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第１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10月8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、松村委員、宮川委員、森川 

委員、平岡委員、小島委員、梅木委員、八田委員 

１ 開会 

(事務局) 

定刻となりましたので、それではただ今から、第１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、開会にあたりまして、当市副市長の友國 

より、一言ごあいさつを申し上げます。 

２ 友國副市長のあいさつ 

(友國副市長) 

ご紹介いただきました、明石市副市長の友國でございます。大変お忙しい中、ご 

出席いただきまして誠にありがとうございます。また、この明石市市民参画条例のそ 

れぞれ委員の皆様方には大変お忙しい中、快くお受けいただきまして厚く御礼申し上 

げます。本当にありがとうございます。さて、自民党から民主政権へという移行の中 

で、このところ特に地方主権といったような言葉をよく聞かれるようになってまいり 

ました。政策の方向もより中央から地方へと大きな流れになっているのでは、とそう 

いうふうに感じているところでございます。そういう中、地方におきましては厳しい 

財政状況もございますが、より市民の声を反映してしっかりと責任ある地方の運営す 

ることが、とりわけこのような状況の中で重要になってきていると思いますし、また 

市民の方々の真の声をしっかりとそれぞれの主体の運営に反映していくと、そういっ 

た意味においての仕組みづくりといったようなことも大変重要になっておると、その 

ように認識をいたしておるところでございます。本日におきましても、この４月に自 

治の理念であるとか、基本的なルールを定めた明石市自治基本条例を施行するにいた 

ったところでございます。自治基本条例の策定につきましては、庁内の準備期間を含 

めますと、平成１８年７月からということで、４年近い年月をかけて、幅広い市民の 

方々のご参加、幅広いご議論の中で条例の策定にいたったわけでございます。条例の 

策定にあたりましては、出来るだけ市民の方々の幅広いご意見を反映するということ 

で、素案の検討を市民の各会の代表の方で構成いたします検討委員会に、素案作りを 

お願いいたしました。条例の策定にいたるまで、検討委員会におきましては、２７回 

の会議、その他ワーキングでの作業と、度重なる幅広い熱心なご検討もいただいてま 

いりました。また全校区における２回にわたるタウンミーティング等、市民の方々の
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ご意見を幅広く聞き、素案作りに反映をいただいた次第でございます。無事この４月 

から、自治基本条例ということで施行にいたったわけですが、今はその自治基本条例 

に基づいて、市政の運営のあり方であるとか、様々なルール、条例、規則類の内容、 

それが自治基本条例の精神をふまえたものであるか、そういったことで、その見直し 

に取り組んでおるところでございます。自治基本条例に基づいた新たな自治の仕組み 

を肉付けていくその条例や規則の整理という中で、とりわけ重要なのが、この市民参 

画条例ではないかとこのように思っている次第でございます。明石市におきましては、 

これまで常設の審議会が８０ほどあるわけですけれど、審議会運営等につきましては、 

会議の公開であるとか、その委員の体制につきましても、出来るだけ公募委員の参加 

を求めたり、幅広い市民の参加をいただくといったことで、運営についてのルールも 

ございます。また、各種の行政施策計画、４０近くあるわけですけど、各種の計画作 

りにあたりましても、必ず市民の意見を聞くということで、パブリックコメント実施 

等もほぼルール化されておるところでございますが、全体として市民の方々の参加を 

いただくということについての体系だったルールというのはございません。というこ 

とで、自治の実態を裏付ける大変重要な市民参画の基本的な理念であるとか、ルール 

作りということを、その内容とする条例の制定が急がれているということでございま 

して、この審議会の検討会に期待するものは、市民の方々も非常に大きなものがある 

のではないか、そのように考えているところでございます。どうか委員の皆様方には 

大変お忙しい中、幅広いご議論をお願いすることになると思いますが、どうか宜しく 

お願い申しまして、はなはだ簡単ではございますが、この検討会の委員会の開会にあ 

たってのご挨拶とさせていただきたいと思います。どうか今後とも宜しくお願い致し 

ます。ありがとうございました。 

３ 議会の運営方針について 

（会長） 

本日は第１回の会議でございますので、会議の運営につきまして、委員の皆様方と 

の共通理解を諮りたいと思います。事務局より説明願います。 

【議会の運営方針について資料３に基づき事務局から説明】 

（会長） 

ただ今、事務局からの方針案としてこの委員会は、会議、会議資料及び会議録を 

公開で行いたいこと、検討委員会の議事はできるだけオープンにし、委員会での議論 

に対して広く市民の声を聴きたいこと、そのような声を会議にいかしていければと考 

えていることの説明を受けました。委員の皆様にお諮りしなければなりませんが、こ 

のような公開の方針についてご異議がある方はいらっしゃいますでしょうか。
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（委員） 

今回は傍聴者の方がおられないのですが、以前参加した他の会議でも後ろのほう 

に数名来られていたのですが、いつも思うのが、私達が会議をしていて、どう思われ 

ているのか全く分からないのですね。せっかく傍聴に来てもらえるのですが、どうい 

う風に思われているのかなというのはお聞きしたいなという思いがあったのですが、 

それは、公開はできないのですか。傍聴者の方の感想の声は私達委員のほうには届か 

ないのですか。 

（会長） 

後で感想などを聞きたいということですね。今のご趣旨ですけれども、まず感想 

を聞きたいということと、それとご意見としては、その場での発言も認めたほうがい 

いということでしょうか。 

（委員） 

発言は多分委員ではないので、今までそういうことはなかったので。ただどうい 

うふうな感想をもたれたのかということを公表できるのかどうかということをお聞き 

したいのと、委員だけに感想みたいなものを配っていただけるのか。 

（会長） 

ありがとうございます。どうでしょう。事務局のほうとしましては、どのように 

お考えになりますか。そのような傍聴者の方からの感想を委員の皆さん、あるいは市 

民の方へフィードバックするということは方向としてはあり得ると考えておられます 

か。 

（事務局） 

資料とともに最後にアンケートをお配りして、それを回収いたしまして、皆様にフ 

ィードバックさせていただくという方向でお願いしたいと思いますけどよろしいでし 

ょうか。宜しくお願いします。 

（会長） 

ありがとうございました。それでは今の問題提起を受けまして、事務局のほうでい 

ろいろ考えていただければと思います。他に何か委員会の運営のあり方についてご意 

見等ございますでしょうか。そうしましたら、この委員会は公開することを前提に、 

それから今のような傍聴の方からのフィードバックも含めて色々考えていくというこ 

とで進めさせていただきたいと思います。 

それでは本日の進行についてご説明させていただきます。初回委員会ということで、 

市民参画につきまして、委員の皆様におかれては、色々なイメージをお持ちかと思い 

ます。 

この検討委員会で検討する市民参画とはどういうものかという共通理解を持ってい 

ただくのがよろしいのではと思っております。そこで、実質的な議論に入る前に、市
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民参加と市民参画の条例につきまして、私の方から僭越でございますが、説明させて 

いただきたいと思います。その後で出来れば副会長の方からもご意見をいただき、引 

き続き事務局の方から市の方での検討状況のご説明をいただきたいと思います。前半 

で皆様の共通理解を得た上で後半は実質的な議論に入っていきたいと思います。それ 

では私の方から市民参画条例についての簡単なパワーポイントを使いましてご説明さ 

せていただきます。 

４ 市民参画条例内容について 

（１）市民参画について 

【市民参画について会長から説明】 

【市民参画について副会長から意見】 

(２)市民参画条例について 

【市民参画条例について資料５に基づき事務局から説明】 

（会長） 

ただいまの事務局からの説明について、何かご質問・ご意見はございませんか。 

（委員） 

行政の役割というのはどうなっているのでしょうか。 

（事務局） 

先程もお話があったのですが、行政、市長等が市民参画の方法をどうやってとるの 

かと、どういう施策でどういう市民参画の方法をとっていくのかということだと思っ 

ております。 

（委員） 

ここには先程先生がおっしゃった二元（代表制）の話がありましたよね。その二元 

のうちの１つがここにある。もう１つのことについては先程の先生の方の説明でも明 

確ではなかったのですが、議員の問題、そのへんはどうするかということはここで話 

すべき課題になるのですか。 

（会長） 

私自身の考えとしましては、議員さんの活動とかは、市民参画条例と切り離して、 

そういう方向でいくのであれば、議会基本条例とかそういう形で議論をしたほうがい 

いのではないかなというふうに思っております。かなり異なった問題点が出てくるな 

というのがあるのと、後は手続き的な問題で、この委員会が市長から検討するという 

ミッションを受けた委員会だということがありまして、議会のありかたを議論する時
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に議会の方で委員会ということも考えられますし、あるいは委員会の中に議会の委員 

会の代表者というのも入るほうが筋なのではないかなと思います。 

具体的な条文のほうの立案ということはこの委員会の役割を超えるのではないか 

なという印象をもっておりますが、例えばこの市民参画条例の仕組みを議論した後で、 

むしろ議会についてはこんな残された課題があるのだというふうなことを提言して出 

していくということは充分考えられます。ですからそういったことについても、ご意 

見としてはむしろためらわずにどんどんご発言をいただきたいと思います。 

（委員） 

何をどこまでどうするのかなというのが少し知っておきたいと。僕達より議員さ 

んの方が気にしてらっしゃることが多いのですから。すみません。 

（委員） 

資料５の１６ページの市政に関する情報を知る権利というのが、上から３行目く 

らいに書いてあるのですが、私こちらに来て市政のことを知るのにはどうしたらいい 

のかと思って考えたのですが、広報あかしというのが新聞をとっていたら挟んである 

ということを知りましたが、ただ新聞をとらない市民も最近多いですよね。パソコン 

の普及で市制のことを知る方も多いのかもしれませんが、例えばそういう手段のない 

方は市政に関する情報を知る権利ということからすると、権利といったら別にこちら 

から働きかけなくても、自然と得られると、そういうふうに私はとるのですが、前の 

ところでしたら、町内会の方が全世帯に広報をポスト入れくれたのです。ここではど 

うしたら市政に関することを、パソコンを見たら分かると思うのですが、ただその他 

の手段として、じゃあそれが無い方はどうしたらいいのか、市政の内容を知るときに 

新聞をもらっていないかたは知られないということを知って、ちょっとこれは矛盾す 

るように思うのですが。権利というと、自ら働きかけなくても知ることが出来るよう 

なことが権利ではないかと、法律的なことは詳しく知りませんけど、この文章を見る 

限り、自分から働きかけなくても、自然に入ってくる情報が得ることが出来るのが権 

利ではないかなと思うのですけど。宜しくお願いします。 

（会長） 

ありがとうございます。後でご相談したいと思いますが、私自身のプランとしま 

しては、少し後の方で、先程出ました市長等の責務であるとか、市民の権利、役割と 

いうところを議論したいと思っていますので、今のようなご発言、その会などにおい 

て是非積極的にお願いできればと思います。条例に盛り込む文章としましては結局情 

報を知る権利、あるいは情報共有という理念的な言葉しか書けないと思いますけれど 

も、まさにこの委員会の中で知る権利というのはこういうことなのだと、あるいは情 

報を共有するというのは本当はこうでなければいけないのだというふうな理念を提言 

として打ち出すことができれば、実際にできた条例に基づいて市が政策を推進してい 

く上でおおいに参考になると思いますので、是非ご意見をお願いします。
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（副会長） 

パワーポイント９ページの自治基本条例からぶら下がっているところで、一番左 

側に市民参画条例があって、今そこがまさになのですが、その隣の協働のまちづくり 

条例で、イメージとしてどう違うかというのが分からないです。例えば兵庫県だった 

ら男女共同参画社会づくり条例というような、条例の名前としてはまちづくり条例と 

かというのと基本の条例とが一緒になっているところがたくさんあるので、その違い 

が何なのかというのが、イメージとして分からない。 

（会長） 

市民参画条例と、協働というのは、自治体によって一緒に制定しているパターン 

と、別の条例で制定しているパターンが色々あるようなのですね。市の方から今回別 

に制定したほうがいいのだというご判断をとられた理由というのをお示しいただけま 

すでしょうか。 

（副会長） 

対象となる事象がどんなことかということ。 

（委員） 

参画の条例と協働の条例と別にするということで色々と我々は考えていたのです 

が、参画条例は、情報の共有システムで、協働の条例はその後の協働の仕組みを考え 

ていかないといけないだろうと考えておりまして、参画は参画の手法を決めることで 

その条例が出来上がると。ただ協働の条例は中身を決めるにしましても、非常に幅広 

く意見を聞いていかないといけない。例えば今年の７月から８月にかけてまちづくり 

懇談会というのを政策部、総務部、コミュニティ推進部の３部の合同で地域に入って、 

明石市は２８小学校区があるのですが、その内１７会場でまちづくり懇談会というの 

をやりました。そんなことをやりながら地域の方の意見、あるいは市民活動をやって 

いる方の意見を聞きながら、協働のまちづくりといったら、一方的にするのではなく 

て、キャッチボールをしながらやっていく必要があるだろうということで、参画の条 

例と協働の条例を分けて、協働の条例はまだ何の検討にもはいっていないのですが、 

近々検討委員会を立ち上げてやっていきたいと考えています。 

（副会長） 

それは計画とかプランというのではなくて、条例として独立させるものですか。 

（事務局） 

条例として作ります。 

（副会長） 

ちょっとお話を伺っていると、実際の課題があり、それを解決する方法とか、 

様々な手法があるのは、条例に対する計画でありプランかなというイメージをもって
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いるので、確認したかったのです。 

（会長） 

ありがとうございました。一般的には基本的な新たな仕組みを作る、あるいは基 

本的な理念を定めるのは、条例の役割かなという気がします。それに基づいて先生の 

ご専門で言えば男女共同参画の部門などについて具体的にどんなようなプランで協働 

をやっていくのかどうかということになったら計画を立ててということになるのかな 

と思います。今のお話ですと、参画の方は比較的スピードアップして作っていくこと 

ができるけれども、協働のまちづくりをやるときには、より幅広く意見を聞きながら 

キャッチボール、フィードバックをより丁寧にやっていく必要があるということから 

２つの条例を別々に制定する方針でやっていくということですね。分かりました。他 

にご質問等ありませんでしょうか。 

（委員） 

１４ページの市民参画と市民参加のところで、先生のご説明に市民の参画、参加、 

協働という説明があったのですが、おいおい明らかになっていくと思うのですが、案 

の策定過程、案の策定後正式決定までの間に市民が加わる、これは参加だというふう 

におっしゃられたと思うのです。課長さんの言われたのが、市の施策や政策の意思決 

定への参加というあたりから、関わっていき、ずっと最後までいくのが市民参画であ 

る、こういう話だったと思います。前半のところの検討であり、案の策定のところは 

参加であって、参画というのは全体を通して評価までいく、それが参画なのかなと受 

け止められたのですけどよろしいのでしょうか。 

（会長） 

どうでしょう。私自身が、実は前段階でも市のほうと意見交換をさせていただい 

たのですが、今日の杉浦さんからのご説明のスライドの１４ページのスライド７です 

が、市民参画という言葉がどうも２つの意味で使われているみたいですね。上の方で 

は両方の意味を合わせて市民参画というふうに言われていて、その下の方では市民参 

画はその上のほうの市の政策の意思決定が市民の参加だろうと。いわば広い意味の市 

民参画と狭い意味での市民参画との２つがあると。それを区別して市民参加は、参加 

というのは施行段階だよというふうなご説明だったと思います。これを私のほうに当 

てはめますと、検討や案の策定の段階で行われるのが、今日の杉浦さんでのお話では 

狭い意味での市民参画になるかと思いますし、実施の段階で行われるのは市民参加と 

いうふうな言葉を使われているのだろうと思います。私自身の考えとしましては、用 

語の区別というのは、このあたりは法律家的な発想になるかもしれませんが、とにか 

く決めればいいだろうというふうな発想がありますので、出来ればこの点については 

中身をどんなことをやるのかということで、最後のところでじゃあ結局この言葉はこ 

ういう意味で使おうということを後で皆でこの条例の言葉遣いとして確認していくと 

いうふうにできたらなと思っております。それでは委員の皆様方、他にご意見ありま 

すでしょうか。
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（委員） 

先程の新聞を取っていない人は広報をどうするのかという話ですが、それにつき 

ましては、市の広報課のほうにそのむねをお伝えしていただけましたら、市の方から 

郵送でお送りするという方法もございますので。 

（委員） 

それは知っておりますが、ただ自分からアクションを起こさないといけないので 

はなく、自然に入ってくる情報を得るというのが権利ではないかなと思っていますの 

で。難しいですけど。 

（会長） 

情報共有はいつも問題になるところですね。請求した人だけが知れればいいのか、 

それとも市のほうからいつも積極的に教えていく義務があるのか、というのはいつも 

論点になるところかと思います。ありがとうございました。市民参画条例についての 

一般的なご説明と意見交換を行ってきたわけですけれども、これを受けて本日実質的 

な論点にも入っていこうかなと思います。今の事務局のほうからのご説明で、今回市 

民参画条例としてこんなことを審議することを期待しているということが出たかと思 

います。行政の役割、市民の役割、対象、方法、時期、仕組みということになるので 

すけれども、打ち合わせをさせていただいたのですが、私としてはやはり出来るだけ 

具体的な仕組みの方からまず議論するほうがいいのではないかなと思います。それを 

議論した後で、先程の役割や責務の問題、それからさっき議論のあった権利の問題で 

すね。そんなところに遡っていくほうが、議論が効率的に進むのではないかなという 

印象をうけました。それから一番重要な論点として、市民参画の対象という論点と、 

それから市民参画の方法、あるいは手法という論点があるかなと思います。先程申し 

ましたとおり、市民参画条例というのは、市の意思決定を行政、もちろん場合によっ 

ては議会だけに任せておくのではなくて、幅広く市民の意見を募って反映させるため 

の仕組みと考えられます。だとすると、一体どんな意思決定が大事なものだから、行 

政だけに任せていくのではなくて、市民の意見を聞かなければならないのかというこ 

とをこの条例で決めなければいけないと思われます。あまり細かいことにまで市民の 

意見を募ると、必ずやらなければいけないとすると人的の問題、経費の問題、時間の 

問題から色々と難しいことになるかもしれませんし、あるいは事柄の性質によっては 

市民参画手続きは望ましくない、あるいはできないといった事柄もあるかもしれませ 

ん。かつての市民参画条例でもこの点、それぞれ苦労して具体を検討しておられます 

ので、委員の皆様のご意見をお伺いしたいところでございますが、まず庁内で事前に 

この点、ご検討いただいているというふうに聞いております。その庁内の議論で市民 

参画対象についての議論はどうであったのかについてご説明していただけますでしょ 

うか。 

（３）市民参画の対象について
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【資料６～資料９に基づき庁内検討会の意見について市職員から報告】 

（会長） 

ありがとうございました。今市民参画の対象についての庁内の検討会の結果を資 

料６から９に基づいてお聞きしました。一番重要なのは、最終的な庁内での取りまと 

め結果ということで出された資料９だと思います。今から委員の皆様でこの点を検討 

していきたいと思いますが、ひとまずご要望がなければ、資料９をベースとして考え 

させていただければと思います。資料９では１のところでどのような事項を市民参画 

の対象とするか、ということを決めていく。その上で２に書いているのは、その中か 

らこれは除くのだ、というふうなことです。大体今ご覧いただいたとおり、他市の条 

例もこういうふうな構成の仕方になっていると思いますけれども、そこで皆様には例 

えば１のほうについてこれだけではなくて、これも加えたほうがいいのではないか、 

というふうな意見。また２除外事項につきましては、これは除外しなくてもいいので 

はないか、あるいは逆に除外事項としてこれも入れたほうがいいのではないか、など 

とご意見が色々あるのではないかと思います。それはもちろん資料９、資料６，７， 

８、についてこれはどういう意味なのかとか、これこれこういうことを考えているが 

資料９の例えば１の３に入るのか、入らないのか、という点について色々とご質問等 

もあるかと思います。そいうことで委員の皆様のそれぞれのご質問、ご意見というの 

をこれから伺えればと思います。最終的には全ての委員の皆様にご意見を伺えればと 

思っておりますけれども、差し当たり今何かお気付きの点などありましたらご意見を 

お願いできませんでしょうか。宜しくお願いします。 

（委員） 

資料８のところを見ると、予算のことが入っていますが、資料９については予算 

については結果としては対象に入っていると考えていいのでしょうか。 

（会長） 

資料９の２は予算を定めるところよりも補助金でございますよね。予算そのもの 

はどうかということでしょうか。 

（委員） 

予算のことは時間もかかるのでいかがかなという意見が前のほうに書いてあるの 

ですが、これを見たところ予算についてはどちらに入っているのかなと思い確認した 

いのですが。 

（会長） 

庁内の検討会では予算そのものについてのご議論はございましたでしょうか。 

（委員）
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２５ページの一番下の予算案の策定ということで、先程時間の関係でご説明がで 

きなかったのですが、意見と致しましては「予算の策定を対象とすると、あまりに広 

範囲になってしまう」ということがございます。「市民生活に重大な影響を及ぼすも 

のといった括りで、新規事業や制度の見直しといったものを個別に対象とする方がい 

いのではないか」ということがございます。それから次のページで「予算を参画の対 

象とするのはスケジュール上難しい。」ということで、現在も既に１０月ということ 

で、来年の予算の策定に入っておりますが、市民の意見を聞くと、やはり時間的にも 

間に合わないということがございます。それからその下の「予算は方法論であり、事 

業について個別に意見を聴けばよい。施策には賛成だが予算には反対となってしまう 

と困る。施策実現の予算は行政に任せてもらいたい。」と、こういった意見が出てお 

ります。予算そのものについて対象としないと庁内の検討会議での意見は多くありま 

した。 

（委員） 

庁内の意見としてそういう流れになっているのであれば、ここにもそういうふう 

に明確に書かないとわけが分からなくなってしまいます。 

（会長） 

ありがとうございました。今の意見は予算について庁内の検討会では２５ページ、 

２６ページに挙げてあるような理由から、市民参画の対象としては含めないものとし 

て資料９では入っていないということですね。委員の皆様のご意見があるとするなら 

ば、それに対して、いや、やっぱり入れたほうがいいのではないかということも考え 

ていったご意見があれば今日出していただければと思いますし、入れるのであればそ 

れがはっきり、この書き方で分かるのかどうかというのがまず議論になるのかなと思 

います。恐らくせっかくですが、市のほうとしては１のほうの１から５の中に予算と 

いうのはここには含まれないのだという理解の方もおられるのではないかなと思いま 

すが、現時点でそれが分かるかどうか疑問が入るかどうかという点も含めてここは記 

述的な問題として検討させていただければと思います。もし予算は積極的に含めるべ 

きだというご意見があればその意見を出していただければと考えております。 

（委員） 

対象と方法、これがワンセットでないと難しい話になるのではないでしょうか。 

予算は大変なのは分かりますけど、それをどのようにすれば出来るのか、その方法と 

対象という兼ね合いがあれば可能なものもあるかもしれない。対象だけを考えていく 

と、全部が出来ないように見えるかもしれないし、全部が出来るように見えることが 

起こるかもしれないので、そこのところの整理も少し必要なのではないかなという印 

象を持ちました。 

（会長） 

ありがとうございます。今のご意見は、対象と方法は違うから、対象についてご
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意見聞けばいいというのうが庁内の意見でしたが、場合によっては対象と方法をワン 

セットという考え方もあるのではないかというご意見かと思います。それについて他 

に皆様からのご意見はありますでしょうか。 

（委員） 

似たような意見なのですが、具体的に言うと対象というのは例えば今は本当に市 

民力というのが大きい。市民が参加して市民が企画して市民がやっているようなもの 

ならば、やはり予算、対象、方法を加えるべきだと思います。すごく具体的に言うと、 

例えば観光振興さんなんかがやっている例えば市民祭りだとか、色んな検討会もされ 

ているのですが、そこはちゃんと主体でやっているところの意見って聞くべきかとい 

う感じがします。例えば私が去年からやっているマーチングも予算がついていたつも 

りがなくなってゼロ円になってしまって、そういうことがあって市民力はあるのだけ 

れども、予算の関係で全部ひっくり返ってしまって、これが夏に分かったことで、す 

ごく苦しい思いでやっているので、予算という部分で全部はずされると、市民力とい 

うのはすごくいいものがあるので、対象方法もいれて欲しい。 

（会長） 

庁内検討会での議論の仕方は私も伺いたいのですけれども、２５ページから２６ 

ページまでに予算というのは、要するに年度ごとに策定する予算案そのものに対して 

のご理解でよろしいですか。今のご指摘のとおり、例えば何か行政がある事業をやる。 

その事業が大事なもので市民参画の対象となります、というふうな議論するときは、 

それに当然いくらぐらいかかるかということも合わせて議論しないと全く議論自体が 

成立しないと思います。最終的にいくらぐらいの費用がかかるということを見込んだ 

上で事業をやっていったら、その予算が最終的に議会で承認されて、というふうにな 

るかどうかというのは予算案としての別の手続きが必要だということになると思いま 

す。今庁内検討会の議論で予算をはずそうというのは、あくまで年度ごとの予算案を 

審議する時に、それ自体は市民参画の対象にはしないでというご趣旨であって、例え 

ば事業をやるときに、お金がいくらかかるかということに市民は口を出すな、という 

趣旨では決してないわけでございますよね。一応その点は確認しておいたほうがいい 

かなと思います。年度ごとの予算案というのをやはり考えていいのではないかという 

ふうな議論があればだして頂きたいと思います。他に皆様からのご意見はございませ 

んか。 

（委員） 

市民生活に重大な影響ということで、上の方では小学校の通学区域制度があるの 

ですが、これでいくと私も中学校区域で教育委員会とやっているのですけども行政の 

縦割りということがあって、今教育委員会については口出しするなということで市の 

方からはしないふうな風潮があるのですが、そういったこと全体で縦割りをどこまで 

カバーするのか。この参画条例でこういうふうになっているからこれにしなさい、と 

それだけのパワーがあるのか。あるいは聞いてもらえるのか、そういったものであれ
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ば現在あるものでいくと通学区域制度、医療助成制度という話が出ているのですが、 

重大な影響というとこでこれくらいの例しかあがっていないのですが、もう少し具体 

的な話はでてこなかったのでしょうか。 

（委員） 

庁内の検討会の中で大体そのあたりの意見です。市民生活では色んな物が考えら 

れますので、当然市職員での間での意見ですので、非常に絞った議論の中での検討会 

ではこういったところでございます。 

（会長） 

他市で同じ様な市民参画条例の作業をちょっとお手伝いしたのですが、やはり重 

大な影響というと学生の例が多くあげられます。その他の例は確かに多くないみたい 

ではありますね。ただ解釈の仕方によってはあまりに広くもなったり狭くもなったり 

するというのは、難しいし、多分条文としてはこれしか作りようがないのかなと思い 

つつ、出来るだけ議論の過程で庁内の検討も含めて具体例を出すように努めていただ 

いた方が、市民がイメージを持ちやすいのではないかと思いますので、出来るだけ具 

体例を検討するような方向での議論をお願いします。他にご意見等ございませんでし 

ょうか。 

（副会長） 

大きなものはないのですが、私が気付いたのは、他都市の吉川市のところで、た 

くさんある条文のところの第３０条の調査研究というところがありますが、とてもい 

いなと思います。市民啓発のところの調査研究が使えるというのは啓発材料としてい 

いなというふうに思うのですけれども。 

（会長） 

そうですね。取り組み手法のところでもう１回議論をしたいと思いますけれども、 

市民参画の手法についての調査研究をどうしていくのかというのは、ここの条例に定 

める内容としては重要な点になるのではないかなと思います。私も少し気になってい 

るところがあるのですが、今回の資料８の２４ページのところになりますが、⑧市民 

参画に馴染まない施策として市税の賦課というのが挙がっていますけれども、その後 

ろのほうですね。「値上げは、普通みんな反対する。でも値上げしないとすべてが壊 

れることになる場合、市民の意見に関わらず、行政はその責任として必ず値上げしな 

ければならない。」というのは、私自身も本当にそれはそうだと思うわけですけれど 

も、ただ皆反対するからといって別に市民参画をとって、皆反対意見が出たからとい 

って、必ずしも多数決でそれに従わなければならないということではないのではない 

かなと思うのですね。こういうふうにして意見を聞いてみたら、９９反対がきて、賛 

成は１だけだったけれども、市の責任でこれは値上げしなければいけないから値上げ 

するのだというふうな方針を立てることはやはりあって良いのではないかなと思いま 

す。そういう意味で反対はあるけれども、市としてやるのだ、それについては市で責
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任を取るのだ、責任を明らかにするために、説明責任を果たしていくための参加とい 

う考え方もありうるのではないかなと思いますので、考え方としては少し引っかかる 

ところです。 

資料９のところで、わりと議論になりそうなところというのは、２の「（１）市 

税の賦課徴収に関するもの」、「(２) 予算の定めるところによる補助金その他の金 

銭の給付に関するもの」というところがわりと今回議論になりそうかなと思います。 

今回の資料７での他市のところと比較してみますと、やはりかなり多くのところが市 

税への賦課徴収、市民からお金を取ることについては市民参画の対象外としているの 

かなというふうな印象をもっています。その背景としては先程ちょっと、９９反対が 

きても市の責任でやればいいのではないかという意見を申し上げたのですが、多数決 

に従わなくてもいいのだけれども、率直な値上げだと、やはりあまりに反対意見がく 

ると、色々それに対する対応が大変だと率直なものが市としての気持ちがあるのかな 

というのが各市で伺っているところで思っているところでございます。その点でわり 

とこの２の（１）についてはどこも結果的には対象表示しない方向で整理しているの 

かなという印象をもちました。２の（２）のほうで「予算を定めるところによる補助 

金その他の金銭の給付」というところについては、ここで挙げられている６市の中で 

は西宮市だけが補助金その他の金銭の給付を除いていることになるのかなと思います。 

わりと個人的な意見としては２のほうで（３）、（４）、（５）、（６）あたりで、 

これは除外事項とするしかないようなことなのではないかという印象をもっています。 

（１）と（２）については議論の余地があるのではないかなと私自身の印象でござい 

ます。それでは今日出来れば委員の皆様全員のご意見を伺えればと思っておりますけ 

れども、何かお気付きの点等ございませんか。 

（委員） 

いろいろ市民団体等にＮＰＯ法人の活動しているうえで、そこにお願いしていくこ 

とがある。その中でわかりにくかったりするので、協働の実現のため、市の意見をわ 

かりやすく出してほしい。 

（会長） 

冒頭に副会長からネットワークという話もございましたが、協働などを実現する 

ときに、どういうふうに市民相互の関係をつくっていくのか、というのは市民参画条 

例というよりはどちらかというと協働の条例のほうで議論するべきかと思いますけれ 

ども、そちらのほうで様々な仕組み、理念等を論じることが重要ではないかんと思い 

ます。ありがとうございました。 

（委員） 

予算策定のあたりですね。新規事業制度の見直し、助成金、支援金とかがいろん 

なとこから出ていますが、ところが、今の政治、事業仕分けで私のとこもどんどん削 

られています。他でもたくさんあります。そのことは言うてもどうなのかと思います。 

予算のことは議会に任せてはいいのかと気がしています。
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（会長） 

ありがとうございました。先ほども議論がありましたが、難しい議論です。 

（委員） 

先程から出ていました予算の件ですけれども、年度ごとの予算については該当す 

るものがないということですが基本構想の中では大きな計画ということになれば当然 

のことながら予算は出てくる。 

（会長） 

ありがとうございました。 

（委員） 

基本的な感想としては資料８の庁内検討会議における市民参画対象についての意 

見で、１の①に書いてあることがベースかなと思っているのですが、基本的には例外 

を除いて全事業がスタンスなのが重要と思っているのです。そう言いつつも、例えば 

予算のようなものであると調整・仕分けというか、そういうことが市民がわーわー言 

うても先程の対象と方法の話ですが、そんなものまとまるかと思うこともあるので、 

という感想です。 

（会長） 

難しいなと思います。また上手くいくだろうかというポイントと、記述的に条例 

に書くときにどこまで絞って書くべきなのかなというところもよく分からないですね。 

あまり書いてしまって絞られすぎるのはよくないという印象を持つ一方で、やはり先 

程の意見みたいに市民参画のとこで難しい問題だと言うのもありうるのかなという気 

がします。そこのバランスをどうとるかというのが課題になるのかなと思います。出 

来るだけ今後の審議の過程で具体的な例を、議論を含めて条文でなく解説という部分 

で用意していただくことが非常に重要になってくるのかなという印象を持っておりま 

す。私も先程例えば今回の資料９で、２の(３)～(５)には基本的にこうなるだろうと 

申し上げたのですが、軽微なものとか書いてあるわけですが、一般論としては全くそ 

のとおりで、否定しようがないのですが、じゃあどういうものが軽微なのだ、軽微な 

事項なのだというきちんとしておかないと今度は濫用される恐れというのがあるのだ 

ろうと思いますし、そういったところを是非お願いしたい。最後になりますがご質問 

等ございませんか。 

（委員） 

予算案って計画を進めて最後は決算なのですよね。決算のあり方を考えると、結 

果をおしりから追いかけると、予算にどういうものを入れたらいいかな仕分けという 

ことを意識した方がいいのかなと思いました。（２）のところの「補助金その他」の 

「その他」の中には税金とか委託金とか、支援金というのがあるかと思うのですが、
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私は市会議員ではないから分からないのですが、それぞれ助成金とか委託金というの 

は、どこまで市が口を出すのか、口を出さないのか、丸投げなのか、色々あると思う 

のですが、その決算の方法を意識しながら結果を考えたほうがいいかなとちょっとや 

はり思いました。 

（会長） 

ありがとうございました。私のほうで付け加えさせていただきますと、｢予算に定 

めるところによる補助金その他の金銭給付に関するもの｣というのは、少し今の議論 

を聞いてみると条文としてはあいまいなのではないかなという印象を若干受けます。 

というのは、この条文、ひょっとすると補助金やお金がかかると全部対象外だろうと 

読まれかねないなという印象があります。多分ご趣旨としては、もう決まった予算は 

もう執行するのだから、執行段階では意見を聞く必要はないと。この年度でこれにい 

くらかけるか決まったら、それを実現するのはもう決まったことだからいいよという 

ご趣旨なのではないかと思います。さっきみたいにお金が絡むことは一切対象外だよ 

というふうに考えられないように、あるいは補助金と給付金についても、もっとこの 

事業に補助金を出したほうがいいのではないかという政策の提案が市民から出てくる 

こともあるだろうし、逆にこの補助金は削ってもいいのではないかという提案が出て 

くることもあると思うのですね。それは当然認められるべきだと思いますので、それ 

は排除する趣旨ではないのだということが分かるような工夫をお願いできたらなと思 

います。今委員の皆様からのご意見を伺ってきましたけれども、差し当たり対象につ 

いてかなり色んな論点が出てきたのではないかなと思います。勝手にまとめさせてい 

ただきますと、今の段階では対象事項についてこれはこう変えるべきだというふうな 

意見は出ていなかったと思いますが、色んな論点が指摘されたと思います。例えば１ 

の５については市民生活に重大な影響を及ぼす恐れがある制度とは何かもっと具体的 

にしたらいいのではないかという意見がありました。それから１の４の大規模施設と 

いうのは、考え方が少し書いてありますが、どの程度なのかということを議論してい 

ただいたほうがいいのではないかと思います。それから２のほうの関係では市税の賦 

課徴収に関するものについては、むしろこれは仕方ないのではないかなと思いますし、 

１の２については、今私も申し上げましたけれども、誤解を招かないような工夫が必 

要なのではないかなと意見も多かったと思います。それから予算、年度ごとの予算案 

というのは、結局どう取り扱うことになるのかというのは、はっきり説明を書いたほ 

うがいいのではないかというふうな意見が出たかと思います。それから、（３）、 

（４）、（５）、（６）、それぞれも具体的な例を出来るだけ解説の方に入れていく 

ことを検討していく必要があるのではないかという意見が出ました。一応今委員の皆 

様からいただいた意見を私の方で勝手に僭越ながら若干まとめる方向性をお示しさせ 

ていただいたのですが、何か今付け加えておきたいという点、あるいは市民参画の対 

象以外については次回以降の議論ということになりますけれども、今の段階からこう 

いったことを検討したい、こういったことを考えているのだということを言っておき 

たいということは何かございませんか。 

ありがとうございます。それでは第１回市民参画条例についての対象を資料９に基づ
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いて議論をいたしました。今日出ました様々な意見をふまえまして、事務局のほうで 

次回までに今日出た意見の内容を整理していただければと思います。その上で条例の 

規定を修正する必要は資料９から更に修正する必要があるかどうか、修正する必要は 

ないけれども、今日出てきた質問に対して今こんなことを考えているのだ、といった 

市のほうの考え方をご整理いただけますでしょうか。そういったことをおまとめいた 

だいた上で次回の委員会で盛り込むべき様々な考え方などを皆さんにお示しできれば 

なと思います。こういうことでよろしいでしょうか。 

（委員） 

異議なし。 

（会長） 

それでは、以上をもちまして、本日の議事を終了させていただきます。次回は今日 

の検討結果をふまえてどのようなことをやるか事務局のほうで整理をしていただいた 

上で、市民参画の方法についての意見に入っていけるかと思います。市の方では資料 

をまとめていただいて、出来る限り委員のみなさまには、ご参加いただけますようお 

願い致します。長時間にわたり熱心にご審議いただき、ありがとうございました。


