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第２回明石市市民参画推進会議 議事概要 

 

                   日時：2022 年 8 月 1 日（月）15:00～17:00 

                   場所：市役所本庁舎 806 会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 (１) 市民参画条例の主な見直し、改正の課題について 

  ※委員提出資料、委員提出資料２に基づき、委員より報告 

 

（松本委員） 

 この市民参画推進会議では、５年の空白を経て、私自身が代表者となった市民参画条例に

基づく政策提案が採用され、その際に挙げた４つの課題を解決するという市長の回答を得て

始まった。したがって、この会議は、制定から 10 年経った市民参画条例の抜本的な見直しを

行い、改めるべきところについて改正を提案することが最大の任務と思っている。残念なが

ら諮問でその趣旨が明記されていなかったため、改めて政策提案の趣旨について資料を配付

し、説明している。改正全般については諮問で触れられておらず、「ジェンダー平等の実現に

関する検討会」から提案された諮問①の３項目に限られたもの。その点で不十分なスタート

になっている。 

 他にどのような改正点があるのかについては、これからこの会議で議論をして絞り出して

いくことになるが、今回議論のたたき台として資料を提出し、市民参画条例の主な見直しに

ついて、６点提言している。 

 まず、この条例上、最大の欠陥の１つは、市議会が市民参画手続の実施対象機関として明

記されていないということである。これは昨年の工場緑地の条例を巡る異例の展開の中で、

明らかになったことである。自治基本条例は議会も遵守しなければならないことになってい

るが、市民参画条例は議会を縛る形になっていない。自治基本条例で、議会が市民参画手続

をしなければならないとなっているのに、具体的な実施条例ではそれが抜けている状態であ

る。したがって、まずこの点を改正することが、この会議の重要な課題だと思っている。ど

のような形で明記するかは、これから具体的な議論をする中で考えていけば良い。 

 ２つ目は、市民参画推進会議は、常設の機関として市長の諮問を超えて調査審議し、提言

できるということである。自治基本条例では、市民参画を市政運営の１丁目１番地に据えて

いる。市民参画をチェックする唯一のお目付け機関としての機能を果たすために、市長の諮

問を超えて調査審議や提言できる機関であることを明記する必要があると考える。 

 ３点目は、10 年間、条例に基づく市民参画手続のほとんどは、パブリックコメントつまり

意見公募手続という形で行われてきた。もちろん審議会等、説明会、意見交換会等も逐次行
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われているが、最も多用されているのはパブリックコメントである。 

 パブリックコメントは、自治基本条例、あるいは市民参画条例の施行よりずっと前から行

われており、そのやり方が条例施行後も続いている。これには問題が２つある。 

 一つ目は、パブリックコメントを行う時期である。事実上、計画や条例案が固まってしま

った、あるいは修正の余地が少ない段階になってから、パブリックコメントを行って意見を

聞いていることである。市民が出した意見はほとんど反映されないまま、聞き置くだけにな

ってしまっている実態がある。これでは市民参画にはならない。 

 二つ目は、せっかくの市民意見がぞんざいに扱われていることである。ほとんどのパブリ

ックコメントは、まとめて項目別に整理した上で、簡単な市の見解やコメントをつけてホー

ムページにアップされるにとどまっている。もっと丁寧に行わなければならない。優生保護

法被害者の救済条例に係るやり直し時のパブコメがモデルとなる。詳細に 200 人以上の一人

ひとりの意見を公表して、市の意見をつけていた。このような丁寧な扱い方が必要である。 

 ４点目は、審議会等メンバーの構成についてである。かねてから審議会等のメンバーは、

各種団体の代表者、学識経験者、そして公募委員という構成が多かった。それがあたかも全

市民を網羅した代表であると考えていたが、よく考えれば決して市民の代表ではない。近年、

市民の代表について様々な議論があり、その中で無作為抽出による委員選出の考え方が出て

きた。 

 これは、既に国の裁判員裁判制度で実績がある。選挙人名簿等から無作為で抽出した名簿

に基づき、裁判員を打診し、様々な事情で辞退もあるが、辞退されれば次の人に移していく

という形である。既に全国 100 を超える自治体がこの制度を導入している。明石でもぜひ、

導入したい。 

 ５点目は、審議会等における傍聴者の取り扱いである。単なる傍聴だけではなく、意見を

述べたり、発言をする機会をつくったりすること、あるいは市民から意見書の提出を認め、

傍聴に来られなくても、書面で審議に参加できるような道を開くべきだと考える。 

 ６点目は、現行の市民参画条例が、極めて短期間に安直につくり上げられた条例であるこ

とに問題がある。文言についても十分に精査されておらず、矛盾点や変な表現がいくつかあ

る。こうしたことを正すことも重要である。 

 加えて、今回諮問①として第 12 条の改正が提案されている。私からは先ほど申し上げた無

作為抽出市民のテーマに加え、同条の改正を要する問題について別資料で４点にわたって整

理している。 

 １点目は無作為抽出市民の枠を委員構成において確保することである。 

 ２点目は、審議会等委員には当該審議事項についての知識や経験を有する適切な人材を選

任するということである。審議会等の委員は、審議事項について強い関心や意見を持ち、実

践している者又は当事者でなければ具体的な審議内容に関わることができない。例えば公募

委員は、自ら志願し、作文を提出し審査されている。つまり、この問題についてどれだけの

関心と意見を持っているかチェックされた上で選ばれている。 
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 しかし、残念ながらそれ以外の委員は、そうではない。当該審議事項についての知識や経

験を有する適切な人材を選任するということを、委員の選出基準に明記すべきである。 

 ３点目は、現行条例の表記が不具合又は不適切な部分の修正に関わる事項である。第 12条

の委員の選出基準で、例えば年齢や居住地域の構成というのは、限られた人数の中で配慮す

るのが難しい。せいぜい世代の構成程度に留めるべきである。 

 あるいは、委員の「在職期間」や「兼職状況」という表現があるが、これは「在任期間」

「兼任の状況」の間違いではないか。審議会等の委員が果たして「職」という扱いになるの

か疑問である。その他、いくつかの論点を明記している。 

 ４点目は、多様な市民又は 10 人に１人は障害者委員を選ぶという諮問①に関する内容につ

いてである。社会的に脆弱な立場にある人は必ずしも障害者だけに限らないということは、

前回会議でも述べた。まずはその代表として障害者を入れることについて反論するわけでは

ないが、社会的に脆弱な立場にある人を包摂し、市民参画できる仕組みを委員の選考又はそ

れ以外の条項の中で位置づけておく必要がある。 

 以上を踏まえ、第 12 条の改正案を５番目に示している。 

 

（田端会長） 

 様々な意見があると思うが、時間が限られている中で、まずは諮問①について議論したい。

もちろん、この条例そのものを常に見直さなければいけないこと、その際には行政や議会だ

けでなく、市民の意見も入るべきだということについても、非常に良い意見だと思っている。

そして、市民が意見を出す場としてこの市民参画推進会議があるということを、座長として

は改めて感じているところである。 

 松本委員の意見をこの議論に反映するには、一から資料の精査等をする必要があり、時間

がかかる。まずは諮問①について、しっかりと意見を聞いて答申を出したい。それをしなけ

れば、この会議が、条例改正などについて提言できる審議会であることを証明できない。 

 もちろん松本委員の意見については、非常に興味深く思っている。例えば無作為抽出での

委員の採用は、東京の一部自治体などでも採用されている。それが市民意見としてどう活か

されるべきなのか、公募制や充て職とどのように影響力が違うのかなど、政策科学的にも価

値があると感じている。時間があれば、そういう議論をやってみたい。 

 先ほどパブリックコメントの話もあったが、行政手続の改善点や市民意見が十分反映され

る方法については、諮問②の議論の中で考えたい。 

 ただ、後半の第 12 条改正に関する部分で、例えば多様な委員構成の表現や文言の問題につ

いてはここで議論すべきだと思う。つまり諮問①の３点にお答えする中で議論すべきものと、

その後に諮問②において検討する部分を分けて進めたい。 
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（松本委員） 

 まず諮問①を優先して進めることについては、ある程度了解せざるを得ない。ただ、第 12

条の改正に関わる部分に関しては、男女比率、障害者の参画、多様な委員構成といった表現

をどのようにするかによって、条例の構成や文言が変わってくる。 

 諮問に係る内容のみ急いで答申してしまうと、早ければ１～２ヶ月後にもう一度、第 12条

の改正案を答申することになりかねない。これではこの審議会としては甚だ不細工である。 

 したがって、諮問①を優先して審議することは良いとしても、第 12 条改正に関わる部分に

ついては、一緒に審議したうえで結論を出さないと、審議会としては恥ずかしい答申になり

かねない。 

 

（田端会長） 

 今回の諮問①は、３点に絞られており、まずそこに関わる審議の中でご意見を賜りたい。

例えば、先ほどの無作為抽出市民の問題や、知識、経験、技術に基づく委員の選出、実際に

どれぐらいの数の委員会で女性の割合が３割を超えているのか、あるいは障害者がどの会議

に入っているのか、こういったことを議論しようと思えば事前に調査調整が必要である。 

 したがって、まず諮問①に関わることについて議論する。特に多様性の表現はいろいろな

捉え方があると感じているので、そこは議論をしたい。 

 

 (２) 諮問①に対する答申について 

  ※資料３に基づき、事務局より報告 

 

（田端会長） 

 前回会議の様々なご意見が、ある程度反映されていると思う。例えば、男女比がなぜ５割

でないのかという意見について、４割に設定する理由も記載されており、多様性の問題につ

いても、５ページにしっかり記載されている。 

 

（正木委員） 

 女性の参画が SDGｓでも叫ばれており、国の計画でも、審議会等においてまず４割と言わ

れている。この世の中、男女比率がほぼ半々なのになかなか女性割合が３割に到達していな

いのが現状ではあるが、明石市では３割という目標を掲げ、かなり近い状況になってきてい

る。国の計画や現時点の男女比率を考慮し、４割以上という目標設定でぜひ進めて欲しい。 

 また男女比率は５割だが、実際には男女だけではなく、いろいろな性の人がいる。性の多

様性にも配慮するという意味合いからも、５割よりも４割の方が望ましい。 

 障害者については、なかなか審議会等に参画できていない現状がある。障害者は全体の１

割ぐらいいるが、現実に参画できる人はもっと少ない。障害者の負担が大きくなるかもしれ

ないが、インクルーシブの視点から、10 人に１人以上という目標設定でお願いしたい。 
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（藤本委員） 

 この会議に出席するようになってから、審議会等の男女比率や障害者の参加状況などをチ

ェックしている。やはり、男性の会長が出席している審議会等が多い。 

 市内の小学校28校のうちPTA活動をしている小学校が27校ある。会長の男女別の内訳は、

男性 15 人、女性 12 人であり、女性の比率は 44%である。中学校では現在実働している PTA

が 10 校あり、会長の男女比率は５人ずつである。 

 自分が住んでいる王子小学校区に関しては、PTA 会長は平成 26 年からずっと女性である。

役員もほとんどが女性。18 ある連合自治会については、女性の会長が５名おり、大体 36%が

女性である。男女両方の意見も聞くことができるし、その中には障害がある人もいる。この

ように、下部組織ではかなりジェンダーの意識が浸透していると思う。しかし、これまで様々

な審議会等に参加したが、大きな団体の長はほとんどが男性で、女性の長はほとんどいない

のが現状である。 

 とは言えこれまで持っていた、男性が会長で女性が副会長という認識について、時代も変

わってきている。自分自身も意識を持ちたいと考えている。 

 

（田端会長） 

 地域における男女比率の観点からお話しいただいた。 

 午前中、他市の男女共同参画推進会議に出ており、その中で藤本委員と同じような立場の

委員が今 SOS を出していると言われていた。女性に参画してもらわないと、地域がもたない

という趣旨である。「女性が会長や役員になるような後押しを市にしてほしい」という意見が

出ていた。おそらく今地域では、人口減少社会の中で、今までの男性の参画だけではとても

回らなくなっているのだと思う。 

 

（飯塚委員） 

 障害者を委員にすることについてだが、明石市に限らないが、これまでは当事者の意見が

一方的な要望としてだけ捉えられてしまうなど、当事者意見を行政がうまく活用する方法が

少なかったのではないだろうか。 

 ここ何年かは、意見交換として当事者の思いを行政に伝える場も増えてきている。行政も

少しずつ理解していただいていると感じるが、当事者の意見の汲み取り方や、聞き取った後

の具体化についてうまく進めていただければと思う。 

 

（坂口委員） 

 ボランティアをしている７割から８割が女性である。障害のある人、高齢者や子どもなど

弱い立場の方に対して、何かお手伝いができたらという思いでボランティアしているが、男

性が少ない。男性にもっとボランティアに参加して欲しい。 
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（田端会長） 

 藤本委員、地域からもぜひ男性にボランティアを働きかけて欲しい。 

 

（堂本委員） 

 消費者協会の活動をしている。県単位で活動をしているが、元々の母体が婦人会であった

こともあり、メンバーはほぼ女性であり、男性は現在５人ぐらいである。男性がメンバーに

なる際には戸惑うこともあったが、男性がいることで、行き詰った時に女性ではなかなか出

せない解決方法を提案いただけるなど助かることも多かった。もっと男性の会員を増やした

いと思っているが、なかなか増えていないのが現実である。 

 また、私は 30 年ほど民生委員をしている。当初は、民生委員はほとんど男性であった。ま

ち協以上に男性社会だったと感じる。しかし、地域福祉やボランティアは女性が得意な部分

であり、部会長など様々な役職に優秀な女性に就いていただいた。当時、連合自治会では会

長も副会長も男性がほとんどであったが、私は意識して女性に声をかけてきた。キャリア、

人柄、そして前向きに取り組んでくださる方、そういう観点から、皆で相談しながら選んで

いる。まだまだまち協も男性社会と感じる。「ジェンダー」という言葉だけが独り歩きするよ

り、様々なところで日々の生活の中に入ってくるのが理想だと思う。 

 

（田端会長） 

 最初に議論をした際は４割も難しいという話をしたが、地域や社会では女性が４割を超え

ている分野も多くあり、４割をカバーできるだけの人材基盤があるというお話しであった。 

 

（大黒委員） 

 大学ではジェンダーの授業が多い。本学学生の男女割合も１対１に近く、男性だから女性

だからという意識は特になく、自身では問題ないように感じる。授業では、日本や世界の取

組について学ぶことも多い。諸外国に比べ日本は多様性について遅れているという内容の講

義を聞いたりしている。今回の答申案については、正木委員から話があった「５割では逆に

多様性を無視している」という考え方について関心を持ち、面白いと感じた。 

 

（田端会長） 

 ４割への賛成という意見であった。多様性の問題を重視することは、様々な意見が出てく

ることにつながる。それが組織としての競争力や持続力、いわゆる強靭性が強化される可能

性につながるということは、ビジネス界でも謳われている。地域活動でも同じことが言える

と思う。 

 

（小田委員） 

 条例の中に「何割入れなさい」とわざわざ記載しなければいけないということについて、
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改めて考えさせられた。障害者枠や男女割合などのラインがあること自体には、正直しっく

りきていない。一人ひとりの人間力が評価されて、人が集まり、議論できるのが理想だと思

う。 

 

（田端会長） 

 ３割の目標設定をして、ようやく３割に達していっているというのが現状であり、まずは

数字を上げざるを得ないところがあるが、将来的には自然と多様な人が集まるようになるべ

き。法令は常に見直す必要があり、そういう見直しがされることを願っている。 

 

（松本委員） 

 男女別の数はいずれもが委員総数の４割という話は、ジェンダーバランスの問題である。

当然、男性が３割を下回る場合も改善しなければいけない。先ほど PTA の話があったが、女

性が圧倒的に多かった時期もあった。また、男女共同参画センターについては、実際は女性

センターのような形で運営されていた。ジェンダーバランスを意識できていないことも多い。

この会議の課題というよりも、ジェンダー平等の条例を制定する際にフォローすべき課題で

ある。 

 ２点目は、障害者の参画に係る表記についてである。資料３の条例改正案では、「委員 10

人ごとに 1 人以上は障害者の委員」と書かれている。一方第２号では「男女の数はいずれも

が委員総数４割を下回らないようにする」となっている。一方は「４割を下回らない」、もう

一方は「10 人ごとに１人以上」と表記が違うのは整合性を欠いている。私の提案している「障

害を持つ委員の数は、委員総数の１割を下回らないようにすること」とする方が妥当ではな

いか。 

 ３点目は、多様性についてである。条例改正案の第３号に「多様性に配慮した」という言

葉があるが、安直である。委員提出資料２の４項目めで「多様な委員の構成と社会的に脆弱

な立場にある人は障害者だけに限らない」と触れているが、多くの審議会等は 10 人前後であ

る。20 人を超え、30 人、40 人といった審議会等はほとんどなく、その中で障害者を１割と

すると、他の多様性を盛り込むのは大変難しい。条例第 12 条に多様性の表現を入れることは

反対ではないが、条文に書き込んだら終わりではない。条例の中には多様な市民参画の仕組

みがある。それぞれの市民参画手続で、多様性に配慮されなければならない。例えば、意見

交換会や説明会で、障害者はもちろん他の多様な人たちが参加できるような配慮は、これま

であまりなかったと思う。障害者が参加できる体制や、その他配慮が必要な脆弱な立場にあ

る市民が参加するための呼びかけもないように感じる。例えば、手話通訳や要約筆記を配置

するなど、多くの多様な人たちが参加できるように配慮した運営、呼びかけをするべきであ

る。むしろその方が、より市民参画を保障する機会が増えるのではないか。10 人程度の審議

会等委員に選出するよりも、良い効果があると思う。 
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（田端会長） 

 ４割というのは、ジェンダーバランスを図るという解釈でよいか。 

 

（正木委員） 

 結構である。 

 

（田端会長） 

 男女比率は「４割」、障害者は「10 人に１人」という表現が統一性を欠くのではないかと

いう点についてはどうか。 

 

（事務局 森課長） 

 松本委員のおっしゃる通り「１割」という表現の方が条例上の統一性があるが、実際にこ

れを運用に当てはめると、「１割」と「10 人ごとに１人」では、違いが生じる。 

 例えば 11 人の委員構成であった場合、「１割」であれば２人選任する必要があるのに対し

て、「10 人ごとに１人」であれば１人となる。当然「以上」であるため、２人以上選任する

ことを否定するものではないが、努力義務とはいえ、行政としてしっかり障害者の参画を進

めていくという思いの中で、「１割」ではなく「10 人ごとに１人」としている。 

 

（松本委員） 

 今の説明はおかしい。片方では切り捨て、片方では切り上げしている。12 人だったら２人

になるようなことはない。１割を下回らないというのは、全体の委員が 15 人の場合でも、最

低１人は入れるという意味になるはずだ。言葉の使い方を間違えているのではないか。 

 

（事務局 森課長） 

 １割は 10%であり、仮に 11 人に１人だと 10%を下回ってしまう。そのため「１割を下回ら

ない」という表現だと２人必要になるということである。 

 

（田端会長） 

 今の説明は条例の逐条解説に記載してほしい。同じような疑問を持つ方もいるだろう。森

課長の説明のとおり、「以上」なので必ず１人でなければならない訳でもない。しっかりと逐

条解説に書いた方がいい。 

 

（正木委員） 

 11 人の審議会等の場合１割は「1.1」となり、人数にすると２人以上にしなければならな

い。また、10 人未満の審議会等、例えば４人の場合でも、１割にすると必ず１人入れなけれ

ばいけない。それは現実的ではないということで、このような表現になっている。あとは多
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様性を加味するという点で、多様な構成になるようにというところで配慮していく。 

 

（大黒委員） 

 前回会議の際に、10 人以下の場合にも１人は入れるべきという意見を出したが、確かに４

人に１人となると、かなり難しいと思う。現実的な落としどころとして、10 人ごとに１人以

上という表現のままでいいと、今は考えている。 

 

（田端会長） 

 逐条解説の中で、多様性に配慮する旨はしっかり入れ、10 人未満であれば障害者の数を考

慮しなくてよいという趣旨でないことへの説明は必要である。 

 多様性という表現について、審議会等委員と意見交換会への参加の違いは大きいと思って

いる。審議会等というのは議論をして、一定の方向性を出さなければいけない。その時には

落としどころを探らなければいけない。一方で意見交換会は意見を出す場であり、自由な意

見で、落としどころはあまり考えなくても良い。そういう意味では、私はこの多様性につい

ての条文はいわゆる空条文ではなく、しっかりとした内容だと思う。 

 さらに、多様性の表現については、答申内容（案）にあるとおり、ジェンダーや障害者、

だけではないとしっかり謳われている。「ジェンダーバランスの向上や障害者の参画など個別

の属性に係る審議会等委員への参画について議論しましたが、多様性の尊重を謳うにはまだ

まだ十分とは言えません。さらに…」という表現になっている。このような表現で答申をま

とめたいが、いかがか。 

 

（松本委員） 

 審議会等と意見交換会は、おっしゃる通り全く違う。だが、10 人程度の審議会等の委員の

構成の中で、多様な分野の人を入れることは、実質的には困難なケースが多い。20 人、30 人

の審議会等ならばそれなりのことができても、限られた人数の中ではなかなか反映しづらい。

そうすると、提案されている諮問が達成できない。審議会等の委員になることだけが市民参

画ではなく、市民参画の手続については、いくつものプロセスや方法が条例上網羅されてい

る。条例全体の中でそれを反映していくという視点が諮問には欠けており、１行条文を加え

て片付けてしまうような安直な姿勢が見えてしまっている。 

 市民参画条例には社会的に脆弱な立場にある市民に対する合理的な配慮規定がないが、制

定から長く経ったこの条例に、近年顕在化してきたインクルーシブな考え方が記載されてい

ないのは当然である。であれば、審議会等委員の選考基準だけでなく、条例全体の中にそれ

を反映させるべきである。ジェンダー平等実現の提言に関する項目を、第 12 条の基準の流れ

で取り繕おうとしている姿勢が見えすぎている。そうではなく、この答申案としてまとめて

いただいたことについて、市民参画全体の中に波及させるような姿勢が必要だと考える。そ

の議論をしていただきたい。 
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（田端会長） 

 記載内容には反対ではないという理解で良いか。他の市民参画手続における多様性の配慮

については、他の委員も反対しているわけではないと思う。 

 意見が出尽くしたのであれば、この答申案で全委員の了解をいただいたものとして進めて

いく。 

 

（松本委員） 

 答申案は、私が第 12 条関連で見直す課題に挙げた部分について全く考慮されてない。例え

ば、委員の年齢や居住地域の構成について、配慮しているのか甚だ疑問である。もちろん、

幅広い世代構成等についての配慮は必要だと思うが、年齢や居住地域の構成までバランスを

取るほどの余地はないだろうと思う。 

 もう１つは「在職」や「兼職」という表現。審議会等の委員は規則で定められている。よ

って、職業ではない。だから、「在任した期間」や「兼任している状況」という表現の方がよ

り適切ではないか。私も言葉にこだわる仕事をしてきたから、表現については気になる。 

 それから、「男女の比率等に配慮して」という話は、第１号にも第２号にも出てくる。同じ

内容を２ヶ所で規定する必要はない。第１号中「男女の比率等に配慮」という表現は不要。

男女の基準については、具体的に第２号で記載しており、中途半端な表現はない方が良い。 

 最後に、これまでの委員の選任に際しては、学識経験者はその当該審議事項に対する知見

をお持ちの方を選んでいるのだと思うが、その他委員を選ぶ際は、当該審議事項についての

知識や経験、強い関心を持つ人材を選任することが不可欠だと思う。各種団体については、

充て職としてほとんど代表者が担っている。だから１人の代表者が、10 年ぐらいの間に 10

を超える審議会等の委員を経験する事態になる。そうではなくて、副会長やその他役員の中

からテーマに適切な人を選出するという形を当たり前の方法とするべきだと思う。そういう

意味で、「幅広い分野」でなく、「当該審議事項についての知識又は経験を有する者、市内に

おいて審議事項に関する活動又は事業を行う者、審議事項の対象となる当事者、審議事項の

その他関係者、及び公募市民等」という、もっと具体的に適切な人材を明記する方がいい。 

 

（田端会長） 

 まず、在職の「職」という表現について、問題はないか。 

 

（事務局 森課長） 

 法令用語で特に「在職」と「在任」の特別な使い分けは確認できない。その上で、「在職」

とはある職務についていることであり、「在任」とはある任務についていることである。つま

り、職務と任務の違いということになってくる。「職務」は担当している仕事を意味し、「任

務」は責任を持って果たすべき務めという内容面が加味されるようである。 

 なお、市民参画推進会議は条例で設置された会議であり、地方自治法に規定されている附
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属機関である。その委員は、地方公務員法上の特別職の公務員となる。したがって、この会

議にいる全委員が、特別職の公務員という職に就かれていることになる。 

 一方、法律や全国での条例を見ると、公務員についての定めが多いこともあるが、例えば

全国の条例で「在職」は 15 万件近く例があるのに対して、「在任」は 8000 件強と、圧倒的に

「在職」の方が多い。そのあたりも考慮して、「在職」という用語を使用しているのかもしれ

ない。ただし、どちらかが明らかに誤っているというものではないと考えている。 

 

（田端会長） 

 居住地の構成と年齢のバランスをとるのは難しいということについて、第 12 条第１項第１

号では全体的なバランスをとるべきだと書かれているのだと思う。その例示として、男女の

ことも書かれている。したがって、第１号と第２号が同じことだとは思わないが、これは審

議会としての提案であり、最終的には議会で審議されるという理解である。ご意見があった

ことは載せる。 

 それから審議会等の意見を活発化するためには、関心のある方や関わりのある方を選任す

べきというのは確かに必要だと思うが、既にそれらも考慮し、委員を選任していると思う。

逆に、具体的に決めすぎると、いわゆる利害関係者ばかりが集まる心配もある。そうなると、

市民の多様な意見が得にくいのではないかと思う。 

 それから、充て職については、おそらく組織内で相談していると思う。会長とは限らない。

会長が出る１つの理由というのは、ある種、中立的な方を出しやすいからではないか。 

 例えば、市長が自治会連合会の中で「この人は気に入らん。言うことを聞くこの人を入れ

る。」となった方が遥かに恣意的に運用されてしまうと思う。なぜ会長が出てくるのかといっ

たら、逆にそのような懸念がなくなるからかもしれない。これはあくまでも個人の意見であ

る。そういうことを考えると、あまり決め過ぎると、むしろ身動きが取れなくなってしまう

という懸念は持っている。 

 ただ、先ほど言ったようにこの会議では条例を「こういう条文にしなさい」ということは

提案せず、あくまでも答申案に書かれている内容で、この条例改正案は参考例ということに

なる。 

 

（松本委員） 

 条例の文言を答申するわけではないということは同感である。それは市で考えるべき。し

かし、現実として出てしまっているからおかしいと思っている。 

 委員提出資料２の２項目めに、「当該審議事項に知識や関心を持ち、当該団体の役員等を選

任するように努めるべきである」としているが、利害関係者ばかりになるというのは言い過

ぎである。その団体の中で、最もその当該審議事項に関心や知識を持っている、ふさわしい

人が出てくればいい。現実にそういう選び方をしてないのだから、そういう選び方に努める

べきであるということは、答申としては出すべきだし、市はどのようにそれを運用していく
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かを考えるべきである。 

 

（田端会長） 

 答申案と別に意見として載せる。 

 

（藤本委員） 

 まち協の会長をしているが、ジェンダーという言葉がもう巷では当たり前になっている。

例えば、祭りの運営などは今までほとんど男性で行っていたが、最近は女性がいないとでき

ない。一方で、明石市内には布団太鼓があり、その乗り子はほとんど女性である。そういう

点から見ると、このジェンダー平等の概念はかなり市民に浸透してきたと感じている。少子

高齢社会でもあり、男性ばかりでは物事が進まなくなり、女性の参画が非常に多くなってい

る。良いことだと思う。改めてジェンダー平等と言わずとも、地域レベルではかなり浸透し

てきていると思う。 

 

（田端会長） 

 ジェンダーという用語は、元々は社会学用語だったが、最近は一般的にも使われている。 

 先ほど大黒委員からお話しがあったが、大学の授業でもジェンダー論があるぐらい一般的

に使われている。 

 

（小田委員） 

 先ほど堂本委員と坂口委員からお話があったが、地域やボランティアについては女性がほ

とんど実働している。民生委員も大多数が男性の時代から、今ではほとんどが女性になった。

望海地区の民生委員をしているが、42 名のうち男性は３名だけである。藤本委員からお話が

あったように、お祭りでも男性だけが神輿を触ったらいいというような時代ではなく、やり

たい女性がいたらやればいいし、やらなくてもいいし、それぞれの自由意思で、より良く世

の中が動いていけばいいと思う。この会議にも、学生や障害のある方など多種多様な方がお

られ、これだけでもすごいことだと感じる。 

 

（松本委員） 

 ジェンダー平等が浸透しているという話に違和感がある。政治や経済など社会を動かす仕

組みの中に女性がきちんと位置づけられてないことが大きな問題になっており、ジェンダー

平等が急がれていると認識している。今回の話は、市民が市政に直接参画するための手続に

女性や障害者が関わるということであって、地域の祭りや日常の暮らしの中での話は、一緒

にしてはいけないと思う。 
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（正木委員） 

 ジェンダー平等、女性の活躍については、まずは様々なところで女性の参画が進んでいく

ことが重要である。例えば民生委員や人権擁護委員は女性の方が多くなっていて、しかも８

割から９割になってきている。これはこれで問題がある。女性だけで構成するのも良くなく、

やはりクリティカルマスとして３割はいないといけない。 

 今大きな問題になっているのが、意思決定過程における女性の参画である。これがなかな

か進んでいない。さらに言えば、上場企業の役員、政治家、学者等は女性の割合が少ない。

今議論になっている審議会等は、意思決定過程の問題である。 

 意思決定過程における女性の参画を進めるためには、環境整備が必要である。環境を整え

ながら、意思決定過程に女性が参画していくことが重要である。 

 

（田端会長） 

 繰り返すが、様々な場面で女性の参画を増やさなければならないというのが大前提である。

その中で１番遅れているのが、正木委員からお話があったように政策決定過程の部分である。

スペインは政治家の女性割合５割であり、それに比べるとまだまだ課題は残っているという

ことは十分認識している。 

 ただ一方で、そういった方々を育てていく場面として地域活動やテーマ型のボランティア

活動がある。これらに参加されている方がリーダーになっていき、政策決定過程にどんどん

入っていくことが望ましい。そうすることで小田委員からあったような多様性が当たり前に

なっている社会を目指していきたい。 

 今日は本当に有意義なご意見をいただいた。まず、すべて答申案の通りとさせていただい

て、意見の中で指摘のあった課題は、答申の参考として明記することとする。 

 

（松本委員） 

 諮問①について、資料の内容で答申することは了解する。しかし、最終的には第 12 条の条

例改正案という形で、議会に提案されることになる。そのときに、私が提案している「無作

為抽出市民を入れる」という議論などは同条の改正に直結する話である。これは簡単に数日

で結論が出る話ではない。時間がかかる。答申すれば第 12 条改正の議論が完結したというこ

とでなく、再改正を答申することもあり得るという前提で進めることができるのか。 

 

（田端会長） 

 第 12 条に限らず、今実際に進めている状況を見て、問題点があれば改正していくべき。例

えば「多様性の文言はもっと広く捉えるべきでは」という意見も含めて審議しなければいけ

ない。ぜひ常設的にこういった議論ができればと思っている。 

 これは会長としての意見だが、今回の答申により第 12 条の改正がなされても、これで同条

が二度と改正されないわけではない。法律や条例は時代の変遷に従って常に見直す必要があ
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る。その役割の最前線にこの審議会がある。したがって、再改正を答申することもあり得る

と認識いただいて結構である。 

 

（松本委員） 

 資料３の最後のページに条例改正案の提案まで入っている。条例改正の提案まで答申の中

に入れるのはおかしい。こんなのは市が勝手に責任をもって考えれば良い。審議会が改正条

文まで答申することは少ないと思う。 

 

（事務局 高橋局長） 

 冒頭、森課長から説明のあった通り、条例改正案はあくまでイメージである。答申は条例

改正案の前までであり、その内容を踏まえ、市で条例改正に係る様々な手続を経て、議案と

して上程する。したがって、松本委員のご意見のとおり、答申には条例改正案は含まれない。 

 

（弘本副会長） 

 現状ではテーマごとに議論が紹介されている。これは必要だが、それに加えて全体を通し

た総括的な意見をつけると良い。委員から様々な意見が出ており、それを踏まえて答申案で

は、環境整備や仕組みづくりの必要性や、基準がしっかり運用されているのかフォローする

ことが書かれていることが重要である。あと、市民参画を担保する方法についても大きな議

論となった。これらは全体に関わる話である。テーマごとにぶつ切りにすると意見の大筋が

見えなくなるところが出てきてしまう。だから全体に対する意見として、まとめておいて欲

しい。 

 

（田端会長） 

 答申書のイメージが少し固まったと思う。答申書案の加筆修正は事務局へお任せする。答

申内容についてご了解いただいたということで、ひとつ荷を下ろした気持ちになっている。

感謝申し上げる。 

 

 (３) 市民参画手続の実施状況について 

 (４) 答申に対する対応状況について 

 

（田端会長） 

 審議の時間までは取れないが、まず簡単に説明いただき、次回以降に審議をしたい。 

 

  ※資料１～資料１－３に基づき、事務局より報告（資料１－４、資料２は説明未） 
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（田端会長） 

 今後これらについて評価していくわけだが、先ほどの説明のポイントは、手続が適切に実

施されているのかということである。本日は、条例に定めたものの実施しなかった事例を中

心に説明いただいた。このあたりについて、次回以降ご意見を承りたい。 

 

 (５) 今後のスケジュール 

  ※資料４に基づき、事務局より報告 

 

（田端会長） 

 過去、条例どおり市民参画手続が実施できていなかったケースがある。これらのケースで

市民参画手続を行わなかった理由が適当かどうか次回会議で議論することになる。その観点

で、資料に目を通しておいてほしい。次回会議での議論をなるべくコンパクトにやっていき

たい。そうでないと本質的な議論ができず、質問だけになってしまう。 

 

（松本委員） 

 ６年間の検証をして、参画条例の課題を抽出し、その後に課題、見直しについて議論をし、

答申しなければならない。今のスケジュールでは到底難しい。スケジュールを全面的に見直

すことを次回に協議して欲しい。 


