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第６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12月9日(木) 18：30～20：30 

場 所  あかし男女共同参画センター会議室１ 

 

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６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。若干一番初めに資料の説明の前にお話をさせていただくところですけ

れども、前にもお話させていただきましたように、本日が検討委員会の最終というこ

とになります。最終案について取りまとめさせていただいて、意見をしていただいて

条例素案を作っていくわけですが、最終、市長への報告ということでしていただくこ

とになっています。予定としましては来月の１月１日号で条例素案パブリックコメン

トをかけて、最終３月の定例市議会に上程してという形にさせていただきたいと思い

ますので宜しくお願いします。本日の資料ですけれども、この前お渡しした資料から

若干修正させていただいた市民参画条例の素案資料１ということで。それでは会長宜

しくお願い致します。 

 

（会長） 

 今回最終ということになりまして、委員の皆様には年末ご多忙のところお時間を頂

戴いたしまして誠にありがとうございます。また事務局の方から送りました事前資料

につきまして多くの委員の皆様からご意見、ご指摘をいただきましてありがとうござ

います。大変申し訳ないのですが、この間若干ばたばたしておりまして、事前資料に

お送りしたものから委員の皆さんのご意見をいただき、更にそれに加えて私と事務局

の方とやり取りをしながら色々と修正を加えた点がございます。最終的に現段階の方

として資料１のような形で取りまとめさせていただいたところでございます。事前資

料自体前回の委員会のものとは若干変更が加えられておりますので、その点を確認し

ながら条例案についてまずご審議を頂戴できればと思います。そしてその条例案の審

議について終わりましたら、時間の許す範囲で住民投票についてのフリートーキング、

その他市民参画についての全般的なフリートーキングという形で進めさせていただ

ければと思います。 

 さっそく条例案の方に入っていきたいと思いますが、全体を大体１条から６条まで、

それから７条から１８条まで、それ以降という風な３つに分ける形でまず色々変更点

を私の方から説明させていただきまして、落ちる点があれば事務局の方で適宜補充を

していただければと思います。私の方でご説明申し上げながら委員の皆様のご意見を
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いただくという風にさせていただければと思います。では早速でございますが、まず

市民参画条例の条文をご覧下さい。１条については特に変更はございません。２条で

ございますが、４項の市民参画の定義について前回の資料、それから傍聴者アンケー

トなどを読ませていただいて私の考えましたことを、更に今回事前に委員からいただ

いた意見なども踏まえまして、色々な修正を加えさせていただきました。前回の議論

では市民参画について主に意思決定段階を対象とするという風な構成になっていた

わけでございますが、結局議論の末ここは基本的には自治基本条例と同様、計画、実

施、評価、改善全ての段階を含む。ただし本条例は市長等の政策等に関わるものであ

って、議会については対象にしないという考えからお手元にあるような２条４項のよ

うな定義にしたところでございます。更にご説明させていただきますと、まず一段階

を当初除くということを検討していたわけで、それは参画と協働との関係がやや難し

いのではないかという風な考えから一旦除くという風にしていたわけでございます

が、今回の４ページの考え方にございますように、実施段階においても参画というの

もあり得るのではないか。参画と協働というのはどう区別するかというと、参画は市

の政策に市民が関与することであって、協働というのは公共的な活動を市と市民が役

割分担して、あるいは協働して行うことだという風に考えられるわけですが、例えば

市が主催するイベントにつきましては、計画段階でもアイディアを市民からいただく

時もありますし、あるいは実施の過程でアイディアをいただくこともあるだろうと思

います。これらについては参画という風に定義することができるのではないか。意見

をいただいた方が実際に市とパートナーとして活動する場合は協働という風に理解

できるのではないか。また両方という場合もあり得ると思いますけれども、このよう

な考え方に立ちますと、実施段階における参画というのもあり得ることから今回は実

施の方にも含めて良いのではないかという風に修正しました次第です。もう一点、評

価、改善の方ですけれども、これも当初のちに定める評価条例の方で規定することか

ら、この条例からは定義からは落とそうという方向で検討していたわけでございます

けれども、例えばこの条例で規定している意見公募手続などのようなものは評価の段

階においても十分活用可能なものではないかという風に検討致しました次第です。そ

こで４ページのところの解説をまたご覧いただければと思いますが、この条例で定め

る手続を評価改善に使うこともできるし、しかし評価については評価独特の市民参画

手法を他に規定する必要があるので改めて別条例で定めるということを考え方に明

記して対応するという風な方針で検討したところでございます。最後にコラムのとこ

ろで議会の活動についての参画は対象としない、それは基本的に議会基本条例などで

扱うところではないかということで記載しているところございます。以上が２条につ

いての修正点のご説明でございます。 

３条でございますけれども、まず３項について事前に委員からご意見をいただいて

おります。後でご説明をお願いできればと思います。また他には、委員と私の方から

「行われるべきものとする」というものに対して、「べき」というのは「行われるも

のとする」でいいのではないかという意見を提出したところでございますが、このあ
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たりは恐らく他の条例との整合性等考えまして法制担当の方で意味が同じだという

ことを前提とした上でお決めいただいているということだと思います。私自身は「べ

き」がない方がしっくりくるのでございますけれども、ここは他との調整もあります

し、もし皆さんからご異論がなければ、今回の資料は「べき」がないということで作

っていただいておりますが、最終的には法制担当に一任ということで、もし差し支え

がなければお願いできればと考えております。 

それから４条の方でございますけれども、まず考え方というところの７ページの下

線部ですけれども、これは当初６条の方におかれていたものをこちらに移動したとこ

ろでございます。事前資料としてお配りしたものでは、６条の方に市民参画は市民の

権利ですが、行政の側から設定をしなければ進まない現実があります。「なぜなら市

民が行政の政策等に意見を言うことができても、結局行政がその意見を政策等で反映

させなければ、本当の参画とは呼べないからです。」という表現がございました。た

だ、こちらの方は必ずしも６条というよりは４条の方に移動した方がより馴染むので

はないかという風に私の方で検討させていただきまして、事務局にお願いし４条に移

動したところでございます。更に表現としても修正をしております。行政の側から設

定をしなければ進まないという言い方もちょっとどうか思ったものですから、「市民

の権利として市民参画を宣言するだけではなく、行政の側からどのような市民参画の

機会を提供するのか、行政はそれに対してどのように向き合うのか」についても規定

する必要があります、という風に考え方の表現を修正したところでございます。以上

が４条についての修正点でございますが、最後に検討委員会の議論のコラムに作って

ありまして、５項の調査、研究、啓発を導入した趣旨について述べています。より有

効な方法については調査、研究、また市民会議など先進事例についても調査研究など

の意見があり、同項を挿入したというような議論の経緯をコラムの中に入れていると

ころでございます。以上が４条でございます。 

５条についての修正点を申しあげます。前回の委員会ではこの３項につきまして特

定の者の利益ではなく、という風な表現となっておりました。それについて傍聴者の

方からアンケートをいただきまして、それをこの趣旨では特定の者の利益が動機とな

って市民参画を求めるものも有り得るのではないかというようなご指摘をいただき

まして、色々検討しました結果、特定の者のみという言い方をすることで対応、特定

の者のみではなく、あくまで明石市全体の将来、明石市全体の利益を考慮するという

形で対応することを考えたというところでございます。それについて何かございまし

たらご議論を頂戴できればと思います。 

それから第６条について申し上げたいと思います。ここもかなり大きい変更があっ

たところでございます。まず皆さんにお配りした事務局からの事前資料で、当初第６

条の第４項ということで「市長等は対象事項以外のものについて必要があると認める

時は市民参画手続を行うことができる」とあったところを、これを第１項の方に移動

しまして「市長等は政策等に対する市民の関心及び政策等の市民に与える影響その他

政策等の内容を勘案し、市民参画が必要であると認める場合には市民参画手続を実施
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するものとする」という風に移動を事務局から提案があったところでございます。こ

の案と考え方の説明を読みましてややこうすると逆に市民参画手続というのが基本

的に市長の裁量になってしまうという風に読まれてしまう恐れがあるのではないか

と思いまして、慎重に検討する必要があるという風なことを申し上げたところでござ

います。それについては今回参考資料にございますように、複数の委員から同じ様な

懸念を頂いたところでございます。再度私の方で検討させていただきまして、改めて

言いますと条文自体はむしろ第１項では「ものとする」という形で市長の義務という

のが明らかになっているという積極的な意味はあるのではないかという風に考えた

次第です。そこで条文は基本的にそのままにした上で、考え方のところを少し書き換

えたらどうかということで提案させていただいたところでございます。この考え方に

つきましては１１ページのところをご覧下さい。まず第１項でございますが、「自治

基本条例の理念に基づいて市民の市政への参画を保証するために、政策等の計画段階

から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市長等が必要であると認める

ときには、市民参画手続を実施するべき義務を定めたものです」、義務という言葉が

ここで考え方の上に明記するように修正を考えました。また次の段落ですが、「市民

参画手続の必要性の有無は、政策等に対する市民の関心及び政策等の市民に与える影

響その他の政策等の内容を勘案して、総合的な観点から市長等が判断しますが」とし

た上で、もし「必要性があると判断された場合は必ず実施しなければなりません」と

いうことを考え方の方に挿入させていただきました。２項では市民参画を必ず実施し

なければならない対象というのを述べてございますが、２項の下のところで「それ以

外の政策等については、第１項に従い、市長等が市民参画手続の必要性の有無を判断

します」ということで２項が義務であって、それ以外については１項で総合的に判断

するという風なところで、こう考え方のところに書き込めば裁量性という風に読まれ

ることはないのではないかなと思って、このような修正を考えたところでございます

が、この点もご意見を頂戴できればと思っております。６条に関してはその他若干の

整理をしております。まず第３項のところですけれども、「対象事項について市民参

画手続を実施しないことができる場合を定めたものです」というところがございます。

これについて当初の案では、事務局の案では第１項の案にあったような市民参画手続

を求めることが、弊害があり得るということが書かれていたのですが、弊害あるいは

不要な場合、あるいは弊害があると一般的に書かれていたのですが、それらの不要か

どうか、あるいは弊害があるかどうかというのは各第１号から第６号までにそれぞれ

具体的に書かれているのではないかと思いますので、これらの一般論というか、市民

参画についての消極的な一般論的な記述を入れる必要はないのではないかなと考え

まして、その点については各号の記述に委ねるようにしたというところでございます。

１号については前回の議論で少しなぜ市税の徴収を市民参画手続の対象にしないか

ということについて、実質的なことができるように対象にしないことにできるという

風にしたかということについて説明がございますが、若干事前資料の段階から説明の

仕方を少し変えている。特に地方自治法に準拠したものだという風な説明に変わって
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いるということでございます。以上が１条から６条までの私の方のご説明でございま

す。３条の「良好な信頼関係」というところについてのご意見を頂戴しておりますの

で、ご説明いただけますでしょうか。 

 

（委員） 

 読んでいて、良好な信頼関係を築いてというのは、多分、信頼ということが少し引

っかかって、良い関係の前に何かいい言葉がないかなと考えたのですが、なかなか浮

かばなくてしっくりこなかったのです。色々考えたのですが、逆に良好な関係に基づ

いてという風に簡素にした方が、信頼関係というとどうもかしこまってしまうような。

そこを取ってしまって「良好な関係」という風に飛ばしてはいかがなものかと思うの

ですが。他の方のご意見を頂戴したいと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。信頼関係というのを外して良好な関係というのにしてはど

うかというご提案かと思います。すみません。私の説明で先ほど落としたところはご

ざいませんでしたでしょうか。 

 

（事務局） 

 検討委員会の議論のところ、３条のコラム５～６ページが抜けておりました。 

 

（会長） 

 大変失礼しました。５～６ページのところで対等な立場というところを修正した理

由、それから情報共有について様々な問題提起がなされたところでございますが、そ

の議論をコラムという形で入れさせていただいているところでございます。では、ま

ず先ほどの問題提起についてご議論いただいて、その他今回の事前資料で、あるいは

私と事務局の協議に基づいて修正した点について、何かご意見がございましたらお願

いできればと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 無理やり言います。良好な関係よりもただの「信頼関係」の方が良いと思います。

要するに信頼関係というのは、悪い信頼関係というのはあまり想定できないので、信

頼関係の上においては。深い信頼関係があるか、浅い信頼関係があるかということは

ありますが、そういうことでいうと、良好なという形容詞は合わないなという気は言

われてみればしないこともないと。だからそういうことで、もし良好な信頼関係で違

和感がお持ちであるならば良好な関係というよりも市民と市長との信頼関係に基づ

いてとすることで、良好なというのは何か重ねているという気がします。強調してい

るという意味で重ねても良いかとそのように思います。 
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（委員） 

 良好な信頼関係の裏に悪い信頼関係が重なってあるような。そんなイメージがあっ

てですね。 

 

（委員） 

 悪い信頼関係というのは言葉から想像できないですが。 

 

（委員） 

 わざと良好な、と付けているところに気持ちが入ってしまっているように感じる。

考えすぎでしょうか。 

 

（会長） 

 基本原則のところに入っていますが、基本原則では責務ではないのですが、市民と

してこれはどちらの側により責務を課す状況になるのでしょうか。市長の側に市民が

信頼するということであれば理念として必要ですが、逆の市民が市長を信頼するよう

に、ととられるとちょっとどうかなという感じがしますね。 

 

（事務局） 

 お互いの意見を尊重するという意味もあるので、「尊重しながら」という言葉でも

いいのかなと思います。 

 

（委員） 

 私も考えたのですが、文章的に見るとおかしいのですが、お互いの意見を出してそ

れに「共鳴し合い」ながらとか、そういうお互いに同時に進行していくみたいなそう

いう言葉がないかなと考えたのですが。片方が誰かを信頼するというのは何か矢印み

たいなそういう文章にとれるような感じがあります。同時進行みたいなところがこの

文章からは伝わってこないのです。 

 

（委員） 

 関係だから双方向だと思いますが。片方だったら関係とは言わないでしょう。関係

という限りは同時進行というより双方向という関係にあるのではないでしょうか。 

 

（会長） 

 こちらはいずれにしてもこの条文はどのような関係のあり方を目指すべきかとい

うような内容だということになるのかなと思いますし、現在そうだというと変な話に

なるのですが、市民参画をする以上、お互いが信頼関係を築き上げていくようなとこ

ろを目指しながら手続きを進めていかなければならないということを言ったものと

いう風に理解できるのかなと思います。また当然双方向であるだろうと思うわけです
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が、その上でこのままでいくか、それとも良好だけでいくか、それとも信頼だけでい

くかというところが難しいところかなと思いますけれども。どうですか。ここはまさ

に語感ですから副会長いかがでしょうか。 

 

（副会長） 

 もともと信頼関係がないと市民参画は出来ないのですよ、ということを言いたいの

で、良好をとってもいいかなと思いますが、３項の考え方のところに良好な信頼関係

の上でと書いてありますので、ここは残して上の良好を取るとかでもいけるかなと。 

 

（会長） 

 良好を取るという案についてはどうお考えでしょうか。 

 

（委員） 

 良好を取るんですね。私は信頼という言葉にどうも引っかかってしまうのですが。 

 

（副会長） 

 住民が変わっても市長が変わっても信頼関係というのに基づかないと、市民参画と

いう解決は出来ないので信頼関係は必要かと思います。 

 

（委員） 

 この言葉は除けないと。 

 

（副会長） 

 あってもいいかなと思います。 

 

（委員） 

 良好な関係というと見方によっては色んな意味でとれますよね。信頼もありの色ん

な意味をとれますよね。 

 

（会長） 

 色んな意味があるということがまさにどうかということになるのかなと思います。

どのような良好な関係かということについて全く千差万別だとなかなか難しいかな

と思いますので。もし宜しければこの信頼関係を維持する方向でという風に今の感じ

だとなりますが、どうでしょうか。それで宜しければ良好はどうしましょうか。残す

べきかどうかというところもありますけれども。特にご意見がなければ現状維持でも

いいのかなとも思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 



 8 

 良好があった方が私はいいと思います。 

 

（会長） 

 それでは様々な議論があったということをまたコラムに入れていただいた上で、こ

こは良好な信頼関係ということで現状維持という方向でさせていただければと思い

ます。それから「べき」の問題は法制担当にお任せするということでよろしいですか。 

 

（委員） 

 条文としては一貫性みたいなものがあるので、適当に。 

 

（会長） 

 あるところでは「べき」を使うところは、これは文語体なので、行われるではなく

おこなわるという風に方針にするのだということもあるのだということを聞いたこ

とがあります。そういった様々なところで様々な意見をお持ちだと思いますが、そこ

はお任せする方向で宜しければと思っております。一方で市民がぱっと読んで分かり

にくいようだと困るのですが、「べき」が入ったから意味がわからないなどというこ

とまではないかと思いますので。恐らく今の点では６条の１項を少なくとも本文は事

務局のご提案の方でいいのではないか。その代わり考え方のところを少し書き換えて、

義務性を強めることを明らかにしよう、というのが現在の私の方からの提案になりま

すがこの点についてはいかがでしょうか。それではあまり、ということであればむし

ろ現状を旧案の方に戻すということも出来ると思いますけれども。 

 

（委員） 

 ちょっと教えていただきたいのですが、６条の１項と２項の関係なのですが、実施

しなければならないというのが２項にきていて、１項の方は実施するものとする、に

なっていますね。実施しなければならないということならば１項にきて１項が２項に

くる方が普通の考え方ではないかなという気がするのですがそれは間違いなのでし

ょうか。 

 

（会長） 

 恐らく事務局のご趣旨としては１項の方で全体的な全ての政策についての市民参

画のあり方という一般原則を述べたという風にお考えなのだと思います。ここでは総

合的に市長が判断するものである、と。判断する際に政策等に関する市民の関心や影

響などが、その際の判断の考慮要素なんだというようなお考えを示している。その上

で２項では必ずやらなければいけない事項、３項ではその２項の例外という風にする

ということを考えられたのかなと思います。そうでないとすると旧案の方ではまずや

らなければならない事項、やらなければいけない事項の例外ということで、その他の

ものについてもやることが出来るという風な文言を入れたということではないかと
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思います。仮に旧案に戻すとするならば、これは私の意見ということになりますが、

今の６条の１項にある「政策等に対する市民の関心及び政策等の市民に与える影響そ

の他政策等の内容を勘案して――」という、こういった何を考慮するのかというのは

むしろ入れた方がいいのではないかなという風には思っておりますが、いずれにして

もどちらでなければならないという決まりはないかと思いますがやはり全体を読ん

だ上でどちらがより良いか、またどういう印象を受けるか、懸念されていますように

市長の全部裁量だという印象を与えてしまわないかというあたりが、意見の分かれる

ところではないかなと思います。多分ここも自信はないのですが、この必要な場合は

実施するものとするという風な義務的な言葉を後ろの方に持ってくると何となく入

れにくいような感覚はあります。これを入れるためにはむしろ１項に入れた方がすっ

と読める印象は受けますので、そういったことも考えましてこの方がいいのではない

かなと私としては考えましたが、あまり自信があるわけではありません。 

 

（事務局） 

 他市の例では１項と２項以下を分けているところがあります。条として。一般原則

を上位として挙げて対象事項として言い切るというテクニック的な問題だと思いま

すが。 

 

（会長） 

 例えばこの６条の１項を７条という形で置いているということですか。 

 

（事務局） 

 置いているところもあります。そうすると目立つというか。それも言い切れるので

あれば一つの条文でいいかと思いますが。 

 

（会長） 

 仮に変えるとすると条文の入れ替えがなかなか大変ですが、プロですからそこはお

願いします。それも１つのやり方ではないかなと思います。 

 

（委員） 

 私はどちらかと言えば前の方が好きなのですが。例えば前の４条なんかで市長と責

務の格好で、「市民に対して市民参画の機会を積極的に提供――」と書いていますよ

ね。市政としては、市民参画を積極的にやっているのだとずっとここまで謳ってきて

いるわけですね。それが６条にきて、突然実は裁量なのですよと。ちょっとがくっと

くるかなというのがありますので、出来たらこのへんのトーンを下げる意味でも、ど

うなのかなという気がするのですけども。 

 

（事務局） 
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 今の意見で逆に考えたのが、もし前の方に戻した場合は、あまり１項のところが政

策の企画、立案ばかりだなというのもあったなと。そうすると評価とか実施とかも条

例に含んであるのであれば、装飾的なことは先に言った方がいいのではないか。それ

は言い切れないから違う条例に委ねますよという風に言いました。評価だけはこの条

文だけでは無理ですよと。でもこの企画、立案の方は言い切ってもいいのだけれども、

そうするとその部分が消えてしまって逆に企画、立案だけが目立ってしまうのかなと

いうのが思ったところで、この１項を入れたのかなと思ったのがそういうところです。 

 

（会長） 

 ちょっと今のご趣旨がわからなかったのですが、政策というのは企画、立案。 

 

（事務局） 

 ２項の策定、実施とか評価とかなかなか読みにくいかなと、入っているということ

が。どうしても感覚的にこういう政策を立てる時にしようというだけに読まれてしま

わないかということもあります。 

 

（委員） 

 今思いついたのですが、市民参画が必要であると認める場合にはというのを取った

らどうでしょうか。すなわち「市長等が政策等に対する市民の関心及び政策等の市民

に与える影響、その他政策等の内容を勘案し、市民参画手続を実施する」と。 

 

（事務局） 

 問題はないと思います。 

 

（委員） 

変わりはないと思うのです。変わりがあるとすると認める場合にはという注釈がな

くなるので余計な心理的なハードルが下がるのではないかというだけのことなので

すが。中身的に言うと抜いてもそれほど変化はないように思うのですが。勘案してい

るところで、色々考えた上でやるのはやりますよと、こういう話ですよね。そうする

と印象が変わるのではないかなと。今思いつきました。 

 

（会長） 

 それだとちょっと全ての場合において市民参画を実施するという風に読まれるか、

あるいは市民参画を実施する時はこういった影響や内容など勘案しなさい、という風

に読まれてしまうかどちらかになってしまうのではないかと思います。私の方で少し

考えていた案としては、この「認める場合」というのを消して「市民参画が必要な場

合」にはという風にすることも１つ考えていたのですが、そうすると市長の裁量性が

ない、客観的に必要であればやるのだというニュアンスになるのではないかと思いま
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す。 

 

（委員） 

 やはり必要であると認めるというのはちょっと気にはなります。 

 

（会長） 

 ここは市長が認めると書けば認めるかどうかは市民の判断で市長がまず、第一義的

に決めることだとなりまして、という風なニュアンスになってしまいます。 

 

（委員） 

 結果的にはそうなのかもしれませんが、書かれるのは書かれると思います。 

 

（会長） 

 裁判所で争うというわけではないので、そうでなければ実際上はそういうことにな

るのかと思いますが、ただやはり客観的なことなのか、これは市長がまず第一義的に

市長が責任を取ることなのか、というのは少しニュアンスは違います。もしその方が

いいのであればそういう形でも私は良いかと思います。 

 

（委員） 

 先生はどうおっしゃいましたか。 

 

（会長） 

 市民参画が必要な場合です。 

 

（委員） 

 「認める」を省いて「必要な」とするわけですね。 

 

（会長） 

 そうすると事務局がどう考えるかはよくわからないですけども。私の方で提案しま

したのは必要性の判断については市長に裁量があるけど、もし必要であったとすれば

必ずやらなければいけない。必要だと思うのにやらないというのはなしだよという点

でものとするということで考えてみたのですが。 

 

（委員） 

 思っているか思っていないか市長しか分らないですよね。思っていても、思ってい

ないと言ったら終わりですよね。 

 

（会長） 
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 そうですね。事務局のお考えはいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 非常に難しくて、必要であると認めるという下りは市長にかかっていると、では客

観的になると市民参画が必要であると認められる場合はどうなるか。そうすると逆に

客観性が持たれるのかなと。認められるのであれば大体主語はどうなのか、政策が認

められるということなのか、それはどうなのかなと直感的に思いました。 

 

（会長） 

 実は私、その案も少し考えておりました。必要である場合と必要でないと認められ

る場合というのは私の感覚では意味は変わらないのではないかという風に思ってお

ります。もしそちらの方向にいくとするならば。ちょっと整理しますと、必要な場合

と必要であると認められる場合というのは客観的であって、必要であると認める場合

というのは市長の裁量性が強調されるという大きい違いはあると思います。先ほどの

２者のどちらかというのはこれはどちらかというと、割りと法制担当としての判断の

問題かなという気はしております。３つ方法があるかと思います。現状でいくか、あ

るいは市長の裁量性をもっと弱める意味で必要な場合、あるいは必要であると認めら

れる場合にするか、あるいは原案の方に戻して義務制を言った上で４号のところを、

また別に置くというやり方にするというような３つ方法があるかと思いますが。これ

はこのままで１項で４項にそのまま持ってくることはできますか。これは思いつきで

恐縮なんですが。市長等は対象事項以外のことについても政策等に対する市民の関心

及び政策等の市民に与える影響その他政策等の内容を勘案し、市民参画が必要である

と認めるか認められるかというのは、また別ですけど、場合にはとすることはできま

すかね。市民参画手続の定義は当然残さなくてはいけなくなりますけど。 

 

（事務局） 

 した場合に恐らく一番しないだろうなという。４項に持ってきたら一番もっとしな

いだろうなという。今の原案の４項よりも。感覚的なもので。 

 

（会長） 

 私も色々考えて、後ろの方に持ってくると不満に思われてしまわないかなというと

ころは思っておりました。それよりは１項について裁量だけれどもやるという風なこ

とを考えていたのですが、今出たようにもう少し義務性を強めることも十分あり得る

かとは思います。 

 

（委員） 

 ちょっと間違っているかもしれませんが、この１項は何か基本方針みたいな感じに

採られるのですね。だから頭に持ってきた方がいいと思うし、先ほどの認めるの部分
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ですけど、私も電話でお話したのですが、極端なことを言って市長さんの上から目線

に読めないことはないかということを言ってみたのですが、ここはもうちょっと何か

変えられないですかという風に事務局の方に言ってみたのですが、必要である場合に

はとなると市長さんが弱められてするっといけるような気がします。 

 

（会長） 

 裁量性をもっと弱めようということで必要であると認められる、必要な場合とする

か、認められるというのが多分法律屋的にはそんなものですが、読みにくいなという

印象もありますよね。それで法制が良ければ必要な、の方がいいかなと思いますが、

ただ法制担当的なスタイルとして、認められるでなければそれでもいいかとは思いま

す。どうでしょう。そちらの方の方向性も出ましたが、そういった方向性でもよろし

いでしょうか。 

 

（委員） 

 結構です。私は最初に制約するというのは明記するというのはまずいなと思いがあ

りましたので。原則前に持ってくるというのは全然構わないです。気になっているの

は、市民参画が必要であると認めると、それは認めるとなるとやはり市長になります

から、そうしたら市長が認めるでなければできないかと、そういう風な解釈はちょっ

としんどいなと思ったので言わせていただきました。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。それではここは市民参画が必要な場合、あるいは法制担

当の方でご協議の上、それが法的に馴染まないということであれば必要と認められる

といういずれかでお願いできればと思います。どうもありがとうございました。 

 

（副会長） 

 考え方のところも変更が必要でしょうか。 

 

（会長） 

 そうですね。考え方のところも当然修正が必要になってくるだろうと思います。後

で精査する必要がございますが、例えば現状ですと第１項の市民参画手続に必要性の

有無は緩和して総合的な勘案して市長等が判断しますというのを総合的な観点から

必要と、の判断を消すという風になるかと思います。あるいは必要性があると判断さ

れた、を消すという風な方向性になるかと思います。ちょっと条文にもよりますが判

断されるということであれば客観性が強くなるかと思いますので、その点も事務局と

相談の上で修正したいと思います。ありがとうございました。それでは１条から６条

まではそんなところでよろしいでしょうか。では特にご意見がなければ次に進ませて

いただきたいと思います。７条の方には特に大きい修正はないかと思います。８条の
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ところでは事務局のご提案では８条の１項のところに「市民参画手続の実施に際し、

市民が広く市政に参画できるよう、政策等の内容に応じ、効果的に市民の意見等が反

映できるよう努めるものとする」という条文を入れるということであります。ここは

事務局の方からご説明いただけますか。 

 

（事務局） 

 参画ですね。４項を１項に持ってきたのですが、どちらかと言うとこの方が装飾的

な意味合いが強いのであろうと、文章的なものでどちらかと言うと全体を通じてこの

条を貫いているのではないかと、もっと大きいものではないかということで、そした

らこの４項の部分を１項に持っていった方がいいのではないか。この表現が若干いま

いちなのですが。もうちょっと精査したらよかったのですけど、くどいですよね。「市

民参画手続を実施に際し、市民が広く市政に参画できるよう、政策等の内容に応じ―

―」というのが「効果的に市民の意見等が反映できるように市民参画手続を実施する

ものとする」というような言い方がいいのかなと。「市長等は効果的に市民の意見等

が反映できるように市民参画手続きを実施するものとする」というような言い方の方

がいいのかなと今気がして修正をお願いしました。この８条の１項も何かくどいよう

な気がします。４項から１項に持っていったのはそういう趣旨です。 

 

（会長） 

 すいません。今日の段階で、メール等でやりとりしているところで、まだきちんと

出来上がっていないということで申し訳ございません。確かに読み直してみるとやや

くどいかなと。１項の方で「実施に際し」で２項の方で「実施しようとするとき」と

いう風になっていて、ただこれ装飾出来ないかなと思いますので、どうも読んでいて

くどい印象があるかなと思います。趣旨としては総論的なところを１項の方に持って

きて２項の方ではまず段階を考慮して適切な手法を選択すること。３項の方では出来

るだけ２つ以上やること。４項ではパブリックコメントは必ず行うこと。５項では適

切な時期の選択を行うこと、という風に順番になっていくかと思います。以上が８条

でございます。一応続けさせていただければと思います。 

 ９条については特に修正はございません。１０条についても特に修正はございませ

ん。１１条についてでございますが、この点につきましては２５ページの第５項のと

ころで個人の権利利益を害する恐れがある情報というのも非公開情報に入れておく

べきではないかというご指摘をいただきました。この点事務局の方と私で検討させて

いただきまして、改めて明石市の情報公開条例の条文を確認しますと、まず特定の個

人を識別できる情報につきましては、全ていわゆるプライバシーに関わるか関わらな

いかに関わらず開示、公開情報とされています。恐らくは特定の個人を識別できる情

報というものが非公開であれば特に個人の権利利益を害する恐れがある情報という

のは改めて明示する必要はないのではないかなという風に考えております。ただし少

し細かい点ですが、情報公開条例の方を見ますと、個人を特定することはできないが、



 15 

なお個人の利益を害する恐れのある情報というのが例として挙げられている。これも

教科書的な例で言うと例えば反省文のようなものを書いた場合、誰が書いたものかは

分らないけれども反省文のようなものを出すのは権利利益を害する恐れがあるので

はないかという風に観点からそれは除くとされていますが、ここでわざわざ例として

挙げるまでの必要はないのではないかなという風に考えました。１１条につきまして

はコラムのところで当初意見の提出できるものの限定があったものを限定をなくし

たという経緯についてコラムに記載しておるところでございます。 

 １２条についても内容的には変更はございませんが、コラムのところで少し委員会

での議論を反映するようなところで補充をしております。１３条でございますけれど

も、ここは特に変更はないかと思います。１４条のところですが、これは事前資料か

ら若干の変更がございます。１４条の考え方のところの１４条の第２項についての説

明がございますが、２週間前というところに、２週間あれば大方周知できるだろうと

いう理由付けがお手元にある事前資料には配布されていたのですが、その理由をいち

いち書く必要がないのではないかということからこの２週間については特に理由は

入れなくてもいいのではないかという風に考えております。ただしパブリックコメン

トで３０日の方については、改めて遡っていただければと思いますが、２４ページの

ところでございますが、当該政策等の案について意見を提出するために、十分に検討

する時間を設ける必要があることから公表の日から原則３０日間設けることを定め

たものということで、２週間については特に理由を置かないが、３０日については理

由を置くという形で考え方を整理しているところでございます。 

 １５条につきましては、内容的には特に変更はございませんが、やはりこれもコラ

ムのところで委員会での議論を反映しております。１６条のところでございますけれ

ども、３５ページの第４項についての説明ですが、前資料の第１段落と第２段落のと

ころの説明の順番を入れ替えております。特に事前資料では「アリバイ的に又は形式

的に開催することは好ましいことではありません」から始めてその次に「説明責任を

果たすべきことを定めたものです」となったものを逆にした方が読みやすいのではな

いかなという判断で修正をお願いしたところでございます。第１７条２項については

３０日ですからできれば説明を入れていただいた方がいいかと思います。１８条でご

ざいますが、特に修正はございません。以上７条から１８条までということで意見を

頂きたいと思いますが。まず、先ほどの非公開情報の件については先ほどのようなこ

とでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 はい。 

 

（会長） 

 お読みいただいてご検討いただければと思います。それではよろしいでしょうか。

もし後でお気付きの点がございましたらご発言いただきたいと思います。それでは１
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９条の方に進ませていただきたいと思います。政策提案手続についての議論です。こ

の点につきましては前回ご議論いただきまして、２段階の不服申し立てですけれども、

必ずしも訴訟を限定したものではないことから要望等を整理させていただきました

ところでございます。再検討という言葉に整理させていただきました。ちょっと気に

なったのですが、１９条の５項の方の疑義があるときというのは前回の時からありま

したでしょうか。 

 

（事務局） 

 いえ。不服という言葉を避けて疑義に変えました。 

 

（会長） 

 不服という言葉を避けて疑義に変えたということでございますね。 

 

（事務局） 

 いいのかどうかというのは、まだ詰めきれていないですけども。 

 

（会長） 

 おそらく他の条例とかではあるということですか。 

 

（事務局） 

 疑義という表現はあるのですが非常にすくない。 

 

（会長） 

 不服という言葉を使いますと、不服申し立て手続というのが法律書の規定がござい

まして、それに載るような印象になる。そうすると裁判に繋がっていくということか

なという風に理解したのですが。ここは不服でも大丈夫かなという気もしますが。 

 

 （事務局） 

 一般的には不服なので、不服で結構ですが、ご議論頂けたらといいと思います。 

 

（会長） 

 分かりました。条文の点についてはそれでございますが、今回内容的には変更はご

ざいませんが、ご提案を受けまして、在住外国人について含める理由というのを改め

て記載させていただいたところでございます。３９ページの下線部ですけれども、「在

住外国人も地域住人としてまちづくりを担う主体です。提案出来る内容が対象事項に

限られていることに加え、あくまで提案であって最終決定は市長等又は議会に委ねら

れていることから、年齢制限と同様、選挙権を有する者に限られず、また、居住期間

の要件等を問わないものとしましたと」いう風に表現にしています。このあたり最後
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の段階まで事務局とやりとりをしたのですが、もし主体という言葉に引っ掛かりがあ

る方がいらっしゃったら、「まちづくりの担い手」ですという表現もあり得るかと思

いました。これは選挙権を持っている住民と外国人というのを区別するべきならば

「担い手」という表現があり得るかと思いますし、それをしないとすれば「担う主体

です」という表現でも良いかという風に思ったところでございます。またコラムのと

ころで外国人については一致したということ。それから人数要件と年齢制限について

の議論があって最終的に多数決で決定したというところを明記しているところでご

ざいます。恐らくここが議論の中心になるかと思いますが、残りの点も若干確認させ

ていただきます。２０条については特に変更した点はございません。２１条について

も特に変更した点はございません。２２条でございますが、まず章立てを若干変更し

ております。前回からの大きい変更点として、市民参画手続というのを市長の側から

市民参画を求めるとした上で政策提案手続というのは、今度は市民の側から市民参画

を求めていくべきだという風に大きく定義したところでございますが、前回は政策提

案手続とこの自発的意見の取り扱いというのを一緒のところで述べていました。ただ

やはりこの２つは重荷が違うのではないか、政策提案手続というのはやはり特別な制

度ということで別立ての章とすべきではないかという風にご意見をいただきまして、

私の方もそういうことにしようということで２２条の自発的意見の取り扱いの別の

ところに移動をしたところでございます。このような形でこの条例では市民参画手続、

それから政策提案手続とその他、としてこの自発的要件の取り扱いが入ってくるとい

う風になるかと思います。それについての趣旨といたしまして、「市政に対する参画

は市長等が用意する手続にしたがって行われるものではなくて日常の関心により自

発的に意見を市長等に提出することも市民参画である」ということを述べた上でそれ

らを効果的に活かしていくべきであるという趣旨を２２条のところに盛り込んでご

ざいます。２３条は特に修正はございません。それでは特に政策提案手続、あるいは

場合によっては２２条の方もご議論があるところかと思いますが、お気付きの点があ

りましたら宜しくお願いします。 

 

（事務局） 

 第１８条政策提案手続のご意見で、住民のところ。 

 

（会長） 

 申し訳ございませんでした。これは定義でございますが、ここでの市民が「年齢満

１８歳以上の本市の区域内において住所を有する者に限る。以下この条において同

じ。」という風になっております。ここで自治基本条例では市民というのはより広い

対象として捉えられているのですが、両者の関係が分りにくくなるのではないかとい

うご指摘をいただいたという風に理解しております。自治基本条例の市民というのは

今回の資料ですと３ページにございますが、市内で居住するもの、市内で働き、もし

くは学ぶ者、または事業者等という風にしております。この１９条だけを意味を変え
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ているということでございます。法律屋的には市民に括弧がついて以下この条におい

て同じと書いていてこの章だけ特別だよという一応明記はしているので法律屋的に

は納得するところですが、市民が読むと分りにくいかなという恐れもあるかと思いま

す。この点についてもご議論をいただければと思います。ご意見を受けるとすれば１

９条を住民に全て置き換えて括弧はそのままにして残りの市民を住民に置き換える

という風なことになりますでしょうか。 

 

（事務局） 

 はい。住民というのは 1箇所しかなくて、自治基本条例のところから引用してくる

のかどうかということになります。 

 

（会長） 

 自治基本条例に住民の定義がありましたか。 

 

（事務局） 

 ありました。市民の中に住所を有するものということで以下住民というという定義

があります。ここは非常に行ったり来たりになるのでどうしましょうということにな

る。 

 

（委員） 

 さらに自治基本条例の住民というのは、満年齢はどうなっているのですか。 

 

（会長） 

 なかったですね。いずれにしてもこの括弧はどうしても必要になってくるかと思い

ます。 

 

（委員） 

 言葉の話なので強くこだわっているわけではなくて、注釈については必要ですかと

いうその程度のことなので。先生がおっしゃっているように必要であれば。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。どちらにしてもそれはそれで避けられないようなので、市

民でこの条文だけは特別だよということで割り切ることでお願いできればと思いま

す。内容的には外国人のところの説明等ありましたがご意見ございませんでしょうか。 

 

（委員） 

 主体というのは担い手の方がいいかなと思います。 
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（会長） 

 「担う主体」よりも「担い手」の方がよろしいのではないかというご意見ですね。

他の委員の方々はいかがですか。事務局の方も迷っているところがございましてご意

見を頂けたらと思います。 

 

（委員） 

 迷っているならやさしい言葉の方がいいです。 

 

（会長） 

 やさしい言葉というのは「担い手」ということですね。 

 

（委員） 

 できるだけやさしい言葉にした方がいいです。 

 

（会長） 

 分りました。それでは「地域住民としてまちづくりの担い手です」という風にする

ということでよろしいかと思います。実はこの点在住外国人については今後予定され

る住民投票条例についても問題になってくることかなという風に考えております。現

段階でこの条例でどうするかということでございますが、考え方のところでこの条例

では居住期間の要件を問わないものとしましたというところを入れております。つま

り政策提案手続は住所を持っていれば定住外国人であるか否かに関わらず意見を提

出できると。ではなぜそのような制度をとっているかというと、最終決定は市長等ま

たは議会に委ねられているものだから必ずしも居住期間を問う必要はないのだとい

う説明にしております。これを裏返して言うとどういうことになるかといいますと、

住民投票の場合はまさに最終決定に関わる制度ということになるかと思います。そう

するとこのような説明は住民投票では成り立たないということになるかと思います

ので、住民投票についてはその他一定の居住期間の要件を求める上での外国人に認め

るか、あるいは外国人に対しては一切認めないという選択肢があり得るかと思います

が、そのどちらを採るかについてはこの市民参画条例の議論ではオープンだったとい

う風に理解していただければと思います。 

 

（委員） 

 外国人以外の人でも一定の期間が必要であるということも考えられるのですか。 

 

（会長） 

 考えられます。その点は３８ページのところの第１項に政策提案出来る場合の要件

についても居住期間の要件は問わないものとしていますとなりまして、その下のとこ

ろで年齢制限についても最終的な政策決定は市長等議会に委ねられているというこ
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とが強調されていますので、政策提案手続というのは、住民投票とは異なり基本的に

居住期間の要件はいらない制度だというような定義がされているという風に理解し

ています。そのあたりは後でフリートーキングになるかと思いますが住民投票におい

て居住期間の要件を設けるかどうか、また年齢制限、外国人等について認めるかどう

かというのは当然議論になるかと思いますがこの条例と切り離した上でフリートー

キングとしてご議論をいただければと思います。いかがでございましょうか。何かお

気付きの点はございませんでしょうか。 

 

（副会長） 

 政策提案手続について１９条５項の「疑義」のところなのですが、結局は「不服」

になるのでしょうか。 

 

（会長） 

 おっしゃる通り、その点はちょっと確認を怠っておりました。私もこれは「不服」

でも問題ないと思っておりますので、もしご疑義がなければ「不服」とさせていただ

きたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。それでは「不服」ということで修正

をお願いできればと思います。事務局の方で何かお気付きの点はございますか。 

 

（事務局） 

 私がちょっと下手だったものであれなのですが、出来れば８条１項で何かご意見が

あれば。 

 

（会長） 

 ちょっとまだ整理できていないもので。いきなりこの場で完成というのは難しいか

と思いますがご意見いただけますでしょうか。 

 

（委員） 

 １項だけではなく少なくとも２項との関係も全部含めての話になりますよね。 

 

（会長） 

 おそらくそのようになると思います。 

 

（副会長） 

 この２項の「政策等の性質」という専門用語が分らないのですが。 

 

（事務局） 

 内容でもいいようなものだと思います。内容の方がどちらかというといいかもしれ

ません。 
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（会長） 

 １項でも内容とありますので分かれているのもわかりにくいのでここは揃える方

がいいかもしれません。「影響」というのは必要でしょうか。市民に対してどの程度

の影響があるか、大きい影響があるものなのか影響がないものなのかということを考

慮して加えているということでございますね。だとすると逆に１項の方にも必要なの

ではないかという印象をもちますが。そうではないのでしょうか。 

 

（事務局） 

 市長と責務のところがかぶるので１項はもしかしたらくどいのでいらないかもし

れません。 

 

（委員） 

 １項は出来るだけ短くした方がいいですね。政策等の内容というのを取ってしまっ

て２項に集約することになるわけでしょう。 

 

（会長） 

 ご趣旨としては政策等の内容によってどういったやり方が市民に広く市政に参画

してもらうか。あるいは効果的に反映するためのやり方というのが内容によって異な

ってくるということが多分考えられるのでこういう条文が入っているのかなとも思

いますが、２項以下があるのでなくてもここの趣旨は伝わるのではないかなと考える

とやはり読みやすさを優先しても良いのかな。また考え方に内容等について変わって

くるからと書き込めばさほど問題はないのかなという風に印象を今ご意見をいただ

いて思ったところでございます。１項についてはやはり述べたいことは、やはり広い

意味の参画を求めることが大事だということ。また頂いた意見を効果的に反映するこ

とが大事だという理念を入れるのが大事だということかと思いますのでそこの内容

を消した方がより強調されるということになるのかなという風に考えました。 

 

（委員） 

 もう１つ「市長等が市民参画手続をしようとする時は市民が広く市政に参画し、効

果的に意見等を反映できるよう努めるものとする」、２項は逆に「市長等は市民参画

手続に際し政策等の内容――」みたいな。 

 

（事務局） 

 1項を「しようとする時に」して２項を「際し」にするということですか。 

 

（委員） 

 どうでもいいのですが、なんで短くするのかといったら、上の方を短くした方が同
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じことばっかりよりも２項を整理した方が、バランスがいいのかなと。市民が広く市

政に参画し、効果的に意見等を反映できるよう、だから参画することと効果的に意見

を反映することを両方かけて１つにすると。そうすると少し短くならないかなと。 

 

（会長） 

 そうすると２項の「しようとする時」というのは必要かなと思っていたのですが、

改めて考えてみると、ここで市民参画手続というのは色んな手法を全部ひっくるめた

ものであって、市民参画手法というのは１つ１つの手法というのがこの条例の要望で

すので、「市民参画手続を実施に際し」でも問題はないのではないかなと今ご意見を

いただいて考えましたが。整理しますとどうなりますか。 

 

（事務局） 

 ８条が市長等は市民参画手続を実施しようとする時は市民が市政に参画し、効果的

に意見等が反映できるよう、というところに市民がから市民の意見を反映する、どっ

ちに義務を置かせるかが問題になるかなと思っていまして。市民が効果的に意見を反

映できるように、市長等が市民の意見を効果的に反映できるように努めるというとこ

ろになるのでしょうか。 

 

（委員） 

 全体の主語は市長等でしょう。 

 

（事務局） 

 そうですね。 

 

（委員） 

 だからどちらにしても広く参画できるようにしなさい、市長がしなさい、市長は効

果的に意見が反映できるようにしなさい、ということでしょう。しなさいではなく努

めるようにする、ということ。というつながりにならないのかなと。 

 

（会長） 

 １項も「際し」ではまずいですかね。 

 

(委員) 

 それはいいと思います。 

 

（会長） 

 そのほうがむしろ「際し」にした方が短くなるかと思いますが。私の方の詰めが甘

くて申し訳ありません。そうすると間違えていたら訂正をお願いしたいのですが、「市
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長等が市民参画手続きの実施に際し市民が広く市政に参画し、市民の意見等を効果的

に反映できるよう努めるものとする」２項を「市長等が市民参画手続の実施に際し―

―」に修正し、「性質」を「内容」に変更する。文字にしてみないとなかなか自信が

ないのですが、今の感じでは今のご修正の方が分りやすいような印象を持ちました。

ではよろしいでしょうか。今の委員からのご修正を反映するということで。それでは

ご議論ありがとうございました。それでは一応もしお気付きの点がなければ条例その

ものについての議論はここまでという風にさせていただきまして、残りの時間は住民

投票についてのフリートーキングという風に形にさせていただければと思います。 

今回住民投票につきましては、この報告書の中では２つに分けて盛り込むというこ

とになるのではないかと思います。１つは今回参考３という形で配られているところ

の部分でございます。こちらは住民投票をこの条例では盛り込まないことにした理由

についての説明ということになるかと思います。それがまず１点でございまして、そ

の他の点はまた住民投票についての条例案とは切り離した上でのフリートーキング

という形で２つに分けて報告書に盛り込むということになるかと思います。現段階の

この参考３というのは、住民投票を入れないことにした理由ですが、恐らくこれは議

事録のところから現状では出てきた意見を抜粋したものだということで、もちろんも

う少し読みやすくするための整理というのは必要かと思います。それでは両方の点に

つきましてまず住民投票を盛り込まない理由としてこれは現在議論したことを事務

局の方で抜粋いただいたものでございますが、それについてもっとこういった点を入

れたらどうか、あるいはこういった点は必ずしも報告書に入れなくてもいいのではな

いかというご意見、またそれとは切り離した上で前回から問題になっております住民

投票制度についての様々な観点からのご意見をお願いできたらと思います。宜しくお

願いします。恐らくこの住民投票をここで盛り込まないという理由で一番重要なのは

この最終的な判断というところの説明ということになるかと考えました。多分ここに

は３つの点が最後の段落で述べられているのではないかと思います。これは前の方か

ら引き継がれてということになりますが、この条例で定めている市民参画の制度と住

民投票条例は少し性質が違う、性質の違いというのが第１点目かと思います。２番目

に、住民投票には非常に論点が多いので時間をかけて議論をしていく必要があるだろ

うという論点の多さというのが２点目かと思います。３点目としましては、しかし最

終的な判断としましては策定されていることが決められている以上速やかに検討に

入るべきだという３点が最終的な判断だと述べられているのではないかという印象

を持ちました。その様な判断に至る際の理由付けといたしまして、前のところの議事

録が紹介されているのではないかと思います。まず対象のご意見、他市の条例を見て

いて、やはり他市でも分けているところがあるから別条例として新たに検討委員会を

設けた方がいいのではないかという意見。それから２番目の市政のおける様々なトラ

ブルというのと住民投票と参画とは距離があるのかという風な意見というのは住民

投票の制度を考える上では習熟した市民社会の問題、また直接民主制と間接民主制の

関係を考えていかなければならないということが２番目から４番目の意見もそうい
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うことかなという風に思います。他方で最後のところで成熟した市民社会においては

住民投票というのは非常に有効なツールと成り得るのだという風なところが意見と

しては出ているところではないかとやや強引にまとめさせていただいたところでご

ざいますが、いかがでしょうか。この点も強調した方がいいのではないか等のご意見

がございましたらお願いできればと思います。 

 

（委員） 

 最終的な判断はこれでまとめられたらいいと思います。ただ私いわゆる地域の自治

会として全くその関連性はよく分らないのですが、協働のまちづくりというのがああ

いう風なことが今度どんな形で条例作りをされるのかよく分りませんけれども、そこ

らへんを見ながらその住民投票とどういう関係があるのか、それもちょっとよく分ら

ないのですが、そういった協働のまちづくりも少し何か含められるのではないかな、

そんなことも含めてこの前仕切りなおしという形で発言だけで終わったのですが。ま

とめとしてはこれでいいのですが、私個人的には協働のまちづくりをもう少し絡めら

れないのかなとそんな気がしております。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。現在市の方ではこの協働の条例と住民投票条例と順番等何

かございますでしょうか。 

 

（事務局） 

 住民投票条例は非常に議論も多いし、協働の方は恐らく同時で平行で始めていかな

いと、多分協働は地域に入って地域の皆さんにどういう風に協働していくかというこ

とをご議論しないといけないのでかなり時間がかかるので早く取り組む必要があり

ます。これは担当の方から。 

 

（委員） 

 協働の条例につきましては参画と同様に速やかに着手しなさいよと言われており

ますので、早めに着手したいと考えております。時期としては年明けにでも検討委員

会を立ち上げていきたいなと考えています。協働の条例は、担い手は市民の方ですの

で、市民の方の意見を聞きながら十分に時間をかけてやっていく必要があると考えて

います。 

 

（会長） 

 速やかに着手するご予定である。しかし議論としてはじっくりと市民の意見を聞き

ながらやるということですね。今の様な形についてご意見ありますでしょうか。 

 

（委員） 
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 特に住民投票を急ぐ必要はないのではないかと思います。 

 

（会長） 

 住民投票の問題を考える際には協働のまちづくりとの関係についても検討をしな

がら進めていくべきではないかというご意見ですね。やはり住民投票についてはこち

らに述べておりますけれども、住民投票をフリートーキングでこの報告書に盛り込む

のであればやはり協働のまちづくりについても今後は頑張ってやっていくのだとい

うことも盛り込むべきかなという印象を持ちました。それでは含めないという点につ

いては何かご議論はございますでしょうか。引き続き具体的な住民投票の制度につき

ましてのご議論をいただければと思います。これも私自身の意見という形で申し上げ

ましたのは、住民投票制度として例えば、むしろ市や市議会と住民との意見が食い違

っているという恐れがある場合の調整制度として考えるべきであって例えば市と市

議会との意見の対立を調整するための手段というのは考えるものではないのではな

いかという風な個人的な意見を申し上げたところでございます。一応私なりに自治基

本条例の時のインターネットで、私自身は自治基本条例の協議に全く参加しておりま

せんので。その前に自治基本条例の時の議論もやはりそのような趣旨ではなかったの

かという風なご意見をいただいたところでございます。その後私なりに自治基本条例

についての議事録なども全てではございませんが、少し目を通させていただきまして、

はっきりとはしないのですが大体そういうことだったのではないか。少なくとも市長

と市議会との意見を調整するための手段という風に明示的に位置づけられたところ

はなかったのではないかという風な印象を持っております。ただ市議会の方から提案

するということは基本的にないといいますか、市議会の方はもし住民投票をやりたけ

れば条例を作ってやることができるのが前提になっているかとは思いますので、市長

の方から提案できるかどうかの問題があるという指摘がありましたが、必ずしも全体

的な趣旨ではなかったのではないかなと理解しているところでございます。ただ先ほ

ど申し上げたように網羅的に検討したわけではございませんので、この制度を検討す

る際には改めて自治基本条例の時の議論を整理させていただいた上でどの様な住民

投票条例を考えるのかという風に進めていった方がいいのではないかと思っている

ところでございます。住民投票条例についてどの様な論点があるかということについ

ては既に事務局の方から第３回資料をいただいているところでございます。かなり

様々な論点があるわけでございますが、かなり大きい論点になりそうなものとして、

対象の限定をどの様に考えるのか。それから住民投票を発議する要件を考えるのか。

これもやはり政策提案手続のところと同様に年齢要件、それから在住外国人をどう考

えるかという問題があるかと思います。その上で恐らく議論が集中するであろう要件

をどう考えるか。何名の署名人数があったら住民投票を発動するべきかという風に考

えるべき点があるかと思います。また様々な考える点があります。例えば前回も議論

になったところでございますが、事務局をどの様にするのか。長の方が事務局を担う

のが良いのか、それとも選挙管理事務局が担うのか、あるいは第三者機関に委託する
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ことができるのかといった論点があるかと思います。様々な論点があるかと思います

が、この機会にフリートーキングとして記録に残しておきたいことがございましたら

ご発言をお願いできればと思います。すでに協働のまちづくりのあり方と具体的に絡

めながら検討するべきだというご意見をいただきましたのでその点は残していただ

ければと思いますので、他の委員の皆様からも特に意見を集約する必要はないかと思

いますので思っておられる意見をご発言いただければと思います。宜しくお願いしま

す。 

 

（委員） 

 参考に聞きたいのですが、住民投票を１回行うのに大体経費は約６千万円かかると

書いてあるのですね。これはどういう算出なのか。 

 

（事務局） 

 市長選挙と市議会選挙と同じ体制で同じ投票所で名簿を備え付けてやった場合に

同じ事務局がやったとすればそれぐらいかかりますよと。次にやり方としては市長選

挙と市議会選挙と同じ時にやれば逆にいらないけれども、そうすると有権者以外の人

が入ると困りますよと。もしくはその争点になった人が選ばれないという、違うこと

の選挙争点になると困りますよと。単独でやったら６千万くらいかかるということで

す。 

 

（会長） 

 もう少し費用を減らす方法も有り得るのかということですか。 

 

（委員） 

 そうです。結構かかるのですね。 

 

（事務局） 

 選管に聞いてこれくらいかかっていますよという風に聞きました。 

 

（会長） 

 一般的なアンケートとかと言うよりももっと重いものでかなり厳密な手続をやっ

ていこうとすると更に市長や市議会の選挙にかからなくて独立になるとこれくらい

かかるということだと思います。 

 

（委員） 

 先生がおっしゃった様に市と市議会というグループと市民の対立ということと、市

と市議会との対立ということがありえると。現実には分りませんけど、市と市議会の

対立というのはあったらまずいような気がする。政治的に利用されるような感じがす
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るのですが。これはどんなイメージなのですか。 

 

（会長） 

 恐らく議会からというのはいらないと思うのですね。先程申し上げたように、住民

投票をやりたいとなると議会の方で条例を決めるということはいつでもできるわけ

ですから。むしろ市長の方が議会に対する対抗手段としてこういったことを使うこと

を認めるかどうかということになるのかなと思います。ただ現実に他都市で起こって

いるように市長からということになると、市長を支持する住民の方々が自主的に署名

を集めてということがあれば、結局は同じことになるかと思いますが、正式な提案権

というのは市長に認めるかどうかというのは制度設計の上では違いはあるかと思い

ます。 

 

（委員） 

 そのことが市と市議会の対立という話になるわけですか。 

 

（会長） 

 市長等の市長の発議権というのを認めるかどうか、あるいはいちいち条例を作らな

くても議会が発議権を認めるという制度を作るかどうかというのは一応論点として

はあり得るかと思います。署名要件というのはかなり自治基本条例の審議の過程でも

議論になったという風に理解しておりますが、それについてのご意見等ございますで

しょうか。恐らくは他の制度とのバランスを考えますと、条例の制定開発請求が５０

分の１以上ということでございますが、５０分の１以上、また市長、市議会等のリコ

ール請求というのが３分の１以上ですから、５０分の１以上、３分の１以下というの

が他とのバランスかと思いますが、その以上、以下というのはそれも含めてという意

味ですけれども、その間のどこにするかということについてはあまり法的にどうとい

うよりは、一方では使いやすさを考えて出来るだけ使いやすい制度にするということ

で当然必要ということになると思いますし、逆に費用等もかかるし、慎重によっぽど

の場合でないと使わせないとなると高くするということになるのかなという風に思

います。前回いただいた資料ですと、５０分の１ですと、４，７４３人、３分の１で

すと７９，０３５人だそうですので、その間ということになるのかなと思います。な

かなかこれも難しい問題だということで、今の様な点をご検討いただいた上で次の審

議でしていただくしかないということになりますね。それでは何か他にお気付きの問

題点等ございますでしょうか。ありがとうございます。それではこの委員会としまし

ては、自治基本条例に定められている住民投票につきましては、速やかに検討に入る

べきである。しかし十分に慎重に審議しながら、また協働のまちづくり条例の進捗状

況等も踏まえながら検討していくべきであるということでこの委員会ではそのよう

な議論をしたということを報告書に盛り込んでいただく方向でまとめさせていただ

ければと思います。一応私の方で考えましたことは以上でございますが、その他この
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条例について、あるいは市民参画のあり方全般についてご意見等はございませんでし

ょうか。 

 

（委員） 

 素案の４ページの「（４）の市民参画について」の１２行目、１３行目あたりの、「そ

の実施の過程で具体的なアイディアを出して意見を述べる場合は参画であり、意見を

述べ実際にパートナーとして活動をする場合は協働として理解されること」と書いて

ありますね。協働というのは相互関係で情報の共有ということがありますので、述べ

るだけではなくてやはり市の考え方とかそういうものを聞いていくという必要があ

ろうかと思います。実際にはアイディアを出す時にイベントの計画段階から提案とか

意見を出してイベントに取り組んでいくわけです。やはり市民の側が意見を述べるだ

けではなくて市の側の意見も出していくということが必要なのではないか。その辺り

が少し抜けているような感じがします。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。恐らくその点は参画についても同じかなという印象を受け

ますがここは意見を述べるというところを、情報を共有し意見交換をするといった表

現ではいかがでございますか。具体的なアイディアを出して情報を共有しつつ意見交

換する場合は参画であり、またそれらの人が実際にパートナーとして活動する場合は

協働として理解するというところで、実際に活動するかどうかというのが参画と協働

の違いという風に整理した上で今の意見をただ述べっぱなしではなく、情報の共有と

交換なのだという風なところを盛り込む形で修正するということで良いと思います。

ありがとうございます。他にお気付きの点等ございませんでしょうか。それでは委員

の皆様には６回に渡りこの委員会では熱心なご議論をありがとうございました。報告

書等の提出については冒頭にもご説明いただきましたが、再度事務局の方からご説明

いただけますか。 

 

（事務局） 

 冒頭でも若干説明させていただきましたが、今日議論をさせていただいた中身を踏

まえて修正をかけてそれを市民参画条例の報告ということでこの検討委員会の成り

立ちからミッション全てを終えたということに対して報告書として市長へ報告をし

ていただくということで考えております。最終案については今この検討委員会の中で

事務局の方でお任せいただいたことと後若干の修正はございますけれども、それを修

正してそれは最終的にはパブコメの前には委員の皆様には郵送させていただきたい

と思っております。 

 

（会長） 

 それでは事務局の方でまとめができましたら委員の皆様に可能な限りお送りいた
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だきまして後は個別にもしお気付きの点がありましたらご指摘をいただき、最終的に

その意見の処理については事務局と私の方にご一任をいただくということでよろし

いでしょうか。それではこれまでどうもありがとうございました。進行を事務局に返

させていただきます。 

 

（事務局） 

 長い間どうもありがとうございました。１回延長させていただいて何とかこぎつけ

られたというところでございます。検討委員会については 5回ということで１回延長

させていただいて、後最初の勉強会に参加していただいてありがとうございました。

これを提案といたしましてパブリックコメントにかけて市議会の方に提案しまして

進めて参りたいと思いますので、どうもありがとうございました。 

 

（事務局） 

 総務部長でございます。もともと５回ということでしたが１回延びてしまったとい

うこともありまして、非常にタイトなスケジュールで 2週間に１回という形が続いて

おりまして本当にお忙しい中ご議論、ご審議をしていただきまして本当にありがとう

ございました。参画自体が言葉としては簡単なのですが、実際に意味を持たせようと

思うとなかなか難しいというのが自治基本条例も一緒でございまして、今は条例案作

りに一生懸命になっておりますけれども、本当にそれが根付くという部分については

また一工夫も二工夫もいるだろうと思っております。せっかくここまで議論を進めて

いただきましてほぼ９割９分完成をしておりますものを土台に条例を作ってそれが

本当に市民の皆様に根付くように引き続き頑張ってまいりたいと思っておりますの

でこの場を借りまして決意表明ということでさせていただきたいと思います。本当に

長い間ありがとうございました。 


