
第１９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７月１日（金） １９時～２２時００分 

◆場 所：市役所３階 庁議室 

◆参集者：市民懇話会委員（12 名） 

アドバイザー（1名）、事務局 

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

 
 １．全体討議  中間まとめについて 

 
（代表世話人）第１７回の議事録の確認について意見はないか。 
 
（委員）なし 
 
（代表世話人）本日配布した第１８回の議事録について、意見があれば７月７日までに事

務局へ連絡してほしい。本日、世話人に、当懇話会初めてとなる広報広聴活動にでかけ

てもらったので、事務局から報告願う。 
 
（事務局）本日、午後に出雲市自治会連合会の会合が開催され、世話人から、自治基本条

例の基になる議論を市民懇話会が１年かけて行ってきたこと、このたび中間まとめをし

たこと、今後いろいろな形で意見を求める機会があるので協力をお願いすることを話し

ていただいた。自治会連合会の方々には、自治基本条例制定に向けた取り組みを理解し

ていただく良い機会になったと思っており、世話人には大変お世話になりました。 そ

れから、皆様のお手元に、懇話会委員の任期を８月３１日まで延長する委嘱書を置かせ

ていただいている。本来はお一人おひとりに交付すべきところだが、時間の都合上、机

に置かせていただいているので確認願いたい。 
 
（代表世話人）これらのことについてよろしいか。 
 
（委員）了解 
 
（代表世話人）「中間まとめ」について、前回の議論を踏まえ、事務局で修正したものを世

話人会で確認した。これをもって市民懇話会としての「中間まとめ」とさせていただき

たい。主な修正箇所を説明する。 
「もくじ」について、危機管理の内容が第Ⅱ章「めざすまちづくり」へ移動。Ｐ３「用

語の説明」のところ「市」を削除し、文章中「市」の部分は「行政と議会」と表記。 
Ｐ４「２．条例の位置づけ」のところ「市」を「出雲市」と表記。 
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Ｐ５「３．条例の実効性」の②のところ「普遍的実効性を有するよう」は「いつの時

代でも意義ある条例であり続けるよう」に修正。 
Ｐ７表題を「２．福祉と医療が充実したまち」に変更。 
Ｐ８表題を「３．災害等に強いまち」に変更し、場所を移動。 
Ｐ９のところ、「４．次世代へつなぐまち」を移動。 
Ｐ１０「１．市民（１）市民の権利」の②のところ、「ただし」を削除。 
Ｐ１１「２．議会（１）議会の責務」のところ、①に記載していた議会基本条例につ

いては削除し、②③を繰り上げ、語尾の「努めます」の前に「積極的に」と「一層」を

それぞれ挿入したこと。Ｐ１２「３．行政」の『主な意見』のところ、（１２）の文章を

挿入。 
Ｐ１６表題を「（４）ＮＰＯ等と行政の連携・協力」に修正し、「協働」は削除。 
Ｐ１９「参考資料」の市民懇話会のところに第１９回を追記し、世話人会のところに

第１０回を追記。 
これをもって「中間まとめ」とする。意見はないか。 

 
（委員）承認 
 
 
２．広報広聴活動について 

 
（代表世話人）①の出雲市自治会連合会への出席については、先ほど報告したとおり。そ

れ以外の活動について、委員の中で担当してもいいという方があれば申し出ていただき

たい。 
 
（委員）なし 
 
（代表世話人）特に申し出がないので、世話人会として、それぞれ担当する委員を割り振

ったので提案させていただきたい。複数の委員が割り振ってある活動については、代表

者を１名選出いただきたい。各活動の代表者をもって広報公聴活動の分科会とすること

としたい。この後、それぞれの活動ごとにグループに分かれ、意見聴取のテーマ、日程、

場所などについて話し合いをしていただきたい。なお、担当以外の活動についても積極

的にお出かけ願いたい。 
 
（委員）自分の担当以外のところに参加したいという希望は、今言ったほうがいいのか。 
 
（代表世話人）日程的に合うものがあれば、今言っておいていただいて結構。 
 
（委員）ワールドカフェに参加したい。 
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（世話人）ワールドカフェには全員が参加してほしい。お世話役として参加していただけ

るということか。 
 
（委員）担当の一人として参加する。 
 
（委員）③は佐田、多岐、湖陵は合同で一か所ということか。 
 
（代表世話人）そのことも含めて相談してみてほしい。 
 
（委員）「③地域住民、町内会長等」について、地域的にも広範にわたっており、期間も７

月中に行うということで、どのようにしていくのかイメージしにくい。具体的に何か示

してもらえないか。 
 
（代表世話人）それをグループごとに話し合うということ。以前からたたき台となる資料

をお渡ししているので、それらを参考にしながら考えてみていただきたい。テーマを決

めて、それに対して意見を頂戴するなり、アンケートをするなり、自分でできると思わ

れるものを話し合っていただきたい。時間帯についても昼間がいい委員もいるし、夜間

でないと出かけられない委員もいる、平日と休日で出かけやすい日もいろいろあると思

う。臨機応変にグループの中で設定していただいて結構。当然、限られた時間、限られ

た人数で行うので、できる範囲内での活動を考えていただきたい。 
 
（委員）集まっていただく人への案内は誰がしていただくのか。 
 
（代表世話人）日程や場所が決っていれば事務局から案内してもらおうと思う。 
 
（委員）早速、７月６日にコミュニティセンター長の会があるのだが、５分程度しか時間

がないということを聞いているが、今日の自治会連合会の様子はどうだったのか。「中間

とりまとめ」を５分程度で説明はできない。 
 
（事務局）本日の懇話会をもって「中間とりまとめ」の成案を得るということになってい

たので、今日の自治会連合会では「中間まとめ」そのものは出していない。説明内容は、

「公募した１７人でまちづくりについて議論をして、現在まとめができた」というＰＲ

が主であった。１ペーパーの資料に自治基本条例とはどういうものか、これから市民の

みなさんからご意見をいただくので協力願いたい旨を伝えた。特に質問もなかった。 
 
（世話人）部長と私で５分の時間しかなかった。「これからアンケートを実施したり、各地

区で住民の皆さんから意見を聴く会を予定しているので、その時には、自治協会長さん
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方よろしくお願いします。」という程度の話をした。「中間まとめ」自体が、本日の懇話

会で承認された後、７月４日の市議会全員協議会で説明した後でないと配布できないと

いうことであったので、何もない中での説明で、聞かれた方もなかなかわかりにくかっ

たと思う。 
 
（委員）コミュニティセンター長会では、「中間まとめ」も出して説明するわけだから、20
分はいただきたい。 

 
（委員）事前にセンター長には「中間まとめ」の説明をすることは伝わっているのか。 
 
（事務局）担当課からは冒頭 15 分をいただくことにしている。細かな会の進行などはこれ

から調整する。 
 
（世話人）コミュニティセンター長会などで、これまで自分がいろいろなお願いや説明を

させていただいた経験から申しあげると、長くても５分から７分程度だった。15 分時間

を割いてもらったのはこれまでにはないことだと思う。実際には、中身についてはそれ

ほど詳しくは話できないだろうと思う。皆さんのお手元に「中間まとめ」がありますと

いうことと、コミュニティセンターを会場にしながら地元での説明や意見聴取をさせて

いただくので、それに対しての協力の依頼が主になると思う。そのぐらいの気持ちで行

かれたほうが良いのではないか。そこで質問でもでればそれにこしたことはない。 
 
（委員）コミュニティセンターのセンター長というのは、今後、自治基本条例を進めてい

く上では中心になるのだから、やった形にするというようなこれまでの役所的なやり方

では意味がない。ある程度説明する時間を 20 分程度は確保してほしい。 
 
（委員）私は、コミュニティセンター長会では、市民懇話会で「中間まとめ」をまとめた

ので、各地域で意見聴取するときにはできるだけ多くの方々にお出かけいただけるよう

協力を依頼することが中心になると思っていた。通常５分程度しかいただけない中で、

事務局が 15 分とられたのは頑張られたと思うが。 
 
（委員）コミュニティセンター長は、今後の活動の中心になるひとたちであり、自治基本

条例というこんなに重要なことを話すのだから 5 分、10 分といわずに１時間でも時間を

延長してでも説明すべきだ。少なくともセンター長が理解してくれないといけないと思

う。先日の新聞報道のように、住民投票が先行するようなニュアンスの情報提供だけで

はいかがなものか。最低でも 30 分くらいは説明をされるべきで、センター長らはほとん

どが行政経験者であり、話されれば理解していただけると思う。むしろ、各自治会や町

内会の方々の方が、いくら呼びかけてもきていただけないのではないかと心配している。

そんなに機運は盛り上がっていないと思う。 
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（委員）地域住民や町内会長への説明は、アンケートやワールドカフェの後にやる方が効

果がでるのではないか。 
 
（委員）機運を盛り上げるには、高校生とのワークショップや島大生とのワールドカフェ

を報道してもらえば効果があると思う。そうした段階で地域住民や町内会長等には説明

をすべきと思う。先行してやる自信はない。やった格好にするというのはいかがなもの

か。 
 
（代表世話人）「③地域住民、町内会長等」については、まだ日程も場所も決まっていない。

われわれ市民懇話会で行う広報広聴活動は７月いっぱいを考えている中で、限られた時

間ではあるが時間が許す限り実施していきたいと思っている。 
 
（委員）自分はムード作りを先にやっていけば、出かけていただける住民の皆さんの人数

も増えるのではないかと思う。無作為抽出のアンケートもやるのだから、そういう人た

ちも直接意見を言いに出かけていただけるのではないか。７月にこだわらずに８月に入

ってもいいのではないかと思う。 
 
（委員）地域協議会の委員は市から委嘱しておられるので利用したらいいと思う。まちづ

くり基本条例のときには、地域協議会で素案をつくった経緯がある。ただ、地域協議会

は年に３回しかもてないので、今、すぐにはできないと思うが、今後の参考にしてほし

い。 
 
（委員）地域協議会にせよ、自治会の代表にせよ、コミセンのセンター長にせよ、ごく一

部のひとの意見しか聴くことができないというのが自分の思いだ。一般の、ごく普通の

市民の声を聴こうと思ったら、こういったやりかたでは全くだめだと思う。どういうや

り方がいいかというと、こちらから出かけていって意見を聴くことが一番重要だ。呼び

かけてきていただける人は、興味のある人しか来ない。そうではなくて、興味もなく、

ごく普通の人たちをつかまえて、ちょっと話を聴く、という活動が本当は必要だと思う。

なので、コミュニティセンターの中であれば、様々な活動で日々訪れる子連れの方から、

中高年の方、高齢者の方までそういう人たちをつかまえて、ほんの短時間でもいいから

何らかの内容で、こういったことについて意見を聴かせてほしいというのを、それぞれ

の活動の中で少しずつ時間をもらう。各コミセンでそれらの意見を積み重ねてもらって

それを吸い上げてセンター長なり、この担当者なりが集約して出てくれば本当のごく一

般の方の気持ちや意見を吸い上げることができると思う。 
 
（委員）今の意見が理想像だと思う。この人数でどこに出かけるかが課題になると思う。

具体的に示していただけないか。 
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（委員）実際に出来るかどうかは別にして、各センターに質問項目の紙をお渡ししておい

て、この期間にこの項目についてこられた方に記入のお願いをしてもらうという方法は

いかがか。７月６日には、そのようなことを考えているが、センター長様方にご協力い

ただけないかというお願いをされてはどうか。 
 
（委員）７月９日に多伎地域男女共同参画推進実行委員会推進フェスティバルを開催する

ので、市長代理で挨拶される方が、自治基本条例をつくっていることをお話していただ

いてもかまわない。これこそが一般市民向けの広報になると思う。 
 
（代表世話人）島大学生とのワールドカフェについて、資料を配布している。学生さんか

ら概要説明をお願いする。 
 
（学生）１部は出雲市の自治基本条例のことを軽く紹介するとともにワールドカフェの解

説をする。１部は 30 分程度。２部は 60 人の市民によるワールドカフェを実施する。6
人づつ 10 テーブルつくり、話し合うテーマを 5 つ考えている。同じテーマを２つのテー

ブルで話し合っていただくことになる。１回の話し合いを 15 分行い 5 回移動する。移動

は好きなテーブルに自由に移動してもらう。２部は 75 分間程度。第３部は、まとめとア

ンケートをして 15 分～20 分。全体で２時間程度になる。話し合うテーマは、今日の懇話

会で委員の皆さんからも意見をいただきたい。 
自分たちが考えているテーマは、最初に「今の出雲市の満足度について」意見を聴い

た上で、「良い点と悪い点」をあげてもらい、そこから理想とする出雲市の姿を浮かび上

がらせようと思っている。２つめは、１部の自治基本条例の解説である程度理解してい

ただいた上で、参加者には「なぜ自治基本条例が必要か」、「自治基本条例で何が変わる

のか」を話し合ってもらおうと考えている。３つ目は財政については、１部のところで

市の財政のことを解説していただいた上で話し合いをしてもらおうと考えている。具体

的にはこれから検討する。４つ目は職員、行政について、出雲市民として行政と付き合

ってみて感じた良い点と悪い点をあげてもらおうと思っている。５つ目は、市政、まち

づくりへの参加について話し合いたいと思っている。具体的にはこれから検討する。 
ワールドカフェ開催後のことになるが、当日の参加者には完成した提言書を郵送して、

あなたの声でこのような提言書ができましたという報告をしたい。開催時間については、

世話人会は 10 時から 12 時という案になっているが、自分たちは 14 時から 16 時がいい

のではないかと考えている。皆さんの意見を聞かせていただいて決定していただけたら

と思う。 
 
（代表世話人）ワールドカフェについてはよろしいか。併せて無作為抽出の方へ送付する

チラシについては懇話会委員と詰めてつくることとし、より良い会にしたいと思う。開

催時間について意見はないか。 
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（委員）日曜日なので、昼ごはんを食べてからゆっくり話し合いをしていただくというこ

とで、14 時から 16 時がいいのではないか。 
 
（代表世話人）ほかに意見がないので 14 時から 16 時とする。 
 
（アドバイザー）10 テーブルあるので 10 人の進行役、いわゆるホスト役が必要になる。大

学の学生が５人くらいは来れると思うので、５人程度は懇話会の委員の方にお願いした

い。ホスト役の委員さんは、１時間ずっと同じテーマを担当していただくことになるが、

せっかくなのでお願いしたい。 
 
（委員）テーマについて、もう少しテーマを絞れないか。例えば、「住民投票が必要かどう

か」など。テーマについては、話し合う場があるのか。 
 
（代表世話人）この後のグループでの話し合いで詰めていただきたい。 
 
（世話人）コミュニティセンター長会についても、事務局と詰めてください。自分は、こ

れ以上の時間確保は難しいと思う。自治振興課が所管するコミュニティセンター長会に

政策企画課が非常に気を使って入れてもらっていることがよくわかる。担当される委員

がおっしゃるとおりだと思うが、実際の現場では、ぎっしり議題が詰まっているセンタ

ー長会に入れさせてもらったという格好だ。逆にいえば、担当委員のおっしゃることを

しようと思えば、こちらから出かけて話をさせていただくか、改めてこれだけのために

集まっていただくしかないと思う。このセンター長会では、現実的にはこのような取組

みをやっています、意見聴取の際にはよろしくお願いします、くらいしか言えないと思

う。 
 
（委員）我々が１年かけてすったもんだしてやってきたことを、たった 15 分程度でわかっ

てもらおうというのは無理だ。センター長会に便乗してやること自体に無理がある。実

際には、ここまでやってきたので読んでください、これからもよろしくお願いします、

というようなことになると思う。それから、出雲地域全体を包含するような会で説明す

ること自体が無理だ。旧出雲市、旧平田市、旧大社町をそれぞれひとつにまとめて１回

でやってしまおうという発想は無理だ。かといって日にちがない中でどうするかという

ことになるが、１年かけてできたものを理解してもらおうとすれば、この時期になって

こういうことをいうのも気が引けるが、パフォーマンスに終わってしまうような気がし

てならない。私は、旧出雲市で１０数箇所あれば、少なくともその半分くらいは手分け

して出かけていってみたいと１年前は思っていた。ここまで来てしまうとしょうがない

が、１か所で、しかも１時間か２時間で終わってしまうような会で説明をすること自体

に無理を感じる。果たしてこういうことでいいのかと思う。一番大事なことがおざなり
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になってしまうことが残念だ。「中間まとめ」を理解してもらうために説明会をするとい

うことになれば、本来のＰＩ活動の意味とは違うと思う。 
 
（委員）今のままでは各地区で説明会はできないということには同感だ。③の各種団体な

ども書いてあるが、これも役員だけが出てきて終わりだと思う。やはり、コミュニティ

センター長会や地域協議会の席で説明したほうがいいと思う。少なくとも佐田町の地域

協議会では意見を聴いたり言うことはできる。コミュニティセンター長会ではもう少し

頑張って時間をとってもらい、一人ひとりから意見をもらうことは可能だと思う。それ

をやってから各地域に入っていかないと、一人ひとり理解者を増やしていくことは難し

く、何にも意見も出ないし、何も伝わらないと思う。地域にもよるが、会議に出ても半

分の人は意見を言わない人だ。そういう人にも意見を言ってもらうことがＰＩ活動だと

思う。 
 
（世話人）ＰＩ活動についてはこれまで３～４回にわたって提案したり、議論したりして

きた。それを今日は最終決定したいということ。 
 
（委員）以前、ＰＩ活動について話し合った時に、なかなか一般の住民のご意見を拾えな

いという想いがあったので、アンケートをするならどのくらいの数を出せばいいのかア

ドバイザーに質問したことがある。そのときは、２千人くらいということだったので、

今回、ワールドカフェで２千人に招待状を出すのなら、一緒にアンケート用紙も送った

らいいと思う。コミュニティセンターでアンケートをするにしても、時間もない中では、

良い方法だと思うのだが。 
 
（世話人）コミュニティセンターでアンケートをするということであれば、今度のセンタ

ー長会で協力のお願いをするということになる。 
 
（委員）そもそもこのＰＩ活動の主催者は懇話会なのか。それをサポートするのが事務局

なのか。懇話会が中間まとめを出したら、後は市の方で段取りを進めてくれるのではな

いのか。それともまだ不十分だから、さらに意見を聴いて中身をつめる作業もわれわれ

懇話会の用務なのか。私たちが主催するのであれば、我々がセンター長を集めたり、自

治協会長を集めたりしなければいけない。そこのところを本当にどうするのか。これま

でに決めたスケジュール表にしたがって、６月までは終えた。７、８月のスケジュール

をもう一度見直して、今、提案のあったことを本当にどこまでにやるのか整理したい。

事務局の作業もそうそう時間が必要なのかとも思う。事務局が作業をするための情報提

供をわれわれがするのだということなのか、そこのところを整理したい。ＰＲはするの

だが、意見もいろいろ取り入れて修正や訂正をわれわれがもう一度やるということなの

か。 
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（世話人）この１ヶ月の間に、私たちが若い人からいろいろな立場の人たちの意見を聴い

て、それによって、この「中間まとめ」が変わっていくであろうと考えている。それを

もって最終の提言書として８月末に市長に提出することになる。だから、今の段階では

当然私たち１７人でまとめたものだ。１５万人のうちの１７人の意見なのだから、私た

ち以外にいろいろな意見を持った人が当然おられるわけで、そのひとたちの意見をでき

るだけこの「中間まとめ」にプラスして提言書にするというのが、もともとからの考え

方であったはずだ。そのための１ヶ月である。この１ヶ月にどういう方法でやるかとい

うことを今、議論しているところである。 
 
（委員）それらの意見を７月２８日に集約するということなのか。 
 
（世話人）アンケートや意見が集まってきて、私たちの考えとは全然違うようなことにな

る可能性もあるわけで、それを盛り込むかどうかもこの懇話会で最終的には決めなけれ

ばならない。 
 
（委員）了解 
 
（世話人）この期間内に何を、どのようなやり方でするかということについて考えていか

なければならない。資料に書いてあることを全てやるということではなくて、これを参

考にして考えていこうということだ。 
 
（委員）資料に掲げてあるものをすべてやらなくてもいいのか。 
 
（代表世話人）できるのであればやるに越したことはないが、できなければいいという考

えだ。 
 
（世話人）やるかやらないか、何をやるかをここで決めておきたい。 
 
（委員）事務局の考えはないのか。 
 
（世話人）事務局の考えはこの資料になっている。 
 
（代表世話人）この資料には事務局からの提案と世話人会の提案も入っている。最初に、

７月中はこの懇話会で広報広聴活動をしますので皆さん協力をお願いしますと言ってき

たが、このことは懇話会委員としての広報広聴活動は７月いっぱいを考えているという

こと。私たちが提言した後、条例策定委員会に移っても広報広聴活動についても私たち

ができなかった部分も含めて意見集約に努めてほしいということをお願いしつつ、積み

残しの部分は積み残しの部分として策定委員会に引継ぎ、私たちは私たちで、現段階で
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出来る中で「中間まとめ」をより精度の高いものにしていきたいと考えている。 
 
（委員）ワールドカフェの案内はいつ発送されるのか。 
 
（事務局）早ければ来週７月５日になる。 
 
（委員）せっかく２千人に送付するのであれば、アンケートも一緒に同封したらどうか。

ＰＲにもなるし、意見聴取のいい機会と考えるべきだ。 
 
（世話人）時間もないし、今日は島大の学生さんも来ていただいているのでワールドカフ

ェの内容とアンケート調査について決めてしまおう。 
 
（委員）事務局がつくられたワールドカフェのチラシについても、文章を加えたり修正し

たりしてすぐ発送できるようにしたい。 
 
（代表世話人）全員での討議ということか。 
 
（委員）このチラシを読んでいておかしいと思ったからだ。「喋ってみましょう」とか読め

ない。 
 
（事務局）チラシの内容は学生さんの提案なので、学生さんも交えて意見を交換していた

だいた方がいい。 
 
（アドバイザー）これはあくまでも素案なので、これを全員で議論するには時間がもった

いない。お気づきの点はまた言っていただくこととして、それ以外の議論をここでやっ

ていただく方がいい。前回は、アンケートはしないでワールドカフェにするということ

になっていたが、事務局の努力によりワールドカフェのほかにアンケート調査もすると

いうことになった。先程の意見では、今回、ワールドカフェの案内を２千人に送るので

一緒にアンケート調査したらどうかという提案があった。この場合、２回アンケート調

査をするとことになる。 
 
（委員）ワールドカフェの案内の時に一緒に送付するアンケートができれば、その後のア

ンケート調査でも使えるということか。 
 
（アドバイザー）あとは時間の問題になる。７月５日の発送までにアンケートができれば

いいのだが、かなり厳しいと思う。一つの案としては、別途アンケート調査に任せてし

まうという方法、二つ目の案は、７月５発送のときには簡易的なアンケートを先にやる

という方法、例えば「自治基本条例を知っていますか」のようなレベルのアンケートに
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してしまうということだ。そのどちらかだと思う。その一方で、ワールドカフェの案内

に合わせてアンケートすることがどちらに転ぶかがよくわからないところがあって、本

当の趣旨は６０人の人にワールドカフェに来ていただきたいということなのだが、そこ

に対する関心が逆に下がってしまって、アンケートを出しておけばいいというような気

持になってしまうのではないかという不安もある。そのあたりをどのように判断するか

だ。今回、ワールドカフェの案内にあわせてアンケートをしなくても、別にちゃんとし

たアンケートがあるということは、前回の懇話会とは違う点だ。 
 
（委員)このアンケート調査項目の案は誰がつくったのか。 
 
（事務局）事務局が叩き台としてつくったもの。 
 
（委員）あまりにも硬すぎる。中身をもっと熟慮いただきたいということ。 
 
（世話人）具体的にアンケートの中身をここで検討することはできないのだから、アンケ

ート担当の３人の方が引き受けていただけるのであれば、その方々が作られたアンケー

トで文句は言わないということを言ってもらいたい。あらゆるところへ口を出しておき

ながら、実際には体はひとつしかなくて、とてもできないということでは困る。アンケ

ートの中身について意見があるのであれば、アンケートの担当になって検討していただ

きたい。もし、自分は時間がなくてワールドカフェしか出られないということであれば

アンケートの中身はアンケート担当の方が決められたものに、気に入らなくても納得し

ていただかなければならない。ひとつひとつに全部に口を出さないと気が済まないとい

うことでは、全く議論が進まなくなってしまう。 
 
（委員）了解 
 
（事務局）ワールドカフェには全体で 60 人の参加を予定していますが、出雲市から 50 人、

斐川町から 10 人の参加を予定していることをお知らせしておく。 
 
（代表世話人）これから各グループで内容を詰めていただきたい。それぞれのグループで

責任者の方を一名選任してほしい。 
 
≪グループでの話し合い≫ 
 
（世話人）それでは各グループから検討結果の発表をお願いする。 
 
（委員）③の班は、７月中旬から下旬にかけて各地区でおこなわれるイベントとか集会な

どに、私たち委員が共同で出かけて「どんな出雲市にしたいか」など基本的なテーマに
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ついて意見交換をしてみたらと思っている。したがって、資料にある５８地区の自治協

会や町内会、各種団体との説明会や意見交換はしないで、小さなミニ集会へでかけてい

って意見を集めるという考えになった。出雲地区、平田地区、大社地区、佐田・多伎・

湖陵地区で自治協会や町内会、各種団体を呼んで大規模な説明会は行わないということ

になった。詳細は７月８日の 18 時 30 分から再度、詰めることになった。 
 
（学生）ワールドカフェについては、テーマをもっと絞っていくことになった。「出雲市の

満足度」、「住民投票は必要か」、「市政、まちづくりへの参加について、町内会や地域の

祭りを例にあげて話してもらう」ということになった。対象者２千人に送るチラシにつ

いては、学生がオリジナリティのある手書きで作成することになった。 
 
（委員）②について、センター長会では精一杯時間をとっていただいて、2 人の委員で出席

することにした。「中間まとめ」について時間の許す限り、かいつまんで話したうえで、

必要があれば補足していくことになった。 
 
（代表世話人）本日、ＮＰＯ関係は誰も議論していない。高校生との意見交換は、本日欠

席の井田委員が担当になっているが、日程は３案ある中で、１つを選択していただくこ

とになる。行っていただける方はぜひ一緒にお願いしたい。 
市民アンケートについては、すぐ決まるものではないので、他市町のものも参考にし

ながら絞り込んで決めていきたい。 
 
３．その他 

 
（事務局）事務連絡は特にない。 
 
（代表世話人）「中間まとめ」もまとまったので、懇親会をしてはという意見もいただいて

いる。 
 
（委員）その思いをもって今日もきた。中打ち上げを一回してはいかがか。 
 
（代表世話人）検討してみたい。 
 
（代表世話人）中間まとめをベースにしながら、提言書の完成に向けて作業を進めたい。

具体的には、「中間まとめ」の太枠の部分を生かしつつ、『主な意見』としているところ

の間のところに、太枠の部分にまとめた経緯や解説や、まとめのところに伝えきれなか

ったことを加えていきたい。特に、「中間まとめ」の「はじめに」のところは、以前に、

これはいかがなものかというご意見も頂戴したこともあったが、懇話会委員の思いの部

分を書いてもらえる書き手を募りたい。ＰＩ活動が終わるのを待ってからでは遅いので、
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意見集約と同時並行の作業としてお願いしたいと考えている。書いてみたいという方は

ないか。 
 
（委員）会合は何回くらいあるのか。 
 
（代表世話人）集まっていただいて、このテーマとこのテーマは自分が書きたいというこ

とであれば、分担して書いていただく方法もあるし、前文的なまとめの部分については

センテンスになる用語などを集めて書いていただく方法もある。 
 
（委員）短期間であれば自分が立候補させていただく。 
 
（代表世話人）それではお願いする。もう一人お願いできませんか。 
 
（委員）了承 
 
（代表世話人）本日、欠席の委員にもご案内させていただいたうえで、皆様にはまたご報

告させていただく。とりあえずお二人の委員にご快諾いただきましたので、よろしくお

願いする。 
 
（委員）了承 
 
（委員）ＮＰＯ法人への広報広聴活動はどうするのか。 
 
（代表世話人）後日、改めてお集まりいただき検討していただくこととする。 
 
（委員）各地区で広報広聴活動をする場合に、「中間まとめ」は事務局で用意していただけ

るか。 
 
（事務局）必要部数をお知らせいただければ用意する。 
 
（アドバイザー）学生に活躍の場をお与えいただき感謝している。いろんな意味で勉強に

なると思っている。これまでも申しあげてきましたが、ＰＩ活動というのは非常に大事

なものです。これから非常に大事な局面に入っていくと思っている。条例の中身でも実

効性のことで議論になったのですが、一番実効性を確保するには一人でも多くの人に自

治基本条例のことを知ってもらって、そして使おうというひとがでてくることが大事だ

と思う。作り上げるプロセスと、つくりあげたあとも、どれだけ出雲の方に自分たちの

ものだと思ってもらえるかだと思うので、そういう意味では非常にこれからの１ヶ月は

大事だと思っているので、皆さん大変だと思いますが、頑張っていただきたいと思う。 
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特にアンケートについては、今後、策定委員会もあることなので、必ずしも提言をま

とめるまでに全部集計まで終わってしまわなければならないということでもなくて、ぎ

りぎりまでいろんなところからアンケートにかかわらず、意見をとってこられたり、Ｐ

Ｒをされたりして、それを提言に反映できなければ次に引き継ぐことでいいと思うので、

とにかくぎりぎりまでＰＲなどをやっていただくといいと思っている。ということで、

仮に８月に入ってもやっていただくといいのかなとも思っているところ。 
 
（代表世話人）本日の討議は以上。次回は７月２８日の午後７時から庁議室で開催する。

広報広聴活動の意見集約が中心議題となる。 
以上 

 


