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第５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26日(金) 18：30～20：30 

場 所  あかし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） 

 それでは定刻となりましたので、第５回明石市民参画条例検討委員会を開催

させていただきます。皆さんにあらかじめお配りした資料なのですけども資料

１「明石市民参画条例の素案」と資料２「前回の検討事項について」、参考とし

て「第４回検討委員会の論点の事務局への課題」、もう１つ参考として今回政策

提案の情報を事務局の判断でこういう方がいいのではないかというのを一回お

話したいと思いまして、資料として出させていただいております。机上に郵送

させていただいた資料１の修正としまして、少し体裁を整えて中身を精査した

ものをお配りさせていただいていると思います。宜しくお願いしたいと思いま

す。お手元の方には資料の方はお揃いでしょうか。それでは会長、宜しくお願

いしたいと思います。 

 

（会長） 

 まずは予定の方を、もう一回委員会を開催するということを申した方がいい

のでは。 

 

（事務局） 

 委員の皆様にはお電話でご了解いただいたところなのですが、本日本来であ

れば第５回最終回ということで、予定させていただいていたのですが、若干議

論の方が、本日中に終わらないというケースも考えられます。最終的に報告書

を市の方に提示していただくにあたりまして、委員の皆様の最終のご確認とい

うことも踏まえまして、あと１回申し訳ないですが１２月９日木曜日、同時間、

同場所で最終１回延長ということでお願いしたいと思っております。今日の議

論を踏まえまして、その報告案についてできましたら委員の皆様に郵送させて

いただきまして、ご確認いただいてということでさせていただきたいと思いま

すので宜しくお願い致します。 
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（会長） 

 ありがとうございます。委員の皆様には当初の予定よりも１回多くなりまし

て大変申し訳ございません。大体の予定ですけれども、今日のところで内容的

にはほぼ確定というところまでいきたいと思いますが、なお文章表現等の修正

もございますし、また考え方等についてももう一度原案を確定した上でお目通

しいただいて次回再確認という手続をとった方がよろしいのではないかなと考

えました次第です。また今日もできるだけやりたいと思いますが、住民投票に

ついてどのように扱うのかということについても出来る限り、あくまでフリー

トーキングということで意見の収斂、集約は目指さないと考えておりますが、

もし住民投票等について今後検討される委員会の資料となるような意見交換が

できればと思っております。次回はそのようなことを予定して考えております。

最後の方でも申し上げようと思っていたのですが、今日大体恐らく条例の内容

的な点はほぼ確定していくだろうということを前提として他の手続としては今

日ご議論いただいたことを踏まえて最終案に近いものをまず事務局でおまとめ

いただいて、それを委員の皆様に早い段階でお送りいただいて、それで多分次

回最終回が１２月９日ですけれども、どれだけか前までの時点までの期限をき

ってお気付きの点を事務局にお寄せいただくと。何かここの点が気になる等の

ご意見お寄せいただいて、再度それを踏まえた原案を９日の会議にお出しいた

だくという。そういう手順にさせていただければと思います。最後の時にその

期限というのが何日にするかということも含めてお願いできましたらと思いま

す。それでは本日の議事に入っていきたいと思いますけれども、まず前回の点

から色々ご議論を踏まえまして、資料についても色々とご修正をいただきまし

た。事務局の方から具体的にどういった点を修正したのか等についてのご説明

をお願いいただけますでしょうか。 

 

（事務局） 

 前回のところから修正をさせていただいているところがあります。まず今日

の資料を見ていただきたいのですが、下線を引いているところが修正をさせて

いただいているところです。まず３ページの定義のところですが、定義に「政

策等」という定義を１つ設けさせていただいております。なぜこういうことを

しましたかといいますと、自治基本条例でも政策等で施策というのがあって、

方針、計画、方策、色々な表現があるのですが、これが実際方針を立てて実施

する、施策を立ててというような言い方をするのですが、実際どの部分がどう

ということが考えられますので、１つ政策等としてその条例ではその辺の一連

のこと全て対象にするということで、こういう定義を置かせていただきたいと

いうことにしました。４号の市民参画ということで、これも今までの議論を踏
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まえまして市民が政策等に意見を反映させるための市の意思決定の過程におい

てということで、あくまでも意思決定過程を対象にしていますということを対

象にしたいとしております。ですからそこに次のページに３号、４号の説明を

加えさせていただきまして、ここで市民参画という場合に評価と協働というの

があるわけですが、これについてはそれぞれのところでそれぞれの条例でまた

改めて定めていきたいと思っておりまして、当然評価にも協働にも参画は必要

なのですけれども、この条例ではあくまでも意思決定段階ということでご説明

させていただいております。次、第３条市民参画の基本原則のところで、前の

議論を踏まえまして変更前の代替案について表記させていただいております。

第４条なのですが、５項で調査、研究について追加してはいかがということを

踏まえましてその調査、研究と市民の意識を調整するということをさせていた

だいているということと、その情報の受け手側の問題ですけれども、今問題に

なっていますデジタルディバイドといった情報弱者について、若干そこのとこ

ろの説明をさせていただいているところでございます。ですから第５項の説明

も加えさせていただきました。第５条につきましては市民等の役割ということ

で、市民の責任・責務という言葉がご議論になったと思いますが、これを代替

案ということで３項の下に書かせていただいています。これは、要は意見公募

であるとかにつきましては基本的には広く一般に意見を求めるものであること

から、ここは市民という言葉はやめまして、「市民参画を行うものは」という主

語にしてこういった表現に代えてはいかがでしょうかということを提案させて

いただいているものなのです。ですから３の代替案をとった場合は市民ではな

く市民等という表現になろうかと思っております。次、第６条なのですが、そ

の市民参画ということと、市民参画手続というところの説明をそこの下線で入

れさせていただいております。市民参画手続というのはあくまで市長等が市民

参画を求める手続を言いますよということで定義をおかせていただいておりま

す。３項のところなのですが、ここの表現は告知と言わなくてもこれは公表で

分かるということで思っていまして、問題はこの議決事件の場合はいつ公表す

るのかというのははっきりさせた方がいいだろうということでそこだけは残し

ています。最終決まってから公表するのか、議決事件であるから政策決定した

後でそれをお示しする場合には、議会に上程した場合にはそれは政策決定をし

たうえでの公開になりますので、それを議会でご議論いただくということです

ので、その時は市の決定としてはされていると。市長等としてはしているとい

うことで公表するということでさせていただきたいということで提案をさせて

いただいております。市民参画のところですけれども、この表現を市民参画の

手続とか方法とかということであっても市民参画手続の手法ということで市民

からの手法という言葉をおいて、ここからずっと流していきたいと考えており
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ます。それと下線なのですが、そこの説明を若干変えさせていただいておりま

す。次に公表の方法のところの言葉の組み換えなのですが、そういった表現を

追記させていただいています。次に２２ページ、ここは意見公募手続の後のこ

となのですが、意見公募手続を行った後に定めなかったことの説明責任と、意

見公募手続を、大幅変更を強いられたときにはどうするのかということで再度

変更手続を行う、もしくは審議会のほうで決定された事項であるならば、また

審議会等から再度戻るかどうかというようなところを追記させていただいてお

ります。続いて次１２条のところは言葉の表現を組み替えしているところです。

第１４条の話なのですが、一度議論で３０日にするか２週間にするかというこ

とでご議論がありました。前の時では全て３０日でするということであったの

ですが、３０日取れれば取れる方がいいけれども実際そうすると、もしかした

ら手続をしないようになるのではないかという危惧を踏まえまして、事務局が

考えた修正というのは、要は何か提案を求めたり文章でいただいたりする時、

市民の側が検討しなければいけないような事項があるときには３０日をとると。

ただ開催に来ていただいてその場で意見を発していただくという場合、提出さ

れてその場に来ていただいたり意見交換会に来ていただいたりという場合には

２週間あれば周知は出来るのではないかということで変更させていただいてい

るところです。その意見交換会手続についても２週間前ということで変更して

おります。ワークショップも同じですけど、ワークショップについてファシリ

テーターのところの重要性ということでご指摘があったところでございまして、

そこに若干「ワークショップの成功の鍵は」のところをファシリテーターと言

及をさせていただいております。公聴会については言葉の文言を整理した分で

ございます。第１８条の政策提案につきましては、言葉の文言を整理させてい

ただいたところです。実は１０ページのところに３４ページのなお書きの下の

ところに事務局ではじめにこういった考えで政策提案手続の該当性について、

もし市の方が該当しないという判断をした時それが実は行政不服審査法の審査

の対象であるか、行政事件訴訟にもっていけるのかという議論を考えておりま

して、前にお配りした修正案の前の分には「不服」という表現がこちらでは「検

討」とあったと思うのですが、それはちょっと事務局の考えとしては不服審査

の対象ではないとしたいのですが、本当のところは最終条例で市民政策提案を

できるということにしていますので、最終的には裁判とかにならないと本当に

そうなのか自信がないというところでこういった表現で改めています。ここは

ご議論していただきたいというところでございます。第１９条のところは、こ

れも言葉の組み換えと表現を改めたところです。第２１条についても組み換え

をさせていただいたところで表現を改めさせていただきました。第２２条は追

加ということで、運用状況を、毎年度市民参画手続状況を公表しなさいという
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ことで書かせていただきました。以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。市民政策提案の位置付けについてお願いします。 

 

（事務局） 

 今回、先程市民参画手続というのは市長等の方が市民参画を求める手続きな

のですよということに、変更させていただきたいということでご提案をさせて

いただきました。というのは７条以下のところ、例えばまず６条なのですが、

１項でこういう対象事項はあらかじめ市民手続を実施しなければならないと。

次の８条は、市民手続を実施しようとする時は市長等が求めるときということ

なので、市民政策提案では逆に市民の側から提案をいただくものであるので、

市民参画手続というこの範疇に入れてしまうとまぎれが出るのではないかと。

構成上の問題なのですが、そうすればそれは市民参画手続の範疇から外して、

この自発に提出された意見に関する２０条、自発に提出された意見との取り扱

いの前に市民政策提案というのを条立てで持ってきて、結局１８条が１９条に

なって、１９条が１８条になるという組み換えを行って、政策提案手続等とい

う章を置いて政策提案手続等と第２０条の市民が自発的に提出した意見を取り

扱いというところで分けて市長の側から求めるものと、市民の側から提案です

るものとに構成を分けたいと思っているところがあります。以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。あくまで構成の問題ではございますが、整理として

は市民参画手続という言葉を使うときには市長の側からやる話だと。もう１つ

それとは別に市民の側から市民参画を求めて行くときには政策提案手続等とい

うことで、その２つを別の章にしてしまおうという、そのような構成を今考え

ているということですね。ありがとうございます。参考にですけれど細かい点

ですが、右の方ですが第３章の施策提案手続というのは政策でいいということ

ですね。 

 

（事務局） 

 はい。 

 

（会長） 

 それから第２章の市民参画の手続というのは「の」はいるのでしょうか。 
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（事務局） 

 ２章の「市民参画の手続」の「の」は外していいです。 

 

（会長） 

 それから先程の市民参画提案の１８条についての事務局の方からのご説明で

私の方から補足させてください。あらかじめ委員の皆様にお送りした資料と本

日の資料のところで変更するような事態になってしまって大変申し訳ございま

せんでした。経緯というのはどういうことかと申しますと、前回１８条につい

ては対象事項に該当するかどうかということが１つ。それから政策を実施する

かということが１つ。それぞれについての不服があった場合には市民参画推進

会議の方に諮問するということをした上で、再度判断するという手続きをご決

定いただいたところなのですけれども、私はその時にあまり意識をしていなか

ったのですが、事務局の方でこの様な書き方をするとまず行政不服審査法に規

定されている不服申し立ての対象になり、従って訴訟の対象になることがあり

得るのではないかというようなご懸念をいただきまして、当初事務局の案では

それはならないというふうに、これは訴訟の対象にはならないというふうに条

例で書いてしまおうかという議論もして、その段階の案を委員の皆様にお送り

したところでございます。ただ再度検討いたしますと、ならないということを

条例で決めることは法律的にできるのかという議論に前回なりまして、ちょっ

と方針を相談の上で、現在次のような方針で考えた次第です。今まで不服申し

立てという言葉を使っていたのを再検討という言葉に言い換えて、つまり行政

不服審査法に定める手続とは別のものだよということを示すような言葉遣いに

変えているということです。これらはつまり裁判の対象にしないということを

前提とした制度設計になりますので、委員の皆様でやはり裁判まで認めるべき

なのではないかというご意見があればそういう方向で更に修正するということ

になると思いますが、現段階では裁判にならないことを前提とした要望という

ことで考えているということでご理解いただければと思います。これについて

はもしご異論があれば議論の中でお願いできればと思います。本日ですけれど

も、前回特に意見が分かれた１８条の政策提案手続、それから今回修正案で出

している３条から５条についてまずご議論いただいた上で、それから全体、そ

の他の規定について、さらに時間がありましたら住民投票についてのフリート

ークを引き続き進めていきたいと思っております。 

 それでは、１８条、３条から５条その意見が特に分かれるような点について

の決定を済ますことができればと思っております。少し先走ってしまったので

すが、それ以前に先程の資料についての事務局の方のご説明について議論はこ

れからと思っておりますがご質問等ございますか。それでは必要があれば各条
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の審議ということで進めさせていただければと思います。それではまず前回意

見が分かれました１８条についてご審議をお願いできればというふうに思いま

す。前回手続については２段階の不服申し立ての手続をするということでご審

議をいただいて、決定していなかった論点としまして年齢制限を設けるかどう

かという点と、提出の人数を１０人以上５０人以下ということが前回決まった

かというように思うのですが、その中で何人とするかという風な点が決まって

いなかったと思います。年齢制限の方についてですが、今回の資料２の４３ペ

ージの方を見ますと制限なしという考え方と１５歳に達した以降の３月３１日、

これは要するに中学校卒業以上という風な考え方ということですね。あるいは

ほぼ同じになりますが１６歳という考え方から１８歳、２０歳という考え方が

あり得るだろうということで事務局にご整理いただいたところです。ここの年

齢制限の点、それから人数の点について各委員それぞれの意見を一通りお伺い

し、それで意見が分かれるようであれば最終的に多数決で決めようという風な

ことまで前回申し上げたところかと思います。続いては大変恐縮かと思います

が、１人１人お聞きするということで年齢制限等についてお考えをお願いでき

ますでしょうか。 

 

（委員） 

 この前もちょっとお話しましたけれども、年齢制限についてはなし、人数に

つきましては１０人よりは多い、２０人から５０人ということで２０人かなと

思うのですがそういう形です。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。なしと２０人ということですね。 

 

（委員） 

 年齢制限はなし。年齢によって色んな意見がそれぞれに応じて意見が出るん

じゃないかなと思うので、年齢制限はなしがいいと思います。人数についてで

すが、やはり１０人以上で２０人から３０人ぐらいがいいです。 

 

（会長） 

 ２０人、あるいは３０人がよろしいというお考えですね。ありがとうござい

ます。 

 

（委員） 

 私は、人数は１０人以上というふうに考えています。年齢制限は２０歳、有
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権者が良いと考えます。 

 

（会長） 

 １０人以上というのは１０人ということでしょうか。 

 

（委員） 

 はい。 

 

（委員） 

 やはり大勢の方が参加するようにということで、人数は１０人でいいかなと

思います。年齢のところなのですが、あった方がいいかなとは思うのですがこ

こで年齢を書くことによって今後の住民投票の条例なんかにも多少は影響を与

えるのかなと思います。それだったら何歳くらいがいいのかということなので

すが、ちょっと迷っております。 

 

（会長） 

 とりあえず迷っているということですね。ありがとうございます。 

 

（委員） 

 年齢制限は１８歳くらいかなと思います。といいますのは制限なしというの

も考えられるわけですが、やはり市長の方から応答義務があるわけですから答

えを返していかなければならないと、そういう格好になりますとある程度提案

の中身についてもレベルが欲しいなということがありますので、年齢制限を設

けた方がいいのではないかと。そしていくらが良いのかという話になると思う

のですけれども、当然２０歳というのも有権者ということで考えられますけれ

ども。大きな傾向としては年齢を下げるといった部分もありますので、この際

１８歳くらいまで下げてはどうかというふうに私は思います。人数については

色々あると思うのですが、やはり２０人くらいがベストかなと思います。以上

です。 

 

（委員） 

 人数は１０人以上がいいのではないか。できるだけ政策提案ができる方向で

考えていきたいと思います。年齢につきましては高校卒ということで１８歳以

上がいいと思います。 

 

（委員） 
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まだ迷っているのですが、２０人。年齢についてはできるだけなしというか

広げた方がいいと思います。 

 

（委員） 

 私は１８歳以上で人数は２０人以上です。まちづくりをやっていて日々思う

ことは、結構明石の高専の方と一緒にやる場合が多くて彼達は５回生というか

４年生、５年生と話を聞く機会が多いのでそれを考えると１８歳以上の方でも

結構会話ができるのです。人数的には２０人というのがいいかなと思っていま

す。 

 

（副会長） 

 私は１８歳で、ある程度文言が読める人が必要かなと。人数は１０人以上で

す。 

 

（会長） 

 私はわりと政策提案というのは広く意見を集める程度であるということで、

ある程度未成熟な案であっても最初の案が出てきた中でそれをより具体化して

いく段階でより育てていけばいいのではないかという風な考えから年齢制限に

ついてはなし、人数に関しても出しやすさを考えて１０人以上でいいのではな

いかなというふうに考えております。とするとこれは多分２つ切り離して扱っ

ていい問題ではないかなというふうに考えますので、まず人数の方から見ます

と、２０人が委員５名、１０人が委員５名ということで、ご欠席により偶数に

なってしまい非常によろしくないなという印象があるのですが、とりあえず意

見を確認したということで大体出尽くしているような気もするのですが、それ

ぞれの方から何かお気付きの意見はございませんでしょうか。 

 

（委員） 

 少し迷っていたのは、前の案だったら前よりは少なくなっている。というの

が政策提案の別条になってしまっている。その印象がね、僕はなんで分かれた

のかよくわからなかったのが、今日説明を聞いて理屈の上ではそうなると、な

るほどねと納得と思ったのですが、分かれることで格が上がったような気もす

るのですよ。印象ですよ。その印象から言うとすごく迷ったのですが、格が上

がったということで言うと逆に人数を下げてもいいのかなと。できるだけたく

さんの方から意見が出る方がいいとすると、格が上がることによってハードル

が高くなるような気がするのでそれだったら人数制限を下げた方がいいのかな

というあたりを自分の頭の中でも悩んでいるというのがあります。 
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（会長） 

 格が上がって心理的なハードルが高くなるから、その分人数の方は少なくし

ておかないと出にくくなるだろうということですね。 

 

（委員） 

 そうかなと。でもやはり１０人は少ないかなと。年齢のこともそのファクタ

ーがあって少し迷っています。 

 

（会長） 

 先程年齢の方を整理するのがいくつかで、現在これはなしとおっしゃった方

が４名、それから１８歳とおっしゃった方が４名、２０歳が１名で迷っている

方が１名、これもなかなか偶数になってしまいますね。いかがでございますか、

ご意見等ございますか。 

 

（副会長） 

 他都市は何歳が一番多いのでしょうか。 

 

（事務局） 

 他都市はなしと１８です。２０というのもありますけど、なしと１８と２０

で大体分かれています。やはり２０と有権者を意識されています。１８につい

てはやはり今後のことと、１８ぐらいになったらもう成人と同じでしょうと。

今日の話ではないですけど、そういった傾向になるのかなと。１８ぐらいにな

ったらもう大人ではないですかというのがあります。もう１つなしというのは

おっしゃられたようにない提案もいいのではないか。広くてもそれがそれだけ

あればいいのではないかという形だと思います。この３つが大体です。 

 

（会長） 

 前回は高校生というのをすごい気にしておられる議論が出たとお聞きしまし

たが。 

 

（委員） 

 明石高専と連合自治会へ前回行った時に例を出したのですが、豊岡市のある

地区であれば４年生からいわゆるそういったことで参画できる形になって素晴

らしいことだなと思って、頭としては４年生の豊岡市ということがあったので

そういう話をさせてもらいました。 
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（会長） 

 特に高校生に限定する必要はないからそれだったらもうなしでやってしまっ

ていいのではないかということですね、４年生という例もありますし。そうな

ると選択肢としてはなしか１８歳あるいは２０歳というところですね。もし多

数決するとしたら入れるか入れないかということでまず決めて、それから１８

歳か２０歳かということを少しご議論いただくのが手順かなと思います。積極

的なご意見があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（副会長） 

 １つ教えていただきたいのは、住民投票とかリコールに関係してリンクする

かもしれないという懸念があるといわれたことをもう少し教えてください。 

 

（委員） 

 ここの条例で１８とか２０歳と決めたら、今後住民投票条例の時も何歳にし

ようかという議論があると思うのです。明石で何歳と決めた条例は何がありま

すかということで、ちょっと前にも参画条例で決めましたと。そこが１つの基

準になって、前提になって意見交換されるのではないかという意味で申し上げ

ました。 

 

（会長） 

 なしと決めた場合影響を与えないけど、１８歳あるいは２０歳と決めた場合

は住民投票の議論にも影響を与えるだろうということですね。いかがでござい

ますか。前回も収斂ということは難しいんだろうと思っておりますし、一旦こ

こで、多数決でとりあえず提案を出したとしても当然ながら意見の分布がこう

だったと記載することになりますから、最終的には議会の方で決定されるとい

うことになるかなと思います。ただ一応委員会としての提案は出さざるを得な

いということになりますので、それでは特にご議論がないのでしたら今のご意

見を踏まえた上で再度手を挙げていただくという形で、多数決で決めさせてい

ただくということでよろしいでしょうか。それでは私は一旦外れるということ

で、その他の委員の方で多数決、もし同数の場合は私の意見をということで進

めさせていただきたいと思います。まず年齢制限の点についてですけれども、

大きく分けてなしにするか１８あるいは２０にするかということで多数決をお

願いできればと思います。 

■挙手：年齢制限なしの方がいい人 

４名 
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それではなしの方を指示される委員の方は４名ということですね。次に年齢

制限を設けた方がよろしいという方は挙手をお願いします。 

■挙手：年齢制限ありの方がいい人  

５名 

 

それでは年齢制限を設けるということで進めたいと思います。再度１８歳か

２０歳ということでご意見をいただけますか。今の設けるということであれば

住民投票等にも影響を与える可能性としてはあるということを踏まえた上で１

８歳か２０歳かということですが。やはり選挙権と連動させる方がいいのでは

ないかというお考えで２０歳が良いということで提案されたのでしょうか。 

 

（委員） 

 条文とかを読みますと結構難しいですね。高専の方とかは頭の切れる方が多

いのでそんなことはどうってことないという方で問題ないと思うのですが、一

般的に見たときに成人されていない方だったら、私が分りづらいだけかもしれ

ませんが条文がかなり難しくてそれを踏まえた上でしていただけることができ

るのかなということがあると思うのですけれど。 

 

（会長） 

やはり結構難しいことを提案するわけですから、それなり高い成熟度が求め

られるだろうというお考えかなということですね。他の委員の皆様はいかがで

しょうか。１８歳ぐらいだったら良いというご意見でしたがどうでしょうか。 

 

（委員） 

 そうです。１８歳以上にしておかないとこの２年間で何人の方がいらっしゃ

るか分らないのですが、該当する人数が。でも制限するのだったらもう１８歳

からという若い方がいいのではないかと思います。 

 

（会長） 

他にご意見はございますか。それではもうここは１８歳か２０歳かというこ

とで多数決ということでお願いできればと思います。それでは１８歳の方が良

いと思われる方は挙手をお願いします。 

■挙手：年齢制限は１８歳の方がいい人 

８名 

■挙手：年齢制限は２０歳の方がいい人 
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    １名 

 

それでは１８歳ということでお願いします。それではその次の人数の方にい

きたいと思います。ここも１０人か２０人、あるいは３０人かということでご

議論いただきたいと思います。２０人とういう考え方もあるとおっしゃられて

いましたがいかがですが。 

 

（委員） 

 ２０人で。 

 

（会長） 

先程大体意見が出ましたが特に何かございませんか。ではこの点もより幅広

くということで１０人という考え方もあるし、ただ現実の意見提出者を考える

と、例えば団体等の意見を出す場合ＮＰＯでも１０人以上でも組織できるのだ

から少し少なすぎるのではないかという意見が出たということでございます。

それを踏まえた上でどちらにするかということかと思います。では１０人と２

０人で多数決をお願いできればと思います。１０人の方が良いと思われる方挙

手をお願いします。 

■挙手：１０人以上の人数の方がいい人  

４名 

■挙手：人数が２０人以上の人数の方がいい人  

５名 

 

では年齢制限については１８歳以上、人数については２０人以上ということ

で原案とさせていただければと思います。確認ですが、こういった意見が分か

れたということは報告書に記載した上で最終的には市長の方で原案を、これを

踏まえてご作成していただいて議会の方でご検討いただくというとこになるか

と思います。以上で１８条について人数と年齢要件についての議論は終わらせ

ていただければと思います。他のところとの関係もございますので１８条につ

いてですが先程の２点事務局の方からの修正、提案がありましたら１つ構成と

して別立てに主体、市民政策手続は市長側から主体にするということで政策提

言手続は別の章にしようという提案。それからこの市民参画推進会議で諮問し

た上で処理していただく、これは再検討という風な用語を使うことによって行

政不服審査法に基づくものではなく、恐らく従って行政事件訴訟法の対象にも

ならないということを念頭におきながら条文を作りたいという風な点が出たと

ころです。今の２点について何かご意見等はおありでしょうか。こういった方
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向性で進めても良いものかなということですが。 

 

（委員） 

 ちょっと教えていただけますか。裁判の方に持っていかない理由の１つとし

て、例えば持って行ってしまったら時間がかかるとかそういうことでしょうか。

ちょっと意味が分らないのですが。 

 

（事務局） 

 特にこれを権利であるとするならば市の答弁の方もそれを踏まえて書かない

といけないですし、当然初めから教示というのがあるのですが、その時に教示

文のところから不服審査法に基づいて不服審査することができますと。できな

かったら裁判をすることができますということまで書いてしまわないといけな

いのですし、そうするとそれが、話が本当にそうなのかどうかも正直疑問も持

っていますし、ですからそこはもし裁判を起こされた場合は、裁判所がどう判

断して最終的に決着を付けていただいた方がいいのかということです。 

 

（会長） 

 そうですね。最終的にこれが裁判で争われる対象かどうかということは、こ

こで最終的には決められないのです。ここでも決められないし、条例の文章を

どういじっても最終的に決めることはできない。最後は裁判所がこれは裁判の

対象になるのだと決めれば裁判になるということだと思いますが、ただ再検討

という言葉を使うと、つくる時には裁判にならないものと思って作りましたよ、

ということになります。ただ裁判の対象にすることでどんな不都合があるかと

いう風なご質問だったと思いますが、なかなかお答えに困るところではないか

と思います。 

 

（事務局） 

 要は政策提案手続という条例に書いたことによって裁判になってしまうと。

書かなければ普通に要望提案であれば例えば駄目であってもそれに基づいて裁

判という手がない、市の方が訴えられるか訴えられないかということを考えた

場合に事務局が作る時になるべく裁判で訴えられるのは嫌だなというような形

でそこだけの話です。申し訳ありません。 

 

（委員） 

 分りました。 
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（会長） 

 そういう本音があって作っている条文だと思いますが、私は行政へ意見を提

出して裁判で争ってもいいのだというふうに言いたい気持ちが一方ですごくあ

りますが、他方で確かに今のような市の当局者のお考えはありますし、それが

あることで逆にこの条例が通りにくくなってしまったりすると良くないなとい

う気持ちがありますが、ここは強いて訴訟まで争わなくてもいいということを

前提として制度をスムーズに議会を含めて通るような形にした方がいいのでは

ないかということからそれでもいいと思っているところでございます。 

 

（委員） 

 分りました。 

 

（委員） 

 しかし書こうと思ったらどう書こうと引っかかってくる。 

 

（会長） 

 もし裁判所がこれはやはり訴訟の対象になると考えたらそうなり得る、論理

的な可能性はあるということです。ただ、今のこの再検討のところをつくると

訴訟の可能性がかなり少なくなるとは思います。 

 

（委員） 

 よく分らなかった。前にいただいた資料の方がもっと分らなかったのですが。 

 

（会長） 

 前にいただいた資料は条例の方でしませんよ、と言い切ろうというふうに考

えていたのですが。 

 

（委員） 

 あの文言自身、何を書いてあるのか全然理解ができなかったところがほとん

どだったので。 

 

（会長） 

 実は同僚の意見も聞いてみたのですが、「しませんよ」と言い切るのは法律で

も条例でもできないだろうと。それは裁判所が決めることで、それをやろうと

すると憲法に定めている裁判を受ける権利を制限していることになるので有り

得ないのではないかという意見が出ましたので、むしろ言葉を変えることによ
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ってしないつもりで作ったのですけど、ということに記しておこうということ

です。ですから、もししないつもりでということでよろしいのであればこの原

案のままで進めさせていただければなと私は思っております。ただこういった

点についてやっている以上最終的には裁判で正々堂々と争うべきだというお考

えがあればそれはむしろ元に戻すような形で考えていければと思います。よろ

しいでしょうか。特にそういった正々堂々とやれというご意見が特になければ

この方向で進めさせていただければと思っております。もう１つの章立てを別

にするというのはいかがでございましょうか。先程それでいいのではないかと

いうご審議をいただいたところでございますが、他の委員の皆様はいかがでし

ょうか。それでは一応その点も今回の議案には盛り込んでおりませんが案を再

度修正し、先程の資料の右の方でございますが参考２の右の方で修正をさせて

いただければと思います。はい、ありがとうございました。それでは本日はご

意見が前回分かれたところがあるかと思います。まず先程事務局の方からもご

説明をいただきましたが、ここは意見が分かれたというところではありません

が、第２条の政策等という定義を設けるということでやや不整合だったと。ま

た傍聴者の方からもご意見をいただいていたところかと記憶しておりますけれ

ども、こういった形でまとめることで色々な厳密な定義ではなくここでは政策

等ということで一括するということにしたところでございます。その次の３条、

４条については内容的にございますが、５条でも意見が分かれたところがあっ

たかと思います。ではまず３条の方をご覧いただけますでしょうか。前回の変

更前の案というのが「市民参画は市民と市長が対等な立場でお互いの役割を理

解し、良好な信頼関係を基いて行なわれるべきものとする。」今回の代替案とい

うのが「必要な情報及び機会が市民に提供されると共に多様な市民の意見等が

反映されることを基本として行われるべきものとする」ということかと思いま

す。これは多分４つ要素があると思います。変更前のキーワードというのは多

分対等な立場というのが１つありますし、それから良好な信頼関係というのが

あるかと思います。代替案というのは必要な情報及び機会の提供、情報の提供

というキーワードとそれから多様な市民の意見というキーワードがあるかと思

います。この４つのキーワードのどれを盛り込むかということになってくるの

かなと思います。代替案の方の情報の提供などが盛り込まれたということは、

これは市長等の責務ということで４条とむしろ情報及び機会の提供を盛り込ん

で４条とより良く対応する。４条が情報の共有の理念、それから説明責任の理

念などが盛り込まれていますので、これについては４条との対応がより図られ

ているかなと思います。ご質問、ご意見など伺いたいのですが、ちょっと私の

方から素朴な疑問なのですが、これは両方ということはあり得るのですか。 
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（事務局） 

 それはありえます。両方も当然あり得ることは念頭には置いていますけれど

も、一応前の時の議論の中ではもしかしたら対等な立場ということになると、

協働になるのではないかということがご質問であるならば対等な立場と役割の

ところもそうだったと思うのですが、そこをどうであろうというご議論の中で、

当然市民参画の基本原則ですから、市民参画というのは、要は政策等の意思決

定の過程におけるものですよということを改めて言っていて、協働とか評価と

かそれは別に定めますよとなったときに、どう整合をとるかとなったら２つ併

記した時のご議論とはどうなのかなと。それはちょっとそこだけの問題です。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。確かに対等な立場においてお互いの役割を理解とい

う部分と、変更前になると、代替案の多様な市民の意見等が反映というのは、

少し矛盾はしないけれども力点の置き方が少し違ってくるような印象を受けま

すし、また対等な立場においてお互いの役割の理解というのはむしろ協働の方

に馴染むのではないかというのが前回出た議論だったかと思います。そうする

とその上でこれら４つの要素の内のどれを活かしてどれを是非盛り込みたいか、

あるいはどれをむしろ入れない方がいいのではないかという風なご議論をいた

だくのがよろしいかなと思います。ということで委員の皆様ご議論ございませ

んでしょうか。 

 

（委員） 

 前回事務局の方からお話があったように対等という言葉にこだわりが若干あ

ったように思いますので、代替案は軸としてこれで良いと思いますので私はこ

れで良いかと思います。改善されたのではないかなと思います。 

 

（会長） 

 代替案の方がよろしいということでございますね。対等な立場というのはむ

しろなくしてもいいのではないかというお考えだということですね。ちなみに

良好な信頼関係というのはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

 市民参画をするにあたって信頼関係を築かなければ多分してこないだろうと。

市の方も信頼関係を求めなければしないだろうということがあるので、お互い

の信頼関係が築きあってすると信頼関係というのは上手くいくのではないです

かという理念を言ったことなのですが。 
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（会長） 

 とすると対等な立場というのは抜くけれど、良好な信頼関係は残しておくと

いうこともあり得るということですか。 

 

（事務局） 

 それは有り得ます。 

 

（委員） 

 良好な信頼関係というのは、市民と市長との良好な信頼関係ということです

よね。 

 

（会長） 

 そうですね。市長との良好な信頼関係ということですね。 

 

（委員） 

 そうすると代替案の中でそれが馴染むのかなというのがあります。 

 

（会長） 

 代替案の内容と矛盾する可能性があるということですか。 

 

（委員） 

 矛盾するというほどのことはないのですが。 

 

（会長） 

その場合に３項、４項というふうに別にしてしまえば、４項に入れるとなる

とご指摘のように１つの文章にしてしまうのは難しいかなという印象はありま

す。他の委員の皆様ご議論はありますでしょうか。 

 

（委員） 

 文章で「お互いの役割を理解し」というところがあるのですが、お互いの役

割というとやはり役割の中にも多少の上下関係はあるかなと。「お互いの役割を

理解し」というのは少し馴染めないような文章に感じます。 

 

（副会長） 

 その前にお互いの特性を活かし、というのが入っていたのですよね。前の時
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には。そしてお互いの特性を活かして対等な立場においてというふうに続いて

いたのです。 

 

（委員） 

 何か対等な立場においてというところがちょっと引っかかります。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。対等な立場においてに引っかかるというようなご意

見だということですね。今は意見が出ましたがこの逆方向のご意見等はござい

ますか。そうすると今の方向性としては良好な信頼関係は残してもいいのでは

ないか、対等な立場でお互いの役割を理解しというのは落としていく。それか

ら代替案の方の情報提供と「多様な市民の意見」は活かすという方向になって

いますけれども、そういった方向で良いでしょうか。 

 

（委員） 

 ちょっと確認なのですが、２項の方で「市民と市長がお互いの情報提供の下

に、情報を共有して行われる」と。一方、代替案の方では「情報及び機会が市

民に提供される」いうことですがだぶっているような気もするのですが。情報

提供についてはどうなのですかね。 

 

（事務局） 

 確かに基本若干だぶっているというか、多分性格が違うのでしょうね。双方

向とどちらかというと３項の方の代替法は、どちらかというと市長等の責務を

強く意識してこちらから発信ということに力点を置いたことになってしまって

います。ですからそこは整理する必要がもしかしたらあるかもしれません。文

章的にはそういったことが背景にあるということです。 

 

（会長） 

 そうですね。３項の前半部分と情報の共有の関係については少し整理する必

要がありますね。多様な市民の意見等の反映はもちろん別の内容として活かし

ていくということになりますでしょうか。また良好な信頼関係というのも別の

項にするか、あるいは１項か２項かどちらかに結びつき、情報共有と結びつけ

ることも有り得るかもしれないとは思いますが。ではよろしいでしょうか。そ

うすると今の「対等な立場においてお互いの役割を理解」というのは原則的に

は入れない。むしろ協働に必要な理念と理解する。「良好な信頼関係」、それか

ら「情報及び機会の提供」、それから「多用な市民等の反映」は基本原則に盛り
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込む。ただし情報及び機会の提供というのは３項と２項との関係を少し整理す

る必要があるというのがあるかと思います。３条２項のところの考え方でござ

いますが、この下線部で付け加えられた部分ですが、一応前回の問題提起を受

けまして事務局の方で文章として補充した部分でございます。この点について

お気付きの点などございますか。このようなことでよろしいか、それとも何か

改めるべき点などはございますか。 

 

（委員） 

 ありませんね。 

 

（会長） 

 前回具体的な提起等についての進め方などを受けまして、最低限、単に聞き

ました、知らせましたではないということだけでも盛り込もうということで付

け加えたものかと思います。また冒頭で申し上げましたように更に考え方のと

ころに何か盛り込むことがあれば一定の期限までに事務局に意見をお寄せいた

だければと思います。 

 ４条の方でございますけれども、１つは「調査研究及び市民の意識を醸成す

るような啓発に努めるものとする」というのが前回のご議論を受けて入れたと

ころでございます。また情報共有についての市長等の責務でございますが、情

報バリアフリーの問題等を踏まえまして、これもインターネットにアクセスで

きない人への情報提供も必要ではないかというご意見を何回かいただいたこと

かと思いますので、そういった点を盛り込んだところとかと思います。何かお

気付きのところはございませんか。ではこれももし後でお気づきの点がありま

したら事務局の方にお寄せいただければと思います。それから５条の方に行き

たいと思います。前回責任を持ち、というのが強すぎるということで誠実に市

民参画を行うという代替案が出たところであります。その点についても問題提

起を受けて、責任ではなく誠実にという条文になるだろうということをいただ

いたところでございます。またそれとは別の点で市民はというところで市民参

画を行うものはというふうに改めたということでございますね。これは市民以

外の方も市民参画を行うという表現にならざるを得ないですね。意見を述べて

くることもありますのでより広い表現にしたということだと思います。いずれ

にしても市民参画を行うものというふうに変更した方が良いとは思いますが、

その点は特にご意見が無いということでよろしいでしょうか。それでは変更前

の案の方も市民参画を行うものとお考えいただいた上で、その前の案と今回の

代替案とどちらが良いかということをご検討いただければと思います。 
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（委員） 

 前回の自治基本条例の検討の時から、ずっとこの責任という言葉に一般市民

というか住民というかひっかかるところがりましたのでこれが少しでも軽くと

いうかもう少し負担がなくいけるようになれば、それは個人の差がありますけ

れども責任という言葉の負担感から少しは誠実という方がいいかなと、言葉の

置き換えとすればという形で前回お話した状況で、誠実という言葉がずばりい

いかどうかはまだちょっと疑問ですけれども。さっき言った言葉が少し緩和さ

れたと、そういうことで、これで良いように思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。それでは他の委員の方々はいかがでしょうか。変更

前の案と代替案とどちらの方がよろしいでしょうか。一応今のご意見を受けて

こういう風な方向に修正していくということですが、もしその方がいいとおっ

しゃる方がおられましたらもう一方くらいサポートがあれば、あるいは逆の方

向、やはり元の案の方がいいのではないかというご意見等はありませんか。 

 

（委員） 

 サポーターです。やはりニュアンス的に責任というのはない方がいいなと思

います。そういう風な人ばかりではないと思います。普通誰かに物を言う時は

考え方がどこかの本にも書いてあったのですが、自分が言っていることは責任

を持ってやるということが前提でないと市民とか色んなことが発言できないの

ではないかなと思います。責任を持って発言をするというのは当然のことです

ので、それをあえて書かないといけないというのは少しやり過ぎかなと思うの

で、今のご意見のサポーターです。 

 

（会長） 

 今の代替案の方でいこうという流れになっていますけれども、そのような方

向でよろしいでしょうか。 

 

（副会長） 

 この条文から責任という言葉が抜けたのはいいとは思うのですが、条文以外

のところの説明、考え方のところに責任は入っていていいのですか。いいので

すかというのもおかしいのですけれど。この下の考え方。 

 

（会長） 

 先程のむしろ当然だというお考えからすると考え方の方には残っていても構
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わないけれど、むしろここに誠実という言葉を付け加えればいいという考え方

もあり得るかなと思いますが。 

 

（委員） 

 前の資料と混乱しているのですけども。 

 

（会長） 

 現在は考え方の方では変更前に基づいて修正する必要があるかどうかという

ことです。 

 

（副会長） 

そのままそっくり下にきているような気がしたので。 

 

（会長） 

 この方も誠実にというふうに全部直してしまうか、あるいはこちらには自覚

と責任を持ってというのがあってもいいと考えるかということでしょうかね。

この点はいかがでしょうか。考え方の方に。 

 

（委員） 

 考え方は当然ということもあって、考え方としては基本的にはそれはあると

いう形ですけれども、文章の方は条文の方は今の代替案の方がいいと思います。 

 

（会長） 

 むしろその場合でしたら、３項の方に自覚と責任を持って誠実にという一言

を付け加えればいいということでございましょうかね。 

 

（事務局） 

 主語を変えないといけないですね。 

 

（会長） 

 そうですね。当然、市民参画を行うものという修正は必要ですね。その点に

ついては何故そうしたかということの説明を含めて考え方の方には書いた方が

いいとは思います。その点についての修正は必要だと思います。よろしいでし

ょうか。考え方の方には自覚と責任を持ってと残す方向で。むしろ消してしま

ってもいいという意見もあると思うのですが。 
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（委員） 

 僕がしゃべっている流れから言うと、ない方がいいなと思うのですが、別に

あってもいいかと思います。 

 

（会長） 

 分りました。むしろ自覚と責任を持って積極的に考え方だけでも入れたいと

いう気持ちをお持ちの委員の方がいらっしゃるかとどうかということなのかな

と思います。もし委員の方がいらっしゃれば「自覚と責任をもって」を入れる

し、もし別に特に必要ないという考え方でいえば、誠実だけにしてしまおうと

いうことになるかと思いますが。いかがでしょうか。考え方の方だけでも自覚

と責任を入れておいた方がいいのではないかというご意見の委員はいらっしゃ

いますか。 

 

（委員） 

 市民参画を行うものってございましたよね。これの範囲というのはいわゆる

通常の市民よりも広いというふうに考えていいのでしょうか。 

 

（委員） 

 普通の市民というのはおかしくなるので、住民とかと少し入れ替えないと。 

 

（委員） 

 言葉上のあれは別として、イコールというふうに考えていいのですか。 

 

（会長） 

 市民はこの条例では２条で、自治基本条例第２条第１号に規定する市民と書

いてありますので、市内で居住する者、市内で働きもしくは学ぶ者、または事

業者等となりますね。パブリックコメントなどは限定が全くされていないわけ

ですから、どなたでも意見を言うことができるわけでその人々についても、こ

の 3 項は当てはまるということになるのかなと思います。 

 

（委員） 

 確かに広いだろうなと。 

 

（会長） 

 そうですね。かなり広くなり得るということですよね。パブリックコメント

に限定されていませんので外国に住む外国人の方であっても意見を述べること
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ができるという制度設計に今、しているところです。 

 

（委員） 

 自治基本条例上は市民の役割という格好で、６条の１項の方で自らの発言と

行動に責任を持つとしてあるのですけども、要するに市民としての責務の格好

で書かれているのですが、ここでは市民参画を行うものというよう格好だった

ら逆に緩和する方がいいのかなという気がするのですが。 

 

（会長） 

 パブリックコメントで明石市とあまり関係がない方も是非知恵を出していた

だくという可能性がある制度設計とすると、責任まで求めるのはちょっとどう

かという風な考え方があるということですね。今のご意見からするとむしろ自

覚と責任をもっては消してしまい、誠実にというところにとどめようというこ

とになるかなと思いますが。そういった方向でまとめさせていただいてよろし

いでしょうか。それでは５条の方は代替案の方でいく。また考え方の方も市民

を市民参画を行うものにすると修正する、また自覚と責任をもって、を誠実に

というふうに修正するという風な方向で進めさせていただければと思います。

一応今回変更された論点は今のようなところかなと思いますが。 

 

（委員） 

４条と５条の関係の確認なのですが、自治基本条例でいいますと、市民の方

が先にきて市長の方が後にきているのですが、この参画条例では市長が先にき

て市民が後にきていますがこのあたりはどうなのでしょうか。 

 

（事務局） 

 この条例自体の元々の自治基本条例から市長の方が手法を整えなさいという

ような制度になっていたと思います。ですから参画をするのに市長に市民参画

条例を作りなさいよと。ですから逆に逆転しても全然問題はないと思っていま

すが。 

 

（委員） 

 市長の方に責務を課すのがより大きいということですか。 

 

（事務局） 

 そうです。手続をとりなさいというのが趣旨ですから、市民参画できるよう

に整えなさいという趣旨であるのでそういう風な考え方になっておりますけれ
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ども。 

 

（委員） 

 市民の方の権利とかは入ってないからということですかね。 

 

（事務局） 

 それは当然自治基本条例で謳われていてそれを受けて委任を受けてそれを作

ったわけですから、当然そうなりますね。 

 

（会長） 

 当然そういう趣旨で発言しておられると思いますが、市民の権利とかが入っ

ていないというのはこの条例で参加についての具体的な市民に権利が与えられ

ていることについてそういった権利がこの条例であるわけで、むしろ市民がど

んな権利を持っているということについては理念的な規定をおいていないとい

うご趣旨ということでございますね。私も今のご説明を聞いて問題はないとは

思いますが、他方で２条もまず市民を定義して市長等を定義するという風な順

番になっていますし、色んなところでも３条でも市民と市長とがという並びに

なっていますので、その並びからすると市民が先にきても不自然ではないかな

という印象もします。それでは特に強いご意見等なければ構成の問題もありま

すので事務局の方にお任せいただくということでもよろしいかと思いますが。

今の市長等の責務という観点からすればこちらが先にくるのもおかしくない。

かといって並びとしてはここだけ逆転するようなことになると、両方を踏まえ

て事務局の方でお考えいただくということでお願いします。もう少し確認させ

ていただきます。先ほど事務局の方からご説明がございましたが、第６条で市

民参画手続を市長等の側からの手続と定義して、その定義をおくということを

いたしました。これに対応して政策提案手続については別の章にするというこ

とをご説明いただいたところでございます。それから７条でございますが、政

策提案手続の別にするということになりますと７条の市民参画手続の手法から

政策提案手続はおとすことになると思います。市民参画手続はあくまで市長の

側からやることということで、７号についてはおとすことになるかと思います。

ここの定義等は後ろの方で政策提案手続の方に定義しています。ワークショッ

プの件で先ほどご意見がございまして、ファシリテーターの公表をというご提

案があったのですが、事務的にそれは難しいだろうということでせめてその重

要性だけでも書き込もうということで１５ページのところに書いたところでご

ざいます。１５条の方に書き込んだということですね。ワークショップの成功

の鍵はファシリテーターかかっているといっても過言ではないということを書
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き込んだということになりました。何かご意見ございますか。 

 

（委員） 

 ありません。 

 

（会長） 

 それではこの点はこれで終わらせたいと思います。３０日の分と２週間のと

ころが前回の分の議論を受けての重要な変更点だったと思います。その点で先

ほどご説明いただきましたとおり市民の側から何か意見を提出する手続をおく

ものについては３０日、それ以外の特に事前に意見提出を求めないものについ

ては２週間という形でご提案があったところであります。この点については何

かご意見等はございませんでしょうか。 

 

（特になし） 

 

（会長） 

 ではそういった方向性でよろしいでしょうか。それではこの点も原案通りと

いうことでお願いできればと思います。他には大体内容的な点はないかと思い

ますが、もし今ご覧になってお気付きの点等ございましたらお願いできますで

しょうか。それでは以上をもちまして一応条例の案と考え方についての議論を

ひとまず終了させていただきます。また何度も申し上げることになりますが改

めて今日の議論を踏まえまして確定案の方を事務局からお送りいただきまして、

原案をお送りいただきまして、それをご覧いただいた上で期限までにお気付き

の点がありましたら事務局の方にご意見をお寄せいただく、そのご意見を踏ま

えて作成した案を次回の委員会で再度確認をさせていただくというふうにして

いただければと思います。ありがとうございました。 

 

（会長） 

 それでは本日最後に前回少しご議論いただきました住民投票についての議論

を進めさせていただければと思います。前回の委員会で住民投票については条

例案の決定というのは当委員会では行わない。それは今後の議論に委ねるとい

うことまでご承認いただいたかと思います。そうではございますが、前々回事

務局の方でお作りいただきました論点表なども踏まえましてこの委員会で出来

る限り様々な観点から意見を出していただくことが今後のために有効なのでは

ないかと思います。特にとりまとめというのは目指さないということを前提と

した上で様々な点についてご意見を頂戴できればと思います。特に今後の点か
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ら重要なのはこの検討委員会を受けて市の方では住民投票を含まない形での市

民参画条例を作っていく方向性になっていくわけですけれども、引き続いて住

民投票についても是非議論をして条例案を目指していきたいという風なことを

当委員会として報告書に含めるかどうかということが一番重要な点になるので

はないかと思います。そういった方向性があるのか、前回やはり前向きにやっ

ていこうというご意見と、あるいは住民投票は少し遠いものがあるから慎重に

というご意見と両方出たかと思います。その点について引き続きご議論をいた

だきまして、個別の様々な制度設計の上での論点についても色々ご意見がある

かと思いますので、ご議論をいただければと思います。第 3 回の委員会の時の

事務局にお作りいただきました住民投票の論点表などをご利用いただきながら

ご議論をいただければと思います。宜しくお願いします。 

 

（委員） 

 ちょっと仕切り直しという話をこの前申しましたように間をおいた方が良い

と思います。 

 

（会長） 

 間を置かれた方が良いというご意見ですね。ありがとうございます。それで

は総論的な部分について何かご意見等ございますか。今比較的慎重にやった方

がいいのではないかというご意見が出たところです。他に委員の皆様はご意見

ございますか。 

 

（委員） 

 住民投票について感じたことを述べたいのですけど、インターネットで見て

いて、これは明石のことではないのですが、名古屋の河村市長が市議会に解散

選挙されて結局必要数が足らなくなって達しなかったのですが、その達しなか

った中の、私がショックを受けたのが無効数というのが全体の２４％あったと

いうことなのです。ということは４人に１人は無効な書面を入れているという

ことですね。それを見て熱意を感じられなくなったのですね。住民投票という

こと自体に。４人に１人票として成り立たないと書き方をされている方がおら

れるということは、住民投票って住民のためにあるものなのに、つまずいてい

るといったら変ですが、４分の１もというのがあったというのと、これは選挙

ですけれども、この間尼崎だったと思うのですが、女性市長が誕生したのです

が、あの投票率は２０何％で全国的に見て住民が今こういうことに対して消極

的になっているといったら変ですけど、熱気が感じられないので、今の住民投

票を持ってくることについての積極さというのが住民の方から湧き出てきてや
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っとこういうものを作った甲斐があると思うのですが、今の世相を見ていると

住民投票を作ってまでするのが、明石もそこまで盛り上がりがどうかと思うの

ですが。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。名古屋をどう受け止めるかというのはなかなか難し

いところでございますね。４分の１無効だったということはどちらの側の責任

だったのかということをどちらも責任を押し付けあっている印象を受けますけ

れども、集め方が悪かったのか、それともそれは逆に市民の意見を無視してい

るというふうに捉えるのかというところで意見が分かれるところではないかな

と思います。どうなのでしょう。このあたりは基本条例の議論のところではど

の様な捉え方だったのでしょうか。もうすでに基本条例の方で常設型を導入す

るということ自体については決まっていることでございますよね。その時にむ

しろ明石の現状はどうかという。 

 

（委員） 

 元委員長がいらっしゃるのでしゃべりにくいのですが、ぶっちゃけたところ

で言うと、僕の印象ですが、あまり幅広く住民投票というイメージではなかっ

たような気がします。出てきている話の中では例えば新しい尼崎市長さんの重

要な案件について積極的に住民投票にかけていきたいという風なことをおっし

ゃっていますけれども、あんなイメージではなかった話でした。ただ住民がノ

ーと言える権利というか力というか、そういうものを常設の中でキープしてお

きたいというような話が中心だったように受け止めました。だからそういう意

味でいうとどんなことを住民投票に対象にしようかというような話もほとんど

なかったしそこまで突っ込んだところまで出なかったと思います。先ほど申し

上げたように直接的にノーと言える力は絶対必要だというレベルのお話が多か

ったと思うのですけど。 

 

（委員） 

 今言われた通り、やはり明石の中で重大なそういった案件の時に住民がきち

んとした意見を言える、そういうための住民投票というのを規定しておかなけ

ればいけない。そういう話でした。 

 

（会長） 

 必ずしも具体的に例えばこういった事柄について必要ではないかということ

を議論されたわけではないということでございましょうか。 
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（委員） 

 そのへんはあまりしていなかったです。ただ話の流れの中では少し例えば嫌

な施設が来た時の話はありましたけども。あまり具体的なイメージの話はなか

ったと思います。そういう力を持つことが大切だということの方に力点がおか

れていたような論議たったと思います。 

 

（会長） 

 とすると対象が基本施設が一番思いつくような対象だろうと思うのですが。

それに限らず多分市長と市議会とが一致して、ある事業であるとかある政策を

推進しようとしていると。その時に市民が場合によってはノーと言えるための

仕組みを作っていこうと。そういう議論をされたのですね。 

 

（委員） 

 そういうレベルのイメージが強いかなという印象ですね。 

 

（会長） 

 特定の種を念頭におくわけではないわけですが、市長と市議会との意見が対

立した時に住民投票で決めようということを念頭に置いて議論していた程度で

はなかったということですね。 

 

（委員） 

 そういう感じではないです。 

 

（会長） 

 多分今のは制度設計の論点において前々回の資料でいいますと、議会や市長

に住民投票の発議権を認めるかどうかということと制度設計においては関わっ

てくるだろうと思いますし、対象事項をどう設定するか、どんなことを対象に

するべきかということとも密接に関わってくる論点ではないかなというふうに

は思います。今そういうふうにまとめてしまったからあえて言った方がいいと

思い、私自身はややこの点については特定のバイアスを持っておりまして、住

民投票で議会や市長等の発議権を認めるのは、あまり私はしっくりこないとい

うところがあります。そういった市の内部の市の機関との意見の対立を調整す

る手段として住民投票を使うことではなくて、むしろ市長と市議会が一致して

住民の意思と離れてしまったと住民の一定数が思う時にそれを調整する制度だ

というふうに整備しておいた方がいいのではないかなというふうに個人的には
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思います。 

 

（委員） 

 どちらかというとそういう雰囲気ですよね。 

 

（委員） 

 そうです。 

 

（委員） 

今先生がおっしゃられたバイアスがかかっている先生の意見の方に近い感情

でしゃべっていたと思います。 

 

（委員） 

 市長と市議会が対立した時ということではなくて今おっしゃられた内容でし

た。 

 

（会長） 

 そのあたりはどの程度まで広い場合に想定していくのかということにやはり

関わってくることではないかなと思います。他にご意見等ございませんでしょ

うか。具体的な制度についての論点でもいいですし今総論的な話と具体的な論

点と色々あるかと思います。 

 

（委員） 

 この問題は資料２ということで１１月５日の参考資料の最後のところに、明

石市自治基本条例における住民投票の規定と出ているのですが、これを基に考

えていくということでよろしいのですね。 

 

（会長） 

 どの論点からでも出していただければ良いと思うのですが、整理する時には

多分この住民投票の規定に沿って発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、

投票の資格要件などそれぞれについてこんな意見が出たという形で今回と次回

の議論は成立していければなと思います。ここでは参考資料ということで常設

型、非常説型、決定型、非決定型というのが挙がっていますが、自治基本条例

の方ですでに常設型でいく、それから非決定型でいくということはほぼ決定事

項だというふうに理解しております。いかがでございましょうか。次回ももう

少し議論をしますが、今日の段階でもし各委員の方でご意見、思うところ、気
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になるところ等があれば出していただいた方が次回スムーズに進むと思います

ので、恐縮ですがご意見があった場合のみでお１人ずつ一回り伺うということ

でよろしいでしょうか。何か思われる点がございますか。 

 

（委員） 

 特にないです。 

 

（会長） 

 先ほど全体的にこういった問題に関して必ずしも熱度が高くないのではない

かという、現状の中でどうなのだろうというご意見をいただいたかと思います。

あと他に何か個別の点等についてもご意見等ございますか。 

 

（委員） 

 先ほどと関連してそれこそ責任を持って署名するとかそういうところに責任

を持たすということはこっちの方はもっと強く言った方がいいのではないか。 

 

（委員） 

 いまのところは特にないです。 

 

（委員） 

 前回も言ったのですが、もう少し時間をかけてするべきかというふうに思っ

ています。この詰めるべき論点が非常に多すぎますし、その内容というのは質

的に市民参画と違うところが結構多いのかなというふうに思います。そういっ

たことから住民投票というのは市民の意思を問う部分ですから、もう少し時間

をかけて検討するべきではないかと思います。 

 

（会長） 

 いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 住民投票は参画条例とは別のものであって、当然直接民主制ですから重要に

考えなければならないことがあるというふうに思います。 

 

（会長） 

 別のものだということは前回確認して今回の委員会では議論して決める対象

にはしないということとしましたが、別のものだと踏まえた上で是非もうすぐ
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やっていくべきだということなのか、それとももっと時間をかけてなるべく慎

重にということなのか、あるいは別問題と言った上で様々な論点についてこう

した方がいいのではないかというご意見でしょうか。 

 

（委員） 

 そうですね。慎重にやっていかなければならないことですので。 

 

（会長） 

 慎重な議論を求めるということですね。ありがとうございました。 

 

（委員） 

 自治基本条例の中でも誰ということはあまりよく覚えていませんが、出てい

た雰囲気で言うと、住民投票というのは多分議員さんを中心に大変広い議論が

出てくるものだと思うのですね。そんな話も少し自治基本条例の中で出ていま

したが。そういう声が色々飛び交うものだというふうに思います。それだけに

慎重ということもあるのですが、少し早く着手した方がいいのではないのかな

と。時間がかかると思うので時間がかかることを覚悟の上で早く着手した方が

いいのではないかと思います。特に今から考えておかなければならないのは、

対象、何を住民投票にかけるのかというもの、イメージというか、そのへんを

ちょっとしっかりしておかないと、色んな意見が飛んできたときに論議が真っ

直ぐ行かず脱線しそうかなという気がします。ただそのときに、これは全く余

談ですけれど、この自治基本条例なり参画条例なりなかなか手間とお金がかか

りそうだと思うので、住民投票はもっとお金がかかりそうなのでそのへんが少

し気になるところではあります。それも踏まえてやはり何を住民投票の対象に

するのかなというあたりは、そこからなかなか色々論議があってなかなか定ま

らないような気がするので、最初に言いましたが早く着手した方がいいのでは

ないかと思います。 

 

（委員）  

 同じようなことなのですが、やはり時間をかけて今ののりで早くやる、市民

の信託を受けて議員は議員で動いていますので、議員の動きも、やはり住民投

票というのは住民直なので、でも議員も無視できないところがあるので、視野

の中に議員さんの動きみたいなものも入れて、それから具体的に住民投票が挙

がってきたときに、変にマスコミに揺す振られないような、例えばこれに関す

ると投票率みたいなのが上げるのに上手くマスコミを使うのも手かもしれませ

んが、書き方によっては変わってくると思うのでそういうのも考えると時間を
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ゆっくりかけて議論をするべきかと思います。 

 

（副会長） 

 難しくて分らないですけれども、市のあるべき姿として１つのスタンダード

としては要るのだろうと思います。成熟した市民社会だったらこれが有効な手

段になりあるいは政治意識を高める１つのツールになるのではないかと思いま

す。それは上手く回るように規定を作ったりしなくてはいけないのだろうと思

いますけれども。離れたところから客観的に見てまたあんなバカなことをして、

と思いますよね、最近のあのへんは。そういうふうに使われるのは嫌だなと思

います。絶対住民投票しないといけない市があると思ったりもします。難しい

です。 

 

（会長） 

 分りました。私自身の意見を述べさせていただきますと、私自身は自治基本

条例については何も参加していた立場ではないのですが、割とすでに常設型で、

諮問型で作ると決めた以上はやはりそれをやっていくというのがあるべき方向

性なのではないかと思います。ただ私も、早く着手して、しっかり議論をして

様々な情報等を整理した上で、それぞれの論点についてきちんと議論をして制

度設計をしていくべきではないかなというふうには思っております。また先ほ

ども申し上げたことですけれども、基本的に住民がノーと言える権利を規定化

するという方向の住民投票の方が良いのではないかということから議会及び市

長等については、発議権は個人的には認めない方が良いのではないかなと思っ

ております。また様々な論点があるところでございますが、私自身がわりと強

い意見の論点として持っているところは、選択肢の設定というのがあります。

これは二者択一のみとするか、三者択一とするか、また他の方法を認めるのか

というのがありますが、これは私は住民投票は二者択一に絞られたような論点

でなければならないのではないかなというふうに思っているところです。むし

ろ結果の解釈の仕方が様々に分かれるような住民投票というのはあまりしない

方がいいのではないかなという意見を持っております。また対象事項について

は非常に難しい、個人的にネガティブリストを作るとか、ネガティブリストと

いうのは絶対に必要だろうと思いますけれども、ポジティブリストが必要かど

うかはよく分りません。ただそれも含めてどんな可能性があるかということも

きちんと議論をして、やはりどんな事柄について住民投票があり得るのかとい

うことを共有するところから多分議論を始めていった方がいいとは思います。

他に何か今の住民投票の論点等ございますか。 
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（委員） 

 直接住民投票のことではないのですが、せっかく今回参画条例の検討会とな

ってやっているので、できたらその次の住民投票条例を検討するにあたっては

こういう手法をとってやった方がいいのではないですか、という風なことをで

きたらこの委員会である程度拘束するわけではないですけれども、提案という

か、例えば住民投票条例を作るにあたってはこういう手法をとってやるべきで

はないかといったものができたらと思うのですが。 

 

（会長） 

 制定のプロセスについての手法ということでございますか。 

 

（委員） 

 はい。そのまま拘束するわけではないのですが、提案という格好ではできる

のではないかなと思うのですが。 

 

（会長） 

 具体的には例えば多分前提だとは思いますが、何か審議会などを作ってきち

んと議論をしましょうということでしょうか。 

 

（委員） 

 はい。今回の条例の方で第７条の方で参画手続の手法とありますよね。その

手法の中で書かれているのですが、第７号の政策提案手続は外れるわけですけ

れども、この条例の中では少なくとも公募手続はやりましょうと。しかしそれ

以外については自由ですよと括弧書きをしていますけれども、例えばこの委員

会の中でおいて少なくとも住民投票をする場合においてはパブコメもするし、

審議会手続もするし、公聴会手続もするとかそういった手続もやって決めるべ

きなのではないですかと、そういった提案ができないかなと思いました。 

 

（会長） 

 なるほど、分りました。恐らく意見公募手続をやらないということは考えら

れないと思います。それから審議会は開く、その中に市民を含めるのもこれも

当然のことだろうと思いますが、まさに今ご指摘の意見交換会や公聴会などを

開くべきかどうかという点については少し委員の皆様にお考えいただいて、そ

ういった内容だけでなく、制定までの手法という点についても次回ご議論をい

ただければと思います。他にお気付きの点ございますか。それでは本日出た点

なども踏まえまして、改めて次回この点について議論をさせていただければと
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思います。次回も、フリートークで、条例案の内容については決めないという

ことではございますが、制定のプロセスのあり方のようなことについて意見交

換ができればいいのではないかと思っております。また様々な制度設計上の具

体的な論点についてもどうぞご自由にご発言をいただければというふうに思い

ます。それでは住民投票については一応以上というふうにさせていただきます。

その他条例全体等についてご意見等ございますか。それでは次回は条例及び考

え方についての再確認ということ、それから住民投票については引き続き議論

ということで次回は最終回としたいと思います。それでは進行を事務局の方に

お返しいたします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。委員の皆様には長時間にわたり熱心なご審議をい

ただきありがとうございます。それでは冒頭にも申しました通り、次回は１２

月９日木曜日６時３０分から、最終日になると思いますが、宜しくお願いした

いと思います。以上を持ちまして議事を終了させて頂きたいと思います。本日

はありがとうございました。 


