
資料２ 答申案 

平成  年  月  日  

 

弘前市長 葛 西 憲 之 様 

 

弘前市協働によるまちづくり推進審議会 

会長 佐 藤 三 三   

 

弘前市協働によるまちづくり基本条例に基づく市政運営の 

評価等について（答申） 

 

平成２８年７月１９日付け弘市政発第７８号により諮問を受けた標

記の件について、本審議会は、慎重に審議を行った結果、別添のとお

り答申します。 

市は、この答申内容のほか、本市の実状や費用対効果を踏まえ、協

働のまちづくりを推進してください。 

 

 

（担当：弘前市 市民文化スポーツ部 市民協働政策課） 



 

 

 

 

 

 

弘前市協働によるまちづくり基本条例

に基づく市政運営の評価等について 

（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成   年   月   日 

弘前市協働によるまちづくり推進審議会 
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１ 審議の方法及び経過 

 

 本審議会は、弘前市協働によるまちづくり基本条例第３３条の規定

に基づき設置され、同条例及び弘前市協働によるまちづくり推進審議

会運営規則の定めにより運営したところであります。審議会は、「１ 

本条例と各種計画、事業等の整合性に関すること。」、「２ 本条例の見

直しに関すること。」、「３ 事業遂行等の改善に関すること。」、を担任

事務としています。 

 本年度の審議会では、平成２８年７月１９日付弘市政発第７８号に

より諮問を受けた、市政運営の「情報共有に関する取り組み」及び「条

例に対する理解を深める取り組み」に関連する取り組みについて審議

を行いました。 

 審議に当たっては、市が進めている主要な政策について、下記の日

程により、市の担当者から説明を受け、委員相互に意見交換を行い、

協議するという方法で進めたものであります。 

 

○第１回審議会 

 （開催日時） 

   平成２８年７月１９日（火）１８時３０分から２０時 

 （内容） 

  ・委嘱状交付 

  ・委員長、委員長職務代理者の選任 

  ・諮問 

  ・審議会の進め方について 

 

○第２回審議会 

 （開催日時） 

   平成２８年８月１８日（木）１８時から２０時 

 （内容） 

  ・条例に対する理解を深める取り組みについて 
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○第３回審議会 

 （開催日時） 

   平成２８年９月２０日（火）１８時から２０時 

 （内容） 

  ・情報共有に関する取り組みにおける各種媒体による広報活動に

ついて 

 

○第４回審議会 

 （開催日時） 

   平成２８年１０月１２日（水）１８時から２０時 

 （内容） 

  ・情報共有に関する取り組みにおける市民と市との対話等の直接

的なコミュニケーションによる情報共有の仕組みについて 

 

○第５回審議会 

 （開催日時） 

   平成２８年１１月１０日（木）１８時から２０時 

 （内容） 

  ・答申案の検討について 

 

○第６回審議会 

 （開催日時） 

   平成２８年１１月２２日（火）１８時から２０時 

 （内容） 

  ・答申案の検討・承認について 
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２ 審議した取り組みの弘前市協働によるまちづくり基本条例関連条

文等 

評価項目 条文 関連する主な取組 

条例に対

する理解

を深める

取り組み 

○第１条（目的） 

 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らか

にするとともに、その基本的な事項を定めることによ

り、協働による継続的なまちづくりの進展を図り、市

民の幸せな暮らしを実現することを目的とします。 

○第３条（条例の位置付け） 

 この条例は、本市のまちづくりの基本として位置付

けるものとします。 

２ 市民等は、まちづくりに参加するに当たり、この

条例の趣旨を尊重するよう努めるものとします。 

３ 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定及

び改廃、各種計画の策定及び変更等に当たり、この条

例の趣旨を尊重するものとします。 

●各種周知媒体の

作成・配布や広報等

での紹介 

●職員研修 

●協働のまちづく

りに向けた機運の

醸成を図るフォー

ラム企画・開催 等 

情報共有

に関する

取り組み 

○第６条（基本原則） 

（３）情報共有の原則  議会及び執行機関は、市民

等の知る権利を保障するとともに、市民参加を促進す

るため、積極的に情報公開及び情報提供を行い、全て

の主体がまちづくりの情報を共有できるように努め

なければならない。 

○第２１条（市民力等の推進） 

 執行機関は、地域活動への協力、様々な情報提供等

を行う職員を各地域へ配置するなど、地域との情報の

共有化を図ることとします。 

○第２２条（説明責任） 

 議会及び執行機関は、行政運営の透明性の向上を図

るため、各種計画、財政、条例、事業評価等の内容及

び決定に至る過程について、市民に理解されるように

分かりやすく説明するとともに、説明責任を果たすた

めの取組の一環として、市の施策について分かりやす

く公表する仕組みの創造に努めるほか、市長と市民等

がまちづくりに関して、直接意見交換を行う機会を設

けるものとします。 

○第２４条（情報提供） 

 議会及び執行機関は、情報提供をするに当たり、新

しい媒体の活用を検討する姿勢を継続するとともに

分かりやすく、かつ、効果的な方法及び内容で行わな

ければならないものとします。 

○第２５条（情報共有） 

 議会及び執行機関は、市民等と情報共有を図るた

め、市以外の者から収集した公益的な情報を広く市民

等に提供するものとします。 

●広報ひろさき、市

政だより（地元紙）、

各課からの配布物 

●テレビ広報・ラジ

オ広報 

●ホームページ、ソ

ーシャルメディア

を活用した情報発

信 

●パブリシティ活

動（記者会見/マス

コミへの情報提供） 

●出前講座事業 

●市政懇談会 

●市長車座ミーテ

ィング、学生と市長

の放課後ミーティ

ング 

●アイデアポスト 

●エリア担当制度 
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３ これまでの取り組み状況 

 

（１）条例に対する理解を深める取り組み 

 

 本条例の概要等について、条例ガイドブック等の各種周知媒体の作

成・配布や広報ひろさきに紹介記事を掲載するなどにより、市民への

周知を図るとともに、市民や学生とフォーラムを企画・開催し、協働

のまちづくりに向けた機運の醸成に取り組んだ。また、庁内でも、本

条例を推進するため、市の課長級職員を対象に研修を実施した。 

 

 

（２）情報共有に関する取り組み 

 

■印刷媒体 

 広報ひろさき ○毎月 2回（1日号・15日号）発行。 

 市政だより(陸奥新報) ○主にイベント案内、各種養成講座の受講

者募集などの市政情報を、緊急性の高いものを優先的に、原則、毎

週月曜日の陸奥新報に掲載している。 

 各課からの配布物(チラシ、ポスターなど) ○各部署が独自で、配

布物の毎戸配布又は回覧、及びポスターの掲示を町会に広報誌との

同時配布とするよう依頼するやり方も行われている。 

 

■放送媒体 

 テレビ広報(テレビ番組) ○タイトル『えがお弘前“ビタミンＨ

ｉ”』、年 6回放送。 

 FMラジオ広報(①市政みみより情報、②行政なんでも情報) ○毎週

月～金、①7：30～7：35、②17：15～17：20、11：30～11：40。 

 コミュニティビジョン ○多くの方が訪れる市民課総合窓口前に

モニターを設置し、行政情報や民間広告を放映している。 
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■電子媒体 

 ホームページ ○インターネットを活用し、市の計画や取り組み、

各種制度・手続、財政状況、観光・イベントなど様々な情報発信を

行っている。 

 ソーシャルメディア ○即効性、双方向性、そして拡散性を重視し、

ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを活用し

て、情報発信を行っている。 

 

■パブリシティ活動 

記者会見／プレスリリース ○市政広報を効果的に進めるため、弘前

記者会に加盟している報道機関（16社）への積極的な情報提供のほか、

月 1回の定例記者会見や、必要があれば臨時の記者会見を実施し、内

容を要約したものを、市ホームページ上で公開している。 

 

■出前講座事業 

市が取り組む施策や事業について、市民の理解と協力を得るため、各

施策別に講座テーマを準備し、市内の各種団体等からの要請に応じ、

市の職員が直接地域に出向き講座を行っている。 

《平成 27年度・143回実施・4,525人参加》 

 

■市政懇談会 

市民と市（市長、副市長、部長等）が、地区の問題点などについて意

見交換を行い、施策等へ反映させていくため、市政懇談会を各地区ご

とに実施し、3年で全 26地区を回っている。 

《平成 27年度・9地区実施・348人参加》 
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■市長車座ミーティング、学生と市長の放課後ミーティング 

 市長車座 尐人数の市民グループを対象として、市長が市民と直

接、双方向で対話し情報を共有している。 

《平成 27年度・3回実施・28人参加》 

 放課後ミーティング 高校生以上の学生を対象として、市長が学生

と直接、双方向で対話し情報を共有している。 

《平成 27年度・1回実施・20人参加》 

 

■アイデアポスト 

市民が気軽に市政に関するアイデアや意見を提案し、市政に参加でき

るよう実施しており、自宅などからも投稿できるようメールやＦＡＸ

でも受付している。 

《平成 27年度・ポスト設置 11個所・投稿数 155件》 

■エリア担当制度 

市民ニーズを把握しながら地域のパイプ役となり、地域づくりについ

ての助言や協力等を行うためにエリア担当職員を町会各地区に配置。

任期は 2年。 

《平成 27年度・26地区 400件の案件を処理・担当職員向け研修会の実

施・町会向け制度活用の周知・担当職員に対し今後の制度のあり方ア

ンケート実施・活動調査報告の実施》 
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４ 評価・提案 

 

（１）条例に対する理解を深める取り組み 

 

Ⅰ 評価 

 周知・理解は一定程度進んだと思われるが、より一層の周知と理解

を深めるための方策として以下の諸点を提案する。 

 

Ⅱ 提案 

１ 取り組みの基本方針＝市民・議会・執行機関の三者にとって、 

強制ではなく自然と「自分たちの、みんなのためのまちづくり

基本条例である。」と、思えてくるような取り組みとなること。 

 

２ 条例自体の存在の周知＝広報ひろさきの毎号同じ位置や封筒に

条例のことを印刷して定着を図ること。 

 

３ 今後の条例の「趣旨」の周知 

ア 条例が意味する協働のまちづくりをイメージしやすくするた

め、実際に行われている協働の取り組み事例を、簡潔に数多

く例示すること。 

イ 条例のいう協働のまちづくりに、位置付けられている取り組

みとして、市民参加型まちづくり１％システムのような、実

践的な活動を発信すること。 

ウ 小・中・高・大学生が主体となって協働のまちづくりを始め

たくなるような事例の紹介も含め、教育機関との連携を図る

こと。 

エ 執行機関として、各課・職員の協働によるまちづくりについ

ての理解、取り組み及び関係各課との連携の推進とそのため

の方策を検討すること。 

 

４ 取り組みの効果を常に確認・評価し、練り直して取り組むこと。 
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（２）情報共有に関する取り組み 

 

Ⅰ 評価 

 概ね情報共有の取り組みは成されていると思われるが、より一層の

情報共有を図るための方策として以下の諸点を提案する。 

 

Ⅱ 提案 

１ 広報ひろさきの全戸配布を検討すること。 

 

２ 多様な媒体から情報が発信されていることについて、ＰＲする

こと。 

 

３ 従来の、市に対する要望をして、これに市が応えていくといっ

た「要望・陳情型」だけでなく、地域にどのような課題がある

のか、どう解決したらいいのかを市民と市が互いに知恵や情報

を出し合い、共に考え、共に話し合う「提案・協働型」に向い

ていくように、ワークショップ形式の導入や話し合うテーマを

設定するなど、実施の方法を工夫する。 

 

 ４ 将来的に、市政懇談会が、地域づくりの中にしっかりと位置付

けられ、地区ごとにまちづくりの計画を立てるといったことが

話し合われる場にしていくことも視野に入れる。 

 

 ５ 女性や若い世代、特定の職業の人といった市民と、同じ立場や

世代の市職員とが同じくらいの人数同士で対話する場を設ける。 

 

６ テレビ放送については、視聴率を精査し、例えば、放送回数を

減らしてより効果的な放送時間帯で放送するなど、放送時間帯、

放送回数を検討する。また、どこでも好きな時に見られる動画

サイトなどの活用を検討する。 

 

７ 条例において「学生」も主体として位置付けていることから、
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年代の若い方々の利用が多い電子媒体で、学生に関することを

まとめてアピールするなどの工夫をする。 

 

 ８ ニーズを踏まえた出前講座のメニュー作りや、一人からでも参

加できる仕組みを工夫する。 

 

９ 地域のコーディネーターとしての「エリア担当職員」の役割の

強化と、市職員の地域のまちづくりへの参加を促進すること。 

 

10 必要な時に市民が、自分で必要な情報を手に入りやすい状況づ

くり＝まちづくりに関する記録や資料等をアーカイブズとして

見られる場、仕組みを検討すること。 
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５．条例の見直しについて 

 

 審議会では、市の取り組みが条例の趣旨に沿って運営されているか

どうかについて議論した結果、前述のとおり、事業遂行等の改善を要

するものは見受けられましたが、現時点において、条例の見直しが必

要な条文は、特に認められませんでした。 
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６．資料 

（１）弘前市協働によるまちづくり推進審議会委員名簿 

（敬称略） 

氏名 所属・役職等 

 松本 大 弘前大学教育学部講師 

○生島 美和 弘前学院大学文学部准教授 

 舘田 トモ子 中南地域ＶｉＣ・ウーマンの会 

 前田 賢治 弘前商工会議所副会頭 

 小山 三千雄 弘前市町会連合会副会長 

 鹿内 葵 特定非営利活動法人スポネット弘前理事長 

 鴻野 孝典 弘前市社会教育協議会副会長 

 安田 昭弘 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会地域福祉課長 

 藤田 礼美 弘前市消防団本部付分団長 

 八木橋 喜代治 ひろさき健幸増進リーダー会会長 

 斎藤 明子 弘前市食生活改善推進員会会長 

 小野 智憲 公募委員 

 久保田 勝二 公募委員 

◎佐藤 三三 
元弘前市自治基本条例市民検討委員会委員長 

弘前大学名誉教授 

 村上 早紀子 元弘前市自治基本条例市民検討委員会委員 

 ※◎は会長、○は会長職務代理者 
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（２）諮問書 

 


