
１　明石市との関係は？（複数回答あり） 

区分 人数 割合 
在住 57 50.4% 
在勤 41 36.3% 
在学 1 0.9% 
市民活動をしている 8 7.1% 
その他 5 4.4% 
無回答 1 0.9% 

計 113 100.0% 

２　性別は？　

区分 人数 割合 
男 72 78.3% 
女 19 20.7% 
無回答 1 1.1% 

計 92 100.0% 

３　年代は？ 

区分 人数 割合 
１０歳代 0 0.0% 
２０歳代 2 2.2% 
３０歳代 1 1.1% 
４０歳代 15 16.3% 
５０歳代 41 44.6% 
６０歳代 19 20.7% 
７０歳代 10 10.9% 
８０歳代以上 3 3.3% 
無回答 1 1.1% 

計 92 100.0% 

４　今回のフォーラムを何で知りましたか？（複数回答あり） 

区分 人数 割合 
広報あかし 36 34.3% 
明石市ホームページ 15 14.3% 
チラシ 28 26.7% 
ポスター 4 3.8% 
その他 18 17.1% 
無回答 4 3.8% 

計 105 100.0% 
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があり、そのうち９２名の方からアンケートの回答をいただきました。 
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５　自治基本条例のことを知っていましたか？　

区分 人数 割合 
はい 80 87.0% 
いいえ 10 10.9% 
無回答 2 2.2% 

計 92 100.0% 

６　意見交換の満足度は？ 

区分 人数 割合 
十分に意見交換が 
できた 

1 1.1% 

ある程度の意見交 
換ができた 

27 29.3% 

どちらでもない 17 18.5% 
あまり意見交換がで 
きなかった 

9 9.8% 

まったく意見交換が 
できなかった 

8 8.7% 

無回答 30 32.6% 
計 92 100.0% 

７　明石市自治基本条例検討委員会へのご意見などがあればご記入ください。 

○暑いですが、がんばってください。 

○将来の明石市のあり方を想定しながら、大きな観点から十分検討してほしい。 

○基本条例の中の論点がまだ議論されていなかったり、不十分なことが多い。年内に最終報告、来年 
３月の条例制定のスケジュールはとても無理。せっかくの条例づくりを拙速で終わらせず、十分な議論 
と中身を本物にするため、上記スケジュールにこだわらず、「市民参画」の議論を行うべきだ。「中間ま 
とめ」でようやく検討のスタートに立ったと位置づけるべきだ。 

○委員の発言の中に「明石らしさ」についてのコメントがあったのではないでしょうか。現場の市職員の 
意識が変化しているとか、現在の明石から「明石らしさ」を拾い上げてください。 

○早く結論を出してください。 

○希望が多く、また中途半端な内容で、プロセスが大切であるというスタンスはわかるが、市民の参加 
が少ない中で、十分な検討ができるのか疑問である。タウンミィーティングでも参加が少なかった。 
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○御苦労様です。 

○範囲として、明石とするのか？隣接市町との連携等を考える必要はないか。又、理念のみが表現さ 
れるだけで終わるように思う。市民の範囲について年齢はどう考えるのか（２０歳か又は他の案がある 
か）、自治というのであれば年齢横断的な集団になるべきと思うが？ 

○「基本条例」は、「理念」について一本通すべきものは、改正をすべきことを前提とすべきではないと 
思う。「理念」は重いものと感じる。 

○よりよいしくみをつくるために、十分な議論をお願いします。 

○理念だけの自治基本条例は不要ではないでしょうか。各分野ごとの基本条例で良いのではないで 
しょうか。委員のみなさんは、市民の中では「声の大きい」方々だと思います。大多数の市民は、それ 
ほどの「参画」は求めていないのではないか。また、協働については、もっと求めていないと感じます。 

○サイレントマジョリティ、ノイジーマジョリティ等々いろんな人がいる。声の大きい人の意見が力を持っ 
てしまうことのないようコントロールできる仕組みづくりに配慮して欲しい。又、いつも特定の人が特定 
の分野への参画と協働を担ってばかりということにならないようにも配慮して欲しい。より多くの人々が 
参画と協働を果たすことができる仕組みづくりを考えて欲しい。 

○市民活動団体というものが、地域自治や地域住民のよりよい生活を営むのとどう関わっているのか 
が不明です。地域福祉の充実が基本自治をささえる土台に関わることではないかと思います。地区社 
協の重要性を明記してほしいです。 

○言葉のキャッチボールすらできていなかったようですが、神戸新聞社の平岡　忠氏の説明、内容が 
かみくだかれていて、一番理解しやすかったです。（自治会の説明） 

○市民にもっとよく知らせ、理解を得ること。老人だけではダメ、若者・女性・壮年にも働きかけること。 

○福祉ボランティアの位置付けをはっきりどこかに出してほしい。 

○よくわからなかった。 

○市民・事業者等の考え方は、あまり広義的にとらえず、限定的にした方が分かりやすく、明確であ 
る。求めるものを明確にした方が、理解しやすいし、誤解が少なくなる。 

○若い人がいないが、なぜか！ 

○「先に結論ありき」ではなく、柔軟な考え方でもって片寄りのない誰もが納得する条例づくりを目指し 
て欲しい。 

○みんなが平等な考えで接する。 

○本来、自治基本条例は、先に「住民自治の受け皿づくり（地区協議会など）」⇒「協働の指針づくり」 
などの検討あるいは実践を経てから、つくられるものだと思います。が、今回はまず自治基本条例あり 
きというので、集められたメンバーなので、御苦労が多いことと思います。そのような状況で（これから 
地方分権や行財政改革、市民のエンパワメントなどで、今後、市政運営や協働の意味合いが大きく変 
わる可能性がある中で）、条例化するなら「見直し条項」は不可欠です。
　また、将来の市民活動の足かせになるような項目は外しておかねばなりません。具体的には「市民 
活動は非営利」であり「行政が支援する」という定義は間尺にあわないのではないでしょうか。今後、地 
域コミュニティの中で「雇用」が生み出されたり、行政の仕事をアウトソーシングで肩代わりしたり、「地 
域経営」にのりださなければならない状況になります。「協働」の定義にある「適切な役割分担」も大きく 
変わってくるでしょう。だれが適切を見極めるのか、異議申し立てがある場合はどうするかなど今の知 
見だけで決めてしまわず、将来変化を見越した条例であってほしいと思います。
　「市役所の職員」として表記すべきところを「市」と書くのはやめた方が良いです。「市と市民との関 
係」ではなく、「行政と市民の関係」でしょう。職員が「市」や「公」を代表している訳ではありません。 
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８　自治基本条例に盛り込みたい内容があればご記入ください。 

○スタートが間違っている（まちづくり提言→自治基本条例の説明がない）ので、一度原点に戻って再 
出発を図るべきである。 

○各委員の検討委員会に参加している思いを伝えていたが、明石市民としての意見（これ迄言ってき 
たこと）が充分理解されていないように思う。もっと冷静になって、条例が市民にわかりやすく、なじめ 
る様に解説付資料を添付して、今後ミーティング会議をやって頂き、市民の立場を忘れずに！ 

○これまでのオンブズマン制度において市民からあった苦情のケース 

○正直いって、自治基本条例を何のためにつくるのか、その必要性が理解できなかった。 

○今、本当に必要なんでしょうか。何回話を聞いても必要性が見えてこない。行政が地域に責任を押 
し付けたいだけではないのですか。 

○①個々の事情があると思いますが、14名の内4名が欠席。（会場への参加者も少々残念）②19回開 
催の中味（全ては不明ですが）、テーマに対しての委員会でのまとめる方向での意見交換が少ない 
（殆んどない）。散発的な意見発表の場ではない。③市民等からの意見（異見）を読まない。見ないと 
の発言にはガックリ。検討委員としての資格（見識）を疑う。 

○ホームページにより、中間まとめの全文を読んだが、深く検討され非常に良くまとまっていると思っ 
た。今後の検討委員会でどの様な結論になり、どの様な条例になるか期待している。 

○委員メンバーの高年齢が少々気になります。各会の会長は高齢者でもしかたないかもしれません 
が、検討委員は各会で年代別に選定できなかったのでしょうか？ 

○住民と市民の議論を深めていただきたい。 

○協働と参画の提言が出来てから数年になるが、各部はばらばらなとらえ方で、相変わらず中学校区 
単位の活動を推進しようとしていない。小学校区単位を主とするなら各課各部共、現状変化を意識し 
て進めて欲しい。 

○市民参加の仕組みを盛り込むべきだと思いますが、参画するために必要とする時間、費用（経費）も 
しっかり議論してほしい。経費ばかりかかって、市民税が増えるのでは困ります。 

○参画委員に住民代表である市議会議員を若干名入れるべきではないか。 

○明石らしさが5％入ればと説明されましたが、全く逆で95%明石らしさを前面に出すべきでしょう。どこ 
の市の条例か判らないようなものでは困る。 

○自治基本条例について知見の乏しいメンバーも恐らく少なからず混じっていた検討委が1年ばかり 
の期間で、ここまでのまとめが出来たことは敬意を表します。しかし、委員会のミッションはここからが 
スタートと考えます。拙速を求めず、じっくりと時間をかけ、必要ならば委員を拡充して議論を尽くし、一 
目で「これは明石の基本条例だ」と誰にも認識できる条例を完成させて下さい。私たちは今すぐ条例を 
必要としません。スケジュールを外し、子孫代々まで生きる条例を市民で造り上げようではありません 
か。 

○未検討が多いので、委員を増やす、更に時間をのばす必要あり 

○少しでもよいと思われることはやってみよう。結果が当初計画通りにいかない場合は見直しをすれ 
ばよい。何もかも予算が「ダメ」との早急の結論を出すようでは何も前進は望めない。とにかく頑張ろ 
う。 

○市の個性を出すべき。抽象論に走るな。学者の言葉の遊びの場でない。 
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○「地縁的つながりの強化」は参画と協働を支える基盤強化に直結すると思う。地縁的つながりの強 
化に資する観点を盛り込んで欲しい。「地縁的つながりの強化」＝「地域力の再生」地域への関心が 
あってこそ、市政、行政への関心（参画と協働）につながると考えている。 

○コミセンは各地区で施設から何もかもばらばらのため、盛り込むべきではないと思います。もし、どう 
してもというのであれば、せめて市民センター並の施設を地区の中心に学校敷地とは別に整備するべ 
きです。 

○「明石らしさ」は実施してから「いぶし銀」の様に出てくるものです。 

○地域で使える市のお金（予算）について 

○都市内分権への道すじを盛り込んでいただきたい。 

○市民・議会・職員それぞれの責務 

○市の情報公開。市民の行政への参画の明確化。 

○変更が出来るように、又、行政の言い訳の道具にならない様に願いたい。 

○住民自治の明石市統一規範を明確に織込んで貰いたい。（地域格差は考慮せずともよいので 
は？）先進地自治体（ex芦屋市など）の自治基本条例を参考にするのも一策ではないでしょうか。 

○問題解決プログラムがビルトインされている事が望ましい。 

○明石市に在籍する市民・事業者（団体）は全て本基本条例の適用を受け、権利が守られると共に責 
務（義務）を果たさなければならない旨の条項。 

○基本的に自治会がない地域とか新しいマンションなど管理組合が自治会の役割を担っているような 
風潮がありますが、別のものであるという認識を住民の方にもっていただける働きかけをもっとしてい 
ただきたいです。 

○あくまでも基本だけでよい。 

○小学校区コミセンを協働のまちづくりの拠点とするのはとてもよい。地区社会福祉協議会を団体の 
中に入れてほしい。 

○地域で小学校区でどう整理されるのか、関心をもっていきたいと思う。 

○住民も市に甘えないように、自立するべきという方向も考えていきたい。 

○実行や実施すべき具体的な行動に向けた「参画条例」等下位の条例作成義務を明示すべきであ 
る。 

○地方自治は、間接民主主義と直接民主主義のバランスに立つべきものである。「間接民主制が基 
本」という誤解を改め、住民自治イコール直接民主制の強化・補強の観点に立ち、住民投票は常設型 
を明記すべきである。 

○小学校区コミセンを協働のまちづくりの拠点として、条例に盛り込むのであれば、コミセンの所長の 
役割、今後の方向性についても議論する必要があると感じます。 

○青少年（親が束縛している）、高齢者（押しつけでない、参加が自由に行動出来る場つくり）に対し、 
全員が参加出来る様な団体にしてもらいたい。 

○地域自治組織。現状の学校内のコミセンであれば拠点になりえない校区が多い。 

○間接民主主義と直接民主主義との観点から議員のあり方を十分検討願えれば。 
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９　今回のフォーラムに対するご意見・ご感想があれば記入ください。 

○合意形成していく上で、人の意見を聞く耳を持つことが大事では。 

○「意見交換会」というものの、会場から５人の意見を聞いただけに終わった。時間をかけて、多く市民 
が参加するワークショップなどを行い、本当の意味での意見交換会を行うべきだ。 

○市長はどこにいるのか！ 

○「中間まとめ」ということであったが、委員の意見もまとまっていないので、「中間報告」で良かったの 
では…。 

○今回のフォーラムの位置付けがわかりにくい。中間報告としてのまとめ内容で確定されたものは何 
なのか、わかりにくい！まだまだ、不確定の部分が多すぎるのではないかと思う。 

○透明性という点からもフォーラムを開催して良かったと思う。大変ではあるけれども、最終報告時に 
も行えるとよいのではないか。 

○一人の委員の意見が長すぎ、マイナスイメージを受けた人もいる。 

○活発な意見が出たことは、良かったと思います。 

○１．各種団体が多過ぎる。（同じような内容）　２．同じ者が多くの会の代表になっているのは不自然 
です。　３．コミセンの目的は、市職員の失業対策になっていないか？ 

○今回、フォーラムに参加させてもらいまして、ありがとうございます。これから、最終まとめまでがん 
ばってください。 

○平岡委員の発言に同意します。山下　淳先生の大変さ・苦労が痛いほどわかります。先生の中間ま 
とめの説明、意見交換会での回答については満足しています。 

○「住民自治」の方向性に対して、財政・人的支援のイメージがふくらまない。自分たちで考え、PDCA 
を繰り返し努力するが、「…自らの発言と行動に責任をもつこと…」は、よりゆるやかな表現の方が入 
りやすい。（但し、個人的には覚悟していますが） 

○なぜ自治基本条例なのかを充分に共通の認識を持つべき。現在のやり方は住民を置き去りにし 
て、独走（迷走）しているとしか思えない。 

○自分では盛り込みたい内容が思い付かない。十分な内容が盛り込まれていると思う。 

○会長が言われたように「理念をどう具体化するのか」、「成果ビジョンは何なのか」、「参画する市民 
規模」等が大きな課題と思う。 

○一部の説明と手元資料が合っていないので、理解しにくい点があった。協働のまちづくりに対する理 
解が少ないように思う。個人の考え（会長）か、全体（委員）の考えか、説明の中では不明確で理解し 
にくかった。 

○特に今日で出つくしている様に思う。他の自治体の事例を参考にして、図解型資料作成を望む。地 
域のコミュニケーションと合意形成の必要性を折り込みながら、市民が取り組みやすく、また、親しみ 
やすい条例化を望む。 

○パワーポイントによる映写が暗く、字も小さくて見えません。「まちづくり」という言葉だけがよく使わ 
れていますが、具体的に何を意味しているのか全くわかりません。「地域自治組織へ市の行政機能の 
一部を移譲するという意見もある」とありましたが、しっかりしたお金の管理ができることを議論してほし 
い。 
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○中間まとめのような明石市政かと思えば淋しい限りです。しかし、内容をみれば検討段階の事項が 
現実のようにも思える。もう少し行政・市民がやる気を出す必要がある。 

○土曜日の昼より、平日の夜の方がもっと人が集まったのではないでしょうか。パワーポイントのフォ 
ントが小さすぎるので見にくい。イラストなどをもっと取り入れて視覚に訴えてください。 

○決める必要があるテーマに〔まだみえない　ぜひご意見を〕今後どうそれを生かそうとするのか。ま 
た、第2回目の中間まとめがあるのか（会長のご苦労はよく分かります）いつになったら委員会（案）が 
提出されるのかが不安。今回の会議については、そのプログラム（進行について）の一部に不満（ブー 
イング）があるが、ほぼ意義があった。※今回のフォーラムの結果（内容）により、小学校区のミーティ 
ングが内容ある（効果ある）ものになるか、出席者をどのように囲い込むのか難しいと思いますが…。 

○「参画と協働」の実行は非常に難しいと思う。市民（自治会内においても）、住民のレベルは、種々で 
住民レベルの高低差・意識の差が大きい。これをどの様にまとめても、参画・協働が出来ない。（一部 
の市民・住民の参画と協働で良いのか。疑問に思う。）先生の話の中で、「十分な検討が出来ていな 
い」と発言があったが、これは良かったと思う。だから信頼して今後の検討委員会の活動、先生の指 
導・リーダーシップに期待出来る。 

○基本的な考え方とは何か。設置要綱で条例素案策定が業務の筈。巻頭言（中間まとめにあたって） 
で訴えていること（やり直そう）と今後の方向は全く違う。 

○「参画しないことで不利益を受けない」と記されていたが、参画を促すことへのマイナスイメージに受 
けとめられた。参画しないことで自分が思った（納得した）まちづくりにならない不利益を強調してほし 
い。 

○職員が多すぎる 

○はじめての参加で資料など初見参のため、帰宅後じっくり読ませていただきたい。此の種のフォーラ 
ムの定期的な開催を望む次第です。 

○出席者が少ないのは関心が低いのか、PRが不足しているのか。自治基本条例の大切な報告に関 
して大いに問題があると思う。約１２０－１３０名では関心の薄さ、浅さが感じられる。 

○これなら役に立つ、或は使えると思えるような形でまとめてほしい。 

○中間まとめ報告のスクリーン（パワーポイント）が見づらかった。手元配布資料にない資料もあった 
が、読めなかった。 

○座席は前の方に限定していたが、明示が不十分、コントロールもできていなかった。 

○司会者の会の運営、明確な言葉使いに賛辞を送ります。 

○地域で活動している者の今後については、あまり問題になっていないと感じました。社協が努力して 
くださっていることと、市の中での対策については形だけしか判らない。 

○各委員の方の発言で大変参考になりました。これと共によく勉強したうえで、発言もしたいと思いま 
す。 

○今後の進め方について、市民又は住民がどのように理解できるのか。住民→市民へのレベルアッ 
プをしよう。 

○山下会長以外のメンバーは何のためにいるのですか。各分野担当制にすればよいのではないか。 

○質問は大変むずかしい。まだまだ、よく解っていない。 

○このような機会は、重要で必要なひとつのプロセスと思う。 

○いい機会であった。当局の姿勢、やる気はよく伝わったが、市民レベルが…。 
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○フォーラムを進行していくことの難しさを司会も良くわかったと思う。意見・思い・質問について、ある 
程度時間を制約させるべきだ。今後は、各校区単位毎のミーティングに入ると聞いている。時間にゆと 
りをもたせた配分を検討。とにかく条例の必要を住民に啓発すべき。 

○山下委員長には気の毒な感じがした。委員メンバーの意思の疎通が欠けているように思えた。 
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