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明石市自治基本条例「素案」に対する意見 

明石市自治基本条例検討委員会 会長 

山下 淳 

12 月 12 日に開催された検討委員会に対する市の条例素案の説明と意見交換は，非公開で行われま 

した．後に，意見交換の概要は取りまとめられて公開され，検討委員会からはこのような意見が出さ 

れたということは明らかにされることになっています． 

当日，検討委員会の委員のみなさんからは，とくに住民投票や評価に関する部分について意見が多 

く出されたところですが，そのほかにも，特別に気にかかる点があります（市の説明や委員のみなさ 

んのご発言に誘発されて私なりに気づいたことにとどまります．精査すれば，まだあるでしょう）． 

会議の場では時間の関係もあって，細かなところまで質問することもできないままに，口頭でしかも 

早口で話さざるをえなかったし，また，意見をすべて述べることができなかったこともあり，検討委 

員会の会長としての責任もあるため，このようなかたちで文書として，市に対し意見を提出しておき 

たいと考えます． 

なお，全体を通して，素案は，あまりにも表現が簡素化されすぎていて（あるいは，委員の発言で 

は「あっさりしすぎていて」） ，そのため，検討委員会が気にかけたところ，問題視して方向性を示し 

たところが抜け落ちてしまっている，そのため，自治基本条例としてその規範としての性格を喪失し 

てしまっていると感じます．他市がそうだから明石もそういうものでいいのだなどということは，ま 

ったく理由にはなりません．市のほうが，意図的に条例案の文言整理に名を借りて，そういうところ 

をおとしたのだとは思いませんが，多少くどくてもいいから，多少長くなってもいいから，「こうし 

なければならないのだ」ということはしっかり表現していただきたいと考えます（素案の説明会にお 

いて委員から「できることしか書かないのか」との発言があったことをしっかり気にしていただきた 

いと思います）． 

もちろん，市がそれなりのお考えで提言から離れた条例案を作成することを許されないというつも 

りはまったくありません．しかし，その場合には，それなりの説明責任を果たすべきことは要求した 

いと思います．「条例としての文言の整理をした」だけではないことを「条例としての文言を整理し 

た」の一言で済ませるのは，市としてあるべき対応だとはとても思えません． 

○第 2条「定義」について 

・第 5号の参画に関する定義は適切ではない． 

「市民が自覚と責任をもって，主体的に」とあり，参画の定義のなかに「市民の責務」までが言及 
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されている．このような表現でもって定義したいというのであれば，むしろ「市民の参画する権利」 

こそが表現されるべきではないか． 

また，「参画」の定義上「市民が自覚と責任をも」つというのであれば，あえて第 6 条の市民の責 

務規定をおくことなど，そもそも不要ではないか（といわざるをえない）． 

いたずらに市民の責務を強調しようとしているとしか受け取られかねない．ニュートラルな定義に 

とどめるべきだ． 

・むしろ，「より積極的な定義を試みたい」（？）というのであれば，「参画」が，市行政と市民のコ 

ミュニケーションを図りながら政策をつくり実施し評価していくための手段なのだということを規定 

すべきだ． 

○「市民の権利」について 

・ 第 10 条（市長等の責務）に対応する「市民の権利」が欠落しているのはおかしい． 

市民こそ主権者であり，市（市議会や市長等）に信託しているのだという趣旨の「市民が自治の主 

体である．」旨をまずもって規定すべきだ． 

その場合には，第 4 条第 1 号との重複・整理が必要となるが，その重要性に鑑みれば，重複してい 

るところがあるとしても，表現等を工夫するなりして，規定を置くべきだ． 

・ 「市民が，市民同士や市と協働したまちづくりのため，それぞれが保有するまちづくりに関する情 

報を知る権利」が，「まちづくりに関する情報を知る権利」（第 5 条第 1 項）に丸められてしまってい 

る．これでは，（たとえ条例の解説を作成し，そこに記述するとしても），市民からみて提言の意図し 

たところの正しい理解が得られないのではないか 

○「市民の責務」「について 

・ 「市民にも責任を自覚してもらう必要があるため「責務」とした」とのことだが，市民の地位はと 

ても重要な事柄だ．検討委員会でも折に触れ議論をしたところでもある．「役割」を「責務」に変更 

するについては，もっとていねいな説明が必要ではないか．市は説明責任を果たしていない． 

・第 6 条では，第 1 項は，「努めなければならない」と努力義務であり（第 7 条第 2 項も同じ），しか 

し，第 2 項は「なければならない」と義務規定になっている．バランスを欠くように思える（どうし 

てそうなっているのか説明がない）． 

○「市長等の責務」について 

・ 市長等の責務は，市民の権利に対応するものであり，とても重要な規定だ． 

第 6 条では，「市民の権利」と「市民の責務」として，提言においては，市政への市民参画，協働 

のまちづくり，情報の共有とそれぞれ 3 つの場面ごとに分けていたものを，集約・整理して規定して 

いる． 

しかし，この 3 つの場面における市民の権利に対応する市長等の責務は，集約・整理されないまま



に，市政への市民参画，協働のまちづくり，情報の共有の 3 つの場面ごとに規定されている（第 12 

条第 1項，第 14条第 1項，第 17条第 1項）． 

・ しかも，他の内容と包括してひとつの条文にされてしまっている．そのため，各条の見出しも漠 

とした表現にとどまっている．これでは，市政への市民参画，協働のまちづくり，情報の共有という 

自治の基本原則を具体化する場面でのとても重要な市長の責務が一見して明確ではない． 

・ このまま 3 つの場面ごとに規定するのであれば，条を独立させて，「○○における市長等の責 

務」とするなどの見出しを付すべきだ． 

・3 つの場面の「市長の責務」は，第 6 条の「市民の権利」に対応するものだ．したがって，「努め 

る」といった努力義務であってはならない（これでは，一方で「市民の権利」を規定しながら，その 

裏側で，市民の権利の実質を弱体化しようとしているのではないかと勘ぐられても仕方がない）． 

第 12 条第 1 項，第 14 条第 3 項，第 17 条第 1 項は，文言を修正し，「努めるものとする」を「しな 

ければならない」「ものとする」「しなければならない」とすべきだ． 

○「市民参画と協働のしくみ」について 

・第 12条第 2項は，その重要性に鑑み，独立の条とすべきだ． 

あるいは，第 12 条でまとめるならば，市長との責務として，市長を主語とした表現とすべきでは 

ないか． 

また，「市民が政策を提案することができる」だけでは，第 15 条第 5 項と著しくバランスを欠く 

（第 15 条第 5 項では，提案が行われた場合には，協議の上，真摯に検討し，対応しなければならな 

い）と提案後の市長との対応がしっかり明記されているが，第 12条だい 2項には，それがない）． 

・第 17 条は，「情報の共有」とあるが，第 19 条と対比すれば，「市長等と市民のあいだの情報共有」 

とすべきではないか． 

・なお，第 17 条については，文言の整理の名を借りて，丸められてしまって，提言を取りまとめる 

に際して検討委員会が問題視したところーすなわち，タイミングの問題，縦割りの問題などーが適切 

に表現されているとはいえない． 

○住民投票について 

・第 13条は，住民投票の請求の要件を定めているが，適切ではない． 

第 13 条第 1 項では，2 つの要件が規定されてしまっている．①請求することができる者の範囲，② 

その総数の 1/3 というものだ． 

・ 検討委員会においては，この点について十分な議論をしていないし，結論も出していない．自治 

基本条例が制定されたのち，住民投票の実施条例を検討するなかで，しっかりと検討することが予定 

されていたはずである．それこそ市民を無視して，開かれたかたちで十分な議論をすることなく，こ 

のような重要な事項を定めるなど許されることではない．市は説明責任を果たしていない．



（ちなみに，第 13 条第 1 項は，住民投票を請求する場合の要件を定めているわけであって，住民投 

票を実施するにあたっての，「投票権者（投票資格者）」の範囲は，当然これとは別の問題だ．投票権 

者の範囲は，どう考えているのか．） 

・選挙権者の１／３の署名要件は適切ではない． 

市民発議型の住民投票制度は，特定の政策をめぐって，市が（市長と市議会が一致して，あるいは 

市長と市議会が対立してながらも）特定の政策を推し進めようとしているが，かなりの市民からそれ 

に対して疑問が出されているときであろう．すなわち，市長・市議会に対して市民から不満が出され 

ているときにほかならない． 

しかし，１／３の要件は，市長の解職請求や市議会の解散請求を求める場合と同じ要件であり，そ 

れならば，まさに市長をクビにしようとか議員を選び直そうとかといったかたちで（しかし，実質は 

当該政策を争点として）市民の意向を問うことが可能であるし，そのほうが手っ取り早いだろう．し 

たがって，そのような選択肢が可能であるにもかかわらず，住民投票を実施する意味はほとんどな 

い．

とすれば，このような発議の要件を定めることは，形のうえでは市民発議型の住民投票を定めなが 

ら，その実質をまったく形骸化させてしまおうというものであり，許されるものではない． 

○「総合計画」について（第 21条） 

・総合計画と自治基本条例の関係が規定されていないのは適切ではない． 

総合計画は，市政を総合的・計画的に運営していくうえで基本となるものだ． 

それゆえに，総合計画こそまずもって，自治基本条例の定める理念や原則に則し，自治基本条例に 

定める仕組みなりにしたがってつくられるべきものだ． 

・ それゆえまた，総合計画のあり方は，総合計画を策定するときにー自治基本条例と離れて，自治 

基本条例とは無関係にー検討するものではありえない．その大枠は自治基本条例できっちりと定めて 

おくべき重要事項だ． 

自治基本条例が総合計画の上位にあり，当然，総合計画のあり様を縛るものなのだということがま 

ったく理解されていない． 

これでは，第 3 条で「最大限に尊重し」「整合性を図」り条例や政策の体系化を図ると定めておき 

ながら，その意義がまったく理解されていないとしかいいようがなく，第 3 条も形骸化されてしま 

う． 

・ 「条例としての文言の整理をした」などは説明になっていない．市は説明責任を果たしていない． 

○評価について（第 24条） 

・ とても自治基本条例に規定する内容ではない． 

評価については，「評価の手法が確実な手法だと評価されるまで至っておらず，今後研究をしてい 

く必要があることから」，条例で定める旨は明記しないとの説明であるが，自治基本条例に規定する



ことは，「直ちに」条例を制定しろということを意味しない．むしろ，自治基本条例に明記すること 

により，市長等に対し，「研究に着手し，評価を実施できる体制を整える，そして，それを条例のか 

たちで定め堅固で安定したものとする」ことを義務づける，それが 3 年かかっても 5 年かかってもか 

まわないが，とにかく取り組むこと，それなりの成果を出させることを義務づける，そういう喉に引 

っかかった小骨みたいに市長等に常に気がかりにさせるところことの意味がある． 

評価に関する条例の制定を義務づける規定を置くべきだ． 

○PDCA サイクルを基本とした市政運営について 

・ 市政運営の基本原則のひとつとして，PDCA のサイクルを基本とした市政運営が明記された．この 

点は評価したい（文言はもっと精査して簡にして要を得た表現とすべきでしょう）． 

・ 提言では，PDCA を基本原則としたことを受けて，それを単なる言葉遊びにとどめないために，総 

合計画，財政，評価の各項目において，PDCA が機能するような，最低限のことは盛り込もうと試みて 

いる．例えば，総合計画で数値で達成目標を示すこと，総合計画と評価，財政運営，組織編成，行政 

改革を連動させること，総合計画に準拠した評価を行うこと，評価の結果を総合計画，財政運営，組 

織編成，個々の政策に反映させることなどだ． 

しかし，それらの部分はすべて素案ではおとされている．これでは，PDCA は，市政運営の基本原則 

だとしつつ，それが機能しないようにしようとしている，骨抜きにしようとしているとしかいいよう 

がない． 

・他のものも含めて，4 つの市政運営の基本原則が，単なるお飾りの言葉でしかないのでは，基本原 

則として掲げる意味などまったくない．この基本原則を，では，どう市政運営の各項目のなかにビル 

トインさせようというのか，市は説明責任を果たすべきだ． 

○「組織」について 

・ 「市民に近い組織レベルに権限を移譲すること（提言の 2-6-ｳ）」が規定されていない． 

「市民サービスの向上という観点で， ・・・第 25 条第 2 項に規定した」とあるが，これは，提言の 

趣旨をまったくわかっていないとしかいいようがない． 

提言の意図は，市役所のなかの分権であったはずだ（さらに言えば，検討委員会の議論のなかで 

は，コミュニティセンターへの権限移譲の取り組みが意識されていたのではなかったか）． 

○「行政手続について 

・ 行政手続については，市民参画のための手続との関係が適切に考慮されるべきだ．しかも，現行 

の明石市行政手続条例は，法律と対比すると，必要かつ十分な規定を欠いている．単なる「文言の整 

理」では説明になっていない． 

○「危機管理」について



提言では「市民の安全と安心の確保」とあるものが，「市民の安全と安心の推進」と変更されてい 

る．言葉のニュアンスから受けるものはかなり違ってくる．単なる「文言の整理」では説明になって 

いない． 

（以上）


