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第１４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４月２６日（火） １９時～２１時 

◆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．前回のふりかえり 

（代表世話人）第１３回の会議録について修正はないか。 

 

（委員）なし。 

 

（事務局）前回、産経新聞（H23/3/8）に掲載された社説（自治基本条例という妖怪が徘徊）

に対する事務局の意見を伺われたが、いろいろな意見がある中のひとつの考え方と理解

している。 

 

２．全体討議  テーマ：議会・住民投票・地域連携 

（世話人）第２グループ分科会の討議報告は≪資料①≫のとおり。第２分科会の委員から

補足意見があればお願いする。 
 
（委員）「議会」のところで、②「特に出雲市基本条例を順守すべき議会及び議員の実態

を・・・提言に盛り込む方が良いのではないか。」とういう表現については、分科会では

「盛り込むべきだ」という強い意見だったと思う。また、「地域連携」のところで、①「ま

ちの理想像を考えたとき・・・産業振興などの活性化のためにも国や県、近隣自治体と

の協力体制などを前文か、もしくは、別の検討課題の一部として提言に加え表現するほ

うが良いのではないか。」について、分科会では「産業振興については少なくとも前文に

は入れるべきで、それが出雲らしい条例になるという意見だった。「住民投票」のところ

では、④「住民投票の発議及び請求について、「市長・住民・議会」が発議及び請求でき

るものとし・・・詳細については提言後の検討課題とする方が良いのでは。」について、

市民を含む二者から請求があった場合は住民投票ができるものとすることを、提言の中

に盛り込むべきだという意見だったと理解している。 
 
（委員）「住民投票」のところでは、④「住民投票の発議及び請求について・・・詳細につ

いては提言後の検討課題とする方が良いのでは。」について、提言後の検討ではなく、提

言に盛り込むという意見であったと思う。「地域連携」のところで、①「まちの理想像を

考えたとき・・・産業振興などの活性化のためにも国や県、近隣自治体との協力体制な
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どを・・・。」について、その後の新聞には、「中海宍道湖観光協会が発足、出雲も参加、

広域観光へ連携」という記事が掲載されていた。実態はすでに地域連携が始まっており、

今さら提言書で地域連携を盛り込んでも間が抜けているとしかいえない。だからといっ

てやめるのではなく、出すとすれば曖昧な表現ではなく、観光を含めあらゆる分野で、

山陰地域は弱く連携しないと力が発揮できないわけだから、市長、議会、また国会議員

なども含めて強く連携していくことを書いておかないと迫力がなくなる。もっと強い言

い方にすべきだ。 
 
（世話人）それでは、「議会」について皆さんの意見を伺いたい。 
 
（委員）「議会」について、「議員の報酬及び定数」は条例には入れる必要はない。 
 
（委員）議員の報酬や定数のことを自治基本条例に盛り込めるのかわからない。 
 
（世話人）③「議員の報酬及び定数は市長提言後の条例化の際に検討する方が良いのでは

ないか」との意見はやめ、④「議員の報酬及び定数は自治基本条例に盛り込むことが馴

染まないのではないか」を尊重し、自治基本条例に議員の報酬及び定数については盛り

込まないことする。また、出雲市議会基本条例は、前文にはじまり議員の責務など多岐

にわたって書いてあるので、これと同じような議会の役割や責務を自治基本条例に加え

ることは馴染まないのではないかというのが分科会の意見である。それであれば出雲市

議会基本条例との関連性について盛り込んでおくということ。 
 
（委員）分科会の意見が「・・・よいのではないか」という疑問を投げかけるようなまと

め方をしているが、今日の全体会では提言に盛り込むかどうかはっきりさせるようなま

とめ方をした方がいいと思う。 
 
（世話人）分科会で一方的に決めつけてしまうことには問題があると思い、このようなま

とめ方にした。本日、委員の皆さんの意見がはっきりすれば明言するようなまとめ方に

したい。「出雲市議会基本条例との関連」を提言書に位置づけることでよろしいですか。 
 
（委員）異議なし。 
 
（世話人）②「議会及び議員の活動実態を、より市民に周知してもらえるような市政、情

報啓発」を提言書には強い表現で盛り込むこととする。 
 
（委員）提言の内容としては、市議会基本条例に則り、「出雲市の議員は議会報告等を通じ、

全市民に対して市民の意向を的確に把握し、市民の付託に応えなければならない」とい

う文言にしてはどうか。 
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（世話人）特に異論がなければ、このような表現で提言書に盛り込みたいが如何か。 
 
（委員）異論なし。 
 
（世話人）次に、⑪地域連携について意見をお願いします。 
 
（委員）関西連合がユニークな動きをして関心を集めており、地域の連携については真剣

にやるべきだと思う。ただ、国や県との連携というのがあるのかわからないが、地方自

治体同士の連携はきちんと盛り込んで、合併後の市町村が協力を強化するなかでその中

核に出雲市がありリーダーシップをとるべきということを高らかに謳ってほしい。 
 
（委員）地域連携の②「産業振興については精神論、抽象的にならざるを得ないので・・・」

のところ、私は観光の振興や地場産業の振興というものは、精神論、抽象的な文言にな

らざるを得ないので実効性に乏しく、提言書に盛り込むことには否定的に考えている。

例えば、先ほどの出雲市議会基本条例についても、内容は精神訓話が多く、議員として

は当然のことが書いてあるだけだ。議員をどのようにして啓発して束縛していくかが重

要なのに、実効性がない。議会報告をしなければならないと書いたところで、所詮マナ

ーやエチケットにすぎず、議会報告をどのようなルールでやるかということが示されて

いない。従って提言書に盛り込むべきは、精神論よりも具体的なルールをいかにつくる

かということであって、具体性のない観光振興や地場産業の振興は自治ということには

馴染まないと考えている。しかし、広域連携のことは、道州制まで見据えるかどうかは

別にして、様々な産業振興や行財政の効率化を含めた重要な要素だと思う。合併前から

一部事務組合で広域連携してきたことでもあり、合併によりさらに一歩進めた形になっ

ている。そのような意味では観光振興や地場産業ということよりも広域連携のことのほ

うが重要だと思う。前文だからいいということで、単なる振興のありかたをいってみた

ところで、議会基本条例のようになってしまい、ルール化ができるようなものにはなら

ない。 
 
（委員）まとめの①を読むと誰でもそう思う。是非これはという具体的なものがあって

ほしいと思う。 
 
（委員）自治基本条例の定義について論じているのであって、直ちに具体化、ルール化

できるものも中にはあるだろうが、多分に精神訓話的にならざるを得ないものが多く

なると思う。例えば議会基本条例の具体的な実効性を担保するためには、この条例の

下にさらに要綱や規則をつくって議会運営要綱のようなものをつくっていけばよいの

であって、精神訓話ばかりで具体的なことがないから無意味だとは一概には言えない。

必ずしも具体的なルールにこだわる必要はないと思う。 
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（委員）たまたま観光振興や産業振興の言葉が出てきているために、ルール化とは次元

が違うと捉えられてしまっているが、これは例えばの話であって、基本的には「地域

連携をしっかりやらなければいけない」ということであって、観光や産業ばかりやっ

ているということではないので誤解のないようにしてほしい。もちろんルール化も大

事だしそのためにこの基本条例をつくっているのだけれど、ルールができることだけ

で全てが、この新しい条例の命が生きてくるかそうはいかない、どこかに出雲市らし

い、新しい基本条例をつくるのであれば沸きあがるものがほしい。それには前文しか

ないかなあと思うが、そのあたりを冷ややかに対応しないでほしい、ルール化するこ

とは大事だが、その根底にあるものを忘れてもらっては困る、観光や産業振興はその

ひとつの例であって、その例にあまりこだわってもらっては困る。もっと根本のとこ

ろを掴んでほしい。 
 
（世話人）地域連携そのものについては分科会でも、地域連携という枠を設けて提言す

るよりも、前文やそのほかのテーマのところで表現を織り込んでいってはどうかとい

う意見と、地域連携ということばは表現的には理想像が強く出過ぎるのでいかがなも

のかという２つの意見がでている。ひとつにしぼりこむのは難しいと思う。 
 
（委員）両方の意見があって当然だとは思うが、観光振興や産業振興が今後の出雲市の

まちづくりや発展を支える大事なことであるという思いはある。どのような盛り込み

方をするかは別として、自分が民間企業にいたとき中海・宍道湖圏域というひとつの

商圏のなかにいたので、そのような大きな枠組みを頭において、出雲市の発展を願う

ためにはどういう条例が必要なのかということを考えることが必要だと思う。特に観

光は出雲市だけを考えた観光ではなくなってきているので、広い圏域が発展すれば出

雲市も発展するんだという考えのもとで、行政にまかせるのではなくそのような広域

の枠組みのことを提言のかたちで盛り込めたらいいと思う。 
 
（委員）近隣自治体、他の地方公共団体との共通する課題については連携して、あるい

は協力しながら地域発展のためにつくすということにしたらどうか。観光や産業など

ことさらぬき出すと先ほどの議論になる。 
 
（委員）今の意見に賛成する。先行自治体の例文をみても、近隣自治体、他の地方公共

団体との共通する課題については連携するという言い方は誰にでもわかる表現であり、

これに出雲市らしさを盛り込んだ表現にしたらいいと思う。産業も共通する課題と捕

らえれば理解できる。ただ、産業にこだわる必要はない。 
 
（委員）産業振興はひとつの例であるのでそれにこだわる必要はない。今日の新聞に出

雲の文化論のことが掲載されていた。縄文時代は島根半島が離れており、豊かな内海
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を自由に船で行き来していたことに思いを馳せて、ぜひともこの山陰は連携していく

べきことをわれわれのほうからぜひとも訴えていったらいいと思う。ただ、国、県と

の連携はどうなのか。議論しておいたほうがいいのかもしれない。 
 
（委員）国、県との連携は次元が違うと思う。また、先ほどから何度も言っているように、

観光や産業はあくまでも例としていったのであって、これにはこだわらないでほしい。

共通する課題に対して連携するのは当然であって、共通でないものを連携などできない

のだからあらためて「共通するもの」などということば自体が不要だと思う。山陰とい

う地域は力が弱いのだから、もっと連携を深めてしっかりやっていこうという根本のと

ころを理解してほしい。 
 
（委員）国と県の関係について、地方自治法を根本として、国からみた地方というのは県

のレベルのことをいっている。市町村といった場合、国から見れば直接的ではないので、

県と同等なのは政令指定都市のことで、市町村から見た場合に国と県は相手が違う。格

段に違う。補助金のあり方にしても従来からの機関委任事務の考え方にしても全てに基

本的に国と地方といった場合は国と県のことになるというのは間違いのない事実だ。県

が受けたことの一部をまた市町村が行うということであるので、先行自治体の例は非常

に苦慮した表現になっていると思う。国と県と相互に対等な立場においてといっている

が、近隣自治体との連携はあたると思うが、国と県との連携はあたらないと思う。地域

連携のなかでどのように触れるかという議論はあるが、同じ自治体レベルでの連携であ

って、国や県との連携は書かないでもいいのではないか。 
 
（委員）私は、先行自治体でなぜこのように国、県との連携をわざわざいっているのかと

いうことを考えたとき、市町村からみた国の立場は非常に強力に写るので、地方分権の

時代に国や県と対等であるということをあえてうたいたかったのではないかと考えた。

しかし、自治体が条例に盛り込んだからといって、果たして国が対等と考えてくれるの

かということ。 
 
（世話人）地域連携について国や県との関係については明記しない方向でいいか。 
 
（委員）地域連携については近隣自治体との連携ということを中心議題にしておいて、必

要があれば国や県のことにもふれるということにしておいたらどうか。あくまでも水平

の関係を重視するという考え方だ。 
 
（世話人）地域連携の項目は、近隣自治体との連携について盛り込んでいくということで

よろしいか。 
 
（委員）異議なし。 
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（世話人）住民投票について、まとめの③尊重度合いから話し合いをさせていただきたい。

投票結果は「尊重しなければならない」とし、具体的な明記はさけるというのが分科会

の意見だが如何か。 
 
（委員）異議なし。 
 
（世話人）④住民投票の発議について、分科会委員からの報告のとき、冒頭、市民の意見

を重視すべきという指摘があった。 
 
（委員）④のところ、市長、住民、議会が発議し、請求できるものとするということでい

いのか。分科会の委員からの指摘もそこを明確に入れてほしいということでいいのか。 
 
（委員）市長、住民、議会の三者が一致すれば住民投票を実施すべきだと思うのだが、そ

のうちの一者でも反対すれば、住民と市長あるいは住民と議会の二者が発議すればでき

るとしてはどうかという提案だ。 
 
（委員）冒頭の発言はそういう意味だったのか 
 
（世話人）分科会での意見だ。常設型の住民投票のところを飛ばしたので少し議論が混乱

してしまったが、常設型というのが望ましいという分科会の意見だったが、議会議決を

経ないでも要件を満たせば住民投票ができるとするものであり、そもそも市長と議会が

一致すれば住民投票は出来るわけだし、市長と議会の意見が違ったとき、そこに住民が

乗っかってくるということになるわけで、どっちかに住民側が寄っていくということに

なる、市長の意見に寄るのか議会の意見に寄らざるを得なくなるから、三者が賛成する

案件について住民投票をするという事自体がおかしなことになるので、おおよそ住民と

しての意思を大切にしていきたいという意味合いで言っていただいていると思う。 
 
（委員）住民投票は必要だという了解されたとして、非常設型というのはわざわざ自治基

本条例のなかで定めなくても現行の自治法の中で住民投票ができるような仕組みになっ

ている。それをわざわざ市長があいさつのなかで触れられたということは、住民の意思

をもっと必要な都度聞きたいということだ。現行の自治法では、いくら市長が住民投票

条例を提案しても、住民が提案しても、最終的には議会が権限を持っているわけで、議

会が住民投票条例を否決すればできないということになっている。常設型は住民が一定

以上の賛成の署名を集めれば否応なしに住民投票ができるというところがミソなわけで、

常設型でなければ提言書に盛る意味が薄いことになる。もうひとつ、要件のうち年齢や

参加する住民なのか市民なのか、もうひとつ根本のところで一番冒頭のところで住民は

どうするのかということが一番と、この住民投票に関わるいわゆる参政権をもつものは
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区別して考えないといけない。ここでは１８歳以上という意見もあったが、一般の選挙

と同じ参政権をもつものに限定しましょうという意見だったわけだ。ところが、全体に

関わる人、市外から通勤している人も参加するべきだという、投票以外のことをどうい

うふうにするかが問題だと思う。 
 
（世話人）⑤住民投票者の範囲について、分科会では「１８歳以上」と「選挙権を有する

年齢」の２案併記で提案している。投票に関しては外国人の方は含まず出雲市の住民と

するべきと考えている。前回の市民の定義とは一線を画して選挙法に規定する出雲市の

住民という表現にまとめている。 
 
（委員）なるべく広い範囲で意見を聞いた方がいいのではないかということで１８歳以上

を提案した。自治基本条例にはまちづくりという意味合いも含まれていると思うので、

高校を卒業された方は県外に出て行ってほしくないといいながら１８歳の人に意見を聞

かないというのはいかがなものか。地元に就職して、地元の力になって欲しいと皆さん

がお考えであればその年齢から投票もできるようにしたらどうかと考えた。 
 
（委員）分科会のときに、１８歳以上の選挙人名簿をつくるために費用対効果はどうなの

か調べてもらった。国民投票のために１８歳以上の名簿が選挙管理委員会にはすでにあ

って、費用はそれほど増大するものではない、事務作業上のさしたる問題はないという

ことだった。 
 
（委員）投票できる年齢まで踏み込んだ提言書とするということか。 
 
（委員）提言書としては踏み込むべきだと思う。案文としては「２０歳以上を対象者とす

る住民投票条例の制定を考える必要がある」とするのか、または「（ただし、年齢は２０

歳以上または１８歳以上として区分は今後検討する）」、「１８歳以上とする」とするのか、

年齢に全く触れないようななんとなく住民投票をしましょうでは提言書では意味がない

と思う。また市民に限定するとか外国人は含めるとか含めないとか、ある程度のことは

盛り込むべきと考える。 
 
（委員）私はそこまで踏み込む必要はないと思っていた。分科会でそこまで踏み込んで話

をされたということであれば、懇話会として決めてもいいとは思うが、私は逆に言えば

「常設型で拘束型の住民投票をしましょう」ということぐらいで提言はいいような気が

する。そうしないと、ＰＩ活動やパブリックコメントでごたごたしてしまうことが心配

だ。したがって、住民投票条例制定のときに再度市民の皆さんの意見を聞きますぐらい

でいいのではないかと思っている。１８歳とか２０歳という年齢にまでは踏み込みすぎ

かなと思っている。 
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（委員）具体的に入りすぎかもしれない。参考例としてこのような意見もありましたとい

うことを掲載する程度でいいのではないか。この部分だけ、やけに具体的な表現になっ

ているのもおかしいのではないか。 
 
（世話人）自治基本条例の全体的な市民の定義とは別に、住民投票ができる人の範囲につ

いては、「出雲市の市民」に限定しておくことは必要ではないでしょうか。 
 
（委員）提言書には住民投票について懇話会のなかで年齢要件などの議論や意見もあった

ことは伝えてほしい。  
  
（委員）住民投票について誰の発議でできるとするかについては、常設型になれば市民か

らの発議でやらざるを得なくなる。 
 
（委員）発議できる者が三者あるなかで、三者の意見が対立したときに、住民だけの発議

でもできるようにしたいという意見と、三者のうち二者が同意しないとできないように

縛りを掛けたほうがいいという意見がある。 
 
（委員）市長や議長を抜きにして市民だけで決めていいのかということ。現行の議会制民

主主義の否定になる。 
 
（委員）あえて住民だけでもできるようにすべきだが、乱用防止は必要。 
 
（委員）市民と議会の対決ととれば乱用防止となるが、新しい議会と住民の関係というこ

ともできる。 
 
（委員）議会が市民の意向を正確に反映さえすれば、こういう心配はしなくてすむ。市長

と議会の意見が分かれたときにどうするかだ。 
 
（委員）あまり踏み込まなくてもいいのではないか。付帯意見として、こんな意見もあり

ましたということでいいのではないか。 
 
（世話人）それでは次のように意見を集約する。 
①住民投票の対象として、出雲市及び市政の重要事項に関して、住民の賛否を問うことが

できる制度として必要である。重要事項の内訳については濫用防止のための厳しい条件

を検討すること。 
②住民投票は常設型とすること。 
③住民投票の結果を尊重する拘束型とし結びの言葉は「尊重しなければならない」とする。 
④市長、住民、議会の３者が発議できるようにすべきという意見があったことを記載する。 
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⑤住民投票ができる人の要件には踏み込まない。参考意見として記載する。 
 
（世話人）市長の多選禁止について意見を聞きたい 
 
（委員）職業選択の自由に抵触する可能性があるが、多選の弊害は一般的にありうるので、

何らかの提言はすべきだ。 
 
（委員）多選には弊害があるので望ましくないなど、言い方は専門家に委ねることもいい

かもしれないが、検討結果については提言したい。 
 
（委員）多選とは何期をいうのか、定義があいまいだ。 
 
（委員）議論はしたということで、付帯意見としてもいいのではないか。 
 
（委員）長野県の多選禁止尊重条例を参考にしてみたい。 
 
（世話人）なかなか結論が出せない議論だが、検討課題のなかでこのような議題がでたと

いうことでこの場は閉めさせていただきたい。 
 
（世話人）中間まとめの作業について、前回第１分科会、本日第２分科会の分科会報告が

終わったところですが、世話人会としては、本日出た結論、話し合いの結果のまとめ、

書き手を事務局にお任せしたいと考えています。事務局でまとめていただいたものを分

科会に戻して確認をしていただき、精査して懇話会の中間まとめとしていきたいと考え

ているが、よろしいか。書きたいという委員もいらっしゃると思うが、６月以降のＰＩ

活動に向けて今から作業に入る必要があることから事務局にお願いしたいと考えている。 
 
（委員）異議なし 
 
（代表世話人）次回の日程は次第に記載のとおり。 
 
（委員）今後の進め方については代表世話人の仰るとおりだが、事務局でやっていただく

のは今日の分科会のまとめということでそれは必要だと思うが、早く全体像を、目次の

ようなものを出していただきたい。 
 
（世話人）前回の世話人会でもある程度標準的なものを検討してみようかという協議もし

たが、委員個々に思い描いておられる提言の形、イメージが、条文的なものか、文章に

よる提言のような形なのか、それぞれに異なっていることから今の段階でつめていくこ

とは難しいという判断をしたところだ。とりあえず、今できることをしようということ
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にしている。 
 
（委員）それを誰がどのような形でやるかについては世話人にお任せしますが、そろそろ

そういうことにも着手していかないと、各論だけやっていてもむしろ全体のバランスを

考慮して、この項目はこれより上だとか、そういったことが議論が白熱して分かれると

ころだと思う。きちんとしたものはすぐには出ないと思うが、あと２回の各論の発表と

同時に全体像についても示してほしい。 
 
（世話人）世話人会で協議したい。 
 
（アドバイザー）具体的なルールを盛り込むべきという意見があったが、確かに個々の項

目で実効性の高いものができるといいが、仮に個々の項目が精神訓話的なものであった

としても、次回の第３分科会で議論されると思うが、条例全体の実効性を確保するとい

う仕組みをおそらく設けられるはずで、例えば３年後にチェックをします、例えば市民

の参加を得てチェックします、そのときのチェック項目が何かということが書かれてい

るか書かれていないかということに大きな違いがある。たとえ精神訓話だとしても、具

体的にチェックする場を設けられるとすれば、それは生きてくるのではないかと思う。

提言には具体から抽象まであっていいと思う。２点目は、今日もいろいろな意見が出て

両論併記ということもありうると思うが、これからＰＩに出て行くことやパブリックコ

メントを聞くということを考えたとき、意見を１つにまとめずに、争点をはっきりさせ

ておけば、両論併記、３論、４論併記してあると市民の側の皆さんも考えやすくなると

思う。３点目は多選禁止については事務局を通じてでも市長の意向を確認してもらった

らいいと思う。４点目は、全体像のことがでたが、いつの間にかおろそかにしていた感

じもあったので全体像をおさえる作業もあわせて必要かなと思う。スケジュールについ

ては、この後２回分科会の議論があって、ＰＩに移っていくが、その間に１回は総括と

いうか全体の分科会はこんなもんですというのが必要だと思う。その時に全体像もあわ

せてでてくるのではないかと思う。ＰＩと分科会の間の総括の全体会が必要だと改めて

思ったところである。 
 

（代表世話人）本日の討議は以上。次回は５月１３日の午後７時から庁議室で開催する。 
 

以上 


