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第１回 明石市自治基本条例市民検証会議 会議録 

 

日時 平成２７年１０月８日（木曜日）午後３時３０分から午後５時３０分まで 

場所 明石市役所 ８０６ＡＢ会議室 

出席委員 
加藤恵正会長、田端和彦副会長、橋本浩司委員、山本洋子委員、松本誠委員、

小田幸子委員、小島彰夫委員 

傍聴者 ４人 

審議事項 

会議の運営方針について 

自治基本条例の検証にあたって 

庁内検証結果について 

配布資料 

資料１    明石市自治基本条例市民検証会議委員名簿 

資料２    明石市自治基本条例市民検証会議設置要綱 

資料３    会議の運営方針について 

資料４    明石市市民参画条例 

資料４-２   明石市市民参画条例施行規則 

資料４-３   審議会等の運営及び委員の選任に関する要綱 

資料５    明石市情報公開条例第１１条抜粋 

資料６    明石市自治基本条例について 

資料６-２   明石市自治基本条例逐条解説 

資料７    自治基本条例の検証にあたって 

資料８   庁内検証結果一覧について 

資料９   今後の検証会議の開催スケジュールについて 

事務局 コミュニティ推進部市民協働推進室／総務部法務課 

※委員の発言は、委員が所属する団体等の立場を反映するものではなく、委員個人として

の意見です。 
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開 会 

【会議次第１】委嘱状の交付 

 

○和田副市長 

皆様こんにちは。副市長の和田でございます。本日は大変お忙しい中、御出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

平素は本市行政に御理解と御協力を賜っておりますことを、この場をかりてお礼申し

上げます。 

また、皆様には市民検証会議の会長、副会長、また委員の委嘱を受けていただきまし

て、ありがたく思っております。重ねてお礼申し上げます。 

さて、明石の自治の指針を定めた明石自治基本条例が平成２２年４月に施行されて５

年が経過いたしました。 

この間、関係条例や制度等の整備に取り組んでまいったところでございます。そして、

このたび検証に当たりましては、現在実施しております制度や仕組みについて、市民の

皆さんがどのように感じていらっしゃるのか、地域の中で浸透し活用されているのか、

課題は何かなど、市ではなかなか十分に掴みきれないところにつきまして、皆様から幅

広い忌憚のない御意見をいただき、より一層その制度の質の向上に努めてまいりたいと

考えております。 

委員の皆様には来年にかけまして御検証をお願いすることになりますが、どうか活発

に議論いただき、実のある会議となりますようお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶に

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【会議次第２】委員紹介・事務局紹介 

 

【会議次第３】会議の運営方針について 

 会議の運営方針について、資料３に基づき事務局から説明。 

 

○松本委員 

会議録について、この２に、会議録に「発言者氏名等の非公開情報を除き」と記載さ

れているのは、要するに会議録は誰の発言かわからないという会議録がつくられるとい

うことになろうかと思います。 

重要な議論を行うわけです。最近の国の審議会等々も誰が発言したことをわからない

ように隠してしまうというのは、例外中の例外であり、発言者の名前を載せるのが当然

だと思っております。 

市民が自分たちに代わって議論している人として、誰がどんな発言をしているのかと

いうのを、しっかりと明らかにする責任があると思っております。会議、発言者氏名を
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除くということは、不適当だと思っておりますので、発言者名はきちんと記載したもの

にしていただきたいと思います。 

 

○加藤会長 

この点について、皆さんいかがですか。個人名が出るということに、やはり少し抵抗

感があるという方もいらっしゃるとは思うのですが、松本委員の御指摘のように、ここ

は公の場といいますか、市民公開、市民の皆さんへの公開の場でもありますので、御所

属の意見というよりは、個人の意見ということを記載させていただいたうえで、松本委

員の御提案に沿って、そのようにさせていただければと私も思うのですが、皆さんいか

がですか。 

 

○田端副会長 

発言者の名前が会議録に記載されることで、松本委員がおっしゃったように所属の団

体の意見と思われるのではないかということで、発言が控えられるという懸念はないで

しょうか。 

私のように大学関係の人間は、発言しても大学の意見とは違う、ということは公にな

っていますので、何でも発言できますが、他の方々はどのように感じられているのか気

になります。 

 

○加藤会長 

そのあたりについて、皆さん御意見はありますか。 

 

○橋本委員 

私は明石市連合自治協議会の会長として参加していますので、私が話したことは、明

石市連合自治協議会の意見ととられる可能性は十分ありますので、その点少し気がかり

です。 

 

○加藤会長 

新聞等の座談会などでは、欄外に「これは組織の意見ではなく、個人の意見である」

ということが明記されているケースが多くなっています。そのようにさせていただくと

いうことでどうでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。 

そうしましたら、発言者のお名前は出させていただきますけれども、あくまでも個人

の御発言であるということで、会議録をつくらせていただきたいと思います。 

そうしましたら、そういう方向で御修正いただくことで、お願いしたいと思います。 

 

○事務局 
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資料３を修正し、各委員の皆さんにお伝えしたいと思います。 

 

○加藤会長 

それでお願いします。 

そうしましたら、会議の運営方針につきましては、修正案が出まして、皆さんこれに

ついて御了承いただいたということにさせていただきたいと思います。 

そうしましたら、次第の４番目の「自治基本条例について」の部分の説明を事務局よ

りお願いします。 

 

【会議次第４】自治基本条例について 

 自治基本条例の内容について、説明ＤＶＤを視聴。 

 自治基本条例の検討の経緯等について、資料６に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

自治基本条例について、その外観といいますか、つくられたときの状況、山下先生の

高邁な理想に燃えたコメントも感動いたしましたが、皆さんのほうから何かこれについ

て御質問等ありますでしょうか。 

 

○松本委員 

この会議は市民検証会議で、自治基本条例の最後の３８条に基づく条例の見直し、検

証及び見直しという、条項に沿って行うということです。この条文は御覧になってわか

りますように、施行から５年を超えない期間ごとに検証して、必要な措置を行うと、し

かもその検証に当たっては市民参画の第三者の会議をつくってやるということですから、

実際には、ことしの３月で５年が経過してしまっている。 

私たちは３年前から、特に２年前からは期限が迫っているので、市長に対して度々要

望書等で検証を進めよと、取り組みなさいということを要望書等で申し入れてきました。

しかし、検証開始が今に至ったというこの理由等については、まず御説明を市のほうか

らしていただきたいと思います。 

 

○加藤会長 

自治基本条例に規定されていますので、今の松本委員の御質問について、事務局から

ご回答をお願いします。 

 

○事務局 

後ほど御説明する予定でしたが、まずは今回の検証に当たりましては、市内部での検

証をまず行った上で、市民参画のもとでの検証をお願いしようという考え方のもとで進
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めてきました。 

庁内の検証会議につきましては、昨年度、検証組織を立ち上げて検証を進めてきまし

た。庁内での検証を終えたのち、市民参画のもとでの会議をお願いしようとしていまし

たが、予定よりも庁内での検証の作業などに時間がかかったということもございまして、

昨年度内にこの市民検証会議を設置することができませんでした。このようなことから

市民検証会議での検討開始が今年度にずれ込みました。 

 

○加藤会長 

庁内での検証作業は始めたけれども、市民参画のところまで５年以内にたどり着かな

かったということです。若干期間を超えたけれども、今スタートしたという、そういう

御説明でございますね。松本委員、それでよろしいですか。 

 

○松本委員 

期間を超えてしまったことは、今さらとやかく言うつもりは全くありません。ただ、

そういう中で、５年を超えた６年目に早々とこういう作業を始められたことについては、

それはそれで私は留意していくべきだと思っております。内部で検証作業を進めていた

から、市民検証が遅れたという説明では通用しないですよね。 

自治基本条例は明石市の最高法規、憲法という表記はしてないが、それに当たるもの

だと言われているので、市民参画による実務の検証を行って、それで速やかにそれを実

施していくということを５年以内にやらなければ憲法違反ということになります。そう

いうことになりかねないので、もう少し気の効いた説明を用意されたほうがいいのでは

ないかなと思っています。 

 

○加藤会長 

自治基本条例の逐条解説には、自治の最高のところにこれはあるのだということが明

記されております。 

大変厳しい御指摘でありますけれども、改めて事務局のほうから何か一言ありますか。 

 

○事務局 

厳しい御意見として、受けさせていただきます。 

 

○加藤会長 

いずれにしても時間は元に戻せませんので、松本委員も御発言いただきましたように、

ともかく遅れたけれども今から始めるということで、この会議を運営させていただきた

いと思います。これにつきまして、皆さんよろしいでしょうか。 

そうしましたら、その次の、「自治基本条例の検証にあたって」というところに入らせ
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ていただきたいと思います。では、事務局のほうからお願いいたします。 

 

【会議次第５】自治基本条例の検証にあたって 

 検証の進め方やポイント等について、資料７に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

事務局のほうから検証に当たってのアプローチの方法といいますか、御提案をいただ

きました。これにつきましては、何か皆さんのほうから御意見、コメントでも結構です。

ございましたら、お願いしたいと思います。 

 

○松本委員 

私ばかり発言して申しわけありません。今、御説明で２５ページの上のほうの３番の

２の検証のポイント、それから自治基本条例４章の市政運営のところから検証を始めた

らどうかということについては、私はそれでいいかと思います。具体的な部分から進め

るほうがいいという話だと思いますので、それについて異論はありません。 

ただ、検証のポイントで４点書かれています。１番、２番、３番目までは、この内容

で良いと思います。しかし、４点目が、読んでいて、えっという感じがします。なぜか

というと、ここには、「市政運営の原則として定める内容が、市の基本方針、取り組みの

方向性と適合しているかどうか」と書かれています。これは市の基本方針、取り組みの

方向性と自治基本条例の市政運営の原則が合っているかどうかということを見ると、合

っていなかったら自治基本条例の内容を変えるという話にとられかねない表現になって

います。 

これは順番が逆ではないかと思います。要するに、逐条解説のところに記載されてい

たように、自治基本条例の原則に基づいて、市政の方針や運営が行われなければならな

い。そのことができているのかどうかを、この５年間振り返って検証することが大事な

のです。基本方針、市の方針、取り組みを前提として、それと自治基本条例の原則が合

致しているかどうかを検証したら、合致していなかったら原則を変えるという話になる。 

そのような検証をするのは、私は本末転倒だと思います。これは明らかに逆で、市政、

市の基本方針、取り組みの方向性が、市政運営の原則として定める内容に適合している

かどうか、というのが、本来の趣旨だと思っております。 

この市民検証会議の公募委員の募集を公表された７月の時点で、私個人というよりも、

政策の提言をする市民の団体の中で随分と議論をして、検証のポイントは一番大事なの

はここではないかと、そのとおりやっているのかと、やっていないことが多いでしょう

ということを我々具体的にこれまで指摘してきました。 

始まったばかりの自治基本条例の中身を見直すよりも、まずそのとおりやっているか

どうか、その上で、やっぱりやることが無理なら、条例の改正へという話にもっていっ
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てもいい、という検証のスタンスでなければ話が逆にならないかという懸念を持った意

見書を市長にも提出をしております。 

ということで、ぜひここの行に関しては、修正をお願いしたいと思っています。 

 

○加藤会長 

市の基本方針、取り組みの方向性というのがまずあり、それと、この条例がしっかり

と適合しているのか、市の基本方針というのはベースになるものなので、これを変更す

る話ではないと、いうことでしょうか。 

 

○松本委員 

いや、変える話ではないというのは条例のほうであって、市の方針は市長が変わった

ら変わるのですよ。 

市長や部長が交代することでコロコロ変えられると困るという事です。市政運営の基

本原則を定めたのが自治基本条例ですから、この条例が施行されてから丸５年間取り組

んできた方針とか取り組みの実態が条例に合致しているかということを検証することが

重要と考えます。 

 

○加藤会長 

わかりました。最高の位置づけにあるこの自治基本条例を、そう変えてはいけないと

いうのは山下さんも御発言といいますか、強く御指摘のところでもあります。 

この文章の表現として、やはり主語がちょっと違うだろうということですね。 

今の松本委員の御指摘も踏まえてというか、それに加えて、皆さんのほうから何かこ

の検証会議のアプローチについて、何か御意見ありますか。松本委員の御指摘は後ほど

またしっかりと、これをどうするのかについて議論したいと思いますが、他にあります

か。 

 

○田端副会長 

先ほどの松本委員の意見とはまた別の観点からなのですが、ここの一つのポイントと

して、私が思っているのはこの社会情勢の問題はやはり結構大事かなと思っています。

わずか５年といえども、しかしこの５年で大きな変化が実はございまして、やはりリー

マンショック以降というのは、政府の役割というのは、位置づけが変わってきていると

いうのは大きいかなと思っております。 

先ほどのＤＶＤの説明でも、自己責任という言葉がありましたけれども、今余り自己

責任という言葉を言わなくなってきました。それはやはりあの当時の自己責任論が余り

にも行き過ぎたところがなきにしもあらずだということです。もちろん、山下先生や根

本先生なども、そういういわゆる欧米の株式資本主義的な自己責任という意味で言葉を
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使ってはいないとはもちろん思っています 

条例の内容を軽々に変更するものではないというご意見もありますが、実際の市政運

営にどのように社会情勢が影響しているのか気になるところであります。 

検証の進め方で、第４章から始めてはどうかということでしたが、実は私「協働のま

ちづくり推進条例」にも関わりがありましたが、条例の検討にかなりの時間を要してし

まいました。これからようやく議会上程するとの事ですので、この協働のまちづくりに

関する規定については後回しにするのがいいと思います。先にまず、最も市行政がかか

わり、かつ市民に影響力が大きい、財政ですとか、あるいは行政改革などというところ

について、先ほど言った社会情勢等の変化の中でどういう影響があるのかというところ

をまず検証していく進め方がわかりやすいかなと思いました。 

 

○加藤会長 

そういう点では社会情勢も変わっていますが、明石の現状というのも随分大きく変わ

っているでしょうから、そのあたりやはり皆さんこれからいろいろと御意見いただきた

いところではあります。 

 

○小島委員 

よくわからないところもありますが、第３章というのは我々が市民として実際にやっ

てきたことと非常に関連があると思います。ですから、第３章はよくわかるのですが、

第４章につきましては、比較的わかりにくいところがありますので、そこから進めてい

ただいて、第３章に入るという進め方が、私にとってはいいかな思います。 

 

○加藤会長 

ありがとうございます。他にいかがですか。小田委員、何かありますか。 

 

○小田委員 

小島委員がおっしゃられるとおりで、第４章から進めるのがいいと思います。 

 

○加藤会長 

第４章から始まるのがいいだろうというご意見です。橋本委員、どうですか。 

 

○橋本委員 

私も小島委員と同じような意見でございます。私も第３の部分については、特にまち

づくりに携わっていますので。 

 

○加藤会長 
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わかりました。事務局からの御提案の第４章からでいいのではないかというご意見で

す。山本委員、いかがですか。 

 

○山本委員 

第３章の内容は私たちには密着はしていますが、いろいろな問題点もあるので、非常

に検証に時間がかかると思います。議論の仕方もありますが、第４章のほうが皆さんで

わからないなりに話しながら、進めていきやすいかなと思います。 

 

○加藤会長 

大きな検証の方向について、事務局からの御提案を、皆さん御賛同いただいたのです

が、松本委員から冒頭に御指摘にあった、主語が逆転しているのではないかという御指

摘についてはいかがですか。 

 

○田端副会長 

まず、事務局の意図の確認をされてはいかがでしょうか。 

 

○加藤会長 

そうします。事務局お願いします。 

 

○事務局 

例えば２２ページをごらんいただきましたら、第４章の市政運営に関する記載がござ

います。この第３５条に法令遵守及び公益通報、第３６条に危機管理という項目がござ

いまして、明石市は早くからこれらに取り組んだということで、５年前の自治基本条例

ができるときに既にこういった内容も市政運営の基本原則として盛り込んでいます。 

しかしながら、自治体によりましては、自治基本条例が制定された後に、こういった

法令遵守でありますとか、危機管理について、市で定めたということで、自治基本条例

制定後に自治基本条例を改正した例もあります。 

意図するところですが、市の基本方針や取り組みの方向性の中で、自治基本条例に新

たに定める内容がないかといった観点での検証をというものです。 

表現としてはあまり良くないのかとも思いますが、自治基本条例の市政運営に定める

内容がそう軽々に見直されるべきではないということは事務局としても同じように思う

ところです。 

ただ内容についての実際の市の方向性でありますとか、そのようなものとの整合性を

確認するというのも意見書の中に含まれるのかなというふうにも思っておりますので、

このような表現になったということでございます。 

 



 10

○加藤会長 

松本委員、今の事務局の説明についていかがですか。 

 

○松本委員 

わかりづらい説明ですが、逐条解説の５６ページに第６章「条例の検証及び見直し」

があって、第３８条では、「条例の内容が本市にふさわしく社会情勢に適合しているかど

うか検証し、その結果を踏まえ、条例に基づく制度の見直しが妥当である、適当である

と判断したときは必要な措置を講ずるという」と書かれています。 

簡潔に言えばここの部分をそのまま書いているのです。しかし、ここの部分だけだと、

社会情勢、やはり世の中の軸が大きく動いてきているので、自治の現状から見たら、条

例は相応しくないのではないか、条例を変更して良いのではないかというところにウエ

イトが置かれてしまう。でも、これはやはり私は逆であると思う。 

もちろんそのような意見が出てきたら議論すればよいが、自治のあり方の原則から市

政運営の原則まで、あれだけ明確に規定しており、本当にこの５年間しっかりと、その

とおり取り組んできたかということの検証が大事であると思っている。そのことは、実

はこの第３８条の文面からは出てこないが、下の逐条解説の中には、明確に記されてい

ます。 

本条例の内容が、市民、議会、市長と職員に正しく理解され、生かされているかどう

かということです。そして、関係する条例が整備されているか。 

我々の検証では、この条例に対応するために条例改正したものはこの 5 年間で１件も

ないと理解しています。そこで、市の条例や政策が本条例の内容に沿ったものになって

いるのかなどの進行管理、まさにＰＤＣＡの作業を行うということだと思います。 

例えば、振り返って１５年前の地方分権制度に移行した際、５００の法律を変えなけ

ればいけなかった。自治体についても膨大な数の条例を改正した。基本的な原則の変更

があれば、個別の条例、規則に対して修正をしないといけない。５年前に自治基本条例

が施行されて、そのような修正を慌ただしくされたということを私はお聞きしておりま

せん。 

そうではない、こういうことをやった、ということがあれば、また後日その内容を提

出いただければよいのですが、やはりこのような取り組みを行っていないのではないか

という事を、ずっとこの５年間、非常に我々は気にしてきので、ぜひ、検証のポイント

の 4 点目は修正していただきたい。５年目の検証では、こういうところが一番大事では

ないかと理解しています。 

 

○加藤会長 

今の検証のポイントのところ、第４番目のところで、松本委員から御意見頂きました。

表現としては、主語を入れかえるということでいけるということですね。 
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○田端副会長 

ご意見にあったように制定されてから過去５年間をどう見るかという部分においては、

おっしゃったような検証が要るでしょう。その次、今後５年間をどう考えるか、それは

私が先ほど言った社会情勢とか、会長がおっしゃられた明石市の情勢などを考慮し、こ

れからもこの条例内容で対応できるかどうかといった議論をしていくと良いのではない

か。何か一つまずけじめをつけるという意味で、多分、松本委員がおっしゃった検証は

あると思います。それはまずきちっと押さえた上で、その次を考えていくというのであ

れば、おっしゃったとおりかなとは思います。 

 

○加藤会長 

さまざまな変化が押し寄せている中で、こういう条例化したものをどのように評価す

るかはなかなか難しいところではありますが、やはり一つは根幹の部分として、最高規

範として捉えるといわれる条例なので、そういう意味では、松本委員がおっしゃった、

まず、そこのところをきちっと再認識しましょうということだと思います。 

二つ目に、しかしながら、凄く早い変化の中で明石市が今置かれている状況にどう合

わせていくのか、このあたりの議論もなかなか難しいかも知れませんが進めないといけ

ないと思います。 

そういう視点で、皆さんと一緒に議論して、意見交換していくということで、よろし

いですか。 

そうしましたら、事務局で、今、御同意いただきましたので、ここの第４番目のとこ

ろについては表現を、今の議論を踏まえて、少し修正していただくということでお願い

したいと思います。 

そうしましたら、検証の日程ですが、来年の１月頃という御提案でしょうか。 

 

○事務局 

１月の中旬か下旬ぐらいでお願いしたいと思います。 

 

○加藤会長 

いかがでしょうか、皆さん。これから資料等、事務局のほうで準備していただくのに、

慎重にやりたいということで、来年の１月ごろという、第２回目の会議日程の御提案で

す。 

皆さんよろしければ、事務局の御提案どおり１月の中旬ぐらいということで、日程調

整をしていただくということになろうかと思いますが、よろしいですか。 

ありがとうございます。そうしましたら、日程のほうはそのように調整をお願いいた

します。 
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○事務局 

日程調整は、最後の資料９のところで調整させてください。 

 

○加藤会長 

わかりました。 

そうしましたら、次に、「庁内検証結果について」に入らせていただきたいと思います。

では、よろしくお願いします。 

 

 

【会議次第６】自治基本条例の検証にあたって 

 庁内での検証結果の概要について、資料８に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

庁内の検証結果の一事例といいますか、我々がこれから議論しようとしている第４章

の総合計画を事例に検証結果の一部を御紹介いただきました。 

総合計画について、皆さん中にもかかわられた方がいらっしゃると思いますが、実は

私と田端副会長は総合計画をお手伝いしてきた張本人です。２人でこれを語り始めると

いろいろな話が出てくると思いますが、皆さんのほうからいかがですか。このような形

で庁内検証をされているということで、御紹介をいただきました。 

この庁内の検証はもうでき上がったのですよね。 

 

○事務局 

詳細の検証結果はこれからの会議時にまた改めて詳しい資料をお出しして、所管課か

らの説明をした上で、皆様からの御意見をいただきたいと思っております。 

 

○田端副会長 

高校は５年に１回ですが、大学の第三者評価というのは７年に１回実施するものです。 

そのやり方としては、まず自分で評価する、自己評価をまずやる。ですからこれは庁

内検証ですから、まさに自己評価ですね。それを第三者、大学の場合は大学評価機構と

いう機構があって、そこで評価していただく。 

この場合はこの市民検証会議で評価をするということになる。評価検証することにな

りますが、そのときにやはり、エビデンスを出せ、ということを言われます。 

ですから、評価の文章はこの資料だと思いますが、では、これの元になるデータ等は

何かあるのかというところを御開示いただけるのかということになると思います。 

例えば、先ほど言った大学の評価機構であれば、エビデンスも合わせて出していただ
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いて、評価の日に関係各位に来ていただいて、確認をするというパターンとなります。 

先ほど言ったその資料を揃えるのはまた時間がかかるかもしれませんが、例えば統計

情報のような、何らかの根拠になるような資料も、１月までの間にある程度出していた

だいた上で、これについてはもっと詳しくする、このエビデンスでこれが言えるのかと

いうようなことを、議論するというのが、先ほど松本委員がおっしゃったように、５年

間どうだったのかということを見るためには、やはりそれが必要だろうと思います。 

その上で、先ほど私が言いました、じゃあ社会情勢に合わせて、これが今後どう変わ

っていくのかについても、それぞれ我々も社会情勢について、こういうふうな意見を持

っていますので、議論もできると思います。 

少なくとも松本委員がおっしゃったところを考える上においても、やはり過去につい

て何らかの資料のようなものは御用意いただければありがたいなとは思います。 

 

○加藤会長 

恐らく事務局が第２回目までに少し時間が必要だとおっしゃっているのは、今、田端

副会長が御指摘のようなところも踏まえて、御準備いただけるのだろうということでは

ないかと考えています。具体的にこのような資料、データが必要だということがあれば、

ぜひとも今、思いつきでも結構ですし、後ほどでも結構ですので、事務局のほうにお伝

えいただければというふうに思います。 

小田委員、いかがですか。何かご意見はありますか。 

 

○小田委員 

皆さんのお話されていることについて、私にとっては少し難しい言葉が多すぎます。 

私は一市民の代表として参加しています。お話しの中のお言葉とか、条例の内容とか、

そういうところを、私にもわかることが、市民に伝わる表現と言えるのではないでしょ

うか。 

本当に日本語は難しいなということを、先ほど松本委員の御指摘の内容のところでも、

感じてしまいました。 

このような私にでもわかるように、会議の進行や資料をお願いできればと思います。 

 

○加藤会長 

どうしても文章化すると、理解しにくい部分が出てくると思いますが、そのあたりは

率直に、ここはもっとわかりやすくするように、というふうに御指摘いただければ、事

務局がしっかりと対応してくれると思います。 

行政の表現の仕方というのは、独特のものがあるというわけでもないのですが、わか

りにくいところがありますので、そのあたりはもう率直に御指摘いただけたらと思いま

す。 
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私と田端副会長は総合計画のお手伝いしていたので、何となく書いていることが理解

できまして、事務局が資料等準備いただくときには、今の小田委員の御指摘を踏まえて、

市民の方にわからないと何の意味もありませんから、そのように作成をお願いしたいと

思います。 

 

○事務局 

特にこの市政運営のところは、行政内部の話が多く、今回の資料につきましては、そ

の関係課からそれぞれ出された意見を集約したような格好になっておりますので、余計

にわかりづらいかも知れません。ですから、できるだけそれぞれの項目、制度について

の説明資料につきましては、わかりやすいような資料で、皆さんに御意見をいただける

ような、そういった形での工夫をしなければいけないと思っております。 

 

○加藤会長 

特に今日は第１回目ですので、中身についてどうこうというところまでは、入れませ

んので、今の小田委員のように、もっとわかりやすくとか、市民の皆さんにもちゃんと

理解をいただけるようにというような御指摘は大変重要ですので、そのような御意見を

いただければと思います。 

 

○橋本委員 

自治基本条例の前文に「ゆほびか」という言葉が出てきます。豊かな土地という語源

らしいですね。これは、あまり明石では聞きなれない言葉です。これは古い言葉ですが、

どこからこれが出てきたのかと思っていました。市民には余り馴染まない言葉です。 

 

○事務局 

この前文についても、当時の条例検討委員会の委員さんにいろいろ御検討いただきま

した。皆様悩まれて、いろいろな案をそれぞれ委員の方からご提案いただきました。 

注釈がありますけれども、「ゆほびか」とは、ゆったり豊かな様をあらわす日本の古語

で、源氏物語にも登場していますというようなことで、委員の中からこういった言葉に

ついて、明石ならではのこういう言葉を前文の中に用いたらどうかというような御提案

があって、最終的にそれを前文の中に盛り込んだという経緯だったと思います。 

 

○加藤会長 

注釈が無ければ、ほとんどの人はわかりませんよね。 

 

○橋本委員 

私もこの言葉、長く明石にいますが初めてです。「あかいし」という言葉は使うことは
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あります。魚住のほうでは、「なすみの」という言葉もあります。魚住中学校の校歌に「な

すみの里」という校歌があって、それは昔から魚住のほうでずっと使われています。 

 

○加藤会長 

このあたりは条例検討委員の方で決められたとのことですが、経緯を覚えていらっし

ゃる方はいますか。 

 

○山本委員 

私も当時の検討委員会で初めて聞いた言葉です。学者の方が言われまして、注釈の内

容を教えて貰って、いい意味合いがあるのだなということで、皆さんそれでいいんじゃ

ないかということで決まったと思います。 

 

○小島委員 

響きが、「ゆほびか」というのはいいなというように感じます。その内容は、その当時

に説明いただきまして、そういうことなのかと思いました。 

 

○加藤会長 

何となく格調高い表現だと思います。 

 

○松本委員 

よろしいですか。 

市の内部でやった自己評価ですが、今日のこの部分は一つの事例として総合計画と財

政のところをこういう形でやってきましたという御報告がありました。多分これは圧縮

された内容で、この裏側にはそれぞれのもっと具体的な検証結果があるのだろうと、膨

大な資料があるのだろうと思っています。 

その中にあるかどうかわからないのですが、ちょっと私が感じている、感じたことを

この二つの点で申し上げます。 

財政の話のほうがわかりやすいのですが、財政の話はこの一番左端の条例で３つの項

目が書いてありますよね。１と２のところというのは、はっきり言えば当たり前の話な

のです。３のところが、当たり前のようですが、これがなかなか大変だろうなと思いま

す。どうやって財政の情報を市民にわかりやすく理解してもらうように公表していくか、

実はこれができていないから、これまでいろいろなあつれきが起きているのでしょう。 

自治基本条例ができて以降、５年余りで、実は明石市の財政は大変厳しい状況にあっ

て、そして、四十何項目かの事業についての仕分けのようなアンケートを実施するなど、

市民の間でも大きな反論が出たりしていました。そして、財政再建計画をつくって、昨

年、市内何カ所かで、計画の説明をしていった。それについても、物凄く多くの市民か
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ら御意見が出ているのです。 

実は、今財政がピンチだから、一生懸命その地域に出て行って説明していますが、１

回限りでやっても、そのようなもので納得できるものではないのです。 

自治基本条例で書かれていることは、財政が厳しいから、それを市民に理解してもら

うためにわかりやすい説明しないといけないということではないのですよね。日常的に

明石市の財政を市民にわかりやすく理解してもらって、市民からそれに対していろんな

提言や意見が出てきて、市と一緒に話し合いをできるというような、そういう仕組みに

していく、いかねばならないということを、謳ってあると私は理解しています。 

しかしながら、ここに書かれてある一番右端のところでは、また市民への財政情報の

公開、市民参画による総合計画や事業評価等を踏まえた財政運営は、参画と協働のまち

づくりに資するものであり、当然ですが、自治基本条例の趣旨に合致したものであると、

適合したものであるとしています。市民への財政情報の公開とか市民参画による総合計

画や事業評価等を踏まえた財政運営は、それは、自治基本条例に適合したものであると、

それは当然そうなのですよ。そう書いてあるのですから。 

だけど、どのように今この３項目について市民にわかりやすく財政情報を公表し、市

民の理解を得て、財政運営を説明していく、市民の参画と協働で行政運営をしていける

ようになっているのか、あるいはなっていないのかという検証が大事なのですが、今日、

説明された中にはそれは一言も出てこない。 

やはりそこのところがポイントですよという、先ほど主語が違うと言ったのはまさに

そこなのです。 

この辺は、自己評価の場合には余りしたくない話であるかわかりませんが、やはりそ

こをまず自己評価として出してこないといけない。そこが抜けた内部検証は意味がない

と私は思っています。 

もう一つ、ほかにも財政の問題がいっぱいあるのですが、例えば、私たちは、４年前

の選挙のときにも、今年の春の市長選挙のときにも、市民マニフェストという、市民が

つくった市民の政策というのをまとめて発表して、市長や候補者と公開討論会をしまし

た。 

その中には、このマニフェストは基本的にはこの自治基本条例を基づいた、こういう

運営をしていかなければいけないのではないか、財政運営の問題でも幾つか具体的な提

案を出しています。だけどそれはまだ歯牙にもかけられてないという状態です。 

だから、例えば財政再建計画を説明したときには、本当にびっくりするほど、市民っ

てこれだけ考えているのか、ということがわかるほど意見出ているのですよ。そこのと

ころと、市の対応がうまくマッチしていない。市民の提案とか意見をきちんとした政策

提案として受けとめて、それを実施に移していく、あるいは更には市民と意見交換して

いくというスタンスがまだ無いのではないかと思います。 

総合計画につきましては、従来のその各分野詳細にわたった総合計画ではなくて、簡
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明な形で作成し、詳細は各福祉とか、教育とか、それぞれの中長期の計画の中に委ねる

というふうにしてあります。 

問題は、あの総合計画ができて、並行していろんな計画がつくられたのですが、市民

の立場から見ると、全然マッチしていない。総合計画に書いてあることと、個別計画が

本当にマッチしているのかというところ、総合計画はできたけども、その個別計画との

マッチング、あるいは修正をかけていくような手順手続がどう行われたのか、私は全く

知りません。そういうことをやっていかないといけないと思います。 

多分、昔のつくり方の総合計画、それが良いとは言いませんが、あの計画だったら、

なるほど１０年間でこんなことやるのだなと、そのうち前期計画、５年間ではこういう

ことやるのだなと、一種の公約みたいな形で出しているのです。だけど、今の総合計画

では何にもそれがわからない。本当に言葉が並べてあるだけで、具体的に何をするので

すかという、検証の対象にならないという感じを受けています。 

それなら、本当に総合計画として、市民に対してこうしていきますよという計画とし

ての市政の具体的な基本的な方針としての計画になるのだろうかという疑問も感じてい

るのですが、そういうようなところがもう少し検証されなければならないのではないか

なと思います。総合計画を策定したのが平成２２年で、もう５年経ちます。だから、そ

ちらも見直しをしないといけないし、そういうのをどのように進めていくのかと。少な

くともその手順ぐらいのことをやっぱりここできちんと検証結果として明らかにされる

必要があるのではないかというように感じました。 

 

○加藤会長 

今の松本委員の話はもう議論の中にかなり入り込みはじめています。前段の財政のと

ころで言うと、やはり市民の皆さんとの情報共有がなされていないのではないか、これ

はその条例の大変重要なポイントの一つでして、このあたりも田端副会長がおっしゃっ

たエビデンスといいますか、具体的にどうだったのかというようなことも、あるいは市

としてどういう視点をお持ちなのかというあたりは、できましたらデータも踏まえて、

次回出していただきたいです。 

総合計画に関しては、なかなか難しいところで、かつての総合計画のあり方はもうや

めようというところから、実はビジョンになっているところがあります。ビジョンにな

るともう検証できないのですよ、実際。松本委員がおっしゃるように。じゃあ、何の意

味があるのかというところになってくると、それは総合計画論になってしまいます。 

議論の中と言いますか、一歩踏み込んでいるところもあるのですが、皆さんいかがで

すか。 

 

○山本委員 

先ほど、小田委員がおっしゃったのと同じで、特に市政運営となると、私たちには難
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しいところがたくさんありますし、答えようがないところがあります。その制度に適合

しているかと言われてもわからない。 

もっと資料をわかりやすくしてもらって、長期総合計画の中で、わかりやすく私たち

にも把握できるようにしてもらえると、発言できると思いますのでお願いします。 

 

○加藤会長 

特に財政のことについていうと、かなり特殊な言葉といいますか、普通の人が普通に

使っている言葉じゃない言葉でお金の動きが出てきますので、そのあたりもなかなか難

しいところですが、ぜひとも事務局のほうにもお願いしたいと思います。 

 

○田端副会長 

先ほどエビデンスと言いましたが、証明とか証拠という意味ですが、そういったいわ

ゆるバックボーンになるような資料を必ず揃えてほしいということで、お願いをしたい

と思います。 

それと委員と事務局とのフィードバックが、２カ月ぐらいあきますから、その間何も

無いのではなく、何か常にフィードバックができるような、松本委員が意見書を出され

たりされていますが、我々余りそういう手段を持っていないので、できるだけフィード

バックができるような仕組みを考えていただいて、機動的にこの検証会議が動いていけ

ばと思っています。 

 

○加藤会長 

そうしましたら、次第７、「今後のスケジュールについて」事務局のほうからお願いい

たします。 

 

 

【会議次第７】今後のスケジュールについて 

 資料７に基づき第２回の市民検証会議日程を決定。 

 第２回市民検証会議の日時：平成２８年１月２２日（金曜日）午後３時半からで

決定。 

 

○松本委員 

先ほど田端副会長から言われたとおりですが、次回の会議まで期間があきます。私は

今日、全部説明があって、じっくりと考えてという話かと思っておりましたが、今日は

事例の紹介だけで終わるという形でした。バックデータといった裏づけということで、

どんなことをやってきたのかという資料がなければ、今日の資料を読むというだけでは、

甘いという話しか言いようがありません。こんなことをまた３カ月後にやっていたので
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は、会議に来年１年ぐらいかかるのではないかと思います。もう少し要領よく進める方

法を考えていただいたほうがいいかなと思うのですよ。 

だから、確かにここに書いている程度は、読めばそれなりにはわかる。だけど、そこ

へもう少しそれを裏づけていく、補足していく、あるいはこんな問題も考えたいのだと

いうバックデータを、やっぱり速やかに出していただいて、送っていただくということ

をしていただかないと、３カ月寝て暮らすことになりかねないと思います。 

 

○加藤会長 

これから準備されるということで、事務局も大変だと思うのですが、こういう会議で

すから、随時まとめていただいたものを、我々のほうに送っていただいて、我々も拝見

しながら、次の会議に備えるといいますか、そのようなことができるといいと思います。 

 

○事務局 

承知いたしました。 

 

○加藤会長 

ありがとうございます。そうしましたら、事務局にお返しします。 

 

○事務局 

それでは、これをもちまして、第１回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたし

ます。長時間にわたる御議論ありがとうございました。 


