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明石市における主な市民参画の手法 

市民参画の主な手法として、明石市においては以下のものがあります。 

参画の手法 概 要 メリット 実 例 

①パブリッ 

クコメント 

計画の策定や決定過程で、広報紙やホ 

ームページなどを通して、課題の把握 

や計画等に対して広く意見を募集し、 

その意見を考慮して計画の修正を含 

めた検討を行うもの。 

提出された意見に対しては、 市の執行 

機関の考え方を公表することで市民 

への説明責任、 行政運営における公正 

の確保などが図られる。 

パブリックコメントは、 市民が時間 

等の制約を受けずに、 気軽に意見を 

提出できる点などで優れている。 

①明石市国民保護計画 

明石市国民保護計画の作成に当たり、 

市のホームページ等により、 市民の皆 

さんに計画案の内容を公表するとと 

もに、この計画をよりよいものにする 

ため、広くご意見を募集しました。 

②明石市情報化推進プラン 

明石市では、情報通信技術の活用によ 

る利便性・安全性の高いサービスの提 

供など市民の暮らしの向上につなが 

る「明石市情報化推進プラン」の策定 

を進めており、 同プランをよりよいも 

のにするため、 市民の皆さんからの意 

見を募集しました。 

②ワークシ 

ョップ 

ワークショップとは、 地域の現状把握 

からはじまり、 地域の問題点や課題の 

整理・分析し、計画の方向性の提言や 

計画案・設計案づくりなどを行うのに 

適した手法で、 市民参画の画期的な方 

法として注目されている。 

住民がそれぞれの立場で意見を出し 

合う場合でも、 平等かつ合理的に意見 

をまとめられる方法でもある。 将来像 

や方向性といったことから具体的な 

計画内容や設計提案を行う。 

誰もが参加でき、かつ、発言力の強 

い意見ばかりが通ることがないた 

め、参加者全員の満足度が高く、市 

民と行政が同じ土俵で話し合うこ 

とができ、市民の信頼感が得やす 

い。 

①地域福祉計画 

幅広い層からの意見を得て地域福祉 

計画を検討するため、中学校区ごと 

に、 地域ふくし広場というワークショ 

ップを開催し、地域の生活課題の抽 

出・整理、その解決策の事業提案等を 

行いました。 

③タウンミ 

ーティング 

明石市では、これまでのコミュニティ 

推進の成果を検証し、 今後進むべき姿 

を見定めるため「協働のまちづくり推 

進事業」に取り組んでいます。 

タウン・ミーティングは、「協働のま 

ちづくり推進事業」の一環として、市 

政運営の基本とする「参画と協働のま 

ちづくり」 を推進するための一手法と 

して、市民との対話を通じ、市民と行 

政との双方向の対話という新たな関 

係を構築することで、 コミュニティ推 

進のあり方を考えていくことがねら 

いで、平成１６年度から小学校区、中 

学校区において下記のようなテーマ 

で継続的に開催しています。 

一同に集まってもらった関係者に 

説明ができ、かつ、関係者から意見 

を聴取することができる。 関係者で 

ある出席者は、説明を受け、意見を 

述べるだけで良いので参加しやす 

い。 

テーマ／「明るく住みよい まちづ 

くり」／「地域の力でごみ問題解決 

作戦」／ 

地域の環境整備と活き活きまちづ 

くり／地域における健康づくりな 

ど 

平成１９年度タウン・ミーティング 

「ともに考えよう 地域の問題」を合 

言葉に、５小学校区で開催し、市民の 

方々とともに、 それぞれの地域のまち 

づくりを考え、話合いを行いました。 

資料 ２
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参画の手法 概 要 メリット 実 例 

④審議会等 附属機関（市の施策や方向性について 

意見を聴く有識者などの組織） である 

審議会の委員や行政課題に応じた検 

討委員会の委員などを広く公募する 

ことで、 市民がまちづくりに参画でき 

る機会を提供し、 市民の知識や経験を 

施策に反映することができる。 

また、議事録を公開し、審議の透明性 

を高めることにより、 市政に対する市 

民参画の機会の確保が図られる。 

審議会等は行政が一定の委員を選 

任し、 委員の合議による答申を受け 

ることから、 会議運営及び審議過程 

の民主制の確保、 学識経験者等の専 

門知識の導入、 関係者の利害の調整 

などが可能となる。 

【委員の選任の原則】 審議会等の設置 

及び運営に関する指針 

①委員は、 広く各界各層や幅広い年齢 

層から、適切な人材を選任する。 

②同一審議会で、在職年数が 12 年を 

超える場合は、原則再任しない。 

③委員の兼職は、原則 5 件までとす 

る。 

④あかし男女共同参画プランにおけ 

る、女性委員登用の目標値(30%）の達 

成に努め る。 

⑤審議会等の目的や性格等に十分考 

慮しながら、積極的な委員公募に努め 

る。 

⑥市の職員の選任は、 必要と認める場 

合に限る。 

⑤出前講座 市の事務事業を市民に理解してもら 

うため、 講座を希望する市民のグルー 

プから申し込みを受けて、市職員が出 

向き講座等を行います。 

平成２０年度は、 ７６の講座を準備し 

ています。 

講座は、市の事務事業の現状や内 

容、また関係する情報などを説明 

し、 参加者と対話し、 市民とともに、 

明石市を考える機会づくりとして 

います。 

①防災安全課の「ＤＩＧ（災害図上訓 

練）」 

地元の地図を題材に、 近隣同士でコミ 

ュニケーションをとりながら、 地域の 

防災について楽しくかつ真剣に考え 

る訓練です。 

②男女共同参画課の「消費生活講座」 

講座形式で最新の悪質商法の手口を 

紹介します。 

⑥モニター ある一定期間のなかで、 公募した市民 

を登録し、 市政などに関する意見を聴 

取したり、 関連会議への出席を求めた 

りするもの。 

様々な立場の市民の意見を聴取す 

ることができ、 行政では考えつかな 

かった意見や把握しにくかった実 

態を知ることができる。また、市民 

の意見を十分に聴いたり、 議論した 

りすることが可能であるため、 より 

市民の立場に立った行政運営がで 

きる。市民としては、自分の意見を 

行政に直接述べることができるこ 

とから、 参加したという充実感があ 

る。 

①明石市海岸モニター制度 

明石市海岸モニター制度は、 アカウミ 

ガメの産卵する海岸、 海水浴場として 

賑わう海岸の「安全・安心」を維持す 

るため、 市民と市の連携した取り組み 

として、 平成１５年度からスタートし 

ました。 

⑦アンケー 

ト 

各種事業の行政計画策定段階でよく 

用いられる手法で、対象は、各種行政 

計画の対象と概ね一致するが、例え 

ば、「観光客アンケート｣など市外の 

人々の意見・意向などを把握すること 

もある。 

調査の際に、目的（各種行政計画 

策定の目的等） を周知することによ 

り、広報的な機能を有する。郵送や 

電子媒体により実施する場合は、 市 

民が自分の都合の良い時間や場所 

で回答できるため、 回答者の負担感 

を軽減できる。 

①健康づくりについてのアンケート 

調査 

市民の健康づくりを総合的かつ計画 

的に推進するための「あかし健康プラ 

ン２１」の策定に当たって、２０歳以 

上の市民を対象とした健康づくりに 

ついてのアンケート調査を行いまし 

た。
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参画の手法 概 要 メリット 実 例 

⑧シンポジ 

ウム・フォー 

ラム 

シンポジウム、フォーラムとも、公開 

の場で意見を述べ議論する手法。シン 

ポジウムとは、 一つのテーマについて 

何人かのパネリストが意見を述べ、 議 

論する討論会のことであり、 フォーラ 

ムとは、公開の討論会や座談会のこ 

と。 

シンポジウムやフォーラムを開催す 

る場合、 その企画から運営までを市民 

の手に委ねる（実行委員会方式）方式 

も増えつつある。 

多くの人の意見を聞くことができ、 

かつ、議論に参加できるため、多く 

の人々の意識を高め、 共通認識がで 

きる機会となる。シンポジウム、フ 

ォーラムを数回にわたり開催すれ 

ば、市民の意識啓発を継続的・発展 

的に行うことができ、 計画趣旨等の 

宣伝効果が得られる。 

⑨公聴会・市 

民説明会・意 

見交換会 

公聴会とは、行政が広く市民の意見を 

求め、それに市民が意見を述べる形式 

で、 一般に法律上開催を義務づけられ 

た公式的な意見聴取の場を指す。 

一方、市民説明会は、一般に行政が市 

民に対し事業決定の前に考え方を説 

明し、市民の意見を聴取したり、議論 

したりすること。意見交換会は、全市 

民を対象にしたり、地権者などの利害 

関係者や特定地域の住民を対象にす 

るなど目的によって範囲が決められ 

る。 

一同に集まってもらった関係者に 

説明ができ、かつ、関係者から意見 

を聴取することができる。 関係者で 

ある出席者は、説明を受け、意見を 

述べるだけで良いので参加しやす 

い。 

⑩ヒアリン 

グ 

団体・グループや個人に対し聴き取り 

する手法であり、 アンケートと並んで 

各種行政計画の策定過程でよく用い 

られている手法。聴き手としては、職 

員が行う場合や市が依頼した調査員 

が行う場合などがある。 

聴き手と調査対象者が直接面接す 

ることから、 相手に調査の趣旨を説 

明しやすく、かつ、対象者の意見を 

詳しく聞くことができる。 市民と行 

政との交流を深めるきっかけとも 

なる。 

⑪意見・作 

文・アイディ 

ア等の募集 

テーマを決めて、 市民から意見、 作文、 

アイディアなどを募集するもの。募集 

方法は、広報紙、チラシ、ポスター、 

ラジオ、テレビ、ホームページなどで 

広報するほか、学校、事業所、各種団 

体等に呼びかける方法もある。 

作文の場合は、 市民の具体的な意見 

や考えを読みとることができ、 イラ 

ストの場合は、計画書や概要版・パ 

ンフレット等に作品を掲載するこ 

とによって、市民の関心が高まり、 

市政への市民参画を促すことにも 

役立つ。 

また、 道路や公共施設などの愛称名 

を募集することにより、 愛称が広く 

市民に親しまれやすくなる。
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住民投票について 

１ 住民投票とは 

住民投票は、市や市民にとって重要だと思われる政策的な論点について、直接、 

市民にその賛否を問おうというものです。 

すなわち、住民投票は、一方で、住民が自らの意思を表明する住民参画・住民自 

治の究極のかたちだともいえます。しかし、住民投票は、市長や市議会の政策決定 

をおおきく制約することになります。わが国の地方自治体は、市長や市議会議員を 

選挙で選んで市政を委ねる間接民主制を採用していますから、住民投票を実施して 

直接民意を問うやり方に対しては、慎重な考え方もみられます。 

住民投票は、住民のあいだに感情的な対立や軋轢を生じるおそれもあります。し 

っかりした市民参画が行われていれば、住民投票をしなければいけない必要はない 

とも考えられます。しかし、住民の意思を市政に的確に反映させる最終手段として 

用意しておかなければいけないとも考えられます。 

このように、住民投票については賛否両論があります。 

２ 住民投票は、条例で決める 

わが国では住民投票を定めた法律はありません。そのため、住民投票は各地方自 

治体が住民投票を実施するための条例を制定することになります。 

=>論点その１：自治基本条例に、住民投票に関する規定を盛り込むべきでしょう 

か？ 

３ 住民投票に関する条例の２つのタイプ 

住民投票のための条例には２つのタイプがあります。 

① 非常設型 

「住民投票を実施できる」ということを定めてあるだけで、実際に住民投票を 

実施しようとすると、その都度、個別の案件ごとに実施するための条例を制定す 

る必要があるものです。 

宝塚市まちづくり基本条例 

（市民投票） 

第 17 条 市長は、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票 

を実施することができる。 

② 常設型 

あらかじめ住民投票条例を制定しておいて、条例で定める要件を満たせば住民 

投票を実施するというものです。 

住民投票の対象や手続など詳細は、自治基本条例に基づいて別の条例を制定す 

ることになります。 

資料 ３
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岸和田市自治基本条例 

（住民投票） 

第 20 条 市長は、岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題について、定住外国人 

を含む住民のうち 18歳以上の者が、 その総数の 4 分の 1 以上の者の連署をもって住 

民投票を市長に請求したときは、直接住民の意思を問うため住民投票を実施しなけ 

ればならない。 

=>論点その２：自治基本条例に、住民投票に関する規定を盛り込むとすれば、常 

設型と非常設型のどちらが望ましいでしょうか？ 

４ その他の詳細 

常設型の住民投票では、次のようなことを定めておかなければなりません。 

① 発議の要件 

常設型の住民投票条例では、誰が住民投票の実施を求めることができるのか、 

発議をする者を定めておかなければなりません。 

・住民には当然認められるべきでしょう。しかし、どれくらいの署名を集める 

必要があるのか、あまりに低いと濫用されるおそれがありますし、あまりに 

高いと実際には住民投票がほとんどできないということになってしまいま 

す。 

・市長や市議会議員にも発議を認める例と認めない例がみられます。 

市長や市議会には、本来、政策を立案し執行する権限が与えられているのだか 

ら必要ないという考え方もあります。また、市長と市議会の対立や世論を誘導す 

るためなどに利用されるおそれもあります。 

市長や市議会議員が住民投票が必要だと考える場合には、別途そのための条例 

を制定すればいいとの意見もあります。 

② 住民投票の対象 

どのようなことについて住民投票ができるのか、どのようなことについて住民 

投票ができないのかといった住民投票の対象となる案件を限定する例と、とくに 

限定しない例がみられます。 

③ 投票資格者 

住民投票は選挙とは別です。したがって、住民投票の発議や投票を行う資格を 

有する者を、選挙権者よりも広げることも可能です。定住外国人、未成年者（18 

歳以上の者とか）にも認める例があります。 

④ 住民投票の成立要件 

一定の投票率がないと開票しないといった投票の成立要件を定める例がみら 

れます。あまりに低い投票率では、住民投票の結果を市長や市議会に尊重させる 

ことは望ましいとはいえません。しかし、あまりに高い投票率だと、不成立をね 

らったボイコット運動が誘発します。 

⑤ 手続 

住民投票は選挙とは別で公職選挙法が適用されません。そのため、投票の執行 

者、投票運動、投票時間、不在者投票など、投票の手続を定めておく必要があり 

ます。
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地域コミュニティと市との協働事例 

松が丘公園の整備計画について、地域コミュニティと市とが協働で取り組んだ事例 

です。 

１ 松が丘公園は、面積３haの大きな公園で、①緑、自然、森林浴、雑木林、里山 ② 

美しい花木（ツバキ・桜・梅など） ③子どもの遊び場、健康増進（ラジオ体操・ 

ウォーキング）の場などの特性が挙げられます。 

キャッチフレーズは、 「人と自然のゆたかなふれ合いある団地のもり公園」 です。 

２ 兵庫県の平成１９年度助成事業である「快適空間創造計画」として、公園整備に 

取り組むこととなり、まちの特徴を活かしたまちづくりを計画することとなりまし 

た。以下は、取組状況のフロー図です。 

資料 ４ 

計画の立案に当たって、個々バラバラの取組みでなく 

（階段、手すり、植樹）、総合的なイメージをもったまち 

づくりを検討するため、公園整備の考え方、方向性を協 

議し、①もりの明るさの向上 ②利用者の交流促進 ③ 

住民の管理への参画と推進 （場所別の管理組織など） ④ 

サツキの刈り込みの管理 ⑤桜の園（中央部）の管理、 

の５項目にまとめた。 

この段階から市 

と協議 

⇒ 参画
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検証のための現地調査を行う。 

平成１９年９月～平成２０年３月 

＊話し合った特徴の確認・チェック 

＊現地調査 団地内４つの公園 

団地・その他のノリ面 

＊バリア・交通危険箇所 計 ４回 

この調査結果を 

市に報告 

⇒ 情報共有 

調査結果をまとめるためのワークショップを開催す 

る。 

＊話合い ワークショップ 計 ７回 

全体計画のまとめを行う。 

「全体計画のま 

とめ」 をもって市 

と協議し、 実施計 

画を作成 

⇒ 協働
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これまでの検討委員会での主な意見 

※主旨が同じものと考えられる意見については、集約しています。 

１ 基礎となる理念と方向性 

基礎となる理念と方向性 

＜基本原則＞ 

○環境問題も当然大事なことであるが、人権尊重は一番基本的な原則であるので、人権を 

守ることを自治基本条例に盛り込んでおくべきである。 

○市民及び事業者等の公益的活動における自主性を基本とし、 尊重されることについては、 

基本原則ではなく、市民の権利に記載できないか。 

○自治基本条例に住民自治の原則をきちんと書くべきではないか。自分たちの地域や政府 

については、自分たちで決めてコントロールすることが出発点である。 

○環境や人権といった各分野の基本条例や基本計画が定められているものについては、そ 

れらの個別の条例等により既に担保されており、自治基本条例に重ねて盛り込まなくて 

も良いのではないか。 

○自治基本条例では、環境、情報、男女共同参画、地域福祉などにおける基本理念や市、 

市民、事業者の責務は原則として盛り込まず、むしろそれぞれの基本条例といったもの 

を定めてはどうか。 

○環境・人権・情報・男女共同参画・安全の推進・地域福祉は既に基本条例や基本計画に 

定められているが、それ以外のもので例えば最近話題になっている次世代育成・ユニバ 

ーサル社会づくりといった政策を推進するための条例や計画を定めていく必要があるの 

かどうか、議論が必要である。 

○自治基本条例と分野別の条例・計画との繋がりや整合性が市民にとって分かりやすいも 

のとなるよう、全体像を示す工夫が必要であるとともに、自治基本条例の制定とあわせ 

て主要政策領域にある既存の条例を見直す体制づくりも必要である。また、基本計画の 

み定められている場合は、条例化すべきかどうかもあわせて考えていかなければならな 

い。 

○環境の保全、人権の尊重や情報の公開などを自治基本条例の中に簡単に盛り込む程度に 

とどめ、詳細については、それぞれ個別の条例が定められているといったことにしてお 

けば、市民に見えやすくなる。 

○男女共同参画や人権の尊重についてはそれぞれ個別の条例を定め、子ども、障害者、女 

これまでの自治基本条例検討委員会における検討の過程で委員から出された主な意見 

資料 ５



資料編/12 

性、高齢者を大事にするまちづくりをしていくことを自治基本条例に定めることによっ 

て、 「明石に住んで良かった」ということが実感できる。 

○自治基本条例を定める理由は、 「優しいまち」あるいは「住み良いまち」を実現すること 

や色々な個別の条例との整合性をもたせるためであって、それが重要であるとの観点か 

ら細かなことはそれほど必要ではなく、抽象的に前文で触れておけば良い。 

○市民が膨大な数の条例の全てを理解することは不可能に近く、身近に何かが起こって初 

めてその条例の存在を知る場合がほとんどである。個別の条例を知らなくても自治基本 

条例を承知していれば、それを入り口にして個別の条例にあたっていけば良くなるとこ 

ろに、自治基本条例を定める意義が存在する。 

○福祉・環境は個別政策として理解できるが、人権が個別政策なのかどうか疑問である。 

＜用語の定義＞ 

○市民の定義として在住、在勤、在学は納得できるが、 「市のまちづくりに関心を持つ者」 

では、明石市を良くしようと思っている人ばかりではなくて、何か意見だけを言いたい 

人の集団もある。 

○選挙権も無く納税もしていないといった明石市外から勤務などで来ている人が、「自分は 

明石市民だ」との意識を持っているとは考えられない。本人はそういった意識が無いの 

に、こちら側が含めるというのもおかしいのではないか。 

○市民の入り口での間口は広くなっているが、自治基本条例のパーツによっては、それを 

実施するための条例・要綱が決まる段階で、市民の範囲の絞込みを考えるべきである。 

○参画と協働は一体的なものとの考えがあるが、参画は、民主的な合意形成をしていくプ 

ロセスや手続きに重点があり、また協働は実行していく段階に重点がある。 

２ 市民、事業者、市議会、市長その他の執行機関の役割等 

市民及び事業者等 

＜市民の権利＞ 

○参画・協働することが責務であるとすれば、参画や協働しないことに対して、不利益を 

受けないことを認めるのかどうか。また、参画・協働していない者に対し、どう対応す 

るのかといった問題が生じる。 

○自治基本条例の中で、市民の権利を定める場合には、できるだけ多くの方々に開かれた 

形をとることが望ましい。 

○自分が果たすべきことを果たした上で、市民としての権利を行使する体系を取っておく 

べきである。 

○参画や協働は基本的人権に近いものだと思う。これは市民として当然に与えられている 

もので、それが侵害されれば苦情を言うが、逆にしないといって責められるものではな
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いため、強制することにはなじまない。 

○参画は市民の権利であり、また、協働は責務であるので、自治基本条例の中には参画と 

いう概念を落とし込んでいく必要がある。 

○市民参画と市議会議員の役割と関係において、一人の市民の意思で発言することと、地 

域あるいは組織で合意されたうえで発言すること、選挙で選ばれた議員として発言する 

ことでは、それぞれ重みが違う。それらを整理するとともに、どこまで明記するのか、 

検討が必要である。 

○市民は、協働してまちづくりを主体的に行う権利を有するということを盛り込むのであ 

れば、その前提として市民が市政に参画、参加又は関与する権利についても明記すべき 

である。 

○市の行政サービスを受ける権利とその行政サービスを自分たちで負担するという受益と 

負担の関係は、主権者として当然のことである。市がどういう種類のどういう内容の行 

政サービスを提供するかは、最終的には市民が決めることではないか。それが自治の主 

体ということである。 

○行政サービスを受ける権利については、地方自治法に同様の規定があるので、わざわざ 

同様の内容を規定する必要はない。 

○本来、市民や行政、市議会などが相互に取り組んでいくべきことなので、市民だけに「主 

体的に」という表現にすべきではない。 

○私たちの地域では、させられる活動から住民自らが進んで取り組む活動を一つのビジョ 

ンとしているので、住民主体ということは非常に意味がある。 

○権利には、知る権利があって、次に聞いてもらう権利や応えてもらう権利があり、最後 

は新しい提案をする権利までがある。また、その具体的な内容は、各々条例や項目で手 

続きが規定される。 

○市民は、市政に関する情報を知る権利を有することについて、明記すべきである。 

○市民の範囲は、選挙など政治における意思決定のプロセスや参画、協働といった様々な 

場面で捉えるべきであり、 同心円的にそれぞれの場面に対応した市民を考えるとともに、 

権利、責務や役割を整理しておく必要がある。 

○例えば、最も狭い範囲である主権者としての市民は住民票がある者とし、自治体として 

の意思決定や活動に対し意見などを言い、関わっていく参画の場合では在学者・在勤者 

などを加える。そして、市民や地域が主体となって自分たちの問題を解決していくにあ 

たって、市民、地域と市がパートナーシップを組み、適切な役割分担により一緒になっ 

て実施していく協働の場合は、さらに広い範囲で捉える。 

＜市民の責務＞ 

○これまでは市役所と議会でほぼうまく回っていたが、市民のニーズの多様化が進んでい 

る中で、新たな役割を市民が担わなければならない。 

○明石で考えるべき条例は、責任を追及するものではなく、より良くなる参画の仕方を可 

能にしていく方法ではないか。ただ、参画と協働を進めると格差が開く可能性がある。
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○自治基本条例の制定は意識改革であって、我々に意識改革が求められているということ 

だ。責務はきついかもしれないが、明記するべきである。 

○市民の責務を考えたときに、市政に参画する場合の基本的な権利、選挙のことが他都市 

の自治基本条例にも見られない。市民の責務として、選挙に参加することを明記すべき 

である。 

○選挙や議会をないがしろにし、頭ごなしに行政と市民が会話をすれば、すべて解決する 

ような風潮は行き過ぎであって、地方自治法で定める間接民主制を補完する位置づけと 

して考えるべきである。 

○市内の各地域の中で、住民の声を吸い上げるしくみができているなど、活発な地域活動 

が行われている地域力の高い地域とそうでない地域があると考えられるため、「地域力を 

高める」という文言は盛り込むべきである。 

○市民の役割とは別に、地域コミュニティとしての役割を定めるかどうか検討すべきであ 

る。 

○ボランティア活動のように、地域社会に貢献するような活動を推進していくことを市民 

の役割として明記すべきである。 

○ボランティア活動は強制するべきものではなく、役割と責務で記載すると強制している 

ように感じる。地域コミュニティについても、自治会も強制加入ではないので、あまり 

強制的な記載をすると活動がしにくくなる。 

○「市民」をどのように考えるのか、市民には個人として市政に関わる場合と地域の団体 

として関わる場合があり、それらの関係・構造を事業者の参画のあり方とあわせて議論 

する必要がある。また、市民一人の意見と地域の意見が集約された団体としての意見と 

の重みの違いを反映させていきたい。 

○基本原則はなるべく開かれている方が良い。自分たちの責任において合意形成のプロセ 

スの中で取捨選択する一方で、開かれた参加の自由が保障された中で合意形成された結 

果については、自分たちで責任を負わなければならないといった厳しい面もある。そし 

て、できあがった合意については、反対側の意見を持っていた人も含めてみんなで守ら 

なければならない。 

○市民の関心が自治基本条例へ向くよう意味あるものにするためには、「みなさんは住んで 

いる地域のコミュニティの一員である。だからこの役割を果たさなければならない。 」と 

いったところから明記した方が、個人の役割を分かりやすくする。 

＜事業者等の権利及び責務＞ 

○自分達の所在する地域の情報を得た上で、 「何をすべきか」ということに繋がってくるの 

で、やはり、権利として情報を得る権利が出てくる。 

○事業者の範囲について、事業者のことを考えたときに、市民と事業者のどこをどう区別 

するのかということである。 

○企業は、 市民及び市と相互に連携及び協力を図り、 まちづくりに参加する権利を有する。 

○活動や行動するときに、自然環境、社会環境、あるいは、近所へ及ぼす影響は、一人の
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市民が動いた場合と、複数の人間によって構成される法人・組織が動いた場合を比べる 

と、大きいものが動いた方が影響は大きい。 

○市内に事業所がある限り、 地域のまちづくりに参画していくことは事業者の責務である。 

○事業者は事業を営む市民であるとの考え方に立てば、市民として同じ権利・責務が生じ 

る。事業活動を行うに当たっては、地域社会との調和を図り、自然環境及び生活環境に 

配慮するように努めることが必要である。 

○ＮＰＯ（民間非営利団体）には当然権利はあるが、義務までがあるかというと少し難し 

いため、何らかの営利があるものを事業者とすべきでないか。 

○営利団体は金儲けをしているから義務を課す、ボランティア団体は善意であるから義務 

を課さないという考え方であってはならない。 

○営利、非営利であろうとボランティア団体であろうとグループの代表者がタウン・ミー 

ティングで発言をしたり、住民投票で一票を投じたりすることが適当かどうかという議 

論をすべきである。 

○地域でまちづくりを行っていくときに、法人格を持った営利企業の代表者、法人格を持 

った非営利企業の代表者、法人格を持たないが地域で熱心に活動をしている組織の代表 

者は、テーブルにつく権利を有する。 

○権利に対する義務ということになると、営利企業で事業所を持っている法人は、法人市 

民税を納める義務がある。また、法律や条例で決められている場合には、遵守する義務 

がある。ＮＰＯも同様に遵守しなければならないことから、幅広く考える必要がある。 

○ありとあらゆる権利を書き込んでいくことはできないので、民主的な合意形成における 

権利と義務について絞り込んでいく方が良い。 

○明石という地域で事業活動を行っている事業者として、また、地域の一員として地域の 

まちづくりに関わっていく役割、責任については、事業者側の発想から言えばそれほど 

抵抗はない。 

○明石で商売をする限りは明石が良くなるように、事業者は、地域における祭り、活動、 

まちづくりなど積極的に関与している。 

市議会 

＜市議会の役割及び責務＞ 

○合議制で多様な意見や利害が調整され、一つに意思決定されていくことに議会の特色が 

あり、多様な市民の意見を議会に反映するためには市民との情報の共有をきちんとする 

必要がある。また、議会における自由討論をぜひ実質化してほしい。 

○市民の意見は多様化しており、市民の意見を反映する試みをできるだけいろんな形で議 

会として取り組むことにより、透明性も高めることができる。 

＜市議会議員の責務＞ 

○全てではないが、選挙が終わると市民の声を届けることをしていない議員もいるのでは



資料編/16 

ないか。選挙で選ばれた後も継続的にコミュニケーションすることが必要である。 

○市議会議員全員が我々市民との交流や話し合いをする場所が、全く無いのではないか。 

交流などができるような条例案を作っていきたい。 

○一般市民からすると、市議会で役職を持つ議員の意見を耳にする機会がよくあるが、役 

職に就いていない議員や新人議員の考えを聞く機会が少ないため、そういった機会を設 

ける必要がある。 

○インターネットによる情報提供もしているが、市民全員がインターネットを見ることは 

できない。議員の生の声を市民が聞く場を作っていくことができれば良い。 

○いわゆる「地元」だけではなく、やはり明石市の議員として市全体のことを考えて、気 

配りをしてほしい。 

○政策の立案や提言は、地域のニーズを的確に反映したものでなければならない。そのた 

めには市民との情報の共有が不可欠で、 市民とともに政策を立案し提言する必要がある。 

○議員は、市民からいろんな要望・要求を受け、それを市政に反映させるだけはなく、行 

政の置かれた厳しい状況から実現することが難しい場合もあることを市民へ説明し、理 

解してもらう責務がある。 

市長、他の執行機関及び職員 

＜市長の役割と責務＞ 

○市長や職員は、その行政区に住む市民の幸せや「住んで良かった」と感じられるまちづ 

くりをするために、行政の方向を決め仕事をしている。その観点から、それらを実現し 

ていくことを盛り込むべきではないか。 

○市長は、市民の声に耳を傾けるという部分と、重い政治的決断をする権限を持たされて 

いるため、賛成意見と反対意見があった場合では、何らかの政治的決断をしなければな 

らない立場にあるが、その説明責任が大事である。 

○市長は、自ら掲げたマニフェスト（政権公約）を実現していくことが最大の役割である 

ので、市民が納得するような内容をきめ細かく条例に盛り込んでいく必要がある。 

○明石らしさを考えると、コミュニティ・センターと連絡を密にし、市長も出向いて意見 

を聞くことなどを盛り込む必要がある。 

○市長は市民に選ばれたので、市民の信託に応えるのは当然のことであり、基本方針を明 

らかにして政策を実施することと、職員を指揮監督して効率的な市政運営に当たってい 

くことを盛り込むべきである。 

○市長は市民ニーズを的確に把握し、行政サービスへの市民の満足度を高め、市民の福祉 

の向上を図るために、施策を講ずることを盛り込むべきである。 

○毎年市政の基本方針を明らかにすることの他に、執行状況、達成状況を議会や市民に報 

告することも明文化すべきではないか。 

○市長は、市民の意見をしっかり聞き、市民と継続的にコミュニケーションを図って、市 

長としての約束をしっかり守り、市政運営をしていかなければならない。
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○市長は、市の行政のトップとして、市民の福祉の向上を目指すことや市民ニーズを的確 

に把握し、市民満足度を高めていくことなど、効率的、経済的に市政を運営していく必 

要がある。 

○「職員を指揮監督して、効率的な市政運営に当たること」より、むしろ市政の課題に的 

確に応えるよう簡素で機動的かつ柔軟な組織づくりを行うことが、市長の責務ではない 

か。 

＜他の執行機関の責務＞ 

○教育委員会、選挙管理委員会などについては、その活動に違いはあるものの、市民の意 

見を聞き、市民とコミュニケーションを図りつつ行政活動を進めていくことが、はっき 

り分かるように盛り込んでいく必要がある。 

＜職員の役割と責務＞ 

○職員の役割として、市民の立場で、かつ、市民全体の奉仕者であることを明記する必要 

がある。 

○現在では、コミュニケーションをとる手段としてパソコンなどが利用でき、便利な時代 

になっているが、職員はコミセンや地域に来て、住民と直に話しができるようにすれば 

良い。 

○市民の奉仕者であることから、時間があるときには一緒にボランティアをする、地域で 

一緒に活動をすることが、盛り込まれれば良い。 

○情報の共有といえども、未確定の情報で提供してはならない情報を漏らしてしまうこと 

はあってはならない。法令をきちんと遵守しながら情報を提供していくことが職員の責 

務として、明記されていないとおかしい。 

○職員は、明石市の良いところも悪いところも客観的に見ることができ、それらを伝える 

パイプ役にもなれる。 

○職員の役割として、公正かつ誠実で効率的にその職務を遂行しなければならないととも 

に、説明責任を果たすという表現も盛り込むべきではないか。 

○職員の役割として、市民の意見を受けとめ、集約していくことについての職員の意識改 

革を図っていくべきであることを盛り込むべきではないか。 

○決められたことを執行する職員より物事を決めた議員や市長の方が、説明責任が重いの 

ではないか。 

３ 情報共有 

＜情報の提供＞ 

○参画と協働を促すためには知らせる努力をしなければならない。市から情報の提供をす 

る場合、 必要とされる情報量やタイミングなのかどうかを考えなければならない。 仮に、
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そういったことが考慮されていないと、受け取る側としては知らされてないことと同じ 

ことになる。 

○市政に関する情報の提供については様々な手段を活用するとともに、高齢者など、情報 

の受け手にも配慮すべきである。 

○市の情報提供は、市民とのコミュニケーションに役立つものでなければならない。 

○広報については、時間的な制約で省略することなく、事前に綿密な広報計画を立てた上 

で進める必要がある。 

○市民が知りたいときに知ることができるといったように、気が付いたときに情報の発信 

元にアクセスしタイムリーに知ることができれば良く、情報の押しつけであってはなら 

ない。また、市民の意向把握についても情報の受け手側の主体性を尊重すべきである。 

○情報格差については非常に重要な問題である。また、最近では、容易に操作できる情報 

通信機器も増えていることから、いろんな情報手段を用いて情報発信、情報共有するこ 

とが必要である。 

○情報となると媒体へ眼がいきがちであるが、 単にメディアに頼るだけではなく、 例えば、 

タウン・ミーティングやワークショップも広い意味で重要な情報共有の手段である。 

○市民一人一人が孤立しないようにすることが大事である。フォーマルな制度では、市民 

が自分の責任において一人でやらなければならない。そうではなく、関心を共有する人 

がインフォーマルな部分で、「察してくれる」という人と人との間柄、繋がりといったも 

のが大事であって、それがコミセン単位で担保されれば良い。 

○市から住民に情報を発信することも非常に大事であるが、参画と協働という視点に立っ 

たときには、地域から行政へ情報を発信し、共有し、まちづくりに取り組むことが必要 

ではないか。 

＜個人情報の保護＞ 

○個人に不利益を与える情報の漏洩から市民を守るような取り組みも、情報共有の観点か 

ら必要ではないか。 

＜説明責任＞ 

○情報はホームページで公開すれば良いというものではなく、提案があった人に「どうな 

ったか」という結果を説明することが重要である。 

○連帯して責任を負うには十分な合意形成が必要である。そのためには、市として情報の 

共有と説明責任、または透明性のあるプロセスが重要となってくる。 

４ 参画及び協働 

市民参画を保障するしくみ
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＜意見聴取手続＞ 

○市民の意識改革は非常に難しく、いかに市民に関心を持たせるかということに関して、 

ワークショップは非常に効果が高いのではないか。 

○市民は、課題について行政とのタウン・ミーティングやワークショップを積み重ねてい 

くことにより、意識が共有され、建設的な解決につながっていく。 

○自分たちの責任において主体的に参加し、汗を流し、協働していくプロセスと、参加し 

ない人が置いていかれることのない公平・平等な仕組みづくりが大切である。 

○参画することのメリットは当事者意識を持って取り組むことができることである。 また、 

計画段階から決定段階までのプロセスにおいて、意見を述べる機会が保障されていなけ 

ればならない。 

○参画と協働を進めるにあたっては、それぞれ市民権が確立された状況が大前提であるの 

で、「人権」という二文字を条文上のどこかに入れるべきである。 

○市民の意見にもあったように無作為抽出で委員を選び、幅広い意見を出してもらったう 

えでまとめるといった方法など市民参画の手法も進化しており、今後は新たなやり方を 

積極的に取り入れていく基本姿勢が必要とされる。 

○多様な課題やステージに対応して、それにふさわしい多様な仕組みが用意されることが 

必要であるとする市民の意見は指摘のとおりであり、それに加えて、その用意した多様 

な仕組みを適切に使うことも大切である。 

○「タウン・ミーティングやパブリックコメントとは何か」ということを明文化しておく 

べきである。 

○参画に関しては、原案を市がつくりそれに対して市民が意見を言うということで参画し 

ていくケースが多いが、市民が企画し市へ提案するといった制度も包含できるようなこ 

とを自治基本条例に盛り込めばよい。 

○市民参画の具体的な手法として、審議会、タウン・ミーティング、公聴会、ワークショ 

ップ、パブリックコメントが考えられるとともに、意見聴取した後の検討結果などが公 

表されなければならない。また、「協働のまちづくり提言」を自治基本条例にどのように 

活かし、どのように連動させていくのか、といった議論が必要である。 

○市民参画の手続きを自治基本条例で定め、その実施を担保し、市長や職員の交替によっ 

て省略されることのないようにすることが、この条例の大きな役割である。 

○総合計画など重要な計画の策定にあたっては、早い段階から市民参画が図られるべきで 

あって、その手続き等を自治基本条例に明記することは非常に良い。 

○市民参画については、自治基本条例において基本的な事項を盛り込み、具体的な事項に 

関しては個別の条例に委ねるという形に整理することが望ましい。 

○市民が自ら政策等の発案者となって、政策等を提案する仕組みの市民政策提案手続きも 

検討すべきである。 

○市民政策提案については、計画の策定段階からの参画に欠かせない。 

○現行制度のなかでは、直接請求や陳情といった市民参加の道も少しは開かれているが、 

それだけでは十分でないことを前提に市民政策提案手続がある。また、市民からの投げ
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かけを取り扱うときに、「だれがだれに向けて出すのか」といった問題があり、議会との 

関係性が出てくるのではないか。 

○サービスを受け、その負担や範囲をどうするかといった公的なサービスのルールを決め 

る時には、そのサービスの恩恵を受ける立場の人が、それに参画して決めるべきではな 

いか。 

○市民が、まちづくりに参加していることが市政に参画していることだと気付かせること 

が重要ではないか。 

○審議会等の運営など多用な手段が担保されていることを、自治基本条例で規定すべきで 

ある。 

○特に地域の利害に直接からむような問題については、計画段階から自分たちもその検討 

に参加することが必要である。 

＜審議会等の運営＞ 

○自治基本条例の中で、審議会等は市民参画の一つの手段であるということを位置づける 

ことは当然である。なお、審議会等の詳細な運営については、別途定めることになる。 

○審議会等の委員の選任にあたって、男女共同参画プランを踏まえた男女構成や特定の地 

域に偏らないバランスのとれた地域構成を考慮した方が良い。 

○審議会等の運営ルールや委員の構成に関しては、既に市内部の指針があるが、自治基本 

条例の中できちんと規定すべきである。 

＜住民投票＞ 

○将来的に問題が出てきたとき、 住民投票は必要と思っている。 しかし、 常設型ではなく、 

個別案件型が良い。 

○住民投票を規定しておけば、いざというときに使うことができる力強い手法の一つであ 

るので、自治基本条例に規定すべきである。 

○明石市民においては、住民投票が必要になる問題が起きるかどうかというと、生活でき 

る基盤は備わっているので、わざわざ条例に盛り込む必要はない。 

○市民の意見を住民投票を通じて把握できることは、市長や議会にとっても非常に重要な 

ことである。 

○議会に対し、 是非、 住民投票を行いたいということを提案すれば実施は可能であるから、 

自治基本条例に規定する必要はない。 

○市長への陳情、議会での請願などが制度としてあるので、まずはそういった制度で対応 

することもできる。 

○自治基本条例に住民投票を定めるが、対象範囲については別に住民投票条例をつくる考 

え方、また、自治基本条例の中で全部決めてしまう方法や自治基本条例では基本的な事 

項を決めておき、具体的な範囲・有資格者を別途定める方法もある。 

協働のしくみ
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＜コミュニティ活動＞ 

○小学校コミセンには多様な団体や人が集まるが、地域においてもそれぞれが権限と責任 

を持って、市からの押し付けではなく市と協働して、まちづくりに取り組む必要がある 

のではないか。 

○事業者も地域のニーズなどを汲み取った取り組みを行うようにすることが、地域との協 

働ではないか。 

○市民生活の大きな部分を公共が占めるようになった今日では、市民と市との間の中間領 

域を誰が担っていくのか。これが今回の条例づくりに求められる課題の一つである。 

○民生委員や環境推進員などのように特定分野の行政を推進するための職を市民へ委嘱し 

ており、これらは準公職とも位置づけられるが、行政と市民の間に入って活動するとい 

った機能面を考慮すると協働の一つとして見ることができる。 

○市は、自治会などには目を向けてきちんとフォローしているが、ボランティア団体など 

テーマ型の市民活動団体に対してはほとんどできていない。これからの参画・協働にと 

って、ボランティア団体などをいかに地域と連携させるかが大切である。 

○トライやるウィークで事業者が中学生を受け入れすることも、事業者による参画や協働 

の一環としてとらえることができる。 

○協働には、市と市民の協働に限らず、市民同士や団体同士の協働など、そのあり方に違 

いがある。 

○地域コミュニティは、地域での合意形成を図るための組織であり、そこでの合意形成の 

うえで代表者が審議会等の委員となるほか、さまざまな方法により参画が図られる。 

○地域の課題に対し、様々な組織が自主的・主体的に合意形成できる「場」をつくり、そ 

こで検討するととともに、市役所といろんなキャッチボールをすることを自治基本条例 

に盛り込む必要がある。 

○地域コミュニティが合意形成の「場」として、大きな役割を果たすことをぜひ落とし込 

んでほしい。 

○コミュニティの自治には格差があってはならないが、多様性はあって良く、自治会のよ 

うに定常的なコミュニティがある一方で、何か取り組まなければならないときに取り組 

む分野型もあり、これらを無理やり横一線にする必要はない。集まり、意見交換し、行 

動に移すための手掛り・足掛りがいつも用意されていることが大事であり、すみやかに 

関係者が集まれるような運営をしていくことが理想である。 

○協働の取り組みの仕組みや市民活動支援のあり方について、制度化を図っていかないと 

結局「絵に描いた餅」になりかねない。自治基本条例の中に盛り込んだとしても、それ 

がどのようにして現実の形になっていくのかを考えていないと 「条例に書いてあります」 

だけで終わってしまう。 

○従来の延長でただ単に市民と市が協働で、事業展開するだけではあまり意味が無く、住 

民自治を意識した活動でなければならない。自治基本条例で謳う協働事業は、そのあた 

りをきちんと明記すべきである。
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○コミュニティ活動に加えて、ボランティア活動をぜひ条例に明記したい。 

○市民活動を行っていく上で知恵を出さなければならない時代となっているため、市民活 

動は受け身でなく、自主性が必要である。 

＜コミュニティ・センター＞ 

○コミセンに職員を配置して、地域の意見を集約するようなシステムづくりにすでに取り 

組んでいるが、市が行う施策にただ従うのではなくて、地域の意見を吸い上げる仕組み 

をつくりあげていくべきである。 

○明石市では、これまでもコミセンを中心に福祉、防災などいろんな面で、地域でできる 

ことは地域で行うようにしてきている。自治基本条例をつくることで住民自身も意識を 

高くして、コミセンを中心に行政と市民でコミュニケーションをとりながら、市民活動 

を行っていくことができれば良い。 

○それぞれの自治体が特色を出すということが、結果的には明石らしさに繋がってくるの 

ではないか。 地域ができることをやり、 その上で行政と連携を取りながら進めていくと、 

もっと地域が良くなる。それには意見を言う機会が必要で、その場がコミセンである。 

○地域の人々の交流と親睦のため、地域の住環境や施設の維持・管理をしていく、地域の 

課題を解決していく、まちづくりを自ら考え実践する場である。 

○小学校区コミセンには、地域コミュニティ組織とテーマ型コミュニティ組織の活動拠点 

としての位置づけと、コミセン所長・まちづくり推進員による市行政と地域を結ぶ役割 

を担っていることから、それぞれの位置づけ・役割について評価しなければならない。 

○小学校区コミセンの充実を後押ししていけるような内容を、自治基本条例に盛り込んで 

いくことが良いのではないか。 

○コミセンに参加していない人にとっても、コミセンが開かれた情報の共有の場であって 

ほしい。例えば、コミセンが自治の情報において、インターネットでいう「ポータルサ 

イト」のような存在になれば良い。また、地域によって参画と協働の取り組みに格差が 

生じる場合があるが、先行する地域のノウハウなどをコミセン間で共有し、良い意味で 

競争するという部分を自治基本条例に絡めていきたい。 

○コミュニティ・センターに関しては、「まちづくりの場」というよりも「交流する場」だ 

と考えている方も多いのではないか。 地域の個々の団体が交流する場としてだけでなく、 

協働の場でもあることを条例の中に盛り込んでいき、まちづくりの第一歩とするべき場 

所としてアピールしていく方が良い。 

○コミセンが、参加している人にとっても参加していない人にとっても、地域の情報共有 

の場になっていくのが大事であるから、コミセンが持つべき情報共有機能をきちんと押 

さえておきたい。コミセンが情報共有の場として機能していることを知ってもらうこと 

によって、 コミセンの情報共有機能が実感できること。 また、「何かあったときに行けば」 

ということを最低限知っておいてもらい、コミセンに対する認識を改めてもらうこと。 

その両方が必要である。 

○コミュニティ・センターでは、市民は情報を得ようとすることが多いが、自分が市民へ
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知ってほしいことを情報発信する場でもあることが、情報共有すべき情報を増やすため 

にも必要ではないか。そういった発信の場でもあることを盛り込んでいく必要がある。 

○自治会が全て担うことが望ましいのか、むしろ、もう少し別の似た団体が担う方が良い 

のか。コミセンが個人も含めた多様な団体のプラットホームになっていくのが良いので 

はないか。 

＜市民活動への支援＞ 

○ごみ処理場をどうするのかといった問題の場合の連携も大事だが、一方で日常的に連続 

した医療、福祉、介護、教育その他の分野においても、継続した地域とテーマ型市民活 

動団体との連携に対して、活動拠点の確保など市による支援の取り組みが必要であり、 

重要である。 

○市民活動に対する市の支援として、プロジェクトを実施するコミュニティ組織にチャン 

スを与える「この指とまれ方式」があり、この経験が次の課題への取り組みに活かされ 

る。そのほか、地域の問題を相談できる「駆け込み寺機能」、逆に地域での困った問題の 

有無を市が聞いてまわる「御用聞き機能」が必要である。 

○活動に熱心なコミュニティと合意形成がままならないコミュニティにおいて差が開いて 

しまう場合に、それをフォローするのは行政の役割であり、その時に、地域コミュニテ 

ィと行政との協働が必要になる。 

○協働してまちづくりを主体的に行う権利を条例に明記することは、行政からの働きかけ 

や団体の大小に関係なく、市民の取り組みをサポートし、後押しできるようにすること 

にある。 

○推進員等を協働の仕組みの一つとして位置づけるとともに、 期待される役割を明確にし、 

その役割の認識を伴った活動ができるよう市からの支援方法などを十分に検討する必要 

がある。 

課題解決のしくみ 

＜まちづくり推進組織＞ 

○連帯して責任をとれるような合意形成までのプロセスをどうするべきなのか。 

○参画と協働とは、 言いたいときに言いたいことを言うことではなく、 課題の解決のため、 

地域でいかに建設的な合意を形成するかということである。 

○市民の参画では、 コミュニティと行政がよく登場するが、 議会が登場する機会が少ない。 

議会は、最後に議決だけすれば良いのではなく、地域がよりよい建設的な課題解決をす 

るための合意形成のプロセスに議員もなんらかの形で参画する必要がある。 

○市へ要望を行う際には、断片的な意見や要望だけでなく、まず地域で問題を整理し、地 

域に関わる全体的な問題について市と協議すべきである。 

○地域課題の解決には一人一人の個人の意見ではなく、地域全体の問題として取り上げ、 

地域の組織を通じて意見をまとめていき、合意形成をしたうえで、市に提案することが
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大事である。 

○まちづくりとは、改革や問題を解決したり、変えていったりすること。協働のまちづく 

り推進組織は、まさにそのための組織であって、自治会など既存の組織はどちらかとい 

うと現状維持の傾向があるが、改革や問題の解決といった意識に重点を置いて考えれば 

良い。 

○本来は、校区連合自治会だけではなく子ども会など各種団体の代表者が集まって協議を 

し、地域全体の問題を洗い出したうえで、協議した内容をそれぞれの団体・グループに 

持ち帰り、会員の理解を図ることが必要であるが、現状ではなかなかできていない。し 

かし、そういうことができない限り、地域コミュニティは形成されていかない。 

○地域の自立したコミュニティを作っていくためには、協働のまちづくりを進める推進母 

体をどう組織していくのかというのが、今後市との協働を進めるにあたっての一番大事 

な部分である。 

○自治会などの地縁型の組織とテーマ型の組織との横断的な連携、協力がないと、地域の 

課題解決につながらない。 

○自分たちの身近な問題に対しては、自分たちも参加して対策を考える。そのためには、 

講師を招いての研修会の開催や他の地域の手法の研究も必要である。 

＜まちづくり推進組織の連携＞ 

○地域ごとの利害が一致しない場合、どうやって合意形成をしていくべきなのか。 

５ 市政運営の原則 

＜総合計画＞ 

○総合計画における基本構想、基本計画及び実施計画の間の整合性やそれらの実効性があ 

るのかといった縦の進行管理が必要であるとともに、その進捗状況を分かりやすく市民 

へ適切に情報提供するべきである。 

○大規模な災害が発生した場合の復興計画と総合計画との整合も重要である。 

○実施計画の作成、評価や見直しに関しては、専ら市の内部だけで行われているが、それ 

ぞれの段階において総合計画の策定時と同様に市民の意見を聴くなどのプロセスや進行 

管理に関する適切な情報の提供が必要ではないか。 

＜組織＞ 

○分権自立には参画と協働が欠かせないため、それらを踏まえたより簡素で効率的な組織 

体制の整備が必要である。 

○行政改革については第三者委員会も含めて体制が整備されており、また、行政評価につ 

いても推進のエンジンとなる行政評価委員会が設置されているが、組織については、ど 

のように組織を見直すかを含めた庁内の検討体制も整えるべきである。
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○毎年のように市の組織改正があり、課や係名が変わったり、場所が変わったりすると、 

利用する側としてどの担当課へ行けば良いのか分からなくなることがよくあり、そうい 

ったことへの配慮も必要である。 

○単に職員数の大幅な削減を補うために、参画や協働を進めるものであってはならない。 

○職員数を削減し、少数精鋭の体制をとることは良いが、適切な人事評価制度が整備され 

ているか、臨時職員等が増加し正規職員が減少している中での組織のパフォーマンスは 

どうか、また、市民サービスの低下を招いていないか、といった観点からも組織を考え 

なければならない。 

＜行政手続＞ 

○市は、これまでの行政手続における実績の検証を行っていないものの、透明で公正な行 

政運営を行うために行政手続法の趣旨に沿って行政手続条例を定めるとともに、適正な 

行政手続に努め、透明性の向上を図ってきた。そのことをもって、既に足りているとす 

ることも考えられる。 

＜法務＞ 

○市民や職員にとって、自治基本条例の法務に関する規定を踏まえて、どのような仕組み 

になり、あるいは制度化・具現化され実施し、展開されていくのかといったところをど 

のような形で示すべきか。 

○自治立法権の活用よりも、むしろ大事なのは解釈権の方であり、国の法令を自分たちの 

考えていることにあわせるよう使いこなせていけるか、ということである。国や県と争 

う場合、あるいは、市民との訴訟の場合も考えられ、自分たちの法令・条例の解釈力を 

高めておく必要がある。そのため、どのように職員の法務能力を高めるのかといった戦 

略がなければならない。 

＜財政＞ 

○国や他の自治体の動向を踏まえ、企業会計方式の導入などを調査研究し、市の財政状況 

をより市民に適切に伝える仕組みを構築する必要がある。 

○市の財政に関してどのような形で市民の関わりを持たせるか、検討すべきである。 

○市は、財政状況の悪化を理由とした市民サービスの切捨てが起きることなく、10年後を 

見据えた中長期的な財政計画を策定し、健全な財政運用に努める必要がある。 

○財政に関する情報が単なる数字の羅列ではなく、市民の目線から見て分かりやすい内容 

となったうえで、市民へ提供されるべきである。 

＜施策等の評価＞ 

○行政評価と監査では、カバーする範囲が一部重複すると考えられるため、監査委員が会 

計の観点だけにとどまらず必要性・有効性・効率性といった視点をもって行えば、必ず 

しも行政評価は必要とはいえない。しかしながら、明石市の現状では、監査の方法が行
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政評価の観点まで踏み込めているとはいえず、監査とは別に行政評価に取り組んでいる。 

○行政評価は第三者による評価だけでなく、市の担当部署における当事者が実施してきた 

事業を常に振り返り、自ら評価したうえでその反省も踏まえて事業を進めていくことが 

大事であり、また、定期的な評価の実施や評価内容などの公表も重要である。 

○市民会館や図書館などについては指定管理者制度へ移行したものの、市民はあくまで公 

立の施設として見ており、そういった観点からも施設に対する行政評価を継続していく 

必要がある。 

○市においては、平成 19年度に行政評価制度の見直しを行い、現在、その熟度を高めてい 

る状況にあるため、早急に結論を出すのではなく実施結果を待ったうえで、施策等の評 

価について自治基本条例に盛り込むべきであるとも考えられる。なお、どういう視点か 

ら、どういう仕組みをもって、行政評価を進めていくべきかを自治基本条例に定め、そ 

れに基づいて行政評価の仕組みが整えられるとともに、評価が進められていくことが、 

本来あるべき姿だろう。 

＜行政改革の推進＞ 

○企業の立場から言えば改革をすることは当たり前であり、そういう常識が無い企業はつ 

ぶれるだけである。そういった感覚からするとあまりにも当たり前のことなので、あえ 

て自治基本条例に盛り込む必要はない。 

＜要望等への対応＞ 

○要望等をしたときに、いつの間にか対応が済んでいることもあるので、地元に一言連絡 

があれば、住民もその対応に参加することができる。 

○参画や協働の仕組みに乗らない市民のいろんな要望、苦情、不平に対し、きちんと聴く 

こと、対応することを義務付けておけばどうか。 

○市がきちんと対応しても必ずしも納得いかない場合も出てくることから、救済制度とし 

て、より公正・中立的な立場で調査等をする仕組みも要る。それがオンブズマン制度で 

あると整理し、自治基本条例に位置づける必要があるのではないか。 

○オンブズマン制度は、苦情処理に対する手段の一つに過ぎないため、別に項目をたてる 

のではなく、市民提案箱など他の処理手段と同列に扱うべきではないか。 

＜法令遵守と公益通報＞ 

○コンプライアンスのための不当要求行為等への対応など市の取り組み状況については理 

解できるが、今後、市としてどのような取り組みをしていくのかといった点が必要であ 

る。また、コンプライアンスの問題は、もっと広い範囲で捉えるべきである。 

＜安全安心のまちづくり＞ 

○「安全安心のまちづくり」は、条例全体の枠組みのなかで市政運営の原則に整理されて 

いたが、まちづくりに関する提案を行うことが協働の主目的であるとすれば、協働に入
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れるべきである。 

○安全安心のまちづくりにおける地域防犯及び地域防災は、地域に課せられた大きな課題 

である。協働と参画の理念のもと、市と地域が協働しながら安全安心のまちづくりにつ 

いて検討していきたい。 

６ その他 

＜県事業＞ 

○県の事業も、スポーツクラブ２１や県民交流広場事業などがあるが、補助期間の終了と 

ともに事業の取り組みが切れてしまうという状況にある。 補助金の活用に関心がいって、 

結局は前向きな活動はできていない。補助金を活用することは良いが、前向きに使われ 

ているかどうかの検証が必要である。 

○県民交流広場事業がどのように地域活動に繋がっていくのかどうか、市と県とが協議を 

して、明確に方向性を示してほしい。これで終わりということであれば、地域の各団体 

に早めに伝えて、それぞれが自立した活動が出来るよう早めに手を打ちたい。 

＜検討委員会＞ 

○市の説明の時間に多くの時間を費やしているために、委員の議論する時間が少ないよう 

に感じる。 

○タウン･ミーティングの意見の反映も考慮する必要があるが、検討委員会の運営に関し、 

委員会の流れも見ながら一定のまとめをし、議論したうえで報告していきたい。 

＜意見交換会＞ 

○こういったさまざまな団体があるということは、将来市民と行政が参画と協働を進めて 

いく上で、 コーディネーター的な役割をしてもらえるのではないかという感想を持った。 

○あまりこういったことにこだわりすぎて、方向を見失ってしまうこともあるかもしれな 

いが、会の良い内容は参考にしていきたい。 

○行政は事前の準備をしなければならないが、市民として事前の準備をする組織が必要で 

ある。
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意見交換会等における市民意見 

※主旨が同じものと考えられる意見については、集約しています。 

１ 基礎となる理念と方向性 

基礎となる理念と方向性 

＜基本原則＞ 

○自治基本条例は、「市民・事業者」、「市議会」、「市行政」 の合意文書であると考えている。 

自治基本条例内に、制定主体を明記してはどうか。また、自治基本条例の制定主体を「市 

民・事業者」にする予定ならば、承認方法を検討する必要がある。 

○自治基本条例には、自治体の運営方針（理念・制度・手法）を明らかにする役割と「市 

民・事業者」、「市議会」、「市行政」間の関係を明らかにする役割がある。 

○「公共」とは、「行政が行うもの」という意味では無いと考えている。行政が担おうとし 

てもカバーできない「公共」である部分が存在する。自治基本条例には、こういった課 

題の抽出や、解決のための指針、すなわち「新しい公共」を示す役割がある。行政は、 

「新しい公共」をどのように考えているのかを示す、あるいは、市民・事業者及び市議 

会と共に、「新しい公共」を見出していこうと呼びかけるべきである。 

○「公共」とは、「すべての人々がそれぞれの幸福を共にするための社会の機能」であると 

考える。「市民・事業者」、「市議会」、「市行政」の合意に基づいて、その社会の機能を維 

持する役割を分担することが必要である。 

○「日本国憲法に掲げる市民の基本的人権を守り、市民及び事業者が共に生きる社会を実 

現すること」が自治という手法（手段）を用いて実現しようとする目的である。自治基 

本条例に、個別事項（人権、安全・安心、福祉、環境など）を取捨選択して記載するこ 

とは不可能なため、条例には、集約した表現で記述すべきであると考える。 

○「公助」は、公の価値や基準で援助されるものであるが、「行助」と「共助」に分類され 

ると考える。市民・事業者の税金をもとに、行政によって行われる援助が、「行助」であ 

自治基本条例の記載内容についての考え方及びこれまでに実施してきた自治基本条 

例検討委員会、地域や市民団体との意見交換会における検討内容について、ファック 

スやメールなどにより７人の市民から延べ２６件の意見をいただきました。 

また、自治基本条例検討委員会で議論を深めるため、自治会を中心とする地縁団体 

の方々と自治基本条例の重要な内容となる情報共有や参画、協働などについて、１３ 

中学校区ごとに意見交換会を行い、延べ１８０人から２２０件の意見をいただくとと 

もに、テーマ型活動団体の方々と意見交換会を実施し、延べ５６人から７７件の意見 

をいただきました。 

資料 ６
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り、市民・事業者によって行われる援助が、「共助」である。 

○「市民・事業者」は、自立に努め、自主的に助け合い、共に生きる社会の実現に必要な 

資金及び働きを提供し、「市議会」、「市行政」は、自治の目的（「市民・事業者、議会及 

び行政の三者によって、日本国憲法に掲げる市民の基本的人権を守り、市民及び事業者 

が共に生きる社会を実現すること」）を実現するために、「市民・事業者」から提供され 

た資金を、最も有効に活用する義務があると考える。 

○「資金と人材をいかにうまく結集するか」、その働きを保証する担保が自治基本条例なの 

ではないか。 

○自治基本条例において、「市民・事業者」は、資金的負担が必要であること（つまり、共 

に生きる社会の実現に必要な資金及び働きを提供する必要があること）に触れるべきで 

あると考える。また、同時に、「皆で負担して支えあう」といった公共の精神が十分に育 

まれていない現状においては、保育料、給食費の「未納」といった問題が起きているた 

め、検討委員会において、この「未納」社会問題への対応について、検討を行うことが 

必要である。 

○「共同」、「連携」、「協働」の言葉の意味を、以下の様に考えている。「共同」は、複数の 

組織が同じ「目的・目標・方法」で行うこと。「連携」は、複数の組織が同じ「目的・目 

標」で行い、方法は別でも良い。「協働」は、複数の組織が同じ「目的」で行い「目標・ 

方法」は別でも良い。まちづくりには、自治会・町内会のような地域コミュニティ活動 

とボランティアのような分野コミュニティ活動の双方が必要である。行政は、それらの 

組織や活動との「協働」を出発点に、対話により「連携」 「共同」の関係を形成していく 

ことが重要である。 

○自治基本条例の趣旨は、条例や規則の制定、改廃、解釈、運用において、最大限尊重さ 

れることを記載すべきである。 

○自治基本条例には、「公共（地域）経営」の最終成果に言及する旨の記述をすべきである 

と考える。最終成果を把握するために、住民アンケートの実施を提案する。住民アンケ 

ートの内容としては、まちづくりに取り組んだ結果、自分が確認できる範囲の生活環境 

及び事業活動環境がどれだけ改善されたかについて、具体的に問う内容にしてはどうか。 

○「明石市自治基本条例」に規定した内容がどのように実現されているのかの検証は、行 

政だけでなく三者が共同して行うべきであると考える。例えば、「コミュニティー創造協 

会」が、少数の有償ボランティア・スタッフと多数の無償ボランティア・スタッフで運 

営すること、この組織により検証が行われることを提案する。 

○コミュニティ活動の先駆者としてのプライドとその実践力を発揮するまちづくりが明石 

らしさである。 

○自治基本条例を制定するにあたり、自治に関する多くの課題（防犯防災、環境、教育、 

福祉、産業、都市整備、行政手続き、行財政改革）に関する意見、要望、提案があった。 

これらは、あくまで「現在」の課題であり、今後、解決、変化する、新規のものが現れ 

るなど変化をし続ける。また、課題は、現存の条例、総合計画、実施計画に取り上げら 

れているものもあり、全ての課題から、自治基本条例に記載するものを「選択する」こ
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とは、 実質困難である。 自治基本条例には、「自治の目的の実現に欠かせない基本的事項」 

のみを記載すべきである。（「個別的課題」は、自治基本条例に記述しない。） 

○女性の活躍が大きいので、条例の基本の柱の一つに女性を堂々と掲げて欲しい。 

＜用語の定義＞ 

○自治の定義が必要ではないか。自治は、手法（手段）であると考える。自治とは、「市民・ 

事業者」、「市議会」、「市行政」が、自らの責任において公共団体としての明石市を治め 

ることである。 

○自治基本条例の検討において、「市行政」と記述すべきところに、「市」という用語が使 

用されていることがある。 混同する恐れがあるため、 明確に使い分けを行うべきである。 

○参画と協働の定義等は非常に重要であり、その状況や権利の設定などに違いがある。ま 

た、市の定義においても、市の主権者は市民であり、行政及び議会は、市民から権限と 

責任を付与された受託者であるため、市には、市民と行政と議会が含まれる。 

○用語の定義として、「市」は地方公共団体としての明石市を、「行政」は市長及びその他 

の執行機関を、「市機関」は市議会（議決機関）及び行政（執行機関）をいうことを提案 

する。 

２ 市民、事業者、市議会、市長その他の執行機関の役割等 

市民及び事業者等 

＜市民、事業者等の権利及び責務＞ 

○選挙権の行使を自治基本条例に記載することを提案する。 

○「市行政」と民間非営利組織（市民・事業者によって結成された）との間の役割分担、 

双方の合意に基づいて公共を補完する関係の構築が重要なテーマであると考える。この 

テーマが存在することと双方が協働して、対応していくことを自治基本条例の中に記述 

することを提案する。 

○自治を目的とする「市民・事業者」の地域コミュニティ活動、分野コミュニティ活動の 

間においても、対話と協働を推進することが必要である。 

○市議会の様々な活動へ参加する機会について、市民・事業者はその活用に努めなければ 

ならない。 

○自治の目的（「日本国憲法に掲げる市民の基本的人権を守り、市民及び事業者が共に生き 

る社会を実現すること」）を達成するために、「市民・事業者」が民間非営利団体を組織 

して活動すること、 また、「市民・事業者」 は、 活動に参加する努力義務があると考える。 

○自治基本条例を指針として、目指すべき地方自治の姿について、「市民・事業者」、「市議 

会」、「市行政」の三者が学習し続けることが重要であると考える。また、三者の学習の 

進度に大きな違いができると支障が生じると考えられるため、互いに学習を交流、支援
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することを提案する。 

○「市民・事業者と行政」の間の参画と協働について、検討委員会において、掘り下げた 

議論すべきである。市民の役割・責任については、検討委員会の場だけでなく「それぞ 

れの地域コミュニティ、分野コミュニティ」の場において議論すべきである。 

市議会 

＜市議会の役割及び責務＞ 

○「市民・事業者」、「市議会」、「市行政」間において、参画と協働の関係があると考える。 

「市民・事業者」と「市議会」間の参画と協働についても取り上げて議論すべきである。 

○市議会は、市民・事業者と対話すること、市長と協働して、自治の目的（「日本国憲法に 

掲げる市民の基本的人権を守り、市民及び事業者が共に生きる社会を実現すること」）を 

達成するために活動を行うものである。市議会と市長との間に、公共のあり方や進め方 

について意見の対立があるとしても、双方は協働の関係にある。 

○多数の市民が、市議会常任委員会を傍聴できるように、委員会室に傍聴室を隣接し、自 

由に入室できるようにすることを提案する。市議会の会期中に、一つの議案で良いが、 

常任委員会の審議を平日午後７時から行い、 常任委員会各会派が推薦する有権者１名が、 

審議に先立ち５分間意見を述べることができるようにすることを提案する。 

市長、他の執行機関及び職員 

＜市長の役割と責務＞ 

○市長は、市民・事業者と対話すること、議会と協働して、自治の目的を達成するために 

活動する。議会と市長との間に、公共のあり方や進め方について意見の対立があるとし 

ても、双方は協働の関係にある。 

＜職員の役割と責務＞ 

○他市の自治基本条例には、市の責務についての記述がある。市の責務だけでなく、市職 

員の権限を明確にする必要がある。 

３ 情報共有 

＜情報の提供＞ 

○「市民・事業者」、「市議会」、「市行政」は、お互いに（行政だけでなく）、自らが分担す 

る公共の責務に係る活動に関する情報を、自発的に他の者に公開し、情報共有をすべき 

である。「市行政」が「市民・事業者」及び「市議会」と対等な関係で協働を推進してい 

くためには、情報の不均衡を除去することが必要であると考える。また、「市行政」は、
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「市民・事業者」、「市議会」に対して、資金の使途について説明する責任がある。 

○情報は、必要（関心）のある人・必要（関心）のある時に伝わるものである。したがっ 

て、必要な人が必要になったときに情報を容易に入手できる仕組みが必要になる。情報 

の入手を援助する仕組みとして、小学校区コミセンに、「行政情報コーナー」を設置し、 

地域の情報を共有してはどうか。 

○市は、わかりやすい言葉を使って市民に説明すべきである。別に説明が必要となる言葉 

（専門用語、外来語など）は使わず、市民（大人でも子どもでも）がすぐに理解できる 

ように説明して欲しい。 

○市は、情報を伝える相手の立場に十分に配慮した表現を用いて説明すべきである。例え 

ば、高齢者向けの情報や緊急時の連絡先などの重要な情報には、特に大きな字を使うこ 

と、生活に直接影響する内容には、どのように変わるかを図示すること、読み手に、前 

提となるような情報が必要無いように配慮をすることなどがある。 

○市は、自治会へ回覧を委託しているが、その書類や資料が非常に多い。市民が全てを読 

んで理解することが難しくなっており、読まずに回覧をしているのではないか。市は、 

現状の細かい情報内容までを提供するよりも、要約したものを市民に提供した方が、市 

民にとっては、もう少し読みやすくなるのではないかと思う。 

○市は、市民に対して、市民サービスに影響するような情報は漏れなく提供することが必 

要である。また、市民が情報を得ることができる場所を案内することも必要である。 

○市は、市の将来に向けた考え方（例えば、どのようなまちづくりをしようとしているの 

か、財政状況はどうなるのか、観光資源にどれだけ力を注いでいくのかなど）に関する 

内容の情報提供を増やして欲しい。また、市は、行政運営状況（職員の給与、組織など） 

についても、わかりやすく説明することが必要である。 

○市は、行政運営の透明性を確保するため、市民に対して正しく情報の提供を行うべきで 

ある。つまり、市にとって都合の良い情報のみが提供されていないこと、具合の悪い情 

報の提供もきちんとされていることが重要である。 

○市は、政策・計画の立案や事業の見直しの過程において、特に市民生活に重要な影響を 

及ぼすものについては、その決定以前に市民に対して積極的に情報の提供を行うべきで 

ある。例えば、新駅の建設や学校警備員の配置の見直しなど、積極的に情報の提供がで 

きているとは思えない。 

○地域に提供すべき情報の一つに、地域における事業の内容、事業費、県・市の負担額な 

どの情報がある。情報が伝わることで、地域として、少しでも協力しようという意識を 

持つことができるようになる。 

○市から市民への情報提供の方法として、 広報あかし、 ホームページ、 市政ガイドブック、 

ケーブルテレビの番組、自治会による回覧板、新聞記事などがある。しかし、ホームペ 

ージを見ることができない人が多い、回覧板は即時性に欠ける、新聞は記事になること 

が保障されない、などの問題がある。市が、できる限り多くの市民に情報を提供するた 

めには、やはり、多様な手段を確保しておくべきである。また同時に、市は、どうすれ 

ば市民まで情報が届くのかということを考えることも必要である。
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○市が、市民に対して情報の提供を行った際には、市民に対して情報が届いたことを確認 

すべきである。 

○市が、市民に対して資料などによる情報の提供を行う際、その方法や手順が整理されて 

いない（閲覧のみ、有料・無料など）ように感じる。特に資料の閲覧だけができるとい 

う情報の提供の仕方は不十分である。 

○市の広報紙には掲載されないが、地域コミュニティにおいては重要な情報がある。ただ 

し、広報紙の役割は市全体を対象とするものである。回覧板という手段は、地域で各市 

民が問題意識を持ちながら見ることができ、地域で人のつながりを持つ上で重要な手段 

であると思う。 

○市民に対し、興味を持てるような、魅力ある情報の流し方、広報の仕方を考えて行うこ 

とが必要である。 

○地区別に細分化した施策予定や現況・問題点等を掲載した情報を提供すべきである。 

○コミセンが、 昔の町内会が発展した形になっているか疑問である。 意見を持っている方、 

リードできる方が活躍できる場を与えることが本来の情報（の目的）であると思う。地 

域でリードされる方が、できれば地道に地域の情報を噛み砕いて伝える活動をして頂き 

たい。 

○ボランティア団体で何ができるかなど、上手く行政に届いていない。また、行政は、ボ 

ランティア活動組織や内容の把握ができているのか。 

○市議会議員、市長、職員自身が情報を集めるため地域を歩いて見てほしい。 

○今後、行政は、情報提供、共有をどう高めていこうと考えているのか。市民の提案に対 

し、個々にその実現可能性を検討しようとしているのか。 

○自治に関する根幹部分で、「今まで知らされてこなかった、 あるいは隠された部分」 を 「明 

るみに出させる」ということが、難しさの本質であると思う。「見えない＝知らない」こ 

とには、市民は関心を示しにくいことを認識すべき。 

＜説明責任＞ 

○市が、市民に対して説明する際の考え方として、単に市が行うことの説明だけでなく、 

行う目的や効果まで、具体的に説明することが必要ではないか。例えば、職員の削減数 

の説明だけではなく、節約できた効果額と市民サービスの低下を防ぐための経費につい 

てまで説明することなどがある。 

４ 参画及び協働 

市民参画を保障するしくみ 

＜意見聴取手続＞ 

○「参画」という言葉が、単に「計画」段階への「参加」であるならば不十分であると考
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える。「計画」「実施」「評価」「改善」の全段階に、「参加」をすべきであるからである。 

「市民・事業者」は、「市行政」の計画、実施、評価及び改善等の活動の各段階への能動 

的な関与に努めるべきである。「市行政」が行政活動の各段階への「市民・事業者」及び 

「市議会」への関与の機会を提供することを自治基本条例において記述すべきである。 

○公の施設の管理運営に、市民が関与（ボランティア等）する仕組みを、自治基本条例に 

記述しておくべきである。例えば、管理委託時の契約事項として、協働を積極的に推進 

する内容を必須とするなどがある。公の施設には、収支を超えるニーズが存在し、その 

ニーズに対応できているか市民・事業者によってチェックするしくみが必要である。逆 

に、収支が図れるような施設は公が建設運営する必要が無い。 

○個々の重要な政策決定に関しては、その都度住民の意思を反映するしくみが求められて 

いる。 

○意思決定段階（まだ決まっていない段階）の情報を、どのように市民に提供し、共有し 

ていくかという高いハードルがある。「情報共有」の議論では、こうした問題を検討委員 

会が認識し、市行政側もそのための考え方や方針を明確にしていくことが必要である。 

○「陳情、請願、参画、協働、オンブズマン制度」と「住民投票」は、レベルと役割は質 

的に大きく異なる。多様な課題やステージに対応して、それにふさわしい多様な仕組み 

が用意されることが必要。市民一人ひとりが間違いない理解ができるよう、検討委員会 

の議論は丁寧にしてほしい。 

○「協働」と対にあたる言葉は、「参画」よりも「対話」という言葉の方が適切である。 

○「市」は、「市民」、「市議会」及び「行政」の三者で構成される総体であり、「市民」、「市 

議会」及び「行政」はその部分（構成）であると考えられる。そして、「参画」は「総体 

（市）への部分（三者）の参画」と「ある部分への他の部分の参画」という異なる種類 

の「参画」があるため、自治基本条例では、この異なる二種類の「参画」について規定 

する必要がある。 

○行政活動は、市民の生活及び事業者の活動における課題の解決や満足の向上を目的とし 

て行われることから、情報、理解及び選択の不一致の解消や縮小のために、「行政への市 

民参画」が必要となる。 

○市が市民の声を受ける手段として、市民相談窓口、提案箱などがあるが、市民にはあま 

り知られていないと思う。市は、市民への窓口を一本化するような機能を果たして欲し 

い。例えば、課題の解決に複数の行政組織が関わるような要望事項についての連絡調整 

を行うことがある。 

○市民が行政運営に参画するためには、市が、市民からの意見を十分に聞くための機会を 

持ち、説明をすることが必要である。例えば、タウンミーティング（例えば、市長と地 

域の高齢者との間で）など、市民からの声を直接聴く機会を設定することである。 

○多様なニーズや価値観を持った各年代層からの市民を無作為に抽出して、参画させるこ 

とはどうか。 

○市は、施策や計画の決定に至る過程や根拠など、経過の情報を公開して、市民と行政が 

情報共有を行うことが、市民参画ができるための前提条件である。
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○市が市民と実施しているタウンミーティング、パブリックコメント、審議会などにおい 

て、市民が意見・質問をしているが、どのような意見があったのか、どのように取り組 

むのかといったなどの回答・結果が無い。意見・質問等に対する回答が無いことは、行 

政不信に繋がる。例えば、新駅建設の情報は、市議会議員や市民にどれだけ提供し、ど 

れだけ意見を吸い上げたのか。 

○市民は、市議会議員を通じた形で行政に参画しているが、その他の参画をあまりしてい 

ないと思う。また、市議会では、市民の個々の要求・要望よりも幅広い視野での議論が 

行われる。市民の声が議会での議論において十分に反映できない際、その調整をするた 

めの役割や仕組みを、市が市民に対して示して欲しい。また、市議会議員が、各小学校 

区にいて、各地域のことを把握することができれば、市民の声が反映しやすくなる。 

○市民参画において、どういう保障があるのかわからないまま責任を持つということは理 

解が難しい。例えば、大蔵海岸事業は、市民に責任があるのではなく、市と市議会にも 

責任がある。 

○予算発表する前に、次年度取り組む事業内容をわかりやすく広報すべきである。事業名 

と金額だけを示されても、市民は内容を理解することができず、意見も言えない。市政 

だよりの特集号で全頁を使用して内容説明するなど、積極的な情報提供が必要である。 

また、市民活動拠点を作るという予算が上げられているという報道があったが、予算計 

上前に、市民活動団体と事前協議をきちんと行ったのか。 

○ボランティアは福祉担当、まちづくりはコミュニティ担当と一体になっていない。最近 

は福祉の市民会議で参画できるようになった。行政内部での縦割りを市民が感じるよう 

では市民が参加するような条例はできない。行政内部で、どういうコミュニケーション 

をとっているのか、コミュニケーションのあり方の研修も必要でないかと感じる。 

○パブリックコメント（意見募集）をした場合、意見をどのように検討して、採用、否採 

用に至ったかの経緯を示してはどうか。 

＜審議会等の運営＞ 

○指定管理者を評価する場合に、評価項目に「障害者の社会参加促進の観点」を加えて頂 

きたい。収支のみ重視するようになると弱者切り捨てになってしまう。障害者の方を評 

価委員に加えることも一考して欲しい。また、各種審議会の委員選定の方法も見直し、 

条例の中に具体的に盛り込むことを提案する。 

＜住民投票＞ 

○住民投票に関する議論において、費用がかかる等の説明に対し、詳細な議論がされない 

まま、条例への盛り込みの可否について、各委員に意見を求めたことに違和感がある。 

検討委員会での議論が不十分ではないか。再度議論が必要である。 

○住民投票の対象となる事案が将来発生するかどうか、生活上の基盤が備わっているかど 

うかは、人それぞれによって捉え方が異なる。検討委員会がその場で結論を出すのは尚 

早であり、多様な市民意思を踏まえた姿勢ではない。
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○市民投票について、実施の請求をする際に必要な連署の割合を検討して欲しい。また、 

市民投票により可決した事項は、議会の否決を受けないことを自治基本条例に記載して 

欲しい。 

○自治基本条例の中に「住民投票制度」に関する条文を設けることは、「市への市民参画」 

を明文化するという意味を持つ。そして、市議会や行政が、市民と同様・対等な立場で 

自治基本条例検討委員会に参画することは、三者のパートナーシップの具現化であるた 

め、このような「市への三者の参画」の仕組みに関する条文を同条例に規定すべきであ 

る。 

協働のしくみ 

＜コミュニティ活動＞ 

○「行政資源」の活用（行政が対応困難になってきている）による「行政経営」から、「地 

域資源」を活用する「地域経営」という考え方に変わってきている。明石市の運営は、 

「市民・事業者」、「市議会」、「市行政」の三者が協働（それぞれの主体の権限と責任の 

働きを重ねるもの）して行う形、協働運営があるべき姿である。自治基本条例に、この 

「地域経営」の考え方を記載してはどうか。 

○「協働の理念」は、主体的かつ自主的なものであり、震災時の「ボランティア活動の理 

念」が浸透して、この「協働の理念」が理解されるようになったと思う。「市民・事業者」、 

「市議会」、「市行政」は、自治の目的を共有し、互いの立場を尊重し、対話し、協力し 

合って、あくまで主体的かつ自主的に、それぞれの働きを遂行するべきである。 

○「市行政」は、自治会・町内会その他民間非営利組織が実施する自治の目的を達成する 

ために必要な活動を支援すべきであると考える。自治会・町内会その他民間非営利組織 

は、活動資金を自ら確保すべきであるという考え方があるが、寄付文化が根付いていな 

い現状では、民間非営利団体が資金を確保することは大変に難しい。「市民・事業者」が 

「市行政」へ一旦納付した税金等の一部を、「市行政」から「市民・事業者」に戻すこと 

に大きな問題があるとは考えていない。 

○行政は、市社会福祉協議会が実施する地域福祉推進活動及びその他の自治の目的を達成 

するために必要な活動を支援すべき。地区社会福祉協議会は、小学校区を単位とする校 

区社会福祉協議会へと改組させることが緊急の課題である。また、行政の役割は、地域 

福祉計画を策定することであり、地域福祉推進の活動主体は社会福祉協議会である。 

○自治会や高年クラブなどが行政に協力することは目的の共通性からして当然と言える。 

行政としても、自治会、高年クラブなどの組織や機能の正確な理解の上に、両者の関わ 

り方について再検討を行うことが求められるのではないか。 

○地域で生活する私たちが、どれだけ課題を自分のこととして考えられるかが重要である。 

また、各個人が、身近な近所付き合い方など、できる範囲でコミュニケーションをとる 

ことも大事である。 

○まちづくりにおいては、市民、事業者、市行政が各々役割を果たし、協力して取り組む
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ことが必要である。また、市民と市行政だけではなく、事業者も（工業地帯、商店街な 

どでは特に）積極的にまちづくりに関わって欲しい。 

○地域づくりの単位（コミセン、自治会など）を考えるべきではないか。単位毎に経営資 

源の配分方法を検討すべきではないのか。 

○自治のコミュニティの単位として、自治会などの地縁型以外にテーマ型のコミュニティ 

があり、テーマ型のコミュニティも意見を持っている。 

○市は、市民と協働した結果をきちんと活かすことができていることを示す必要がある。 

例えば、分別収集したものがきちんとリサイクルされていることを示すなど。 

○全ての小学校コミセンの代表が集まった場で、地域と市行政との間での役割分担などの 

協議をすれば良いのではないか。 

○地域コミュニティの単位として、小学校単位ではない方が良い地域はないか、中学校単 

位の方が良い地域もあるのではないか。 

○福祉コミュニティ作りという観点で、コミセンなどに福祉関係で集える拠点が欲しい。 

例えば、コミセン内に、市民の立場でニーズを受けることが出来るような者（コーディ 

ネータなど）の居場所があれば良い。 

○市民団体の活動拠点について、コミセンはなかなか確保できない。できれば同じ町内に 

集会所が欲しい。市民活動フリースペースについては、次年度無くなるかもしれない。 

安定して確保したい。他市では、低額な家賃が必要となるが、事務所になるような場が 

提供されている所がある。 今、 市民活動を潰したら市民参加型のまちづくりは出来ない。 

○行政は、市民活動団体、ボランティアの現場、課題や要望を理解するため、直接インタ 

ビューすること、もっと団体と議論することが必要ではないのか。また、市職員ももっ 

とボランティア活動に参加して欲しい。 

○各コミセンに職員を配置するよりも、自治会と市民活動団体との連携が進んでいるモデ 

ル地区を対象に金と人を割当てることを要望する。検討した結果を検討委員会で報告し 

て欲しい。 

○地縁団体と市民活動団体との協働というテーマは、全国で模索されている。自治会が、 

ＮＰＯ的な広がりを持ち行うところ、その逆の場合など、今後、考えていかなければな 

らない課題である。 

○民生委員においても、情報を多く頂いても一人では動けない対応できないという悩みが 

ある。要援護者も個人情報保護の問題がある。 

○防災訓練などの行事は目的が一つなので、ボランティア、行政、共にすべき。また、マ 

ニュアル作成など各地域での助け合い運動をしている。 

○自治の担い手として、市民・事業者、議会、行政があげられている。団体も自治の担い 

手として記述しても良いのではないか。ボランティア、ＮＰＯなども市民のために活動 

しているなら、取り上げるべきである。細かく自治の担い手を記述することにより、自 

ら各々の役割が出てくるのではないのか。 

○「ボランティア団体」、「市民活動団体」、「サークル団体」、「ＮＰＯ」の言葉を整理して 

欲しい。ボランティア団体についても、登録されている方の何倍もの人が実際に活動し
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ているので、登録の有無という形で良いか分からない。 

○コミセンサークル活動の殆どは、サークル員の生涯学習の手助けとサークル員相互の交 

流・親睦が第一義で、その枠から抜け出すことが難しい現状である。 

＜コミュニティ・センター＞ 

○地域コミュニティ活動以外に、分野コミュニティ活動の拠点であることを知って頂くた 

め、利用する団体や機能（行政情報提供コーナーなど）をコミセンの施設外壁に掲示し 

てはどうか。また、コミセン事務室に、ボランティアの方が少人数で会議打合せができ 

るスペースを確保してはどうか。 

○市は、小学校コミセンに職員を配置するなど、まちづくり推進に向けての取り組みを行 

っているが、まだ、地域の意見を吸い上げること、市民にフィードバックすることがで 

きていない。 

○コミセンで協働に向けた取り組みを行っている。市が、協働を進める立場になっている 

が、 本当は、 地域の我々が協働について説明できる体制にもっていかなくてはならない。 

○小学コミセンへの職員配置をしているが、今後、行政が、何をしようとしているのか、 

その目的が市民に伝わっていない。 

＜市民活動への支援＞ 

○市民だけでは解決できない課題について、市の支援や協力により、解決できた事例があ 

った。例えば、不法投棄防止用のカメラ設置、分別収集の市民への意識付けや理解を求 

めること、夏場夜間の花火防止のための巡回などがある。 

課題解決のしくみ 

＜まちづくり推進組織＞ 

○「協働のまちづくり提言」において、標準的な協働のまちづくり推進組織が示されてい 

るものの、それ以外にどのような組織を加えて組織化すればよいのか当事者に余り理解 

されていない。その他の組織としては、民生委員や地区社会福祉協議会などが考えられ 

る。また、各地区ではコミュニティ推進協議会等のように類似した組織が既に存在して 

おり、これらが協働のまちづくり推進組織へと整備されていくこととなる。 

○協働のまちづくり推進組織内において個別の組織間で良好な関係を築くには、分野型組 

織の活動内容などへの理解不足や活動範囲が小学校区を越えているといった問題が横た 

わっている。これには相互理解を深めるとともに、分野型組織が小学校区単位に支部を 

設けるなど柔軟に組織改編することが必要である。 

○分野型組織は適切な活動拠点となる施設として、いずれかの小学校区コミュニティ・セ 

ンターを自ら選択すればよい。 

○協働のまちづくり推進組織における自治会とその他の組織との間には役割の相違がある 

が、組織間での協働が地域の課題解決には欠かせない。また、近年では、解決に向け専
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門的な知識・技術などを必要とする地域の課題も増えてきており、ボランティアやＮＰ 

Ｏなどによる活動が必要となってきている。 

○小学校の余裕施設という限られた資源をどのようにして最大限に活用するかは、協働の 

まちづくり推進組織にとって最も重要なテーマである。 

○「課題解決のしくみ」が、自治基本条例に与えられた１つのテーマであることを示すべ 

きである。 タウンミーティングなど行政と市民との協議を根気よく継続することを望む。 

○地域毎に課題は異なり、 地域にて優先順位をつけて取り組むことが必要である。 市には、 

地域を担当する職員の配置や課題解決のためのプロジェクトの設置を要望する。課題解 

決に向けて、自治会と共に作業することが望ましい。 

○市民が地域内で協力しあい、コミュニケーションを十分にとるようにすることによって、 

地域内で課題を解決している。例えば、ごみ出し時間を守らない者への注意、子どもた 

ちとのあいさつ運動などの取り組みがある。 

○地域では、勉強会を開催するなど課題の解決に向けた自主的な取り組みを行っている。 

例えば、自治会で、ごみ減量や廃品回収の取り組みを行うこと、まちづくり実践委員会 

などがある。市民が行政と共に身近な課題を解決するため、共に参加して考えることが 

できる機会として、ワークショップやフォーラムなどの取り組みを行っている。市は、 

ワークショップやフォーラムなどの活動の各地域展開を支援する役割がある。 

○地域の課題解決は、 地域として協働して行うことが一番良いが、 ＰＴＡ、 ボランティア、 

自治会、高年クラブなど独立して、昔からの人間関係の課題もあり、自分達の活動の中 

から抜け出せていない。 

○市、団体、自治会、民生委員などが協力して問題解決を行う上で、役割の決定や情報の 

共有などが効率よくできるような仕組みづくりについて整理できないか。 

○市民活動団体、ボランティアグループが自治会、商店街と協力していこうとして、時に 

はかなり悩みながら試行錯誤し、理解してもらおうという努力をした。ようやく人と人 

との繋がりができ、住民達の口コミにより伝わることがあり、地域との協働した形での 

イベント開催など実現することができた。 

○ＮＰＯ団体として活動しているが、地域との連携が進んでいない。理由が解らない。自 

治会から見て異質なのかもしれない。 

５ 市政運営の原則 

＜総合計画＞ 

○長期総合計画は、10年後の将来が予測可能であるとき、あるいは、行政主導で社会や経 

済がリードできるときには効果が発揮できた。現在は、逆に行政が社会や経済の変化に 

対応するために法律や制度の改正を頻繫に行っている状況である。また、計画の項目よ 

りも、首長マニフェストの項目の方が優先される状況となっている。したがって、行政 

は、長期総合計画に関する考え方を大幅に見直すべきである。
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６ その他 

＜自治基本条例＞ 

○自治基本条例を制定することによるメリットや何が変わるのかについて、具体的に知り 

たい。自治基本条例の制定の必要性を感じていない。自治基本条例制定の是非について 

市民の意見を聞くべきではないのか。他に優先して検討すべき別の課題（環境、防災、 

財政など）があるのではないのか。 

○自治基本条例が制定されれば、市民からの意見が吸い上げられる仕組みになると思って 

いる。 

○自治基本条例は、自分たちの地域で課題の解決を求めているものであると感じる。 

○自治基本条例を制定する際に、これまでの取り組みを安定した制度や仕組みにしたい、 

という内容を具体的に説明して欲しい。 

○行政として、明石市をどうしたいのか、目指すべきものを示すことが必要ではないのか 

と思う。市から市民に対し、たたき台となる条例案を提示して欲しい。 

○自治基本条例の意見交換会における最初の議論は、市からのたたき台・条例案の提出の 

無い白紙の状態で良いと思う。時間をかけて白紙状態から意見を聞いて、条例を作って 

いくべきである。 

○自治基本条例に、市民意見をどのように反映するのか、議論してほしい。 

○自治基本条例は、市民の理解や認識が必要である。市民の理解が得られるよう、十分時 

間をかけて討議検討をお願いしたい。 

○自治基本条例の制定自体が目的ではなく、遵守できるかが問題であると思う。具体策は 

あるのか。 

○他市の自治基本条例の例は、暮らしやすいまちづくりなど当然のことが記述されている 

ように感じ、何を意見したら良いか分からない。 

○自治基本条例が本当に必要であるかどうか理解できている人はほとんどいないのではな 

いか。 

○生活することが精一杯の人も考えて条例づくりをしてほしい。検討委員会などの会合に 

興味がある人が少ないことも問題である。健康で文化的な生活ができないような環境下 

で良くないことがおきている。真面目に生きることが一番大事なことであると思う。 

○第６回の検討委員会（環境政策）では市民のレベルを引き上げるにはどうすれば良いか 

というような雰囲気に感じた。レベルを上げることは、自治基本条例の目的では無く、 

支配関係を改めようというのが自治基本条例の精神であると考える。 

＜地域自治（組織）＞ 

○地域自治とは、市民が自主的に参加して「共助」をするものであると考える。したがっ 

て、地域自治の範囲は、市民ができるだけ自治に直接関わることができる区域とすべき
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である。地域自治の範囲として、具体的に小学校エリアとする考え方を自治基本条例に 

明示してはどうかと考える。また、文化・スポーツ・教育・交流・伝統、保健・医療・ 

福祉・介護・環境等の事業活動において小学校エリアの規模では十分な成果をあげるこ 

とが難しいものについては、別途（中学校エリアなど）定めるものであると考える。 

○自治会・町内会は、地域自治の基盤をなす民間非営利組織であり、地域住民の合意を形 

成する唯一の場であると考えている。「市行政」が制定する条例により、「市民・事業者」 

が、自治会を組織し、加入し、活動することを「市民・事業者」の義務とすることにつ 

いては反対である。一方、自治基本条例は、「市民・事業者」、「市議会」、「市行政」の三 

者の合意によって制定するものであるため、「市民・事業者」が条例の提案者として、自 

らに努力義務を課すことができると考える。ただし、「市民・事業者」が、自治会を組織 

し、加入し、活動することは、それぞれの自由であるということを否定するものではな 

い。 

○地方分権時代における「住民自治」は、これまでのように行政だけが担うのではなく、 

市民や民間事業者が広く役割を担っていくことが重要であるため、自治基本条例は自治 

体運営とまちづくりへの市民の主体的な参画を保障するとともに、基礎自治体である明 

石市の行財政と事業を「市民分権」していくための仕組みづくりが重要な課題として意 

識されなければならない。 

○小学校区を市民分権の基本的な単位とし、自治会など地縁型組織とＮＰＯなど分野型組 

織により構成された地域自治組織を、 自治基本条例その他の個別条例に明確に位置づけ、 

民主的な運営に努めるとともに、広域的な課題については地域自治組織間の連携を図っ 

ていくことにより、地域自治組織を具体化していく必要がある。しかし、地域自治組織 

を運営するにあたっては、①活動拠点の確保、②人材の確保と育成、③資金の確保と運 

用のあり方、④情報の共有、⑤行政の役割のあり方といった課題がある。 

＜自治会＞ 

○市が、市民の自治会への参加を呼びかけて欲しい。地域で何かする際には、自治会が行 

わざるを得ない。また、まちづくりの母体は自治会ではないのか。市民に自治会を理解 

してもらうための取り組み、集合住宅の建設段階での事業者との話しあいの機会を作る 

など、市が協力できないかと思う。市が集合住宅の計画がある場合には、業者が自治会 

へ説明するように指導していることは評価するが、説明は、施主（設計会社ではなく） 

にお願いしたい。 

○自治会未加入者に対しては、回覧による情報の提供ができていない。また、市からの情 

報の伝達ができていない。自治会から、自治会未加入者に対しては、ごみ出しなど地域 

でのルールに対する注意や啓発が難しくなっている。市が、市と自治会が連携していか 

なくてはならないと考えているならば、市民の自治会加入について、市が強く指導をし 

て欲しい。 

○市民の自治会加入率を減らさないよう、自治会は努力している。例えば、子どもが中学 

生になったときにやめないように個別訪問する、転入してきた方と積極的に自治会加入
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のメリットを説明する、 自治会長が根気よく足を運びイベント案内の通知を続けるなど。 

○自治基本条例に、市民は自治会へ加入しなければならないという意味や自治会役員の立 

場、あり方、支援などについての記述ができないか。 

○ボトムアップ的な市民参加の仕組みは、 既にできていると思う。 自治会が、 高年クラブ、 

子ども会などの団体を網羅し、要望等をまとめ、市に要望している。広域であれば、校 

区の連合会へ、さらに広域であれば、広域の連合会へ上げてから市へ要望するという形 

になっている。 

○自治会、地域の活動において、個人情報保護の問題により、一人暮らしの高齢者、要援 

護者などの情報の共有が難しくなっている。 

○自治会にて、地域に必要な情報の提供、コミュニケーションを積極的に行っている。例 

えば、自治会新聞の発行、新聞の切り抜きや地域に必要なニュースを噛み砕いて回覧す 

るなど。 

○自治会により運営の仕方が違うため、互いに紹介しあえる仕組みが必要ではないか。 

○自治会において地域の人の意見をまとめ上げていく過程で、市とどのように関わるかが 

問題だと思う。自治会において、対自治体・高年クラブ・子ども会などとの関係のあり 

方や発展の方法について議論することが必要である。自治会の施設の運営に関しても、 

市が関わっていって欲しい。市民側でも、問題意識を持って考えること、地域力、市民 

力が大事ではないか。 

○自治会役員は、行事に対する負担が多すぎる。 

＜検討委員会＞ 

○テーマに関する論議がなされようとしているが、各委員の言いっぱなしに終わっている 

感がある。各委員間討論の活発化を望みたい 

○会議開催日の１週間程度前に、会議資料を届けること。会議の質疑、確認をボードなど 

を使用して視覚的に行い、内容は保存し活用することを提案する。委員から事務局へ会 

議資料の内容を指示するなど、委員会のリードが必要である。 

○２時間の協議のうち、１．５時間がテーマ説明であり、議論時間が０．５時間と短い。 

委員各位の意見が十分に出され、意見交換が深められる状況でないことを不満に思う。 

テーマに対する課題を提出していただきたい。説明は、必要最小限にしておき、委員会 

の席では質問対応の形が望ましい。委員会側がテーマ説明を行い、市当局は必要に応じ 

て補うという形にならないか。 

○自治基本条例の制定にあたり検討・提案された「個別的課題」は、「市民・事業者、議会、 

行政」の「行動主体毎の行動予定」としてまとめることを提案する。まとめは、三者の 

対話と協働により行われるべきである。 

○自治基本条例の策定にかかる熱意や労力を行動予定の策定まで継続させるか、自治基本 

条例の制定と並行して行動予定の策定に注力されるべきである。市民・事業者の行動予 

定の策定までを想定した取り組みを検討委員会に期待する。行動予定を行動に移すため 

の理念の提示や手法の開発を検討委員会に期待する。
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○市民・事業者、議会、行政から、それぞれの自治基本条例に対する考え方を聴取し、評 

価、三者の考え方の間の調整を行い、三者に再考を求めることが検討委員会の役割であ 

ると考える。（これまでの計画や条例の検討会は、行政の考え方をまとめるもの。）市民・ 

事業者の考え方の聴取を行う意見交換会は、「検討委員会」が主で事務局が補佐する形式 

が望ましい。しかし、現状の意見交換会は、行政と市民・事業者の間の意見交換会にな 

っている。自治基本条例は、行政が策定する条例であり、策定に対し市民・事業者の意 

見を反映させて行政の考え方をまとめるという意識が行政にあるためではないか。 

○検討委員会は、市民・事業者、議会、行政のいずれにも属さない第三者機関である。検 

討委員会の事務局が、行政に対する「市民・事業者の立場」からの意見を検討委員会に 

求めることについて疑問を感じる。行政の考え方には、「市民・事業者」からの意見反映 

は不要。意見反映は、検討委員会の役割である。 

○行政は、早急に検討委員会に対し「行政の考え方（行政は一体どうしたいと考えている 

のか）」を示して、評価・意見を求めればよいと考える。 

○テーマについて、 行政から出されたものを、 検討委員会が自由に調理すれば良いと思う。 

○市民・事業者の考え方の集約作業は、「検討委員会の事務局」の役割であり、分析作業は、 

「検討委員会の委員」の役割である。 

○検討委員会の事務局を担当する職員と行政の方針や考え方を述べる職員は異なる立場に 

なる。同一職員（特に会議の進行役）が二つの立場を兼ねることは避けるべきである。 

○自治会他、地域諸団体代表からの発言内容を、特に興味をもって拝聴しているが、どう 

も違うように感じられることが多い。住民にとっては、検討委員会の論議を通じて、自 

治会や高年クラブなどが、さらに身近になったと感じられるような具体的成果を期待し 

たい。 

○市行政において、自治基本条例と他の条例や制度との関係についての考え方がまとまっ 

ていないのではないかと思う。市民・事業者にこのことを示すのはいつの機会になるの 

か。検討委員会において、自治基本条例そのものについての明確な概念（コンセプト） 

を確立させることを提言する。 

○検討委員会において、自治基本条例制定後の既設の仕組み（条例等）との調整や整合 

性をどう考えるのか、その方向性まで踏み込んだ議論をすることを検討してほしい。 

＜意見交換会＞ 

○小学校区における協働のまちづくり推進組織のあり方をテーマとし、住民同士及び住民 

と検討委員会との対話に重点を置いた意見交換会を検討委員会主催で開催することを提 

案する。これは同委員会の役割である。 

○自治基本条例の意見交換会に、参加者を募る場合は、自治基本条例の内容、これまでの 

問題点、議論で聞きたい内容など、理解ができる情報を事前に示すべきではないのか。 

自治基本条例について、自分の事業との関連から知りたいと思って出席した。知りたい 

という受け皿が無い人には、通知しても来ないと思う。もっと丁寧な情報提供と案内を 

すべきではないか。自治基本条例の検討となると、市民は関係無いかと考え参加者が少
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なくなる。 

○市民活動団体（ＮＰＯ)との意見交換会への団体側の出席者が少なかったことの責任は、 

行政と市民活動団体の両者にあるが、行政の広報活動、情報の発信が市民活動団体に通 

じていないからであると考える。行政は、一般市民への情報発信の方法を研究し、即実 

行して欲しい。 

○意見交換会では、環境美化、子育て支援、情報、参画などの説明があったが、明石市民 

はもっといろんな事を学んでおり協力している。この説明内容では、自治基本条例の言 

葉の意味や目的、メリット・デメリットの理解ができない。 

○地方分権化の推進に備えるための条例制定だが、ニーズが熟していないので説明・設問 

が抽象的で意見が出しにくいのではないか。 

○意見交換会で出された意見の内容、回答が明らかになっておらず、検討委員会にも報告 

されていない。市民に報告して欲しい。 

○意見交換会の運営について、行政への不満を聞いているようでは、形だけの条例しかで 

きない。何回もワークショップを開催して前向きな意見を取り出すべき。 

○自治基本条例の説明会には、多くの市民が議論に参加してもらいたい。各自治会長は、 

責任出席すべきである。自主参加ではなく、市民の参加要請ができないか、様々な意見 

を聞こうと思うならば、ランダムに人選すべきであると思う。自治基本条例のテーマに 

限定せずに議論する機会を設けることはどうか。アンケートを全世帯に配ることはどう 

か。 

＜その他＞ 

○元気な高齢者対策への予算は組まれているが、虚弱な高齢者（入院・退院をくり返し、 

ベッドで生活するひとり暮らし）は捨てられている。弱者はお金がかかるので切り捨て 

ということなのか。給食の民間委託の拡大というだけで処理されるのか。 

○市民・市議会・行政には役割があるが、馴れ合いになっているのではないか。 

○市民に対しても危機意識を条例にどう織り込むのか、検討してほしい。 

○助成金の申請書について、民間では市民活動をしている方が書きやすい内容になってい 

るなど十分配慮がなされている。 

○基本的に「役所のタライ回し」を無くすしくみが最も重要である。具体的な方策（単な 

る意気込みやお題目でなく）を明確に示してほしい。 

○自治会、コミセン、小学校などに市民提案箱は無いのか。 

○苦情が多いと思うので、建設的な意見を集める市民提案箱を設置してはどうか。市長室 

として、市民に顔が見える場所に市長が座る時間を作ってはどうか。 

○マンション建設により、人口急増し、農道へも車両の通行が増えるなど、まちが急速に 

破壊されている。市だけの問題でなく、県、地権者もいるが相談先が欲しい。





「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） 

【お問い合わせ】 

明石市自治基本条例検討委員会事務局 

（明石市総務部総務課） 

〒673-8686 明石市中崎 1 丁目 5-1 

TEL 078-918-5005 

FAX 078-918-5103 

E-mail soumuka@city.akashi.hyogo.jp 

※委員会に関するこれまでの検討経過などは下記 URLをご覧ください。 

http://www.city.akashi.hyogo.jp/soumu/soumu_ka/jiti_kihon/kentouiinkai.html




