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検討シート（運用の改善）
①情報共有（情報公開）
項目

市の取り組み状況
関連資料
・市文書管理規程（S60施行）
・情報公開請求の状況（第4回-資料
・情報公開条例（H17施行）
1）
・情報公開請求等の受付（R1：132件）
・個人情報保護条例（H17施行）
・個人情報開示請求等の受付（R1：18
件）
・情報セキュリティに関する職員研修
実施

市民の意見
・秘匿すべきもの以外は、あらかじめ
HPに公開すればよい。

・広報だざいふの発行
・HPでの動画配信の強化
・SNSでの情報発信の強化
（Facebook、Twitter 、Youtube、LINE
（Ｒ2末運用））
・各種計画の進捗状況の公表
・各種事業の説明会開催
・審議会等に関する会議の公開及び
―
会議録の公表
・議会ライブ中継と録画映像の公開
（H27～）
・議会だより発行（年4回）
・議会HPによる情報提供
・年間200回を超える市民の来客対応

職員の意見
・過剰と感じるほどの情報公開請求が
あっており、公開資料作成に多くの時
間が費やされている。また、長時間に
及ぶ資料説明も要求されていることで
通常業務に支障が出ている。

審議会の意見
・市民参画を推進したい一方で、情報
提供(説明)が不足している矛盾があ
る。
・情報公開の実態をまとめたデータを
もとに請求が過剰であるか議論する
必要がある。
・請求件数が飛びぬけて多いという状
況ではない。

審議会が提案する運用改善策
・まずは行政が情報共有の大原則を
徹底することが大事である。
・情報の公開で一職員の責任が問わ
れることがないように、ルールを明確
化する必要がある。
・個人情報や入札情報などの公開し
ない情報を明記し、それ以外は公開
するというルールをつくる。
・再任用を活用し、情報公開請求に
対応する原課の負担軽減を図る。
・資料不存在の分析をし、必要な書類
は作ることを市の方針として示す。
・以上のような改善を行ったうえで、請
求が多い状況であれば次の段階を考
える。

・高齢者など情報弱者への効果的な
情報提供。
・回覧板の活用。
・マスメディア(TVや新聞など)の活
用。
・若い世代(学生含む)への効果的な
周知方法。
・居住は太宰府でも勤務地等が近隣
市という人も多いため、そういう人たち ―
への情報発信をもっと行うべき。
・シティブランドランキング住みよい街
2020太宰府市全国20位。その中の
「自治体の運営」分野で行政からの情
報発信が充実している全国6位。

・情報は関心があるときにしか入って
こないし、探しに行かないものである
ため、「関心があるときにアクセスでき
ること」が重要である。

・情報を得たいと思った時に容易に入
手できるような工夫をする。
（例；入手できる手段の複数化。）
・検索情報の分析を行ったり協働を取
り入れたりして、市民ニーズに適合し
た情報を発信する。
（例：HPの各ページ末尾に簡単なア
ンケートを設置、キーワード登録で関
連情報が届くシステムの導入。）
・高齢者にとって広報だざいふは重要
な情報源であるため、重要な情報は
広報だざいふに載せたほうが良い。

・リーフレットやパンフレットの発行
・HP等の多言語表示
・市民べんり帳の発行
・市勢要覧（太宰府市の概要）のHP
掲載
・出前講座による情報提供（Ｒ１：88
―
件）
・在住外国人に向けた生活情報の提
供
・障がい者に向けた生活情報の提供

・ホームページの内容の充実。
・広報だざいふの内容の充実。
・もっと市長(職員)や議会(議員)が、積
極的に市民へ発信してほしい。
・市からの適切な情報提供(内容や頻
度など)。

・市職員だけで広報だざいふ等を編
纂しているのであれば、市民が知りた
い情報が載るかは疑問である。
・広報だざいふは読み飛ばす人が多
い。
・自治会で重要な情報は回覧してい
るが、それでも見ない人はいる。

・広報委員会等に市民参画を取り入
れて、広報のあり方（情報を受け取り
やすくする工夫）を研究する。
（例：モニター制度、自治会長等との
意見交換の実施。）

・広報だざいふの発行
・HPでの動画配信の強化
・SNSでの情報発信の強化
（Facebook、Twitter 、Youtube、LINE
（Ｒ2末運用））
・民宿サブチャンネルによる情報発信
（4月下旬より運用）
・定例記者会見の実施（H30～）
4 情報提供手段の多様化 ・臨時記者会見の積極的活用
―
・各種事業の説明会開催
・議会ライブ中継と録画映像の公開
（H27～）
・議会だより発行（年4回）
・議会HPによる情報提供

・SNS(Twitter、Facebook)やLINEの活
用など、インターネットやアプリでの情
報提供の充実。
・多様な情報発信ツールの活用(市広
報誌、インターネット、駅前掲示板、公
共施設など)。
・マスメディア(TVや新聞など)の活
用。

・SNSの特性として興味が無ければ見
ない。
・多くの媒体での情報提供を行ってい
るにも関わらず、やってほしいという意
見が市民から出ているということは、市
民に届くSNSになっていないのではな
いか。

・関心を持ってもらう工夫をする。
（例：関心が無くても面白いから見るこ
とで情報が伝わるという方法など。）
・多様な媒体での情報発信につい
て、トラブル回避のため、ルールを設
けている自治体もあり、太宰府市でも
検討する必要がある。

1 情報公開

2 情報の入手しやすさ

3 情報の伝え方

―

―
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検討シート（運用の改善）
②市民参画
項目

1 広聴

市の取り組み状況
・市民説明会やワークショップ等の開
催
（R1：26回、参加人数483人）
・アンケート調査の実施（R1：9回、平
均回答率55.0％）
・市政への提言（R1：814件）
・市民の意見箱（R1：89件（74通））
・出前講座による情報提供（Ｒ１：88
件）

関連資料
・太宰府市自治基本条例の検証にか
かる取り組み状況調査結果-市民参
画の状況 （第1回-資料5、P4）
・市民説明会やワークショップ過去3
年間（H29年度～R1年度）の実績（第
2回-資料）

市民の意見
・意見箱を設置(市民が市に意見を言
いやすい環境の整備)。
・市民からの意見の内容や回答を公
開する。
・市と市民の意見交換の場を設ける。
・自治会との協力。
・窓口の整備。
・意見表明方法の周知。
・市役所の開庁時間の延長や支所の
―
整備。
・どういう町を作りたいのか、意見を
もっている人はたくさんいる。市に個
人が伝えやすい方法を考えるべき。
・早い段階から市民意見を引き出し、
市民の意見を活かすことを考えて欲し
い。

・審議会等の設置（R1：25機関、公募 ・太宰府市附属機関等の設置及び運
委員8人）
営に関する要綱（第4回-資料3）
・太宰府市附属機関等の委員公募実
施要綱(第4回-資料4）
2 市民公募のやり方

・審議会等の設置（R1：25機関、公募
委員8人）
・パブリックコメントの実施（R1：4回、意
見100件）
・市民説明会やワークショップ等の開
催
（R1：26回、参加人数483人）
3 多様な市民参画の機会 ・アンケート調査の実施（R1：9回、平
均回答率55.0％）
・市政への提言（R1：814件）
・市民の意見箱（R1：89件（74通））

―

・太宰府市自治基本条例の検証にか
かる取り組み状況調査結果-市民参
画の状況 （第1回-資料5、P4）
・市民説明会やワークショップ過去3
年間（H29年度～R1年度）の実績（第
2回-資料）

・市民参画しやすい市政運営、参加し
たいと思う仕組み作りを行ってほし
い。
・市民参画の機会が少ない。市政の
重要な問題について、住民投票を
行っていったら良いと思う。
・早い段階から市民意見を引き出し、
市民を活かすことを考えて欲しい。
・シティブランドランキング住みよい街
2020太宰府市全国20位。その中の
「自治体運営分野で多様な地域参加
の機会がある」全国1位。

職員の意見

審議会の意見
・意見が出しやすくなるようなシステム
作りが必要。
・「市民の意見を引き出し、市民の意
見を活かす」ためには意見を聴く側の
努力が必要である。
・広報と広聴はセットであるべき。

審議会が提案する運用改善策
・地域に出向いて市民の意見を聴く。
（例：出前講座の積極的な実施、コロ
ナ禍における遠隔システムの活用な
ど参加しやすい方法の検討。）
・意見箱の意見と対応はホームペー
ジに公開する。

・公募を実施しても、応募がない。
・市民公募を原則としているにも関わ ・各審議会規則に市民公募を明記す
・会議の内容が専門的で、市民公募 らず、各審議会規則の組織構成に規 る。
に適さない。
定がないのはおかしい。
・市民公募の委員選考において抽選
・附属機関等の委員公募に、選考基 を導入する。
準を規定するのは誤解を招く可能性
がある。
・無作為抽出で市民公募を行ってい
るのに、最終的に選考することは全市
民の多様な意見をバランスよく反映す
るという趣旨に反している。
・苦情や要望が主で、計画全体への
反映が難しいものが多かった。
・費用と時間がかかるため頻繁に実施
することが難しい。
・パブリックコメントを実施したが、意見
が出てこなかった。
・意見交換会の参加者が固定化して
―
いる。
新たに参加しようとした人が、会場の
雰囲気を見て帰ってしまう。
・開催方法に様々な意見がある。
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検討シート（運用の改善）
③コミュニティ（協働）
項目

1 自治会

2 協働の推進

市の取り組み状況
関連資料
市民の意見
・自治会活動への参加（R1：自治会加 ・自治会・校区自治協議会・市自治協 ・自治会活動を支援するために行政
入率93.6%）
議会と市の関係（第3回-資料2）
が動いた方が、市民参加率が上がる
・校区自治協議会の設立(H21)
のでは。
・校区行事の開催（R1：33事業、参加
・ゴミ問題、公園掃除、資源回収等高
人数約9,800人）
齢化が進んでいくと、このままでは無
・自治会活動への支援
理な様な気がする。
（地域運営支援助成金、地域コミュニ
・市からお願いの形で自治会に事業
ティ推進事業補助金）
が下りてくるが、その決定に自治会は ―
関わっておらず、一方的である。
・市民が自治会活動を通してまちづく
りに参画出来る体制づくりが必要。
・市政が行う業務をコミュニティに押し
付けることがあってはならない。

職員の意見

審議会の意見
・生活支援事業が計画されているが、
市民参画でどこまでできるか、どこま
で担うのか等を検討するべき。
・課題への対応が各自治会の枠でと
どまっている。
・自治会への自主的な参加が問題と
なっている。

審議会が提案する運用改善策
・事業の推進等にあたっては、地域自
らが必要だと認識し、自ら実施しようと
思えるような工夫をする。
・横の連携を促すような取り組みを行
う。

・自治会活動への支援
・自治会・校区自治協議会・市自治協 ・市政が行う業務をコミュニティに押し ・協働を実践するための住民参画制 ・行政とコミュニティがなかなか結び付 ・コミュニティに仕事を押し付ける事が
（地域運営支援助成金、地域コミュニ 議会と市の関係（第3回-資料2）
付けることがあってはならない。
度（まちづくり団体の登録、実践計画 いていない。協働ができていないよう 無いように一定のルール化が必要で
ティ推進事業補助金）
提案など）の制度化が必要。
に感じる。
ある。
・NPOボランティア支援センタ－の設
置（H18～）
・ボランティア講座の開催（R1：17回、
参加人数275人）
・協働事業(R1：NPO法人、ボランティ
ア団体48件)
・協働力向上セミナー開催（R1）
・「令和発祥の都まちづくりに関する
包括連携協定」の締結（九州電力株
式会社福岡支店）
・包括連携協定締結（西日本鉄道株
式会社）
・観光振興にかかる連携協力に関す
る協定締結（株式会社三井住友銀
行）
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検討シート（運用の改善）
④条例の周知

4

検討シート（運用の改善）
⑤その他
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