
「いいね」っていいね（2017年12月号掲載）

　私は、Facebookを活用しており、イベント
に参加できなくても楽しそうなイベントがあっ
たりすると、いいねをしたりイベントをシェアし
たりしています。忙しい会社員や子育て中の
方などに実際にイベントに参加できなくても
応援することでの「市民自治活動」が増えたら
と思います。
　マンガをきっかけに、日進市のホームペー
ジやFacebookページを見たり、自分の住ん
でいるところに興味関心を持っていただけた
ら嬉しいです。

解説

ストーリー発案者からのコメント

場リスタNext
やまにん

直接市民自治活動に参加すること
も、様々な形で活動を「応援」するこ
とも、市民自治活動を支えるのに必
要なことです。
（自治基本条例第16条第3項より）

市民参加編
市民参加とは？

第15条　市民は、市政に関わる政策等の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、自主
的に参加することができます。
2　子どもは、それぞれの年齢にふさわしいかたちで市政に参加することができ、能力に応
じた役割を果たすことができます。
3　市民は、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。
4　市議会及び市の執行機関は、市民が市政に参加する場や機会を多く提供し、誰もが参
加しやすい多様な工夫と環境づくりを行わなければなりません。
5　前各項に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

市政に関わる政策等の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、
市民の意見を幅広く反映させるために、市民が自主的に関わること

し みん さん か へん

日進市自治基本条例（市民参加）
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　市民参加は難しいものではなく、自分に
あった市民参加をすればいいということが伝
わればと思います。
　マンガを通じてワークショップの手軽さな
どを理解していただき、少しでも市民が参加
しやすくなればいいと思います。
　自分の住む自治体に興味・関心を持つきっ
かけとなればいいなと思います。

解説

ストーリー発案者からのコメント

名城大学都市情報学部
昇ゼミ４年生の皆さん

　「私なんかがパブリックコメントしても・・・」
と思うのではなく、「私の意見はこれです」とい
う気持ちでコメントしてほしいです。
　スマホなどでも意見をすることは可能であ
るため、このマンガを通じて若者がもっと市民
参加に携われるといいと思います。
　市民参加を行う意味や喜びを知ってほしい
です。

ストーリー発案者からのコメント

名城大学都市情報学部
昇ゼミ３年生の皆さん

解説
パブリックコメントの案内は、広報
やホームページ等に載ります。届い
た意見には、市の考え方をお答えし
ます。メールや郵送等の方法で出せ
ますので、まずは興味のある分野で
意見を出してみませんか。

市民参加とは、市の政策等の立案、
実施などの過程で、市民の意見を
反映させるために、市民が自主的に
関わることです。市民参加のやり方
はいろいろです。自分のできるかた
ちで市民参加してみませんか。

既読スルーはいたしません（2018年2月号掲載）
き どく

あれもこれも、市民参加（2018年1月号掲載）
し みん さん か
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市の計画等について、自分の意見
を届けることだけでなく、市主催の
行事で、企画から準備、当日の運営
まで関わることも市民参加のひと
つです。様々な機会や場面で市政
に参加してみませんか。

有言実行委員会（2018年3月号掲載）
ゆう げん じっ こう い いん かい

　マンガの作画を担当しました。「自分たちの
まちのことは自分たちで決める」こんな基本
的でそしてとても重要なことを、10年前の
日進市の人達は真剣に考えてくれました。
そんな思いを受け継ぎたいと思い、場リスタ
Nextの仲間や、学生さんの思いも込めてマン
ガに仕立てました。
　このまちに関わる様々な人が「我がごと」と
して関心を持って、きっかけは小さなことでい
いからまず一歩踏み出し、いきいきと生きて
いけるとうれしいです。

解説

作画担当者からのコメント

Jititterジチッター

財部 剛さん

　今回4コマ企画のファシリ
テーターをさせて頂きまし
た。市民の方々の熱い想いが
込められた条例を学び、もっ
と良いまちにしていきたいな
と思いました。「パブリックコ
メント」や「市の公募委員に
応募」など一歩ずつ挑戦中。

# 場リスタＮｅｘｔ

場リスタNext 
くすちゃん（写真右）

作成に携わったみんなの一言

あらかわさん

　10年前に各地域で対話
集会に参加されていた方々
は、今でも地域のつどいの
場やボランティア活動に尽
力されています。これから
は、私たち世代も一緒にでき
ることから始めていきたい
と思います。

# 場リスタＮｅｘｔ
まきちゃん

　市主催の「場リスタ」養成
講座を受講したことがきっか
けで、この企画に携わること
になりました。私のように自
治基本条例を知らない方に
も身近なことだと感じてもら
えるようにメンバーと取り組
みました。

# 場リスタＮｅｘｔ

なおちゃん

　日進市は住みやすい市だ
と感じます。今回初めて自治
基本条例があることを知り、
日常を振り返る楽しいチャ
ンスをいただけました。日進
市の魅力を知る1つだと思
います！

# 場リスタＮｅｘｔ
たっさん

　マンガの構図やストー
リーの制作補佐として関わ
らせて頂きました。このマン
ガ制作を通じて自治基本条
例とともに市民参加の意義
を考えるよいきっかけとな
りました。

# 場リスタＮｅｘｔ
すまいるさん

　市民活動のマンガに携
わって、とても勉強になりま
した。マンガの表現を使っ
て、活動が伝わるのはとて
も大切な事です。

# 場リスタＮｅｘｔ

コウちゃん

　1回、対話集会に参加させ
ていただいただけですが、共
生共有する良識、ミッション、
年代世代を通じて継続され
ています。

# 場リスタＮｅｘｔ

昇 秀樹 教授

　自治基本条例の内容は難しいため、市民に理解し
ていただくには、内容をわかりやすく噛み砕いて説明
することが大切です。そういう意味で、マンガという
表現はかなりドラスチックな方法だと考えますし、条
例を理解するための最初の入口として入りやすいと
思いました。一方で、すべての分野をマンガで表現す
るのは難しいとも感じましたので、マンガで重要なポ
イントを伝えつつ、それ以外のわかりやすい表現方法
も考えていく必要がありますね。
　学生諸君にとっては、ゼミでの抽象的な理解を超
えて、地方自治体のあり方など具体的な部分に触れ
ることができました。日進市の職員と作業をしていく
中で、行政の楽しさや難しさなどを知るいい機会に
なったと思います。

# 名城大学都市情報学部

館長（白石さん）

　4コママンガをつくるとい
うことで、ネタ探しのような
感じで、楽しんで条例につ
いて学ぶことができました。
ワークショップの中でみん
なのアイデアを下書きの絵
にしたら、ほめられて嬉し
かったです。

# にぎわい交流館
副館長（鈴木さん）

　まちづくりに関わりを持つ
と、「自分が誰かの役に立っ
ている」とうれしく思う瞬間
があります。4コママンガづく
りに少しですが参加して、い
ろいろな人が一緒に考えて
力を合わせることの、おもし
ろさと難しさを感じました。

# にぎわい交流館

　ストーリー作りの話
し合いが楽しかった
と同時に、４コマで表
現する難しさも感じ
ました。

# 名城大学昇ゼミ
　学生が考えたマン
ガを読んで、市民の
方の興味がわいて
いただければと思い
ます。

# 名城大学昇ゼミ
　自分が住む市につ
いても考えるいいきっ
かけになり、自分も市
民参加したいと思いま
した。

# 名城大学昇ゼミ
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