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第２回 明石市自治基本条例市民検証会議 会議録 

 

日時 平成２８年１月２２日（金曜日）午後３時３０分から午後５時３０分まで 

場所 明石市役所 議会棟 第３委員会室 

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 

１ 市民検証会議の進め方について 

２ 要望、苦情等への対応（広聴制度）について 

３ 行政オンブズマンについて 

４ 危機管理について 

５ 今後のスケジュールについて 

配布資料 

資料１  第１回明石市自治基本条例市民検証会議での 

意見を踏まえた会議の進め方（案）

資料２  検証スケジュール（案） 

資料３  自治基本条例に定める制度（仕組み）についての 

庁内検証の基礎資料（確認・検証シート）

資料４  広聴制度について 

資料５  行政オンブズマン制度について 

資料６  危機管理制度について 

資料７  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 

※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】市民検証会議の進め方について 

 市民検証会議の進め方について、資料１に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

前回の会議で、進め方についての御意見が多かったかと思いますが、その結果をこう

いう形でまとめていただきました。これにつきまして、何かご意見はありますか。 

では、ご意見は無いようですので、この進め方に沿って、これからの会議を進めてい

きます。よろしくお願いいたします。 

 

【会議次第２】要望、苦情等への対応（広聴制度）について 

 要望、苦情等への対応（広聴制度）について、資料４に基づき市民相談室が説明。 

 

○加藤会長 

委員の中で、広聴制度を使われた方はいますか。 

 

○橋本委員 

例えば清水校区で施設見学会に行った人を知らないのですが、このあたりはどこで周

知しているのでしょうか。 

 

○市民相談室 

清水校区の自治会が見学会を何回か利用されています。 

 

○橋本委員 

見学会は月１回くらいのペースでやっているのですか。 

 

○市民相談室 

５月と６月と１０月と１１月の４か月間実施しています。春と秋に実施しています。 

 

○橋本委員 

市内の施設ばかりですか。市外はないのですか。 

 

○市民相談室 

市内の広聴制度の一環として行っておりますので、市の施設で行っております。 

 

○橋本委員 
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一度行ったところ、ここなら行ってくれそうなところにしか声を掛けていないという

ことはないですか。 

 

○市民相談室 

公募しています。個別の団体に声掛けをするのではなく、広報あかしやホームページ

で募集しています。ただ、結果として同じ団体の利用に留まっており、新たな団体の利

用はなかなかないのが課題となっています。 

 

○山本委員 

私の所属する自治会等で１０年ほど前に２～３回利用しました。広報あかしに案内が

載っていますが、年４回開催されていることは知りませんでした。 

見学先に新しい施設がないということもあるかと思いますが少しニーズが減ってい

ますね。ただ、そうではありますが、もう少し回数を増やすことは出来ないのでしょう

か。 

 

○市民相談室 

高齢者の方の参加が多い傾向にあり、夏や冬といった気候が厳しい時期は避けるよう

にしています。その結果として、５月、６月で８回、秋が１０月、１１月で８回実施し

ています。 

春も秋も８～９団体が利用しています。要望があるなら、回数を増やすことは検討可

能と考えています。 

 

○山本委員 

私は普段、総合福祉センターに居ますが、 近見学の団体が多いと感じています。 

 

○市民相談室 

平成２７年の１０月から総合福祉センターを見学先に加えました。相談窓口や、ボラ

ンティア室なども案内しています。 

 

○山本委員 

大いに見て頂きたいと思っています。 

 

○橋本委員 

２０人乗り程度のバスでいくのですか。 

 

○市民相談室 
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そうです。 

 

○加藤会長 

多くの方が参加されるみたいですが、見学後の満足度調査は実施していますか。 

 

○市民相談室 

アンケートをとっており、色々な意見を貰っています。 

とても良かったであるとか、こういう点を改善したほうが良いとか様々なご意見があ

りますが、そういう点につきましては、その施設に伝えるようにしております。 

 

○加藤会長 

そのようなＰＤＣＡサイクルのようなものを行っているのですね。 

 

○市民相談室 

施設広聴ということで、施設の周知という以外に、要望を貰って施設をより良くして

いくことを目的としていますので、施設に要望をしっかりとフィードバックして改善し

て貰っています。 

 

○小島委員 

随分前の話になりますが、私は平成１５年に自治会長になりました。その後、まちづ

くりをするのであれば、まちを調べないといけないと考えて、歩いて調べる事をしまし

た。そのまち歩きには述べ１，０００人が参加しました。小学生も参加していました。 

その際の市の対応ですが、その当時と現在では大きく異なります。とりまとめた問題箇

所は１００箇所あり、それをコミュニティ推進課（現 市民協働推進室）に提出しまし

たが、当時はそのような内容の受け付けはないという事で突っぱねられました。 

しかしながら、 近はそのような内容を持って行くと、すぐに対応してくれます。例

えば現地に必ず見に行ってくれるなど、対応も非常に丁寧です。 

当初のころは、現地も見ないで、対応できないと言われていた。しかし、今は、現地

に行って、写真を撮って、必要に応じて図面を見る。特に目に見えない道路の下や崖の

状況など、色々な状況を話してくれて、出来る出来ないをはっきりと言ってくれます。

出来る場合でも、至急、短期、長期といった形で、非常に懇切丁寧に説明してくれます。 

特に、道路管理課、緑化公園課への問い合わせが多いのですが、非常に親切に対応し

てくれるので、自分たちもやりがいを感じています。 

平成１５年以降、まちを歩こう運動などをする場合は、各自治会で帳面を作成して貰

って、それらを取りまとめて市にお願いしていくという事を行っています。そうするこ

とで、まちに対する関心が高まります。 
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我々の校区では階段の手すりや道路のでこぼこなど、１００箇所以上の問題を解決し

ています。このあたりを地域で担うようになったことで、まちづくりはかなり進んだと

考えています。 

 

○加藤会長 

やはり地域の方が一番地域のことを知っており、地域の皆さんが市に色々な問題箇所

の修正を提案するようになり、市もそれに即答するようになってきたということですね。 

 

○小島委員 

実際に問題箇所が修正されると、まちに対する関心度が全然違ってきます。自分たち

のまちだから、自分たちで良くしていこうという意識が生まれてきて、まちが本物にな

ってきます。 

 

○田端副会長 

市の対応は突然変わったのでしょうか。それとも徐々に変わったのでしょうか。自治

基本条例が出来たのは平成２２年ですが、その前後で変化したということはあるのでし

ょうか。 

 

○小島委員 

市の対応は徐々に変わっていったと感じています。 

 

○小田委員 

いくつか質問があります。先ほどの施設見学の件ですが、１日に２か所という話をさ

れていたかと思いますが、明石市は公的施設も少ないので、例えば明石市にある民間施

設とコラボして民間施設も合わせて見学することはできないでしょうか。 

先ほど、施設見学への参加は高齢者の方が中心という話があり、このような企画があ

るのなら、子ども達にも地域の施設を見せられたらと思い、民間企業とのコラボという

お話をしました。 

それから、市民便利帳の話がありましたが、市民として活用できていません。理由は、

ネット検索のほうが便利で、紙の資料をめくるのは不便と感じるからです。ただ、高齢

者の方は、ネット検索が難しいので、このような紙のものも必要だとは思っています。 

この市民便利帳はどのように配布しているのですか。全戸配布と言われていましたが、

ポスティングするのでしょうか。それとも自治会に加入している方だけに配布されてい

るのでしょうか。また、どの程度の頻度で更新しているのでしょうか。駅前再開発の関

係で、窓口の移動があるので、そのタイミングで更新されるのでしょうか。恐らく、こ

れを一冊作るのにかなりの費用が発生すると思うのですが、費用や更新年数がどれくら
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いなのかが気になりました。 

ゴーゴーコールの件ですが、受付件数は１，０００件以上あるのに、登録件数が１０

０件に減少している件数はなぜなのでしょうか。 

 

○市民相談室 

まず、施設見学会に民間施設を加えることについてですが、例えば、ライオンやアサ

ヒ飲料は一般の方の見学を受け入れており、このような施設を見学会に含める事も一つ

の方法かと思います。ただ、市の広聴制度の一つとして実施しているものなので、市の

施設に限定していたというところです。ご意見のとおり、柔軟に考えないといけない部

分もあると思いますので、今後、ご意見のような案も検討していきたいと思います。 

市民便利帳についてですが、これは費用がかかっていません。内容は市民相談室の広

聴係で作成するので、その部分の人件費はかかっていますが、紙代、印刷代、配布代は

かかっていません。民間企業と協働した事業で、市内の民間事業者の広告により費用を

得て作成していますので、このあたりの経費がかかっていません。 

配布についても、提携した民間企業が全世帯にポスティングしています。また、新た

に転入される方には、転入手続の際に、市役所や市民センターで配布しています。 

また、何冊か欲しいという方には、市役所や市民センター、サービスコーナーに設置

しており、お持ち帰りいただく形で対応しています。 

更新頻度ですが、平成２４年度に作成し、平成２６年度に更新しました。次は平成２

８年度の予定で、２年おきに更新できるのではないかと考えています。 

ゴーゴーコールの件ですが、１，２００件程度の問合せ件数がありますが、これは、

電話、来庁、インターネット、メールにより、市民相談室が受け付けた件数となります。

内容には、要望や提案、苦情、問合せがありますが、大半は問合せになっています。問

合せ以外で書面で回答する必要がある要望などが１６０件となっています。 

 

○加藤会長 

ゴーゴーコールの受け付けは専門家を雇っているのですか。 

 

○市民相談室 

市に長く在籍したＯＢ職員が広聴係の一角で電話対応しています。 

 

○田端副会長 

小島委員が話された内容について、担当課が迅速に対応しているので、その点は良い

事であると感じましたが、市民相談室の資料に気になる点がありました。明石市法令遵

守の推進等に関する条例に「要望、提案等の内容が単に事実、手続き等に関する問い合

わせ、苦情、意見等に過ぎないことが明白であると認める場合」は記録の例外とするこ
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とが規定されているとの事ですが、何を例外にし、何を採用しているのか、この判断が

難しいということも資料に書かれていますが、誰がそれを判断し、記録しているのでし

ょうか。 

 

○市民相談室 

非常に悩ましい部分です。苦情も要望や提案の裏返しの部分があります。 

自治基本条例では、要望、苦情等という表現でそれらに対応しなさいということが規

定されています。明石市法令遵守の推進等に関する条例では、単なる苦情は記録の例外

として良いというようなことが記載されていまして、その考え方が難しいのですが、苦

情も要望や提案の裏返しでもありますので、出来るだけそのようなものも拾って、デー

タベースに登録している状況です。 

明白に記録する必要がない苦情もありますので、そのようなものは登録しないのです

が、職員個人で判断できるものではないので、課内で相談しながら判断しています。 

 

○田端副会長 

データベース登録ですが、一旦、全ての内容を登録し、市民相談室が記録するかどう

かを判断するような仕組みになっているのですか。 

 

○市民相談室 

過去にどのような内容のものを記録しているかはデータベースを見ればわかるので、

それに沿った内容を蓄積していくことになります。 

ただ、例えば障害に関する苦情とかであれば、内容を記録しにくいケースもあるため、

データベース登録はしないこともありますが、登録するしないに関わらず、誠実な対応

を心掛けています。そのような面では自治基本条例に規定する「誠実な対応」は出来て

いると思っています。 

登録に関して、登録出来ないケースを除いて、全件登録出来ているのか、というとこ

ろについては、難しいところです。ただ、職員研修等を通じて周知を図るなど、適切に

登録するように働きかけています。 

 

○小島委員 

いま話している内容は非常に大事なことだと思います。自分が要望した内容が、取り

上げられて、達成されるという成功例が出来ていけば、それが快感となり、市に対する

関心が高まっていく。そのような回数が増えると、まちは良くなっていくでしょう。 

先ほどもお話ししましたが、市の対応は非常によくなっています。そのような良くな

った対応を大事に育てていただき、市民も育てていく。そのようなことが明石全体の地

域を良くしていくことに繋がっていくと考えています。 
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○加藤会長 

やはり地域のきめ細かな情報を市が全て把握できませんので、地域の方からそのよう

な情報を市に出していって、課題があれば、市がそれに対応していく。その繰り返しで、

市と市民の情報の格差がなくなって、きめ細かな行政に繋がっていく。そのようなとこ

ろに向かって言っているということなのでしょうか。 

 

○松本委員 

私も、明石市法令遵守の推進等に関する条例の、苦情、意見等に過ぎないことが明白

であると認める場合、というのはかなり引っかかるものがあります。単に事実、手続き

等に関する問い合わせ、というのは照会でして、照会を全て記録できないという話は理

解できます。 

しかし、苦情や意見は、窓口の人が判断するのではなく、担当部署にまずは繋いで、

そのうえで、担当部署とすり合わせした上で判断するのが、本来の広聴の対応であると

思います。 

ゴーゴーコールに入った電話等のうち、約１割に回答したことになっていますね。 

 

○市民相談室 

問合せがありましたら、電話、メールで、苦情などについても全てお答えはしていま

す。 

 

○松本委員 

資料４に、ゴーゴーコール、市民の声データベース、陳情受付という３つの件数が記

載されていますが、これらが市に届いた市民の声の全てなのですか。それ以外にないの

ですか。件数として全て網羅されているのですか。 

 

○市民相談室 

こちらに記載しているのは、市民相談室で取り扱っている件数です。 

 

○松本委員 

市民相談室を経由しないものはどうなっているのですか。 

 

○市民相談室 

意見、要望があれば、担当課からも登録するように伝えています。 

 

○松本委員 
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市の仕組みがよくわからない人が市民相談室に行きます。しかし、結構、市の仕組み

を知っている市民が多いです。そのような方々は土木や道路の担当課などに直接電話し

ます。また、わざわざ市役所に来庁する人は、市民相談室の窓口に行くのではなく、直

接担当課にいく事が多いですよね。このように担当課に寄せられた市民の意見や苦情等

は、市民相談室に集約されているのですか。 

 

○市民相談室 

集約されるように努めています。庁内に周知を図っていますが、それが完璧かと問わ

れると、答えが難しいところがあります。今後も研修等を通じて周知を図っていきたい

と考えています。 

 

○松本委員 

集約率はどの程度のものですか。どの程度と判断されていますか。 

 

○市民相談室 

具体的に調査等をしたことが無いので、この場ではっきりと述べることはできません。 

 

○松本委員 

自治基本条例に市民の声を聞くということが規定されていますが、どの程度聞いてい

るのか。まずどの程度聞いて、どの程度処理しているのか、これが大事なところだと思

います。 

そのようなところが検証の中で、明らかにされないといけないと思います。担当課に

直接寄せられた件数がどれくらいあって、それらがどう処理されたのか。このような情

報がまとまれば、実は何も対応されていないといったことがわかりますよね。 

この広聴のシステムは自治基本条例の施行前からずっとやっているのですよね。 

 

○市民相談室 

そうです。 

 

○松本委員 

自治基本条例ができたから始めたのではないのですよ。 

だから、自治基本条例の施行により、単純な問合せ以外は全て掌握して、全てそれを

返す、そのようなことが原則として書かれているので、そのようなシステムに変えない

といけない。 

 

○市民相談室 



 10

その点につきましては、小島委員から話がありました道路の要望などで、すぐに対応

できるようなものはデータベースに登録されていません。 

溝蓋がないのですぐにつけて欲しいという要望については、危険ですので、すぐに対

応することになります。このような場合、データベースに登録されません。 

ただ、例えば、ある場所に横断歩道を付けて欲しいという要望があるとします。この

ような内容は警察協議など色々なところに影響します。このようなものについては、デ

ータベースに必ず登録して、土木の職員だけでなく、全職員に周知できるようになって

います。 

 

○加藤会長 

松本委員の発言の趣旨は、市民の声をしっかりと整理した上で、どのように採用され

たのかを見える化していくべきということです。今後、市が改善していくということで

いかがでしょうか。 

 

○松本委員 

もう一点、広聴という仕組みは、自治基本条例の規定からすると、これが的確に行わ

れているのかどうか。担当課で的確に市民に対応しているのかどうかをチェックする部

署は市民相談室しかないのでしょう。 

 

○市民相談室 

広聴の係になってくると思います。 

 

○松本委員 

そうすると市民相談室に入ってきた内容だけはデータ化して件数を集計するという

ことでは、全体が把握できない。市民相談室には、市民からどのような苦情や意見があ

って、それにどう的確に回答し、処理しているのかという事を把握することで、一種の

お目付け役の役割を果たすべきではないのでしょうか。その役割が果たせていないなら、

自治基本条例の規定に適合しているとは言えないのではないかと私は思います。 

 

○加藤会長 

大変重要なご指摘だと思います。是非、市民の声全体を把握するセクションとして機

能していただきたいということを、この会議の意見ということでお願いしたいと思いま

す。 

 

○松本委員 

例えば、私が所属している市民自治あかしという団体は、自治基本条例制定以来、数
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えきれないくらい、市長に対して要請書や要望書を提出しています。これらの内容は市

民相談室でその都度把握されていますか。 

 

○市民相談室 

陳情ということで把握しています。 

 

○松本委員 

しかし、全く回答がないでしょう。かなり重要な指摘や要望、提案なのですが、半年

経過しても回答がない。業を煮やして督促に行っても、結局そのままである。こちらも

諦めて次の提案をしているような状況です。的確に回答する、フィードバックするとい

うことが広聴にとって一番重要なことだと思います。フィードバックされた内容が気に

入らないかどうかはまた別の問題になりますが、まず、返事が全くないという事を絶対

に避けないといけない。そのあたりが的確に行われているとは思えません。 

今聞いた話だと、現場であった要望は把握できていない、データベースに挙がってき

たものだけ掴んでいるということなので、これでは自治基本条例でいう広聴の仕組みが

機能していないということになるのではないでしょうか。 

 

○加藤会長 

時間の関係があるので、短めに発言してください。かなり予定時間を経過しています。 

 

○松本委員 

市民提案箱に寄せられた内容は公表しているとの事ですが、それはどこに件数を集計

していますか。 

 

○市民相談室 

市のホームページに市民提案箱という投稿フォームがあります。その投稿フォームを

利用して、提案や要望を頂いた内容について、市の考え方をまとめて公表しています。 

 

○松本委員 

市民提案箱の内容は公表するとされていますが、陳情や意見は公表されているのです

か。 

 

○市民相談室 

団体名などは除いて、内容を公表しています。 

 

○松本委員 
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提出されたものは全て公表しているのですね。 

 

○市民相談室 

はい。公表しています。 

 

○松本委員 

今の市長になってから、この５年間、市長懇談会を小学校区でやってきましたよね。

近はやっていませんが、 近はテーマごとに意見交換会を開催し、テーマに関心があ

る市民が１０人、１５人、５０人など集まってきて開催されています。これは市民の意

見を集約する広聴の対象にはならないのですか。 

 

○市民相談室 

対象にはなると思いますが、意見交換会については、公開の場で議論されたものです

から、自治基本条例上の公表の枠組みからは除いています。しかしながら、懇談会の担

当課が該当部署に回答を依頼し、それらを集約してその結果をホームページで公表して

いますので、公表、周知できていると認識しています。 

 

○松本委員 

私はよくそのような場を覗きにいくのですが、財政だけでなくかなり多岐にわたる意

見が出てきています。その際に、財政の担当者は、責任を持って、関係部局に陳情を伝

えて、回答するという仕組みになっているのですか。 

 

○市民相談室 

基本的にはその場で返答していると思いますが、答えられなかった分については、後

ほどホームページで公表しますという形で対応させていただいています。 

 

○松本委員 

後に一つ。７２ページの文章にもあるのですが、陳情や施設見学会に同じ表現で、

毎年同じ団体からの陳情が多い、あるいは参加は毎年同じ団体、年齢層も偏っていると

書かれています。 

実は市政に関心を持って、市に対して文書や直接出向いて物を言うのは、市民の１割

や２割の人が行うというものではない。 

例えば、自治会長や連合会長とか、私たちであれば、市民自治あかしというのは政策

提言団体という位置づけなので、色々な意見を言います。我々が意見を提出すると、ま

たお前らか、ということで、対応の時にそのあたりの本音が顔に出てしまっています。

私はそのような対応は具合が悪いと思っています。 
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自治基本条例では、市民からの意見や陳情は、一つの政策提案であるというように受

け止めなければならないと明記されています。政策提案を行う団体が多くあり、そのよ

うな団体と恒常的に意見交換を行うなど、それらを受ける仕組みを作るべきではないか。

そのようなものが無いから同じ団体から意見が出てくるとうんざり、という対応に繋が

るのだと思います。 

 

○加藤会長 

それはそんなことはないと思いますが。 

 

○松本委員 

現実に、色々な人が意見を言いに行っている中で、あまり行ったら嫌がられるという

話を聞いている。だからそのところを、市役所に物を言うのは敷居が高いので、そこに

あえて市民が物を言うというハードルの高さを考慮して広聴をやらないといけない。 

実際にやはり意見を言いに行ったが、もうやめとこう。公募委員も委員になってもあ

まり発言するなといわれるような委員会があると、もうやめとこうということになる。 

 

○加藤会長 

そのようなことはないと思います。 

 

○松本委員 

いや、あります。 

このように、広聴のスタンスはそのようなところを改めないといけないと思います。 

 

○田端副会長 

松本委員がおっしゃった政策提案型の広聴とは別に、恐らく権利侵害があった時の苦

情への対応のボリュームが大きいと思うのですが、それに対しては迅速に対応している

ということでよろしいのでしょうか。 

 

○市民相談室 

そうです。 

 

○田端副会長 

政策提案の話は大事なのですが、それとは別に権利侵害に対する苦情対応というのは

実は市民を守る一つの手段であり、その点については大丈夫だということでしょうか。 

 

○市民相談室 
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それは大丈夫だと思います。 

 

○田端副会長 

それは 低限守らないといけないと思います。 

 

○加藤会長 

松本委員が言われた政策に深くコミットしたところ、田端副会長が言われたところを

市民相談室の方は上手く整理して対応していただければと思います。 

言い残された点がありましたら、事務局に文書で提出ください。 

時間もありますので、資料５のオンブズマン制度に入りたいと思います。事務局より

資料の説明をお願いします。 

 

 

【会議次第３】行政オンブズマンについて 

 行政オンブズマンについて、資料５に基づき市民相談室が説明。 

 

○加藤会長 

ありがとうございました。これは明石独自の制度ですか。 

 

○市民相談室 

全国にあります。兵庫県内ですと、三田市が同じような、オンブズパーソンという名

称で行っています。それと、川西市が子供の人権に特化した、子供の人権オンブズパー

ソンというのを設置しております。 

 

○加藤会長 

それほど事例がないということですね。 

 

○市民相談室 

全国組織でオンブズマン連絡会というものがありますが、３３の自治体が加入してい

ます。そこに加入していない自治体もあるので、３３プラスアルファという事だと思い

ます。 

 

○橋本委員 

市民オンブズマンとはまた違うものなのですか。 

 

○市民相談室 
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違います。市が設置しているものは行政オンブズマンです。市民オンブズマンとは、

市民の方が行政を監視する目的で組織する任意の団体です。市がタッチ出来ない組織で

す。明石市内にあるのかは把握できていません。 

 

○小田委員 

苦情申し立ての内容が資料にありますが、全てにおいて行政側に正当性があるという

結果になっています。逆に、オンブズマンを利用された方が勝ったという事例はあるの

でしょうか。 

 

○市民相談室 

オンブズマン制度はありますが、普通は担当課に苦情申し立てを行います。中には、

そこで市に誤りがあったということはあると思います。その場合は市が真摯に受けとめ

て、その時点で改善することが通常だと思います。 

それでも納得がいかない場合にオンブズマン制度を利用することになりますが、市は

制度的な説明をしたが、納得いただけない、そのような感情的になっている状態でオン

ブズマン制度を利用されるので、結果として市の制度に非がなかったということになる

ケースが多いのだと思います。 

 

○小田委員 

全てでしょうか。 

 

○市民相談室 

全てではありません。過去に、市に非があった事例もあります。 

過去に、市営住宅の来客者駐車場に来客者ではない人がずっと駐車していたという問

題があって、市の住宅課がずっと対応していたのですが、例えば輪留めをするなど具体

的な対策を行ってなかったということで、他に方法があったのではないか、というオン

ブズマンのご意見をいただきました。 

 

○松本委員 

資料に載っている事例ですが、平成２６年度のオンブズマンとの面談件数が４件あり

そのうち２件が苦情申し立てに繋がったのでしょうか。それとも、６件あってうち３件

が事例として記載されているのでしょうか。 

 

○市民相談室 

平成２６年度は苦情申し立てが２件あり、これに前年度に回答できなかった継続案件

の１件を加えて、３件を２６年度の事例として掲載しました。 



 16

 

○加藤会長 

私もこれについては不思議に思っていました。資料としては注意書きしておいた方が

良かったかも知れませんね。 

 

○松本委員 

２４年度からの３年間で市に問題があると指摘されたのは何件あったのですか。 

 

○市民相談室 

ないです。 

 

○松本委員 

事例として挙げられている３件について、このような判決みたいな申し渡しで納得さ

れたのですか。 

 

○市民相談室 

苦情を申し立てられた方の主張とは逆の結果になったので、納得をいただけていない

部分もありましたが、その趣旨については丁寧に説明しました。 

 

○松本委員 

だから、納得できなかったらどうするのか、ということで、何か別の手段で更に申し

立てるのか、それともこれ以上は仕方ないとなって終わっていくのか、どちらかですが、

要するに新たな紛争に発展したことはあるのでしょうか。 

 

○市民相談室 

特に新たな紛争に発展した事例はございません。 

 

○小田委員 

自己発意調査件数が１件、平成２４年度にあるのですが、この自己とは誰のことを指

すのでしょうか。 

 

○市民相談室 

自己とはオンブズマンのことです。 

 

○小田委員 

オンブズマンの方が気付かれて、調査することも出来るのですか。 
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○田端副会長 

予防措置ですね。 

 

○市民相談室 

苦情があり、その苦情の内容については市に非はなかったが、このような事例がある

のであれば、他にも何かあるのではないかということで、自己発意で調査することがあ

ります。 

 

○松本委員 

どのような事例ですか。 

 

○市民相談室 

２４年度の内容ですが、土地の有効利用のために、私有地の敷地内にある明石市の水

路を払い下げました。つまり敷地の所有者が水路部分を買い取ったのですが、その売買

契約の手続きが長期間放置状態になっており、それについて何か疑いがあるという事で

した。 

結果的には市には非はなかったのですが、同じような事例があるのではないかという

ことで、調査を行いました。ただ、特に問題はなかったので、調査は終了しました。 

 

○加藤会長 

一つ一つの内容について、ここで議論する余裕はないのですが、苦情申し立て件数が

２件、面談件数が４件とありますが、これは常設されていて、コストはどれくらいかか

っているのでしょうか。この２件のために、どのくらいの税金を支払っているのでしょ

うか。 

 

○市民相談室 

水曜日にオンブズマンの方に来ていただいており、事例があったらその都度面談をし

ています。来ていただく日には１日３万５，０００円お支払しています。 

 

○加藤会長 

年間ではかなりの金額になりますよね。それが妥当かということなのだと思います。

例えば、法律の専門家にその都度お願いする、事案が発生した時点でお願いする方が、

コストパフォーマンスが良いと思うのですが、どうなのでしょうか。 

 

○市民相談室 
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どう捉えるのかという問題なのだと思います。結構敷居が低い制度でして、市民の方

が気軽に相談できるという利点があります。 

 

○加藤会長 

気軽に相談しているようには思えないのですが。 

 

○市民相談室 

件数は少ないですが、制度としてはそのような意味があります。 

コストですが、平成２６年度は苦情申し立てが３件で、面談等を７回実施し、報酬を

二人のオンブズマンに支払いました。会議や連絡なども含めた費用ですが、１０１万５，

０００円お支払しました。 

確かに高いのですが、例えばこれを弁護士に頼んだ場合、顧問料や月々の契約料が発

生しますので、行政内部に第三者的な組織を作って、気軽にとは程遠いかも知れません

が、いつでもご利用いただけるという制度が良いのではないかといった趣旨でこれに取

り組んでいます。 

 

○松本委員 

パンフレットを見れば、オンブズマンの面談や相談は事前予約が必要という事ですよ

ね。だから毎週水曜日に店を開けて待っている訳ではない。先ほど言ってましたが、毎

週水曜日に１日３万５，０００円出して、店番しているわけではないでしょう。 

 

○市民相談室 

出てきていません。相談や面談がある日だけ勤務する形態です。 

 

○松本委員 

年間何日くらいですか。年間５０日もないですよね。 

 

○市民相談室 

面談で言えば７回だけですので、５２週のうちの７週だけ活動したということになり

ます。 

 

○加藤会長 

私はそういう法律相談をしたことがないので、どの辺が合理的なのかわかりませんけ

れど、今のお話では、他の方法をとるよりは、市民の皆さんが安心して相談にいけると

いう点では、リーズナブルな仕組み、コストも含めてなっているということですね。 
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○市民相談室 

まだ、周知できていないので、そこはしっかりやっていきたいと思っています。 

 

○橋本委員 

市に弁護士をいっぱい雇っていますよね。 

 

○市民相談室 

弁護士を多く雇っており、例えば法律相談も行っていますが、市の職員ですので、市

の苦情を市の弁護士が聞くというのはどうかと思います。 

 

○橋本委員 

第三者がやるべきということですね。 

 

○田端副会長 

先ほど松本委員が、オンブズマンの結果に納得しない場合どうなるのか、という発言

をされましたが、その場合行政訴訟になります。 

裁判所が行政を裁くのではなく、市民と行政の間でしっかりと話ができるような場を

作りましょうというのがオンブズマン制度です。だから、納得する、しない、色々ある

と思いますが、結果として行政訴訟に進んでいないということは、非常に評価できるの

ではないでしょうか。要するに、そうなる前に何らかの対応ができたということです。

私はその観点は必要ではないかと思います。 

オンブズマン制度の結果、納得できない場合、行政訴訟になります。損害賠償や差し

止め請求ができます。もしこれらの事案がないのであれば、オンブズマン制度の意義が

あったと認められるのではないでしょうか。 

 

○加藤会長 

行政訴訟という田端副会長のお話もありましたが、他市でどれくらいそのようなこと

になっているのかという事も含めて少し考えておくべきことなのかなと思います。 

 

○田端副会長 

コストパフォーマンスをと言うと、そのあたりも考えないといけないところはあると

思います。 

 

○加藤会長 

全体として、そのあたりの話を含めると非常にリーズナブルにこの仕組みが動いてい

ることで了解しました。 
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○山本委員 

認知度をいかに上げていくのかが課題になりますが、あるだけでも安心感があります。 

 

○加藤会長 

裁判になると大変です。しかし、それをまず第三者が仲裁してくれることは非常にあ

りがたいことです。 

 

○松本委員 

運用の問題点としては認知度の問題があります。１件あたりこれだけの経費が必要と

いうことを無駄であるという人が絶対に出てくる。そういう意味ではもう少し効率的な

運用を考えないといけないと思います。 

明石市は全国で一番弁護士を雇っている自治体です。だから自分はいつも思いますが、

庁内に５～６人も弁護士がいるのであれば、その人たちが所属を外れて、露払いとして、

各担当課に市民が話に行った際に、法律的な観点から違う見解などを教えて欲しいと思

います。弁護士は結果として、 終的には市の立場で物を言うのはわかっていますが、

前作業の段階で法律の関係の人が入ってくれると半分くらいは問題が解決するのかも

知れない。だから、そのようなもう少し効率的な運用を考えたほうが良いのではないか

と思います。 

 

○加藤会長 

次の議題に移ります。危機管理についてです。では、ご説明お願いいたします。 

 

 

【会議次第４】危機管理について 

 危機管理について、資料６に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○小田委員 

去年、私が住んでいる花園校区で要支援者の避難訓練をしていただきました。訓練し

てみて初めてわかったことがたくさん課題として挙がりました。訓練というのは経験し

ないといけないなと感じました。 

そのような訓練を各地域で毎年、何カ所か実施するといったような決まりみたいなも

のは作られていますか。 
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○総合安全対策局 

市の総合防災訓練ということで、関係機関との調整であったり、訓練であったり、地

域の方に参加していただいたり、というものを毎年、テーマを決めて１回実施していま

す。 

その他、市の方針として、小学校区単位の防災を進めていく方向性にありますので、

各小学校区で、少なくとも年１回、訓練を実施するように取り組んでいるところです。 

その中で、やはり地域の課題というのは色々あって、防災に集中して取り組める地域

もあれば、取り組みがまだ進んでいない地域もあるのではないかと思います。 

ステップとしては、 初は地域の方に集まっていただいて、出前講座をさせていただ

いて、防災の知識を勉強していただきます。２番目のステップとして、まち歩きをして

地域の危険な区域を落とし込むマップづくりや、災害図上訓練という形で地域の状況の

理解を深めていただきます。３番目に、地域で参加者が募れるようになれば、行政が協

力しながら防災訓練を実施して貰います。 後に、要配慮者の避難等が大きな課題です

ので、要配慮者を自助・共助の中でできるだけカバーする形で、避難所まで避難させる

取り組みを実施していっているところです。 

 

○小田委員 

防災・防犯に関する出前講座を目にしたことがありません。告知というか、広報の仕

方はどのようにしていますでしょうか。また、受けられる団体の条件や個人でも可能な

のかについて教えてください。 

 

○総合安全対策局 

基本的には、コミュニティ推進部で、市の出前講座一覧表を取りまとめてホームペー

ジに掲載したり、地域への回覧で周知したりしています。 

他にも当部署では、毎年どの地域がどのような取り組みを進めているのかを落とし込

んで、出前講座もまだ取り組んでいない地域があれば、直接電話して、売り込みしてい

ます。 

自治会やＰＴＡなど、１０人程度集めていただければ、土日や平日の夜など、日程調

整の上、無料で行かせて貰う体制を組んでいます。 

 

○松本委員 

今の小田委員の質問に重なりますが、小学校区ごとでの４つのステップの訓練に至る

過程で大事なのは、住民側の組織です。自治基本条例の第３６条の第２項にも、市民と

の協働、連携ということが明記されています。 

本日の資料を読んで、市民防災の組織の話が出てきていません。神戸市では、市民防
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災組織が１００％と言っていますが、あれは形式上の組織率であって、あまりそれでう

まくいっているとは思えません。 

少なくとも、明石市の場合は、市民との地域ごとの小学校区ごとの防災を、どこをパ

ートナーとしてやっていこうとしているのか、それが資料のどこにも出てきていない。 

 

○総合安全対策局 

小学校区ということを一つの視点としていますので、やはり連合自治会が地域の防災

を協働で進めていく相手方であると考えています。 

他にも、小学校区単位では、自主防災組織が２８小学校区にできているので、その訓

練等については、消防が訓練指導したり、市民協働推進室が支援したりするなど、役割

分担しながら、地域防災を進めているところです。 

 

○松本委員 

明石市における小学校区単位の自主防災組織というのは何を指していますか。全ての

校区でそのような体制ができているとは思わないのですが、自主防災組織とは何を指し

ているのでしょうか。どの組織を言っているのですか。 

 

○総合安全対策局 

小学校区で自主防災組織を結成し、市民協働推進室に申請して、その組織が認められ

る形となっています。その組織は自治会で構成されたりしています。 

 

○松本委員 

自主防災組織として市民協働推進室に登録しているのは、一応、２８校区全てで揃っ

ているということですね。 

 

○総合安全対策局 

そうです。 

 

○松本委員 

その自主防災組織の中身はどういうものですか。校区連合自治会ですか。校区連合自

治会は協働のまちづくり推進組織になるから、実態が無くなるのですよね。協働のまち

づくり推進組織が全て地域防災組織として位置付けられているのですか。 

 

○総合安全対策局 

協働のまちづくり推進組織の中に防災部会などを今後作っていただくような形で、防

災を担っていく組織として取り組んでいただけたらと期待するところです。 
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○松本委員 

現在は何なのですか。 

 

○総合安全対策局 

現在は、自主防災組織ニアリーイコールの連合自治会が主体となって活動する校区が

多くなっています。 

 

○加藤会長 

地域側の組織の強化を市としてお考えですか。 

 

○事務局 

協働のまちづくり推進条例が昨年１２月に成立しまして、４月１日から施行されます。

条例では、各小学校区で住民主体の協働のまちづくり推進組織を設立することが規定さ

れています。 

先ほど、総合安全対策局の説明にもありましたけれども、防災というのは地域の大き

な課題になってきますので、自主防災組織、今は連合自治会を中心に結成されています

が、そういったものが協働のまちづくり推進組織に吸収されながら、より様々な団体が

加わることによって、ステップアップされた形の自主防災組織ができ上がっていくと考

えております。 

 

○加藤会長 

次のステップに入っていこうという段階なのですね。 

 

○橋本委員 

私たちの校区でも、今組織づくりを進めています。連合自治会ではなく、高年クラブ、

子ども会、女性部、幼稚園ＰＴＡなども加入します。様々な人が参加することで、今ま

でとは違った形の動きになると思います。 

防犯であれば見守りを行い、防災では要援護者をカバーしていく。恐らく、民生委員

が今まで取り組んでいたものを、みんなで取り組んでいこうというパターンになるので

はないかと思います。 

 

○加藤会長 

南海トラフ地震のこともあるので、地域組織の活動は大事なのですね。 

 

○橋本委員 
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誰がどこに住んでいるということぐらいは把握しておくということです。 

 

○小島委員 

いま話がありましたように、校区連合自治会以外に、高年クラブやＰＴＡなど様々な

団体が地域にあります。これらも一緒になってまちづくり協議会を立ち上げています。 

まちづくり協議会で、ビジョンとか目標を立てて、それを達成するために各部会を作

ります。その中で安全安心部会というのは、一番大事なものという事になると思います。

その中で、どれだけ実効性があることができるのか、ということになると思っています。 

 

○山本委員 

私の住んでいる二見西では、防災の取組みが遅れていました。しかしながら、先日、

防災訓練を実施し、やはりもっとしっかりと取組むべきという意識が高まってきていま

す。取り組みがより進んでいくように、もっと組織化が進めば良いと思います。 

 

○松本委員 

住民の防災組織や小学校区単位のそのような組織作りは、自治基本条例の制定前、阪

神淡路大震災以降およそ２０年前からずっと取り組まれてきたものなのです。それが、

どのように明石では進んでいるのかということを、目に見える形で検証結果を提示して

いただかないといけない。提示された資料だけでは、このような行事をやっていますと

いうことはわかるが、これだけでは具合悪いと思います。 

先ほど説明があった、出前講座、図上訓練、防災訓練、要援護者対応というこの４つ

の作業が、それぞれの校区で毎年何回ずつ行われているのかというマトリックスの表を

作ってください。過去５年間、それぞれの校区でやったことがわかる表を作ってくださ

い。後日提出してください。 

 

○加藤会長 

防災というと、将来何が起きるのかが心配になりますが、松本委員が言われたように、

この会議は検証するということですので、これまでどのような取り組みを行ってきたの

か、そのようなマトリックスの情報を補充いただけたらと思いますがいかがでしょうか。 

 

○橋本委員 

少し伺いたいのですが、南海トラフも含めた巨大災害ということもありますが、南海

トラフだけではなく、想定外のことが起きたときには、総合安全対策局で機動的に組織

を立ち上げるというような体制が作られているのですか。 

 

○総合安全対策局 
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想定外という事になると、津波や台風、地震といった自然災害ということになると思

います。ただ、地震であれば、一定の想定があるので、それをもとに、対応を検討して

いくことになります。それ以外の部分は、やることはある程度決まってくると思うので、

その延長上でマンパワーをできるだけ集めて対応していくという方向性があります。 

南海トラフの巨大地震も想定外を更に想定して、兵庫県が被害を想定したと聞いてい

ますので、そのような意味では、ある程度想定外を想定できていると思います。 

このような情報に基づいて、地震が発生して、津波警報が出たら避難しましょう。津

波が２メートルと言われていますが、５メートルであっても、警報が出たら逃げましょ

うということを周知しておけば、それで大切な命が守られるという事なのだと思います。 

 

○松本委員 

自治基本条例が施行されてから、この５年間で危機管理に関わる条例、例えば明石市

市民の安全の推進に関する条例や明石市防災会議条例などの条例改正を行いましたか。

自治基本条例に沿った形で改正したものがあるのでしょうか。 

 

○総合安全対策局 

防災会議条例は、水防協議会条例というものがあって、それを一元化する改正を行い

ました。また、他に、国の法律に基づいて変更をかけたものがメインになると思います。 

 

○松本委員 

自治基本条例が施行されて、危機管理の取り組みで何が変わったのですか。何が変わ

ったと認識していますか。 

 

○総合安全対策局 

地域の方と一緒に協働で明石の安全を守っていくという意識や取組みが更に強化さ

れたと考えています。 

 

○松本委員 

参画と協働で、地域の住民主体で、危機管理、防災に対応していくということが 大

の転換点です。それに則して、従来のやり方を変えてきたことが何かあるのですかとい

うことです。 

 

○総合安全対策局 

過去は、地域の訓練について、こちらから現在のように積極的に取り組んでください

という働きかけをあまり行ってこなかったのですが、近年は、まだ訓練などに取り組め

ていない地域に電話し、一緒に取り組んでいきましょうという働きかけを行っています。
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このようなことが一例かと思います。 

 

○松本委員 

要するに行政主導ではなく、出来るだけ市民主導で、それらが動くように仕掛けてい

くことが一番大事です。仕掛けていくために、先ほど資料を作ってくれと言ったことは、

それを見たうえでないと話しにくいからです。 

あまり具体的には言いませんが、この第３６条第２項は一番変わった部分だと思って

います。ただ、市民の組織というものがこの５年間にどう変化してきたのか、というこ

とが良く見えない。だから、そこのところが抜け落ちていないのだろうかというのが大

変気になるところです。検証という観点から言えば、そういうことかと思います。 

９０ページに不当要求というものがあります。自治基本条例の施行前後で、議員の口

利きについて禁止することが要綱か何かで定められたと記憶しています。 

これは、議員だけではなく、市内の有力者から立場や地位を利用して口利きされたも

のは全て報告をあげることになっていたと思います。いつ誰がどのようなことを言って

きたのかを報告し、公表することになっていたと思いますが、これは今、どのような運

用になっていますか。 

 

○総合安全対策局 

毎年、不当要求行為について、６月議会で報告し、それをホームページ等で公表して

います。議員からの口利きも不当要求にあたります。過去の取扱いの中で、議員からの

不当要求行為は当課では把握していません。 

 

○松本委員 

刑法に引っかかるものではなくて、地位を利用して、これをやってくれとか、これで

就職の配慮をしてくれとか、言ってくるものを水際で止めようというのが趣旨だったの

です。要するに、議員が例えば審議して審議の中で、公正に表立った形で要求するのは

問題ありません。しかしながら、個人的にこれをやっておいて欲しいという口利きはい

までもない事はないと思うのです。このような事案があれば、部や課に報告し、公表す

る。そのようなルールになっていたと思いますが、そのような仕組みになっていなかっ

たと思います。 

 

○総合安全対策局 

毎年、幹部クラスの職員や窓口担当の職員に対して、不当要求行為とはどのようなも

のであり、もし不当要求行為があった場合は総合安全対策局にすぐに連絡すること、を

情報共有しています。今も過去もそのような事案がありません。 
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○加藤会長 

議員等から要求があった時に、市のホームページなどでオープンにしたらいけないの

ですか。 

 

○総合安全対策局 

不当要求行為として把握すれば、年に１回公表する形になります。ただ、議員からの

不当要求行為を把握していないので、公表していません。 

 

○松本委員 

市民からの不当要求と議員からの不当要求は全然レベルが違う話です。 

 

○田端副会長 

その部分の話ですが、第３５条の時に話し合うのが適切な内容ではないでしょうか。 

 

○加藤会長 

他の委員の方で、何か意見はありますか。 

 

○小田委員 

少し気になるのが、災害時に市の庁舎が一番危ないと感じています。対策本部は市役

所庁舎になるのですよね。建物も老朽化していますし、海も近いし、そのあたりについ

て何かお考えですか。 

 

○加藤会長 

司令塔が水没する可能性があるということですね。 

 

○小田委員 

別の場所に本部を設けるような仕組みになっているのか、何か決まりごとがあるのか

と思いました。 

 

○総合安全対策局 

市では業務継続計画というものを作成していまして、本庁が被災して使えないという

ことになった場合、クリーンセンターや勤労福祉会館、保健センター、アスピア明石な

ど８箇所程度を代替箇所として本部を設置することが決まっています。 

 

○加藤会長 

次回のスケジュールについて、事務局からお願いします。 
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【会議次第５】今後のスケジュールについて 

 今後のスケジュールについて、資料７に基づき事務局から説明。 

 協議の結果、次回会議は平成２８年３月２５日 午後３時３０分からで決定。 

 

○加藤会長 

皆さん、活発なご議論ありがとうございました。今日の議事録を事務局で整理してい

ただいて、より良い検証の会議の成果につなげたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

○事務局 

先ほど、資料のご要望がありましたので、資料ができましたら皆さんにお渡しします。 

 

○総合安全対策局 

事務局と調整し、会長、副会長に提出します。そのうえで委員の方々にお渡しします。 

 

○事務局 

それでは、これをもちまして第２回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたしま

す。 

  

 


