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「自治基本条例フォーラム」記録 

日時 平成 20年 8 月 9 日（土） 午後 1時 30 分～午後 4時 

場所 明石市立市民会館（中ホール） 

（司会） みなさま、こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。本日は、 

お忙しい中、ご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。た 

だいまから「自治基本条例フォーラム」を開会させていただきます。 

私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、津崎と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。なお、本日、手話通訳をしていただ 

いていますのは、明石手話通訳者協会のみなさんです。 

それでは、開会に当たりまして、会場入り口でお配りいたしました封 

筒の中の資料の確認をさせていただきます。 

まず、「明石市自治基本条例についての基本的な考え方 （中間まとめ）」 

の本編と資料編の２冊、及び概要版、並びに本日のパワーポイントの資 

料でございます。 

それと、本日のフォーラムに関するアンケート用紙と鉛筆を一緒に入 

れていますので、ご確認願います。資料が漏れている方は手を挙げてい 

ただけますでしょうか。係の者がお伺いいたします。 

また、注意事項といたしまして、４点お願い申し上げます。 

１点目は、非常口についてでございますが、非常口は、ホール中ほど 

の左右と、後方の出入り口となっております。非常の場合は、係員の誘 

導に従い、避難いただきますようよろしくお願いいたします。 

２点目は、ホール入り口前の総合案内横に救護所を設け、看護師を配 

置しておりますので、急病やご気分の優れない方はお近くの係員までお 

申し出ください。 

３点目は、開演中は携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモー 

ドに設定いただきますよう、お願いいたします。 

４点目は、フォーラムに関するアンケートについてでございまして、 

お帰りの際に回収箱へお入れくださいますよう、ご協力をお願いいたし 

ます。 

それでは、主催者を代表して、明石市自治基本条例検討委員会会長 

の関西学院大学法学部教授、山下淳会長より皆様にご挨拶を申し上げま 

す。 

（会長） こんにちは。このように暑い中、皆様にお集まりいただきまして、あ 

りがとうございます。自治基本条例を作る検討委員会は１年ほど前に設 

置され、これまで検討を進めてきましたが、ようやく中間まとめが完成
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しました。 

最初は、 「自治基本条例って何だろう」というところから話を始めて 

きたわけですが、やっと中間まとめができ、本日皆さんにその内容をご 

報告させていただけるようになりました。 

中間まとめと言いながら、中間より少し手前くらいのところで、まだ 

まだ結果が出ていない、あるいはこれから力を入れて議論しなければい 

けないことが多くあります。そういうことについても、お話をして皆さ 

んからご意見やご指摘をいただきたいと思います。 

そういうご意見を踏まえ、この委員会で議論をし、市民みんなで共有 

できる、共感できるものを作っていきたいと思っています。なかなか抽 

象的でご理解いただけないところもあろうかと思いますが、明石市にと 

って、明石の市民にとって、ものすごく大事なことを決めようとしてい 

るので、容赦のないご批判とご指摘をいただきたいと思います。 

最後にご意見をいただく時間を用意しておりますので、是非、会場の 

みなさんからご意見をいただきたいと存じます。長時間になりますが、 

よろしくお願いいたします。 

（司会） ありがとうございました。それでは、本日のプログラムについてご説 

明いたします。恐れ入りますが、会場入り口でお配りいたしました封筒 

の中のうちわをお出しいただけますでしょうか。うちわの片方の面に、 

本日のプログラムを記載していますので、ご覧いただきたいと思います。 

第１部では、はじめに、「これまでの検討委員会での検討経過」につ 

きまして、検討委員会委員よりご報告申し上げます。その後、「明石市 

自治基本条例についての基本的な考え方 （中間まとめ）」 につきまして、 

検討委員会会長の山下よりご報告申し上げます。終わりましたら１０分 

ほど休憩時間を設けさせていただきます。 

第２部では、本日ご来場の皆様から「明石市自治基本条例についての 

基本的な考え方（中間まとめ）」につきまして、ご意見、ご質問をお伺 

いし、意見交換をさせていただきたいと思いますので、ご協力の程、よ 

ろしくお願い申し上げます。 

それでは早速ですが、 本日のプログラムの第１部 「中間まとめの報告」 

に進みたいと思います。 

はじめに、本日出席の検討委員会の委員をご紹介いたします。 

皆さまから向かって右側から、分野型市民活動団体から参画している、 

明石青少年連絡協議会副会長の長渕でございます。 

事業者団体から参画している、神戸新聞総合出版センター取締役の平 

岡でございます。 

分野型市民活動団体から参画している、明石市ボランティア連絡会会 

長の山本でございます。



- 3 - 

地縁型市民活動団体から参画している、明石市高年クラブ連合会会長 

の橋本でございます。 

分野型市民活動団体から参画している、ＮＰＯ法人明石インターネッ 

トパワーズ副理事長の清重でございます。 

有識者として参画している、木村でございます。 

分野型市民活動団体から参画している、明石市女性団体協議会副会長 

の岩濵でございます。 

公募市民として参画している、平原でございます。 

地縁型市民活動団体から参画している、明石市連合自治協議会顧問の 

小島でございます。 

以上の委員を代表して、長渕より「これまでの検討委員会での検討経 

過」につきまして、ご報告申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

（委員） 検討委員会を代表いたしまして、これまでの検討経過について、ご報 

告申し上げます。 

私たち、検討委員会では、昨年の７月から、これまで１９回にわたる 

会議を開催し、市政への市民参画、協働のまちづくり、情報の共有の三 

本柱を市民主体の自治の基本原則とすることや、それらを実現するため 

の、市民、事業者、市議会、市長その他の執行機関が担う役割と責務、 

また、市の市政運営の原則など、明石市にふさわしい自治基本条例の基 

本的な考え方について、検討してまいりました。 

検討委員会では、これまで、土曜日や日曜日に会議を開催したり、市 

内の各所で会議を開催するなど、できるかぎりたくさんの市民のみなさ 

んに会議に参加していただこうと試みてまいりました。また、各中学校 

区において意見交換会を開催するなど、市民のみなさんからも幅広くご 

意見をいただいて、そのご意見を踏まえながら、検討委員会でも議論し 

てまいりました。 

しかし、自治基本条例に盛り込まなければならない明石らしいまちづ 

くり、明石らしい自治のあり方は、検討委員会だけで審議検討できるも 

のではありません。みんなで一緒になってつくっていくものだと思って 

います。後ほど、山下会長から明石市自治基本条例についての基本的な 

考え方の「中間まとめ」について、説明がございますが、この「中間ま 

とめ」は、これまでの議論を整理したものでございまして、議論が十分 

に尽くせていない点や、また、検討できていない課題も残っています。 

私たち、検討委員会は、市民のみなさんに、自治基本条例について知 

っていただき、そして、みなさんと一緒に考えていきたいと思っていま 

す。今日のこのフォーラムが、そして、この「中間まとめ」が、そのき 

っかけとなりますよう、ご来場のみなさまに、ご理解、ご協力を賜りま
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すようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、検討委員会での 

検討経過のご報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

（司会） ありがとうございました。ここで、各委員は、ホール自席にお戻り願 

います。 

それでは、続きまして、「明石市自治基本条例についての基本的な考 

え方（中間まとめ）」につきまして、会長の山下よりご報告申し上げま 

す。よろしくお願いいたします。 

（会長） 明石市自治基本条例についての基本的な考え方（中間まとめ）に関す 

る内容について、説明をさせていただきます。ただ先にお詫びしておき 

たいと思いますが、１４人の意見を集約して中間まとめとしているわけ 

ですが、微妙に考え方が違うかもしれませんので、これからお話するこ 

とは私が理解していることについてのお話であると考えていただけれ 

ばと思います。 

最初にどういうことからお話をすればよいのかと考えていましたが、 

みなさんがお住まいの明石をどういうふうなまちにしたいのかと考え 

たときに、２つの方法があると思います。 

一つ目は、 「何を目指していこうか」 というビジョンで考える方法と、 

二つ目は、ビジョンを作るプロセスで考える方法があります。 

一つ目のビジョンで考える方法について言えば、明石市では過去から 

明石市長期総合計画を策定しています。いまの総合計画を見ても、将来 

の都市像があって、６つのまちづくりの目標が掲げられています。「健 

やかで安心して暮らせるまち」、「快適で安全に住み続けられるまち」、 

「機能的でゆとりとうるおいのあるまち」、「にぎわいと活力あふれるま 

ち」、「人を育み、文化を創造するまち」、「人との出会いとふれあいを大 

切にするまち」という目標を第４次長期総合計画の基本構想では掲げて 

あります。こういうまちづくりの目標というのが、ビジョンです。そう 

いう総合計画に掲げたビジョンを個別の施策や事業で実現していくと 

いうことになります。 

二つ目のプロセスで考えるという方法は、そういうビジョンを作るに 

あたって、 「どういう議論をしていけばいいのか」や「どういう考え方 

で、どういう場で、このビジョンを作っていこうとするのか。 」といっ 

たプロセスを整理します。自治基本条例というのは、このプロセスで考 

えることです。それも市民主体の方法で議論していくためのプロセスを 

整えていくのが、自治基本条例であると考えています。 

自治基本条例は、市民主体で議論していくプロセスを整えるための考 

え方とか、原則とか、議論していくための枠組みをどういうふうに作っ 

ていくのかということを決めるものですから、自治基本条例は抽象的で 

非常にわかりにくいと思います。
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ビジョンについては、 「こういうビジョンを目指していく」というこ 

とで分かりやすいと思いますが、一方、ビジョンを作るための土俵づく 

りというのは分かりにくく、何を目指しているのか分かりにくいのです。 

自治基本条例では、 「どういうお皿をつくろうか」ということを考えよ 

うとしていて、 「そのお皿にどんな料理をのせていったらいいのか」と 

いうことを議論しようというわけではないのです。 

長期総合計画も２０１０年で終わります。すぐに新しい総合計画づく 

りが始まります。これは料理です。この料理をどういう器にもっていく 

のか、どういうふうな器で料理は提供されるのか、この器づくりを今や 

っていると理解しています。 

従って、自治基本条例ができてもそれほど大きな変化があるとは限り 

ません。自治基本条例というのは、注射一本で風邪が治るというもので 

はなく、 風邪をひかないように体質を改善することだからです。 つまり、 

明石市の体質を変えることが自治基本条例なのです。しかし、 「風邪を 

ひかないために」と言うけれども具体的に何をするのかということは、 

まだ見えてきません。だから、これからのお話を聞いていてもピンとこ 

ないかもしれませんが、これからこういうお話がされることを理解して 

いていただきたいと思います。 

フォーラムで配布しているこのうちわは、 「明石に新しい風を」吹か 

せるためのうちわであるという意味で配布しております。明石に新しい 

風を吹かせるためにどうするのかということですが、やはりどういうま 

ちにしたいかということを市民が主体に考えていかなければなりませ 

ん。

そこで、まず一つ目は、市役所にしっかりしていただかないといけま 

せん。次に市民もしっかりしなければいけないのではないかということ 

です。市役所がやっていることに、市民がもっともっと関わっていかな 

いといけないのではないかということです。二つ目は、自分たちででき 

ることは自分たちでやっていくという姿勢が大切です。明石をどういう 

まちにしたいかということを市民が主体となって考えていくには、大き 

くこの二つのことを考えなければなりません。 

「市役所の活動に関わっていこう」、「市役所と一緒に考え一緒にやろ 

う」 、 「市民自らまちづくりをすすめていこう」ということで、そのため 

には市民のもっている情報、市役所のもっている情報をお互いに共有し 

ていかなければならないではないかというのが基本となる考え方、ルー 

ルではないかと思います。また、市役所にしっかりしてもらわないとい 

けないということで、市役所は市民参画と協働に基づいて、公正で透明 

に、効果的・効率的に動いてもらわないといけないと考えています。 

悩んでいるのは、それをちゃんと動くようにするための仕組みをつく
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ることです。仕組みをいったいどのように作っていくのかがこれからの 

課題です。 基本的なルール・考え方を考えることはできるのだけれども、 

しっかり動くような仕組みにしていくには、自治基本条例だけでは足り 

ません。自治基本条例は第一歩であって、 「自治基本条例を作ってから」 

があることをお話しておきたいと思います。 

自治基本条例は大きく四つのパートに分けて構成しています。 「住民 

自治を充実させるため、参画と協働によるまちづくりを進めていこう。 」 

そのために、市政への市民参画、情報の共有、市民同士・市民と市の協 

働という自治の基本原則を三本柱として作ろうとしています。 

さらに「参画と協働に基づいてより良い公共サービスを提供できる市 

政運営を実現していこう。 」そのために市政運営の原則をつくろうとい 

うことです。 

また、 「自治の基本原則に基づいて自治を担っていく、自治の主体の 

権利や役割、責務について決めていこう。 」そして、それだけでは、現 

実に動かないので、 「市政への市民参画、情報の共有、市民同士・市と 

市民との協働を進めていくための基本的な仕組みを整えていこう」とい 

う四つの柱で構成しています。従って、これから四つのパートについて 

少しお話をしていくということになります。 

少しだけ補足をしておきます。一つは、明石らしさということに関す 

るこだわりです。自治基本条例というのは、自治の仕組み、まちづくり 

の基本ルールを定めるわけですが、少子高齢化や情報化という成熟社会 

への変化とか、地方分権の推進とか、改めてお話をする必要はないと思 

いますが、そういった状況の中で、「どういうまちにするのか、どうい 

う自治を行っていくのか」ということを、それぞれの地域が自分たちで 

考え、自分たちで決めなければならないと一般的には言われています。 

こうやって成熟社会とか分権型社会とかの話をしていると「市民がま 

ちづくりと自治の主体であるという住民自治を充実させる」とか、財政 

状況が厳しいと言われている中で、 「より良い公共サービスを提供して 

いかなければいけない。そのための市政運営をつくり直さなければいけ 

ない」ということが出てくるわけです。これまでお話してきた二つは、 

明石市においても必要だとご理解いただけるものと思いますが、それに 

加えて５％でもいいから明石らしさというものを入れていきたいので 

すが、まだ見えてこないので、ぜひみなさんからご意見をいただきたい 

と思います。 

「市民がまちづくりや自治の主体として住民自治を充実させる。協働 

のまちづくりを推進しよう。」ということに関し、明石市においてはこ 

れまで３０年間ほどコミュニティ行政を行ってきました。市としても頑 

張ってきたということです。また、「協働のまちづくり推進に向けて」
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という提言もまとめられました。しかし、まだまだ十分ではないのでは 

ないでしょうか。市民のみなさんも頑張っておられますが、市民全体と 

して見たときに参画と協働によるまちづくりというのはまだまだでは 

ないか、職員の自覚もまだまだではないでしょうか。 

そうすると自治基本条例を作って、参画と協働のまちづくりが一層活 

発になるようにしていき、自治基本条例を第一歩として参画と協働がよ 

り推進されるような方向を目指したいと考えています。参画と協働によ 

るまちづくりとしてこの三本柱を出していきたいと思います。 

「協働のまちづくりの推進に向けて」という提言自体は、非常によく 

できていると思います。ただ、提言がどこまで市民のみなさんなり、職 

員なりに自覚され溶け込んでいるのか、具体的に進んでいるのかという 

ことが重要だと思っています。 

自治の基本原則として、 「市政への市民参画」 、 「情報の共有」 、 「協働 

のまちづくり」を自治の三本柱として立てたいと思っています。中間ま 

とめでは、このようなイメージでまとめています。 

市民参画とは、市民が市、議会や市長その他執行機関の活動に市民の 

意思がよりよく反映できるようにしていくことと捉えています。 

また、市民や市の行政や議会、地縁型や分野型の市民活動組織あるい 

は事業者といったものが、対等のパートナーとして一緒に協働のまちづ 

くりに取り組んでいきます。そういう意味で、市政への市民参画という 

市の活動に市民の意思を反映させていこうという方向と、市も市民も事 

業者もいろんな活動組織もみんな一緒になって、パートナーしてやって 

いこうという方向の２つで構成しています。 

中間まとめは、市政への参画と協働のまちづくりということについて、 

それぞれ市民の権利や役割、市長の責務、基本的な原則、必要な基本的 

な仕組みを定めようという構成になっています。 

少しだけ補足をしますと、「三本柱でいいのか」という議論が検討委 

員会でもありました。一つ目は、基本的人権の尊重を自治の基本原則と 

して盛り込むべきではないかという意見がありました。しかし、市政へ 

の市民参画、情報の共有、協働のまちづくりという３つの原則と並べる 

と少しバランスが悪いという意見もあり、この点は、未解決事項となっ 

ています。なお、他都市ではこれを盛り込んでいる事例があります。 

二つ目に、環境、福祉、男女共同参画、安全・安心といった主要な政 

策の目標や理念について、自治基本条例に明記すべきではないかという 

ことが議論になりました。検討委員会では、自治基本条例は、政策を検 

討し実施していくための枠組みや仕組み、プロセスを整備するものと考 

えているので、こういうことについては、政策基本条例などを制定すれ 

ば良いのではないかと考えていますが、本当にそれで良いのかといった
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意見もあり、未解決となっています。 

関連して少しだけ触れておきたいことがあります。安全・安心のまち 

づくりについてです。行政運営の原則の一つとして盛り込んではどうか、 

あるいは自治の基本原則として盛り込んではどうか、といったように何 

らかの形で自治基本条例に盛り込むべきかどうか、議論が残っていると 

ころです。 

しかし、自治基本条例にこういう環境や福祉、安全安心を盛り込むか 

どうかということが本当の問題ではないと思っています。大事なのは、 

例えば安全・安心について、どういう理念やどういう考え方で、市民の 

権利や市の責務がどうあるべきかということがきちんと定められてい 

ることが大切だと思います。自治基本条例に直接盛り込むことも一つの 

方法ですが、個別の基本条例を別に設けることも一つの方法だと思って 

います。 

それでは、次に自治を担う自治の主体についてお話をいたします。中 

間まとめにおいては、市民、議会、市長その他執行機関ということで自 

治の主体をあげています。 

まず、一つ目は、市民の権利と役割として「市民こそが自治の主体で 

あること」を規定すべきで、 「市民が、自分たちの自治体であり、市が 

行う行政サービスの水準を決定し、その行政サービスを受けるための費 

用を負担すること」をきちんと書きこんだらどうかと考えています。市 

民が自治の主体であって、市民の信託に基づいて明石の市政が成り立っ 

ているということを書きこみたいと思っています。しかし、このあたり 

については議会の方でも多くの意見があったところでもあります。市民 

をどのような範囲でとらえるのかというところで疑問があったのかも 

しれません。 

市民というのは、市内で住んでいる人、働く人、学ぶ人、市民活動を 

行っている人、一番広く言えるのは明石のことに関心を持っている人、 

さらに事業者などがあります。市民というのは様々な使い方がされてい 

て、とりあえず中間まとめでは一番広い意味で使っていますが、それで 

良いでしょうか。市民参画の場面、協働のまちづくりの場面、それぞれ 

の場面で使われ方が違うのではないかと思っています。市民と住民と言 

葉を使い分けたらどうかという意見もありました。市民の権利や役割を 

考えるときに、どういう範囲の市民の権利や役割を考えたら良いのか、 

が問題となっています。 

また、事業者についても結論がまだ出ていません。事業者というとき 

に営利・非営利の団体、個人事業者もひっくるめて、事業者という使い 

方をするときもありますし、やっぱりそれは違うのでないか、区別した 

方がいいのではないかという意見もあります。事業者について、いった
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いどのような役割や責務を求めたらいいのかというところが悩みでも 

あります。 

二つ目の市議会については、市議会の方に検討をお願いして今年の１ 

月に議会から「明石市議会のあるべき姿」と「明石市議会議員のあるべ 

き姿」をご報告いただきました。それが中間まとめの参考資料として付 

いています。市議会、市議会議員のあるべき姿を検討委員会でも議論し 

なければいけないわけですが、まだ十分な議論はできていません。 

三つ目の市長その他の執行機関、職員の責務についても書き込んでい 

ます。 この点については、 時間の関係で省略させていただきます。 ただ、 

説明責任をきちんと果たしてもらうところは、私個人としては、押さえ 

ておきたいと思っています。市長や委員会の責務として、市民の信託に 

応え、自治基本条例の定める原則を実現するため、公正かつ誠実に職務 

を遂行してもらうことは規定する必要があると思います。市長その他執 

行機関の責務や職員の責務については、少し抽象的すぎるかもしれませ 

んし、当り前のことしか書いてないかもしれません。十分な整理がしき 

れていないのかもしれません。この点に関しては、ご意見をいただけれ 

ばと思います。 

では、この次に自治の基本原則を推進していくための仕組みに入りた 

いと思います。市政への市民参画については、市民の権利・役割として 

大きく四つのことを書くべきではないかと考えています。すなわち一つ 

目は、 「市政に参画する権利がある」ということ。二つ目は、 「市政を知 

る権利がある」ことです。三つ目に、「市政に参画しないことで不利益 

を受けない権利」があります。また、四つ目として、参画をする場合に 

は「自らの発言などに責任を持ってもらう」ことです。 

そして、市民参画の基本原則として、一つ目は、「市が政策等を立案 

するにあたって、政策等の企画立案段階から実施、評価に至るそれぞれ 

の段階において、適切なタイミングで、最適な手法を選択して、できる 

限り多種多様な参画手法が用いられて、 市民の参画が保障される」 こと、 

二つ目は、「市民から出された意見を真摯に受け止め、検討する」こと、 

三つ目に、「市民から出された意見がどのように検討され、反映された 

のかといった検討過程や検討結果等を公表して、透明性を確保し、説明 

責任を果たす」ことを押さえていれば十分ではないかと思っています。 

むしろポイントは、自治基本条例の内容を受けて市民参画条例をきち 

んと作ってもらわないと動かないということです。早急に検討していく 

必要があるのではないかというところで、中間まとめは止めています。 

さらに言えば、市民が参画しやすい環境を整備し、常に適切な参加手法 

を検討するとともに、常に新しい参加手法の開発に努めるといったとこ 

ろを盛り込めばいいのではないかと思っています。
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問題は、 協働のまちづくりの方で、 市民の権利と役割として 「主体的・ 

自主的活動を行う権利を有する」こと、「まちづくりに関する活動をす 

る権利を有し、そのためのまちづくりに関する情報を知る権利を有す 

る」こと、しかし「自らの発言と行動に責任を持ち、お互いの意見や行 

動を尊重し合う」ことを位置づけています。市長等の責務や協働のまち 

づくりの基本原則に関しては、提言をそのまま取り込みました。 

しかし、市の支援について、 「活動の場の整備」や「情報の共有」 、 「啓 

発と人材の把握」 、 「活動に対する助成」 、 「活動の機会の創出」 、 「市職員 

の研修等の充実」といったことは、自治基本条例に盛り込んでもよいの 

だけれども、実際に動かしていく方法が見えていません。自治基本条例 

でこのようなことを定めたとしても、どのように具体化されていくのか、 

実現していくのか、が不安です。それぞれの地域の現状も違います。活 

動団体の実情も違います。画一的な対応では十分ではないと思います。 

様々な実情に応じた対応をしていく必要があると思いますが、どうした 

ら良いのかというところで止まっています。 

協働のまちづくりを推進するには、市の働きが重要で拠点施設の整備、 

その他の支援が不可欠です。特に分野型の市民活動団体に対する支援は、 

まだまだ十分ではないのではないか、あるいは、多様な主体の間で情報 

の共有、積極的な参加、意見交換や合意形成が図られるようにする必要 

があるのではないか、という意見がありました。 「協働のまちづくり推 

進に向けて」の提言をほとんど取りこんでいますが、この提言がどのよ 

うに進められてきたのか、実現されてきたのかということが見えてこな 

いのです。 

そこが一番問題だと思っていますし、どのように協働のまちづくりを 

推進していくのか、具体的な検討をしていくための仕組みづくりが着実 

に進められているのか、といったことを進行管理し、モニタリングする 

仕組みを作らないといけないのではないでしょうか。どういう形で作っ 

ていかなければいけないのか、どういうものが適切なのか、自治基本条 

例としてどのように盛り込めるのか、議論ができていませんので、この 

点に関しても是非ご意見をいただきたいと思います。 

協働に関連して、地域コミュニティというものを自治基本条例に位置 

付けようと考えています。小学校区において、地域の多岐にわたる課題 

に総合的に対応できる組織として、自治会をはじめ、各種団体から構成 

される「協働のまちづくり推進組織」をまちづくりの基本的な単位とし 

て位置づけてはどうかと中間まとめでは考えています。 

そして、協働のまちづくり推進組織を基本的な単位として地域での合 

意形成を図り、そして、自ら地域の課題を発見し、共有し、解決するた 

めの自主的・主体的な活動を行うことを期待しています。また、同時に
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適切な運営がなされるようにもしておきたいのです。そのため、運営に 

あたっては、 「まちづくりの基本的な単位として、民主的で開かれた運 

営が行われるようにすること」、「地域での組織づくりや活動にあたって、 

地縁型組織の間だけでなく、地縁型組織と分野型組織との間の連携、協 

力が図られるようにすること」、「隣近所など小学校区内やあるいは全市 

的に、まちづくり推進組織がお互いに連携や情報共有を図るようにする 

こと」を、自治基本条例に盛り込みたいと考えています。 

さらに、 「小学校区コミセンを協働のまちづくりの拠点の一つとして 

位置づければどうでしょうか」という提案をしています。つまり、コミ 

ュニティ・センターに「まちづくりの場」と「情報共有の場」としての 

役割をもたせてはどうかと考えています。 

まちづくりの場では、 「地域コミュニティの拠点として、地域自らが 

地域のまちづくりを考え実践する場」 、 「地縁型組織と分野型組織が協働 

するための場」 、 「市民と市が協働するための場」 、 「市が行政サービスを 

提供する場」 、 「市民同士が交流する場」としての役割があります。さら 

に情報共有の場では、 「市民と市、地域、市民同士の情報共有の場」と 

しての役割があります。そういう役割を担うのがコミュニティ・センタ 

ーであると位置づけてはどうでしょうか。 

ただ、コミセンに関しては、その管理・運営、活用方法をめぐって検 

討委員会でも多くの意見がありました。自治基本条例にどんな内容を盛 

り込むのか、盛り込んだらどうなるのかというところを議論しなくては 

いけません。ご意見をいただきたいと思います。 

特に付け加えておきたいことについて、二つお話をしておきます。一 

つ目は、市民活動団体に対する市の支援の在り方について、現状をどの 

ように評価するのかということです。分野型の市民活動団体に対する支 

援の不十分さについて委員の間で指摘がありました。この点については 

検討委員会でも見えていません。 

二つ目は、協働のまちづくりについて、地域コミュニティにあまりに 

も力点がおかれすぎていないだろうかということです。逆に中途半端な 

地域コミュニティの位置づけではなくて、はっきり地域自治組織として 

位置付けるべきであるという意見もあります。 

地域自治組織として地域の課題や地域のニーズに応え、さらには、市 

の行政機能の一部、財源も含めて移譲してはどうか、自治体に近い組織 

を目指すことも意見としては出ています。協働のまちづくりにおいて地 

域をどう考えたら良いのか、多くの考えがあると思いますし、ご意見を 

いただければと思います。 

情報の共有については、市民参画や協働を進めていくうえでは、お互 

いにコミュニケーションをするため、情報の共有が不可欠です。それに
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は、 「市民と市との間での情報共有」と、 「市民同士の間での情報共有」 

が必要だと考えています。 

市が保有する情報に関しては、すでに情報公開条例や個人情報保護条 

例が定められています。従って、制度的にはすでにでき上がっているは 

ずなのです。しかし、検討委員会の中では、知りたいときに必要なタイ 

ミングで必要な質と量の情報が提供されていない、反応が悪いといった 

意見が出ています。 

市の情報提供のあり方についても、もう一度検討し直す必要があるの 

ではないかと考えているところですが、問題はむしろ協働の場面での情 

報共有です。 「市民も市に対して、あるいは市民同士お互いに、問題解 

決の取り組みや市民活動団体等の活動内容を公開し、個人情報の保護に 

十分配慮した上で、積極的に情報の提供を行い、情報の共有に努めるこ 

と」として、市民同士あるいは市民が市に情報提供していくことを強調 

しています。 

一つ目には、コミセンを活用した情報共有はどうかということです。 

さらに、二つ目として、市民から市への情報提供をどのようにやってい 

くのかということが大切であるとしていますが、委員会の検討ではそこ 

で止まっています。この辺りもご意見をいただければと思います。 

その他になりますが、市民や市民活動団体がイニシアティブをとって 

いける仕組みを考えています。地域からのまちづくり提案や市民からの 

政策提案を何とか活かせないものかと考えています。 

市民政策提案手続は、市が見過ごしているとか、取り上げようとしな 

い政策等について市民の方から検討を求め、あるいは市民自らが政策等 

の発案者になって市に提案し、公正・透明な手続きのもとで提案を受け 

た市長等が検討・判断する仕組みです。 

あるいは、地域コミュニティと市との協働については、 「地域での課 

題解決に向けて地域で議論して意見を集約し、地域として合意形成を図 

った上で、地域コミュニティから市に対して、まちづくりに関する提案 

を行うこと」、そして、「提案に対し、市は真摯に検討し、対応する責務 

を負うこと」を定めてはどうでしょうか。もちろん、そのためには、住 

民や地域が、まちづくりの活動のなかで発見した問題を市へ情報提供し、 

それが協働のまちづくりにつながっていくような体制整備が必要であ 

ると考えています。 

地域からのまちづくり提案、あるいは地域から市への情報提供、ある 

いは市民活動団体や市民が市に対して政策を提案できるようにすれば 

どうかとしていますが、この辺りは議論が終わっていません。濫用され 

ると怖いところもありますし、実際にそれらが動くような具体的な仕組 

みづくりが必要だと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。
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ご意見をいただければと思います。 

住民投票については、検討できていませんので、時間の関係もあり省 

略させていただきます。ただ、検討委員会では、住民投票に反対という 

ことではなくて、そこまで議論が至っていないということです。 

「市政運営の原則」では、８つの項目を盛り込みたいと考えています 

が、十分な検討ができていません。と言うのは、市政運営の原則につい 

ては内容が非常に難しく、例えば、財政、組織、総合計画などの話を検 

討委員会では正直申しまして理解しきれていない状況です。そういった 

ことから、今、市の方へ一度ボールを投げて、検討するよう求めている 

状況です。 

ただ、 「なぜ市役所はしっかりしなければいけないのか」 、そして、 「な 

ぜ市政運営の原則を盛り込むのか」と言いますと、参画と協働が進んで 

くれば市役所の仕事のあり方が変わってくると思うのです。また、地方 

分権が進めば市役所の仕事も変わってくるでしょうし、財政難になれば 

仕事のやり方も変わってくるでしょう。そういったことから、市の職員 

に自覚していただき、どう変えなければいけないのかということを考え 

ていただかないといけないはずなのです。市役所にボールを投げて返っ 

てくるのを待っている状況です。 

最後に、自治基本条例はこのように抽象的な話なのです。自治基本条 

例を作ったとしても、 「これが第一歩だ」と言いましたが、自治基本条 

例を作って終わりではないのです。自治基本条例を作って、それを既存 

の条例や政策の見直し、新しい条例づくりにつなげていかないと意味が 

ありません。このために自治基本条例を作った後の工程表、 「いったい 

何をしなければならないのか」を考えないといけません。 

「市政への市民参画にこういうことを盛り込みましょう」 、 「協働のま 

ちづくりにこういうことを盛り込みましょう」、「情報共有にこういうこ 

とを盛り込みましょう」と自治基本条例では定めるのですが、例えば市 

政の市民参画について言えば、市民参画条例をちゃんと作らないと動か 

ないわけです。だから、「どういう市民参画条例を作らないといけない 

のか」という議論を早急にしないといけないと思います。 

協働のまちづくりについては、もっと不透明でどのように展開すれば 

いいのか、見えない状況です。どう展開するかについて、何らかの方向 

性を示さないと検討委員会としての仕事をしたことにはならないと思 

います。 

情報の共有についても、情報公開条例や個人情報保護条例があるけれ 

ども、 「ちゃんと進んでいないのではないか」 という疑問もあり、 「では、 

どうすればいいのか」ということがあります。 

市政運営の原則についても、 「どう変わるのか、どう変えたいのか」
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ということについて結論が出ていません。 

以上で中間まとめの報告を終わりますが、一つだけみなさんにお願い 

をしておきます。自治基本条例というのは、作ることが目的ではありま 

せん。自治基本条例の制定はあくまでも第一歩であって、自治基本条例 

に盛り込まれたことが、どう実際に動く仕組みや動くものになっていく 

のかということが大切なのです。是非、 「具体的にこうしたらいいので 

はないか」というお話をみなさんからいただければと思います。 

（司会） ありがとうございました。第１部「中間まとめの報告」はこれで終了 

させていただきます。 ご意見、 ご質問がおありの方は、 恐れ入りますが、 

第２部でお願いいたします。 

それでは、ここで、１０分間の休憩の後、第２部に移らせていただき 

ます。 

（休憩） 

（司会） お待たせいたしました。ただいまから、第２部「意見交換会」を始め 

たいと思います。 

最初に、検討委員会の４名の委員から「これまでの検討経過を振り返 

って」というテーマで、それぞれの思いを述べさせていただきます。 

そのあと、第１部でご報告いたしました、「中間まとめ」につきまし 

て、ご来場の皆様からご意見、ご質問等をお受けし、検討委員会とご来 

場の皆様との間で意見交換を行いたいと思っております。 

最後に、３名の委員から「今後の検討委員会の取組みについて」とい 

うテーマで、それぞれの思いを述べさせていただきますので、よろしく 

お願いいたします。 

（委員） 私の立場は、ＮＰＯ団体の代表ということですが、それにとらわれず 

に発言をさせていただきました。明石市役所の庁内プロジェクトチーム 

により事前に課題の分類がされておりまして、そこから第１回の検討が 

始まったわけです。 

例えば、安全安心のまちづくりについては、当初、市政運営の原則と 

いう項目に分類されていたわけですが、まちづくりという言葉が入って 

いるからには、市民を巻き込んだ協働による取組を行わないとなかなか 

効果が出てこないので、市民との協働に関する項目に位置付けすべきで 

はないかという意見もあり、検討中のため項目から外しているわけです。 

これまで検討委員会を開催してきて、市の考え方もそうですが、我々 

委員の考え方も変わってきています。会長もおっしゃいましたように、 

「自治基本条例がどういうものであるべきか」ということについて、委 

員も含め切り替えを行っているところです。
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次に、明石らしさというものをどのように出すのかということですが、 

他都市の自治基本条例を見てみても、同じような条例が多く、参画とい 

う言葉がよく出てくるわけです。市民が参画することの中で選挙という 

ものは非常に重要な制度であるにもかかわらず、あまり他の都市では選 

挙ということが出てきておりません。 

それは憲法をはじめとして、すでに保障された制度であるからかもし 

れませんが、やはり地方自治を考える上で選挙をちゃんと考えないとい 

けません。直接による参画もありますが、選挙によって議員が議会で議 

決するといった間接による参画もあるので、自治基本条例に位置づける 

方がよいのではないかと考えています。 

次に、人権の尊重であるとか、環境の保全、地域福祉の向上であると 

か、青少年の健全な育成とか、具体的な施策までを自治基本条例に位置 

づけることは、細かすぎて相応しくないのではないかと思われますが、 

ただ、ある程度おおまかな考え方を示しておく方が、個々の制度を策定 

していく上では良いのではないかとも思います。 

（委員） 住民と市、住民と市民といった分け方があるわけですが、地方自治法 

上、中心となります住民を考えると住民が生活する基盤が整っているの 

かどうかということを第一に考える必要があります。 

そういった考えによると、明石市の場合は生活する基盤は整っている 

のはないかと理解しています。基盤の上に、自治基本条例を作っていく 

にはどうすればよいのかということで、選挙で選ばれました市長や議員 

は、考え方が変わってきたら罷免すればよいわけですが、住民はこうい 

うことから逃げるわけにはいかないという基本に立って、自治基本条例 

を作っていかなければ心豊かな生活をしていけません。 

私は、高年クラブの会長として、６万人の高齢者の生活を考えている 

わけでございますが、やはり参画と協働の趣旨を十分に理解し、これか 

らの施政のあり方を提案するにはホームページを中心とした方法によ 

ることになると思います。そこで、高齢者がパソコンを理解できるよう 

に、昨年度からパソコン教室を開いているところです。 

地方分権が進められてきている中で、官庁における意識改革も進める 

必要があると思います。未だに、国などでは中央集権的な考え方をして 

いる公務員も多くおりますが、 「地方へ」の意識改革が強く求められて 

いると思います。また、市民も市役所へただ物言うだけではなく、参画 

と協働という意識に変え、市民生活をしていかなければいけないと思い 

ます。 

（委員） はっきり言いまして、 「難しいなあ」というのが最初の感想です。自 

分たちで考え、自分たちで決める自治基本条例の中で、明石市にふさわ 

しい明石らしさをどのように表現するのか戸惑いを感じました。しかし、
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検討委員会の回を重ねるごとに住民自治を充実させる、そして明石市の 

自治を育てることが、少しずつ分かってきました。 

会長からの報告にもありましたように、参画と協働、そして協働の仕 

組みにつきましても、まだまだ取り組みが必要だと思いますが、まちづ 

くり推進組織について、どのように合意形成を進めていくべきか、本条 

例が策定された後は、この条例の趣旨に則って活動していきたいと思い 

ますので、皆様の貴重なご意見を参考にしながら、今後の検討をさらに 

深めていきたいと思います。 

（委員） 私からは二つございます。参画と協働についてですが、一言でいうと 

「どれだけ市民の方が積極的に市政に関与していくか」ということだと 

思います。厳密に言いますとそうとうバラツキがあると思います。 

例えば、新しいマンションができても、そこで自治会ができないとい 

うところから、かなり積極的に地域活動をされているところがあります。 

大変なバラツキがあるなかで、参画と協働がそんなにうまくいくのかと 

いう意見もあって、理念と進んでいくべき方向と、実際に抱えている問 

題点を考えるとなかなか難しいと思います。ただ、ほったらかしにして 

おくわけにはいかないので、できることはやって、できないことはどう 

するのかということで、検討を進めているところでございます。 

もう一つは、議会に関することですが、これまで参画と協働を間接的 

に支えてこられ、市政運営をチェックしてこられた議員と議会が果たさ 

れてきた役割はたいへん大きいものがあって、これからも大きいはずな 

のです。今、ここで会長から説明がありましたように、市民による参画 

権みたいなものをどのような条例体系で整理していけばいいのかとい 

うことで、みなさんもお聞きいただいたようにまだ整理できていません。 

これまで議員としていろんな活動をされてきて、地域、そして地域を 

問わず分野型組織の方々とのつながりを実施されてこられたわけです 

が、議員の位置づけについてもう少し検討を深めていきたいと思います。 

（司会） ありがとうございました。それでは、ご来場の皆様から「明石市自治 

基本条例についての中間まとめ」につきまして、ご意見、ご質問等をお 

受けいたしたいと思います。時間は３０分間を予定いたしておりますの 

で、よろしくお願いいたします。 

ご意見、 ご質問等のある方は、 挙手にてお願いいたします。 係の者が、 

マイクをお持ちいたしますので、恐れ入りますが、お名前をおっしゃっ 

てから、ご発言願います。それでは、どなたでも結構ですので、挙手に 

てお願いいたします。 

（参加者） さきほど、会長からお話のありました協働のまちづくりについて、お 

話を聞いていまして、かなり認識がずれているのではないかと思いまし 

た。



- 17 - 

先日、住民自治リーダー研修会が開催され、その中で先進地区のお話 

がありました。私たちは、小学校区単位のまちづくり活動、コミセン活 

動について指導を受けて、活動を続けています。そして、コミセンにふ 

らっと来てお茶でも飲んで、コミュニケーションができるコミセンづく 

りを目指して考えています。 

市の方からコミセンに職員が配置され、指導や活動をされています。 

また、コミセンを中心にコミュニティ推進協議会を立ち上げて、地域の 

まちづくりを進めているところでもあります。会長の説明との間にズレ 

があると思いますが、そのあたりどうお考えですか。 

（会長） 私の説明が悪くて誤解を与えてしまったのなら、申し訳ありません。 

明石市の中でも、一様ではなく、凸凹があると思います。また、それぞ 

れの地域において良いと考えられる方法で取り組まれていることだと 

思います。 

従って、多様性なり地域間の凸凹などを踏まえたうえで、 「では、ど 

ういうことを自治基本条例に盛り込めばよいのか」ということがあると 

思います。もの凄く頑張っておられる地域を邪魔しようとか、それを軌 

道修正しようとかを考えているわけではありません。むしろ、そういっ 

た取り組みの後押しができるような内容を盛り込みたいと思っていま 

す。よろしいでしょうか。 

念のために、格差社会という言葉がありますが、地域の間で差がつく 

ことが良いのかどうかということもあります。しかし、あまり画一的、 

横並びで良いとも思いません。ぜひ地域の頑張りを後押しできる内容を 

盛り込みたいと思います。 

私が悩んでいることは、自治基本条例に盛り込んだ内容が地域にとっ 

て、どのような後押しになるのか、そして、自治基本条例に書いたこと 

が各地域において意義のあるものとなり、そのための市の体制、事業と 

いったものをどう考えていけばいいのか、ということなのです。 

（司会） 貴重なご意見をありがとうございました。他にございませんでしょう 

か。 

（参加者） 「市民の意識を変えたい」という今回の条例の目的はよく分かりまし 

た。そこで、市民、行政、立法のうち、市議会について欠落したのはど 

うしてなのか、市議会についてしっかり検討をお願いしたいと思います。 

あと、市民参画についてですが、明確に位置付けられる必要があると 

思います。 「どこまで、どのようにしていくのか」をはっきりさせない 

と市民参画という言葉が一人歩きする可能性があります。地域、地域と 

言いますが、地域の中で勝手に市民参画が一人歩きすると地域でのまと 

まりがなくなる可能性もあります。 

（会長） 一つ目のご質問に関しては、 私の説明が悪かったのかもしれませんが、
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議会や議員については、 「検討委員会として検討しない」ということで 

はないのです。順番としては、市議会の中で市議会について、議員につ 

いてどのように考えているのかというご意見をいただきたかったとい 

うことです。 

そして、市議会からご意見をいただき、そのいただいた意見を踏まえ 

て検討委員会で検討を進める必要があったわけですが、検討しきれてい 

ないということであって、検討委員会として検討する気がないというこ 

とではありません。 

二つ目のご質問については、ご意見として参考にさせていただきたい 

と思います。ただ、直接の答えとはならないかもしれませんが、検討委 

員会では、市民参画と協働について、意識して区別しています。市民参 

画は、あくまでも市に対して関わっていくことだとしました。市が物事 

を決める、あるいは、何か事業を進める際に、市民の意見をよりよく反 

映するような形にしていただきたいということが市民参画です。 

「どういう場合にどういうやり方でするのか」ということについては、 

自治基本条例では書ききれないので、別に市民参画条例を作っていただ 

きたいと考えています。そして、その市民参画条例を考える上で、どう 

いう場合にどういう参画手法があるのか、どういうタイミングなのか、 

どういう処理がなされるのかという実際に動かせる内容を盛り込んだ 

市民参画条例を作成する必要があると思っています。 

（参加者） 市民参画やコミセンなど自治基本条例の範囲が非常に幅広いので、も 

う少し範囲を絞った方が良いと思います。 

（会長） それはご意見としていただいて、今後の検討の際、参考にさせていた 

だきます。 

（司会） ありがとうございました。他にございますか。 

（参加者） 私たちは、福祉のボランティア活動を行っている社会福祉協議会に属 

するボランティア団体です。コミセンの中にも地区社協というのがあり 

まして、コミセンの活用ということが検討されていますが、そういった 

地区社協なども取り入れると、コミセンでの活動もしやすくなっていく 

のではないかと思います。 

あと、市民活動団体の説明が丁寧に書かれていますが、市民活動団体 

という言葉はここ数年でできた名前でして、私たちは長年活動を続けて 

おり、別の表現をしていただけるとうれしいです。 

（会長） ボランティア団体における活動と地区での活動の関係、コミセンとの 

関係について、もう少し踏み込んでほしいというご意見かと思います。 

これからさらに検討しますのでご理解いただきたいと思います。 

（司会） ありがとうございました。それでは、他にございませんか。 

（参加者） 中間まとめの中で、市民の権利と責務において「市民としての責任を
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もつ」という記述がございますが、我々も地域を良くしようとして活動 

しているわけで、 「責任まで取れ」ということになると少し活動がしん 

どくなるのではないかという思いがあります。 

明石市においてコミセンを活用した事業を行っていますが、兵庫県の 

県民交流広場事業やスポーツクラブ２１など、兵庫県が実施する事業に 

ついて自治基本条例にどのように位置づける予定でしょうか。 

私たちの活動の中では、地域にある国立学校との協働による活動を行 

っていますが、こういった活動に対しても、参画と協働ということで自 

治基本条例に位置づけられてもいいのではないかと思います。 

（会長） 「責任をとれ」ということをあまり難しく考えてほしくはないのです 

が、参画にしても協働にしても、 「無責任な発言はやめましょう」とい 

う意味合いで記載しました。参画する、協働するにあたっては、責任を 

持って行動、発言してほしいし、お互いの発言については尊重し合う必 

要があると思います。 

学校との協働については、検討委員会でもご意見があったようにも思 

いますが、改めて検討をしていきたいと思います。また、県の事業につ 

いても、 十分議論しきれていません。 問題があるという認識はあります。 

今後、検討していきたいと思います。 

（参加者） 「地域で責任を取る」ということについては、予算についても各団体 

バラバラに配付するのではなく、まちづくり協議会などに一括で交付金 

を交付するなど、もう少し踏み込んだ考え方を示していただきたかった 

と思います。 

（会長） そういうご意見も他にありましたが、そこまで踏み込めていませんの 

で、今後、検討の材料にさせていただきたいと思います。 

（司会） ありがとうございました。ではお願いいたします。 

（参加者） 中間報告の中に、地域コミュニティについてのお話があり、さきほど 

のお話では非常に進んでいる事例もあるようです。 

協働のまちづくり推進組織を基本的な組織として位置づけるとあり 

ますが、これを具体的に自治基本条例に基づいて推進していくとすれば、 

誰がその主催となるのか、例えば、自治会が主になるのでしょうか。非 

常に抽象的ですので、具体的に教えていただきたいと思います。 

あと、地縁型組織と分野型組織という言葉を用いていますが、くわし 

い説明をお願いします。 

また、条例制定後の条例の見直しについては、いろいろ試行錯誤しな 

がらの自治基本条例だと思うので、必ず条例等の見直しを行う旨の内容 

を明記していただきたいと思います。 

（会長） 推進組織について、一つ目として具体的な内容を検討委員会で検討し 

ているわけではありません。地域によって組織もいろいろあると思うの
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で、市全体で画一的にこんなものを作るのだというイメージはありませ 

ん。二つ目に、推進組織というものがどういう形になるのかということ 

については詰め切れていません。そういうものを目指してほしい、ある 

いは、すでにそれに近い形で動いているではないかということで、この 

点については市民のみなさんのご意見をたくさん頂戴して検討したい 

と思います。 

地縁型組織と分野型組織について、どちらがどんな組織ということを 

明確に分類して考えてはいません。いろんな活動をしている団体が地域 

に合わせて連携、活動してほしいぐらいでしかありません。 

条例ができてからのことについては、まだしっかり検討できてはいま 

せんが、二つの考え方があると思います。一つ目は、できるだけ変えに 

くいものにしていた方がいいのか。二つ目は、試行錯誤しながら進めて 

いった方がいいのか。両方の考え方があると思います。基本条例という 

位置づけですから、しょっちゅう改正されるものではいけないとも思い 

ますが、 「できあがった自治基本条例は完璧で改正する必要がないのか」 

と言われるとそんな自信もありません。条例制定後については、今後検 

討委員会で検討していく必要があると思っています。 

（司会） ありがとうございます。それでは、「今後の検討委員会の取組みにつ 

いて」 というテーマで、 委員それぞれの思いを述べさせていただきます。 

（委員） 今後の検討委員会の取り組みについてということですが、私は今後の 

検討委員会についての心構えについてお話をいたします。 

会長のお話にもございましたが、自治基本条例の基本原則として掲げ 

てある参画や協働、情報の共有についても、基本的人権の尊重があって 

初めて成り立つと思いますので、人権の尊重についてはしっかり位置づ 

けるようにしていきたいと思います。 

また、女性団体協議会から出てきておりますので、参画について、特 

に女性の参画という視点について検討を十分にしていきたいと思いま 

す。

そして、市民のみなさんから多くのご意見をたくさんいただきました。 

しかし、自分の意見がまとまっていない中で、他人の意見に流されてし 

まうのもどうかという思いがありましたので、あまり目を通していませ 

んでしたが、これからはみなさんの意見を参考にしながら、自分の意見 

をまとめて検討委員会に臨んでいきたいと思います。 

そして自治基本条例というのは、息をしている条例であり、その息を 

させるのは私たちだと思います。そういう気持ちで臨みたいと思います。 

（委員） 自治体の憲法ともいうべき自治基本条例を策定するにあたって、市民 

主体のまちづくりのため市役所任せではいけないと思い、検討委員会の 

委員に応募させていただきました。
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今後の検討委員会における取組についてですが、地域経営の主体であ 

る市民、行政、事業者、議会などの全関係者が一緒になって、まさに参 

画と協働により最終報告書をまとめていければと思っています。そのた 

めに、中間まとめに関する意見交換会を小学校区ごとに開催する予定と 

していますので、みなさんからぜひ多くのご意見をいただきたいと思い 

ます。 

地方自治体のこれからは、市民、事業者、ＮＰＯなど全ての関係者が 

責任をもって地域の経営に参加する、いわゆるローカルガバナンスを実 

現する必要があると思います。そのためには、市長、職員や議会、市民 

の意識改革が重要であり、我がまちの置かれている状況と課題を共有し 

た上で、地域を経営する主体として自覚をもって、生活することが大切 

であると考えています。検討委員の一人として実のあるものにしていき 

たいと思います。 

（委員） 自治の基本原則には、市民参画、協働のまちづくり、情報共有という 

三本柱がありますが、これを実践している立場としてお話をさせていた 

だきたいと思います。 

自治基本条例は、非常に抽象的な話になってしまうので、具体的なこ 

とと結びつけて考えています。協働のまちづくりについては、住民の側 

に視点を当てた問題、市の行政側に視点を当てた問題から考えていきた 

いと思います。 

まず、住民の意識改革及び職員の意識改革が必要であると思います。 

まちづくりを進めていると安全安心の問題、 景観の問題、 子育ての問題、 

環境問題など様々な問題があるわけですが、住民が話し合いまとめるだ 

けの体制があるかどうか、これが非常に大切ではないかと思います。 

本日お話がありました「ボランティアグループや各種団体などが合意 

形成できるシステムができているかどうか」がこれから問われてくると 

思います。私たちの地域ではこれまでは連合自治会が主体となった運営 

組織であったため、現在では組織と運営方法を変えていこうとしていま 

すが、地域でまちの問題を話し合い、協議し、まとめ上げ、そして住民 

にフィードバックできるシステムを作り上げていくことは非常に難し 

いと思います。 

私たちの地域では自治会長の６割から７割が１年交代ですので、住民 

主体のまちづくりをどのように確立していくのかということが非常に 

難しく、課題であると認識しています。 

次に、住民の地域に対する要望・要求をいかに行政側が重要であると 

受け止めてもらえるかが大切であると考えます。３年前までは、何か要 

望をしても「検討しておきます」などの返答しかいただけず、返答なし 

でいつの間にか実施していたということがよくありました。しかし、今
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は市と協議をすると真摯に受け止めていただき、後日回答を写真や図面、 

文書などで丁寧にいただけます。 

住民も目に見えて地域が改善されていくことに対して、やる気をもっ 

て取り組んでいるところです。現在は、まちづくり実践委員会を立ち上 

げ、自治会役員以外も参加して、基本構想を作成したりしています。基 

本構想づくりでは、職員にも入っていただき、一緒にどのようなまちに 

していくのか検討をしていきたいと思いますし、予算についても単年度 

では実現できないこともありますから、長期的な期間をもって行政と検 

討をしていけるような組織づくりを目指しています。 

（司会） それでは、最後に、主催者を代表いたしまして、明石市自治基本条例 

検討委員会委員より閉会のごあいさつを申し上げます。 

（委員） 本日は大変お暑い中、自治基本条例フォーラムにご参加いただきあり 

がとうございます。私どもが検討しております自治基本条例について報 

告させていただき、本日、５名の皆様から大変貴重なご意見も頂戴する 

ことができました。 

この自治基本条例では、従来の市政運営では難しくなってきたことか 

ら、計画段階から市民の声を聞いていくということが重要なポイントの 

一つであると思います。例えば、「公園を作ってほしい」という要望を 

市へ行い、公園を造ってもらうとしても、地域にお住まいの市民の方々 

が本当に望む公園にするためには、参画と協働により検討段階から自分 

たちの造ってほしい公園にしていくということが必要です。そのように 

自分たちも参加して造ったということが大切になっていくと思います。 

参画と協働、そして情報の共有を言葉で言うことは簡単ですが、考え 

れば考えるほど大変難しいことですので、今後、９月から小学校区での 

意見交換会も開催する予定となっていますので、一人でも多くの方とお 

話をしながら、互いに理解を深めていきたいと思います。 

これを持ちまして自治基本条例フォーラムの閉会のあいさつとさせ 

ていただきます。ありがとうございました。 

（司会） 皆様、 長時間にわたり 「自治基本条例フォーラム」 にご参加いただき、 

誠にありがとうございました。 

現在、検討委員会では、「明石市自治基本条例についての基本的な考 

え方（中間まとめ）」に対する意見募集、パブリックコメントを行って 

います。８月２２日まで行っていますので、ご意見がおありの方は、郵 

送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により、事務局であり 

ます明石市役所総務部総務課までご提出願います。宛先等は、本日の資 

料の裏表紙に記載いたしておりますので、ご確認願います。なお、電話 

や口頭による方法では受付ができませんので、ご注意願います。 

また、検討委員会では、９月以降に、２８小学校区におきまして、「明
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石市自治基本条例についての基本的な考え方（中間まとめ）」のご報告 

と意見交換を行っていく予定でございます。日時、場所等につきまして 

は、改めてお知らせいたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

今後、皆様のご意見をお伺いしながら、「明石市自治基本条例について 

の基本的な考え方」について検討を進めてまいりますので、今後ともご 

理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、アンケートにご協力をお願いします。会場出口におりますス 

タッフにアンケート用紙をお渡しくださいますよう、お願い申し上げま 

す。

これをもちまして、「自治基本条例フォーラム」を終わらせていただき 

ます。


