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第７回出雲市自治基本条例（仮称）市民懇話会 会議概要 

 

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

◆日 時：平成２３年１月１４日（金） １９時～２１時００分 

◆場 所：市役所 1 階 くにびき大ホール 

◆参集者：市民懇話会委員（16 名） 

アドバイザー（1名）、事務局、職員研究会 

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

 
１．報告事項 

 
 ・本日傍聴者７名 
 
２．会議運営に関する提案・意見等 

 
 ・斐川町との合併に向け、斐川町民に懇話会への参加を呼びかけてはどうか（ＨＰへの

リンクや懇話会への傍聴など）。 
 （事務局）この点の取り扱いについては、別途、検討させていただきたい。 

・協議時間が足りないという意見が多い。 
・市が既に条例案を作成しているのではないか。 

 （事務局）現時点で、そのようなことはない。検討の材料として、いろいろなもの

を提示させていただいている。 
   （委 員）仮に市が条例案を持っていてもよいと思うし、むしろ持っておくべきで

はないかとも思う。ただ、それを我々に押し付けるかどうかだと思う。 
・世話人会との協議の上で決定したことを会議冒頭で報告してほしい。 

 
３．全体討議（テーマ：市民と行政の関係） 

 
○「協働」について 

 
 ・前回、意見としていろいろ出されたが、出雲市の現状はどうなっているのか、それを

どのように解決し、理想的な出雲市をつくっていこうとするのか、それを条例にどう

いうふうに入れていくのか、というのが一番大きな狙いだと思っている。 
 

 ・条例をつくるにあたり、「市民がつくる」というのと「市民と行政とともにつくる」と

いうことの解釈をきちんとしておくことが必要ではないか。市民と行政と「ともに」

条例をつくっていこう、ということで、市民、行政、双方の意見を聞きながら進める
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ことが大事なのではないか。 
 

 ・「行政と一緒にやりたい」という意見に賛同される委員の方も多い。また一方では、で 

きれば委員だけでやりたいという思いの方も多い。 
 
 ・各班の意見をみると、「協働とは何か」という問題、「市民とは何か」という問題等が

クローズアップされている。この様な点を今日は議論すべきではないかと思う。前回、

議論したことをある程度クローズアップして、大きくまとめて次回に進めたい。 
 
 ・行政職員も一市民である。 
 
 ・市民とは何かという点について、確かに行政職員は家に帰れば市民ではあるが、協働

という言葉を使う時には、市役所職員は仕事であり有償であるが、市民は無償のボラ

ンティアである。そういうものが「協働する」という言葉はしっくりいかない。この

ような立場のものが「協働する」というのはふさわしくないのではないか。ニセコ町

では、条例の策定当初は、「協働」という言葉を入れていたが、新しい町長になってか

ら、ふさわしくないということで削除された。深く考えずに「協働」という言葉を使

っていくことはよくないと思う。条例に入れるのはふさわしくないのではないか。 
 
 ・そこまで「協働」という言葉を排除しなくてもよいのではないか。自治基本条例は少

し長い目でみた条例なので、明らかに理解できない言葉ならさておき、「協働」という

言葉も生まれて５０年くらい経過しており、段々と市民権を得つつある。一番基本的

な協働は、行政と市民である。市役所職員という意味ではなく、組織体としての行政

である。行政機関として市民団体と協働していくことは十分あり得るし、今、第一段

階として求められているのは、そのことではないか。今までは行政は行政、市民は市

民であった。 
 
 ・自分が考える協働は、固苦しいものではなく、「市民の意見を取り入れていただくよう

な市でありたい」という意味で協働という言葉を入れたい。「ともに良い市をつくりま

しょう」という思いが協働ではないかと思っている。 
 
 ・意見に賛成である。 
 
 ・「協働」という言葉は、まだ市民権を得つつあるとは思わない。委員の中でもわからな

い人が多いし、新聞・報道・放送などで「協働」という言葉を使ったことはないと思

っている。「協働ガイドブック（※）」に記載されている内容はとても良いことである。

ただ、「協働」という言葉を使わなくても、「行政と市民が一緒になってこういうこと
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をやりましょう」ということである。あえて市民権を得ていない「協働」という言葉

を使わなくてもよいのではないかと思う。 
    ※出雲市総合ボランティアセンター運営委員会作成冊子 
 
 ・「協働」は造語か。 
 
 （アドバイザー）そのとおり。「協働」という言葉は、言葉として便利であれば使ってい

けばよいのではないか。つまり、「一緒に」ということが大事だということが、この場

で意思統一されるとすれば、「一緒に」という表現をどういう単語で表現したら人に伝

わりやすいのかを後に考えたらよいと思う。他には、「共創」や「共同」という言葉を

使っているところがある。 
 
 ・用語を議論するのはさておき、「協働」というイメージは、必ずしも全ての階層の方に

馴染んだ言葉ではないと思う。先進的な取り組みをされている方は理解できるのでは

ないか。単純に「市民共同参加」などという言葉を使ったら如何か。 
 
 ・協働という言葉を少しでも市民権を得るために、協働ガイドブックをつくった経緯が

ある。実際に、自治基本条例でも「協働」という言葉を使わなくなったところも出て

きた。また、「参画」や「参加」という言葉を使っているところもある。おそらく一般

的には馴染まないという認識はある。ただ、協働という言葉について議論すると、今

日だけでは結論が出ない。今日は、「一緒にやる」というような意味で使ったらどうか。 
  最終的に、この言葉をどういう表現にするかは、問題提起として残しておいて、４月

以降に議論してはどうか。 
 
 ・第２班の「市民とは日本国籍をもったものに限る」とは、どういう意図を持った意見

か。自治基本条例の中で、市民を定義する際に、このようにしたいという意見か。 
 
 ・今は、まだ分からないような状態の中での意見である。市民と住民がイコールなのか

どうか分からない。イコールだとすればそうすべき。ここのところはすごく大事だと

思っている。条例に規定する市民をどのような定義にするかを話し合っていきたいと

思う。 
 
 ・条例を全体として考えた場合の対象は、生まれた赤子も対象になる。ただ、その中で

住民投票をする場合は、また別の議論が必要だと思う。一律的に、条例に市民とは何

かということではなく、条項によって考えていく必要があるのではないか。 
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○「ＮＰＯ」について 
 

 ・Ｔ委員は、ＮＰＯの運営に関わっておられるが、少し、ＮＰＯについて教えてほしい。 
 

・ＮＰＯは、本来、やりたいことをやりたい人が集まっている。その団体に対して、「も

う少し頑張れ」というのは如何なものかという気がしている。周りの人が期待し過ぎ

るのではないか。 
 
・官に頼らないＮＰＯでなければならないし、活動自体も、本来、自主自立でなくてはな

らないと思う。 
 
・「官製ＮＰＯが見受けられるので、もっと、初心にかえって、やりたいことをやりなさ

いよ」ということが、第３班の意見として言いたかった。 
  
・先程の意見には私も賛成だが、自分の知っている地元のＮＰＯは、官の圧力が強い。

自由にやりたいことをやっているＮＰＯがあれば教えてほしい。 
 
・様々なＮＰＯがあると思うが、官から入って来られた方がトップのＮＰＯというイメ

ージが強いのではないかと思う。 
 
・財政難により、かつては行政が直営していた施設等の管理を委託に出して、その相手

先をＮＰＯにしている、つまり、官からの受け皿としてＮＰＯが利用されている傾向

が強いと思う。便利な受け皿的な存在になっているという、どちらかと言うと、マイ

ナスイメージが強くなってきている。やりたいことをやりたい人が集まって、きちっ

と活動しておられるＮＰＯと官の受け皿的なＮＰＯに二分化しているのではないかと

思う。 
 
・ＮＰＯが、先程の意見があったような実態ということであれば、市民参加や協働の中

に含めることには、若干、疑問が残る。 
 

・法人格を持っていないＮＰＯも存在する。概して、法人格を持って、行政とそのよう

な関係にあるＮＰＯが、出雲の場合、多く見受けられるということも含めて事実であ

ると思う。しかし、ＮＰＯ自体は、ボランティア団体といわばイコール的な存在であ

り、これからの時代には必要な存在ではないかと思う。中には、オンブズマン系の団

体等もあり、市民にとってイメージの悪い団体が存在していることも事実である。 
 

・行政がどんどん撤退していく中にあって、市民ニーズとの隙間が生じてきており、そ



5 
 

の隙間を誰がどのように埋めていくのかということの一つの手段として、担っている

と考えればよいと思う。ＮＰＯという言葉についても、協働と同様に、いきなりＮＰ

Ｏという言葉を出すと高齢者にとっては分かりかねると思われるので、この言葉を使

うかどうかは気を付ける必要があると思う。 
 
・ＮＰＯを基本条例の中に盛り込む場合、「ＮＰＯが、正常な運営ができるような方策を

市がつくる」というような意見を入れたい。 
 
・市も我々市民もＮＰＯに対して、単なる便利屋さんという扱いではなく、高い志を持

って取り組んでおられる方が多くおられるので、我々自身もその方々と同様に、ボラ

ンティア意識を持ってみんなで助け合うという気持ちを持つことが協働にもＮＰＯに

も繋がってくるものと思う。 
 
・ＮＰＯは公共に苛められている、或は先程の隙間産業的な存在になっている雰囲気が

ある。自主的に立ち上げられた団体にあっては、本当に良い取組みをされているが、

必ずしもハッピーな団体ばかりでなく気の毒な面もあるので、エールを送るという意

味から、ＮＰＯと１円株式会社とのコラボ（協働）ということを第３班の中で話し合

い、その意見を付箋に記した。 
 
・要するに、素敵な出雲市にするためには、ＮＰＯが健全で良い方向に育っていくよう

な市にしたいということを提言するということで、現状はいろいろなことがあるが、

良い方向に持っていこうという提言にしたらどうかと思う。 
 
・私も同意見である。 
 

○「市民参加」について 
 
・市民が、様々な活動を行政とともに、行政に力を借りながら、或は自分達が行政を動

かしながら、身の回りを住みよいまちにしようという気持ちをみんなが持っていると

思うが、一方では、全然、無関心を装っている人も多くいると思う。自助、共助、公

助、互助という言葉がマスコミで使われているが、お互いに助け合って身の回りを良

くしていくという市民参加も必要であると思う。特定目的を持った活動だけではなく、

身の回りの防災とか万一のときの福祉の関係など、お互いに助け合わなければならな

い分野があるように思う。ＮＰＯは、市民参加の一つの手段という整理がつけられた

と思うが、私もそのように解釈しており、協働と同列のものではないと思う。 
 
・我々は、最終的に様々な議論をして市長へ提言するわけだが、市民と行政との関係の
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中では、「市民参加」は優先順位が上にあるのではないかと思っている。また、条例の

基本になるものではないかと思っている。「協働」については、字を変えた「きょうど

う」でも良いと思う。括弧して「共に同じ」でも良いかもしれない。「協働」は、私と

しては、馴染みがない言葉であると思っている。やはり、「市民参加」が一番大切では

ないかと考えている。 
 
・先程の意見には賛成である。今、市民と行政の関係というテーマで「市民参加」など

を議論しているが、「議会」については触れられていない。現状の忙しい生活の中では

市民参加やボランティアは難しい。そのような状況の中でどうやって市民参加をして

いくのかということになると、選挙が一つの市民参加になり得るものではないかと私

は考えている。投票をしてその議員さんに我々の思いを伝え、我々の代わりに行政を

良くしてもらうという方法、すなわち、「市民参加」の一番の方法は選挙ではないかと

考えている。 
 
・投票に参加するのは、憲法で定められた国民の義務である。当然、そのことを前提に

した上で、出雲市においてどのような具体的な行動を、どのようなスタイルで行って

いけばよいのかを考えていく必要があるのではないかと思う。 
 
・一部の市民と、行政に直接関わっている人達で議会を通さずに進めていくようなこと

があってはならないという意味で云ったつもりである。 
 
・議会との関係をどうするのかということについては、我々市民の代表として間接民主

制の中に議会はあるが、市長から初会合の席で、そうした議会との関係を超えてとい

うか調和したかたちで（敵対するという関係ではなくて）市民参加の方法を考えてほ

しいというふうに私は受け止めている。 
 
・選挙と市民参加については、一つの意見として受け止めていけばよいと思う。 
 
・「市民参加」については、第２班では、市民も市政に責任を持つということを意見とし

て付箋に記した。最終的には、この言葉を盛り込むかどうかは別にして、こういう立場

で市民が市政に関わることが必要ではないかと思う。 
 
・多伎地域では、小さい団体ではあるが多くの人がまちづくりに参加している。直接、

行政や市長に伝えることはないにしても、話し合いや活動すること自体が市民参加で

あると思う。言葉として盛りこむ場合は、「参加とは、まちづくりについて市民が意見

を述べたり、計画立案に参加する」というような表現で説明されていくのではないか

と思っている。いずれにしても、「市民が行政に責任を持つ」という自覚を持ちながら、
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この基本条例をつくっていかなければいけないと考えており、先程の意見と同感であ

る。 
 
・第１班では、市民の定義の区分けをしてみた。補足等があれば、意見が欲しい。 
 
・市の情報公開条例の中にも定義があったように思う。他市の条例にももちろん定義さ

れているが、若干、疑問に思うのは、「市内に勤務する者」も含めるのは如何なものか

と感じている。私も過去に転勤の経験があり、勤務地にいた３年は、その市の市民と

いう感覚は全く無かったように思う。出雲市民であると思っていた。多分、市内へ通

勤されている方も出雲市民という意識は持っておられないのではないかと思う。 
 
・市民という言葉自体も曖昧な言葉ではないかと思う。提言していくためには、ある程

度の括りが必要だが、先ほど、「市内に勤務する者」について含めるのはどうかなとの

意見があり、自分も外したらどうかという気がしている。従って、市民とは、「市内に

住所を有する者」、「市内に事務所・事業所を有する者」、「市内の学校に在学する者」

の３つくらいが第１班のまとめになるのかなと思う。ただ、使い方によって、或は条

例の種類によっては、また、住民投票の際には、それなりの市民を考えていかなけれ

ばならないと思う。住民イコール市民ではないし、その辺は、承知のうえで第１班で

は議論をしたところである。 
 
・今、私の席の周りでは、市民税を納めているものが市民ではないかといった話しもさ

れているが、この議論の中の市民ということではなく、そもそも行政サイドでは市民

をどのように捉えているのか伺いたい。 
 
（事務局）各委員がいろいろと議論されているとおりで、どのように捉えるのかで異なっ

てくる。それぞれのケース毎になると思うが、情報公開条例ではそれなりの市民を捉

えているし、住民投票では委員さんが云われたような考え方もあると思う。一律に、「市

民とは」ということにはならないと思っている。 
 

・確かに住民投票の場合の市民は別個のものだと思う。今、議論している市民について、

「市内に勤務する者」を除くとした場合、その方々も市に対していろいろ考えておら

れるし、市にしてもらいたいこともあると思う。また、市としてもその方々からの意

見を吸い上げる場面もあるかと思う。どちらの意見にも一理あり、必ずしも外した方

が良いということでもなく、ケースバイケースであると思う。日本国籍という文言に

ついてだが、それぞれの事情で国籍が異なる方がおられると思うので、この表現は使

うべきではないと思う。 
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・第１班の市民参加の方法欄に「町内組織の見直し」が掲げられているが、現在、出雲

市の町内会の組織率は５０％を切っているのではないかと思うが如何か。 
 
・それは、市全体の平均の数値か。周辺部は１００％に近いし、中心部は案外５０％く

らいかなと認識している。 
 
・私が住んでいる地域でも５０％を切っている状況だと思う。参加という観点から、町

内会への参加が一番身近な参加できる単位かなと思っていたが、まさに現状の加入率

からも「町内会の組織の見直し」が必要であると感じている。 
 
・私が住む今市地区は中心部であるが、かつては町内加入世帯が多く、分けたものの高

齢者世帯が多くなって運営が難しくなっている状況があることから、統合も含めて組

織の見直しをする必要があるという意味で付箋に記した。また、市民参加の意識欄の

「参加したくない者の意志の尊重」については、町内会への加入をしたくない人がか

なりおられることも事実であるし、なかなか難しい問題であることから、他の委員に

も考えてほしいことから青色付箋とした。 
 
・「市民参加」ということで町内会への加入も大切なことだが、現実には、５０％を切る

ような状況であることから、何か町内会とは違った場を考えていくことも必要かなと

思う。例えば、地区にあるコミュニティセンターは町内会の親玉的な存在であり、何

かもっと違う場を考えていったらどうかと思う。 
 
・コミセンは、地区全体のサービス機関であり、町内会を束ねる自治協会とは異なるも

のである。自分は、コミセンの運営委員会の会長をしていたが、コミセンを自治協会

の下請け的な存在にしたいという意図が感じられた。コミセンは、市民参加の場にし

た方が良いと思っている。コミセンは、住民サービス（市民参加）の拠点にならなけ

ればならないと思っている。 
 
・私はコミセンの職員であるが、その地区の全住民がその地区のコミセンのお客様であ

るという認識で業務にあたっている。 
 
・私も多伎地域でコミセンの運営委員会の副会長をしている。地元では、様々な団体が

縛られることもなく、自由に参加し、楽しく活動されており、参加しやすい状況にあ

る。コミセンは、市民参加の拠点になっていると感じている。 
 
・川跡地区に住んで３０数年になる。以前にも話したかと思うが、何時まで経っても異

邦人のままであり、５０年以上住んでおられる方を敢えて現地人を言わせてもらうと、
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異邦人と現地人に差があるように感じている。コミセンの運営委員会の役員の中へも

異邦人は入れない状況にあり、数年前に、その殻を打ち破って入ったものの、少数意

見は聞き入れてもらえなかったという経験もあり、多伎地域のコミセンは素晴らしい

と感じた。 
 
・次回のテーマの話しに入っているかとも思うが、「市民参加」の一つとして、情報公開

という観点もあると思う。市が提供する情報をどこまで、或は誰にでも見せて良いの

かどうかといった問題もあると思うので、今後話し合っていきたい。 
 
・情報公開の関係については、市の条例もあるが、自治基本条例の中にもきちっと入れ

るべきではないかという意見であると思う。当然、市民参加の基本になる部分でもあ

るが、盛り込む幅というか範囲については、市民の定義や日本国籍などとともに今後

の課題というか勉強の対象ということにしたい。 
 

（世話人代表）一通り、市民参加、協働、ＮＰＯ、そして市民参加の定義などの意見を出

し合ったので、この意見も参考にして次回のテーマも議論していただきたい。最後に

なったが、アドバイザーに全体を通してコメントをいただきたい。 
 

（アドバイザー）まず、提言書を６月末までに出す予定ということになっているが、６月

末は絶対動かせないのかということも含めて、スケジュールの再構築をする必要があ

るように感じている。というのは、この懇話会で各委員がどこまでやるのかというこ

とにも関わるし、広い市民の中へ出掛けていく、いわば、ＰＩ活動をすることになる

と思うが、するとすれば、いつ頃までにどの程度するのかということも考えなければ

ならない。この後のスケジュール案として、策定委員会の設置が予定されていたが、

あくまでも案であったように記憶している。この策定委員会にどこまで委ねるのかと

いうことも含めてスケジュールを検討する時期に来たのではないかと思う。いずれに

しても、スケジュール的にはきついので何らかの形でスピードアップを図る必要があ

る。そのための方法として、一度勉強会をされたようだが、今後も続けて勉強会をさ

れた方が良いと思う。その際のテーマについては、今日もいろいろと課題になるべき

ものが挙がってきているので、その中から選択して進めていかれても良いし、併せて、

自習も必要ではないかと思う。例えば、議論で出てきた関連条文は事務局が資料提供

するとか、今日も出てきた町内会の加入率などのデータの提供を事務局がされれば良

いと思う。ＮＰＯとか町内会の実態等を把握できる資料があれば出してもらったり、

無ければ、今後の議論に必要だから調べようということになるかもしれない。そのよ

うな関連データや資料の類に基づいて、大変だとは思うが、自習されることが必要か

なと思う。あと１点は、前回のグループ別討議を受けて今日のこのタイミングで全体

討議を行うのは如何なものかと感じていた。次のテーマに移って一通り終えたところ
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で全体討議をした方が良いと思いつつも、１回やってみるのも良いのかなとも思った。

実際には、活発な議論がなされて良かった気もする。一方、議論の中で優先順位とい

うことも話題に出ていたが、全体会を先に行うことにより、いろいろな項目が出てく

るとは思うが、残された時間の中でより関心の高いテーマとかを絞って今日のような

議論をしていく方法もあるのかなと思った。どちらが良いのか判断し難いが、グルー

プ別討議と全体討議をセットにして行うかどうかを疑問として投げかけさせていただ

きたい。 
  

４．次回協議事項について 

 
（世話人代表）次回の協議事項ということになるが、今日まで行った「市民と行政の関係」

というテーマについては、今日で一区切りつけたということでよろしいか。 
 

（各委員）異議なし。 
 

（世話人代表）次回は、「地域コミュニティ～自治会、ＰＴＡ、地域と学校の関係など～」

について、グループ別討議を行っていきたい。先程、アドバイザーから提案があった

が、グループ別討議と全体討議をセットにして進める方法、グループ別討議で各テー

マを終えてから、まとめとして優先順位にも配慮しながら全体討議を行う方法を、再

度、持ち帰って検討してほしい。次回、予定通りに討議した後、各委員にお諮りした

い。 
 
・個別のテーマもそれぞれ関連もあるので、まず、個別のテーマを討議していって、ま

とめとして全体討議をしていく方法が良いと思う。 
 
・私も賛成である。 
 
・次回のテーマの「地域コミュニティ」のうち、地域と学校の関係は範囲が広いのでは

ないかと思われる。先に、全体討議を行い、共通認識を持って個別のテーマのグルー

プ別討議をしていくのも興味深いと思う。 
 
・次回予定しているテーマを討議した後、各班の発表の結果で引き続きするのか次のテ

ーマに進むのかは、ペースアップのこともあるので、臨機応変に考えたほうが良いと

思う。 
 
・今日の全体討議は有意義であった。 
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・今日の討議のまとめは世話人会がされるのか、それとも事務局にお任せなのか。 
 

（世話人）事務局で作成したものを世話人会で確認したうえで次回までに各委員へ送って

もらう考えである。 
 
・速記録ではなく、この会として、この討議で出された意見とか最大公約数的なものが

集約されるのか。 
 
（世話人）様々な意見を並列して、最終的にはまとめていくかたちになると考えている。 
 
（世話人代表）次回から、グループ別討議の中に職員研究会のメンバーに同席してもらい、

筆記等をサポートをしてもらいたいと世話人会では考えている。また、傍聴人につい

ても、公開していることもあるので、グループ別討議の際は、テーブルの近くに座っ

て聴いてもらうことにしたい。如何か。 
 
（各委員）異議なし。 
 
（世話人代表）次回は、１月２８日（金）、午後７時から、３階庁議室において開催する。 

 
（事務局）アドバイザーからコメントをいただいたが、関連条文とかデータ、例えば、町

内会の状況などが知りたいということであれば、世話人会と相談をしながら準備する。

関連条文については、初回に配付した研究会報告書の資料編に、他市の状況、盛り込

まれている項目なども掲げてあるので参考にしていただきたい。本日のテーマであっ

た「市民参加」についても同報告書で触れられているので参考にしていただけたらと

思う。 
 
 

 以上 
 


