
1 

第２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15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 第１回検討会議における市民参画の対象の確認について 

 

（事務局） 

 ただ今から、第２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たいと思

います。 

 まず始めに資料の方の確認をお願いさせていただきます。「資料１ 明石市におけ

る主な市民参画の現状と課題」、「資料２ 市民参画の方法について」、「資料３ 他市

の市民参画方法等比較表」、「資料４ 庁内検討会議における市民参画方法についての

意見」、「資料５ 市民参画方法と定義について」、「資料６ 市民参画方法と手続につ

いて」、「資料７ 他市の政策提案手続について」、「資料８ 市民参画実施原則につい

て」、「資料９ 市民参画対象と考え方（平成２２年１０月８日資料９の修正版）」、以

上ですけどもお手元に揃っていますでしょうか。 

 それでは、会長の方にお願いしたいと思います。 

 

（会長） 

 それでは会議に入りたいと思います。本日の会議ですけど、前回は市民参画対象に

ついて議論しまして、本日は市民参画方法という題材なのですが、前回対象について

の議論の中で、もう少し例を上げた方が良いのではないかというのが出ましたので、

前回出た資料９の訂正をお願いしていた所でございます。本日の資料、本日配られた

資料４９ページに修正された資料９っていうものがございますので、事務局の方から

まず、これの修正したものについてのご説明をお願いしたうえで、まず対象について

の議論をやる事ができればと思います。それでは事務局の方でお願いします。 

 

（事務局） 

 それでは失礼します。資料について説明いたします。前回会議の時に、市民参画対

象を検討するに当たって、ベースにしておりました資料９に具体的事例を記載させて

頂いた物が今回の資料９となっております。以上です。 

 

（会長） 
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 はい。私の方で若干気付いた所を申し上げますと、１の方の（４）でございますね。

「広く市民の利用に供する大規模な施設の建設」といところで、事業費が 10 億円を

超えるものというふうな基準が出ているのが一つポイントになるのかなと思います。

それから２の適応除外の方でございますけども、前回予算との関係をどうするのだと

いう風な議論が出ていたかと思いますが、今回の（１）と（２）の所でその点につい

て市の方で整理されたということかなと思います。例えば（１）の方で言えば、「市

税の税率、非課税限度額及び減免要件、国保料や介護保険料の料率や減免要件、水道

の使用料、市民病院の診療報酬及び天文科学館などの施設の入館料の額や減免要件等

については対象とはしない。ただし、産業廃棄物税など新たに法定外目的税を導入す

る場合についてはその導入自体の是非や税率等は対象とします。」と言う事でござい

ますね。それから（２）の予算と補助金の関係でございますけれども、「毎年の予算

で決定された、補助金、助成金、利子補給金等については既に議会の議決を得て支給

することが決定されているので対象外としています。ただし、新たに補助事業等の施

策を計画する場合は、１の（１）から（５）までに該当するものであれば当然に市民

参画の対象となります。また、その補助金がいるかいらないかについては事務事業評

価の対象となり、その時点において市民参画の対象となると考えています。」という

のが、市の考え方だということで、今回整理されたのかなという風に思います。これ

らの点について、ここはどういう意味だとか、他にこんな例はこれにあたるのかあた

らないのか、あるいはやはりこういった点は市民参画から除外するにはふさわしくな

い、やっぱ入れるべきではないか。逆に今入っているこういった例も市民参画から除

外したほうがいいのではないか、こういう点について委員の皆様のご意見をちょうだ

いできませんでしょうか。 

 特にご意見等ございませんでしょうか、もしご意見等無ければ一応前回の議論での

ご意見を踏まえ、市民参画対象について議論はひと区切りとさせていただければと思

います。前回申し上げた事ですけれども、一応対象については前回、これまでの議論

で一区切りにさせていただければと思うのですが、今後やっぱり方法等について具体

的に議論していくなかで、やっぱりあれも入れた方が良いとか、あれも載せた方が良

いとかいう点で議論が出る可能性もあるかと思いますので、そう言った事がございま

したら、また振り返って議論するという事で進めていければと思います。その場合は

遠慮なくおっしゃって下さい。よろしくお願いします。 

 

（委員） 

 すみません、ちょっとよく理解できていないのですが、予算案全体は結局どうなっ

ているのですか。 

 

（事務局） 

 予算案ですが、予算案の全体の予算案ということに関しましては、資料９の１項に

対象事項として無いということで、全体の予算案自体は除外規定になっています。前
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に言われた意見として「無ければ２にいれるべき」という考え方もあるのですけど、

市の方の考え方としてはまず、１のポジティブリスト、これに無ければ、基本的には

対象除外。１に当たるものはやります。市民参画対象としますが、１にあって２で除

外されるものもあるという考え方になります。それから予算全体というとそれぞれの

この前お話にあったかと思いますけども、それぞれの課かそれぞれの所が出してくる

予算のぶん取り合いという形では市民参画の対象には馴染まないのではないか。ただ

しそれぞれの施策を市民参画する時には個別には予算は対象にしますけれども、市全

体の予算というのであれば、そこは調査・対象にしないということにしたいと思って

おります。以上です。 

 

（会長） 

 今回の資料９の市の方の考え方としては、予算案そのものは、例えばパブリックコ

メント等の市民参画の対象とはしないと言う理解だと言う事だと思いますけども。い

かがでございましょうか。 

 

（委員） 

 その辺の確認をしたかっただけなので、それについて特に意見があるわけではあり

ません。そのへんがはっきりしていないと前に進みにくいと思いますので。 

 

（会長） 

 そうですね、今の恐らく予算案について現在この時期までにここまで具体化して、

そしてこの時期になると予算案を議会に提出して議会で審議してまさに決定すると

いう一連の手続きが待っていると思うわけですが、その手続きの中に例えばパブリッ

クコメントを今回は手法と言う事は現在考えていないということでございますね。た

だし前回も確認したように予算にこれが決まっているからといってそれは個別の予

算に定められている個別の政策であっても、それは１の方に該当するものであれば個

別の政策としては市民参画の対象になり得るということでございますね。それからま

た個別の予算で決まったことについてその年度について補助金等については、これは

もう決まったことだから仕方ないけど、来年以降評価等で参画の対象になるというの

が現在の考え方ですね。 

 

（委員） 

 それは予算だけではなくて、全ての対象はそういうことだということですよね。だ

からここに書いてあること以外は、資料９の１に書いてある事以外は全部対象になら

ないということですね。それが基本的なスタンスだということを確認したかったので

す。 

 

（会長） 
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 ですから１は一応重要な市について重要な政策を選んで挙げているのだと思いま

すけども、今後やはりこういった点も市民参画の対象にふさわしい重要な事項なので

はないか等、お気付きの点があれば、やはりこの事の中でも議論出していきたいと思

います。現在の考え方としては、１以外は対象とならないということでございます。 

 

（委員） 

 ５１ページの３の方なのですけど、他の１及び２についてはこの前の話があって、

具体例とかあるいは方法という話を書いていただいて、また今回修正されているので

すが、「１及び２の規定に関わらず」という文章はあくまで必要だとは思うのですけ

ども、他のも例が、ある程度方向が見えるのですが、これ必要だとは思うのですけど、

どんなことを想定されているのか。 

 

（事務局） 

 この３なのですけど、まず現段階では１以外の物はしませんよと、市民参画の対象

としない、で１であっても２で除外事由があれば市民参画の対象としないと言う事を

前提に申し上げました。でも大事なのだと。市としては市民の皆様の意見を聞きたい

と言う事があった場合にこの１・２を、１で無いものでもやりますと、１であって２

で除外された物でも振り返ってまたやりますと、これ以外のものについてもやります

というようなことを規定しているもので、包括的に市の方が市民の皆様の意見を聞き

たいと、どんなニーズがあるのか聞きたいという時は、裁量というか、やりますと言

う規定になっています。 

 

（会長） 

 現時点では具体例は想定しておられないということですか。今後何か出てきたとき

ということですね。 

 

２ 市民参画方法について 

 

（会長） 

 それではよろしいでしょうか。それでは先ほど一応申し上げた通り一旦、対象につ

いての議論を区切らせていただきまして、市民参画の方法についての検討に入りたい

と思います。ではまず事務局の方から今回案として提示されている市民参画方法につ

いてのご説明おねがいできませんでしょうか。 

 

【市民参画の方法について資料２に基づき事務局から説明】 

 

（会長） 

 ありがとうございました。只今事務局のほうから市民参画の方法について３ページ
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のスライド２番である５つの方向ですね。まずパブリックコメント、審議会、意見交

換会、ワークショップ、公聴会、これは標準装備といわれるもので大体どこの自治体

でも市民参画条例を作る以上は手法として定めているものだということでこれらに

ついて説明がありまして、また１２ページ以下のほうでは市施策公募手続き、市民施

策提案手続き、市民会議の３つについて説明があったところです。これらは他の市で

もすでに行われている例もあるというところですが、比較的やや、先進的、実験的試

みと言えるようなものについているのだと思います。今日これからの流れなのですが、

この後前回と同じ様に庁内でどのような検討がされているか、現在市の案としてはど

んなものが考えられているかということを後でご説明いただければと思っておりま

す。実質的な議論については庁内検討会の結果等も審議会で議論ができればと思いま

す。この段階で、スライドを使い説明しておりましたがよく意味が分からないとか質

問等については出していただければ、むしろその方がスムーズに進むと思いますので

お願いできればというふうに思います。これからの議論の流れですが、先程も申しま

したとおり、庁内検討会の結果を伺って、議論に入っていきたいと思います。今日の

スライド３部であげられている住民投票制度なのですが、前回私の報告で申しました

とおり、その他の市民参画の仕組みとはやや性質が違うものをもっているかと思いま

す。これらについては、第３回、第４回くらいの委員会でこの委員会で取り扱うかど

うかを含めて市の意見も聞いて議論を進めたいと思っているところでございます。そ

れでは何か今出された市民参画の方法についてご質問等ございませんでしょうか。 

 

（委員） 

 他の自治体で委員会をした時の経験から、審議会がどこの自治体でもあると思うの

ですけど、審議会の中で公募委員をとりづらい委員会・審議会というのがいくつか並

べられていたのですが、明石市では審議会は、公募委員は全てとっておられるのでし

ょうか。 

 

（事務局） 

 審議会には色々ありまして、例えば前にもお話させていただいたと思うのですが、

介護認定審査会とか障害認定審査会とかそういうのは専門的ですので、どちらかとい

うとお医者さんとかそういう方だけをメンバーにしている所もありますし。後、例え

ば制度的に非常に一般の方ではやりにくいような、例えば入札制度とかそういったど

ちらかといったら弁護士さんとか法的なことだけで検討するというようなこともあ

ります。ですから、そういったもの以外の普通の計画作りにはほとんど公募市民とか

入っていただいているのですが、例えば専門的過ぎる議題のあるものについては公募

で来ていただいても、法律的なことを１からご説明しないといけないような場合には、

入っていただかない。また、非常に個人情報が満載であるものとかについては入って

いただいていない現状があります。 
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（委員） 

 例えばカーテンをされているような見え隠れするような感じだと市民からはどう

かと思うのです。専門的なことがあまりにも多く普通の方だとほとんど知識がないの

で専門のことを勉強されている方しか意見が述べられない委員会、審議会だったらそ

ういう趣旨でいいと思うのですが、ただ公募の委員がないということは誤解を招くと

言ったら変ですが、説明がないと何かカーテンで仕切られている、そこだけで常に同

じ委員の方がされていて、マンネリ化みたいなので同じ様なことばかりを毎年決めら

れているような、説明がないと市民からは誤解を受けやすいところがあるのではない

かなと思います。 

 

（委員） 

 ちなみに平成２１年度の審議会ですが、法令で決まっている、任意で決めているこ

ともあるのですが、全部で７９ございます。７９のうち議員公募しているのが１９あ

りますので、大体４分の１。残りの６０の審議会につきましては、内容等によって非

常に難しいという事で応募していないという現状がございます。 

 

（委員） 

 じゃあ公募してない方が多いのですか。４分の３くらいが。ただ私達はそういう話

を聞くと、機会があるのでわかるのですけど、市民の方はどうして公募が無いのかと

いうことが少し分かりづらいので。 

 

（委員） 

 それに関しましては、市のホームページのほうで審議会の一覧も載せていまして、

その中でその公募していないものについての理由も書いていますので。 

 

（会長） 

 大変重要なご意見かなという風に拝聴致しました。少し議論の先取りになってしま

うのですが、今回市の案の方として出ている審議会等というところに３３ページです

が、１の（３）のところで「公募委員を委員に含めること、とした上で、ただし法令

等により委員の構成が定められている場合その他公募委員を選任しないことについ

て正当な理由があるときは、この限りでない。」と現在案として出ているところでご

ざいます。ただ今のご質問を受けまして、正当な理由というのをもう少し具体化して

今後説明していくべきではないか、今いくつか類型を挙げられたと思いますけど、そ

れももう少し明確にするということ。それからまた市のほうから一覧を設けていて、

それにはシナリオ書いてあるという事だったと思いますが、やはりそれは出来るだけ

市民に伝わるように言う事と、これからの審議にあたっては、この条例を設けること

によって果たして現状が変わるのか変わらないのかっていう辺りも明らかにした上

で審議した方がいいのではないかなという事について、それらの点についても今後資
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料などを作って頂ければと思います。他に何か一般的な方向についてのご質問等ござ

いませんでしょうか。 

 

（委員） 

 市民会議とかワークショップとか書いてあるのですが、会議体の場の設定は行政の

ほうからの提供だなと解釈をしているのですが、市民参画において市民が行政の場の

設定ではなくて、市民がぐいぐいと入っていく一つの権利というか、今だったら情報

公開請求っていうのかな、そういうことぐらいしかないのではないかなと思って。そ

れだったらもう少し主役が市民なのだから、市民がぐいぐいと入っていくようなもの

も視野を広げて、そういう方法がないのかなと提案をしたいのです。何かワークショ

ップをしましょうとかアンケートをとってモニタリングというのは、行政の方から振

りかぶってくるような感じがするので、今はやはり市民の声も挙げていきたいと、私

も何回か情報公開請求というのをやったことがあるのですが、非常にやりにくいので

すね。よっぽど覚悟がないと出来ないというか。団体で請求するのであればいいけれ

ど、個人で請求するのはすごく抵抗があって、そうではなくて、もっともっと簡単で

易しい場や設定が欲しいなと。もし提案でこういうのがあればちょっと教えていただ

きたい。 

 

（委員） 

 関連して。パワーポイントの３ページのほうで、３つほど挙げてあります。その後

１１ページにある他都市の市民参画があります。２番なんかが今おっしゃられたこと

に追随することがあるのかと思うのですが、明石ではこういう市民が政策提案をする

ようなことは今までなかったのでしょうか。 

 

（会長） 

 そうですね、これもちょっと後ろの方でと思っていたのですけども折角ですから今、

これはむしろ庁内会議の委員として議論した職員の方からお話頂いた方が良いのか、

それとも事務局ですかね。 

 

（委員） 

 関連すると思うのですけども、いわゆる市民の政策提案っていう制度は現在のとこ

ろはございません。ですから具体に実施したという事も現在の所ありません。 

 

（委員） 

 それは今制定されている自治基本条例の中に今後、政策提案手続きを持っていこう

と考えを持っております。 

 

（委員） 
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その分をこれからいわゆる制度化をしていくということでございます。そのひとつ

の取り組みが今回のいわゆる市民参画条例でございます。 

 

（会長） 

 恐らく後の方で、具体的に内容について細かく見ていくのは次回ぐらいになると思

いますけれども、市民政策提案手続きというのは、まさに今おっしゃったような事を

市の方で考えておられる事なのだと思います。ただまさにその点で議論されることと

しては、それは今がおっしゃったような、それが本当に市民が政策の中に入っていく

権利・観点から見て実際これから考えていくというものが十分なものなのかという、

それについて具体的な制度を議論するときにはもうちょっとこうしたほうがいいの

ではないかというふうな意見をどんどん出していただければと思います。またわりと

重たいものではなくて軽く参加出来るような制度もいるのではないかというご意見

もあったのですが、後で議論すると思いますが、割と参加しやすい制度にすると、行

政のほうで出された結論は行政にとってそれほど重く受け止めてもらえない。手間を

かけると重く受け止めてもらえるって事が一般的なことだと思いますので、そこをど

れくらいのバランスで決めていくのかというのが難しい問題なのだろうなと思いま

す。その点は委員の皆さんのお知恵を借りながら審議をしていきたいと思います。他

に何か方法についてございませんか。 

 

（委員） 

 いわゆる市議会とか色んな構成なのですが、先ほどの話でこれは一般公募の方が一

緒になると。あるいは私、連合理事会ですが、上手く引継ぎができていなくてお叱り

を受けないといけない所もあるのですが、これは連合自治会から１人出してください、

代表者を出してくださいとか、あるいはこれは２人、と色々あるのですが、それ以外

に、我々の各種関連団体から出してくださいと色々な内容によって人の参加の仕方が

あると思うのですが、全体がよく見えないのと、例えば先程の話で愚痴になるかも分

かりませんけれども、連合自治会の役員が５人６人３役おるのですが、私共が理解し

ているだけで４０弱の審議会で色んな形で出ているのですが、出ていないものもある

のですが、今かなり役員がハードになっているのですが、連合自治会が出る必要でな

くても、公募委員の方が代行してもらえるのであれば、連合自治会でなくても公募委

員でいいというふうなそういうこともちょっと言われる役員さんもおられましたの

で、そのこともちょっと考えていただきたいと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。なかなか実際の役員の選任の方法もそこまで考えると非常

に難しいんじゃないかと思います。これから制度について議論する場合、具体的なご

提案等あれば是非ご意見を出して頂きたいと思います。他に何かございませんでしょ

うか。 
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（副会長） 

 色々あるのですが、もしパブコメをするとなったらそれに対する内規と言うか手続

きの方法以外に様々な規約も作るわけですよね。方法論として、この様な方向で行い

ますと。 

 

（委員） 

 その分につきましてはまた後で章の方で出てきますが、今回市民参画条例ですけれ

ども、その中で議論をしていくと考えております。 

 

（会長） 

 今回、後の方で、資料５の方でパブコメについて条例に盛り込むと事について検討

すると思いますが、さらにもっと細かい事も決めていくことになりますので。 

 

（委員） 

 それにつきましては今回検討委員会ですから、皆さん議論していただいて、制定し

ていただくと思っています。 

 

（委員） 

それは政策提言に関してもそうだし。 

 

（委員） 

  例えばその資料をよく見ていただきたいのですが。 

  資料６につきましては、市民参画方法と手続きという格好で、今３１ページを恐

らくご覧いただいていると思うのですが、それにつきましてはいわゆる意見公募手続

き、パブコメですね。パブコメについてはこういった形にしてはどうかという一つの

提案ですけれども、それから次のページ、３３ページなのですが、審議会等、こうい

った形で今現在考えている所です。 

 

（副会長） 

 私はもう少し深いものがあるのかなと思ってお伺いしたのです。その都度その都度

お決めになるのも方法かもしれません。 

 

（事務局） 

 基本的に、一般的にパブリックコメントの手続きの仕方については定めますと。た

だ、どの施策をパブリックコメントにかけるのかどうかということだと思うのです。

それとあとどの時点でかけるのかというのが今まさに議論をしていかないといけな

いことで、それは多分条例とか規則では恐らく書ききれないと部分があるので、最終
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的には手引き書を作って公開をしていきながら、標準を定めていくということになる

かと思います。 

 

（委員） 

 いわゆるその後で事務的な方法なりますけれども、ガイドライン、いわゆる取り扱

いにつきましては、ある程度庁内的には統一したものを作っていくと、そういったこ

とは現在掲げていますけども。 

 

（副会長） 

 誰もが分かるルールにしないと、パブコメをいくら書いても公に出てこないとか、

やる気をなくしてしまうようなパブコメになったら困りますよね。もう１つは政策提

言に関して何か補助金か何かがあるのかどうか、政策提言をするには調査研究がいり

ますよね。庁内で政策提言を出されるにもそれなりのデータを扱ったスペースがあっ

て提言させるのだから、一般市民がそのテクニックを持ってやろうと思えばかなり時

間と労力とお金がかかると思うので、そんなことはここには書いていない。政策提言

なんかはお金がないとできないと思うのです。調査に行って。 

 

（委員）  

 他市の例なんかもそのあたり調べてみたいと思います。 

 

（委員） 

 この提案をいただいて採用された分につきましては提案した方に対してプライオ

リティを与えてやっていただくとか、そういった取り組みをしているところもありま

すけども。具体的に対価として何か与えるとか、そんなのは今考えておりません。 

 

（副会長） 

 例えば姫路市なんかは市内にある大学のゼミに教室に政策提言費というのを公募

して、私達が応募してそれに当たればもらえるわけです。それで学生と色んなところ

に調査に行ってこういう提言をしたいということも、過去に何回かやったことがある

のですが。 

 

（事務局） 

 そうですね、産官学のほうで多分今でも協働のほうはやっていると思うのです。協

働事業のほうでそういうパイロット事業とかでやる委託とかの時には他の自治では

するのですが、それはあくまでそこまでじゃなくて、市にこんなことをしてほしい、

端緒なのですね。端緒の政策提言を考えていってそこから深く入っていくという。市

民がこんなことをしてほしいなという端緒を考えているのがこの７番の手続き。 
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（副会長） 

 ワークショップのファシリテーターはかなり体制側の力で方向が定められるよう

な気もするのです。 

 

（委員） 

 ファシリテーターですと、市の場合はコンサルタントなんかを入れている場合が多

いのですね。専門的な部分もありますので、行政でやっている場合もあるのですが、

コンサルの活用例は多いかなと思います。 

 

（副会長） 

 政策に関するワークショップというのは多いのですか。 

 

（委員） 

 数はわかりませんが、私はコミュニティ推進室におるのですけど、例えば協働の地

域で協働事業をやってもらうということで、まちづくりを進めていく上でワークショ

ップをやるわけですが、そういう場合はまちづくりのコンサルタントを入れまして、

進行をはかっていただきまして、そんな例もあります。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。政策提案についても市民の側としては調査するのは難し

いという問題、あるいはワークショップのファシリテーターならどう考えるのか、と

いった先進的な事例っていうほうになりますが、そこでも問題定義がなされたのかと

思いますので、これも次回以降含めて議論していこうと思いますが。他にございます

か。 

 

（副会長） 

 明石市は市政モニターというのをおいているというのは無いですか、それはいらっ

しゃらない。 

 

（委員） 

 私どもやった事あります。 

 

（副会長） 

 その方からの意見とか、その方達の調査で何割が支持しているのか、していないと

か。 

 

（委員） 

 それに関してはかつておいてあった時期もあるのですが、今現在は中止していると



12 

思うのですが。 

 

（会長） 

 ちなみにご経験からして、非常に有効な制度で今後復活すべきだと言うご意見おあ

りでしょうか。 

 

（委員） 

 自治会の仕事というか役についた時期と今の北口市長が市長になられたときに頑

張ってやっていこうということでして、市政モニターがあったもので、がんがんでは

ないのですが、一応会議等で発言させていただいて議案等させてもらったのですが、

１２，３人ですかね。各年度で２年で入れ変わっていく。 

 

（副会長） 

 私のイメージですが、市民の何百、千人くらいの単位で１年に１回くらい市政に関

するモニターをやって、どれだけ周知徹底ができているかとか、どう変えていったら

いいかというのを２年間くらいモニターの方を置くようなものでしょうか。 

 

（委員） 

 私がやったときは公募で何名くらいですという公募があって、やってみようかなと

思い応募したのですが。 

 

（会長） 

 市政モニターは今日のスライドですと２３番のモニタリングに含まれていますか。 

 

（事務局） 

 私共がやっていた市政モニターというのは、公募した数人の中で見ていただくとい

うような大きいものではなくて、実際モニタリングというのは市民の５００人とかの

中で反映してくると思うのですが、そういうものではなかったのですね。ですから若

干ちょっと趣旨が違うのですが、今現在中止している状況で、今後またどのような方

向、復活するのかどうか、その当時それほど実権はいただいたのだけれども、公聴制

度のほうのモニターなのですね。結局。ですから市政というより公聴につながるもの

だったと思います。 

 

（会長） 

 今回の市民参画の手続きとは一応切り離した問題として考えておられるというこ

とでよろしいですか。 

 

（事務局） 
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 それは必要があれば資料も先になるのですが、その他の参画制度としてもし市の側

が、それが必要とあるとすればそれをやりますし、逆に１から７号までの間にもう１

つ足したほうがいいのではないか、これも入れたほうがいいのではないかというので

あればここに挙がってくるし、例えばパネルディスカッションとかフォーラムとかそ

ういうのも実は市民参画の方法ではあるのですね。でもそれをわざわざ全部入れると

書ききれないので、その中でその他の方法を使ってもいいよという、それがどれとい

うのは市の側がどう考えるかという話だと思うのですね。それをまたしっかりとした

制度で作ったならば要綱なりでお示ししたり規則などに含んでお示ししたり条例の

中に入れられるということであればそれも考えていきたいということになります。 

 

（会長） 

 分かりました。次回、関心のある委員の方がいれば意見として出していただければ

と。恐らく私が今お話を伺っていて、条例にモニターということで１項目を独自的に

盛り込むということはなかなかバランス的に難しいのかなという気がします。例えば

報告書を作成する中でかつてあったこういった制度の意義について考えるであると

か、もし、ご経験と交流するなかで意義があったと言う意見が強いのであれば、報告

書に書き込むということはあり得るということではないかなと思います。それではだ

んだん時間がおしてまいりましたので、また具体的な今後制度について市の方で現在

検討段階にご説明する中で議論をしていければと思います。それでは前回と同様にな

りますけれども、庁内検討会のほうで参画の方法と具体的な制度等について議論をい

ただいていますので、またその点についてご説明お願いできますでしょうか。 

 

３ 市民参画実施の原則について 

 

（委員） 

 それでは私の方から庁内検討委員会での議論と市民参画方法の考えについてご説

明いたします。市民参画方法については、まず明石市において行われている市民参画

の現状と課題という資料１がございますが、まず１点目の市民の声ということで、明

石市では電子メールとか、あるいははがき、ファクシミリ、電話によりまして市政に

対する意見や要望、提案などを聞いております。それを回答している状況なのですが、

やはり課題としては、迅速な回答や対応というのが求められております。その点各課

では迅速な対応をやっているということでございますが、その後の市政全般にこうい

った市民の意見や要望、提案をどう反映していくか、そういうその仕組みを構築して

いくことが課題ではないかなと考えています。また２点目としましては、市長市民と

いうことでございまして、各種団体から市長宛に意見や要望を文章でいただいており

ます。これにつきましても課題というのは、いただいた声を市で全般に反映させてい

くことの仕組みを構築していくことではないかと考えております。それから３つ目に

はタウンミーティングでございますが、最近はまちづくり懇談会という形で実施して
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おります。平成２１年度、２２年度はそういった形の懇談会を実施しております。タ

ウンミーティングの開催につきましても、話し合いたい事項ではなくて、身近な要望

といいますか、地域の課題といいますか、そういうのが出てきてそれに終始される場

合があると、そういった課題がございます。 

それからパブリックコメントですが、パブリックコメントは条例案であるとかある

いは行革の行政改革の実施計画案につきまして原案をお示ししまして、市民から意見

を募って、最終的には意見を参考にして意思決定をしているわけなのですが、市民の

意見を施策に反映すると共に市の機関の考え方を公表することで市民への説明責任

であるとか、行政運営における公正の確保なども諮っております。課題としましては、

先程も議論がありましたように、パブリックコメントについての明確なルールが無い

ということでございます。担当課によってパブリックコメントをする、しないという

ような、統一されたものでないところでございます。 

それから審議会の運営ですが、運営指針を定めて適正な運営に努めているところな

のですが、課題としましては、先程も委員からもお話がありましたように、委員が多

数兼ねている。非常に多忙な状況になっているという面がございます。年々改善を図

っているところなのですが、まだまだ市の方で整理がされていないなど課題もあると

考えております。 

それからワークショップなのですが、地域福祉計画やあるいは公園を作るときに使

い方のルール作りなどで市民同士やあるいは事業者と市職員などが比較的少人数で

議論をして政策や施策の方針を作り上げていくところでございます。この分にかかる

課題としましては、明確なルールや方針が定められていないという事と、ワークショ

ップはかなり知識や経験を要する手法であると認識しております。この様な明石にお

ける現状と課題がございまして、また他市の条例等も参考にしながら庁内での検討委

員会ではどのような参画方法を行ったら良いのか、また条例で定めていくべきかにつ

いて議論をしました。その議論の中での意見ですけれども、資料の２５ページですが、

ここに記載しております。例えばパブリックコメントにつきましては、最低必要なも

のをという肯定的意見がある一方で、結局市の案が決まった後で行う意見反映がなか

なかできていないのではないか、有効性に疑問があるのではないか。匿名での無責任

な意見も多いという、そういった否定的な意見がございます。 

それから審議会につきましては次のページになるのですが、その点につきましては

肯定的な意見もあるのですが、公募市民を募ってもなかなか応募が無い。それと審議

会が形だけになっている。それから手続きにかかる市の職員の負担も大きいのではな

いか。そういった否定的な意見もございました。 

それから２７ページの意見交換会でございますが、肯定的な意見としましては、専

門家でない市民が参画することに意義があるのではないか、主婦層には口コミのネッ

トワーク力があるとそういった主婦層に纏わる仕組みを作っていく事も大事ではな

いかという肯定的な意見もございます。 

ワークショップにつきましては、地域の公園を整備していく上では、身近な利用者
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の意見も聞きながら作っていくというのは、手法としていいものではないか、また市

民の理解や意識を高めていくのに非常に効果があるのではないか、という意見もござ

いました。それぞれの参画の方法につきましては、メリット、デメリットもあるので

すが、市民参画を進めていくためには、やはりデメリットを克服するような方法で行

っていくべきではないかという意見が多くありました。このような検討をふまえまし

て、市がとるべき市民参画方法を、資料５、２９ページ以降に書かれております。こ

の中では意見公募手続きから政策提案手続きまで、またその他に市民参画手続きとい

うことで何か他にもあるだろうということで、間口の広い考え方をしております。 

市民参画方法なのですが、これだけではなく、アンケートやヒアリングから公募に

至るまで、様々な方法があるのですけども、適切な方法を取れるような規定にすべき

との考え方から、（８）のところに先程も言いましたように市民の方がどんな形でも

参画できるような手続きを残すことで、（８）に規定しております。以上でございま

す。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。今、「資料４ 庁内検討会議における市民参画方法に

ついての意見」、「資料５ 市民参画方法と定義について」どんな議論をされたかを伺

ったところでございます。恐らく現在、方法として条例にどんなものを挙げるか、と

いうものの内容に最終的になっていくことを考えているのは、この資料５だと思いま

すので、まずはこの資料５について質問や意見、例えばこれは項目としてハッキリ盛

り込んだ方がいいのではないか、というものが他にあったりするならば、意見を出し

てもらえればと思います。いかがでしょうか。勿論、先程に引き続き質問と、あと個

別の手続についての意見と出していただければと思います。ただ、これ以外のものに

ついては今日の後ろの方の資料６を見ながら個別の手続についてどうするかという

議論していただければ、と思いますが、まずはその項目としてこんなものでいいか、

という辺りがポイントになるかなと思います。よろしくお願いします。 

私の方から細かいところで、パブリックコメントですけれども、今回の資料で意見

公募手続という言葉をいわば訳語として挙げている訳ですが、他市の条例を見てみま

すと、例えば資料３の西宮では「意見提出手続」という言い方をしていますね。それ

から静岡市の方では、「市民意見聴取」という言い方をしていて、これは多分どれも

パブリックコメントのことを言っているのだろうと思いますけど、ここはどうですか

ね。何か「意見公募手続」という名称をとったことに何か理由はありますでしょうか。 

 

（事務局） 

意見を皆さんから求めますというのを、よりわかりやすくするために「公募」とい

うことで、「聴取」では何か聞いてあげるというニュアンスが嫌だったもので、「パブ

リックコメント」というのは一般的ですけども、横文字が条例ではどうかというのが

ありましたもので、そういう名称にさせていただきました。 
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（会長） 

はい、ありがとうございました。確かに意見聴取というのはどうかというのが正直

なところでございますけども、「公募」とするか、｢提出｣とするかというのは、どち

ら側からものを見るかということですね。そこで「公募」というと市の側から見るこ

とになるし、「提出」というと市民の側から手続きを見ていくということになります。

ただし他方で、このパブリックコメントは、まず市の方が原案を作って始める手続き

なので、市の方から言い出すことには間違いない訳です。その実態を反映しようとす

ると、「公募」という言葉になるし、それでも主人公は市民だからという理念の方を

重視しようとすると「提出」というような用語が選択されることになるのかな、とい

う印象を持っています。これは、定義さえすれば、どちらにしてもいいような話だろ

うとは思いますので、もしご意見等あればご発言いただければと思います。 

国の法律の方ではこれは「公募手続き」で、国の行政手続法という法律の方で同じ

ような手続きで「公募」という言葉を使っていると思います。 

あともう一点ですが、｢意見交換会｣と｢ワークショップ｣と｢公聴会｣というのは結局

どう違うのでしょうか。 

 

（事務局） 

すみません。意見交換会は市の方が提案をして大体こうですから来てくださいとい

う中で、説明をしながら説明した原案に対して意見を求めると、その中では意見を言

った方に対する反対意見・賛成意見、市民同士の人の意見もあるけども、要するに市

の側が開催してというのが意見交換会です。 

ワークショップは、問題をまず提起してその中でお互いが学習しながら作っていく

作業のことになります。 

公聴会というのは、意見いわゆるパブリックコメントが書面での公募なのですけど

も、公聴会は口頭で意見を述べる機会という意味合いが強くて、お互いの賛成反対の

意見を述べながら周りの人がどう考えるか、対面方式の意見交換会と考えていただけ

ればいいと思います。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございました。なんとなくわかりますが、具体的にどう違うのか分類し

たときに大変な気もしますが。それでは対象事項というか方法として取り上げるもの

をどうするか、資料５については何か他に意見ございませんでしょうか。それでは、

もしよろしければ引き続き資料６に入っていきたいと思います。ここでは各手続きに

ついての詳細が述べられていますが、これも庁内会議の結果を踏まえて各手続きの説

明をお願いできるでしょうか。 

本日はとりあえず１から５くらいまでのところについては今日、標準装備について

は議論していきたいと思っております。出来ましたら１から５までについてお願いし
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ます。 

 

（委員） 

意見公募手続ですけども、パブリックコメントとも言いますが、市が市民に対して

意見を求めるとする時は、(１)から(４)の関連する資料を提示する、あるいは意見を

提出することが出来る範囲であるとか、意見提出先、提出方法とか期間とか、そうい

うのを示しながら現在も市でやっている手続きでございます。期間としてはやはり３

０日間以上定める必要があるだろうと、十分に検討していただく期間が必要だろうと

いうことで３０日以上にしております。それから意見を提出できるものは次の通りと

いうことで、市民が住所を有するものであるとか、市に通勤・通学する者等に規定を

しようと考えております。それから提出方法ですけども、持参・郵便・ＦＡＸ・電子

メール、多彩な手段を採るべきではないかと考えております。それから意見公募手続

を実施して対象事項等に係る施策等を定めた場合は公表すべきということでござい

ます。それから意見候補の説明をしたにも関わらず市が施策等定めない場合は、その

旨・その理由を公表するということでございます。意見公募の手続きは以上でござい

ます。 

それから審議会でございますが、審議会等組織の時は審議会の委員の選任にあたっ

ては、次に挙げる基準に従うよう務める、ということでございますが、委員は、住所

は市の区域内の地域の構成・バランス、それから委員の年齢の構成、それから男女の

割合等も配慮するということです。それから幅広い分野の中から適切な人材を選任す

る。それから公募市民も委員に含めるということでございます。審議会の委員を選任

した時には、氏名であるとか年齢であるとかそれを公表するということでございます。

審議会を開催するにあたっては、あらかじめ開催の日時・場所・議題・審議すべき事

項の概要、それから傍聴についての手続き等を公表します。 

それから３の意見交換会ですけども、意見交換会を行う時は、あらかじめ審議にか

けることを公表する。意見交換会の開催日時、場所、それから参加できるものの範囲、

それから大きく意見交換する施策の案、これに関連する資料、意見交換会を開催する

日から逆算して３０日前までに公表すると、それから開催記録を作る、交換会を開催

した時はその内容を公表するということでございます。 

それから５の公聴会ですけども、公聴会を公開とする。ただし次の各項によっては

公開しないことも出来る。その場合としまして、規定によって公開しないこととされ

ている場合、それから公聴会の内容に非公開情報が含まれる場合、それから公聴会を

開催することにより公正かつ円滑な維持運営に支障が生じると認められる場合。それ

から公聴会を開催するにあたっては、提出期限の３０日前までに次に掲げる事項を公

表すべきとしております。 

それと公表すべきものとしましては対象事項等に係る昨今の内容、それから公聴会

の開催の日時・場所、公述人となることが出来るものの範囲、意見の提出先・提出方

法、それから期限、また傍聴についての手続き、等です。それから公聴会を開催した
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時は開催記録を作成します。また公聴会を開催した時は、その内容を公表します。簡

単ですが以上です。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございました。先程申し上げましたけども、この様々な市民参画

方法の手続きの中で、意見公募手続から公聴会のところまでは、どの市の市民参画条

例でも定義されている、先程使った言葉で言えば標準装備にあたると考えております。

６・７以降が比較的先進的、実験的な手続きということになるかと思いますので、本

日はまず１から５の標準装備の手続きについては出来る限り時間を取って議論した

いと思います。残りの時間の許す範囲でその他の市民参画手法について、こんなこと

が考えられるのではないかとフリートーキングした上で、次回の委員会でもう少し先

進的な手続きの方法についても議論したい、という手順で考えております。もうひと

つ補充しておいた方がいいと思ったのですけど、今回の議題の対象ではありませんが、

お手元の資料の８が配布されております。これは市民参画を実施する際の原則につい

ての現段階の市の案だと思いますけれども、これについて直接議論するのは次回とし

たいと思うのですが、この中で特に今見ていただきたいのは、２と３です。できるだ

け市民参画を推進する時、複数の市民参画手続きを併用することが必要だということ。

それから３の方で必ず意見公募手続は行う。どういうことかと言いますと、今日冒頭

の方で議論しました、市民参画手続きの対象になるような事柄については、この意見

公募手続・パブリックコメントは必ずやる。それで、もうひとつ以上欲しい。やれる

のであれば、やるように努めようというルールで考えていくということです。ですか

ら、今から１から５についてご議論いただく中で、この１の各項では必ずやることを

前提とした手続きであることを念頭に置いた上でご議論をいただければと思います。

それでは１から５までの手続きについて何か今の説明でご不明な点、お気づきの点ご

ざいませんでしょうか。 

 

(副会長) 

１の意見公募手続のところですが、名称としてはパブリックコメントの方が個人的

には馴染んでいる。そして例えば３７ページの下の段のところに意見提出手続、いわ

ゆるパブリックコメントという注意書きが書いてあって、これを書くなら全部パブリ

ックコメントにした方がいいのではないかと思います。それから厚生労働省や文部科

学省の様々な提案もパブリックコメントというところからクリックして入ることが、

もう社会的に認知されているので、パブリックコメントでいいのではないかと思いま

す。それから２の審議会等のところで、１の（１）ですね、男女の割合に配慮という

のは１対９でも配慮したことになりますから、これは明石市の男女共同参画計画の中

の審議会に占める女性の割合の数値目標が多分３０％か４０％になっていると思い

ます。ですから、それを上回る比率でというところで是非とも置いて欲しいという、

お願いでございます。以上です。 
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（会長） 

１点目は意見提出手続をどういう名称にするかということ。それから、また男女の

割合の件でございますね。どうでしょう、他の委員の方々でご意見等ございますか。

実際にやる際は実はパブリックコメントで行くだろうと思うのですが、あとは条例の

名称にそれを入れることが出来るかどうかという、明石市の法制担当としての方針と

吊り合うかということだと思いますけど。 

 

（事務局） 

すみません。確かに外来語、海外からの英語とか使ったりするのですけども、基本

的には国法の体系を踏襲しておりまして、国法の方でパブリックコメントということ

を、法律の中で入れば入れることは可能ですが、でなければあまり横文字は使いたく

ないと思っているところがあります。ただ条例ですので、特にそこを気にする必要は

ないのかもしれません。明石の条例ということで、そうなのかもしれませんけれども、

そうすると何でも外来語を使えばいいのではないかとなって参りますので、例えば外

来語の例と言うと何がありますか。 

 

（副会長） 

ワークショップは。 

 

（事務局） 

ワークショップは元々日本にないものです。元々ないものをワークショップと言っ

て、それは入ります。元々日本語で出来ない、出来にくいものは使えるというそれで

難しいです。昭和５０年代かの内閣法制部が作った法令用語の使い方というのが元々

ありまして、それに準拠していくと、元々ないものはしょうがないとエキスパンショ

ンとかそういうのは使うのはしょうがないと、いうのがありまして、その中でパブリ

ックコメントはどちらかというと意見公募で使われまして、ワークショップのような

言い回しになると基本的には国語では使ってないです。そういう表現は使ってないと

思います。何とか手続きというのは使っているかもしれませんが、そういう表現は使

ってないと思います。パブリックコメントは意見公募という法律で使っているので、

意見公募として使っていると、だからそれはどこの自治体でもそれは問題ないことで

すので、それはここで議論いただきたいと思います。 

 

（会長） 

まあ、ファクシミリというのは多分どうしようもない。日本語の訳が存在するかど

うかということと、それを現在国の法律の方で使っているかどうかを考えておられる。

絶対にこれでなければいけないというか、パブリックコメントを使うという意思が強

ければ、それも出来ないことはない。 
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（事務局） 

そうですね。 

 

（副会長） 

これは何年先まで改定しないのですか、条例としては。10 年間くらいですか、5 年

で見直すのか。 

 

（事務局） 

条例ですけど、見直しを入れることはあるかと思うのですけど、ただ普通に考えれ

ば、おかしくなれば見直すというのが当たり前のことですから、わざわざそうするこ

とは必要ないでしょうと。ですから当然制度ですからおかしくなれば、見直すのは当

然であると思っておりまして、他市の条例では何年後かに見直すというのがあるので

すが、私共が今考えているのは特にそうではなくて、おかしくなった時は普通に直せ

ばいいと思っています。以上です。 

 

（委員） 

審議会等の組織についてなんですけど、市の縦割りによって必ずしも一本化されて

ないもの、例えば駅前とか、今それぞれ先程の連合自治会から一人ずつ出して欲しい

ということで、出しているのですけども、そういったものでいわゆる整理統合とか、

あるいは形骸化しているものとか、多分これはなくなったものとか、そこらへんは先

程の７９はどういう数字になっているのか、また作る基準というかそこらへんも含め

て分かれば教えて欲しいのですけどね。 

 

（委員） 

そうですね。基本的には、前回だったと思うのですけど、審議会等の基本方針とい

う各資料を全部配布させていただいたと思うのですけども、その中にも書いておりま

すけども、毎回見直しするのだというスタンスでおりまして、当然審議会等ですから

動いたものについては廃止しますし、必要に応じて必要なものはどんどん作っていき

ましょうと。今回この審議会については必要だからこんな感じで立ち上げていますけ

ども、終わったら当然潰していきましょうと、そういう形のスタンスを採っています。

そうなると都市計画審議会であるとか、例えばその法律の下でやっているような審議

会もございますし、また国防計画に関するものであるとか、そういう協議であるとか、

いわゆる短期ではなく長期で続いていくものですね、そういうものについては当然、

長きに渡って続いていく形になっております。ですから基本的には必要なくなれば全

部潰していくという形です。ただし、必要であれば、どんどん作っていきましょう。

その都度、必要に応じて開催していく形の考え方・スタンスです。 
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（委員） 

例えば現状のものを統合するということは。 

 

（委員） 

ですから、その統合につきましても当然それぞれの所管課の方で見直ししていただ

くという形でそれはお願いしていますけども。 

 

（会長） 

印象としてはひょっとしたら上手く積極的に整理統合を考えてもいいのではない

かという印象をお持ちですか。 

 

（委員） 

そうですね。 

 

（会長） 

そうですね。市民参画条例の中に盛り込むのはちょっと難しいですかね。ここでは

審議会の構成については、それに市民を入れるかどうか、市民にどう周知するかとい

うのは市民参画条例の対象になるけど、審議会をもっと整理統合していくべきではな

いかというのは市民参画とは別の行政改革の事項だということですか、ちょっとわか

らないですけど。 

 

（事務局） 

その議論ですけども、おそらく各市それは８０、９０も審議会を作っているところ

は確かにあります。それは行政改革の方でそれはどこともやられていると、当市の方

も行政改革の方でそれは考えていっているということでご理解いただけますか。 

 

（会長） 

おそらく市民参画条例に盛り込むのは、ちょっと内容的に少し離れるので難しいの

ですが、今回そういった議論が出たということは記録に残していただいて、というこ

とかと思います。すみません、先程の副会長のご意見のところが、ちょっと処理がま

だ出来ていなかったもので、男女の割合のところで、まず明石市の男女共同参画計画

の目標をこの条例にはともかく考え方に入れるべきだという点についてはあまり異

論がないのではないかなと思いますし、参考として現在の計画を入れることについて

も。具体的な提案として、それ以上の数字にすべきだというルールを作るべきだとい

うのが、考えだということですね。その点についてはどうですか、庁内で検討された

か、他の委員の方のご意見は。 

 

（委員） 
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実際問題ですけどそこまでは議論してないのですけども、庁内的にも男女比率３

０％以上を目指すという目標は明確に持っておりますので、その辺りについて書くこ

とは構わないと思うのですけども、むしろ書くべきかと思います。 

 

（会長） 

そうすると、やはり、そこはもう一度事務局の方でご検討いただくということで、

考え方としてはふたつあり得て、将来的に条文に盛り込むような事項はこのままとし

ておいた上で考え方の方に男女共同参画計画との整合性を取っていくということ、あ

るいはそれ以上を目指すということを書き込んでいただくというやり方がひとつ。 

もうひとつの考え方は、この条文の方に、多分それなりに長く続くものとして考え

た方がいいと思いますが、その時々の計画の中身ということになるので、男女共同参

画計画で定めているような男女の割合の配置というように、条例の中にこういう事項

を織り込んでしまうという考え方と、ふたつあり得ると思いますので、どこまで出来

るかということも含めて、次回までご検討いただければと思います。それから先程、

ご意見で出ていた、この正当な理由というところでございますね。この点については、

先程お願いしたところなので、審議会のところでは１の（３）についてはお願いした

ところです。他に何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

（委員） 

パブリックコメントですけど、今まで委員会の例えば最後までいって、ここでも策

定が終わって皆さんが綺麗にまとめられて、それを市長に提出するために、市民の方

にパブリックコメント出しますよ、というのは今まで聞いたことがあるのですが、委

員会としては前からご苦労様でした、で終わってしまって、このパブリックコメント

というのは何か、今までの経験からの話ですけども、それで例えばパブリックコメン

トを立てたことによって、委員会の策定した案がすごくひっくり返るということが今

までなかったものですから、このパブリックコメントの意味がわからないのですけど、

どこまで意見を出されて策定されたきちんと出来上がったものが、どこかひっくり返

るのか、例えばもう一回委員会が召集されて、委員会もう一回重要なことを決めなけ

ればならないのでということが、今までなかったものですから、パブリックコメント

というのが本当にこの市民の意見を吸い上げているのか、すごく疑問に思うのですけ

ど。 

 

（会長） 

それはパブリックコメントについていつも出る批判のひとつだと思います。つまり

パブリックコメントやっても、結果は変わらないのではないか、という点についてと

いうご意見だと思いますが、どうでしょうか。 

 

（委員） 
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すみません。資料の４ということで、先程も説明させていただきました２５ページ

ですね。ここで、特に（２）の「否定的な意見」ということで見ていただきたいので

すけども、まさにこれと思っています。様々、有効性に対して疑問を持つということ

で、出てくる意見については少ない場合も結構思われます。そういうことで有効性に

ついては確かに庁内の検討会の中では、こういった意見は確かに出ております。 

ただ、これは個人的な意見ですけども、パブリックコメントというのは最低限の手

続きがあって必要だとは思います。やはり広く一般的に意見を聞くというのは、非常

に大事なのかなと思います。あと、活かし方の面でどういった形に持っていくのがい

いか、それは兼ね合いもありますし、工夫の余地も相当あるかという気がしています

けども、それがあるからといって制度自体を否定するということはないと思うのです

けど。 

 

（委員） 

ご経験の中でお聞きしたいのですけど、例えばパブリックコメントが出たことによ

って、解散した委員会をもう一回集まっていただいて、ちょっと話し合いをするとい

うこともあるのですか。 

 

（委員） 

パブリックコメントの出た意見によってですか。この制度自体がまだ正式には制度

化されているものではないので、数が多くはないのですけど、私が見聞きしている範

囲ではそういったことはなかったようには思うのですけど。 

 

（会長） 

委員会をやりなおすということではなくても、パブリックコメントを受けて修正し

たという例は今までには。 

 

（委員） 

意見とか修正は当然あります。ただ、まっさらにしたりするとか、そこまでの極端

な動きはないという趣旨ですけど。 

 

（副会長） 

何か私の個人的な体験からだと、審議会が終わって、答申して市長からパブリック

コメントが出た時には、社会に認知されるような気持ちになって、一ヶ月経つとほっ

とします。そこに真剣に審議した者にとっては。意見をもらえなかったら逆に寂しく

て、多少の意見は欲しいという期待を持ったりして、それにどうキッチリ答えていく

かという作業は審議会を解散しないで、そのままパブリックコメントが終わるまでは、

普通はありますよね。ただ、色々なところで言われているバックラッシュ派なんかが、

押し寄せてやるのはかなり異常な現象で、ごく普通の一般の市民の方はちゃんとした



24 

意見を言われて、それに対して市もわかりやすく答えるというのが、そんなあれだと

思っています。 

 

（会長） 

 なかなかパブリックコメントって制度として難しいと思うのが、じゃあ変更、意見

が出て変更するのが本当に良いのかというのがあるのですね、今度は変更するとなる

と後になって、「そんな風に変更するの、それだったら俺反対だよ、だったら最初か

ら言ってくれれば反対意見出したのに」という風に思う人がいると言うのがこの制度

の難しいところじゃないかと思います。ですから国の法律とかだとあんまり大幅に検

討、変更する際にはやり直しなさいよという風に書いてありますし、結局そうせざる

を得ないと言う事で、なかなかどうしても少しは変えられるけどあんまり大幅に変え

ることは難しいと言うのがこの制度の特徴かと思います。なので、他方でやっぱり色

んな反対意見に対して市の方で、まさに市の考え方というのをきちんと示す事が大事

な事だと思いますし。今日のこの、資料の６の方だと５の３ですね、提出された意見

の件に対する検討の結果、及びその理由と言う事をちゃんと示す事が凄く、制度の本

質だと思いますので、その意味で今回この制度最低限やるって決める事が大事な事な

んじゃないかと思います。ただやっぱりなかなか最終段階になると変えるのが難しい

から、そもそもチームの意見は最初の段階から取り入れようとすると多分、別の制度

でこれ、補充していかなければいけないようなものなんじゃないかなって事を、私と

しては思っております。他にお気づきの点等ございませんでしょうか。 

 私の方からいくつか確認させていただきたいと思いますが。まずこのパブリックコ

メントについてですけども、提出できるものの範囲というのが３の所で、住民、明石

市に通勤・通学、それから明石市の事業者、それから事案に利害関係を有する者とい

う事で、ほぼすべての人々が提出できる制度設計をしようとしているんだと言う事が

確認しておければと思います。またこの中には当然外国人も含まれる事になりますし、

これ子供も含まれって事で良いですよね、未成年者も、含まれるって事で良いですね、

未成年者も含まれるという事で。 

 

（事務局） 

 対象者に含まれますけども対象事項によってはそれを、範囲を狭めたりあるいは下

にする事はあります。例えば全然違う対象の方を求めたりと、言う事もあると思いま

す。 

 

（会長） 

 対象事項によっては範囲を広めたり狭めたりするという事がありうると言う事で

すね。具体的にそれって想定おありですか。 

 

（事務局） 
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例えば、あまり無いと思います。税の話であれば、市民じゃない人に出られても仕

方ないわけですね。だから県でしたら兵庫県民みどり税があると思います。あれを違

う他県の人にどうですかと言ってもしょうがないわけです。兵庫県に住んでいる人と

いう事になると思うのですね。だからそう言う時はあります。ただ事業者じゃなくて

明石市民である方とそういう事はあります。 

 

（会長） 

 なるほど、わかりました。この辺り国の法律ですと広く一般にという事でおよそ限

定をしない、誰でもできると法律に定めているわけです。それよりも狭い制度設計を

しようと考えておられる。 

 

（事務局） 

 どうしても地域的なあれがありますから、条例の、その政策はだいたい市の地域で

しかありえないので制度によっては、例えばポイ捨てで、タバコで取る時なんかは多

分、来られた方が明石駅でポイと捨てられたら、全員になりますけどもと色々と組み

あわせはある、明石市民しか対象にされないと時はそうなのかなと、やっぱり所管と

いうのは地域でしかありえないわけですから、市の条例が活きるという事では基本的

には。 

 

（副会長） 

ではもし他の人がコメントしているとわかった時は、その意見はもう採用しない。 

 

（事務局） 

だからそこは採用しないのではなく、意見としてそれはわからない。おそらくわか

らない。だからやり方によってはわからないと時はありますでしょうという時はあり

ます。 

 

（会長） 

意見として聞くかどうかは別として一応意見の提出はできるけどこの辺りの人で

すよと最初に宣言する所で違ってくるという事でしょうか。ただ事柄によっては、濫

用の恐れも無いわけではないという辺りが少し気になるところではありますが、そこ

は市を信頼するかどうかって話になってくるのかと思いますが。 

 

（副会長） 

北海道や九州の一族に頼んでコメントしてと、言う人があるかもわからないし。 

 

（会長） 

ただそれはあります。私はむしろ市外の人にもかかわりある事項等に市民だけとか、
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後事柄によって、いきなり外国人除外しますよと、というのが入ってこないのかなっ

て私は逆に気になっておりますが、そこは良識的な運用をしていただけると、いうふ

うに信頼するかどうかどうかなんだと思います。 

その他にお気づきの点など有りますでしょうか。 

後もう一つ、審議会の方ですが、２の２の方ですが、「審議会等の委員を選任したと

きは、その氏名、年齢、職業、選任の区分、肩書、任期その他市長等が必要と認める

事項を公表する。」というところで年齢もするのですね。女性も含めて。 

 

（副会長） 

それは普通どうなのですか。後のホームページを見たときに審議会のメンバーに、

名前と職業とか公募委員とかは。 

 

（会長） 

年齢は書いています。何歳代からとか、３０代４０代とか区切りの時はちょっと嫌

ですが。これちょっと空気を読まないとあかんのですが。 

 

（事務局） 

規定は無いのですよ、年齢構成に配慮する以上は、年齢構成はどんなんかというの

が解らないとどうかというふうな事で年齢があるのです。 

 

（副会長） 

明石市の審議会は年齢を公表されるよって言ったら拒否する人が出てくるかもわ

からない。 

 

（事務局） 

そうですね、ちょっとこれどうなのでしょう。 

ご議論いただいて、私ども今の案は、その年齢構成も大事だと、考慮するという以

上は年齢構成も見られるし年齢も見られるというふうにした方いいのではないかと

いう意見で入れたのであって、でもそれは、それだったら市民参画が図れないのでは

ないかというので、あればこれは外しましょうというご意見も当然あるだろうとおも

います。 

 

（会長） 

そうでしょう、いかに運用としては重要になってくる事項と思いますが、ご意見ご

ざいませんでしょうか。年齢構成が分かればいいんですかね。１１人の委員の中で２

０歳代が何人、３０歳代が何人とか、見せる方法もある。平均とかするとまた計算間

違いをしたりすると思いますが。どうですかね、年齢も出した方が良いと言うご意見

もあればそうですし、無ければ逆にこれ、年齢構成とすると、今のような運用になり
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うるのかなという気がしますが。 

 

（事務局） 

確認事項としては、市としては年齢構成を配慮しなさいと決められていますけども、

後は、年齢は別にいらない。 

 

（会長） 

そうですね、２の所で氏名、年齢、それから技術的な所で、年齢構成にしていくっ

ていくのが今のような表のようなやり方がありうる。 

 

（事務局） 

それは年齢構成をやるものだって事で市の方に任せて逆に、年齢は書かないぞって

方法もあります。 

 

（会長） 

そう言う方法もあると、まったく構成は任せる一任もあり得ますし、そこでどれく

らい、やはり公表した方が良いのかという事ですね、一人一人については年齢を知る

事が大事だ。あるいは少なくとも２０歳代、３０歳代、４０歳代知る事が大事だと言

う考え方と、全体で２０代が何人、３０代が何人４０代が何人と解っていればいいと

言う考え方と、いや、これは信用して別に公表しなくてもいいじゃないかという考え

方の３つくらいが、あるのかなって思いますが。特にご意見等ございますか。ご意見

無いようなので、また市の方でも他市の例も踏まえて検討をお願いできますか。 

それでは後３・４・５の所について、特にご意見ありますでしょうか。はい、ありが

とうございます。 

それでは宜しければ標準装備についての部分の手続きについての議論をここで一

旦閉じさせていただきまして、続いて６・７・８の新しく先進的な手続きについて、

現在検討中の中身について。まず、すみません。恐縮ですが庁内検討の結果をご説明

いただきまして、後はこれらの点について、本日はフリートーキングと言う事で、次

回にもう少しお話したいと思います。また、全体の手続を見直す中で当然今までの１

～５についても議論しなおす事もあります。 

では、まずはすみませんがどのような点が議論になって、この現在の庁内の検討会議

でどう言う事を６・７・８ぐらいでどのような事をしているかご説明頂けますでしょ

うか。 

 

（委員） 

｢政策公募手続き」ですけども、これについては、(1)の提案を求める対象事項の目

的、それから、提案ができるものの範囲、提案の提出先及び提出方法・以上の募集期

間等を公表します。 
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それから、提案の募集期限は募集期限の３０日前までに公表を行いたいと考えていま

す。 

それから、政策公募手続きによって対象事項等に係る施策等を提案するものですけ

ど、それは規則で定めるように、別に規則で定めるように考えております。 

それから市町等が政策公募手続きにより提案があったとしたら、非公開情報除いてそ

の提案の内容や、施策等の検討の結果を、また提案が無かった時はその旨を公表する

ものと考えています。 

それから４０ページの７｢政策提案手続き｣でございますけども。年齢１８歳以上の

本市の区域内に住所を有する者、有する市民に限ります。対象事項については市民１

０人以上の連署をもって、その代表者から市町に対して施策等についての案を添えて、

政策の立案、実施を提案ができるものとしております。 

それから提案がでた時は、提案が対象事項に該当するか否かの決定を行って、その

提案された代表者にその結果を通知する事としています。 

それから提案が対象事項に該当する場合にあっては、提案代表者からの求めがある

時は、市長は提案者と意見交換をする機会を設けると事としています。 

それから提案にかかる政策等行うか否かの決定を行った上で、代表者に通知するとい

う所でございます。 

それから８の｢その他の市民参画手続き｣でございますけども、これまでの１の意見

公募手続きから７の政策提案手続きまでの方法のみならず施策等の案の作成又は政

策の立案、実施等に対して、広く市民等の意見及び提案を得るために必要な場合には、

これら以外の市民参画手続きをする事ができる、としております。予め規則で定める

事項を公表するものとしておりますけども、この公表につきましては緊急その他特別

な理由がある場合を除いては市民参画手続きを行う期日の３０日前までに行うべき

と考えます。以上でございます。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。先ほどから何回も申し上げていますけども、本日は

特に論点等を設定せずにフリートーキングというような形でこういった新しい手続

きとして、どのような事を盛り込んで行く事が考えられるのかという事をご自由に議

論頂きたいと思いますし、差し当たりここで出てきた｢政策公募手続き｣と｢政策提案

手続き｣についての市の原案というのを見てお気づきの点があればご議論頂ければと

思います。先ほども申し上げましたが論点を設定しないですが、いくつかちょっと、

ポイントになるかなという点を私の方から少し申し上げさしていただければと思い

ます。まずは政策公募と政策提案、市の側からこれについて意見を下さいという公募

をするという仕組みと、市民の側から何か思いついて提案していくという提案手続き

というのを２段階、二つとも作っていこうというのが今回の案の特徴だと思います。

それから政策提案手続きの所で、その提案できる要件というのをまず、市民、市民と

いうのは住所を有するものですから住民基本台帳に載っている人と定住外国人の
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方々を指すわけですけども、その市民１０人以上というような事で、１８歳以上とい

うところで２０歳以上よりを下げている一方でパブコメのようにもっと小さい子供

でも一応できる設定になっていない、１８歳という要件を作って１８歳以上の市民１

０人という要件の作り方になっている。というのが一つのポイントかなって思います。

またこの点ちょっと色んな市で色んなパターンがありまして、一番多い所では５００

人以上と言う制度設計をしている所もありますね、先ほどちょっと申し上げました所

ですけども、５００人以上になっている所ではどうなっているのかと言うと、これが

提出されたら必ず、例えば第３者委員会に審議を委ねて、その後公開のプレゼンテー

ションをやっていという風な厳密な手続きやって審議していこうという制度設計に

なる事が多いですね、現在明石、この市の方で出ている案というのは１０人以上と言

う事でやっている。変わりに３項の所を見ると、提案者の意見を交換する場を設ける

事ができるというのが手続き上の義務しか作っていないという設計になっているっ

てとこです。この辺りのバランスをどう考えるのかという辺りが一つの議論のポイン

トになっていくのではないかなという風に思います。要件がこれでいいのか、後は１

０人以上するにしてももう少し、手続き、例えば必ずこれはやった方が良いという風

な物を考える事がありうるのかどうかという辺りが議論の点になるのかなって思い

ます。それから今日スライドの方で説明があった、市民会議というものですが、今回

盛り込むのが難しいだろうという事で今回入れてない。という事になるんだろうと思

います。あまりまだ実例が無いってことで入れていないのだと思いますけども。この

辺りも議論の対象になりうる事なのではないかなという風に思います。それでは委員

皆さんも何かお気づきの点、あるいは質問等、ご自由にご議論頂けませんでしょうか。 

 

（副会長） 

政策提案手続きの方の１の所なのですが、案を添えて政策の立案、実施等を提案す

る事って、立案を提案して実施を提案するという事ですよね。実施等というのは、ど

こまでの実施なのかちょっとわからないのですけど、教えてください。 

 

（事務局） 

政策の立案ですから基本的には考えるのは政策の条例とかそういう立案ですね。制

度の立案と何か、何かの行事をしようという実施の提案という、この位置づけで考え

ていますけど、それを、後それぞれが他あるのでもろもろで「等」と言う事ですが、 

 

（会長） 

わりとかなり具体的な事業やイベントのような物を想定してこういう実施という

のを考えられたのですか。ただ立案という事には馴染まない物を想定して頂いたとい

う事ですね。関連という事になると政策というのはどの程度のものが考えられるとい

う事と、どの程度の具体性が求められるものなんですかね 
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（事務局） 

基本的には元々対象事項についてという事で、限定を考えています。ですから対象

事項というか市民参画の所の、資料９なのですけども、何でもかんでもではなくて、

要は１から５番までの事でという限定をちょっと考えていました。それはこういった

施策をしてほしい、実施してほしいという時に、当てはまれば政策提案をしても良い

ですよと、だから何でもかんでもでは無いですよと、言うのが私どもの考え方であり

まして、逆にこれに当てはまらないやつについてはこれは使いませんよと言う様な言

及をしています。以上です 

 

（会長） 

それでいくと、例えば今の資料９の例で言えば、そのごみの分別収集制度について、

新たな分別方法を考えた方が良いのではないかという提案が考えられますよね。そう

いった時にどうなのでしょう。割と思いつき程度の内容で良いのか、それとも例えば

それなりに、例えば今までこう、すみません、明石市では何分類か承知していないの

ですが、それを分類の数を増やすと言う時にそれについて費用とか効果とか調査して

提案をするまで考えられておられるのか、その点はどうでしょうか 

 

（事務局） 

いえ、そこまでは、先ほどの副会長のご意見もあったんですけども、そうするとお

金がかかりますと、そこまでは考えていません。要は、思いつき程度でいいのですけ

ど、ただ、１０人、これ１０人にするか何人にするかわからないのですけども、要は

ある一定の施策について市民の同意を、皆がやりましょうという同意がいるというの

が１０人要件であって、要件としているというのが、ただ私の思った事だけではでき

ないと、その思いは市民、市民１０人という程度にまで納得がいける制度ですよねと

いう所で、多分するだけと考えています。以上です。 

 

（会長） 

もの凄く詳細に練られた政策までは要求はしてはいないし、かといってやはり合理

性が無きゃいけないというところを１０人ぐらいの同意が得られるものという事で、

保障しようとしている発想と考えられますね。 

どうでしょう、指名して申し訳ないのですが、先ほど、やはり市民の方の権利とし

てどうかって位置づけていくという風なご意見出されましたが、その観点から何か、

これらの制度について何かご感想等ありますでしょうか 

 

（委員） 

思いつき程度でＯＫなら、割とハードルが低いので参加はしやすいのですけども、

市民活動をやっている現場において、例えば一つのグループとか団体で大体５人から

１０人、多ければ２０人３０人でやっていますね。ボランティアの一発勝負の活動じ
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ゃなくて市民活動として１年間コツコツやって事業計画立ててやっているグループ

に関しては、やっぱり、すぐにこういう提案はしやすいというか、こう濫用というか

何か、なる気がするんですね。却ってレベルが低くなると言うか、これでやっている

なら私達も出せるわってなって、そしたら明石市変えられるんじゃないという事に、

そう言う気もないじゃないですけど、変にそれがなんかね、濫用にならないかなとい

う、結構市民レベルって高いですよ、コツコツやっている人というのは、だから提案

されたら１年間２年間じっくり考えて数字を追いかけて、調査費出なくても数字くら

いぶつけますから、ちょっとこれ安易に決めない、もうちょっと時間をかける方がい

いかな、今ここでこうと言うのではなくて。 

 

 

（会長） 

当然、次回までも議論していきたいと思いますが、今の団体活動、活動している団

体だと１０人くらい軽く簡単にいるだろうから、その点を踏まえて少しこの人数要件

議論する必要があるし、した方が良いだろうと言う事ですね、ありがとうございます。 

この点は非常に重要な論点になるかと思いますので、次回は、ひょっとしたら各員の

ご意見を聞いた方が良い様な、話を伺って、そんな気がしました。他にご気づきの点

等ございませんでしょうか。 

私の方もう１点なのですが、この政策提案手続きの３の意見を交換する場と言うの

は、これは提案者と市町でやるのですか。それとも他の市民も入れるような公開の場

でやるのでしょうか 

 

（事務局）  

ここで今考えていましたのは、公開まではいっていなくて、要は詳細を聞いてどう

いう意見であるというのを考えていました。だからここまで、まだ公開に至っていな

いというのが前提ですね。ですから、市と真摯に、要はお話し合いをしましょうと言

うレベルで考えておりました。以上です。 

 

（会長）  

ありがとうございました。先ほどのご意見も、多分ここの意見交換の場を２者でや

るかそれとも公開でやるかという事の制度設計の上では関係してくるんじゃないか

という印象をもちます。だから、これ、各市で色々工夫してやっていて、政策、組み

合わせが無数にあるような組み合わせなので、明石市としてはこれとこれの組み合わ

せ、要件こうして、手続きこうしてっていう風な、制度設計としては非常に広いもの

だと思いますのでもし宜しければこの、市の案、もう一度作った制度案をよく確認の

方ごらん頂いて、これでいいとか、自分だったらちょっとこここうした方が良いので

はないかという事を次回やってもらう事にします。 
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（副会長） 

６の政策公募手続きの４番の市町等はという所ね、提案があった時の、非公開情報

を除くと言うのは具体的にどんな事か想像できないので教えてください。非公開情報

について。 

 

（事務局） 

非公開情報の定義が要は情報公開条例の、この前の審議会の時に出さしていただい

た、どれかに該当するかしないか、すれば出さないし、該当しなければ出しますし、

という事です。前の資料の資料４、文章の公開の公文書公開義務の中に個人に関する

情報であるとかそういう事になります。以上です。 

 

（副会長） 

公開条例に関わる部分ですね、ありがとうございます。実際にありえるのでしょう

か。 

 

（会長） 

比較的考え難いかどうか、単純な話で、提案者名とか当然個人情報ですから公開し

ないという事になりますし、提案の中身に市の秘密が書かれているという事はあんま

り無いかなって思いますが一応入れているって事かなと理解しています。 

 

（副会長） 

公募しているのに、そのものが非公開、公開条例というのが馴染まなかったのです

が。 

 

（会長） 

そうですね、提案の中身とあるいは検討の結果に、その特定の事務事業の中身に関

わるものがある、入っているって事はあんまりありそうに無いと、私も。 

 

（事務局） 

例えば道を作ると言うなんかに上げて、どんな道にしましょうという中で、こうし

てほしいって中で、この家のここが邪魔なのですよって言われた時に出せませんよね、

普通ね。 

 

（会長） 

それはそうですね、そうですね、条例とする意思とかそういった、むしろ疑念を招

かないように、それは納得するような事を説明の方に書いておいた方がいいかもしれ

ませんね。他お気づきの点等ございませんでしょうかそれでは一応今回はこれについ

てフリートーキングだって事で、次回、その、６・７あるいは他の手続きがありうる
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か、もし委員の皆さんで何か案をお持ちの方であれば、こんな手続きが考えられるよ

という事含めて先進的な手続きについて次回議論をしていきたいと思います。また次

回はそれに付け加えまして、市民、今回すでに資料として出されています。資料の８

でございますね、市民参画の実施原則、それから次回の資料で出てくると思いますが、

市の役割、責務等の市民参画の理念、それから市民参画を推進する取り組み等につい

て議論していければと思います。また次回、あるいは次々回ぐらいに、だいたい、今

回のような議論を受けまして事務局の方から、全体的な条例案という物の叩き台も作

っていただく事ができるんじゃないかなという風に思っております。一応本日予定し

た議事以上でございますが、全体的に他にご意見などございませんでしょうか。 

それでは本日の議事は以上を持ちまして終了させていただきます。長時間にわたる熱

心なご審議ありがとうございました。進行を事務局に返します。 

 

（事務局） 

委員の皆さんには長時間に渡り熱心にご審議頂き、ありがとうございました。それ

では委員会の日程についてご案内いたします。 

第３回委員会を１１月５日金曜日、午後６時半から８時半までとして、場所は本日

と同じでございます。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。 

 


