
 

 

アカウント名 ： 

パスワード  ： ログイン

 

 初めて参加される方はこちらで参加登録をしてください

市民公募委員ことばの貯金箱

 

表示順 ：   スレッド順  /    投稿順

まとめ読み ：    ON  /   OFF

 

 

142 : 第２回市民公募委員交流会開催のお知らせ

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/12/26 09:22

この度，京都市の審議会等に在籍する市民公募委員の情報交換や自主学習の場とし
て，第２回目の「市民公募委員交流会」を開催します！今回はグループに分かれて，審議
会等の運営や市民公募委員制度のあり方についてワークショップ形式の意見交換を行
います。  
交流会は，京都市に在住 在勤の方ならば，どなたでも御参加いただけますので，審議会
等への参加に 興味をお持ちの方は，御参加ください！申込等の詳細は以下のとおりで
す。  
 
○日時 平成２０年１月２６日（土）１３：００～１５：３０  
○会場 京都市景観・まちづくりセンター ワークショップルーム２  
    （下京区河原町五条下る「ひと・まち交流館京都」地下１階）  
○内容  
 今回の交流会は，「審議会等運営ガイドライン(仮称)」を作成するうえでの 参考とする
ため，市民公募委員の皆さんから審議会等の運営に関する率直な 御意見をお伺いしま
す。  
[スケジュール（予定）]  
 １３：００ 開会，趣旨説明  
 １３：２０ グループワーク「より開かれた審議会運営を進めるために」  
 １４：５０ グループごとに意見交換の結果を発表  
 １５：３０ まとめ，閉会  
 
○参加申込について  
 □対象者  
  ア 本市の審議会等に在籍する市民公募委員及び経験者  
  イ 京都市内に在住又は在勤の方  
 □申込方法  
  平成２０年１月２１日（月）までに，郵送，電話，ＦＡＸ，  
  Ｅメールで，氏名及び電話番号を添えて下記までお申し込みください。  
 □申込先  
  京都市総合企画局プロジェクト推進室（市民参加担当）  
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  〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488  
  （電話）075-222-3178（ＦＡＸ）075-213－0443  
  （Ｅメール）project@city.kyoto.jp  
 □定員  
  ５０名（先着順：定員に達し次第，締め切らせていただきます。）  
 □参加費  
  無料 

 
返信  

 

 

 

141 : Re: 交流会はいかがでしたか？

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/09/25 13:16

小林さま  
 こんにちは。先日行われました「市民参加推進フォーラム」の自主勉強会  
 ですが，京都市の地球温暖化の取組を題材に，市民参加全般について意見  
 交換を行いました。  
   
 そこで話題になったのが，「誰もが語れる共通の話題」の大切さについて  
 です。地球温暖化もそうですが，地域の安心安全の取組など，誰しもなん  
 らかの思いや意見を持っていそうなテーマが，市民活動などを進めていく  
 うえで，重要なポイントになりうるのではないか，ということでした。  
 
 もちろん，関心の高いテーマだけに，意見の相違はでてくるでしょうし，  
 まとまらないこともあるかもしれません。しかし，何より議論してみる  
 ことが大切なのではないか・・・という，まとめ？に至りました。  
   
 さて，このように私の担当する市民参加推進フォーラムでは，毎月１回  
 を基本として，主に市民公募委員さん向けに勉強会を開催しています。  
 皆さんの審議会では，どのような活動が行われているのでしょうか？  
 ユニークな取組がありましたら，ぜひ教えてください！ 

 
返信  

 

  

140 : 交流会はいかがでしたか？

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/09/25 12:20

松尾さま  
先日は、交流会にドタキャンしまして申し訳ありませんでした。できましたら概略の内容を
お教え願えればありがたいですが・・・・小林 

 
返信  

 

 

139 : 審議会委員の公募情報（第２弾）

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/09/04 13:01

参加者の皆さん，こんにちは。  
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さて，審議会委員の公募情報の第２弾をお知らせします。  
現在，「京都市都心部小学校跡地活用審議会」と「食の拠点機能充実戦略委員会」の委
員を公募しています。公募委員に興味のある方は，京都市市民参加情報カレンダーもしく
は下記ホームページを御覧ください！  
 
○京都市都心部小学校跡地活用審議会  
 募集人数：２名  
 応募期間：平成19年8月27日(月)～平成19年9月26日(水)  
 ＊詳細はプロジェクト推進室のホームページを御覧ください。  
  アドレス http://www.city.kyoto.jp/sogo/project/atoti-koubo.html  
 
○食の拠点機能充実戦略委員会   
 募集人数：２名  
 応募期間：平成19年9月3日(月)～平成19年9月25日(火)  
 ＊詳細は中央卸売市場第一市場のホームページを御覧ください。  
  アドレス http://www.city.kyoto.jp/sankan/dai1sijo/  
 

 
返信  

 

 

 

137 : Re: 審議会委員の公募情報

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/08/03 16:24

松尾さん  
 
ご無沙汰しています。いろんな市民公募委員があるのですね。食の安全は最近の話題の
問題ですね。有識者の意見だけでなく、市民の観点から意見も重ねてを審議会を盛り上
げていってもらいたいと思います。 

 
返信  

 

 

 

136 : 審議会委員の公募情報

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/08/03 09:19

参加者の皆さん，すっかりご無沙汰してしまい申し訳ございません。  
 
さて，審議会委員の公募情報をお知らせします。  
現在，「京都市・食の安全推進協議会」と「京都市人権文化推進懇話会」の委員を公募し
ています。公募委員に興味のある方は，京都市市民参加情報カレンダーもしくは下記ホ
ームページを御覧ください！  
 
○京都市・食の安全推進協議会  
 募集人数：２名  
 応募期間：平成19年7月13日(金)～平成19年8月13日(月)  
 ＊詳細は市民参加情報カレンダーを御覧ください。  
  アドレス http://ecom.city.kyoto.jp/cal/  
 
○京都市人権文化推進懇話会  
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 募集人数：２名以内  
 応募期間：平成19年8月1日(水)～平成19年8月20日(月)  
 ＊詳細は人権文化推進課のホームページを御覧ください。  
  アドレス http://www.city.kyoto.jp/bunshi/jinken/index.html  
 

 
返信  

 

  

135 : Re: 皆さん、どうですか？

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/07/04 15:40

松尾さん  
 
すみせんが、よろしくお願いします。公募委員の募集情報など楽しみです。 

 
返信  

 

 

 

134 : Re: 皆さん、どうですか？

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/07/02 10:58

小林さん，参加者の皆さん，こんにちは。  
小林さんから「プロジェクト推進室に進行をバトンタッチしては？」とのご提案がありました
ので，ここからは事務局の松尾が担当させていただきたいと思います。役不足かと思いま
すが，どうぞよろしくお願いします。  
 
小林さんには引き続き御参加いただき，リアルタイム会議室などのアイデアをいただきた
いと思っておりので，どうぞよろしくお願いします。  
 
また，「なかなかネタがなく発言しにくい」といったご指摘もございますので，公募委員募集
に関する情報なども掲載していきたいと思います。意見交換の場だけではなく，情報掲示
板的なものとしてご活用ください。よろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

133 : Re: 皆さん、どうですか？

投稿者 ： くま 投稿日時 ： 2007/06/27 09:29

小林さんの進行役交代は残念です。小林さんの言うとおり、少し書き込みをためらうと、
書きにくくなりますねっ。私もこの会議室ではリアルタイムの電子会議室のみの参加でし
たが、小林さんが背中を押してくれたので発言できたと思います。  
（水垂の会議室でも一度しか発言できませんでしたが。）  
これからもこの会議室は続くとのことなので、いろいろな情報を発信してください。 

 
返信  

 

132 : 皆さん、どうですか？
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投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/06/26 21:49

小林です。あのーちょっと書き込みするをためらってしまうと、次に新しい発言ってしにくい
ものですね。進行役の私ですら書きにくいのですから・・・皆さんは相当ハードルが高いの
かもしれませんね。スミマセンでした。  
 
さて、市民公募委員ことばの貯金箱というタイトルなので、何を発言していただいてもＯＫ
だと思いますが、何もないと発言しづらいと思います。私もそんなにネタ的なものを持って
おりませんので、ここらあたりから京都市のプロジェクト推進室の方に進行をバトンタッチ
させていただこうかなーって考えています。  
できれば、市民公募委員の募集情報や、交流会のインフォメーションなども盛り込んでい
ただけたらなあーって思います。  
 
また、前回テストしたリアルタイムの電子会議室もバージョンアップして、いつか実施もし
たいと思っていますので、その節は、よろしくお願いします。この件に関しても、いつでもご
意見お待ちしています。 

 
返信  

 

 

 

131 : Re: 歩いて暮らせるまちづくり推進会議

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/06/05 09:48

小林さん，参加者の皆さん，こんにちは。  
ビールを片手に意見交換ですか。とても楽しそうですね！  
自らの住んでいる地域を振り返って考えることも大切ですが，もう少し足を伸ばして活動
の視野を広げてみることも重要なんですね。そこに新たな人と人との輪が“アメーバ”のよ
うに生まれてくる・・・そんな小さな動きが，大きな市民参加につながってくるのかもしれま
せん。  
 
参加者の皆さんの体験談やエピソードも，ぜひお寄せください！ 

 
返信  

 

 

 

130 : 歩いて暮らせるまちづくり推進会議

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/06/05 09:33

昨日、掲題の総会と懇親会に参加させていただきました。９つの元学区の方やＮＰＯの
方、大学の先生方、行政の担当者などなど多彩なメンバーで情報共有が行なわれまし
た。  
 
今年の秋におこなわれる三条通の交通社会実験の話で意見交換が盛り上がりました。ま
た、その後の懇親会は、ビール片手に膝を交えていろんな分野のコミュニケーションが図
られていました。  
 
自分の学区のことだけ考えるのではなく、周辺のみんなで意見を交換しながら考えていこ
うという姿勢、市民参加の原点のような気がしました。  
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返信  

 

 
 

129 : Re: ＩＴ技術を効果的に使うために

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/31 08:50

Toちゃんさん、ありがとうございます！トライ＆トライで頑張ります。 

 
返信  

 

 

 

128 : Re: ＩＴ技術を効果的に使うために

投稿者 ： To ちゃん 投稿日時 ： 2007/05/30 14:23

 先日の市民電子会議室は、とても興味がありました。  
一人で四苦八苦して、仲間入りが出来たときは、とても嬉しかったです。  
ところで、電子会議室に入室したくても入室できない人やパソコンの操作に慣れていない
人にとっては高いハードルかもしれないとありましたが、先ずは挑戦してみることだと思い
ます。  
これからも気軽に参加出来るような企画をお願いします。  
トライ＆トライで、輪を広げましょう！ 

 
返信  

 

 

 

127 : ＩＴ技術を効果的に使うために

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/27 18:53

何か私ばっかりの発言になってしまってすみません。独り言です。  
 
ＩＴ技術の発展の恩恵を受けて、さまざまなサービスを受けることができる時代になりまし
た。今回の市民電子会議室もそのひとつかもしれません。  
 
でも、この電子会議室に入室したくても入室できない人もいたと思います。パソコンの操作
に慣れていない人にとっては高いハードルかもしれません。  
 
かといって、折角のＩＴ技術の恩恵を取り入れないというのも矛盾があると・・・。そこで、ご
提案としては、京都市をあげてパソコンスキルのレベルアップを検討されてはいかがでし
ょうか？  
 
体育を振興するために各学区に体育振興会があるように、各小学校区にＩＴ振興会を作っ
て、体育祭のようなＩＴ祭みたいなイベントを通じてＩＴスキルのレベルアップを図っても良い
のではないでしょうか？  
 
 
ちなみに京都市でのＩＴスキル向上の取組として，「地域ＩＴアドバイザー制度」というものも
あるみたいです。こういうな制度も活用していくというのもひとつですね。  
 
 
京都市総合企画局情報政策課ホームページ  
http://www.city.kyoto.jp/sogo/jyoho/  
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返信  

 

 

 

125 : コミュニケーションの方法

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/22 13:01

先日は、リアルタイムの市民電子会議室のご協力、ありがとうございました。時間的な制
約や距離的な制約を越えて会議ができるというのは、新しい電子会議室ならではだと思
います。  
 
ただ、知人に話をすると、「チャット？古いね。今やスカイプ(Skype）ですよ。」と一瞬にばっ
さり斬られてしまいましたが、ＳＮＳとかスカイプ(Skype）、ＹＯＵＴＵＢＥとＩＴを取り巻く環境
は、日々進化している状況です。だから、スカイプ(Skype）で電子会議するというのも一
度、試行しても面白いと思います。  
※少し専門的で難しい用語なので下に注釈をいれました。参考にしてください。  
 
そんな中で私が思うのは、トライ＆トライ。とりあえず、何にでもチャレンジしてみてみるこ
と。そういう意味では、この間のリアルタイムの市民電子会議室も成果があったのではと
考えています。  
 
 
ただツールは何でも良いし、「話すこと伝える事が大切」ですね。それが、この間、感じた
事です。  
 
 
 
 
 
 
＜専門用語の説明＞  
①ＳＮＳ・・・・・ソーシャルネットワークサイトの略。代表的なＭixiで有名な新しいコミュニケ
ーションツール。行政ＳＮＳもある。  
 
②スカイプ(Skype）・・・既に全世界で4800万人以上のユーザーがいるといわれる、P2P技
術を応用した音声通話ソフトです。直接ユーザー同士で通話が可能なこのソフトは、通話
料金がかからないというメリットや画像も流せる。  
 
③ＹＯＵＴＵＢＥ・・・皆で簡単にビデオ映像を共有できるサイト。映像版のＳＮＳというもの。
サービスは全て無料で利用できる。 

 
返信  

 

 

124 : まだまだ続きます。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 13:32

おとぼけさん、忠兵衛さん  
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ありがとうございます。会議室は、まだまだ終わっていないので、どんどんご発言ください
ね。進行役として、まだまだ何をやってるのかわかりませんが、皆さんのように、地域のこ
と京都のことを真剣に考えている人達が多いというのが実感です。その方々のひとりでも
多く、巻き込んでいければと思います。知恵をいただきながら、議論をしながら、一歩づつ
進めて行きたいと思います。  
 
（追伸）  
これから堀川の灯篭祭りのお手伝いに行ってきます！ 

 
返信  

 

 

 

123 : 遅くなりましたがスレッドを読んで

投稿者 ： 忠兵衛 投稿日時 ： 2007/05/19 12:59

仕事が一段落ついて、スレッド読ませていて頂きました。  
皆様ご苦労様です。  
私も公募制度のことは知りませんでしたが、仕方無いでしね。  
現在の公募方法で市民の方々に広くお知らせる事が出来るとしたら  
きっと委員会自体不要になるほど行政に対して関心が高いことになります。  
参加できる時間の意見も、おっしゃる通り、万人に受け入れられるはずもありません。  
ただ予定の調整も、かかわる方々の委員会に対する優先順位がすべてです。  
 
行政は調査研究分析が得意ですね。いわゆる報告書です。  
 
民間委員は決してオンブズマンでも圧力組織でもないはずです。  
 
誰のために何をするかが大切ではないでしょうか。  
 
行政との連携においては、有る資料を活かすのか、委員会意見を  
調査研究してもらうのかで、その動きも変わります。  
 
実際に委員会に参加できる立場にありませんので、「無責任な発言」  
「そんな話は尽くした」とお叱りを受けるかもしれませんが  
目的や目標がぼけて、方法論になっていないか、  
熱心な方ほど、費やした時間＝成果と取りがちです。  
それも最も重要な要素の一つではありますが、そのスピードに躊躇  
している間に取り残されていく方がいるのも事実です。  
目的、目標に少しづつでも近づいている実感が大切です。  
 
何期と言うお話も聞こえてきますので、是非長年の成果や苦労話  
もお聞きしたいですね。  
 
小林君これからもがんばった下さい。時間外にて失礼します。 

 
返信  

 

121 : 皆さん，ありがとうございました！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 12:20
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小林さん，参加者の皆さん  
 
本日は電子会議室にご参加いただき，ありがとうございました！  
リアルタイムでの電子会議室という，今までにない画期的な取組ということもあって，正
直，私も不安がありましたが，皆さんの前向きなご協力により，大きなトラブルもなく，実施
できましたことを感謝いたしております。  
 
また，インターネットという，制約のある中での意見交換ということもあり，ご参加いただけ
なかった方々も多数いらっしゃると思います。その点につきましてはお詫び申し上げると
同時に，「市民公募委員交流会」や，市民参加推進フォーラム主催の「市民参加円卓会
議」といった事業で，きっちりとフォローしていきたいと考えております。  
 
･･･と書いておりますと，このテーマが終了してしまうように受け取られてしまいそうですが
(笑)，今後も引き続き，ご意見をお寄せいただけるよう，事務局としても，積極的に情報提
供に努めていきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いします。  
 
最後に？小林さん，お休みのところ本当にお疲れ様でした。皆さん，拍手をお願いしま
す！(笑) 

 
返信  

 

 

 

120 : まとめ

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 12:11

最初から「まとめ」ができる能力がないので、「言葉の貯金箱」という言い放題というところ
で締まらない終わり方をしてしまいますことをお許しください。  
 
貴重な時間を頂きまして、多くの方に参加していただき、本当に皆さんありがとうございま
した。実際、誰も参加していただけなかったら・・・という不安がいっぱいでしたが、みなさ
んのお言葉をみさせていただき、暖かい気持ちが伝わってきて不安から希望になりまし
た。ありがとうございました。  
 
また、この電子会議室のＰＲを含めて、参加しやすい環境をどうすべきか？という課題を
解決するために、みなさんの知恵をいただきたいと思います。  
ここで一度リアルタイムな会議室は終了させていただきます。本当にありがとうございまし
た。  
 

 
返信  

 

 

 

119 : ひとりご゛と

投稿者 ： くま 投稿日時 ： 2007/05/19 12:09

ほんとうに、あっというまに時間がたちました｡  
会議を行うにも場所や時間の制約があり、集まりにくい人がおられる中で､その制約をは
ずすため（このことだけが理由ではないでしょうが）の仕組みとして電子会議室が提供さ
れているのだと思います｡  
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返信  

 

 

 

117 : Re: それでは、時間になってきましたので、

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 11:57

あ、というまに時間がたってしまいますね。  
 
今朝のお話で感じたことは、小林さんのように情報発信することが大切と感じました。私も
誘われなければ知らなかったわけですし。それと同じく「行政」さんも一生懸命取組んでく
ださっていることを知りました。  
京都市のHPがあんなに充実していることを知ったのは大きな収穫でした。とかくYAHOOと
かｸﾞｰｸﾞﾙとかの検索や個人のブログ、企業MLからの宣伝等々‥山のような『情報』に惑
わされるなかで、行政のWEBへの取組みも進んでいることは心強いです。  
ありがとうございました。（＆チャット開設‥で貴重な時間拝借し失礼いたしました。）  
 

 
返信  

 

 

 

115 : Re: 審議会の開催時間

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 11:54

小林さん，ａｎｋｏさん  
   
いえいえ，難しいかもしれませんが，検討すべき重要なポイントとだと思います。   
 
ちょっと審議会の開催時間にポイントを絞ってお答えすると，正確な情報ではないのです
が，やはり現状では昼間の開催が多いようです。  
 
しかし，開催時間については難しい部分があり，私の担当する市民参加推進フォーラム
は，日中お勤めの委員の方もいらっしゃるので，ここ数回は夜間（19時～21時）で開催し
ているのですが，以前から傍聴に来られていた市民の方から，「夜間の参加は難しいか
ら，以前のように昼間の開催にして欲しい」というご意見をいただいたことがあります。  
 
また，３月に行われた「市民公募委員交流会」においても，開催日を土日にした方がいい
というご意見をお持ちの方と，平日でないと参加できないというご意見をお持ちの方がお
られて，そのことがとても印象的でした。  
 
万人が参加できる開催時間を設定することは無理ですが，様々な開催時間を柔軟に（で
きれば均等に）設けることが，これからの課題だと思います。 

 
返信  

 

  

114 : Re: 次のテーマとして「市民公募のやり方」

投稿者 ： 田舎人/『江田 攻』 投稿日時 ： 2007/05/19 11:49

次のようなやりかたも参考になりませんか？  
 募集  ： 行政版の新聞等だけでなく、一般新聞で行政から定期的なお知らせを出し、
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その      なかで触れ詳細はちらしや行政版の新聞で衆知。勿論ホームぺーじでも。 
 審査  ： 委員要件や審査基準の明確化。  
 参加  ： 審議会は年に数回でしょうから休暇をとってもらって日中もやむをえない。  
      でも勉強会などは夜間で。  
市民委員として参加をするのですからこの程度はやむを得ないとおもいます。 

 
返信  

 

 

 

113 : それでは、時間になってきましたので、

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 11:44

松尾さん  
そうですね。何か難しい話題にふってしまったみたいですね。  
 
 
このテーマの続きは審議会にお任せしまして、本会議室の主テーマである「ことばの貯金
箱」に入っていきたいと思います。  
まとまりのない話、個人的な要望、こんなこと言ってもいいのかなーと迷われていること、
なんでも貯金しますので、よろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

112 : Re: 次のテーマとして「市民公募のやり方」

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 11:42

「市民新聞」を端から端まで読む方っていらっしゃいますか？残念ながら双方向的な要素
は少ないように思います。対象者が京都市民ですから、まさか「自分」に呼びかけられて
いる内容が含まれているとは意識していないように私は思います。  
 
先ほどの情報伝達の「自治会」うちの地域では町内会長と地域団体の代表者が集まる
「連合会」という名称ですが そういう場で、「個人」を対象に「これこれしかじか募集が行
なわれています」ということを紹介するのが効果的だと思います。  
最終的には回覧板（これも効果は？ですが‥）ということになるのでしょうけれど‥。(>_<) 
 
昼間の審議会 という条件は仕方無いかも‥。昼・夜両方あるほうが更に参加しやすいと
は思いますが。 

 
返信  

 

 

 

111 : Re: 次のテーマとして「市民公募のやり方」

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 11:38

小林さん  
 
事務局の私がすぐにレスを返してしまうと，参加者の皆さんが発言しにくくなってしまうか
もしれませんが・・・。  
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審議会の実施状況や公募委員の選考についての状況は各審議会でバラつきがあるよう
ですので，一度，庁内向けに状況調査を実施してみたいと考えています。  
 
また，先ほども触れたように，他都市においても，審議会運営や公募委員制度に関する
ルールは異なるようです。その点も一度調査を行い，その結果をこの電子会議室でもお
知らせし，ご意見をいただきたいと思います。 

 
返信  

 

 

 

110 : 次のテーマとして「市民公募のやり方」

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 11:27

テーマというか話を進めていく中で、「市民公募委員自体知らなかった！」というＰＲ不足
の書き込みがありますが、「市民公募のやり方」はどういうものが良いでしょうか？  
 
それは、ひとつは「公募のＰＲ」もありますし、「公募の条件」、「公募の審査」についてで
す。  
 
現在のＰＲとしては、松尾さんが書いていただいたもの（パンフレット・市民新聞など）です
が、もっと効果的なメディアがあればご提案ください。  
 
また、現在の条件として審議会の参加があり、平日の昼間の審議会の参加が条件になっ
ていますが、これについてもご意見を・・・  
 
それと、公募委員の選定ですが、現在は文章の提出のみですね。これもこれで良いの
か！って感じですが・・・  
 
みなさん何かご意見ありますか？ 

 
返信  

 

 

 

109 : Re: ご意見ありがとうございます。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 11:26

ａｎｋｏさん  
 京都市公式ホームページ『京都市情報館』とコールセンター  
 『京都いつでもコール』をご紹介いただき，ありがとうございます。  
 コールセンターでは，イベントなどの申込受付なども受け付けています。  
 
 京都市役所のことで，「これ，どうしたらいいの？」というときは，  
 まずはコールセンターにお問い合わせいただければ･･･と思います。 

 
返信  

 

 

107 : 審議会へ伝えれる手段もいるねーー

投稿者 ： 田舎人/『江田 攻』 投稿日時 ： 2007/05/19 11:15
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田舎へUターンして、京都市の全面的な公募委員制度は素晴らしい施策だったと思ってい
ます。何しろ自分の思いを伝えることが出来るのですからーー。  
今住んでいる所では一部の公募はあるようですが、全面的な制度にはなっていないよう
です。（関係者の皆さん違っていたら御免なさい。）  
でも、公募委員や学識経験者の委員にも市民としての建設的な意見を伝える手法・ツー
ルがあればいいですね。 

 
返信  

 

 

 

106 : Re: ご意見ありがとうございます。

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 11:15

いやー、京都市はスゴイ 先進的に思います。  
この会議が始まって、あちこちネットサーフィン（死語？）していたのですが、京都市と入力
すると‥  
http://www.city.kyoto.jp/koho/ind_h.htm  
 
巨大なサイトが出現してビックリです。  
で、じゃー企業みたいに「お客様相談室」は無いんだろう‥、と思いきや‥  
ありました！ お客様コーナー (^o^)／  
http://www.city.kyoto.jp/koho/cc/  
 
これって知らなかったの僕だけ？ って感じです。よー出来てます。  
 
結構「双方向」対応いただいてるようですね。 

 
返信  

 

 

 

104 : ご意見ありがとうございます。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 11:09

田舎人さん、ご無沙汰です。あのーみなさんのご意見が多くなると、どういう意見だったか
見るのも、この画面では見にくいですね。  
第三者というよりか、市民感覚の・・そうですね。そう思います。  
 
くまさん、  
いろんな意見の議論、そのプロセスが大切ということですね。ほんと、いろんな人がいま
すし、それが人の面白いところですね。  
 
ankoさん  
双方向というのが、キーワードですね。  
 
Ｔｏちゃんさん  
些細な意見というのが、市民感覚というのではないでしょうか？Ｔｏちゃんさんのご提案の
おかげで良くなったと思う人が多かったはずです。  
 
 
書き込んで何なんですが、申し訳ないですが、ひとりひとり対応するのは大変なのでやめ
ます。 
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返信  

 

 

 

103 : Re: ちょっとしたことから

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 11:04

Ｔｏさん  
 はじめまして。ご参加いただきありがとうございます。  
 田舎人さんのご発言にもあるように，まさにそれは“市民感覚”の  
 ご指摘が，“気づき”を与えた例と言えると思います。  
   
 私たち職員が「当たり前」と思っていることが，市民の皆さんに  
 伝わっていないことって，意外と多いのではないかな・・・と  
 日々，業務に携わりながら，反省も込めて感じています。 

 
返信  

 

 

 

102 : ちょっとしたことから

投稿者 ： To ちゃん 投稿日時 ： 2007/05/19 10:53

私は保健所の公募委員です。  
以前、献血のお知らせが事務的で早く届き、もっと考えて欲しいと思い応募書に書きまし
た。  
今年は、大きな字で分かりやすくなっていて、うれしかったです。  
こんな些細なことですが、気付いたことから、発信したいと思っています。 

 
返信  

 

 
 

101 : Re: 遅くなりました。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 10:50

田舎人さん  
 ご参加ありがとうございます。ご無沙汰しております(笑)  
 田舎人さんは，先ほど私がご紹介した，市民参加推進フォーラムの  
 第２期公募委員さんです。 

 
返信  

 

 

100 : Re: 市と市民の情報伝達方法

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 10:46

ａｎｋｏさん  
 市民公募委員制度をご存知ではなかったとのご指摘，真摯に受け  
止めて反省しなければならない面もあるかもしれませんね･･･。  
 
 市民公募委員の募集については，「市民しんぶん」への掲載は  
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もちろん，ホームページや印刷物（チラシやパンフレット），広報  
発表（プレスリリース）を通じた一般紙での掲載･･･と，他の事業や  
 取組と比較しても劣らないくらいの広報を展開しています。  
 
 しかし，制度そのものをご存知でない市民の方は，まだまだ大勢  
 いらっしゃるのではないかと思います。  
   
 公募委員制度の広報についても，この機会にアイデアをいただけ  
 ればと思いますが，私は公募委員経験者の方々からの口コミが，  
 一番大きいのではないかと思っています(笑)  
 
【追伸】  
 上記のような発言を書き込んでいたら，ａｎｋｏさんから  
 二つ目の投稿が･･･。書き込むのが遅くてすいませんm(_ _;)m 

 
返信  

 

 

 

99 : 市民公募委員のＰＲ

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 10:46

ankoさん  
 
前回の交流会でも市民公募委員のＰＲについては議論になりました。私も、もっともっとＰ
Ｒすべきだと思います。  
 
ただ、何度も言いますが、その役割をわかりやすくする必要があるのではないかと思いま
す。最近はそうでもないですが、最初の方は、市会議員の先生から「何でこいつが市民の
代表なんや」という目で見られたり、京都市議会としても市民公募委員制度自体について
否定的だったと思いますし、まだご理解していただいていないと思います。  
 
 
そんな中、言い方はおかしいかも知れませんが、市会議員に遠慮しながらのＰＲというが
はじまりだったような気がします。でも、市民参加もすこしづつ市民権を取得してきたよう
な気がします。何かのタイミングで大きくＰＲしていただいても良いのではないでしょうか？

 
返信  

 

 
 

98 : Re: 自分が京都についてできること

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 10:42

伝達方法についてお尋ねしたのはそれが「双方向」でないものがほとんどのように感じる
からです。  
そういう点で市民公募委員制度は「双方向」を目指しているんですね。小林さんのおっし
ゃるチェック機能が中心になりがちでしょうけれど‥。 

 
返信  

 

97 : まとまりのない意見ですが
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投稿者 ： くま 投稿日時 ： 2007/05/19 10:42

小林さん、  
確かに、民主主義の決定方式が多数決かもしれませんが、その前提として十分な議論を
尽くすことが必要だと思います｡  
その議論の過程の中で多様な意見が出て、多方面から検討されて、はじめて決定行為に
至る､というプロセスになると思います｡  
その議論の中でよい案が出れば、全会一致という結果になる場合もあると思います｡  
 
何か、議論するときでも一方向から物事を見るのでなく、いろいろな立場の人の目線、視
線に立った見方を集めることが必要だと思います｡  
そういう意味でも、市民公募委員さんの「大学の先生の視点」でもない視点が必要なのだ
と思います｡それをチェック機能と言う場合もあるし、多様な意見の反映と言う場合もある
し、そういう意見を言いあえる制度が市民公募委員制度ではないかと思います｡ 

 
返信  

 

 

 

96 : 遅くなりました。

投稿者 ： 田舎人/『江田 攻』 投稿日時 ： 2007/05/19 10:40

２期の公募委員です。昨年6月末に富山県へUターンしました。暇なはずがついつい  
時間を取られ今初めて発言させてもらいます。  
審議会は、一般市民の感覚からは高識者の高度な話し合いと言うイメージですが  
でも見方をかえてはいかがでしょうか。  
一般市民の理解出来ない結論は市民生活にとって有効ではないですね。  
第3者的にチェックというよりは市民の生活感覚からの？、？でいいのでは  
ないでしょうか。  
公募委員の時はそのつもりで発言していたのですがーーーー。  
パソコンんの打ち込みに慣れていないと打つのがしんどいですね。 

 
返信  

 

 

 

95 : 自分が京都についてできること

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 10:34

あわてて投稿して誤植ばっかりで、すみません。もう少し落ち着いて、お話させていただき
ます。  
 
随分前に私が市民公募委員になったきっかけは、自分の商売や家族のことを考えてみ
て、本当にに任せっぱなしで良いのか？というのが原点でした。  
 
京都市民といっても、多種多様な人間がいますし、どのレベルからみるかによって色々と
見方もかわると思います。当時、わたしの周りの友人は、誰が市長になっても誰が市会議
員になっても、極端な話、何党が政権をとっても何も変わらないという雰囲気が漂ってい
ました。そんな中、本当に他人任せで良いのか？ということが出発点でした。  
 
市民公募委員として、いろいろと参加させていただいた中で考えたことは、  
市民の声をもっと行政に反映することでした。ただ、それも突き詰めて考えてみると、これ
は市会議員の仕事です。私たち、ひとりの京都市民としてできることは、等身大の自分の
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意見とちゃんと行政と学識経験者が仕事しているかをチェックすることではないかと思っ
ています。 

 
返信  

 

 

 

94 : Re: チェック機能としての公募委員制度

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 10:33

いわゆる「行政＝ここでは「市」」と「市民」の情報伝達方法はどのように行政は考えてらっ
しゃるのでしょうか？  
ふと思うに‥市民新聞・区民新聞・テレビ・ラジオ・いわゆる自治会（小学校ベースの地域
コミュ）での広報 コストも含めそれらの発信バランスが大変だろうなーと思います。  
今回の「公募制度」市民のどれだけの人が認識なさっていると思われます？  
ちなみに僕は小林さんにここを紹介されるまで「まったく知りません」でした。^_^; 

 
返信  

 

 

 

93 : チェック機能としての公募委員制度

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 10:27

小林さん  
 確かに市民公募委員制度には，市民の目線からの行政に対する  
 チェック機能の部分も含まれていると思います。  
 
 ただ，私が特に感じるのは，「ああ～なるほど！その視点が欠けて  
 いたなぁ」と思わせる素朴な意見が，公募委員の皆さんの持ち味  
 ではないかと考えています。  
 
 “素朴”という言葉は，誤解を招きやすい表現なので詳し目に書かせて  
 いただくと，私たち行政職員（私だけかもしれませんが･･･）は，  
 どうしても日々専門的な仕事に従事していることもあって，ついつい  
 物事を難しく専門的に見てしまい，それを難しい言葉で伝えてしまい  
 がちです。“お役所言葉”と批判されるのは，それが原因の一つでは  
 ないでしょうか。ですので，審議会の審議も，ついついマニアックな  
 ものになってしまい，それを受けとる市民の皆さんに，きっちり  
 届いていないこともあるのだと思います。  
 
 そのようなときに，市民公募委員さんの「伝わりにくいよ！」という  
 “鶴の一声”があれば，私たち事務局は，「あ！そうだったのか！」  
 と気づかされることがあるのです。  
 
 もちろん，学識委員顔負けの専門的で高度なご意見をお持ちの公募  
 委員の皆さんもたくさんおられますが，そのような「あっ！」という  
 “気づき”を与えてくれるのも，市民公募委員さんなのではないかと  
 私は思います。  
 
 長文ですいません・・・。 

 
返信  
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92 : すみません

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 10:18

さきほどの投稿の中での語句を間違っていました。  
 
さきほどの投稿の中での人気や気分に左右される危険性の部分 です。 

 
返信  

 

 

 

91 : 続けまして

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 10:13

先ほども少し言いましたが、現段階では、市民公募委員は、チェック機能の役割だ大部分
だと思っています。  
 
というのは、やはり私たち京都市民のレベルがまだまだ低すぎと思うからで、市民・住民
主体の行政が必ずしも良い行政にならないと思うからです。  
国民投票法というのも決まったみたいですが、基本的に民主主義は多数決が原則です。
ただ、その実、多数決は、人気や気分に左右されないという部分も持っていると思うから
です。 

 
返信  

 

 

 

90 : いらっしゃいませ！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 10:05

こんにちは、Ｔｏちゃんさん。  
わたしもチャットは、はじめての体験でした。次回、またお誘いします。  
７０歳目前でパソコンを駆使されているとは・・・・流石ですね。  
 
何か市民参に関するご意見などありましたら、お願いします。ちなみに、今は市民公募委
員についてどう思います？という質問です。 

 
返信  

 

 

89 : では本題で･･･。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 10:02

ａｎｋｏさん  
 ご提案，ありがとうございます。後ほどチャットルームの方も  
 拝見させていただきます。  
 
それでは小林さんのお題を受ける形で，私見も大いに交えて(笑)  
公募委員制度を導入している審議会を担当する職員としての感想  
を述べたいと思います。  
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市民公募委員制度は，平成15年8月に施行した「市民参加推進条例」に  
おいて制度化された，市民の皆さんのご意見を直接，審議会の審議に  
反映することを目的に始まった取組です。  
 
他の政令指定都市においても軒並み導入している制度でありますが，  
その制度の運用方法や位置づけは様々のように感じます。  
 
私は市民参加推進フォーラムという，まさに“市民参加の本丸”の  
ような審議会の事務局を担当しているのですが，学識経験者の委員  
の皆さんも含めて，よく話題に上るのが，「本当に市民公募委員  
さんの熱意には頭が下がる」ということです。  
 
今後の公募委員制度の展開を考えたとき，私が一番に感じることは，  
「今度はその熱意に，行政が応えていく番なのではないか」という  
ことです。  
 
“熱意”という，目に見えない主観的なものに，的確な答えを出して  
いくことは大変難しいことですが，まずは制度的な観点から，今の  
公募委員制度の状況を分析し，検討していきたいと考えています。 

 
返信  

 

 
 

88 : テーマに戻して

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 10:00

「市民公募委員について」  
 
市民公募委員という制度、どう思いますか？  
 

 
返信  

 

 

 

87 : チャット？って、はじめてです

投稿者 ： To ちゃん 投稿日時 ： 2007/05/19 10:05

７０歳目前の主婦 Toちゃんです。  
今回、午前中が空いていたので、覗いてみました。  
市民公募委員の仲間入りへの勉強中の気分です。  
楽しく読ませて戴いています。  
気軽に参加出来るよう、これからもよろしくお願い致します。 

 
返信  

 

 

86 : チャットルーム

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:56
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ankoさんへ さきほど無料のチャットルームに行きました。今は何でも無料で何でも出来
る時代ですね。ある意味凄いですね。  
 
行政マンの松尾さんに判断をしていただくのは、酷と思いますので、私が判断させていた
だきます。  
 
結論から言いますと今回は、この不自由かもしれませんがこの電子会議室をつかってい
ただきたいと思います。理由のひとつは、不自由さを体験するということも勉強だというこ
と。そして、今回の取り組みが一応、民間ベースでなく京都市が主体となって行っているこ
と。です。  
 
でも、次回はチャットルーム、是非やりたいですね。それかチャットを超えてＳＮＳのコミュ
ニティを立ち上げて話をするのでも良いですね。コミュニティがダメなら京都市版ＳＮＳを
期間限定で立ち上げても良いですし・・  
それにしても、チャットにしてもＳＮＳにしても無料でいろいろと機能が使えるというのは凄
いで時代ですね 

 
返信  

 

 

 

85 : Re: このままでいいのでは

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 09:51

そうですね、混乱させてすいません。  
けど本当に便利な世の中というか‥、すぐに何でも出来るのがかえって不自由だったりし
て‥。  
チャットルーム閉鎖はしませんのでこちらの合間に遊んでみてください。  
では「本題」でよろしく！！ 

 
返信  

 

  

84 : Re: どうしましょう？

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 09:49

そうですね･･･。せっかくのご提案ではありますが，現在私は２台の  
パソコンを駆使？して(笑)，発言の投稿をチェックし，投稿する・・・と  
いう状況ですので，物理的にチャットの方に参加することが難しい状況です。 

 
返信  

 

 

 

83 : このままでいいのでは

投稿者 ： くま 投稿日時 ： 2007/05/19 09:49

くまです。  
ankoさん、これからも先輩パパサンとしていろいろなことを教えていただきたいと思いま
す｡  
でも、今回は、リアルタイムもどきでいいんではないでしょうか｡  
松尾さんもせっかくスタンバイしていただいていて、小林さんも以前からこの会議室で宣

20/51 ページ市民公募委員ことばの貯金箱

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=kouboiin



伝していただいていて｡  
それで、この結果を次に生かしていくというのではダメでしょうか。 

 
返信  

 

 
 

82 : どうしましょう？

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:43

松尾さん  
ankoさんの想定外のご提案ですが、どうしましょうか？私は、どちらでも良いのですが、原
則的には試行ということで、やりにくいのを無理やりするというのも勉強かなーって感じも
しますし、ankoさんのように良いものは、すぐに取り入れるというのもひとつですし・・・ 

 
返信  

 

  

81 : くまさん

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:38

こんにちは。はじめまして、くまさん。勇気に感謝です。はじめてのことで何をして良いか
わからないのですが、「市民公募委員、市民参加、京都の明日」みたいなところが少しで
も議論できればと考えています。よろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

80 : Re: タイムラグ

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 09:36

ａｎｋｏさん  
 確かにタイムラグは参加者の皆さんのストレスとなっていることは  
 以前からご指摘いただいていますので，事務局としても改善を検討  
 してきました。  
 
 ただ，ネットを使った誹謗中傷や犯罪などが後を絶たない状況で，  
 京都市に限らず，行政としてフリーの掲示板を設けることは，残念  
 ながら相当ハードルの高いことであると言えると思います。  
 
 その点では今回の時間指定の会議室はとても画期的な取組ですね！  
 今後の電子会議室の進め方を考えるうえでのヒントとしたいと思い  
 ます。  
  

 
返信  

 

 

79 : チャットルーム

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 09:36
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くまさんさん、はじめまして。anko こと48歳三児の父です（長女高校、長男中学、次女小
学生）。  
ほかにはいらっしゃらないのでしょうか？そんなハズないですよねー。  
9時にここが始まってから、すぐにチャットルーム作ってみました。  
http://6249.teacup.com/anko/chat  
賛同が得られれば移動も可能です。  
パスワードは kyoto 12時には閉鎖＝消滅？ できますから安心じゃないですか。  
認証制の掲示板は主催者がキツイでしょ？  
想定外の発言かもしれません、すんません。余計なお世話ですから無視して下さって結
構です‥^_^; 

 
返信  

 

 

 

78 : さて、お題ですが・・・

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:34

途中で見られた方もどんどん参加してくださいね。それでは、そろそろお題を出していきた
いと思います。  
 
「市民公募委員について」  
 
市民と行政の関わり方について、市民公募委員という制度は、どのようにお考えでしょう
か？私個人としては、第三者的なチェック機能が主なような気がしますが・・・基本的に行
政主導でも地域主導でもいろいろな弊害があると思うのです。そこで、市民の代表という
か第三者的な視点から意見を言えるというのが市民公募委員の良いところではないでし
ょうか？  
 

 
返信  

 

 

 

77 : はじめまして

投稿者 ： くま 投稿日時 ： 2007/05/19 09:27

おはようございます｡くまです。  
水垂の公園づくりの会議室では子育て中のパパとして発言させていただきましたが  
市民公募委員のことばの貯金箱で発言するのは初めてです｡  
市民公募委員ではないので、発言するのに躊躇していました｡  
でも、リアルタイムの会議室が開催されるとのことでしたので、勇気をもって参加します
（小林さんに背中を押していただきました）｡  
 
今、交流会の様子をＨＰで見てきました。  
多くの方が参加されていてるようで、とっても楽しそうだなぁと拝見させていただきました｡ 
では、リアルタイムの会議室に参加します。 よろしくお願いします｡ 

 
返信  

 

75 : タイムラグ
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投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:25

ankosさん  
 
ありがとうございます。タイムラグはきついですね。この電子会議室は、基本的にチャット
をするためのものではないのですが、以前から提案していますのうに、やはりこのタイム
ラグを改善していかないと議論が続かないし、参加者も増えてこないような気がします。こ
こまでリアルタイムになって、改めて感じることですね。 

 
返信  

 

 

 

74 : Re: 設定＆3月の感想

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 09:23

ａｎｋｏさん  
 おはようございます。３月の公募委員交流会のコーディネートは  
 京都府立大学の宗田好史先生にお願いしました。  
 
 グループワークでは，特にファシリテーター等を決めていなかった  
 のですが，グループごとにテキパキと役割分担をされ，活発な意見  
 交換が行われました。当日，参加者の皆さんが書き込まれた  
 「模造紙」の画像もそのまま掲載していますので，ぜひご覧ください。 

 
返信  

 

 

 

73 : 感覚が鈍くてすみません。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:19

はじめての操作で、感覚が鈍くて反応が遅くてすみません。また、リアルタイムにシステム
もついていくのにギリギリの感じですね。  
 
また、参加していただける方は、議論の途中でも結構ですし、どんどん間に入ってきてくだ
さい。  
 
それでは、本日の議論を始める前に注意点をいくつかあげさせていただきます。  
 
１、携帯電話の電源はそのままで結構です。（すみません、軽いボケです）  
２、個人的な誹謗・中傷は絶対厳禁です。  
３、固有の商売のＰＲや広告・商業的なコメントも差し控えてください。  
４、批判ばかりでなく、できるだけ、建設的な意見を求めます。  
５、その他、低俗な話はＮＧ，常識の範囲を考えて投稿してください。 

 
返信  

 

 

72 : 設定＆3月の感想

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 09:17
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投稿順、まとめ読みオン がいいですね。  
 
3月の会議の様子を拝見いたしました。大変ビジュアルに整理されていて様子が良くわか
ります。ファシリテーターのような方がいらっしゃるんでしょうか？  
 
発言は認証制なのが本物の？チャットとちがって、タイムラグがしんどいですね。  
画面も更新しないといけないし‥。  
次回はどこか無料のチャットルーム作ってやりましょうー。是非是非。 

 
返信  

 

  

71 : Re: おはようございます！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:11

ankoさん、おはようございます。  
終了予定は、特に決めていないのですが、お昼正午ぐらいと考えています。 

 
返信  

 

 
 

70 : おはようございます！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:09

おはようございます。それでは、リアルタイム市民電子会議をはじめさせていただきます。
どれだけの方が見ていただいているのか？また参加していただけるのか？大変不安です
が、最悪、私と松尾さんの二人の掛け合いになっも良いですし開始させていただきます。
もし、参加していただける方がおられれば、お名前だけでもお願いします。 

 
返信  

 

  

69 : Re: おはようございます！

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/05/19 09:09

おはようございます。  
はじめに聞くのもなんですが‥、終了予定は1時間程度でしょうか？^_^; 

 
返信  

 

  

68 : Re: おはようございます！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 09:07

小林さん，おはようございます。  
できれば多くの方々に参加していただきたいですね。  
どうぞよろしくお願いします！ 

 
返信  
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67 : おはようございます！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/19 09:06

おはようございます。それでは、リアルタイム市民電子会議をはじめさせていただきます。
どれだけの方が見ていただいているのか？また参加していただけるのか？大変不安です
が、最悪、私と松尾さんの二人の掛け合いになっも良いですし開始させていただきます。
もし、参加していただける方がおられれば、お名前だけでもお願いします。 

 
返信  

 

 

 

66 : 市民公募委員交流会の様子

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/05/19 09:00

参加者の皆さん，おはようございます。  
さて，本日実施のリアルタイム？電子会議室での話題提供として  
３月２５日に開催しました「市民公募委員交流会」の様子を  
プロジェクト推進室ホームページにアップしました。  
※少し写真が多いので表示に時間がかかってしまいます。  
 申し訳ございません。  
 
http://www.city.kyoto.jp/sogo/project/siminsanka/kouryuukai.html 

 
返信  

 

 

 

65 : 市民参加の動き

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/16 20:50

本日、祇園町南側地区協議会の総会に出席しました。景観対策や出店業種規制、防災、
暴力団対策など地域の皆さんが積極的に行政とパートナーシップを組みながら、祇園町
のまちなみを守る活動を展開されています。  
 
５月１９日の夜は、住民と商店街と学区の先生方が一体となった堀川灯ろう祭りが行なわ
れます。子供達の絵を飾った４千から５千のペットボトルを灯ろうにして川の流れに見立
てる住民主体の手作りのイベントです。  
 
自分の事しか興味のない利己主義的な人たちが増えている一方で、このような京都の
事、地域の事を考えて活動する市民参加の活動が定着してきているような気がします。
千年の都・京都には、昔からこのような土壌があるのかもしれませんね。 

 
返信  

 

 

64 : ５月１９日のＰＲ

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/09 09:36

進行役の小林です。皆さんＧＷはいかがでしたでしょうか？私は例年の如く、仕事の整理
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と京都近郊を散策していました。今年は、例年に比べて車の量が少なかったような気がし
ます。パーク＆ライドがうまく機能しているのでしょうか？それとも市内の人がたくさん海
外に出かけていたからでしょうか？  
 
さて、お話していましたように市民電子会議室のリアルタイムな会議の試行ということで、
５月１９日に市民電子会議室交流会をいたします。是非、ご参加ください！  
 
 
とき   ５月１９日 午前中（午前９時開始予定）  
ところ  この市民電子会議室  
資格   市民公募委員、市民公募委員に興味のある人、京都が好きな人、     京都
に対して問題提議したい人、市民参加に協力している人、市     民参加したい人など
など・・  
 
 
（追伸：こぼれ話）  
ＧＷ期間中にアメリカ在住の友人とショッピングセンターに買い物に行きました。駐車場が
一杯で身体障害者用のスペースしかあいていませんでした。ちょっとの事だし、入れよう
かな？と迷っていると、その友人が、「こういうところに駐車したら、アメリカでは一番罪が
重く、罰金も高いにゃで！」と注意されました。そこで、仕方なくスペースが空くのを待って
いましたが、すかさず、普通の家族連れの方が身体障害者用のスペースに入れられまし
た。人のことを言えませんが、日本はモラルの低い国になってしまったのかもしれません
ね。 

 
返信  

 

 

 

63 : Re: 中京暮らしの工房

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/05/05 00:03

5月1日に中京暮らしの工房が開所されました。区長さんをはじめ、地域の各種団体役員
の方や府・市議会議員さん、いろいろな分野でご活躍の方々などがお集まりなられまし
た。市民公募委員さんの木村さんのご尽力だと思います。「まちづくりはひとづくり」。以
前、大文字保存会のＨ氏からお聞きしましたが、まさに人のネットワークが広がろうとして
いました。 

 
返信  

 

 

 

62 : 中京暮らしの工房

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/26 09:24

話がとびとびで申し訳ありませんが、ことばの貯金箱ということでご勘弁を・・・  
 
５月１日に中京暮らしの工房が開所されます。市民公募委員のひとりでもある木村さんが
中心となって開設されます。地域における市民主体の活動拠点づくりが目的です。私も微
力ながら参画していますが、こちらもパートナーシップによるまちづくり事業のひとつとして
期待されるところです。  
 
 
長い間、まちづくりは役所がするものとされてきました。でも、「都市計画」ではなく「まちづ
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くり」というのは、中京暮らしの工房のように、実際に住んでいる住民や商売している経営
者と一緒に作っていくものだと思います。 

 
返信  

 

 

 

61 : 話は変わりますが・・・

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/23 22:22

藤沢市では、電子会議室システムの研修会というのを行なっています。内容は下記で
す。  
 
コースは、2つに分けています。  
■初心者向けコース（これから電子会議室に参加される方）  
市民電子会議室の入り方や参加登録など初歩的な内容を中心にご説明します。  
■中・上級者向けコース（既に電子会議室に参加されている方）  
参加者向けの新機能や会議室管理の新機能などを中心にご説明します。  
 
 
京都市でも是非、開催してほしいなーなんて・・・そんな予定はないのでしょうか？  
 

 
返信  

 

 

 

60 : Re: 市民公募委員制度

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/23 12:42

まいどさん  
 
ありがとうございます。私も感じるのですが、審議会というのは一種独特な雰囲気があり
ますし、発言も結構勇気がいりますね。難しい専門用語も出てきますし・・・  
 
でも、わからないことは、わからないという勇気も必要だと思います。「・・・・」というのはど
ういう意味ですか？という質問などは、市民公募委員ならでは意見で重要な意見だと思
いますよ。  
 
 

 
返信  

 

 

 

59 : 市民公募委員制度

投稿者 ： まいど 投稿日時 ： 2007/04/21 15:55

市民電子会議室交流会、楽しみですね。出来るだけ参加します！！  
 
市民公募委員制度は良いと思うのですが、審議会では、学術の専門家や先生が多数お
られて、どうしても専門的な言葉が多く交わされています。もう少しわかりやすい言葉でな
いと議論の中に入っていけないです。  
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返信  

 

 

 

57 : 日時を決定します！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/21 15:54

こんにちは！小林です。ＧＷを前にしてバタバタしています。ひょっとしたら皆さんも私と同
じくバタバタされているのかも知れませんね。  
そこでちょっと余裕をみてＧＷ後に開催したいと思います。曜日は、独断と偏見で土曜日
にしました。松尾さん、すみません！  
 
 
日時  
５月１９日（土）  
 
時間  
午前９時～（１時間３０分程度）  
 
 
参加者が少なく議論が進まない場合は、短縮しましし、議論が熱くなれば延長する予定で
す。  
みなさん、参加してください。  
 
 
それでは、今まで通りの「ことばの貯金箱」に戻しますので、思い思いのご発言よろしくお
願いします。 

 
返信  

 

 

 

56 : Re: 貯金箱を鳴らしてみませんか？

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/04/19 12:28

小林さん，こんにちは。  
 
開催日時については特に希望はございません。  
ただし，執務時間中（９時から１８時辺り）ですと，他の業務の都合で  
速やかにコメント等ができない可能性がありますので，できましたら，  
それ以外の時間帯でお願いしたいと思います。曜日については，小林さんに  
一任させていただきます。  
 
それではどうぞよろしくお願いします！ 

 
返信  

 

55 : Re: 貯金箱を鳴らしてみませんか？

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/19 12:20
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プロジェクト推進室 松尾さんへ  
 
希望日の締め切りは４月２０日なのですが、皆さん、謙虚な方が多いみたいですね。そこ
で、明日の時点でこちらサイドで日時を決めさせていただこうと思いますがいかがでしょ
う？  
 
そこで、松尾さん的というか市役所的には何曜日とか何時とか希望はありますでしょう
か？それと日時を決めたらもっとＰＲして参加者を増やしたいと思いますし、そういう意味
で１と２はやめて３以降（来週以降）で日時を設定したいのですが・・・・いかがでしょう？  
 

 
返信  

 

 

 

54 : 貯金箱を鳴らしてみませんか？

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/13 23:21

松尾さん、ありがとうございます。  
それでは、正式に皆さんのご希望日の投票したいと思います。  
 
ことばの貯金箱ということで、貯めることを目的にさせていただいていますこの会議室で
すが、このあたりで、貯まった貯金箱を少しだけ鳴らしてみたいと考えています。皆さんの
ご協力お願いします。  
 
具体的には、日時を決めて出来るだけ多くの人とリアルタイムに近い形で熱く電子討論＆
交流会を開催したいと思っています。  
 
つきましては、その開催日時のご希望を投票してください。  
 
 
 
＜市民電子会議室 交流会 日時プラン＞  
 
１．４月２２日（日）の朝１０時頃～１１時頃  
 
２．４月２２日（日）の夜１０時頃～１１時頃  
 
３．４月２３日（月）～２７日（金）の午前中  
 
４．４月２３日（月）～２７日（金）の夜  
 
５．５月以降  
 
６．その他  
 
 
 
締め切り４月２０日  
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例えば「１でお願いします」とか番号だけでもいいですし、返信してください！！！  
 
 

 
返信  

 

 

 

53 : Re: 提案、その１

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/04/13 18:09

参加者の皆さん，こんにちは。  
小林さん，ご提案ありがとうございます。  
 
＞チャットとまではいけませんが、ある程度スムーズに議論のやりとりを  
＞するために、日時を決めて１時間ぐらい電子会議をしたいと思いますが  
＞いかがでしょう？是非ともやりたい！  
 
面白そうですね！一度実験的に実施してみましょう。私は日曜日でも構い  
ませんので，皆さんのご都合の良い日時を教えてください！  
 
 

 
返信  

 

 

 

52 : 提案、その１

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/13 16:07

以前にも進行役をさせていただいたときのストレスなのですが、リアルタイムにやりとりが
出来ないというのがあります。現在も折角ご発言していただいているのに、答えが２日後
とかでは、ご発言していただいた方にも失礼で、会話が繋がらなかった経緯があります。 
 
そこで提案です。チャットとまではいけませんが、ある程度スムーズに議論のやりとりをす
るために、日時を決めて１時間ぐらい電子会議をしたいと思いますがいかがでしょう？是
非ともやりたい！  
 
プロジェクト推進室の松尾さん、いかがですか？この間の交流会の続きを開催するでも
良いですし・・・・比較的、皆さん投稿されているのが日曜日の夜だったりするのですが・・・
日曜日はダメでしょうか？お教え下さい。  
 
 
また、みなさんのご希望日を投票していただき、その中から決めたいと思います。  
 
 
 
＜市民電子会議室 交流会 日時プラン＞  
 
１．４月２２日（日）の朝１０時頃～１１時頃  
 
２．４月２２日（日）の夜１０時頃～１１時頃  
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３．４月２３日（月）～２７日（金）の午前中  
 
４．４月２３日（月）～２７日（金）の夜  
 
５．５月以降  
 
 
 
４月２０日までにご希望の番号ならびに会議の是非も含めて返信していただけないでしょ
うか？  
 
 
よろしくお願いします。  
 
 
 
 

 
返信  

 

 

 

51 : Re: はじめまして

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/13 15:36

こんにちは、まいどさん。温首相は、嵐山かな？進行役の小林です。  
 
慣れないと思いますが、みんな手探りですので、どんどんお願いします。  
 
京都は、本当に凄い財産がありますね。それは、単に寺とか神社という文化財だけでな
く、まいどさんのおっつしゃるように市民パワー、伝統を受け継いできた町衆の心意気や
知恵というすばらしい財産があります。 

 
返信  

 

 

 

50 : はじめまして

投稿者 ： まいど 投稿日時 ： 2007/04/12 09:50

市民公募委員のまいどです。京都を愛する市民のひとりです。こういう会議室は慣れてい
ませんがよろしくおねがいします。  
 
京都には、いろいろな才能を持っておられる市民がおられます。そんな市民パワーを集め
ればきっと良い街になるし、そういう人たちが活躍できる場づくりを作ってもらいたいと存じ
ます。 

 
返信  

 

49 : はじめまして anko と申します。<(_ _)>

投稿者 ： anko 投稿日時 ： 2007/04/12 08:25
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はじめまして、anko と申します。男です‥。  
48歳、京都商工会議所青年部を卒業し少し時間が出来た零細企業の社長です。  
小林さん、忠兵衛さん鯛象さんらとは知合いで安心して？登録させていただきました。  
ここがどういう場所なのかイマイチ把握できてないのですが京都市在住の一市民として勉
強させてもらおうと思います。  
よろしくお願いいたします。  
 
PS  
エントリーは簡単に出来ました。  
入室前に「自己紹介」がありますが、これは誰が読むためのものでしょう？他の方の自己
紹介見られるのですか？？（管理者へのものなら「自己紹介」というより「管理者へのメッ
セージ」みたいな方がいいように思いましたので。） 

 
返信  

 

  

48 : Re: 言葉の貯金箱

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/09 06:27

忠兵衛さん、ありがとうございます！以前に社会をより良く変えていくためには、まず教育
だ！と忠兵衛さんが熱くお話されていたのを思い出しました。本当、親の教育というか、親
が大人になっていないというのも問題ですね。 

 
返信  

 

 

 

47 : 言葉の貯金箱

投稿者 ： 忠兵衛 投稿日時 ： 2007/04/08 19:07

ほんとに良いネーミングですね。ブレーンストーミングで良い訳ですから、気軽に投稿出
来そうです。  
小林君にお誘いを頂きました忠兵衛と申します。宜しくお願いいたします。昨年は京都市
さんとの関わりも多く、色々勉強させていただきました。感じたことは、仕事の分担を官民
で分ける事の重要性であった様に思います。各々の立場で得手不得手が有るということ
です。またおかれる立場によってルールが違うとも言えますね。京都市の方々とお会いす
るにつけ感じたことは、問題意識を持ち、熱い人も沢山いらっしゃると言うことです。  
「安心安全な街づくり」ってわれわれの幼少の頃と比較するノスタルジーでは到底太刀打
ち出来ないと思っております。以前に公立中学の仕事をしたことがありますが、雑談の中
で校長先生が「親が大人でない」とおっしゃっていました。われわれ自身がまず大人にな
らなければならないと思うのは私だけでしょうか。 

 
返信  

 

 

46 : Re: はじめまして

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/08 11:00

はじめまして、Toちゃんさん。読み方専門から参加していただき、ありがとうございます。
どうでもないようですが、結構発言するのって勇気がいりますよね。勇気に感謝。  
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今後ともよろしくお願いします。  
 
「子どもたちと共に参画できる街づくりの実現」、素晴らしいですね。昨年の12月に京都商
工会議所青年部が主催で三代祭というイベントがありまして、お手伝いをさせていただき
ました。そのとき、思ったことは、親と子、そしておじいちゃん、おばあちゃんの三世代の繋
がりの大切さ。街づくりにおいても建物や施設というハード面だけでなく、ソフト面のアイデ
アがほしいですね。 

 
返信  

 

 

 

45 : はじめまして

投稿者 ： To ちゃん 投稿日時 ： 2007/04/08 10:04

これまで、読み方専門でした。  
これからは参加いたします。  
先日は、交流会楽しかったです。  
住みよい京都になるよう、提言したいと思っています。  
先ず、子どもたちと共に参画できる街づくりの実現を考えています。  
なにかよいアイデアがあったら、お教えください。  
よろしくお願い致します。 

 
返信  

 

 

 

44 : Re: 「ことばの貯金箱」って誰が名付けられたのですか?

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/04/08 07:50

鯛像さん、はじめまして。ご参加ありがとうございます。  
これからもよろしくお願いします。  
 
さて、「ことばの貯金箱」というネーミングですが、プロジェクト  
推進室の担当係長の発案です。お褒めいただき、ありがとうございます。  
 
今までの会議室のネーミングは、どうしても「○○計画を考える」  
といった、かたい印象があったので、ここ最近のテーマには、  
愛称のようなものを付けるように工夫しています。  
 
参加者の皆さんからも、そのような「ちょっとした工夫」について  
ご意見をいただければ幸いです。 

 
返信  

 

 

43 : Re: 「ことばの貯金箱」って誰が名付けられたのですか?

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/08 07:42

こんにちは、鯛象さん。この会議室のハードルの高さの改善提案ありがとうございます。
今までも何度も議論してきたことなのですが、公の役所が主催している会議室なので「差
別」や「誹謗・中傷」発言はどうしても出す事は出来ないということでプライマリーチェック
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があるらしいです。でも、今まで、削除されたような発言は、ひとつもなかったみたいで、よ
っぽど酷い誹謗中傷発言以外は掲載されるみたいです。どんどん発言してくださいね。  
 
それと、「ことばの貯金箱」ってネーミング、本当に良いですね。誰がつけられたのか私も
知りませんが・・・宗田先生でしたか？プロジェクト推進室の松尾さん、誰か知っておられ
たらお教えください。また、つけられた方に良いネーミングをつけたという話題が電子会議
室にあがっているとお伝え下さい。  
 
 
 
 
 

 
返信  

 

 

 

42 : 「ことばの貯金箱」って誰が名付けられたのですか?

投稿者 ： 鯛象 投稿日時 ： 2007/04/07 13:57

はじめて参加いたします鯛象と申します。小林さんのご紹介で先程よりこの会議室に入る
ために様々な手続きをやり、今やっと発言するところまで辿り着けました。  
わたしはあまりパソコンには疎いほうではなく、ソコソコだと思いますが、小林さんが言わ
れるとおり、かなり参加しようにもハードルが高い気がしました。  
もっとたくさんの方に参加されたいというお気持ちを持っておられるのであれば、やはり改
善の余地はあるのではないでしょうか!?  
ところでこの「ことばの貯金箱」ってどなたが名付けられたのでしょうか？  
非常にいいネーミングですね。この会議室で発しられたことばを貯めていく。  
非常に重要で意義のあることだと思います。  
これからわたくしも少々発言させていただく機会があるかと思いますが、どうぞ皆さま宜し
くお願いいたします。 

 
返信  

 

 

 

40 : Re: 市民公募委員の選考方法について

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/05 12:45

松尾さん、ありがとうございます。選考方法もそうなんですが、市民公募交流会のときにも
話題になりましたが、市民公募委員の条件。  
 
条件として審議会の出席が当然ありますので、平日の昼間になってしまうとサラリーマン
は条件外になってしまうとか、逆に日曜日とか夜の時間になると出席できない人たちもい
るとか・・・検討しないといけないですね。  
 
そういうこともあるので、時間や場所を越えたこのような電子会議室を活用できる時代に
なれば良いと思うのですが・・・・ 

 
返信  

 

39 : 市民公募委員の選考方法について
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投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/04/04 19:28

小林さん，参加者の皆さん，引き続きよろしくお願いします！  
 
さて，お返事が大変遅くなってしまいましたが，市民公募委員の選考に  
ついてお答えさせていただきます。  
 
京都市では，「京都市市民参加推進条例」の主旨を踏まえ，「審議会等  
委員の選任及び公募に関する要綱」を設け，市民公募委員の選考について，  
以下のように定めています。  
 
＜以下，要綱の抜粋＞  
○審議会等の公募委員の選任に当たっては，国及び地方公共団体の議員  
 又は常勤の公務員でない者を対象とし，審議会等の設置目的，任期，  
 応募資格，会議開催回数，報酬，選考方法等を明らかにしたうえで，  
 多様な広報媒体を通じて広く市民に周知するものとする。  
○選考に当たっては，応募者から必要事項を記載した書面等の提出を  
 受け，第三者の関与のもとに公正な選考を行うものとする。  
○公募委員の委嘱は，男女同数を基本とするとともに，多くの市民の  
 参加を得るため，一人当たり２審議会等（市長以外の任命権者が  
 その委員を委嘱する審議会等を含む。）を上限とする。  
○審議会等の主管課は，公募委員の選考を終えたときは，速やかにその  
 結果を応募者に通知するものとする。  
 
よって，市民公募委員の選考に当たっては，行政だけではなく，第三者  
の関与が義務づけられているということになります。その「第三者」に  
ついては，各審議会の内容等によって様々のようです。  
 
○「審議会等委員の選任及び公募に関する要綱」はこちら  
 http://www.city.kyoto.jp/sogo/project/siminsanka/youkou.html  
 

 
返信  

 

 

 

38 : 延長！引き続きお願いします。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/04/01 19:42

この会議室に投稿していただいた皆さん、 閲覧していただいた皆さん、本当にありがとう
ございました。 但し、「市民公募委員ことばの貯金箱」は３月末の終了の予定でしたが、も
う少し延長することになりました。引き続きおつきあいの程、お願いいたします。  
 
実は、2週間ほど前からこの延長のお話をお聞きしましたが、進行役の私のスキル不足と
この会議室のハードルの高さ（プライマリーチェックなど）から多くの参加者を引っ張る自
信もなく、参加者が少ない電子会議室というのも存在理由がないのではないか？と考え
てお断りするつもりでした。  
 
でも、先般の市民公募委員交流会に参加させていただき、参加者の熱い思いなどをたく
さんお聞きしまして、「あーやっぱり、京都に対して行政サービスに対していろいろなことを
考えているだ」と実感させられました。  
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だから、そういう方々の意見をまとめるのでなく、貯めていくだけでもひょっとしたら価値が
あるんじゃないか？と思っています。いろいろな意見があるということを知ってもらう、そこ
から何かがはじまるのかなーって考えています。最低、市長には審議会等を通じて目を
通してもらうようなこともお願いしようと思っています。  
 
今、まさに市議会・府議会選挙真っ只中です。選挙違反になってしまうのかもしれません
が、本来ならば京都について熱い想いをもっている政治家であれば、こういう電子会議室
に参加していただき、京都の将来を語っていただくのもありだと思います。  
 
とにかく、どんな些細なことでも粗野な考えでも良いですし、今日一日、思ったことを投稿
していただくでも良いですし、どんどんご発言いただけますようお願いします。  
 
 
「ことばの貯金箱」にことばを貯めることにご協力をお願いします。  
 
 

 
返信  

 

 

 

37 : 忘れてしまわない前に

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/27 00:00

忘れてしまって「ことばの貯金箱」にいたらないような気がしましたので、この間の私のグ
ループのご意見を書いておこうと思います。  
 
１．市民公募委員の人選を考えるべきだ。いきなり専門的な審議会だと発言がしにくいの
で、ある程度得意とする分野の人がなるべきであり、また市民公募委員以外のメンバー
の有識者も肩書きだけの推薦で選ぶのではなく公募で募ってはどうか？その方がやる気
がある人間同士で活発な議論が出来るのではないか？  
 
２．審議会の公開はもちろんのこと、審議会において傍聴の人にも発言をしてもらうことは
良いことだと思う。  
 
３．市民公募委員は、会議の時だけ出席して発言するのではなく、事前調査や多くの人の
意見をまとめて発言する必要がある。  
 
４．パブリックコメント等として審議会の途中で市民の声を取り込むことが良くとられるが、
パンフレットをたくさん印刷しても結果として反応があるのが数名という現状、何か良い方
法を考えないと経費がもったいないのではないか？  
 
５．市民公募制度すべてにおいてＰＲ不足ではないか？  
 
６．審議会自体がすでにシナリオができていて市民公募委員の意見を受け入れるところ
がないのではないか？  
 
もっとご意見があったと思いますが、私のお聞きした印象的なご意見を書きました。この
ご意見について何か賛成とか反対とかあれば、ご発言お願いします。プロジェクト推進室
の方のご説明や反論でも良いですよ。  
 

 
返信  
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36 : ご参加ありがとうございました！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/03/25 22:22

小林さんからもご紹介のあったように、本日、市民公募委員交流会を  
開催しました。３０名以上の市民公募委員の皆さんにお集まりいただき、  
非常に熱心な意見交換が行われました。ご参加いただきました皆さん、  
どうもありがとうございました！  
 
第１回目ということもあり、運用上行き届かないところが多々あった  
かと思いますが、皆さんからいただいたアンケート等を参考にしながら  
今後も継続的に開催していきたいと考えておりますので、次回もご参加  
いただければ幸いです。  
 
また、今回ご参加いただけなかった皆様にも、引き続きご案内の差し  
あげる予定ですので、次回以降のご参加をお待ちしております！  
 
【追伸】  
交流会にご参加いただいた皆さんの投稿もお待ちしております。  
参加されての感想などをぜひお寄せください！ 

 
返信  

 

 

 

35 : 市民公募委員交流会

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/25 22:12

市民公募委員交流会に参加してきました。約３０名以上の方がひと・まち交流館に集まっ
て交流をしました。  
 
第一部は、宗田先生の趣旨説明と市民公募委員の体験談。私もちょっとだけお話させて
いただきました。第２部は、グループに分かれてテーマについてのグループワークをしま
した。  
 
私のグループは、国民健康保険運営協議会の竹田さんと市民参加推進フォーラムの上
村さん、バリアフリーの協議会の池上さん、図書館協議会の桐田さんの５名とプロジェクト
推進室の方に手伝っていただきました。  
 
自己紹介からはじまり、審議会運営について議論をしました。それぞれ違う協議会の方な
のですが、運営について疑問や不満に思っていることは結構似通っていて話が盛り上が
りました。  
 
また、市民参加フォーラムの安本さんから「市民公募委員」の「公募」をとって「市民委員」
の方が良いのではないか？というようなご提案や「市民公募の事」や「京都市の情報」を
外国人にもっとわかるようなＰＲをすべきというご提案など興味深い内容がありまして、あ
っという間の３時間、いや時間延長しましたので３時間３０分でした。  
 
まだまだ、皆さんが納得出来るような十分な議論は出来ませんでしたが、市民公募委員
という横のつながりをつくる交流会が開催できたことは、偉大な第一歩だと思いますし、大
きな可能性を感じることができました。  
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返信  

 

 

 

34 : 市民公募委員交流会

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/23 21:00

交流会、もうすぐですね。松尾さん、できましたら、この電子会議室の参加者と記事数は
わかるのですが、どのくらいの人が見ているのか？という数字がわかれば教えていただ
けませんでしょうか？  
 
さて、さてもっと新しい方の登場はないでしょうか？是非是非お待ちしています！何でも良
いですし言葉を残してください。（切実）ことばの貯金箱というタイトルなのですが、まだま
だ貯まっていない感じですので・・・  
 
先日、第一期の公募委員の木村さんと中京くらしの工房の設立の会議でお会いしまし
た。市民参加の交流の中でお友達（お友達というと失礼ですね）お知り合いになれたのは
私のひとつの財産だと思います。これもひとつのメリットですね。 

 
返信  

 

 

 

33 : Re: NEW ENTRYのやすりんです。志望した動機と、審議会に参加して

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/19 09:20

やすりんさん、ありがとうございます！風邪が流行っていますね。大丈夫ですか？  
 
さて、動機と審議会に参加しての感想ありがとうございました。動機は、「若干余っている
ＥＲＥＲＧＹ」と「市民参加への興味」ということですね。ＥＮＥＲＲＹって凄いですね、パワー
というか逞しさを感じます。こういう方が何人も集まって会議をしたら、すぐにいろんなこと
が行動に移せて京都が良くなる！って感じがしますね。ありがとうございました。 

 
返信  

 

 

 

32 :  NEW ENTRYのやすりんです。志望した動機と、審議会に参加して

投稿者 ： やすりん 投稿日時 ： 2007/03/19 06:20

お初にお目にかかります。やすりんです。当フォ-ラム3期の市民委員をさせて頂いていま
す。もっと早く参加したかったのですが、数週間3人の息子が次々カゼで寝込み、看病疲
れで私もダウン、ようやく元気になりました。  
 私が市民委員になった動機は、若干余っているENERGYを何かに注ぎたかったことと、
市政や市民参加に興味を抱いたからです。そういうとカッコいいけれど、一枚の公募用紙
に目が留まって、ただ何か新しいコトにクビをつっこみたかったからだけかも...(^ー^) 今は
入れていただき勉強になり、本当に良かったです。京都市の多彩な事柄(良い所、改善す
べき点を含めて)が少しずつ解ってきました。生粋の京都人は案外京都のコトがわかって
ない気もしました。審議会に参加してみて、やはり最初のフォ-ラムでは少しアガリました。
2回目は慣れてたくさん発言しました。結構忙しいAREAに入ったなという気がします。...今
回はこの位で終えます。今の委員は特に書いて、と小林さんからありましたので、責任感
もあって書けました。フォ-ラムにギリギリ間に合いましたでしょうか(^_^) 
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返信  

 

 

 

31 : 続：審議会に参加して感じる（感じた）こと。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/18 08:47

市民公募委員交流会の話で議論が途中になりましたが、審議会に参加して感じる（感じ
た）ことがあれば、お願いしまーす。一度発言していただいた方も何度も発言していただ
いて結構ですよ。  
 
あのー今、思いついた私の個人的な質問ですが、市民公募委員の選考は、誰がされるの
ですかね。何人かの有識者だと思うのですが・・選考の基準は、どんなところなんでしょう
かね。実際に選考に関わられた方でこの質問をお読みになった方がおられれば解説して
いただきたいですね。  
 

 
返信  

 

 
 

30 : Re: 藤沢市市民電子会議室交流会に参加しました！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/16 15:32

流石、松尾さん。私も藤沢市の電子会議室のメンバーなので交流会のお誘いは来ていた
のですが・・・  
 
また、いろいろとお話をお聞かせ下さい！ 

 
返信  

 

 

 

29 : 藤沢市市民電子会議室交流会に参加しました！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/03/14 14:44

進行役の小林さんがマラソンで奮闘されている頃，私は電子会議室の  
先駆的存在である，藤沢市の電子会議室交流会に参加していました。  
 
その内容については，「インターネットを使ったコミュニケーションを  
考える～電子会議室ご意見箱～」にてご紹介したいと思います！  
 
なお，藤沢市のホームページでも，その模様が紹介されています。  
私もちゃっかり写真に写っています。(笑)  
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/~denshi/ 

 
返信  

 

 

28 : Re: 市民公募委員交流会

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/03/14 14:35
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小林さん，こんにちは！ハーフマラソンに参加されたのですね。  
京都のハーフマラソンは，全国的に見ても関門の制限時間が厳しい  
・・・と聞いたことがあるのですが，無事に完走されたのでしょうか？  
 
さて，ご質問にお答えします。  
市民公募委員交流会のお知らせについてですが，現在，市民公募委員に  
ご就任いただいている皆さんに対しては，郵送で案内状をお送りしました。  
今日現在で，約２０名程の方にお申込いただいております。  
 
また，参加者募集チラシを作成し，各区役所・支所や図書館などで配布  
するとともに，過去に市民参加推進フォーラムの傍聴に来ていただいた方や  
市民参加円卓会議に御参加いただいた方にも，ダイレクトメールをお送り  
しています。  
 
とはいえ，広報としては十分とは考えておりません。電子会議室を御参加  
いただいている皆さんの「口コミによる宣伝」に期待しておりますので，  
どうぞよろしくお願いします！  
 

 
返信  

 

 

 

27 : 市民公募委員交流会

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/14 14:20

先般の京都シティハーフマラソンで右足を肉離れになってしまい現在、大人しく治療中の
小林です。やっぱり、コツコツ練習しないと駄目ですね。マラソンに限らず、仕事も人生も
コツコツが大切だということを感じています。  
 
さて、プロジェクト推進室の松尾さんに質問です。「市民公募委員交流会」のＰＲは、この
電子会議室以外ではどこでされているのですか？できれば、この電子会議室を見ている
方も知り合いにＰＲしていただければありがたいですね。そして、できるだけ多くの方と交
流したいですね。 

 
返信  

 

 

 

26 : Re: 市民公募委員交流会を開催します！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/12 23:23

プロジェクト推進室の松尾さん、「市民公募委員交流会の告知」ありがとうございます。
今、まさにこの会議室で話をしている内容をネット上でなく、リアルな場所で顔を見ながら
話し合えるということですね。  
 
この電子会議室を見られている方でネットでは発言しにくという人、この電子会議室でご
発言していただいているメンバー、市民公募委員って何？と疑問を持たれている方、市民
公募委員になりたいという貴方、市民参加について興味のある市民、宗田先生の話を聞
きたい皆さん、みんなみんな全員集合！いますぐ、お申し込みを・・・・ 

 
返信  
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25 : Re: 初参加です

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/12 23:23

ちばさん、参加ありがとうございます！進行役の小林です。  
ちばさんのご意見の「市民公募委員の能力を引き出すためのプロセス」って本当に必要
ですよね。私なんかやっとエンジンかかりはじめた時が任期満了時でしたよ。だから、消
化不良というか、もう少し話をさせてほしいということで、今もいろいろとお邪魔させていた
だいていますが・・。  
 
会議の慣れというか、人前でちゃんと自分の意見を言うのって難しいですよね。そこで思
うのですが、私たちのスキルアップも必要ですが、そういう私たちに気軽に発言させるよう
な、したくなるような雰囲気づくりというのも審議会のシナリオ的に考えてほしいですね。ど
う思われますか？ 

 
返信  

 

 

 

24 : 市民公募委員交流会を開催します！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/03/12 10:56

この度，京都市の審議会等に在籍する市民公募委員の情報交換や自主学習の  
場として，「市民公募委員交流会」を開催します！交流会は，京都市に在住  
在勤の方ならば，どなたでも御参加いただけますので，審議会等への参加に  
興味をお持ちの方は，御参加ください！申込等の詳細は以下のとおりです。  
 
○日時 平成１９年３月２５日（日）１３時～１６時  
 
○会場 京都市景観・まちづくりセンター ワークショップルーム  
    （下京区河原町五条下る「ひと・まち交流館京都」地下１階）  
○内容  
 基調講演及び市民公募委員経験者の体験談をお聞きいただいた後，  
 グループワーク研修を行います。  
【スケジュール】  
 １３：００ 開会，主催者あいさつ  
 １３：０５ 基調講演「市民参加を進める市民公募委員制度」  
       宗田好史氏（京都府立大学人間環境学部助教授／  
               京都市市民参加推進フォーラム座長）  
 １３：３０ 市民公募委員の体験談  
 １４：３０ グループワーク  
 １６：００ まとめ，閉会  
 
○参加申込について  
 □対象者  
  ア 本市の審議会等に在籍する市民公募委員及び経験者  
  イ 京都市内に在住又は在勤の方  
 □申込方法  
  平成１９年３月２０日（火）までに，郵送，電話，ＦＡＸ，  
  Ｅメールで，氏名及び電話番号を添えて下記までお申し込みください。  
 □申込先  
  京都市総合企画局プロジェクト推進室（担当：小森，松尾）  
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  〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488  
  （電話）075-222-3178（ＦＡＸ）075-213－0443  
  （Ｅメール）project@city.kyoto.jp  
 □定員  
  ５０名（先着順：定員に達し次第，締め切らせていただきます。）  
 □参加費  
  無料 

 
返信  

 

 

 

23 : 初参加です

投稿者 ： ちば 投稿日時 ： 2007/03/12 10:43

 市民参加フォーラム第２期の公募委員をさせていただいていました、ちばです。  
 遅ればせながら、初参加させていただきます。  
 
19のしましまさんのご意見、私もそのとおりだと思いました。  
 私の場合は、市民公募委員の任期２年のうち、最初の１年は「勉強」でした。  
 
 公募委員募集の論文を書き、市民参加について意見を言いたいと思っていても、会議
の場に慣れ、いろいろな委員の方の意見を聞き、会議の場で話の流れの中で意見を言え
るようになるにはやはり時間が必要でした。  
 
 有難いことに市民参加フォーラムは年４回の正式な会議とともにたくさんの勉強会や交
流会があったからこそそこまで育てていただけたものと思っています。市民公募委員の能
力を引き出すにはそういうプロセスが必要だと思いました。  
  

 
返信  

 

 

 

22 : Re: 審議会に参加して感じる（感じた）こと。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/10 18:01

しましまさん、ありがとうございます。  
 
「拠り所」ですね。おっしゃるとおり、わたしも最初、京都市民を代表するというような資格
のない人間ですので、ちょっと発言を考えないといけないかなーって迷いましたね。  
 
でも、「○○大学 教授」とか、「△△会 代表」でない普通の（普通って何だろう？）人間
の意見もいいんちゃうん、それが大切なんちゃうんという開き直り精神で発言しましたね。
発言して、それで、自分の無知さもよく解かり勉強になったということが多かったですが。 
 
そして、私のような低次元の質問なんかも、それはそれで大切なんではないかなーとも思
います。頭の賢い人が必ずしも良い社会を作るとは限らないですし、いろんな雑多な人間
が集まっての社会ですしね。  
 
しかし、「市民の意見を集めますー」といってすぐに行動されるしましまさんの行動力って
凄いですね、尊敬します。こういう人が市会議員に立候補してほしいですね（笑）  
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返信  

 

 

 

21 : Re: 審議会に参加して感じる（感じた）こと。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/10 17:29

きみすけさん、ありがとうございます。  
 
きみすけさんのご意見の「話しやすい雰囲気」って本当に大事ですよね、私がお手伝いし
ている得意先のミーティングの時は、必ずお菓子やジュースを用意してもらってます。経
験上、硬い●●検討会議というような場合は、良い意見がでたことがないですからね。こ
の会議室（電子会議室）にも、お菓子とジュースを用意しようかなー（笑）  
 
それと流れがきまっているような雰囲気、いわゆる「出来レース」というのも何となく私も感
じましたね。時間内に全て終えるということが第一義的になりすぎているようにも感じま
す。決まらないことや時間延長も議論が白熱すれば、当然ありえることだと思います。  
 
シナリオはある程度のところを作成しないと進行がスムーズにいかないと思いますが、結
論や結果はその時の流れに任せるという具合があるべき姿だと思うのですが・・ね。  
 
 

 
返信  

 

 

 

20 : Re: 審議会に参加して感じる（感じた）こと。

投稿者 ： きみすけ 投稿日時 ： 2007/03/10 08:08

しましまさん、小林さん、みなさん  
 
どうも、（この会議室では）はじめまして。きみすけです。  
そうですよね、独特の雰囲気ありますよね。  
自分も市民参加系の某審議会にお邪魔していましたが、本体の審議会以外にメンバーで
話す環境があって、そこでメンバーと知り合ったことで、審議会でも話しやすくなったと感じ
ました。  
 
自分の知人も審議会に公募で参加したのですが、「流れが決まっちゃってて話がしづらい
雰囲気、これで市民参加なのかなー」という感想を漏らしていました。  
 
仕事ならともかく、社会とか政策とかで話をする機会って、なかなかないじゃないですか。
そのぶん、話しやすい雰囲気や話すことそのものの回数が増えるといいですよね。 

 
返信  

 

 

19 : Re: 審議会に参加して感じる（感じた）こと。

投稿者 ： しましま 投稿日時 ： 2007/03/09 21:42
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こんばんは、しましまです。  
 
次のテーマは「審議会に参加して感じたこと」ですね。  
そうですね、先ず感じたことは、自分が発言する際の「拠り所」が見つけにくかったことで
す。  
他の委員さんは皆、「○○大学 教授」とか、「△△会 代表」など、発言するポジションが
あるのに、「市民」という広い背景のため、自分が発言するポジションが見えにくかったこ
とです。  
 
他の委員の多くの方も「市民」ですし、自分も「市民を代表」することもできません。  
敷いていえば「ダメ主婦代表です」（笑）とかくらいしか当初見つけられませんでした。  
 
なので、次第に他の公募委員さんと一緒に「市民の意見を集めますー」と、発言の拠り所
を探して行動に移しました。 

 
返信  

 

 

 

18 : 審議会に参加して感じる（感じた）こと。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/03/09 10:51

公募委員経験者の皆さん，ご発言ありがとうございます。  
 
私は現在，審議会の事務局を務めさせていただいておりますが，  
委員の皆さんの“熱い思い”をいかに審議に生かしていくかを，  
常に心がけるようにしています。まだまだ至らないところも多い  
ですが・・・。  
 
さて，公募委員になろうと思ったきっかけ，動機をお伺いした  
ところで，今度は「審議会に参加して感じる（感じた）こと」を  
お聞きかせいただきたいと思います。  
 
些細な運営上のことでも構いません。いただいた御意見を今後の  
審議会運営に生かしていきたいと考えておりますので，どうぞ  
よろしくお願いします！ 

 
返信  

 

 

 

17 : Re: 市民委員に感謝

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/05 06:22

たけしたさん、ありがとうございます。ＰＴＡ・地域活動とお忙しいのみ関わらず「ちょっとよ
その空気を吸いたい・・・」というのは、素晴らしいですね。通常、ＰＴＡとか地域の役をされ
るだけでも大変なのに・・・頭が下がります。  
 
また、「まちづくりの・・・・・・・・・心を動かされました」というところも私も同感ですね。一生
懸命されている人を見ると自分自身もインスパイアーされますね。  
 
どうもありがとうございました。 
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返信  

 

 

 

16 : 市民委員に感謝

投稿者 ： たけした 投稿日時 ： 2007/03/04 21:55

3年前に市政参加推進の市民委員をしていました。PTA・地域の活動以外に、ちょっとよそ
の空気も吸いたいと思い、気軽な気持ちで参加しました。しかし、その2年間で出会ったま
ちづくり仕掛け人の皆さんに、すっかり心を動かされてしまいました。今は皆さんのあとに
続けと、元気に動き回っています。市民委員になって学んだことで、今の私の「志」がある
と感謝しています。 

 
返信  

 

 

 

15 : 市民公募委員になって感じたこと

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/03/01 18:14

しましまさん、にしんさん、ふじさわさん、動機についてのお話、ありがとうございました。
皆さん忙しい中、ご発言いただき、感謝、感謝です。それでは、すこし話題を前へ進めた
いと思います。  
 
みなさん、市民公募委員になって実際どうでしたか？虚像と実像といいますか、もっとこう
なんちゃうん？というようなところがあると思うんです。  
また、審議会の進め方や、今後の市民公募委員の選定の仕方などお聞かせ下さい。  
 
個人的にふじさわさんの長々としたお話？聞きたいですね。  
 
また、市民公募委員でない方もどしどし質問攻めしてくださいね。ここは、いつでも誰でも
オープンな会議室です。 

 
返信  

 

 

 

14 : Re: 市民公募委員をやっていました。

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/28 10:27

ふじさわさん  
参加ありがとうございます！応募の動機お聞かせいただきありがとうございます。ご自身
は、「不純」と書かれていますが、全然不純ではないと思いますよ。不純というよりかは軽
い気持ちということではないでしょうか？これは、しましまさんも書き込まれていましたが、
物凄く大切なことなんじゃないでしょうか？構えることなく、自然体で接すること・・・・・・そ
んなところから、全てはじまるような気がしますね。ありがとうございました。 

 
返信  

 

 

13 : 市民公募委員をやっていました。

投稿者 ： ふじさわ 投稿日時 ： 2007/02/27 12:57
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やっと参加します。小林さん遅くなってスミマセン。  
 
私は30代。京都に住んでたった6年。市民参加推進フォーラムの第2期公募委員をやらせ
ていただきました。  
応募の動機は・・・・とても不純だったと思います。  
 
当時乳飲み子を抱えていて、ちょくちょく保健所・区役所に用あって顔出していました。そ
この玄関口で見つけたリーフレットがきっかけです。  
「ほ～、こんなのに応募できるのか。仕事もしていないし、赤ちゃんの世話だけではストレ
スも溜まる。社会や地域とのつながりが欲しいな」  
と考えたのが最初だっと思います。  
不純でしょ？「ストレス発散かい！？」って感じに聞こえますよね(^^；)  
そんなつもりではないのですが、実際子供を持ち、仕事を離れて、改めて地域に繋がりの
ない自分に気付いたんです。『市民参加推進・・・』というキーワードに惹かれた部分もあり
ます。  
そして、応募作文には”不純さ”を出さないよう、しかし『市民参加』が何かもわからないく
せに動機を書かせていただきました。  
まさか、受かるなんて思ってもなかったのですが、光栄にもご連絡いただき、驚くととも
に、「はぁ～、私になにができるんだろ？？」と心配もしたものです。  
 
公募委員始めての思いについて書くと長くなってしまいますので、それはまた次回（が、あ
れば・・・^^；）にさせていただき、今日は動機について書かせていただきました。  
一言、やってみて勉強になり、京都を見直し、好きになり、地域を大切にしたい気持ちが
強く生まれました。  
 
私みたいな若輩者は、なんでもダメもとでトライしてみるものです。自分の糧になるのかど
うかはやってみた後に判断すればいいと思います。  
私は、やってみてとてもよかったです。（←こんな軽い言葉では終りたくなったんです
が・・・タイムアップで失礼します。） 

 
返信  

 

 

 

12 : 京都青年団体会議

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/25 11:30

本題とは脱線しますが、昨日、京都青年団体会議に参加してきました。京都の１３の青年
団体で構成するもので、他都市では珍しいとのことです。一人ひとりがひとと関わり、より
良い京都づくりを行うという意味では、まさしく市民参加のひとつの結晶だと思います。  
 
人は、人の話を聞いて賢くなり、人に話をして成長する。これが不変の真理であると思い
ます。意見交換や情報交換によって相互理解を深め、地域に貢献のために力を合わすこ
と。本当に大切なことだと思います。  
 
この電子会議室もそこが目的ですね。今更ながら感じました。  
 
 

 
返信  

 

11 : 市民公募委員になって思うこと！
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投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/21 18:49

発言してください、発言してください！と言えば言うほど、発言しずらいみたいで逆効果で
したね。そこで、こっちで勝手に気軽に進行させていただきますので、どうか適当に参加し
てください。（何とええかげんな進行役って声が聞こえてきそうですが・・・笑）  
 
さて、市民公募委員のみなさん、実際に市民公募委員になってどういう風に感じました
か？という設問ですが、私の場合は、本当に良い勉強になりました。それまでは、京都市
というか役所の人間に対していろいろな不平・不満を持っていました。でも、担当の職員
の方といろんな話をお聞きしたり、実際働かれている姿を見たりすると、自分の認識の甘
さを感じたり、違う多くの意見を聞くことにより、相手のことを思いやる心も育てていただき
ました。また、公務員も偉い仕事だということも知りました。  
 
また、京都を愛する人は、結構多いということも知り、年齢や職種を越えて全然知りえな
かった人たちとの交流も出来ました。市民参加という概念をまだ把握してないですが、市
民参加のゴールというか目標は、このジャンルや世代間を越えた交流にあるのではない
かなーと考えています。 

 
返信  

 

 

 

10 : 市民公募委員さんのパワー！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/02/20 12:31

大島さん，西村さん，ご発言ありがとうございます！  
 
お二人が委員を務められている「市民参加推進フォーラム」では，市民公募委員の皆さん
を中心とする自主勉強会を毎月１回のペースで開催しています。  
 
当初は，市民公募委員さんに「審議会」という場に慣れていただき，審議に必要な知識を
深めることを目的として開かれたものだったのですが，今では市民公募委員さんに限ら
ず，それぞれの委員さんがご自身の活動や経験等を踏まえて語り合い，公式の会議の場
だけでは難しい，それぞれの「本音」も含めた活発な意見交換の場へと発展しています。 
 
また，委員の皆さんだけではなく，我々職員も一緒になって意見交換を行い，ともに勉強
させていただいています。私はフォーラムの事務局として約３年お世話になっているので
すが，特に市民公募委員の皆さんの意欲の高さには，本当に頭が下がる思いです。  
 
この電子会議室の場が，少しでも公募委員賛同士の交流に役立てば幸いです。皆さん，
お気軽にご発言ください。  
 

 
返信  

 

 

9 : ご発言待ってます！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/19 06:30

今、市民公募委員さんには、「なろうと思った動機」をお聞きしています。他の市民公募委
員さん、是非、是非ご発言をお待ちしています。  
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また、市民公募委員さんだけの話になってしまいますと他の方が参加しづらいと思います
ので、市民公募委員さん以外の方にも発言していただきたいので「市民公募委員って知
っていましたか？」という質問とちょっと話はズレますが、「あなたにとっての京都、市民参
加とは」という質問を投げかけますので、参加してきてくださいね。  
 
にしんさん、しましまさんには、もっと掘り下げてお話もしていきたいと思っていますが、今
しばらくお待ちください。もう少し参加を増やしてからの方が楽しいと思いますので、できま
したら是非、にしんさん、しましまさんのお友達にもお声掛けして、この電子会議メンバー
を増やしましょう。  
 

 
返信  

 

 

 

8 : Re: まずは

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/19 06:29

にしんさん  
ありがとうございます！お待ちしていました。市民公募委員の動機は、「何か別のことがし
たい、できることをできるときにの思い」ですね。  
「できることをできるときに」というのは、名言ですね。  
 
＞自分も市民参加の基本原則を勉強して、地域主権の基盤づくりや市民が参加する実
感を持てる場や機会づくりのお手伝いができればと考えています。どうぞよろしくお願いし
ます  
 
私もすこしづつ勉強していきたいと考えています。どうかよろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

7 : Re: お気軽に御参加ください！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/19 06:29

しましまさん、メールありがとうございます。進行役の小林です。よろしくお願いします。学
生の時から参加されていたとは流石ですね。  
動機は、「実践も知らねばという勉強の意味」と「知人からのお誘い」ですね。  
 
＞いろんな年齢層、立場の方とお話しすることができましたので、いろんな価値観がある
ということを知りました。  
 
本当に私も同じことを実感しました。 

 
返信  

 

 

6 : Re: まずは

投稿者 ： にしん 投稿日時 ： 2007/02/18 16:07

初めて投稿します。現在、公募委員をしております。  
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公募委員への応募の動機は何か別のことがしたい、できることをできるときにの思いを  
持っていたときに、たまたま他のことで京都市情報館を検索していて募集を知り応募しま
した。  
 実際に参加して印象深いのは、任期を終えられた先輩公募委員の方々が、皆様  
自主勉強会に来られて、それぞれの立場や経験から自信を持って意見を延べられている
ことでした。毎回、すばらしい雰囲気の中で勉強させていただいております。  
自分も市民参加の基本原則を勉強して、地域主権の基盤づくりや市民が参加する実感を
持てる場や機会づくりのお手伝いができればと考えています。どうぞよろしくお願いしま
す。 

 
返信  

 

 

 

5 : Re: お気軽に御参加ください！

投稿者 ： しましま 投稿日時 ： 2007/02/17 17:58

皆さん今日は。このコーナーには初投稿です。よろしくお願いします。  
 
私は、これまで２回、市民公募委員として審議会等に参加していました。  
で、松尾さんのお題にお答えしますと･･･。  
 
○「市民公募委員になろうと思った動機，きかっけはなんですか？」  
  遡ると、10年以上前の学生の頃に、市民参加系の会議に公募委員として参加していま
した。勉強していた内容が、広くまちづくりに関係することでしたので、その頃は「机上の
話だけでなく、実践も知らなければ」という、勉強の意味で応募しました。  
 参加してみて、大いに勉強になりました。いろんな年齢層、立場の方とお話しすることが
できましたので、いろんな価値観があるということを知りました。そして、名称は失念しまし
たが、シンポジウムでパネリストとして「学生の視点から」的なお話もさせていただく機会
がありましたので、単なる自分の勉強の場ではなく、少しはお返しもできたかな、と思って
います。  
 
 そして今から3年前には、商業系の審議会で市民公募委員をつとめました。私は商店主
でもなく商業の専門家でもありませんでしたので、「広くまちづくりの視点から、商業を考え
られれば」と思い、応募しました。  
 応募の直接のきっかけは、知人から「出してみれば」というお声をいただいたからです。 
 市民公募委員として参加してみて、色々感じることはありましたが、それはおそらく次の
「お題」となるのかな、と勝手に推測していますので、また次回にでも。 

 
返信  

 

 

4 : まずは

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/15 17:43

私が市民公募委員になったことからお話したいと思います。京都基本構想等審議会とい
うのが５年ほど前にあったのですが、それに応募して選ばれました。  
 
それまでは、市政というか政治にも社会にも関心のない人間でした。言い方は乱暴かもし
れませんが、誰が市長になっても誰が市会議員になっても、世の中何にも変わらないじゃ
ないかと冷めた目で見ていました。というか、誰々はダメだと批判ばっかりしている人間で
した。  
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でも、自分で商売して家庭を持ってみると、そんな呑気なことも言ってられなくなってきまし
た。評論家ではなく、当事者意識をもって京都の事を考えないと、自分の商売も家族の安
心もないと思ったのです。そこで市民参加という意識を持つようになりました。  
 
市民参加とは何なのか？まだはっきとはわかりませんが、私が思うに市民ひとりひとりが
政治に参加することではないと思います。どちらかというといろんな意見を言い合ったり、
いろんな意見を聞くことだと思っています。  
そんな中で京都の進むべき道をみんなで考えていきたいと思っています。  
 
 
 

 
返信  

 

 

 

3 : 市民公募委員って？

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/15 16:48

何？という人もおられるかもしれないので、私の知識レベルで簡単に説明させていただき
ます。  
 
これからの市政に関すして、どうするべきかを考える手段として審議会があります。ただ
最近までの審議会のメンバーといえば、学識経験者や関係団体の代表者だけでした。  
そこで、京都市では、数年前から広く市民の意見を反映させ、市民参加を促進することを
目的に、審議会の委員を市民の皆さんから募集することにしました。これを市民公募委員
と呼びます。  
 
京都市では、いろいろな審議会がありますが、最近では２名～３名の市民公募員が委員
として活躍されていて、のべ１００名ぐらいの市民公募委員がおられるとのことです。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
返信  

 

 

2 : お気軽に御参加ください！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2007/02/15 09:49

小林さん，ありがとうございます。これからよろしくお願いします！  
それではこの会議室の趣旨などを簡単にご説明します。  
 
京都市では，市民の皆さんの市政への参加意欲を高め，審議会等の会議に  
おいて広く御意見が反映するために，審議会等への市民公募委員制度を推  
進しています。  
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今回の会議室は，各審議会に在籍する市民公募委員の情報交換の場を設け  
ることで，市民公募委員さん同士の交流を図るきっかけづくりとするため  
に開設しました。  
 
また，市民公募委員さんではない市民の皆さんからも，審議会等の運営に  
関する御意見をいただき，今後の審議会等の運営方法の改善に活用してい  
きたいと考えています。  
 
それでは最初の話題として，  
○市民公募委員さん（経験者の方も含めて）には・・・  
 「市民公募委員になろうと思った動機，きかっけはなんですか？」  
 
○市民公募委員を経験されたことの無い皆さんには，  
 「市民公募委員制度を知っていますか？」  
 「審議会の傍聴に参加されたことがありますか？」  
 
といった辺りについてご発言いただければと思います。  
もちろん，「こんなことを話したい！」という話題がありましたら，どしどし  
ご提案ください！  
 
 

 
返信  

 

 

 

1 : さあースタートです！

投稿者 ： ☆小林達弥 投稿日時 ： 2007/02/15 09:31

今回の進行役をさせていただきます小林と申します。私のプロフィールは、練習の掲示板
を見てください。  
 
今回のテーマは、「市民公募委員」です。私もさせていただきましたが、みなさん、市民公
募委員って知っていますか？また、現在、市民公募委員になられた方がのべ１００名以上
とお聞きしますが、「どういう動機でなられたのか？」また、「実際になられて感じたこと
は？」について話をしたいと思います。  
 
また、この会議室の趣旨的なことやここで話し合いした内容はどういう形で反映していく
か？については、プロジェクト推進室の方からお話していただきたいと思います。よろしく
お願いします。  
 

 
返信  
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