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第４回明石市市民参画推進会議 会議録

日 時 平成２５年（2013 年）８月２９日（木）

午前１０時から午後０時１５分まで

場 所 明石市役所８０６ＡＢ会議室

出

席

者

委員 角松生史会長、久保はるか副会長、赤木紘委員、大原笑子委員

桑原功委員、杉本智子委員、高岸益子委員、武久榮一委員

森川乃梨子委員、山本洋子委員

市 高橋副市長、森本総務部長、中島総務部次長、上田総務課長

勝見総務課総務係長、丸山総務課主任、中島総務課主任

傍 聴 者 １名

審議事項 ・市民参画手続の実施に関する判断基準の策定について

・明石市市民参画条例の平成２４年度運用状況の評価について

配布資料 ・次第

・資料１ 市民参画手続の実施に関する判断基準について（案）

・資料２ 明石市市民参画条例の平成２４年度運用状況の評価方法につ

いて（案）

・資料３ 明石市市民参画条例 平成２４年度の運用状況報告

・資料４ 平成２５年度市民参画手続実施予定表

・諮問文

・明石市市民参画推進会議委員名簿

・明石市市民参画条例逐条解説

事 務 局 明石市総務部総務課
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１ 開 会

２ 高橋副市長あいさつ

副市長の高橋でございます。

本日は第４回目の明石市市民参画推進会議を開かせていただきましたところ、お

忙しい中、ご出席いただきまして本当にありがとうございます。顔ぶれを見させて

いただいても、地域で熱心に活動されている方や経験豊富な方ばかりですので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

本日の開催の趣旨ですが、市民参画条例が施行されましてから２年がたちました。

その間、市でも必要な案件についてはしっかりと市民参画を行ってきたつもりです

が、改めて委員の皆さんにさまざまなご意見をいただき、評価をいただきたいとい

うことが１点でございます。

あわせて、市民参画条例では、市民参画手続を必ず実施しなければならない具体

的な事項が書かれているところですが、それ以外については、市民の関心や与える

影響などから必要性を判断して実施することとなっております。しかし、その判断

が難しいところであり、いたずらに多くの案件について形式的に実施するのではな

く、実りのある市民参画をやっていきたいという意識から、その判断基準について

ご意見をいただきたいということでございます。非常に難しいと思いますが、市民

参画の本来の趣旨が損なわれないような物差しを、皆さんのご経験や知識の中から

導いていただきたいと思っております。

市民参画を十分に推進していくことが市民の自治を実現することに繋がると思

っております。

市では現在、財政健全化の取組を実施していますが、これも市民参画手続を経て

進めていこうと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

・高橋副市長は他の公務のため退席

・会議の定足数の確認（会議の成立を報告）

・会議の公開の確認

・会議資料の確認

３ 審議事項

諮問事項について、諮問文に基づき事務局から説明

【会長】

項目２の判断基準の策定については、昨年度の市民参画推進会議での審議の

内容等を受けまして、市民参画条例に定める市民参画手続が実施されていない

事例や基準が達成されていない事例などがあったわけですが、それらの中には

市の側の努力不足や理解不足によるものもあれば、他方で、そもそも条例に定
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める基準を当てはめることが妥当かについて議論がありうるものがあり、より

実質的な市民参画を推進するために、基準をしっかり当てはめていくべき事例

と、そうではない事例とを明確に区別する基準をつくっていこうというのが市

のほうで議論されたところです。本日は、事務局から基準の案が提案され、そ

れをこの会議で審議を願いたいということです。

諮問の順番としては、平成２４年度運用状況の評価と判断基準の策定となっ

ていますが、この会議で決める判断基準を基に、平成２４年度運用状況につい

て評価してほしいということですので、まず２の判断基準の策定から審議を始

めたいと思います。

⑴ 市民参画手続の実施に関する判断基準の策定について 

判断基準の案について、資料１に基づき事務局から説明

【Ａ委員】

条文というのは分かりにくくて、どう判断すればいいかなと思っています。

最後の「市が設置する審議会等のうち、市民参画手続に基づく市民参画手法と

して実施し、評価の対象とすべきもの」について、今の説明によると、資料３の

６ページが評価すべき対象で、９ページから１３ページは対象外だということで

いいですか。

【事務局】

はい、そうです。

【Ａ委員】

その辺の説明が、事前に資料を配付されたときにあれば、もう少し理解しやす

かったと思います。

【会長】

事務局と調整したのですが、もう少し分かりやすくお示しすることができず申

し訳ありませんでした。

今の点については、事務局はそれでよろしいですね。この案に従うと、今後は

資料３の６ページの審議会等だけが評価の対象ということになり、９ページ以降

の審議会等は評価の対象にはならないという考え方になるわけですね。

【事務局】

資料３の６ページに挙げているものは、新しい政策などを検討するに当たり設

置した審議会等ということであり、これは市民参画手続の一つとして行われた審

議会等となります。９ページ以降には、経常的に計画の進捗状況を報告する審議

会等や認定・判定を行うものなどを含めて、すべての審議会等を挙げております。

【会長】

平成２５年度以降の扱いについての確認ですが、９ページ以降の審議会等につ

いても引き続き資料としては作成して、この会議に提出する予定ですか。また、
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その際、未達成理由についても記載しますか。

【事務局】

設置している審議会等については、すべて報告させていただきます。評価の対

象外となる審議会等についても、市民参画条例に定める基準に準じて運用してい

きたいと考えておりますので、この資料は毎回作成し、お示しする予定です。

【会長】

分かりました。今後も、委員の男女比がなぜこうなっているかの理由、委員を

公募しない理由などについても記載するということですね。

さらに、２点確認したいのですが、それぞれの審議会等を評価の対象となる６

ページに位置づけるのか、それとも評価の対象外となる９ページ以降に位置づけ

るのか、その振り分けが妥当だったかどうかについても、この会議の審議事項だ

ということですね。

また、資料３の２ページの実施件数にパーセントが記載されていますが、この

パーセントについては６ページに挙がっている審議会等に関する割合が記載さ

れるという理解でよろしいですか。

【事務局】

はい、そうです。

【Ａ委員】

条例第６条第１項に係る基準を設けることについて、資料１の図でＡの部分、

Ｂの部分、Ｃの部分に分かれていますが、これを見ても具体的にどういうことな

のか理解できません。これまでの実施状況など積み重ねがありますので、こうい

うものだという例が記載されていれば理解できたのですが。

【会長】

事務局からもう少し具体例を挙げて説明をお願いします。

【事務局】

資料１の図については、Ａの部分が条例第６条２項に該当する政策等で、必ず

市民参画手続を実施しなければならないものです。その第２項の対象事項には当

てはまらないが、必要に応じて市民参画手続を実施すべきものがＢの部分であり、

第１項に該当するものが入るのではないかと考えております。広く市民の意見を

聞くというのが条例の趣旨であり、さまざまな案件について市民参画手続を実施

することが前提にはありますが、Ｂには第２項各号に掲げる対象事項と同程度に

重要なものが入ってくるのではないかと考えております。

【事務局】

補足いたします。

今のご質問は、Ｃに該当するものは、具体的にどのような事例かを示せば分か

りやすいということだと思います。資料３の１４ページから１７ページには、市

民参画手続を実施しなかった政策等として、条例や計画など挙がっております。

例えば、１４ページの４番に明石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を
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改正する条例があります。これは、市長が政策的・政治的な判断から、自身の給

料を条例の額より３割カットしているという現状がありました。それに伴い、副

市長の給料と逆転するということで、市長と副市長の職務権限等から判断して条

例改正をしたものです。これは、あくまでも内部の事務ということで、市民参画

の必要性は少ないと判断し実施しなかったものです。

次の５番に明石市市税条例の一部を改正する条例があります。市税の賦課徴収

については市税条例で決まっていますが、実際には法に基づいてその額や取り扱

いが決まっており、市に裁量の余地がないようなものがあります。こういうもの

については、市民の皆さんに影響を与えるものであっても、市民参画の必要性は

少ないと判断し、手続を実施しなかったというものです。

それを資料１の(１)の表に当てはめますと、例えば、内容等の欄の法令等に一

定の基準が定められておりその基準に基づいて行うものについては、この度のよ

うな市税条例の改正があり、市長等の機関内部の事務処理に関するものについて

は、職員の給与に関する条例などが挙げられます。ですから、具体的な事例とし

ては１４ページから１７ページに挙がっているようなものであり、このような基

準で整理ができないかという趣旨でございます。

【副会長】

資料３の１４ページ以降の事例として挙げられたものの多くは、条例第６条第

３項の除外事項に該当するものとして判断できるのではないかという気がして

います。資料１の図では、第６条第３項に基づく除外事項というのは、Ａの中に

入っていますが、これは本来Ａ、Ｂ、Ｃすべてに係ってくることで、Ｃの大部分

はこの除外事項になってくると思われます。だから、Ｃに位置づける政策等の考

え方としては、まずその除外事項が挙がってくるのだろうという気がしました。

もう一つは、この諮問事項は、第６条第１項に基づいて必要性を判断する際の

基準がないのでもう少し分かりやすくしてほしいということですが、その基準を

作るときに、Ｂに当たるのが何かではなく、Ｃに当たるのは何か、例外は何かと

いうことを明らかにすることで、ＢとＣの境界線を明確にしたいという趣旨です

ね。そうすると、Ｃに当たるのは何かということを明らかにすると、それ以外の

ものは市民参画が必要だよというメッセージを与える気がしますが、それでよろ

しいですか。

【事務局】

Ａは条例第６条第２項にはっきりと書いていますので、Ｃを明確化することは、

自動的に残りがＢだということになりますから、Ｂについては市民参画が必要な

政策だという認識で取り組む必要があるという考え方でございます。

【副会長】

広く市民参画の必要性を認めてよいだろうということで、まずＣを明確化する、

例外事項を明確にするということですね。条例第６条第３項に掲げられているこ

とのほかにも例外事項があれば、もう少し整理していきたいという考え方でよろ
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しいでしょうか。

【事務局】

条例第６条第３項には、確かに除外項目がありますが、第１項で政策等に関す

る市民の関心及び政策等の市民に与える影響その他内容を勘案し、必要と認めら

れる場合には市民参画手続を実施するという規定の仕方になっています。そこで、

例えば市民の関心や市民に与える影響、内容等の観点から、必要性の有無につい

て線が引ければということです。

【Ｂ委員】

資料１の図のＡ、Ｂ、Ｃについてですが、例えば資料３の６ページの分は明ら

かにＡということであり、９ページ以降の分はＢかＣということですか。

【事務局】

資料１の（１）については、資料３で３ページと４ページに記載しているよう

な市民参画手続を実施する政策等かどうかについての基準ということになりま

す。

６ページには、３ページの政策等のうち、審議会等手続を実施したものについ

て記載しています。例えば３ページの２番にある明石市協働のまちづくり推進条

例の制定については、審議会等手続を実施しているため６ページの１番に記載さ

れています。

政策等について、市民参画手続を実施するかどうかを決めた後で、実際にパブ

リックコメントや審議会等など、どのような手法で行うのかという２段階になっ

ており、最初の段階の市民参画手続を実施するべきものかどうかについてを(１)

で審議いただきたいということです。

【Ｂ委員】

資料３の９ページから１３ページについては、資料１の図のＡ、Ｂ、Ｃと絡め

て話しをするとどういう扱いになりますか。

【会長】

資料３の９ページから１３ページは、審議会等について条例上のさまざまな基

準を達成しているかどうかという話であり、資料１の（１）の議論は、どの政策

等については市民参画手続を実施するのか、どの政策等については実施する必要

がないのかということの区分けですので、(３)の審議会等の内容とは区別して議

論したほうがいいと思います。

平成２４年度において市民参画手続を行ったのは、資料３の３ページと４ペー

ジであり、それに対して行わなかったのが１４ページ以下という整理でよろしい

ですね。その上で、３ページ、４ページの市民参画手続実施の根拠の欄に、条例

第６条第２項と書いているものが資料１ではＡに当たり、第６条第１項と書いて

いるものがＢに当たり、実施しなかった１４ページ以降がＣに当たるということ

ですね。

【事務局】
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資料３の１４ページ以降については、Ｃに当たるか、あるいはＡであって条例

第６条第３項の除外規定に該当するものです。

【会長】

Ｃと除外規定の関係が難しいですね。

【事務局】

資料１の図が分かりにくく、申し訳ありません。

【副会長】

資料３の１４ページ以降で、実施しなかった理由として「内容から必要性がな

いと判断したもの。」と記述があるところが、曖昧だということですね。

【会長】

今回の判断基準をこの会議で承認したときには、資料３の１４ページ以下は、

資料１（１）の表のどの項目に当たるかを整理して、資料として提出いただける

ということでよろしいですか。

【事務局】

そのように整理いたします。

【会長】

資料３の１４ページ以下の実施しなかった理由欄に、「内容から必要性がない

と判断したもの。」と曖昧に書いてあるものは、条例第６条第３項の除外規定と

大体重なりますが、資料１(１)の表の特に内容等について、この５つのうちのど

れか、あるいは第６条第３項の除外規定のうちどれかということが明確になる。

この推進会議としては、なるほどこれに当たる、あるいはこれは市民参画手続を

実施したほうがよかったんじゃないかというような議論をすればいいというこ

とですね。

【Ｃ委員】

なぜ判断基準の策定をする必要があるのですか。もう少し分かりやすく説明し

てください。

【事務局】

市民参画といいましても、やはり効率についても求める必要がある点と、基準

が曖昧であれば、各担当課で市民参画手続を実施する必要があるかどうかの判断

に迷うことがございます。やはり迷いますと市民参画手続を実施する方向になり

ますが、ただ、何でもかんでも実施していくということになれば、それを義務的、

形式的に実施すればいいというような扱いにもなりかねません。本当に必要なも

のはどれかという基準を策定できれば、必要なものに対して、もっと力が入れら

れるのではないかという趣旨でございます。

【Ｄ委員】

審議会等は多く、資料を見ても全く聞いたことがないようなものもあるので、

私たちでどのように判断し、基準を決めればいいか難しいですね。

【会長】
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私が見ても正直、名前だけでは直ちにどのような審議をしているのかよく分か

らないものがあります。ただし、今回、この推進会議で審議するのは、資料１（３）

については、どのような審議会等であれば、市民参画の対象として公募委員の比

率や女性の比率などを高めていくことが大事なのか、その基準について議論しよ

うということかと思います。

それで、それぞれの審議会等がその基準を満たしているかどうかということは、

個別の説明を聞くしかないと思っています。むしろ基準が明確になると、例えば、

資料１(３)で、年次報告や進捗管理など経常的な案件のみを扱うものについては

評価の対象としないと書いてあるのですが、その審議会等の中身を聞いて、これ

はただの年次報告だけではなく、実質的な議論をしているのではないかというこ

とをこの会議で議論することが容易になるのではないかと思っています。

【Ｅ委員】

資料１(１)の件ですが、Ｃの部分について、市民参画手続が必要ないという判

断をした場合に、その後のフォローをどうするのかということがあると思います。

市民参画は本来、内容がどうであろうと基本的には成り立つと思います。狭い範

囲のテーマもあれば、全体的なテーマもあるわけですが、関係する方にとっては

やはり重要なことですから、本格的な形ではなくても、どのような形で代替策を

とるのかということについて関係部署を含めて考える必要があると思います。

それから、資料３の１４ページから１７ページに市民参画手続を実施しなかっ

た理由が載っていますが、「内容から必要性がないと判断したもの。」ではなく、

条例第６条第３項の何号に該当するから実施していないと記載すればいいと思

います。

また、１６ページに文化博物館や天文科学館の料金の無料化の案件があります。

これが内容から必要性がないと判断したものというのは、このままの表現であれ

ばまずいと思います。これは、絶対、市民参画手続を実施する必要があると思い

ます。例えば１６ページで２４番の明石市建設関係手数料徴収条例の一部改正に

ついては、第６条第３項第１号に該当するものということを記載していますので、

これでいいのではないかと思います。他のものも料金の徴収に関するものとして

実施しなかったのであれば、該当する号を記載すればいいと思います。

【会長】

２点ご提起がありました。

１点目は、特に資料１(１)のＣなり、(３)の審議会等のところで、市民参画手

続の対象外とされたものについての今後のフォローのあり方。２点目は、今後の

資料の作り方として、条例第６条第３項の該当性などをもっと明確に記載すべき

ではないかということだと思います。

まず、２点目については、次回に、本日の判断基準及び第６条第３項の例外事

由のどれに該当するかということを明記した資料が提出され、これはおかしいの

ではないかというような議論をしていただく可能性があると理解しています。
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１点目のフォローのあり方という点について、事務局いかがですか。

【事務局】

フォローの仕方については検討させていただく必要があると思います。この場

での即答は難しいかと思います。

【会長】

今後も、例えば資料１(１)のＣに該当したら資料を出さないという考え方では

ないことは確認しましたし、常に、Ｃなり除外事項に該当するかどうか、審議会

等については評価の対象とならないものに該当するかどうかも含めて、この会議

の検証対象となると理解します。

今の点については、そのようなところでよろしいですか。

【Ｅ委員】

はい。

【会長】

資料１(１)の表のＣの８項目というのは、資料３の１４ページ以下のものも、

どれかに該当すると見通して作っているのだと思います。ただし、本当に該当す

るかどうかということは、次回のこの会議での審議事項だというように理解して

います。

また、恐らくこの項目は、確かに実施する必要がないと考えられるものや、実

際に実施しなかった事例から帰納的に作っているのだと思います。そこで、今後、

考えていなかったけれど、実施することが難しいのではないかという新しい基準

が出てくることも絶対にないと言い切ることはできない。そのような意味で、Ｃ

でなければ必ずＢだと言い切ってしまうことはできないが、差し当たりそのつも

りでやっていこうということだと理解しました。

【Ｃ委員】

資料３の１６ページの２３番に明石市職員の給与に関する条例及び明石市一般

職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関する条例の一部改正があり

ます。財政健全化の最後のチャンスということで副市長が書かれた文書の中で説

明があったのですが、正規職員が２千何百人かで、かなり人数が減っていますが、

任期付職員が７００～８００人で具体的な数字は覚えていないのですが増えてお

り、財政健全化を進めるに当たっては、ますますそのような形になっていきます。

今でも職員のうちの何分の１かは任期付ということです。市の中で審議されると

は思うのですが、今後そのように変わっていくことに対しても考えておく必要が

あります。今の職員の働き方を含めて気になっているところですので、Ｃにいき

なり入れてしまって今後どういう影響が出てくるのか、少し違う意味で注目した

いなと思っています。

【会長】

ご指摘ありがとうございます。

【Ｅ委員】
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補足ですが、６月に魚住で市長懇談会があり、その時の資料の中に職員の問題

についての記載があり、それを含めて意見を言うということになっていました。

その時にこの話は出ませんでしたが、後でも意見を出してくださいということも

ありましたので、そういう面では、２３番の項目について、これが完全に対象に

ならないというわけではないと思います。

【会長】

私もご指摘いただいたことが非常に気になっていました。２３番は、今の段階

では、資料１(１)の内容等の欄の３番目にある市長等の機関内部の事務処理とい

う位置づけになりますか。それとも、除外事項であり条例第６条第３項第４号に

該当するものになりますか。

【事務局】

条例第６条第３項第４号に該当すると思います。

【会長】

どちらかというと、条例第６条第２項に該当し、第３項第４号で除外になるも

のだということですね。

【事務局】

はい。機関内部の事務処理の扱いになると考えています。

【会長】

そうすると、２３番が機関内部の事務処理に該当し、除外されるものなのかど

うかについては、今日の議論を踏まえると、もう少し担当課からの説明を受けた

ほうが良いのではないかという印象を持ちます。ただし、具体的な審議は次回に

なりますので、その時の資料として作成いただくのが良いと思います。

また、３１番について問題提起がありました。直感的にどちらなのか、さまざ

まな議論があり得るだろうなと思いますので、これについても担当課として、ど

の項目に該当するという判断をされたのか説明を次回までに用意いただきたい

と思います。

私も、例えば、４番について、先ほどの説明を聞くと仕方ないだろうというの

はよく分かりますが、一般論として、「職員の給与に関する条例というのはおよ

そ市民参画の対象外だ」と言い切ってよいのだろうか、少しためらいを感じます

ので、考え方を整理していただいたほうがいいかと思います。４番はいかにも仕

方ないのですが、２１番などは政策的な点とかかわってくるので、大いに議論の

余地があるものではないかと思います。ただし、市民も関心を持つだろうけど、

給与に関する事項だけは、いろいろな問題があるため市民参画の対象外とすると

いう判断もあり得るだろうと思います。おそらく、これは、市民参画手続を実施

しないとすれば、市民の関心がないからではなくて、関心はあるが手続の実施は

難しいというような整理になるだろうと思いますので、検討をお願いします。

【事務局】

給与、勤務条件に関することにつきまして、基本的な考え方だけ申し上げたい
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と思います。

職員の給与や勤務時間、休暇などの勤務条件というのは、地方公務員法におい

て条例で定めることになっており、均衡の原則と言われていますが、国、県、近

隣の市町、民間事業者の勤務条件を考慮して決まっています。本市では、基本的

には国家公務員に準拠した形で勤務条件を決めております。当然、労働関係の法

規等に規定されるものについてはそれを遵守するという前提がありますが、条例

で決めております。

また、国家公務員の給与や勤務条件がどのように決まっているかといいますと、

少し変わりつつありますが、従前、人事院勧告というものが出ており、人事院が

全国の民間企業を調査して、その比較の中で国家公務員の給料を決めていくこと

になっています。そういう意味から言えば、本市では国、県、市町、民間事業者

とのバランスがとれた方法で決めてきたということがあります。

公務員の給与も含めた勤務条件は、さまざまな議論があるというふうに思って

います。例えば、市民の皆さんの間では、高い給料取りやがってというお声も聞

きますし、休みが多くあってええなという声も聞きます。

そのような状況の中で、国家公務員に準拠した形で、また、議会において条例

という形で審議いただき進めていくのが妥当だということで、勤務条件に関する

ものについては市民参画の対象外としているというのが現状でございます。

【会長】

おそらく今のような説明になるだろうなと思っておりますが、次回この会議で

運用状況を評価する際にも改めて整理して説明いただけるとありがたいと思い

ます。

【Ａ委員】

非常に難しい諮問です。条例第６条第１項が必要と認められる場合に市民参画

手続を実施するということで具体性がないということですね。

第２項には、次に掲げるものは市民参画手続を実施しなければならないと、５

つの事項をはっきりとうたってあります。第３項には、前項の規定にかかわらず、

市民参画手続を実施しないことができるということで６つ規定があります。

それでは、実際の運用状況から見るとその他のものが多くあるわけですね。Ａ、

Ｂ、Ｃがあるのであれば、これはＡだ、Ｂだ、Ｃだと示してもらうと判断がしや

すいので、今後はそういう形にしていただけると助かります。

第１項に関する基準を設けると、その基準を基に判断するのは誰なんだと、市

長、行政が判断するのか、市民目線ではどうなんだという、いろいろな疑義が出

てくるのではないかと考えています。その辺はどうですか。

【事務局】

条例第６条第１項に関する基準についての考え方を推進会議で示していただけ

れば、基準に当てはめて、この政策については実施した、実施しなかったという

判断を今後の会議の中でも提示していきたいと考えております。その上で、その
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基準に当てはまったのかどうか、その基準はどうだったのかという議論をいただ

ければと思います。

【会長】

基準が増えると確かにややこしいなとは思います。

しかし、こちらで運用状況を評価する上でも、「内容によって判断した」とただ

言われるよりは、どの項目に当てはまるか、複数回答もありうると思いますが、

そのように説明されたほうが、この会議でも議論しやすいのではないかと思って

います。

基準に基づき誰が判断するんだということについては、第一義的には市長の責

任のもとで各部局が判断して、それを年に一度、この会議でそれで良かったのか

を検証します。しかし、駄目だということになっても、実施してしまったことを

やめることはできませんので、「本来これは、市民参画手続を実施すべきだった

と思うから次から気をつけてください」というような意見を出していくことにな

るのかと思います。

【Ｆ委員】

条例第６条第１項に関する基準を設けるというよりは、むしろ第３項に当たる

かどうかの基準ではないかなと思います。第２項は、資料１の図で言えばＡであ

り、Ｃが第３項なのかなと思います。

例えば、第１項に関する基準を設けてしまうと、ＢとＣの間にまた、どちらに

も当たらないようなものが出てくるのではないかなというのが私の考えです。だ

から、第３項の除外事項に当たらないものは、基本的に市民参画をするんだとい

うことではないのかなと、これを見て不思議に思っていました。

【会長】

資料１(１)の表を見てみると、内容等の項目については、内容的にほぼ条例第

６条第３項に挙がっている除外事項と重なっているが、関心・影響の項目につい

ては、あまり重ならないということになるのだろうと思います。そこで、考え方

としては、第２項に該当するようなものは、当然除外事項に当たらない限り市民

参画手続を実施しなければならない。それ以外のものについても、大体、第３項

の除外事項は該当しますし、あとは関心・影響の大小で考える。その際に、この

考え方にあるような対象者が限定されていることや、特定の地域にだけにしか影

響を及ぼさないこと、財政に及ぼす影響の大小あたりで考えていくというのが今

日出てきた基準かなという印象を持っています。ただし、これもやってみないと

本当にこの基準でうまくいくのか分からないところがありますので、差し当たり

次回はこの基準に基づいて整理してもらうということになるのかなと考えてい

ますが、よろしいですか。

資料３に関するところまで議論してみましたが、恐らく資料３を見ることで資

料１(１)の判断基準に基づく実際の議論のイメージは持っていただけたかなと

思っています。資料１（２）については、ほとんど議論になっていなかったと思
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いますが、例えば資料１の裏面を見ていただくと、審議会等で市民公募をしてい

ないときに、担当課からは専門的な知識を要するためという答えが返ってきます。

その場合には、この会議としてはもう少し話を聞き、表の左側で、なるほど必要

とされる専門的な知識は市民公募では難しいだろうというふうに判断するのか、

そうではなくて、右側で、専門的な知識に限定する必要はなく市民公募したほう

がいいのではないかと考えるか、まさにそういうことを議論していけばいいので

はないかということで、この基準を作られたのだと思います。

【副会長】

資料１(３)の審議会等に関する質問ですが、これは市民参画手続の対象となる

事案ごとに判断しますか、審議会等そのものについて判断しますか。

【会長】

事務局お願いします。

【事務局】

いろいろなパターンがあると思っています。例えば、最初に何か計画などを作

る場合に設置した審議会等については、その時点では市民参画手続の一手法とし

て扱い、評価をいただく形になろうかと思います。

しかし、その計画が策定され、翌年度から進捗状況だけを報告する審議会等に

なった場合には、役目が終わったわけではありませんが、市民参画手続の扱いか

らは除外してもいいのではないか。また、それ以降に計画を変更するような場合

には、また市民参画手続の一手法として扱うというようなことも考えられるので

はないかと思っております。

【副会長】

審議事項を見ながら、審議会等のどれが該当するのかというのを判断していく

形ですね。

【会長】

私もこの話を事前に聞いてすごくややこしい、今年は市民参画手続だが、次の

年は違って、また翌年に市民参画手続になったりするのは分かりにくいなと思い

ました。

しかし、資料３の運用状況報告の２ページを見ていただくと、恐らく、市とし

ては、このパーセントが気になるのではないかと思います。必ずしも市民参画を

すべき必要性が多くなかった年で様々な事情から行っていないときに、分母には

入っていて、そのためにパーセントが低くなるというのは、市としてはあまり嬉

しくないし、こちらとしても気の毒かなというところがあります。毎年度、この

「星取り表」をつくることを考えると、今年は市民参画に関係ないような審議事

項だったから、このルールを厳密に守らなくても問題ないという判断があっても

いいのではないかと考えたのだと思います。

私はそのような面倒な分類をするよりも、市民参画がかかわるのであれば、す

べて資料を出してもらえればいいのではないかとも思うのですが、パーセントで
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出てくることを考えると、年によって除外するということも理解できるかなとい

うふうに思っているところです。

ただし、その上で、毎年、資料は作成し、我々が検証できるようにしておいて

くださいということを冒頭に申し上げたところです。

それでは、この基準自体が分かりにくいという指摘も含めていろいろな意見が

出ましたが、一応基準を設けることについては強い異論はなく、基準の内容につ

いても、訂正したほうが良い点については差し当たりなかったということで、平

成２４年度の運用状況を評価するに当たって、この判断基準に従って整理をし、

それに基づいて、次回の会議で適正であったかどうかを審議するという手順で進

めていきたいと思います。

【Ｇ委員】

資料１の図ですが、やはりＡやＢやＣの具体的な資料が必要だと思います。

また、我々が理解するに当たって、市が実施する政策等をこの長方形の枠で表

すなら、除外の部分も整理が必要じゃないかなと思います。

【会長】

Ｃの部分と条例第６条第３項の除外についてですね。私も図のつくり方として

は整理が必要かなと思いました。その点をもう少し明確にした図や基準を作り直

していただくということでよろしいですか。

具体的な資料の提出については、資料３の１４ページ以降について、基準の当

てはめをきちんとすることで可能だと見込んでいるということですね。大変な作

業になると思いますが、事務局としては、多分できるという判断なのだと理解し

ています。

次回作成してみて、これはやり過ぎだという話になれば、それはそれで考えれ

ばよろしいかと思います。

【事務局】

その時は相談させていただきます。

【副会長】

資料１(１)の表について、内容等に第６条第３項のものも紛れ込んでいるよう

なので、それは明確にしていただき、多分下の２つが第６条３項ではなく、軽微

な内容だから関心が低いということにつながるものかなという気がします。

関心・影響のところで、２つ目の特定の地域だけにしか影響を及ぼさないもの

については、特定の地域だけにしか影響を及ぼさないものでも重要なものがある

と思いますので、このように書いてしまうのは、難しいのではないですか。

【会長】

それに該当するものでＣに当たるものは確かにあるだろうとは思いますが、特

定の地域だけにしか影響を及ぼさないものは必ずＣだと言われると、本当にそう

かなと疑問を感じるということですかね。

【副会長】
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そうですね。書き方について、少し工夫が必要かなという気がします。

【会長】

次回に実際にこれに当たるような例があれば、それを見ながら、場合によって

は、「特定の地域だけにしか影響を及ぼさない」だと広すぎるので、もう少し狭め

るような表現の工夫をしてみようかというように、平成２５年度の評価に向けて

の提案もできればよいのかなと思っています。

【Ｂ委員】

市が考えるＡ、Ｂ、Ｃが、実際にどのようなものかが分かれば、素人としては

取りかかりやすいという感じがします。

【会長】

まさに次回までそれをやっていただくという理解です。

【事務局】

市民参画手続を実施しなかった根拠をはっきりさせることにより、もっと具体

的に見えるのではないかと思っています。

これまでに具体的な事例があり、将来に同じような事例が出てきても、やはり

手続を実施しなくてもいいものを想定して書いていますので、少し抽象的な表現

になっています。次回に、今ある具体的な事例に根拠づけをして、お示しした上

で、お互いにやりとりをしたほうが分かりやすいかなというのが正直なところで

す。

【会長】

資料３の１４ページから１７ページの中で、これがどの項目に該当するのかと

いうことを出すためには、総務課のほうから担当課にどれだけ言えるかというこ

とであり、大変だとは思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

【Ａ委員】

今回の諮問文では、条例に定める基準、いわゆる複数の市民参画手法の併用、

意見公募手続の３０日以上の意見提出期間、審議会等における男女比や公募市民

の割合などの例外を明らかにする必要があると書いてあります。

意見提出期間は、条例第１条第２項に３０日以上でなければならないと規定さ

れています。審議会等の男女比は第１２条第１項第２号に、男女別の数は３割を

下回らないようにと規定してあります。この例外を明らかにするとなれば条文に

も若干影響してくるのかなと思いますが、どのような取扱いを考えていますか。

【会長】

事務局お願いします。

【事務局】

もちろん条例に定める基準を守っていく必要がありますが、どうしても市の努

力では達成できなかったというような理由が妥当だと判断いただける場合は、条

例から外して考えるということではなく、運用状況の評価の中でそのようなご意

見をいただければと考えています。
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【会長】

次回は、例えば、意見提出期間の問題につきましては、資料１(２)の表の基本

的事項の２番目ですが、「急ぎだから」ということで達成ができなかったときに、

左のように法案が成立すれば仕方がない場合なのか、それとも右のように事務ス

ケジュールという内部の都合なのか、左であれば適正であり、右であれば適正で

ない。男女比については、裏面にありますように、地域団体等から代表をお願い

するとなれば偏ることは仕方ないので、「そもそも地域団体からの代表に限定する

必要があったのかどうか」ということを議論することになるのかなと思っており

ます。

それでは、基準の表現などの整理も少し必要かなというご意見がありましたが、

差し当たり今回の基準を大枠として、それに基づいて平成２４年度の運用状況の

評価を試み、次回にこの基準に従って整理した資料を提出していただくというこ

とでよろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきたいと思います。

⑵ 明石市市民参画条例の平成２４年度運用状況の評価について 

① 評価方法について

評価方法の案について、資料２に基づき事務局から説明

② 評価内容について

平成２４年度運用状況について、資料３に基づき事務局から説明

【会長】

本日は、資料についての説明ということで、先ほど議論いただいた判断基準を

踏まえて次回に審議することとしたいと思います。

次回に審議するに当たり、もう少し情報が欲しいということがあれば、事務局

のほうに各自お伝えいただければと思います。

【副会長】

この対象となる１３件を選ぶのは総務部でしょうか。もちろん条例に該当する

ものとして出てきていると思うのですが、それを判断しているのはどこでしょう

か。

【会長】

基本的には担当課で判断して、年に一度事務局に報告がくるということでしょ

うか。

【事務局】

はい、そうです。

昨年度の実施状況について各部に調査を行い、報告されたものについて総務課

で精査した上で、この１３件を挙げております。

【Ｆ委員】
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委員名簿を公表しない理由として、公平・中立性を保持するためというものが

ありますが、一般の人にとっては分かりにくいと思います。普通は、公平・中立

性を保持するために公表するのであって、例えばこの理由が会議録などの公表に

ついてであれば分かりますが、委員名簿の公表の理由としては少し分かりにくい

です。例えば、職業、身分を明かせないなどの理由があるのであれば、そのよう

な正当な分かりやすい理由を書けばいいのではないかと思います。

【会長】

もう少し具体的な理由があれば次回までに準備いただくようにお願いします。

【Ｅ委員】

参考資料（市民参画手続マニュアル）について、１点だけよろしいですか。

【会長】

はい、お願いします。

【Ｅ委員】

参考資料１５ページの審議会等手続の「開催の配慮」という中で、「傍聴人に

はアンケートなどで意見を聞く方法により、市民参画を促すことができます。ま

た、傍聴人に発言を許すかどうかは、会議の中で適宜決定してください。」とあ

ります。昨年度の会議の中で、この話はなかったと思うのですが、職員向けの資

料では、このような表現になっています。議長なり会長は傍聴人の発言について

許可することができるわけですか。

【会長】

事務局、説明をお願いします。

【事務局】

会議の内容にもよるとは思いますが、傍聴人から申し入れがあれば、その会議

の中で判断いただくということで構わないと考えております。

【Ｅ委員】

例えば、私が傍聴していまして、手を挙げて議長なり会長に質問がありますと

いうことを発言できるわけですか。会議の中で判断するということは、イエスか

ノーとは言ってくれるわけですね。

【事務局】

そのようになると思います。

【Ｅ委員】

そうすると、議長なり会長が、冒頭で、例えば傍聴者も意見が言えますよとい

うことを宣言されるのか、その辺を含めてどうですか。

【事務局】

そこまでは把握していませんが、それぞれの会議でやっていない場合もあるか

もしれません。

【Ｅ委員】

これはいつ織り込まれましたか。昨年度の会議では、傍聴人の発言についての
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考え方というのは特に出ていなかったと思います。

私はありがたいと思っています。

【会長】

私もこれについて議論した記憶はありませんが、一般的な考え方としては、や

はり傍聴人に発言を許すかどうかは、その会議自体が決定するということになる

でしょう。ただし、今までの運用としては、特に傍聴人に発言を許すということ

を決めない限りは、原則発言不可という運用をしてきたと思います。

明確にするには、会議の初めにその原則を決定するように対応すべきだと思い

ますし、特に決定されていないときには、傍聴人から発言の求めがあったときに、

改めて検討して可否を決するということになるのかなと理解いたします。

しかし、その点については余り議論せずに曖昧に済ませていたことは確かなの

で、今後は傍聴人の発言についてどうするのかということは、各会議を始める上

で、あらかじめ運営方針として決めるほうがよいのではないかという感想を持ち

ました。

【Ｂ委員】

私も傍聴に行ったときに、最初に今日は発言できないよと言われたことがあり

ます。だから、発言できないものだと思っていました。これを書いている以上は、

会議の最初に何か説明がないと、来た人は絶対発言できないと思っています。発

言できるとなれば傍聴人も増えるかもしれないですね。

【Ａ委員】

確かにそうですね。傍聴へ行くということは、それなりに興味があって行きま

すが、今まで傍聴に行ってもほとんど発言の機会はありません。行っても聞くだ

けで、資料も以前は配布されず、この頃は資料を配布してくれるようになってい

ますが、それがなければ、もうやめておこうかとなってしまいます。会議の内容

にもよるとは思いますが、発言ができるのであれば、本日は後から意見を聞きま

すとか、まとめてアンケートに書いて提出してくださいとか、何らかの方法がな

いと市民参画にならないのではないかと思いますので、やはり会議の冒頭で説明

する必要があるのかなと思います。

【事務局】

傍聴については、市民参画条例施行規則に定めがありますので、参考までにご

紹介します。

市民参画条例逐条解説の５４ページに施行規則を掲載していますが、第５条第

３項に傍聴人は会長等の指示に従うとともに、次に掲げる事項を厳守しなければ

ならないということで、第１号に静粛に傍聴し、会議の進行に支障となる行為を

しないことと規定しており、第５項で傍聴に関して必要な事項は、会長等が会議

に諮って定めるという形になっております。

【事務局】

基本的に傍聴人の発言を許すのか、どういう形で許すのか、もしくは許さない
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のかということについては、施行規則第５条第５項の会長等が会議に諮って決め

るということです。

今回このような意見もいただいていますので、審議会等の進め方として、あら

かじめ傍聴人の発言についてのルールを決めるとするほうがいいと思いますの

で、そのような取り扱いで対応できるかなと思っております。

委員の皆さんから、市民参画という観点から、傍聴人の発言については積極的

に認めるべきではないかというご意見があったことについては、この会議のまと

めに残させていただきたいと思っています。

【会長】

重要な問題提起ありがとうございました。傍聴人の位置づけというのも、市民

参画にとって一つの重要な事柄だと思いますので、基本的には各会議でその原則

をあらかじめ決めておき、その際には、審議の内容やスケジュール、時間調整を

考えながら、どういう位置づけをするのかを決めるということが望ましいのでは

ないかなと思います。

それでは、委員の皆さんには、運用状況の評価について各自でご検討いただき

まして、次回に議論したいと思います。よろしくお願いします。

本日の審議事項については以上でございます。

４ その他

⑴ 平成２５年度市民参画手続の実施予定について 

資料４に基づき事務局から説明

⑵ 次回の開催予定について

後日調整することに決定

５ 閉会


