
中間まとめに対するパブリックコメント一覧（意見募集結果） 

※ 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 中間まとめ全体 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 自治基本条例の目的は、「あかしをどういう 
まちにしようか」ではなく、「明石市が困ってい 
る問題を市民と共に解決するプログラムをつく 
る」こと。 

ご意見の「問題を市民と共に解決すること」 
については、中間まとめ４－３「地域コミュニテ 
ィ」に盛り込んでいます。 

② 具体的な仕組みをまず作り、その実践から 
得られた理念や原則を自治基本条例に活かす 
べき。 

これまでは、全体的な自治の仕組みやまち 
づくりの基本ルールを定めた条例がありませ 
んでした。この自治基本条例の制定後、条例 
の趣旨に沿って個別の条例などを体系化し、 
整備していくことが重要と考えています。 

２ 用語の定義 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 参画とは、計画段階での参加を言い、一方 
が他方へ参じて加わる関係は、他に実施や評 
価などの段階でも起こるため、より適切な表現 
である「参加」に改める。 

市の条例・規則ではこれまでも「参画」という 
用語を「単なる参加ではなく、より積極的に意 
思決定過程へ加わる」という意味で使ってお 
り、「参加」という用語と使い分けをしているた 
め、「まとめ」では、このような市のこれまでの 
用法に合わせて「参画」という表現を用いること 
としました。 

② 「市」は、市民・行政・議会で構成されている 
が、中間まとめでは「明石市行政」や「明石市 
職員」と混同している箇所があり、書き分ける 
など表現を改め、考え方を明確にするべきであ 
る。「自治体」も同様に、意味を明確にする必 
要がある。 
○「…、市民と市がコミュニケーションしながら、 
…」（「市民参画」とは） 
○「市民と市、市民と市民が、…」（「協働」と 
は）など 

中間まとめにおける市とは、市の執行機関 
及び市議会をいいます。 

３ 自治の基本原則 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 行政サービスは、利用者と負担者が必ずし 
も一致しない「共生共助」の考え方で成り立っ 
ているため、自治の基本原則に「共生共助の 
推進」を加える。 

また、「自治基本条例とは、市民、市議会、 
市など明石のみんなが共有する、これからの 
「明石の自治」の姿を定めるものです。」と記述 
しているが、まちづくりのビジョンや目標を規定 

納税者としての市民の義務と行政サービス 
の提供を受ける市民の権利については、中間 
まとめ３－１－⑵「市民の権利と役割」に盛り込 
んでいます。 

また、「これからの「明石の自治」の姿を定め 
るものです。」は、自治の仕組みやまちづくりの 
基本ルールを定めることを意味しているもので 
あり、ご意見の趣旨とほぼ同じ内容であると考 

「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）」に対するパブリックコメ 

ント（平成２０年８月１日～２２日）を行ったところ、５名からご意見が寄せられました。意見 

の概要とそれに対する検討委員会の考え方は次のとおりです。



するものではないため、「明石市を構成する市 
民、市議会及び市長その他の執行機関の関 
係を示し、明石市における自治を推進するた 
めの仕組みや手法の原則を定めるもの」に改 
める。 

えます。 

４ 自治の主体 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 住民自治の要件である「参画」「協働」「情報 
共有」に議会がどう取り組んでいかねばならな 
いかを、明確にしていく議論を議会とキャッチ 
ボールしながら条例案に盛り込んでいくことが 
必要ではないか。議会と行政、市民との関係 
等について、もう少し突っ込んだ言及が欲し 
い。 

検討委員会から市議会へその役割などの検 
討を依頼し、「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」と題する検討結 
果を提出していただきました。その後も、中間 
まとめ報告会を開催するなど市議会との意見 
交換を踏まえたうえで検討を進め、市議会（議 
員）の役割と責務を最終まとめに盛り込みまし 
た。 

５ 市民参画と協働のしくみ 

⑴ 市政への市民参画 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 市民意識調査は、多くの市民が参加できる 
市政運営の評価システムであり、市民の権利 
として保障され、市長その他の執行機関の責 
務として明記されなければならない。 

市政への市民参画にあたっては、市民の権 
利と役割、市長等の責務などを自治基本条例 
で定め、具体的なルールや仕組みの詳細につ 
いては、別に条例で定めるべきです。 

② 適切なタイミングで、最適な参画手法の選択 
や多種多様な参画手法が用いられることによ 
り、市民の参画が保障されることは基本原則 
に定められるべきであるが、その具体的な実 
施方法を検討し、明記すべき。 

市民参画には様々な手法があり、自治基本 
条例の制定後、これを基に実践を積み重ね、 
より具体的なルールを模索し、整備していくこと 
が重要であると考えています。 

③ 本来ならば先に「市民参画条例」を策定し、 
実践例が積みあがることにより、自治基本条 
例に書き込むべき原則が見えてくるが、明石の 
場合は自治基本条例が先行していることから、 
市民や行政などの関係性を固定化させないよ 
う留意しなければならない。 

ご指摘のとおり、現時点での状態に固定す 
ることなく、それぞれの担い手の理想像をイメ 
ージしながら検討を進めました。なお、検討委 
員会としては、市民参画条例を早急に制定す 
べきだと考えます。 

⑵ 協働のまちづくり 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 地域での多様な意見をまとめていくには、地 
域のリーダーの発掘と養成、住民の意識改革 
などが必要であり、その具体的な手法を盛り込 
んでほしい。 

ご意見を踏まえ、中間まとめで提案していた 
「市の市民活動への支援」を最終まとめでは 
「市長その他の執行機関の責務」として位置 
づけ、その具体的な支援策を盛り込みました。 

② 行政や事業者、地縁団体、ＮＰＯの役割をあ 
る時点で規定してしまうと、その後の状況の変 
化などによって適切でなくなることがあり、望ま 
しくない。また、４－２－⑸「市の市民活動への 
支援」で、市行政と市民活動との関係は多様で 
あり、一方的に「支援する─される関係」では 
ない。 

将来の状況の変化を想定することは非常に 
困難を伴いますが、現時点での状態に固定す 
ることなく、それぞれの担い手の理想像をイメ 
ージしながら検討を進めました。また、ご指摘 
のあった「市の市民活動への支援」について 
は、市がその権限・役割の中で行う側面的な 
活動を総合的に「支援」という言葉で表すこと 
は、不適切ではないと考えます。



⑶ 地域コミュニティ 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 地域コミュニティは、協働の提案を行うのみ 
が役割ではない。地域自らが課題を解決し、市 
議会及び市長その他の執行機関に地域の課 
題の解決を迫ることも重要な役割である。 

中間まとめ４－３－⑴「地域コミュニティの位 
置づけと役割」で、地域での合意形成を図り、 
自ら地域の課題を解決するための自主的・主 
体的な活動を行うことを位置づけていました。 

② 小学校区ごとの住民まちづくり組織やコミュ 
ニティ・センターの機能・役割について、住民自 
治やコミセンの状況が一律でない段階では、 
書き込む範囲を慎重に考えなければならな 
い。実態もなく、課題も明確ではないのに「器」 
作り（全市一律のシステムやルールをあては 
める）を急ぎ、条例で固定化することは避ける 
べきである。 

地域コミュニティの組織づくりやコミュニティ・ 
センターの機能・役割について、その状況や熟 
度には、地域によって違いがあるため、さまざ 
まなご意見を参考にさせていただきながら、市 
民が主役となったまちづくりにふさわしい仕組 
みや基本的なルールの検討を進めました。 

③ 自治基本条例で地域自治組織を明石市の 
行政の一部を担う「自律した自治組織」である 
ことを明確にし、個別条例でその組織の要件 
や権限、財源移転、市行政との関係や市議会 
との関係等を明確にしていくことが必要であ 
る。 

これまでにも地域コミュニティについては、市 
の行政機能の一部、財源も含めて移譲する地 
域自治組織に向けた方向性を目指すべきとの 
意見が市民からありました。明石市内でもその 
萌芽が認められるところです。このような方向 
に向けた取り組みが市においても、地域にお 
いてもすすめられることが期待されます。 

⑷ 住民投票 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 住民自治をめざした自治基本条例では、直 
接民主主義を起こし、住民にその活用を促す 
方向で制度の充実強化をめざさねばならな 
い。住民投票制度は、単なる間接民主主義制 
度の「補完」ではなく、重要な政策決定や住民 
の意見が二分されているような場合に、住民 
意思を直接反映する方法として明確に位置づ 
けるべきで、常設型の住民投票制度が望まし 
い。 

検討委員会は、政策課題については、まず 
は市長等及び市議会において、十分な時間を 
かけて、慎重な議論をした上で、結論を出すこ 
とが望ましいと考えますが、多数の市民が市 
民投票という形で自分たちで決めるべきだと考 
えるときには、市民の意向が尊重されるべきと 
考えます。 

検討委員会では非常設型の市民投票が望 
ましいのではないかという意見もありましたが、 
上記のように考えると、常設型の市民投票制 
度を用意しておくことが必要だと考えます。 

また、市民投票の結果が市長等や市議会を 
拘束するわけではありませんが、結果を尊重 
すべきものと考えます。 

⑸ 情報の共有 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 情報を出す側の説明責任とともに、受け取 
る側の受信・分析能力が求められており、その 
努力を行う決意や、市からの情報提供の適切 
な時期について「市民が考え、判断し、意見を 
言うことで修正がきくタイミングで」など具体的 
に書き込むべきである。 

ご意見の趣旨を踏まえ、最終まとめでは、 
「地域課題を解決していく場面では、市から情 
報を提供されるのを待っているのではなく、市 
民の方から積極的に必要な情報の提供を求め 
ていかなければならない」ことを明記しました。 
また、市からの情報提供の適切な時期につい 
てのご意見の趣旨は、中間まとめ４－７－⑶ 
「市長その他の執行機関の責務」②・③の内容 
とほぼ同じものと考えます。



６ 市政運営の原則 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 中間まとめに書かれていることは一般的な 
原則であり、市政が現行からどのように変わる 
のかが見えてこない。市は全庁的に市政運営 
の検討を進め、具体的な姿勢改革の案を市民 
に示し、検討委員会はその案が妥当であるか 
どうかの審議を行うべきである。 

ご指摘のとおり、市政運営の原則を自治基 
本条例に盛り込むことによって、これまでの市 
政運営がどのように改善されるのかなど、検討 
委員会では、市政運営の現状を精確に理解す 
ることが難しく、どう改善していくべきかを議論 
することができていませんでした。 

中間まとめ後、市へ検討を求め、その検討 
結果を踏まえながら、最終まとめでは、市政運 
営の原則に対する委員会の考え方を取りまと 
めました。今後、それらを基にした市の取り組 
みがいっそう推進されることを望みます。 

７ 条例の位置付け 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 「市の最高規範」とは何を意味し、市民や行 
政、議会はこの条例制定によってこれまでとど 
のように変わらねばならないか。 

自治基本条例は、「市の最高規範」として位 
置付けられるものです。しかし、自治基本条例 
は、日本国憲法のように他の法規の上位に位 
置するものではなく、条例の一つにすぎないた 
め、他の条例などを拘束するわけではありませ 
ん。この自治基本条例に定められていることが 
市の「最高の理念、最高のルール」なのだとい 
うことを市民や行政、市議会が承認し、単なる 
条例ではなく自分たちの「憲法」として意識する 
ことが重要であると考えます。 

そして、自治基本条例の理念にのっとって市 
政運営を行うことや基本的な制度の整備に努 
めるなど、市において積極的な取組みが行わ 
れることを期待します。 

８ 条例の検証及び見直し 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 条文の中に見直し条項を加え、市民と市制 
の成熟度に合わせて不断の見直しを行うよう 
規定しておいた方がよい。 

自治基本条例の内容等が、社会情勢に適 
合しているかどうか、あるいは市民や市長等、 
市議会、市職員に理解され活かされているか 
どうかなどについて、市民参画のもとで、定期 
的に条例を見直していくべきと考えます。 

９ その他 

⑴ 委員会の運営 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 検討委員会による中間まとめ報告書策定過 
程が、地域における市民協働の準備・実践過 
程と連動していない。意見交換会が、地域の 
協働にどのような影響を与え、貢献するかが 
問題である。 

中間まとめに向けた検討委員会での検討と 
平行して、市民からご意見をいただくため、各 
中学校区での意見交換会などが開催されまし 
た。さらに中間まとめの後は、各小学校区へと 
拡大させ、その内容を市民へ報告するととも 
に、最終報告に向け多くのご意見をいただくこ 
とができました。 

② 行政側の意見を聞くために、検討委員会へ 
市職員を参加させるべきである。 

検討委員会の委員として、市職員は参加し 
ていませんが、関係部課職員が会議へ出席 
し、説明などを行っています。



③ 中間まとめ＜資料編＞には、「これまでの検 
討委員会での主な意見」が無記名で記載され 
ているが、無責任な発言とならないよう、発言 
者の氏名を記入した方がよい。 

個人名を記載しないからといって、委員が無 
責任な発言をすることはないものと考えていま 
す。 

④ 自治基本条例の検討には市民を巻き込んだ 
議論が重要であるが、条例策定時期（来年３ 
月）を考えると市民が意見を述べる機会を保障 
できる十二分な期間があるとは言えない。策定 
スケジュールよりも中身のある議論と条例づく 
りを優先するべきである。 

検討委員会では１９回にわたる会議を公開 
で開催し、会議録・会議資料を公表することに 
より、市民から多くのご意見が寄せられまし 
た。 

また、中間まとめの内容については、広報あ 
かし・ホームページへ掲載し、コミセンなどでも 
ご覧いただけるようにするとともに、パブリック 
コメントの実施や市民とのフォーラム・小学校 
区での意見交換会、市議会への報告会の開 
催などの取り組みを進め、内容の周知に努め 
てきました。 

このように自治基本条例の検討には、検討 
期間の長さよりも、市民・市議会・市長など自 
治やまちづくりの当事者間で自治基本条例の 
必要性や役割を共有し、その策定過程でどの 
ような情報提供、意見聴取をし、参画・協働の 
機会をもったかという密度が重要と考えます。 

⑵ 市民への周知 

番号 意見の概要 意見に対する検討委員会の考え方 

① 中間まとめの全文をホームページに掲載し 
ているだけで、要旨やポイントなどを市民に伝 
えようとしていない。また、フォーラムに出席す 
るか、ホームページからでないと中間まとめを 
入手する方法がない。情報共有への基本的な 
姿勢を欠いている。 

市民へ中間まとめの内容を分かりやすく伝 
えるため、概要版を作成し、本編・資料編ととも 
に市ホームページへ掲載するほか、各コミュニ 
ティ・センターや市立図書館、行政情報センタ 
ーなどで閲覧できるようにしています。


