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第１回明石市市民参画推進会議 議事概要 

 

                  日時：2022 年 7 月 4 日（月）16:00～18:30 

                  場所：市役所議会棟大会議室 

 

１ 開会 

 

２ 委員委嘱 

 

３ 会長・副会長選出 

 会長に田端委員、副会長に弘本委員を選出。 

 

４ 市長挨拶 

 この大切な会議に力を賜ることを、明石市民の代表として感謝申し上げる。 

 今回、二つの諮問をお示ししている。 

 一つは明石市における市民参画のあり様について。率直に忌憚のない意見を賜りたい。市

長として、自治基本条例に基づく市民参画の手続は重要なものと認識しているが、100％でき

ているわけではない。まだまだ課題も数多く、今後も数多くの課題が生じると理解している。

そういったことも踏まえて、言葉通り忌憚のないご意見を賜れば、しっかりとそれを尊重し

て、見直していきたい。 

 もう一つは、この会議に先立ち、「明石市ジェンダー平等の実現に関する検討会」が実施さ

れ、多様な民意の反映という今回の会議と極めて密接に関わる点についても、議論をした。

つい先だって会長から提言書をいただいたが、多様な民意をしっかり反映することが書かれ

ている。具体的には、ジェンダーバランスについて、現状の３割を４割にし、例えば 10 人の

委員会であれば男女ともに４人以上にするという内容と、多様な民意の観点から、性別のみ

ならず障害当事者の参画という大変重要な点について、委員数 10 名以上の審議会については、

うち１名以上は障害当事者にする内容で提言を賜っている。市民参画とも関わりの深い重要

なテーマであり、その点についてもご審議いただきたい。 

 

５ 諮問 

 

６ 会長・副会長挨拶 

（田端会長） 

 先ほど、泉市長から二つの諮問を賜った。一つは、多様な民意を反映するためのジェンダ

ーの平等、そして障害者の方の参画というテーマ。市民参画を掲げているこの条例において、

多様な市民の意見を踏まえることの重要性は、先程市長がおっしゃった通りだと思っている。
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その意味においても、この諮問を大変重く受け止めて、推進会議でしっかりと議論したい。 

 もう一つの諮問は、条例制定以降様々な課題があるという点である。実際にどうなのか検

証していかなければわからないこともある。少し時間をかけて検証したい。皆さま方から多

様な方面からのご意見を賜ることが大事だと思っている。どうぞよろしくお願いします。 

 

（弘本副会長） 

 平成 28 年度に田端会長とともにこの会議において答申をさせていただいた。その後６年ぐ

らい経っている中で、折に触れ報道等を通して、私がいる大阪でも、明石市長が市政をリー

ドされている状況を目にしてきた。これだけ様々なことを行われている中で、市民参画はど

うなっているのか常に気にしていたので、この度またお声がけいただき、新しい委員の方々

も加わって検討できる貴重な機会をいただいたことを感謝申し上げる。私が勤めている会社

や例えば大学等においても、ジェンダーの問題が今議論になっている。ここで皆さまと議論

をすることで、学びの場にもなることにとても感謝している。皆さまとの刺激的な議論が展

開されていくことを楽しみにしている。 

 

７ 委員挨拶 

 

８ 議事 

 (１) 市民参画推進会議の運営方針について 

  ※資料１に基づき、事務局より報告 

 

（松本委員） 

 議事録に関して確認だが、発言内容を委員名とともに記録するということについては、異

論はない。 

 要旨と書いているが、どの程度の要旨を指しているのか。要旨という場合には項目だけ並

べることも多いと思うが、これまでの明石市の会議録は、原文に近い形で、ほぼ内容がわか

るように作成されていたように思う。同様という理解をしてよいか。 

 

（事務局 山田室長） 

 要旨に関しては、発言の内容がわかるような形で考えている。特に、かいつまんで箇条書

きにしたものを掲載するという趣旨ではない。ただ、一言一句文字起こししたものではない

のでご理解いただきたい。 

 

（田端会長） 

 その他意見もないようなので、事務局案どおりで進めたい。 
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 (２) 市民参画条例及び市民参画推進会議の概要について 

  ※資料２に基づき、事務局より報告 

 

（松本委員） 

 一つ確認したい。資料３ページに記載されている通り、この所管事項というのは、市長か

らの諮問事項を調査・審議し、その結果を答申するもので、特に①では「条例及び条例に基

づく規則の改正又は廃止に関する事項」と記載されている。 

 前回の市民参画推進会議が答申をして任務を終えた 2017 年から昨年度までの５年間、市民

参画推進会議が設置されていない。条例上「市長は設置しなければならない。」とあり、条例

違反の状態が５年間続いてきた。そのような中、世の中の状況は変わり、明石市における市

民参画に関わる手続に関しても様々な問題が噴出している。いわば 12 年間、条例の見直しが

行われていないという状態を迎えている。したがって、所管事項①というのは極めて重要な

課題だと思っている。 

 私が昨年 11 月に政策提案をした４項目の中で、最も重要な課題として挙げたのは市民参画

条例の見直しと改正である。この４月 25 日付で市長からその提案について実施するという公

文書をいただいた。当然その内容を含んだ市民参画推進会議が行われると思っていたが、本

日の諮問では、審議会等委員の選任基準に係る見直しであり、男女比率の３割から４割にす

ることと、障害者委員を入れるということのみ諮問している。もちろん、ルーティーンワー

クとして過去の市民参画手続の妥当性の検証は入っているが、市民参画条例そのものが全面

見直しの諮問に入っていない。これは一体どういうことなのか。４月 25 日に市長から市民参

画条例の全面的な見直しと改正をするという決定通知書が出されたにもかかわらず、今回の

諮問に入っていないことをどう理解したらいいのか戸惑っている。 

 先ほどの市民参画推進会議の所管事項では、「市長の諮問に応じ」という言葉が入っている。

諮問がなければ、審議してはいけないのか。ここを明確にしておいてもらわないと、今後の

審議に著しい支障が生じるのではないか。 

 前回第２次の市民参画推進会議でも第１次の市民参画推進会議でも、答申書には諮問事項

以外にも意見がかなり盛り込まれている。従って本会議は諮問されたことに加え、それ以外

にもこの所管事項の規定に基づいて、意見、答申、提言をして当然だと理解している。この

あたりの解釈について、念のために確認したい。 

 

（田端会長） 

 私の理解としては、まず諮問についてはしっかり答えたいと思っている。今回の諮問につ

いては、「多様な民意を反映する手法を考えましょう」ということなので、これについてしっ

かり答えたい。時間も限られているので、まずそこには集中したい。その上で、委嘱状は任

期が令和６年までなので、もし時間が十分あれば、先ほど松本委員がおっしゃっていただい

たように、議論することもできると思う。しかし、現状では会議日程が限られており、急い
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でいるので、まずは諮問に対する答申に集中し、その上で自由な議論をする場があってもい

いと思っている。 

 例えば、私も関わっている県民生活審議会がある。これも知事の諮問に対して、答申を出

すが、もちろんそれ以外の議論もしている。当然、そういうものは報告書なり提案書として

まとめている。この会議でも同じような形になろうかと思う。いつの時期になるのか確約で

きないが、２年の任期中には今委員がおっしゃったようなことができないかなと思っている。 

 まずは諮問にしっかりと応えていきたい。ご理解願いたい。 

 

（弘本副会長） 

 松本委員がおっしゃったことに関連して少し気になったことは、前回の諮問でかなり付帯

意見があった。その付帯意見に相当するようなことを今回の議論の中でどの程度、射程に入

れていけるのか、時間が短い中で会長はどうお考えか。 

 

（田端会長） 

 少なくとも、まずは諮問に対する答申を考えている。今日を含めて３回の中で、答申まで

はしっかり進めたい。その上で、さらにもう１回か２回会議ができれば、例えば議論するよ

うな場があればと思っている。 

 まずはしっかりと諮問に対する答申を出すことに全力をあげたい。 

 

（松本委員） 

 それで基本的には結構。諮問内容の議論の中でいろいろと問題点は出てくると思う。議論

はそこに回したいが、この諮問は条例改正を伴う。本会議は条例の全面的な見直しを行う任

務を持っていると考えているが、この会議が発足するもとになった政策提案書をぜひ次回全

委員に配ってほしい。併せて政策提案書の提案文書ではわかりづらいので、２月 10 日の公開

の陳述会で陳述させていただいた陳述書を配っていただきたい。これを読んでいただくと、

本会議の任務は何なのかということがご理解いただけると思う。肝心な見直し作業、改正点

を放置しておいて、枝葉にかかわる部分だけを先行して答申するというのはいかがなものか

と考えている。 

 

（田端会長） 

 先ほど松本委員がご指摘の資料は入手可能か。次回に少しご意見を賜るということでお願

いをしたい。本日は先ほど申し上げたように、まずは諮問に集中して話をお聞きしたい。 

 

 (３) 審議会等委員の選任基準に係る見直しについて（諮問①） 

  ※資料３に基づき、事務局より報告 
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（田端会長） 

 市民参画条例第 12 条について、「市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次

に掲げる基準に従い、審議会等の委員を選任するように努めるものとする。」となっており、

第１項第２号に「委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の３割を下回らないように

すること。」とある。 

 これを踏まえて、「明石市ジェンダー平等の実現に関する検討会の提言書」の７ページに「審

議会等委員の多様性の向上」と書かれており、その中で、審議会等委員の選任基準について

「明石市市民参画条例の改正を提案します」とあり、男女別割合の下限を３割から４割に引

き上げ、さらに委員 10 人ごとに１人以上の委員を障害者とし、多様な委員構成を求める表現

を追記することになっている。そのあたりの背景は、説明があったとおりである。したがっ

て、第 12 条第１項第２号の規定と、場合によっては第１号について、改正の提案を答申とし

て盛り込んでいくことになる。 

 

（松本委員） 

 今説明があった資料３及び諮問書のいずれも「ジェンダー平等の実現に関する検討会から

の提言に基づく」となっているが、提言は昨日（７月３日）出てきたばかり。スピードが速

すぎる。 

 

（事務局 森課長） 

 ６月３日に最終検討会が行われた。提言書の細かい内容や調整も含め、実際手渡しで受け

たのは昨日なので７月３日付の提言書となっているが、内容的には６月３日の時点で「審議

会の多様性」について意見が出ており、本日市民参画推進会議があるということも踏まえて

の対応となった。なお、諮問書に関しては、提言が出て、それを踏まえた諮問という時系列

になっているので、ご理解賜りたい。 

 

（松本委員） 

 あまりこだわる気はないが、諮問書は一週間前に事前説明の際にいただいていた。そもそ

もこの推進会議が発足し、第１回会議のスケジュールで何を優先するのかは、多分１ヶ月ぐ

らい前には決まっていると思う。そう考えたら６月３日の第４回の検討会でそれを取りまと

めることになって、１ヶ月後に先回りした条例改正案を諮問するというのは、とてもスピー

ディーな行政の姿勢だと感じる。なぜ、このテーマだけこんなに急ぐのか。 

 

（田端会長） 

 まず、この「明石市ジェンダー平等の実現に関する検討会」は昨年度からスタートしてい

る。SDGｓを掲げる明石市としては、その第５目標の中に「ジェンダー平等の実現」があり、

ジェンダー平等の一つの観点として、市政に直接関わる審議会等委員の多様性を高めたいと
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いうのは、もともと想定があったことだと思われる。もちろん割合については、その審議の

過程の中で出てきたことではないか。 

 委員がおっしゃったように、非常にスピーディー。おそらく明石市の中で優先順位が高い

のだと推測する。 

 

（松本委員） 

 あまりこだわる気はないが、１月にジェンダー平等検討会が設置されて、６月までの間に

４回開催している。最終検討会でこの答申の提言書の内容がまとまったことは承知している。

なぜこれほどスピーディーになったのか疑問でお聞きした。 

 本論の質問をする。資料３の１ページ目、男女別の割合の下限を「３割」から「４割」に

引き上げることについてであるが、３ページに審議会等の現状について記載があり、52 ある

審議会の中で、女性割合の平均が 27％とある。また、女性割合が３割を超えている審議会は

21 で、下回っているのは 31 あるということが記載されている。これは条例違反と言える。

条例で３割以上と定めても実際には達していない。このような現状の中で４割に急いで上げ

ようとしている理由は何なのかが疑問である。 

 もう１点。ジェンダー平等は大事なことだが、本当にジェンダー平等ならば目指すべきは

５割だと思う。なぜ４割なのか。よくわからないので教えてほしい。 

 

（事務局 森課長） 

 まず１点目、現状でも３割の女性割合を満たせていない審議会が多い中、なぜ４割にする

のかという質問についてだが、基準を意図的に満たしていない部署が多いわけではない。満

たせていない事情がそれぞれにあると考えている。市としては、目標値を上げて明確にする

ことで、それに向かって議論を進めていくという狙いがある。もちろん、その基準を変更す

るだけではなく、しっかり丁寧に啓発するなどの取組も必要だと考えている。また、ジェン

ダー平等の実現に関する検討会からは、他の提言もあった。例えば、団体から選出する場合

には代表者以外の人選を可能にするといったことである。さらに、そもそも女性の代表を増

やすなど女性のなり手を増やすことも必要と考えている。 

 ２点目、ジェンダー平等を目指すのになぜ５割でなく４割なのかというご質問については、

３つ理由がある。１つ目は、現行条例の要件を満たしていない審議会等も多い中で、まずは

３割から４割にし、状況を踏まえながら段階的に引き上げていくべきと考えていること。２

つ目は、令和２年 12 月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」において、国の審

議会委員に占める女性の割合について、2025 年までに４割から６割までとする成果目標が設

定されたという外的な要因があること。最後３つ目の理由は、本市でも取り組んでいる LGBTQ+

性的マイノリティの施策の観点から、男女５：５とすることについて慎重な検討が必要にな

るということである。この３点から総合的に、今回４割という提言をいただいたと認識して

いる。 
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（田端会長） 

 ４割にした明確な理由はなくて、「まずは４割を目指しましょう」ということだと思う。先

ほど松本委員がおっしゃったように、今３割に達していないのは問題。これは次の諮問事項

に関わる話かもしれないが、チェックしなければいけない部分だと思う。ただ、義務規定で

はなく努力目標になっているので、条例違反ではない。 

 

（松本委員） 

 これのみを改正案とするのであれば、良しとは思えない。まだまだ議論しなければいけな

い内容があると思う。質問に対する回答としては、とりあえずは良い。 

 

（堂本委員） 

 提言書の７ページ（１）で、「下限を３割から４割に～」とある。下限と書いているので、

５割にすることも可能である。実際専門知識がない人を入れて無理やりに５割にするのは、

とても難しい条件ではないかと思う。 

 

（田端会長） 

 おっしゃるとおり下限なので、もちろん女性が５割、６割の審議会等もあると思う。女性

の割合が５割を超える審議会等はどれくらいあるのか。 

 

（事務局 森課長） 

 条例・要綱設置の 52 ある審議会のうち、女性が３割を超えている審議会は 21、４割を超

えている委員会は 13 ある。ご質問の５割を超える審議会は４ある。例えば、あかし SDGｓ推

進審議会は女性割合が 56％を占めている。50％を超えている審議会がないわけではない。堂

本委員のおっしゃるとおり、下限という表現を踏まえ、男女それぞれが４割から６割までの

範囲内になるよう努めることを徹底したいと思っている。 

 

（松本委員） 

 52 の審議会の一覧とそれぞれ男女が何人で何％かという資料は、ぜひ次回提出願いたい。 

 それから、市民参画条例上、審議会等の委員は公募するとある。それを市の部署で一元化

して管理することになっている。それにもかかわらず、審議会の委員名簿は会議が終わって

ホームページにアップされてから、やっと見ることが可能な状態である。これは著しく条例

違反だ。審議会名簿は、本来は審議会を設置して、あるいは公募委員の募集が終わった段階

で速やかに公表すべきものだと思う。それから一元管理し、全ての審議会等の名簿はいつで

も市民に提供できる体制をとるべきだと思う。そのようなことをせずして、こんな議論して

も始まらない。この 52 の審議会等がどのような理由で男女割合の基準が未達なのか、その性
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格も含めて判断すべきなので、ぜひ審議会等のそれぞれの男女別の数字を出してほしい。で

きれば 52 の審議会の名簿を一括してお渡し願いたい。 

 

（田端会長） 

 審議会等の委員別の人数が出せるのであれば今日出していただきたい。 

 

（事務局 森課長） 

 数字の根拠となる資料自体は、過去にジェンダー平等検討会の資料として公開しているも

のであるため、それをお渡しすることは可能である。この会議の終了までにお渡しする。 

 

（田端会長） 

 氏名の公表は確かに重要だが、これは次の諮問事項である運用状況に関わるところで議論

する。まず一番大事なのは現状の男女別割合の確認なので、その点は準備いただきたい。 

 

（小田委員） 

 障害者の枠、女性の枠、こういうことをこの条例で決めなければいけないこと自体が残念。

枠を作らないと、これまで障害のある方が審議会等に入ってくることはなかったのか。 

 

（事務局 山田室長） 

 審議会等すべてに、障害のある方が入ってなかったということではない。ただ、どうして

も福祉やユニバーサルデザインのまちづくりなどの分野で参画いただくことが目立っていた

のだと思う。 

 しかし、障害のある方は狭い福祉の世界だけで生きてらっしゃるわけではない。当然、学

校にも行く方や働いている方もいれば、買い物や旅行に行き、まちの様々な場所で時間を過

ごしている。狭い福祉の分野だけで意見をいただくというのはバランスを欠いていると思う。

特にあかしインクルーシブ条例の検討会でも、幅広いまちづくりに落とし込んで障害者等の

参画を推進していくことを謳っており、今回提案させていただいた背景にもなっている。結

論としては、障害者の方にはこれまでも参加いただいているが、より幅広い審議会にご参加

いただきたいという趣旨である。 

 

（飯塚委員） 

 車いすユーザーに限らないが、地域に住んでいる障害当事者に、行政の方々から声をかけ

てもらうことは、一般的には少ない状況にあると感じる。その中で明石市では、ある程度進

んでおり、今回のような機会に声をかけていただくことも多くなっている。これまでは、市

民の方と関わることのできる機会も少なく、当事者として分かってほしいことを伝えても、

地域の人たちに伝わりにくい状況だった。こういう場に参加することで、ある程度理解が進
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んでいくと思う。また、地域の方も障害当事者も一緒に審議会等で何かを進めていくことが、

お互いに考えていくきっかけになると思う。 

 

（田端会長） 

 事務局の回答と飯塚委員からの話があったように、障害がある方については、本来は市民

の１人としてあらゆる部分で関わる機会がなくてはならないが、なかなかそういう機会が少

なかったのは事実だと思う。枠組をしっかり作らないと、なかなか参画することは難しい。 

 それから、先ほど松本委員もおっしゃったように、本来半分は女性なので、普通男女別の

割合など条例上に書かなくてもと思うが、なかなかうまくいっていないのが現状。だからこ

そ、しっかり書いていこうということ。提言書の中にも、他国の事例において法律や制度で

担保していることが書かれていた。このことからも条例に規定することが重要ということは

お分かりいただけると思う。条例に規定がないとできないわけではないが、おそらく時間が

かかる。まずは担保する仕組みが必要ということだと思う。 

 例えば、アメリカでウーマンリブの動きが出てきた背景にあるのは、戦争中、男性が戦場

に行き、残された女性が経済活動を担ってきた中で、戦争が終わって男たちが帰ってきた途

端、「もう一度家庭に入るのか？」という女性の鬱屈した気持ちであったと言われている。つ

まり、実際にやってみないと考え方は変わらないということはある。同様に今回は、４割の

女性委員が市の方針を考える審議会等に参加することで、それが当たり前になっていくこと

を目指していくための枠組であると理解している。 

 

（松本委員） 

 障害者の件に関して、２点ご質問したい。 

 一つは、男女比の問題と同じように、現在障害者が入っている審議会等がいくつあるのか、

それぞれ何人入っているか、ということを一覧表でご説明願いたい。福祉系の審議会では意

識して障害者が入っているが、それ以外の分野ではほとんど考慮されていないと思う。市長

が就任して丸 11 年を超えたが、彼は就任当初あるいは選挙に出たときから障害者など社会的

弱者やマイノリティに対して手厚い施策を進めるとずっと言ってこられた。それなのになぜ、

審議会等に障害者の委員が選ばれてないのか。総括して説明してほしい。 

 もう一つは、ジェンダー平等の実現に関する検討会から障害者の枠を確保する提案が出て

きており、それについてはやぶさかではないが、社会的に意見を言えない脆弱な立場にある

人は、障害者だけではない。明石市は特にここ５～６年、性的少数者、難病患者、生活困窮、

貧困者、ヤングケアラー、在住外国人など様々な社会的に脆弱な方について、個別に支援救

済の条例を作っている。このことは高く評価しているが、今回障害者だけを挙げたのはどう

いう理由か。障害当事者以外の社会的な弱者に対する配慮はどのようにされるのか。 

 

 



- 10 - 

（田端会長） 

 １点目の数は、まず正確なところを教えていただきたい。 

 ２点目、総括という言葉が出たが、今の段階で私は難しいと思う。市長の方針がなぜ行政

内で貫徹されていなかったのかについては、その一因を担っておられる職員の方からお答え

が難しいと思う。もう少し考えさせていただく。 

 ３点目、なぜ障害者のみを対象としたのかについては、改めてご説明をお願いする。 

 

（事務局 森課長） 

 まず、障害者が入っている審議会ということで先ほど 52 の審議会をベースに説明したが、

障害当事者の方が何人入られているか、把握しておらず、その仕組みもできていない。なぜ

なら、障害当事者の参画が条例上担保されておらず、把握のための根拠がないからである。

まさに今松本委員からご質問のあった点が、課題として今回の提案の一端となっている。 

 次に、様々な脆弱な立場の方がいらっしゃる中で障害当事者のみを根拠づける理由だが、

市民の多様性を尊重する本市として、審議会等についても多様性を重視して運営していきた

いというのが本当の思い。ただ、先ほどの男女の割合がなぜ４割なのかという問いの答えと

同じく、まずは市政への参画が困難であった障害当事者に審議会等に参画してもらうよう位

置付けることからスタートし、多様な委員構成を目指すための第一歩としたいと考えている。 

 

（事務局 山田室長） 

 少し補足する。先ほどからも３割満たしてないのに４割にするのかという話や、これまで

の市政の中で理解を深めてきたにもかかわらず、障害当事者の委員が審議会等に入ってない

現状をどう総括するのかという話もあったが、事務局としての考えをお伝えしたい。 

 市長がこれまで進めてきた市政を受けて、理解いただける方が増えている実感もあるが、

市民全員の意識が変わるのは、非常に時間のかかることだと思う。皆の意識が変わり、特に

枠組を設けなくても、多様な方が参加いただけるようになれば良いと当然思っている。 

 あかしインクルーシブの条例の検討過程で、皆の意識が変わるのを待つのか、もしくは政

策として目標を掲げて、その上で皆の意識を変えていくのか、二つのやり方があるという話

があった。明石市の方向性としては、皆の意識が変わるのを待つよりは、目標を掲げ、政策

を打ち出し、そこに皆と一緒に向かっていくことで様々なことを達成していきたいと考えて

いる。したがって、一足飛びに行かずとも、まずは４割という目標を掲げることで、３割を

達成していない状況から、さらに４割を達成することを目指したいという考えでこのような

提言に至っている。 

 

（田端会長） 

 おそらく松本委員も改正内容の趣旨はよく理解しており、現実問題として「それを決めた

ら実現できるのか？」「ちゃんとやっていないのでは？」ということをおっしゃっていると思
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う。おそらく障害者が 10 人に１人以上入ることについても反対ではないと思う。それを踏ま

えた上で、現行の基準を実現していないことについて説明がない中で、本当にできるのかと

いう問いかけだと思っている。先ほど事務局から説明があったとおり、まず方針を決めて、

その上で市民参画条例の検証をこの会議で行う中で、担保していきたい。 

 

（松本委員） 

 障害者が審議会等に何人参加しているかわからないというのは驚き。半年間かけて検討会

をやってきて、しかも学識経験者を中心とした検討会であるにもかかわらず、障害当事者が

審議会等にどれだけ参加しているかの実態把握すらしないまま、提言が行われたことについ

て理解に苦しむ。当然そういう資料は求められたはず。その資料を持っていないことに驚い

た。 

 男女割合の話についても、３割に未達の原因を究明して、対応策を立てていかなければ、

目標を４割にしたとしても同じだ。事務局の説明のように目標をとにかく掲げてやるのも一

つの方法だが、目標を掲げた限りは、なぜそれに達していないのか原因をケースごとに分析

し、それに対して個別の対応をしていかなければ、放っておけば上がっていくものではない。

そんな姿勢は行政とは言えない。 

 障害者の枠を設けると言っても、多くのできないケースが出てくるはず。そのケースにつ

いて、個別の究明をしなければいけないと思う。 

 

（田端会長） 

 まずは条例に規定した上で、この会議で議論、検証すべきことだと思う。我々も受け止め

たいと思うが、まずは諮問への答申に集中したい。 

 

（藤本委員） 

 これまで 10 以上の審議会に出席している。福祉関係の審議会には障害のある方や女性もい

るが、私が参加している会議はほとんどが男性のみであることは事実。まち協の役員もほと

んどが男性だったが、最近女性も増え、７～８名はいる。できるだけ女性、障害のある方に

役員をお願いし、徐々にではあるが全市的に進めていきたい。審議会における女性委員の参

加についても、会議についての認識が進むとさらに増えるのではないかと思う。個人的にも、

審議会等で女性の意見をお聞きしたい。まち協の分野からも、今後啓発していきたい。 

 

（大黒委員） 

 男女別の割合を３割から４割に上げるのはとても良いことだと思う。LGBTQ+の施策が進ん

でいる段階でもあり、男性と女性の性別２つに縛るという点を変えていくのも良いと思った。 

 また、10 人ごとに１人以上の委員を障害者とするとされているが、現在 10 人に満たない

審議会が 21 あり、その場合は障害者が１人も入れないことになる。どの審議会にも最低でも
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１人は入れるよう変えるのはどうか。 

 

（田端会長） 

 委員数が 10 人に満たない審議会の場合にも障害者が入る方が良いのではないかというご

意見であり、非常にありがたいお話である。 

 それからどちらかの性が４割ということになれば、男性が４割、女性が４割で、それ以外

の方が入る余地があることを前提に考えており、LGBTQ+の方の参加も考慮に入れている点を

改めてご意見いただいた。 

 

（坂口委員） 

 ボランティアをやる上で、家族の協力なしではできない。結局、私達女性の意識を変える

ことが大事だと思うのと、女性が自分の考えをしっかり言えて影響力のある立場で頑張るに

は、環境を整えていただかないと無理だと思っている。自分ができることをできるときに頑

張ればいいという考えで皆がやれば、性別はそれほど関係ないと思っている。事務局の提案

については基本的に賛成。数字はそれほど問題ではないと思う。 

 

（田端会長） 

 以前聞いた話だが、昭和 30～40 年代にママさんバレーが広がった一つの理由というのは、

お姑さんに「ママさんバレーに行くから」というと許してもらえたということがあったそう

だ。そんな時代もあったのだと思った。今はそうではなくて、もっと積極的に家族が送り出

してくれることが必要だと思う。 

 

（事務局 森課長） 

 ※松本委員から依頼のあった資料を配付 

 この資料は、条例要綱等に基づく審議会の一覧である。 

 

（田端会長） 

 今３割に達していない審議会等もある中で、基準を４割に引き上げてそれに近づけていく

ために、藤本委員、坂口委員、大黒委員から出てきたご意見は非常に重要。すなわち意識の

変革をしっかりと草の根レベルで広げていくことや、ご家族の理解を得られるような啓発活

動などが必要である。「まず数字を達成させていきましょう」とした上で、達成できない場合

は松本委員からあったように、なぜできないのかを問い正していくべきと考える。 

 審議会等ごとの委員数を確認したが、一番少ない審議会等が４人である。障害者要件につ

いては、４人の審議会等で１人お願いするのはなかなか難しい。委員数にかかわらず最低１

人以上というのは厳しいと考えている。 
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（松本委員） 

 委員 10 人ごとに１人以上の委員を障害者とするというのは、障害者本人のことを指してい

ると思う。では、障害者自身が委員になれない場合に、例えば障害者の家族、支援している

人、介助している人、そのような人たちが代わって発言をすることもあり得ると思うが、そ

ういう場合は障害者委員の数の中に含むのか。 

 

（田端会長） 

 障害者本人であり、家族や支援者ではないということが前提だと思うが、確認したい。 

 

（事務局 森課長） 

 おそらく知的障害がある方など、本人が意思表明しづらい方を想定されているのだと思う。

松本委員がおっしゃる通りで、ご家族などの支えでご自身の意思を表明されている方がいる

のは存じ上げている。ただ、最近であれば優生保護法の例もあるが、障害者本人の意見が必

ずしもその家族の意見と同じかというと、そうとは限らない。やはりここでは障害者本人と

考えている。ただし、もちろんご家族などの参加を排除するものではない。個別の委員会ご

との趣旨や内容に応じて、委員を選任すべきものと考えている。 

 

（松本委員） 

 障害者が入っている審議会等の数を調べてないということが理解できない。実際、極めて

少ないと思っている。10 人ごとに１人以上という条例を作って、果たしてどうやって達成す

るのか疑問。男女割合にしても、３割に未達の審議会等が過半数ある。障害者の問題も難し

いと思う。このような状況でどうやって実現するのか。例えば障害当事者を代弁する立場に

ある家族や介助者、支援団体まで念頭に置いて管理しておかないと、結局絵に描いた餅にな

るのではないか。条例に書いていつまでも未達のままであれば、「こんな条例誰がつくったの

か」という話になる。よくお考えになった方がよいのでは。 

 

（飯塚委員） 

 今回もこういった形で機会をいただいているが、やはり当事者が出席し、総論など全体的

な視点などについて周囲の人がフォローをしていく形が一番いいのではないか。 

 

（田端会長） 

 優先すべきはやはり当事者だと思っているので、この条例ではまず当事者になろうかと思

う。ただ、当事者をフォローする方がどうしても必要な場合は、つけなければいけない。そ

れは手話通訳などと同じ。ご家族の場合も当然あろうと思う。私が参画したある町の都市計

画審議会の中では、夫が ALS という全身筋肉が弱くなる病気で発音が難しいので、奥様が一

緒に付いて行かれて、必要に応じて話をされた。また、途中で唾液を抜き介助もされていた。
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このような場合は当然補助者が必要。しかし、原則として当事者の方が優先である。そうで

ないと、「見つからなかったから、支援者にしました」となり、当事者が「本来言いたいこと

が言えない」あるいは「関わりたいと思っていたのに叶わなかった」となりかねない。それ

は避けたい。 

 

（弘本副会長） 

 私も田端会長がおっしゃったように、原則当事者にすべきだと思う。必要に応じて介助等

に入ってもらうことは当然だと思うが、そもそも当事者が社会に参加できていないという壁

を破っていくことが一番重要なので、その旗印を示すべきだと思う。また、今回の議論は、

特定の条文改正にターゲットを絞った話なので、その話に終始することになるが、条文を変

えるだけで実際に参加が実現できるのかという疑問が出てくる。そうすると、社会参加の方

法や働き方の改革などについての議論もとても重要だと思う。企業や事業所で働いている人

たちがもっとまちづくりに参加しやすいような状況を作っていき、障害のある方も必ず参加

していただけるような状況を作っていく積み上げの中で、「審議会に当然参加しますよ」とい

う流れを作っていく視野の広い議論も必要と感じた。 

 

（田端会長） 

 まず男女比率の下限規定だが、条例第 12 条第１項第２号において「委員の男女別の数は、

そのいずれもが委員総数の４割を下回らないようにすること。」とすることになる。これは、

性を明らかにしない方がいることを十分想定した数字といえる。 

 そして、障害のある方の 10 人に１人を委員にするということを付け加えたい。その一方で、

松本委員からあるように、この条例をきちんと担保できるのかどうかという点では、第 12条

の条文がキーになる。要するに、市長等は、「努めるものとする」という努力義務規定をどう

するのか。現行条例では、努力義務であり、要件を満たしていなくても条例違反ではない。

委員改選もあり、委員の任期もあり、すぐにはできないので、当然、移行期間も必要である。 

 

（松本委員） 

 努力義務というのは目標であり、条文化することで意識が変わり進むかもしれないが、中

身のない形式だけを整えるということにもなりかねない。目標という考え方はやむを得ない

が、わざわざ条例を改正する限りは、「なぜ３割が達成できていないのか」という理由につい

て、もっとシビアな分析をし、具体的な改善策を示すべきである。そのことを曖昧にして、

割合だけを改めて格好をつけるなどという条例改正を提案することはできない。緻密な分析

資料を次回までに出していただきたい。 
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（田端会長） 

 それは弘本副会長からも意見のあったもう少し幅広い視点でこの審議が必要だということ

の裏付けになると思う。条例上は縛りすぎると実質的なものになりにくい。他のご意見がな

ければ、努力義務規定のままにしておく。 

 もう一つ、もっと多様な市民の意見が必要という視点で考えると、現在条例第 12 条第１項

第１号で「委員の年齢及び居住地域の構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況、

男女の比率等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。」とあるが、例えば

「多様な市民として」や「多様な市民の意見が」などの表現を追記するのが良いと思う。「多

様性」という言葉を盛り込まなければいけない。日本ではどうしても男女だけであるが、ダ

イバーシティ―の考え方では、他に人種、民族、宗教などがある。日本の場合はなかなか表

に出ないが、このダイバーシティという考え方を入れるなら、「多様性」という言葉を入れる

ことにより、将来まで担保できるのではないか。 

 

（松本委員） 

 多様な市民という点では、在住外国人を入れないということはヘイトに近い。そういうも

のに対する姿勢を示さなければいけない。そういう意味では、多様性とは何を指しているか、

逐条解説に書かれることが必要である。 

 

（弘本副会長） 

 「多様性」という表現を入れることに関しては賛成。条例の逐条解説にどのように記載す

るかについても、議論が必要だと思う。 

 

９ 会長総括 

（田端会長） 

 皆さんのご意見を賜り、まず１点目、第 12 条については、「努めるものとする」という努

力義務規定のままにしておきたい。第１項第２号については「３割を下回らない」というと

ころを「４割を下回らない」に改正する。そして号を追加するなどで「障害のある方が 10 人

に１人以上の割合で入ること」を加えたい。さらに「多様性を持った市民」といったダイバ

ーシティを謳った部分を、何らかの形で同項第１号あたりに入れることを前提に文章を考え

るということでまとめたいと思う。 

 今回は少しテーマを絞ったが、本来幅広い議論の中でこの参画が広がる仕組みを作らなけ

ればいけない。坂口委員からあったように家庭の理解も必要で、学校での教育現場でも混合

名簿が当たり前になっている。地域でも徐々に変わりつつあり、それを進めておられるとい

うことを伺い、ぜひとも続けていただければと思う。 
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１０ 今後のスケジュール 

 ※資料４に基づき、事務局より説明 

  ●第２回会議 ８月１日（月）14 時から（※15 時からに変更） 

    ・諮問①に関する答申をまとめるための検討 

    ・諮問②に関連する過去６年の市民参画手続の実施状況の確認・検証 

  ●第３回会議 ９月（具体的な日程は今後調整） 

    ・諮問①に関して市に答申 

    ・諮問②に関する検討 

  ●第４回会議 11 月ごろ 

    ・諮問②に関して答申を取りまとめ 

 

  市民参画推進会議としての検討は、いったん一区切りとし、後半からは、自治基本条例

に関する検証をお願いしたい。 

 

（松本委員） 

 今後のスケジュールを事務局任せで決めるというのは、いかがなものか。今から諮問事項

に係る議事の進め方について審議すると思っていたら、会長の総括で終わり、事務的にスケ

ジュールを決めようとしているのはおかしい。 

 男女比率や障害者を入れる話については、粛々と議論をしていけばいい。ただ、そこだけ

を切り離して条例改正の答申をするのは、この委員会の役割としておかしい。もっと大事な

問題がたくさんあるのに、審議や取りまとめをせず、この問題だけについて改正の答申をす

ると、この市民参画推進会議で何をしていたのかということになりかねない。だから、これ

だけを切り離して先に答申するのは反対である。一朝一夕を争って、この内容を、早く答申

しなければならない理由はない。３割が達成できてない理由の検証もできていない。そうい

う中で、慌ててやらなくても何の問題も起きない。あるいは障害者を入れる件も、新たな審

議会の委員を選任する場合に運用で対応すれば済む話であり、条例改正を急ぐというのは絶

対おかしい。 

 条例改正しなければならない点については、現行にどんな問題があるのかを、次回私の方

から意見書を出す。差し迫った課題もたくさんある。例えば、工場緑地の緩和の条例も結局、

議会は市民参画条例の対象になっておらず、検討委員会の答申が宙に浮いている。市長も憲

法違反、地方自治法違反などと言って、啖呵を切ったのに引っ込めてしまった。私は憲法違

反や地方自治法違反だと思う。ただ、市民参画条例に議会も対象になると書いていないとこ

ろがアキレス腱である。だから、この改正は可及的速やかにしなければならない。そして、

この市民参画推進条例が 11 年を経て、どんな見直しをすべきかまず優先して議論し、その中

の一つとして、今日諮問された内容を盛り込んだ答申をすべきである。 
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（田端会長） 

 まず私としては諮問内容について答えたい。その上で、この推進会議の目的である見直し

やチェックをやるべき。見直しをして問題点を明らかにし、必要な部分は改正すべきで、や

はり、今回の諮問内容については急ぐべきだと思っている。いくつか理由があるが、一つは

国際的な動きである。先ほどいただいた提言書を作られた検討会でも、非常に国際的な視点

から議論されている。やはりグローバル化が急激に進んでいる中で、相当急ぐべきテーマだ

と思う。二つ目は市長が非常に前向きに考えており、その機会を捉えて進めたいという思い

もあると思う。今この分野にすごく前向きならば、その機会を捉えて変えていった方が動き

やすいだろう。もちろん議会の抵抗があるかもしれないが、それを突破するためには、やは

り市長の姿勢が大事である。 

 その上で松本委員から意見があったように、このテーマのみが課題なのかというとそうで

はない。もし皆さんの同意が得られるのであれば、例えばもう１回会議を増やし、その中で

少し議論するというのも構わないと思っている。 

 日程については、資料作成の都合などもあるので、事務局が時期を示さないと難しいだろ

う。今年度は諮問が２つあるのでその対応を急ぐが、例えば次年度以降はもう少し定例化し、

様々な観点から幅広く意見をいただく場にしてもいいと思う。先ほど県民生活審議会の事例

を出したが、県民生活審議会というのは参画協働条例を作った委員会で、県知事からの諮問

に基づいて答申や提言書を出すが、それ以外では参画協働が進んでいるのかのチェックや、

諮問以外についても提言している。よって、そういう機会を設けてもいいとは思う。 

 決して松本委員の意見を批判しているわけではなく、まずは答申を出す。その上で少し皆

さんのご了解を得られたら、回数をもう１回ぐらい増やし、もう少し幅広い議論をしたいと

思っている。諮問がないときは会議をやらないという訳ではなく、定期的に会議を行い、見

直すべきところは見直していく。このような性格の推進会議にしたいと考えている。 

 

（松本委員） 

 諮問されたことだけを急ぐ理由が国際的な流れというのは、全体の背景であって、さらに

市長の前向きな姿勢という理由も腑に落ちない。条例改正してすぐに義務付けるものでなく、

目標である。しかもその目標は達成が難しいハードルで、急いでやらなければならない理由

には根拠が乏しい。今回６年ぶりに発足したこの推進会議が条例の大きな見直しをするとい

う任務をもって発足したにもかかわらず、この部分だけの議論というのは、やはりおかしい

と思う。多くの課題がある中で、とりあえず一次答申として諮問された内容だけについて答

申する方法はあると思う。しかし、ある程度の議論もなしに、これだけとりあえず出すのは、

この委員会の姿勢が問われる。 
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（事務局 高橋局長） 

 なぜ今急ぐのかいうことは、今まさにこの条例改正の機が熟しており、今ならしっかりや

っていけるというタイミングを見計らって、提案をさせていただいている。もちろん、いろ

いろと課題もあることは十分承知しているが、まずはこの諮問について、答申をいただき、

その後しっかり諸々課題について、ご検討いただき、ご意見等をいただければと思っている。 

 

（田端会長） 

 日程については、先ほど言ったように４回目までは決めているが、それ以降については皆

さんのご都合も聞きたい。その中でぜひとも幅広く議論したいと思う。 

 

（松本委員） 

 機は熟しているという意味がわからない。急ぐ理由を次回わかるように説明してほしい。 

 

（田端会長） 

 よろしくお願いする。 

 

１１ 第２回明石市市民参画推進会議に向けて 

   ※第２回資料に基づき、事務局より説明 

 

１２ 閉会 


