出ができたという部分があるからこそ、協働事業をやって良かったということに

つながると思う。新しい取組に対する評価とみると、シートとしてもっと具体的

に書くべき項目を作らないと後で振り返ることができないのでは。また、市とし

て市民がこういうことをやりたいと持ってきたのであれば、どんな簡単なもので

も良いので参加者にアンケートを取らせるべきである。行政が意味がないと思っ

ても、アンケートで意味があると出れば続けなくてはいけないと思う。行政以外

の人たちがどう評価したのかが大切。 

 この事業と真逆と感じたものは資料３－５である。昔はこういった団体は自分

で担保を集めて運営していたが、こうして行政の手を借りる時代になったのかと

いうことと、その背景には高齢化で自前でやり切れなくなったのかと感じた。こ

の事業をやって良かったということだけでなく、お互いの知らない世界が広がっ

て次につながったという評価がつけられるシートに工夫したほうが良いのでは

と思う。 

 

木原委員 同感である。資料３－１の事業は資料２で前年度のものではあるが実績が示さ

れており、一回３００名が参加されたということで、この数字を見ただけですご

いなと思う。こういった事業実績の数字を評価シートへ示していただいた方が良

いと思う。 

 

事務局 この評価シートは資料３－１と資料３－２を見比べていただければ分かるよ

うに様式が少し異なっている。前回の審議会で実績欄を設けることと振り返り日

を示すといった提案があったため、資料３－２以降はそれを反映した様式を使用

している。資料３－１の今年度の実績については、参加者５００名と報告を受け

ている。 

 

木原委員  報告を義務付けると大変なので、キーポイントだけでも押さえるようにし、簡

略な表現をしていただくと良いと思う。 

 

峯会長 平成２９年度分のシートは各課に配布済みなのか。 

 

事務局 既に庁内掲示板に掲載する形で通知済みである。 

 

峯会長 木原委員から指摘のあった、実績を具体的に記載することは、次年度からであ

れば可能か。 
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事務局 資料３－２以降は事業実績を記載できるように様式を修正した。今後は、参加

人数等の数値が見えるように工夫していきたい。 

 

後藤副会長 形式的なものではなく、数値が必ずしも重要ではない事業もあるので、目的と

実績が一致するためにも具体的な目的を示すのが重要と思う。目的と実績を行き

来して、目的を定めて何をやるかを定めることが「事前に共有できたか」という

ことになり、結果的に団体を育てることにつながる。相手が構想している目的と

具体的に何をアウトプットしなければならないのか、両者はどうしてもズレが生

じてしまうが、そのズレが成長に繋がるので、そこが配慮されていると良いと思

う。 

 

島崎委員 共催や事業委託はこの書類の他に報告書も提出しなければならないので、報告

書とこのシートを一緒に作成できれば良いと思う。 

 

峯会長 報告書は市民参加推進課へ提出はされないのか。 

 

事務局 共催や後援は別の部署が管轄しているため、市民参加推進課への提出はない。 

 

峯会長 評価シートの提出期限はどのようになっていたか。 

 

事務局 事業完了後速やかにということで案内している。 

 

峯会長 審議会としては、評価シートの提出について、実績の内容及び報告書類等作成

時に一緒に提出してもらうことは可能か。 

 

事務局 可能である。 

 

峯会長 それでは、目的と実績の内容を細かく吟味すること、報告書類と同様に作成し

提出するということを審議会からの意見としたい。 

 

事務局 今後は、今年度第一回で実施したように、協働事業の中から数件ピックアップ

し、その事業に関しては報告書等の詳しい内容についても併せて提出いただき、

当審議会で第三者評価を行うという形でいかがか。 

 

峯会長 事務局からの提案についていかがか。 
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（委員） （意見等特になし） 

 

島崎委員 今回提出された事業は、協働事業提案制度の事業か。 

 

事務局 平成２９年度は協働事業提案制度の申請はない。直近では、平成２７年度の市

政動画作成が最後である。 

 

後藤副会長 今回提出された事業はどのような流れで挙がってきたものなのか。 

 

島崎委員 「委託」は市から、「共催」は市民からの提案されたものである。 

 

後藤副会長 手を挙げてお金をもらえるのであれば、わざわざ協働事業提案制度にする必要

はないのでは。 

 

島崎委員 「共催」は団体側が負担する事業で、市は場所等の提供を行うものである。 

 

後藤副会長 お金をお互いに出し合うなどの協働はこの中にはないのか。 

 

島崎委員 お金の負担はないが、場所の確保などそれ以外の部分でお互いに役割分担を明

確にして実施するものを「共催」としている。 

 

峯会長 「委託」は市からお金が出ているものと思うが、その事業も評価シートの提出

は今後あるのか。 

 

事務局 評価シート提出の対象は「共催」「委託」「補助」なので、今後提出はある。 

 

後藤副会長 やはり協働して良かったのかというところが重要なので、単に場所の確保がで

きたから良かったではなく、団体の成長につながったのか等、目的としてどこを

狙っているのかを重視して欲しい。 

後援については、ある団体が自主的に活動するに当たって市の後援がある方が

上手く行くというものである。一方、行政と協働したことによって新しい何かが

生まれた・発見したということが本来の協働であると思うので、場所を借りるた

めだけに協働事業を行うというのはいかがなものか。 

 

島崎委員 場所を借りる以外にも、場合によっては職員も一緒に体を動かしてくれる。 
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事務局 どのようにして「共催」で進めていくかということも、一から話し合って実施

している。 

 

後藤副会長 入口だけでなく、アウトプットとして協働して良かったと言われるようにしな

いと協働事業に誰も手を挙げなくなってしまうのではないのか。自前でお金を用

意して「共催」で職員も手伝ってくれるのであれば、協働事業提案制度を使わな

くても良いのではと思ってしまう。 

 

島崎委員 協働事業提案制度を活用してみてハードルが高かった部分は、お金が後から振

り込まれるため立て替えをしなければいけなかったことである。前渡金があれば

使いやすいのではと思う。 

 

後藤副会長 やはり市として協働をどういった方向へ持っていきたいかが大切。 

 

峯会長 そもそも協働事業の定義とは。 

 

事務局 「市民と市がそれぞれの役割を自覚して、互いに尊重し、補完して協力するこ

と」が、吉川市における「協働」の定義である。 

 

後藤副会長 「市民活動」の定義は、「市民の自主的な参加によって行われる不特定多数の

者の利益その他地域社会の利益のために行う活動」であり、自腹でやっているの

であれば「協働」ではなく、「市民活動」なのではないのか。今回の資料３の中

で、「協働」に値するものはあるのか。 

 

事務局 資料３－１については、女性の企業家たちによる新しいＮＰＯ法人であるが、

計画段階から市と調整し、集客や会場の配置などについて行政と一緒に進めるこ

とで、結果的に今までの吉川市には無いような良いイベントとなったと感じてい

る。 

 

後藤副会長 なるほど。生まれたてのＮＰＯ法人が、企画書を持ってきたが内容が良く分か

らないので、応援しましょうということでアドバイスをしたところ、３００人や

５００人が集まる良いイベントになった、ということであれば分かり易い。 

 

峯会長 そういったことを踏まえると、シート裏面のどのようなことを話し合いました

か等の部分が生きてくることとなる。今回提出された６つの事業は長く続いてい
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る事業なのか。 

 

事務局 中には新規のものもあるが、「よしかわふれあいスポーツ大会」は２０年近く

実施されており、市民まつりは町の時代から開催しているものである。 

 

後藤副会長 共催をするとここまで市がやってくれるということを、市民は知っているの

か。 

 

島崎委員 知っているから、申請が挙がってくるのだと思う。 

 

伊藤委員 報告はこれからであるが、「よしかわキッズタウン」では自分たちで全て資金

を調達している。このイベントではおあしすを全館借りているが、自分たちでは

それができないことと、勝手に自分たちで実施することが難しい部分もあるの

で、そういったところは行政と調整して進めている。費用については、今回初め

てであるがレディーフォーを活用し、寄付で賄えたため、市との「共催」という

形で実施した。 

 

後藤副会長 協働事業提案制度では市からお金を貰え、自己資金でできるのであれば協働事

業提案制度と近い形で共催でやってくれるという理解か。それでは、協働事業提

案制度と共催の違いは何か。 

 

島崎委員 市民団体の感覚でいえば、数万円であれば自己負担できるが、何十万円と大き

な事業については負担が難しいので協働事業提案制度を利用することとなる。 

 

峯会長 協働事業提案制度の数が少ないというのは、お金の問題ということか。 

 

後藤副会長  そのように感じる。一般的な協働には、共催のように財源は与えないが権限を

与えるということも含まれる。吉川市では、結果的に財源を与えるものを「協働

事業提案制度」、与えないものを「共催」ということになっている。 

 協働事業提案制度を活用して良かったというＰＲを積極的にしていかないと

もったいないと思う。 

 

峯会長 ＰＲの仕方もＨＰや広報紙だけでなく、自治会の回覧など様々な伝達方法があ

るので工夫していただきたい。また、市民活動もこれだけ活発になってきたので、

内容を見直し、次のステップへ移行してもいいのかと思う。 




