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１ 日 時：平成２２年１月１６日（土）１４：００～１７：００ 

２ 場 所：明石市役所南会議室棟１０３会議室 

３ 出席者：明石市自治基本条例検討委員会委員１１名 

総務部職員４名 

関係部職員３名 

傍聴者 

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』は、６章建ての３８条としている。条例素案から５条増えている。これは、第３章

の市民参画と協働のしくみのところは、自治の基本原則の「市政への市民参画」「協働のまちづく

り」「情報の共有」を具体的に定めるところであり、この条例の柱になるところであるため、市民

の方から見て定めている内容がより分かりやすくなるように、記載のように節に区分し、また、

条を分割するなどしたことによるものである。 

・『前文』については、２ページの上から４行目のところ、前回の意見を踏まえ、記載のように決意

を表す表現に修正している。 

・第１条『目的』については、第２章に自治の主体について定めているため、ここで個々の主体を

記載する必要はないと考え、削除することとしたものである。 

・第２条『定義』については、条例素案の第１号と第２号をまとめて規定し、条例案では第２号は

削除することとした。条例素案の第４号の市長等の定義内容が明確になるように見直した。 

第４号に新たに「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。条例素案の第５号の参画の定義で、市民が「自覚と責任をもっ

て、」の部分は、前回、意見があったが、第６条で市民の責務を謳っており、定義に規定する必要

はないと考え、条例案では削除することとした。 

・第３条『条例の位置付け等』については、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、文言を変更したが、自治基本条例は市の最高規範だという意識をもって、条例等の体

系化などに取り組んでいくことが最も重要なことだと考えており、実質的には最高規範として取

り扱うものである。 

・第５条『市民の権利』については、第４条第１号のところと重複するので条例素案では規定しな

かったが、市民の基本的な権利としての重要性に重きを置き、条例案では「市民は自治の主体で

ある」ことを第１項に盛り込むこととした。また、市民の権利をまとめて規定したことによって、

権利が明確でないという意見があることから、条例案第３項に「まちづくりに関する情報を知る

権利」を規定することとした。 

・第６条『市民の責務』については、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、第６条の見出しを「市民の責務」とした。しかし、責務ではこれから参画や協働のまちづく

りに積極的に市民に関わってもらおうという条例の趣旨になじまないのではないかとの意見があ

り、条例案では提言にある「市民の役割」に合わせることとした。また、条例素案では、第６条

第１項が努力義務で、第２項が義務規定としていた。これは、検討委員会の議論の中でも、参画

は強制までできないので努力義務に、協働はまちづくりを推進するために市民に求めていった方

がいいという意見であったため、強めに義務規定にしたものであるが、表現が強すぎるという意
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見もあり、条例案では法令用語として取扱いの原則や方針を宣言する表現である「ものとする」

にした。 

・第７条『事業者等の権利及び責務』については、事業者等にも積極的に明石の自治を担ってもら

う必要があるため、条例素案では見出しを「責務」とし、努力義務の表現とした。しかし、市民

と同様、責務ではこれからまちづくりに積極的に関わってもらおうという条例の趣旨になじまな

いのではないかと考え、条例案では見出しを「役割」とし、第２項の努力義務の表現を取扱いの

原則や方針を宣言する表現である「ものとする」にした。 

・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、

条例素案の第８条第２項の「地域の実情及び市民ニーズ」は、第９条第２項の「市民の意見及び

地域の課題」に合わせ、文言を入れ替えた。 

・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、条例素案では、第１項及び

第２項でその他の執行機関も含めた責務を規定し、第３項で市長としての責務を規定していたが、

まずもって、市長の責務を規定すべきとの意見もあり、条例案では第１項に規定することとした。 

第１１条『職員の責務』についても、説明責任について、分かりやすい表現とした。 

・第３章『市民参画と協働のしくみ』では、第３章は、第４条の自治の基本原則で定めた３原則、

「市政への市民参画」「協働のまちづくり」「情報の共有」を具体的に定めるところであり、この

条例の柱になるところである。そのため、規定内容が明確になるよう再度、節に区分することと

し、「第１節 市政への市民参画」とした。 

条例素案の第１２条を３条に分け、新たに設ける第１２条を「市政への市民参画における市長等

の責務」とし、提言の市長等の責務を定めることとした。また、条例素案の第１２条第３項を第

１５条とし、「条例に基づく市民参画の推進」とした。 

条例素案の第１２条を第１３条とし、市民政策提案手続について規定した条例素案第１２条第２

項について、提言の市長等の責務が明確になるよう市長等を主語として第１３条第２項に規定し

直した。なお、「別に定めるところにより」とは、新たに設ける第１５条の「別に定める条例」の

ことである。 

・第１４条『住民投票』については、条例素案では、提言を尊重し、常設型の住民投票制度を定め

ることとしたが、この場合には、住民投票の発議要件は規定する必要があると考え、条例素案の

第１項に規定したが、その要件について、多くの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、条例案の第３項に規定するように別に

定める住民投票条例で規定することとする。 

・第１６条『協働のまちづくり』については、新たに「第２節 協働のまちづくり」と区分し、条

例素案の第１４条を２条に分け、第１６条として「協働のまちづくりにおける市長等の責務」と

した。また、条例素案の第１４条第４項を第２０条とし、「条例に基づく協働のまちづくりの推進」

とした。 

・第１７条『地域コミュニティ』については、協働のまちづくりの仕組みとして重要な条項である

が、条例素案では規定を盛り込み過ぎのところがあるため、協働のまちづくり推進組織について、

第１８条とすることとした。第１８条の第２項、第３項は文言整理をした。 

なお、検討委員会の議論の中であった「全市的な協働の組織の必要性」を自治基本条例に盛り込

むことについては、今後の地域におけるまちづくりの状況により、検討することとする。 

・第１９条『協働のまちづくりの拠点』については、提言にある具体的事項の一部を例示するよう

にした。詳細は、別途定める条例で盛り込む考えである。 
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・第２１条『情報の共有』については、新たに「第３節 情報の共有」と区分し、条例素案の第１

７条を２条に分け、第２１条として「情報の共有における市長等の責務」とし、第１７条第１項

を２項に分けて規定した。また、条例素案の第１７条第２項を第２３条とし、「市民から市長等へ

の情報提供」とした。 

検討委員会の議論の中であった情報提供に当たっての「タイミングの問題、縦割りの問題」につ

いては、条例素案では、第１７条第１項で「市政情報を効果的・・・に」と表現していたが、適

切でないとの意見があり、条例案第２１条では提言にある「適切な時期に、適切な方法で、」を盛

り込むこととした。また、語尾を少し強い表現にした。 

・第２５条『基本原則』については、第４号について規定内容を整理した。 

・第２６条『総合計画等』については、これまで本市の総合計画は、基本構想と基本計画で構成し、

基本計画において行政各分野の具体の施策事業を総花的に記載していた。しかしながら、近年、

法律や条例の規定で、各分野の個別計画の策定が義務づけられることが多く、専門家や市民の意

見を反映しながら策定が進められ、個別計画に基づいた事業の推進が図られている。こうしたこ

とから、新たな総合計画では、それぞれの個別計画を活かすことを基本とし、個別計画の策定や

見直しに当たって基本となる将来ビジョンや、その実現のためのまちづくりの基本的な方針など

を示すこととし、行政各分野の具体の施策・事業については、個別計画に基づき展開していく考

えである。計画的に行政運営を行うためには、それらを一体として考える必要があり、本条にお

いてもその旨を規定することとし、評価等との関係も併せて、条例案の第３項～第５項に盛り込

んだ。 

・第２７条『財政』については、提言にある評価と財政運営との連動についても規定することとし

た。 

・第２９条『評価』については、評価の結果を総合計画等、財政計画、組織の編成にも反映させる

よう努めることも規定することとした。 

条例素案では、提言の⑤について、評価の手法がまだ定まっておらず、今後研究をしていく必要

があるため、「評価に関する詳細について条例で定める」ことについては規定しなかったが、これ

については、「今すぐ条例を定めることができなくても目標として規定したらどうか。」また、「明

記することにより、研究に着手し、評価を実施できる体制を整えることを義務付けるという意味

に捉えたらどうか。」など様々な意見をいただいた。これらの意見を踏まえ、条例案では、第３項

に規定することとした。 

・第３０条『行政改革』については、努力義務規定を義務規定に見直した。 

・第３１条『組織』については、提言(ｳ)の「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、条例素案では、行政改革の第２項に含めて解釈し、組織では盛り込んでいなかったが、提

言の趣旨は、「市民サービスを受けるのに、わざわざ本庁に行かなくても市民に身近な組織で処理

することができるように」という、いわゆる、ワンストップサービスのことであり、条例案の第

２項でその旨を規定した。その他努力義務規定を義務規定に見直した。 

・第３５条『法令遵守及び公益通報』については、第２項の職員の内部通報については、「公益通報

者保護法」の趣旨は通報者が不利益を受けないというものであり、通報の義務を課すものではな

い。この第２項も職員は通報する責務があるという趣旨であり、通報を職員に義務付けることま

ではできないため、取扱いの原則や方針を宣言する表現である「ものとする」にした。 

・第３６条『危機管理』については、「安全と安心」に今が“万全”というものはない。そのため、

それを「確保する」というのではなく、「推進する」という方が適切であると考え、条例素案では
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そのように規定したが、再度検討した結果、市においても安全安心の確保をより確実なものとす

るため、現在、市の施設やイベントの安全性に関して、リスク（危険因子）の低減を目的として

事前事後に検証し、必要に応じて助言等を行うリスク管理者を置いて取り組んでいることから、

その旨を規定することとした。 

 

 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 

前文 ・決意を表すという趣旨での変更は良い。 

・前文で「きっかけになっていきます。」

と断言していいのかなと思った。 

 

第３条（条

例の位置付

け等） 

・この条例で市、市民ががんじがらめにな

るようでは、かえってマイナスである。

市民にも責任は出てくる。市長の責務、

職員の責務、市民の責務を決めて、まち

づくりが進んでいくのであり、大切な条

例になるのだから、最高規範を残してお

いてほしい。 

・他市にはよく入っていて、当初なんとも

思わなかったが、あれば、気持ちはいい

が、市民の方が自治基本条例の趣旨を素

直に理解できるのであれば、ない方がい

いと思う。 

・最高規範は、かべになる気がする。 

・自治体の憲法と言っていいかなと思った

が。 

・最高規範のところは、各委員こだわりが

あると思う。逐条解説でより分かりやす

くということでいいと思う。 

・第３条の規定で「最大限に尊重し」の「最

大限に」というのが、どういうニュアン

スなのか。 

・市民だけのための条例ではない。「最高

規範」とした方がよい。 

⇒最高規範と思って、取り組んでいかなけ

ればならないというのは、同じ思い。し

かし、地域での意見交換で、最高規範と

いう文言が、押さえつけられるような印

象があるという声も多くあった。条例の

形式上は、他の条例と変わらないという

こともあるし、条例の文言としては、適

切ではないと考えている。条例が制定さ

れた後、別途、自治基本条例を説明する

解説書などで「これは最高規範としての

位置付けである」ということを説明して

いきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

⇒単に条例を尊重するというよりも強い

という意味である。 

第５条（市

民の権利） 

第６条（市

民の責務） 

・自治の主体が明記され、権利が前面に出

てきてよくなった。 

・責務という文言を外し、わかりやすくな

っている。 

 

第１４条

（住民投

票） 

・伝家の宝刀は抜くべきではないが、どう

いう時に抜くか時間をかけてほしい。 

・住民投票発議要件は、十分議論できてい

ない。先送りになるとしても、気になる。

⇒発議要件とか、対象はどんなものにする

のかといったことを別に条例で定める

必要がある。その条例が出来て初めて、

住民が直接意思表示をする条例という
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パブコメでは、両方の意見がある。住民

投票は、議会制民主主義を否定するもの

ではなく、補完するものだということを

市民に十分理解してもらったうえで、要

件等を議論してもらいたい。 

・自治基本条例は従来のやり方を否定する

ものではなく、新しい方法を加えていく

ものだと認識している。住民投票の発議

要件についてもしっかり議論してほし

い。市民に誤解を招かないよう努力して

ほしい。 

・住民投票は、考えれば考えるほど難しい。 

・住民投票を別途検討する際には、検討委

員会での議論をムダにしないでほしい。 

ことになるので、市民のみなさんにもご

参画いただいて、意見も頂戴する形で条

例案を検討する必要があると思ってい

る。 

第１６条

（協働のま

ちづくり） 

・「まちづくりのための基盤整備を図る」

とあり、自分の住民地域のことだ（進み

やすくなるな）と思った。 

・「参画」「協働」を分けてわかりやすくな

った。協働は、非常に範囲がひろい、地

域がメインになるだろうが、もっと広い

という部分が伝わるだろうか少し心配

である。２条例を早く着手してもらいた

いし、検討委の議論を反映してほしい。 

・「市長は、職員の意識を高めるものとす

る」とあるが、現実に協働がわかってい

ない職員が多い。 

・別条例が制定されてはじめて機能する。

タイムスケジュールを示してほしい。     

・協働のまちづくりの提言が出て以来、地

域は戸惑いの中取り組んできた。どうい

うふうに高めるのかが、疑問である。 

・あっさりしすぎという意見は、参画条例、

協働条例ができないと消えない。      

条例そのものより、政策そのものが展開

できていない。また、地域とは別の協働

組織を活かす政策展開をどうやってい

くのか。 

⇒縦割りなどの弊害があるというご意見

もあり、常に職員への意識づけをしてい

く、意識を高めていくように、引き続き

取り組んでいきたい。 

第１７条

（地域コミ

ュニティ） 

・「事業者等」をせっかく定義してきたの

にあまり出てこない。検討委員会で十分

議論できなかった。事業者、ＮＰＯにつ

いて別条例づくりの中でもっと議論し
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てほしい。 

・ＮＰＯ等の役割が、十分議論できなかっ

たのは確かで反省している。別条例づく

りの中でお願いしたい。 

・地域で活動すれば、するほど仕事が増え

る。そういう中で、人材の育成が進まな

い。地域全体の意識を高めていかないと

行き詰まってしまうという危機感をも

っている。 

・「住民主体のまちづくり」について、役

割、権利が明確になった。 

第１８条

（協働のま

ちづくり推

進組織） 

・全市的な協働組織の必要性について何か

規定できないか。 

・協働のまちづくり推進組織に対する財政

的な支援の必要性を含めて市の考えを

聞かせてほしい。 

⇒別条例を定めていく中で、十分議論した

い。特に協働のまちづくりを行う市民の

みなさんで議論が必要ではないのかと

思っている。それなしで、こういう役割

を担うとかというのは今の時点ではい

いすぎではないか。別に条例で定めると

いうことで、今後十分に検討させていた

だくべきものではないかと考えている。 

第２６条

（総合計画

等） 

・総合計画のスキームが変わったというこ

とだが分かりにくい。 

・総合計画についても、時代ニーズ、首長

等により変わるもの。検討委として議論

したことは、体系的、計画的に市政運営

してほしいということと、これに財政等

を整合させてほしいということ。 

 

第３１条

（組織） 

・「できるだけ」とか表現がやさしいよう

に感じた。 

・必ずしも市民サービスのことだけではな

い。縦割り等も含めて総合調整機能をも

たせてほしいということを解説等で書

き込んでほしい。 

⇒できるだけ市民に近いところで、事務が

処理されるよう組織の整備、充実を図る

ことで、市民サービスの向上につながる

と考えている。 

第３５条

（法令遵守

及び公益通

報） 

・公益通報の通報先が明示していないのは

如何か。しかるべき通報先を明示しない

と、規定の意味が分からないのではない

か。 

⇒内部通報と外部通報があり、企業の不祥

事が内部告発で発覚したという例があ

り、これを内部通報といい、市の職員が

市の業務について通報することになる。

現在は、条例で具体的な手続を定めてい

ないので、現時点では総務部総務課で通

報を受けることになっている。 

市内部のこと以外についての通報を外

部通報といい、法律上の処分権限を有す



- 7 - 
 

る行政官庁に対して通報することとし

ている。詳細は別に条例で定める予定で

ある。 

第３６条

（危機管

理） 

・危機管理はこれでいい。 

・リスク管理のところは分かりにくい。も

う少し違った表現にできないか。 

 

条例案全般 ・全体的に平易でよくなった。 

・表現がばらばらで気になっていた部分が

わかりやすくなっている。 

・庁内、市民への情報共有と啓発が必要で

ある。 

・検討委員会や市民の意見を反映しようと

する市の姿勢を感じる。 

・今後つくるべき条例のことが心配であ

る。 

・私たちの気持ちを汲んで条例にしてほし

い。 

・絵に書いたモチにならないようにしてほ

しい。 

・議会で十分議論して成案にしてほしい。 

・「参画」「協働」に関する条例と自治基本

条例は三位一体である。どう変わるのか

が市民に分かるように、できるだけ早く

個別条例を作ってほしい。それ以外の別

途定める条例もそれなりに取り組んで

ほしい。また、政策別の条例に基づいて、

基本計画の策定が義務付けられるよう

な、総合計画を中心とした計画・政策の

体系化を考えてほしい。 

・自治基本条例は終わりではなく、始まり

である。 

・大事なのは説明である。市の考えもある

だろうし、最終的には議会で議論する仕

組みにもなっているのだから、提言その

ままの条例化を要求するようなことは

考えていないが、提言をした者として責

任もあるので、意見があれば言わしても

らいたいし、市は、条例化について市民

に説明する責任がある。 

⇒自治基本条例に謳われている個別条例

については、それがなければ絵に描いた

餅になってしまうが、一気に全部作るの

は難しい。その中でも、自治基本条例の

メインである参画と協働についての条

例は、優先度が高いと思っており、新年

度に入ったら検討に入りたいと考えて

いる。市民の参画と協働ということであ

るので、市民の方のご意見を十分にお聞

きできるような形で検討を進めていき

たいと考えている。 

その他 ・提言を出して、市の条例案についても説

明を受け、意見も言ったということで、

⇒そうなるが、今後、最終案で変更点があ

れば報告したい。 
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検討委員会も一応終わりということで

いいのか。 

 

 ⑶ 今後のスケジュールについて報告 

・１／２２ 総務常任委員会を開催予定 

   ・１／３１ 市民との意見交換会を予定 

・２／５  総務常任委員会を開催予定 

   ・その後、３月定例市議会に条例案を提案し、審議をお願いしたいと考えている。 

 


