
1 
 

意見１ 

 

委員の皆様には、毎回熱心なご検討を重ねておられますこと、先ずもって、敬意を

表する次第でございます。 

 昨今、全国的に自治基本条例を制定する自治体が増えてきておりますが、男女共同

参画条例が全国的に制定された後にその危険性が指摘されて、国の基本計画が見直さ

れたり、自治体の条例が改廃されたのと同じように、このところ自治基本条例の危険

性が指摘されて、内容を変更したり、議会で否決する自治体も出てきております。 

 そこで、自治基本条例の問題点を提示させて頂きますので、少しでもご参考になれ

ば幸いに存じます。 

 

先ず第１に、各地の自治基本条例を見ますと、「市民」の定義が極めて曖昧、とい

うよりも、地方自治法で定める「住民」の定義を故意に拡大しようとする条文が見ら

れます。 

例えば、稚内市自治基本条例では第３条第２項で、 

    （１）市内に住む人 

    （２）市内の事務所や事業所で働いている人 

    （３）市内の学校などに通う人 

    （４）市内で事業を営むものや市内で活動する団体 

と［市民」を定義し、稚内市に住民票を持つ住民ばかりではなく、市外から通勤通学

してくる人や、市内でビラ配りをする運動家、或いはその所属する団体までも市民と

定義しています。そして第８条の条文により、そうした［市民は、まちづくりに関す

る重要な計画の策定、実施と評価の各段階に参画することができる」とされています。 

 

このような市民の定義は各地の条例に見られます。例えば神奈川県大和市の条例も

「市民」を「市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営む

もの等をいう」と定義していますが、『ドキュメント・市民がつくったまちの憲法』

によれば（この本自体は自治基本条例を推進する立場でまとめられたものですが）、

「従来から使われている『市民』という言葉のイメージは『住民』であり、ギャップ

がありすぎる」、「市税を負担していない者と権利が同じなのは住民として納得いかな

い」、「『活動するもの』を入れてしまうと、危険な思想や宗教に関係し市内で活動す

る者も含んでしまう危険がある」などの異論が出たそうです。 

 

一般常識では、広辞苑にもあるように「市民」とは「市の住民」であり、自治基本

法で定めるところの「住民」（地方自治法第１０条 市町村の区域内に住所を有する

ものは、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする）と捉えられており、

一般市民（住民）がよくわからないところで、「市民」を一般常識とかけ離れて定義

していることは極めて危険と言わざるを得ません。しかも、そうした拡大定義された
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市民による市民参画を謳っていますが、ごく普通の住民が頻繁に直接参画することは

考えられず、通常は選挙によって意思を示し参画しているわけで、実際に参画するの

は所謂プロ市民となってしまう危険性もあります。 

 

このような事例は男女共同参画条例の時にも見られ、国の第２次計画の中で、わざ

わざ『ジェンダー・フリー』という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、

女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り

等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なる」 

或いは 

 「男女共同参画社会基本法上の積極的改善措置は、男女の実質的な機会の平等を目

指すものであり、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで

求めるものではない」 

と当たり前のことが明記されたのは、地方の条例によってジェンダー・フリーが推進

され、男らしさ、女らしさが否定されたり、専業主婦が貶められたり、行きすぎた性

教育が行われたからであり、条例が偏った思想を持つ人々によって悪用されたのは記

憶に新しいところです。 

 

第２に、各地の自治基本条例では、住民投票の規程を設けている条例が多く見られ

ますが、その請求権や投票権を未成年者や外国人にまで認めている例があります。 

 ◇未成年に投票権を与えている自治体 

   １６歳以上 大和市(神奈川県) 

   １８歳以上 和光市(埼玉県)、岸和田市(大阪府)、名張市(三重県)、 

         三鷹市(東京都)、大東市(大阪府)、寒川町(神奈川県) 

確かに昨年可決された憲法改正のための国民投票法案は、民主党に妥協する形で投

票権を１８歳以上に引き下げられましたが、未だに選挙権は２０歳以上であり、未成

年者に義務の免除があって法的行為能力に制約があることを考えれば、特に重要な事

案について実施される住民投票の投票権を未成年者に与えることは問題があると言

わざるを得ません。 

 

また、外国人に対して投票権を与えている自治体も、条文に外国人と明記している

下記の自治体を始め、｢市民｣の定義に国籍条項がなく、解釈によっては市民に永住外

国人を含むと考えられる自治体を含めると数多くあります。 

 ◇外国人に投票権を与えている自治体 

   和光市(埼玉県)、静岡市(静岡県)、岸和田市(大阪府)、名張市(三重県)、 

   宗像市(福岡県)、大東市(大阪府)、加賀市(石川県)、稚内市(北海道) 

地方自治法では条例の制定や改廃などに関する住民投票の請求や投票の権利を、選

挙権と同様に｢日本国民たる住民｣に限定しているのに、地方自治体の住民投票におい

て外国人に請求権や投票権を与えることは国の法律を軽視することになりかねず、ま
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た自治体の重要事項、更には国の安全保障に関わる問題を図る住民投票に外国人の投

票権を認めることは国民主権にも反しています。 

 

また、国政レベルで外国人参政権に反対が多く、まだまだ法制化されないことを考

えると、それに反して地方自治体で外国人に住民投票の投票権を与えることには問題

があると言えるでしょう。（外国人参政権問題については、注１参照） 

 

注 1: 

①税金を払っているから選挙権を与えても良いという主張がありますが、納税は公共

サービスの対価であって、選挙権等の有無とは関係ありません。納税を理由とするな

ら、税金を納めていない学生や低所得者には参政権が与えられないことになり、普通

選挙制度の否定につながります。選挙権はじめ参政権は、「国民」として当然かつ固

有の権利です。 

②最高裁で外国人への選挙権が認められたという主張もありますが、平成７年に在日

韓国人が日本の参政権を求めた最高裁判決で棄却されています。この判決文の傍論

（何の法的拘束力もありません）に、「地方参政権を認めるのは禁止されていない」

という判決主文と全く矛盾する裁判官の個人的な意見があるだけです。 

 

第３に、各地の条例には自治基本条例を「最高規範」として、他の条例に基本条例

との整合性を求めているものが多くあります。つまり、様々な問題が指摘されている

自治基本条例の理念を自動的に他の条例にも及ぼそうということです。 

 

更には地方自治体の条例ばかりか、基本条例の理念に合わなければ国の法律まで変

えようとする動きさえあります。大阪府岸和田市の自治基本条例では 

第３０条 市は、国及び大阪府と対等の関係にあることを踏まえ、 

適切な役割分担を行い、自立した地方自治を確立するよう務める。 

とあり、何故殊更このような条文を入れたのか疑問ですが、自治基本条例の制定を推

進している地方自治総合研究所（注２）の辻山幸宣氏は、『自治基本条例はなぜ必要

か』の中で、「自治体運営の基本原則」について、「国政への信託が優先するがすべて

を法に授権したわけではない」として、「市民の思いを実現していくために、今の法

律の書き方が本当に問題だというときには、条例で正しい書き方をしてもいいのです。

／その先の扱いは国と地方との争いですから、市長が責任を持って国・地方係争処理

でやるなり、国と裁判をやるなりして処理すればいいので、始めから法律に書いてあ

ることとぶつかるようなことは書けないんだと決めてかかる必要はない。」と述べて

おり、市民自治というよりは、左翼団体の運動を推進しているかのようです。 

 

また、そうした国との対立姿勢を念頭においているのか、国防問題に関わることま

で条例に定めている自治体もあります。大和市自治基本条例には第８章（厚木基地）
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として 

第２８条 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、 

厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする。 

２ 市長及び市議会は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して 

生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない。 

と、地方自治体の権限を超えていると思われる条文があります。 

 

注２：地方自治総合研究所は、昨年の年全問題で社保庁との覚書が話題となった左派

の自治労が設立した研究所で、大和市の「自治基本条例をつくる会」には同研究所の

政策研究会のメンバーである牛山久仁彦明治大学教授が学識経験者として参画。 

 

第４に、間接民主制の否定や議会軽視の危険性がある点が挙げられます。住民投票

は一種の直接民主制であり、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を

通じて行動し」と憲法前文で定めた議会制民主主義の理念に反するものです。また［市

民参加］「協働」などという言葉で、市民が市政に参加するようなイメージを与えて

いますが、ごく普通の一般市民は、選挙によって市政を市議会議員に託しているから

こそ、仕事や生活に専念しているわけで、議会を軽視するような市民参加や協働は、

議会で多数派を取れない左派や一部の所謂プロ市民の自己実現のための手段となり

かねません。 

 

また、議会では十分に議論して結論を導くのに比べ、二者択一となることが多い住

民投票では極端な結果に陥りやすい危険性もあります。 

平成１８年３月に厚木基地の空母艦載機受け入れについて山口県岩国市で当時の井

原市長が実施した住民投票も圧倒的多数で移転反対という結果が出ましたが、地元へ

の基地の受け入れの是非だけを問えば、住民としては反対したいのが当然です。しか

し、事は国防に関することであり、また単純に受け入れるか否かというだけの問題で

はなく、結局先般行われた岩国市での井原氏の出直し選挙は、反対派の井原氏が敗れ、

受け入れを認め市民生活の活性化を訴えた福田氏を住民は選択しました。 

 

このように各地で危ない自治基本条例が制定されている中、保守系の議員や住民が

反対の声を上げ、条例案が否決される動きも出始めています。 

平成１８年には、四国中央市の自治基本条例素案に対し、外国人投票権に反対する

多くのパブリックコメントが寄せられ、住民投票資格から外国人が削除されました。 

同年、我孫子市では「『市民等』の範囲に市内で学ぶ人、働く人などを含め権利を

認めるのは広げすぎである」「議員定数は条例で市議会が決定するもので、市民の意

見を聴く手続を義務づけることはできない」などの理由で市議会で否決されておりま

す。 

更に今年、新潟市で自治基本条例が可決されましたが、当初は、市民の定義に市内



5 
 

で活動する団体にまで広げたことに「特定団体が市政参画を主張し、混乱を招く恐れ

がある」として保守系議員が反発し否決されそうだと報道されていました。結局は選

挙・予算絡みで市長に切り崩され、可決となりましたが、「最高規範」を「基本とな

る条例」に訂正し、市民の定義を住民とそうでないものとに区分し、外国人の投票権

を含む条項を全て削除して、住民投票については別に検討することになりました。 

 

このような自治基本条例の問題点や、その内容ゆえに自治基本条例が否決される流

れに変わりつつあることを考慮頂き、自治基本条例を制定しないことを含めて、ご検

討頂きますようお願い申し上げます。 
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意見２ 

 

貴市の「出雲市自治基本条例（仮称）市民懇話会『中間まとめ』（以下本「中間まと

め」と云う）」につき、利害関係を有する日本国民の一人として反対の意見を申し述

べます。 

本「中間まとめ」の中に、失礼ながら、重大な懸念があると申し上げざるを得ない。 

 

◎「市民」と云う概念を、当然の如く、ひそやかに、導入することで、“市民主体の

自治（主権者たる市民概念）”の確立を意図している。市民と云う名の外国人、市民

と云う名の法人・団体を主権者とすることである。 別の言葉で云えば、国民主権の

否定である。 

 

本「中間まとめ」の 2頁「用語の解説」において、いきなり「市民」が出て来る。市

民と云う概念を使用するのは、ごく普通に、当然であるかの様に書かれているが、こ

れは疑問である。 

 

「市民」と云う概念は、地方自治法にも憲法にも存在していない。存在しているのは

「住民」であり「国民」である。ここに（すなわち、地方自治法にも憲法にも存在し

ない「市民」と云う概念を導入することに）最大の懸念がある。 

 

地方自治法にも憲法にも存在しない「市民」と云う概念を何故（なにゆえ）導入しよ

うとするのか。「市民」が「住民」と同じ概念であるならば、わざわざ「市民」と云

う概念を作りだす必要はない。別の意味、或いは、意図があるからこそ、導入を図っ

ている。 

 

「住民」とは、地方自治法上、当該市町村に住所を有している（生活の本拠：民法の

22 条）ものを指し、我が国の国民の他、外国人だけでなく、法人・団体をも含む。 

 

（地方自治法第 10 条の 1項及び 2項） 

（地方自治法） 

第十条  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道

府県の住民とする。 

 

○２  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の

提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 

 

※「住所を有している」とは、生活の本拠を有していると云う意味であって、住民登

録の有無を問わず、実質的に住んでいる事を指す。つまり、（住んでいて）住民登録
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が有れば勿論、住民登録が無くとも実質的に住んでいる事実が有ればよい 

 

では、本「中間まとめ」2 頁では、市民をどの様に定義しているか。一つの案には纏

めきれなかったらしく、三つの案が並列的に提示されている。 

 

用語の説明 

（１）市民 

〔案①〕市内に住んでいる人、市内で働いている人、学んでいる人、市内にある団体 

〔案②〕市内に住んでいる人、市内で働いている人、学んでいる人 

〔案③〕市内に住んでいる人 

 

【参考】 

（市内に住んでいる人、市内にある団体） → 「住民」 

 

※「住んでいる」とは、「住民登録をしていなくても、住所を有する人なら含めるべ

き」と本「中間まとめ」に自ら説明されている。したがって上記地方自治法上の「住

所を有している」と同様の意味である。 

 

※「人」とは、人間であり、我が国の国民の他、外国人も含まれる。但し、〔案③〕

については、「外国人を含めるかについては議論が分かれている」と本「中間まとめ」

に説明あり。 

 

※「市内で働いている人、学んでいる人」とは、他市町村からの通勤・通学者を含む

のであるから、「市内に住んでいない人」も、含むことになる。 

 

※「団体」とは、本「中間まとめ」に「企業を抜きにして社会の動きは語れないため、

事業者を含めるべき」と記載あり。したがって、法人も含まれる。 

 

「用語の説明」を使って定義すれば、住民とは「市内に住んでいる人、市内にある団

体」であり、市民とは〔案①〕によれば『「住民」の他に「市内で働いている人、学

んでいる人」を加える』と云うことである。 

 

〔案②〕は『「住民」から法人・団体を除き、「市内で働いている人、学んでいる人」

を加える』、又、〔案③〕は『「住民」から法人・団体を除いたものであり、「住民」で

さえも無い、或いは満たない』ことになる。 

 

別の言葉で云えば、「市民」とは、〔案①〕であれ、〔案②〕或いは〔案③〕であれ、

どれ一つ取ってみても、全部、「住民」の概念とは異なると云うことである。 
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もう一つの違いを云えば、「住民」とはその全てが主権者とされているのでは無く、

主権者とは「日本国民たる普通地方公共団体の住民」であると明記されている。（地

方自治法第 11 条） 

 

その一方で、「市民」とは「（市民、議会、及び行政が）主体的に自治を実現する」と

か、「主体的な市政運営を確立する」とある様に、『我が国の国民の他、外国人も含め

て、或いは〔案①〕によれば法人・団体も含めて、まとめて市民とした上で、主権者

としている』と云うことである。 

 

（地方自治法） 

第十一条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところによ

り、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 

 

つまり、市民と云う名の外国人、又、案によっては、NPO 法人などの法人や、その他

に法人でさえも無い自称 NPO 法人などの任意団体をも含めて「主体的に自治を実現す

る」、別の言葉で云えば「主権者」とする処に、本来の意図が存在するのである。 

 

外国人や法人・団体などは主権者ではあり得ない。我が国の国民以外に主権を認めよ

うと云う危険な行為であり、主権を移譲しようとする売国行為である。国民主権に反

して無効である事は言うまでも無い。したがって、出雲市自治基本条例（仮称）市民

懇話会『中間まとめ』は、廃棄・廃案にする様お願い致します。 

 

                         以上 
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意見３ 

  

１．“私たちの手で出雲市自治基本条例(仮称)[中間まとめ]ができました(2011.7.20

広報いずも)”、と記載されている。  

①委員の皆様たいへんご苦労のうえ取りまとめられお疲れ様でした。深く敬意を表し

ます。  

②公募委員13名と指名委員4名からなる計17人の市民懇話会委員及び2名のアドバイ

ザーは、行政や議会の手続きに関してどのような法的権限があるのか不明瞭である。  

③委員の公募要領には、自治基本条例とは何であるかの概要が一般の有権者に理解で

きるようには説明されておらず、公正な手続きで委員が募集されたとは言い難い。  

④８月末に市長への最終の「提言書」提出は延期すべきである。  

出雲市自治基本条例(仮称)の条文は秘匿されているものの概要の一部が明らかにな

り、数々の重要な問題点あることが分かった現在、後世に禍根を残すことのないよう

拙速を避け、少なくとも委員は再募集する等してもっと広く多方面から検討する必要

がある。  

⑤「中間まとめ」はお世辞にも“市民懇話会の主張されるような市民参加”によって

作成されたものとはいえない。  

⑥長岡市長および議会の先生方におかれては、一部委員による「中間まとめ」に重大

な問題と危険性が含まれていることを予知・認識して、自治基本条例(仮称)を制定す

る必要があるかどうかを含め、その取扱いには慎重でなければならない。原則を無視

して、安易に状況や人気取りに流されることのないよう賢明なご判断を切にご期待申

し上げる。  

 

２．用語の説明  

（１）市民  

市民は、原則として日本国籍を有し出雲市に住民登録している住民に限定すること。

原案では、市民が無限大の広がりを持つものと定義されており、本来の市民にとって

きわめて危険かつ有害であり、将来、市政運営の大きな撹乱要因となることは間違い

がない。  

（４）参画  

①“政策、施策及び事業などの立案から、実施、評価にいたる各段階において、市民

が主体的に参加し、意思形成に関わること”、などは到底不可能である。そんな参画

ができる時間・能力・意思のある人はごく少数者に限られる。そのためこのような「参

画」の定義を認めるならば、市民のごく一部の先鋭的な人により、市政が牛耳られる

ことになってしまう。  

②市長および市議会議員は有権者がしかるべき公正な手続きを経て選挙し、その選ば

れた人たちが市政をおこなうという代議政治システムを採用している日本の憲法、法

律を否定することは許されないことである。  
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③少数意見や部分利益をどう市政に反映していくかについては、自治基本条例(仮称)

とは別に、行政運営及び議会活動で検討すべきである。  

④「参画」よりも「参加」のほうが、用語が平易で馴染みやすい。  

（５）コミュニティ  

コミュニティは西尾前市長の遺物的な用語であり、「共同体」と改める。多くの日本

人は、コミュニティと聞いたら、理解するためには一たん頭の中で共同体のことだと

変換してインプットしないと理解できない。分かりやすい日本語を使うようにしよう。

「コミュニティ」は社会を分割するような意味で用いられ、「共同体」には社会や地

域を統合するニュアンスがある。  

 

Ⅰ．自治基本条例の基本的な考え方  

１．条例の必要性  

①“「地域のことは地域で決める」という地方分権の時代”  

そんな非効率的でしかも日本を細分化、分裂するような時代にはして頂きたくない。

あくまでも必要に応じて、地方分権をすれば十分である。  

“自治やまちづくりの根本的なルールを定めることが必要です。”  

自治基本条例(仮称)と議会・市長との関係が不明確である。法律と矛盾しないか検討

が必要である。根本的なルールとは、どういう意味か不明である。  

この部分の説明文を何度読んでも、現状ではどこに欠陥があり、何が不満で、何をど

うして欲しいというのか、理解できない。  

 

２．条例の位置づけ  

①“自治基本条例は、自治を進める上で最も基本となる考え方を定めるものです。”  

最も基本となる、とはどういう意味なのか？なぜ、一部の市民が跋扈するのを許容し

てしまう恐れのある自治基本条例が、“最高規範的な性格をもつものが望ましい”と

いえるのか？  

“立法・解釈において自治基本条例の主旨を最大限尊重されるものである。”この場

合尊重とは拘束力をもつという意味なのか？  

 

Ⅱ．めざすまちづくり  

１．まちの全体像  

②“市民一人ひとりがお互いの人権を認め合い、共に個人として尊重されるまち”  

一人ひとり、人権、個人を突然持ち出してきて、尊重せよ、と強調している真意を明

らかにしていただきたい。社会や公共の利益との整合性・調和も大いに尊重されるべ

きである。  

③“市民の誰もが安全に安心して豊かに暮らせるまち”  

こんなユートピアが世界中でどこにあるというのか？こんな絵空事、単なる願望、お

題目を定めたものが、時には法的拘束力をもつこともある条例に定めてあっていいの
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か？安全や安心は、何らかの対価・代償・犠牲なくしては得られないものである、と

知るべきである。この世の中に「良いことばかりはない、良いこともあれば悪いこと

もある」のが大人の常識ではないか。どうか無いものねだりはよして、現実を見据え

た議論を展開していただきたい。  

 

４．次世代へつなぐまち  

①“子どもは、地域全体で育てていきます。”  

子どもは、第１次的には両親・家族が責任をもって育てていくべきものである、こと

を無視したり、蔑ろにしてもらっては困る。東日本大震災の被災地においても家庭、

家族の絆の大切さが再確認されたのである。  

 

Ⅲ．まちづくりの担い手  

１．市民  

（１）市民の権利  

①“市民は、平等に「まちづくりに参画する権利・意見を言う権利・情報を知る権利」

を持つものとします”  

ここでも市民の定義が問題になる。住民登録の有無、国籍の有無、納税の有無、成人

か未成年者か、利害関係者か否か等で峻別する必要がある。決して一律に平等であっ

ていいはずがない。  

 

２．議会  

（１）議会の責務  

①“議会・議員は、市民の負託に応えるよう努めます。”  

既に出雲市議会基本条例(平成19年市条例第54号)同様な規定がある。法令作成技術の

基本の一つは、重複を避けることにある。自治基本条例であえて規定する必要はない。  

②“議会・議員はわかりやすく情報発信することに一層努めます。”  

こんな子どもじみた規定を設けよ、という意見が出るぐらい議会・議員は説明能力が

不足し怠惰で尊大なのでしょうか？議会・議員側からきちんとした反論・反省・前向

きの回答があれば、こなことを規定で謳うのは議会や議員の恥であるばかりでなく、

議員を選んだ市民の恥でもあるので削除すべきである。  

③出雲市議会基本条例第16条„他の条例との関係‟“議会に関する条例を定める場合

は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。”と  

自治基本条例の基本的な考え方２．条例の位置づけ、とは整合していない。  

 

３．行政  

（１）行政運営  

財政健全化の視点が欠けている。このまま市民参加という甘言に惑わされて、有権者

の歓心を買うために市民の要望を拡大再生産していけば、やがて財政が肥大化し破綻
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という地獄に陥る。孫や子供たち将来世代のことも大切に考えていこう。  

（２）職員の責務  

市政発展のために大胆な提案能力を持って欲しい、常にコスト意識を持って欲しい。  

 

Ⅳ．まちづくりの制度や仕組み等  

１．市民参画、情報共有等  

（１）市民参画  

①“市民は、自主的にまちづくりに参画します。”  

この規定は何のためにあるのか？自主的とは何か？他から参画の勧誘、お願い、要請

があってはいけないのか？  

（２）情報共有  

“事業者、議会及び行政は情報を、積極的に発信し合い共有していきます。”  

情報共有ではなく、情報「開示」がよい。  

情報といえども所有権(貴重な価値がある無形財産である)はあるのでそれなりに尊

重すべきである。企業情報を行政に提供したところ、それが外国に漏れ先進的な技術

情報、あるいは秘密にしておくべき企業方針が盗まれてしまった事例があるので、ま

ちづくりに関する情報といえども慎重な配慮が必要である。  

（３）コミュニティと行政の連携・協力  

コミュニティを地域共同体と改める。  

 

２．住民投票  

地域住民の住民投票よりも、簡単でタイムリーに実施にできる世論調査に言及したほ

うがまだましだ。  

外交・防衛に関する問題、外国人の大量流入(長野オリンピック聖火リレー、沖縄、

対馬)、領土問題・紛争(竹島、尖閣諸島ほか)や自衛隊基地問題(出雲駐屯地)、等も

関連する。住民投票の規定化は、安全安心を至高の目標に掲げるような、国家の独立

と自尊心を見失った市民懇話会委員様の能力・識見を超えている。蟻の穴から堤も崩

れる、のたとえの通り地域が侵略されるとき、やがて国も亡びに至る。外国人参政権

を認めないという原則を曲げることなく、軋轢を恐れず日本国民として主張すべきは

主張していかねばならない。  

 

３．広域的な連携  

やがて平成23年10月には、斐川町が出雲市に吸収合併する運びとなっている。あわて

て駆け込みで市長に提言書を提出するのではなく、大きな人口を抱え、とくに農業や

工業の盛んな旧斐川町民をも含めた市民懇話会で検討したとしても、何ら問題はない

しそのほうがましだ。実際、1年前には市民懇話会委員のうち4名(大社、大社、佐田、

NPO)は公募ではなく、行政側のバランス感覚に基づく指名によって委嘱されている。  

以 上 


