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第５回明石市市民参画推進会議 会議録

日 時 平成２５年（2013 年）１０月２１日（月）

午前１０時から午前１１時５０分まで

場 所 明石市役所議会棟第３委員会室

出

席

者

委員 角松生史会長、久保はるか副会長、赤木紘委員、大原笑子委員

桑原功委員、杉本智子委員、高岸益子委員、武久榮一委員

森川乃梨子委員

市 森本総務部長、中島総務部次長、上田総務課長

勝見総務課総務係長、丸山総務課主任、中島総務課主任

傍 聴 者 ３名

審議事項 ・市民参画手続の実施に関する判断基準の策定について

・明石市市民参画条例の平成２４年度運用状況の評価について

配布資料 ・次第

・資料１ 市民参画手続の実施に関する判断基準について（案）

・資料２ 平成２４年度 制定・改廃に当たり市民参画手続を実施しな

かった政策等

・資料３ 「明石市市民参画条例 平成２４年度の運用状況報告」の

修正について

事 務 局 明石市総務部総務課
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１ 開 会

・会議の定足数の確認（会議の成立を報告）

・会議の公開の確認

・会議資料の確認

・傍聴者の発言について

審議の時間的な制約から傍聴者の発言は認めないこと及び意見がある場合は会議

後に事務局に伝える方法とすることを決定し、傍聴者に説明した。

２ 審議事項

⑴ 市民参画手続の実施に関する判断基準の策定について 

判断基準の案について資料１に基づき、平成２４年度に制定・改廃に当たり市

民参画手続を実施しなかった政策等の実施しなかった理由について資料２に基

づき事務局から説明

【会長】

資料１では、判断基準について、前回の議論を踏まえて修正を加えた上で説明

を受けました。資料２では、判断基準⑴に照らしてどのような政策等を位置づけ

たかという具体例を示していただきました。

また、市民参画手続を実施しない政策等として、資料１のフロー図で言えば、

Ｃに当たる場合とＡの除外事項に当たる場合の２つがあり、市にとって重要な事

項かどうかで、どちらに分類するかが決まってくる。Ａの除外、あるいはＢかＣ

かの区分けについては、内容等に挙がっている④から⑨の事項である条例第６条

第３項の除外事項の内容とかかわってくる。ただし、ＢかＣかの区分けについて

は⑩の事項が加わるということが、事務局の大体の整理だったかと思います。

その上で、まず判断基準についてこういった基準でいいかどうかを議論いただ

きます。当初の予定では、資料２の市民参画手続を実施しなかったことの適否は、

後の条例の運用状況の評価の中で審議することにしていましたが、先ほど事務局

から一緒に説明があり、併せて行ったほうが時間的にスムーズかと思いますので、

ここで審議させていただきます。

それでは、まず資料１の判断基準につきまして、ご質問、ご意見等ございます

か。

【Ａ委員】

   資料１⑴の関心・影響について、「①特定の事業者等対象者が限定されるもの」

というのは、定性的な言い方であり、判断基準としては弱い感じがします。定量

的な基準を示すほうが分かりやすいのではないかと思います。

【会長】
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対象者の限定について、どのように考えるかということですが、事務局として

はいかがですか。

【事務局】

例えば、資料２の６番の明石市立知的障害者通所施設設置条例の一部改正とい

うような場合については、施設の利用希望者がある程度限定されることから該当

するのではないかと考えております。

【会長】

利害対象者というものはどの範囲で考えるかによって違ってきます。施設の利

用希望者がこれからも増える可能性があるという考え方もあります。

あるいは、明石市として知的障害者施設をどのように位置づけるかということ

だとすると、利用希望者だけでなく全市民にかかわる問題だという考え方もあり

得るのかなと思います。

そこで、恐らく具体的に基準を設けにくいのではないかと思いますが、例えば、

一定の施設の定員等に関する政策等が、必ずしも「対象者が限定されるもの」と

言えない場合があるという点については、今後検討いただければと思います。

【Ｂ委員】

資料１⑴の②について、「市民」とはどのように考えていますか。 

また、「特定の地域」について、明石市のまちづくりは小学校区単位でコミセ

ンを中心に進めていますが、その単位になるのか、又はもう少し大きい、若しく

はもう少し小さい単位となりますか。

【会長】

事務局お願いします。

【事務局】

一定の特定された地域の住民を想定していますが、施設などの状況によっては、

範囲がある程度変わる可能性があり、その都度判断が必要になるのではないかと

考えております。

【会長】

資料２の具体例では、②に該当する政策等は２５番だけですか。

【事務局】

はい、そうです。資料２の２５番は、財産区立会館である船上南会館を地元の

自治会に譲渡するための条例の一部改正であり、地域的に非常に限定された話で

あると判断しました。

【Ｂ委員】

確認ですが、市民と住民はイコールということですか。

【会長】

市民参画条例で言う「市民」は、市内で居住する者、市内で働き、若しくは学

ぶ者又は事業者等ということですね。

【事務局】
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はい、そうです。

【会長】

ここでも、それを指すということですね。

【事務局】

はい。

【会長】

そうすると、居住はしていないが、事業者や市内で学ぶ人が一定の地域の施設

を使っている場合があるということは想定できますので、その場合は市民という

括りで考えるということですね。

【事務局】

それが望ましいと思います。

【会長】

そうすると、特定の地域を更に具体化することは、現段階では難しいですね。

Ｂ委員が小学校区の例を挙げられていましたが、何か具体的なことを想定して

おられますか。

【Ｂ委員】

小学校区単位でも、私の住む校区であれば、昔からの自然が残っている町と片

方では開発が進んでいる町があります。広さももちろんありますが、それぞれの

地域で個別の悩みや問題があると思うので、括り方が難しいなと思います。

【会長】

そうすると、本当に特定の地域だけの問題と考えられる場合もあれば、必ずし

もそうではなく広がりのある問題と考えられる場合もあるので、問題ごとに違っ

てくるということになりますね。

【Ｃ委員】

  資料１⑴の「②特定の地域の市民にしか影響を及ぼさないもの」と、「③市の

財政に及ぼす影響が小さいもの」に関してですが、例えば厚生館については、特

定の地域に７つあります。館の運営については、各地域で、特定のメンバーが動

かしていますが、財政面ではかなり市が支出していると思います。市として財政

的に影響が大きいのか、小さいのかという判断がどれくらいの規模を考えている

のか、お聞きしたいのですが。

【会長】

現在、財政面についての定量的な基準は作っていませんか。

【事務局】

特に具体的な基準は作っておりません。

今のところ、資料１⑴の③については単独で適用することは少なく、他の理由

と合わせて使うものかなと考えております。

【会長】

財政に及ぼす影響が小さいという、それだけの理由で市民参画手続の実施の必
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要性が低いとなることは、多くはないだろうということですね。

それから、厚生館についてのご指摘がありましたが、先ほどの対象者の問題と

同じで、特定の地域の市民にのみ影響を及ぼすかどうかについても、意見が分か

れ得る場合があるので、基準を機械的に当てはめて市民参画の対象を過度に狭め

過ぎることがないように、慎重に判断したほうがいいということだと考えます。

【Ｄ委員】

資料１⑴の⑨は、条例第６条第３項第６号に当たり、「特に緊急を要するもの

で、市民参画手続を行う暇がないもの」となっています。資料２の中では、今の

ところ⑨に該当するものはないのですが、これについては、暇がないからもうや

めるというのか。それに変わる何らかの方法で市民参画を考えるというのか。そ

の辺りはどうですか。

【事務局】

資料１⑴の⑨については、条例第６条第３項と同様の考え方であり、緊急とい

うのは災害等を想定しています。そうした場合に、時間のあるときにもう一度や

り直すということは今のところ想定しておりません。

【Ｄ委員】

この基準によって、微妙なところで時間がないから手続を実施しないとなって

はいけないと思います。

【会長】

資料２に挙がっている案件で⑨に該当しそうなものはないように思います。た

だし、手続の実施に当たって、２週間前の事前の告知が間に合わなかったなどの

事例はありますので、そういった問題になるのではないかと思います。

【Ｂ委員】

「暇」というのは、言葉が適切でないと思います。

【会長】

これは「いとま」と読み、厳しいということであり、やってもやらなくてもい

いという趣旨ではないと思います。

【事務局】

条例の文言がこのようになっております。

【会長】

そうですね。

【Ｂ委員】

振り仮名を付けてはどうですか。

【会長】

確かに誤解を招くと困りますね。

【Ｅ委員】

判断の根拠を明確に示すこと自体が難しいのだと思います。例えば、財政への

影響と言っても幾ら以上と決めることはできませんし、緊急と言ってもどれくら
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いと決めることもできません。結局は、資料２にもあるようにＣの部分に該当す

るという判断が正しかったかどうかということを、推進会議等で後からよく精査

することが大事ではないかと思います。

判断基準が統一的で実質的な市民参画を進めるためだけに、純粋に使われれば

いいのですが、例えば「明石市市民参画条例の平成２４年度運用状況報告」に達

成度のパーセンテージが出ていますが、数字が悪いと具合が悪いので分母を小さ

くしようと、本来、市民参画を進めるべきものも最初に除外されてしまうという

ことでは駄目です。達成度が上がると市民参画度が下がるというパラドックスが

起こってしまっては本末転倒であり、そうならないために明確なラインは引けな

いけれども、後でよく精査するということが重要ではないかと思います。

【会長】

おっしゃるとおりだと思います。

【事務局】

資料２のような形で、市としてどう判断し手続を実施しなかったのかというこ

とを、毎年この推進会議にお示しして、評価いただければと考えております。

【Ｅ委員】

今回、どの項目に該当したから実施しなかったかということを示してもらいま

したので、今後もそうしてもらえれば精査しやすいと思います。

【会長】

この判断基準につきましては、実施しなくてもいいという基準であり、これに

該当すれば実施してはいけないということではないので、機械的に判断して実施

しない方向に動くことがないようにということと、事後的な推進会議による精査

が非常に重要になってくるということがポイントだったかと思います。

それでは、基準については、この内容でいくということで一旦確認いただいて

よろしいですか。

次に、資料２についての意見をお願いしたいと思います。

【Ｆ委員】

資料１について、⑴の図がＣ、Ｂ、Ａの順になっていますので、理解しにくい

気がします。

資料２について、例えば、３０番、３１番、３３番、３４番及び３５番は、医

療費を助成するものや料金を無料にするといったものです。これらは、当然、議

会でもって判断されるわけですが、市の財政に多大な影響があると判断できるも

のです。これを条例第６条第３項や判断基準に該当するという形で市民参画手続

を実施しないとすることは、少しおかしいのではないか。関心・影響という部分

と、内容という部分で矛盾があるのではないかと考えます。

金銭にかかわるものであっても、観覧料を無料にする、あるいは火葬場使用料

を上げるといったものは、やはり市民参画手続を実施すべきではなかろうかと思

います。
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【会長】

大変重要なご意見だと思います。この点についての考え方を事務局から説明願

います。

【事務局】

金銭の徴収に関する政策等に関しては、根拠となる条例で整理しておりまして、

例えば、乳幼児医療費の助成に関する条例については、市政全般にかかわるもの

であり、条例第６条第２項の対象事項に該当するが、第３項の除外事項にも該当

すると考えております。

同じ金銭の徴収でも、資料２の３１番の文化博物館条例や３４番の天文科学館

条例については、市政の基本的な事項を定める条例とまでは言えないので、対象

事項には該当せず、ＢかＣの区分となります。そして、金銭徴収に関する事項に

ついての内容ですので、除外事項に当てはまるのでＣというように整理しており

ます。

【会長】

そもそも市民参画手続を実施すべきだったのではないかという観点と、Ａの除

外とＣのどちらに位置づけるべきかという観点の２つあり得るのではないかと

思います。

Ｆ委員は、市民参画手続を実施したほうがよかったのではないかというご意見

でよろしいですか。

【Ｆ委員】

そうです。今回、資料１⑴の図でＢとＣの間の線を点線に変えていただいてお

ります。それは、ある程度の振幅があるということで、より市民に聞いたほうが

いいという考え方が出てくると思います。しかし、逆に行政サイドによって左右

されるということがあります。基準を具体的には決めにくいという話がありまし

たが、現実には、行政サイドの判断で決まってくるという要素が強いのではなか

ろうかと思います。あくまでも我々は市民参画の推進の部分で話をしていますの

で、そういう観点から評価すべきではなかろうかと思います。

【会長】

ほかの委員の皆様はいかがですか。

【副会長】

子ども施策の充実ということで、いろいろな施設の無料化が出ています。これ

は、子ども施策について別に何らかの決定があった上で、この個別の条例の改正

になっているのではないかと思います。だとすれば、もともと無料化しようと決

めた施策が市民参画手続の対象になるのではないかという気がします。この事例

の経緯が分かれば教えてください。

【会長】

事務局お願いします。

【事務局】
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市の大きな方針として、子ども、安全、地域の３つを市政運営の柱にしようと

いう大前提がございます。

そこで、予算につきましても、特に子ども、安全、地域については重点的に配

分し、様々な施策を実施していこうという中で、具体的な政策の一つとして、先

ほどの入館料の無料化などが出てきたものです。

予算の大きな編成につきましては、さまざまな場で要望を聞いたり、意見交換

をする中で決めております。

【会長】

基本的な方針として位置づけてはいたが、例えば文化博物館や天文科学館など

を無料にするという特定の文書を作って、その文書について市民参画手続を実施

したわけではないということですね。

確認ですが、金銭の徴収に関するものについて、条例や判断基準で除外事項に

なっていますが、除外することの趣旨はどのように整理されていますか。

【事務局】

条例第６条第３項で対象事項についての除外事項を定めています。そこに金銭

の徴収に関するものが挙がっていますが、これは地方自治法の直接請求制度にお

いても、地方税や分担金、使用料、手数料の徴収に関するものは対象外とされて

いることに準じたものです。同じ考え方に基づき、判断基準でも除外としており

ます。ただし、受益と負担の観点から必要性が認められる場合については、市民

参画手続の実施が必要だと考えています。

【会長】

どちらかと言えば、利用料の値上げや税金の値上げをするといったときに嫌が

る人が多いということを想定して作った規定ですかね。そうだとすると、逆に無

料にすると提案したときと同じ話なのかどうかは、議論があるところかなという

気がします。

今回は、金銭の徴収に関するものだから、同じ話として考えたということです

ね。

上がるか下がるかという問題については、今回は政策提案手続の例はありませ

んでしたが、もしこの手続のほうで「減免してほしい」という提案が出てきた場

合にも、それは重要なことで議論すべきだというのか、個別の利害に密着してい

るために議論しにくいというのか、両方の考え方があり得るかなと思います。

Ｆ委員は、上がる場合と下がる場合は違うというお考えですか。

【Ｆ委員】

はい。例えば、今、明石市は財政健全化ということで、いろいろな経費につい

て減らせるものは減らそうという議論をされています。その中には、長い歴史を

もって決まっている補助などがあり、いろいろと問題になっています。

だったら、当初の段階から責任を持ってこうあるべきだということを決めてお

き、過去にこういう形で決まったんですよ、市民も入れて決めたんですよという
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ことのほうが、将来においても変えやすく、やめやすく、やめるに当たって理由

が付くというふうに感じるわけです。

そういう意味では、市民参画手続を実施できるものであれば、実施すべきであ

ろうと思います。財政健全化に取り組んでいるわけですから、特に、お金に絡む

ものについては、実施すればいいのではなかろうかという判断です。

【会長】

問題の重要性などにかんがみると、やはり市民参画手続を実施したほうがいい

場合というのもあり得るのではないか、そのほうが市民の参加を得て決めたとい

うことで、将来的にも安定した施策が期待できるのではないかという趣旨のご意

見だったかと思います。

【Ｂ委員】

結局限られた予算をどう使うのかということですから、こちらを無料にすれば、

どこかを下げるか上げるということで、項目がどう変わるかだけの話です。

また、もう少しお金についてもオープンにする必要があると思います。財政健

全化にはできる範囲で応援、協力したいと思っていますが、「一方では無料にな

っているではないか、それなら高齢者のほうはどうなるのか」という話が恐らく

出てきますので、そのあたり何か考えていただけたらなと思います。

【会長】

私のほうから提案させていただきますが、この推進会議としては、金銭の徴収

に関するものについて、市民参画手続を実施しないということがあり得ることは

理解するが、例えば財政全体の問題として市民全体で議論する必要がある事柄も

あり得るのではないか。また、金銭にかかわるものは、およそ市民参画手続を実

施すべきではないと考えるべきではなくて、事柄の性質に応じて考えていくべき

ではないかというような意見を提言させていただければと思いますが、よろしい

ですか。

Ｆ委員もその線でよろしいですか。

【Ｆ委員】

はい。

【会長】

 それでは、資料１⑴の基準については了承したということ。ただし、硬直的に

適用すべきではないという意見が出ましたし、資料２についても今のような意見

が出たということで、この点についての審議を閉じさせていただきます。

次に、資料１⑵の市民参画条例に定める数値基準の例外のところで、適正と判

断できる理由と適正と判断できない理由について例を挙げていましたが、何かご

意見等ございませんか。

【Ｄ委員】

市民参画条例に定める各数値基準とありますが、これは審議会等の委員の男女

比や数、３０日以上の意見提出期間などの数値のことを指しているのでしょうか。
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ただ単に数値基準となっているので、全体としてよく分かりませんでした。どう

考えて、数値基準という表現になったのかを教えてください。

【事務局】

条例で定めています、審議会等における公募委員の数や意見公募手続における

意見提出期間などの数値基準ということで考えていただければと思います。

【会長】

委員公募については、何割という点もありますが、行うか行わないかという点

もあり、会議録の公開についても数値という言い方は無理がありますね。その点

は「等」ということに入っていて、具体的には資料１⑵の表にある項目について

の適否が問題になっているということかと思います。

問題意識としては、条例で基準が機械的に決められていますが、個別には例外

を認めざるを得ない場合があるのではないかということで、その例外は適正だっ

たかどうかということを判断しようという趣旨だったかと思います。

ほかにご質問、ご意見等ございませんか。

それでは、資料１⑵の基準の例外についても了承したということにさせていた

だきます。

次に、資料１⑶の審議会等に関する基準について、ご質問、ご意見等ございま

せんか。

それでは、市民参画手続の実施に関する判断基準については、基本的にこの資

料１に基づくものとすることにして、先ほどいろいろと出た意見につきましては、

私と事務局のほうで調整した上、各委員に確認をお願いすることにさせていただ

ければと思います。

⑵ 明石市市民参画条例の平成２４年度運用状況の評価について 

運用状況報告の修正について、資料３に基づき事務局から説明

【会長】

今の修正点は、委員名簿の公表についてですから、資料１の判断基準では裏面

に記載があります。名簿を公表することで判定に不都合が生じるかどうかがポイ

ントになり、その理由が明確かどうかということが、先ほど決めていただいた基

準です。今回の資料３では、地域密着型サービス運営委員会については担当課か

ら一応の理由が出てきましたが、第４回会議・資料３の９ページ以降の審議会等

については、現段階では理由は出ていないので、来年度以降は、判断基準に沿っ

て記載するように担当課にお願いするということかと思います。

また、これからの議論の中で、ここについてよく分からないという意見がござ

いましたら、それを指摘して、担当課に伝えるという形で進めさせていただけれ

ばと思います。

評価につきましては、基本的に第４回会議・資料２の全体的な評価方法に沿っ
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て進めさせていただきます。評価すべき内容としては４点に分かれておりまして、

１点目は、市民参画手続の実施状況について適切・有効であったかどうかの評価

です。基本的事項から各市民参画手法の項目に則しまして、第４回会議・資料３

に基づいて議論することになるかと思います。

２点目は、市民参画手続を実施しなかった政策等について、実施しなかったこ

とが適切であったかどうかの評価です。これは、先ほどある程度議論したと思い

ますので、もし言い忘れている点があれば追加していただき、それがなければ済

んだものとして扱わせていただきたいと思います。

３点目は政策提案手続についての評価で、４点目は今後改善すべき事項や新た

に取り組むべき事項についての意見です。この順番で進めさせていただきます。

それでは、市民参画手続の実施状況につきまして、第４回会議・資料３に基づ

き、先ほど決めていただいた判断基準、特に数値基準の例外等が問題になるかと

思いますが、それに当てはめて妥当かどうかについての評価を行っていきたいと

思います。幾つかに分けて議論を進めます。

まず、１ページの概要から４ページの総括表までになりますが、全体的な状況

について何かご意見はございますか。

１ページから２ページでは、先ほど分母、分子の話がありました基準の達成割

合が出ており、３ページから４ページでは、例えば複数の市民参画手法の併用が

なされなかった事例、意見公募手続については年度がずれただけですから問題は

ないのかなとは思いますが、そういった事例が出ています。

【副会長】

２ページの表を見たときに、平成２３年度に比べて２４年度のパーセンテージ

が減っているものについては、何か理由が分かるような形にしたほうがいいのか

なという気がしました。

【会長】

減っているものと言いますと。

【副会長】

目につくのは、共通の複数手法と意見公募の実施の項目です。

【会長】

この達成割合の分母、分子について、事務局として理由が適正かどうかという

点を評価し、反映したものではないですよね。

【事務局】

はい。

【会長】

複数手法については１３分の９で、３ページから４ページに未達成のものが４

点あります。先ほどの判断基準に照らして、「なるほどこれは併用しなくてもよ

かったんじゃないか」と判断すれば、数字の上では下がっているが、問題ではな

いということになるのかなと思います。むしろ、これらを基準に照らして、実質
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的にどう評価するかという問題ではないかなと思います。

何かご意見ございますか。「複数の手法で実施すべきだったのではないか」と

いう意見と、「実施すべきだったとまでは思わないが、理由をきちんと説明して

ください」という場合と、２つあり得ると思います。

それでは、４ページまでは特に意見はなかったということで進めさせていただ

きます。

次に、各市民参画手法について、５ページから８ページまでをご覧いただいて

ご意見ございますか。

【Ｆ委員】

意見公募手続について、より多くの意見が集まることが大前提だと思います。

形式的には完全に問題ないと思っていますが、応募しやすい形ということでは、

例えば公募の内容に関する資料の問題があると思います。市民が持っている情報

は、市の情報と比べると非常に少ないと思います。そうした場合に、より多くの

情報を提供していただかないと意見も出しにくいと思います。やはり、より多く

の意見が出るような形を作るためには、まず一番により詳しい情報を提供すると

いうことだと思います。

例を挙げますと、今、犯罪被害者等の支援に関する条例の改正について意見公

募がされています。この条例の前提として平成１６年にできた犯罪被害者等基本

法があります。条例の条文の中にそのようにだけ織り込んで、こういうことにつ

いて変えますよと記載しています。そうすると、自分で六法全書を引くなり、イ

ンターネットで調べないことには意見が出せないわけです。

また、被害者の視点や有識者の意見を参考として、条例の制定から２年経って

いますが変えましょうとなっています。しかし、我々市民はどういう意見が出て

いるのか分からないわけです。それに対して意見を言えということは、酷だと思

います。そうなると、やはり多くは意見を出せないということになります。意見

を求めているのであれば、市民がより分かる情報を出してもらいたいと要求した

いです。

【会長】

昨年度の会議でも、できるだけ市民に分かりやすく、意見を出しやすいように

という議論は出ており、むしろ市民には比較的分かりやすいように要約のような

資料を提供すべきという意見が多かったかと思います。しかし、今回は、場合に

よっては、むしろ情報が不足している点があるのではないかという指摘がなされ

たのではないかと思います。

どれぐらいの情報を出すべきかということは担当課に任せていますか。

【事務局】

はい。内容にもよりますので、どれぐらいということについては、特に示して

おりません。

【会長】
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私自身は今回のパブリックコメントについて、どのような情報が出ていたのか

確認しているわけではありませんが、事務局のほうで一度確認の上、今のような

指摘があったということを担当課に伝えていただき、他の課にも参考になるよう

な問題であれば情報を共有していただくことで、今後の各課の参考になるのでは

ないかと考えます。

そういう形でよろしいですか。

【Ｆ委員】

はい。

【会長】

ほかにご意見等ございませんか。

【Ｂ委員】

財政健全化についての意見交換会が、魚住の場合は１０月３１日にあります。

広報あかしや神戸新聞では開催日時のみ掲載されています。連合自治会の場に財

政健全化室の方が出てこられましたので、事前に資料を提供することや、どのよ

うな内容について意見交換するのかを知らせてほしいという話をしましたが、ホ

ームページに載っているので、ホームページを見てくださいということでした。

実際、私はパソコンを持っていませんので、コミセンでお願いして資料を印刷し

ました。せっかく意見を聞くのであれば、全体的な広報をもう少し丁寧にしてい

ただきたいなと思います。

特に、これからの明石にとっては一番大きな問題ですので、そういったことが

分かるように、せっかく意見交換会を開くのであれば、多くの人数が集まるよう

な方法をお願いしたいなと思います。

【会長】

今の点は、事務局よろしくお願いします。

【Ｄ委員】

市民参画手続マニュアルの４ページの公表の方法という中で、市長が必要と認

める方法の主なものとして、「市民センターや行政情報センター、所管部署など

での資料の配布又は閲覧があります。この場合、積極的かつ分かりやすい情報提

供の観点から、可能な限り資料の配布を行うものとします。」とあります。情報

の提供という形で言われていますが、自治基本条例では、自治の基本原則として

情報の共有がまずあって、市民参画、協働のまちづくりという３本柱となってい

ます。いろいろな面で市民は余り情報を持っておらず、行政はしっかりと持って

いると思いますので、情報の共有という観点から積極的に幅広く情報提供をして

いただくことをお願いしたいと思います。

【会長】

大変重要な意見ありがとうございました。情報の共有ということが一番大事な

理念だということを、改めて各課に徹底していただくことが重要ではないかと思

います。
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それから、資料の配布と閲覧について、使い分けや配布する場合に何部くらい

用意するかという運用の相場のようなものがありますか。

【事務局】

インターネットなどが使用できない方もいますので、資料を市民センターや行

政情報センターに置くように周知していますが、どこに何部ということまでは決

めておりません。

【会長】

確かに作り過ぎて、結果的に誰も取りに来ずに紙ごみを増やすということは望

ましくないだろうと思いますが、他方で、あまり安易にすべて閲覧だけにして、

「ホームページがあるからいいじゃないか」というわけにはいかないと思います

ので、そこのバランスですね。閲覧だけでは意見が言いにくいという現状も踏ま

えて、各課に検討いただくことになるかなと思います。

ほかにご意見等ございますか。

それでは５ページから８ページは今のような意見があったということにさせ

ていただきます。

次に、９ページ以降の審議会等につきましても、一応、審議事項としてよろし

いですね。９ページから１３ページまでの審議会等について、未達成ということ

で幾つか理由が挙がっていると思います。こちらの点について何かございますか。

【Ｃ委員】

先ほども少し申し上げましたが、厚生館については、非常に人権的に配慮しな

くてはならないデリケートな問題ではありますが、そのあり方について意見公募

したほうがいいのではないかと思います。厚生館の運営については、９ページの

１２番から１８番の運営委員会で審議されています。まちづくりには市民の力が

必要になりますし、市民の活発な意見も必要な時代になってきており、財政面か

らも市民が行政と一緒になって考えていかなくてはならない、せっぱ詰まった状

況だと思っています。そのような中で、厚生館がコミセンや自治会館のように、

公共的な施設であることは認知されていると思います。決して閉鎖的な施設では

なく、広く市民が利用しており、貸し館事業も行っている状況の中で、もっとま

ちづくりに参画していく、運営をどのように発展的にしていくかというときに、

運営委員は地域の方と市の職員となっており、一般市民には全く情報が出てこな

い状態です。

確かに保守的に守ることが必要な部分はあるのですが、市の立場に立てば、市

民の声として、これだけこのような意見が出ており、発展的にこのようにしてみ

たらどうですかと言えるためのバックボーンを意見公募によって作ったほうが

いいと思います。そうでないと、古い体質のままで、小手先は変えたとしても、

発展的な大規模な変革はできないと思います。

大切な施設ですので必要なのですが、財政面から考えても今後どういう形にし

ていくべきか。例えば、人権の問題に取り組むときに、７館を全部が全部置いて
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おかずに自治会館として利用して、明石駅前もきれいになりますので、それを機

会に加古川市や姫路市がやっているように人権のセンター的なものを作っておく

必要があると思います。今の世の中は、人権課題が本当に多種多様になっていま

すので、統括してしっかりと管理できる施設が今後必要だと思います。今の段階

では全くできていないと思っています。地道に自治会レベルで人権教育の推進な

どを行い、活発に啓発していただいていますが、やはり厚生館をどうするかとい

うことは、市も本気で考えていただきたいのです。非常にデリケートな問題だと

いうことは十分承知していますので、余計に意見公募手続を実施したほうがいい

という意見です。是非お考えください。

【会長】

確認ですが、厚生館の運営についても、例えば何らかの方針等をまとめた場合

には、市民参画手続の対象になることは十分あり得るというのが先ほどの議論だ

ったかと思いますので、その点を含めて検討いただければと思います。もちろん、

慎重に検討いただくのは言うまでもないことですが、将来のあり方を見据えた検

討も必要だということではないかと思います。

私も２点気になったことがあります。まず、９ページの２２番の文化財審議会

について、委員公募を行わない理由として「専門的な知識を要するため」とあり、

会議の公開を行わなかった理由として「個人所有財産の審議を行ったため」とあ

ります。理解できる部分もありますが、他方で、他市で景観行政を行っていると

きに、重要建造物の指定等については公募市民を入れた委員で行っており、議事

録の公表も可能な範囲で行っていると理解しています。文化財審議会でも、本当

にそれが必要なのかどうかという点は、再度ご検討いただければと思います。

次に、１０ページの３１番の交通安全対策会議ですが、委員の男女３割以上の

基準が未達成であり、その理由が「専門的知識を要するため、関係機関の長を選

任しているため」となっています。関係機関の長を選任することが必要だという

ことはこの会議の場合は分かるのですが、気になっているのは、委員公募の応募

者が男性７名、女性０名であり、その中から男性５名を選任しているということ

です。もし女性の方が多く応募していたとすれば基準を達成できた可能性もある

のではないかと思います。事柄は交通安全であり、男性の視点と女性の視点の両

方が重要な会議ではないかと思いますので、関係機関の長を選任する必要がある

ことは理解するが、むしろ委員公募のほうで、女性が関心を持って応募してくる

ような工夫が望まれるのではないかという意見を出させていただければと思い

ます。

ほかにご意見等ございますか。

【Ｅ委員】

１０ページの４４番の社会教育推進会議について、組織改正があったせいか、

前年度と事務局の担当課が違っていますが、会議の公開などの未達成理由として

条例に対する理解不足ということで、平成２３年度の報告書と同じことが書いて
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あります。市民参画手続マニュアルができたのはいつでしたか。これが行き渡っ

ていなかったためかとも思ったのですが、毎年同じ理由を書くことはどうかと思

いますので、周知徹底をお願いします。

【会長】

こういうことは１回は許されるが２回はどうかなと思いますね。是非よろしく

お願いします。

私ももう１点よろしいですか。１２ページの１０番のあかし男女共同参画プラ

ン推進懇話会と、１１番のあかし男女共同参画センター運営委員会について、公

募委員が女性のみになってしまい、男性が３割に達しなかったという事例ですね。

男女共同参画というものについて、女性が多いのであれば問題はないのか、やは

り男性も参加すべきなのかは私には直ちに判断できませんが、担当課には、本当

にそういう考え方でいいのかということを確認いただければと思います。

【Ｂ委員】

公募委員について、５つ以上兼任しては駄目ということがありますが、なぜ５

つなのか、根拠というのは何かあるのですか。

【事務局】

特に、法律や条例で決まっているわけではなく、やはり広く意見をお聞きした

いという観点から同じ方がいろいろな審議会に固定してしまうことを避けたい

という意味です。

また、６つも７つも８つもということになりますと、例えばこのような資料が

どんどん送られてくるという負担の面もありますので、そういった点から５つと

いう基準を要綱で決めております。

【Ｂ委員】

行政は他市との横並びということが得意ですが、例えば神戸市や加古川市では

そのような例はありますか。

【事務局】

現在、他市の状況は把握しておりません。

【会長】

他市の状況は簡単に調べられますか。

【事務局】

電話で聞けば確認できます。

【会長】

それでは調べていただくようお願いします。

ほかに、ご意見等ございますか。

それでは、今いただいたご意見の中で疑問等があるとしたものについては、事

務局から担当課に確認いただき、回答がもらえるものについてはもらっていただ

く、それを各委員で共有して、問題がなければ、そういう意見があったというこ

とだけを答申に盛り込むという線で進めさせていただければと思います。もし、
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それでもなお疑問がある場合は各委員と事務局のほうでお話しいただくという

手順で進めさせていただきたいと思います。

それでは、実施状況については以上とさせていただきます。

次に、市民参画手続を実施しなかった政策等についての適否ですが、これにつ

いては先ほど一応議論しましたので、もし何か忘れていた点があればお願いでき

ればと思います。

それでは、先ほどの議論だけということにさせていただきます。

次に、政策提案手続について、平成２４年度は実績なしということです。今後

盛り上げていくための提案などを何かいただければ、ありがたいのですが。昨年

度も実績がなく、「残念なことだ」という意見を出した記憶がございます。

事務局では、提案が出てこない理由について何か思い当たることはありますか。

【事務局】

市全体にかかわる内容についての提案ということで、条例第６条第２項の該当

事項に限られていることや２０名以上の連署という条件もあり、出しにくいので

はないかと考えております。

また、市民から何か要望等があれば、直接、担当課や市民相談課で対応してい

ることもあり、この政策提案にまで発展することが少ないのではないかと思って

おります。

【会長】

通常の広聴の形では意見が出されているが、この政策提案手続にのっとってい

るものが少ないということですね。他市でも同じような状況だという話は聞いて

おります。

広聴で寄せられた意見の数などを把握する仕組みはありますか。

【事務局】

あります。

【会長】

来年度以降で結構ですが、推進会議の所管ではありませんが、参考までに広聴

の場では何件ぐらいそういった提案が出ているのかという資料があると、全体の

状況を見る上で有益ではないかと思います。

それでは、特にご意見がなければよろしいですか。

次に、市民参画手続について今後改善すべき事項や新たに取り組むべき事項に

ついて何かご意見等はございますか。

【Ｆ委員】

明石市の政策についてもそうですが、より少数者、マイノリティーに対するい

ろいろな施策が出てきていると思います。それは、私の住んでる地域では共生と

いう言葉が使われていますが、お互いが助け合って生きるということだと思いま

す。

先ほどの判断基準の中でいろいろな限定がありました。その基準に該当すると
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いうことだけで、市民参画手続を実施しなくてもいいということになると、少数

者の意見を含めたものが我々市民に共有できないことになると思います。そうい

う面では、やはり実施できるものであれば実施して、皆が状況を知り合って、理

解できるようにする。予算が少ないことや、対象者が少数であること、特定の地

域であることを余り重く見ずに実施すべきであろうと思っています。そのことは

精神として入れてほしいです。

【副会長】

判断基準の関心・影響の「②特定の地域の市民にしか影響を及ぼさないもの」

の考え方として、財産区の事例もそうですが、地域内のことについて、その地域

の人だけで話し合いをする場がちゃんとあり、ほかの地域の人が関与するような

事柄ではなく、その地域の中でおさまるようなものと捉えるべきかと思います。

対象がその特定の地域の市民にしか係らないようなものという捉え方ではなく、

地域内のことでその地域の人たちだけで決められるものというような捉え方な

のかなと思います。

【会長】

大変重要な指摘だと思います。

【事務局】

地域の捉え方について、副会長が言われたように地域の中で完結するものは実

施しなくてもいいということのほかに、市民の大多数の意見により、多勢に無勢

ということで、逆の方向に進んでしまう可能性もありますので、その辺を危惧す

るところでもあります。

【会長】

難しい問題だと思います。マイノリティーの問題で、例えば、障害者について

の施策を実施するときに、障害者の方だけの問題だという捉え方は恐らく間違っ

ているのではないかと思います。やはり、市全体の施策にかかわる問題でもある

と思います。

他方で、例えば財政的に影響を与えるからということで、それ以外の方が否定

的な意見ばかりを述べてしまうという可能性もないとは言えないということが、

この問題の難しさではないかと思います。

この点、機械的に考えないことが大事なのではないかと思います。基準を機械

的に当てはめて、「一定の方々にのみ関係するものだから市民参画手続を実施し

ない」ということではなく、全員で議論する事項だと広がっていく事柄、必ずし

もそうではない事柄の両面があると思いますので、そこを考慮した上で検討して

いただければと思います。

それでは、以上を踏まえまして、評価報告書の内容につきまして、私と事務局

のほうで調整した上で、各委員に確認いただき、最終的に取りまとめをさせてい

ただければと思います。

今日は１２時までの予定でしたか。
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【事務局】

はい。

【会長】

お諮りしたいことがあります。冒頭に時間が足りないので、傍聴者の方のご意

見は受け付けないと申し上げましたが、予想外に議事が早く進みましたので、少

しだけ時間が残っております。もし異論がなければ、１人１分以内ということで

傍聴者の方のご意見を受け付けることにしたいと思いますが、よろしいですか。

それでは、傍聴の方で何かご意見等ございましたら、挙手していただいた上で、

まずお名前等を述べていただき、１人１分以内ということで、お願いできればと

思います。

特にございませんね。

それでは、本日の議事は終了したということで、進行を事務局にお返しします。

３ その他

【総務部長あいさつ】

熱心な議論ありがとうございました。

本日は、判断基準についてご審議いただきましたが、いろいろとご意見があり

ましたように、この基準が市民参画を狭めるためのものであってはいけないとい

うことは、気をつけていきたいと思っております。

また、基準を審議いただく中で、定量的に決められないのかというご意見もあ

りましたが、難しい問題でございまして、恐らく今後いろいろな事例について皆

さんにご検討いただく中で、少しずつ形が見えてくるものだろうと考えておりま

す。そういう中で、市民参画を進めるという観点から基準を運用していきたいと

思っております。

この会議を昨年、今年と開いていただき、条例の運用状況について定量的にパ

ーセントで評価していただきましたが、市民参画の本来あるべき姿について、ま

だ具体的には見えてきていない部分もあります。このような会議の中でいろいろ

と皆様方からご意見をいただくことを通じて、市民参画が一つずつ進んでいくだ

ろうと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

この度は本当にありがとうございました。

４ 閉会


