
第１回出雲市自治基本条例（仮称）条例案検討会 会議概要 

 

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

◆日 時：平成２３年１０月２８日（金） １９時～２１時３０分 

◆場 所：市役所３階 市民応接室 

◆出席者：条例検討会委員（6 名）、職員研究会、事務局 

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

 
１．あいさつ（総合政策部長） 

・各委員へ就任のお礼 
・これまでの経過及び現況説明 

 
２．委員紹介・事務局紹介 
 
３．設置要綱について 
 
４．主な意見 
（１）スケジュールについて 
・条例素案（骨子案）については、今のところ１２月議会にお示しできるよう作業を進

める。 

 

（２）条例作成作業の方法について 

・基本構成（章だて）を定め、それに沿って検討を加えていく。 

・盛り込む内容は、市民懇話会の提言を尊重しながら、文案を作成していく。その際、

市として加えたい項目や記載しない項目を示して検討していく。市民懇話会の提言を

削除や変更もありうるということについては委員了承。 

・文案作成作業は職員研究会のメンバーがあたり、事務局が調整する。次回には原案の

叩き台を示したい。 

・万一、検討会で議論が紛糾したり、意見が割れたりするようなことがあれば、市民懇

話会委員の意見を聞くような場を設けることを委員として要望する。メールや郵送で

もかまわない。 

・そうならないように議論の経過をよくご存知の市民懇話会から2名を委員としている。

基本的にはお二人の意見を聴きながら進めればよいと思っている。今後さらに、市民

懇話会委員に意見をお聞きする場面があれば、それはやぶさかではない。 

 

（３）条例の基本構成等について（事務局より「資料３」で説明） 

①事業者についての章は設けないということか。 

・次回、条例素案を提案する際に、本日の意見を参考にして、市としての考えを提示し

1 
 



たい。 

 

②事業者のことについて提言書に載っていない理由、経過があるのか。 

・市民懇話会で自治基本条例の中身全てのことを想定して議論したわけではない。テー

マにまつわるものを討議してきた中で、事業者の権利や義務については深く議論され

なかったということ。 

・事業者については市民の定義のところで議論はしたが、どういう機能をどこまで持っ

ていて、市政にどんな関係があるのかというところまでは議論をしなかった。 

・先行事例でも、事業者の権利を規定しているところもあれば、市民の中に事業者を含

めて考えているところもある。事業者の項目がない事例もかなりある。 

・全体的に見て、章だて自体は他の事例と比べてもオーソドックスなパターンになって

いる。議論する中で章の追加があるかもしれないが、出発点としてはこれでいいので

はないか。 

・「参画・協働」という項目があるが、懇話会では「協働」という言葉は極力避けてき

た経緯がある。市民懇話会の中では「協働」という言葉はまだ市民権を得た言葉では

ないということで、その意味は大事だが「協力して連携する」とか「協力しあう」と

いう言葉に置き換えて使っている。 

 

③条例の見直しについては、通常条例の後の方に書くが、ここでは初めの方にきている

のは理由があるのか。 

・ここでは便宜的に整理したもので深い意図はない。参考事例をみると３０条とか３９

条など後段にでてくるパターンが多い。 

 

④定義について 

・「市民の定義」は条文ごと、各項目によって範囲を考えなければならない。最終的に

市民と市民等という概念を使ったほうが読みやすいと思う。最後にやればいいが、原

案を作るときは、「住民」としておいて、最後に、「ここは事業者も含めた住民」とか、

仮に全部が事業者を含むということであれば「住民とは事業者も含む」という定義を

すればいいので、一応「住民」ということで話を進めたらいかがか。作業の効率を考

えたときには、後で決めたほうがやりやすいのではないか。 

・外国人については住民投票のところで考えるとして、自治法上の「住民」には法人も

含むが、住所を有している「人」として作業してみたらいかがか。一般の感覚だと「住

民」というのは「人」であり、感覚でやったほうが作業がやりやすいのではないか。 

・熊本市が住民と市民を使い分けていて参考になる。 

・中身が変わってくることを考えれば、初めに「かちっ」と決めてしまうと若干問題が

でてくると思うので、ある程度漠然としたままでいい。後のほうで使い分けが必要で

あれば考えていくことにする。 

・「住民」だけに限定した条文がでてきたり、そうではないところもある。「まちづくり」
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とか「自治」を、いわゆる「住民」だけでつくるのか、それとも場合によっては「通

勤者」などにも参画していただく場面があればそれも入ってくる。住民だけで自治を

つくるということだけでは必ずしもなさそうだ。当該自治体に出来るだけ広く、何ら

かの形で協力を求めていくという自治の作り方というのが一般的である。 

・「住民」とそういう人たちはおのずから役割が違ってくるので、条例の中身を考える

ところで検討したい。 

・住民というとどうしても住所を有するということになるので、「市民」くらいでいい

と思う。 

・提言書で「行政」となっているところは、他の自治体では「市長等」という使い方に

なっている。 

・当面、事業者を住民と一緒に考えていくことになる。「事業者」の位置づけが少なく

とも提言の中ではあまりされていない。それに忠実にやろうとすれば「事業者」を定

義する必要はないということになる。その部分は、今の段階ではちょっと不透明、漠

然としたものでいいということにしておく。 

 

⑤「市民の権利」について 

・まちづくりに対して意見が言える権利とは、「参加」とか「参画」の概念の中に含ま

れると思うが、苦情のこと。苦情を適切に処理してもらうという意味で、オンブズマ

ンとかに繋がっていくような印象を受ける。 

・「市民の権利」のところのまちづくりに対して意見が言える権利というのは、「参画」、

「参加」ということで広くとらえることができる。市民の権利として意見が言える権

利というのは当たり前のことなので、「参画」という権利をきちんと明記すればそれ

で足りると思う。 

 

⑥「市政」と「まちづくり」についての使い分けについて 

・この点は整理が必要。 

・「出雲市まちづくり基本条例」との兼ね合いも考えていかねばならない。懇話会では

「まちづくり」の言葉の意味がわかりにくいということでアドバイザーからご指摘も

頂いていたが、懇話会でも便利のいい言葉として使っていた。 

・「出雲市まちづくり基本条例」にはまちづくりの定義はない。 

・「市民の権利」のところでは「まちづくり」に参画する権利となっており、他方で「責

務・役割」のところでは「市政」に参画するにあたっての責務となっている。意図的

に使い分けているのか。まちづくりという大きな枠に中に「市政」があって、そこに

は責務がある。それを除外したまちづくりでは責務というほどのことではない、とい

うイメージなのか。 

・懇話会でそこまで掘り下げて議論した結果ではない。 

・なんとなく、「市政」というと、現に行われており、「まちづくり」は空白のところで

もどんどん作っていくという、より広がりがある印象を受ける。「市政」は現に行わ
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れていて、「市政」に関する情報を得るとか書けば、なされている行政の情報を得る

ということになるのが、「まちづくり」ということになると市政もなされているが、

まだ空白の部分があって、その部分の情報は得られないような印象をうける。 

・「自治基本条例」をつくらないで、「まちづくり基本条例」や「まちづくり条例」とか

を代わりにつくっているところもある。最初につくったと言われているのはニセコの

まちづくり基本条例であるが、自治基本条例と同じようだけれども何となく違う部分

もあるように感じる。 

・「まちづくり」というと、担い手側からみると、行政や議会とは関わりのないところ

でまちづくりがなされており、市民だけによるまちづくりもあるという感じがある。 

・「まちづくり」の定義もそのようになっている。懇話会で「まちづくり」の定義を聞

かれたときに、主体をぼかす感じでお答えした。そういう意味ではＮＰＯなどにも意

見が言える権利とか、ＮＰＯの情報を知る権利とか、少しイメージしにくいところが

ある。 

・市長等が出てくるし、議会もでてくることからすると、やはりここは「自治」なのか。 

・「まちづくり」というよりも「市政」である。 

・「まちづくり」というのは小規模の自治体で、出雲市くらいの規模になれば自治基本

条例というのには、市政がふさわしい感じがする。だから、むしろ上の方に基本原則

があり、情報共有とか、参加・参画とか、それを受けて市民の権利を下の方にもって

くるということ。 

 

⑦「協働」について 

・協働という言葉は、もともとは「協同」であり、「協働」は日本語には無い言葉。例

えば「参加」は何かがあってそこに行くだけの話で、それを一歩すすめると、共に作

りましょうという「協働」の言葉になる。参加を一歩進めていくときの言葉として最

近こぞって使われている。一般的な言葉になっていないというのはそのとおり。しか

し、「参加」はどこかに主体があって、それに加わっていくだけだということで、そ

こに限界があり「協働」になってくる。 

・「参画」が「参加」よりもう少し広いような感じ。比較的「参画」あたりが従来の言

葉では「協働」に近いのかもしれない。要するに一緒にやりましょうということ。 

・「参画」は市政にも政治的に積極的に取り組むというイメージがある。懇話会でも「参

加」ではなく、これは自治基本条例なのだから「参画」とした。懇話会では「協働」

という造語を使わずに、「共に協力して働く」と言う言葉に敢えてこだわって使った

という経緯がある。 

・市民が「協働」って何のこと？と思われないように、パンフレットやチラシを作ると

きには、工夫することがとても大事なこと。 

・内容は良くても、新造語の「協働」という言葉だけで否定されるというケースがある

ので、背景にイデオロギーのにおいがあるような言い方は避けた。 
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⑧市政運営について 

・個人的にはここが重要なところだと考えている。むしろ「市民の責務」よりは、ここ

を重視して書いたほうがいいと思うが、懇話会の委員の意見とは少し違うかもしれな

い。 

・がんじがらめにするということではなくて、自治基本条例の精神として、結果的には

一行かもしれないが、ここは大事にしたいと思っている。議会についても同様。 

・懇話会では、ここが重要であるという認識は持っていなかった。 

・懇話会のボリュームで話せる中身ではなかったように思っているが、それでも結構出

したのではと思っている。 

・ポイントはおさえられていると思う。 

・たとえば、一つの項目に対して一つ、行政評価のことであれば行政評価をやるという

ことだけを書くのか、行政評価のやる方法まで細かく書いていくのかということで、

条文の数は随分変わってくると思う。 

 

⑨情報共有について 

・出雲市には個人情報保護条例と情報公開条例があり、これらの条例との関係性を整理

する必要がある。 

 

⑩危機管理について 

・危機管理を規定していない自治体も多いが、東日本の震災以降、入れる方向に変わっ

てきているのではないか。 

 

⑪参画・連携・協力について 

・総合計画を策定する義務は自治法の規定から削除された。今後、総合計画の策定を位

置づけるとすれば自治基本条例になると思う。 

・自治基本条例に位置づけたほうがいいのではないかと思っている。自治法では議会の

議決を経て基本構想を定めることになっている。議会の議決まで受けるかどうかは別

にして、基本構想を策定するという根拠を自治基本条例のなかに規定をしたほうがい

いという気がしている。 

 

⑫「まちづくり」と「市政」について 

・「市民参画」のところも「まちづくり」と「市政」とが混同されている。 

・「情報共有」のところは「まちづくり」に関する情報となっている。 

・明石市は「市政」を使って「まちづくり」は使っていない。よく考えて整理する必要

がある。 

 

⑬住民投票について 

・常設型の制度の場合は、自治基本条例の中で住民投票ができるということを位置づけ、
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必ず別に常設型住民投票条例を制定していくことになる。 

・外国人、年齢要件には慎重論が強い。提言書でもそのような意見となっている。 

・議会には自治基本条例と住民投票条例を同じようなタイミングで示さないと理解が得

られないと思っている。 

・自治基本条例の素案と住民投票条例の案も併せて示していくということか。 

・必ず住民投票についてもきかれると思う。自治基本条例に投票資格を書くかどうかは

別にして、除外事項などはある程度踏み込んだ上で作りたい。 

 

⑭「コミュニティ」について 

・自治会加入率が下がっている現状から、自治会、地域コミュニティの重要性が見直さ

れている。自治会長の会などでは自治会加入を強く入れるよう要望があった。 

・自治協会への加入率低下への対策を市ではとられているが、議会には説明されている

のか。 

・９月議会の全員協議会でも、現在の取組状況や市の考え方を説明した。去年からプロ

ジェクトチームを組んで対応してきているが、特に旧出雲の町部で加入率が極端に低

く危機的な状況がある。ただ、これは特効薬が無く、地道に加入促進の取り組みをや

っていくしかないと思っている。 

・大震災を契機に、地域のつながりが非常に重要視されてきている。集合住宅、アパー

トは難しくても少なくとも戸建の皆さんにはできるだけ入っていただくいい機会だ

と思っている。 

 

⑮めざすまちづくりについて 

・提言書のめざすまちづくりの部分は、自治基本条例としては盛り込めない部分もある

と考えている。盛り込む場所も、基本理念であるとか、前文であるとか、そういった

ところに盛り込むか、より個別具体的な部分については、今後策定する予定の総合計

画の中に盛り込むことを委ねることもあると思っている。 

・懇話会では、どちらかというと未来志向、発展志向で提言書をつくった。現状の行政

をきっちりやろうというよりも、将来に向かって、いろんな面で山陰の取り残された

島根、出雲がどう発展していくかという志向でつくったものである。他所とはそうい

う違いがいろんな面ででていると思う。めざすまちづくりの部分は相当に力をいれた

部分である。 

 

⑯実効性について 

・事務局で原案たたき台をつくるときには、特に実効性を意識して、あるいは強化して

いただく方向で作って欲しい。懇話会の提言からは踏み込んだことになるかもしれな

いが、例えば実効性のところで、今の提言書では、数年ごとに必要に応じて見直しを

図るということだが、例えば具体的な期間を設けるなどできるだけ実効性が強化され

た形で提案していただきたい。財政のところも、例えば、白書をつくるとか、自治会
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や地区に交付金のような予算を設ける仕組みを入れるなど。最近、熊本市では自治基

本条例を作ってからオンブズマンを作ったらしい。職員研究会の知恵とアイディアを

出していただいて実効性があがるようなものを提案して欲しい。 

・条例の実効性のところで、数年ごとに市民参加により条例の内容を点検するとあるが、

ここで想定しているのは、条例に定めのある文言を点検するということなのか。他の

自治体の自治基本条例を見ると、文言に加えて施行状況であるとか、運営というレベ

ルというところの点検をするところも増えているようだが、ここで想定しているもの

が、そういうものを含むものであれば、もう少し膨らましたほうがいいと思うし、含

むか含まないかも含めて検討する余地はあるように思う。 

・自治基本条例の見直し、中身に関して点検というと一般的なところでの点検、抽象論

での点検になってくるのではないか。具体的な条項が設けられれば、そういう意味で

は点検に馴染むが、おそらくやはり基本ということでいえば、あまりこと細かなこと

はないと思う。条例そのものを点検するという規定にすると、なんとなくできそうだ

が、それでは組織まで作ってやるのかは相当難しい。委員会を作ってというところも

あるが、その委員会も機関なのか、何になるのかということになってくる。 

・日吉津村のまちづくり条例だったと思うが、点検の委員会を作っていたのではないか

と記憶している。自治基本条例の状況、進捗状況について、男女共同参画がどれくら

い進んだかなどを、例えば審議会のメンバーでいくら増えてますとかをやっていたよ

うに思う。私のイメージはこのようなもので、例えば情報公開の原則開示が、原則開

示で終わりではいけないので、情報開示の請求の数が増えたのがいいのか悪いのかは

わかならいが、毎年とは言わないまでも定期的に自治がどのくらい進んだのかとか、

ということをやるべきだと思う。 

・審議会のようなものは、男女共同参画の条例にはあるか。 

・男女共同参画の条例には、審議会が常設してあり、定期的に市の設置している審議会

とか委員会での女性の参画率などを報告し、達成の度合いをずっと追いかけている。

出雲市は、もう１０年くらい前からやってきているので、そういう意味では進んでい

るといえる。 

・出雲市では２年前からゼロベース評価という事業評価をやっているが、自治基本条例

で事業施策の評価をするとすれば、それがこの条例に則って毎年やられているかどう

かを検証することは可能だと思う。 

・例えば、男女共同参画は指標としても位置づけられているので、事業評価として出て

くるところはあるが、「情報公開」とか「参加」とかは意識はされているが評価には

出てこない。当初は、現状をしっかり評価してから出発しようということを提案して

いた。できたあとも評価をしないと、作る意味がなくなるのではないか。 

・個人的には、見直しというよりも、認知度の再点検のような意味合いのほうが強いと

思う。確かに他に細かい条例があれば、そちらのほうの見直しにはなると思うが、自

治基本条例の大枠の部分では見直しするということになると、ちょっといじりたくて

もいじれないところが出てくると思う。 
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・条例をつくった段階で、思わぬことが抜けているとか、あるいは実態にそぐわないと

か、そのような一般的な見直しはもちろん必要で、このことはきちんと点検すること

を明記しておかなければならない。ただ、例えばコミュニティがどうなっているのか

とか、事業者がどうなっているのかということなどの中身的な点検見直しは、非常に

難しい。それは、具体的な条例がたくさんあるのだから、そちらのほうできちんとや

るべきだということ。 

 

⑰他の条例との関係について 

・出雲市にはまちづくりに関する条例がたくさんあるが、自治基本条例と分野ごとに定

めている基本条例については、バッティングする部分はあまりないと思われる。ただ

し、まちづくり基本条例については、自治基本条例とバッティングする部分がある。

出雲市まちづくり基本条例については、趣旨を引き継ぎながら、場合によっては廃止、

全部改正をしていく流れになるのではないかと市では考えている。 

・資料６は、まちづくり基本条例から個人情報保護条例、情報公開条例、議会基本条例

を掲載している。自治基本条例の中に規定する項目が、個別条例で定めている現状が

あるということ。自治基本条例と他の条例との関係性の中で整理が必要なところが出

てくるであろうということ。 

・資料７は、市民の定義について、現行の法律上で定められているものや、出雲市の条

例で定められているものの中で、「市民」、「住民」を定義したものを示した。自治法

では、「住民」と「日本国民たる住民」で整理されて規定している箇所がある。例え

ば「日本国民たる住民」が投票権利とか条例の改廃請求などに限定されるような書き

ぶりになっている。 

・資料８については、住民投票の濫用防止について茅ヶ崎市の資料を参考に添付してい

る。 

 

⑱今後想定される主な論点について 

・出雲市の個別の基本条例との関係が気になっていたが、このような資料があれば後で

点検すればいいので安心した。それと既存の条例で、そのまま残してもいいが、自治

基本条例ができたときに若干の改正が必要なものがあるのか。 

・重複したり、バッティングしたりするものはあまりないものと思っている。 

・議会基本条例と自治基本条例の関係はどうなるのか。 

・議会基本条例と自治基本条例の議会の責務などは重なっている。ただ、市民懇話会の

中でも、議会基本条例があるのであまり深くできないということで、提言書には少し

慎重に、控え目に書いてある気がしている。懇話会では、あまり議会のことを話は出

来ないということがあったのではないかと思う。自治基本条例には、少なくともこの

部分だけは入れておくべきだという考えで提言されたものと、受け止めている。これ

らについては、前回の市議会全員協議会の中で話してあり、議員からは特に意見はな

かった。 
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⑲ 住民投票について 

・住民投票そのものに対する慎重論は、常設化の問題や投票資格の問題、市長が自らの

考えを通すために、住民投票を盾に利用されては困るということ。 

・住民投票の結果をどのように扱うかについて、市長は何かおっしゃっているのか。 

・もちろん、拘束性を持たせることは出来ないので、尊重するということではないかと

思っている。市議会議員の中で慎重な考えの方は、結果を尊重するということ自体も

ある意味拘束されるということ、文章では尊重されると書いてはあるが、そういう意

味ではやや拘束に近いのではないかと受け止めておられると聞いている。 

・住民投票は事務的にも大変であり、それを実施しておきながら、結果に対して何もな

いということでは、その事態がまた大変なことになる。 

・出雲市で住民投票をすれば１千万円単位でお金がかかる。それだけの予算を投じて、

議会も自ら実施しておいて無視することは、事実上できないということに対して、異

議があるようだ。ただ、出雲市では旧平田市と旧斐川町が合併について住民投票を実

施しているし、阿國座という公共施設の設置をめぐって議会は予算を通したのだが、

最終的には前回の市長選挙で凍結というような経験もしている。そういう意味では実

際の経験から住民投票の必要性を考えている方もおられる。 

 

⑳アンケート調査結果について 

・条文づくりとは関係ないが、このアンケート結果について、自治基本条例について知

っている人が１割しかなく、この状況をなんとかしたい。 

・来月の広報紙を５万４千部刷り、提言書の特集を組んで発行することにしている。原

案が出た段階では、マスコミも使って浸透を図りたいと考えている。 

・住民投票のことについてもアンケート結果があった。制度として必要だと考えておら

れる人は８割に上る。この条例自体を多くの方に知ってもらい、使ってもらうことが

大事だ。 

・島根県内で自治基本条例をつくっているところは、雲南市、隠岐の島町、吉賀町、邑

南町などで、名称はすべてまちづくり基本条例で、自治基本条例ではない。隠岐の島

町が個別型の住民投票を規定していると思う。その他は益田市、浜田市などが検討中。 

・住民投票は全市でやらなければならないのか、ある地区に関わることはその地区だけ

に限定して実施するということが可能な単位というのはあるのか。 

・投票区とか選挙区とかいうものは、基本的には全市一本。今度行う市議会選挙は特別

に、斐川選挙区から１年半の任期で６人を選ぶことになっている。次の選挙はＨ２５

年に、全市一区で定数３４人を選挙することになる。住民投票で、一部の地域だけの

ことを決めるというのは、制度的に想定はないのではと考えている。 

・制度としてないことは理解しているが、新しい試みとしてそういうことが可能なのか

どうか。 

・支所というのは便宜的に分けているだけか。 
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・旧市町単位で、出先機関という言い方は良くないが、行政機関のひとつということ。

特定の地域のことだけをテーマにして住民投票に臨むということは、まず、馴染まな

いと感じている。 

・もともと住民投票というと狭域である。あまり広いと出雲市がコミュニティとまでは

いわないが、何らかの行動指針があって、住民の意向を聞くということでは意味があ

るのだが、ばらばらの住民に聞いてもいかがなものか。ある地域では関心事であるが、

ほかの地区の人にとってはどうでもいいということもあると思う。もちろん、全体に

聞くということもあるが、割と狭い地域で聞くことも事柄によってはあるのではない

かと思っている。両対応できるようなことが考えられればいいという気が少ししてい

る。 

・特定のエリアだけで住民投票した場合に市全体に対する議会の拘束力というのはどう

いうふうになるのか。全体において住民投票をしたような比重をもって評価するとい

うことになるのか。 

・議会権限に関わることもあれば、関わらないこともある。 

・議会権限に関わることは難しいということ。 

・今までは、住民投票を行う場合は、議会権限に関わって、議会が住民の意向と反する

ようなことをやってしまうとき。議会が決定権を持っているわけで、これが住民の意

向と乖離しているというときにやるケースが多い。 

・そればかりではなく、例えば、議会が決定してそれ自体は住民も意向に反しないけれ

ども、今度は逆に市長等の執行機関がその実施方法について、住民の意向と違うやり

方をしてしまう場合、そういう場合は比較的狭かったりするもの。住民投票を議会権

限に関わることばかりではなく、イメージとして、あれこれ活用するということで違

った使い方ができるような気がする。 

 

以上 


