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第２回出雲市自治基本条例（仮称）市民懇話会 会議録 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

◆日 時：平成２２年９月１０日（金） １９時～２１時 

◆場 所：本庁舎３階 庁議室 

◆参集者：市民懇話会委員（18 名） 

アドバイザー（2名）、事務局、職員研究会 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

１．職員研究会報告書の説明〔資料２〕（説明者：職員研究会 岡、山本） 

 

２．市民懇話会の役割について〔資料３～５〕（説明者：事務局） 

 

○上記１、２についての質疑・意見交換等 

 
（小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

まず、職員研究会報告書についてのコメントを求められましたので、簡単にお話しします。

当初のスケジュールに沿って、作業をしていくということになりますと、懇話会を開催する

ということだけでは、多分足らないと思います。 
従いまして、この懇話会の中に更に小委員会といいますか、特に全体の動きをある程度コ

ントロール出来るような、世話人会なり、あるいは運営委員会なりを設置する必要があると

思います。 
そこで、予め行った議論についてのまとめと、そのまとめを前提として、次回以降を進め

る筋書きといいますか、どういうことを検討していくかということを、予めある程度絞って

おかないと、委員の方がいろんな立場からご発言をされますと、なかなかまとまらないと思

います。 
市民主体と言いますか、形はいいのですけれど、非常に難しいと思います。だとすると、

ある程度腹をくくっていただきまして、かなりの作業をやっていくということにしませんと、

例えば多くの場合は、学識経験者、市民、団体代表と三者構成で素案をまとめる、あるいは

構想をまとめるということが、比較的やり易いと思うのですけれども、市民主体ということ

になりますと、いろんな意見がありますので、なかなか難しいだろうと思うのですが、その

分だけ手間隙をかけるのではないかなと、私は報告書を貰ったときに、まず申しあげました。 
それから、先ほど職員の報告にもありましたけれども、委員の方だけではなくして、市民

の意向、考えをどう集約するかということは非常に難しい問題ではないかと思います。ただ

し、これも懇話会で、どういう集約の仕方をするかということもご検討いただいた方がいい

のではないか、と思います。 
各地域から考慮されて懇話会が構成されていると思いますけれども、やっぱり町内会との

関係ですね。「意見があったらどうぞ」ということでは意見は出ません。ですから、それなり
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の案といいますか、それなりのものをもっていきませんと、それに対する意見や、そこに無

い意見を集約していきませんと、そういう意味でもやっぱり準備していくということが非常

に大事だろうと思いまして、そういうことを申しあげました。進め方自体もみなさんでお考

えいただくということです。 
それから、前回、申し上げましたけれども、他の条例との関係で、これはみなさんの方で

整理するということも必要ですけれども、事務局の方で同時並行的に進めていただきたいと

思いますが、ただし、これも自治基本条例の中身がどうなるかを、ある程度見極めませんと

分からないことだと思います。 
自治基本条例が、先ほど委員の方から分からないというふうに、おっしゃったんですけれ

ども、それは分からないのが当然だと思います。 
例えば、２０００年の地方分権改革ということになりますと、これは分かりやすく言いま

すと、知事の場合は、許認可権限の大体７割が国の許認可権限で、県の許認可は３割という

ことで国の機関として働いている知事の時間が多いということです。市町村レベルでいきま

すと、大体８割方が市町村以外の、国とか県の行政を行っている。例えば出雲市長の場合に

は、出雲市の仕事が２割だということ。これはなんとかしなければいけないということが、

眼目だったけれども、その際に残された問題としましては、分権はともかく、住民自治とい

う点では、ほとんど手が付けられなかったということがありました。 
従いまして、先ほどのニセコ町の自治基本条例ですけれども、その時にはいわゆる、住民

自治ですね。分かりやすく言いますと、住民がいかに参画していくかということを主眼とす

る、そういう改革ですね。その際には当然のことながらモデルが無い。多くの場合条例を作

るときには、地方公共団体の場合には、かつての自治省とか、そういうところがモデル的な

条例を作りまして、それを少し変えたりしまして、コピー条例といわれたのですけれども、

そういう条例が多かったですけれども、ニセコ町のケースから分かりますように手作りなの

ですね。 
従いまして、もちろんどういう案といいますか、それをどういう形で、どういう方法でつま

り市民主体なのか、あるいは三者構成なのかという、いろいろありますけれども、そのつく

り方にもよりますけれども、それぞれ違うのです。 
米子あたりでもこれは先ほどありましたように、出雲市とよく似てまして、あるいは出雲

市が米子市と似ているということになりましょう。市民主体ということになっておりまして、

相当に時間をかけられたという話があります。 
従いまして一律に、あるいはこれが決定的な自治基本条例です、というものは無いと言わ

ざるを得ない感じです。 
従いまして、ここでは事務局案といたしましては、盛り込む項目だけを拾いあげるという、

そういうことで以後のスケジュールも組んでありましたけれども、前回少しお話がありまし

たけれども、条例の案といいますか、少なくとも要望（案）あたりまでをつくっておくとい

うことになりますと、かなり負担だと思いますので、先ほど申しあげたようなことになろう

かと思います。従いまして、皆さんのご意見によりまして中身ができるということになりま
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す。 
最後に、自治基本条例という言い方をしますと、それこそ例えば出雲市の地方自治全般に

及ぶということがイメージとしては出てくるわけですので、当然のことながら、市長部局だ

けではなくて、議会まで当然影響が出てくるということになってくるだろうと思います。こ

ういうことを考えていきますと、前回も少しお話ししましたけれども、やはり議会もある程

度理解してもらえる、あるいは少なくとも恒常的に議会とも連携をとりまして進めていくと

いうことが無難であろうというふうに思います。 
それから、市長のご意見、あるいは職員の方にもありましたけれども、「実効性のある」と

いうことですけれども、私にとっては、いまいち分からない言葉でありまして、実効性とい

いますか、当然、自治基本性ということを考えますと、イメージ的なものもありますし、そ

れこそ実効性のあるものも入ってくるだろうと思いますので、一律に全部実効性があるとい

うことにはならないし、全部理念的なものにもならないと思います。 
 その他、事務局の方からお願いされました、法律用語の説明については、今後、問題とな

るようなところで、分かる範囲内でお答えしたいと思います。 
 
（毎熊アドバイザー） 

今、小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの方から随分詳しいお話をいただきました。小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰもおっしゃ

いましたように、僕は今の時点であまり条例について分からなくていいかなと思っています。

というのは、「出雲の自治」というものをもっと良くする、あるいはそもそも「出雲の自治」

はどういうものかということは、恐らく自治基本条例というものをいくら勉強したとしても

でてこないでしょう。コピーはできると思います。他の自治体の条例がたくさんあるから、

「ここは多分、恐らく出雲で大事であろう」という推測は出来るかもしれませんけれども、

出雲の現状から出発して、本当にこのまちをよくするためには、何が必要かということを考

えないと結局はいいものは出来ない。そう意味では徹底的に今の出雲の自治にとって必要な

こと、もっとよくするためには何が必要かということを、先ずはみなさんに徹底的に考えて

いただくことの方が大事であろうと思います。 
条例というのは、極端にいうと１つの表現方法でしかありませんで、例えばとにかく出雲

で今まで以上に男女の共同参画というのを重視するまちにしないと自治を充実したとはいえ

ない、ということであれば、それをどういう形で条例という形に盛り込むかということはま

た次の段階で考えればいいことです。 
例えば、今度、事業仕分けをやられますけれども、とにかく自治の中で「事業仕分けが大

事だ」ということがここで決まれば、条例に「事業仕分けを毎年やる」と書くということは、

これは条例としてどうかな、という感覚がなんとなくあります。これは別に書いていけない

ということではありませんけれども、もう少し具体化せずに、「財政の効率化に努める」とい

う書き方で書きましょう、とか、それは条例のひとつのルールとして、あるいは条例の作法

みたいなものになるので、小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの方がお詳しいと思いますので、こういうものは小

山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰのお知恵を拝借しながら、条例にしていけばよいという話なので、出発点として
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「今の出雲はとにかく財政がやばい」と、「これをどうにかせんと自治が見つからない」とい

うことであれば、そういうように考えていただいていいのかなと思います。 
今の時点では、自治基本条例があんまり分からないということでも結構だと思います。た

だ、ゼロから自治を考えていっても、なんとなく雲を掴むような話になってしまいますので、

１つの手がかりとして他の自治体がつくっている基本条例は役に立つであろうと。例えば今

日の説明にもありました、研究会の参考資料を見てみますと、随分細かく、いろんな自治体

が、いろんな事を書いています。例えば、「市民の責務」を考えないといけないとか、「町内

会・自治会」のことも考えないといけないとか、ということで、条例から出発して考えると

いうこともあっていいと思います。これは自治基本条例が何かということを理解するよりも、

むしろ自治を考えるにあたって、どういう手段で考えればいいのかということを、ここから

参考にしてもらえれば結構なので、今の時点ではあんまり基本条例がどんなもので、具体的

にこういうものが絶対必要だとかいうところまでは今はいらないと思います。 
むしろ徹底的に、出雲の自治をご自身の言葉でよくしたいというふうに考えていただけれ

ばいいのではないかと思います。 
 
（事務局） 

両ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ありがとうございました。 
そうしますと、この後研究会の報告書なり、あるいは両ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰへの質問でも構いません

し、どういった事柄でもよろしいので、ご発言をいただければと思います。 
 

（委員） 
今、毎熊ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰのお話もございましたけれども、先ほど説明されましたように条例の類

型というのは確立されておりませんが、一応ある程度の分類ができます。具体的に作成され

た、例えば総合タイプであれば川崎市の条例といった条例を具体的に出していただいた方が、

ここに職員の方が研究された各項目が載っておりますけれども、この項目だけを見ていても

なかなかイメージが湧かない。毎熊ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰと立場が若干違うのですけれども、そういう気

がいたします。 
あまりたくさん揃えなくても、先ほど分類された代表ぐらいでよろしいので。 

 
（事務局） 

分かりました。それぞれの例として、次回にでも資料として出させていただきます。 
 

（委員） 
調べていただきたいことが２つあります。市の関係条例というところで、いろいろまちづ

くり条例云々と出ていますけれども、次回までで結構ですから、国の法律で定めることが義

務付けられているとか、定めることが望ましいとかいう感じで全国一律的に制定されたもの

と、全くそういうことでは無くて、出雲市が独自に定めているものと分類して、つまり国の
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法律で定められているものは、定めなさいということは決まっているものは、あまり深くい

じれませんよね。そのへんを分類してみてもらうと。名前はいいです。果たしてこの条例は、

国の何の法律に基づいて制定したものであるということを、次回までに整理していただきた

い点が１つです。これは将来問題になることですので。 
２つ目は、資料５で、私として是非改めてもらいたいことが、２の委員の発言にあたって

はというところで、⑶の「あるときは、単なる批判は極力避け」と書いてありますが、極力

なんかはもってのほかでこれはさせてはいけない。これは削除してもらいたいです。それか

ら⑷番目でいいですから、「発言は簡潔にする。」ということ。発言の回数は、僕は何回発表

してもいいと思うけれども、一回はやはり簡潔にする、お互い簡潔にすることに努める、み

たいなことを書いていただきたいと思います。そうしないと時間がもったいない。 
それから、今日は２回目で、何時までもこんなことをしていても時間ばかり経って、ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲｻﾞｰの言われているようなことを早く小グループなりを作って、座長さんというか会長さん

というのを定めて、やはりフリートーキングというと聞こえはいいけれども、なかなかまと

まりません。 
だから、やはり、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが今言われたように、なんらかのたたかれ台をつくって、やっ

ぱりそれでは項目が足らないとかいろいろなところを出してもらえるような仕組みをつくっ

ていかないと、いつまでもフリートーキングスタイルでは時間ばっかり経ちますよ。あんま

り小グループを作ってそこへ、という方法もいかがなものかと思うから、そこらのバランス

は大事ですけれども、やはり次のステップはそれに早くいかないと、月に２回ペースでは。

もうちょっと全体会を平行してやるという仕組みをつくらないと先にいかないという気がし

ますね。それを是非検討していただきたい。 
 

（委員） 
この自治基本条例というものが、なぜ必要かということを一番最初にお話いただきまして、

地方分権一括法が制定されたからということがありますけれども、その地方分権一括法とい

うのを、どういう過程で出来たかを説明していただきたいと思います。 
 

（小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 
もう１つは財政的な問題。バブル崩壊ということで国の財政が底をつきましたから、国の

財政を立て直そうというときは、許認可権限をそのまま維持するよりも地方に移譲して経費

を削減しようということになります。また、地方の方では、移譲されても財政的な手当が不

十分で、これまでどおりの事務・仕事を維持し続けることがむずかしくなり、事務・仕事の

ありようを自治体自身で見直す必要が生じてきたわけです。つまり、住民自治がどうなるか

ということと基本的に同じことです。それが課題として残されていましたので、そこでむし

ろ地方自治体の方で、自分達でやろうというのがあったわけです。そのときには、地方の時

代という、これは言われて久しいのですけれども、いよいよある程度本腰いれてというか、

これは自治体の側でも、今後国にあまり頼れない、と。 
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 分権一括法については、例えば、県とかあるいは市の方が、かつての自治省とかあるい

は地方課に連絡しましても基本的に指導してくれない。自分の頭で考えなくてはいけないと

いう時代になってきたということです。ですから、ある意味では、何もやらなかったから、

地方自治体において自分たちでやろうということで、したがっていろんなスタイルの自治基

本条例がでてくるわけです。 
 
（委員） 

今後の手法ということで、今、毎熊ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰがおっしゃいました、現況を把握することが

まず第１なんだ、ということが１つありました。それともう１つ、他の条例のコピーに終わ

らせたくないという意見がｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ方から出ました。こちらからは、既にある条例を見せて

欲しいというご意見が出ております。私は、出雲市が本当に住みよいまちになるために現況

把握をした方がいいとおっしゃったが、その現況把握の仕方ですね。それは難しい。ですが、

やはりやらなきゃいけない。今、頭の中が混乱しております。 
 
（毎熊ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

多分、どっちも大事かなと。現状把握は確かに難しいです。現状把握の内容はどうしたら

いいかということは、何が自治を考える時に大事かということが分からないと、できません。

例えていうと、人間の健康状態をはかるために、医学的にはかる項目は決まっていますが、

自治は決まっていないわけです。多分、松江の人が大事だと考えることと、出雲の人が大事

だという考えることが一定の違いが出てくるわけです。そこを考えられるといいです。 
そこは素の状態からも僕は考えられると思います。ただ、一方でそれだと限界、あるいは

無理があるかもしれないので、他の自治体とかを真似することもある程度必要になることだ

と思います。 
どちらからのアプローチでも。 

 
（委員） 

２人のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに伺いたいと思いますが、本当に入り口論の単純な私の疑問なのですけれ

ども、条例の文言にもよるかと思うのですけれども、最高規範という表現もありました。 
今度つくる条例が、最高のものですよ、という説明がありました。この前いただいた資料

を見ますと、ざっと出雲市には４０以上の条例があるわけです。そういう資料を見ながら、

もちろん内容は分かりませんけれども、４０からの条例があってとにかく手間がかかって出

来ている。それよりも超えるものが、我々が、我々が全てとは思いませんけれども、今後想

定される条例が全て優先するのか、それは法的な根拠があるのか、中身の条例の文言によっ

て最優先するような条例が法的に担保されるのか、そのへんが最初から疑問といいますか、

迷いがあってそんな大御所的なものは、我々に出来るのかなと。いうような単純な疑問を抱

きながら今日聞いていますと、ますます私は頭が混乱しまして、大変大それたことが、憲法

のようなものが今更というか、出雲市には無いのかと、逆にですね。この前最初の方で市長
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がおっしゃったように、いろんな想いがあって例えば、市長の任期に至るまで決めて欲しい

みたいな内容のことがありました。そんなことまで、条例でつくるのかという逆に大変、大

それたという感覚を持って、ずっとこの間の会議から。４０の条例を超えるようなものが、

１つの条例でもって出来るという法的な根拠があるのか無いのかを含めまして、大変素人で

申しわけございませんが、以上です。 
 

（小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 
国の場合は、憲法というのがありまして、その下位に、法律・政令・省令等があります。

ただ、条例ということになりますと、法的に見まして、全部一律です。どの条例が他の条例

よりも上位にあるということはありません。 
法律の場合、農業基本法とか環境基本法とかあります。それ以外で例えば各種農業関係の

法律とかいろいろあります。その際、規範的に見ますと、法律論からいきますと、法律は全

部同じです。ですけども、法律の中での順位付けといいますか、例えば基本法をつくります

と、その基本法の上に乗っかって個別の法律が出来ていると。ですから法律論でいきますと

同じですけれども、しかし同じ法律の中でもより基本的なものと、そうでないものと、これ

を整理していくわけです。 
自治基本条例といいましても、条例論からは全部同じですけれども、ただ、そういう形式

的に見るのではなくて、この条例こそ最も大切な条例だという、位置づけを出雲市で与える

のですね。 
例えば他の条例、自治基本法でうたうべき原則を具体化した形の条例ばかりでは、十分で

なくなる。ですから核に自治基本条例を置いといて、その理念、考え方にのっとって、それ

らを具体化していくといった整理の仕方をするわけです。もう既に条例がありますから、そ

うすると新しく核になるものをつくった時には、従来は核になる条例が無いと言う前提で各

条例をつくっているわけですので、従来の条例との整合性が問題になります。ただし、まち

づくり条例というのは、他の条例より、より基本的だと言えるわけですが。そういうより基

本的な、最も基本的なものを創るわけです。それが自治基本条例だと思うのだけれども。た

だ他の条例があって、そういうのは要らないと。例えばどれかの条例に特化して、出雲市は

こういうのがあればいいのだということになりますと、そういう条例になるのです。（自治基

本条例が要らないということになりますと、話にならないのですけれど、そうではなくして。） 
ですから例えば憲法という言い方をしますと、憲法は主権の問題がありまして、基本的人

権がありまして、国会、内閣、裁判所など。そういうことを考えますと、１つの条例の中に

例えば、住民の主権と言いますかそれをうたっておいたり、あるいは議会・議長をおいたり、

あるいは市長があるように、議員があるように、あるいはまちづくりなり、住民参加があっ

たり、そういうことを包括する条例が出雲市の場合は無いわけです。あるいは自治基本条例

をつくっていない自治体の場合も同じだと思います。 
そういう意味で、自治体の憲法として自治基本条例という名前でつくっていこうというこ

となのです。 
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（委員） 

ということですと、具体的に言えば今度新しくつくる条例にそういった文言を入れれば、

優先順位からすると上位になる、そういうことになるのですか。他の条例との整合性も、も

ちろんこれから出てくるとは思いますが、４０も５０も条例がありますよね。そういったも

のを超えるものを仮に最優先するんだ、ということであれば、そういった文言を条例にいれ

れば法的に有効なのですか。具体的に言えば、他の条例より優先するのだという文言を、今

度新しく新設される条例に入れれば法的に問題ないというふうなことになるのですか。 
 
（小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

文言は入れないです。中身を規定している事柄が基本的な事柄について規定していますの

で、他の条例はこの中の一部をより具体化する条例として、位置づけていくことになります。

ですから自治基本条例は出雲市における他の条例よりも優先しますよ、という文言は書かな

いです。仮に書いたとしても、果たしてこれが、法的に意味があるかということになると、

多分無いと思います。 
従いまして、法律論としましては、同じなのです。ただ同じだからといって、市政上にお

いて執行機関や議会がその基本条例は、他の条例より上位に、基本の条例として考えるのだ

という、そういうしばりはかかってきます。それは法的といいますか、憲法が法律よりも上

位にある、ということにはならない。だからといって議会は、自治基本条例に反するような、

そういう条例をつくっていく、これはやはり問題があるというふうに考えます。 
 
（委員） 

他の条例についてもある程度頭の中に理解してからではないと議論が進まないと思います

が。 
 

（事務局） 
しかるべき時期には、市の条例についても、ご説明を差しあげたいと思います。 

 
（委員） 

私の私見ですけれども、私の応募した時の動機を含めて生々しいですが、出雲市が合併し

まして５年経ちました。いろいろな方が出雲市に住民になられました。新しい出雲市をどう

する、という観点で私は考えたらどうかなというふうな思いもしております。 
その時に先ほどお話がありましたように、現状をどう考えるのだ、その現状をどう考える

かというところが、私自身何が現状なのかということがよく分かりませんけれども、５つ星

とか出雲ブランドとかいう言葉が行政の方から出てました。出雲ブランドというのは、出雲

らしさというふうに置き換えて考えれば、それは教育であれ、福祉であれ、その他の産業や

観光も含めいろいろな事に、出雲らしいものが考えられるのではないか。そういう全く個人
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的ですけれども、出雲らしさ、というものをうたうような、強いて言えば理念型の条例、い

ろいろみなさんお考えが違うと思いますが、私はこの条例の中に理念をいれれば、どうして

もやや政治的な色彩の項目も必要であれば、そこはそれを入れればいいかなというような思

いもしております。 
 

（小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 
委員さんから、いろんな類型の基本条例を知りたいという話もありましたし、理念型がよ

いという話もありましたが、それは結果論だと思います。結果的に理念的なものができたと

いうような。 
むしろ頭からこういう条例をつくるのだ、というのは駄目で、いろいろ議論をしていって、

どういうことになるかは別の話だと思うのです。どちらでも良いと私は思うのです。理念的

なものも、それから市長が言われるような実効性のあるものもあってもいいということで、

始めからこういう枠の条例がいい、ということは必要ないのではないかなと私は思います。 
 

（委員） 
先ほどからいろいろ制度とか条例とかお話が出ているのですけれども、私はこの懇話会に

参加した時、応募した時に作文しましたよね。その理由が、我々が発言すべき主な内容では

ないかと思っています。 
私は前回の懇話会の時に、まちを綺麗にしたい、出雲の大社とかをはじめとする、歴史・

文化などを大切にしていきたい、あとは今、都市計画が進んでいって道路整備も進み、出雲

市内の町内名も随分変わりましたよね。中心部が主になるのだと思うのですけれども、そう

いった部分で自治区の細分化、今まで通りの細分化では校区も随分、様変わりしていますよ

ね。例えば私が住んでいる駅南町なんかですと、今市校区だったり、塩冶小学校校区であっ

たりとか、自由選択区になっているのですよ。そういうふうに随分自治区も様変わりをして

います。私はこういうところの部分を細分化していったり、分かりやすく、私たち若い年代

の世代でも分かりやすくしてもらいたい。昔からある自治区の行事ですとか取り決めですと

か、そういったものも大事にしていきたい。そういった思いをこの場で言って、それぞれの

その思いに対する意見交換をすればいいのではないかと思います。 
まず、条例ありきとか制度ありきとかいうのではなくて、まずみなさんの応募された理由

の思いに対する意見交換というのを、みなさん同士でしていって、それを条例に盛り込むか

盛り込まないかは、いろんな意見が絶対出てきますから、その意見を拾い上げていって、先

ほど言われていた、パブリックコメントとか、アンケート集計とかをするなり、それを我々

が、当然我々がするべきことであると思うのです。そういったことをしていきながら、条例

の理念的なものであったり、制度的のものであったり、それは先ほど小山ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰがおっし

ゃられたように混在するものが、当然いろんなこれだけの人数いらっしゃるし、市の職員研

究会の方々がいろいろなタイプの理念型ですとか、いろいろ調べて下さることがとてもよく

分かるし、私自身分かるのですけれども、事前にある程度資料を頂ければ、ここでいちいち
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説明をしなくても、事前に今ある程度欲しいといわれた資料があれば目を通せば済むことで

すから、そのうえで我々が思っていることをここで意見交換すればいいのではと思うのです

けれどもいかかでしょうか。 
 
（委員） 

先ほどの委員さんがおっしゃったことが私、非常に印象深いのですが、出雲市もこの数年

合併によりまして、随分情勢が変わってきておりますよね。それに対して、いただいている

資料に、条例がいろいろありますけれども、その条例との矛盾といいますか、合わないもの

も多々あるのではないかということが１つと、それから先ほども他の委員さんがおっしゃた

ように、私どももやっぱりみんな一市民としての実感といいますか、生活実感をみんながも

っているわけですよね。それをそれぞれ出し合ってしまうと、話題が錯綜してまとまりがつ

かなくなるから、例えば今の話ですけれども、ここにある条例を一つ一つ現実、我々の実感

と照らし合わせながら、修正していくと。そういう方法でもとっていかないと、なんだかま

とまりがつかないような感じがいたします。現状が変わってきていることが１つと、我々が

市民感覚として持っている実情を、今の条例と対比しながら比較していくと。それを求めて

いったらどうかなという感じがしておりますけれども、いかがでしょう。 
 
（事務局） 

今後の進め方の提案もいただいておりますが、この後、事務局からの提案として毎熊ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲｻﾞｰに次回の演習をお願いしようと思ってますが、そうしたことをやったうえで、また残り

の時間を使って、今後のためにもどんどん進めていきたいというご意見の方もいらっしゃい

ますし、そういったことも含めて、運営ルールなりを、進行を務めていただく会長さんあた

りの方もみなさんで議論していただいて決めていただいたらというふうに思いますが、次回

は２本立てで進めるような形でよろしいでしょうか。 
 
 

 
３．次回協議事項について〔資料６〕 

 
（事務局） 

次回の協議事項ということで、毎熊ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの方から少しご説明なり、ご提案という形で

お願いできますでしょうか。 
 

（毎熊ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 
次回こういうことをやって、それでいいのかということですが、もう少しご辛抱いただい

て、今の段階では恐らく事務局も今年いっぱいぐらいは、少し助走期間として、会のあり方

だとか、あるいは勉強期間を今年１２月いっぱいぐらいまでという感じで。必要な時間だと
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思います。次回こういうワークショップをやるのがいいかどうかは分かりませんが、いずれ

にしてもワークショップのやり方というのを学ぶということも必要だろうと思いますので、

この機会にやらせていただければなと思います。ワークショップのやり方を学ぶというのも

１つなのですけれども、一番の目的は、前回、今回とこういう広い場面で形式ばってやって

いくよりも、もう少し打ち解けることも含めてやりたいと。特に最近いろいろなところでや

り始められていますけれども、ワールドカフェという、簡単にいうとテーブルをぐるぐる回

って、いろんな人とメンバーを変えながら意見交換をやるという、そういう手法がありまし

て、それがかなりいろいろなところで僕やってきましたけれども、大体８割、９割ぐらいの

方は、経験的には満足いただけるのではないかと。その中でテーマ（案）ということで、事

務局が資料６として書いていただいていますが、これを５つぐらいに絞って、５つテーブル

を用意して５、６人ずつグルグル回って、その場には職員さんにも何人か入っていただけた

らと思うのですけれども、１テーブル１０分ぐらいで、１時間ぐらいでやったらいいのかな

と。必ずしもそこで何かの結論を出すということは考えてはおりませんけれども、例えば僕

が考えているテーマで、先ほども委員さんが言われたように、この委員会でこういうことを

議論していきたいのだ、ということを１つのテーマを設けて、いろいろお話をしていただけ

たらいいなと思っています。また、出雲らしさ、誇らしいところみたいなのをテーマにした

らどうかなと。最終的に５つぐらいにテーマを絞って、とにかくみなさんが全テーマについ

て、いろんな方とお話が出来るようなそういう場をつくりたい。楽しみながら和気藹々とや

れたらいいなと思います。それをまとめる形で、もちろん次に生かすために、こういう議論

をやりたいとか、かなりでた意見には、次回、積極的に吸い上げてみようとか、そういう形

が生かせると思いますので、先ずはワークショップの１つの規則を学ぶとともに、委員さん

同士で打ち解けたらどうか、ということを目的にして、次回はやったらどうかと思います。 
ただ、ちょっとのろのろして物足りないという委員さんもおられると思いますので、例え

ば提案ですけれども、今日研究会の報告があったり、僕らもお話をさせていただいて、まだ

まだ分からないことが多分いっぱい、みなさんお持ちだと思いますので、今日、質問アンケ

ートというのがみなさん、お手元にあると思います。例えばその中に質問をいろいろ書いて

いただいて、それを事務局で集約してもらって、必要があれば僕らがアドバイスしますので、

例えばＱ＆Ａみたいな形で次回までにお配りして皆さんに読んでいただいたり、自習の機会

も設けてやればどうかなというふうに思ったりもします。 
 

（案）として幾つか挙がっている資料６について、かぶっているところも多分あると思い

ますので、それを一応まとめた形で、１つは「出雲のここが問題だな」、つまり課題ですね。

出雲の課題です。ここが問題だ。ここが嫌だ。 
２つ目は逆に長所ということで、「ここが誇らしい。ここが好きだ」。というようなことを

やったらどうかと。いわば現状ですね。両方とも。課題と良い点、現状をそれぞれみなさん、

どのように感じられているかということ。 
次は、理想の状態みたいなことを。「こんなまちなるといいな」というのが３番目です。 
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４番目は、「懇話会で僕はこういうことを議論したい。こんな動機でこの懇話会に参加した

のだ」ことおっしゃっていただいたらいいなと思います。 
最後ですけれども、これはちょっと異論があるかもしれませんが「自己紹介」。「私という

人はこうなんです」ということをおしゃべりいただいて、「私はここの分野が得意なんだ」と

いうようなことを話していただく。経験からこんなことがある、こんなことを思った。とい

うようなことをおっしゃっていただけると。例えば、後日勉強を進めていくにあたって、必

ずしも僕らとか、事務局からではなくして、みなさんそれぞれ得意な分野があるでしょうか

ら、実際米子でもそうだったのですけども、男女共同参画については、その分野、専門の方

からこの場でご説明いただいたりすることとかありますので、そういうこともここで分かっ

て、人となりが少しでもわかり、お近づきになれるのかなと思ってそういうテーマを選びま

した。この５つです。 
 

（事務局） 
先ほどの５つを、整理をいたしまして、事前にお知らせしたいと思います。そのうえで、

ある程度準備なりいくつかの意見を持ってお出かけいただければなと思っておりますので、

よろしくお願いします。 
 

以上 


