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第９回 明石市自治基本条例市民検証会議 会議録 

 

日時 平成２９年２月１日（水曜日）午前１０時から１２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 ８人 

審議事項 
１ 市民検証会議での主な意見（第７回、第８回） 

２ 検証報告書（案）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２－１ 検証報告書（案）修正事項一覧 

資料２－２ 検証報告書（案） 

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 

○事務局 

本日が最後の検証会議となりますので、泉市長より御挨拶をさせていただきます。 

 

○泉市長 

 本日は９回目で最後の市民検証会議となりますので、改めてお礼とお願いをしたいと思い

ます。 

 大切な明石市自治基本条例に関する検証を、丁寧に進めていただきまして、本当にあり

がとうございます。重ねてお礼申し上げます。 

 まちづくりに大事なことは、市民とともにまちをつくっていくことだと思っています。

私は行政の立場ですので、一生懸命、一緒に取りくもうと思っておりますが、様々な限界

もあり、見えないところもあります。そのようなことも含めて、各委員において議論を賜

り、今回、まとめていただく方向ですので、市としてもその方向性をしっかりと受けとめ

て、できることから順次、取り組んでいきたいと考えております。 

 特に、地域におけるまちづくりとともに、透明性のあるオープンな市政運営は大事だと

思っております。まだまだ道半ばですが、しっかりとその方向づけをしていきたいと思っ

ておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 また、委員の皆様は、明石のまちづくりにおいて、大変影響力の大きい方ばかりですの

で、引き続き明石のまちづくりへの応援とお力添えをお願い申し上げ、私の御挨拶にさせ

ていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【審議事項１】市民検証会議での主な意見（第７回、第８回） 

 市民検証会議での主な意見（第７回、第８回）について、資料１に基づき事務局か

ら説明。 

 

○加藤会長 

 意見等は無いようですので、お気づきの点がありましたら、後ほどでもお知らせいただ

ければと思います。 

 では、次の議題に移ります。検証報告書（案）について説明をお願いします。 

 

【審議事項２】検証報告書（案）について 

 検証報告書（案）について、資料２－１及び２－２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。 
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○松本委員 

 前回、協働のまちづくりのテーマの後、報告書（案）がたたき台として提示され、いく

つか指摘をさせていただきましたが、委員全員から意見を出す時間はありませんでした。

内容の審議については本日から始まるものだと思っていましたが、突然、本日が最後の会

議ということで、市長も最後の挨拶をされたことに違和感を覚えます。 

 また、前回、指摘させていただいた点について、文言修正で終わる部分はそれで良いで

すが、もっと議論が必要な部分においても文言修正という形で済まされていることにも違

和感があります。 

 これまで８回、担当課から庁内検証の結果を聞き、それを基に議論をしてきましたが、

そもそもこの市民検証会議では、単に庁内検証の結果に対して意見を述べるだけではなく、

あくまでも参考として検証・検討をすべきだと思います。議論があるところについては、

きちんと議論しないと検証したことにならず、単に庁内検証の結果に対して意見を述べた

形で終わってしまうことにならないか疑問に思います。実際に８回の検証会議の中で、時

間切れにより先送りしてきたテーマがいくつかあると思います。 

 

○加藤会長   

 これまでに先送りするようなことはなかったかと思います。 

 

○松本委員 

庁内検証に対する意見を出して、議論をしてきましたが、時間の制約などで議論が十分

にできず、後ほど議論をするという形で置いてきている部分があったと思います。そのよ

うな中で本日が最後と言われたら、この検証会議は、庁内意見に対して意見を述べる場で、

その述べられた意見をまとめるのが報告書だという印象を持ちます。そのようなことでは

この報告書（案）の冒頭に書いてある検証会議の趣旨とは違ってくるのではないかと思い

ます。 

この後の内容次第では本日で終わっても良いですが、本日で終わることを前提にしてし

まうのではなく、終わるかどうかはこれからの審議の結果次第だという点を理解いただき

たいと思います。 

 

○加藤会長 

 本日が最後なのかどうかという点については、当然、さらに議論すべきことがあれば、

会議を継続しても良いですが、形式として、前回、報告書（案）が出て、本日、最終案と

して審議していくということで同意いただいていたと思います。 

 

○橋本委員 
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現在進行中の問題もありますので、これで終わりではなく、これからも続くということ

も含んだ上で、本日の会議を進めていただけたらと思います。 

 

○加藤会長 

分かりました。そのあたりは、本日、皆さんと議論するということで進めていきたいと

思います。 

 また、庁内検証に対する意見を述べただけではないかという松本委員の意見について、

元々、市民検証会議は、庁内検証についての意見を伺い、各テーマにおいて委員の皆さん

から意見を伺うという趣旨のものであったと認識しています。 

 

○小田委員 

私は市民としての意見として言わせていただき、それが審議にあたるという認識で会議

に臨んでいました。 

 

○加藤会長 

庁内で検証されたことがまず示され、それに対して委員で議論するという構図でしたが、

その議論の中で意見を述べてきたということだったと思います。 

皆さん、そのような理解でよろしいでしょうか。 

 

○小島委員 

私は地域におけるまちづくりに取り組んでおり、そのような観点から地域の問題につい

ても述べさせていただきました。 

 

○加藤会長 

いずれにしても、検証会議での議論をこのような報告書として整理した案として出てき

ていますので、本日、もし議論がまだ残るなど、最終段階に達しないということであれば、

さらに会議をしていくという認識で進めていきたいと思います。 

 それでは、報告書（案）の内容に移りたいと思います。 

 

○松本委員 

今の話に関連して、報告書に盛り込むべき内容として、検証会議では庁内検証のウェイ

トが高いので、庁内検証のあり方そのものについて触れておくべきだと思います。 

 これまで８回の検証会議の中でも申し上げてきましたが、検証になっていないような部

分があり、現状で行っている事業を説明しただけで、検証報告書（案）２ページにあるよ

うな検証の趣旨に沿った庁内検証が行われ、市民検証会議に報告されたというには不十分

な部分があったと思います。今後も５年ごとに検証がありますので、庁内検証のあり方に
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ついて、きちんと一項を設けて、改善の指摘をしておく必要があると思います。 

 庁内検証のやり方として、庁内で総合的に検証をするのではなく、担当部署が自ら所管

する内容について、自治基本条例に照らしてどうなのかを検証していますが、どうしても

お手盛りになったり、都合が悪いところは避けてしまうということがあると思います。例

えば、行政改革などは外部の人間が入らなければ、内部で行った課題の洗い出しに対して

の指摘が不十分な場合もあると思います。 

担当部署の自己検証ではなく、庁内検証であれば、庁内検証の結果を市としてきちんと

報告しなければいけないと思います。そのためには、担当部署に任せてしまうのではなく、

全体を見通す部門、あるいはプロジェクトチームなどを設けて、そこで担当部署から出て

きた検証結果に過不足があれば、是正するといった仕組みをつくることが必要だと思いま

す。そうでなければ、市民検証会議でそのような過不足が指摘されても、時間の問題など

で深く検証できません。 

今申し上げたことをまとめると、１点目は、担当部署が趣旨をきちんと理解した検証を

行い、２点目は、担当部署から出てきたものをそのまま報告するのではなく、一度庁内で

スクリーニングにかけて、庁内での議論や補強を経て、検証内容を第三者批判に耐えうる

ようにする手順をつくっていただきたいと思います。そのために必要であれば、部署やプ

ロジェクトチームをつくって検証することが必要という旨を、庁内検証のあり方として、

報告書のどこかに入れるべきだと思います。 

 

○山本委員 

私も庁内検証のあり方については、今回、初めて検証を実施してみて分かったこともあ

りますので、次回以降の検証に活かせるように、報告書に記載しておいた方が良いと思い

ます。 

 

○加藤会長 

庁内検証に関して、松本委員が言われたように組織として何かされたのでしょうか。例

えば、事務局が担当部署による検証結果を見て、事務局と担当部署で議論をしてから市民

検証会議に臨むというプロセスになっていたのでしょうか。 

 

○事務局 

 松本委員が言われたような突っ込んだ議論を行えていたかどうかは分かりませんが、各

部署から出てきたものについて、課題を一覧表にして共有するところまでは行っており、

課題の共有と是正が必要という認識は持っております。 

 

○松本委員 

補足しますと、確認検証シートに基づいて、庁内検証の結果が報告されましたが、事業
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報告のようなものが多く見られ、事業と自治基本条例との整合性や齟齬を検証しなければ

検証にならないということをこれまで何回か指摘しました。庁内検証できちんとそのあた

りのチェックをした上で、示していただかないと、全くゼロの状態から市民検証会議で議

論しないといけないことになります。 

 

○加藤会長 

 担当部署の説明を市民検証会議の場で聞くというスタンスでしたが、その中で、担当部

署が自ら自治基本条例に照らしてどうであったかを明確に示したところから市民検証会議

での議論がスタートするということでしょうか。 

 

○松本委員 

そう思います。例えば、危機管理のテーマにおいて、各校区別の防災訓練等実施状況に

ついての一覧表をつくっていただきましたが、それを参照しながら、何が抜けているかを

見ていくことをしないと検証にならないという話があったと思います。そのようなことは

庁内検証の段階で定量的にとらえていなければ検証できませんが、報告された内容は事業

報告にとどまっていることが多く、庁内の検証結果として外部評価に耐えられないと思い

ます。 

 

○加藤会長 

 会議のあり方という非常に大きな枠組みについての意見だったと思います。検証報告書

（案）４７ページの「おわりに」の中身について、本日の議論を踏まえて私が書く予定で

すが、そこに今の議論を明確に書き込むことにしたいと思います。 

 

○松本委員 

それで結構ですが、「おわりに」というタイトルでは、あとがきのようなものになってし

まうと思います。ここは２ページの検証の趣旨、進め方、ポイントに相応するものなので、

本来、最後に総括的な問題提起の項目を設けて、何点かきちんと列挙した形にしなければ

いけないと思います。 

 

○加藤会長 

 総括的な整理ということで、「おわりに」という表現はやめて、きちんとした題名に変更

して書き、皆さんに見ていただいた上で報告書に盛り込むことにしたいと思います。 

 ほかに何かお気づきの点があればお願いします。 

 

○橋本委員 

砂利揚げ場の件については、話が進んでおり、県の港湾課所管の検討委員会が既に２回
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開催され、３回目を３月ごろに開催することになっています。このように、明石全体のま

ちづくりを考えながら、様々な立場の方が今の砂利揚げ場があるところをこれからどのよ

うに活用していくか検討しています。 

 アンケートを実施したところ、例えば、とれとれ市場のような施設や、淡路島、家島、

小豆島あたりへのクルージングの拠点をつくり、魚の棚との連携を図るなどの私案が多数

出ています。 

 

○加藤会長 

砂利揚げ場以外にも現在進行していることもあると思います。この検証会議は、現時点

での振り返りなので、５年後の検証においてもまた議論されることになると思います。 

 

○橋本委員 

この件については市の関係ではありませんが、参考までに報告させていただきました。 

 

○小島委員 

情報共有のテーマにおいて、１４、１５ページで、情報提供だけで終わらず、共有をし

てそれを実践に向けて進めていくことは、自治基本条例の一番大事なところですので、そ

の旨を取り上げており良いと思います。 

 

○加藤会長 

情報の共有が必要ということで、皆さんの議論を「共有」という言葉で整理できている

と思います。 

 

○小田委員 

市民参画のテーマにおいて、４ページの「委員の主な意見」の五つ目で、「女性や公募委

員比率については、ボランティア活動などをしている方や女性が多い団体に事前に登録し

てもらい、審議会を開催する際にその中から選出することで改善すると思う。」とあります

が、これでは女性だけが参画していないととらえられるかもしれませんので、女性に限ら

ず、性別や世代に関係なく公募を行う旨の表現にしていただければと思います。 

 

○加藤会長 

分かりました。また、５ページの「まとめ」の二つ目についても、その意見を汲んだ表

現に変更したいと思います。 

 

○山本委員 

 危機管理のテーマにおいて、４４ページの「まとめ」の一つ目で、「自主防災組織という
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看板を掛けるだけではなく、すべての校区の自主防災組織が実際に防災の専門組織として

有事の際に機能するものとなるよう、実質的な組織へとステップアップを図ることが大切

である。」とありますが、地域においてこれまでの活動の反省を踏まえて次につなげるとい

う意味でも、このような文章が追記されて良かったと思います。 

 

○松本委員 

先ほどの５ページの「まとめ」の下から二つ目で、「市民にとっての重要な問題を見極め

ながら、それぞれの比率向上に向けた工夫を行う必要がある。」とあります。これは全体を

通して言えるのですが、「必要がある。」あるいは「検討の必要がある。」という語尾が多く、

このような表現では実際に行政が動くか分かりませんので、具体的な方策をいくつか列挙

する方が良いと思います。 

 

○加藤会長 

ここは今の意見を含んだ表現にしたいと思います。その具体的な方法については、行政

に考えていただくということでお願いしたいと思います。 

 

○田端副会長 

この市民参画のテーマに関しては、市民参画推進会議で方策を具体的に示しています。 

 

○松本委員 

住民投票のテーマについては、現在進行形の話で、自治基本条例ができてから７年目に

入ってもまだ住民投票条例ができていませんので、もっと具体的に厳しく指摘する必要が

あると思います。 

 ７ページの「委員の主な意見」の下から二つ目にもあるように、署名要件が検討委員会

の答申から議案として提出されたときまでに変わったことの説明がまだなされていません。 

きちんと説明すべきだという認識は、検証会議でも一致しており、このテーマの議論の

焦点でしたので、そのあたりを反映させたような表現にしないと緩いのではないかと思い

ます。 

 

○加藤会長 

住民投票のテーマにおいては、どのようにまとめていくかについて、議論があったと思

います。常設型の住民投票条例の制定を目指すということが、最終的には検証会議の落と

しどころだと思います。松本委員が会議の中で具体的に指摘されていますが、検証会議と

しては、常設型住民投票条例の制定を指摘するというところでとどめてはどうかと思いま

す。 
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○松本委員 

もう１点あります。常設型住民投票条例の内容について、時間をかけて検討してきた検

討委員会の答申に基づき、早期に制定する方向で取り組んでいかなければならないという

ことでは全員が一致していたはずです。また、常設型の住民投票条例が必要ということに

加えて、明石市の諮問機関として恐らく初めてである議会での承認を得た条例に基づいて

設置された検討委員会からの答申でもあります。 

 

○加藤会長 

そのあたりも７ページの「まとめ」の一つ目の「これまでの経緯やこれまで重ねられた

議論に基づいて、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。」

との記載に松本委員が強く主張されたことも反映されています。 

 

○松本委員 

「議論に基づいて」という表現は、様々な議論が途中経過にあり、あいまいですので、

ここは「答申に基づいて、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。」とすべきだと思います。そして、答申で出た８分の１の署名要件を、なぜ、だ

れが、どこで、６分の１に変えたのかが大きなポイントになってきます。また、その経過

について、市民に対する説明責任が不十分なので、きちんと説明すべきとの記載がいるの

ではないかと思います。 

 

○加藤会長 

 署名要件の話は答申以降のことでしょうか。 

 

○松本委員 

答申以降のことで、答申に基づいた案が意見公募手続（パブリックコメント）にかけら

れた際は、答申どおりの内容でしたが、出てきた意見にも異論はありませんでした。しか

し、意見公募手続後、議会に提出するまでの２、３週間で、署名要件が６分の１に変更さ

れました。議会の意向も勘案して変更したとのことですが、条例により設置された検討委

員会の答申で示された内容からなぜ変更したのか、市民に対する説明責任が果たされたと

は言えません。 

 

○加藤会長 

明石市でこの問題が大きいということは、新聞報道等で存じ上げていますが、この検証

会議の報告書としては、「常設型住民投票条例の制定を目指す」という表現にして、説明責

任も含めて、これからきちんとしかるべきところで議論すべきことなので、ここでその細

部にまで踏み込むのは難しいと思います。 
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○松本委員 

細部の検討はこの場ではできないので、そこまでは求めていませんが、条例に基づく検

討委員会での答申内容から理由を明確にせずに変えてしまうことは、自治基本条例におけ

る説明責任、あるいは情報の共有や市民参画という基本原則に沿わないのではないかと思

います。そこが検証としては一番大事なポイントだと思います。 

 

○加藤会長 

松本委員が言われたことは、このテーマの個別具体的な話になっているので、検証報告

書としては、答申に基づいて制定を目指すべきだという表現で良いと思います。 

 

○橋本委員 

この場では決まらないので、課題として置いておき、しかるべきところで話をしてもら

いたいと思います。 

 

○加藤会長 

住民投票条例の制定については、これから検証報告書を受けて市として動くか、市民が

動くのかは別にして、そこで話をしていくべきものだと思います。 

 

○松本委員 

自治基本条例の個別の内容について、ここでは議論する時間はないので、報告書への記

載までは求めていません。ただ、制定プロセスについて、市民に分かるように説明責任を

果たす必要がありますので、７ページの「まとめ」の二つ目を「住民投票条例の制定に向

けた取り組みは、そのプロセスとして、市民への説明責任を果たすなど、市としての姿勢

を明確にして進めていただきたい。」と追記していただければと思います。 

 

○山本委員 

私も検討委員会の答申の８分の１が６分の１になったことに驚きましたが、プロセスに

ついての説明を追記しても良いと思います。 

 

○田端副会長 

「まとめ」に書かれていることは今後のことですが、過去の経緯を明らかにすることは

今後進めていく上でも必要なことだと思います。 

 

○加藤会長 

松本委員から具体的に提案をいただきましたので、そのように修正したいと思います。 



 11 

 それでは、８～１１ページの協働のまちづくりのテーマについて、お気づきの点があれ

ばお願いします。 

 

○松本委員 

１０ページの一番下に、「市民活動提案型パイロット協働事業は、幼稚園の解放や、」と

ありますが、これは「開放」の間違いだと思います。 

次に、１１ページの「委員の主な意見」で、「パイロット協働事業の成果と課題を検証し

て、具体的な事業に移していく必要がある。」とありますが、３年間のパイロット事業後

の継続的発展が感じられない旨を追記していただければと思います。 

次に、「まとめ」三つ目で、「まちづくりは小学校区単位だけで行われるものではないの

で、小学校区を超えた広域的な課題についても適切に対応していく必要がある。」とありま

すが、例示として「広域連携組織をつくるなど、適切に対応していく必要がある。」と追記

した方が良いと思います。小学校区単位の連合自治会はまちづくり協議会に変わりました

が、市全体ではないが複数の小学校区にまたがるような広域的な対応が、これからの課題

になってきますので、「適切に」の意味を「広域連携組織をつくるなど、」ととらえるよう

にしていただければと思います。 

 次に、「まとめ」の四つ目で、「テーマ型市民活動団体は自立した運営を行い、様々な資

金調達の仕組みに取り組むことが求められる。行政としては、これまでの事業の成果や課

題を踏まえて、今後の支援のあり方につなげていくことが大切である。」とありますが、地

縁型団体への支援に比べれば、テーマ型団体への支援は遅れています。今回、市民活動支

援センターのようなものがスタートしますが、これに１０年も費やしましたので、過去の

経緯をきちんと検証した上で、支援に取り組むことが大事だと思います。今の「まとめ」

の表現は抽象的で何を言っているのかよく分かりませんので、あかねが丘学園の駅前移転

や旧図書館の上にある生涯学習センター分室の問題など、テーマ型団体の活動拠点が減る

こと、あるいは地縁型団体とテーマ型団体の連携をどう進めるかという意味合いもあると

示唆しておいた方が良いと思います。 

 

○加藤会長 

報告書を受領する側で内容を膨らませて対応してほしいという想いもありますので、あ

まり具体的に記載し過ぎるのはどうかと思います。 

 

○橋本委員 

地域におけるまちづくりの取り組みに対して、現在、地域交付金として約１５０万が出

ています。先日、市連合まちづくり協議会で視察した大阪府の自治体では、その倍ほどの

金額を出しているなど、まちづくりに対する資金面での支援については、自治体ごとに違

います。地域を活性化のためには、何をするにしてもお金が必要になってきますので、交
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付金の増額も検討いただければと思います。 

 

○松本委員 

１１ページの「まとめ」の四つ目で、「行政としては、これまでの事業の成果や課題を踏

まえて、」とありますが、ここは成果よりも足らざる部分が多い分野でしたので、「行政と

しては、これまでのテーマ型活動団体への支援の立ち遅れの経過等の分析や課題を踏まえ

て、」としてはどうでしょうか。 

 

○加藤会長 

客観的な基準に基づいてどうであったのかを判断することができませんので、立ち遅れ

という表現を使うのは難しいと思います。 

 

○松本委員 

その点ははっきりしていると思います。例えば、市民活動支援センターがこの規模の自

治体でないのは、ほとんど見られないはずで、庁内でも立ち遅れているということは常識

になっていると思います。 

 

○田端副会長 

自治基本条例の第１６条から第２０条においては、テーマ型団体はあまり想定されてお

らず、地縁型団体への支援が中心ですので、ここでテーマ型団体への支援が遅れていると

言うのは難しいと思います。 

 また、小学校区を超えた連携についての議論は、協働のまちづくり推進条例の検討委員

会でも出ました。ただ、まずは地域の成熟度や住民の参加具合などに応じて、それぞれの

ペースで小学校区の組織をつくっていくという考え方になっており、ここでさらに先の話

である小学校区を超えた組織のことまで書くのは難しいと思います。基本的には、地域で

考えていくような仕組みをつくるということで、地域として一番動ける単位は小学校区に

なると思います。例えば、イギリスの地域自治組織も大体６，０００人から１万人規模で、

日本の小学校区のコミュニティほぼ同じ規模になり、そこで様々な決め事もできます。そ

のようなことを考えると、「まとめ」としては今の「広域的な課題についても適切に対応し

ていく必要がある。」という表現で十分だと思います。 

 

○松本委員 

自治基本条例は、協働のまちづくりに関して、小学校区単位を基盤にした地縁型団体に

よるまちづくりとテーマ型団体による市民活動を両輪としてとらえていますが、協働のま

ちづくり推進条例においては、地縁型団体である校区まちづくり組織のことが中心で、テ

ーマ型団体についての記載はわずかです。そのことが間違っているとは言いませんが、テ
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ーマ型団体への支援の取り組みは、自治基本条例に照らせば重要であると言えるので、協

働のまちづくり推進条例の検討委員会で、テーマ型団体についてはあまり議論していない

から、ここでは触れなくて良いという考え方は逆だと思います。 

 

○田端副会長 

協働のまちづくり推進条例の検討委員会では、地縁型団体を想定した話が中心でしたが、

当然、テーマ型団の議論もしています。 

今申し上げたいことは、協働のまちづくり推進条例の条文に照らして、自治基本条例の

第１６条を素直に読めば、地縁型団体とテーマ型団体の両方が述べられ、その次の第１７

条で地域コミュニティ、第１８条で協働のまちづくり推進組織が出てくるところから、基

本的には地縁型団体を中心に考えられていることが分かりますので、報告書（案）の「ま

とめ」に書かれていることはそんなにおかしな話ではないということです。そのようなこ

ともあり、テーマ型団体への支援が遅れているかどうかについては、評価の軸が違ってく

ると思います。 

 

○加藤会長 

テーマ型団体への支援が遅れているかどうかについては、検証会議の中でも確かに松本

委員がその旨を発言されていますが、そのあたりは人によって価値観や尺度も違うので、

明確には言いにくいと思います。そのため、「まとめ」としては、「行政としては、これま

での経緯を検証して、今後の支援のあり方につなげていく。」という表現にしたいと思いま

す。 

 また、小学校区を超える組織についても、ここで具体的に提案するのは難しく、しかる

べきところで話を進めていただくということで、ここでは「適切に対応していく」という

表現のままでいきたいと思います。 

 

○橋本委員 

先ほど、地域交付金の話をしましたが、これから順次、校区まちづくり組織が地域交付

金を活用してまちづくりを進めていくことになるので、金額を増やすにしても、今の時点

ではなく、ほとんどの校区が地域交付金に移行してからでも遅くないと思います。 

 

○松本委員 

「まとめ」の表現としては、加藤会長が言われたもので良いと思いますが、協働のまち

づくり推進条例が地縁型団体である校区まちづくり組織に特化しているから、テーマ型の

市民活動の推進については触れなくても良いという議論は本末転倒だと思います。 

 条例の中ではそのような形になっているとはいえ、テーマ型団体による市民活動の推進

についての配慮、あるいは仕組みづくりが立ち遅れていることは事実ですので、そのよう
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な認識を持っていただかないと、今後もずっと地縁型団体だけでまちづくりを進めてして

しまうことになりかねません。この考え方は、自治基本条例における協働のまちづくりの

基本原則との整合性を検証すれば、当然出てくる答えだと思います。また、整合性が欠如

していることについて、フォローしていくことが検証会議の役割だと思います。 

 

○加藤会長 

そのような意味では、「まとめ」の４項目の一つにテーマ型団体への支援に関するものを

入れています。 

それでは、１２、１３ページの広報のテーマについて、お気づきの点があればお願いし

ます。 

 

○松本委員 

１３ページのまとめの四つ目で、「広報活動について、市民参画の観点から市民との意見

交換の手法を検討するなど、市の広報媒体に対する市民の意識を把握しておくことが重要

である。」とありますが、意見交換だけではなく、常設の運営委員会、アドバイザー、広聴

会議、モニター制度などにも取り組んでみてはどうかと広報のテーマの議論で申し上げま

した。 

 

○加藤会長 

そのような取り組みも含むということで、今の表現にしたと思います。 

 

○松本委員 

この表現に含まれるということは分かりましたが、これで先ほど述べた取り組みの意味

合いが伝わるのか疑問に思います。 

 

○小田委員 

様々な方法を見いだす上では、今の表現の方がこれから発展していけるので、具体的に

手法を書いてしまうのはどうかと思います。 

 

○加藤会長 

市民参画で進めるということを軸にしながら、ここでは今の表現のままでいきたいと思

います。 

 

○松本委員 

情報公開のテーマにおいて、１５ページの「まとめ」の二つ目で、「現在の請求に基づい

た公開に合わせて積極的な情報提供に努めていく必要がある。」とありますが、ここは「合
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わせて」ではなく、「併せて」とすべきだと思います。 

次に、総合計画等のテーマにおいて、１９ページの「委員の主な意見」の五つ目までが

広報に関するものになっています。総合計画との関係で様々な話が出てきていますが、こ

れらの五つの意見は明らかに広報のあり方についてのものですので、報告書では広報のテ

ーマのところへ移すべきだと思います。 

 

○加藤会長 

総合計画等のテーマの枠の中で、そこでの議論に触発されて、これらの広報に関する意

見が出されているので、そのまま総合計画等のテーマのところに置いています。皆さんが

総合計画を見られた上で、これらの意見を言われているので、場所としては違うテーマの

ところに記載することはできないと思います。 

 

○田端副会長 

総合計画の周知について、広報紙で行っているという話から、広報に話が行ってしまっ

たのは確かで、総合計画等のテーマにおける議論に偏りがあったことは仕方がないと思い

ます。 

 

○松本委員 

検証会議の運営がテーマごとに行われているので、あるテーマの検証のときに、別のテ

ーマに関する話が出てきて議論することもあります。ただ、それを取りまとめるときには

本来の内容のところに置かないと、読む側としては違和感があると思います。 

 また、２０ページの「まとめ」の一つ目も同様に広報のあり方に関するものです。 

 

○加藤会長 

 確かに読む側の違和感をなくすことは大事だと思います。そのため、これらは広報に関

する意見ですが、総合計画の枠の中での議論から出てきたものなので、総合計画等のテー

マのところに位置づけている旨を報告書に注釈として記載しておきたいと思います。 

 

○松本委員 

財政のテーマにおいて、２２ページの「まとめ」の一つ目で、「議会に出された資料を公

表することについて、技術的にも難しいことではないのであれば公表していく方向で検討

いただきたい。」とありますが、「議会に出している資料」という表現では対象が広過ぎま

す。ここはＣＤで議員に配付されている予算事業説明シートがなぜ公表できないのかとい

う話なので、「予算説明資料などを公表することについて、技術的にも難しいことではない

のであれば公表していく方向で検討いただきたい。」と修正していただきたいと思います。 

次に、政策法務のテーマにおいて、２４ページの「まとめ」の一つ目で、「コストとパフ
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ォーマンスのバランス等を考慮しながら、最も効果的な方法を検討していかなければいけ

ない。」とありますが、弁護士資格を持った職員の活用以外にも、もっと効果的な方法があ

るのではないかという話が出ていましたので、「コストとパフォーマンスのバランス等を考

慮しながら、他の方法の検討も含め、最も効果的な方法を検討していかなければいけない。」

と追記した方がより具体性を帯びると思います。 

 

○加藤会長 

分かりました。そのように修正したいと思います。 

 

○松本委員 

評価のテーマにおいて、２６ページの「まとめ」の二つ目で、大きな修正をされていま

すが、その前段として、２５ページの「検証会議における市の説明」の４点目の「その都

度、効果的なあり方を検討しながら柔軟に実施している中で、実効性のある条例を定める

ことは現時点では難しい。」との説明があります。 

２６ページの「まとめ」の二つ目では、最初に「自治基本条例には、ＰＤＣＡのサイク

ルで市政を運営していくために、施策・事業等について評価制度を構築し、必要な事項は

別に条例で定めることが規定されている。」と条例制定の必要性に言及していますが、その

後に「一方、一つの形に当てはめることで柔軟性が無くなり、形骸化や行政の評価疲れに

つながる恐れもあるなど、評価に関する条例に実効性を持たせることが難しいという側面

もあるので、」と条例の制定について否定的な表現になっています。また、結論として「Ｐ

ＤＣＡサイクルが機能するよう、課題整理を行うことが必要である。」とありますが、条例

に基づいてきちんと評価をしていくべきだという表現にすべきだと思います。 

 

○加藤会長 

皆さんの意見としては、評価に関する条例の制定に関しては、必ずしも全員肯定的では

なく、議論の余地はあるということだったので、このような表現になっています。 

 

○松本委員 

行政内部でＰＤＣＡサイクルそのものに対する理解がきちんとされているか疑問ですの

で、評価をする上できちんとした裏付けをつくらなければ、評価が上手く進まないと思い

ます。本来はそのように裏付けがされていないことも十分に検証されるべきですが、評価

の裏付けを条例でするのか、あるいはそれ以外の形でするのかについて触れておく必要が

あると思います。 

 

○加藤会長 

「評価に関する条例に実効性を持たせることが難しいという側面もあるので、」という表
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現について、評価の位置付けなどをきちんと議論した上で、ＰＤＣＡサイクルをまわして

いくべきという趣旨ですが、このあたりはもう一度検討して表現を修正したいと思います。 

 

○松本委員 

ＰＤＣＡサイクルは、自治基本条例の中では最も重要なポイントですので、もう一歩踏

み込んだ表現がいると思います。 

 次に、組織のテーマにおいて、３１ページの「委員の主な意見」の五つ目で、「あかねが

丘学園が生涯学習センターに統合された件について、」とありますが、場所を移しただけで

あって、組織は統合されてないと思います。 

 

○事務局 

組織上は統合という形になっています。 

 

○松本委員 

 それに続いて、「学生は利便性の高い場所に移転したという認識を持っており、関係者に

対しては十分な説明がなされたと思う。」とあり、行政内部としてはこのような報告が議会

でもされていますが、当事者としては、何十年にもわたりいつでも使用できた活動拠点が

なくなることは非常に大きなことですので、不満があるということも聞いています。それ

を何も問題ないというような表現で済ましてしまうのはどうかと思います。利便性の高い

場所に移転したことについては、一定の評価はある半面、自主的な活動の拠点がなくなり、

活動の場が分散することに対する不満も少なくないと思いますので、そのあたりは意見と

して入れておく必要があると思います。 

 

○加藤会長 

「委員の主な意見」に今の松本委員の意見を追加したいと思います。 

 

○松本委員 

 行政手続のテーマにおいて、３４ページのまとめの一つ目で、「行政処分における不服申

立てなどの審査に際しては、客観性を担保して適切に手続を行う必要がある。」とあります

が、これでは何のことかよく分かりません。ポイントは、事業を行う部署が、市民からの

不服審査請求を審査する審査会の事務局も兼ねていることです。例えば、右手で開発を進

める仕事をして、左手で不服審査の事務局も兼ねるように、同じ人間が両方をすることは

問題だと思います。ここは「一般的な形で事業部署が不服審査の事務局を兼ねるなどのや

り方を改め、客観性を担保して適切に手続を行う必要がある。」と補足していただきたいと

思います。 
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○加藤会長 

「客観性を担保」という表現に松本委員の主張が組み込まれていると思います。 

 

○田端副会長 

「委員の主な意見」と「まとめ」を両方見れば、松本委員の主張は読み取れると思いま

す。また、ほかにも客観性が求められることがありますので、具体的に示して限定するよ

りも、客観性については広い意味でとらえた方が良いと思います。例えば、利益相反の問

題なども含めたコンプライアンスの部分も意味しているので、今の「まとめ」の表現でそ

のあたりのことを明確に示せていると思います。 

 

○松本委員 

全ての業務において、事業部署が不服審査の事務局を兼ねているわけではありません。

例えば、情報公開に関しては、情報公開請求への対応は担当部署が行い、不服申立てがあ

れば、情報公開の担当の窓口である行政情報センターが対応します。不服申立ての相手方

が、その不服申立てそのものを審査することについて、速やかに改めなければいけないと

思います。 

 

○小田委員 

「委員の主な意見」に松本委員の意見が明確に記載されているので、このままの表現で

も十分伝わると思います。 

 

○田端副会長 

先ほどの利益相反については、例えば、アメリカのトランプ氏が、自分の会社を子ども

に預けて、大統領になりましたが、その会社の事業と大統領としての仕事の住み分けはど

うするのかについて、アメリカの議会で問題として扱われています。当然、行政はそのよ

うなことがないように動かなければいけませんので、利益相反については大事なところだ

と思います。 

また、ここでの客観性の意味は、法的な部分以外も全部含めてとらえられると思います。 

 

○松本委員 

ここで言っている事業部署が不服審査の事務局を兼ねるという問題については、利益相

反という言葉に該当しますか。 

 

○田端副会長 

松本委員が言う問題のほかにも、利益相反などの様々な問題がありますので、ここでは

客観性の意味を広くとらえて、報告書に記載しておいた方が良いのではないかという話で
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す。 

行政が複雑になってきており、行政と関わる方の範囲も広くなってきている現在では、

様々なケースがあると思います。例えば、協働は良い言葉ですが、一方で癒着だと言う方

もいて、特定の市民団体をパートナーに選んだことについて、なかなかその理由を説明で

きないこともあります。そのような場合、市職員がその団体の委員になっていないかなど、

本当に利益相反はないのかという視点で見られます。全く利益相反がないと言えるのかと

いう議論が出てきますので、客観的にきちんとチェックする仕組みは必要だと思います。 

 

○加藤会長 

田端副会長の発言のように様々な状況が考えられますので、ここは今の表現のままで良

いと思います。 

 

○松本委員 

この報告書には逐条解説のようなものがなく、会議録がそれにあたると思います。 

 また、同じく３４ページの「まとめ」の二つ目で、「意見公募手続において、公募結果の

公表方法についても、今後検討する必要がある。」とありますが、議論になったところは、

公募結果の公表方法ではなく、意見公募手続に対する回答です。個別に回答の通知をせず

に、ホームページを通して公表するやり方は、自治基本条例ができる前から行っているこ

とで、全く改善がなされていません。そのあたりを改善しなければいけませんので、ここ

は「意見公募手続において、意見に対する個別回答の採用などを今後検討する必要がある。」

とした方が良いと思います。 

 

○加藤会長 

個別回答に関しては、今後、市民の意識が高くなったときに、多数の意見が出てくる可

能性がありますので、そのときに一つずつに回答することはコスト面から考えると難しい

と思います。もちろん、個別に回答を通知することも含め、意見をいただいた方への対応

を検討するという趣旨の表現にとどめてはどうかと思います。 

 

○松本委員 

意見公募手続が実施される際、意見をいただいても個別回答はしませんなどの注意書き

が必ずありますが、これは意見を出す人に対して失礼で、本当に多数の意見がほしいのか

疑問に思います。市民参画、協働のまちづくり、情報の共有という自治基本条例の基本原

則からすると、そのようなやり方は改善していくべきだと思います。 

 

○加藤会長 

その対応の仕方に関しては、しかるべきところで議論していただくことにして、「まとめ」
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の表現は今の議論を踏まえて修正したいと思います。 

 

○松本委員 

法令遵守及び公益通報のテーマにおいて、４１ページの脚注に「委員提供資料に基づく

事例の紹介による。」ということで、六つの事例が記載されていますが、この報告書の中で

私が提供した資料はどのように扱われるのでしょうか。ケーススタディとして、個々の事

例についての議論は必要だと思います。事例への対応について、担当部署からの回答まで

は求めていませんが、このような問題をどのようにとらえるのか、きちんと検証をすべき

ということで、先の課題として置いていたと思います。その検証の機会が持たれずに今に

至っていますが、対応が必要な事例を挙げていますので、その対応についての言及が全く

ない状態での終結となるのはどうかと思います。 

 

○加藤会長 

報告書の中に各委員から出された資料を入れることは難しいので、報告書を読まれた方

が必要であれば事務局に問い合わせていただくということにしたいと思います。 

 

○松本委員 

では、４１ページの「まとめ」の一つ目で、「これまでの事例を踏まえながら、市民の理

解を得られるよう、丁寧に取り組む必要がある。」とありますが、「検証会議で指摘された

事例等を踏まえながら、市民の理解を得られるよう、丁寧に取り組む必要がある。」と、「ま

とめ」の中の「事例」と欄外に記載されている六つの事例を結ぶような表現にしていただ

けたらと思います。 

 

○加藤会長 

六つの事例が出されましたが、もっとあるかもしれませんので、ここで示された事例だ

けにとらわれないように、「これまでの事例を踏まえながら、」という表現になっていると

思います。 

 

○山本委員 

ほかにもあると思いますので、今の表現で良いと思います。 

 

○小田委員 

松本委員が提供した事例が全てではなく、このままの表現の方にしておくことで、示さ

れた事例以外の関係者の気持ちの部分も汲めるような内容になると思います。 

 

○田端副会長 
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結局、議論をどのような方向で整理したかが「まとめ」に入ってきますので、整理の方

向が間違っていなければ良いと思います。松本委員も整理の方向が間違っているというこ

とではなく、提出資料の扱いを明確にしてほしいということなので、脚注で明確に記載さ

れているので、このままで良いと思います。 

 

○加藤会長 

先ほどの行政手続のテーマにおける客観性の意味についての議論と似ていますが、「これ

までの事例」という表現で、六つの事例からより大きくとらえて一般化しています。 

 

○松本委員 

検証会議の報告書について、検証の趣旨やポイントを考えたときに、出てきた議論の整

理だけで良いのか疑問に思います。 

 

○田端副会長 

個別案件の検証について、裁判では個別案件について法律に照らして判決を下しますが、

この検証会議における条例に則してどうかという議論では、提供された個別案件は一例と

して取り上げつつ、条例が上手く機能しているかどうかを判断していくことだと思います。

例えば、１００件の事例があって、そのうち１件が上手くいかなかったから、条例は機能

していないと言えるかというと、そうとは言えないところもあります。もちろん、その上

手くいかなかった１件については、しかるべきところで検証すべきだとしても、この検証

会議ではそれはできませんので、先ほど、方向性が間違っていなければそれで良いという

話をさせていただきました。 

 

○加藤会長 

４１ページの「委員の主な意見」と脚注にきちんと記載されていますので、「まとめ」の

一つ目の「事例を踏まえながら、」という表現で一般化して示しているという理解で良いと

思います。 

 

○松本委員 

国及び他の地方公共団体との関係のテーマにおいて、４５ページの「委員の主な意見」

で、ため池協議会、明舞団地、市バスの運行ルート、砂利揚げ場の問題が挙げられていま

すが、明石淡路フェリーの廃止についても記載していただきたいと思います。淡路島への

航路は、ある意味では明石市の生命線であり、その廃止には当時の淡路側との関係が影響

していたのではないかと思います。 

次に、一つ前のテーマに戻りますが、危機管理のテーマにおいて、４３ページのまとめ

の二つ目で、「これからも防災関係についてはきめ細かい努力をお願いしたい。」とありま
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すが、個別具体的でなくても良いので、どのような努力を求めているかを補足すべきだと

思います。 

 

○小島委員 

防災資機材が各校区の自主防災組織に配られていますが、大きいので人手がないと運搬

が困難で、機材を設置するのにふさわしい場所もあまりないという状況です。 

 

○加藤会長 

 全体を通して皆さんに議論いただきましたが、４７ページの「おわりに」という題名を

変えて、この会議の冒頭に意見をいただいた事項について、これから中身を書いていきた

いと思います。 

また、それ以外のところも含めて、修正したものを再度、皆さんに送付して見ていただ

いた上で検証報告書にしたいと思います。 

 

○松本委員 

あとがきのようなものは必要ないので、総括的な意見として、何点か整理して記載する

方が良いと思います。 

 

○田端副会長 

これまでの９回の会議を通して、委員の皆さんからの各テーマについての意見や市民に

どのように影響するかをお聞きしながら、様々なことを教えていただきました。 

協働のまちづくりの精神など、自治基本条例の精神の話が松本委員から出ましたが、そ

れに照らして現行の制度がどうなのかについて、上手く議論いただいたと思います。 

 報告書（案）の文章について、分かりにくいと感じるところはまた具体的に申し上げさ

せていただきますが、内容的には、議論の中で皆さんが一致したところでの方向性が示さ

れていると思います。 

 

○加藤会長 

 ９回にわたる密度の濃い会議を行ってきました。私も行政でたくさんお手伝いをさせて

いただいていますが、その中でもなかなかチャレンジングな会議だったと思います。本当

に皆さん、ありがとうございました。 

 後日、修正された報告書について、ご意見をいただければと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

閉 会 

○事務局 
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修正箇所につきましては、再度、事務局で修正させていただき、会長、副会長と調整の

上、皆さんにまたお示しさせていただきます。 

それでは、これをもちまして第９回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたします。 


