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はじめに

今日、地方自治における住民参加の重要性が

認識され、そのための制度の導入が広がってい

る。たとえば、制度の 1つである意見公募手続

制度（パブリック・コメント）を制定している

自治体は、2015 年 1 月 5 日時点で 1788 団体の

うち 1002 団体で 56.0 ％、都道府県では 46 団

体、政令市や中核市ではすべてとなっている

（総務省 2015）。

住民参加のための制度も、他の制度と同様に、

導入しただけに終わっていないか、導入の目的

を達成できているかを継続的に検証し、改善し

ていく必要がある。意見公募手続制度に関して

いえば、意見公募に際しての住民への周知は十

分か、住民がコメントしやすい環境が整えられ

ているか、提出された意見が、案の見直しに際

してどれほど考慮されているかなどが、検証す

べき項目となろう 1） 。

本稿では、住民参加の 1つの制度である審議

会等委員の住民公募に着目し、住民の審議会等

への、より積極的な参加を促すためにどのよう

な改善ができるかを考えたい。検討にあたって

は、京都市で取り組まれている「市民公募委員

サロン」での議論の内容と、参加した公募委員

の声を材料とする。

審議会等委員の住民公募について

地方自治体は、「執行機関の附属機関として、

自治紛争処理委員、審査会、審議会その他の調

停、審査、諮問又は調査のための機関を置くこ

とができる」（『地方自治法』第 138 条の 4 第 3

項）2）。また、これらの機関は、「法律若しく

はこれに基く政令又は条例の定めるところによ

り、その担任する事項について調停、審査、審

議又は調査等を行う機関」（同法第 202 条の

3）とされ、組織する委員その他の構成員は非

常勤とすること、庶務は、法律又はこれに基づ

く省令に特別の定があるものを除く外、その属

する執行機関において掌るものとすることとさ

れている 3）。

審議会等委員の住民公募とは、この附属機関

（以下、審議会等という）に住民委員の枠を設け、

公募によりその委員を決定することであり、住

民参加の 1つの制度として導入が進んでいる。

地方自治研究機構の調査によれば、2011 年の

実績で審議会委員等の住民公募を制度化してい

ると回答した自治体が 44.6 ％であった（地方

自治研究機構 2013）。自治基本条例や住民参加

推進条例において、住民参加の手法としてパブ

リック・コメント、公聴会、住民投票のほか、

審議会等委員の住民公募を明記する自治体もあ

るし（大久保 2005）4）、公募委員の多様性を確

保するための工夫を講じる自治体もみられる
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（今川 2016）。

その一方で、住民参加の手法としての審議会

等委員の住民公募には、課題もある。参加人数

が限られ、広く住民の参加を得られないこと、

委員に公募する希望者が少なかったり、特定の

属性に偏りが生じたりする場合があること、会

議の設置期間やおおよその回数があらかじめ決

められるなど、審議の機会が限定されているこ

と、行政主導の会議運営となりがちなことなど

である（大杉 2007）。

これらの課題に対応し、審議会等での住民参

加を広げ深めるためには、どのような取り組み

ができるだろうか。

京都市の審議会等と市民公募の現状

京都市では、2001 年に「京都市市民参加推

進計画」を策定、2003 年には『市民参加推進

条例』を施行した。この条例では、京都市の市

民参加を、市民による自主的な活動である「ま

ちづくり活動」と、市民の市政への参加である

「市政参加」の 2つからなるとしている。市政

参加の手法の 1つが、審議会等の市民公募委員

になることである。

京都市における審議会等 5）とは、専門的な

観点から検討を加えるとともに、多様な市民ニ

ーズを踏まえた市政運営を進めるために設置さ

れた会議体で、審議会、委員会、懇話会などさ

まざまな名称がある。審議会等の委員は、学識

者やさまざまな専門家、関係団体の代表等、そ

して市民公募委員により構成される。『市民参

加推進条例』では、審議会等の会議は原則公開

であること、会議を開催するときには事前に公

表すること、公開した会議は会議録を公表する

こと、委員は多様な人材を登用すること、市民

公募委員を選任するよう努めること、が規定さ

れている。2017 年 9 月時点で、市民公募委員

が在籍している審議会等は 87、約 153 人の市

表 京都市の附属機関（例）

京都市廃棄物減量等推進審議会（環境政策局）

京都市公契約審査委員会（行財政局）

京都市市民憲章推進協議会（総合企画局）

京都市生活安全施策審議会（文化市民局）

京都市伝統産業活性化推進審議会（産業観光局）

京都市高齢者施策推進協議会（保健福祉局）

「歩くまち・京都」推進会議(都市計画局）

京都市自転車政策審議会（建設局）

京都市上下水道事業経営審議委員会

（上下水道局）

京都市社会教育委員会議（教育委員会）

民が市民公募委員となっている。

また、『市民参加推進条例』では、市民参加

の推進に関して、調査・審議を行い、市長に意

見を述べるために、「市民参加推進フォーラム

（以下、フォーラムという）」を設置するとされて

いる。フォーラムは 2002 年度から活動を開始

し、年数回の会議のほか、市民参加型のイベン

トの企画・運営や、市に対する提言、市民や市

職員に向けたガイドブックの作成等に取り組ん

でいる。2016 年度、2017 年度には、現行の

「第 2期京都市市民参加推進計画改定版」の進

行管理を目的として、市民参加の視点から見た

事業分析や、市民によるまちづくり活動の実態

調査を実施した。

フォーラムによる、市の審議会等への市政参

加に関係する取り組みとして、審議会等が新た

に設置される際には、会議の場で公開と、公募

委員の募集の有無について事務局より報告を受

け、とくに非公開非公募の場合、その理由をフ

ォーラム委員が確認することのほか、市民公募

委員を対象としたイベント、「市民公募委員サ

ロン」の開催がある。
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「市民公募委員サロン」の開催

(1) 開催の背景

「市民公募委員サロン」は、京都市が設置す

る審議会等に在籍する市民公募委員の情報交換

の場をいう。市民公募委員同士の交流を図ると

ともに、より効果的な審議会等の運営方法の検

討を行い、また、広い市民層に市民公募委員の

役割等を周知することで、さらなる審議会等へ

の市民の参加を促すきっかけをつくることを目

的に、2006 年度から継続的に開催されている。

開催のきっかけは、2005 年度のフォーラム

での議論を踏まえ、京都市の市民参加を進めて

いくための提案としてまとめられた「市民参加

こんなんえーやん宣言！」である。

提案の作成にあたっては、通常のフォーラム

に加え、市政参加・情報提供部会、市民活動部

会の 2つの部会での検討がすすめられ、市民の

声を聞くための市民円卓会議が開催された。ま

た、それらと並行してフォーラム委員による自

主勉強会も実施された。

各審議会等の市民公募委員（38 審議会等、

のべ 90 人）を対象に、2005 年度に実施された

アンケート（回答数のべ 64 人）では、「参加し

て大変満足」「満足」とする人が半数以上を占

める一方で、「審議に参加するのが難しい」「市

民公募委員は形だけのように思える」という意

見もみられた。その他、「配布された資料だけ

では内容・意義がわかりにくい」「審議会にお

ける公募委員の割合を増やすべきだ」「市民公

募委員に対して、どのような役割が求められて

いるかをきっちり説明すべきだ」といった指摘

があった
6）
。

このようなアンケートの結果や、フォーラム

での議論をふまえ、市民と市民、職員と市民と

がコミュニケーションを創り、深められる場や

機会を積極的に持つべきとの提案がなされた。

提案の実現に向けたアイデアの 1つが「市民公

募委員が集い、意見交換や勉強を行える場の提

供」であり、それを具体化したのが市民公募委

員サロンである。以下、筆者が関わった 3回の

公募委員サロンの内容とそこでの議論について、

簡単に紹介したい 7） 。

(2) 2016 年度第 1 回「市民公募委員サロン」

京都市の審議会等で、市民公募委員として就

任している方を対象に、各会議で市民公募委員

の積極的な発言が増え、市政への参加意欲がい

っそう高まるよう、市民公募委員が自信の役割

を学ぶとともに、さまざまな委員と交流して意

見交換を行う機会とすることなどを目的に、パ

ネルディスカッションとグループ交流の 2本立

てで開催した。パネルディスカッションでは、

審議会等の公募委員 2人、事務局職員 1人、市

民参加推進フォーラムの前座長である立命館大

学の永橋爲介教授が、市民公募委員に期待され

る役割や市民公募委員が感じていることについ

て議論した。グループ交流では、参加者が 6つ

のグループに分かれ、「委員になってみての感

想」「審議会等の会議をよくするためのアイデ

ア、心構えなど」について話し合ったのち、そ

の結果を全体で共有した。

パネルディスカッションでは、たとえば、

「市民公募委員は自ら手を挙げて委員になって

2016 年度第 1回「市民公募委員サロン」
グループ交流の様子
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おり、意欲がある人も多い」「各附属機関等で

は、どの委員でも分け隔てなく意見を言える雰

囲気を作ることが大切であり、そのような雰囲

気を座長・副座長や他の委員、事務局も協力し

て作っていくことが必要」といった指摘があっ

た。また、グループ交流では、参加者から、

「市民意見を代表して発言すべきだと気負って

いたが、素朴に疑問に思ったことなどを、市民

として率直に発言してよいことを知り、次の会

議で発言しやすくなった」「準備をきちんとし

て意見が言えるようにしたいので、資料を早め

にもらいたい」「会議を休んだ時に、次の会議

についていけるようなフォローが欲しい」とい

った積極的な意見がたくさん出された。

(3) 2016 年度第 2回市民公募委員サロン

第 1回と同じく、京都市の市民公募委員を対

象に、委員としてもっとやりがいを感じるには

どうすればよいかを一緒に学び、交流すること

を目的として、パネルディスカッションとグル

ープ交流の 2本立てで開催した。

パネルディスカッションでは、テーマを「市

民公募委員と暮らしのつながり」とし、市民公

募委員 2人、市民参加推進フォーラムの市民公

募委員 1人の計 3人をパネリストとし、市民参

加推進フォーラムの委員が司会進行を努めた。

グループ交流では、参加者が 5つのグループに

分かれ、「市民参加の輪を広げるには」「公募委

員になってみて」について意見交換を行い、そ

の結果を全体で共有した。

パネルディスカッションでは、パネリストか

ら、自分の身の回りの出来事や仕事がきっかけ

となって公募委員となり、そのことがまた自分

の生活に大きく関わってきているという話や、

「審議会等の委員として参加することで、京都

市民であるという自覚が生まれた」「公募委員

になれば、普通の市民の声を行政に届けること

ができるということをもっと知ってほしい」と

2016 年度第 2回市民公募委員サロン

グループ交流の様子

いった意見が出た。

また、グループ交流では、「来年度はもっと

積極的に発言しよう」「関心のある審議会等が

見つかった。次回はそこに応募しよう」といっ

た積極的な声や、「市政やまちづくりに関わり

たい人は、じつはもっといるはず」「みんな、

働き方や事情もいろいろ。だれでも参加できる

仕組みを考えないと」「この場に知り合いを連

れて来ることができたら、参加の輪がもっと広

がるのでは」という提案があった。

(4) 2017 年度市民公募委員サロン

前年度の参加者の意見を取り入れ、京都市の

審議会等で市民公募委員として就任している方

だけでなく、市政参加に興味のある方がだれで

も参加できるようにした。市政参加の意義と楽

しさを学び交流することを主な目的とし、内容

は、ゲストトークとゲストへのインタビュー、

グループ交流の 2本立てとした。

ゲストトークでは、「市政参加ってなに？

教えて 谷口先生」として、市民参加推進フォ

ーラムの元座長でもある福知山公立大学の谷口

和弘教授による、ご自身のまちづくり活動等の

経験や、市政参加の方法、市政参加のコツ、市

政参加の重要性についての話ののち、市民参加

推進フォーラムの公募委員 2人とのやりとりが

あった。
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2017 年度市民公募委員サロン

ゲストトークの様子

グループ交流では、「とうやって始める？

市政とのつながり」「市政とのつながりの楽し

さ、やりがい」「市政とのつながりの次のステ

ップ」の 3つのテーマを設定し、参加者が関心

のあるテーマを選んで、意見交換できるように

した。

谷口先生からは、「行政だけでは実行が難し

いことや気づかないことがある。市民の参加に

よって新しい施策やアイデアが生まれる」「市

民と行政との協働の場面では、意見をまとめて

いく過程で面倒なことも起こる。でも、お互い

に信頼したいという気持ちで根気よく関わると、

地域が必要とする良いものができるという実感

がある」「公募委員などで参加する人には気負

わず参加して欲しい」というメッセージがあっ

た。

また、グループ交流では、「市民参加の制度

ややり方がたくさん準備されているということ

が、一般に認識・評価されていない。もっと工

夫されるとよい」「地域での『まちづくり活

動』は、具体的に関わるイメージを持ちやすい。

それが、『市政参加』となると、途端にハード

ルが上がる気がしている」「市政参加しようと

しても、就職すると時間が取れないことがほと

んど。自営業だったり、退職後でないと参加す

ることが難しいという課題がある」などが指摘

された。

おわりに

市民公募委員サロンの結果から

京都市の市民公募委員サロンについて、開催

の背景から当日の内容、そこで出された主な意

見を紹介してきた。それらからは、選ばれたか

らにはしっかり活動したいと考えている市民公

募委員が多いこと、その一方でだれに何を聞い

たらよいか、どこでどんな発言をすればよいか

迷う市民公募委員も多いこと、また、機会があ

れば、継続して市政に関わろうとする人もいる

ことがわかる。審議会等への住民参加を前向き

に進めるために、改善する余地はまだまだあり

そうである。

先に課題として挙げたように、住民公募委員

の数や審議機会が限られるなかで、住民公募委

員の意見を審議内容に積極的に反映させるため

には、住民公募委員となった人がどれだけ発言

できるかが重要となる。その場合、住民公募委

員に対するフォロー、例えば住民公募委員に期

待されていることはどのようなことかをあらか

じめ伝えること、議事の内容や配布資料に関し

て必要に応じて説明を加えること、その他、困

っていることはないか確認し対応することなど

が、事務局に求められよう。また、他の委員の

理解と協力を得て、会議の場でだれもが話しや

すい雰囲気を作っていくことも必要である。

やりがいを感じた住民公募委員は、任期終了

後も別の審議会等の住民公募にチャレンジした

り、他に自分できる活動を探したり、友人や知

り合いに勧めたりすることもある。他の審議会

等の住民公募委員の募集状況や他の住民参加の

方法に関する情報を、積極的に提供していくこ

とは、住民公募委員のなり手が少ないという課

題への対策の 1つとなりうる。また、働き方や

事情が異なる多様な住民が参加しやすい審議会

等の開催方法を検討することも必要である。と
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くに、開催時間や開催場所は、参加を希望する

住民に対して大きな制約となるからである。

このように考えると、住民の審議会等への積

極的な参加を進めるためには、事務局を担う担

当課および担当職員の、認識と役割が重要とな

ろう。この点については、京都市の今後の取り

組み等を参考にしながら、稿を改めて検討して

いきたい。

【注】

1）意見公募制度の課題を整理した先行研究として、

たとえば（豊島 2003）参照。

2）国の審議会等については、（西川 2007）を参照のこ

と。

3）審議会等における審議目的に応じた専門性の確保

も重要な課題である。それについては、たとえば

（新川 1997）を参照のこと。

4）京都府下の自治体では、2018 年 4 月 1 日に施行さ

れる『福知山市自治基本条例』で、審議会等を設

置する際には、原則として委員の一部を市民から

公募しなければならないと規定されている。

5）京都市における審議会等については、「京都市附属

機関等の設置及び運営に関する指針」参照。指針

では、『地方自治法』第 138 条の 4 第 3 項の規定に

基づき、法律または条例の定めるところにより京

都市が設置するものを「附属機関」、行政運営上の

参考とするため、市民や学識経験者等から意見や

助言を聴取し、または意見交換を行うことを主な

目的として、要綱等に基づき開催する会合を「懇

談会等」と定義している。また、附属機関を設置

する場合は、その名称に「審議会」「審査会」「調

査会」「委員会」「協議会」のいずれかの表現を用

いることとしている。

6 詳細については、「市民参加推進に関するアンケー

ト調査 実施結果について」参照（京都市 2006）。

7 詳細については、各回の「市民公募委員サロンだ

より」を参照。京都市、市民参加推進フォーラム

http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/

0000035250.html
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