
第１０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２月２４日（木） １９時～２１時１０分 

◆場 所：市役所３階 庁議室 

◆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．グループ別討議（各班発表） テーマ：人権 
 

（１班）人権は天賦のものであり、大切な権利であることから、誰も否定することはでき

ないものであるが、現実には、まだ差別が残っている。（～１班の付箋の内容を一通り説

明～）意見としては記していないが、男女共同参画の必要性について強推していくべき

であるとの話し合いをした。最後に私の意見として、「人権については、憲法に定めてあ

るもので十分だと思う。」「自治基本条例では市民として重要であるものを簡潔に規定し、

個別の条例を充実させることが重要であると考える」と記したところである。 
 
（２班）男女共同参画について絞って発表する。男女共同参画については、女性の経済的

な自立や女性をもっと社会に出す働きの必要性が言われていると思う。主婦でかつ仕事

をしている女性の立場側の意見と、逆の立場で現状のままでよいとか、現状の子育てに

女性として誇りをもっているといったような意見も出た。男女共同参画を推進していく

うえで、この後者の現状がクローズアップされてないことが課題ではないかと思われる。

色々な意見があって当然だが、個性を尊重されることが、男女共同参画にも繋がるもの

である。また、人権という大きな枠の中にも入っているが、我々のグループ討議の中で

は「バリアフリー」が大きなテーマでもあった。「相手の立場になって考える」、「相手を

認めてあげる」ことによって、何をするにしても解決できるのではないか、というのが

２班のまとめであった。 
 
（３班）人権は心のバリアフリーであると思っている。人の意見を聴く、認めてあげるこ

とによって相手が理解できることに繋がり、人権の基になっている。心のバリアフリー、

つまり垣根を除いた人と人との繋がりが一番大切ではなかろうかと話し合った。その他、

市民側から、人権に対してどう思うかという面以外で、「市職員が笑顔で対応する」とい

う意見を記した。前々市長時代に「行政は最大のサービス産業である」と言われ、大変

良かったと思っていたが、最近の市役所は窓口対応も含めて、職員側からの上から目線

での対応が多くなっているように感じるので、「隗より始めよ」で、市職員が思いやりの
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態度で接することが人権については全て解決するのではないかとの結論に達した。 
 
（世話人代表）各班の発表が終わったので、全体討議に移ってまとめをする。 
 
 
２．全体討議 テーマ：人権 

 

（委員）「世界人権宣言」を読んで、大変勉強になった。第２５条の２「母と子とは、特別

の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、

同じ社会的保護を受ける。」は男女共同参画にも繋がると思うが、子育ての尊さを訴えて

いる。実際にはこのような部分が男女共同参画の取組みに欠けているのではないかと感

じている。また、第２９条の２には「すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当

っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会に

おける道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として

法律によって定められた制限にのみ服する。」と規定されており、権利も大切であるが、

まずは他人の権利、道徳、公の秩序を満たすことが先決であり、もっともなことである。

私たちの班でも公の精神、公とのバランスが大切であるとの話し合いをした。 
 
（委員）２班の発表に関する所感になるが、「主婦の存在価値は認められない社会になりま

せんか・・・」「男女平等とは全てを平等にすることですか？・・・」といった疑問も記

されており、多分、双方の立場の方がおられて、話し合いがされたと思うが、男女共同

参画に対する受け止め方が違っているのではないかと思う。何をするにしても、性別で

はなく個性差によって、どちらでも選べるということを認められるようにしようという

ことであると思う。仕事をしたい、したくないの問題ではなく、どちらを選ぶのも自由

であり、それを周りの人がお互い同士認め合いましょうという意味ではないかと思って

いる。障がいとか福祉についても同様に、お互いに認め合う、即ち、自分も尊重しても

らい相手を尊重することができるかどうかということが問題であると考えている。 
  
（委員）先程の意見は私も同感である。また、「思いやりと配慮」ですべて解決すると考え

ている。誰もが、そのように思ってもらうと同時に、市の職員にも持ち合わせてほしい

という発言を班の発表としてさせていただいた。 
  
（委員）人権問題は、人として差別をしないということに尽きると思う。以前、福祉ボラ

ンティアをしたときの体験として、障がい者の方をサポートする場があり、そこへ参加

する人たちが上辺だけの付き合いをするようなことがあった。このような事例も、人権

的にどのように考えていけばよいのか難しいが、ひとつには、小さい時からの教育が大

切ではないかと思っている。 
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（委員）「人権」というテーマは、基本条例の中にどのように盛り込むのかも含めて難しい

問題であると思っている。「人権」は、イデオロギーが絡む問題でもあるので、基本条例

の中に入れるとした場合には、イデオロギーが偏らないようなかたちで取り上げてほし

いと思っている。穏当な形がどんな形なのかは分かり兼ねるが・・・。 
  
（委員）私に声を掛けようとされたようだが、結局は、掛けられなかったことがあった。

大分、少なくはなったが、障がい者などを変な目で見られるというか、偏見の目で見ら

れているのではないかという思いがしている。日常的によくそのように感じている。 
 
（委員）基本条例の中に「人権」を謳う必要があるのかと思っていたが、委員のみなさん

と話し合いをする中で、大切なものであることを認識し、意見として出てきた問題をま

とめて、上手く表現して載せていくことも必要であると思った。以前、ジェンダーフリ

ーということが取り沙汰された時期があったが、男女共同参画を行き過ぎた面もあって、

消えていったのではないかと思う。 
 
（委員）どんな出雲をつくりたいかという部分、例えば、前文あたりに入ってくるのでは

ないかと想定しているが、どのような表現でこのテーマ部分を取り上げていくのかが課

題であり、もちろん、先程言われたように穏当な形にすべきであるという気がしている。

どのようなまちにしていくのか、そのためには最低これだけはみんなでやるべきではな

いかといった部分に入ってくるものと考えている。 
 
（委員）基本条例を考えていくにあたって、出雲のというところを強調することも含めて

表現方法も考えていく必要があると思っている。出雲弁を使った表現は、松江市や米子

市の方が多いように感じている。意外に堅苦しい表現が使われているので、今回の条例

の提言の中では、出雲の言葉を大切にしていきたいと個人的には思っている。 
 
（委員）人権や男女平等は、基本的に憲法で保障されているものである。今から１０年く

らい前に、男女共同参画基本法ができて、それに併せて出雲でも条例がつくられた。そ

の時の策定に私も一員として加わった。その折に、公聴会が開催され、夫がゴミを出し、

妻が後片付けをするという約束のうえで行っていることを舅にあたる方が問題提起され

た事例もあった。男性と女性のあるべき姿など古い慣習が依然として残っていることは

問題であり、そのために法律や条例が施行されているので、時間をかけても解決してい

かなければならないと思っている。 
 
（委員）男性と女性のあるべき姿は、社会で決めるのはおかしいと思っている。個人が決

めたことを自由に実行できる世の中をつくっていくことではないかと考えている。 
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（委員）思いやりですべて解決できるという発言もあったが、言い換えれば、男女の関係

であったり、国と国との関係、年齢、障がい者と健常者の関係など、立場とか育ちが違

う人たちをどこまで理解できるのかというところになると思う。頭の中では分かってい

るというのも理解には違いないが、体験を通して理解するというところまで必要ではな

いかと考える。但し、理解するということについては、受けてきた教育に左右される面

がある。自分なりに解釈してこなしていく力が必要になってくると思う。これまで受け

た教育により、簡単に考えを変えることはできないが、不断の研修や啓発等で克服でき

ると思っている。人権という問題をどのように条例の中に盛り込むのかということにつ

いては、先程の意見のように、人権は、世界人権宣言、憲法、民法等グローバルなとこ

ろで定められているものであり、この人権を条例というローカルな規定の中に如何に調

和させて、また、同じことを言ったのではつまらないという感じもしており、やや扱い

難い問題かなという気がしている。出雲独自の出雲らしい自治の中に出雲独特の人権問

題である、例えば、きつねもちのことを取り上げるというのは、いささか自治基本条例

の本旨からは外れるような気もする。人権問題をどのように取扱うのかは先生のアドバ

イスをいただきたいと思っている。 
 
（委員）福祉やバリアフリーなど人権に関わることについては、個人個人が気持ちとか考

え方が分かって行動できるかどうか、そのためにはどうしたら良いのかというところに

行き着くのではないかと思う。コミュニティも上手く活用して、人との交わりの場、お

互いが分かり合える場が多く出来てくれば解決していく方法があるのではないかと思う。 
 
（委員）我々の世代は、人権イコール同和教育であったように思う。家庭での教育ももち

ろん大切であるが、その家庭のスタイルにより男女平等の精神と食い違ったりして、何

が正しくて何が間違っているのか戸惑いもある。「認め合い、支え合い、ともに輝く未来

へ」という出雲の男女共同参画関係の事業で出会った言葉を私は大切にしている。 
 
（委員）人権について話し合えること自体が幸せなことだと思っている。話し合えるとい

うことは、生きている、命があるということの証しでもある。通常の社会では、個人個

人に名前があって、名前で呼んでもらえるが、刑務所や拘置所では番号で呼ばれている

ようだが、果たして、そのような所に人権が存在するのだろうかというようなことも思

いながら、この人権という問題については気を配りながら、また、みんなが生きている

ことに感謝しながら話し合いをしてもらいたいと思っている。 
 
（委員）人権は、抽象的な話しであったので、少し具体の話題として、福祉のことについ

て述べたい。福祉の中には障がい者の方はもちろん範疇に入っているが、それ以外に高

齢者福祉の面が軽んじられていると思われる。３班でも話し合ったが、高齢者の福祉は
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出雲にとっては大切であるという気がしている。受け入れ施設、或は考え方も含めて十

分ではないと思われるので、高齢者福祉を大切にする出雲市をめざしてほしい。 
 
（委員）私は母親を老人保健施設に入所させていただいている。家庭の事情により、やむ

を得ず預けているが、田舎であるが故に世間は冷たい。また、先程の意見のように、施

設の数が不足していて待機が多くなっている。施設を増やすことは、工場の誘致よりも

雇用創出の場になるのではと考えている。高齢者が入所し難いことに関しては、施設の

絶対数が不足している点と、介護費用が高額で預けたくても預けられないという経済的

な面の二つの側面があるのではないかと思っている。 
 
（委員）私の場合も、両親が年をとってきたため、出雲へ帰って来た。施設の数は足りて

いないと私も思っている。高齢者率の高い出雲市でもあるので、高齢者福祉については

重点的に取り上げてほしいと考えている。 
 
（委員）福祉の問題については、私の場合、高齢者の方、障がい者の方の身になって、ま

ずは、受ける側に立って考える。施設入所の場合も、親を預けることを想定するのでは

なく、自分が入所することを考えてみる。自分の方からみた観点で様々なことを考えた

ものを、出雲を良くしていこうという提言の中に盛り込みたいと考えている。 
 
（委員）確かに、経済的な理由で施設に入れない方もおられるとは思うが、施設が少ない

とは必ずしも言い切れない。緊急時にでも、市の方へ相談をされれば、すぐ近くという

わけにはいかないかもしれないが、入所できるくらいの施設はあるのではないかと思っ

ている。施設を増やそうということではなく、施設の内容を高めようということであれ

ばよく分かるが、一方的に施設の数を増やすということにはならないのではないかと思

われる。人権の話題に戻るが、人権問題に関しては、教育が大切であるという意見を述

べた。先般、「民話と神話」という講演を聴いた。その中で、以前は家庭内で祖父母から、

「桃太郎」などの民話を繰り返し聞かされ、刷り込まれて、それが自分の生き方の原点

になっているといった内容であった。なるほどと自分も実感した。 
 
（委員）施設の数の意見もあったが、自分はそのような施設を増やすことが果たして良い

ことなのかどうかと思っている。以前、人口ピラミッドの資料を配付してもらったが、

将来的には人口が減少していくので、施設が余ってくるのではないかと考えている。そ

れよりも、できることなら、地域でお年寄りを看ていくということも大切ではないかと

思う。実は私も「民話と神話」の講演を聴いた。民話には、道徳や親孝行などが詰まっ

ている。そのような日本人が大切にする伝統的なものも、特色として出雲市の条例に活

かせたらと思っている。 
 

5 
 



（世話人代表）全体討議終了の予定時刻となった。言い残しはないか。思いやり、範囲の

広い「人権」という言葉の取扱いの問題提起、福祉は障がいに限らず高齢者福祉の側面

も大切などの意見が出されたところである。今後のテーマを詰めて考えていく中で、何

点かに絞って深く議論をしていくテーマの一つにもなってくると思われる。 
 
（委員）今後、「住民の権利」について議論していく予定があるのか伺いたい。 
 
（世話人代表）現段階で「住民の権利」というテーマで確実に議論していくという計画は

ない。 
 
（委員）地方自治法の中には「住民の権利」が謳われている。『出雲市民が誇りを持って出

雲市を愛して生きていく、満足していくためにはどうしたらよいのか』ということをテ

ーマにして、今後、議論したらどうかと考えている。 
 
（委員）「地域コミュニティ」についても深く議論していきたい。自治協会連絡協議会と市

が「出雲市地域自治区の設置に関する条例」の中で、規定している各地域自治区の地域

協議会の区別等を明らかにしておく必要があると思う。前回、アドバイザーも助言され

ていた点である。 
 
（委員）言葉の整理は必要である。地域協議会は、１０年という時限立法で合併特例法の

中で規定されたものではなかったかと思う。 
 
（事務局）合併協議の中で、協議会を設けるという取り決めをして、自治法上の地域協議

会を条例で規定している。いずれ整理をさせていただきたい。 
 
（アドバイザー）「人権」と自治基本条例の関係については難しい面がある。憲法の中に人

権のことが全部規定されているのかという点があり、新しい権利といわれている、「交通

権」や「環境権」など第１３条で読み込めるという話もあるが、それらをきちっと条例

の中に盛り込もうということがあってもよいと思う。なくてもよいかもしれない。仮に

条例の中に記した場合、どれくらいの法的効果があるのかについては学会上も諸説ある

のでご専門のアドバイザーにお尋ねしたらよいと思う。 
  また、仮に憲法の中で読み込めるとした場合でも、出雲にとって大切であると思われ

れば、「権利」と記さなくても具体的に男女共同参画は大切だから重点的にやっていこう

というようなことを記してもよいと思う。言ってみれば政策として考えていくのかなと

思われる。私が、個人的に大切であると考えている点は、オンブズパーソン、気軽に利

用できる人権救済のための機関などを条例に入れるかどうかの前に制度として考えてみ

られたらどうかと思っている。 
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（世話人代表）今後の予定については、事務局と世話人会を開催し、アドバイザーの助言

をいただきながら打ち合わせをしたので、事務局から説明願いたい。 
 
（事務局）先日、アドバイザー並びに世話人さんと今後の予定等について相談をさせてい

ただいたので、その内容について説明させていただきたい。手元に配付した、米子市の

骨子を記載した資料については、これをベースに考えていくということではなく、以前

にこの骨子を資料として配付した経緯もあったので参考として使用した。これまでのと

ころで、委員には「こんなまちをつくりたい」、「市民と行政の関係」、「地域コミュニテ

ィ」など自治基本条例をつくる上で、是非とも必要な大きなテーマ、日頃の生活の中で

感じておられるテーマについて、市の現状や課題、さらにはめざしたい姿などを議論し

ていただいた。先程は、これらのテーマ以外にも大切なものがあるのではないかとの意

見をいただいたところだが、どうあるべきかということを実現していくためには、市民

から付託を受けている行政、即ち、執行機関の代表としての市長や行政組織、行政運営、

市民のための議会など、市民の皆さんの思いを受け止めて行政運営をしていかなければ

ならないことを条例の中に謳ってある例もかなりある。そのような意味で両方が揃って

はじめて、よい出雲市ができてくるのではないかという部分もあるので、行政や議会の

在り方、運営ルールについても自治基本条例を考えていく上で、大切ではないかと考え

ている。その意味からも自治基本条例全体の枠組みをご覧いただくために米子市の骨子

の資料を配付した。過去にアドバイザーからも自治基本条例を上程していくうえで備え

ておかなければいけない事項もあるという助言をいただいた。米子市は一例であり、他

市では様々なつくり方をしており、提言の中にどの程度、どういう形で盛り込んでいく

のかは、今後委員の皆さんで議論していただくことになると思う。他の自治体の条例の

組み立て方などについては、既に配付した職員研究会の資料なども参考にして、今後の

議論するテーマを考えていただきたいと思っている。テーマについては、次回までにア

ドバイザーの妙案もあるので、世話人と相談しながら提案していきたい。これまで議論

された３つのテーマについては、項目毎に整理し、一覧表にして提示する予定にしてい

るので、ご覧いただき、意見をとりまとめたり、議論を深めたり等の検討をしていただ

きたいと考えている。 
  次にスケジュールについてだが、当初の案で６月末の提言書作成がもう少し延ばせな

いかという意見も伺っていた。一方で月２回のペースの開催で委員の皆さまにはご負担

をかけているが、いろいろ検討していく中で、市長への提言書の提出を８月末として、

少し緩やかにしたらどうかと考えたところである。了解をいただければ委員の皆さまの

任期を８月末に延長させていただきたい。３月１０日から５月末までのところで、先程

お示しした行政運営などや、新しいテーマ、さらにはもう少し掘り下げてみたいテーマ

などを全体の枠組みを念頭において、振り返りもしながら補足・補強して、懇話会とし

てのまとめを５月末を目途としていただきたい。そしてそのまとめを基に外部との意見

交換会、アンケート等を予定しているが、その方法等については、懇話会の中で折りが
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来れば議論していただきたいと考えている。その点はアドバイザーの経験からの助言も

いただきながら今後検討していきたい。その意見も踏まえて提言をまとめていただいて、

８月末に市長へ提出していただくという予定を考えている。そして、その提言内容を９

月議会で説明し、１０月には斐川町と合併することから、斐川町民の皆さんを含めたパ

ブリックコメント等を実施して、広く意見を伺いたいと考えている。なお、条例素案の

策定にあたっては専門家を入れた策定委員会を９月、１０月あたりから設けたいと考え

ている。１２月議会には斐川町側の６名の議員も含めた新体制の議会に説明をしていき

たい。そして、最終の意見をパブコメでいただき、３月議会へ議案として提出していき

たいと大枠のスケジュールを考えている。本日、議会で施政方針質問があり、市長も新

年度で検討して、平成２４年のはじめのところで施行にもっていきたい旨の答弁をされ

た。できれば以上説明させていただいたようなスケジュールで進めさせていただきたい

と事務局では考えている。また、これからの議論の進み具合にもよるが、開催回数の調

整等についても相談していきたい。本日のところで大枠のスケジュールを了解いただけ

れば、絞り込みをするテーマ等を次回３月１０日に少し時間をいただいて検討をしてい

ただきたいと考えているが如何か。 
 
（世話人代表）事務局から説明があったが、８月末まで延ばすというスケジュールについ

て異議はないか。 
 
（委員）私の場合、個人的に多忙のため、６月末が限界である。 
 
（委員）市長への提言と条例素案との関係はどのようなものを想定しているのか。 
 
（委員）市長の提言がこうあるべきだというところまでは考えていないが、米子市の骨子

のように法律の一つ一つの条文ではなく、この懇話会でこのような観点が大切であると

いったようなものが条例づくりにおいて大事である旨を提言としてまとめていただいた

らと考えている。どの程度、この提言の中に盛り込むのかということについても、以前

話題に出ていたが、今後のスケジュール、議論していくテーマも含めて、提言内容の度

合いも詰めていただきたいと考えている。 
 
（委員）条例素案は誰が策定するのか。 
 
（世話人代表）先程事務局から説明があったように専門家を交えて策定されていく。但し、

以前にも議論があったように、懇話会の役目は、とりあえず提言をまとめるまでのとこ

ろで一旦終わるが、懇話会の委員のうちの何名かが、その策定委員会に加わってもらっ

て、最終的に議案として上程されるまで、参加するということで了解をいただいている

ところである。 
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（委員）本日、配付された米子市の骨子の資料で、第２章の条例の位置づけについてはど

ういう記載がされているのか。また住民投票に関しては何処に入っているのか伺いたい。 
 
（委員）米子市の骨子案全文については、既に資料として配付しているのでご覧いただき

たい。住民投票については、その考え方が記載されている。 
 
（世話人代表）当面のスケジュールについては、先程８月までの任期は難しいと言われた

以外の委員については、了解いただけるか。 
 
（委員）異議なし。 
 
（世話人代表）了解いただいたということで、このスケジュールで進めていきたい。今後

の進め方については、事務局の説明のように、米子市の骨子と我々が行ってきた議論の

テーマを比較した場合、第１章から第６章までは議論してきたのではないかと思うので、

第７章以降のあたりを、今後５月末までのところでテーマ設定をし、議論をしてまとめ

ていきたい。また、これまでの議論の欠けている部分も確認し、議論をしながらまとめ

ていきたい。 
 
（委員）これまでの討議のまとめはできているのか。 
 
（事務局）今日の議論までのところを、次回に一覧表という形でお示ししたい。一覧表は

意見の重複もあるかと思うが、今までの意見を類型別にまとめたものであり、それをご

覧いただき、今後議論していくテーマの議論もしながら、まとめていっていただきたい

と考えている。 
 
（委員）先般、３月市議会が始まり、委員の皆さんも市長の施政方針を聞かれたと思うが、

本日配付した資料の中に自治基本条例の制定に向けて取り組んでいる旨が記載されてい

ることを報告させていただく。 
 
（アドバイザー）何点か補足及びお願いをしておきたい。次回３月１０日以降の議論のテ

ーマを検討されることになると思うが、「自治基本条例は概ねこんな内容のものであると

いうことを念頭において今後これを議論していくべきだ」というような検討をしていた

だきたいと思っている。委員の皆さんからこれまでにも要望として「自治基本条例とは

何ぞや」と言われていたが、かなりの資料も配付されているので、資料を読み返してい

ただいて、次回に臨んでいただきたいと思っている。これまで議論されていなかったも

のについて議論をしていくと同時に、これまで議論した部分についてさらに深めていく
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ものももちろんあると思う。両方を進めていかれればよいと思う。一例として出された

米子市の骨子もパーフェクトというわけではない。「米子ならではの・・・」という部分

が入っているので、スタンダード的なものと、これまで議論したものとの比較を事務局

で作成してもらえるのではないかと思うが、また、職員研究会の報告書の資料にも詳細

に記載された項目等の一覧もあるので、それらを参考にされて、今後の議論のテーマを

次回検討していただきたいと考えている。 
 

 

３．次回開催内容等 

 
（事務局）前回の会議録について、修正等がないか伺いたい。 
 
（委員）異議なし。 
 
（世話人代表）次回は、３／１０（木） 午後７時から 市役所３階 庁議室で開催する。 
 

 以上 


