
第１６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２７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（13 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「まちの理想像・危機管理・福祉・子ども」 

 
（世話人）第４分科会は、５月１８日（水）に当初のメンバーのほかに２名の委員が加わ

り開催した。討議方法は、第１１回懇話会資料のなかから大切な要素やキーワードにな

る意見を抽出して、それを集約する形で行った。３つのテーマのそれぞれの目指すべき

姿と方策について「もし、自分がまとめるとしたら」という視点で、事前に提出してい

ただいた意見をベースにまとめた。本日の討議は、初めに「福祉」、次に「子ども」、「ま

ちの理想像」、「危機管理」の順に、分科会の意見をもとに懇話会の意見として集約して

いきたい。それぞれ２０分間の討議を経て、 後にまとめの確認作業としたいと考えて

いるのでご協力をお願いする。まずは「３．福祉」について説明。意見はありませんか。 
 
（委員）『主な意見』の「（14）施設ができたとしても、費用の面で負担が大きいので、も

っと行政の支援が必要ではないか」については、介護をしている人たちの大変な苦労や

思いを【意見のまとめ】の中に入れる必要はないか。施設に入るような要介護度までは

いっていないが、在宅で介護をしなければならない家族がいる人たちは、現実には自由

な時間がなく、困っている。行政でしか支援ができない領域だと思う。「【意見のまとめ】

③市民は地域や行政と連携して・・・」の具体的な項目の一つとしてあげておくべきと

考える。 
 
（委員）高齢者の立場としては、【主な意見】にあげてもいいと思う。 
 
（世話人）③の一文を、もっとかみ砕いて、具体的に例示するということか。 
 
（委員）事例としてあげてもいいのではないかということ。③の文章だけでは、あまりに

も抽象的過ぎて、このような事例を例示しておくべきと考えた。福祉はとても分野が広

く難しいと思うが、現実に身の回りにそうした困った人がいるわけだから、なんとか行
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政で支援することを盛り込んでおきたい。 
 
（委員）介護に対しての行政の支援は、確かに大事なことではあると思う。たくさんの意

見を３つの文章に集約するのは無理があると思うが、③では「地域や行政と連携して」

というところに「行政の支援」の意味合いを強調して書いたらいいのではないか。 
 
（委員）自治基本条例の趣旨に立ち返って考えてみたとき、「行政の支援」を盛り込むこと

は内容が後退してしまうと考える。これから自治を進めるという中では、市民と行政が

ともに手を携えて福祉活動をしていく、新たな仕組みをどのようにしてつくるかという

考え方であるべきだ。従来からある「支援」とは、行政から市民が一方的に受けるとい

う意味で、これからは市民と行政の相互がいかにして補完し合うか、その仕組みを考え

ていく必要性があるということを盛り込むべきだと思う。 
 
（委員）「連携」だけでは、現状維持のような意味合いに取られがちだが、今よりも深みの

あるということであれば「連携を深める」という言葉で包含できるのではないか。言外

には行政の支援なども含めた言い回しになると思う。 
 
（委員）新しい協働のような言葉、市民と行政がお互いに補完しあうような福祉の新しい

仕組みを考えるということ。大雑把に言えば「連携」かもしれないが、「連携」では何を

どのように連携するのかがわかり辛い。 近になってＮＰＯなどが新しい福祉の担い手

として行政の補完機能を担う仕組みが出来つつあるが、現状はＮＰＯの一方的な努力に

よってまかなわれているのが実情であり、行政の対応の遅れは否めない。それは金銭的

な支援ということではなく、まだ仕組みが手探りの状態であるということなので、「連携

を深める」ということばで片付けたくない。 
 
（委員）第４分科会では「行政と連携して」、「連携を深める」ということばでまとめてみ

たのだが、全体会の中で補足する言回しがあれば具体的に示していただきたい。 
 
（委員）「③市民は地域や行政と連携して・・・」の中、「地域」とは地域に住む市民のこ

とではないのか。 
 
（世話人）「地域」とは人のことだけではなく、事業者なども含む社会全体のことを意味し

ていると考えている。 
 
（委員）「市民」とは個のイメージが強い。「地域」は団体や全体をイメージする言葉とし

て使い分ければいいのかもしれない。 
 
（委員）「福祉」とは、「市民」が「行政」と補完しあいながら幸せなまちづくりを進める
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ということだと考えられるので、「市民」が、市民を含む「地域」と連携するというのは

理解しにくい。「市民」、「地域」の定義を整理しておくべきだ。 
 
（委員）③の「市民」は少し弱い立場の個人を指していているように感じるので、「行政と

連携して」という同列の考えはしにくいのではないか。③の分野は、福祉の中でも支援

的な要素が強いと思うので、「支援」という言葉を、そんなに忌み嫌う必要はないと思う。

「支援」とは頂き物を乞うような意味ばかりではないはずだ。システムをつくるという

言い方はいいと思う。 
 
（委員）③で「地域」ということばを入れたのは、これまで「コミュニティ」についてた

くさん議論してきたのでここに入れた。「市民」の定義に事業者や団体を入れるか入れな

いかも決まっていないので、あえて市民を主語にして地域との連携という言い方になっ

ている。「行政との連携」に対しての意見について、それに合う言葉はすぐには見当たら

ない。いずれにしても、これまでたくさん議論してきたことをここにまとめたというこ

とだ。 
 
（委員）福祉とは、初めに「自助」があり、次に「互助」があり、 後に「公助」がある

べきだと考えている。生まれながらにハンディキャップを持っておられる方は別として、

大事なのは、自分の身は自分で守ること、普段から健康管理に気をつけておく「自助」

が 初にあるはずだ。このことは①で読みとれる。次に地域との連携の部分が「互助」

のことであり、隣人や町内会の人、場合によってはもっと広い地域コミュニティまで含

む場合もあると思う。「互助」の気持ちで考えれば、③の文章で理解できる。 後の「公

助」の部分が国や地方自治体など公の支援になるのだが、これも③に謳ってあると理解

できる。従って、第４分科会のまとめはうまくまとめられていると思う。 
 
（委員）『主な意見』（１５）のとおり、福祉は高齢者と障がい者ばかりではないので、こ

の議論は、「まちの理想像」と一緒に議論すべきだ。「障がい者」の表記は「障害者」で

はないのか。 
 
（委員）「①年齢・性別に関わらず」が「障がいのある人もない人も」にかかるので、表記

としては「年齢・性別・障害の有無等に関わらず」とすべきだ。また、「障がい者」の表

記については、国の指針により、用語として使用する場合は「障がい者」とすることに

なっており、「障害者」と表記するのは規約などで定められた固有名詞に限られている。

個人的な感情でどうこうできる問題ではない。 
 
（世話人）第４分科会のなかでも「障がい者」、「子ども」の表記について漢字にすべきと

いう意見があったが、この懇話会では「障がい者」、「子ども」とさせていただきたい。

「まちの理想像」と一緒に議論すべきだということについて、分科会のまとめとしては
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「福祉」は大切な内容だから「まちの理想像」とは切り離して、個別の項目としてあげ

させていただいている。 
 
（委員）「笑顔で」というのは少し口語的、情緒的過ぎないか。どのような意味をこめよう

としたのか。「明るく」とか「幸福に」という意味か。 
 
（世話人）何の不安もなく、という意味だが、文章全体で意図がわかれば「削除」しても

いい。 
 
（委員）ここで、これ以上「笑顔で」という言葉について議論しても、本質から離れるの

で、とりあえずここでは保留にしておきたい。「笑顔で」を完全に削除してしまうような

否定的な考え方でなくてもいいと思う。 
 
（世話人）②については、この表現でよいか。 
 
（委員）異議なし 
 
（世話人）③については「連携を深め、」としてよろしいか。 
 
（委員）異議なし 
 
（世話人）「４．子ども」について説明。意見はありませんか。 
 
（委員）「①未来の資本」というのは聞きなれない。「未来の担い手」ではどうか。 
 
（世話人）「①子どもは地域の宝、未来の担い手であり・・・」に修正してよろしいか。 
 
（委員）異議なし 
 
（委員）「①の・・・育てます」、「②の・・・つくります」の述語の使い方も違和感がある

ので、全体を見ながら直してほしい。 
 
（世話人）内容的にはよろしいか。 
 
（委員）異議なし 
 
（世話人）「１．まちの理想像」について説明、意見はありませんか。 
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（委員）ここも語尾の統一をお願いする。 
 
（委員）「③神話の国・・・」は少し思想信条に踏み込みすぎた表現だと感じる。個性を出

すということだと思うが、人によってはひっかかる部分だと思うので、慎重に考えたほ

うがよい。 
 
（委員）「出雲らしさ」を出すということには賛成だが、「出雲に誇りをもち」というよう

な程度に抑えておいたほうが無難ではないか。 
 
（委員）「神話の国」がいけなければ「古代文化発祥の地」ではいかがか。出雲の雰囲気を

出したほうがいいとずっと言ってきたので、ぜひともそのような出雲の雰囲気を伝える

言葉を入れていただきたい。 
 
（委員）「神話のふるさと」でもいいと思う。 
 
（アドバイザー）「神話の國」という言い方について、個人的には危なくもなんともない言

い方であり、是非、入れるべきと考える。ただ、入れるのはこの場所ではなく、前文に

入れることになる。これまでの議論を聞いていて、主体が誰なのかを整理することが必

要だ。「３．福祉」のところでは、「市民」が主体となっており、「市民がまちづくりをし

ます」ということになっているが、「市」はせいぜい連携するだけでいいのか、そもそも

「市」はどうなっているのかということが入ってない。また、「市民と行政は・・・」と

なっているが、それでは議会は入らなくてもいいのかということになる。そういう意味

では、主体は「市と市民は」または「市民と市は」とすべきである。 
「市民」を主体にするものもある。例えば３－①は福祉に関わることだけではなくて、全

般的に言えることではないかと考えられる。そういう意味では「市民の責務」とか「市

民の役割」といった章のところに入れるべきことである。従って、「福祉」については、

市のまちづくりの一項目として「福祉を重視します」ということが入る程度ではないか

と思う。いずれにしても全体的な整理が必要であると感じた。 
「神話の國」については、是非、前文に入れるべきで、出雲市が入れる資格がある数少な

い市であると言える。地域の神話であるし、地域物語であるという観点からも問題はな

い。 
 
（委員）「１－④市民は、安全で安心な豊かな社会」の後に「（住みよいまち・人の心を大

切にするまちづくり）」が書いてあるが、後段のカッコの中は不要ではないか。人の心を

大切にすることよりもむしろ、豊かな地域社会を目指すというところに重点を置き、強

調したい。若い人がちゃんと就職できるような街づくりをしたいという願いが強い。 
 
（委員）以前、市長が市内の中学生と意見交換した際に、将来も出雲市に住みたいという
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生徒が少なかったという話を聞いた。「豊かな」には「精神的な豊かさ」ということもあ

るが、経済的にもっとイキイキと、若者らしいというか、まち全体がもっと若々しく、

元気よくやれるまちづくりを謳いこみたいと思っている。福祉のことも大事だと思うし、

根幹になるところだとは思うが、まちの理想像のところでは、大都市の真似をすること

はないが、それにしてももっと若い人たちが一緒にまちづくりに参画することや、もの

づくりをどんどんできるまち、活力、元気のある町を謳いたい。人に優しいだけでは、

埋没してしまう感じがする。財政力をあげるためにも、もっとアクティブに活動できる

まちであってほしい。 
 
（委員）基本的なことについて、アドバイザーの先生に確認しておきたい。自治基本条例

は、誰が、誰に向かって、誰のためにつくる条例なのか。提言書の主語はだれにすべき

なのか。それによって文章の結びの部分も変わってくる。条例を作る意図を聞かせて欲

しい。 
 
（アドバイザー）意図ははっきりしている。議会も含めた市政に市民も積極的に参画して

いくということ。そのときの市民の姿勢、市民の役割が出てくることになる。いわゆる

市民憲章に入るべきことも議論の対象になっている。憲法を思い浮かべて欲しいのだが、

前文があって、天皇のことがあって、権利規程、国会、内閣、裁判所、地方自治、など

と繋がっている。このことからみても、全体のバランスが大切で、市民という項目があ

ってもいいのだが、何でもかんでも市民のところに放り込んでしまうことはできないの

で、前文もあり、また出雲市まちづくり条例との関連も整理する必要がある。むしろ具

体的なことはまちづくり条例の中に流し込んでゆくなり、福祉のまちづくり条例もあり、

そこで謳う事柄もある。そういう意味ではかなり整理が必要だ。私は、皆さんが提言書

を出されることは結構なことだと思うが、その場合においてどれくらい縛りをかけるか

が問題になる。当初は、条例案までここの懇談会で作りたいと聞いていた。その理由は、

懇談会でまとめたことが条例案文を作るときに、別の誰かがやって懇談会の意見が生き

ないというか、反映されなくなるのではないかという意見があって、そちらに丸投げす

るよりも、懇話会の代表者が入って、つくりますということだった。だとすると、この

提言書は、かなり中身をがらがら入れ替えたり、組みなおしたりしないととても条例に

はならないと考えている。それでは、条例案をつくる組織が、ここの意見をほとんど無

視したといって批判がでるので、だからこそ、私たちの意見をきちんと尊重して欲しい

ということであれば、やはりきちんとした全体の設計図をつくって、それほど修正しな

くても案文化できるようにきちんともっていかなければならない。もし、それができな

ければ、やはりかなりがらがらやらなければうまくできないと思う。 
 
（世話人）第４分科会で検討する際、まちの理想像の部分は自治基本条例の幹、根っこの

部分になるものであり、討議テーマの１３項目がそれぞれ枝になる部分であり、それら

の先にあるのが既存のまちづくり条例になるというイメージで考えていた。 
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（委員）市民憲章と自治基本条例の違いについてお話しいただけないか。 
 
（アドバイザー）皆さんの議論を聞いてきて、皆さんの頭で考えだされてこうした項目に

ついてまとめてこられたことは立派なことだと思う。一方で、もうひとつ皆さんに考え

ていただきたいことは、他の市の条例を学ぶことも大事です。猿真似をするということ

ではないが、自治基本条例といわれるものの枠組み、了解事項、標準的に装備された項

目は、ほとんどが似てくるものです。各国の憲法でも同じことが言える。そういう意味

では、出雲市でも自治基本条例と謳うからには、ある程度は揃えておかねばならないも

のがあるはずだ。それを勉強した上でないと、条例をつくることは難しい。以前この懇

話会で配っていただいた川崎市の自治基本条例を見ただけでも、前文があって、第一章

に総則があり、第二章に自治運営を担う主体の役割、責務等があり、その中の第１節に

市民、第２節に議会、第３節に市長等となっている。さらに、市民の中には「市民の権

利」と「市民の責務」、「事業者の社会的責任」、「コミュニティの尊重等」が入っている

ことがわかる。川崎市は、かなり特色がありますが、だいたい大雑把に言えば他の市も

似通っている。それは、ある程度物事を整理して考えていくとそうならざるを得ない。

今、ここで議論されている内容は、非常に細かい部分もあれば非常に大枠の部分もあり、

精粗さまざまある状態だ。そのまま基本条例に使えるものもあるし、基本条例としては

いかがなものかというものも含まれているという意味だ。私がどんなものかと言うより

も、いただいた資料をご覧いただいたり、出雲市の職員研究会がつくられた資料を、あ

る程度前提とすることになると思います。それ以上にわたっては、皆さんが議論された

内容をできるだけ盛り込むことが必要で、例えば先ほどの出雲神話のことなどは、出雲

でしか盛り込めない内容である。 
 
（委員）前文には、私たちが好きなように盛り込めるが、条例には他の市と似通ったもの

にせざるを得ないということですか。 
 
（アドバイザー）私が申しあげたのは、標準装備のこと、これはどう考えてもいるだろう

というものはある程度ある。それプラスαは、それぞれの自治体が考えること。例えば

前回資料にあった高浜市では危機管理が入っていることが特色となっている。これとこ

れはいるのだろうな、というところで出雲市の特徴を出したければ出せばいい。プラス

αの部分ということであれば出せる。金太郎飴のように同じ顔が出るということではな

く、顔は出てくるが違った顔が出てくるというイメージだ。皆さんが無駄なことをやっ

ているわけではない。逆に言えば、出雲市は自治基本条例と銘打ってこのような条例を

つくりながら、どうして基本的なことが入っているのか、あるいは基本的なことが入っ

ていないことがあるのではないか、こんなのは本当に自治基本条例に盛り込むべきよう

な事柄か、そういう見方をされると具合が悪い。ですからある程度の了解を踏まえつつ、

かつ特色を出すということだ。まったく同じものを作ってしまうということでもない。 
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（委員）まちの理想像としての項目だったので、全体を考える議論になっているが、とり

あえず今日のところでは、第４分科会のまとめの意見を皆さんに共通理解していただき、

ご承認していただきたい。 
 
（委員）第４分科会に限らず各分科会の意見がそのまま提言書に盛り込まれるかというと、

不足している部分もあるし、切って捨てる部分もかなりあるということになる。全体像

の中で、これは突出しているとか、馴染まないとか、標準装備に欠けているということ

などがあるだろうが、それは次のステップの全体像を考えるときに議論すればいい。 
 
（世話人）「１．まちの理想像」については第４分科会のまとめのとおりでよろしいか。 
 
（委員）異議なし 
 
（世話人）「２．危機管理」について、「出雲市危機管理指針」の資料があるので、提出し

た趣旨説明をしていただく。 
 
（委員）事前配布に間に合わなかったが、この資料は先日開催された「出雲市危機管理推

進会議」で配布された資料である。この中には、わりと細かいところまで決められてい

て、皆さんにも見ていただきながら危機管理の項目を議論していただきたいと思ったの

で提出させていただいた。危機管理を一つの項目としてあげることになっているが、個

人的には、ここまで詳しいものがあるなかで、どこまで自治基本条例のなかで盛り込ん

でいくのかといところを議論していただきたい。 
 
（委員）これは策定済みか。 
 
（事務局）策定済みです。 
 
（世話人）この資料をみていただくと、いろいろなものが盛り込まれているように思う。

この指針があるから提言書から危機管理を削除するのか、もしくはこの指針を踏まえて

提言書に盛り込んでおいたほうがいいのかということを、話し合っていただきたい。意

見のまとめには、第３分科会の意見をもとに事務局とまとめたものを掲げている。 
 
（委員）この危機管理指針があるから、自治基本条例にはいらないということにはならな

いと思う。他の項目でも同じだが、実態がどんどん進んでいる中で私たちは議論してい

るのであって、実態が進んでいるからといって省いてしまうのはおかしい。入れておく

べきだ。 
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（世話人）タイムリーなことではあるが、こうしていいものができているし、こちらのほ

うのＰＲも含めて、詳しいものはここにあるということを言った上で危機管理を提言書

に盛り込むという考え方でよろしいか。 
 
（委員）表現方法は再検討する必要がある。指針があるということを踏まえてどう構築す

るかという議論にしないと、原文では指針がないことを前提に整備するというまとめ方

になっている。できている指針をさらによりよくするという論点で、まとめ方は、保留

すべきだ。 
 
（世話人）指針を盛り込んだ上でまとめてみたいと思う。 
 
（委員）指針の第３章に地域連携ということがある。他の地域との連携というのは項目と

してあげてもいいと思う。斐伊川放水路に水を通すにも松江市の大橋川を拡幅しないと

通せないということなのだから、災害の際にはなおさら地域連携が必要だと考える。 
 
（委員）せっかくこの管理指針ができているのだから、これを施行規則と考えて運用すれ

ばいいのであって、基本条例のなかでは危機管理とは何かとか、危機管理もありますと

いうことが一行あれば十分だと思う。 
 
（委員）あまり詳しいものはいらない。 
 
（委員）この指針ができた時点と原発災害が起きた今では、住民意識も随分変わってきて

おり、指針があるからいらないとはならないと思う。出雲市も原発から３０Km 圏内に

はいっているわけで、この指針では広域的な災害体制などについて視点が欠けている部

分もあるので、もう少し別のところで議論したらどうか。大事なのは、危機管理につい

て項目をたてるということと、このまとめを作られたときにはこの指針のことが念頭に

なかったこと、この指針が運用されていることを踏まえて、コンパクトにまとめるかと

いうことだ。 
 
（委員）分科会でのまとめでは２つの文章にまとめている。①は市民ができないところを

行政関連機関が連携して整備することを言っており、②は市民同士が町内会などの地域

でどのようにして対応していくかということを言っている。分科会では大きくこの２つ

が必要であるというまとめをしている。 
 
（委員）私は、分科会の案でいいと思う。指針があるなしにかかわらず、うまくまとめら

れていると思う。 
 
（委員）分科会のまとめには、「他の地域との連携」が欠けているから入れる必要がある。 
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（委員）市は、実際に災害が発生したときの対応をどうするかということが抜けていると

思うので、「災害発生時には関係機関と市が先頭にたって対応をする」という文章を付け

加えられたらいかがか。 
 
（委員）「①に市は・・・整備を行う」とあるからいいのではないか。 
 
（委員）体制の整備だけで終わってはいけない、もっと実行しなさいということ。普通は

体制を整備すると書いてあれば、実行することなのだが、はっきりと書いておいたほう

がいいということ。 
 
（委員）体制整備などはこの指針に書いてあるわけで、この条例の中に同じことを書く必

要はない。指針に欠けている部分を補うような形で書くのであれば意味がある。もう少

し、指針を読み込んでみる必要がある。第４分科会をまとめられたときにはこの指針の

存在を知らずに書いているわけであり、反映されていない。市は危機管理の項目が出た

ときにこの指針の存在を助言すべきだった。 
 
（委員）指針の中に細かいことが載っているので、それらを包含するように書いてほしい。

この指針は２２年度に策定され、見直しはされているのか。 
 
（事務局）現時点では指針の見直しはされていない。 
 
（世話人）この指針を踏まえて提言書に盛り込むことでよろしいか。 
 
（委員）異議なし 
 
 
３．提言書（中間まとめ）の目次について 

 
（代表世話人）提言書（中間まとめ）の目次（資料１）について説明する。前回、委員の

中から全体のイメージとして目次が必要ではないかという意見があったので、世話人会

で検討してきた。分科会で討議したテーマが一番左側の①～⑬、追加で討議したテーマ

が⑭以降である。それらの項目を先行自治体の例を参考に８項目のくくりに分け、目次

として提案したい。あえて前文を設けるという表現はしていないが、目指すまちづくり

の中で前文的な扱いをすることになると考えている。 
 
（委員）「６．市民参加」は「市民参画」がいいと思う。 
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（委員）異議なし。 
 
（委員）社会情勢の変化に伴って自治基本条例も見直しが必要である、という議論をした。

条例の実効性のなかに入るのか。 
 
（委員）第３分科会では、「条例そのもの」の項目の中で、「条例の実効性」を担保するた

めに条例の見直しをしていこうという議論をしているので、目次では「条例の実効性」

の中に入ると思う。 
 
（委員）自治基本条例を不断に見直していくことは必要で、どこかに入れておく必要があ

ると思う。目次のどこかに入れるのか、項目立てをするのかはテクニックの問題になる。 
 
（世話人）条例の見直しについて盛り込むことでよろしいか。どこに入れるかは今後のま

とめの中で検討する。 
 
（委員）異議なし 
 
（世話人）これまでの議論の項目を、目次ごとに振り分けたので、その確認をお願いする。

目次の順番はさておき、このような大項目でまとめたいと思う。 
 
（委員）本来はわれわれが汗をかくべきだが、時間を短縮するために、条例の前段となる

提言書として標準装備を備えているのかどうか、アドバイザーの先生にご確認いただき

たい。先生方に添削していただけるように頼んでほしい。 
 
（委員）「出雲市らしさ」をいかにして出すかをよく考えておく必要がある。 
 
（世話人）目次については、本日お示ししたものをもとに、アドバイザーの先生方に確認

していただき、過不足を補う形にしたい。その中で、追加で討議すべきものがあればご

提案したいと思う。 
 
（委員）本日欠席の委員もおられるので、目次については少し時間をかけてみんなが検討

して、意見があれば事務局へ連絡する方法をとったらどうか。同時にアドバイザーの先

生方にも添削していただき、次回の懇話会に諮ることとされてはいかがか。 
 
（世話人） 終的な提言書の形、目次作りについては皆さんから添削いただきながら進め

ることでよろしいか。 
 
（委員）異議なし 
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４．今後のスケジュールについて 

 
（世話人）今後のスケジュールについて（資料２）について説明する。第１７回、第１８

回の懇話会では提言書の前段階である中間取りまとめをしたいと考えている。その後Ｐ

Ｉ活動に入りたいと思うが、懇話会でまとめた「中間取りまとめ」は懇話会委員の共通

認識としてご認識いただき、ＰＩ活動の場で、「自分の意見は本当は違う意見だった」と

いうような発言があると、懇話会の意見がまとまっていないということになりかねない

ので、仮に私見が違っていたとしても、そのような発言は差し控えていただき、中間ま

とめの意見を発言いただくようにお願いしたい。この点については、よろしいか。 
 
（委員）異議なし 
 
（世話人）ＰＩ活動の内容で考えられるものは、アンケートの実施、チラシ配布による啓

発活動、対面式の意見聴取、こちらからの発言をせず意見を聴取する会、パブリックコ

メントなどが考えられる。その際、目次の中から項目を絞ってアンケートを実施したり、

提言書の中身全体を説明するなどの方法もあるだろう。誰に対して、何回実施するのか

ということも検討課題になってくると思う。そのようなＰＩ活動を通じて新たな気付き

もあるだろうし、不要な項目もでてくるかもしれない。そうした意見を参考にして中間

とりまとめを加筆、修正をして提言書にまとめたい。 
 
（委員）ＰＩ活動とは何か。他に言い換える言葉はないのか。 
 
（世話人）パブリック・インボルブメントの略。パブリックは地域住民、事業者、関係団

体、利害関係者のことを指す。インボルブメントは関与、仲間に入れる、巻き込むとい

う意味がある。市民の皆さんと行政とのコミュニケーションによって広く意見を聴き、

施策や計画に市民の皆さんの意見やニーズを反映していくという活動のことをＰＩと言

っている。 
 
（委員）いままでの言い方なら、広報公聴ではないか。 
 
（委員）市民の声を聴く会でいいのではないか。 
 
（アドバイザー）ＰＩはこの業界では当たりまえになっているが、一般的にはわからない

と思う。米子市で実施したときには、委員会の中ではＰＩと言っていたが、市民の中に

出かけるときには「出かけていこうや」というような言い方をしていた。世話人が説明

されたように、インボルブメントは巻き込むという意味があるので、ここの委員だけで

なく、広く市民と接点をもって、その人たちにこの活動を知ってもらうことだったり、
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意見をもらうことをする、というイメージでいい。言い換えの言葉は、事務局よりも皆

さんのほうが柔軟な発想ができると思うので、是非、考えてみていただきたい。 
 
（委員）ＰＩ活動の中身は誰がするのか。 
 
（世話人）７月１日の懇話会でＰＩの中身について決定したいと思う。どのような方法が

望ましいか委員の皆さん個々に意見をいただきながら決定したいと考えている。前回か

ら皆さんにはそれをお願いしており、既に意見聞き取りの会のご提案もいただいている。 
 
（委員）本来は、われわれが考えることだが、時間を節約するために、出雲市で実施した

これまでパブリックコメントを求める事例を参考にしながら、この期間内にできること

を、出雲市のエリアの大きさを考えて、事務局でたたき台を考えてほしい。 
 
（事務局）条例案ができたときには、出雲市が市民に対してパブリックコメントを求める

考えでいる。今回のＰＩといわれる、市民の中に出かけていって市民の意見を聴きまし

ょうという活動は、懇話会の委員の皆さんが、１８人の委員だけの意見でいいのか、も

っとたくさんの人の意見を聴いたほうがいいのではないか、ということで委員のみなさ

んが出かけていく活動として当初からお話をさせていただいていたのではないかと思う。 
 
（委員）当初、事務局から提案されたスケジュールにはＰＩも入っていたと理解している

が、これは懇話会の話しだから市は関わりがない、懇話会で決めてくださいと断言され

ても困る。 
 
（事務局）事務局は関係がないといって皆さんにすべて丸投げするようなことはもちろん

考えていないし、委員の皆さんがどこかに出かけたいといわれれば住民への声掛けや、

調整は事務局がお手伝いするという考えでいる。やり方もいろいろあると思っている。

全ての自治会へ出かけていって説明する方法もあるし、項目を絞って、この項目だけを

もっていって話を聴く、というような方法もある。その辺の中身を皆さんどうされます

か、ということを代表世話人から皆さんに投げかけられているのだと事務局は理解して

いる。 
 
（委員）それは理解した上で、手助けをしていただけないかということをお願いしている。

確かに、まだ条例案ではないから市が出ないのはわかるが、時間も切迫している中で、

市内の状況もわからないからだ。 
 
（委員）３６ある全てのコミセンでできないから、いくつか抽出して、特に市民との関わ

りが深いものについて市民から意見を聴くことを一緒になってやろうという考えではな

かったかと思う。目指すまちづくりでは、「どんな出雲市をつくりたいか」というような、
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もっとやさしい言い方で投げかけてみて、いろんな話が出てくると思う。私たちが話合

って出てきた言葉もたくさんあるけれども、さらに豊かな、市民の皆さんが考えている

言葉もでてくるのではないかという考えではないかと思う。 
 
（アドバイザー）何のためにＰＩをするのか、何のために市民の中に出かけていくのか、

という目的は大きく３つある。 
１つは、案をつくった後に多くの市民の方に、これでいいですかとご承認をいただく

こと。これはかなり案ができていないと難しいので、今回は想定されていないと思う。 
２つ目は、意見を頂きに行くこと。例えば、意見が分かれたものについて、市民のみ

なさんはＡとＢのどちらがいいですかということを聴いたり、危機管理についてはどう

思いますかと聴いてみる方法。こちら側の案を示さなくても多くの人の意見を聴くとい

うことを目的に出かけていくもの。 
３つ目は、こういう活動をやっていますということを知ってもらうこと。これならい

つでも出かけられる。「今はまだ提言書はできていないけど、いずれは条例をつくるつも

りなので関心をもってください」ということを目的にでかけることもできる。さらに、

議会に行って、議員から話を聞くなどして議員の関心を呼ぶということもできる。どれ

を目的にするかによって出かけて行き方とか、出かけて行くタイミングとか、こちらの

用意とかが随分違ってくる。今の段階はとにかく多くのひとの意見を聴くということと、

こういう活動をやっていますので知ってくださいということに特化すべきと考える。そ

ういう意味では、現在の提言書に対する完成度はそこまで求められていないし、また求

めなくても良いのではないかと思う。まずは、そのようなことを認識した上で、それで

はどういうようなところへ、どうのように出かけていったらいいのかと、あるいは、た

だ単に出かけていくだけではなくて、アンケートをとってもいいじゃないかということ

もできる。このような議論を、今は７月１日に決めることになっているがもう少し早い

段階でやられたほうがいいと思う。ある程度の枠組みを決めていくと、それでは事務局

にこういうことをやってほしいとか、自分はこういうことができる、というようなこと

が考えられるのではないか、という気がしている。 
 
（代表世話人）今のアドバイスでご理解いただけたと思う。「私は外に出てチラシを配った

りすることはできない」とか、「誰かに意見を聴いてみる」とか、これまでの意見でいく

つか結論が分かれた意見があると思うが、市民に意見を聴くことで意見の集約するため

の材料にしていくということもできる。また、「我々の意見は間違っていなかった」とか

「これは感覚が違っていたな」というところを認識するための活動にしてもいいと思っ

ている。具体的に、あれがいいですか、これがいいですか、とか、全員で行きましょう

とか、昼間がやりやすい方もおられれば、土日がやりやすいという方もあると思う。そ

ういったことを踏まえて全体でやるのがいいのか、人数的に少人数でやったほうが効率

がいいのかといったこともあると思うので、この７月の期間については敢えて予定を組

んでいない。先ほどアドバイザーから７月１日では遅いというご指摘もあったので、で
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きるだけ早い段階で、皆さんから「こういうことをしたい」ということを言っていただ

けたら、その方向性について検討し７月に取り組んでいこうと思う。 
 
（委員）目的の中に啓発的な活動もあるということが、アドバイザーの説明でよくわかっ

た。旧市町ごとぐらいに出かけていって啓発にあわせて意見も聴くということになるの

か。それには周知する時間も必要だと思うので早めに準備することが必要だ。７月中の

活動で７月１日の決定では遅いのではないか。手順としては、ＰＩ活動の中身を整理し

て早めに手を打っておかなければ人が集まってこない。地方自治にある程度関心のある

方でないと、話を聞いて帰っていただくだけではいかがなものか。 
 
（委員）６月のスケジュールのなかで記載されている「広報いずも」については、どのよ

うなことを掲載される予定か。 
 
（代表世話人）世話人会では、「懇話会の傍聴ができます」くらいしか意見がでなかった。 
 
（委員）なるべくスペースをとっていただいて、一般の人に周知しないと、われわれだけ

が７月からＰＩ活動に出かけるといっていても、意味がない。広報いずもを一つの媒体

とすれば６月２０日号しかない。その辺をもう少し詰めて、できるだけ広く知っていた

だくような内容を掲載していただかないと、７月２０日号ではＰＩ活動も後半に入るよ

うな頃に、市民の方が見られるようなことではタイミングが遅いと思う。 
 
（委員）場所や日時の周知の方法は今、広報しかないわけで、どんな内容かは別にして、

６月２０日号には載せていただかないと、とても７月には来てもらえない。新聞貸切で

もやられれば別だが、ほかに方法がないと思う。全市民にあまねく知らせる方法がない。

無線や有線もあるがあてにならない。 
 
（代表世話人）広報が４月から月１回の発行になり、ページ数の制限が厳しくなり、枠が

取れなくなっている。事務局でも、前から随分ご苦労いただいていたが、紙面のとりよ

うがなく、６月の小さい広告枠程度のものと、７月は提言書の提出が近いということで

１ページ確保していただいたという状況だ。後にずれてしまうということはあるが、限

られた予算の中でということであれば、例えば啓発活動であればツイッターくらいしか

自分としては思い浮かばない。 
 
（委員）６月２０日号では「昨年の公募で集まった委員１８名が自治基本条例について検

討しています」程度でもいいのではないか。「ああ、やっておられるんだ。公募された人

が 初は１０人程度だったけど１８人いるんだ」ということが市民にわかればいい。そ

の次に１ページの紙面を使って詳しくお知らせするということでもいいと思う。これま

でに、こんなことをしていますというのが少しでも広報されていたらよかったのだが、
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スペースがもらえなかったらしょうがないのだが、公募の委員が自治基本条例について

議論しているのだということを市民に知ってもらえればいいのではないか。 
 
（委員）７月のＰＩにどうやって集まってもらうかが当面の課題だと思う。 
 
（アドバイザー）６月２０日号については、もし、７月から本当にＰＩ活動を各地区でや

られるのであれば、「やります」ということだけ書かれてもいいのではないか。「日程等

については何らかの方法で周知するから、皆さん関心を持ってください」というのは今、

すぐにでも書けると思う。本当にやられるのであれば、今日のところはその文言を入れ

るということだけを決められればいいと思う。 
もう一つは、ＰＩのやり方はいろいろあるはずで、例えば米子市では委員さんが、行

ける範囲で行くというのを 初にやられた。自分は団体に知り合いが多くいるから勝手

に行って聴いてくる、というやりかたもある。このやり方なら、全市民に知らせる必要

はない。ほかには、たとえばショッピングセンターに一日ブースを借りて、委員が張り

付いて、来てくれたお客様に話をするとか、あるいはアンケートをとるとか、いろいろ

なやり方があるのです。様々な制約のなかでは、アイディアを出し合って決めていくし

かないと思う。今日のところは６月２０日号には「やります」いうことを載せて、制約

の中でできることをやるというアイディアを詰めるというふうにされたらどうかと思う。 
 
（代表世話人）今後何をするかについては、皆さんからご意見を頂戴したいので、それを

踏まえて世話人会で検討して全体会の中で 終的に決めていきたいと思う。６月２０日

号の記事については、「懇話会で検討をしています」というＰＲでよろしいか。 
 
（委員）ＰＩをこのスケジュールのとおりにやるのであれば、６月の第１７回懇話会のと

きにでも決めていかないといけないのではないかと心配している。 
 
（委員）広報があてにならないということであれば、別冊の独自のチラシでも作って、自

治会に持って帰ってもらって自治委員に回覧をしてもらうとか、別のことを考えないと

手詰まりである。問題は、自分のところの地域がいつ開かれるのかということしか感心

がない。それを早く知らせないと人は集まらない。 
 
（委員）アドバイザーにお尋ねしたい。１５万人の出雲市でＰＩをするのであれば、 低

何箇所くらいやったらいいのか。 
 
（アドバイザー）私は統計が専門でないのでわからないが、おそらく統計的には無作為で

やれば、松江市２０万人で 400 人くらいでいいのではないか。あくまでも無作為だ。無

作為に人に会いに行くというのは難しいが、アンケートであれば、回収率を考慮すれば

３倍の 1200 人くらいには送付することになる。抽出方法にもよると思う。 
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（委員）対面では何人くらいか。 
 
（アドバイザー）それはかなり難しい。いろいろな属性から導きだすことになる。属性と

は男と女、職業などで、出雲市の人口のなかでどれくらいの割合がおられるのかを考え

ることで、その縮図を想定し、どこに行こうかということを考えていくことになると思

う。何人くらいあればというのは言いにくい。 
 
（委員）ＰＩ活動の中に何を織り込むかということも相談しなければならないが、地域へ

出かけて意見交換することも有力な方法だとは思う。それよりも、 初に市が企画して

ビッグハートでやった中央集会、キックオフイベントのようなものを開催してはいかが

か。偏った人だけで意味がないのだろうか。アドバイザーの先生に自治基本条例のお話

をしていただくとかはいかがだろう。必ずしも佐田、大社、湖陵にみんなが出かけなく

ても中央で一回やって、あとはアンケート調査をするというのはＰＩにはならないのか。 
 
（アドバイザー）それではＰＩにはならないと思う。講演会のようなことも一つとしてあ

ってもいいが非常に弱いと思う。 初のキックオフイベントに結局、何人来たかという

話になる。ある意味では、草の根で、どれだけの人を巻き込めるかということが勝負だ

から、数は多いにこしたことはない。ただ、米子方式では偏りがあった。委員が行ける

ところだけに行くとどうしても偏りができる。一方で、全体にあまねくということをど

うのように確保するかということでは、無作為にアンケートをとるなどしてフォローす

るようなやり方になるのではないか。 
 
（委員）３６コミセンのうち半分の１８箇所へでかけることでいかがか。 
 
（委員）佐田、多岐、湖陵は１か所でいい。市民の関心は高くない。高くないというより

も知らない。自分の地区で呼びかけて３０人集めたとしても、自治基本条例とは何のこ

とだかわからない人ばかりだ。有益な情報がとれるとは到底思えない。 
 
（委員）自治協会長会で話をさせていただいたらどうか。きちんとした資料をつくって、

まとめたものを作って、コミュニティセンター長会、自治協会長会などで説明したらど

うか。その上でチラシでも作ったらどうか。 
 
（委員）中間とりまとめのダイジェスト版でもつくって自治会回覧してもらえばあまねく

目にふれることになる。 
 
（代表世話人）それらの意見を踏まえて次回の懇話会のときに何点かお示しして、そのな

かから皆さんで絞っていただいて方向性を決めていくような形にしたいと思う。 
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（アドバイザー）出雲らしさをどのように出していくかという議論があったが、「らしさ」

はそんなに出てこないと思う。標準型を意識すればするほど出てこなくなる。どこで「ら

しさ」を出すかというと、つくり方しかない。ある意味、結果としての「らしさ」はい

らない。どうしたら出雲市民が自分たちのものだと思えるか、どれだけ思えるかにこの

条例のできがかかっており、つくればいいという問題ではなくて、その後が問題だとい

うこと。私の個人的な意見としては、ＰＩ活動をしっかりやってもらいたいと思う。そ

れは今回だけのＰＩ活動に限らず、また委員さんだけではなく、仲間を増やして、自分

たちのものだという意識でやっていただきたい。 
 
（代表世話人）本日の討議は以上。次回は６月１６日の午後７時から庁議室で開催する。 
 

以上 


