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「自治基本条例市民フォーラム」会議録 

日 時：平成 21年 11 月 7 日（土）午後２時～午後４時１２分 

場 所：明石市立産業交流センター 多目的ホール 

≪ １ 開 会 ≫ 

（司 会 者） 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 「自治基本条例市民フォーラム」 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。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 

協会のみなさまです。 

それでは、まず、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 淳よりごあいさつを申し上げ 

ます。 

（山下会長） みなさまこんにちは。山下でございます。検討委員会が２年間検討し 

てきた結果が、この８月に提言という形でまとまりました。検討委員会 

での議論の中で、市民のみなさまからいろんな形でご意見をいただきま 

した。われわれがみなさんからのご意見を十分に受け止められているか、 

反映できているかというところは、少しばかり自信がないところもあり 

ますが、せっかく意見をいただいた市民のみなさまに対して、こういう 

形でこういう思いで提言をまとめたのだということをぜひお返しをす 

べきだろうと思いました。お返しの仕方についてはいろいろあると思い 

ますが、検討委員会としては市民フォーラムという形をとらせていただ 

きました。今日の予定は、まず提言の内容をお話させていただき、その 

あと各委員のみなさまが考えるところ、思うところをご発言いただいて、 

そのあと参加の市民のみなさまと意見交換を行いたいと考えています。 

簡単ではございますが、挨拶にかえさせて頂きたいと思います。よろし 

くお願いいたします。 

（司 会 者） ありがとうございました。 

それでは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、公募市民として参画している、米本で 

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。
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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。 

分野型市民活動団体から参画している、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、明石市ボランティア連絡会会 

長の山本でございます。 

有識者として参画している、木村でございます。 

地縁型市民活動団体から参画している、高丘西小学校区コミュニティ 

センター運営委員長の久保でございます。 

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。 

分野型市民活動団体から参画している、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。 

それでは、少しトラブルがありましたので、第１部と第２部を入れ替 

えさせていただきたいと思います。 

≪ ２ 意 見 交 換 会 ≫ 

（司 会 者） 最初に、検討委員会の委員のみなさまから、それぞれの思いを述べさ 

せていただきます。それでは、順番に、それぞれの思いを述べていただ 

きます。 

お願いいたします。 

（委 員） まず、私は参画と協働という言葉を謳いながら、みなさま方から多く 

の意見をいただきました。また、２８小学校区を回り直に市民のみなさ 

まのお声を聞かせていただきました。そういった声を提言の中に活かし 

きれたのかなということを考えると、冒頭山下会長の挨拶にもありまし 

たように、 活かしきれていない部分も多々あると思います。 したがって、 

せっかくご意見をいただいたみなさまには申し訳ないという思いもあ 

ります。 

ただ、この条例ができてこれで終わりではなく、くしくも今年明石市 

制施行９０周年を迎えますが、９０年間のこれまでの行政としての経験、 

２９万余の市民が何を望んでいるのかということを十分に考え合わせ 

て、そしてこの自治基本条例に基づいて、それぞれの条例を作っていた 

だいて、そしてはじめて自治基本条例が活きたものになると思っていま 

す。完璧な提言ができたとは思っていません。その点については、ご了 

承いただきたいと思います。したがって、今後、議会の中で議論いただ 

き、条例化していただければと思います。本日、みなさまからいろんな
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ご意見をいただき、これから作るそれぞれ具体の条例も含めて、活かし 

ていけるのではないかと考えています。本日一日よろしくお願いいたし 

ます。 

（委 員） 私はボランティア団体の代表として検討委員会に参加させていただき 

ました。日頃、福祉の分野を中心に誰もが安心して暮らせるまちづくり 

を目標に活動しています。 この提言書には、 協働のまちづくりに関して、 

特に地域コミュニティの運営面では民主的で開かれた組織づくりが掲 

げられており、ボランティア団体などの分野型コミュニティ組織と自治 

会などの地縁型組織との連携、そして情報の共有を図っていくことが謳 

われています。現実的にはまだまだ考えていかなければならない問題が 

多く残っていると思いますし、また個別の政策分野ごとの基本条例を制 

定するなど取り組まなければならない課題も多くあるように思います。 

みんなで力を合わせれば、すばらしい明石のまちづくりが進めていける 

のではないかとつくづく思いました。本日はよろしくお願いいたします。 

（委 員） これまでの議論について、みなさまのご意見を反映し、十分な議論を 

尽くせたかというとそうではないところもあると思います。本日、みな 

さまのご意見をお伺いする中でより良いものにしていければと考えて 

います。よろしくお願いいたします。 

（委 員） 会議に参加するに当たって、当初は団体の代表として参加しておりま 

したが、会議を重ねるごとにこれは明石市民としてとても大切なことで 

あると認識し、いろんな意見を言わしてもらいました。 

まず、私たち市民が自治基本条例の内容を十分に理解して、明石のま 

ちを良くしようと思って、動かなければ明石が良くならないということ 

を実感しました。また、みなさまにわかりやすい条例をということで、 

いろいろ話合いをしてきました。そして、まず議員のみなさまや職員の 

方に説明させていただいたとき、自治基本条例を自分のものにして、市 

民の方と向き合って下さいとお願いしましたが、私たち市民もこれをよ 

く理解して、みんなで一緒に住みよいまち明石を作っていくための自治 

基本条例になればと思います。ぜひ、本日お帰りいただいて、ご近所の 

方にも明石で自治基本条例ができるということを広めていただきたい 

と思います。 

（委 員） 自治基本条例の検討を進める上で、なぜ自治基本条例が必要なのかと 

いうことを常に考えてきました。なかなか自治会が結成することができ 

ない地域があると思いますが、自治会に入らない人たちに対して市民自 

治といったときにうまく理解してもらえるのだろうか。働いて、税金を 

納めているからあとは市の方で、すべてやってくれればいいという人に 

とっての自治とは何なのかと言われてもなかなかかみ合いません。そう 

いう難しさも感じながら検討をしてきました。そして、みなさまにこう
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したらどうですかという根本は、これまでは市役所の人が中心でやると 

いう気分を変える必要があるのではないでしょうか。自分たちもすると 

いう気分に変わることが、自治基本条例において一番大切にしている部 

分だと思います。それは、市民の方が、自分たちがするという気分に変 

えるだけではなく、市役所の方も市民の方々と一緒にやるという気分に 

変えていただく必要があるし、市議会議員の方も今までとは違う市民の 

方と一緒にやるという気分に持っていただかないと、なかなか自治基本 

条例に書いてある内容を受け入れてもらいにくいと思います。自分たち 

も一緒にするという気分がなれば、自治基本条例のことも少し理解でき 

るのではないでしょうか。自分たちも一緒にするということを前提とす 

るから、自治の基本原則として参画と協働、情報の共有が大切であると 

掲げています。それは市民のみなさまがもう税金を払っているから行政 

にやってもらえばいいのではないかと言わずに、自分のまちだから何と 

かしようという気分にならないと参画とか協働とか、情報の共有とかそ 

んなこと求める必要もないと思います。 

また、条例では市民自治のほかに、その市民自治を司っている市役所 

の方々について、効率的な仕事の遂行を大切であると考えています。そ 

れは、市民がやらなければいけないという気分になって、その気分がま 

た市役所の方も議会とともに力を合わせないと効率的な運営であった 

り、市の様々なサービスが提供できないと思っているから、市民自治の 

ほかに市政運営の原則が大事であるといっていると思います。なかなか 

そういう気分になることは難しいと思いますが、本日ご参加いただいて 

いる方は、非常に関心も高く、地域において積極的にリードしていただ 

ける方だと思いますので、どうしようかなと迷っている市民の方とお話 

をして、明石のために市の職員や議員さんと手を組んでいただき、何が 

できるのかということを相談していくための道具になればと思ってい 

ます。 

（委 員） 私は公募市民として参加しました。そのきっかけは、以前岡山に住ん 

でいた時に、女性が考えるやさしいまちづくりというフォーラムの活動 

を行っていました。その活動を通じて、自分の住むまちづくりの在り方 

や未来を考えるようになりました。検討委員会での議論をしていくうち 

に自治基本条例を指針として築いていくまちづくりこそが大切である 

と思いました。子供達が大人になったときに前文にあるように故郷であ 

る明石を誇りに思えるような明石になってほしいと思います。 

（委 員） コミセンが地域の拠点としてまちづくりをしていくという明石市の方 

針のもとに、地域で多くの議論を重ね、地域の理解も得ながらコミセン 

における開館時間の延長に漕ぎつけました。また、正規の職員を配置す 

るという市の方針がいつの間にか大きく転換し、職員の配置体制が変更
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されました。市は何かを行うときは、もっと市民と話し合って、地域の 

声を聞き、また市の内部で十分に検討した結果、実施してほしいと思い 

ます。コミセンに関する記述もありますが、十分な議論が尽くせたとは 

思っていませんので、これから様々なご意見をお聞きする中で、見直し 

ということも図っていく必要があると思っています。 

あと、自治基本条例の中に住民投票を置きました。形としては、常設 

型を想定して記載しました。常設型にすると市議会議員の方には、ご意 

見もあるとは思いますが、市民生活に重大な影響を及ぼすような問題が 

発生したときに、自分の子供や孫のためにも、自分たちの命は自分たち 

で責任を持って判断をしていきたいと思いますので、住民投票の実施を 

個別に審議して判断する必要のない常設型の住民投票をお願いしたい 

と思います。 

（委 員） 私は、インターネットで情報の届きにくい方々、具体的に言えば、高 

齢者の方々にも情報を届きやすくできるようなまちづくりの活動をし 

ています。また、自治会の役員をしていた経験を交えて、議論に参加し 

てきました。振り返ってみますと、自治基本条例の検討を進めていく課 

程で、二つの面があったと思います。すなわち、一つは、意見交換会な 

どを行って、市民の方に自治基本条例の意義について認識いただき、そ 

の意識は高まったのではないかと思います。また、市民も変わらないと 

いけないけれども、行政の職員方の意識改革をしないといけないことが 

クローズアップされましたし、意識改革があってはじめて参画と協働が 

実現されますし、そのためには情報の共有は不可欠ということになりま 

す。そこで、我田引水になりますが私どもの活動も情報の共有に役立っ 

ているのかなと思います。 

また、もう一つの自治基本条例の中身の方については、具体的な福祉 

とか男女共同参画などの政策については、別に政策基本条例を定めるこ 

ととしており、みなさまからすれば、むしろ具体的な政策の方に関心が 

向いているのだろうと思いますが、それらは盛り込まないことになって 

おります。その点はご理解をいただきたいと思います。あと私は、選挙 

権の行使について市民の義務に盛り込めないかと思っていましたが、こ 

れは憲法などで保障されたことでわざわざ条例には盛り込まないとい 

うことになりました。これは一つの例ですが、みなさまからいただいた 

意見についても、このように何か理由があって提言書に採用されていな 

いということもありますが、よろしくご理解をお願いいたします。 

（委 員） 男女共同参画ということに視点をおいて検討をいたしました。また、 

自治会やコミセン職員、ＰＴＡなどの経験を基に検討してまいりました。 

男女共同参画ということについては、提言書の７ページに残すことがで 

きました。政策分野ごとの基本条例の制定の必要性を訴えることができ
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ました。また、人権の尊重ということについても、何らかの形で自治基 

本条例に残したいという思いがあって、前文に入れることもできました。 

今、地域の中でどうしたらいいのかという問題がたくさんあります。自 

治基本条例ができまして、参画と協働、情報の共有を基本であるという 

ことを意識していただいて、 はじめてスタートできると思います。 まず、 

市民が自治基本条例の内容をできるだけ考えてもらって、たくさんの人 

が地域活動に携わってくれたら、住みよいまちになるのではないかと思 

います。 

（委 員） 私は、公募市民として検討委員会に参加しております。最近、マスコ 

ミでも報じられているように民主党政権となりまして、地方分権という 

ことが取り上げられるようになりました。地方分権型の市政運営という 

のはこれまでのやり方ではいけません。市民の参画というのが不可欠に 

なろうと思います。これからの市政運営は、市民、行政、議会、また地 

域の様々な主体が責任を分かち合って、担っていかなければならない社 

会になると思います。自治基本条例は、提言書にもありますが、これか 

らの市政運営のための規範が位置づけられ、自治の在り方を明確にし、 

自治体の役割、仕事の進め方、執行体制など地方分権を踏まえた様々な 

仕組みを定めるものでございます。しかし、ただ、自治基本条例は単に 

制定、施行されただけでは大した効果はありません。利害関係者の共感 

と共有が重要であると思っています。本日、ご参加いただいているみな 

さまは、市民自治に大きな関心を持っていると思います。ぜひ、みなさ 

まには提言書に盛り込まれている内容をご理解いただきまして、オピニ 

オンリーダーとしてお願いしたいと思います。自治基本条例は、先ほど 

もお話しましたように、作っただけでは実効性のあるものではありませ 

ん。そこで、事後に点検が絶対に不可欠であるといわれています。そう 

いう条例であるという意識が大事あり、そのためにもみなさまが大きな 

力を発揮していただきたいと思います。提言書がまとめられたというの 

はスタートであります。これからはじまるのだということで、ぜひとも 

みなさまの参画をお願いしたいと思います。 

（委 員） 私は、地域活動を実践しているという立場から参加させていただきま 

した。現在の社会情勢である地域分権、地域内分権あるいは地域交付金 

制度に関して、 これからますます地域住民主体のまちづくりが重要視さ 

れてくるのではないかと思います。したがいまして、提言書をもとに作 

られた条例により、明石市の充実、各地域の活性化につながることを望 

んでいます。私は自治基本条例の検討の中で、大切にしてきたことは、 

各地域の住民が自分のまちに愛着心を持っているかどうかが大切であ 

ると思いますし、少なくともまちに関心を持って、まちをよくしようと 

いう気持ちが大事ではないかと思います。 無関心層が非常に多いと思い
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ます。やはり関心を持つ人が一人でも多くなることを望んでいます。 

それから、まちの課題やまちの良いところを共有することも非常に大 

事なことであります。共有するということは非常に難しいことですが、 

さらに合意形成ということになると特に難しい問題となります。具体的 

な事例でお話しますと、まち調べというものを実施しました。地域の課 

題を調べると７５項目１０８地点という膨大な課題が見つかりました。 

さらに住民との合意形成を図るために、各自治会長が住民に呼びかけ、 

まちづくり実践委員会というものを立ち上げ、まちを再度調査し、３５ 

地点に絞り明石市へ要望しました。要望書を提出しただけでは、なかな 

か実践できないので、住民主体のまちづくり計画を実践に移すシステム 

作りをコミュニティ推進室へお願いし、庁内の関係各課へ連絡していた 

だきました。市の対応としては、具体的には現場に出向いて説明をして 

いただき、すぐにできること、できないことを具体的な数字やデータで 

理由を提示していただいて丁寧に説明してもらいました。これは合意形 

成を図るだけでなく、地域と市との情報共有にもつながりました。市の 

丁寧な説明によって、地域としても納得することができました。自治基 

本条例ができますとこういったことはますます進んでいくのではない 

かと思います。 

また、私たちの地域の市議会議員さんは、精力的に活動をしていただ 

いております。市議会議員さんから市の情報を地域へ、地域の情報を市 

へ伝えていくことも情報共有の一つだと思います。住民同士あるいは市 

議会議員との情報共有は、協働のまとづくりを進める上での具体的な活 

動が含まれていると思います。そういった活動を通して、自治基本条例 

の精神が活かされることをこれからもみなさまと一緒に考え、進めてい 

きたいと思います。 

（司 会 者） 委員のみなさまからそれぞれの思いを述べさせていただきました。 

それではここで、休憩にしたいと思います。３時１０分から再開させて 

いただきます。よろしくお願いいたします。 

≪ ３ 「提言書」について ≫ 

（司 会 者） 明石市自治基本条例についての基本的な考え方提言書について、山下 

会長よりご説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

（山下会長） 山下でございます。よろしくお願いいたします。 

提言書の１ページ、自治基本条例とはということから始まっています。 

自治基本条例をどうして作らなければいけないのかというと、分権の話 

だとか、財政の話だとか、政権交代がどうというお話が先ほど委員の方 

からありましたけれども、まさに大きな時代の流れの中で、それぞれの
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地域ごとに自分たちのこれからのまちづくりのことを自分たちで考え 

ていかざるを得ないという状況が出ているわけです。そういう中でこれ 

からの明石の自治をどのように進めていくのか、市民、市議会、市長な 

ど明石の自治を担うみんながしっかり向き合わざるを得ない問題とな 

っています。自治基本条例とは、明石の自治を築くために、自治を担う 

全員で共有しなければならない最も大切なことを決める、そして、それ 

に沿ってどんなまちにするかを考え、推し進めていくためのものである 

ということが提言の１ページに書いてあります。 

では、自治を担う全員で、共有しなければならない大切なことってい 

うのは何なのかというと、検討委員会は市民が担う役割であると考えま 

した。市民がもっともっと市政に関心をもち、あるいは市政に関わるだ 

けではなくて、地域の中で市民同士で議論し考え、地域の問題を自分た 

ちでできることは自分たちで解決していかなければいけない、市民の担 

う役割というものがポイントではないかと考え、市民自治を充実させる 

ために、参画と協働によるまちづくりを推進することというのを自治基 

本条例のもっとも大切な柱の一つにしました。さらに、市民が担う役割 

が変わっていけば、当然、市民と向き合う市政の方も変わってきます。 

より良い公共サービスを提供することができる市政運営を実現してい 

くことを大きな二つ目の柱にしました。単純化していうと、市民が地域 

課題や市政についてより積極的に関わっていこうというのが一つの大 

きな柱です。 もう一つ、 市役所にももっとがんばってもらわないと困る。 

市役所にもっとしっかりしてもらおうというのが二つ目の大きな柱で 

す。協働のまちづくりと市政への市民参画、情報の共有を自治の基本原 

則として位置付け、市役所にももっとがんばってもらおうというのを市 

政運営のあり方としてまとめる構成になっています。そして、市民主体 

のまちづくり、市民自治の充実というところを４つくらいのパーツに分 

けて考えました。一つは、市民自らがまちづくりを進めていこうという 

市民の自主的な活動。もう一つは、市役所と一緒に考え、一緒にやろう 

という市民と市の協働。そして市役所の活動に関わっていこうという市 

政への市民参画。そして市民の自主的な活動、市民と市の協働、市政へ 

の市民参画を意味あるものとするために市民の持っている情報、市役所 

の持っている情報をそれぞれお互いに共有しよう、情報の共有をしてい 

かないといけないということで、大きく４つのパーツを考えました。 

提言でいうと、６ページ辺りからになりますが、自治の基本原則とし 

て３つ原則を立てています。一つは市政への市民参画。自治の主体は市 

民であり、 市民の市政への参画の機会が保障されることです。 二つ目は、 

協働のまちづくりで、市民と市、市民同士が適切な役割分担のもとで連 

携し、 まちづくりに取り組むことです。 そして、 情報の共有。 市民と市、
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市民同士は、市民参画や協働のまちづくりを進めるに当たって、お互い 

に情報を共有しあうことです。この３つを自治の基本原則としました。 

協働のまちづくりには大きく分けて２つの協働があるという整理を 

しています。すなわち、ひとつは、市民同士が一緒になって、あるいは 

市民活動団体を作って、あるいは地域のコミュニティの中で、自分たち 

で主体的にまちづくりを行っていくことです。それと、市民あるいは市 

民活動団体と市が一緒になって、問題の解決に取り組んでいく協働と大 

きく２つあるというように定義をしています。 

この３つを基本原則にしたわけですが、検討委員会では例えば人権の 

尊重とか、男女共同参画社会の実現とか、環境とか、福祉、市民の安全・ 

安心といったものをきちんと盛り込むべきではないかという意見があ 

りました。市民の安全・安心は、危機管理に関する市長の責務の中で少 

し取り上げていますが、人権の尊重とか男女の問題、環境、福祉という 

点については、前文の中で触れるにとどまっています。しかし、検討委 

員会としては、それぞれの政策分野ごとの基本条例をしっかり作っても 

らい、そこで、それぞれの政策目標や理念を定めていくことが重要では 

ないか、それを期待したいというふうに考えています。 

市民自治を充実するために、市民参画と協働のまちづくりを推進する 

ことと、より良い公共サービスの提供をすることができる市政運営を実 

現すること。これが基本となる二本の柱です。最終提言では、前文とし 

てこういうのでどうかと示した中に出ていますが、豊かで優しさにあふ 

れた、これからもほこりに思えるまち明石を築く、暮らしていてよかっ 

たと思える、安全で安心に暮らせる豊かなまち、人をいたわりお互いの 

尊厳や人権を大切にし、自然をいつくしむ優しさにあふれたまちという 

のがゴールです。そこへ行くために、市民が自治の主体で、市民がもっ 

と積極的に役割を分担して、地域の課題や市政に関わっていこう。その 

ためには、市民同士の協働、市の行政活動、市と市民との協働を活発化 

していかなければならない。そのために協働のまちづくり、市政への市 

民参画、情報の共有について、自治の基本原則として定めてそれを実現 

していく。さらに、市政運営に関する理念、目標、原則を定めて、実現 

していこうという構造になっています。 

また、自治の主体の権利や役割・責務といったものがきちっと定まっ 

ていないといけない構造となっています。したがって、検討委員会とし 

てやり残しているのは、 市がやるべきこと、 市民・地域が担うべきこと、 

市と市民・地域が一緒になってやることをどういうふうに仕分けをして 

いくのか、それぞれ果たすべき役割をどう整理していくのかというとこ 

ろが課題として残っていると思います。 

提言が構成している条例の構成というのは、大体こういうことになっ
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ています。自治基本条例の位置づけ、自治の３つの基本原則というのが 

一番上にある。自治の主体の権利や役割。次に自治の３つの原則を実現 

していくための具体的な仕組み。そして、市政運営に関するいくつかの 

原理・原則。そして、一番重要だと思われる住民投票という構成になっ 

ています。詳細については、お帰りになって提言を読んでいただければ 

と思います。 

あといくつか大事なところだけお話させていただきます。 

この３つの原則を具体化していくための仕組みのことを提言では取 

り上げています。すなわち、自治の基本原則を実現するために、市政へ 

の市民参画・協働のまちづくり・情報の共有の場面ごとに市民や市長等 

の権利や役割・責務、原則や仕組みといったことを明確にしておきたい 

というのが１７ページ以下の市民参画と協働の仕組みというところで 

す。ただ、住民投票については、大きな仕組みになるので、Ⅶという項 

目を立てています。 

提言を読んでいただけるとそれで十分だと思いますが、市政への市民 

参画においては、市民の権利と役割に、市政に参画する権利、市政に関 

する情報を知る権利、参画しないことで不利益を受けないこと、自らの 

発言と行動に責任を持って積極的に参画するよう努めることを書きま 

した。逆に、市長の責務として、市民の市政への参画の機会を保障する 

こと。職員が市民の意見を的確に受け止めることができるように、市民 

参画に関する意識を改革することを盛り込みました。 

「ポイント」の内容については、きちんと強調したかったのですが、 

検討委員会の考え方という形で述べるにとどまっています。市民参画条 

例を作るよう提言をしているわけですが、この市民参画条例を作る中で、 

「ポイント」で述べていることをぜひ受け止めていただきたいと思いま 

す。

市民参画のうち市民政策提案手続については、別書きとしました。こ 

れからは市民がイニシアティブをとって自らが政策等の発案者になっ 

て、市民や地域から具体的な政策提案ができるという仕組みを作る必要 

があります。市民から市長等へ提案がある。それに対して、市の方でも 

しっかり検討して、受け止めていただくという手続きがいるだろうとい 

うことで頭出しをしています。 

二つ目の協働についても、市民の権利として、主体的・自主的活動を 

自由に行う権利、まちづくりに関する情報を知る権利、自らの発言と行 

動に責任を持つこと、お互いに意見や行動を尊重し合うことを盛り込み 

ました。逆に市長の責務として、地域における活動拠点施設など、まち 

づくりのための基盤整備、市民との円滑な連携を図るための人材の配置、 

市民活動への支援、情報共有のための積極的な情報の提供・公開、協働
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に関する職員の意識改革、市民との協働の仕組みづくりへの取組を盛り 

込みました。協働についても、協働推進条例をきちんと作って、具体的 

なところを盛り込んでいただきたいという提言にしています。そして、 

この協働推進条例だけではなくて、どういうふうに市の支援が行われる 

べきか、どういうふうに市の基盤整備が行われるべきか、市民との協働 

の仕組みがどのように行われるべきか、これも協働で検討する場を設け 

て、そこで議論していただきたいという形にしています。 

ただ、協働の中でも特に重要な地域コミュニティについては、いくつ 

か重要なことを取り上げています。地域コミュニティについては、大き 

く二つのことを意識しました。一つは、地域分権とそのための受け皿を 

つくる。すなわち、地域のまちづくり推進組織にしっかりとした根拠と 

いうものを自治基本条例で与えるというわけです。もう一つは、自治体 

内分権と書きましたが、正確にいうと、市の行政組織の分権という方が 

いいのだろうと思いますが、市役所の権限をコミセンにしっかりと移す。 

コミセンで一定の事務処理がされる自治体内分権が必要でしょう。その 

上で、地域分権の受け皿として、協働のまちづくり推進組織を根拠づけ 

るだけではなくて、そこに地域の合意形成を図る、地域の課題を発見・ 

協議するという役割と地域から市へ提案していくという役割を盛り込 

みました。本当は、その前提として、地域のまちづくり計画、地域の将 

来像をつくるというコアとなるような仕事をきちんと明示するように 

すればよかったと思いましたが、提言にはそこまで書かれていません。 

地域のまちづくり組織を根拠づけると同時に、他方、それなりの制約 

も求めています。すなわち、その地域のまちづくり推進組織には、民主 

的で開かれた運営をしていただきたい。また、地域で団体間の連携をき 

ちんと図っていただきたい。 

このまちづくり推進組織が動けるように、コミセンが地域のまちづく 

りの拠点であることも盛り込みました。まちづくりの場としてのコミセ 

ン、 情報共有の場としてのコミセンを盛り込みました。 そういう意味で、 

コミセンが自治体内分権と地域分権の両方を受けたものとして、どうい 

う組織であればいいのかというところは大きな問題になってこようと 

思います。われわれとしては、歴史ある明石のコミュニティ行政を大切 

にしたいと思いましたが、これから一体、どういう方向に市として進ん 

でいきたいのか、まだしっかり定まっていないようにも感じました。わ 

れわれとしても戸惑いながらのまとめということになります。 

情報の共有については、大きく３つパーツがあります。市長等から市 

民への情報の公開・提供、市民から市長等への情報の提供、市民同士や 

市民活動団体相互の情報の共有という３つのパーツを作りました。 

市長から市民への情報の公開・提供については、検討委員会でも、い
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ろいろ意見が出ました。まだまだ不十分で、これまでの取組を再検討し 

て、作り直していく必要があるということです。そして、市民から市長 

への情報提供、市民同士、市民活動団体の情報の共有については、では 

どのように取組んでいけばいいのかということをこれから考えていか 

なければいけないという形になっています。 

市民のイニシアティブと書きましたが、提言それ自体ではバラバラに 

書かれているので、少しまとめておきました。すなわち市民活動と市の 

関係について、一方で、地域なり市民の方が、市の方へしっかり情報を 

提供する。そして、地域から市の方に、しっかりとまちづくりの提案を 

する。情報の共有やまちづくりの提案ができる。また、市民政策提案と 

いう形で、市の政策、事業等の提案ができる。市の政策や事業等に対し 

て、いろんな形で、意見を出していけるというわけです。市民のイニシ 

アティブをできるだけ活かせる、市民ができるだけ声を出せる、そうい 

う仕組みをこの提言の中では盛り込んだつもりです。市民政策提案手続 

とか地域コミュニティにおける市と地域との協働とか、市民から市への 

情報提供とか、バラバラになっていますが、できるだけそういうことを 

表現したつもりです。 

なお、市民参画とか協働のまちづくりについては、できる限り条例の 

形で定められるべきとしました。検討委員会でもいろいろ議論したので、 

これは次の市民参画条例や協働のまちづくり推進条例を作るところで、 

ぜひ活かしていきたいし、活かしていただきたいと思います。 

住民投票については、大きな柱になっています。検討委員会の意見と 

しては、市民が一定の要件を満たせば、住民投票の実施を要求すること 

ができる住民投票制度を作るべきと提言しています。具体化は、そのた 

めの条例を作らないと仕方ないので、枠囲みしているような内容につい 

ては、住民投票実施条例のところで決めていただくことになります。お 

そらく市民が一定の要件を満たせば住民投票が実施できるとする常設 

型の考え方については、批判があるかもしれません。こういう形ではな 

くて、案件ごとに市議会が、あるいは市長が住民投票をやろうと提案し 

て、議会に条例を提案してという形でないと反発も強いのではないかと 

思いますが、それでは市民の思いというのがきちんと反映できないので 

はないかということで、こういう提言をしています。 

自治を担う自治の主体と、その権利や役割・責務について、特に市議 

会と市議会議員についてお話しします。議会あるいは議員の役割と責務 

については、議会の方で検討いただきました。検討委員会としては、そ 

れ以上踏み込めていません。議会については、検討課題という意識は持 

っていますが、今後、自治基本条例の改正なり、議会基本条例の制定な 

りを期待しているところです。
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ただ、さりげなく書いてあるので、見過ごされるといけないので、あ 

えて申し上げておきますが、議会の役割・責務の③のところで、市議会 

は、活動報告会を実施するなどを通じて、議会の様々な活動状況を積極 

的に発信するとともに、市民の声をより一層把握し市政に反映するため 

に市民参加を推進し、市民に分かりやすい、参加しやすい開かれた市議 

会を目指すというふうに書いてあります。要するに、活動報告会を実施 

すると例示しました。これは、議員ではなく、議会としてやっていただ 

きたいことなのです。議会としてどんな活動をしているのかということ 

を市民に活動報告をしていただきたい。ぜひ、この辺りは活かしていた 

だきたいと思っています。 

最後にまとめですが、提言をまとめるのは非常につらかったです。委 

員にとっても難しかったです。しかし、こういうとても難しいことだか 

らこそ、市民の関心と理解、そして市職員の関心と理解がないとほんと 

うに生きた動く条例になりません。難しいけれども、しっかり関心と理 

解をいただかないと、神棚にまつった条例か、忘れ去られた条例になっ 

てしまいます。 

また、自治基本条例はお話してきたように大きな方向性だけです。市 

民参画と協働のまちづくりについても、具体的な仕組み作りをこれから 

条例という形で定めるために議論していかないといけません。また、コ 

ミュニティの充実については、われわれの理想と現実とギャップは非常 

に大きいと思っています。 市政運営のところは、 もっと難しかったです。 

したがって、条例ができたあと、第三者機関による進行管理、モニタ 

リングをしっかりとやっていかないといけないでしょう。また、定期的 

に検証して、条例の見直しをやっていかないといけないだろうと思って 

います。 

自治基本条例という条例を作っても何も変わりません。自治基本条例 

を作ることを通して一体何をしたいのかということこそ一番大事であ 

ろうと思っています。自治基本条例を実現していくためには、参画と協 

働、情報の共有といった仕組みをきちんと整理していく。あるいは、福 

祉や環境などの分野ごとの政策基本条例を整備していく。すでにある条 

例や政策などを点検し、見直していく。これらのことはもちろんなので 

すが、ぜひ市民のみなさまで、自治基本条例とみなさまが地域の間で頑 

張っておられる活動とをつなぐことを考えていただきたいと思います。 

自治基本条例ってすごく抽象的で漠然としています。だから、なかなか 

みなさまの日常の活動にうまくつながりません。しかし、どうすれば自 

治基本条例というのを活用できるのかなということを考えていただけ 

るとこの距離が縮まってきて、つながってくるのではないかと思ってい 

ます。委員からもご発言がありましたように条例を作って終わりではな
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いのです。むしろこれからはじまるということで、ぜひご意見等をいた 

だければと思います。 

最後に４ページをお願いします。今、市民フォーラムの段階です。お 

そらく１２月ぐらいまでには市の条例案が作成され、検討委員会に対し 

て、検討委員会の提言と市の条例案の説明と検討の場が持たれると思い 

ます。その後、１２月議会には、条例の素案か骨子が示されるでしょう 

し、また市民からの意見を反映させていくことも市の方で行うと思いま 

す。そういう意味でまだ条例案の検討、作成中です。市議会での審議も 

あります。しかし、それは提言に対する賛成、批判、あるいは質問も含 

めて、市民のみなさまの意見を反映させていく機会がまだあるというこ 

とです。 いい条例を作るために、 提言の説明をさせていただきましたが、 

ぜひいろんなご意見をいただければと思っています。以上で説明を終わ 

らせていただきたいと思います。 

≪ ４ 意 見 交 換 会 ≫ 

（司 会 者） ありがとうございました。続きまして、意見交換会に移りたいと思い 

ます。それでは、ご来場のみなさまから「明石市自治基本条例について 

の提言書」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。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。 

（市民） 他市においても自治基本条例のような条例はあるのでしょうか。 また、 

明石市がはじめてなのでしょうか。自治基本条例について、今日はじめ 

て話を聞きましたが、市民参画で地域のニーズをくみ上げた市政という 

ものは、非常に聞こえがいいように思うが、実際の市の行政には、機関 

委任事務などがあり、また国や県の予算上の縛りといったこともあると 

思います。そういった中で１００％自主権限、自主財源でやっている行 

政ではないと思うので、考え方について教えていただきたい。あと、最 

近よく市議会議員の方から条例の内容や市政の状況、地域での課題に関 

する認識について、いろいろご報告をいただいております。提言には市 

議会からの報告が載っておりますが、地域としては非常に良いことであ 

ると思っています。 

（山下会長） 最初の点については、全国で１５０弱くらいあるのではないかと思い 

ます。兵庫県内でいえば、宝塚市、伊丹市、篠山市、朝来市などにあり 

ます。また、兵庫県の調査によれば、今後検討したいという市町が１０ 

前後あると聞いております。
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次に、機関委任事務については、２０００年の地方分権一括法で廃止 

されています。しかし、国の法令による制限とか補助金による制約とか 

そもそも市の財政状況の制約とかはあります。しかし、一方で国の地方 

分権改革推進委員会において、先日新聞にも載っておりましたが、法令 

による縛りをできるだけ緩和して、自治体の条例に委ねるとか、財政に 

ついても検討中ということですから、一方で縛りが緩んできているとい 

うことを受けて、だからこそ市としてこういうことを考えていかなけれ 

ばいけないというふうに理解すべきと思います。 

三つ目のご意見ですが、検討委員会として強調したかったことは、 

個々の議員のみなさまは市民のみなさまの意見やニーズを受けとめ、市 

政に様々な形で反映されていると思います。しかし、議員の合議体であ 

る市議会それ自体が、まさに議会としてどういう議論をしているのか、 

議会の委員会でどういう議論をしているのかということを市民に対し 

て説明することが大切ではないかということで議会の報告会というも 

のを盛り込んでいるわけです。 

（司 会 者） ありがとうございました。他にございませんか。 

（市民） 自治基本条例は参画と協働が大事であるということですが、自治基本 

条例は一つのプロセスというお話でありましたが、自治基本条例は条例 

の中の最高の位置づけということでしたが、最高の位置づけの条例にプ 

ロセスを規定することが少し理解しにくいです。また前文というのは非 

常に重要であると思いますが、前文が条例全体を支配するものなのか、 

それとも飾りのものなのか、その辺りどのようにお考えか教えていただ 

きたいと思います。 

（山下会長） 前文については、 検討委員会なりの前文を掲げさせていただきました。 

これは検討委員会委員の間で、言葉を持ちより、ねじりはちまきで検討 

した思いのこもったものです。検討委員会としては、前文というのは大 

切なものですから、共有していただきたいのですけれども、違う意見が 

あるかもしれないとも思っています。前文が条例全体を支配するものと 

いうところまでは考えていません。しかし、これが飾りということもあ 

りません。前文もその他の規定もひっくるめて自治基本条例として意味 

を持つと考えています。ただ、条例を作った思い、趣旨、目的などが前 

文には含まれていますから、そういう意味ではとても重要であると思い 

ます。 

二つ目の最高法規というお話ですが、提言の６ページに触れています 

が、まさに自治基本条例に盛り込んである内容・趣旨が、今の市の行政 

なりに適切に受け止められ、自治基本条例の参画、協働、情報共有、市 

政運営の内容がこの自治基本条例に沿って、市の行政なり、市の政策な 

りあるいは議会、市民も含めて、これに沿うようにやっていただきたい
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という意味の最高規範ということです。そういう意味で、正面切った答 

えになっていないかもしれませんが、参画、協働はプロセスかもしれま 

せんが、それがきちんと市の条例なり政策なりに整合して組み込まれて 

いるのかどうか、整合していなければ整合させてもらうということです。 

また、自治基本条例を意味あるものにするための条例なり政策というも 

のを作っていただくことが必要です。そういう意味での最高規範である 

とご理解いただきたいと思います。 

（司 会 者） ありがとうございました。他にご質問などございませんでしょうか。 

（市民） なぜ自治基本条例の検討にもっとコミュニティ推進部が入らなかった 

のか。もっとコミュニティ推進部と協働でしていただきたかっと思いま 

す。 そうすれば、 もう少し現場がよくわかったのではないかと思います。 

今後、自治基本条例が出来て終わりではないということですので、コミ 

ュニティ施策について市としてどのようにまとめようとしているのか 

教えてください。二つ目は、地域も先進的な地域を視察して回っていま 

すが、ある地域では地域一括交付金や地域交付金ということを進められ 

ているところもあります。自治基本条例の議論の前に、まず地域交付金 

などをどのように使ってもらうのかという要領を先にまとめて、その後 

自治基本条例を作るというのはどうだったのか。自治基本条例の検討の 

中で、何か議論があったのかお話をいただきたいと思います。最後に、 

検討委員というお名前はいつまで続くのか教えてください。それぞれ地 

域に帰ってどういう立場で自治基本条例を進めていくのか教えてくだ 

さい。 

（山下会長） 二つ目の問題については、意見交換会を行ったときにもお話をいただ 

いたと思います。参画のための条例を作って、協働のための条例を作っ 

て、あるいは参画とか協働の仕組みを作って、そういうところから積み 

上げていくべきではないかというご意見をいただきました。私もそれが 

望ましいやり方かなと思ってはいますが、ただ私たち検討委員会の委員 

が答えられることではなくって、市の方でどうお考えなのかということ 

と思いますが、検討委員会としては市として自治基本条例を作りたいの 

で検討いただきたいということでしたので、それに対して、検討してこ 

ういう形で取りまとめたということです。 

三つ目の今後についてですが、提言を出して条例案について意見交換 

をすれば、検討委員会としての役割は終わりかなと思います。 

一つ目のコミュニティについてですが、提言のところ２４ページ以下 

をご覧頂ければと思いますが、検討委員会としても一番困ったところで 

す。数年前に、協働のまちづくりに関する提言が市の方に出されていま 

す。では、それがどのように市の政策として、実現していったかという 

と少しゆれているように思いました。市の方も試行錯誤しているのが現
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状だと認識しました。したがって、検討委員会としては、市のコミュニ 

ティに対する政策を横目で見ながら、委員の間で議論して、地域コミュ 

ニティとしてこういうことを自治基本条例に盛り込んで、こういう方向 

を目指すべきではないかという考えを盛り込みました。では市の方が、 

コミュニティについてどのような取組をしていただけるのかは、市の方 

にボールを投げ返したつもりです。したがって、この点は、検討委員会 

が無くなっても、関心を持って、見守りたいと思います。あとあまり言 

いたくないことですけれども、検討委員会の事務局は、総務部総務課が 

担当しました。コミュニティ担当部も検討委員会の会議に、毎回出席い 

ただきましたし、様々な形で情報提供をいただいたわけですが、検討委 

員会とコミュニティ部局とのコミュニケーションについては、もう一つ 

十分でなかったかもしれません。ぜひ、この部分について、ご意見があ 

ればお願いいたします。 

市民自治について、市民参画と協働のまちづくりと情報の共有に整理 

しましたけれども、地域主体のまちづくりというのが一番大切であろう 

と思っています。地域コミュニティというのは、参画なり協働するとき 

に一番大事な基礎的なものであるという意識はあります。したがって、 

それをどう後ろから押してあげることができるのだろうかということ 

で地域コミュニティについての項目を挙げているつもりです。 

（司 会 者） みなさま、貴重なご意見等ありがとうございました。 

これをもちまして、 第２部 「意見交換会」 を終了させていただきます。 

本日のプログラムは以上でございます。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 木村より閉会の 

ごあいさつを申し上げます。 

（木村委員） 本日は、御多用の中、時間を割いて自治基本条例のフォーラムに参加 

いただきありがとうございました。さきほど、市民の方からもご意見を 

いただきましたが、私達が今日までやってきた内容は、十分にこれで意 

を尽くせているかというとその域には達しておりません。したがって、 

これからも市民の声を反映する場があるわけですから、貴重なご意見を 

たくさん出していただいて、みなさまの意見を反映された条例になれば 

と思っています。これをもちまして、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 者） みなさま、長時間にわたり「自治基本条例市民フォーラム」に、ご参 

加いただき誠にありがとうございました。 

この自治基本条例につきましては、現在、市におきまして、条例案の 

検討を行っているところでございます。今後、条例案についてみなさま 

のご意見をお伺いしながら、 自治基本条例の制定に向けて取組を進めて 

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
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げます。 

それでは、これをもちまして、「自治基本条例市民フォーラム」を終 

わらせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。 

（１６：１５終了）


