
 

 

市民参加だれでもサミット～話そう！市民と行
政のパートナーシップ～
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17 : ご参加いただきありがとうございました。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 江川』 投稿日時 ： 2005/11/30 23:39

 総合企画局プロジェクト推進室担当課長の江川です。  
 小林さんから「市民参加の情報とは？」との問いかけがありましたが，２つのポイントが
あるのではないでしょうか。  
   
 まず，行政からの情報提供ということで申し上げると，審議会の公開やパブリック・コメン
トの実施など“市政”に参加する情報ということになりますが，「それらの情報が，市民にき
ちんと届いているか」という点があると思います。一方で「市民参加」の範囲を地域の団体
やＮＰＯ等が行う活動に広げて考えると，それら活動の情報を「どこで，どのように入手す
るのか」ということもあげられます。その点を同時に考えることも必要ですが，長谷川さん
からの発言にもあったように，まずは分けて考えることも必要なのかもしれません。  
 
 このように「市民参加」は多種多様な捉え方のできるものであり，「市民参加とは何
か？」ということを，市民の皆さんに分かりやすくお伝えすることの重要性を改めて感じま
した。  
   
 さて，非常に短期間ではありましたが，本日を持ちまして「市民参加だれでもサミット」を
終了させていただきます。ご参加いただきありがとうございました。十分な議論ができなか
った面もありますが，“中身の濃い”ご意見がいただけたのではないかと思っております。 
 
 皆さんからのご意見を簡単にまとめますと，「参加意識を盛り上げる仕組みの必要性」
「市民と行政とのコミュニケーションの重要性」「市民の自覚（当事者意識）」といったことが
ポイントとしてあげられるかと思います。  
   
 現在，京都市と市民参加推進フォーラムでは「市民参加推進計画」の実施状況や効果
等について調査・研究を行っておりますが，この会議室でいただきましたご意見につきま
しても，フォーラムの議論の中で活かしていきます。フォーラムの開催はプロジェクト推進
室のホームページ，京都市情報館の「市民参加情報カレンダー」でもお知らせしています
ので，ぜひ傍聴にお越しください。  
   
 今後も様々な機会を通じて市民参加についてのご意見を伺っていきたいと思っておりま
すので，引き続きどうぞよろしくお願いします。 

 
返信  
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16 : 市民参加の情報

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/11/29 19:55

話の腰を折るようですが、市民参加の情報って具体的にどんな情報なのですか？情報を
提供されておられる方がこの会議室を見ておられればお教えください。 

 
返信  

 

 

 

15 : Re: やっと・・・

投稿者 ： ☆オオシマ 投稿日時 ： 2005/11/29 18:00

オオシマです。ご返信遅れました。長谷川さんスミマセン！！<(_ _)>  
 
>> でも、私が地域や団体で話すと多種多様の情報が要りますし、内容によって市民、住
民の感性で  
>> それぞれ違った形での参加意識を高めるようにしています。  
 
長谷川さんの現場でのご苦労やこれまで経験されてきたことの重みを感じます。確かに、
それぞれ活動されるフィールドにより、価値観やボキャブラリーも変わってくるので、混ぜ
て考えるのは、混乱の基かもしれませんね。  
 
 ただ、これらをコーディネートする人やリーダー、あるいは研究する人は分けて考える必
要があるのかも知れませんが、最初の一歩においては、「まずは個人と参加する先」との
関係だけですので、そこまで分類しなくても良いのかな、なんて考えています（生来からい
い加減な性格なもので・・）。  
 
一定、それぞれの参加が深化された段階で、自分の活動を冷静に客観的に眺めるとき
に、「あ、これは行政参加なんやな」「ほぅ、こう言うのがNPOと言うのか」など、次のステッ
プでも良いのかな、と。  
 
 先ずは最初の一歩は「自分の考えを伝えよう」「興味ある活動やし参加してみよう」「近
所の活動に参加してみようか」と、社会に対して踏み出していく、と言うことが大事かな、と
思います。  
 
 そして、そのためには「先人が歩んできた経験」（こう書くと大層かな）を知る、というのも
大いに参考になるのかな、と思います。  
 
そんな場所として、この会議室が活用できれば、素敵かな、と思った次第です。  

 
返信  

 

 

14 : Re: やっと・・・

投稿者 ： 長谷川 綉二/『長谷川 綉二』 投稿日時 ： 2005/11/23 01:09

やっと暇で出来ましたので参加します。  
オオシマさんが言っていることは分かりますが、市民参加自体、個々の思いと、  
感性の違いで複雑だと思う。  
市民参加の情報入手にしても、行政のことに絞れば市民新聞が主流になるだろうし、  
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市民から行政に対しての問題情報にするともっとも入手不可能なると思う。  
私は市民が行政の事業に参加する事と、市民が自主的に地域やその他団体事業に参加
することを分けて  
考えるべきだと思う。  
この会議室自体は行政の政策に対して意見を交わすのか、行政の事業「パレード」「薬物
ぜったい・・・ティッシュ配布」に参加する等の情報を獲るのか・・・？  
また、頭が元に戻りそうです。  
でも、私が地域や団体で話すと多種多様の情報が要りますし、内容によって市民、住民
の感性で  
それぞれ違った形での参加意識を高めるようにしています。  
また、頭を整理して現れます。 

 
返信  

 

 

 

13 : Re: 情報をどこから入手するか？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/11/18 23:10

オオシマさん、こんにちは。  
ご提案のとおりお題があった方がいいですね！  
 
「市民参加に関する情報はどこから入手する？」ですが、  
 
「とりあえず」と思ってよく利用するのがホームページですね。  
平日は仕事をしていて市役所の窓口に行くことができない人に  
とっては、一番手っ取り早い手段ではないでしょうか。  
 
そもそも「市民参加しよう！」というところまで行き着いて  
いない僕にとっては、いきなり役所の窓口に行くのは「気が重い」と  
いうのもあります。窓口に行って恥かいたらいややな～みたいな…。  
 
あとの３つのお題については市民参加未経験の僕には「？？？」と  
いった状態です。市民参加の経験者のみなさんにおまかせします（笑）。 

 
返信  

 

 

 

12 : Re: やっと・・・

投稿者 ： ☆オオシマ 投稿日時 ： 2005/11/16 07:54

こんばんは、はじめて参加します。  
以前別の会議室にもお邪魔していたのですが、少し間が開くとログインの方法を忘れま
すねー(*^_^*)  
 
「市民参加」というととても幅広いですが、「市民として（それなりに）自覚と責任を持って行
動する」と言うことに尽きるのかなーと私は勝手に考えています。  
 
 なので、門掃きも、公園掃除も、NPOなどの市民活動も、市政の政策に関わるような参
加も、その他色々も全てみんな「広い意味での市民参加」だと思います。  
 
 ただ、幅が広いが故に、それぞれの思いの力点が異なったりして、うまく意思疎通がで

3/9 ページ市民参加だれでもサミット～話そう！市民と行政のパートナーシップ～

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



きないこともありますよね。そういう意味では、行政サイドが考える市民参加について書い
ている「市民参加推進計画」の55項目は、見取り図としては整理されていると思います。  
 
 「市民参加について議論」といっても、上記のような理由から、様々な立場の方が参加さ
れるこの会議室では、キャッチボールはなかなか難しいかもしれません。  
 
 そこで提案ですが、何かテーマを決めてはいかがでしょう？  
例えば  
「市民参加に関する情報はどこから入手する？」  
「このまちのこんな活動が面白い！」  
「市政参加苦労体験記（笑）」  
「市民参加で、まちが、私がこう変わった」  
 
などなど・・・。  
差し出がましい提案でスミマセン。 

 
返信  

 

 

 

11 : Re: やっと・・・

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/11/05 19:25

千葉さん、こんにちは。  
 
前から言ってることなんですが、ログインまでの手順が結構ややこしいのと、リアルタイム
に発言し合えないところがこの電子会議室の問題点だと思うのですが・・・・しかしそれで
も、私も無いよりあった方が良いと思います。  
 
でも、このＴＯＰ画面は良いでしょう！知っておられるかどうか知りませんが、私の知人の
イラスレーターとＷＥＢデザイナーに頼んで、ボランティアで作成してもらったんですよ。  
 
何が言いたいかというと、行政だけに任せていて不満ばっかりいうのではなく、私達で出
来ることはみんなで力を合わせて、提案していこう！と思うのです。  
 
ご発言の中で、「激しく攻撃・・・」というところの内容がどうだったのか知りたいところです
が、どうも批判ばっかりする人には同意できません。批判してどうするのか？対案はある
のか？何事もギブアンドテイク、行政と市民がもっともっと手を組んでいく必要性を感じま
した。 

 
返信  

 

 

10 : やっと・・・

投稿者 ： 千葉祐嗣/『千葉祐嗣』 投稿日時 ： 2005/11/03 02:56

千葉です。  
 ログインするのになかなか手順が理解しにくかったですが、  
ようやく発言できるようになりました。  
発言者が私と小林さんと事務局では、なかなか順調な滑り出し、  
とはいいづらいですね・・・（泣）  
これが市民参加意識の現状というものでしょうか。  
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 今日、近所の小学校の講堂で市の環境局の方と市民がゴミ問題  
を話し合う「意見交換会」がありました。  
時間は７時から８時５０分まで。  
最初の４０分を市側が用意したレジュメなどを通して京都市の  
ゴミの現状説明され、その後は市民が市の職員にいろいろと質問する、  
という出前トークのような形でした。  
 
 
 そこで私の土産となったのは結局、何かすっきりしない、という思いです。  
私の質問に対する明快な回答を得られなかったこともさることながら、  
「意見交換会」といいながらどうしても来年にはゴミ袋を有料化する、  
というシナリオありき、という印象だったのが原因です。  
（市の方はそれは否定していましたけど）  
 
 
 また質問する市民の中には、行政に対してかなりの不信感を  
お持ちの方もおられ、そういう方が市の職員を激しく攻撃されるところを  
見ても、お怒りになる気持ちも確かによく分かるんだけど、  
何かあまりいい気分もしませんでした。  
   
市民参加フォーラムではいつも、何か建設的な方向に話がまとまるのに、  
どうして今日の会は市と市民が不信の念を払拭できないままに終わったのか、  
よく考える必要があると思いました。  
 
 
 しかしそれでも、今日の会は無いよりはあった方が良かった、と思いますけどね。  
 
 
 
 

 
返信  

 

 

 

9 : 市民参加の方向性

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/11/01 18:31

先日、体振の役の話をしましたが、もうひとつご紹介させていただきます。  
 
私の町内は、区民運動会で結構強くて、いつも上位に肩を並べています。でも、何十年優
勝はなく、ここ４～５年、準優勝か３位どまりです。  
 
私の町内は、真剣に優勝したいと思えば、おそらく出来ると思います。それは、数人の足
の早い人だけでかためて得点種目に出てもらえば必ず良い得点があがる確信があるか
らです。  
 
でも、私はあえてそうはしませんでした。老若男女、出来るだけ多くの人に出てもらうこと
を優先に考えました。へたをすると運動会が、一部のひとだけの行事になってしまうから
です。  
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また、新しく引越ししてこられた人などは、無理をいって出場してもらうようにお願いしまし
た。運動会という行事は、単に町内間の競争を目的に作られたものではないと思うので
す。運動会に出たり、足洗いでお酒を飲んだりしながら、近所のコミュニケーションを深め
るツールのひとつだと思うからです。  
 
うまく言えませんが、市民参加という姿勢も、上記のような姿勢で良いのではないでしょう
か？今までは、政治家や官僚と呼ばれる頭の良い一部の人にお任せしていました。それ
の方が効率も良いし、良い社会になる近道だったと思います。  
 
でもこれからの社会は、まかせっきりではなく、回り道になると思うのですが、できるだけ
多くの人がコミュニケーションを深ながら、自分たちの社会を考え、知恵を出し合い、助け
合っていくことが必要なのではないでしょうか？  
 
結果も大切だと思うのですが、結果が必ず良いという保障のない時代ですから、自己責
任という部分と参加意識（当事者意識）ということが重要なのではないでしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

8 : Re:話題提供です。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 板原』 投稿日時 ： 2005/10/28 13:14

 小林さん，御発言ありがとうございます。  
 確かに，「参加したいけどきっかけがつかめない」という方は，結構おられるのかもしれ
ません。  
 昨年実施した「市民活動」に関するアンケート調査では，「市民活動に参加したことがな
い」と回答された方に対してその理由を尋ねたところ，「活動できる時間がない」「活動に
ついて情報が得られない」「一緒に活動する仲間がいない」などの回答が多く寄せられ，
また，これらが解決すれば参加したいと思っている人が半数以上おられるという結果が出
ています。（興味のある方は，http://www.city.kyoto.jp/koho/kohos/20050107-01.pdfを
御覧ください。）  
 京都市では，審議会委員の公募やパブリック・コメントの制度化など，市民が市政に参
加する仕組みはかなりできてきたと思っているのですが，単なる情報提供だけではなく，
市民が参加しやすい雰囲気づくりが必要ですね。  
 そういう意味では，この電子会議室は，気軽に自分の意見を表明できる場として設置し
ていますので活発に意見交換ができていければと思っています。 

 
返信  

 

 

 

7 : Re:広報誌と参加意識

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2005/10/27 15:36

小林さんこんにちは。  
まっちといいます。よろしくお願いします。  
 
僕は京都市在住ではないのですが、地元の市政の情報を知りたいと  
思ったときに、まず目にするのがホームページです。  
 
広報誌（京都市役所でいう「市民しんぶん」）も確かに市政情報を  
得るための手段のひとつだとは思いますが、毎月こまめにチェックする  
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ものでもないし、自分が知りたいと思っている情報が必ずしも載っている  
とは限らないので、「暇つぶし」程度にしか見ないです。読んでみると  
意外と面白かったりするんですが（笑）。  
 
個人的には「そもそも行政の広報誌はごく一部の人にしか読まれて  
ないのでは？」と思ったりするんですが皆さんはどうなのでしょうか？  
 
小林さんがおっしゃるように、参加意識が高まれば広報誌も積極的に  
読まれるようになるのかも知れませんね。 

 
返信  

 

 

 

6 : Re:話題提供です。

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/10/27 09:49

私の情報収集の方法は、町内の回覧板（市民しんぶん等も回覧と一緒に回ってきたりす
る）とか町内会の組長さんとかが多いですが、最近では、ホームページで検索することも
多くなりました。  
 
情報収集も重要だと思いますが、「参加への働きかけ」みたいな部分も大切ではないでし
ょうか？私は、町内の体育振興会の役をさせていただいたこともあるのですが、回覧板で
行事やイベントのお知らせを回すだけでは、誰も参加してくれません。  
 
道で会ったり、お家に尋ねていって、「是非参加してくださいね」と勧誘してやっと参加して
いただけるという状況でした。また、町内の方もその一言を待っているといったようにみう
ける方も多かったように感じます。本当は参加したいけれど、自分から参加したいという
のは恥ずかしいという方、市民参加についてもそんな方がいるのではないか？と思いま
す。  
 
情報提供といっしょに参加意識を盛り上げる仕組みのご提案もお願いしたいと思います。

 
返信  

 

 

 

5 : Re:話題提供です。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2005/10/21 18:15

小林さん，ご発言ありがとうございます。  
 
さて，このテーマの進行役は，市民参加推進フォーラム  
市政参加・情報提供部会の委員の皆さんにお願いして  
おりますが，「何かお題を」ということですので，  
プロジェクト推進室から話題を提供させていただきます。  
 
市民の皆さんがより市政に参加しやすく，また，より活発に  
市民活動を行える環境を整えるためには，「行政からの情報提供」が  
必要不可欠です。  
 
しかし，仕事を進めるなかで「行政の情報が得にくい。」という  
声を耳にすることがあります。  

7/9 ページ市民参加だれでもサミット～話そう！市民と行政のパートナーシップ～

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



 
この会議室をご覧の皆さんは「行政からの情報提供」について，  
どのようにお感じでしょうか？また，行政の情報を得ようとしたときに，  
まずどのような行動をとられるのでしょうか？「区役所に行く。」  
「ホームページを見る。」「市民しんぶんを見る。」など色々と  
あると思います。是非，コメントをお寄せください。 

 
返信  

 

 
 

4 : 進行役さんへ

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/10/21 17:04

進行役さんは、プロジェクト推進室の方でしょうか？「是非ご参加ください」とお声掛けも良
いですが、市民参加について進行役さん自身が思ってることや職場で課題になっている
ことなど、何かお題を投げかけらたらどうでしょう？その方が皆さんも参加しやすいのでは
ないでしょうか？ 

 
返信  

 

 

 

3 : 市民参加とは？

投稿者 ： 小林/『小林 達弥』 投稿日時 ： 2005/10/18 21:24

現在における京都市の財政や社会構造を考えるとこれからの京都は、行政に頼るばかり
ではなく、市民と行政のパートナーシップを構築することは、必要不可欠だと思います。  
 
また、市民参加とは、新しい時代における新しいシステムとも言えなくともないですが、実
際は、昔からある助け合いの精神や持ち寄りという精神を現代風にアレンジして伝えるだ
けのことだと考えます。すべて行政に丸投げするのではなく、市民の中である分野に得意
な人がいれば、市民にお願いして任せていく方が経費も安く、効率よく、サービスも良くな
るということ。  
 
ただし、その前に、市民はどの部分に何をして行政は何をするのか？議会と市民のつな
がりをどうするのか？等きっちりとしたコンセンサスやルールづくりが大切です。  
 
そして、その前に市民ひとりひとりが当事者という意識が大切だと考えます。 

 
返信  

 

 

 

2 : ぜひご参加ください（その２）

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 板原』 投稿日時 ： 2005/10/18 10:18

 松尾と同じく，総合企画局プロジェクト推進室で市民参加を担当しております板原と申し
ます。  
 京都市では，市民とのパートナーシップによる市政とまちづくりを進めるために，市民参
加推進計画を策定し，様々な取組を実施しており，「市民参加先進自治体」であると言え
ます。  
 しかしながら，一方では，「市政の情報が得にくい」「市の計画や条例に対し意見をいう
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機会が十分にない」と感じている市民もおられます。  
 この会議室では，これまでの市の取組を振り返り，より市民の皆さんに市民参加を実感
してもらえるようなヒントをいただきたいと思っています。  
 この機会に皆さんの市政に関わってこられた経験談などをぜひともご発言ください。よろ
しくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

1 : ぜひ，ご参加ください！

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 松尾』 投稿日時 ： 2005/10/17 10:49

総合企画局プロジェクト推進室（市民参加担当）の松尾と申します。  
 
この度，市民の皆さんから，市政への参加や行政からの情報提供について，  
広くご意見をお伺いするために，「市民参加だれでもサミット」と題して，  
会議室を開設しました。  
 
ひとくちに「市民参加」と言いましても，とても幅広いですが，皆さんが  
日ごろ感じている率直なご意見をお伺いしたいと思っておりますので，  
どうぞお気軽にご発言ください。よろしくお願いします。 

 
返信  
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