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「京都市市民参加推進フォーラム」は,

京都市の市民参加の推進を図ることを目的に,

市への助言や提案を行いながら,市民と行政の
協働を更に進めるために設置された

審議会の運営のための手署1書

「審議会等運営ガイトライン」を
‐緒に者えていただきました。

爾饉じ激し―趣11
0日時 平成21年2月 22日 (日 )13時 30分～ 16時30分
◎場所 京都御池創生館 地下研修室

京都市市民参加推進フォーラムでは,京都市の審議

会に在籍する市民公募委員相互の情報交換と交流を図

ることを目的に,平成21年 2月 22日 (日 )に京都御

池創生館において ,「市民公募委員交流会」を開催し

ました。

この交流会 |よ ,平成 18年度に]回目を開催して以降 ,

年に]回開催 し,今回が3回 目となるものです。毎回 ,

京都市のさまざまな審議会で御活躍いただいている市

民公募委員の皆さんのほか,審議会に関心をお持ちの

一般応募の皆さんも一緒に,京都市の審議会の課題や

どのような審議会にしたいかなど,た くさん語つてしヽ

ただいています。

今回は,47名の皆さんにお集まりいただき,審議

会に出席して感 じておられること,改善すべき課題な

どについて御意見をいただくとともに,市民参加推進

フォーラムが策定に取り組んでいる審議会運営のため

の市職員向け手引書「審議会等運営ガイ ドライン」に

対するアイデアを頂きました。

今回は,下記の審議会等の市民公募委員の皆さんに御出
席いただきました。

O環境にやさしいライフスタイルを考える市民会議
o大学のまち京都 。学生のまち京都推進会議
●京都市未来まちづくり100人委員会
0京都市市民参カロ推進フォーラム

0京都市職員提案表彰選考委員会
0京都市個人情報保護審議会
0京都市路上喫煙等対策審議会
0京都市消費生活審議会
0京都市人権文化推進懇話会

●森林バイオマス資源活用検討委員会
0京都市伝統産業活性化推進審議会
0京都市みやこユニバーサルデザイン審議会
0京都市保健福祉局指定管理者選定等委員会
0京都市国民健康保険運営協議会
0東福寺地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議
0京都市住宅審議会

0京都市駐車場整備連絡協議会
●京 (みやこ)の道デザイン指針検討委員会
0北保健所運営協議会
0下京保健所運営協議会
0右京保健所運営協議会
●伏見保健所運営協議会

計 22審議会
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詳しくは次頁を御覧ください!理ト



ξ鬱まず,土山副座長から「審議会等運営ガイドライン」を策定する背景を説明しました。

◆コーディネーター

土山 希美枝 副座長 (龍谷大学法学部准教授)

◆プログラム

]3i30 開会・趣旨説明

13:40 審議会等運営ガイドラインの検討状況の解説

14:00 グループワーク

15:20 グループ発表

16:15 まとめ・閉会のあいさつ

土山副座長

第
３
回
市
民
公
募
委
員
交
流
会

饉‐なぜ審議会等運営ガイ ドラインを検討するの ?

●平成 15年 8月 「京都市市民参カロ推進条夕1」 が施行
・市の計画や条例策定に関わる審議会について,①会議|よ原則公開,②会議録の作成・公表 ,

③委員の公募に努めることが規定
。これにより,審議会の公開や市民公募委員の参画が進んだ。

●審議会の公開や市民公募委員の増カロは,「市民参カロ」の向上につながつたか?
・市民公募委員から聞こえる「声」 :戸惑いや疑問

・市民公募委員交流会での意見や課題提起

・審議会を開く側にも仕組みの意義がきちんと伝わつているのか ?

「市民参加」の向上に
つながる審議会運営の
手壱|きが必要では?‐

露 審議会等運営ガイ ドライン部会での検討内容を紹介

●市民参カロ推進フォーラムでは,審議会等運営ガイ ドライン部会を設置して次の活動をしています。

・フォーラム委員がいろいろな審議会を傍聴して,審議会の実態を調査しました。

(審議会こめんやすプロジェク ト)

・市民の参加が生きる審議会・審議会運営とは何かを議論するとともに,市民公募委員交流会で皆

さんの意見を聞くこととしました。

●市民参カロ推進フォーラムや審議会等運営ガイドライン部会

での議論の中で,現在の審議会で課題だと考えていること

は次のことです。

[市民公募委員の戸惑い]

・市民公募委員にどんな役害」があるのかわからない。発言

しにくい。市民公募委員を入れなくてはならないと決

まつているから入れているだけではないか。

・「市民代表」と言われても,市民の意見は集約できない。

・すべての審議会に市民公募委員を入れる必要があるのか。

・「市民感覚で語る役目」が1人や2人では辛い。

[市民公募委員同士で話し合えたらいいのに]

・市民公募委員の横のつながりを

[市民参カロを進める審議会運営とは?]

・市民公募委員の役害」を明確化

・情報提供の充実

●こねらの課題を踏まえ:本国の議論の結果も生かして,審

議会運営を助ける市職員向けのガイドラインを策定します。

・市民公募委員制度が形だけのものにならないように

例えば…審議会の目的や市民公募委員の意義,役害」を

確認

～こんな項目をチェックしました

●基礎1青報

●審議の内容について
,専門性や専門知識の高い審議会で

あると感 じましたか。

委員の発言が多いと感 じましたか
,

事務局の説明が多いと感じましたか。

・ (意見表明だけでなく)意見交換

クロス トークがありましたか。そ

の様子はどうでしたか。

出席者 (委員 ,事務局)の様子は

どうでしたか ?

内容は興味深かつたですか。また ,

それはどのような点でですか。

●審議会の運営について

・議長 ,座長の進め方 ,事務局の進

め方について気が付いたことがあ

れば書いてください。

審議会で市民公募委員の果たして

いる (期待されている)役害」につ

いて気が付いたことがあれば書い

てください。

●そのほか気が付いたこと
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市民

/AN募
委員を経験して,感 じたこと,考え |

たことを語り合つてください !       :

グル」ラワ=ク 2
審議会ガイ ドライン策定のために=グループ

ワークを踏まえた御意見や御提案をください !

審議会の設計をちゃんと考えよう !

審議会をきちんと議論できるようにして欲しい |

専門家が多い中で発吉

しに<い。

市目公募香員の役害Jが

何なのがよ<わがら

ない。

市目公暮香員がどの洪

うに選ばれたのが

分がらない。

目的が明確でながつた

だめ,意見が述べられ

ながつた。

市目香員は一市目の声

なら,もう少し人散が

墜蓉ては。

議論の内容が難しすぎ

る。専門円語が多い。

堂々と意見の言えたと

いう市民公募香員も

いる。

当日に初めて資料を見

るのでは分がらない。

発吉しだ意見がどのよ

うに反映されだが分が

らない。

審議の回散が少な<て ,

分がらないまま終わつ

てしまう。

審議会の情報が市目に

十分に届いていない。

事前に公募香員に対す

る勉強会を行うと

よしヽ。

市目公募香員はガス板

きてはないはず。

座長,事務局など中間

的な立場になつて

<れる人が必要。

市民に広<審議会の情

聴や議事録のチエック

を勧める。
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募集の際に選者の基準

を明らがにすべき。

目的{ま明確にして,事
前に勉強てきる環境

を 。

審議会によつては市目

公募香員の害]含を増や

すべき。

事前に資料をもらえれ

ば意見も吉える。

審議会後の情報公開を。

報酬を減らしてても回

獣を確保するべき

ては。

市民への情報提供と共有を !

どのような審議会があ

るが分がらない。
審議会情報の発信の仕

方に工人が墜吾。

市目した6iんに審議会

の情報をもつと載せる

べき。
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ただいた御意見や御提案を受け,市民参カロ推進フォーラムと京都市では次のように取り組ん

l御意見や御提案を生かして早期に「審議会等運営ガイ ドライン」を策定します。

昨年度から策定を進めてきた「審議会等運営ガイ ドライン」に,今回いただいた皆さんからの意見を生かして,早急に

策定して参ります。

1審 議会 についての情報発信を充実させます。

京都市にどのような審議会があるのか,それぞれの審議会でどのような議論がされてきたのか,などが分かりやすくなる

よう,平成2]年度中に京都市ホームページ「京都市情報館」に審議会の総括情報のページを新設します。また,市民し

んぶんによる情報発信の充実にも取り組みます。



皆さん

審議会

も

の
これらの情報は京都市ホームページ「京都市情報館」から御覧いただけます。
「京都市情報館」のトップページで,「きょうと共汗大作戦 |」 の「市民参加カレンダー」

をクリックしてください。

審議会の傍聴をしませんか?
委員になりませんか?

⑬審議会等委員公募の情報
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1 観光関連業界等に影響を与えている晨評観書,こついてlrl対策に,全力で取り組んで

I三

「市民参カロカレンダニ」をクリツク

③審議会等開催の情報

京都市市民参加推進フォーラムの活動内容や会議の摘録を

市民協働政策推進室のホームページで公開しています。是非

一度御覧 ください。

ノアドし′:ス :http:〃 wwwicity.kyOto.Ig.ip/sOgoノ pagerooooo35250.htmi

市民参加推進フォーラムは皆さんの声を生かして行きます。御意見は事務局までお寄せください。

事務局 :〒 604-8571(住 所記載不要 )

京都市総合企画局市民協働政策推進室

電話 075-222-3178/FAX 075-213-0443
Eメール  daigaku―shilllinsanka@city.kyotO.ip

ホームページ http://wwwocity.kyoto.lg.ip/sogo/sOshiki/2-11-100_6.html
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