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第１８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６月２４日（金） １９時～２２時３０分 

◆場 所：市役所３階 庁議室 

◆参集者：市民懇話会委員（14 名） 

アドバイザー（1名）、事務局 

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

  
１．全体討議  中間まとめ（案）について 

 

（世話人）第１７回の会議録については、各委員へ送付するいとまがなかったため、本日

配付するので、次回７月１日の第１９回懇話会までに確認願いたい。 
本日のところで中間まとめ（案）を 終形にまとめたいのでご協力をお願いする。本

日は、資料１に記載した「中間まとめの討議の進め方」により進めていく。 
 
（委員）市議会全員協議会に出す内容は何か。本日の議論で保留になるものは盛り込まな

いということか。 
 
（代表世話人）市議会全員協議会では「中間まとめ」の完成形を出すことになる。本日の

ところで保留するものがあった場合は入らない。前回の討議の中で修正した内容につい

ては、本日、もう一度確認していただき、了承が得られたことは盛り込むことになる。

時間的に限られた中ではあるが、大筋の内容、ポイントと思われる箇所について確認し

ていただきたい。 
 
（委員）７月１日に第１９回の懇話会が予定されているが、そこでは「中間まとめ」につ

いては確認しないということか。 
 
（代表世話人）本日の懇話会をもって「中間まとめ」の議論については一旦終了し、事務

局で修正後、世話人会で確認して「中間まとめ」としたい。７月１日の懇話会では、「中

間まとめ」の 終形を皆さんにお示しすることになるが、それ以降の修正等については、

提言書に仕上げていく中で詰めていきたい。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「中間まとめ（案）」Ｐ９の「Ⅲまちづくりの担い手 １．市民」からご意

見を伺っていく。（１）の市民の権利については、原案のとおりでよろしいか。 
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（委員）了解 
 
（代表世話人）「（２）市民の責務について」について意見はないか。 
 
（委員）②の後段「文化を守り、次の世代へ伝えていきます」のところ、「文化を守るとと

もに、新しい伝統や文化を創造していく気概を持ちます」のような記述にしておかない

と、私たちは全くの取次屋になってしまう。守るだけでなく、創造する気概を書いてお

くべきだ。これは、Ｐ６の１－⑤とも整合性がとれる。 
 
（委員）１－⑤と整合性をとるという意味からも、この意見に賛成する。 
 
（代表世話人）②の後段「文化を守り、次の世代へ伝えていきます」のところは、「文化を

守るとともに、新しい伝統や文化を創造していく気概を持ちます」と修正することでよ

いか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「２．議会」について意見はないか。 
 
（委員）「①の出雲市議会基本条例を遵守します」は書く必要はないと思う。書くまでもな

いということ。 
 
（代表世話人）議会の役割や責務を検討する中で、出雲市議会には「出雲市議会基本条例」

があり、その中で同様のことが記載されていたので、我々が改めて具体的に書く必要が

あるのだろうかという議論からこのような記載となったもの。 
 
（委員）全体の構成の中で、市民には権利や責務が書いてあるのに、議会には市議会基本

条例があるからそれでいいというのはおかしいと思う。担い手としてそれぞれの責務を

書くなら書く、書かないのなら全て書かないようにすべきだ。 
 
（委員）①の出雲市議会基本条例が丸抱えのような書き方には違和感がある。もっと具体

的なこと、例えば、予算の修正権を議会に与えるとか、専決処分の要件を厳格化するな

どといったことも書いてもいいと思っていた。 
 
（事務局）全体の流れからみても①は削除した方がいいのではないかと考えている。議会

には市議会基本条例の精神を尊重していただいた上で、②と③については特に努めてほ

しいという考え方がいいのではないか。『根拠となる主な意見』の（１）の中で、市議会

基本条例の精神を尊重してほしい、遵守してほしいということを書いておくということ。 
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（委員）確かに議員の方に対して口幅ったいように感じる。 
 
（委員）「遵守します」では、議員自らが宣誓するような感じがする。一般市民から提案す

る文言としてはいかがなものか。市民とすれば、気持ちとしては遵守してもらわねばな

らないのだが、言い回しは考える必要がある。 
 
（委員）前文のところに書けないだろうか。 
 
（委員）①は削除していいと思う。 
 
（代表世話人）提言書では、解釈のことばを補足として入れておくことなどで対応もでき

るだろうし、前文的なところで表現できることもあろうかとも思う。①は削除でよろし

いか。 
 
（委員）基本的な方向は削除でいい。方法は、前文にするか解説にするかはお任せする。 
 
（委員）①の削除は了解する。ただ、議会のところの議論は少し不足していると感じてい

る。②③について、議会のところだけ「～努めます」の表現になっているので違和感が

ある。対議会については、昨年６月のフォーラムの報告にあったように、市民は今の市

議会について必ずしも満足しているわけではない。しかし、私は、 近の議会の活動に

対しては評価するところもあり、「努めます」は変えたほうがいいように思う。例えば、

結び言葉は「～が求められます」ではいかがか。 
 
（委員）「②～市民の意向を的確に」のことろ、議員は私たちの代表であるのだから、「市

民の意向を的確に把握し」という表現ではなく、「市民の意見を的確に把握し」とはっき

り言ったほうがいいように思う。「意見」とは、ひとりの意見や何でも意見を聞くという

ことではなく、「市政運営の上で大事な意見を市民から聞く」という一文があったほうが

いいと思う。 
 
（委員）「市の議事機関として市民に開かれ、市民に分かりやすい議会を運営することを基

本とする」というような言い方はどうか。 
 
（委員）「市民の意思を」ではどうか。 
 
（代表世話人）「議事機関」という新しい表現について意見が出された。そのほか、「意向」

を「意見」にかえるという案、「意見」では一人ひとりの意見という受け方になるので「市

政運営に関する意見を」とする案、「市民の意思を」という案が出ている。 
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（委員）「的確に把握し・・・」とあるので、一人ひとりの意見や少数意見に振り回される

ようでは、的確に把握とはいえない。したがって、「市民の意見を的確に把握し」でいい

のではないか。 
 
（代表世話人）今の意見でよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「３．行政（１）行政運営について」意見はないか。 
 
（事務局）④では財政の状況について、「効果的かつ効率的な財政運営を図る」としてある

が、情報共有、説明責任の観点から「財政状況をわかりやすく公表する」ことを後段に

付け加えさせていただきたい。後段部分を「効果的かつ効率的な財政運営を図るととも

に、その状況をわかりやすく公表します」としたい。 
 
（委員）了解 
 
（委員）市民の自主的な活動を尊重することについて記載しておくべきと考える。「３．行

政（１）行政運営」のところは①から⑤まで記載してあるのでどこに入れるべきか迷っ

ているが。 
 
（代表世話人）Ｐ１５「Ⅳ．まちづくりの制度や仕組み等」の「（３）市民等と行政の連携・

協力」の②に「市は・・・ＮＰＯやボランティア等が・・・協力して実行できる仕組み

や必要な支援をする」ことが記載してあるので、行政運営のところでの記載は不要では

ないか。 
 
（委員）行政に求めることは①から⑤以外にもあると思う。危機管理もここに入れるべき

だと思うが、後で記載があるので敢えてここへの記載にはこだわらない。同様に、市民

の自主的な活動の尊重についても、Ｐ１５に記載があるので、ここに記載しなくてもい

いと考える。 
 
（委員）（１）行政運営については、基本的に情報公開のことに絞って整理されていると思

っている。従って、他の箇所に記載してある項目はここに入れなくていいと思う。ただ、

①と②は一つの文章にすべきと考える。 
 
（代表世話人）①の情報公開、情報共有と②の説明責任を一緒にすることに問題はないか。 
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（事務局）「情報」の観点でまとめるということについて、考え方が間違っていなければ作

文として一つにまとめることは問題ない。 
 
（代表世話人）①②を一つにまとめるということでよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（委員）③評価する仕組みを記載していただいてよかったと思う。ただ、取り組んでいる

ことを評価するというストーリーを考えれば、場所は③ではなく 後の④とすべき。 
 
（委員）③は現在のことをいかに評価するかということであり、⑤は長期計画への参加と

いう将来に向けてのことなので、ストーリー的にはこのままの順番でいいと思う。 
 
（委員）⑤のところ、長期計画に市民が参加する取り組みについても評価していくという

解釈なら、評価する仕組みは後の方が収まりがいい。 
 
（委員）そのストーリーなら評価の仕組みは 後でいいと思う。 
 
（代表世話人）第３分科会の皆さんは「③評価する仕組み」については 後にもっていく

ことでよいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「市民の自主的な活動を尊重すること」を（１）行政運営の中に入れるかど

うかについては、次回までの宿題としたい。 
 
（委員）「⑤行政は、長期計画や総合計画等の市の将来計画については」のところ、一般的

な言い回し、例えば「市の総合計画」などの言葉にまとめられないか。 
 
（事務局）総合振興計画が市の も基本となる将来計画でありグランドデザインといわれ

るものだ。 
 
（アドバイザー）出雲市の「総合振興計画」というのは通称「総合計画」といわれるもの

で、県では「総合発展計画」などの呼び方になっていると思う。名称は自治体によって

若干の違いがある。自治法上は「基本構想」といわれており、その下に基本計画、実施

計画があり、この３点セットで通称、総合計画と呼ばれており、出雲市では総合振興計

画と言っているということ。提言では、こういうことを念頭においているということで、

総合振興計画と書いておいて差し支えないと思う。条例にするときには「総合計画」に
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するか「総合振興計画」にするか、自治法上の「基本構想」とするかは悩ましいところ

であるが、今の時点ではこういうものを想定しているということで、これでいいと思う。

ただし、「長期計画」という計画は出雲市にはないと思うが。 
 
（委員）小平市は「長期総合計画」ということばを使っている。 
 
（アドバイザー）「長期総合計画」だけにしてしまうと、それだけに限定されてしまう。た

とえば、環境計画や男女共同参画など、様々な分野における長期計画は対象にならない

ということになってしまう。ここの趣旨はいろいろな分野の長期計画も含むという趣旨

であれば、そういうことを意識して表現する必要がある。 
 
（委員）総合振興計画が長期の計画なのか短期の計画なのかが一般的にはわからないので、

長期的な計画であることを補足するような文言が必要だと思う。解釈のところで補足し

てもかまわないと思う。 
 
（委員）市の将来計画のことを説明するために「長期計画や総合振興計画等」が前に例示

してあるものと解釈している。この際、お役所ことばでいわれてもいいのではないか。 
 
（事務局）ここの表現として、長期計画と総合振興計画が別の計画のように受け取られる

書き方になっていると思う。総合振興計画も長期計画のひとつなので、「長期的な計画を

対象としていること」と「総合振興計画だけを示すのではない」という２つの趣旨をい

れた言葉に整理させていただくことでよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（委員）「（１）行政運営」の中の項目は、いずれも主語が「行政は」となっている。以前、

アドバイザーから行政には市長も含まれるというアドバイスがあった。市長の立場はど

うなるのか。 
 
（アドバイザー）前回も申しあげたが、市長の責任、責務ということは別に項目を立てて

作られたほうがいいと思っている。「行政」の定義は市長、行政機関、職員が含まれてい

たが、次のところで「職員」のことが別立てででてくる。従って、ここでいう行政は「機

関」としての行政に限定して、「市長」と「行政」と「職員」に分けたほうがきれいだと

思う。 
 
（代表世話人）「市長の責務等」については新しいテーマになる。 
 
（委員）「市長」の項目を設けて何か書くことがあるのか心配だ。行政で包括しているから
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いいのではないか。 
 
（委員）先行自治体の例をみると、「市長の責務」としているところもある。 
 
（委員）全体を見たときに、「市民の責務」と「職員の責務」がある。従って「議員」のと

ころも「議員の責務」とし、「市長の責務」を入れるべきと思う。 
 
（代表世話人）全体的に見て、「責務」の観点から「議会」や「市長」について再度検討す

る機会を設けることとし、先行自治体の例も参考にしながら、文言として定めるという

ことでよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「（２）職員の責務」について意見はないか。 
 
（委員）表題が「職員の責務」となっているので、言い方としては「何々しなければなら

ない」ということになる。語尾はもっときつくしたほうがいいと思う。 
 
（委員）そこまで書く必要があるだろうか。これでわかると思う。全体の構成からすると、

大きな見出しは「Ⅲ．まちづくりの担い手」となっており、「１．市民」があり、「２．

議会」があり、「３．行政」があり、その中に「職員」があるというかたちだ。ここで「職

員規律」みたいなことを言う必要があるのだろうか。私たちが求める職員の役割、あり

方が書いてあればいいと思うので、原案どおりでいい。これまでの議論の中で、職員に

対する不満や意見が強かったこともあり、ここにあげようということになったわけで、

この程度でいいのではないか。むしろ構成からすると、「（１）行政運営」はいいとして、

「（２）職員の責務」と「（３）危機管理」は異質な感じがするが、強調項目としてここ

に記載したと考えれば納得できる。 
 
（委員）職員は各種法令に従って仕事をされているわけで、「（２）職員の責務」とまでは

書かずとも「（２）職員」としておけばいいのではないか。 
 
（委員）これまでの議論では、職員に対しての期待や希望もあったと思っている。まだま

だレベルの高いところを目指してほしいということもあるので「（２）職員」でいいと思

う。 
 
（委員）「３．行政」のところの構成を見たとき、表題としては「（１）行政運営」の中の

「職員の責務」でいい。これが「職員」とするだけではおかしい。内容的には、語尾を

そんなに厳しくする必要はなく、この程度の言い回しでいいと思う。 
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（アドバイザー）表題について、「職員の役割」としている事例もある。ただし、市民のと

ころでは「市民の責務」となっているので職員だけ「職員の役割」でいいとは思わない

ので整理する必要はある。 
 
（委員）「責務」とするのか「役割」とするのかは全体のバランスで考えていけばよい。議

論が分かれるところだが、市民は、自分の発言や行動に責任をもたなければならないこ

とは大切なこと。 
 
（代表世話人）市民も職員も「責務」としてはいかがか。 
 
（委員）了解 
 
（事務局）③の「即応できる知識や能力の取得に努めます」を、「即応できる知識の習得や

能力の向上に努めます」に修正させていただきたい。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「（３）危機管理」について意見はないか。 
 
（委員）危機管理について項目としてあげていただいてよかったが、場所は「３．行政」

の中でいいのか少し疑問に思っている。表現としては「①の機動的な体制の確立を図り

ます」のところを、②の末尾の「努めます」にあわせ「機動的な体制の確立を図り、市

民の安全に努めます」とすべきだ。 
 
（事務局）「市民の安全確保に努めます」ではいかがか。 
 
（委員）了解 
 
（アドバイザー）場所は確かに違和感がある。例えば「Ⅱ めざすまちづくり」のところ

に「災害等に強いまち」のような項目で入れてはいかがか。「福祉がやさしいまち」とす

れば「強いまち」ということがいえるので、めざすまちの姿のひとつになるように思う。 
 
（委員）アドバイザーがおっしゃるように「Ⅱ めざすまちづくり」のところに入れるこ

とに賛成だ。「安全なまち」にでもしたらどうか。 
 
（委員）「Ⅱ めざすまちづくり」の中に「危機管理」として入れてはどうか。 
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（委員）「行政」のところに残すなら行政がやることだから「危機管理」でいいが、「Ⅱ め

ざすまちづくり」に入れるなら「何々のまち」と揃えたほうがいい。 
 
（代表世話人）「Ⅱ めざすまちづくり」の中に「危機管理」の内容を移動させることで異

論はないか。 
 
（委員）なし 
 
（代表世話人）「Ⅱ めざすまちづくり」の中の項目の順番は「１．まちの全体像」、「２．

福祉と医療のまち」、「３．次世代につなぐまち」となっている。「３」のところに危機管

理の内容を「安全安心のまち」として入れ、「次世代につなぐまち」を「４」とすること

でよろしいか。 
 
（委員）「安全安心のまち」は流行語的であり、交通安全などのことも含まれている。ここ

で言う危機管理の趣旨が広がってしまうので反対だ。場所は「３」の場所で良いと思う。 
 
（代表世話人）「危機管理に強いまち」、「危機に強いまち」、「危機に対応できるまち」など

の案も考えられるが、とりあえず場所を移動することとし、項目名は保留にさせていた

だきたい。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）②について追記要望があっているが、追記することでよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「Ⅳ．まちづくりの制度や仕組み等」のところ「１．市民参画・情報共有等

（１）市民参画」について意見はないか。 
 
（委員）この項目は市民活動のことだけになっており、議会のことに触れてない。①のと

ころ、「市民はまちづくりに参画し」といきなり言っているが、議員を選出することはひ

とつの参画になると思うので、それを表現に入れるべきだ。「議員の選出を行うとともに

自主的にまちづくりにも参画し」という言い回しを提案する。 
 
（委員）ここは「市民参画」の項目であり、議員の選挙のことは議会のところで言えばい

いのではないか。①の原案のとおりでいいと思う。 
 
（委員）「（１）市民参画」のところへ議員の選出を入れるのはおかしい。 
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（アドバイザー）「まちづくり」の意味がわからない。Ｐ９「（１）市民の権利」のところ

に「まちづくりに参画する権利」というのがあって、ここでいう「まちづくり」が議員

や首長を選ぶ参政権、市政への参加ということなのか、それとも例えば町内のごみ拾い

いなども含む市民活動なのかを考える必要がある。イメージだと市民活動の方なのだろ

う。このことから考えると、参政権のことは「（１）市民参画」のところには入っていな

い感じだ。通常、参政権のことを書くなら「市民の権利」の中に書かれていることが多

い。自治法に書かれていることなのでわざわざ基本条例には書かれていない場合もある

し、自治法を確認する意味で書いてもいい。「まちづくり」をどうとらえるかを考えた上

で、書くなら市民の権利のところで、もっとはっきりとした概念で市政や参政権を表現

された方がいいと思う。 
 
（委員）これは市民活動の憲章ではない。自治基本条例だから、やはり参政権や議員との

関係がまるっきりなしというのはいかがなものか。議会との関係は十分に配慮しておく

べきことだと思っており、議会と離れたものになっては困るということ。 
 
（委員）「Ⅲ．まちづくりの担い手 １．市民（１）市民の権利」の中の「まちづくりに参

画する権利」のところに含まれるし、これに市政に参加する権利のような文言を入れれ

ばいいと思う。 
 
（委員）Ｐ１４「（１）市民参画」のところ、②に議員の選出のことを追記したらいかがか。 
 
（委員）Ｐ１４「（１）市民参画」のところ、「②まちづくりに多くの市民が参画できる機

会を設け」とはどういう意味なのか。 
 
（委員）例えば審議会など、様々な会の時に平等にいろんな人が出るという意味だと思っ

ていた。 
 
（委員）②の後段のところ、「市民の意見を市政に反映させる」のはそれだけではないはず

だ。議会もできるはずだ。 
 
（委員）Ｐ９「（１）市民の責務」のところは「市政に参画する責務がある」ということで、

おそらく参政権とか投票をしないと、自分の意見が反映できないということを言ってい

るのではないのか。 
 
（委員）Ｐ１４「（１）市民参画」のところの②の「市」は、「行政と議会」と読み替えれ

ば、議会軽視にはならず、参政権のことを包含した意味合いになるのではないか。 
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（アドバイザー）やはり「まちづくり」という意味がわからない。たとえば、町内会活動

として、みんなでごみ拾いをする、これは「まちづくり」だ。一方、Ｐ１４「（１）市民

参画」の②の「まちづくりに多くの市民が参画できる機会を設け」のところの「まちづ

くり」も入っている。「Ｐ１１の⑤総合計画のところで市民の参加の機会を設ける」とい

うことも「まちづくり」に入っているという概念になっている。そうすると、これらの

「まちづくり」の中には先ほどの参政権や議員選出のことも含まれていることになる。

Ｐ１４「（１）市民参画」の②の後段「市政」の定義上は議会活動も含まれているので、

参政権なども何とか読み込めないこともないが、ちょっと分かり辛い。「まちづくり」の

概念の問題だ。 
 
（委員）Ｐ１４「（１）市民参画」の②の「まちづくりに」を削除し、「行政及び議会は多

くの市民が参画できる機会を設け、多様な市民の意見を市政に反映させるよう努めま

す。」としてはいかがか。Ｐ９（２）「市民の責務」のところへ、「市政への参画」という

項目を追加したらどうか。 
 
（委員）「市政への参画」は、Ｐ９（２）「市民の責務」のところではなく、（１）「市民の

権利」のところへ追加のほうがいい。 
 
（委員）Ｐ９（１）「市民の権利」の②の「ただし、まちづくりに参加または不参加を理由

とした不利益を受けることはありません」のところ、この文言が影響する「まちづくり」

とは何か。①でも「まちづくり」が何度も出てくることに違和感がある。 
 
（委員）「まちづくり」という言葉については、１年近く議論してきている。それらの意見

をまとめる形でここまで来たわけだ。その上で「まちづくり」がどうもいけないという

ことであれば、具体的にどんな言葉がいいのかを示しながら進めないといけない。今、

ここで中間まとめをしようとするときに、これではいけないということになれば、かな

り遡って議論を戻さなければならなくなる。 
 
（委員）Ｐ９には（１）「市民の権利」と（２）「市民の責務」の２つ入っているから、原

案のとおりでいいと考える。Ｐ１４「（１）市民参画」の②の「まちづくりに」ついて、

『根拠となる主な意見』に（１）から（１０）までの意見を２つにまとめた形だから、

無理があってもしょうがない。個々に言い出せばきりがない。③として、もう１項目ぐ

らいがあってもいいかもしれないが、時間もないことだし、原案のとおりとしておいて

もいいのではないか。 
 
（代表世話人）「参政権」については、項目の追記とするか別記とするかなど、改めて議論

する場を設けたいと思う。また、「まちづくり」ということばの意味についても、別の言

葉があるのか、注釈をいれるのか、定義づけするのか、用語説明が必要なのか、今後の
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検討課題としたい。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「（２）情報共有」について意見はないか。 
 
（委員）なし 
 
（代表世話人）「（３）市民等と行政の連携・協力」について意見はないか。 
 
（委員）ＮＰＯやボランティアは、市民が行う自由な社会貢献活動であり、それに公共的

サービスを担うように求めることはいかがなものか。しかも、市民等と行政の連携・協

力をいうときには、ＮＰＯやボランティアよりもまず先に、地域の自治会や町内会など

の地域の団体などが先に出てくるのではないか。まして、一般の事業者が社会貢献活動

をすることもたくさんあるわけで、ここではＮＰＯやボランティアに固執しすぎたかも

しれない。 
 
（委員）当然、そのような団体も入っているのではないのか。 
 
（委員）「ＮＰＯやボランティア等」から自治会や町内会まで発想することはできない。従

って、「町内会や自治会などの地域の団体、ＮＰＯ、ボランティア等は、」とすべきだ。 
 
（委員）次のページに「コミュニティ」があるので、この順番を変えたらどうか。 
 
（委員）市民が行う自由な社会貢献活動に公共的サービスを担わせるとなっている。市民

の自由な活動なのに「公共的なサービスを担うように努めます」というのは、日本語と

していかがなものか。自分たちの自由な活動であるはずなのに、それが行政と役割分担

して公共的サービスを担うということになる。公共的サービスを担うために立ち上げら

れたＮＰＯがどのくらいあるものなのか。 
 
（アドバイザー）ＮＰＯは定義上、すべて公共的な活動をすることが建前になっている。

したがって、ＮＰＯが公共サービスを担うというのは特におかしくはない。自治基本条

例でわざわざＮＰＯに公共サービスを担うように努めよ、ということを書くのかどうか

はひとつの判断になる。ただし、ボランティアが公共サービスを担うかどうかは別だ。

NPO とボランティアはそういう意味では違う。NPO が行政と役割分担をするというこ

とは、NPO の選択になるのだが、このままの言い方だと、NPO は常に行政と役割分担

をして公共サービスを担いなさい、担うように努めなさい、ということになる。それは

どうかなという感じはある。 



13 
 

 
（委員）①の項目は全部削除してもいいのではないか。②のところ「相互に連携して」を

削除し、「その担い手となれるように、支援します」くらいでいいのではないか。 
 
（委員）「（３）市民等と行政の連携・協力」のところは、行政ができないところを私たち

市民が補完したり手伝ったりしながらうまく連携してやっていこうということを謳った

のだと思う。その趣旨を活かすように、読むようにすれば理解できるものと思っている。 
 
（委員）この文章では、そのようには読めない。 
 
（委員）①のところ、NPO やボランティアは、勝手気ままに行動しているわけでなく、や

はり行政の方針をサポートするような役割を期待されているのではないか。 
 
（委員）それは、②にも同じことが書いてあるので、①は削除してもいいのではないか。 
 
（委員）①は市民の側の話をしており、②はそれを支える側の話であり、別々のことをい

っている。①②どちらも削除できない。 
 
（委員）地域の町内会や自治会も基本的にはボランティアだと思っている。あくまでも一

人ひとりの市民が自主的に参加をしているもので、強制されて加入しているものではな

い。市民の自発的な活動であるという意味でボランティアであると捉えることができる。

従って、この文章で自治会や町内会が読み取れないということはないと思う。実際に、

行政だけでは仕事ができなくなっている時代を、地域の組織や NPO によって一緒になっ

て補完し合いながらやっていこうということだ。行政だけでは、個人個人のニーズに合

わせるようなことはできなくなっている。そのために公共的なものをやるための NPO が

たくさんできている。そのことをきちんと盛り込んでおかねばならない。 
 
（委員）気持ちはよくわかるが、「ボランティア等」では町内会や自治会のことは想像でき

ない。「ボランティア」では公共的サービスは担えないと思う。 
 
（委員）ボランティアというのは「人」のことを指すので、この場合「ボランティア団体」

とすべきだ。 
 
（委員）そういう括り方をするといよいよおかしくなると思う。 
 
（委員）「行政の補完部分」と「行政はそれを支援する」という２つのことを残すとすれば、

①のところは「行政と役割分担をしながら」はいらないのではないか。 
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（委員）補完しながらということか。 
 
（委員）内容は補完しながらだが、行政の補完ではない。市にやってもらえないことをＮ

ＰＯがやるということだ。②の「相互に連携し」も削除していいと思う。 
 
（委員）①の「公共的サービスを担うよう努めます」は削除し、「公共的サービスに努めま

す」とすれば、「ＮＰＯが公共的サービスを全て担うようなことまではできません」とい

う意見の解決になる。 
 
（委員）「ＮＰＯやボランティア等は、それぞれの特性を活かした活動することを通して、

公共的サービスの役割を果たせるよう努めます」としてはいかがか。 
 
（委員）賛成だ。ＮＰＯは公益の増進に寄与することが目的なので、あえてここではＮＰ

Ｏは書かなくてもいいと思ったが、それも含めてボランティアなど市民としての活動を

自主的にやらないといけない、ということが謳ってあればいい。 
 
（委員）ボランティア等の中に町内会や自治会も含めるということでいいのか。自分には

ボランティア等の中に町内会や自治会は読み取れない。次のページにコミュニティがあ

るので、町内会や自治会は次ページのところで解釈することとすれば、ここの項目名

「（３）市民等と行政の連携・協力」を変更したらどうか。 
 
（委員）次ページの「２．コミュニティ」を独立させるよりも、「１．市民参画・情報共有」

の中にいれるべきだ。「（３）市民等と行政の連携・協力」を（４）に下げ、（３）コミュ

ニティを」にしてはどうか。「協働」は削除したい。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「コミュニティ」について、意見はないか。 
 
（委員）ここのコミュニティは「地域コミュニティ」だけしかいっていない。分科会では

コミュニティは「地域コミュニティ」と「趣味、職業を通じたコミュニティ」の２つが

あることを結論付けたはずだ。 
 
（事務局）ここには両方のことが書いてある。そのために、表題は「地域コミュニティ」

であったものを「地域」を削除して「コミュニティ」と修正をした。 
 
（委員）コミュニティには２つの種類があることを、どこか解説しておかなければいけな

いと思う。 



15 
 

 
（委員）用語の定義にある。 
 
（委員）了解 
 
（委員）①②は両方のコミュニティのことが含まれていると思うが、③の「まちづくりの

担い手であるコミュニティ」とは地域コミュニティに限定していると思うので、ここに

は「地域コミュニティ」に修正すべきだ。 
 
（委員）確かに地域コミュニティの意味合いが強いが、それに限定してしまうほどではな

い。まちづくりには趣味のコミュニティは関係ないとはいえない。コミュニティとして

おいたほうが良い。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「３．住民投票」について、番号は「２．住民投票」となる。内容について

意見はないか。 
 
（委員）詳細は別途定めることになっているから、内容については原案のとおりでいいと

思う。 
 
（委員）懇話会としてのまとめの文章とは違う意見になるが、自分としては住民投票につ

いては、議会を尊重するという意味から、非拘束、非常設とすべきであることを表明し

ておきたい。 
 
（代表世話人）全体会から分科会へ差し戻しされ、議論した意見は『根拠となる主な意見』

のところに「（３）常設型までは必要ないのではないか」として掲げている。よろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「４．地域連携」について、意見はないか。 
 
（委員）ただ単に「地域連携」ではなく、国なども入れたらどうか。ニセコ町でさえも国

との連携を書いており、細かいこのエリアにこだわらず、大きな連携という意味で国も

入れたらどうか。 
 
（代表世話人）分科会意見としては『根拠となる主な意見』の（６）のところ、「国や県と

の連携までは盛り込む必要はない」というまとめをし、全体会で結論を得ている。 
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（委員）表題が「地域連携」では少し狭い感じはする。「広域連携」、「広域的な連携」、「他

の自治体との連携」などのほうがいい。 
 
（代表世話人）表題だけ変えても、中身は近隣自治体との連携が記載してあるので、別の

項目立てが必要か。 
 
（委員）「近隣自治体等との連携」を「他の自治体等との連携」とすればいい。 
 
（委員）現実的に出雲市は、岡山の津山市、長崎県諫早市と友好交流都市提携を締結して

３０年になる。近隣自治体との連携ばかりではない。 
 
（委員）『根拠となる主な意見』の（４）では広域的連携の意見も出ているので、表題は「広

域的連携」としてはいかがか。内容についても「近隣自治体等との連携を図り」を「他

の自治体等との連携を図り」としてはいかがか。 
 
（委員）出雲市は韓国、ロシア、中国など環日本海地域と連携していくのだという文言も

入れてほしい。われわれは霞ヶ関ではなく、アジアの方との交流をしたいという意思表

示することもいいのではないか。 
 
（代表世話人）国や県との連携は入れずに、表題を「広域的連携」とし、内容を「他の自

治体等との連携」としてよろしいか。また、『主な意見』のところに環日本海的な連携に

ついても挿入しておくこととしてよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）前回の修正箇所の確認をしたい。「はじめに」のところ赤字部分を修正した。

よろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「用語の定義」のところは前回の議論を踏まえ、世話人会で整理してみた。

「市内の団体」と「通勤、通学者」を市民に含むかどうかについて、意見が割れたとこ

ろなので、わかりやすくまとめてみた。なお、「市内に住んでいる人」には外国人も含ま

れている。外国人を含めるかどうか議論が分かれたことについては「案③の（３）」に記

入している。参考までに、既に施行されている「出雲市まちづくり基本条例」や「出雲

市安全で安心のまちづくり条例」の市民の定義は、市民の意味合いを大きく包含する形

で定義されている。今後、出雲市の も基本となるべき自治基本条例の市民定義が一番
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狭まった形で出発してしまうと、ほかの条例との整合性がとれなくなってしまうので、

世話人会では、自治基本条例の市民定義は大きく包含した形が良いのではないかという

判断でいる。ご納得いただければ１つにまとめたい。 
 
（委員）「案１で除外される人」はどんな人か。たとえば旅行者などか。 
 
（代表世話人）あくまでも自治に関する人が対象になるのであって、旅行者は含まれない

と思う。 
 
（委員）例えば、島根大学医学部附属病院へフォーラムで来た人は旅行者だが学んでいる

人になる。働いている人でも出張で来た人はどうなのか。短期的な滞在の人はどうなる

のかということ。 
 
（委員）一般的に考えれば短期的に働いている人や学んでいる人は含まれないのではない

か。 
 
（委員）国籍の問題については、排除する理由は見当たらない。従って、議論があったこ

とを意見として書いておけばいいと思う。 
 
（委員）中間まとめとしてはこの３案の併記でいいのではないか。斐川町との合併も間近

に迫っており、斐川町の誘致企業に雲南市などからもたくさん通勤してきている。そう

いう人も市民とするのかは考えを整理する必要がある。個人的には一番狭めたものを選

択すべきという意見をもっているが、今夜のところでは一つにはまとめられないと思う。 
 
（代表世話人）中間まとめは３案併記でよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（アドバイザー）前回も申しあげたが、市民の定義は項目ごとに違うと思う。たとえば「１．

まちの全体像」の「市民の誰もが神話のふるさと出雲に誇りをもち」というところの「市

民」に雲南市から通勤しているひとは入らないだろう。一方で、まちをきれいにする責

務や、ポイ捨てをしない責務は、一時的に滞在する人にも守ってほしいということだと

思う。だとすると、市民の使い方はそれぞれで違うはずなので、市民とは一番常識的に

は、ここに住んでいる人にしておいて、各項目でどうしてもここは住民以外も入れたい

というようなところは個別に考えるというのがいいのではないだろうか。結論からいえ

ば、ここでは３案併記でいいと思う。 
 
（代表世話人）その他で大きな変更点は、Ｐ８の表題を「２．福祉と医療が充実したまち」
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とし、②③をあわせて②として医療について記載している。③で医療機関の集積と医療・

保健・福祉の連携について記載している。 
 
（委員）③「住み慣れた地域で」とはどういう意味か。 
 
（事務局）前回、「出雲にも医療過疎の地域がある。そのような地域に住んでいても安心し

て暮らせるように」、「医学部附属病院や県立中央病院がある場所だけではない」という

意見があったことから、その意を汲んで入れている。「住み慣れた地域で」はなくても意

味は通じる。 
 
（委員）「住み慣れた地域」だと何か排他的な地域に感じてしまう。「住み慣れてない人は

いけません、 近引っ越してきた人は安心して暮らせないのか」というような感じがあ

る。 
 
（委員）「それぞれの地域」ではどうだ。 
 
（委員）「住みたい地域」のことではないのか。 
 
（事務局）「出雲市の中心部のことだけを考えずに」ということだ。 
 
（委員）「住みたい地域」はおかしい。「住みたいかどうかはわからない」 
 
（委員）私は住みたくて現在の中心部から離れたところに住んでいる。 
 
（事務局）「住み慣れた」は削除したらどうか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）Ｐ８「医療と福祉のまち」について、その他意見はないか。 
 
（委員）なし 
 
（代表世話人）Ｐ９「次世代へつなぐまち」について、意見はないか。 
 
（委員）「③心豊かでたくましい明日を担う子どもの育成に努めます」のところ、「明日を

担う心豊かでたくましい子どもの育成に努めます」がよい。 
 
（代表世話人）「明日を担う」の場所は入れ替えることでよろしいか。 
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（委員）了解 
 
（代表世話人）Ｐ８、Ｐ９『根拠となる主な意見』のところ、赤字部分を修正しているの

で確認願う。よろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）以上で、中間まとめの議論を終了する。 
 
 
２．広報広聴活動について 
 
（代表世話人）続いて広報広聴活動について協議したい。７月１日の出雲市自治会連合会

と、７月６日のコミュニティセンター長会にどなたかお出かけいただけないか。 
 
（委員）誰が説明するのか。 
 
（代表世話人）出られる委員が説明することになる。 
 
（委員） 低、何人くらい委員が出かけるのか。 
 
（代表世話人）多くても４～５人までと考えている。 
 
（代表世話人）７月２４日の島根大学生と一緒に実施する、無作為抽出のワールドカフェ

に参加できる委員はいませんか。 
 
（アドバイザー）学生にとってはとても良い機会を与えていただき感謝している。資料に

は学生７名、懇話会委員３名と書いてあるが、まだ案の段階で確定したものではない。

懇話会の皆さんの都合が許せばできるだけ参加していただきたい。ワールドカフェは皆

さんにも一度やっていただいた手法でもあり、また、テーマも未定であるので皆さんの

聴きたいテーマが設定できる。学生の一人は財政について関心があるといっているし、

たとえば皆さんの中で「多くの方に福祉の街づくりについて聴いてみたい」というご意

見をお持ちの方がこの日に来ていただけるのであれば、そういうテーマを優先して設定

することもできる。実際にテーブルに一緒に座っていただいて、ざっくばらんにお話い

ただくこともいいのではないかと思っている。まだ不確定なところもあるが、こんなテ

ーマにしてくれとか、来てもいいよということをお寄せいただきたい。 
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（代表世話人）広報いずもへの掲載は、事務局に一任したいと思っている。フリーの広報

活動についても協力願いたい。小・中・高校生との交流について、特に生徒からの作文

募集については、作品が提出されるのが９月上旬であり、私たちの提言書提出には間に

合わないので見送りたい。各地区の町内会、自治会での意見聴取の会も、提案している

が今のところ不確定です。次回の懇話会で確定したいので、それぞれ考えておいていた

だきたい。確定しているのは７月１日の自治会連合会と７月６日のコミュニティセンタ

ー長会だけだが、どなたか出席願えないか。 
 
（委員）７月１日の自治会連合会には「中間まとめ」は出さないのか。 
 
（事務局）７月４日の市議会全員協議会で説明するまではお出しすることはできない。こ

れまでの検討経過や中間まとめの概要をまとめた資料を用意する。 
 
（委員）アンケート調査は実施しないのか。 
 
（事務局）無作為抽出のワークショップをアンケート調査に替えたいと思っている。 
 
（アドバイザー）ワークショップはアンケート調査の代わりにはならない。 
 
（事務局）これまでご提案してきたアンケート調査については意見がなかったので、アン

ケート調査の予算をワークショップ開催経費に当てる考えであり、ワークショップとは

別にアンケート調査も実施したいということであれば予算確保の努力はする。 
 
（委員）フリーの広報活動や意見聴取の活動は、アンケートをやれば一発で終わると思う。 
 
（委員）アンケートでどのような項目を聴きたいのか、具体的に提案してほしい。 
 
（アドバイザー）アンケート調査は実施したほうがいい。ワークショップの案内を２千人

に発送されるなら、アンケートも一緒に送付したらどうか。しかし、それにはアンケー

トの項目づくりに時間がないが。 
 
（代表世話人）広報広聴活動について、お世話をしていただく方を４～５名程度募りたい。

どなたかお手伝いいただけないか。 
 
（委員）次回、７月１日までに各自が前向きに考えてくることにしよう。今日は、７月１

日の自治会連合会に誰が出席するかを決めていただきたい。事務局と世話人で決定して

いただいていいと思う。 
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（委員）作業が昼だとお手伝いできない。 
 
（委員）どのような作業をやっていくかも含めて、次回考えよう。 
 
 
３．その他について 

 
（事務局）７月１日の開催案内は、時間がないので郵送できないが出席をお願いする。 
 
（アドバイザー）中間まとめの中で使用されている「根拠となる主な意見」という見出し

は根拠になっていない意見も入っているので、「主な意見」にしたらどうか。 
 
（委員）了解 
 
（委員）広報広聴活動の活動名には、出雲弁は使わないほうがいいと思う。次回考えたい。 
 
（代表世話人）本日の討議は以上。次回は７月１日の午後７時から庁議室で開催する。 
 

以上 


