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様式第３号（第１１条関係） 

会   議   録 

会議の名称 平成３０年度 第１回吉川市市民参画審議会 

開催日時 平成３０年６月１９日(火) 
午後 ３ 時 ００ 分から 

午後 ４ 時 ４０ 分まで 

開催場所  吉川市役所３０３会議室 

出席者氏名 

（敬称略） 

峯健二会長、後藤純副会長、長谷川健一委員、髙田明充委員、伊藤映子

委員、鈴木好弘委員、木原十三男委員、光素子委員、島崎允行委員 

欠席者氏名 康憲子委員 

担当課職員職氏名 市民参加推進課 小林千重課長、染谷和実係長、髙橋美樹主事  

会議次第 

及び会議の 

公開又は非公開の別 

【第１回 審議会次第】 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

５ 議事 

  第１号 平成２９年度 市民参画手続の実施結果 

   第２号 平成３０年度 市民参画手続の実施予定 

   第３号 協働事業の報告・第三者評価対象事業の選定 

 ６ 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 市民参画手続実施結果の一覧表 

資料１－１ 平成２９年度 実施結果－1. 審議会 

資料１－２ 平成２９年度 実施結果－2．パブリックコメント 

資料１－３ 平成２９年度 実施結果－3．市民説明会 

資料１－４ 平成２９年度 実施結果－4．地域ヒアリング 

資料１－５ 平成２９年度 実施結果－5．ワークショップ 

資料２   平成３０年度 市民参画手続実施予定の一覧表 

資料３   平成３０年度 附属機関の委員選任状況 

資料４   ＮＰＯ等との協働事業等調査票（２９年度予定） 

資料４－１～３２ 吉川市協働事業評価シート 

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 鈴木委員、光委員 
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その他の必要事項   

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３時）により開会    

 

 ～会長あいさつ～ 

  

 ○第１号 平成２９年度 市民参画手続の実施結果について 

 

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。 

 

（委員） （発言なし） 

 

峯会長 特に意見がないため、次に進める。 

 

  

○第２号 平成３０年度 市民参画手続の実施予定について 

 

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及び資料３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３の公募委員がいない理由についてであるが、附属・準附属合わせて１８

件中６件が「公募を行ったが応募が無かった」と言う事であるが、公募の仕方は

どのような形で行っているのか。また、今までの会議で議題として挙がっていた

が、告知方法に偏りがあるのではないのか、もしくは、公募の仕方を検討した方

が良いのではないのかという話に連動するものと思われる。応募がないというこ

とは、市民の関心がないということか。 
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島崎委員 この調査自体が平成３０年４月現在のものなので、２～３か月経過した現時点

では、新たに公募をして公募委員がいる審議会もあるのではないのか。環境審議

会は、最近公募委員を募集していたと思うが。 

 

事務局 環境審議会については、今月の広報で募集を行っており、まだ委嘱も完了して

いないため、公募委員の人数も確定していない。 

 

峯会長 まだ募集が始まったばかりなので、応募がないということか。 

 

事務局 この表に掲載している人数は、応募も締め切った上で、公募委員が無しの状態

でスタートを切っているものである。 

 

島崎委員 ４月現在という事は、始まってすぐの時点でということか。 

 

事務局 委嘱期間は、審議会によっては年度途中であることもある。 

 

長谷川委員 公募は４月前から募集しているのか。 

 

事務局 その通りである。審議会の開催日は年度の中で各々異なるため、開催の手前で

公募を行っている。 

 

長谷川委員 だいたい４月締切としているのか。 

 

事務局 あくまで今回の照会の基準日を４月としているだけであって、審議会によって

委嘱期間は異なる。 

 

長谷川委員 つまりこの表の数値も変わることはあるということか。 

 

事務局 その通りである。 

 

峯会長 また、平成３０年度の市民参画手続の予定について、現時点では表の通りであ

るが、今後増えていくという認識で良いか。 
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事務局  その通りである。 

 

木原委員  峯会長に同感である。平成２９年度の結果では、審議会や地域ヒアリング、ワ

ークショップなど昨年６月の計画段階に比べると相当増えている。平成３０年度

についても、スタートの計画なので致し方が無いと思うが、昨年同様に事務を進

めて行く上で検討・推進していただければと思う。 

 

峯会長 ちなみに、公募委員についてであるが、木原委員はどのような経緯で応募され

たのか。 

 

木原委員 退職後、地域のことにも目を向けようと思い、市のホームページを見ていたと

ころ、当審議会が委員募集を行っており、市の行政の中身も知ることができると

思い、勉強させてもらう気持ちで応募した。 

 

峯会長 そういう方はまだたくさんいると思うが、現実的に公募が０人となると、募集

の仕方を考えた方が良いと思うがいかがか。 

 

髙田委員 傾向として、昨年度の公募の状況はいかがか。 

 

事務局 昨年度までの第１回市民参画審議会で配布した資料では、公募委員を含めるこ

とができる審議会と法令上委員構成が決まっており公募委員を含めることがで

きない審議会を同一の表に記載していたところであるが、なかなか議論がしにく

いこともあり、別々に分けて記載するようにした。昨年度の公募委員数は、附属

・準附属合わせて２９人、今年度は２６人である。 

 

峯会長 公募委員の数自体が少ないということか。 

 

後藤副会長 もともと市政に市民の意見を近づけたいというのが大事なことだと私は思っ

ている。市政と市民の意見が全くずれていれば意味がないので、そこにいかに近

づけるかという建前があって委員構成を考えるものである。計画策定や審議した

いという時には、市政を市民にいかに近づけるかということと、参加してもらっ

ているいろいろな地域の人たちが持っている資源を引き出したいという大きな

２つがあると思う。意見を言おうとすると、どうしても既存の人の意見を聞くこ

ととなってしまうが、例えば、子育て中の方や働き盛りの方や退職した直後のシ

ニアの意見など、割とつかまえにくいところが今後の吉川市を考える上で重要と
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なってくるので、そういった人たちをどうやって集めてくるかという戦略を持っ

て公募を掛けないと、なかなか集まらないと思う。意見を言ってほしい人のビジ

ョンなりイメージをしっかり打ち出して、少なくとも声を掛ける側がこういう意

見が足りないから公募で来てほしいと思わないといけない。共催している団体

に、あなたの団体でいい人がいたらぜひ出してもらえないかなどアウトリーチも

含めて、本来、公募委員の数が増えればいいというものではなく、普通では集ま

らないような声をどうやって集めるかというところを意図的に戦略を持って公

募を掛け、アプローチしていくべきだと思う。 

 

峯会長 後藤副会長の意見に大いにうなずくところもあるのだが、第１号議案でもパブ

リックコメントが少ない、思ったより数が上がらないなど、同じようなことが起

こっていると思う。例えば、意見を聞きたい時などは、より具体的な事例を示し

た方が返事が返りやすいのではないかと感じる。しかし、広く意見を求めるもの

に対して、具体的に示してしまうと考えを誘導してしまい、まずいところもある

とは思うが、やはり意見を求める際には具体的な事例を示した方が意見が集まり

やすいのではないかと思うがいかがか。例えば、自治会ではいかがか。 

 

長谷川委員 そういう方も結構いるのではないかと思う。自治会の集まりでも、この案に対

してどう思いますかと聞いても意見を言う人はほとんどいないので、いくつか選

択肢を挙げて投げかけてみると、それに対する意見がいろいろと出てくる。 

 

島崎委員 テーマを絞った子育てや防犯、福祉などテーマを絞っていても市民団体グルー

プでは軒並み新しい人が入ってこない。やはり高齢者層は入ってくれるがその次

の世代がなかなか入ってくれない。 

 

後藤副会長 自分事にならない限り、みなさんもなかなか忙しいので協力いただけないのだ

ろう。自分の事だというのを伝えないと気付かないこともある。内閣府の調査で

「自分を高齢者だと思いますか」というものがあったが、はいといいえが分かれ

るのは７５歳で、はいが４８％、いいえが４８％という結果になっている。つま

り、高齢者福祉計画と言って声を掛けても半分は興味が無いため返ってこないこ

とになる。しかし、施策としては６５歳以上が高齢者とされるので、本人がそう

思っていないところをあなたは対象ですよと積極的に呼びかけないと他人事で

終わってしまう。 

 

髙田委員 例えば、書面にして何か書いてくださいとしても返ってこないが、フリートー
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ク形式などにすると結構意見が出てくるので、狙ったグループで話し合いの場を

作ると一番意見が出てくるのではないのかと思う。 

 

後藤副会長 産業振興基本条例の市民参画手続で面白いと思ったのは、回数ではなく、経営

者にも現場で働いている人にも聞いていて、これから産業になる人にまんべんな

く聞いてみたというところである。ただ、結果的に目覚ましい意見が出たわけで

はないが、吉川市の総論として市内で働いている人たちに聞いたことにすごく意

味があると思う。公募委員がいないからダメということではなく、いてもいなく

てもちゃんと論点が出尽くしているのであればプラスに評価しても良いのでは

と思う。そのため、公募委員選任状況は、いる・いないではなく、テーマに則し

た人を戦略的に入れたのかどうかという評価もあって良いと思う。 

 

伊藤委員 戦略的にそういった人を入れるという事になると、興味がある人はどんな年な

のかというのを絞って、該当する方たちが集まる場に出向くなどアクションをし

た方が良いと思う。ホームページや広報紙に載せました、知り合いに声を掛けま

したというだけでは意見を聞きたい人というのはなかなか集まらないので、そう

いった人たちが集まる場に出向いて声を掛けてみたところ、応募してみようかな

と思ってくれる人が１人でも出てくると嬉しいなと思う。 

 

後藤副会長 共催を求めている団体などに声を掛けたり、また、そういった団体がいない分

野というのは育てていかなければいけない分野なので、団体を育てるという面も

含めて手を挙げてくれる層を厚くして、共催や委託をする団体と誘いやすい関係

を作っていければと思う。せっかく共催や委託などで団体を育てているところな

ので、うまくつないでいけると良いと思う。 

 

峯会長 私はこの審議会で二期目だが、毎年、パブリックコメントの返答や公募委員の

数は似通ったものとなっているので、担当課が協働事業を行っている団体に声を

掛けるというのは一つの大きな手段となる。一方で、偏った意見になってしまう

恐れもあるが、まずは意見の数を上げることによって、今まで関心のなかった人

も関心を持ってくれればより活性化につながると思う。意見を集めるやり方を各

審議会や各担当課でもう少し深く追及しても良いのではないかと感じるが、いか

がか。 

 

事務局 事務局としても、公募委員がいない審議会が多いことを問題視していたので、

今回この審議会委員の皆様に指摘いただいた事は最もだと感じている。ホームペ
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ージや広報紙だけでなく、関係団体等に話を持ちかけていくことも大切だと思う

ので、真摯に受け止めて庁内に発信していきたい。 

 

峯会長 吉川市には良い制度がたくさんあるのでぜひ活用していただきたい。 

もう一つ提案があるのだが、広く意見をもらう場合、相手が不特定多数の中で

もより多数のところにインフォメーションした方が分母が大きくなるので、それ

に伴って分子の意見も多くなると思う。人がたくさん集まるところやたくさん行

き来するところに募集のお知らせを出すことはできないのか。例えば、市内で一

番人が行き来する場所である駅や、公共施設でも市役所や中央公民館・体育館で

は訪れる人数が異なるので、より人が多くくる場所に市からのお知らせという形

で告知したり、予算があれば電飾にするなどいろいろなアイディアが考えられる

と思う。また、若い人の意見をもっと聞いて市政に反映できるようになれば、５

年・１０年というサイクルで考えるとより良くなると思うので、そういった広報

活動に専念できる環境作りを提案したい。 

 

髙田委員 今までの話を聞いていて感じたことだが、提示しているテーマが本当に市民に

刺さるような内容となっているのか、実態をまずは把握してからテーマを決めて

いくべきだと思う。 

 

峯会長 つまり意見を求めるときには漠然としたものでなく、絞った内容に対する意見

の方が返事が出やすいのではということか。 

 

髙田委員 それ以前に、具体的な意見というのはどういった形でできたものなのかを考え

なければ、行政が提示したものと市民の感情が乖離した部分が出て来てしまうよ

うに感じる。 

 

峯会長 市民参画手続の件名は担当課で考えているのか。 

 

事務局 その通りである。 

 

峯会長 市民の意見が無くても政策としては具体的に進んでいくということか。 

 

後藤副会長 第一に議会民主制なので、議会が聞いているという事である。私たちは税金を

払って議員を選び、議員に委ねているという形をとっている。しかし、吉川市の

議員２０人に対して市民７万２千人なので、意見を聞ききれない部分もある。そ



8 

 

ういう意味で、働き盛りの男性や子育てに忙しい女性の意見をどのようにして聞

くのかとなると関連する団体から聞き吸い上げる仕組みになるのかもしれない。

また、積極的にインフォメーションセンターのようにＬＩＮＥやツイッターで、

通勤時間の間に１つくらい意見をつぶやいてもらうのも良いと思う。 

 

長谷川委員  自治会でも、辞める理由や入らない理由などを口頭ではなく正式に書類で聞い

てみたいと思っているので、先ほどのいろいろな方法で聞くというのも良いと思

う。 

 

峯会長 吉川市の人口内訳を見ると、７万２千人の内６５歳以上が２割５分くらいと比

較的多い割合を占めており、その次に３０代となっているが、６５歳以上が多く

住む地域と３０代が多く住む地域がはっきりと分かれてしまっているので、なか

なか意見を拾うことが難しいと思う。しかし、毎年意見を聴取しているものであ

れば、違う方法を考えなければならない時期に差し掛かっているのではないの

か。 

当審議会で出たもので、広く意見を求める際には具体的な質問にすることや関

連団体へ伺って意見聴取をするなどの要望を担当課へ出すことは可能なのか。 

 

事務局 当審議会委員から出された意見である「パブリック・コメントを行う際には回

答サンプルを示す」や「地域ヒアリングをした際には意見聴取した団体等へフィ

ードバックを行う」等については、昨年度末に全庁へ周知したところである。 

第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画では、地域ヒアリングした団

体にお会いした際には、完成した計画に団体の意見がどのようにして盛り込まれ

たのかということを都度ご説明していると聞いている。また、様々な審議会の状

況を包含して見ることができる機関として当審議会があるので、細かい部分につ

いては担当課の判断になってしまうが、大きな方向性等については当審議会の意

見としていただければと思う。 

 

峯会長 市民参画手続の制度が出来てから年数が経ってきており、こういった制度は何

年かすると忘れてきてしまうので、数年に１回程度、定期的にインフォメーショ

ンを行うことは大切なことだと思う。 

 

事務局 職員も条例や計画策定に関わったタイミングで市民参画手続を意識すること

が多いので、事務局としても職員の理解を高めていかなければと思っている。 
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峯会長 当審議会の議事録は庁内で回覧されるのか。 

 

事務局 全部について回覧していないが、職員に意識して欲しいこと等については別

途、抽出して発信している。 

 

峯会長 既に実施していただいているところではあるが、引き続き「パブリック・コメ

ントにおいて、意見を求める際には、より具体的な内容で求めるようにすること」

と、本日の議論の中で出てきた「審議会の公募を行う際には、課の関連する団体

や協働相手に声を掛けるようにすること」の２点を審議会の意見として出してい

ただきたい。 

 

事務局 承知した。 

 

長谷川委員 今年の公募委員数が２６人となっているが、年齢は６５歳以上の方が多いの

か。 

 

事務局 年齢までは把握していない。 

 

長谷川委員 現役世代の方はいるのか。 

 

事務局 審議会によっては含まれている。子育てにより一旦退職した３０代の方もい

る。 

 

長谷川委員 仕事を退職して一段落した方でなく、３０代や４０代の方で、会社を休んで審

議会に参加している方はいるのか。 

 

事務局 男女共同参画審議会では、現役で仕事している男性の委員はいる。 

 

髙田委員 審議会を休みの日に開催しているというわけではないのか。 

 

事務局 男女共同参画審議会については平日に開催しているので、休みを取って出席い

ただいている。 

 

鈴木委員 そういった意識の高い人を作るのは大切と思っている。今は１８歳から大人に

なるので、中学校や高校で意識づけができれば、１０年後・２０年後に活躍する
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人が育つのではと思う。 

 

後藤副会長 私もそれは大事だと思う。 

 

鈴木委員 学校に向けても情報発信したり、こういった形で市に意見を反映できますよと

いった流れも教えてくれると良いと思う。私が中学生や高校生時代には、全然関

係ないと思っていたが、今後は選挙権も持つことになるので、より関心も深まる

のではと思う。 

 

長谷川委員 大半の人が、審議会や評議会がこんなにもあるということを知らないと思う。

私もこの審議会委員になるまでは知らなかった。 

 

峯会長 １８歳から大人になって２２歳まで学生であれば、昼間でも時間が取れると思

うので、そういった若い人が審議会の委員になってもらえたら、意見も活発にな

ると思う。 

 

後藤副会長 海外では労働日が１日６時間・週５日だったところを、１日８時間・週４日に

することによって、地域に参加できる時間を増やすところが増えてきている。子

育て中のお母さんたちや働いている人たちの会議をいつやるのか、開催する曜日

や時間帯をしっかり議論していかなければいけない。やはり市政と市民の意見を

いかに近づけていくかという部分が目指していくべきことで、その先にいろんな

意見を取り入れて具体的に１個でも課題を解決し、やっぱり言って良かったなと

思ってもらう循環を整えなければいけないと思う。 

 

峯会長 この審議会では、市民参画を推進するためにどのようにすればいいのかについ

て議論していくので、ここで出た具体的な案を各課で反映することによって、数

値が上がっていくことができれば、一つの大きな成果と言えるだろう。 

 

髙田委員 結果が出れば、それに対する意見もまた出て来るなど、他に対する波及も大き

いので、結果を広報することも一つの手である。 

 

峯会長 意見が出れば、意見に対する意見といった形で広がりが出て来るので、そうい

ったことを推進していくのも当審議会の目的の一つと思う。 
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○第３号 協働事業の報告・第三者評価対象事業の選定について 

 

峯会長 第３号について、事務局から説明願いたい。 

 

事務局 （資料４を用いて説明） 

 

峯会長 事務局から説明のあったとおり、資料４の一覧の中から直接担当課より詳細を

聞いてみたいものを選定し、次回審議会にて担当課から説明いただく形で進めて

行きたい。現時点で、何か気になる事業があれば発言をお願いしたい。 

 

峯会長 私は、No.10の「シニア元気塾」を聞いてみたいと思っている。 

 

木原委員 同感である。この事業について、私もダイレクトメールをいただき、参加して

みたいと思っていたのだが、都合が合わずに参加できなかった。 

 

伊藤委員 私の夫にも来ていた。私は内容を少し知っていたので、夫に参加を促してみた

が、都合が合わずに不参加となっていた。 

 

峯会長 私にも来ていた。 

前々回の審議会で、担当課から直接説明いただいたが、各部署とも真剣に取り

組んでいてとてもよかった。また、担当課としても説明することによって意識が

上がり、説明する方にも聞く方にとってもよかったと思う。 

その他に気になる事業はあるか。 

 

（委員） （発言なし） 

 

峯会長 事務局案はあるか。 

 

事務局 市民参加推進課で実施した事業であるが、No.16の「吉川市ベトナムday」を提

案したい。こちらの事業は、ベトナム出身の方と最初の立ち上げの段階から調整

し、イベントを行った。当日は、多くのベトナム出身の方にもご参加いただき、

大変盛り上がったイベントとなったのでお勧めしたい。 

 

後藤副会長 私はNo.4の「緊急サポート事業」が良いと思う。実績としては９件であるが、

こういった事業は数の問題ではなく、困った人がこのようにして助かりましたと
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いう具体的な話を担当課と言い含めておかないと数が少ないから効果あるのか

という悲しいことになってしまう。つまり、社会的有用性というものである。情

緒的に良かったではなく、社会的に有用であったかどうか、政策として意義があ

ったかどうかである。ぜひ、担当課に病児保育について実施してみて、どんな展

望が見えたのかを聞いてみたいと思う。 

 

長谷川委員 この事業が一番評価で×が多かった。 

 

峯会長 私も行政側の×が多いので、行政と団体のつながりについて聞いてみたい。 

 

木原委員 どの様にして今後フィードバックしていくかという検討材料も出て来るので

はないのか。 

 

峯会長 双方のコミュニケーションが取れて上手く行ったというものよりも、少し上手

く行かない部分がある方が参考事例としては非常に面白いのではないのか。 

 

後藤副会長  私も４月・５月は子どもが頻繁に体調を崩していたので、どこか預かってもら

える所はないかと思っていた。共働きなのでこういったものは大事であるが、や

はり大事な子どもを病気の時に預けて良いものなのかという観点からも、件数と

してはあまり伸びるものではない。実績から見ると一人当たり１０万円かかって

いることとなるが、そういうことではないということをちゃんと積み重ねていか

ないといけない。協働は、新しい価値や普段気づかなかった問題が切り開かれる

という部分にも意味があるはずなので、こういった事業はよくよく話を聞いて、

行政にも数の問題ではないことを理解してもらうべきであると思うし、ＮＰＯ側

も改善すべき点があるのであれば進めるべきだと思う。 

 政策として意味や価値を見出せそうなもので、住民側からでは気づけないよう

な市の子育て問題や高齢化問題、外国人問題などについて、一歩でも二歩でも次

につながる施策のヒントが見出せたのかという話をぜひ聞くことができればと

思う。 

 

峯会長 今のところ、No.4「緊急サポート事業」、No.10「シニア元気塾」、No.16「吉

川市ベトナムday」の３つが挙げられたがいかがか。 

 

島崎委員 その３点はいずれも委託事業なので、本当に事業形態がそれで良かったのかと

いう面で、共催事業・委託事業・補助事業をそれぞれ１つずつ選ぶという手もあ
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ると思うが。 

 

後藤副会長 先ほどの議題で、地域福祉計画においては公募委員がいないとのことであった

ので、地域福祉計画に関係しそうな共催で実施している事業はいかがか。 

 

峯会長 新規事業は２件か。 

 

島崎委員 No.2「屋内スポーツ大会」は比較的新しいのでは。 

 

事務局 その通りである。２０周年記念事業で実施後、継続事業となったものである。 

 

島崎委員 今後委託に切り替えるのか、共催のままでいくのか。 

 

峯会長 それでは、No.2「屋内スポーツ大会」、No.4「緊急サポート事業」、No.10「シ

ニア元気塾」でいかがか。委託が２つになってしまうので、補助事業で何かあれ

ば提案いただきたい。 

 

（委員） （発言なし） 

 

峯会長 事務局案で何かあるか。 

 

事務局 昨年度第１回で実施したNo.22「地域猫活動補助金」が補助事業であったが、

補助事業自体が少ないので提示するのが難しい。 

 

峯会長 前回も３部署で時間いっぱいであったので、補助事業に該当するものがないと

ころであるが、No.2「屋内スポーツ大会」、No.4「緊急サポート事業」、No.10

「シニア元気塾」でいかがか。 

 

（委員） （異議なし） 

 

峯会長 次回の担当課による説明とは別に、評価シートの内容について担当課から回答

いただきたい事項はあるか。 

 

島崎委員 評価シートを出す時期についてであるが、本来であれば事業が終わり次第提出

するべきものであるのに、５月や６月に提出するものが多い。 
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峯会長 提出日の期限はあるのか。 

 

事務局 事業が終わり次第提出するように照会しており、最終期限として事業年度の翌

４月末日としている。 

 

峯会長  事業終了後１カ月以内というのは厳しいのか。 

 

島崎委員 後になると忘れてしまうので、報告書と同時に作成すれば良いと思うが。 

 

峯会長 再度、報告書と同時作成を徹底していただくということでお願いしたい。 

 

事務局 昨年度は初年度であったので、事務局としても３回ほど庁内掲示板にて周知し

たところであるが、今年度については昨年度よりも多少は認知が上がっていると

思う。 

 

峯会長 次回の審議会で選ばれた部署が説明することになれば、他の部署にも伝わって

いくのでは。報告書が無い部署についてはいかがか。 

 

島崎委員 報告書がない事業もあるのか。 

 

木原委員 最後の選挙関係の事業は報告書の評価欄が×になっている。 

 

島崎委員 委託事業と共催事業は報告書があるはずである。 

 

峯会長 それであれば、原則、事業終了後１カ月以内でも無理ではなさそうである。前

回の審議会では途中であったこともあり、６件であったが、今回は３２件報告が

あり、それぞれいろいろなことを実施しているのが分かる。 

 

長谷川委員 今回の報告はわかりやすくなった。 

 

峯会長 関連して何かご意見ご質問があれば発言いただきたい。 

ちなみに、評価の△はどのような意味であるのか。 

 

 




