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第７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１０月２０日（木曜日）午後４時から午後６時まで 

場所 明石市役所 議会棟 第２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 １０人 

審議事項 

１ 第６回市民検証会議での主な意見 

２ 市民参画について 

３ 住民投票について 

４ 今後のスケジュールについて 

配布資料 

資料１  市民検証会議での主な意見 

資料２  市民参画制度について 

資料３  住民投票制度について 

資料４  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】第６回市民検証会議での主な意見 

 第６回市民検証会議での主な意見について、資料１に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

何かご意見はありますか。 

 

○松本委員   

 市民検証会議としての取りまとめをするときの重要な資料になるものなので、あえて申

し上げたいと思います。１９ページの情報公開制度に関する部分の、「自治基本条例を上位

法概念的に捉えて、それに基づいて下位法である情報公開条例も変えるべきという意見も

あるが、解釈上は最高規範性があるとしても、制度的には条例に上下の関係はないのでは

ないか。」という意見があがっています。その次、私はそれに対して、「自治基本条例の最

高規範性については、自治基本条例の検討会議において、条文に入れるかどうかの議論が

あり、最終的には逐条解説の中で触れる形になった。自治基本条例には最高規範性があり、

情報公開条例は自治基本条例の精神を踏まえるものだと思う。」と申し上げています。これ

では、主な意見として並列で相反しています。上位法として捉えるか、それとも上下関係

はないと捉えるかについて、自治基本条例を最高規範として位置づけて、それに基づいて

他の条例や制度は合致しているかどうかをこの検証会議では検証していますので、上下関

係がないという話になれば、別の話になってしまいます。この検証の最大の手がかりが飛

んでしまうことになりますので、二つの意見が並列して進めるわけにはいかない問題だと

思います。最高規範性の自治基本条例そのものに否定的な意見も出ており、政党ではそう

いうことを言われている方もおられます。これでは、最高規範性を持つ自治基本条例の意

味が飛んでしまうということになりかねないので、私は明確に「発言を撤回願いたい」と

申し上げています。ここを曖昧にして、両論併記のままで残しておくと、検証会議の最も

大事な柱が飛んでしまうことになりかねないので、この両論併記の書き方はなくしていた

だきたいと思います。 

 

○田端副会長   

私は条例の制度上の位置づけを申し上げており、専門家として、その考え方もあるとい

うことは入れておくべきと思いますので、発言の撤回は難しく考えます。ただ、自治基本

条例に合致しているかどうかと、上位概念であるからそういうところを検証することとは

意味が違うと思います。書かれていることがきちんと政策に反映されているかどうかの審

議をしており、上位か下位かで検証しているわけではないと思いますので、この検証が、

意味を持たないのものではないと思います。特に並列しているからといって、検証の位置

づけが曖昧なるとは思えないので、そのままにしていただきたいと思います。 
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○松本委員   

私は上下関係があるということは一言も言っていません。地方分権一括法の施行によっ

て、各自治体はそれぞれ独自の理念をもって運営するということが、制度として決まって

います。確かに法律体系としては、憲法と基本法と一般法という三つのランクがあります。

これは国会においてもしばしば言われてきたことです。 

地方分権時代において、「自主性をもって自分たちのまちをこうする、自分たちの自治体

の組織運営はこのようにやっていく。だから、自治基本条例は自治体における憲法」とい

うことが言われていますが、憲法というと法律の論争になりかねないので、最高規範性が

あるという表現になって、自治基本条例検討委員会でもそこは議論されています。最初は

条文にうたうことにしたのですが、それは条例の上下関係につながりかねない問題がある

ということで、逐条解説に記載することにより最高規範性を担保しようということでこの

ようになりました。 

一般の法律論の話であって、自治基本条例の意義を議論しているときにこのように並列

されると、ここの議論がまだ対立しているというように受け取られかねないので申し上げ

ています。 

 

○加藤会長   

発言の２人の意図は伺いましたので、ほかの皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

 

○橋本委員   

お互いの違う意見がでていますので、このまま一つにするということは、私は難しいと

思います。 

 

○加藤会長  

両論併記で良いのではないかというご意見ですが、両論併記と言っても、田端副会長の

発言は制度的な部分です。法的または制度的にはフラットな関係であることは間違いあり

ませんので、橋本委員が言われるように私もこれで良いと思いますがいかがでしょうか。 

 

○小島委員  

自治基本条例が最高規範のものであるということは、何回も聞いているのですけれども、

どちらも同じような想いで言われていると思うのですが、そのあたりはよく分からないと

ころがあります。 

 

○加藤会長   

議事録ですので、ずっと残っていきます。発言されたことを撤回するというのは議事録
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としてはどうかと思いますが、どちらかに統一したほうが良いと思いますか。 

 

○小島委員   

統一するのは私も難しいと思います。 

 

○小田委員   

議論されたことをそのまま載せることが一番良いと思います。議事録として載せるので

あれば、それが一番分かりやすいと思います。 

 

○山本委員   

小田委員と同じで難しい部分はあるのですが、議事録としては撤回しないほうがいいと

思います。 

 

○加藤会長   

皆さんそういうご意見ですけど、いかがですか。 

 

○松本委員   

法律の制度論として、条例には上下の関係はないという意見があったことはいいと思い

ます。ただ、この３行の文脈は、その前のところで、「自治基本条例を上位法概念的に捉え

て、それに基づいて下位法である情報公開条例も変えるべきという意見もあるが」と書い

てあります。これでは、「自治基本条例に基づいて情報公開条例も変えるべきである。それ

にふさわしいものに変えるべきである。」ということを否定する文脈になっています。制度

的には条例に上下はないということは是認しますが、自治基本条例に基づいて、他の条例、

特にここでは情報公開条例ですが、それにふさわしいものに変えるべきだということを否

定される意見が出てくると、これは今日議論するテーマについても、自治基本条例にうた

ったことが拘束されないという議論を、その度に蒸し返すことになります。そこのところ

の修正をしていただければ、制度論的な話ということで了解します。 

 

○加藤会長   

まとめの書き方の問題でもあるかと思うのですが、発言された田端副会長が、これで自

分の発言の要約になっていると判断されれば、これは発言された内容ですので、意見が違

うから修正するのは難しいと思います。 

 

○松本委員   

確認したいのですが、私が今申し上げたように、条例に上下はないというのは制度論上

の話であって、明石市の自治基本条例に基づいて他の条例が、ここでは情報公開条例です
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が、それにふさわしいものにすべきであるというものを否定するものではないということ

でよろしいですか。 

 

○田端副会長   

整合性があるかどうかの話と、上が変わった場合に下も自動的に変わるという話がある

のですが、私は自治基本条例の考え方そのものを否定しているわけではありません。両方

に整合性がないと、例えば、自治基本条例の考え方と情報公開条例の考え方がずれている

というのであれば、どちらかに合わせないといけないと思います。自動的にこちら変わっ

たから、こちらも変わりますというようなものではないという意味で申し上げているので、

自治基本条例の精神を踏まえて、情報公開条例を考えるべきということを否定しているわ

けではありません。 

 

○加藤会長   

田端副会長が認めるのであれば、発言の真意はここに投影されており、これは変えるべ

きではないというのが私の立場です。意見の相違というのは当然あるわけですから、変え

るべきではありません。この表現が田端副会長の真意と違う解釈の可能性があるというこ

とでしたら、具体的にこのように変えたらどうかという意見をいただければ、その提案を

私からさせていただきます。 

 

○田端副会長   

この文章で誤解はないと思います。制度上の話をしているだけでの話で、その上のこと

を否定しているわけではありません。先ほど申し上げたように、例えば、両方に大きなず

ればあれば、調整していかないといけない話でもありますので、松本委員の意見を否定し

ているわけではありませんので、そこはご理解ください。 

 

○加藤会長   

田端副会長の発言は齟齬があると私は受け取っていませんが、それでもここの表現に問

題があるとお考えですか。 

 

○松本委員   

明らかに齟齬があると思います。これは、発言された内容そのまま忠実に入れているの

ではなくて、３行にまとめた要旨ですから、そこの表現が誤解を生む恐れがあれば、誤解

を生まないように修正されても何ら差し支えなく、修正するのが私は良いかと思います。

どうしてもできないということであれば、好きなようにやってください。 

 

○加藤会長   
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発言された田端副会長がこれで良いと言われていますので、このままでいくということ

にさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、議題２の市民参画制度について、ご説明をお願いい

たします。 

 

 

【会議次第２】市民参画制度について 

● 市民参画制度について、資料２に基づき市民協働推進室が説明。 

 

○加藤会長   

 ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○橋本委員   

地域主体のまちづくり進めるというところですが、４月から協働のまちづくり推進条例

が施行され、各２８小学校校区でそれぞれのまちづくりを進めております。私は清水校区

ですけれども、まちづくりのサポーターを募集しまして、多くの人が手をあげて、集まっ

てもらっています。今、骨組みができ、これからは肉をつけていくという話になるわけで

すが、まず４つの部会がスタートしています。安全安心部会、いきいき部会、子ども部会

などに、それぞれ部会長、副部会長を置き、そこへ部会の役員をこれから募集していこう

という段階になっています。今年度中に、一つのかたちができて、３月には計画書を出し

て、いよいよ４月からスタートするという運びです。 

 

○小島委員   

まちづくりは、今までもずっと進めてきているのですが、多くの住民が参加してまちづ

くりを進められることが非常に大事なので、一つの方法を市から示していただき、それを

もとにこれからの私たちのまちをどうしていくかということで募集しまして、ワークショ

ップを１０回ほど行いました。１回に３０人から４０人位集まって、話をしてまとめてい

き「住民たちが交流し、助け合う松が丘」という一つのビジョンを設定しました。それを

達成するためにどうしていくかということで、安全安心部会や環境部会などを設定して、

今までは役員が案をつくっていたのを、みんなで案をつくっていくというようなことで進

めています。 

 

○加藤会長   

今後こういうところを変えたほうが良いのではないかとか、直面している課題はありま

すか。 
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○小島委員  

 活動の中で、どこに課題があり、どこに利点があるのかをはっきりとさせていくことが、

大事ではないかと思います。 

 

○小田委員   

実施状況のところで、年度またぎで分子と分母が違う部分の説明があったのですが、一

つの事業が年度をまたぐことできちんとカウントされていなかったら、実際にきちんと手

続きを行っているのに、してないという評価になるのはどうかと思いました。 

２７ページの庁内における意識啓発の中の職員研修の実施というところですが、２３年

度と２５年度に職員研修をされており、内容によってはこの回数は少ないと感じましたが、

その内容について教えていただけますか。 

 

○市民協働推進室   

まず第１点目の実施件数ですが、条例の施行以降、毎年度取りまとめて、毎年度公表す

る形を取っていましたので、このような表記になっております。途中でやり方を変えると、

既に公表しているものとの整合性という意味でなかなか変えられない状況ではありますが、

貴重なご意見いただきましたので、今後、見せ方を工夫していきたいと思います。 

 ２点目の職員研修ですが、平成２３年度と２５年度に実施いたしまして、両方に共通す

るのが、対象者としては係長級の職員を対象に研修を実施いたしました。２３年度は係長

級の職員３５０人を対象に、３回に分けて実施しました。これは条例が施行されて、各課

に周知するという意味合いで中堅的な役割を担う係長を対象に実施いたしました。２５年

度は、市民参画推進会議から答申書が提出されましたので、その答申内容を周知するとい

う内容で、係長級９０名を対象に研修を実施いたしました。ご指摘にもありましたが、こ

れで研修が足りているのかというところもございます。基本的には、市民参画条例という

のは事細かく行政の手続について規定されていますので、職員一人一人が自ら学習して、

学ぶ。また、先輩が後輩に職場の中で伝えていくということも大事であると考えています。

市民協働推進室で全職員を対象に研修をするというのは、なかなか難しいところもござい

ますが、総合的に考えていきたいと思っております。 

今後、人事の研修部門とも相談しまして、例えば、階層別研修などに組み込んでいくと

いうことも検討しているところです。 

 

○小田委員   

以前に、パソコンを活用して全職員が同じ研修を受けるといったお話をさせてもらいま

した。お金のかかることですが、各階級、何級以上とかでなく全職員が同じものを周知で

きる体制ができたら良いと思います。 

私の校区のまちづくり協議会では、まちづくり計画書策定事業の２年目に入っており、
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今年度中に仕上げないといけないのですが、市の担当職員が１年目と２年目で変わりまし

た。そうすると、地域もやっと慣れてきたのに、導いていただく行政の方が変わることで、

戸惑いもあったのが正直なところです。全職員が同じ方向性、同じ意識や知識をもって、

地域と関わっていただけたらと思います。 

 

○加藤会長   

私は大学で教員、職員、学生の研修担当をしていて、最近は２時間ぐらいかかるコンピ

ュータでの研修を全員受けています。試験にパスしないと次に進めないプログラムですけ

ども、良いシステムと感じています。 

 

○小田委員   

繁忙期と閑散期で分けるなど、個人の時間を上手に使って、研修を受けられるというの

はメリットがあると思います。 

 

○加藤会長   

自治体職員の研修プログラムというのはあるのですか。 

 

○市民協働推進室   

人材開発課が所管しておりまして、プログラムを組んで段階的に実施するなど、切り口

を変えて研修を行っています。 

 

○加藤会長   

今後も、職員の意識啓発を継続していただきたいと思います。 

 

○山本委員   

市民参画手続の件ですが、公募委員や女性比率の達成は難しい場合もあると感じていま

す。色々な市民から意見を聞くことは、当然必要だと思いますが、一律に当てはめるのは

どうかと思う会議もありました。例えば、防犯関係の会議では、女性にとっては難しい内

容もありましたし、状況に応じた選び方も必要と思いました。市民参画は大事なことで、

自治の主体は市民ということは理屈では分かっていますが、一般市民が参加することの難

しさについては、議論が必要と思います。 

公募比率も基準には達してほしいと思います。公募の仕方も、全体的に募集しても手を

あげる人が少ないのですが、この人にあげてほしいと思うこともありますので、公募の仕

方も検討してほしいと思います。 

 

○松本委員   
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２６ページの実施状況の表で市民参画手続にあげられているのが、意見公募、審議会等、

意見交換会の３つしか資料には出ていません。市民参画条例にはワークショップ手続、公

聴会手続、政策公募手続という、あと３つ具体的な手続が定められているのですが、これ

の５年間における実施状況はどうなっているのでしょうか。 

 ２つ目は、この表の実施件数で、先ほど説明のありました分母と分子の数字が合致しな

いところについて、例えば、公募市民２割以上というのは、２７年度は１１件中の６件で

達成しており、５つの審議会では達成されていないというように理解をするのですが、そ

れにすると多くが達成していない状況です。なぜ達成できてないのか、どのような審議会

で達成ができてないのかを、具体的にあげていただきたいと思います。 

 ３つ目は、男女比率です。３割以上というのは、今の市長はあちこちで機会のあるごと

に言っています。これを見ると、例えば２７年で１１分の７というふうに、達成できてい

ません。そもそも無理な数字なのか、３割ができてないというのはなぜなのかということ

をご説明ください。 

 ４つ目は、市民参画条例の第２条第１項第４号では、「市民参画とは、市長等が行う政策

等の計画段階から、実施・評価・改善に至るそれぞれの段階において、市民が意見を述べ、

反映させ、主体的にかかわる」と書いてあります。この計画段階をどのように理解されて

いるのでしょうか。私の理解では、計画ができてから公表して意見を求めるというのは、

計画段階からの参画とは言えないと思います。計画をつくるプロセスで市民の参画を求め

るというのが、自治基本条例並びに市民参画条例の趣旨と理解しています。全国的にも、

参加ではなくて、計画段階から参画する、計画をつくるプロセスから参画するというよう

に、参画という言葉が、震災以降盛んに言われてきました。計画段階から市民参画の手続

をとっているのが、どれほどあるのかを説明いただきたい。また、素案をまとめてから、

公表して意見公募をするというのはよく実施しています。例えば、１０月に素案をまとめ

て意見公募をして、１２月議会には議案提案をします。このようなことは計画段階からの

市民参画とは、到底言えないだろうと思います。素案をまとめてからではなく、素案をま

とめるプロセスで市民の意見を求める意見交換会を行う、審議会を立ち上げるといった手

順がどの程度あるのかをご説明ください。 

 

○市民協働推進室   

１点目のワークショップ手続、公聴会手続、政策公募手続に関しまして、この条例に基

づく手続はありません。実績が無いということでここに表記はしておりません。 

２点目の具体的な審議会ですけれども、２７年度の男女比率でいいますと、市民病院評

価委員会、中心市街地活性化協議会などがございます。理由としましては、例えば、専門

性を有することが多くて、男女比率を考慮しにくいと担当課から聞いています。 

 公募市民の方は、協働まちづくり推進条例検討委員会、市民病院評価委員会、通学区域

審議会、中心市街地活性化協議会などがございます。公募委員が２割以上確保できていな
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い理由としましては、様々な分野から選出してもらっているということもあり、結果的に

全体の人数が増えてしまい比率が２割を下回ってしまうといったことを、担当課から聞い

ています。 

 

○加藤会長   

男女比率の場合は、コントロールが難しいところありますが、公募市民の割合について

はコントロールができるのではないでしょうか。 

 

○市民協働推進室   

募集をかけてもなかなか公募市民が集まらないという現状があります。 

 

○加藤会長   

計画段階からの参加についてはいかがですか。 

 

○市民協働推進室   

一般的な傾向としては、審議会は計画段階に開催され、意見交換会は素案をつくってい

く過程で実施し、意見公募手続は検討の最終段階に素案を示したうえで実施していると認

識しております。どこからが計画段階かということにつきましては、正確な件数は把握し

ていませんが、通常、審議会や意見交換会を実施するには、ある程度は事前に材料を用意

しないといけませんので、各課でたたき案をつくるのが一般的と思います。そのあたりに

つきましては、各課、各施策の中で、個別に判断をしているという状況でございます。 

  

○松本委員   

ワークショップ、公聴会、政策公募手続等の実施がありませんが、なぜなのでしょうか。

ワークショップは、基本的には市のほうが設定して、そこに参加を求めることだと思いま

すが、なぜこれが１回も使われてないのかの検証が必要です。公聴会は、市民の請求・要

求によって行うこともあり得ますが、なぜ行われていないのでしょうか。現実に、この５

年間、私たちの団体は何回か、公聴会開催の要望書を市長宛てに出していますが、それに

対する返事はありません。言いかえれば、市で必要性がないと判断して、市民からの要望

があってもやらない。これはなぜなのかをお聞きしたいと思います。 

 政策提案手続は２０名の市民の署名がそろえれば、提案できるということですが、実は

あまり知られていないのではないのでしょうか。その手段・方法が周知されていなければ、

それは絵に描いた餅に終わります。どのような対策を検討されているのかについて教えて

ください。 

 

○市民協働推進室   
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条例や計画をつくる際には、各課において一番適切な市民参画の手法を考えております。

結果的に参画手続の組み合わせとして、審議会を立ち上げてそこで検討し、素案を公表し

て意見公募を行うというパターンが多くなっています。この組み合わせの割合が多いこと

が、ワークショップや公聴会手続の実績が無いということにつながっているのではないか

と考えます。 

 政策提案手続の周知については、現在、ホームページで政策提案についての申請書や流

れなどを掲載していますが、今後、周知方法についても配慮していきたいと考えます。 

 

○松本委員   

単なるお飾りになってしまっているのでは意味がありません。例えば、市民参画推進会

議に一昨年、あるいは今年、諮問されています。それは制度が形骸化してないか、もっと

参加しやすいようにするにはどうすればいいかという諮問がなされています。今年の諮問

はまだ審議中で答申が出ていませんが、３年前にはいくつかの指摘をされています。市と

して市民参画の手続に一定の問題点があるという認識があるから、推進会議に諮問をした

ものと思います。 

 計画段階からの参画で審議会や意見交換会をあげられましたが、いずれも行政で何か案

をつくってからこれについてご意見をくださいということになっています。ただ、全く案

がない段階から審議会を開いたのは長期総合計画審議会です。内部的には素案をつくって

いたかもしれませんが、できるだけそこは控えて、材料を提供する、それで自由な議論を

してもらった上で議論の延長線からつむぎ出していくというやり方をとっていました。こ

れは全国的にも常識です。何か素案がなければ審議会を開いても進まないというのは行政

の勝手な思い込みです。県のビジョン委員会では何もないところから議論しています。そ

ういうことをやらないといけないと条例に書いてあるのに、していないのは大きな問題だ

と思いますが、それについて見解があればお話しください。 

 

○市民協働推進室   

計画段階からできるだけ市民が参画することは重要と認識しております。ただ、緊急を

要するものにつきましては、ある程度の材料を集めて案をつくったうえで審議いただくこ

とも必要です。案件の緊急度に応じた対応も必要と認識しています。 

 

○田端副会長   

市民参画推進会議でも議論があったところですが、公募が少ないから割合を変えるので

はなく、少ないのだったらどうやって公募を増やすのか、ここをきちんと議論をさせてい

ただいて、そのための具体的なところまでの答申を出させていただいております。 

 

○加藤会長   
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最初に橋本委員、小島委員からは既に現場では市民参画の動きがあり、地域住民を巻き

込みながら取り組んでおられるということで、これから様々な課題などが出てくると思い

ます。そのあたりは市民参画の推進ということで、市においても地域に耳を傾けていただ

きたいと思います。 

 計画段階から参画すべきという意見につきましては、市としても大切と認識している回

答です。テーマによる制約もあると思いますが、市民参画の精神を踏まえた実施を、今後

もお願いしたいと思います。 

  

○松本委員   

男女比率と公募市民の比率の話ですが、現実に、全国の自治体病院で様々な問題が起き

て、市民の協力なしには再建ができなくなり、再建そのものを市民参加でしている自治体

もあります。だから、病院の問題は専門性が高いから市民にはハードルが高い、女性には

ハードルが高いとかの問題ではないのです。市民病院の問題点は小児科であったり、産婦

人科であったりというところが明石でも大きな問題であったわけで、それはまさしく女性

にとって１番重要な問題です。 

また、明石市が公募委員の制度を始めた初期の段階では、あまり公募委員は発言しては

いけないと言われていました。現実に私は審議会で、発言し過ぎと後ろからよく言われま

すけども、どんどん発言して時間が足りないくらい議論しないといけないわけで、それで

なかったら出てきている意味がありません。だから最初のうちは、公募委員の応募もたく

さんあったのですが、最近は少なくなり、審議会の運営にも問題があるのだと思います。

２割、３割が達成できないのは市民の関心が低いからと決めつけをするのではなく、真摯

に、反省や分析が必要ではないかと思います。 

 

○小田委員   

男女委員比率と公募委員比率についてですが、行政が公募委員を募集する場合には、そ

の告知方法が限られています。私も市政だよりをしっかりと見ることで、委員の公募とい

うのを見つけました。市民活動やボランティア活動をされている方など、女性がたくさん

いる団体もあると思います。例えば、そういう方たちに登録してもらい、登録制といった

形で、その中からランダムに抽出することも可能ではないのかと思います。明石市は市民

活動団体がたくさんありますし、若い世代の方たちもたくさんいらっしゃると思います。

多世代の方が入ってないと意味がないというところは皆さん思われているところだと思う

ので、やり方も少し考えられたらいかがかと思います。 

 

○加藤会長   

登録制という方法のご提案がありましたが、公募などについては、市民の皆さんに知っ

てもらうのが大切ですから、そのあたりは努力していただきたいと思います。 
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また、審議会の運営の仕方もご検討いただいて、適切な参画手続を実施していただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 では、次の議題に移ります。住民投票制度について説明をお願いします。 

 

 

【会議次第３】住民投票について 

 住民投票制度について、資料３に基づき法務課が説明。 

 

○加藤会長 

 ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○山本委員 

常設型の住民投票条例がなくても、地方自治法を根拠に個別型の住民投票条例の制定を

請求できるとのことですが、常設型の住民投票制度を想定した自治基本条例の規定をこの

まま置いておくかどうかの検討になると思います。悩ましいところですが、そのまま残し

ておいた方が良いと思います。 

 

○小田委員 

平成２４年に明石駅前再開発の是非を問う住民投票条例の制定を求める署名運動が行わ

れていましたが、当時は住民投票の意味をよく理解していませんでした。１回の実施につ

き約５，０００万円の費用がかかることも含めて、住民投票の意味が分かっていない市民

が多数いるのではないでしょうか。住民投票制度のあり方そのものも大事ですが、どのよ

うな場合に住民投票が実施されるかについての議論も必要だと思います。 

 

○小島委員 

住民投票制度は必要だと思いますが、その制度の内容についてはよく分からないところ

があります。 

 

○橋本委員 

常設型の住民投票条例は制定する必要があると思いますので、引き続き検討いただけた

らと思います。 

 

○小田委員 

定住外国人の方を投票資格者に含めることは何が問題なのでしょうか。 

 

○法務課 
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住民投票条例については、本来、意見公募手続などと同様に市政への意見を述べるにと

どまるものですが、その形式として投票を実施することになるので、それがあたかも選挙

のような印象を与えてしまっています。外国人に参政権を与えると、日本の国益に関する

ことが外国人の意見によって左右されてしまうのではないかという外国人の参政権反対の

考えが、外国人の投票資格反対につながっていると考えられます。 

 

○松本委員 

住民投票条例検討委員会において、議論をしながら条例をつくりあげてきており、結論

は出ています。この短時間の検証会議で住民投票条例の是非についての議論はできません

ので、基本的には検討委員会の答申を前提にするべきだと思います。外国人の件について

は、２０、３０年前から議論があり、国政への参政権は認められていませんが、地方参政

権の内、住民投票などについては投票資格を認めていく流れになっています。 

提供資料として配付している年表をご覧ください。住民投票条例検討委員会は、平成２

５年８月に発足、平成２６年９月２３日に答申案が確定し、同年１０月に市長に答申書を

提出しました。その際、市は意見公募手続を経て、同年１２月議会に上程すると言明して

います。ところが、１１月に定住外国人の投票資格に反対する勢力が押しかけてきており、

それは従来の外国人の地方参政権の問題とは違い、ここ数年出てきているヘイトスピーチ

をする団体が便乗してきたものです。その運動にひるんでいる間、翌年春に市長選挙を控

えていることもあり、年度内の上程はしないということを決めてしまいました。国会にお

いても、ヘイトスピーチを禁止する決議をしていますので、そのような団体の動きに左右

されてしまったことは大きな問題だと思います。 

明石駅前の再開発について、平成２３年の夏頃から問題になってきて、その後、住民投

票で判断を仰ぐべきだという運動になりました。平成２２年４月に自治基本条例が施行さ

れましたが、例えば、市民参画条例は同年度中に成立し、平成２３年４月に施行されてい

ます。協働のまちづくり条例については、平成２３年に検討委員会が発足し、様々な経緯

があって５年をかけて条例が施行されました。しかし、住民投票条例については全く手つ

かずのままで、運動当時、もし住民投票条例があれば、それに基づいて駅前再開発の是非

を問う住民投票実施の請求をすれば済んだところ、地方自治法に定める直接請求制度に基

づいて請求するしかありませんでした。 

常設型と、地方自治法の直接請求制度に基づく個別型の住民投票条例の決定的な違いは、

議会の同意を要するかどうかです。個別型においては、議会が反対すれば住民投票を実施

できません。究極の市民参画の制度は住民投票だという理解は定着していますので、市長

と議会の間で決着することができない案件が出てきた際、常設型の住民投票条例があれば、

最後の切り札として、住民投票の実施を議会の同意なしで進めることができます。投票結

果については、尊重されるべきということで、議会を拘束するものではなく、最終的に投

票結果に従うかどうか判断する権限は議会が持っています。このように民主的でより市民
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の意見が反映されるシステムなので、究極の市民参画のシステムだと言われています。 

平成１９年７月に自治基本条例検討委員会がスタートしてから１０年になりますが、そ

の初期の段階から住民投票条例を常設型でつくるという形になっていました。平成２２年

３月議会では、１人の反対を除き、今の市議の大半が関わって条例が可決・成立した経過

があります。また、住民投票条例検討委員会は、明石市の諮問機関としては異例で、要綱

ではなく、議会の議決を経た設置条例を根拠に設置されたものです。 

市長が検討委員会の答申をそのままの形で１ヶ月間の意見公募手続に付した際、市民か

らの意見の中には署名要件８分の１に反対するものは１件もなかったにもかかわらず、市

長は住民投票条例に反対する議員の意向を汲んで要件を６分の１に変えてしまった経緯が

あります。条例案が全会一致で否決された理由については、新聞報道でもその経緯の説明

がきちんと書かれていないので、市民としては分かりません。議員の３分２は、住民投票

そのものに反対であり、残りの３分１は、住民投票に反対ではないが、署名要件の変更に

ついての説明がないため反対にまわったことが全会一致で否決の真相です。このような経

過を踏まえて、なぜ市は答申どおりの署名要件にしなかったのかについて、市民に対する

説明責任があるとの要望書を出していますが、市からの説明はありません。説明責任を果

たす、あるいは市民から要望や意見に対してきちんと答えることになっているはずですが、

この件については一旦決断したことがなぜ変わったのかの説明がなされていません。 

市政のあり方として、声が大きい勢力が出てきた場合、そのような勢力に流されて良い

のかという問題があり、これは自治基本条例の原則である市民参画、協働のまちづくり、

情報の共有に反した対応をしてきたのがここ２年間の話なので、住民投票の検証としては、

そこを検証しなければいけないと思います。 

 

○田端副会長 

自治基本条例で常設型の住民投票制度の導入を想定していながら実現できていないこと

について、議会の反対だけではなく、ほかの要因もあるのではないかというのが松本委員

の意見だと思います。 

常設型の住民投票条例が必要かどうかの判断については、確かに現行の制度では個別型

の住民投票の実施も可能ですが、これまで明石市で個別型の住民投票を実施したことはあ

るのでしょうか。 

 

○法務課 

明石市では実績はありません。ただ、全国的な傾向として、最近は公園やツタヤ図書館

の設置の是非など、比較的身近なことについての住民投票が実施されています。 

 

○田端副会長 

これまで実績がないということは要望がないから常設型の住民投票条例をつくっても同
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じだという意見と、松本委員が言うように常設型の住民投票条例があれば、実績が増えて

いたのではないかという意見があります。そこが市・議会と、市民の意見の違いだと思い

ます。また、この検証会議で、条例に規定している以上、常設型の住民投票条例をつくる

べきだという意見がでていることは重要だと思います。現行制度でも実施できるから常設

型の住民投票条例を制定しなくても良いというわけにはいかないと思います。自治基本条

例第１４条に「重大な影響を及ぼすと考えられる事項」とあるので、気軽には実施される

べきではありませんが、市民が納得しなければ、６分の１や８分の１の署名要件は満たせ

ないので、ほかの自治体で採用しているところが少ないという理由で常設型は不要という

説明では、納得する市民は少ないと思います。 

 

○加藤会長 

自治基本条例の逐条解説には、常設型の住民投票制度を導入すると明記されており、そ

の制度の内容については住民投票条例検討委員会において重ねてきた議論の成果も出てい

ます。自治基本条例の趣旨に則して、住民投票条例検討委員会の意見を尊重してやるべき

ことをやっていくというのが皆さんの意見ですので、この検証会議の意見としても、これ

までの議論の蓄積を踏まえて、常設型の住民投票条例の制定を目指すという方向で進めて

いただきたいということに尽きると思います。 

 

○松本委員 

検討委員会で時間をかけて様々な観点から議論してきた上で答申を出しています。市長

もそのとおり実現するということで一旦決断をしたにもかかわらず漂流しているのは、条

例に上下の関係はないという主張と同様に、自治基本条例そのものに反対する、あるいは

改正をするべきという考えが議会内で生まれてきていることがあります。議会でそのよう

な意見が出た場合、妥協することが市政のあり方としてどうかという問題も出てくると思

います。最大会派は今年３月に住民投票条例は不要という会派のチラシを全戸配布してい

ます。住民投票条例については、答申に基づいて条例化を図るという方向性で進めていく

ことで良いと思いますが、どのように進めていくかは自治基本条例に則してきちんと取り

組んでほしいと思います。 

 

○加藤会長 

お話を伺うと、これまでの経緯や今後の取り組みは議会との関係に尽きると思います。

ここは議会に対して何か言う場ではありませんので、検証会議の意見としては、自治基本

条例とこれまでの蓄積に基づいて市としての姿勢を明確にして進めてほしいということに

なると思います。 

 

○橋本委員 
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 条例で規定されていますので、きちんと芯を持ち、ぶれてはいけないと思います。 

 

○田端副会長 

 議会は条例を改正することができますが、そのあたりの議論は出ているのでしょうか。 

 

○法務課 

 出ています。 

 

○加藤会長 

もし、条例が改正されるのであれば、市民の意見を聞きながらの改正というプロセスを

踏むことになり、そこでまた議論がなされると思います。 

 

○法務課 

昨年の１２月議会の後も、今年の３月議会、６月議会において、住民投票についての質

問をいただいています。そのときの市の答弁としては、「住民投票条例については議会から

様々な意見をいただいたが、その意見を踏まえると市議すべての賛同を得る条例案を提案

することは現時点では非常に難しい。一方で、様々な意見をしっかりと受け止めて、市民

の意見を聞くところから始めて、改めて慎重に検討していきたい。」という説明をさせてい

ただいています。 

 

○加藤会長 

他にご意見がないようでしたら、次の議題に移ります。それでは、今後のスケジュール

について、事務局よりお願いします。 

 

【会議次第４】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４に基づき事務局から説明。 

 調整の結果、次回会議は平成２８年１１月１７日 午後３時からで決定。 

 

閉 会 

○事務局 

それでは、これをもちまして第７回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたします。 


