
第２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１１月２５日（金） １９時～２２時００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．座長あいさつ 

 
２．会の進め方について（事務局） 
 ・たたき台を作成、事前に送付させていただいた。 
 ・本日は、全体１８項目のご意見を伺う。特に、条文化した際に条・項になる内容の過  
  不足についてご意見を伺いたい。 
 ・これを踏まえ、１２月のところで第１次原案をまとめたい。 
 ・本日は、各項目ごとに考え方の議論を中心とし、字句修正などは後日メールや電話な

どでやり取りをさせていただきたい。 
 
３．条例原案（たたき台）について 
 ◇全体的な考え方について 
 ・提言書をベースにしながら、出雲市としての考え方を加味しながら作成した。 
 ・大きく１８項目からできており、条例にすれば２５条程度のボリュームになると考え  
  ている。 
 ・これに過不足など検討を加えていきたい。 
 ・市政とまちづくりの定義については、便宜的に以下の整理をしている。 

  「市政」は市役所、議会が行う活動とした。 
 「市政」とは別に、市民がより住みやすいまちを目指して行われる公共的な活動を「地  
  域のまちづくり」とした。 
 「市政」と「地域のまちづくり」を足して全体的な出雲市の「まちづくり」とした。 
 ・「市政」と「まちづくり」の関係は、包含、重複などいろいろな考え方があると思うが、   
  今のところでは住み分けをしている。 
 ・「住民」は市内に住所を有する自然人とし、「市民」は広くとらえ、通勤通学者という  
  ことではなく、出雲のまちづくりに関係のある様々な団体や人を含めている。 

 
  ◇個別項目について 
○第１ 目的 
・先行事例には目的の考え方が２つのパターンがある。「自治の実現」を目的としていると

ころと、自治は手段として位置づけて条例の目的は「まちづくりの実現」としているとこ
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ろ。出雲市はどちらか。 
・提言書では目的を「自治の実現」としていた。自治の性格には触れておらず、物足りない

という思いがある。 
・全体的に、理念が入っていない。自治というものは、実現というよりも、限りなく追求 
するものであり、一旦実現して終わりというものではない。 
・理念的には、自治によらない良いまちづくりもある。全て行政がやってくれて大変住み 
やすいまちと、一方で自治をやって大変悪いまちと、どちらをとるいかという考えもで  

きる。 
・目的はこの条例の出だしなので、うがった見方でなく、きちんとやったほうがいいと思う。 
・提言書の「めざすまちづくり」では、人権、産業、福祉、次世代など、かなり幅広く提 
言いただいており、目的とすべき理想的なまちをこのなかから限定的すべきではなく、  

提言書の目的にある「自治の実現」を尊重する形とした。「まちづくりの実現」を目的とす

るならば、最終的にどのようなまちを目指すのか整理する必要がある。 
・保留になっている P３８の「めざすまちづくり」をこの条例の中にどのように入れるか 
で、ある程度選択はできるのではないかと思う。目的の部分は「自治を実現する」とし 
ておいて、まちづくりの狙いというものを、どこかへもっていくという方法もある。 
懇話会としては、「めざすまちづくり」を大変重視しており、これをどのように取り扱うか

によって最初の目的のところはあっさりと「自治の実現」としてもいいという気もしてい

る。 
・「めざすまちづくり」については、できるだけ前文のなかに書き込んでいこうと考えて  

いる。次回は一緒に提案できると思う。提言に書いてある全部を書き込めないが、趣旨  

を汲み取る形でめざすべきまちづくりを表現できたらと思っている。 
・「自治」という言葉では少し弱いと思っている。「市民自体の自治」とか「市民自治」と  

かを入れたほうがいいのではないか。 
・「自治の実現」ではすぐに理解してもらえないのではないか。 
・「自治」とはそもそも何かということにもなる。自分は、「自治」というのはかなり広く 
とらえていたのであまり問題視していなかった。 
 
○第２ 条例の位置づけ 
・「この条例は、本市における自治の基本を定めるものであり、」とは、目的のところに   

書いてあるので不用である。もっと補充してもいい。 
・「自治を推進します。」はひっかかる。「自治の実現」という表現もあり、うまい表現を   

考えること。 
・「他の条例、規則等の」の「等」はよくない。「規定」と「告示」を記載すれば網羅できま

すか。 
 ・「整合を図ります。」は「整合性を図ります。」がよい。 
・「最高規範」は提言の中でも使わないことになっているが、「整合性を図ります」と他   

の事例にある「最も尊重すべき」では何か違うのか。 
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・法的にはあまり変わりがないでしょう。 
・厚木市の「条例等の体系化を図る」というのはあってもいいように思う。「整合性」に   

含まれるかもしれないが。 
 
○第３ 定義 
・項目に過不足はないように思う。考え方としては、この条例のなかで鍵となる用語が   

ここに入れられているという重要性と、ここに定義することによって条例全体が読み   

やすくなるということがある。書き手としても書きやすくなる。最後まで注視して考えな

ければならない。 
・「市民」は「まちづくりに関係する者及び団体」となっており、「地域のまちづくり」   の

定義では「住みやすいまちをめざして行われる公共的な活動」としてあるので、出雲市に

通ってくる人は対象にならないのではないか。含めるのであれば違う書き方を検討する必

要がある。 
・「まちづくりに関係する」とは、現に関係している人ばかりではなく、関係する可能性   

のある人を広く含めているのではないかと理解している。書きぶりはよくないが。 
・まちづくりには、様々なかたちで出雲市にかかわり、集う人々の力を結集する必要が   

あるという考え。「市政」と「地域のまちづくり」をあわせたものが全体のまちづくりとい

う考えをしている。 
 ・「市民の定義」は、先行事例では熊本市のほうが分かりやすい。 
 ・表現は違うが同じ考えである。具体に列記すると漏れがあるかもしれないということ か

ら、包含する形で「まちづくりに関係する者」とした。 
 ・「市民の権利」のところで問題が発生するのではないか。外国の人がまちづくりに関わ 
 っていますということで権利を主張されるようなこともある。 
 ・全体としてのまちづくりの中に「市政」と「地域のまちづくり」がある。そうすると、 
 ここに書いてある（２）の「まちづくり」と（５）の「地域のまちづくり」はイコールで

はないということです。このまま使うのであれば「まちづくり」の定義を入れたほうがわ

かりやすい。 
・「市民」の定義はある程度、包括的に考えるということはあり得る。一定の例示の列挙   

によらずに包括的な情報を入れるというのは技術的にはいいのではないかと考える。 
・例示は北九州市に近い。 
・「まちづくり」と「市政」の両方を上げているところは所沢市の事例がある。所沢市の   

場合には、「市政」というのは「市」が担うもの、「まちづくり」は特に誰が担うのかは書

いていない。ところがたたき台は、「まちづくり」は市民が担う公共的な活動であるとなっ

ている。それに対して「市政」は市が行うことになっており、これはおかしいのではない

か。 
・「市民自治」を実現するためには、「市政」にも市民が関与していくわけです。これを   

「市政」は市の機関が、「まちづくり」は市民だという、こういう区別には問題がある。   

所沢市はそうはなっていない。「市政」と「まちづくり」を定義するのは難しいと考え   
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ている。特に「地域のまちづくり」としてあるが、「地域」というのはよくわからない。出

雲市全体も「地域」、旧市レベルでも「地域」となっている。「市政」と「地域のまちづく

り」が並んででてくるので、どうやって使い分けていくのかがわかりにくい。 
・誰が主体者なのかで使い分けているだけだと理解している。確かに「まちづくり」と「市

政」は定義が難しいので、とりあえず便宜上、主体者が「市」と「市議会」と置き換えら

れる場合は「市政」とし、「市民」の場合は「地域のまちづくり」として、それを合わせる

と「まちづくり」だという使い分けがしてある。「まちづくり」だけで使っていくと、誰が

主体なのかという区分で使い分けしているだけだ。曖昧であるということであれば、考え

直さなければならない。 
・「市政」と「まちづくり」を分けるのではなく、「市民」も「市政」に関わっていくのだ

ということが「市民自治」であり、市でやってくださいという話ではない。逆に言えば「ま

ちづくり」も市が関わっていかなければならないということ。そのような考え方から「市

政」の代わりに「まちづくり」という言い方をしているところもある。また「市政」に一

本化しているところもある。２つ挙げて、それぞれ違いを定義だてているのは所沢市くら

いだ。それだけこれは非常に難しいことなのです。 
・定義は、いろんな考え方があっても、こうだということを示さなければならない。定義

をしておきながら曖昧なものであったら、定義規定そのものの意味が無い。従って、きち

んと打ち出せるものなら定義立てすることはいいが、曖昧さが残るような定義なら置かな

いほうがいい。多くの場合「市政」と書いていても、定義などはしていない。 
・所沢市、熊本市などがある。 
・一般感覚からすると所沢市は分かりやすい。公共的活動の総体というのは不明瞭だけれ

ども。「まちづくり」が「市政」を包括するような概念なのでしょう。そのうちの市が担っ

ている部分と民間が担う部分とがあるということ。 
・所沢市の「まちづくり」の主体は書いていない。市民とは書いていない。 
・所沢市はちょっと特異です。もともと所沢市は「まちづくり」があって、その中の市が

担う部分が「市政」になっている。主体で分けていない。 
・事務局の中で「まちづくり」と「市政」を議論する中で、別々のものという考え方と、

少し重なっているという考え方、市政がまちづくりの中に入っているという考え方ができ

る。どれをどうとらえるかによって最終的な書きぶりをきめようと考えた。 
・これで違和感があるとすれば、例えば、生活保護の受給を決定する処分など、役所には

権力的行為があるので、そこが「まちづくり」かと訊かれると一般感覚とはずれてくる。 
・「市政」は何のために行われているかといえば「まちをつくるため」です。平たく言えば

「まちづくり」なのです。逆に言えば「市政」なのです。だから、それを敢えて違うもの

だととらえる必要はない。私は「市政」でいいと思うし、または「まちづくり」でもいい

と思う。 
・中身としてはそうだと思う。ただ、市民の参加機会を保障するとかいうときには、「役所」

や「議会」に対する活動と、一般の NPO やコミュニティなどに対する活動については、使

い分けたほうがいいと思う。そういうときには便宜的に分けたほうがいい。 
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・所沢方式の大きな概念の「まちづくり」では、「市」や「議会」が担う「まちづくり」を

「市政」と呼び、包含する形の方が、叩き台に示した「市政」と「地域のまちづくり」を

並列に並べるよりも分かりやすいということであれば、そのようにしたい。 
・「参画」のところでは「市民」が「市政」にも「地域のまちづくり」にも主体的に参加す

るとなっているが、叩き台の定義で考えれば、「市政」は「市」が行うことで、「地域のま

ちづくり」は市民が行うことになっている。「地域のまちづくり」は市民が参加するのでは

なく、市民がやること、公共的な活動なのです。 
・「市民」の例示の中に「市内の不動産を所有する者」というのがある。こういうひとたち

を含めての権利とは何があるのか。責務はあるかもしれない。これを入れるか入れないか

は迷うところだ。 
・情報の開示を受ける権利はあるのではないか。 
・それは、情報公開条例の話になる。 
・「市民」の定義にある「その他、まちづくりに関する活動を行う者及び団体」は、形式的

に住所があるか勤務先があるか、学校があるかということ、一方で、まちづくりに関わっ

ているというのは中身的な判断になり、外国の人がまちづくりに関わったらという議論を

生む内容であるように感じている。関わっていけないとは思わないが、あえて市民といわ

なくてもいいのではないか。逆に、市民でなくてもまちづくりには関わってもいいのです。

だけど、この条例では「市民とはこういうものです」という話ですので、「まちづくり」か

ら市民以外のものは全部排除するということではない。何かで切らねばならないのです。 
・「まちづくり」には誰が関わるべきか、という思いのようなものは定義から外して、具体

的に挙げられるのであれば、むしろ客観的に確定できるようなラインでされるほうがいい

ように思う。 
 
○第４ 基本原則 
・「人権尊重の原則」はほかの原則とレベルが違う。並列できるレベルのものではなく、  
 上位にくる大原則となるものであり、ただ単に自治の基本原則というものではない。 
 これをはすして前の方のところでうたっている事例も少なからずある。 
・日本国憲法の考え方でいくと人権と統治というのは別物であって、自治という観点から 
 すると、統治に関するレベルの原則をおさめているのではないかと思うのだが、そう考 
 えたときに、自治における人権尊重をどうとらえるかというのとは場面が異なってくる 
 のではないかと、統治とは違う場面のことではないかと思っている。これを抜いて、他 
 のところに入れてもいいのかなと私も思っている。 
・主語は、市民同士が尊重するということでいいのか。私人間の人権尊重を定めるという 
 ことであれば、憲法論的な観点からすると、人権性は権力と市民との関係が第１にあっ 
 て、副次的には私人間に効力が及ぶということになる。そうしたところから整合性をと 
 るのか、あえて違う形にするのか、ということを考え出すとちょっとややこしくなる気 
 がするので、外に出して、市民がお互いに人権を尊重しましょう、ということにしたほ 
 うが、収まりがいいと思う。 
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・「参画の原則」のところ、「市民の参画により・・・」となっているが、参画の「定義」 
 には「市民が・・・参加すること」となっているために、同語反復になっている。 
 参画の定義から「市民が」を削除したほうがいい。 
・全体にかかることだが、自治基本条例の性格というのは、自治とはいえ統治に関わるそ 
 のルールを定めるもので、俗っぽくいえば「為政者に守らせるルールを定める」という 
 のが基本だと思う。それを考えれば、人権のところも権力主体が守るという、情報も市 
 民が共有すると後で出てくるが、任せられた方が情報をきちんと出す、参加もきちんと 
 意見を聞く機会を設ける、という誰が守るのか、という為政者の（各）を守るという原 
 則として書くという方法もあると思う。そこまで徹底して書いてあるところはないよう 
 です。主語を全部、ここでいう市政とか行政、議会にしてしまうということ。 
 参考までに。 
・「目的」のところで理念がないという意見が出たが、全体的に理念が欠けているように 
 思う。人権尊重などは理念の一つだと思っているので、そうするとどこか格調高い理念 
 が欲しい。 
・「参画」のところも、「市民が行うのが地域のまちづくり」なので、「市民」は「参画」 
 ではなくてまさに「主体」なのです。ここの整合性をとってほしい。 

 
○第５ 市民の権利 
・語尾について、「市民の権利」のところは「○○の権利」、「基本原則」のところは「○す

ること」、定義規定では「ことをいいます」となっているので、整合性をとったほうがいい。

「定義規定」の（３）市長等のところは「○○の管理者」でよい。「○○のことをいいます」

まで言う必要はない。（４）（５）もしかり。 
・「不利益な取扱いを受けない」ことについて、当たり前すぎることであり、書く必要はな

いと思う。ニセコにもある。 
・一般の方からは、あまり「まちづくりの参画」というのは押し付けられたくないというか、

押し付けがましいまちづくりの参加はいらないという方がいらっしゃる。積極的に色々な

活動に出ておられる人は思われないかもしれないが、一般に生活をして勤めて、ごくわず

かな地域のつながりで自治会活動しているような人たちが、まちづくりに参画というのは

非常に肩の荷が重いというか、そういう方がこの条例によってそういうものを押し付けら

れるというのは勘弁してほしいという意見がある。あえてこういうことをいっているもの

と理解している。 
・懇話会の議論でも、無理やりに市政参画させられるということに対して、もっと自由に暮

らしたいという意見があった。一般のひとはいちいち考えてないという意見から提言した

もの。 
・ここは、「権利」について書いてあるところなので、権利を行使しないことによって不利

益を受けないというのは当たり前のことです。従って、権利のところにこういうことを書

く必要はない。「市民の権利及び責務」となっていれば別だが、それはもっと問題になるの

でできないこと。 
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・これは誰から不利益を受けないということなのでしょうか。行政からなのか、私人間なの

か。 
・行政ばかりではないかもしれない。 
・私人間であれば、不利益な扱いをする、しないというのは改善できない、そうするとそこ

には不利益に対する権利性は発生するのかなとも思う。 
・「意見が言える権利」については権利を行使しないことについて「不利益な扱いを受けない」

ということが明言されていない。直すのであれば、そこも検討されたほうがいいが、「意見を

言える権利」というのは先行事例にはあまりみられない。 
・ここでも、「参画」する権利が、「市政と地域のまちづくり」の両方にかかってくるので同

語反復は修正すること。 
・「意見が言える権利」を残すなら「意見を述べる権利」とか「意見表明」とすべき。 
・「地域のまちづくり」に参画する権利というのはあるのか。定めることができるのか。 
勝手にみなさんが好きでやっている、または、使命感をもってやっている活動に、誰でも、

自分も参加させろよという権利性というのはどうなのか。 
・私人間において、相手に受任義務を与えるかどうかということですが、そこまでのものは

拒む理由もあるのではないかと思う。 
・そこはほっておいたほうがいいのではないでしょうか。 
・私人間において、「あの人は参画し、あの人は参画しなかった」と言うのは止めようがない。

言ったからといって、法的に「言うな」ともできない。 
・「権利」は特段の事情が無い限り、「参画」させなければならないわけです。 
・これは、そういう意味では、「市政」なり「まちづくり」なりを「市」なりが、まちづくり

は市民がやるものですからちょっとわからないが、「市民」が要求したときに市役所は無視で

きない。何らかの関与はさせなければならないと、ここでは、そういうものはでてくる。「あ

いつらは適当なことを言っているだけだ、無視しておけ」とはならない。 
・明石市の第５条２項で「まちづくりを自由に行う」ということであればそうかなとも思う。

一方で、「市政」ということで参画を限定して書いているので、明石市のようだと分かりやす

い。 
・やはり「市政」と「まちづくり」がごちゃごちゃになってしまう。 
・明石市は「自由に行う権利」なので制約されないという意味の権利なのです。「参画」とな

ると、どうしても自分の方からの請求権的なものが発生するわけでミスマッチが生まれてし

まう。 
・明石市が「まちづくり」を定義しているかどうか、どのように定義しているのか研究する

必要がある。 
 
○第６ 市民の責務 
・「主体的に取り組む」とは、自治の実現のために何に取り組むのか。自治実現のためのあら

ゆることなのか。 
・「活動」とか「行動」ではないのか。「行動」はやらなければならないという感じがあるが
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「行動」だと自分のやっている日常的な行動そのものがまちづくりに寄与しているような感

じだ。 
・「市民の責任」は入れるという提言だったでしょうか。 
・提言では、②は提言されているが①は提言されていない。 
・①を条例で定めた場合、市民から何に取り組めばいいのか、と聴かれたらどのように答え

るのか。 
・そのところは「市政運営」への参画と書いてある事例もある。 
・「自治の実現への活動」とは、いわゆる「まちづくり」とは違うのか。 
・「まちづくり」では壮大なテーマ過ぎるという気がする。 
・「まちづくり」とオーバーラップする場合に、さきほどの「参画の権利」や「参画しない権

利」というよう議論とかぶってきて、これで努力義務が書かれてしまとなると、前提となっ

ている権利との齟齬、バッティングが生じることになるので、そのへんは意識したほうがい

い。 
・とりくむべき内容については整理します。 
・この条文は残すべきでしょうか。「努力」だからいいのかもしれないが、なくてもいいよう

に思う。 
・こういう条例を作って、市も頑張るから市民も頑張ってくださいという話ですから、市民

がほっといてくれといつまでも言うのであれば自治なんか吹っ飛んでしまう。自治なんて実

現しない。だから、ある意味では市民の自覚も必要です。即、市民の義務は出てきませんが、

これぐらいは市民も自覚すべきです。 
・権利の話をしたときに、その裏打ちとしてこの責務の話がでてきたので、残しておいたほ

うがいいのではないでしょうか。表現は考えるとして。 
・とらまえ方はやわらかい雰囲気の行動を主体的に思っておいたほうがいいのでしょうね。

参画とは別物としての。 
・北九州市の場合は、「市政運営に伴う負担を分任する責務を有する」となっており、もっと

強いのです。市民にも自覚を促すということです。 
・「市民の定義」の表現について、不動産を持っている人は自治をしたいのでしょうか。 
・遠くにいても土地はきちんと管理せよという声はあります。 
 
◇事業者について 
・事業者の場合は、権利もあるけどむしろ責務がよけいにあるわけです。ただ単に住んでい

るとかそういうことではなくて、市のかなりの市域をつかって事業を行っており、問題を起

こす可能性も高いのです。権利よりも、より強い責務を書いてもいいように思う。 
・事業者とは法人に限らないですよね。個人事業主なども含まれるのですよね。そうであれ

ば「住民」でも定義できます。住民でない事業者としての別の責務や権利が発生するのでし

ょうか。 
・あえて、規定しなくてもいいのではないかというのが事務局の案です。 
・法人を意識していましたが、前の方で事業者が出てくれば、敢えてここで出さなくてもい
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いかもしれないと考えた。 
・岸和田市の「事業者の責務」の第１項は、特に事業者の場合は、市民一般ではなく、市民

の中に入るのだけれど、普通の生活をしていて、通勤通学をしているひとたちはそんなに市

民の責務を意識するのとは違い、事業活動する者はちょっと違う。○しがたい責務を要求さ

れてしかるべき。 
・事業者は悪いことをするものがいるという気持ちが前提にあった。 
（P） 
 
○第７ 議会 
・条文の形をとるとさらに増えるのか？たとえば北九州市のように。議会の位置づけがある

が、簡単にこの程度で済まされてはけしからん、という声が議会から出てきませんか。もう

少し、２つか３つの条文になるくらいの、できたら議会にももう少し花を持たせるようなこ

とを検討すべき。 
・議会基本条例がすでにあるので、遠慮がちになっている。市民側からみて、不満なところ

だけあげているということ。 
・③の議会基本条例のことを先にもってきて、次に住民の不満やこういうことが必要だとい

うことを書いていく方法もあるのではないか。 
・北九州市の第１０条くらいの議員の位置づけは書いておいたほうが良い。 
・①「交流」や「対話」という方法にまで言及しているが、機会を設けるくらいで良い。 
・章立てはするのか？ 
・章立てする考えです（事務局） 
 
○第８ 執行機関（市長） 
・②「市長は、市政の基本方針を明らかにし、」は削除して、「市長は出雲市の代表者として、・・・」

が一番重要なので①にもってくるべき。 
・市長は、毎年施政方針を表明するが、特にその根拠はなにもない。岸和田市の事例では施

政方針を明らかにするという文言を入れており、これを根拠に施政方針を行うということに

したい。 
・「市長は、市政の基本方針を明らかにし、」を残すのであれば、「市長は出雲市の代表者とし

て、市政の基本方針を明らかにし、・・・」とすればよい。 
・「公正」、「誠実」、「透明性」だけでよいのか。提言書では、リーダーシップを十分に発揮し

てということを強くいっており、入れられないか。 
・①「市政を先導する」というのがリーダーシップのことと考えている。 
・①「市民の意向を適正に判断しながら」は基本はジャッジにかけるという感じ、提言書の

「市民の意見を的確に把握して」は、要望重視の責務という意味合いではないか。提言書の

ほうがマイルドな感じがする。 
・②を①にもってくるとすれば、「自らの権限を適切に行使し、」は①に含まれるので、むし

ろ「市民の意向を的確に把握し」とする。順番としては、まず、情報収集があって、情報に
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基づいて権限行使ということになる。権限行使が先にきている。権限行使はいらないような

感じもするが。 
・「先導」ということばは学生運動を想起させる。あまり好ましくないのでは。検討してほし

い。 
 
○第９ 執行機関（市職員） 
・①後段の「市民全体のために働く者として、市民の視点・・・」が重要なことなので、先

にもってくるべき。「職務の遂行するための知識の習得」はあとでいい。 
・前段と後段は分けたほうがいい。 
・資料１「子どもの権利」について、子どもは市民に含まれるが、まちづくりや市政は大人

のものだけだと思われがちだが、そうではなく、子どもも年齢に応じて参加することができ

るということを、あえて一文で入れる方法もあるかなと考えている。もちろん、市民にダブ

るのでなくてもいいのかもしれないが、提案したい。 
・子どもの権利はどこに入れるのか。 
・市民の権利、責務のあたりだと思う。 
・子どもの権利は入れておいたほうがいいと思う。地域の活動をみると、１８歳未満の参加

は非常に大切だと思う。 
・理念的には重要なことだと思います。権利としてダブらせて入れることにはなんともいえ

ないところだ。人権尊重の原則を仮に別に立てるとすれば、別の理念的な章立てを設けて、

そこで子どもも尊重するということを示すという方法もある。意見を表明する権利というの

は、誰に対しての権利なのかが曖昧である。 
・先行事例ならニセコの例が参考になる。市民の権利のところの②くらいか。 
・子どもに関する条例があるか。 
・青少年のネットワーク条例がある。子どもの権利条例を意識したもの。 
・資料２は、提言書にもちりばめられているが、この出雲地域の地域性をみたときに、他の

地域にない歴史や伝統文化を次世代に引き継ぐように努めることを、提案したい。 
条文がいいのか前文がいいのかは議論があるだろうが。奥州市には、似たような条項をたて

ている例もある。 
・提言書でいいたかったのは、私たちは伝統を大切にして引き継ぐだけではいけない。財産

の中継ぎ家では出雲市は発展しない。むしろ、引き継いで、育てて、新しい伝統と文化を創

造していくというニュアンスがもっとほしい。 
・提案しているのは、きちんと継承しようということ。決して創造することを無視したわけ

ではない。 
・どこに入れるか。 
・どこに入れるかは難しいが、市民とか市長とか議会のところか。 
・出雲市という固有の土地柄でこそ書き込める理念ではないかという思いである。 
・今の叩き台には理念的なことはがあまり入っていない。だから入れたほうがいいという気

がするが、そうすると目的規定にも理念があったほうがいい。そのように考えると、もっと
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それ以外にも理念的なことが入ってくる能性はある。だから、一番収まりがいいのは前文の

ところとがいいのではないか。 
・理念的なこととはどういうものですか。まちの実態のようなものですか？ 
・議会はどのようなものだとか、市長はどのようなものだとか、当たり前のことだけれども、

例えば市長が市民の代表であるといことを改めて言うというのは、それを改めて確認すると

いうこと、位置づけをきちんと与えておくということ。議員、議会もそうだ。もう少し、き

ちんと押さえておくべきだと思う。今の叩き台は非常に実務的な感じがする。 
・条例に基本理念という章を立てることはできないのか 
・できますが、そこだけが浮いてしまうのでおかしい感じになる。できれば、それぞれの章

や条に理念をちりばめておいたほうがいい気がする。 
 

○第１０ 市政運営 
・市政運営を計画的に行うという話ではなくて、「総合計画」のところは総合計画だけの話に

なっている。違和感がある。 
・もともと地方自治法に基本構想の定めがあったが、今年の自治法の改正でなくなった。引

き続き総合計画を作成したいと考えており、その根拠として自治基本条例にその根拠を定め

ておきたいということ。具体的な手続き的なことまで書いているので違和感があるかもしれ

ない。 
・市政運営を計画的にやります、そこでいろんな計画を策定します、その中で、総合計画に

ついては、第何項かででてきるのはいいと思う。叩き台は、総合計画だけのことになってい

る。このような特定の活動に関する条文は今までない。根拠を与えることはいいが、北九州

は「計画的な行政運営」としている。市政運営の一番最初にもってきている。 
・高浜よりも草加市のほうが言いのかなという感じがする。これにもとづいてまちづくりを

進めると書いてあるわけで、根拠を与えながら、しかしそれだけでなかうてまちづくり全体

の話に持っていっている感じだ。 
・地方自治法の第２条大４項はなくなったのですが、富士見市の１７条が参考になると思う。

議会の議決のことは出てきていないので、この条文の後ろに議会の議決のことを書くという

ことはできる。 
・今の叩き台はばらばらなので、Plan－Do－Check－Action のような、計画をたてて、実施

して、振り返り・評価して、改善していくという流れで組み立てていくと整理しやすいので

はないか。手続きは全体にかかることなのでうまくはまらないものもでてくるが、検討して

みてほしい。 
・健全な財政計画では、②財務に関する資料の公表となっているが、「財政」なのか「財務」

なのか？あえて使い分けしているのか。 
・「財務」だと資産管理、資産とかストックの部分も含めて公表するという意図がある。「財

政」はキャッシュフロー中心ということになる。検討する。 
・「適正な行政手続」のところ、「別に条例を定めるところにより」としたが、この後にもで

てくるが、すでに「個人情報保護条例」や「情報公開条例」がすでに整っている条例を意識
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して「別に条例を定めるところにより」としたが、あえてこのことばが自治基本条例で必要

なのでしょうか。 
・「別に条例を定めるところにより、」はいらないように思う。「適正手続」といった場合には、

何らかの規範があってそれに伴う手続きをする上で、それを適切にやるという基本的な流れ

がある。他方で、そのようなものがない場合には、請求されればですが、すでにあるという

のであれば、あえてそれを追認しなくてもいいような気がする。必要かといわれれば必要で

はないと考える。 
・ほかの人が見たときには、他に条例があるということがわかるということ。 
・適正手続きの話は、処分、行政指導、届出、意見提出手続きと、ここに限定された感じが

する。応答責任には行政手続もある。申請に対する応答がある。ここに書いてあることは、

そんなに狭い範囲のことではなく、市政全般の説明責任、応答責任のことです。レベルが違

う。「適正な行政手続」そのものがいらない。 
・すでにあるものは記載しておいてもいいし、特に新たに政策的に条例をつくってやるとい

うものは入れておくことが望ましいと思う。 
・市政ということになると議会も入ることになる。ただし、ここは市長等になっている。仮

にそうするなら「市長等による市政運営」のように限定しておく必要がある。 
・ここでは、全て市長等の市政運営である。 
 
○第１１ 市政運営（情報共有） 
・②「市民が情報提供に努める」というのは、努力規定とはいえ、納得がいかない。市長や

市議会に何の情報を提供しなければならないのか。書くとすれば、市がもっている情報を市

民がうまく吸収できるような仕組みを市がしっかり施策として工夫するということならいい

のだが。秘密警察に協力するようなことはいやだなと思う。 
・やめましょう 
・（情報の共有）となっているのだから、一方だけ書くというのはいかがなものでしょうか。 
・②市民と市議会と市長等が、地域のまちづくりに関する情報を共有するよう努めればいい

のです。発議権を決めるのではなくて、結果的に共有できればいいのではないか。 
 
○第１２ 市政運営（危機管理） 
・②は明石市のような書き方のほうがいいと思う。災害時に市民は自ら守ります。そのよう

なことはほおっておいて、市長として、市としてそれらがうまくいく仕組みを定めるほうが

いいと思う。 
・②「相互に協力して」とは、市民相互ということですか。 
・市民相互のことです。自助、共助、公助のことをいっている。 
・高浜市でも明石市でも、危機管理を置く場所は、市政運営のところですか？高浜市は市政

運のところです。南相馬は章を設けています。 
・②危機管理を市政運営一般のところに設けるのはいかがなものか。市政の相互協力という

ことになれば、市民の相互協力は入らない。少なくとも②を入れるのであれば、市政運営の
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ところから外しておくべきでしょう。 
・危機管理というのは市政だけのはなしではない。市民も一緒にやることだから、別に１項

目たてる必要がある。 
 
○第１３ 参画・連携協力 
（市民参画） 
・「市長等は」となっているが、何のために市民参画をするかということを考えると、目的は

市民自治の実現のためなのです。それがあってのうえでの、市民参画なのでしょう。 
・②「効果的な手法を選択する」ということだが、これは仕組みが出来ないとわからない話

ですね。どういう手法を選択するかということを公表するということですか。 
・今回はパブコメしますとか、ワークショップしますとか、 
・提言書では、市民参画のところであえて議会ということをいれているが、叩き台では何も

触れていない。重要な施策の立案とか、議会が入らなくてもいいのか。 
・議会については、議会の市民参加の取り組みということが議会基本条例でうたってある。

市民の意見を聴取して政策立案に活かすというという文章があるので、ここではうたってい

ない。①「市長は、・・・市民参画の仕組みを整備します」とあるので、議会の存在が少し無

視されているのではないかと思われるのではないか。 
・確かに、市民に先に聞いたりすると議会軽視と言われかねない。 
・あえて言ってもいいのではないか。 
・参画の定義は、「市民が主体的に参加すること」をいうわけですが、①市長等は、市民参画

を推進するために、仕組みを整備します。」ここまではいい。ところが②市長等は、選択して、

実施するわけです。これは、市民が主体的に参画とっておきながら、市長が選択して公表、

実施する。市長はせいぜい参画のための仕組みを整備する。 
・②は参画の手法はパブリックコメント、ワークショップ、公聴会ひらくとかあって、重要

施策の時にはこれが一番適切であろうというのを、市長が選んで、今回はパブコメにしよう

ということで実施される。それに主体的に応じた市民は参画したということになる、という

つくりになっている。 
・そうだとしたら、こういう条文にはならない。 
・②はいらないのではないか。あまり重要ではないかもしれない。 
・問題は意見をよく聞いてもらうことですから。 
・市民参加条例の流れではこういう書き方がよくされます。いろいろな具体的な参加の方法

が書いてあって、その中の最低１個は使うという考え方はできます。①で仕組みの整理のよ

うなことで市民参画条例のようなものをつくるということであれば、その中で②がかかれる

であろうからあってもいいと思う。 
・市民懇話会に参加したものから見れば、広報紙を見て公募してこうして参加の機会を得て

いるという経緯があるわけで、ほかにもゼロベース評価委員会とか無作為抽出のアンケート

などで参加されるケースもあるわけで、②があると条文として馴染むか馴染まないかはわか

らないが、読むとそのような経緯をたどってきた者としては分かりやすい。条文にできない
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のであればパンフレットのようなものででも、こういうようなやり方で参加できますよとい

うことはお知らせできると思う。 
・第２項の取扱いについては、検討させてください。 
・「参画・連携協力」のタイトルについて、出された意見、提案を市長が総合的に検討する、

そして結果を公表すると、反映させると、ここが連携ということになるのか？普通は、「意見

の尊重」とかではないのか、連携というのはもっと相互に関与が強いのではないか。 
・第１３から第１６までが参画で、「連携」の部分は第１７のところだけではないか。 
・「参画・連携協力」は全体フレームでお示しした考え方によるもので、大きな章立てとして

つくってみた。第１３だけなら「参画」ということだけです。 
 
○第１４ 参画・連携協力（コミュニティ） 
（コミュニティの尊重） 
・コミュニティの定義が一般感覚とは違うと思う。ボランティア団体と NPO なども含まれる

ということについて、例えば「テーマコミュニティ」とか「エリアコミュニティ」のような

言葉として使わないことはないが、コミュニティは地縁的なものに限定たほうがわかりやす

いのではないか。 
・地縁だけでなく、特定目的で集まった集団もコミュニティに含まれるという定義にしてい

ます。 
・定義も含めて検討します。 
・町内会、自治会のところだけ「住民」にしないと具合が悪いのか。 
・ここは町内会、自治会だとどうしても地域に住む人、個人となると思う。 
・環境美化だと市民目線に広げていかないと事業所とかのほうに入っていくと困る。 
・環境美化、安全確保は当然住民だけの問題ではないが、ここではあくまでも町内会・自治

会への加入のことを狙いに書いてある。ということでいえば、そこに住んでいる人が対象に

なる。 
・住民が参加しなければならないということは書かなければならないのか。町内会・自治会

など地縁的な団体を支援するのはあってもいいかもしれないが、住民が町内会、自治会に参

加するよう努めなければならないのか。気持ちとしてはわかるし、加入促進施策はありうる

かもしれないが、民間団体のことなので自治基本条例の中で定めるべきことでしょうか。 
・任意ということはわかっている。実は、各地域で説明会をすると自治会、町内会への加入

促進についての意見が非常に多いのです。町内会、自治会の加入率の低下に非常に危機感を

もっていると。東北大震災など災害が発生して、隣組のような関係が再認識されているとい

うこともあり、あえてうたってもいいのではないかと考えている。災害で言えば共助の部分

になる。 
・自治基本条例を使って町内会への加入を促進するということは違うような気がする。ここ

に項目、条文が入ったからといって組織率が高まるわけではない。 
・もちろんこれで組織率、所帯が増える訳ではないが、加入促進に取り組んでいる人にとっ

てはここに書いてあることで精神的なバックボーンになりうると考えている。 
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・各町内会が加入促進をされるのはいいと思うが、それは勝手にやれということであり、そ

れを市の威光を借りてやるというよりも、施策としてそのような活動支援を行うことでお金

をもらうというのは適正なルールの下でやればいいのです。ここではあえて、個人に対して

市が加入に努めよというのはいらないのではないか。 
・現に、市では窓口で町内会に入ってくださいとお願いしている。マンションが建てば市が

地元の人と一緒に行って、加入促進のお願いをしている。住民や自治会にお任せではなくて、

市としては共同で参加に取り組む、確かに任意ではあるが、そのような地域社会が都市化し

て隣近所が分からなくなるような状況、自治会加入率が５０％を切るような地域がでてきて

おり、非常に危機感をもっているのが事実だ。そういう意味で、自治基本条例に対する期待

というのは非常に大きい。筋違いの部分があるかもしれないがなんらかの形でうたえないか

ということです。 
・反社会的な自治会などは考えられないか。 
・伊賀市には近いことが入っている。 
・町内会に加入しなければならないとは書いていない。 
・「住民自治活動に参加する」とは町内会のことを連想する。 
・むしろ入れるべきは熊本市の第３２条第３項の施策として市がコミュニティを応援するよ

うなことを書くべきと思う。これをもう少し広く書かれたほうがいいのではないか。 
・伊賀市の第２３条第２項で「市は、非営利、非宗教、非政治の住民自治活動に対しては支

援する」としている。例えば、町内会が町内の神社のたにいろいろな活動をすると、キリス

ト教徒のひとは信仰上参加できないということがあるわけで、そこら辺のところがなかなか

微妙な問題です。 
・町内会が果たす役割を認識して、積極的に参加するようにとなると、ここでは町内会に入

れといっていることになる。だけども、自治会が果たす役割を認識して、それが行えるよう

に積極的に参加するとすれば、入れといっているわけではない。もう少し工夫が必要です。

おそらく入れというのが眼目でしょうが、だけども町内会や自治会が崩壊しているところは

たくさんあるわけで、それはもう少し現状というか、新しいそういうものを考えないと、古

いそういうものだけではダメだということです。たとえば災害が発生したときにどうするか

ということを、自治会や町内会だけでなく、市内に住んでいる人には全て呼び掛けていくと

か、そういうひとつひとつの活動を通じていきながら、自治的な活動は大事だということを

認識させるような方向にもっていかないと、入れ入れといってみたところで、あるいは条例

でうたったからといって、どこそこの町内会の世話人が入れ入れといったとことで、入る訳

がないです。 
・おっしゃることは承知しています。今の自治会のあり方も若い人が入るかといえば、色々

な役が回ってきたり、町内会費の負担があったりする状況がある中で、入ってくれというの

は難しいだろうとは思っている。町内会のあり方については変えていきませんかという呼び

掛けもしています。当然、それはした上で、今の地縁のコミュニティというのは非常に大事

だよと、もちろん任意ではあるが入れるものなら入ってください、という呼びかけではない

かと考えている。行政ができるのは呼びかけぐらいかとも思っている。 
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・明石市は随分踏み込んで書いていますね。入ってくれというよりも、入ったほうがいいく

らいで、むしろそういう仕組みを設けることがいいのではないか。町内会ではないが、「協働

のまちづくり推進組織」というのは提案権があるあわけです。そういうメリットのようなも

のを仕組みとして提示していくとか、コミセンも市の組織として位置づけられているので、

このような考え方がいいのではないか。 
・明石市はベッドタウンであり、昔からの地縁的な組織は崩壊しているので、地域には何も

ないのです。団地などの人たちがこれではいけないということで、もう一度いろいろな活動

を通じてまちづくり推進組織などを立ち上げるということだと思う。やはり、そういう地縁

的な自治会は基本的には農業社会であり、みんなが同じように農業をやっていて、皆が同じ

ような利害関係があって、それで負担するということ。それが今はばらばらな職業になてき

ているので、昔と同じようなことを考えていてもダメなのです。 
・岡山市の自治会加入率はものすごく高いと聞いている。９０％を超えていると聞いていま

す。 
・町内会のポータルサイトがあるのでは。 
・岡山はかなり閉鎖的です。 
 
○第１５ 参画・連携・協力（市民活動） 
・札幌市の例が一番しっくりいくのではないかと考えている。市民がまちづくりをしていい

のだけれども、努めさせるでもいいのかなと思う。思いの部分になるが、市が支援する、促

進していくということでいいのかなと思う。 
・自主自立で市民が努めなくてもいいということでしょうか。 
・本気でやるなら別の条例を定めてやるところだと思っている。 
 
○第１６ 住民投票 
・住民投票が実施できること、情報提供と結果の尊重についてを明記した。それ以外の項目

別に定める条例で規定することとした。 
・別に定める住民投票条例に関して、重要な部分を参考までに記載した。「市政運営の重要事

項」を定義、投票資格者は日本国民で、年齢満２０歳以上、公職選挙法に準じるものとして

いる。 
・請求・発議権については、合併法定協設置に必要な署名数と同じ１/６以上の連署とし、市

議会は定数の１/１２以上の賛成多数で提案ができて、出席議員の過半数の賛成によりできる

こととした。これは議員の議案の提案ができる要件と同じである。 
・市長は単独でできるものではなく、必ず市議会の同意を得るということで、乱用を防ぐこ

とを考えた。 
・住民投票が実施された場合に、投票有資格者の５０％に達しない場合は成立しないことと

し、開票をしないとしている。 
・１度住民投票が実施された案件については、２年が経過するまでは請求できないこととし

た。 
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・市長の発議は、市議会の同意を経てしか実施できないとすれば、市長と市議会は対等では

ない。市長と市議会が同じ考えでないと発議できないことになる。議会が反対していること

に対して対抗するために市長に与えられた特権と考えていたが。 
・いろいろなパターンがある。別紙の常設型住民投票一覧により説明。首長発議で住民投票

が実施できるとした２４自治体のうち、議会の同意が必要としているところが６自治体ある。

乱用の防止に効果があると考えている。 
・市長は議会が了解しないとできないということか。市長はそれでいいのか。 
・１/６の連署で自動的に住民投票ができるということであるが、首長が発議する場合はこの

制度がいいと考えている。現在の地方自治法に規定する住民投票の制度も、市長が住民投票

条例を提案するので市議会の同意なくして住民投票を実施できない。議会で条例案を否決さ

れたらそれで終わる。 
・首長発議とは、条例案を提案するということなのか。 
・常設型の場合には住民投票条例はすでにあるので、こういう案件を住民投票に付しますよ、

付してもいいですか、同意してください、ということ。内容の同意を求めるものです。 
・自ら実施とは？ 
・市長がやるといえばできることになる。ただし、予算案について議会の議決が必要になる

ので、結局は、議会の同意が必要になると考えるべきだと思う。 
・１/６の根拠が難しいのではないか。 
・合併特例法の法定協議会設置の数が１/６であり、出雲市も斐川町が合併する際に同じ経験

をしたこともあり、これが一番身近な根拠になると考えている。出雲市では、今１/６で約 
２３,０００人くらいになる。２万人を超えれば少なくともかなり重大な関心事ではないかと

思う。議会も２万人を超える署名が集まれば、無視できない事案ではないのかと考えている。 
・市議会議員がどのくらいの表を取っておられるかを調べると、１,５００票から４,０００票

くらいです。仮に、４,０００票を持った市議が３人集まって提案すれば１２,０００人で提案

しているとも考えられる。常設型であることから少し重くしたということか。 
・議員提案の場合は、かつ出席議員の過半数がないと実施できない。提案はできる。 
・本文について①②ともに主語がない。 
・①「特に重要な事項」というところに「特に」が入っているが、無用の議論になるので削

除すべき。 
・②の情報を提供するのは「市長」なのか。 
・市長も、市議会の活動としてあるかもしれない。 
・住民が署名を集めてやった場合の情報提供はどういうかたちになるのか。住民がこの条例

に基づいて情報の請求を届け出るようになるのか、住民が情報を市長に提供して、それを市

長が個々の住民投票のときに住民に提供するということなのか、そのようなイメージなのか。 
・署名を集めた住民がそれ以外の人に向かって情報を提供するのは難しいのではないか。む

しろ、市長や市議会がその案件に対するもっている情報を、それ以外の人たちにもすべから

く公表したり開示していくというのが現実的ではないか。 
・そうだと思う。条文のなかに、それがあるかないかが大きな違いです。 
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・直接住民の意思を確認するためということなのだが、問題は確認してどうなるのかである。

確認したけれども、「いや、やっぱり違うよ」といわれたらそれっきりだ。③に結果を尊重し

なければならないとあるが、やはり、「確認して市政に反映させるために」という一文が必要

ではないか。二重にはなるが、入れておくべきだろう。 
・①の主語については、市長等です。実施をするのはあくまでも市です。市長等です。 
・条文にした場合は、常設型かどうかわからないですね。 
・逆にいえば、常設型でないものは、ほとんどがその都度条例を定めてという表現をもって

きているので、そこで区別できるのかなとも思う。 
・常設型のこの条例が常にあっても、市民が署名を集めて、そのまま実施する場合と市議会

が承認する場合とあるのか。市民の署名が集まれば住民投票ができますよという提言書の趣

旨です。それが、今の自治基本条例の条文だと見えてこないですね。 
・自治基本条例の条文ではわかりません。住民投票条例を見れば分かります。 
・条例を作るときに常設ですといえるのだが、その常設の中身が議会の承認を必要とするよ

うな書き方が可能です。信用してないわけではないが、提言書に沿って書くとすれば、そこ

まできちんと書くべく出はないか。岸和田ではそのあたりまで書き込んである。連署があっ

た時には実施しなければならないことが書いてある。詳細は別の条例で定めます、となって

いる。常設の中でも連署で自動的にできますと、岸和田程度までは書かないと骨抜きにされ

る恐れがある。 
・自治基本条例を通しても住民投票条例は少し交渉していけばいいということになる。 
・いづれにしても、自治基本条例と住民投票条例は一緒にださないと議会での議論は進まな

いと思うので、自治基本条例側に主要の部分を移すのは可能だと思う。 
・詳細部分は別の条例にしておいたほうがいいと考えている。あまり強くやるより、別立て

のほうがいいと思う。自治基本条例、住民投票条例のどちらにしても議会がへそを曲げたら

通らないのです。 
 
○第１７ 他の団体との関係 
・国際交流はどうなのかということがあるが、姉妹都市として行政同士が交流する意味合い

が薄れてきている。民間人はどんどん交流している実態があるので、あえて国際交流までは

うたってない。 
 
○第１８ 条例の見直し 
・見直しの４年は短くないか。５年でも６年でもいいのではないか。 
・見直しということをあえて大げさにやるとなると、確かに４年では短いという意見もわか

るが、検証とか進捗状況の把握ならもっと短いスパンでもいいのではないか。年に１回でも

委員に集まってもらって、自治白書とかで報告するなどもいいのではないか。 
・これ受けて、既存の条例を見直しされるのですね。総花的な見直しは難しいのです。自治

基本条例はかなり大枠に関わるので、だからむしろこれを受けて個別の条例できちんと検証

していくほうが楽だけどね。たくさんの包括的な分を検証するといっても抽象論で終わって
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しまうのです。これを受けて、各条例の、例えば男女共同参画ですとか、ほかのまちづく条

例などがあるので、それで検証したほうがいいと思う。検証は具体的にやらないと一般的、

抽象的にやっても意味がない。 
・男女共同参画などは検証する常設型の委員会があって、毎年検証するようになっている。

女性の社会進出の状況とか委員会への女性の参画率など具体に毎年検証する作業をしている。 
・検証する項目は具体になにを具体にするかということになる。 
 
事務局より 
次回は１２月中にもう一度開催したいと思う。事務局で日程調整させていただく。 
１２月２２日が議会最終日であり、原案が間に合えばそこに出したいと考えているが、間に

合わなければ１月に延ばすことになる。 
やりとりは、メール等でやりとりしながら事務作業を臨機に対応したいと思う。 
それ以後については事務局で検討させていただきたい。 
市長は１２月にこだわってはいない。全体的に少し遅れてもかまわない。 
 
座長 
会議概要の確認 
 
事務局 
何かあれば事務局へ連絡願う。来週には HP にアップしたい。 
 
その他 
・P38 の目指すまちづくりについて、保留としてあるのはどういう意味か。 
・さきほどの前文など、全体で議論する中で最終的にはどこかに入れていくということを考

えている。第２回までのところではうまくご提案できる状態ではなかった。 
・前文に入れるにしても、できるだけ提言書の意をくんでほしい。このままでは少し不足し

ている。 
・確かに懇話会で議論していただいたが、自治基本条例のなかに提言書のエッセンスの部分

はいれていかねばならないと思うが、基本的には目指すまちづくりの部分は、「総合計画」に

盛り込むべき内容だと考えている。文章そのものを自治基本条例の中にそのまま入れ込むの

は出来ないと思っている。 
 
終了 


