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第２２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８月１９日（金） １９時～２２時３０分 

◆場 所：市役所３階 大会議室 

◆参集者：市民懇話会委員（１５名） 

アドバイザー（２名）、事務局 

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

 
 １．全体討議  提言書のとりまとめについて 

 
（代表世話人）第２０回、第２１回の議事録について意見はないか。 
 
（委員）なし 
 
（代表世話人）本日をもって 終のとりまとめとしたい。多少時間を延長することになる

かもしれないが、議事進行についてご協力願いたい。 
「はじめに」の文案については、前回懇話会でご提示した後、皆様からのご意見を参考

に担当委員から再度修正文案が示された。世話人会ではこの内容をもって了承したいと

思っているが、よろしいか。 
 
（委員）了承 
 
（代表世話人）両委員におかれては、大変お世話になりました。 
 
（代表世話人）前回懇話会では、太枠のまとめ、説明文、主な意見について議論をしてい

ただいた。そのほかにもこれまでのところで、数名の委員から何点かご意見を頂戴した。

趣旨が変わらない範囲での文言修正は、世話人会に一任していただいており既に修正し

た。前回修正意見があったところは修正を反映させている。 
「用語の説明」については後にさせていただいて、本文の P５「条例の必要性」から始

めさせていただきたい。Ｐ５「１．条例の必要性」太枠②「市民、議会、行政が」を「は

じめに」の文章にあわせ「市民、行政、議会」の順にしたらという提案について、いか

がか。 
 
（委員）一般的には「市民、議会、行政」の順番ではないのか。「Ⅲ．まちづくりの担い手」

のところも、市民、議会、行政の順になっている。直すなら「はじめに」を直すべきで

はないか。 
（委員）条例にするためには、 終的に議会が議決する必要がある。市民が検討し、行政
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が原案をつくり、議会で議決するという順番にこだわった。 
 
（委員）アドバイザーの意見を聴きたい。 
 
（アドバイザー）当然に議会が先にくるべき。憲法では、基本的人権があり、それから国

会があり、内閣、裁判所の順になる。地方自治法でも機関のところでは議会、それから

執行機関となっている。既に用語が整理してあるので、特に問題は無いが、ただ、議会

と行政を並べることは、少し用語が混ざっている気がする。立法、行政、司法という言

い方があるので、本来なら議会の次には執行機関とか市長とかその他の執行機関という

言い方が適当と思う。 
 
（代表世話人）「はじめに」の文章中、「市民、議会、行政」の順としてよろしいか。 
 
（委員）了承 
 
（代表世話人）Ｐ６【説明】「自治基本条例は、一般的には 高規範性を持つ条例であると

いわれていますが、「 高規範と言う言葉は馴染まない」、「違和感がある」などの意見が

あり用いませんでした。」のところ、「馴染まない」、「違和感がある」を「適切でない」

とすべきという意見について、いかがか。 

 
（委員）「違和感がある」はやさしい言葉でよいと思うが、「適切でない」のほうが意見と

してはわかりやすいのではないか。 
 
（委員）「適切でない」と言い切るほどの意味合いではないと思う。「ふさわしくない」と

か「馴染まないことば」ということではないのか。 
 
（委員） 高規範性があることは誰もが認める中で、 高規範性ということばを使いたく

ないということ。そこまで断言して用いたくないというだけのこと。アドバイザーの意

見を伺いたい。 
 
（アドバイザー）川崎市の自治基本条例では 高規範であるといっている。自治基本条例

は基本的な条例であって、他の条例とは違うということで、そういう意味では 高規範

なのです。憲法とはあえて言えない。説明文の中で、わざわざ書く必要はないと思う。「

高規範」ということばを使おうが使うまいが、皆さんは も基本的な条例なのだという

つもりで作られているわけですから、それを明確に否定するがごとき説明は加えなくて

も良いと私は思う。 
 
（代表世話人）この説明文そのものを削除するということでいかがか。 
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（委員）了承 
 
（代表世話人）Ｐ７「３．条例の実効性」の太枠、「①市民、議会、行政は、自治基本条例

の趣旨の理解と周知に努めるとともに、この条例の具体的な実践を図ります。」のところ、

「具体的な実践」を例示してはという意見について、いかがか。 

 

（委員）原案の賛成多数 

 

（代表世話人）原案のとおりとする。 

 

（代表世話人）Ｐ９新しいテーマ「２．活力のあるまちづくり」について、世話人会で原

案を作成したのでご確認いただきたい。『主な意見』は、これまでワールドカフェや広報

広聴活動で出た意見をまとめたものになっている。 

 

（委員）①のところ「産業、観光、教育、芸術文化、スポーツなどあらゆる分野において

出雲ブランドを育て・・・」は少し無理があると思う。産業、観光、教育くらいは出雲

ブランドがあってもいいと思うが、芸術文化、スポーツに出雲ブランドがあるのか。「出

雲ブランドを育てるとともに、活力ある出雲市の実現に努めます」としないと、十把一

絡げに出雲ブランドは無理だと思う。 

 

（委員）出雲ブランドというイメージが、私たちの生活にはなかなか定着していないのだ

と思う。ただし、見方を変えれば、スポーツでも出雲の特色あるスポーツ、地域資源を

活かしたようなスポーツというのはないことはないと思う。文化でも出雲らしい芸術も

あるのではないか。 

 

（委員）文化やスポーツにまで出雲ブランドにこだわらなくてもいいのではないか。広く、

いろんなスポーツをやったらいいのではないか。出雲交響楽団というのが１０年前に比

べればものすごく進歩している。これは出雲ブランドではなく国際ブランドだ。だから、

出雲ブランドも育てるし、そのほかにも活力のある活動のできる出雲市ということでこ

とばを替えたほうがいいと思う。 

 

（委員）「教育、芸術文化、スポーツ」の後に「などあらゆる分野において」とあるので、

「教育、芸術文化、スポーツ」は削除して、「などあらゆる分野」に含めたらどうか。 

 

（委員）「教育、芸術文化、スポーツ」を「など」に含めてしまうのはもったいない。 

 

（委員）『主な意見』の（１）に説明してあるので、太枠内の表現としては原案のとおりで
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いいと思う。 

 

（委員）スポーツや文化が出雲ブランドに含まれるのか否かという議論ならば、「出雲駅伝」

や「出雲吹奏楽団」、「出雲フィル」などもある。ブランドというと商品のような感じを

持っておられるかもしれないが、教育でも文化でも出雲ブランドは必要だと思う。 

 

（委員）「真の出雲ブランド」を「付加価値の高い出雲ブランド」に修正すべきという意見

についてはどうなのか。「真の」ということばは、話し言葉としてなら雰囲気は伝わるが、

抽象的であり、文書で書いた場合には分かりづらい。そこで何か言い換える言葉として

「付加価値の高い」を提案しているのだが、産業から文化、スポーツまで網羅するよう

な言葉が見つからない。芸術、文化まで付加価値が高いとはなかなかいえない。 

 

（委員）アドバイザーの意見を聴きたい。 

 

（アドバイザー）ここで言う出雲ブランドというのがよくわからない。説明を見てみると、

何のために出雲ブランドを育てるのかというと、若者の流出を止めるとか、若者にとっ

ての魅力を造りだすとか、観光資源として活用するとか、雇用環境を整備するとか、そ

のようなことが出てきて出雲ブランドという表現だと思うので、例えば「若者が誇れる」

とか「産業のチャンスにする」とか、もう少し具体的な表現が分かりやすいかもしれな

い。 

 
（委員）「真の」を削除したらどうか。 
 
（代表世話人）「真の」を削除することについてはいかがか。 
 
（委員）了承 
 
（委員）市では、出雲ブランド創出の事業も実施しているのだから、原案のとおりでいい

のではないか。アドバイザーは市外の方なのでわかりにくいかもしれないが、このまま

採用したらどうか。 
 
（委員）「出雲ブランド」は残したほうがいいと思う。ただ、全てを出雲ブランドに含める

のではなく、「出雲ブランドを育てるとともに、活力ある出雲市の実現に努めます」とし

たらどうか。 
 
（委員）②にも「活力をもって」という表現があるので、整理が必要だ。 
 
（委員）②は産業や雇用のことを言っているので「市民が豊かで夢をもって暮らせる」と
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し、①は「活力ある」としたほうがいいのではないか。 
 
（代表世話人）原案から「真の」を削除したものでいいのか、①②の結びの言葉を修正す

るのか、どちらがいいか皆さんにお諮りします。 
 
（委員）原案多数 
 
（代表世話人）それでは、原案を基本として、主語を①②とも「市民、議会、行政は」と

し、「真の」を削除します。 
 
（代表世話人）「２．活力のあるまち」の【説明】「働く場の減少などにより市外への若者

の流出が大きな課題であり、産業、観光、教育、芸術文化、スポーツといった分野をも

っと伸ばし、特に若者に元気がでるような活気のあるまちづくりをめざしてほしいとい

う意 見が多くありました。」を「働く場の減少などにより市外への若者の流出が大きな

課題であり、産業、観光、教育、芸術文化、スポーツなどの分野を充実し、若者が魅力

をもって暮らせる活力のあるまちづくりをめざしてほしいという意見が多くありまし

た。」への修正案が提出されているが、如何か。 

 

（委員）修正案多数 

 

（代表世話人）修正案を採用します。 

 

（代表世話人）「２．活力のあるまち」の【説明】「出雲地域には、・・・歴史的な資源が多く

残っており・・・」を「出雲地域には、・・・歴史的資源が豊富にあり、・・・」に修正す

る案が提出されているが、如何か。 

 

（委員）修正案多数 
 

（代表世話人）「２．活力のあるまち」『主な意見』「(1)出雲ブランドとして、・・・出雲科学

館など芸術文化を活かし、・・・人が集まるようにする」を「 (1)出雲ブランドとして、・・・

出雲科学館など文化的資料や施設などを十分に活用し、・・・人が集まるようにする。」に

修正する案が提出されているが、如何か。 
 

（委員）修正案多数 

 

（代表世話人）「２．活力のあるまち」『主な意見』「(2)・・・少子高齢化などの対応が必

要」を「(2)・・・少子高齢社会への対応が必要」に修正する案がでているが、如何か。 
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（委員）修正案多数 

 

（代表世話人）「２．活力のあるまち」『主な意見』に「第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次

産業、第 4 次産業あるいは第 5 次産業もあるかもしれません。きちんと理解しそれぞれ

に位置付けた記述が必要だと考えます。」という意見がありました。いかがですか。 

 

（委員）第４次産業とか第５次産業はわかりにくい。産業、観光、教育などは例示してあ

るから不用だと思う。 

 

（代表世話人）記載しないことでよろしいか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）「２．活力のあるまち」『主な意見』に、住民が一番困っている、交通整備（ア

クセス）について言及されていない、という意見が出されている。 

 

（委員）分科会意見、ワールドカフェでも出た意見である。「(3)出雲の街道を整備し・・・」

を「交通網を整備し・・・」に修正したらどうか。街道では道路に限定されてしまう。空

路や鉄道網も含めるなら「交通網」が適切ではないか。 

 

（代表世話人）「２．活力のあるまち」『主な意見』「(3)出雲の街道を整備し・・・」を「出

雲の交通網を整備し・・・」に修正することでよろしいか。 

 

（委員）「出雲の」は、地域に限定されてしまうのでいらないと思う。 

 

（委員）「交通網を整備、拡大し」がいいのではないか。 

 

（代表世話人）「出雲の」は削除することでよろしいか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）「交通網を整備し」と「交通網を整備、拡大し」のどちらがよろしいか。 

 

（委員）「交通網を整備し」が多数 

 

（代表世話人）タイトル名を他のタイトルにあわせ、「２．活力のあるまち」を「２．活力が

あるまち」に修正したいが、如何か。 
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（委員）了解 

 

（事務局）Ｐ８の【説明】のところ、「２．活力のあるまち」を新しい項目として作ったため

に、重複している内容があるので整理したい。 

 

（代表世話人）「１．まちの全体像」の【説明】のところ、「活力のあるまちづくりを進めて

いくことが重要と考えました。」が重複しているので、「安全で安心して暮らせるまちづく

りを進めていくことが重要だと考えました。」に修正してはいかがか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）Ｐ１３「（１）市民の権利」の『主な意見』のところ、「(8)まちづくりに積極

的に参加している方から見れば、参加しない人への配慮は抵抗を感じる。」については、世

話人会預かりとなっていた。世話人会では「まちづくりに参加しない人は、不利益を受け

ることもある」という文言をこのように修正してはみたが、参加したくてもできない人が

いる現実があるなかでは、世話人会としては、削除すべきとの意見を提案させていただく。

気持ちとしては理解できるが、書くべきではないということ。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）Ｐ１７「３．行政」太枠内②「・・・長期的に把握し」の後ろに「健全かつ」

を挿入する案と、「・・・効果的・効率的な健全財政運営」に修正する案が提案されている。 

 

（委員）「健全で」の方がよいと思う。 

 

（代表世話人）「・・・長期的に把握し、健全で効果的・効率的な」とすることとしてよろし

いか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）『主な意見』のところ、「（２）単年度の補助事業では効果が出ないときもある。

たとえば数年間の事業期間を認めて、補助金もその期間内に自由に使用できるようにした

らもっと効率良く仕事ができる。」を「（２）単年度の補助事業では効果が出ないときもあ

る。事業内容によっては活用し易い柔軟で効率的な予算執行ができる仕組みがあるとよ

い。」に修正する提案があっている。いかがか。 

 

（委員）了解 
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（代表世話人）Ｐ１９に新しいテーマ「（２）市長の責務」を追加することになっていた。文

案は委員から提案のあったものを基に世話人会で検討してお示している。『主な意見』のと

ころは分科会で実施したワールドカフェの意見を掲載している。本文については、これま

でのところ修正の意見はない。 

 

（委員）市長の責務としては弱いと思う。③のところ「市長は、・・・基本方針を示し」とな

っているが、市長には、「政治、経済、文化の振興にリーダーシップを発揮し」という具体

的文言を入れて欲しい。 

 

（委員）基本的には理解できるところだが、市長の立場としては、政治、経済、文化だけで

はないと思う。若い人の働く場がないということから経済面には特に強いリーダーシップ

を望みたいが、それでは、福祉や教育はいいのかということもある。あらゆる分野でリー

ダーシップを発揮してもらいたいというのが本音だ。 

 

（委員）市長にリーダーシップを発揮してもらいたいのは「政治、経済、文化」だけではな

いので、「総合的な基本方針」としたらどうか。 

 

（委員）具体的なことを盛り込んでほしい。 

 

（委員）個人的には、具体的な項目を入れた方がいいと思うが、提言書にはそこまで具体的

な項目はいらないと思う。 

 

（アドバイザー）具体的な項目を書いてはいけないことはないと思うが、整理する必要があ

る。気になるのは、これは、まちづくり基本条例になっているのではないかということ。

出雲市には、まちづくり基本条例が既にあり、それを受けて文化やスポーツ、福祉などの

振興条例がある。それらとのからみがどうなってくるのかを整理しないといけない。たと

ば、ニセコの場合は、「ニセコまちづくり条例」がいわゆる自治基本条例にあたるもの。 

 

（委員）市政の基本方針を示すといっているので、全てのことはここに含まれると思う。原

案のとおりでいいと思う。あまり、具体的なところまでは必要ないと思う。 

 

（委員）全国共通の条例をつくってもしょうがない。出雲市は出雲市の弱みをきちんと述べ

て、強くしていくと、どろくさくてもいいから一度、出してみるということ。 終的には

削られてもいいが、そういう気がしている。 

 

（委員）具体的に書いてもいいと思う。 

 

（アドバイザー）文法的な話になるが、③は「基本方針を示して、その具体的実現に取り組
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む」という意味だが、これを、「政治、経済、文化の振興にリーダーシップを発揮し」とす

ると「政治、経済、文化の振興の実現に取り組む」と読めるので、意味合いが変わってく

る。 

 

（代表世話人）原案のままでいいと思うが、もし、付け加えるなら「政治、経済、文化」な

どではなく、「社会情勢に対応して市民の声をふまえた基本方針」などのようにすべきだ。

要するに、②では、市民との対話を通じて市民の意見をきちんと反映しなさいとなってい

るので、市長は毎年、施政方針をするわけで、それが市長の独りよがりのものでなくて、

きちんと市民のニーズなどを踏まえた基本方針をという意味合いのことは書いてもいいと

思う。 

 

（委員）市民の意見を聞くだけではだめだと思う。もっと市民のリーダーとして、広い見識

をもって市民を説得するぐらいであってほしい。 

 

（委員）「市長には、高い見識と広い視野で社会情勢を把握して市政に反映してほしい」とい

う意見を提出したのだが、それぐらいのことを市長には求めたい。 

 

（代表世話人）その意見については、【説明】の４番目のところに採用させていただいている。 

 

（委員）前市長、前々市長は、それぞれ足りない点もあったと思うが個性をもって出雲市を

変えてこられた。これはリーダーシップだと思う。そういうものがこれからの出雲市には

ないと、日本で４７番目の島根県で終わりそうでしかたがない。もっともっとリーダーシ

ップを出して欲しいということを言っておきたい。 

 

（代表世話人）原案どおりとするか、「政治、経済、文化の振興にリーダーシップを発揮し」

とするか、いかがか。 

 

（委員）原案多数 

 

（代表世話人）【説明】のところ「市長は市民の信託に基づき市政を運営し、議会と共に二元

代表制を担う立場と同時に市の代表者としての役割を担わなければなりません。」を削除す

る意見があるが如何か。 

 

（委員）賛成 

 

（代表世話人）【説明】のところ、「市長は市民の信託に基づき市政を運営し、議会と共に二

元代表制を担う立場と同時に市の代表者としての役割を担わなければなりません。」を「市

長は選挙で選ばれた市の代表者であり、公平・公正かつ誠実に市政の舵取りをしていくこ
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とが責務だと考えます。」に修正する意見があるが如何か。 

 

（委員）修正案に賛成 

 

（代表世話人）『主な意見』のところに「(4)議会と連携しながらリーダーシップを発揮して

もらいたい。」を追記する意見があるが、如何か。 

 

（委員）前出の「市長は市民の信託に基づき市政を運営し、議会と共に二元代表制を担う立

場と同時に市の代表者としての役割を担わなければなりません。」を削除したことにより挿

入するものなのか。議会のチェック機能はどうなるのか。 

 

（委員）「議会と連携しながら」というのはいかがなものか。 

 

（委員）市長と議会は、そもそも仲良くするものなのか。お互いに牽制しあうものであって、

連携してリーダーシップを発揮するものではないと思う。 

 

（代表世話人）提案のあった「(4)議会と連携しながらリーダーシップを発揮してもらいた

い。」は追記しないことでよろしいか。 

 

（委員）賛成 

 

（代表世話人）「（１）市民の意見をよく聴いてほしい。」を「（１）市民の意見をよく聴いて

リーダーシップを発揮してほしい。」とする案についてはいかがか。 

 

（委員）リーダーシップということばが、主な意見の中にでていないのに説明文や提言の中

に出てくることは不自然である。 

 

（委員）「(4)山陰の代表的な首長として、政治・経済・文化などの振興に強いリーダーシッ

プを発揮してもらいたい。」を主な意見として挿入してはいかがか。 

 

（委員）しかし、代表する首長ではない。代表する市の市長だ。出雲市が山陰の代表であり、

その市長であるということ。細かい言い回しは、世話人会にお任せする。 

 

（委員）「政治・経済・文化などの振興に」のところに、産業は入らないのか。 

 

（委員）経済に含まれると解釈すべきだ。 

 

（代表世話人）「(4)山陰の代表的な首長として、政治・経済・文化などの振興に強いリーダ
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ーシップを発揮してもらいたい。」を挿入し、細かい言い回しは世話人会一任とさせていた

だく。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）Ｐ２５①のところ、「ＮＰＯ」を「特定非営利法人（ＮＰＯ）」にしてはどう

かという意見があるが、如何か。 
 

（委員）「特定」は入れる必要はない。ＮＰＯ法に書かれた特定の事業を行うという意味なの

で、「非営利団体」でよいのではないか。 
 
（アドバイザー）法律上は特定非営利活動法人でありＮＰＯ法人という法人格をもつ団体に

限られるので、ここでいう法人格の有無に関わらずということであればズレが生じる。一

般的に言えば「非営利活動団体」とか「公共的活動団体」ということになる。 
 
（委員）ＮＰＯといった時には、法人のみを指しているのではないのか。 
 
（委員）それにこだわるものではない。 
 
（委員）「Nonprofit Organization」だから、「非営利活動団体」とか「非営利活動組織」で

ある。 
 
（委員）法人格にこだわらなかったら「団体」よりも「組織」の方が幅広い感じがする。 
 
（委員）「組織」はわかりにくい。「非営利団体」でどうか。 
 
（アドバイザー）非営利団体でいいと思うが、この「非営利」ということばが誤解をあたえ

てしまうことを心配している。「非営利」も大事だが、民間の立場で、いわば自発的に、公

共的な活動をするという団体のこと。これを一言で言うとものすごく長くなってしまう。

「市民活動団体」などという言葉を使うこともある。 
 
（委員）非営利ということばは、ほぼ定着していると思う。 
 
（委員）ＮＰＯに日本語表記を追記することについてはいかがか。 
 
（委員）普通は日本語組織（ＮＰＯ）となる。 
 
（委員）文章の中にＮＰＯの表記はたくさん出てきているので、ＮＰＯ（日本語表記）とす
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べきだ。 
 

（委員）ＮＰＯという表記は大きくくくれるので、便利な表記だと思っている。 

 

（代表世話人）ＮＰＯ（日本語表記）でよろしいか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）ＮＰＯ（非営利団体）でよろしいか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）「①ＮＰＯやボランティア等は、それぞれの特性を活かした活動を通し、公

共的サービスの補完的な役割を果たせるよう努めます。」のところについて、原案にもど

すべきという意見があるが如何か。 

 

（委員）前回、前々回欠席しており、基本的にはこの懇話会で決定したことには、欠席し

た者は従うというつもりでいた。しかしながら、この①のところで、「補完的な役割を果

たせるよう努めます」と、「担い手」から修正されている。このことについて、驚いてい

る。基本的に、ＮＰＯもボランティアも、これからのニーズの多様化した社会の中では

当然、きっちり仕事をしてもらわねばならない、ということの中で、その位置づけをお

いたのが①であり、これは市民の皆さんに対しての要請になります。②はそうした活動

を行政がしっかり支援してほしいということを謳ってある。これを見ると、②に担い手

は残っている。①だけが補完的役割に変わっている。②の修正案を見ますと、「自主性を

尊重し対等な立場で」を挿入してはという修正案がでていますが、これは当然のことな

のだが、これが入るとすれば②の「対等な立場」と①の「補完的な役割」がしっくりこ

なくなる。説明文の２番目のところに「市内のＮＰＯの活動について、行政の下請け的

な存在になっているのではないか」という意見がでていた中で、この「補完的な役割」

というのが、これと結びついてしまう可能性があるのではないかという気がしている。

従って、「中間まとめ」でまとめた案でいくべきと考える。「補完的」というのは、一般

的には行政からみれば、行政がやることの手伝いをさせる、という使い方をする。逆に

言えば、ＮＰＯやボランティアの市民の立場で動いている人たちの活動を、これからど

うやって組み入れていくかという時代がくるという中で、その役割を「補完的な役割」

にとどめましょうというのは問題があると思う。この点について、再度、皆さんにお願

いしたい。「中間まとめ」は既に公表されており、ＮＰＯやボランティア等の方々がこれ

を見て、しっかり担い手として位置づけていただいたということで評価をしていただい

ていた。 終提言になったら補完的なものになってしまっていたということでは、如何

なものか。ＮＰＯ法人やボランティア団体が全て行政的サービスをする訳ではないし、
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当然にすべてが担い手になるわけではない。その中で行政がきちんと選んでいく訳です

し、議会も選びますし、一番きつい市民の目が入ってくるわけですから、そういうとこ

ろを通って実際には担い手になるかどうかという問題は、NPO を名乗りさえすれば全部が

担い手になれるわけでもない。今、これから向かっていく時代に補完的という言い方は

若干、現状をとどめてしまっているような形になるのではないかと危惧するところであ

ります。例えば、大社の鵜鷺地区にある鵜鷺元気な会というのがありますが、これは限

界集落にどうやって元気をとりもどそうかと６０歳を超えた方が中心となって塩を作っ

たり、空き家になった民家を民宿にしたり観光船を仕立てたり、なんとか人を外から呼

び込もうとしている。本来は限界集落をどうするかという問題は行政の一番大事な仕事

であるわけですが、行政自体もなかなか手が付けられないとすれば、地元の人たちがそ

こまでやることが補完的な役割ですとは到底言えない。問題があると思う。前回、補完

的な役割ということで一応の結論が出たようですが、私は元の案にしていただきたいと

いうことを申しあげたい。 

 

（委員）議論としては、対等なのだけれども過重な期待を負わせられるのもいかがなもの

かという意見が、片方にあったということです。平等だけれども、過度な期待というか、

過度な担い手は困るということ。私は、「補完的な」という日本語は決して後ろ向きの

言葉ではなくて、少し事例が違うかもしれないが、住民投票にしても議会を否定するも

のだという考えもあるけれども、あれは議会の役割を補完するものとしての位置づけだ

ということがはっきりしている訳ですが、敵対するものではない。補完という言葉は必

ずしも補助とか足らずではない、そういう後ろ向きなことばではないと思う。補完とい

う言葉は立派な言葉であって、足らずのお互いの機能が十分でないところを補いあって

平等にということであり、自主性を尊重しつつ、決して対等な立場ということと、補完

という言葉が矛盾するものではないと私は思う。しかし、確かにごく一般的な日本語と

して、補完的という言葉は手助けのような若干ネガティブ的な表現に受け取られる恐れ

はあると思うが。 

 

（委員）私はそこを一番恐れている。せっかくの提言書の中で、一般的にぱっと見た時点

で、「なんだ、担い手として市民に期待していたのが、あなたたちはせいぜい補完的な

ものだよ」と、とられかねないのではないかということを非常に心配している。これは、

担い手として残しておいていただけたらと思っている。ただ、私もこれをじっくりと読

んでみて感じたのは、一番心配されるのは行政が過度な期待を押し付けてくるというこ

とだと思う。しかしそれは、対等の立場でもなんでもない訳であります。あくまでも自

主的な考えでつくられたグループがどのようにやるかは、当然そのグループが決定すれ

ば良いことで、担い手という言葉を残していただくことをお願いしたいと思っている。

ただ、PI 活動の中でどのような経過でこのような文言に変わったかはわからないが、中

間まとめが既に公表されているので、NPO やボランティアの人が見ているので、それをこ

ういう形に変えるというのには相当な理由を付けていかねば理解が得られないと思って
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いる。①の「公共的サービスの担い手」という言い方が若干ひっかかっているのではな

いかという気がしている。前のページではコミュニティがまちづくりの担い手という位

置づけがなされているので、そういう意味では、NPO 等も「まちづくりの担い手」という

言い方にしたらどうか。公共的サービスの担い手という位置づけではなくて、若干広い

範囲でとらえることができると思うので、提案させていただきたい。 

 

（委員）私も担い手のほうが賛成であったが、多数決で決定したのでそのあたりいかがな

ものか。 

 

（委員）担い手にこだわったのは、『主な意見』の（６）ボランティアは行政の担い手と

して期待されては困るということからだ。公共的サービスという言葉を変えれば別だが、

そうでなければ、NPO とボランティアは若干違う部分あるのです。ボランティアは一銭も

もらわずに、そのようなものは当てにせずにやっているわけです。ですから、行政から

担い手としてそこまであてにされると困るという気持ちが強くて、それが表現として主

な意見（６）になっており、補完的ということばが自然とでてきたということだ。まず

もって、行政はやるべきことはやらなければならないわけで、そのできない部分があっ

て、そのうえで補完的な役割になるし、ボランティアにいたってはさらにまた次の補完

的なことになる。それらの意見を総合的にまとめれば、このような表現になった。特に、

ボランティアは一銭ももらわずに行政の担い手などと期待されては困る。委嘱状１枚で、

という意見があった。行政はやるべきことはやらなければならない。それをボランティ

アに委ねるように取られがちなので、それを心配している。また、以前には NPO はやり

たい人が、やりたいことを、やりたい組織をつくってやっている、という意見があった。

それを、行政からあてにされても困る、という意見に感心したことを覚えている。そう

いうところから、ボランティアということを表題に掲げるからには、補完的なというこ

とばが適しているというまとめになっている。 

 

（委員）両意見とも気持ちはわかるが、「補完的な」を削除して、「公共的サービスの役

割をはたせるよう努めます」にしてはいかがか。「補完的な」も「担い手」も入れない

ということ。 

 

（委員）それでは NPO もボランティアも公共サービスの主体者になってしまう。行政を飛

び越えてしまうような表現になってしますので反対だ。基本は、行政がやることが前提

なので、それの不十分な部分を担うということではないのか。 

 

（委員）それが全く違ってきているのではないか、ということだ。確かにこれまでは、行

政がやるのが当たり前で、それができなくなってきているという感覚で、ずっときてい

た。しかし、これからはそうではないと思っている。一人ひとりのニーズがどんどん増

えてきて、先ほど話した鵜鷺地区の例もある。また、平田の「たすけあい平田」という
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NPO は、高齢者の介護をやっているが、結局、介護保険でまかなえない部分をボランティ

アでまかなって２４時間介護をやっているのです。彼らは、そんなミッションを自分た

ちでたててやっているわけだから、しかも行政的サービスをしているわけですけれども、

行政ではボランティアをいれるなんてことはできないのです。そういう時代になってき

ているのではないかということです。行政がやるべきもののうちで、できなくなった分

部を NPO などがやるという考えでは、もうやっていけなくなってきているということで

す。「補完的」ということばにかわるものがあればいいのだが、「補完的」ということ

ばだけをここに入れると、もう全てのものがここでおかしくなってしまうという感じに

とられかねない。ここの部分は元に戻してもらうか、あるいは「行政的サービス」を「ま

ちづくり」としていただくかを、検討していただきたい。 

 

（委員）P24 のコミュニティのところと同じように「まちづくり」にしてしまうと、表題を

別項目にした意味がなくなる。ここでは、単なるまちづくりではなくて、公共サービス

の部分のことを NPO やボランティアが担っているということ、単なるまちづくりではな

いというところが力説したかったことだ。委員がそこまでおっしゃるのであれば、それ

だけの強い信念を持っておられるので、後退するよりも先を見るということにかけて、

また、説明文にも補足して書いてあるので、ここは原文にもどすことに賛成することに

する。 

 

（アドバイザー）NPO やボランティアには様々なものがある。それを①で、公共的役割を果

たさすこと自体が根本的に間違っていると思っている。行政にとって、条例にとって大

事なことは、公共的機能を営んでいるそういう NPO なりボランティアといかに連携をす

るか、あるいはそういうものがなければ、そういうものをいかに育成するかということ

が大事なわけである。つまり①で NPO やボランティアの枠を公共的なサービス、機能を

営むと、それを発揮さす、その上でということではないと思っている。いろんなものが

あると思うのです。そういう意味でいけば、ここは①に眼目があるわけではなく、②の

ほうである。しかも、NPO なりボランティアをとりあげる必然性や理由はいわゆる公共的

なサービス、機能を営んでいるという点で行政や市と接点があるわけです。それと協力

する、育成するということに意味があるので、むしろ、①をなくして、②のところをい

かに市が関わっていくかということを考えたほうが良いと思う。逆にいえば、NPO やボラ

ンティアはこのように枠をはめられると、我々が決めることなのに、なんでこんなこと

を言うのかと、反発される恐れがある。 

 

（委員）アドバイザーがおっしゃることはその通りだと思う。ただ、コミュニティの定義

のところで、地縁のコミュニティだけではないということになっており、これはとても

すばらしい定義ができたと思っているのだが、基本的にここで言っているのは、そうい

うコミュニティに対応するように NPO やボランティアの形でのグループもあるのですと

いう、これらが相まってこれからのまちづくりをやっていくのだという話になっている
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と思う。①では市民に対して、要求するばかりでなくみんなで頑張ろうというメッセー

ジであり、②が行政に対してのメッセージとなっている提言であると思っている。 

 

（委員）具体的な案文がありますか。 

 

（委員）中間まとめの文に戻すことでいいと思う。 

 

（委員）ささやかな活動をしているボランティアは担い手とされると荷が重いので、補完

的役割でいいと思う。 

 

（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を通し、地域づく

りに参加します。特に、公共的課題の解決や公共的サービスの提供について活動するＮ

ＰＯやボランティア等については、行政と協力して実行できる仕組みづくりや必要な支

援をします。」としては如何か。 

 

（委員）一つ目のセンテンスは、補完的役割とか公共的サービスということばは一切やめ

て、NPO やボランティアはそれぞれの特性を活かした地域づくりの活動をしているものだ

ということを言い、そしてその中で特に、公共的課題や公共的サービスの提供について

活動をしているグループ、団体は行政と協力し、お互いを尊重しつつ、その活動を活発

に行う、というようなものにしたら良いのではないかと考えた。 

 

（委員）前段で一般論を書いて、後段で行政サービスなどのことを特記するということで

すね。こうすれば十把ひとからげではなく、濃淡をつけられるということになる。 

 

（委員）当然そうなのだが、１人や２人でやっていて、そこに行政がお願いしますという

のは対等でもなんでもない。そういうことを言ってくること自体が間違いなので、そう

いうことはきちんと排除すべきである。 

 

（委員）公共的サービスという言葉をもってくるとややこしくなる。公共的サービスとい

うことであれば、補完的ということに繋がってくる。現実は、公共的サービスだけでは

ない。もっと、いろんなニーズがでてきている。したがって、公共的サービスを削除し

て、新たにつくったほうがよいのではないか。 

 

（委員）アドバイザーがおっしゃるように②は行政とのことをきちんとうたってある。 

 

（代表世話人）①については議論が煮詰まってきたので、一旦保留しておいて、②の修正

案について先に討議したい。②の「その担い手となれるよう」の後ろに、「その自主性を

尊重しつつ、対等な立場で」を挿入する意見があっている。いかがか。 
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（委員）これは、あたり前のことを、丁寧に書いたということ。いいのではないか。 

 

（委員）『主な意見』のところ（５）には「協働する仕組みが必要」ということが残ってい

るのだが、なぜこのことばが必要なのか。 

 

（代表世話人）②の後段のところ、「協力して実行できる仕組みづくりや必要な支援をしま

す。」を導くための主な意見として掲載している。 

 

（委員）（３）で同様な意見がでているので、（５）は削除していいのではないか。 

 

（代表世話人）（５）は削除してよろしいか。 

 

（委員）賛成 

 

（代表世話人）Ｐ３１「委員名簿」のところ、叩き台として、 初に公表した際の委員名

簿を記載してみたが、２名の委員から、地域名の記載には賛同できないとの意見がある。

世話人会では、個人情報のこともあり、一旦は公表したものではあるが、地域名は記載

しないということを提案したいがいかがか。 

 

（委員）前回、欠席された方もおられるので、今回、地域名の記載について採決するとい

うことだったはずではないか。 

 

（委員）私たちは、地域の代表としてこの委員に手をあげたのではない。地区の推薦も受

けていない。あくまでも個人の資格で、趣旨に賛同して手をあげて参加したもの。個人

情報だから地域名を隠したいということではなく、地域名を書けば、地域の代表である

という誤解を与えるので、ここで地域名の記載については不用だということ。 

 

（委員）ワールドカフェの時にも、すでにこのような形で公表している。今になって、隠

すと、逆にうがった見方をされる人もいるのではないか。ここまでなら、既に公表して

いることなので、出してもいいのではないか。 

 

（委員）「中間まとめ」でも出しているので、差し支えないと思う。 

 

（委員）名簿は市のホームページにも掲載されており、 後の提言書なのだから委員はき

ちんと責任をもつべきである。責任をもつのに地域名もきちんと書いて欲しい。地域名

が書いてあることでその地域の代表であるとは誰も思わないと思う。 
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（委員） 初に名簿が公表されていても、中間まとめで公表されていても、 終の提言書

で地域名が削除されてもかまわないのではないか。 

 

（代表世話人）地域名について、原案のとおり記載してもよいか。 

 

（委員）賛成多数 

 

（委員）皆さんに確認しておきたいことがある。「個人で応募しているから」とよく言いま

すが、個人で応募しようがすまいが、市が懇話会の委員としてきちんと認めているので、

あまり個人、個人といわないほうがいいと思う。市の公の懇話会なのだから、そういう

認識を持ちましょう。間違っていますか。個人で応募はしたけれども、私たちは個人で

やっている訳でなく委員になっている。市が認めた委員としてやっているわけである。

しかし、地区の代表ではない。それは確かなことだが、個人の寄り集まりみたいに思っ

ていやっていてはいけないと思うのだが、如何か。 

 

（委員）だから、この原案のとおりでいこうということで、名簿を一般に公表するとかと

いうことではなく、市長から委嘱されて、市長に提言する訳ですから、この程度の名の

名簿をつけるのは礼儀だと思う。「はじめに」のところで、私たちが市民の代表ではない

ということは書いてあるわけですから。 

 

（代表世話人）それでは、原案のとおり地域名を入れることとする。 

 

（代表世話人）Ｐ３２「首長の多選について」、前回懇話会の際、別紙で提出することに決

定した。主文のところについてはこれでいきたい。『主な論点』について、委員の皆さん

に意見を求めたところ、特に意見はありませんでした。 

 

（委員）実際には突っ込んで話し合いはしていないような気がする。多選のことについて

は微妙な問題でもあるし、懇話会では論点に書いてあるような意見はなかったように思

うので、記載すべきでない。 

 

（委員）分科会で出た意見も記載してあるし、懇話会では意見が出てなかったからこの問

題をどう扱うかということが 後に議論になって、この場でもいろんな意見が出た。案

文を提出した委員も複数いた。これを世話人会でまとめられてこの原案になり、それを

前回の懇話会で諮られ、それで前段はこれでいい、後段については他に意見があれば出

してくださいということになっていたはずだ。代表世話人が説明したとおりだ。ここに

掲げた意見が、１０回出たのか１回でたのか、量の問題ではなく、アドバイザーからも

この問題については何らかのことで触れておく必要があるという助言もしていただいて

おり、これを別紙にして出すというところまで前回決定したはずだ。 
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（代表世話人）「首長の多選について」別紙でも提出すべきでないという意見もありました

が、これについては前回、別紙で提出することが決定していますので、ご了解ください。

『主な論点』については意見がありませんので、原案のとおりとしてよろしいですか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）それでは、再度Ｐ２５「（４）ＮＰＯ等と行政の連携・協力」のところに戻

ります。 

 

（委員）先ほど提案したものを私なりに整理した。（１）の中身が変わるかもしれないが、

そう思って聞いてほしい。 

①ＮＰＯ（非営利団体）やボランティア等は、それぞれの特性を活かした活動を通し

て、地域づくりに参加します。 

②特に、公共的課題の解決や公共的サービスの提供をその活動の目的とするＮＰＯや

ボランティア等については、行政がその自主性を尊重しつつ対等な立場で協力して

実行できる仕組みづくりや必要な支援をします。 

 

（委員）対等な立場にはひっかかる。市職員と私たちは対等な立場なのだろうか。公僕と

いう言葉もあるので、対等な立場というのはいかがなものか。尊重するというのはいい

と思うが。 

 

（委員）①のところ「地域づくり」は全体の整合性をとるため「まちづくり」にしてはい

かがか。 

 

（代表世話人）先ほどの提案で「②・・・行政がその自主性を尊重しつつ対等な立場で協

力して実行できる仕組みづくりや必要な支援をします。」のところ、「対等な立場で」を

削除し、「②・・・行政がその自主性を尊重しつつ協力して実行できる仕組みづくりや必

要な支援をします。」にすることでよろしいか。①は「地域づくり」を「まちづくり」に

してよろしいか。 

 

（委員）了解 

 

（代表世話人）Ｐ２、Ｐ３「用語の説明」のうち「市民の定義」について、前回までのと

ころで、「大きく広い意味でとらえる」案と「市内に住所を有する者」の案とする方向で

議論が進んでおり、世話人会で資料①－２にあるような案文を作成した。前回は②を①

に包含する形とすることになっているが、包含しないほうがいいという意見もあった。

これに併せ『主な意見』の中で、「（４）原則として個人に限定しておき、必要に応じて
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事業者を加える。」を案①に入れた。いかがか。 

 

（委員）案②は前回の懇話会でやめることに決定したはずだが。 

 

（代表世話人）前回は、表記方法として、「住民と市民」や「市民と市民等」などの例示も

していたが、今回配付した文案を提案したということ。これまで３案併記していたもの

を２案にし、これにあわせて主な意見を整理したということ。 

 

（委員）案①は市民であり、案②は住民。それなら項目は「（１）市民」ではなく「（１）

市民と住民」とすべきではないか。この場合、ひと括りにはできないのではないか。案

として２つあるのであれば、はっきり記述すべきだ。 

 

（代表世話人）『主な意見』に書いてある。 

 

（委員）「住民をもって市民とします」ということ。 

 

（代表世話人）本文中につかっている「市民」の意味を表すとき、案①、案②、案③が今

ままであったので、本文中の市民の中で、「この場合は案①と案②に分かれています」と

いうことで、結論が出しにくかった。 

 

（委員）案①に「市内に住んでいる人」というのがあり、案②にも「市内に住んでいる人」

とあるが、同じものか。 

 

（代表世話人）同じもの。委員の中には、この提言書に記載している市民、自治基本条例

の市民は、全てにおいて「市内に住んでいる人」のためにある条例なのだという考え方

の委員もおられる。 

 

（委員）案②の「（４）市民とは市内に住んでいる人であり、住民登録をしていなくても住

所を有する人なら含めた方がよい。」という意見は出ていましたか。逆に、「住民登録を

している人に限る」という意見が出ていたと思うが、なぜ掲載していないのか。 

 

（委員）案②の「（４）市民とは市内に住んでいる人であり、・・・」はこれまで出ていた

意見だ。「住民登録をしている人に限る」という意見は、あたり前のことなので記載して

いないと思うが。 

 

（委員）「市内に住んでいる人」とは住民登録をしている人という意味ですか。 

 

（委員）違う。 
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（委員）案②の意見の（４）は、案①の意見に入れるべきで、案②には「住民登録をして

いる人に限る」を挿入すべきだ。 

 

（委員）太枠内の「案②の・・・（＝住民）」という表記は、「住民と同じ」にすべき。 

 

（委員）住民登録をしなくても住所を有する人などというのは、基本的には法律上許され

ないような話になる。一種の住所不定のようなもの。移動して１週間以内などの場合な

ら別だが、そんな臨時的な場合の話ではないはずだ。確かに市民の定義を幅広く捉える

べきという意見はあったが、市内に住んでいる人といったときに住民登録をしなくて住

所を有する人をどのようにして把握できるのか。そんなものは法律上ありえない。 

 

（委員）学生や単身赴任者など、たくさんいらっしゃると思う。生活実態があるというこ

と。 

 

（委員）そのようなものは仮の住まいであって、実態としてはわかるが、「住所を移さない

でそこに行っています」などとは公にはいえる話ではないと思う。 

 

（委員）住民登録していなくても、住んでいれば行政としては市民として扱うということ

ではなかったか。 

 

（委員）参考に掲げてある「出雲市まちづくり基本条例」の市内に住所を有する者や「出

雲市安全で安心なまちづくり条例」の市内に居住し、というのは住民登録をしている人

を前提にしているのではないのか。松江市に家があって、出雲市にアパートを借りて住

んでいる人を対象にしているのか。実際にそのような生活をしている人がおられること

は知っているが、それは市民として対象にはならないはずだ。少なくとも案②の（４）

は案②にあってはいけない。 

 

（委員）そのような人は、市内で働いたり、学んだりしている人だ。 

 

（代表世話人）案②の「（４）市民とは市内に住んでいる人であり、住民登録をしていなく

ても住所を有する人なら含めた方がよい。」は案①に入れることでよろしいか。 

 

（委員）賛成 

 

（代表世話人）説明文のところは、趣旨をかえないで文言修正しているが、如何か。 

 

（委員）「住民の中に外国人を含めることについては、意見が分かれ定まりませんでした。」
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のところ、少なくとも外国人でも日本国籍をとっている人とそうでない人がいる。それ

ははっきり分かれるのではないか。外国人でも日本国籍を取得して日本に住んでいる人

は、住民投票など特定の事項は別だが、市民として扱わねばならないのではないか。 

 

（委員）ここでいう外国人というのは、日本国籍をとっていない人を指して外国人といっ

ている。 

 

（委員）そのような理解でいいと思う。 

 

（委員）この文章を読んで、日本国籍をとっている人は当然市民に含めます、というとこ

ろまでは、思いが至らないのではないか。注釈が必要ではないか。例えば、「日本国籍を

有しない外国人」などにしないと、意図が伝わりにくい。 

 

（委員）案①の意見は外国人も含むということなので、案②は日本国籍をもつ住民という

こと。わかりやすいのは、案②の市内に住んでいる人＝日本国籍をもつ住民ではいかが

か。『主な意見』のところで補足してもいいと思う。 

 

（委員）日本人は日本国籍を当然もっているわけだから、外国人についてはっきりしてお

いたほうがいい。 

 

（委員）外国籍をとった日本人もいるが、それは稀な例である。 

 

（代表世話人）はっきり書くことでよろしいか。 

 

（委員）了承 

 

（委員）【説明】のところ、「住民の中に外国人（日本国籍を有しない人）を含めることに

ついては」としたら如何か。 

 

（委員）了承 

 

（代表世話人）P４「（４）まちづくり」の用語の説明について、追加する必要があるか。 

 

（委員）まちづくりについて定義することは難しい。だいたいわかっている感じでいいの

ではないか。出雲市のまちづくり条例はどのように定義づけされているのか。 

 

（事務局）出雲市まちづくり基本条例に「まちづくり」の定義はない。 
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（アドバイザー）「まちづくり」の用語はたくさん出てくるので、定義を定める方がいいと

思います。行政や広い意味で政治に対して何か関わっていくということと、それとは直

接的には関係ないにしても世の中をよくする活動という、おそらく後者の方に力点があ

るということをはっきりさせておくべきと考えたからです。 

 

（代表世話人）「まちづくり」の定義については、２つの案が提案されている。案２につい

てはアドバイザーからの提案である。世話人会では、案１について、「地域社会が抱えて

いる課題」に限定される恐れがあるという意見、案２については、「住んでいるひと」に

限定される恐れがあるという意見がでた。案２は広い意味で市民を捉えたとき、通勤、

通学している人、事業者はまちづくりに参加しないのかということになる。従って、案

２の場合「住みやすい」を「過ごす」とか「暮らす」、「暮らしやすい」という表現にか

えては如何かという意見もあった。 

 

（委員）案２でいいと思う。 

 

（代表世話人）案２でよろしいか。 

 

（委員）賛成 

 

（代表世話人）「コミュニティ」の定義について、P２３で触れているので用語の説明から

削除してはという意見がある。いかがか。 

 

（委員）P23 はコミュニティの役割が書いてあるに過ぎないと思うが。 

 

（委員）P23 で記載されている内容とは違うと思う。また、コミュニティという言葉はよく

でてくるので、 初にきちんと定義しておいたほうがよい。多少の重複はあっても残し

ておくべきだ。 

 

（委員）コミュニティというと、どうしても地域という印象が強いので、この提言書では

そうではないということがうたってあるので、残すべきと考える。 

 

（代表世話人）残すことでよろしいか。 

 

（委員）賛成 

 

（代表世話人）以上をもって、すべての協議を終了する。 終の修正確認については世話

人会に一任願いたい。よろしいか。 
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（委員）了承 

 

（代表世話人）簡易アンケートとアンケート部会の無作為抽出アンケート調査について、

現在までの集計結果を配付した。簡易アンケートについては前回の集計表に追記した形

です。無作為抽出については２０００枚配付したうち７６１通の回答がありました。活

動記録についても追記しているので確認いただきたい。 

また、８月２２日１０時から市役所３Fで出雲地域自治協会連絡協議会に対して中間ま

とめの説明会を行うので、一緒に参加していただける委員を募集したい。世話人から１

人出席していただくことにしている。 

 

（委員）７月２５日に各地区自治協会長会への説明を行ったが、同じ資料により、同じ内

容で説明をするということか。 

 

（代表世話人）７月２５日の説明会には出雲地域の自治協会長の欠席が多く、代理のとこ

ろもあったことから、再度説明をしてほしいという出雲地域自治協会連絡協議会からの

要請によるもの。 

 

（委員）７月２５日の説明会に出席したが、こちらから一方的に説明して、あとはご意見

を伺うという内容で進められたが、自治協会長の方々が誤解されていたり理解していた

だいてない部分もたくさんあるように感じた。「中間まとめ」が条例そのものになるがご

とき誤解をされている方がかなりあったように思う。「そうではありません」ということ

をきちんと説明すべきだ。前回と同じようなやり方をされるなら出席したくない。 

 

（委員）せっかく説明会をされるのに、その後、我々が何回か協議をして、例えば市長の

責務とか市長の多選問題とか、状況の変化もあっている。この１ヶ月間の協議を踏まえ

た説明会にすべきだ。 

 

（事務局）本日のところで 終の提言書の協議を終えたところであり、今後、市長に提言

書を提出することで段取りをしており、それより前に自治協会へ説明していただくこと

は控えていただきたい。前回と同じ「中間まとめ」を基に説明していただきたい。 

 

（委員）説明資料は「中間まとめ」でよいと思うが、前回の説明会ではディスカッション

がなかったことが問題だと思う。言い方は考えないといけないが、一方的な思い込みや

勘違いもあるし、手順のことを理解してもらう努力をしないといけないと思う。２回目

ということであれば、前回のことも踏まえて進め方を考える必要がある。 

 

（委員）前回開催した時にだされた意見、ご要望についても加味して、提言書をつくりつ

つあることは言ってほしい。 
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（代表世話人）世話人会から個別に出席のお願いをさせていただくので、よろしくお願い

したい。市長への提言日を８月３０日（火）として、全委員出席で提言書を市長にお渡

ししたい。欠席される場合は事務局まで連絡をお願いする。当日の流れは、市長へ提言

書を提出して概要を説明し、市長からコメントをいただきたいと思う。その後、各委員

から市長へ感想、意見を言う機会を短時間ではあるがつくろうと思う。アドバイザーの

先生も都合がよければ一緒に出席していただければと思う。なお、当日は報道機関が入

る予定なのでご了承願いたい。 

 

（代表世話人）事務局から提言書の提出、概要説明について代表世話人に依頼がされてい

るが、如何か。 

 

（委員）賛成 

 

（代表世話人）次の成文化作業には、懇話会から２名参加してほしいと事務局から連絡が

ありました。これから投票により２名を選出したい。よろしいか。 

 

（委員）了解 

 

（事務局）８月３０日に市長へ提言書を提出いただくと、提言書を基に専門家の方々にも

意見を伺いながら条例化に向けた検討を進めていく。全体で１０名程を考えおり、その

うちこの懇話会からお２人に参加いただき、検討の行く末を見守っていただきたいと考

えている。作業の詳細、進め方はまだ決定していませんが、今のところの思いは、１２

月議会に素案をお示しできれば思っている。 

 

（代表世話人）これから投票用紙を配布しますので、２名選んで○を記入してください。 

 

（事務局）本日欠席の委員からは、投票になった場合には代表世話人に一任する旨のご連

絡をいただいている。 

 

（アドバイザー１）懇話会に出られないこともありご迷惑をおかけしました。全体の様子

が分からないうちに終わってしまったという感じもあるが、皆さんの努力と熱意の結晶

ができたということで、どうもご苦労様でした。 

 

（アドバイザー２）このあと条例の策定作業にもまた参加することになれば、皆さんのこ

こでの議論をなるべく反映させていきたいと思っている。ただ、一方で、この懇話会で

はなるべくみなさんの意見を尊重するため、自分の意見は言わないようにしてきた。そ

ういう意味では、策定作業のところでそのスタンスで悩めるところも出てくると思いま
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すが、そのためにもこの懇話会は今月で終わるわけですが、今後も同窓会のような形で

皆さん何らかの形でお付き合いいただければと思っている。実施したアンケートを見て

もこの自治基本条例を知らない人はまだまだたくさんおられますので、ぜひそれを伝え

る伝道師になっていただきたいと思います。今まで、ありがとうございました。 

 

（事務局）投票結果発表 

 

（事務局）会議は月に１回程度、昼の開催になると思う。ただし、できるだけ時間を調整

させていただきながら進めたいので、選出された委員さんには、是非ご協力をお願いし

たい。 

 

（選出委員）皆さんよろしくお願いします。 

 

（代表世話人）以上で討議は終了する。長時間にわたりありがとうございました。 

 

以上 

 

 


