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第４回 明石市市民参画条例検討委員会 議事要旨 

 

日 時 平成22年11月12日(金)18：30～20：30 

場 所 男女共同参画センター会議室３  

 

出席委員：角松会長、勝木副会長、武久委員、高岸委員、宮川委員、森川委員、平岡

委員、小島委員、梅木委員、八田委員 

 

（事務局） 

 ただ今から、第４回明石市市民参画条例検討委員会を開催させていただきます。そ

れでは、まず資料の確認からさせていただきます。「資料１ 市民政策提案の比較案」

その他参考資料をお配りしております。お手元に資料は揃ってますでしょうか。 

 おそれいりますが、資料１についてご説明させていただきます。この資料は、前回

会議で検討していただいた市民政策提案について、第２０条の要望、提案等を受け付

ける手続との差別化を図るべきでないか、又は、要件をもう少し厳しくしてはどうか

などの意見を受け、事務局の方で現行案以外の案を２案用意したものでございます。

それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

ありがとうございます。今日の議題としましては、お手元の資料にございますように、

まず前回問題になりました、18 条市民政策提案につきまして議論したいと思います。

それからまた住民投票についても委員の皆様には資料をご検討いただいたと思いま

すので、それぞれご意見等を頂戴できればと思っております。その上で前回の議論を

ふまえつつ、市民参画条例の各規定内容、わりと重要な点としては２１条の市民参画

推進会議に関する点があるかと思います。また目的規定、責務規定においても議論が

あったかと思います。 

18 条について事務局の方で用意していただいた資料１についてご説明いただきま

して、その後で委員に松が丘地区まちづくり整備計画についてご説明をいただいて、

それから議論に入るというふうにさせていただければと思います。それでは事務局の

方から資料１についてご説明をお願い致します。 

 

（事務局） 

 それでは資料１についてご説明します。前回市民政策提案について委員の皆様から

要件については若干疑問があり色々ご質問を受けましたことをふまえて案１、案２と

いうのを作らせていただいております。案２の方ですけれども、何が変わったかとい

うことですけれども、まず対象事項に該当しないか、するかの判断をして、その後提

案代表者に通知するのですが、その時点でこんな意見がありましたということを公表
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を義務付けるということが、まず１点です。次に提案が対象事項であった場合に、提

案代表者に対して公開の場において意見を述べる機会を与えるということが１点。そ

して最後に不服の申し立てがあった時は、採用するとかしないとかこれは対象事項か

どうかということで不服の申し立てがあった場合に推進会議に諮問するということ

が１点。後で議論になると思いますけど、第三者機関である市民参画推進会議に諮問

して、その答申を尊重して当会の不服に対する決定をまた行うということで厳格化し

ています。次に案２の方ですけれども、これは要件について市民については５００人

以上ということで人数をまず増やさせていただいて、提出されたら２０日以内に署名

の効力を決定して、決定したと同時に提案の用紙を公表してしまうということです。

その後速やかにその提案について対象事項かどうかの決定を行って、対象事項であっ

た場合には提案対象に通知し、公表するということです。その後対象事項である場合

にはその時点で明石市民推進会議に、するかしないかについての決定についても答申

をまず行うとなって、その意見を尊重するのですが、提案手続のところですので、そ

の後の決定についてはもしかしたら市のいろんな施策の兼ね合いで当該施策の提案

された施策を行わないことという場合があります。逆に審議会の方が行うべきとした

にも関わらず市長等の方でまだ行えないというような違う決定をした場合には、明ら

かにすべきというふうな形でまとめております。この前の委員からのご質問について

は、調べたところ、外国人登録が明石市は３，１６４人おりまして、大体１８歳以上

で２，７００人くらいの数になっております。あとはこの下に書いてあるのが前回参

議院議員選挙の有権者数と、有権者の５０分の１が４，７４３人であるということで、

この有権者の５０分の１の４，７４３人をなぜ記載させていただいたかと申しますと、

直接請求権というのは、条例の制定改廃を直接請求した場合書面でこの人数を添えて

直接請求した場合は市長においてはそのまま素案を議会に何の判断もなくかけなけ

ればならないという数がこれだけです、ということと５００人と１０人という数との

比較をしていただくためにこの人数を挙げています。以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。内容的に少し私の方から確認をさせていただければと思

います。まず案１の「微修正案」のところですが、２項の方で「提案を受けたときに

は、当該提案が対象事項に該当するか否かの決定を行い、対象事項に該当すると認め

るときはその旨を、対象事項に該当しないと認めるときはその旨に理由を付して、提

案代表者に通知するとともに、公表するものとする」、「公表するものとする」という

のは提案自体とそれが該当するかしないかという市長の判断、その両方を「公表する」

という意味でしょうか。 

 

（事務局） 

 そうです。 
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（会長） 

 そうすると３項も同じですね。当然行った場合も行わなかった場合もそのことを公

表するということですね。行わなかった場合だけは理由を付けるということですね。 

 

（事務局） 

 そうです。 

 

（会長） 

 最後の４項ですが、「前項の決定を行うに当たっては」というのは、これは結果的

に行う前にやることだからまだ決まっていないのだけれど、いずれにしても行う場合

も行わない場合もいずれにしても、提案代表者に公開の場において意見を述べる機会

を与えるということですね。 

 

（事務局） 

 そういうことです。 

 

（会長） 

 分かりました。微修正案の方はそういうことだということです。それから１０人、

５００人という案１、案２の数ですが、これは絶対的なものではないですね。例えば

案１を１０人ではなくて５０人に修正するということもあり得るし、案２の５００人

を１００人くらいに修正することもあり得るのですね。 

 

（事務局） 

 それはあり得ます。 

 

（会長） 

 分かりやすくするために案１の１０人を変えないという線で案を出していただい

ています。案２の方は５００人という点を原則としましてまずはもう少し減らしたり

増やしたりができるだろうということです。ただバランスの問題として有権者の５０

分の１が条例案をもって申し出れば、それはそのまま市長の判断を受けずに議会にい

かなければいけないというので、それぞれバランスは考える必要があるだろうという

ことで４７４３という数を出していただいているということだと理解できます。案１

と案２の大きな違いは人数の問題の他に、５項のところの定め方が違いますね。案１

の方は不服の申し立てがあった時だけ明石市市民参画推進会議が出てくると。案２の

方は５００人が持ってきた提案に対してはやるか行うかを決定する前に市民参画推

進会議に意見を聞くと。そういう違いですね。こういうふうな少し現行より重くして

みた案とかなり重くしてみた、という２段階を作っていただいたということで議論の

参考にしていただければと思います。まず資料１についてここはどういうことだとい
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うふうな点のご質問等はございませんでしょうか。 

 

（委員） 

 市民１０人以上の場合と市民５００人の場合と、時間的なことは想像できないので

すが、どちらの方が早いのでしょうか。処理的な過程として。 

 

（会長） 

 案が出てきてから市の内部で決定を行うまでの時間が、１０人の場合と５００人の

場合で違うかということですね。 

 

（事務局） 

 案１と案２の違いというのは、まず決定権が市長等にあって事後的に不服の申し立

てを受けるということで、案１の方が早いです。案２というのはもっと審議会等を開

いて市長の決定をする前に第三者機関でご審議いただくということなので、よりもう

少し時間がかかるということはあります。ですから時間的なことは案１の方が早くて、

案２の方が、時間が掛かると思っていただいた方がよいです。 

 

（会長） 

 １０人だから、５００人だからという違い以上に、決定をする前に必ず市民参画推

進審議会に諮問しなければならないということで、その分だけ案２の方が時間の掛か

るような制度設計になっているということですね。他に何か疑問な点等はございます

か。 

 

（委員） 

 連署の確認なのですが、１０人の場合は簡単にできるかということかと思うのです

が、５００人ともなれば行政としてあるいはどこかに調べるのはお任せするという形

になるのか分かりませんけれども、そこらへんの負担というか確認の方法などはかな

りかかるのではないか。急に５００人出た理由も含めてお願いしたいです。 

 

（事務局） 

 ５００人というのは人数には限っていないのですが、いわゆるどちらが厳格にしよ

うということと、あと必ず諮問して決定をするという中でこれくらいの人数があれば、

５００人もの人数が同意するのであればかなり練られた案であろうということで、１

０人の方は逆に言ったら出しやすさ、政策提案のしやすさを追求したということで、

実際１０人の時には恐らく１０人であれば、どういうやり方になるか分からないので

すが、住民票を付けてくださいというようなやり方もありましょうと。５００人はな

かなか難しいので。そうすると５００人を集めようとすると、全然違う、自分たちの

仲間でない方にも署名をもらいにいかなければならなくなる。そうすると相手方、市
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民の側にそれを負担させるのはいかがなものかということで、それともう１つ先程も

出ましたけれども、地方自治法７０条直接請求権の時が名簿を揃えていわゆる有権者

名簿というのは選挙管理委員会に常設していますので、それで確認を取ってというふ

うな形で考えています。ですから１８歳になると逆にそういう名簿を作っておかない

といけないという手間はあるかと思いますけれども、そういうふうな形で確認をする

と思っております。以上です。 

 

（会長） 

 案２は基本的には福岡県宗像市でこういった形のまさに５００人という条例が作

られているという形を参考にされたというふうに理解できます。かなり厳格になって

いる理由は２項を見ると、選挙管理委員会の方でチェックしてもらうとなっているの

は、今ご説明いただいたような理由だということだと思います。住民票を持ってくる

ということを要求することはできないということは多分背景にあるのではないかと

思います。他に何かございますか。 

 

（委員） 

 １０人の方がどちらかというとふるいが少ないのですよね。５００人の方が何回も

ふるいをかけられて丁寧にされるというかそんな感じなのですよね。 

 

（会長） 

 ふるいと見るか、第三者委員会で諮問するということをどう捉えるかだと思います。

案２の方は市長だけでは決められないのだと。その審議会の意見をきちんと聞いて、

当初の決定から決めるのだというのは案２で、案１の方はこういうことを提案します、

市長ができません、と言ったらそうですね、と納得する人はそれで置いておこうと。

納得せずに不服を申し出てきた人がいたときだけ審議会で審査しましょうというこ

とでより簡便な手続になっているのに対して案２の方が重い手続になっている。それ

だけふるいという見方もありますし、確かに最終的に決定されるまで長くなるのです

が、より大切に扱っているという言い方もできるかと思います。 

 

（委員） 

 ちょっと考え方が違うかもしれませんが、人数が少ないからこそ１回駄目になって

ももう１回やれるという可能性もありますし、５００人集めようと思ったらちょっと

やそっとではなかなかないということで、これというのはふるいにかけるというか、

何回も審議するというのは５００人の方が簡単で、１０人の方が何回も審議した方が

いいのではないかという考え方もあるのではないかと思うのですが。 

 

（会長） 

 ５００人はもってきたものだから、ただちにそれは即採用というふうな制度をつく
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るのはやはり出来ないだろうと思いますので、かといって市長に任せるというのは市

民参画の理念からするとちょっと軽すぎる。とすると審議会を開いて審議してもらお

うということになるので、どうしても重くなってしまうと。でもおっしゃるようにジ

レンマというか、こちらの方がすごく大変な案になってしまうということはあるのか

と思います。事実５００人でやっている福岡県宗像市は、なかなか実績はかんばしく

ないというふうに聞いてはおります。余計なことですが、現実にはほとんどないと思

うのですが、理屈の上で、じゃあ１０人以上で入れ替わり立ち代り同じ提案を繰り返

ししてきたらどうするかという問題も、理論的にはあり得るのですが、さすがに今の

ところ現実にそこに弊害が起きているという話は聞いていませんので、そこまでの規

定を設ける必要はないのではないかとは思います。厳密にやろうとすると類似の提案

については一定期間の提言できないとするといった規定も作っていくことも考えら

れます。そこまではいらないのかなというふうには思います。 

 

（委員） 

 ちょっと教えてほしいのですが、１のような案もあるのですか。 

 

（会長） 

 案１はそれに比較的近いような制度設計はあります。和光市とか。 

 

（委員） 

 その廻り具合といいますか、機能の具合はどうなんでしょうか。 

 

（事務局） 

 ネットで見るのですが、対象事項なのでなかなかないと。それほどご興味がないの

かされないのか。要は対象事項に限っていますので、政策提案自体が。普通の要望と

提案といったレベルではなく、要は苦情とか要望ではなくてこういう市の施策につい

てですから。もともと市民参画手続の対象というところのものにあてはまらなければ

この制度にのらないよというようなことにしていますので、そこはなかなか少ないみ

たいです。 

 

（委員） 

 じゃあいずれにしても案１にしても案２にしても少ないわけですか。現実的には。 

 

（会長） 

 どこでも少ないという話は聞きますね。 

 

（委員） 

 ということはどういう制度設計をするということよりも、明石の場合はどうしたら
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いいかというそっちから考えていけるということですね。 

 

（会長） 

 あと前回出た２０条とのバランスという問題はあるのかと思います。やはり少ない

理由で一番考えられるのは、いい事を思いつけば別にすぐに市に持っていって検討し

てもらえればいいのではないか。わざわざこれをとってもらうほどのことはないだろ

うというふうな事例の方が多いというのが一番少ない原因ではないかと思われます。

多分５００あるような例というのは、市の内部で明らかに意見が割れていて、例えば

市の今の方針に反対の人が５００人いて、その方針を持っていって、その時は本当に

慎重に審議会等で審議してもらった上でやろうということがあり得るのではないか

と多分考えたのでしょうけれども、それでも実際には多くないということなのだろう

と思います。多くはないといってもあるのは結構あるのですよね。実例としては。 

 

（事務局） 

 全部をネットで調べたわけではないのですが、それほど多くはないです。 

 

（会長） 

 以前西宮の方でこの制度に少しだけ関わったことがあるのですが、ちょっと当初市

民委員の皆さんと私もアドバイザーとして参加しまして、出した案とまた市の現実の

条例案とが違ったのですが、結局ある程度処理をするのに随時これをやるのか、それ

とも年に１回か回数を決めてやるのかという議論になりまして、当初の案では年１回、

２回をやった方がいいのではないかというので出たのですが、結局むしろ随時であろ

うというのが現在の制度設計です。それはやはり出ないことをすごく心配しておられ

るというのがあったかと思います。 

 

（委員） 

 当然のことながら人数だけでは言えないということがあるのですね。関わった人が

どれだけ協議の中に参加しただとか、あるいはどんな観点で参加したとか、そういう

ことが非常に大事になってくるだろうということですね。 

 

（会長） 

 それでは今日お出しになった方針整理表というのがちょうど多分具体的な例を素

材にしてあり方を考える趣旨かなと。ではご説明いただけますか。 

 

（委員） 

 私もよく分からないことがたくさんあって、こんな意見を言っていいのかどうか分

からないのですが。協働のまちづくりのところで発言したかったのですが、日延びし

ましたので大変申し訳ないことに、できませんでした。主に前半協働のまちづくり、
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具体的な実践を通して感じるところなのですが、私の地域、松ヶ丘というところなの

ですが、まちができて４０年ほどたっていまして、ちょうど私がこの地域活動に関わ

った９年ほど前のことなのですが。まちが疲弊しているとか、バリアがたくさんある

とか子どもの数が少なくなって高齢化が進んだとか、色んな問題が出てきまして、ま

ちづくりをきちんとやっていかないといけないという意見がたくさん出ました。その

為にはまずまちを知らなければ始まらないということで、まち調べと言っていたので

すが、まちの調査をすると。ここで先程言ったどんなふうにしてまち調べを進めてい

くかということで、やはり客観的にあるいは正確にまち調べをしていかなければいけ

ないということで、ただ単に人数だけでは言えないなという観点が出てくると思うの

です。誰が何をいつ調査するかということで、随分議論をいたしました。住民も大人

もいれば子どももいるわけで、高齢者もいるし、男もいれば女もいると。そういうこ

とでいろんな住民がまち調べに参加する必要があるのではないかなと。ただ単に住民

だけではなくてやはり外部の人からの目も借りてまちを見ていくということも大事

だし、季節によっても朝夕の時間帯によっても色々な観点からまちを調べていかない

といけないということで、調査をしたことを思い出すわけです。何を調べるかという

ことで、安全・安心ということでバリアとか防災とかにあるいはその他の福祉・医療・

文化、あるいは日常生活の中での暮らしを便利にしたり豊かにしたりするための施設

とか、学校であるとか、あるいは商店であるとかに駅前周辺であるとかいったような

内容、あるいはまちの良さをきちんと抑えていくということで、景観環境をそういう

観点から調べたりしたように思います。１５ヶ月かけて延べ１１００人ほどで調査を

したわけですけれども、その調べたことを住民同士で整理をしました。これがいわゆ

る住民同士の情報共有であろうかなというふうに、そんな中で合意形成という問題が

出るのですけれど、合意形成というのは非常に難しくて、なかなかおいそれどっこい

とはいかないように私は思います。マップを作って全戸に配布をしたわけですけれど

も、これも住民同士の情報共有になるかなと思います。第１回目のまちの調査をしま

して平成１６年１２月だったと思いますが、明石市長にまちづくりの要望書として提

出をいたしました。それが１つの住民と明石市との情報、明石市に対する情報提供で

あり、明石市との情報共有の場であったかなというふうに。あるいはその他の機関に

も配ったわけでございまして、それらのことが情報共有になったのではないかと。対

象項目が７５、対象視点が１０８視点で対象機関先が２１というたくさんの問題点が

出ました。そういうものを整理して要望書を提出したのですが、ちょうどその当時タ

ウンミーティングというのがございまして、市長が松ヶ丘の方にもやってきまして、

その時に住民主体のまちづくり計画を実践に移すシステム作りをしてくれと、こうい

うふうに言いましたところ、それはいいことだ、やろうとこういうことになりまして、

その年の３月か４月にコミュニティ推進課と協議をしてまちの問題点の解決、解消を

図ろうというふうな取り組みをしました。あまりにも多い１０８視点ではどうにもな

らないということで、私共の方でもまちづくり実践委員会を立ち上げて再度まち調べ

をして３５視点に絞ってコミュニティ課を窓口に、土木課と協議をしました。当時ま
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だ明石市の方にもそういう経験がなかったのか、当初はほとんど聞いてもらえないよ

うな状況でした。分かりましたとか、検討しておきますとか、あるいは全市の問題だ

からあなたたちだけはできませんよという様な感じでございましたけれども、今から

５年位前になって情報提供をしますと即現地の調査にすっと入ってくれるようにな

りました。そして写真とか図面による説明、時にはその写真とか図面を持って現地で

協議をするという様なことが随時行われるようになりました。これはかなりの情報共

有の中でも深まった状況だと。ただ単に知らせて、分かりました、という情報共有も

あれば、もっと深いところで国の調査の状況を示しながら話し合いをするというよう

なことが情報共有でもあるなというふうに感じるところです。一例を申しますと、階

段を付けるというところで、私共がスロープを付けてほしい。５％のスロープを付け

るとかなり長い距離がいるわけです。かなり長い距離をやるとなるとたまたまそこに

ガス管が入っていたので、ここにはガス管があるので出来ませんよという様なことを

言われまして、断念して手すりを付けたという、そういった様なことも情報共有の中

では非常に大事なことではないか。ただ単に出来ません、ではなくて納得の上で手す

りをつけてもらうということが大事だと思います。その明石市と１０回以上の情報交

換とか情報共有、あるいは協議を重ねまして、現在平成１７年から平成２２年の９月

頃までにバリアを３８箇所と景観環境明石を４５箇所ほどの問題課題を解決、解消を

してきたとこういうことでございます。住民同士、あるいは市民と市民、あるいは市

民と市が情報交換をして、情報を共有し、協議を進める中でまちの課題を解決してい

くには、協働のまちづくりそのものではないかなというふうに思っておりますが、こ

れは独りよがりかも分かりませんのでお教えていただけたらと思います。その後平成

１９年度に兵庫県の快適空間創造計画というものがありまして、それの助成を受けて

まちをもう少ししっかりと見直そうということで取り組みました。コンサルタントを

招いてまちの調査を再度４回ばかりやりました。私共の地域には３ヘクタールの松ヶ

丘公園という大きな公園があります。２．２ヘクタールの朝霧公園という公園もござ

いまして、またアーバンルネッサンス都市機構ののり面も非常に多いところでござい

ます。この３つの場所を改善していかないと我々のまちの景観は良くならないと、こ

ういうふうに考えて取り組みをしました。それがこのお配りしている資料の「松ヶ丘

地区まちづくり整備計画の方針整理表」というところでございます。この中で特に一

番上の朝霧公園につきましては、非常に展望の開けた眺望の開けたところにありまし

て、瀬戸内が一望には見えないのですが、前の建物が邪魔していますので、なかなか

できないところもあるのですが、明石市が現在明石海峡交流都市宣言というのですか

ね。そういうものをしているまちでございますので、この展望を活かして何とか中部

とか西部とかと手を結び、あるいは調査をする中で景観を整備する提案ができるので

はないかなというふうに思っています。この考えを活かして第１８条の政策提案も可

能かなというふうに思うところです。住民の政策提案の件数が非常に少なかったと。

今までほとんど出ていないということを聞きましたので、出来れば住民が積極的に市

政に参加しやすくなればということで。私は現行案に賛成して人数も少なく言ったの
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ですが。２０条との比較のお話がありましたけれども、簡単に提案する方法もあるの

で、もう少し条件を厳しくしていくのも１つの考え方かなというふうには思います。

ただ先程もちょっと言いましたように、人数さえ揃えればということであればそれは

たくさん揃えられるわけで、それでは意味がないのでどれだけ政策提案に関わってい

ったかという内容が非常に大事だと、そんな思いで意見を申しました。色々と教えて

いただけたらと思います。 

 

(会長) 

 ありがとうございました。大変重要な問題提起を頂いたのではないかなというふう

な印象を持ちました。政策提案手続を考える際には人数だけではなくまちの対応が大

事、その前の取り組みが大事だというご意見だと受け止めましたし、また１８条の問

題であると同時に前回少し議論になりまして、今日は後の方でも議論したいと思って

いる３条の「市民参画手続の基本原則」のところにも関わる議論なのではないかなと

思います。３条の方では情報の共有の理念が謳われておりますし、また「お互いの特

性を生かし、対等な立場においてお互いの役割を理解しながら行われるものとする」

というふうな条文もありました。今の委員のお話に照らしてこのような表現でいいの

かどうか、あるいはこれは表現としてはいいけれどもやっぱりこの内容をより具体化

していく点で、後ろの方でも今のお話を活かしながら議論したいと思っております。

ちょっと今の点ですが、このような今ご紹介頂いた取り組みに従って、何らかの案を

まとめると政策提案手続の対象になりうるということになりましょうか、どうでしょ

うか。 

 

（委員） 

 対象事項に今おっしゃられた朝霧公園と西部、中部を含めた海峡全体のまちづくり

の中でそれをどう活かすかということになってくると政策提案の対象にはなると思

っています。ただ非常に難しいのですが、そこで地域だけどうのこうのということに

なってくるとまた違ったということにもしかしたらなるかもわからない。だからその

住み分けは確かに難しいところはあると思うのですよね。だからそこを協働と市民参

画との兼ね合いというのですか、そこは私も理解というか区分けはできてないのです

けれども、多分そこの住み分けとかあるのではないかとは思っているところはありま

す。 

 

（会長） 

 今の条例案の素案だと６条の市民参画の対象事項に当たるかどうかという問題に

なってきますね。今の事務局のほうのご見解では特定の地域に限定されてしまうと６

条には当たらないかもしれないと。しかしわりともっと広い市一般の公園のあり方、

市全体に関わるようなことであれば、１項の４号あるいは５号に当たるということで

しょうか。 
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（事務局） 

 もしかしたら公園のあり方としてとなると２項の、公園の計画とかもありますから

その中かも分からないと。２，４，５の中に当たるような計画であるかも分からない

と。ただ、私の家のまわりがどうのこうのといえる話であるのとはちょっと違うのか

なというような。それは２０条であるのかなと思っております。 

 

（委員） 

 自治基本条例の中で朝霧公園の話を出しました。長期総合計画の中にこの問題があ

りますので出したのですけれども、その時はやはり協働のまちづくりだろうという話

だったのです。従いまして今課長が言われるように、全市的な問題にするとするなら

ば、海峡整備、海岸整備、海岸の景観整備というような全市的な問題にして出してい

かないといけないということはその通りだと私も思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。協働についてはこの次の段階で条例を作っていくという

ということになりますし、出来上がった段階では参画で受け止めるか協働で受け止め

るかという区分けも非常に難しいのではないかと思いました。 

 

 

（委員） 

 施策提案の手続きは、つい始めたばかりなのですが、市民提案型パイロット事業で、

地域、町を巻き込んで今やっているのですけども、その中に単なる市民＋高校生、地

域のそういった社会資源あるいは学校も含めた高校生をヤングリーターという形で

入れて、いわゆる政策提案に近い道路、公園、環境そういったものを来年３月までに

何とかまとめたいなということで、やっとスタートしたばかりなのですけども。市民

の年齢１８歳についてそういったことは先程おっしゃられた協働のまちづくりにな

るのかどうかですけども、地域としてはそういう形で今年から始まった市民提案型パ

イロット事業で、高校生を巻き込んでやろうという動きもあって、そこらへんも今後

何か考えていただきたいなと思います。 

 

（会長） 

 前回その１８歳の問題についてはあまり内容的には難しくはなかったと思います

が、その点現在の事務局としての考え方を。 

 

（事務局） 

 ここでの議論で恐らく年齢を全く書いていないところもあります、市によっては。

２０歳以上有権者であろうというところもあります。年齢１８歳というのは今後の有
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権者のあり方を含んだ、国の方で考えた上で１８歳におとしてみてはどうかというよ

うな議論をずっとしていると思うのですけども、それの先取りと思って頂いた方がわ

かりやすいのかなと思っています。どれをとるかについてはちょっとそれぞれの立場

があれなのですけども、結局実際高校生が全市的に考えられるかという、初めに考え

たときは実は一番初めに考えた時は１５歳も考えたのです。というのは成人と働いて

いる方、税金を払われている方というのは中学卒業された１５歳以上から働かれます

ので、その方は擬制成人、成人というのはおかしいのですけども、もう税金を払われ

ているのですから町のこともやっていただいてもいいのではないかという事もあり

まして、それぞれ色んなこと考えたのですけれども、一般に一番多かった大体このレ

ベルが今後の有権者を含んでいるというところも見越して大体１８歳位が適当では

ないかというようなところで、１８歳という提案をしているという状況です。ですか

ら特にこれということは今のところ何もなくて、ただ判断があるとすれば、今後有権

者は１８歳くらいが適当であろうと政府の方の見解もふまえて大体これくらいが適

当でないのかと。最終的には市議会のほうに、最終的には施策というのは、市の政策

で一番重要な条例なので、条例を提議、直接請求できるのは現在２０歳と。そこまで

の計画性が必要でないけれども若干落として１８歳位でどうでしょうかというのが

提案です。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。なかなか難しい問題だなとは思いますね。住民投票で例え

ば投票権ということになると、将来１８歳に下がるということも見越した上で１８歳

より下げるというのはちょっと考えづらいというのがあるのだろうとは思いますが、

この提案手続というのをどういったものと考えるかですね。高校生でも色んないい知

恵を持っているかもしれないから積極的にとりいれるという考え方もあるし、ただ直

接の提案で公開の場で案１だと意見交換の場にも出てきてもらって、更に条例化とい

うふうに考えるとやはりある程度少し年齢を上のところに限定するという考え方も

あるし、というあたりかなと思います。そこらへんはまさに委員の皆さんがどういっ

た若い人を巻き込むまちづくりを考えられるかによるかなと。いかがでございましょ

うか、現在その現行案の案１、案２ということで、もちろんさらに微修正というのも

可能なわけですが、分かりやすいように３つぐらいのパターンが現在出ているわけで

すけどもこれがいいのではないかというご意見、積極的にこれを推すというようなご

意見はございませんでしょうか。 

 

（委員） 

 色々今日の論議を聞いて今思ったのは年齢制限をなくした第１案。 

 

（会長） 

 第１案というのは案１の真ん中ですね。 



 13

 

（委員） 

 そうです。微修正案。年齢制限をなくした微修正案がどうかなという印象を持ちま

した。理由はやはりもっともっと少し厳しい方がいいのかなと思ったのは、色んなも

のが出てくると処理するのが大変やね、という余計なことを少し思っていたのですが、

それよりもいろんな提案が出やすい、現実的にはあまり出ていないということも踏ま

えると提案が出やすい。市民が積極的に参画しやすい状況をつくる方が、全体の活性

化につながっていくのではないかなというふうなことを今日の論議を聞いていて、案

１の年齢制限を取ったものがどうかと思いました。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他の委員の皆様はいかがでしょうか。 

 

（副会長） 

 ちょっとわからないのですけれども、この１８歳というのは連署する年齢が１８歳

であって活動に巻き込むのは中学生でもいいのですよね。署名に関して１８歳以上は

要るというふうに考えていいのですね。 

 

（事務局） 

 そうです。 

 

（副会長） 

 それは責任が持てるとか、自分の意思をきちっとまとめられるとかというのがあっ

て署名をするというふうにとっていいのでしょうか。 

 

（会長） 

 そうですね。特に活動について何も制限を受けるような案件はないということです

ね。 

 

（事務局） 

 施策ですから施策が作られてしまうと実はその方が対象に巻き込まれてしまう施

策はいくらでもありますから、条例も全てですよね。例えば、野良猫にエサをやって

はいけないとなったら小学生でも中学生でも野良猫にエサをやってはだめになるの

で。 

 

（会長） 

 今ので何か具体的なご意見はおありですか。 
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（副会長） 

 他都市を見ていたら、２０歳とか色々年齢が入っているので、ひとつの区切りとし

てはいるのかなと思いました。よく分からないです。 

 

（会長） 

 例えばパブリックコメントについては年齢限定するということはないわけですよ

ね。ただ政策提案手続きになると署名をした提案だから２０歳から１８歳位に限定し

ようかというふうな案が今出てきているということなのかなと思います。 

 

（副会長） 

 静岡なんか日本国籍を有する２０歳以上とか書いてありますよね。 

 

（会長） 

 そういう限定の仕方もありますね。 

 

（副会長） 

 それはちょっと厳しいなとは思います。 

 

（会長） 

 どういう事態を想定するかですね。子供の利害と大人の利害が対立するような問題

が出てきた時に子供だけ１０人集めて持って来たいという提案というのがあり得な

いと言えないだろうとは思いますがそうでなければ今の副会長のご意見は子供も活

動に参加するけど大人１０名いれば、提案をできるのだからという趣旨だということ

ですね。 

 

（副会長） 

 人数は少ない方がいいと思います。５００人というのはすぐ集まる地域と集まらな

い地域があるので。 

 

（委員） 

 現実的には６条もあるので。子どもが出せるとは思えないのですが。現実的な話と

して。 

 

（会長） 

 ただ今の猫のえさやりなどではどうですかね。本当にそういうえさやり禁止条例と

かつくった時に、こういう子供達が集まってエサやりについてどうかとか可愛がって

いるのだからというふうに皆で意見出してくれるのも立派な６条の対象事項になる

と思いますのであり得るだろうとは思います。ただどれくらい現実的に子供の意見と
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大人の意見が対立して子供だけで出す機会をつくった方がいいのだというふうに考

えるかという問題だと思います。 

 

（委員） 

 一例しか知りませんけれども自治会の先進都市の研修に行ったときに、そこは地域

をどういう形にしようかといった時に四年生以上にも投票権があるという形で。そう

いう一例しか知りませんから１軒に例えば１票ではなく２票も３票もあるというふ

うな形でされているようですけども。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。年齢制限についても色々とご意見が出ていますけども。

人数は１０人かあるいは５００人、５００人ではなくてもせめて１００人くらいにす

るとかいう論点、それからその分手続きをいちいち審議会にかけるという方がいいと

いうのは案２でございますが。 

 

（委員） 

 私は１０人というのは少し。もう少し人数的に３０人とか５０人くらいがいいので

はないかなと思っています。問題によってそれに関わっている人が何人いるかで微妙

に変わってくると思うのですよね。関わっている人が少ないのに５００人とかという

と、これはちょっときついと思うのだけれども。市民活動をやっていてＮＰＯの申請

にひとつの条件として１０人の理事を持って県に申請するのです。それで法人の登録

に認証されるというか、これは５人でも８人でも駄目なのです。するとＮＰＯ法人と

掲げているグループというのは最低１０人の理事がいて、またその後ろに１０人位の

社員という立場の人がいらっしゃるのです。これはもうルールづけられているので、

それを考えるとこういうまちづくりで政策提議を得意としてやっている団体がいた

としたら、１０人はすぐにえいやと。やいやいとなってくると、それを受け止めるス

ーパー公務員が大変じゃないかなと。すぐそっちの方を考えてしまったので、だから

私は１０人というのはハードルがちょっと低いかなと思ったのです。それで、今市民

活動をやっていて、任意団体もそうですしＮＰＯ団体も結構自分のところと違う団体

とコラボして事業展開を進めているというのが現状なので、１０人が１５人だったり

２０人だったり、というボリュームで結構皆色んな事業展開をやっています。環境は

すごい人数でやっていましたので、それを考えると１０人はちょっと少ないのではな

いかなと思ってそれにこだわっています。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 

（委員） 
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 私は出来ればハードルは低いほうがいいかなと。本来的な趣旨というのはできるだ

けその市民参画を促進していきましょうと。色々なご意見を聞きましょうと、提案も

していって頂きましょうと、そういった趣旨なのでできるだけハードルは低い方がい

いかなと。案２の方の５００人というのは実際問題として大変ですよね。だからこの

５００人というのは例えばの話ですけれども、それを受けて審議会で諮問して決定し

ていくといった動きがあって結構重たいかなと思うのです。市民参画を促進するとい

う観点からいったら案１の方がいいかなという気はいたしますけども。ただ１０人と

いうのが妥当かどうかというのは非常に難しいですね。あまり乱発されても確かに大

変なことあるのですよね。行政の立場からいうと、いっぱい出てくるとどうしようと

いう部分もやっぱりありますしね。そのへんの人数の分というのはむしろ議論の余地

は当然あるかなというのは思うのですけれども。とりあえずハードルはできるだけ低

い方がいいかなという私はそういう意見ですけれども。 

 

（会長） 

 他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 ５００人というのは感覚的に多くて実現が厳しいのではないかなという気がしま

す。年齢要件についてはあった方がいいと思います。逆に年齢要件を設けることによ

って具体性のない案が出てくるとかではなくて、１８歳というある意味、我々も周り

を見ていますと１８歳がいいのか２０歳がいいのか分りませんけれども、大体が政治

なり、あるいは何か行動するときに１８歳なり２０歳なりの制限がありますのでその

あたりを参考にして１８歳でも２０歳でもいいのですが年齢要件が要るのかなと思

います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 とりあえず人数はどうかというのは置いておいていただいて、１つ考えていただき

たいのは２０条の要望と提案は１人であっても市が対応します。ここの政策提案も対

応する。ただ違うのはその内容がどれだけ熟度があるかというだけと、公開の場でさ

せていただくかということと対象事項が違うだけで、要望等提案であっても例えば自

分の身近な道路にごみが詰まっているからどうのこうのとあったとしても、それがき

た段階では担当課は恐らくそれをネットでこういう要望がありましたということで

ずっと流していますのでそれは今でもやっていることです。以上です。 

 

（会長） 
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 ありがとうございます。今の事務局の方からも問題提起があったのですが、多分３

つ論点があると思うのですね。ひとつは人数の件、ひとつは年齢制限の件、ちょっと

後半ではあんまり議論にならなくなっているのは手続きについてかと思います。どれ

くらい厳格な重い手続をするかという点で、現行案の一番左のところであれば意見を

交換する場所を設けることができる、ということになると。案１の方ですと、提案が

出た段階での公表を入れることと、あと意見を述べる機会を与えなければならないと

いうふうな規定になっていること。それから意見を取り入れるときには別にいらない

のだけれども取り入れないということになって、提案者が不服を言ってきたときには

市民参画推進会議で議論してもらうという点。案２の方は更に厳しくなって、提案が

出てきたときには市民参画推進会議に必ず諮問して、最初の決定の段階からまず諮問

するという、その３段階の手続きで案を出しているのだということでございますけれ

ども。この点は比較的もちろん案２の方で提案者５００人にしているからやはりこれ

だけ重い要件になってくるんだということはあるかと思いますが、例えば案１の手続

で３０人、５０人にするということは別に問題なくできるかと思います。最終的にな

のですけども、これらの点についてこの委員会で両論併記ということになってしまっ

たら事務局としては困る、ということですかね。それとも両論併記はあり得るのか。 

 

（事務局） 

 両論併記はありえますが、最終的に条例は市長等が決定するわけですからそれをご

意見にふまえてということで、また最終齟齬が出てくるのであれば後々の改正も当然

あるので、その時のご意見としてもふまえて意見があったよねということで。それは

あり得ることだと思います。 

 

（会長） 

 今様々な意見が出ましたが、もちろん仮にどっちかに決めるにしても反対意見もあ

りました、ということは当然書くのが前提だと思うのですが、事務局としてはその上

でどっちか一応この委員会としては案を出して欲しいというのが今のご意見かと思

います。それでは手続の面についてはいかがですか。先程年齢制限をなくした上で手

続的には案１でいいと。それは手続も含めて。 

 

（委員） 

 そうです。その通りですこれぐらいでいいのではないかなと。そのことも含めてで

す。 

 

（委員） 

 私も年齢制限なしで２０人がいいと思います。 

 

（委員） 



 18

 私は両論併記するほど年齢制限にはそんなに拘っていませんので。 

 

（委員） 

 消去法から考えると５００人は、もうなしでいいのでは。 

 

（会長） 

 そうですね。まあ５００人ということには主張される方多分いらっしゃらないかな

と思っていますので。一番大きい数字で５０人というのが出ましたが、それよりも大

きいほうがいいというご意見はおありですか。それであればとりあえず人数について

は１０名から５０名というところで考えるということを前提として。年齢制限につい

ては両論もあるということになると思います。手続についてはいかがでございましょ

うか。今の案１のこのレベルでいいのか、それともより厳しい案に、より緩い現行案

というので、今案１は、これでよろしいのではないかというご意見もありましたが、

それについて他の委員は皆さんいかがですか。 

 

（委員） 

 案１でひとつひとつ公表していってもらって市民の方や他の方の意見入れたりす

る状態であれば案１でいいと思います。 

 

（会長） 

 他の委員はいかがでございましょうか。わりと今手続については案１の方でいいの

ではないかという。それでは考察させていただきましてよろしいでしょうか。今その

手続については案１の線でいくという点でわりと合意が得られた。人数については１

０名から５０名までの意見があった。年齢制限については、これは設ける、設けない

という意見があったということで、大体もう議論としてはかなり出ているのではない

かと思います。その上で次回年齢と人数だけについて少し議論した上で意見が決まれ

ば良いし、決まらなければもう多数決で決めてしまうという案で。正直手続の方を多

数決案だとするとよく分からなくなってきますので、手続を決めてしまって残りの２

つのところはわりと機械的なところで必要であれば多数決、ということで次回までに

決めるということにさせていただければと思います。それでは１８条につきましては

ご議論ありがとうございました。続きまして、住民投票について進めたいと思います。

それでは事務局の方から資料についてのご説明をいただけますか。 

 

（事務局） 

 前回に住民投票の色々な論点の表をお示ししまして、こういうふうな色々な課題に

ついて住民投票条例をつくるとなると検討していかないといけませんということと、

もう１つ住民投票が抱える問題として、今政府の方も色々と検討をしているという状

況の中で、大体のこういった制度についてこういうふうな検討をしていますよ、とネ
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ットであるのですが、総務省の方の大体の今の検討事項というか検討されるような事

項について論点を示した資料をお渡ししました。というのは、この今現在住民投票条

例を入れた場合においても、自治法という法律が変われば全てそれが無に帰するとい

うケースもあるということで、国の方も地方自治についてはこういうふうに検討され

ているということでお示しした資料です。以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。ちょっと気になったのですが、今政府の方で議論をしてい

るのは、一定事項については法的拘束力を認めるかどうかについては議論していると

いうことだと理解しますが、その諮問的な住民投票、拘束力がない住民投票を定めた

ときもこの国の方の政情の議論によってそれが例えばできなくなってしまうという

ことはあり得るのでしょうか。 

 

（事務局） 

 諮問的なことに関しては恐らくそこは住民投票としては当市の条例でも尊重義務

なので、そこは最終的には市長等が判断するべきということで、そこは切り離して考

えられるべきことかもわかりませんけれども、全体の中で果たしてそこだけで終わる

のかどうか。拘束がどこまで拘束をもっていくのかどうかということも含めて対象事

項もそんなに先が見えていないということもあるので、出せる状況ではないかと思っ

ているところはあります。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。法的な制度枠組みについてはどう関わってくるか分から

ないから少し慎重にというご意見かと理解いたしました。その上で前回事務局の方か

ら住民投票制度を設計する際の論点についてお示ししていただきまして、あと２回と

いうことであればそれを議論して条例までいくのは無理であろうと。しかし可能な限

りこの委員会としても議論して、その後で別の条例をつくる時の議論に参考にしても

らうことということについては十分考えられるのではないかということを申し上げ

た次第です。この確認なのですが、この委員会はあと２回で終わりなのですね。そこ

はまず前提になるかどうかなのですが。 

 

（事務局） 

 この条例の検討委員会なのですが、一番初めに検討委員会の設置要項をお示しした

中では、要は検討委員会が使命終終了までは続くということになっていまして、一応

５回では日程的にはこれくらいで、ということでお示ししているのですけれども、た

だ検討委員会の設置目的のところで、いつまで続きますか、という委員の任期のとこ

ろがあるのですが、結局最終案ができるまでということになっています。もし案につ

いてまだ必要があるとすれば、ずっと延長ということも視野に入れていくことになり
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ます。 

 

（会長） 

 今住民投票を含まない市民参画条例をここまで議論していますから、まずこれにつ

いて提案しないということはあり得ないと思うのですね。その上でこの委員会でどう

しても我々の方で住民投票を議論してこれから住民投票条例に向けて活動していき

たいと仮に思ったら続くということなのですか。 

 

（事務局） 

 市民参画条例で住民投票を入れるか入れないかによって制度が違ってくるのです

ね。市民参画条例にもし住民投票を入れないで市民参画条例の結論が出ればこの委員

会でのミッションは終わりということで、その時に次の住民投票条例を違う条例でつ

くるということになると、市の方がまたそういった手続をふんでいって、その中にま

た公募の委員を募集したり、色んな委員設定をしたりということになってくるかと思

うのですが。この会のミッションとしては市民参画条例が出来上がった時点で一応終

わりとご理解いただければと思います。 

 

（会長） 

 １つ条例を出してしまうとそれは終わりになってしまっていてもう１つ条例をや

りたいという制度だということですね。 

 

（委員） 

 質問いいですか。要するにどうしてほしいのかなという、そういう言い方も変だけ

れども、住民投票の法的拘束力うんぬんというのが今論議されているから、これは結

論が出ないと上手く住民投票の話ができないよ、というふうに誘導しているように聞

こえるのですが。それは考え過ぎですか。 

 

（会長） 

 そのご趣旨はあまりないのではないかなと思います。元々住民投票については別の

問題があるので、率直に申し上げて、多分事務局の方としては新たにもう１度委員の

公募から始めて審議した方が良いのではないかと多分お考えだったのではないかと

いうふうに思います。ただその上で論理的に市民参画条例に含めてはいけないという

ことはないのですね。性格がかなり違う問題なので少なくとも別に議論をした方が良

いということは当初から申し上げています。 

 

（委員） 

 という問題と、今国で進められているということも当初から話をされていたのです

か。 
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（会長） 

 そうではなかったと理解していますが。 

 

（事務局） 

 第１回目は市民参画の中で住民投票というのは決定事項が含まれるので、なかなか

市民参画の他の手続とは違うのではないかという論議をしたと思うのです。その後、

でも市民参画の中の１つではあることは間違いがないと。じゃあ住民投票ってどんな

問題があるのでしょうということで、今までずっと市民参画の手続を色々してきまし

たけど、住民投票は住民投票だけでこの前の資料の２でこれほど莫大な項目があって、

しかもそれぞれが色んな意見が出てくると。これを条例として議会に提案を最初する

のですが、議会の方も色んなご意見を持っていると。その中でもっともっと精度を高

めていくべきだろうということと、もう１つ判断としては今状況で国の方もこういう

状況になっているということを全て総合的に判断していただいてということになる

と思います。以上です。 

 

（会長） 

 論点の多いということと、議会との調整が必要だということは、それで改めてやろ

うというところまでは分かるのですが、国の状況というのを入れると、その委員会は

やらないとしても、しばらくこれが決まるまでは何年間か待つということになると思

うのですね。そこの３番目の理由が入ってくるかどうかというのは結構大きい問題だ

と思うのですが。 

 

（委員） 

 次に聞きたかったのがいつ頃決着はつきそうなのですか、ということと関係してく

るのですか。 

 

（事務局） 

 国の問題として非常に難しい答えをはらんでいると確かに思っています。 

 

（会長） 

 ちょっとどうなるか分からないところはありますが、ある程度の見通しはそんなに、

どうでしょうね。最近政治の動きはよく分からないので。 

 

（事務局） 

 基本的に地方自治法の改正の論議というのは、本当は今年の６月ぐらいにあったわ

けですけれども、通常選挙があって、国会が流れて廃案になって、次の通常国会とい

うことになって、その中でその時には棚上げされていた住民投票については今後どう
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するかということを含めてまた１から仕切りなおしという状況だと思うのです。です

から一旦自治法の改正論議はあった中で、またそれが入ってくるような状況なので、

あともしかしたらこの通常国会では無理で、次の通常国会、再来年の１月くらいの中

での議論になってくる可能性はあると思っています。 

 

（会長） 

 再来年の１月くらいには可能性はあるということですね。 

 

（事務局） 

 そうですね。再来年の１月ぐらいの法改正を視野にという可能性はあるのではない

かと思っていますけれども、それはちょっと分からないです。 

 

（会長） 

 分かりました。ちょっとこの点は色々と事前に事務局と意見交換していたのでこす

が、このタイミングは、私は分かっていなかったので、この委員会では仮に今は取上

げないというふうな決定をするにしても、じゃあやはり引き続き市の方では住民投票

についての委員会を立ち上げてもらって議論してもらいましょうということを言う

のか、それともどうかということがありますね。今のような点を強調されるとすぐに

議論を始めてくださいということも言い辛くなってくるということがあるかと思い

ます。私は既にこれについて議論を始めていいのではないかなという気もしますし、

諮問型の住民投票自身が違法とされることはあまり考えられないのではないかなと

思うのですが。 

 

（委員） 

 ということは、僕らは参画条例として住民投票がふさわしいかどうかだけ、今のと

ころは諮問型しかないわけだから、というあたりだけ絞ったらいいということになる

のでしょうか。 

 

（会長） 

 そうですね。ただそして住民投票も参画条例に含めるべきであるというふうに決定

するとすると、やはり更に延長をお願いして、きちんと位置づけて形式的に別条例に

ならないにしても、やはり当初からの条文を練り直しということになるのかなと思い

ます。ということで、その点も含めて、内容的にもいずれにしてもご議論いただきた

いと思うのですが、今既にこの委員会でも取上げてなんとか延長を含めてやっていく

のかどうかという点が議論になっていると思います。いかがでございましょうか。 

 

（委員） 

 本来的には市民参画条例を検討するにあたっての入り口の議論になっていると思
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うのですね。要するにこれも含めて議論をするのか、もしくはそれも切り離して検討

しましょうよと。実際問題条例の案が出てきてその中に入っていないという部分があ

りますから、今の段階でこの部分を議論するというのは個人的に変な感じがするなと

思っています。既にその部分を切り離したまま走っていってしまっている部分があり

ますので、そういう部分についてはどうかという疑問はあります。この部分につきま

しては現実的な問題としては時間がないという部分が１つございますし、それから前

回もありましたけれども、詰めるべき論点が非常に多いと。それを始めるとものすご

く時間がかかるだろうなと。恐らく今年度中には無理かなと気はいたします。加えて、

国の動きもあると。そういった部分もありますので、もう少し国の動向を見ても、個

人的な意見ですけれども、いいのかなという気はしているのですけれども。 

 

（会長） 

 当初から住民投票を含めるかどうかについては後で議論をすると申し上げていま

したし、問題が違うのはとにかく先に住民投票以外を議論するということで合意をい

ただいて進めてきたことでございますから、趣旨自体が間違っているとは必ずしも私

としては思っておりません。ただあと５回までで終えて住民投票条例をつくるという

のは不可能だということは間違いないと思います。他いかがでございましょうか。続

けてやりたいというご意見ですか。 

 

（委員） 

 そういうことではなくて、技術的な話として、住民投票を時間がないからやらない

よということはあまりしたくないなというのがどこかにあります。真面目に格好だけ

でも取り囲めるというところが必要だと思うので。だからそういうことで言えば、ず

っと先送りというか横に置いてきたけれど、本当にやはり住民投票というのは参画条

例として組み込んでワンピースで考える方がいいのかどうかということをやはりち

ょっと立ち止まって考えないといけないのだろうなと。そのために技術的ではないの

ですが、時間が足らないとか国の法律がどうだとか、そういう要件が全体としては重

いのかなということを聞きたかったというだけでそういう下心があったわけではあ

りません。少し真面目に本当にこの参画条例がワンセットなのかどうか、原点に戻る

と考えるべきかどうかということを少し見つめ直してみたかったと、気持ちはそうい

うことです。 

 

（会長） 

 その点についてのご意見はおありですがワンセットでむしろ取上げる方が本来の

趣旨なのではないかということでしょうか。 

 

（委員） 

 そこまでは思うのですがなかなか今上手くお話ができるかなというのはあるので
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すが。ちょっと今話すとあまりにも直感的になりそうな感じがするのですが。少し僕

が持っている参画というニュアンスから比べると少々懐疑かなと言う印象がありま

すね。ちょっと違う種類のものかなという気がします。それはここに出ています直接

民主制みたいなこととのすり合わせとか、習熟度というか熟練度というかそんなもの

との兼ね合いがこれから始まろうとしている時に、このような強いステロイドのよう

な形で一緒にしていいのかなと。もうちょっと成熟した、直接民主制の最後の宝刀み

たいなもので、わしら頑張るぞ、というようなところでワンセットつけるというイメ

ージはありかなとは何となく思っているのですけど、今のスタートしようとしている

段階であまり強いものが参画の中に一緒に入っていることはどうかということは直

感的に思うところはありますね。真面目に考えて。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。私自身の意見を申し上げさせていただきますと、やはり私

もかなり性質は違うものではないかなと思っております。ただ自治基本条例で既につ

くることは予定されているものではありますので、住民投票条例そのものをつくるこ

とは当然予定されているし、望ましいことだというふうに思いますが、別の条例とし

て改めて仕切り直しをするべきものではないかなという意見としても持ってはおり

ます。 

 

(委員) 

 他市の例も何件か見ても、いわゆる分けたものという考え方の方がほとんどなので、

私自身も仕切り直しかなという、住民投票は住民投票でまた改めてというふうな気が

します。 

 

（会長） 

 他にご意見ございますか。 

 

（副会長） 

 今までの様々なトラブルとか何かあった場合に、特に住民投票というところまでい

かなくても八ッ場ダムがあるわけではないですから、大体解決されてきたのでしょう

から、他の解決方法が今機能しているなら、これは別立てでご意見があったように習

熟した市民社会ができるか、それはまだずっと先かも分かりませんけれども、少し距

離を置いてというのがいいのかなというふうにも思います。今解決方法があるなら問

題がそう大きくないかなと思います。それよりも市民がどう参画して手続きをクリア

していくのかという方が、もっともっと大きな課題があって、まだ住民投票まではか

なり一般市民としては距離があるのではないかというふうに思います。 

 

（会長） 
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 自治基本条例の審議の時はどういう感じだったのでしょうか。やはりただつくると

いうことを前提として議論をされていたのかなと。 

 

（委員） 

 そうです。つくるという前提はあったのですが、まさにそれをどういうふうにする

かということについてはあまりにも多くのファクターがありすぎて、とてもじゃない

けど手に負えないよと。それだけでまた自治基本条例をつくるのと同じとは言いませ

んが、それに近いエネルギーはかかるというところがメインです。付随的に言うと、

強く自治基本条例の中に住民投票を入れて更に強いタイプの住民投票にしたいとい

う意見と、少しマイルドでいいのではないかという意見と少し分かれたというほどで

はないのですが、温度差があったというような状況もあって、その２つですね。主に

は前者の方があるのですけど、付随的に後者の要素もあって今回はとりあえずつくる

ということはやるけれど、しかも常設型ということまではいくけれど、その先はちょ

っと置いておきましょうかというような流れでした。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。そうすると今の議論の流れからすると、この参画条例の

中には住民投票は含めないで一応答申案を出して、ひとまずここのミッションは終了

ということにするという点については一応合意をいただいたということでよろしい

でしょうか。ではまず１点その合意をいただいたということで、その上でまずこの住

民投票についての内容について前回の資料、それから今日配られた資料で色々あるか

と思います。本日私も認識していなかったことで内容に加えて住民投票条例を盛り込

まないのは、参画とはかなり性質が違うから盛り込まないのか、それとも時間の関係

で盛り込まないのかということが多分最後はっきりしておいた方がいいだろうと思

います。今委員の方、あるいは私も、副会長もすでに言っているかと思いますが、比

較的精度、性質が違うかなという点の意見が出たかと思います。次回もう少し議論し

たいと思いますが、現状としては性質も少し違うのでやはり盛り込めないというふう

な説明をするというのが２点目だと思います。３点目が多分今ご議論の中で少し意見

が分かれていると認識しております。国の制度があるから少し見守って時間をとって

考えた方がいいのではないかというご意見がございましたし、副会長もあるいは少し

かなり距離があるのでもうちょっと様子を見てみてもいいのかもしれないというふ

うなご意見をいただいたかと思っています。私自身はむしろ自治基本条例で決まった

ことなのだからすぐにでも検討を始めていいのではないか、特に諮問型の分だったら

問題はないのではないかなというふうな意見を申し上げたところです。次回住民投票

の内容面と、それと今の時期的に市としてすぐに検討を始めて下さいというのを内容

に盛り込むか、それとも色々と問題があるからゆっくり慎重にやってくださいという

のを盛り込むか、その点についてのご議論を少し次回お願いできればと思っています。

できるだけ次回時間をとりたいというふうに思っております。それでは一応住民投票
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については少し積み残しが多いですが、この様にさせていただければと思います。そ

の上で３番目の市民参画条例の規定内容というところに戻っていきたいと思います。

私の方でいくつか少し前回の議論のまとめというのを作らせていただきましたが、そ

の前に２１条についてのご説明をいただいた方がよろしいでしょうか。それでは２１

条をお願い致します。 

 

（事務局） 

 ２１条は附属機関の設置について定めたものです。前回資料をお持ちでなければ今

回の資料の方でも結構なのですが、この条例の実効性を高めて、この条例の基づく市

民参画を推進するにあたってその推進の仕方が十分であったのか、他にもっと良い方

法がなかったかなどを検討するとともに、また他についてはもっと進めた方が良いの

ではないかについて市長等に対してその意見を述べたり、また市長等の方からこれは

どうなのでしょうという諮問を受けてその答申を主体とする委員会を設置して、この

条例の実効性を担保しようとする推進会議を設置しようとするものです。これについ

てはいわゆる附属機関としての位置付けになっていまして、どういう面を選ぶかにつ

いてはこの条例の審議会等手続と同じ基準で選ばれることとなります。以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。もう少し具体的にイメージが持てると有り難いなと思っ

たのですが、まず前回の考え方というところと、今回も出ていました、規則で定めよ

うとしている大体の人数、それから構成メンバーについての意見が述べられていると

思います。それから先程１８条で手続については案１で合意がとれたということで、

そうすると多分そこの任務がこの２１条に加わってくるということですか。 

 

（事務局） 

 はい。１８条のところで事案というふうになりますのでそこは少し修正が必要にな

ります。当然審議会の任務に対してそこが入ってまいります。不服申し立てについて

受け付けてというのが入っていると思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。そうするとこの推進会議がやることですけど、２０条２項

のまず１号のこの条例及びこの規則の改正または廃止に関する事項というのは、これ

は改正の廃止が問題になった時だけ開かれるということになるかと思いますし、さっ

きの不服申し立てはあった時点で開くということですよね。問題は２の運用の状況評

価に関する事項とか必要な事項というのがあるのですけど、あくまで一例ですけど、

例えば年間の運用の条件も評価に関する事項については報告書のようなものをつく

って、それについて毎年推進会議が審議するということが予定されているのか、要す

るにある程度定例的に開催することが予定されているかどうかについてなのですが。 
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（事務局） 

 今考えておりますのは、市民参画手続の毎年の状況を市長等から推進会議に出して、

それによって意見を求めてもう少しこうした方がいいのではないかという答申をも

らうと。それを推進会議の方で公表していくというのを考えております。 

 

（会長） 

 とするとどの程度かは別として毎年１回か２回か分かりませんけど、何らかの報告

書をまとめてこの推進会議で審議していただくと。そのほかには不服申し立てがさっ

きの１８条については不服申し立てがきたら審議するし、それから条例や規則の改正

というのが問題になってくるからやはり審議するというのが参画推進会議の大体の

仕事かということでよろしいですね。分かりました。以上が事務局からのご説明です

が、何かこういった会議についての、条文に何か入れるという議論でもいいですし、

あるいはそのあり方についてのこんな有り方が望ましいというご意見等はございま

すか。あるいはもちろん規則の構成メンバー等についての意見ということでもよろし

いかと思います。１１人というのはどういう数なのでしょうか。１０人ではなくて１

１人というのは、既に人数を予定しているとかそういうことでしょうか。 

 

（事務局） 

 していません。この人数は実は附属機関の２０人以内で構成するということでなる

べく２０人以内にしなさいよというのがもともと１回目の時にお渡しした資料で審

議会の大体２０人以内で構成しないといけないというのがあったと思うのですが、そ

れとあと最終の決をとったときに奇数の方がいいのかなというぐらいのレベルです。

以上です。 

 

（副会長） 

 推進会議の中での業務というかその中で啓発とか調査研究まではいかないとして

も、そのあたりはこの推進会議の中にはおかないのですか。市民参画条例の啓発なん

かは。 

 

（事務局） 

 あくまで総合機関ですので、その機関が直接的に行うということはできないと思い

ます。となると市長等に対して啓発しなさいよという諮問をして市長等がそれを受け

てもっと啓発をしていくということになるかと思います。 

 

（会長） 

 今の副会長のご意見は啓発や調査、研究をやるということに力点がおありでしょう

か。それともそれはやはり推進会議でやった方がいいのではないかというご意見でし
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ょうか。 

 

（副会長） 

 推進会議の中にそういう機能を入れておくと、チェック機能として働くのかなと思

いました。 

 

（事務局） 

 推進会議執行機関ではないので、権限というのは基本的には市長等の諮問に応じて

答申をするというのがまず１つあります。それが基本なのですけど、ただ１つ付け加

えたのは、要は市長等に対して聞かれなくても、諮問されなくても、考えた意見を述

べることができるというような権限だけ推進会議が与えられるということは考えて

いまして、推進会議自体がその名の下に行動以外のことをするということはあまり今

のところ考えていないのですけれども。 

 

（副会長） 

 年次報告を出すということ自体は啓発にはなると思いますし。 

 

（会長） 

 今の事務局のご説明は２１条の２項のところで「次に関わる事項を調査し審議し、

その結果を答申するほか」の、その後ですね。「市長等に意見を述べることができる」

というのが置かれていることで、推進会議の方でこれはやるべきだと思えばご指摘が

あったような啓発活動についての意見を述べたり、あるいは積極的に市長に命じて調

査研究をさせたりという権限が与えられていると。設けると随時的に市民参画会議の

方で独自の事務局を命じて継続的にやっていくということになりまして、そこまでは

ちょっと難しいのではないかというふうな事務局でのご判断だと思われます。 

 

（副会長） 

 はい、分かりました。 

 

（会長） 

 今の副会長のご意見にのらせていただくようで恐縮なのですが、啓発の問題等それ

から調査、研究ですね。特により良い市民参画の手続について調査、研究していくと

いうところが、ちょっと読み落としがなければ条例の中に盛り込まれていないように

思うのですが。 

 

（事務局）  

 そうですね。今のところ掲げるものは全て必要な事項ということで、包括的にしか

していないので、そこは明文的には読み込めないことになってしまっています。 
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（会長） 

２１条の場合については、推進会議ではやりたいと思えばということでいいかと思

うのですが、むしろ例えば１９条ですね。その他の市民参画の手続と、あるいは独立

の条文をおこして市長等の責務として啓発であるとか、あるいはより良い市民参画の

調査、研究というのを謳うことは考えられませんでしょうか。 

 

（事務局）  

 市長等の責務にこれは当然市民参画を実施していく中では、ずっとずっとそれは当

然推進するよう努めなければならない中にあるので、そこで規定することは可能かと

思います。 

 

（会長） 

 ４条の２に「市長等の責務」のところに入れておくことも考えられるということで

すね。それでは特に今規定することについては委員の皆様、特にご異論はないという

ことでよろしいですね。それでは４条の近くか１９条の近くかという点は別にして市

長等の責務として啓発、それからより良い市民参画の手法、あるいは手続の調査、研

究を盛り込むような条文を入れていただくということでよろしいでしょうか。実はそ

れからちょっと気になっている点があるのですが、市民会議というのが当初事務局の

説明でもあって、しかしこの条例には盛り込めなかったということですけれども、こ

のあたりはどうですか。事務局あるいは庁内検討会の議論等で市民会議を盛り込めな

かった理由というのはどうなっていますでしょうか。なぜこういうことを申し上げた

かというと、今の調査、研究のところは市民参画の手法のところに盛り込めなかった

市民会議等というものも研究の対象に入れられていることがあり得るかなと思った

ものですから、その庁内検討の議論は割りといいけどちょっとまだ色々難しいという

ことだったら入れていいと思いますし、いやそもそもちょっとこれ難しいのだという

ことだったらそんな名前は出さない方がかえっていいと思いますのでどんな具合だ

ったか教えていただけますでしょうか。 

 

（委員） 

 今まで覚えている限りではあまり意見は出なかったですね。市民会議に関してはま

だ熟度が全然熟してないといったことでございましたので、特にそういう意味で議論

になったというのはないですね。 

 

（会長） 

 わかりました。ニュートラルだったということですね。 

 

（事務局） 
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 市民会議については、庁内検討会では議論としてはまだ全国的にも少ない、関東の

方しか導入されていない。市が主催者であることについてはなかなか今のところ明石

ではまだ難しいのではないかという意見の中で、その市民参画の手法の７条の８項で

「その他の市民参画手続として市長等がもし必要であるとするならばやることはこ

の条文で可能でしょう」という意見まで出て、その７条の中の手法の中には入れなか

ったと。その８項の中で、もしそういうことが、必要があって出来るとするならこの

条文で出来るのではないかと。それが慣れてきて標準装備になったらまた入れればい

いのではないかというような議論が出ました。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。７条の８項で受け止めていこうということですね。それ

では調査研究の対象をしなければならないということは盛り込んでいただくとした

上でその中で市民会議を入れるかどうかということは引き続きご検討をいただいて、

入れ込まないのであればそういったことを考え方の中に書き込んでいただくという

ことかなと思います。私の方からばかりで申し訳ないのですが、もう１点気になって

いるのが、２１条の２項の「この条例に基づき規則の改正又は廃止に関する事項」で

推進会議の権限がありますが、この条例には見直し規定とかそういうものを設けるこ

とはありますか。何年間ごとに見直さないといけないとか。 

 

（事務局） 

 これも議論になった自治基本条例はあらかじめ５年ごとに見直し規定は入れてお

ります。ただこれは私共の法務課が携わってしまったのであれなのですが、基本的に

条例とか規則とか法については見直す必要が出来れば当然見直すべきだと思ってい

ますので、あえて特にはそういう見直し規定は入れなかったと。ただ理念的にそうい

うふうなことを入れることは可能ですけれども、あえて入れる必要はないのではない

かというふうなことで入れていないということです。 

 

（会長） 

 わかりました。この点については特にご意見はございますか。一応見直し規定は特

には入れていないのが事務局の原案ということでございますが。このあたりは先程申

し上げたその市民会議みたいなものがこれからどんどんできるようになってくるか

ら定期的に見直すとそんなものも入れるのではないかと思うか、なかなかちょっと先

の話だなと思うかによって多分考え方が分かれるところかなと思います。もしご意見

等ございましたら今回か次回に伺いたいと思います。一応２１条については今のよう

な説明を受けて原案が出されたということで何かご意見等ございますか。では２１条

につきましては先程の不服申し立てを受けるという機能を加える他にはさほど問題

はないということで進めさせていただければと思います。 

 それでは私の方のページはどのあたりになりますかね。住民投票の次のところにな
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りますけれども、前回委員会で出た主な意見というところを少し抜粋させていただき

ました。１のところで「市民参画の手続について」でございますが、いくつか出たと

ころで纏めさせていただいたところでございます。パブリックコメントについては名

称も意見公募手続にしようということ、それからタイミングについては特に記載しな

いということ、それから１２条については公募の際の記入欄などを工夫する必要があ

るというふうな意見。知識、経験を生かすために公募の際の記入欄などを工夫する必

要があるかと思います。これについては考え方のところで盛り込んでいただくという

ふうになるかと思います。前回出た条例の中身としての議論になりうるところは、こ

の３０日前に公表という規定を本当に入れていいのかどうかというふうな点が議論

になったかと思います。それから１５条ワークショップのところでファシリテーター

が重要だということですが、あらかじめの公表については、これはご検討頂いた上で

結局難しいという方向性だったというところですね。事前公表についてはちょっと難

しいということで、ただファシリテーターの重要性については改めてこの考え方に書

き込むような形で運用をしっかりしていただければ、というふうに思っております。

それから２０条につきましては要望についてそれぞれ一元的に見られるようになっ

ている、ということで前回ご確認いただきました。そのことも周知する意味でも考え

方の方に書き込んでいただく必要があるかと思います。それから前回出た意見の中で

重要なのは、インターネットにアクセスできない人の参画手法についてどう考えるか

という問題があるかと思います。このあたりは事務局として何かございますか。これ

について今後の指針を何か設けるとかいうような。 

 

（事務局） 

 実際どのような方法でお知らせするかということで、基本的には複数の手法としか

いえてないのですね。実際これの条例を受けて規則をつくり、そのあと考え方の指針

をつくっていくわけですけれども、その中で要は市長等は代わりにどう取り組みとい

うのですか、こういうふうな手続があるからなるべく多様な方法で参画できるような

手法をして下さいというような形でしかお示しできないかもわかりません。具体的に

条例に入れるということはなかなか難しくて、基準の中で例えば市民センターなりコ

ミセンなりを置いてお知らせしなさいとか、そういうような指針で整備していくこと

になるかと思います。以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。ところで今の、例えばこの条例の市民参画の基本原則とか

ではどこで関連するのでしょうか。インターネットにアクセスできない人、あるいは

より一般に情報弱者といわれる人の参画については。 

 

（事務局） 

 情報弱者の情報共有のところになると思っています。市長等の責務の中で４条の２
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項で「市民に対し市政に関する情報を積極的かつ分かりやすい形で提供する」という

ことと、入れるとしたらそのへんのことで兼ね合いがあると。 

 

（会長） 

 とするとこの４条の２項の「考え方」のところに今のインターネットにアクセスで

きない人の問題、あるいは情報弱者といわれる方の問題というのを書き込んでいただ

くことができますか。 

 

（事務局） 

 例文で書き込むのかそれとも「考え方」に書き込むのですか。 

 

（会長） 

 「考え方」にです。 

 

（事務局） 

 「考え方」では可能です。例文にはちょっと書き込むのは難しいですけど「考え方」

では可能です。 

 

（会長） 

 わかりました。もし可能であれば次回そういった案については案文などもお考えい

ただければと思います。あと３０日前の公表というのが少し難しい問題かと思います

が、この点はいかかでしょうか。前回委員から実務上かなりこれは難しくないかとい

う。 

 

（委員） 

 他市を見ていますと、３０日という規定をもう少し２週間という形で緩めているも

のもあるのです。市の方はこれで決まれば職員はそれで取り組むと思うのですが、や

っている立場の市の職員の方でもいくらかの検討する余地も残してもらったらなあ

と思いますけれども。 

  

（会長） 

 この点は庁内検討会で何か議論があったわけではないのでしょうか 

 

（委員） 

 庁内検討会では、日数とかそのへんも全く無く。 

 

（会長） 

 事務局でも特に３０日というのは議論したわけでもなく。 
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（事務局） 

 事務局が考えたのは、行政手続法の関係で意見公募手続は３０日になっていますの

で、法でできているものであるので、条例でもそれを踏襲したと。意見公募手続が市

の条例で３０日を基本として全てに流したという。 

 

（会長） 

 意見公募手続については私もやっぱり３０日は絶対必要だと思いますし、ありえな

いと思いますが、問題は意見交換会、ワークショップ、公聴会、１９条のその他、全

て３０日というふうになっている。ここまでやるべきかどうかというのは確かに議論

の余地があるところかと思います。他方であまり早いとなると実務上大変になってし

まうし、特にワークショップや意見交換会はやらないで進めることも出来るものなの

で、３０日前だったらちょっと無理だよ、やらないよというふうに市の方がなってし

まわないかというのがひとつ危惧されることかと思います。他方で市民の側として３

０日だとちょっと重要なことで気づかないことも多い、という議論もあるかと思いま

すので特に後者の点は、市民の目からしてどうなのかというところをご意見頂ければ

と思います。今２週間という具体的な提案も出たのですが、２週間あれば大丈夫だと

思うか、それともやっぱり３０日ないと知らないで色んな大事な事が決まっちゃって

まずいよという感じなのかという点でございますが、、これは重要な論点じゃないか

なというふうな気がしております。また意見交換会、ワークショップ、公聴会はひょ

っとしたらちょっと違うのではないかなという気はしますので一旦事務局でご検討

いただけますか。あと委員の皆様方、特に市民の目線から２週間で十分か、それとも

３０日ないとやはり不安かというあたりが重要になってくるかなと思いますので、次

回まわしになるのが多くて申し訳ないのですが、ちょっとこれも次回にご議論頂けれ

ばというふうに思います。それでは参考資料のところの市民参画手続というところに

ついては他にお気づきの点ございますか。実はちょっと時間が押し迫っておりますが、

今回傍聴者の意見をいたただいて少し気になっている事がございます。こちらの別の

傍聴者アンケートのところをお開きいただけますでしょうか。まずこの第１ページの

ところで政策等というものと施策というものとの定義について問題提起されておら

れます。またこの市民参画の手続がこの点事前に事務局と打ち合わせさせていただい

たところがあるのですが、今回ほとんど企画、立案、計画についての仕組みについて

なのに２条の４号の方では実施評価というのが入っている事が少し不整合なのでは

ないかなというのは私も気になっていることでございまして、ちょっとこれは事務局

と私の方で相談致しまして次回までにここの点は整理するということでよろしいで

しょうか。それとも現段階ではすでに何かありますか。 

 

（事務局） 

 この点なのですけれども、踏まえて変えたところがございまして、今回の条例の素
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案なのですけれども、２条の「定義」のところに市民と市長との市民参画ということ

をやめまして、市民参画手続という定義を置かして頂いて、「市長等が行う施策に市

民が意見等を反映させることを目的として、その意思決定の過程において、市民が主

体的に意見を述べ、又は提案をする手続をいう」というような形で現在変更をかけて

いるところです。 

 

（会長） 

 私の気付いておりました点で、今日出された資料の方では市民参画手続というふう

に２条の３項が変わっているということですね。意思決定の過程の方に限定がされて

いるということでございますね。その前提として実施については共同の条例というの

を予定している、また評価についても少し別の仕組みを予定しているから今回には含

めないのだと、それをやらないことではないのだと、いうのが大前提でございました

ね。ちょっと今日はこれ初めて出たものでございますので、もしご意見があれば次回

お願いできればと思います。 

 この「傍聴者アンケート」につきまして２ページも気になっているのですが、一番

下の「自治条例では『自治の主体』とされていたものが、参画条例では『自主性が尊

重される自治の客体』とされている、との誤解を生む表現となっている」というふう

な表現に書かれていまして、自治条例に「自治の主体」という言葉が使われているの

で、それを参画条例で市民の自主性が尊重されるというのが少し弱まってしまうので

はないかというふうなのがこのご意見の趣旨かなあと判断しました。これについては

どうお考えですか。 

 

（事務局） 

 先程この条例の構成を市民参画手続ということのところに変えましたもので、分り

やすいように手続に参加するのは自主性であるというふうに変更をちょっとかけさ

せていただいておりまして、第３条の市民参画の手続では市民の自主性が尊重される

ということで。全ての市民に参加が保障されるということでこれも変更させていただ

いておるところです。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。市民参画そのものについて趣旨を変えるものではないとい

うことですね。それからその次のページもかなり重要な意見ではないかと思うのです

が「市民が特定のものの利益というのはよく分からない」というようなご意見かと思

いますがこの点いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 ここなのですけども、市民参画手続をするに当たっての市民の役割の中で、要は市

全体のことを考えてして下さいということで、第３項については、ここに書いてある
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通り「個人」や「団体」の利益ということで、「物事」ではなくて「人」とか「団体」

という。 

 

（会長） 

 あくまで人や団体のみについてということですね。分りました。次のページのとこ

ろで「市民参画の手法」というところではやや対象事項との条文の技術的な整理に関

わる問題ですが、重要だと思いますがここで議論する前に私の方と事務局で少し整理

をさせていただければと思います。さらに２ページ進ませていただきまして、最後の

参画条例の１０条についてのご意見なのですが、「市長等において、任意に市民参画

手続きを行うことを妨げるものではありません」という記述があるので、もっとこれ

を明文で置いたらどうかというご意見かと思いますが、この件はいかがでございます

か。すでに盛り込まれているという理解でよろしいですか。参画条例１０条について、

任意にこの条例に基づく他の市民参画手続を行うことができるということですね。 

 

（事務局） 

 多分できるということを恐らく強調したい方の意見と、私共はすぐできますけども、

実施する義務はないよというような表現をしているだけの違いだと思っております。 

 

（会長） 

 あくまで要しないと書いているので、行えるときは行うということはもう少しそれ

を条文に盛り込みたいという意見が出たということですね。事務局の方としてはそこ

までしなくてもいいのではないかということですね。 

 

（事務局） 

 考え方の方ではそういうふうに書かせていただければいいという認識です。 

 

（会長） 

 申し訳ございません。ちょっと時間の配分がうまくいっていないので最後に理念規

定等についても前回議論になった点がいくつかあるかと思います。３というふうにま

とめさせていただいているところでございまして、情報共有等の内容をより具体化で

きないかということで先程情報共有のあり方というものについての問題提起があっ

たかと思いますし、また対等な立場という点についても問題提起があったかと思いま

す。また５条については市民について「責務」という言葉を使うか、「役割」を使う

かという議論がございました。現在５条は「役割」になっているのですが、４条の市

長等は「責務」で、市民は「役割」という書き方に書き分けをされているのは良いか

という点について議論がございました。また５条の方で「責任を持ち」という表現が

強すぎるかもしれないというご意見があったところでございます。ちょっと時間が限

られておりますが、情報共有対等な立場という点について、この３条の「お互いの特
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性を生かし、対等な立場においてお互いの役割を理解しながら行われるものとする」

という条文としてはいかかでしょうか。先程の具体的な例をご紹介いただきました、

朝霧公園の問題であるとか、あるいはまちづくり整備計画についての集約について、

このままの条文でむしろいいというお考えでしょうか。それとも特に対等な立場とか

お互いの特性という点で何かもう少し別の考えであり得るというお考えになりまし

ょうか。 

 

（委員） 

 よく分からないのですが、これでいいのではないかなというふうに思いますが。 

 

（会長） 

 とすればむしろ先程のお話しというのは情報の共有のあり方、あるいは対等な立場

におけるお互いの役割を理解、というものの望ましいあり方についての問題提起だっ

たというふうに理解していただければと思います。できれば事務局の方にも課題を増

やすようで大変申し訳ないのですが、先程のお話を整理した上でより一般化したよう

な表現で先程の問題提起のようなものを「考え方」のところに盛り込むことができる

のかご検討いただけませんでしょうか。単に知らせて分りましたというだけが情報共

有ではない、非常に深い話し合い等を含めたものが情報共有により深いあり方なんだ

というふうな問題提起があったかなと思いますので、そういった点を盛り込んでいた

だくことができればというふうに思っております。その上で新しい考え方を盛り込ん

でいただければと。委員の皆様からももう少しこの点についてというご意見があれば

より練れたものになるのではないかと思います。 

 

（委員） 

 前回質なのか量なのかというお話をされたと思うのですが、私のひとつの解釈とし

てですけども、周知徹底ということを入れると上手くまとまるのではないかと思って

います。質なのか量なのかという問題って結構難しいと思うので前回確かそんなお話

をされていたと思うのですよね。質とか量とかってそういうものではなくて、双方が

周知徹底するというか、そういう何かこうニュアンスを盛り込めればいいなと思うの

ですけど。 

 

（会長） 

 ２で情報共有の原則を定めていますが、市民が市政に対する情報を適切に得ること

ができなければ市民と市長等が対等に議論をすることはできません。市長等は市政に

ついての情報提供を積極的に行い、市民も市長に対して情報を共有し、ひいては問題

意識を共有することが必要である。今の周知徹底というご指摘というのは単に市長等

が積極的に行うだけではなくて、周知徹底も目指すべきであって、さらに問題意識の

共有までを目標とすべきであるということでございますね。もうひとつここでは市民
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の側からの発信も非常な重要であるということが書かれていることかと思います。情

報というのはただ一方的に提供するだけではなくて、受け手のほうがそれを理解しな

いとあまり意味がないということがありますので、問題意識を共有のところに含まれ

ているようにも思いますが、ものすごい分かりやすくすることも考えられるかもしれ

ませんね。ちょっとご検討いただければと思います。これに含まれているという考え

方もありましょうし、あるいはもう一言二言補充することで今のような趣旨を盛り込

んでいただくこともできるかもしれないと思います。 

 

（副会長） 

 ３条の３の「お互いの特性を活かし」というところが私はちょっと分からないので

すが、これはどんな意味で。例えば１番下の方でしたら「お互いの立場を理解し、尊

重して」というふうな言葉になっているのですが、「特性を活かし」というのはもう

もともと市民と市長は特性が違うのだから、という意味ですか。 

 

（事務局） 

 この３項なのですけれども、これ非常に今回迷っていまして、じつはもう要らない

のではないかと。申し訳ないです。「市民参画は」とあるのが「市民参画手続」にな

ってしまったら、この３項が若干ちょっとおかしくなるのではないかと私も今気付い

ていまして。ですからここは本当に言うと特性を生かして分担をするのは実は共同の

話ではないだろうなということもあるので、実はこの３項をちょっと削った方がいい

のではないかということを今ちょっと気付いております。 

 

（会長） 

 難しいですね。ただやっぱり多様な市民がそれぞれの知識や経験、能力を活かしな

がら参画するという面というのはあると思います。確かにおっしゃるとおりそれは市

民参画手続の原則かというと、ちょっとそうでないような気はするのですが、だとす

るとそのあたりのところでどこかに盛り込みたいような気はするので。あと「対等な

立場」というのは何か手続の中であってもおかしくないと思うのですがどうなのでし

ょう。 

 

（事務局） 

 「対等な立場」も前回も議論になったと思うのですよ。本来的には市民は主権者で

あるので対等はありえないかもしれないけれども、機関としては対等でなければとい

う議論はあったと思うのです。要は、もともと市民は主権者ですけども１対１の関係

になるのではなくて、市長等の方も全てを背負っているので市民の意見も必要として

対等にお話しましょうということでお話させていただいたと思うので、そこはこの表

現は特に問題はないかと。ただ３項についてはちょっと工夫する余地はあるかなとは

今思っています。 
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（会長） 

 わかりました。次回までにこれはご検討いただくということですね。もうひとつは

このお互いのなのですかね、市民と市長等は。特性の方についてはお互いのというよ

り市民の中でも様々な多様なことがあるので、市民と市長のお互いの特性というと何

か、市民がこういう特性を持っていて市長がこういう特性を持っているというふうに

なっちゃうような気はするのですが。 

 

（事務局） 

 市民と市長等が、となると協働になってしまう気はする、分担し合うというような

形になってしまうと思うので。逆に市民の色々な意見をもらうというか、そういうふ

うな表現にした方が私はいいと思っていますので、ここは検討させていただいて、次

回にご提案させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（会長） 

 それではさっきの５条の点いかがでございましょうか。「役割」と「責務」の問題、

それから５条の「責任を持ち」という問題でございますが、ご意見はありますか。「責

務」と「役割」については特に異論は前回出なかったと理解していますが、これはこ

のままでよろしいですか。市民の方は別に「責務」でなくてもいいということは。で

はその上で「責任を持ちというのは少し強すぎないか」というのが前回のご意見とし

てあったと理解していますが、この点はいかがでございますか。「誠実」といった言

葉の方がよりいいのではないかと。 

 

（委員） 

 私個人的にはいいと思ったのですけれども、持って帰った時に地域の方からそうい

う話があったもので、ちょっとしんどすぎるなあという話で、この前発言させてもら

いました。そしたらどんな言葉がいいのかなということで、こちら聞いたら「誠実」

という言葉があるのではないかというようなことで。全て私の意見ではなくて、地域

の方の意見も含めての。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。他の委員の方はこの点についてのご意見ございますか。 

 

(委員) 

 「責任」というのはそぐわないと思うのですが。さっきから言っている主権者とは

何とかという話しからすると、「責任」という言葉は何か違和感があるのですが。そ

れからそれくらいの強さも必要かなあとは思うので。難しいなあ。 
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（会長） 

 庁内検討ではこのあたりご議論ございましたか。 

 

（委員） 

 議論していないです。 

 

（会長） 

 非常に悩ましいところではありますね。 

 

（委員） 

 自治基本法をつくる時にもこのへんの文言はなかなか大変だったと思うのです。 

 

（事務局） 

 このへんでちょっと議論があったのは「市民としての自覚を持って」という意見も

あったのです。「市民としての自覚を持って」というのは、市民たる市民としての自

覚ってよく分からないなということになってしまって、今この表現になっているとい

うのが実際なのです。 

 

（会長） 

 もし「誠実」という言葉を活かすとすると、誠実に発言と行動するように努め、と

かいう感じですかね。とすると、一旦そこで対案をご用意いただけますか、前回と同

じような。これは「責任」の原案のままと「誠実」という言葉で案をつくってみると

どうなるかということで。あとは次回どちらの方がしっくりくるかということで決め

ていけるかと思います。いくつ宿題をお願いしたか、非常に申し訳ないお話になりま

したけれども。では、ちょっとすみません、時間を超過しまいまして申し訳ございま

せんでした。委員の皆さん他にご意見ございますか。それでは恐縮でございますが、

改めて恐らく少し全文を整理していただくことと今日我々、皆さんにご検討いただき

たい課題と事務局の方でお願いしたい課題もいっぱい出してしまいましたので。自分

でも今いくつ言ったかすぐ整理できないところですが、改めて見直しまして、修正、

あるいはいくつか複数案があればその可能性について整理していただいて。今回は２

週間ありますので、それと次回残された論点というのは改めて整理して委員の皆様の

お手元にお送りするような手筈にすることができればと思います。 

本日は熱心なご議論、どうもありがとうございました。事務局にお返しします。 

 

（事務局） 

 委員の皆様、長時間に渡り熱心なご議論をありがとうございました。次回の委員会

の日程をお伝えいたします。第５回委員会として平成２２年１１月２６日金曜日午後

６時半から、場所は同じでございます。それと今までの第１回、第２回の議事録につ
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いては明石市のホームページで公開しておりますのでご覧いただきたいと思うので

すが、ホームページでご覧になることが出来ない方、もしくは紙ベースで郵送をして

くださいというご依頼がありましたら今ここでお受けしまして、郵送させていただき

たいと思うので、後で事務局の方にご請求してください。それと先程先生に色々いた

だきました課題をまたつくりまして、資料としてまた送らせていただきたいと思いま

す。それでは以上を持ちまして本日の議事を終了させていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

 


