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第１５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５月１３日（金） １９時～２１時３０分 

◆場 所：市役所３階 庁議室 

◆参集者：市民懇話会委員（17 名） 

アドバイザー（2名）、事務局、職員研究会 

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

 
  
１．議事録確認 

  修正報告なし 

 

２．全体討議  テーマ「条例そのもの（定義等）・行政運営・行政職員」 

（世話人）第３分科会は、第４回懇話会で使用した資料「これまでの意見一覧表」を基に、

２回にわたり討議した。「１．条例そのもの」について報告する。第３分科会の委員から

補足の意見があればお願いする。 

 

（委員）討議を重ね、よくまとまったと思っている。反論があれば聞いてみたい。 

 

（委員）「＊「市民」の定義については最終的に討議する」とあるが、「最終的」とはいつ

の時点のことか。 

 

（世話人）提言書をまとめるときに、もう一度討議できればいいと考えている。 

 

（委員）「（２）なぜ最高規範性に位置づける必要があるのか」のところ、最高規範性をも

つものとするが「最高規範」の言葉は使わないとなっている。「基本的事項を定める」と

いう言葉で、市民は最高規範性をイメージできるのか。 

 

（世話人）最高規範という言葉は憲法につながる強い言葉だという意見がでた。そこで、「出

雲市のルールの基本原則」のような表現にしたいと考えた。先行自治体にも、似たよう

な言葉を使っている例はある。 

 

（委員）最高規範に位置づけることが必要であるという結論でいいのか。基本原則という

ような言葉を使用すればそれが最高規範に値するという解釈としたいということか。 

 

（世話人）第３分科会の結論は「最高規範性をもつ性格のものである」ということ。 
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（委員）「基本的事項を定める」とは、項目的な事項になるので「指針」という言葉が適切

かとも思う。「指針」は「項目」に比べて少し抽象的で一般化すると考える。 

 

（委員）なぜ、最高規範に位置づける必要があるのか、その理由を入れておいたほうがよ

い。 

 

（委員）「（２）なぜ最高規範に位置づける必要があるのか」という疑問文は、分科会で討

論するときの議題であって、提言書にまとめるときには必要ないと思う。 

また、先ほどの「指針」のほうがいいという意見に対して、指針ではあまりにも抽象

的すぎて市民憲章や条例の前文にならいいが、本論の条文に入れるなら、ある程度具体

性のある「事項」のような言葉がふさわしいと思う。 

 

（委員）抽象的でいいのか具体性を持たせるのかは、この条例の根本的な考え方によると

思う。どちらがいいのかは全体像を考えるときに検討すればいい。第３分科会ではこの

難しい項目について非常によくまとめておられると思うが、この自治基本条例がなぜ必

要なのか、（１）のところをもっと強調すべきと考える。 

 

（委員）「（２）なぜ最高規範に位置づける必要があるのか」という疑問文については、項

目分けの題名がそのまま残っているだけなので、あまり気にしないでほしい。なぜ最高

規範性が必要かということについては、「（１）自治基本条例の必要性」のところを受け

てのことだと思っている。自治基本条例の必要性について分科会でかなり議論したわけ

だが、結局、最初のころに配布されたチラシの中に、最もわかりやすい言葉で表現して

あり、まとめるときにはこの言葉を引用したいと考えた。そして、この条例の必要性を

謳うことが、すなわち最高規範性をもつべき理由になるものと考えている。誰でも行き

詰まったときには、この条例に立ち返ってそのルールに則って処理するようにしたいと

いう思いだ。「最高規範」という言葉の使用については、いかにもという感じがして、市

民には抵抗感が強いのではないかという意見から、「基本的な事柄」という意味合いの言

葉とすることになった。 

 

（委員）行き詰まったとき、迷ったときには、この条例に立ち返ってそのルールに則って

処理する、手順を踏みなおしてみるという意見には賛成だ。つまり、そのルールには具

体性があって、誰が読んでも同じ解釈ができるようなものでないと具合が悪いと思う。

理念や指針は人によって解釈が異なる恐れがあると思っている。 

 

（委員）条例の中には具体的な項目と抽象的な項目といろいろあると思う。最高規範性の

ところは、どちらかというと抽象性、概念的要素が強い項目と考えられる。そういう意

味で「事項」という言葉に引っかかっている。 
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（委員）出雲市には既にいろいろなテーマの基本条例があるが、それらを総括するのがこ

の自治基本条例であると考えている。具体的な事柄はテーマごとの条例のなかで決めて

あるので、自治基本条例には細かなものまでは求める必要はないと考えている。懇話会

では「こんなまちにしたい」という議論をかなりしてきたわけだが、それらが網羅され

ており、誰でも共通に理解できる言葉でまとめていくのが自治基本条例だと思っている。 

 

（世話人）ルールや指針といった言葉の使い方の議論はここらで一旦終えたいと思う。提

言書としてはこのような形で提案したいがよろしいか。 

 

（委員）できれば豊かな日本語を使っていただきたい。 

 

（世話人）「２．行政職員」について討議報告する。第３分科会の委員から補足の意見があ

ればお願いしたい。 

 

（委員）これらの意見は、行政職員だけに求めるのではなく、市民全員に求められている

ことではないのかと思っている。 

 

（委員）「（１）信頼される職員とは」のところ、ここに書いてあることに反対するもので

はないが、当たり前のことすぎて、もっとこうあってほしいなどが書かれていてもいい

ように感じる。「（２）職員の資質を高めるには」のところ、具体的にどのような資質を

高めてほしいなどの記載があってもいいように思う。 

 

（委員）職員の資質を高める具体的な事項は、行政のトップの考え、指示によるところが

大きいのではないかと思う。個別具体に求めればいろいろあるだろうが、まずは基本を

押さえておきたかった。 

 

（委員）市民から見て、職員は公僕であるという意味合いが強く出すぎているのではない

だろうか。市民の被害者意識のような感情ではなく、双方向のやりとりのなかで、職員

と市民がどのように高まっていくかという視点があってほしい。一方的にこういう職員

になるべきだというのではなく、私たちと一緒に手を携えていきましょうというような

ものもあってもいいのではないか。 

 

（委員）「（１）－①市民と課題や問題を共有し、その課題等に的確に対応できる職員」と

いうのは、職員も市民の一員であり、市民と一緒に、市民と同じ目線で、市民の感覚で

様々なことに対応して、自分の問題として考えられる職員であってほしいということ。

そして市民もまた、それとともに様々なアクションが起こせるようにしなくてはいけな

いという意味を込めたものが、ここまでシンプルに表現できたと考えている。 

「（１）－②民間や市民の暮らしの体験などを通じて見識を高め、自己研鑽に努める」とい
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う表現のなかにも、市民の目線で一緒にやっていく、やっていきたいという意識を持ち

ながら、というところまでの意味も含んでいる。 

 

（委員）今の意見のところがとても大事だ。記載されている行間からそれらの意味合いを

読み取るのは困難だ。それらの意見を含めた文章にすべきだ。 

 

（委員）職員の資質を高めることについては、実践しているかどうかは別にして、市職員

は十分わかっているはずだ。このことよりも（１）信頼される職員について重点的に議

論してほしかった。 

 

（委員）分科会の検討資料で使われたこれまでの意見一覧表に、「行政の人は市民と協働の

必要性を感じているか」というのがある。協働の言葉は使わないことになっているが、

お互いに助け合い一緒にやっていくということが大事だ。市民がやっているイベントな

ども一緒に参加することで、市民が何を考えているか、どういう思いでこのイベントを

やっているのかがわかるはずだ。その中で行政の人たちも新しいものを見つけて市民へ

の対応もあったかい心で対応できるのではないかと思う。 

 

（委員）職員は組織の一員であるわけだから「３．行政運営」についても説明を聞いたう

えで、「２．行政職員」とあわせて議論したらどうか。 

 

（世話人）「３．行政運営」について討議報告する。行政が行う施策を決めるのは議会なの

で、市議会議員が頑張ってほしいという意味で議会のことをここに掲載してある。第３

分科会の委員から補足の意見があればお願いしたい。 

 

（委員）市民と職員が一緒にやっていく行政をつくるための基本条例をこれからつくろう

としていると思っている。そのための仕組みを少しずつでも入れておきたい。ここに掲

載されている意見はどれも間違ってはいないが、「意見のまとめ」に書いてあることだけ

ではそこまで読み取れない。例えば、計画を立てるときには市民にはどういう形で関わ

ってもらうのか、などを入れ込んでおく必要があるのではないか。そのためには職員に

はどのようにやってもらったらいいかということになる。 

 

（委員）財政力があり、行政にお願いすれば何でも解決するという時代はとうに終わって

いる。市民からの要望全部は対応できないということは、職員が一番わかっている。そ

のような中で、職員は市民の活動を傍観しているのではなく、職員も市民がやろうとし

ていることを一緒に考えなければならないし、市民もなんでもかんでも要望できる時代

ではないことを理解しなければならない。市民と職員がともにやろうというような意味

合いをこの文章に入れ込むことは非常に難しい。具体的な文言があれば提案いただきた

い。かつて、行政は最大のサービス産業だといった市長がいたが、もう少し発展させた
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現代風の表現はないものか。 

 

（委員）もう少し検討してみたい。 

 

（委員）２－（１）には③として、主な意見の中から「・市民からの悩みや相談には、一

緒に考える姿勢を持ち続けて努力を怠らない職員」も入れたらどうか。３－（１）「②予

算執行が硬直的でなく・・・」とあるが、既に出雲市は柔軟に使っていると思う。ただ

自由に使えるお金が少ないからほかのことに有効に回せないということになっているだ

けだ。よって②の文章はやめて、「総合振興計画などの長期計画の策定には市民も参加し

て、財政計画を一緒にたてていく」というような文章がいいのではないか。 

 

（委員）３－（１）「①・・・客観的に評価できる仕組みづくりが必要」のところ、出雲市

は行財政改革審議会などで取り組んでいる。それが十分かどうかは別にして、既に組織

としてある。従って、この文章を活かすなら「既にある仕組みをさらに発展させる」と

か「もう少し、市民の参画度合いを強める」というような言い回しになるのではないか。

３－（１）「②予算が硬直的・・・」のところ、今は市にお金がないので硬直的には使え

なくなっている。３－（１）「③行政指導に努める」のところ、行政指導という言葉は曲

者で、法令にないことを取り締まるということで、あまりやりだすと住民自治に反する

結果になる懸念がある。 

 

（委員）分科会では、３－（１）「主な意見」にある「住民の権利を守るためには行政は・・・

行政指導などをしてほしい」とあったものを圧縮しすぎて誤解を招く表現になったかも

しれない。項目立て自体が問題だったかもしれない。「もっと市をどのようにしたらよく

なるか？」「それぞれの分野でどうするのか？」を考えれば、おっしゃるような結論が出

てきたと思う。言葉の端々をよくみていただければ、住民参加とか市民の気持ちを大事

にするために一緒にやろうということはにじみ出ているはずだ。ただ、このようにすっ

きりとまとめるとニュアンスが飛んでしまっている。 

 

（委員）行政指導は今は使わない言葉になっているのではないか。行政手続法という法律

によれば行政指導は使わないようにしようということが謳われているはずだ。 

 

（委員）３－（１）②については、今が硬直的であるという意味ではなく、もっともっと

飛躍的に新しいやり方を導入するところまでやったらいいという意見であった。すなわ

ち、ひとつの大きな事業をする場合に、どこも単年度決算なのだが、３年間は決算しな

くてもいいというような予算執行ができないだろうかという意見だった。さすがにそれ

は難しいということにはなったのだが、もっともっと自由な発想で出雲市独自の予算の

立て方、使い方が出来ないかというところが、②に含めた意味合いだ。 
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（委員）説明を聞くと非常によくわかる。しかし、それらの説明を②の「硬直的でなく」

という言葉だけでは読み取れない。ぜひ今の説明を含めた文章にしてほしい。 

 

（委員）３－（１）①のところ、当たり前のことが書いてあるのだが、情報提供、説明責

任、客観的評価の３つのものを「主な意見」のところで「議会、市長、市民が相互に監

視し合うことが大事」と書いてあるが、監視しあうだけではなくて、助け合ったり補い

合ったりしながら行政運営をしていく仕組みができるといい、というのがここで伝えた

い意味。 

 

（委員）３－（１）③のところ、最近の原発事故の事例からみるに、これまでの地方自治

体は国の法令・指示に基づかないと規制がかけられなかったが、国が仕組みを変えるの

に時間がかかっているなかで、国の対応を待つのではなく地方自治体が先んじて仕組み

をつくることが求められている。これは行政指導ではなく条例や規則で定めていくとい

うことが大事になる。そのような意味合いを込めたらどうか。 

 

（委員）住民の権利をまもるために、実効力を強調した表現ができないか。例えば、喫煙

マナーやポイ捨て禁止などでは市民、見守り隊、行政が一体となって取り組みをして実

績をあげている。 

 

（委員）「主な意見」の４番目に「住民の権利を守るために・・・」のところに、具体的に

分かりやすく記載してある。「行政指導」のことばが不適切であるなら、これを除いて使

ったらどうか。 

 

（委員）「主な意見」の４番目のところに書いてあること、行政の権利を守るために行政が

動くのは当たり前のことだ。「迷惑をかけるひとには毅然と対処してほしい」とは、市民

と市民のトラブルについて行政が介入して対処するということなのか。 

 

（委員）市民の間というより、社会を乱す行為に対して行政が対処するということなので

はないのか。そのような行為があるのか。 

 

（委員）身近なところでは、犬の糞の始末をしないとか、ポイ捨てなどがある。そのよう

な行為に対して行政は毅然と対処してほしいということ。今までの行政のやり方は、ご

み袋を町内に配付したり回収にまわるというようなことで、直接の原因者への対応がさ

れなかった。 

 

（委員）日本は刑罰法定主義であり、何らかの定めがないと取り締まったり処分すること

はできない。条例で定めてあれば可能だが、なんでもかんでも、気に食わないから罰則

を与えてくれとはならない。 
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（委員）そのような罰則、取締り強化を行政に求めることには違和感がある。 

 

（委員）毅然と対処するとはどのような意味なのか。 

 

（委員）「主な意見」の４番目の「住民の権利を守るために・・・」の意見は、ひとつの意

見であって、根拠法令に基づかない処分はできないことなどは分科会の中でも議論した

ことであり、したがってまとめの欄に入れていない。 

 

（委員）分科会で議論をしたなかで、このたびの震災で感じたことは、公務員は自らの役

割を認識して実行するということ。自衛隊、消防、行政の職員は、いわゆる市民との協

働的な役割ではなく、やるべきことをきちんとやるということを市民は期待している。

大災害のときだけでなく日常においてもそのようにしていただければいい社会になると

いう議論をしてきた。 

 

（委員）行政指導は本当にしてはいけないのか。条例等で定めがないからこそ行政指導が

必要なのではないか。 

 

（委員）条例等に定めがないことについては、「行政指導」は行わないようにしようという

こと。行政側の裁量で行われる行政指導が横行すれば、歯止めがきかなくなる恐れがあ

り、市民活動は逆に制約が増えることになりかねないということだ。 

 

（委員）「指導」は「ルール」ではないのだから行政側のバランスの問題ではないのか。社

会常識の範囲内、やり過ぎもいけないが逃げ腰もよくないと思う。 

 

（委員）これまで行政は、過料や罰金はほとんど科したことはないと思う。確かに法令に

違反しているものは毅然と対応しないと、悪貨が良貨を駆逐するということになりかね

ない。 

 

（委員）毅然と対応するということについて、『主な意見』４番目の「迷惑をかける人には

毅然として対処してほしい」の毅然と、先ほどの一般的な社会常識に対する公務員の毅

然とした対応とは別のものだと考える。さきほどからの議論を聞いていると懇話会委員

の感じていることはほぼ同じようなので、これらの意見を踏まえて再度、第３分科会で

良い言葉にしていただくようお願いしたい。 

 

（委員）「行政指導」ではなく、「行政の責務を果たす」というような言い回しがいいと思

う。 
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（委員）『主な意見』の８番目、「昼間の市議会を傍聴することは、・・・」について、「行

政運営」のところではなく「議会」のところに入れてほしい。市議会の日曜日や夜間の

開催については大事なことだと思うので、是非とも入れておいてほしい。 

 

（世話人）第３分科会では「４．危機管理」を追加テーマとして討議すべきということに

なったので項目として追加している。 

 

（委員）第４分科会で「まちの理想像」について議論する予定である。そのなかで危機管

理についても項目としてあげるつもりでいるのでお任せいただけないか。 

 

（世話人）第４分科会におまかせすることでよろしいか。 

 

（委員）異議なし。 

 

（世話人）アドバイザーから、本日の議論についてコメントをお願いしたい。 

 

（アドバイザー）１－（１）『主な意見』の１番目のところ、「議会や市とともに・・・」

とあるが、「議会」は市の機関のひとつであり、市というものが「議会」も「市長」も包

括するものである。ここで「議会」を入れるのであれば、それに対比する言葉としては

「市長」を入れることになる。したがって「住民が自治の担い手として議会や市長とと

もにまちづくりを・・・」という言い方になる。 

１－（２）最高規範について、条例同士なので最高規範にはならないということなの

だが、法律でも農業基本法とその他の法律の関係が参考になる。会議を例にとれば、分

科会に分かれる前に分科会を包括する全体会があって、そこで趣旨説明をするようなも

のだ。それを受けて各分科会が開かれるわけで、基本条例とはここで言う全体会のよう

なもの。出雲市にはいろいろな分野の条例があるが、それら全てにわたる条例はないの

で、そういう意味で、基本的事項を定めるということになる。最高規範ということでは

なく、基本的事項を定めていくことになるので、細かいことは必要ない。自治を実施し

ていくための基本的事項なのであって、職員のことなどについて、先ほどの議論では細

かなことをいれるべきとの意見もあったが、基本的事項を定めるわけだから細かなこと

は入れないということだ。「基本」、「自治」ということで縛ると、自ずと取りあげる項目

は決まってくる。川崎市やニセコ町などの条例や資料も見たが、そのような縛りをかけ

るとある程度共通してくる。自治を考える上で、しかも基本的事項ということになれば、

おおまかな部分はだいたい似通ってくるということになる。先進自治体でも出たり出な

かったりする「危機管理」の部分が入れば出雲市らしさ、特徴になるということ。 

また、自治基本条例をつくったからといって直ちにいろんな問題が解決するものでは

ない。そういう意味では自治基本条例は出発点にすぎない。基本条例を受けて、それぞ

れの条例をもう一度整理していくことが、次の段階であり、そのときに細かなことが問



9 
 

題になってくるのである。 

そもそも自治ということなれば市民も主体のひとつであるので、どこかに市民のこと

も入れておかねばならない。行政にやってほしいという要望、意見が出よく出るが、そ

のことが既に自治ではなくなってしまっている。従来からのおんぶに抱っこの行政であ

るといった状態を脱却しようというのが自治基本条例の根本である。そういう意味では

市民も行政を担うということ、自分たちで解決できる問題は自分たちで片付けるという

姿勢をどこかに入れておく必要がある。 

行政職員の項目があったが、これは職員ではなく「市長」のことであり、市長を補助

するのが行政職員である。よって、ここでは「市長」が出てこなければならない。職員

のことを言う場合、条例によっては「市長等」または「市長及び市職員」といった形で

規定されている。そこのあたりは先進事例をしっかり参考にしなければならない。条例

にする際には、約束事をふまえておかなければ、議会で完全に叩かれてしまうので、市

で調整しておく必要がある。 

また、全体の中でこれらの項目がどうなるか、ある程度全体を見通しながら同時に分

科会で細かなことを並行して検討していくことが必要だ。個別には良いが、全体を見通

したときにはバラバラだったということになりかねない。どこかで全体との調整をしな

ければならない。基本的には市民がつくった条例ということなので、不十分な部分があ

ってもいいと思うが、明らかな間違いは避けるべきだ。 

最後に、行政指導についての議論があったが、行政指導をしてはいけないとか避ける

べきだという法律はどこにもない。要するに無理強いしてはいけないということである。 

 

(アドバイザー)今日の議論で「危機管理」が加わることになり、当初予定した項目以外に

新しく項目が加わったことをうれしく思う。皆さんが議論したいというテーマを項目立

てたわけで、必ずしもそれに縛られないでほしい、といつも言っているので、これから

も追加や要らない部分は削っていただいたらいいと思う。 

全体の雰囲気で感じたことだが、市民も責任をもって自治を担っていかなければなら

ないということだが、しかし、市民も担うべきだから行政は少しやわらかくあっていい

ということではないと思っている。例えば、公務員を医者に例えれば、病気を治すため

には自分も節制しなければならないが、医者がいいかげんであっては困る。手術は医者

にしかできないわけで、医者としてしっかりやってもらわないと困るのである。自治の

担い手として市民の責任は確かに大きいのだが、一方で行政、市長、行政職員の責任も

大きいと思っており、今日の議論を聞いて、あまりにも市民の責任を重く行政を許すと

いう方向にはならないでほしいと感じた。 

 

（代表世話人）第３分科会の委員の方には、さらにまとめていただいて提案していただき

たいのでお願いする。 
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３．その他 

次に２．その他（１）提言書の全体像について世話人会での協議結果を報告する。今

後のＰＩ活動等を控えた中で、提言書の具体的な形について世話人会からお示しするこ

とは難しく、また全体で協議する時間的余裕もない。そこで、これまでの議論のまとめ

として、今日の第３分科会の資料の形に仕上げたいと考えている。太枠内にまとめの文

章を記載し、欄外にその意見を採用した経緯などを記載するという形である。事務局で

４つの分科会でまとめたものをそれぞれの分科会で確認していただき、それを一冊にま

とめたいと考えている。それをもって PI 活動に臨み、そこで出た意見を盛り込みながら

提言書の形にしていきたいと思っている。提言書を条例的な要素にするか文章的な要素

にするかという議論もあろうかと思うが、提言書の段階では条例的なものにするのは馴

染まないだろうと思っている。基本的な正しい表現となるように事務局と相談しながら、

皆さんと一緒に提言書をつくっていきたいと思っている。各分科会の確認作業が終わり、

ひとつの冊子として出来上がった時点で、おそらく６月中旬頃になると思うが、全体会

を開催し共通認識をもつこととしたい。 

次に、PI 活動について世話人会の協議結果を報告する。PI 活動について、いくつか案

を考えており、例えば、 

・懇話会委員の所属する団体の方々との意見交換 

・中学、高校生の方との意見交換 

・各地域のコミセンや自治会、町内会などの長との意見交換 

・市内商工団体の方々との意見交換 

・フリーで誰でも参加できるフォーラムなどの開催 

・アンケート調査 

・懇話会で意見が割れたものなど項目を絞ったアンケート調査 

・委員がイベントなどに出かけて市民の意見を聞く 

などが考えられる。 

委員全員が一緒に出かけて市民と直接話しをするというのは難しいかもしれない。土

日祝日しか出かけられない方、夜間でないと出かけられない方などいろいろあると思う。

委員のみなさんには PI 活動について提案があれば次回までのところで、事務局を通じて

でも結構なので意見を聞かせていただければ、世話人会の中で少し詰めてみたいと思う。 

 

（委員）４つの分科会ごとにまとめるというのは、提言書に載せる重要な項目をまとめる

作業だからいいと思うが、全体像が全く見えない。全体像なしに各論ばかりではＰＩ活

動には出かけられないと思う。中身までは詰めなくとも、全体を通した目次のようなも

のが必要ではないか。 

次に、ＰＩ活動の場面設定は誰がするのか。誰がどういう形で周知して、どのように

集まってもらうのか。私たちがいくら呼びかけても集まってもらえないと思う。議論も

定まっていない中で、私たち個人の意見を軽々に言ってはいけないのではないか。たと

え自分の意見は違っていたとしても、懇話会の総意を自分の意見としていくようにしな
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ければならない。懇話会の意見はこうだが実は自分の意見は違うなどとは言ってもらっ

ては困る。そのあたりのことを誰がどのように整理するのか。それよりも、市の広報誌

を使って期間を限定して意見を求めていくなどの方法がいいと思う。 

 

（世話人）提言書については、懇話会委員がそれぞれ違うイメージを持っていると思う。

世話人会で話し合ったことは、私たち懇話会が条例を提言するのではなく、あくまでも

市民感覚としての意見をまとめたものを提言していくことだと思っている。その提言を

もとにして市民懇話会の委員も入った条例策定専門の委員会で条例にしていただくこと

になる。そのために、市民懇話会の意見をまとめたものを作って行く必要があると考え

ている。ただ、他の委員からも全体像を示すべきという意見があれば検討する。 

ＰＩ活動については、当然のことながら誰がどのようにして人を集めるかという問題

があるが、仮に委員の所属している団体の方と意見交換をするとなれば、それぞれの委

員の皆さんに汗をかいていただくことになると思う。声を掛けるだけでなく参加してい

ただくようにお願いをして回るなどが想定される。その上で、世話人会や事務局も動く

ということになるのでないか。今日のところで誰がどうするということを決定している

わけではなく、委員みんながそのことについて汗をかこうではないかということを考え

ている。また、先ほどおっしゃった広報誌を使ってアンケートをとるということも良い

方法だと思うので、検討事項に加えておきたいと思う。 

 

（委員）最初全体像があって、それから分科会がスタートしたという経緯がある。だから、

全体像がなかったわけではないが、分科会で議論が始まってから支流のほうが広がりす

ぎて本流のところがわからなくなってきている。だから、今一度、もとにもどってしっ

かりと全体をまとめたほうがいいと思う。それがＰＩ活動の前提だと思う。ＰＩ活動に

ついてはあまりにも唐突な感じがする。これでは人が集まらないし、誰を集めて何を言

っていいのかわからない。全体をしっかりまとめて、ＰＲして、それからＰＩしていく

べきと考える。 

 

（委員）ＰＩ活動と提言書の提出は大きく連動することだが、提言書を提出するのは最後

だと私は思っている。それが８月になるのかわからないが、それまでのスケジュールを

ご説明いただきたい。第４分科会もまだ終わっていないし、全体像も見えないなかで具

体的スケジュールをお示し願いたい。また、ＰＩ活動については、団体に属していない

委員もいることをご理解願いたい。 

 

（委員）（１）の提言書というのはきちんといえば中間素案のようなものかもしれない。 

しかし中間素案といえども全体像がなくて各論ばかりでは、人に見せられないのではない

か。中身までこと細かく書いてある必要はないと思うが、項目の順番やどこに何を書く

かくらいは決めておきたい。 
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（代表世話人）世話人会で考えている提言書とは、８月の終わりまでに提出する最終案の

ことだと認識している。それは、ＰＩ活動を踏まえてまとめたものだということ。今、

ようやく項目ごとにまとまりだした段階にあって、方向性が定めきれない状況のなかで、

いきなり全体像をまとめろといわれてもすぐにまとまっていくものではない。ＰＩ活動

をしながら項目の過不足、意見の集約をしていくことになろうと思っている。また、こ

れら全ての項目を市民の皆さんにお示ししてアンケートや意見交換をする考えではなく、

項目を絞ってＰＩをしていく考えだ。従って、今、全体像を把握しておく必要はないと

思っている。 

 

（委員）市民の定義がされていない状況で商工会議所には行けないのではないか。また、

項目ごとに出かけていくこともひとつの方法ではあるが、なぜうちではこの項目につい

て議論できないのかなどといわれても困るので、提言書まではいかなくても試案程度の

ようなものをつくって、市役所主導でＰＲしていただいて、懇話会メンバー全員で行く

方法が一番いいと思う。 

 

（委員）男女共同参画条例を作るときに、各地域へ、佐田、多岐、湖陵のほか大津などへ

も行ける人が出かけた。その際、懇話会委員は何もしゃべらないことを基本に、あらか

じめ抽出した項目について各地域の意見を聞いて帰り、それをまとめる作業をして条例

をつくった。私は今回のＰＩ活動もこのようなやり方になるだろうと思っていた。どの

ような資料を用意して出かけるのか、誰が行ってもいいように共通理解をしておく必要

はあると思う。私たち懇話会委員があれこれ説明をするのではなく、市民から質問があ

れば答える程度で、市民の皆さんはどのように考えますかという立場、意見を聞かせて

いただき持ち帰って提言書に活かすということが大事ではないか。出席する場合には懇

話会の総意をもって出席することが必要だ。以前、出雲市まちづくり条例ができたとき

には、地域協議会にいきなり条例案がでてきて、これを直しなさいということで作業し

たこともある。やり方はいろいろあると思う。全部の地域をまわることはできないので、

地域を抽出するなどの必要はあると思うが、いずれにせよ市民の方を集めることは行政

にお願いしたい。 

 

（世話人）ＰＩ活動については、今夜決定するということではなく、代表世話人から説明

したように、世話人会の案を例示させていただいたので、委員の皆さんから意見があれ

ば次回の懇話会までにまとめておいていただきたいということである。 

提言書については、５月２７日の懇話会で第４分科会のまとめが発表されるので、６

月中旬には全体をまとめたものができあがる予定であり、それをもって懇話会を開催し、

提言書全体の体裁等について協議するとともに、ＰＩ活動にどのように臨むかを協議し

たい。 

 

（委員）今後の日程について、既に決定していることと、これからどうするのかというこ
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とを分けて説明していただきたい。ＰＩ活動は今後の日程に入るのか。 

 

（世話人）各分科会の意見をまとめる作業を事務局でやっていただいており、できたもの

から各分科会にお返しして確認作業をしていただく。第４分科会の発表が５月２７日で

あり、全ての分科会の確認が終了し、全体をまとめたものができるのが６月中旬である。

その時点で懇話会を開催して全体の体裁等を確認して中間報告とし、ＰＩ活動はその先

のスケジュールになります。中間報告をもってＰＩ活動に出かけ、市民の声を加えたも

ので、最終的には８月末には提言書として提出する予定でいる。 

 

（委員）時間がない中で、同時並行して全体像、項目立てはしておくべきだ。第４分科会

の終了を待つまでもなく、分科会で議論される項目は委員全員が把握しているわけだか

ら、中間報告ができあがると同時に全体像もすり合わせができるように準備をしておく

必要があるのではないか。 

 

（委員）６月中旬から８月末にかけて、われわれは何をするのか、スケジュールについて

次回の懇話会で協議してほしい。 

 

（委員）懇話会の権限について、懇話会がどこまで受け持つのか、懇話会は最終的にどこ

まで責任をもつのかということについて意見を言わせてほしい。分科会方式でどんどん

やるのもいいが、そもそも事務局は我々が分科会をやるといったからそれを容認してい

るわけで、本来は事務局が決められた日程の中でやるべきことだったのだ。市がもっと

責任をもってほしい。我々１８人ではとてもできないと思う。事務局で調整してすすめ

ていただきたい。私はそこまで責任を負えない。 

 

(代表世話人)事務局には分科会の資料作成と同時に全体会の資料作成のお手伝いもしてい

ただいている関係上、実務的にかなり厳しい状況にあると思っている。世話人会も仕事

を持ちながらの調整をしているし、委員の皆さんも分科会などで日程的にかなりきつく

なっている方もいると思う。それらを含め、できるところとできないところがあるとい

うことを皆さんには考慮していただいたうえで、全体像を検討する新たな分科会のこと

についても考えていただきたい。 

 

（委員）全体像を検討する新たな分科会をやるかどうかといことよりも、時間がないので

同時並行して検討しておく必要があるということである。今のペースでできるのか事務

局とよく相談してほしい。全体像については、世話人会で試案をつくって提案していた

だきたい。 

 

（代表世話人）ＰＩでどのようなことを市民に聞いていくのか、中身自体が決まっていな

いので、できるところでできることをやっていこうと思っている。アドバイザーの先生
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との日程調整もこれからで、事務局の資料の作成も追いついていない状況にあるので、

スケジュール的には今日のところでは６月中旬に中間とりまとめ（案）ができるという

ことしか言えない。ひとまず、４つの分科会のまとめをしたいこと、共通認識をもちた

いということについて、私は最初に提案したが、１回で終わらなければ２回やることに

もなるだろう。当初の予定では、６月から８月にかけてはＰＩ活動をするということに

なっているので、それに向けて準備をしましょうということ。どのようなＰＩ活動がい

いのか、同時並行的にみなさんにご提案して、次回に意見を聞きたいということ。これ

については最初にお話したところだ。全体像については世話人会で検討し、早い段階で

お示しできるようにしたい。 

なお、前回懇話会のふりかえりシートの記載内容については、分科会の中で検討して

いただき、必要があれば６月の中間報告にあげていただくような取扱いとしたいと思う。 

 

（世話人）第４分科会は５月１８日（水）302 会議室で開催する。５月２７日（金）の全体

会のときには、今日も使用した第１１回懇話会の資料１（Ａ３版のこれまでの意見とり

まとめ一覧表）を使用するので、お持ち願いたい。 

 

（代表世話人）本日の討議は以上。次回は５月２７日の午後７時から庁議室で開催する。 

 

以上 


