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明石市自治基本条例素案についての検討委員会委員と市との意見交換概要 

１ 日 時：平成２１年１２月１２日（土）１０：００～１２：１５ 

２ 場 所：明石市役所８０４会議室 

３ 出席者：明石市自治基本条例検討委員会委員１２名 

総務部職員５名 

関係部職員３名 

４ 内 容 

⑴ 市から明石市自治基本条例素案について説明 

・全体の構成については、６章３３条という構成を考えている。提言書では、市民参画と協働の仕 

組みのところで、細分化して市政への市民参画、協働のまちづくり、情報の共有が位置付けられ 

ていたが、条例にした場合、条文も多くないので、節に分けずに章建てで記載している。住民投 

票については、提言では項目を建てていたが、条例素案ではこれも市民参画の一つの仕組みであ 

ると考え、第３章の中に含めて規定している。 

・ 『前文』については、提言で、明石の風土や文化、歴史。目指すべきまちづくりの姿。自治の前提 

となる人権尊重。まちづくりの取組み。市民主体の自治。市民、市長、市議会の協働。自治基本 

条例制定に関する決意というものを７つの段落を分けて、盛り込んでいただいた。ここには皆様 

の思いが詰まったものであり、若干言い回しを変えさせていただいてはいるが、条例素案でもそ 

のまま記載させていただいた。 

・第１条『目的』については、条例になると目的なり趣旨なりを記載するということになるので、 

第１条で規定している。 

・第２条『定義』については、提言では、それぞれの項目の中で説明が必要なところに記載してい 

るが、条例の場合は、バラバラに言葉の説明をするよりは、まとめて最初に定義ということで定 

める方がよいのではないかということで、６つの言葉を定義としている。市民については、提言 

に定めているように、幅広く市民を捉えようとするものである。 

・第３条『条例の位置付け等』については、提言ではピラミッドの絵があり、自治基本条例が自治 

の最高規範であってということでまとめていたが、国の場合、憲法と法律にはっきり優劣がある 

が、条例になると優劣がないということで、条例の位置付けとして「この条例が基本となる。こ 

の条例の趣旨を最大限尊重して、他の条例との整合性を図る」とする方が理解しやすいのではな 

いかということで、そのようにした。 

・第４条『自治の基本原則』については、提言どおり、市政への市民参画。協働のまちづくり。情 

報の共有を定めている。 

・第２章『自治の主体』の第１節『市民』に、 『市民の権利』と『市民の責務』を定めている。提言 

では、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の項目の中で、それぞれの 

場面で、役割、責務というものを記載していたが、それぞれの項目の中で、重なる部分もあるの 

で、市民については一つにまとめて、 「権利」と「責務」という形で、第５条と第６条にまとめた。 

第６条『市民の責務』は、役割を責務に変えているが、責任があるということを表したいからで 

ある。 

・第７条『事業者等の権利及び責務』については、検討委員会でも、事業者等には積極的に明石の 

自治を担ってもらう必要があるということで、あえて事業者等の権利及び責務ということで提言 
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をまとめているので、提言を踏まえ盛り込んでいる。 

・第２節『市議会』の第８条『市議会の役割、責務等』と第９条『市議会議員の責務』については、 

検討委員会に議会から『明石市議会のあるべき姿』、『明石市議会議員のあるべき姿』の報告をい 

ただき提言をまとめた。もともと議会のあるべき姿にあった内容を提言で一部省いていたところ 

があり、改めて条例素案に記載している。 

・第３節『市長等及び職員』の第１０条『市長等の責務』については、提言の趣旨を踏まえて記載 

している。第１１条『職員の責務』についても、提言の内容を基にしている。 

・第３章『市民参画と協働のしくみ』では、参画と協働と情報共有をまとめている。第１２条『市 

民参画の手法等』については、提言では、市長等の責務と、市民政策提案手続、そして条例に基 

づく市民参画の推進ということを項目を立ててまとめていた。素案では一つにまとめている。 

・第１３条『住民投票』については、検討委員会でもいろいろ意見があった。市においても検討し 

たが、最終的には、提言を尊重し、常設型の住民投票を規定している。住民投票を発意するため 

の要件である「住民のうち選挙権を有する者」については、条例素案では、現行の法律の考え方 

に準じて規定しようとするもので、地方自治法の条例制定権の規定に準拠している。また、議会 

の解散請求や市長の解職請求の基準である「３分の１以上」に準拠している。それだけの数が集 

まれば住民投票が実施されるということと、将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられ 

る事項を対象として実施されることを踏まえ、また、尊重義務を設けるためにもある程度の要件 

が必要ではないかということで、素案では「３分の１」にしている。 

・第１４条『協働のまちづくり』 、第１５条『地域コミュニティ』については、提言の趣旨を踏まえ 

て記載している。 

・第１６条『協働のまちづくりの拠点』については、提言で小学校区コミュニティ・センターの役 

割ということでまとめていたもので、提言の趣旨を踏まえ、基本的な事項のみを記載している。 

・第１７条『情報の共有』については、情報の共有には、市から市民、市民から市、市民同士とい 

う３つの場面があるとしていた提言の趣旨を踏まえて規定している。 

・第１８条『個人情報の保護』については、これも提言で、個人情報の保護という形でまとめられ 

たものを、より分かりやすくということで見出しを設けたものである。 

・第１９条『市民同士の情報の共有』については、提言の内容どおりである。 

・第４章『市政運営の原則』については、提言でまとめた基本原則をはじめ、他１１項目について、 

それぞれ条建てしている。 

・第２０条『基本原則』については、４つ挙げている。提言の(４)のＰＤＣＡについては、ＰＤＣ 

Ａと条例に書いても、なかなか理解しにくいということで、その意味するところを言葉で記載し 

ている。１号から３号までと４号とではバランスが悪いので、もう少し整理する必要があると思 

っている。 

・第２１条からは個別の項目で、第２１条『総合計画』については、提言では、これまでの第４次 

長期総合計画の考え方を踏まえてまとめられたが、次の第５次長期総合計画では市の方もそのあ 

り方を検討しているところであり、総合計画に関するところは短くなっているが、ここでは総合 

計画に関する基本的な事項を定めるようにしたためである。 

・第２２条『財政』 、第２３条『政策法務』については、提言の趣旨を踏まえて規定している。 

・第２４条『評価』については、提言では政策評価というタイトルであったが、条例素案では、政 

策評価に限らず、評価を行うという意味で、見出しを変更した。内容は、提言の趣旨をは尊重し 

たものであるが、提言の⑤の「政策評価に関する詳細は、別に条例で定めなければならない。 」に
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ついては、市において評価に関する手法がまだ定まっておらず、どのような評価手法にするのか 

についてもう少し検討したいということで、ここで条例に定めると書いてもなかなか条例のイメ 

ージができないということから、規定しないこととした。ここに規定していないからといって、 

条例制定ができないわけではなく、必要となったときに別途条例を定めていきたい。 

・第２５条『行政改革』については、提言の趣旨を踏まえて規定している。 

・第２６条『組織』については、提言の趣旨を踏まえて規定しているが、提言の(ウ)の「市民に身 

近なところで処理されるよう、市民に近い組織レベルに権限を移譲すること」については、 『行政 

改革』の第２項に規定している「効果的で効率的な市民サービスを行う」というところにまとめ 

て定めている。 

・第２７条『行政手続』については、提言の趣旨を踏まえて規定している。 

・第２８条『要望、苦情等への対応』については、すでに市で行っていることだが、提言の趣旨を 

踏まえて規定している。 

・第２９条『行政オンブズマン』については、すでに２年前から行っており、見出しを行政オンブ 

ズマンとし、提言の趣旨を踏まえて規定している。 

・第３０条『法令遵守及び公益通報』については、第１項で法令等の遵守を規定し、第２項では職 

員に対する内部公益通報の規定を定めている。 

・第３１条『危機管理』については、検討委員会から是非、盛り込むべきであるとされていたもの 

で、提言の趣旨を踏まえて規定している。 

・第５章第３２条『国及び他の地方公共団体との関係』については、提言の趣旨を踏まえて規定し 

ている。 

・第６章第３３条『条例の検討及び見直し』については、これも検討委員会の提言の趣旨を踏まえ 

て規定したものである。 

⑵ 意見交換 

項目 検討委員会委員の意見要旨 市の説明又は意見要旨 

第２条（定 

義） 

・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」 までが言及されている。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。 

・ 「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。
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第５条（市 

民の権利） 

第６条（市 

民の責務） 

・市民の権利・責務に対して、市長等の責 

務が対応していないのではないか。 

自治の主体のところにしか、 市長等の責 

務がない。 参画と協働のところに書いて 

あると言うけれど、 見出しを変えてしま 

って、 ごちゃごちゃっと書いてしまって 

いて、提言の趣旨が生かされていない。 

市民の責務がやけに厳しく規定されて 

いないか。 市民の責務では第１項の参画 

は「～務めなければならない」第２項の 

協働は「～しなければならない」と言い 

方が違うし、義務付けになっているが、 

市長等の責務では「～するものとする」 

となっている。 表現的には市民と市長等 

とで反対ではないか。 バランスが取れて 

いないように思う。 

第１０条 

（市長等の 

責務） 

・第 5 条、第 6 条では、「市民の権利」と 

「市民の責務」として、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 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。これでは、 とても重要 

な市長の責務が一見して明確ではない。 

⇒市長等の責務は、 条例素案では見出しを 

変えているが、 その内容は提言を踏まえ 

て規定している。 市民の責務だけ厳しく 

していることはない。 提言にあることを 

条例として規定したまで。 条文に提言の 

文言すべてを書く訳にはいかない。 書け 

ない部分は、逐条解説で補足する予定。 

第１２条 

（市民参画 

の手法等） 

・ 「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（地域コミ 

ュニティ） 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 

条第 2 項には、それがない） 。 

第１３条 

（住民投 

票） 

・住民投票の３分の１の署名要件は厳し 

い。 発議要件は別に定める住民投票条例 

で決めるものと思っていた。 住民も安易 

に住民投票を考えることはないと思う 

⇒住民投票については、 いろんな意見があ 

る。常設型の場合、その要件が整えば、 

市長も議会も素通りで強制的に自動的 

に住民投票が実施をされる。 市政の行方
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ので、 住民が望んだときにしやすい住民 

投票にしてほしい。 

・住民投票について、議会では常設型に関 

し賛否両論あると聞いているが、 提言で 

常設型の住民投票を求めたのは、 市政運 

営のチェック機能、歯止めの意味であ 

り、 ３分の１の署名がなければできない 

という制度では困る。 検討委員会の思い 

を理解してほしい。 ３分の１の要件は見 

直すべきだ。 

・住民投票のところは、発議要件は、別途 

定める住民投票条例で定めて、 自治基本 

条例には常設型だけ定めたらいいと思 

っていた。 

・ある政令市では極めて緩い発議要件にし 

ていた。 明石でも発展していけば合併の 

話などが出てくるかも知れない。 そうな 

れば、住民投票ということも考えられ 

る。 自治基本条例には発議要件まで規定 

しなくてもいいと思う。 

・市の方が、市の責任でこうするというの 

であれば、 それで結構だが、 検討委員会 

で検討していない、 しかも極めて重要な 

住民投票の発議要件を、市の中の密室 

で、 どのような議論を経て出てきたのか 

分からないが、 突然出てくるということ 

が、適切かどうか。 

・検討委員会では、 要件については大事な 

話だから、 住民投票の実施に関する条例 

を議論するところで、 しっかり議論しな 

ければならないということで先送りし 

ていたものを突然出てくるというのは 

いかがなものか。 

・要件として、外国人、未成年者を含める 

かどうかということも （選挙権を有する 

者にしていることで） 決着を付けた形に 

なっているがそれでいいか。 

・３分の１の署名要件は、議員や市長の解 

職請求と同じだ。 首を飛ばすかどうかの 

方が早い。 こんな要件なら住民投票する 

必要ない。 議会を解散して住民投票した 

を左右する問題に、 署名さえ集まれば議 

会の関与なしに自動的に住民投票が実 

施されていいのか、という意見。また、 

非常設型の場合、非常にハードルが低 

い。 何かあったら住民投票だということ 

になると、市政の安定した運営がどう 

か、という意見の２つある。どちらにし 

ても良いところ、悪いところがある。ど 

っちでないといけないというものがな 

い中で、最終は提言の内容を反映し、常 

設型の住民投票を素案に盛り込んだ。 

⇒常設型の住民投票制度を設けるべきだ 

という提言をいただいた。 それを踏まえ 

て、市で条例素案を作るに当たって、発 

議要件をどうするのか、 何もなしという 

ことでいいのか、 ということから盛り込 

んだ。 

⇒要件について検討委員会での議論がな 

い中で突然出てきたということは、 その 

とおりだが、 市が素案として作った要件 

であり、 一番厳しい要件で規定させてい 

ただいた。一つの考え方として、いわゆ 

るリコールとか解散といったように、 要 

件が集まれば必然的にそうなってしま 

うものだということであれば、 ３分の１ 

という考え方もあると考えた。 何が一番 

ベストなのか、 これだから絶対正しいと 

いうものをつかめない実態もあり、 一つ 

の案であると理解いただきたい。
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ら済む。 ３分の１も集めないといけない 

なら住民投票の実益が全然ない。 リコー 

ル請求の場合、前提条件ないが、この素 

案では、 将来にわたって市に重大な影響 

を及ぼす事項が対象になるのなら、 同じ 

３分の１でもこの方が厳しい。 ３分の１ 

の署名要件なんて機能しない。 形だけ常 

設型の住民投票制度、 住民がイニシアテ 

ィブをとれる住民投票制度という外観 

はしているが、使い物にならない。ごま 

かしている。 

・自治基本条例の住民投票の規定が実際に 

使われた事例は全国にない。 要件をどう 

するかということは、 政策的な選択なの 

だから、 どういった形で議論して決める 

のがいいのか。 市としては検討した上で 

出されたと思うが、 もう少しオープンな 

議論をした上で、出すものではないか。 

・自治基本条例に発議要件を規定しなくて 

もいいではないか。 住民投票条例に定め 

ればいい。 

第１４条 

（協働のま 

ちづくり） 

・協働と謳われているが、協働ってどうい 

うことか分かっていない職員が多いと 

感じる。 

⇒協働のまちづくりや地域コミュニティ 

について、「自治基本条例」に盛り込ん 

でいるところは、 今後、 検討していく 「協 

働のまちづくり推進条例」 に反映させて 

いく。 

第１５条 

（地域コミ 

ュニティ） 

・地域コミュニティのところ、小学校区を 

基本的な単位として、 まちづくりを推進 

するとしているが、 福祉問題や人権問題 

は中学校区単位でやっている。 条例で小 

学校区を基本的な単位とすると、 すべて 

そのようにしていかなければならなく 

なる。そうであれば、今後、小・中学校 

区コミセンのあり方も検討していかな 

ければならないということになる。 

・将来に向かっては、小学校区を基本的な 

単位として、 まちづくりを進めていくと 

いう方法でいいと思う。 ボランティアも 

小学校区別で進めていくべきという考 

えである。 中学校区ですることもたくさ 

んあるが、 その中で、小学校区も中学校 

⇒既存の中学校区を中心に活動している 

ものまでも小学校区単位にするのでは 

なく、 目指すところは基本的には小学校 

区でということ。 小中学校区で相互に連 

携して取り組んでいくことが必要にな 

ってくる。
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区に入っていって進めていく。 

・地域コミュニティのところ、明石の場合 

これが特徴だが、他市では「市民自治」 

としているところもある。 

第１６条 

（協働のま 

ちづくりの 

拠点） 

・条例としてスッキリしすぎた感じ。 特に、 

地域コミュニティと協働のまちづくり 

の拠点のところが少しスッキリしてい 

るという感じ。 コミュニティセンターの 

役割のところは地域に対する思いが強 

かったので、 別に定める条例の中でケア 

してほしい。 

第１７条 

（情報の共 

有） 

・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、 タイミン 

グの問題、 縦割りの問題などが適切に表 

現されているとはいえない。 

第２０条 

（基本原 

則） 

・市政運営のところは、基本原則にＰＤＣ 

Ａの原則を入れておきながら、 総合計画 

以下でＰＤＣＡが動かないように作っ 

てある。こんな条例なら、ＰＤＣＡでや 

ると基本原則で書くのは止めたらどう 

か。中身がない。提言では、総合計画が 

指針になる、 評価のところも総合計画に 

準拠してやる、ということを盛り込ん 

で、 実施と評価と見直しということを大 

まかな形ではあるが示したつもりだ。 肝 

心なところをうまくはずして書いてあ 

るので、骨抜きになっている。総合計画 

と財政、評価、組織、といったものをう 

まく連動させる、 総計と評価というもの 

をしっかり入り口と出口で抑えること 

でＰＤＣＡが動いていくというのが提 

言の要素になっているが、 その部分を全 

部落としている。こんなんであれば、 総 

合計画以下はあってもなくっても一緒 

だ。評価については不満だ。 これであれ 

ば自治基本条例に書く意味全くない。 こ 

んな条例なら作らない方がいい。 

・基本原則を踏まえて、評価、組織が規定 

されていない。総合計画が、政策評価、 

財政、組織、行政改革にもつながるよう
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に提言では書いているのに、 それが全然 

書かれていない。 市の都合のいいように 

書いている。 市の考えならそれはそれで 

いいが、「検討委員会としてこういう意 

見もあったということを出してほし 

い。」 

第２１条 

（総合計 

画） 

・総合計画は、市政の根幹をなすもの。素 

案の内容が間違っているということで 

はないが、 もう少し提言を反映してほし 

い。 

・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。 

第２４条 

（評価） 

・評価の手法が定まっていないから詳細を 

別途条例で定めることを規定できない 

ということだが、条例素案全体を通し 

て、 別途条例がある又は予定されている 

という前提で別途条例を定めることを 

考えているように思える。目標として、 

それに向かってやっていくということ 

で「条例を定める」 と書いてもいいので 

はないか。 

・評価のところ、検討委員会が考えている 

ところを、 もう少し、しっかりと分かる 

ように、条例とはいいながらも書くべ 

き。 ＰＤＣＡを回していくことによって 

改善していくといった基本的なところ 

を何らかの形で規定すべき。 

・評価も委員のこだわったところ。別に条 

例で定めるということを盛り込まなか 

ったこともあり、スッキリしすぎた感 

じ。 

・評価についてまだ定まったものがないか 

ら別途条例制定をはずしたということ 

だが、それは反対で、今後作り上げるこ 

⇒評価について条例で定めるといっても、 

まだ具体的に出てこないという段階で 

あり、責任をもって定められない。市政 

運営の大原則としてＰＤＣＡをやると 

条例で規定するので、 いろんな事業に関 

する評価というのはそこで担保されて 

いる。 手法とかやり方が決まれば条例で 

定めていく考えである。
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とを市に求めているという意味で条例 

制定を提言に書いている。「別に条例で 

定める」と規定して、それに向けて取り 

組むということでいいのではないか。 す 

でに条例がある、あるいは、 条例制定を 

予定しているから書くというのでは自 

治基本条例を作る意味がない。 

第２６条 

（組織） 

・組織の(ゥ)「市民に近い組織レベルに権 

限を移譲すること」 については、市民サ 

ービスの向上という意味で行政改革の 

中に含めたということだが、 権限移譲と 

いう言葉は条文に落としてほしい。 

・ 「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。 

第２７条 

（行政手 

続） 

・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。 

第３１条 

（危機管 

理） 

・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。 

その他 ・条例としてスッキリしすぎている印象。 

・ 「別に条例で定める」がいくつかあるが、 

提言の内容が反映されるのか。 制定のタ 

イムテーブルがいるのでは。 

・市民と市長等についての規定の文末の言 

い回しは、 バランスが取れていない感じ 

がする。 

⑶ 今後の予定について報告 

１２月２１日から１月１２日にかけて、 条例素案について市民の方から意見募集 （パ 

ブリックコメント）を行いたいと思っている。１５日号の広報あかしに案内記事を掲 

載する。条例素案については、ホームページをはじめ、各市民センター、図書館、各 

コミセンに置き、閲覧できるようにする。今後、市議会からもご意見を聞く予定とし 

ており、今日いただいた委員の皆さんのご意見も踏まえ、最終的に１月下旬に条例案 

を作りたい。それについて、委員の皆さんに再度、説明させていただき、議会の方に 

も条例案を報告し、できれば３月に条例案を提案したいと考えている。


