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自治基本条例素案についての市議会の主な意見 

項目 議員意見要旨 理事者の見解 

前文 前文には、情報共有がいる。風土に加 

え、文化がいる。 

前文には、 目指すべきまちの姿や市民 

主体の自治、市民・市長・市議会の協 

働といったことについて、 提言をでき 

る限り尊重して盛り込んでいる。 情報 

共有については、本文に規定してい 

る。 

第2条 （定 

義） 

「市議会」「市」 の定義が要らないか？ 条例素案では、市議会も含めて「市」 

という言葉を使っているが、 そのこと 

を明確にするため、あらためて「市」 

の定義を 「市議会及び執行機関によっ 

て構成される基礎自治体としての明 

石市をいう。」として盛り込んだ。 

「参画」の定義のところ、「計画段階 

から・・・」を、提言のように「企画・ 

構想段階から、立案、 ・・・」にすべ 

き。 

「参画」の定義は、提言の市政運営の 

基本原則に記載されているＰＤＣＡ 

（計画・実施・評価・改善）に合わせ 

て「計画段階から・・・」としたもの 

であり、 提言の 「企画・構想段階から、 

立案、 ・・・」と同じ趣旨であると考 

えている。 

市民の範囲が広すぎる。子供も入る 

し、納税者ではない人も入る。 

参画と協働によるまちづくりでは、 住 

民に限らず、 できるだけ幅広く市民を 

捉えようというのが提言の考え方で 

あり、その趣旨を尊重したものであ 

る。 

第3条 （条 

例の位置 

付け等） 

最高規範という言葉を使わず、 他の条 

例と並列との考え方をするなら、 これ 

まで２年も手をかけて検討してきた 

意味がなくならないか？ 

条例素案では、 自治基本条例は形式的 

には他の条例と優劣の関係はないと 

考え、文言を変更した訳であるが、他 

の条例、 規則等の制定改廃に当たって 

自治基本条例との整合を図ることや、 

自治基本条例の定める内容に則って、 

条例等の体系化を図るものとされて 

おり、 実質的には最高規範性が担保さ 

れていると考えている。 

誤解を生じるからといって最高規範 

を出さないというのは検討委員会の 

考えに従っていない。 自治基本条例は 

根幹ではなく最高規範である。 

憲法のように最高法規ということな 

らややこしくなる。 自治基本条例をベ 

ースに置いて組み立てていくという 

ことか。 
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第5条 （市 

民 の 権 

利） 

市民の権利の「市民は、市政に参画し 

ないことによって不利益な取扱いを 

受けない。 」は、自治会への未加入者 

を認めることになる。悩むところだ。 

検討委員会では、 参画を義務として強 

制することは自治基本条例の本旨で 

はないと考え、 提言にその旨を記載し 

たところであり、 条例素案にもその趣 

旨を踏まえ規定したものである。 

第6条 （市 

民 の 責 

務） 

足立区では、 市民税の滞納者が多いた 

め、市民の責務に「納税の義務を果た 

す」ことを盛り込んでいたが、明石市 

ではどうか。 

自治基本条例は、 市民の参画と協働の 

推進が本旨であるため、 納税の義務を 

定めることはしていない。 

市民や事業者は tax-payer なのに何 

故「責務」か。職員、議員と同じか？ 

市民は権利のみとすべきではないか。 

行政は市民や事業者に責務を負わせ 

るという考え方を持っているので 

は？責務という感覚はおかしい。 

自治の主体として、 市民も事業者も行 

政も議会も上下がないと考えている。 

それぞれが役割を担うというのが条 

例の考え方である。 

市民、行政、市議会はそれぞれパート 

ナーである。 市民にも共に責任を負う 

という姿勢が必要である。 地域での意 

見交換会でも役割とか責務の話は出 

ていた。 

提言では、参画、協働、情報共有のそ 

れぞれに市長や市民の権利、 責務等が 

あった。 市民の責務は市民を疑うよう 

な論調だ。 

市民に対しては責務とされているが、 

市民についてそこまで言わなくても 

よいとの声がある。 

条例素案では、 市民にも責任を自覚し 

てもらう必要があるため、見出しを 

「市民の責務」としたが、多数のご意 

見を踏まえ、提言書の表現である「市 

民の役割」とした。 

市民の責務のところの 「～しなければ 

ならない」は must である。それはど 

うか。市長、議員には厳しく、市民に 

は優しくしてほしい。 

校区での意見交換会のときに、 市民か 

ら 「市は我々に何かをさせようとして 

いる」という意見を聞いた。「努める 

ものとする」でどうか。理念条例だか 

ら読めば希望の持てる条例でどうか。 

第 10 条 

（市長等 

の責務） 

議員の責務もあるので、 市長の責務が 

あってもいい。 市長は大統領のような 

ものである。 市長等の責務の条で市長 

が主語になっている規定が第３項に 

あるが、１項目にあるべきだ。バラン 

スが悪い。市長の責務を強調すべき 

だ。 

ご意見を踏まえ、 条例案では第１項に 

市長の責務を規定することとした。



- 3 - 

第 12 条 

（市民参 

画の手法 

等） 

別途定める条例はこれからどうなっ 

ていくのか。 

自治基本条例の制定後、 条例の柱であ 

る参画と協働を推進していくための 

個別条例を早急に制定するよう検討 

を始める。 

条例には細かいところまで盛り込ま 

ないだろうが、提言の参画、協働につ 

いての具体的なところが外されてい 

る。 

具体的な手続や詳細については、 別途 

定める条例で盛り込んでいく。 

第 13 条 

（住民投 

票） 

住民投票のところに発議要件の規定 

は要るのか？ 

発議要件については、 検討委員会では 

議論していなかったが、提言を尊重 

し、 常設型の住民投票制度を定めるな 

らば、 発議要件は規定する必要がある 

と考え、 条例素案では地方自治法に準 

拠して設定した。しかし、要件につい 

て、 様々なご意見をいただいたところ 

であり、なお、慎重な検討が必要であ 

ると考え、自治基本条例には規定せ 

ず、 別途定める住民投票の実施に関す 

る条例の検討の中で議論することと 

する。 

以前、 永住外国人の地方参政権の法制 

化を求める請願を市会全会一致で可 

決している経緯から、 外国人と 1/3 の 

発議要件の見直しは譲れない。 発議資 

格と投票資格は別に考えることはで 

きるが、もっと要件を緩和すべき。 

発議資格に外国人は入れてほしい。 

1/3 も厳しい。納税義務も果たしてい 

るのに、市政に参画できないでいる。 

この条例素案はよくできていると思 

う。1/3 の署名要件は残すべき。 

住民投票は住民を２分するような事 

案を対象にするべき。 乱発されないよ 

うにすべき。 住民投票は重いことだと 

いうことを市民に分かってもらう必 

要がある。 そのためにも署名要件とし 

て 1/3 ぐらいあってもしかるべきだ 

と思う。また、在住外国人については 

地方参政権についてまだ法律ができ 

ていない。 １８歳の選挙権付与も同じ 

だ。 そういうことから現行法令に準じ 

るという条例素案の考えでいいと思 

う。 

住民投票、 重大な事項を対象に実施す 

るということなら、 発議要件のハード 

ルが高いのは仕方ない。 

住民投票の発議要件は、 別に条例で定 

めた方がいい。 

住民投票の発議要件 1/3 がなぜ出て 

きたのか。 提言を尊重していないよう 

に思う。
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住民投票の発議要件については、 年齢 

要件１８歳以上や、 定住外国人にも認 

めているところがある。 国際的には選 

挙権を１８歳以上に認めているとい 

うこともあるし、 定住外国人も入れる 

というのが先進的だと思うがどうか。 

後から条例を作るところとしては要 

件が古いのでは？ 

定住外国人を除くのは差別につなが 

らないか。 市民の定義には明石に働き 

に来ている人も含めているのに、 住民 

投票で定住外国人を除くのはどうか。 

まだ議論が要る。 まちを２分するよう 

な、 原発や合併の案件なら 1/3 の要件 

であってもいいが。 

第 15 条 

（地域コ 

ミュニテ 

ィ） 

協働のまちづくり推進組織は分かり 

にくい。 具体的に自治会とは違うこと 

を市民に分かってもらう必要がある。 

別途定める協働のまちづくりの条例 

を検討する中で、議論することとす 

る。 

第 21 条 

（総合計 

画） 

総合計画は提言と比べて違うが。 検討委員会では、 これまでの総合計画 

を基に提言をまとめたが、市では、現 

在、 これまでとは違った体系の総合計 

画を検討しており、 行政各分野の具体 

の施策・事業については、総合計画と 

は別に個別計画に基づき展開してい 

く考えである。 

そのため、 条例素案では提言の内容と 

は異なったものとなっていたが、 条例 

案では総合計画と個別の計画とを一 

体として捉え、総合計画等として、評 

価や財政運営等との関係も併せて、 盛 

り込むこととした。 

第 22 条 

（財政） 

地域交付金もあるので、 財政の地域分 

権も謳ってほしい。 

別途定める協働のまちづくりの条例 

を検討する中で、議論することとす 

る。 

財政は大事。 条例素案はあっさりして 

いる。総合計画、評価との関連はどう 

か。 財政に責任を持つことを明示でき 

ないか。市の決意表明も含まれてい 

る。 意気込みとしての規定があっても 

いいのではないか。 

総合計画等、 評価と財政運営との関連 

についても条例案では規定すること 

とした。また、健全で持続可能な財政 

運営に努めることも規定している。
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第 30 条 

（法令遵 

守及び公 

益通報） 

公益通報が絵に描いた餅にならない 

ようにしてほしい。 職員が内部告発を 

しても不利益を被らないことを明記 

すれば有効である。 誰が何を言っても 

大丈夫との保障がほしい。 

コンプライアンスの条例において、 通 

報者のプライバシーを守るとともに、 

不利益を被らないよう規定していく。 

第 33 条 

（条例の 

検証及び 

見直し） 

検証及び見直しを市民参画のもとで 

と謳っているが、具体的にはどうか。 

提言では検証のための第三者委員会 

の設置について検討をということだ 

が、今後、市民参画の手法等を含めて 

検討する。 

検証についての 「５年を超えない期間 

ごとに」は最初だけでいい。後は適宜 

行うということでいいのではないか 

と思う。 

検証についての 「５年を超えない期間 

ごとに」 はきつくないか？提言にある 

「一定期間ごと」 の方がいいのでは？ 

その他 条例素案を広報で流さないのか？勝 

手に決めたと言われないか？全文を 

広報紙で流すべき。市民は分からな 

い。 特集号、 号外でも出したらどうか。 

中学校区でのタウンミーティングぐ 

らいすべきではないか。 このような進 

め方では、 これだけで３月議会への提 

案も飛んでしまう。 

タウンミーティングは予定していな 

いが、 広報紙と市ホームページでパブ 

リックコメントの実施を広報し、 市ホ 

ームページに条例素案を掲載してい 

る。 広報紙への掲載は時期をみて考え 

る。 

次回の総務常任委員会の後、 現状を広 

報したらどうか。最終案でなくてい 

い。 ここまでやっていることを示せた 

らいい。 

自治基本条例に反することはできな 

いという趣旨も含んでほしい。 

自治基本条例は、権利を制限し、義務 

を課すという、強行法規ではなく、自 

治の主体それぞれの立場でこの条例 

の理念を共有することが大事だと考 

えている。 

前文は分かりやすい「です・ます」調 

だが、本文は分かりにくい。同じよう 

にしたらどうか。 

規定内容の正確性を期する意味から 

も現案が適当と考えている。なお、条 

文の見出し等を分かりやすくするよ 

う工夫している。 

執行機関、議決機関として、行政の執 

行に当たっての取り決めを定めると 

いうことで、「市長等」が主語になっ 

ているところに、「市議会」も入れる 

べき。 

市議会に関しては、本文で役割、責務 

を定めており、 その中で、 参画、 協働、 

情報共有についても謳っている。 市議 

会も含めて規定する必要がある条文 

については、市議会も含めて「市」を 

主語に使っている。
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条例に定める内容としては、 この程度 

でいい。基本的な内容でいい。 

条例の全体像の中で、説明をしてい 

る。 

自治基本条例は、 市の各種事業や決定 

を透明にしようとするものだと思っ 

ている。 条例素案としては概ねよくま 

とまっていると思っている。 

提言内容を集約したところもあれば、 

そのままのところもあって、 一貫性が 

ない。 

提言と違うところの理由付けをしっ 

かりしておくべきだ。 

市長に都合の悪いところは省かれて 

いる。どういう理由でこうなったの 

か、明確にしておくべきだ。 

条例素案は検討委員会の考えに忠実 

でなく、 考えを重視していない。 再度、 

提言に基づいた条例案を作るべきだ。 

公開の場で検討委員会に説明すべき 

だ。 しっかり意見を聞いてから条例素 

案を議会に報告すべきでなかったか。 

提言と合致しているのか確認が必要 

である。その視点が抜けている。 

提言どおり作っていないという懸念 

がある。 これでＯＫという検討委員会 

の意見があってこそ始まるのではな 

いか。検討委員会は満足しているの 

か。 検討委員会の委員全員がＮＯと言 

ったらどうするのか。 市は提言を無視 

している。


