
第３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１２月９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（５名）、職員研究会、事務局 

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

 
１．会の進め方について（事務局） 

・第２回検討会後の修正案について説明し、ご意見を伺う。 

・本日の修正内容等を勘案して、今月中に議会へ報告するか否かを判断する。 

・新聞報道「出雲市自治基本条例 ４月以降に提出先送り」についての見解 
仮に今月中に原案を公表した場合、３月議会に上程しようとすれば、実質１ヶ月半程

度しか審議する時間が無く、３月議会の提案は難しいと判断したということ。原案の策

定を見送ろうということではなく、市民、議会の中で議論をしていただく時間を十分と

りたいという考えから、市長は拙速なことはしないという発言をしたもの。 
３月議会に提案できなければ次は６月議会となり、少なくとも３ヶ月程度は議会で議

論をしていただく余地があると考えている。原案作成作業は、本日のところである程度、

出せる形にしていきたい。 
 
２．座長あいさつ 
 
３．条例原案（たたき台）について 
◇第１「目的」 
・「出雲市における・・・とともに、」は削除すべきでない。簡素になりすぎ。理念の部分

なので残すべき。どこの条例も力が入っている。 
・「市議会」は「市議会・議員」とする 
・「市長」は「市長等」に修正 
・「市民」の権利としていいのか。「住民以外のものまで含む」という考えでよろしいか。 
・「住民以外のものまで含む」という考えで了解（事務局） 
 
◇第２「条例の位置づけ」 
・①「この条例は、本市における自治の・・・あり、」は削除 
・①「市議会」は「市議会・議員」とする 
・②「市議会」のままでいい。条例の制定改廃は議会の権限 
・法令上、要綱は「告示」となる。従って、「規則」の後に「、規程及び告示」を挿入 
◇第３ 「定義」 
（１）住民 
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・「住民」の定義は、「住民登録をしている者」という解釈でよろしいか。 
・まちづくり、市政に関しては、外国人も含め、「住所がある」というのは基本的には「住

民登録をしている人」のことである。形式的にはそういうことである。ここに言う「住

民」とは、地方自治法にいう外国人を含む「住民」である。 
・住民投票の資格については、国籍条項を設けることとしている。 
（２）市民 
・「ウ」は「本市の区域内で事業を行う個人及び法人」と修正したい。「活動する団体」に

は、まちづくり以外の活動も想定されることから、「を営み、又は活動する個人及び団体

及び」と「その他の団体」は削除したい。個人のボランティアのグループは、そのグル

ープを構成する「住民」に含まれると考えている。 
・「事業を営む個人」も住民に含まれる。 
・事業者や団体を市民に含むかどうかは、継続した活動をしているかどうかが一つの判断

になる。事業所は「継続して活動する」ことから、まちづくりをする「市民」と考える。

まちづくりにおいては、「一時の活動」をする人は「市民」からは排除すべき。 
・「営む」は経営するとか営利を目的とするなどの意味合いが強く、NPO を想定すれば「事

業を営む」より「事業を行う」のほうがいいのではないか。 
・NPO は事業を行う団体で拾うには無理がある。むしろその他の団体ではないか。 
・個人を入れるべきでない。 
・法人なら NPO は拾える、NPO は事業である。 
・ここはむしろ法人とか団体のことをいいたい。個人は事業主にしろ、ボランティア団体

にしろ、全てアかイに該当するということ。したがって「（ウ）事業を営む法人」、「（エ）

公共的活動を継続的して行う団体」ということになる。（了解） 
（３）市長等のところ、「市長及びその他の執行機関」に修正 
・「参画」の定義は規定しなくてもわかるのではないかということで削除したい。 
・「コミュニティ」は、本文の中で言い方を変えたため定義から削除したい。 
・「参画」、「コミュニティ」を削除するかどうかは最後に確認する。 
 
◇第４ 「基本原則」 
（１）市民参画の原則 
・定義から「参画」を削除してはいけない。参加でもない「参画」という言葉は、基本原

則で使用するなら定義すべき。 
・「基本に」を入れると大変なことになるのではないか。 
・「市民の参画を基本に」は「市民の参画により」よりも緩い参画の仕方というイメージで

いる。「基本的に」とか「原則として」というような意味で使っている。 
・「基本に」の方が強いのではないか。「原則」とか「基本」とすると、もし、そうではな

いとするならば、例外をきちんと説明しなければならない。 
・「住民が主役のまちづくり」ということを主張しているのだから、参画が「基本」である

ということを、市議会も市長も一緒になって宣言、表明してもいいのかなとも思ってい
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る。 
・「市政」というのは、議会、市長等が行うことで、「まちづくり」というのが広い意味で

の市民が行うことであるとしておきながら、またそこに市民が加わっていくのが基本だ

ということを考えると、市民の参画を得なくて市政を行うということは、基本ではなく

なって、現実的でなくなる。 
・市民の参画を得るというのは、必ず市民が議会に出るとかという意味ではなく、パブコ

メやアンケートなどの様々な手段で政策決定、意思決定になんらかの意思、民意をくん

でいると思う。そのようなことを抜きにしては今の市政は基本的に動けないと考えてい

る。何でも市民の参画を得なければならないということが無理ということではなくて、

今はほとんど何らかの形で、多い少ないは別にして、重要な事項は市民の意見を聞く機

会を確保しながら市政運営しているのが実態であり、それほど心配はされなくてもいい

と思う。 
・それは、市民の権利としてではなく、今の段階は議会なり市長が情報を集めるために行

うものである。自分たちの情報収集の一環として様々な意見を聴いたりパブコメをやっ

たりしている。今度は、権利として保障する。そのときに、参画を基本としてやってい

くときには、逆に市民のほうから、求められたときには議会は拒否できない。参画でき

る権利を保障するということはそういうことである。権利者が権利行使したいといった

ときには、議会は拒否できないのではないか。 
・「議会」は確かに整理が必要。「市長等」はそういう権利行使されれば意見を聞く機会を

設けなければならないと思う。 
・権利行使について、議会が反対できなければ、市長等も反対できないのか。むしろ原則

論としては参加を謳うべきだと思うのですが。 
・地方自治法上は、いわゆる条例制定権は議会権限である。ところが議会が権限行使する

ときに市民の参画を得るのが基本ということになると、地方自治法との整合性がとれな

い。 
・決定権を議会が最終的にはもっているということと、プロセスではちゃんと市民の話し

を聴くということは違うのではないかと思う。しかし、いつでも小さなことまで意見を

きかなかればならないということになって。 
・川崎市の例で「参加の原則」というのがある。「市民の参加のもとで市政が行われること。」

これだけなのです。議会とか、市長とかは入れていない。 
・テクニックとして、ここに議会を出すことはどうかと思うが、結局は市政で定められる

わけですから。 
・「議会が市民の参画のもとにおかれる」というふうに議会が受け取るという可能性がある。

川崎の表現であれば大丈夫ではないか。川崎の場合は市政の定義もしていない。「市政」

ということになると、それこそ住民も入っての市政であることは考えられる。いわゆる

公の機関だけのものではない。問題なければいいのですが。 
（保留） 
・「市議会及び市長等」を主語にするなら「参画する機会を保障する」というようなことに
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なるのではないか。 
・「市議会」に参画するとはどういうことになるのか。 
・「議会基本条例 第９条 議会への市民参加の取り組み」では、「市民が参加しやすい運

営を行うよう・・・」となっている。その程度であるならば、ささやかな参加である。

今の案ではかなり強くなる。 
・市民懇話会では「参画」でなければいけないという意見と、「参画」では強すぎるという

意見もあった。それぞれのケースによる。 
・「参画」は辞書などを引けば「まつりごと」に加わることで、懇話会では「まちづくりに

積極的に取り組む」というイメージで話をしていた。「参加」ではイベントや行事に加わ

っていくだけという整理をした。 
・ここでは「市政」に参画することになるから、いちいち参加させるわけにはいかないの

ではないか。 
・「基本に」の言い方は別にして、「原則として」とか「出来る限り」という意味だと思う。

「重要な案件については、できるかぎり参画の機会を設けます」ということではないか。 
・「参画」を基本にということであれば、絶えずという意味合いになる。 
・「議会基本条例」では、「情報をきちんと明らかにしなさい」ということと「住民の意向

をきちんと的確に把握するために、場合によっては参加も入れてきちんと情報収集しな

さい」という趣旨である。これは、議会活動そのもの。議会は、一方で議員として住民

から選挙されているのに、また市民の「参加」「参画」が入ってくるということになると

どういうことになるのか。細かい具体的なことで市民参加を考えていることは分かるが、

大上段の根本的なことに市民を加えると、問題があると思う。 
・次の「市民の権利」の「市政に参画する権利」との整合性を考えれば、市民の参画を基

本に考えるのは「市長等」でいいかもしれない。 
・「市民参画の原則」の「参画」の意味はまだよくわからないが、せいぜい「市議会及び市

長等は、市民の参画の場を確保するよう努める」で良い。 
 
（２）情報共有の原則 
・情報共有の原則、連携・協力の原則に「市民」が入っていることには抵抗を感じている

が、少数意見であるのでしかたがない。 
・この条例そのものが、議会や市長等が枠組みを決めるものであって、市民は違うという

こと。情報共有とは、議会や市長が持っているものを市民に出すことであって、市民が

自ら持っている情報を議会や市長に共有してもらうために出したり、というところまで

は期待していないということですね。 
・議会や市長等がもっている情報を出して、市民にも共有してもらうということ。 
・ただの提供だけではないということ。 
・「市議会及び市長等は、市政に関する情報を市民と共有すること」ではいかがか。 
・そこまでやらなくても共有でわかるような気もするが。３者が情報を共有することだけ

でいいような感じもするが。 
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・この条例に対するスタンスの問題。 
・全部原則は、「市民、市議会及び市長等は、」は「が」である。主体が「市議会」や「市

長等」になってしまう。むしろそうではなく、市政に関する情報とは「議会や市長等の

活動」に関する情報なのだから、市民が共有することは意味がある。だから、主語の中

に必ず市民が入らないと意味がなくなってくる。むしろ、市議会と市長等だけにしてし

まうとそれが主体となってしまう原則になってくるか、むしろせいぜい並列に並べる、

それで共有が出てくるので、市民は主語の中から除いてはいけない。したがって「は」

を「が」に変えるだけでいい。 
・そうなると懸念される市民に情報提供するということは大丈夫なのですか。 
・市政の情報だからそれは入らない。市政の情報とは議会と市長等の活動の情報である。

問題なのは、市民が市政に関する情報を知らないということなのです。それをきちんと

市民に提示し、解消することに意味がある。 
 
（３）連携・協力の原則 
・「は」ではなくて「が」でいい。 
・この場合「市政」がはいる。 
 
（４）自主性の原則について 
・「尊重される」とは「誰が何を」尊重するのか。 
・まちづくりは、強制されるものではなく、自主性が尊重されるということ。 
・「自主性を基本とすること」とか「自主性を旨とすること」でいいのではないか。 
・この場合は「は」でいい。 
 
◇第５ 「市民」 
「市民の権利」について 
・②を分けたのは、権利性が薄れているのか。 
・そういう意味ではない。（３）として「サービスを受ける権利」とできる。 
・ここでいう「市民」は広い意味の市民でいいのか。 
・「法令等に定める」があるので、サービスが受けられるのはかなり「住民」に限定される。 
・意見を表明したり、情報を知る権利というのは、「情報公開条例」では広い市民を規定し

ているので問題ない。 
・表現方法は、文章にして「市民の責務」にあわせる。 
 
「市民の責務」について 
・③は「市民の権利」のところでサービスを等しく受ける権利に対応する受益者負担、権

利・義務として追加した。 
・②で、「まちづくりで責任をもたなければなりません」は、そこまで「責務」は強くない。

「義務」よりもトーンダウンする「責務」だから、もう少し弱い表現でいい。 
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・③「応分の負担を負わねばなりません」も強すぎる。法令外でサービスを受けたければ

負担せよとなりかねない。 
・「市民の権利」③は「平等にサービスが受けられる」ということに意味があるので、「サ

ービスを受けたければ負担せよ」という話は次元が違う。 
・「受益者負担」とか「応益と応能」という考え方だが。 
・権利を超えて責務が拡大していると考えられる。 
・自治法では「その負担を分任する義務を負う」となっている。無条件に義務を課される

ということではない。 
・負担を求める場合は条例で定めてあるので、自治基本条例の中に必ず入れなければなら

ないものではないという気がするが。 
・入れたければ、例えば、「市民は、市民の負担のもとに行政サービスが行われることを自

覚する」程度のものである。 
 
「青少年及び子どものまちづくりへの関わり」について 
・「将来にわたる自治の担い手として尊重され、」は削除。 
・ここでは、市民のまちづくりや市政の参画というのは、大人の世界だけのことではなく、

子どもも関われるということを言っておきたい。 
・私はもっと書き込んでほしいと思っていた。子育てに特化してもいいのではないかと思

う。 
・「ふさわしい」の後に「方法」を挿入。 
・①で子どもは大事ということを書き、自治の担い手かどうかは別として、②で子どもも

参加できる、ということを入れてもいいのではないか。 
・全体的に、「市民の権利・責務」に体裁を合わせてほしい。 
 
「事業者の責務」について 
・事業者と NPO などの団体を一緒にして責務を謳うことが困難だったので削除した。 
・事業活動を行っている法人は、いろいろな形でまちづくりに関わってくる可能性がある。

責務の自覚を促すという意味で入れておいた方がいい。 
・北九州市の事例を参考に、何か要請したいときに、条例でゆるやかな責任を既定してお

くことで、知らないといわれないようにすべきだ。まちづくりに関わらざるを得ない。 
・市民の定義において、「（ウ）事業を営む法人」と「（エ）公益的活動を行う団体」に分け

ればいい。 
 
 
第６ 議会 
・①が長い感じがする。 
・①「市政」の意思決定ではなく、「市」の意思決定だ。 
・市の意思決定を行うとともに、市長等が行う施策を監視するということ。「機関」が重複
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してしまう。市政、政策、議会活動などが多くでてくる。初めの「市政」はやめたが、「政

策の立案」とは何か。 
・議会は、市長が提案したものをただ追認する機関、ただ単に監視するだけの機関ではな

い。これまでの議会は追認が中心だったが、今は議会の政策能力を高めましょうという

時代の要請がある。このような文言を書く流行ではないが、こういうことが求められて

いるということ。 
・政策立案は市長等と議会が 2 元的にやるということか。 
・議員も自ら立案する権限があるので、議員提案で条例案をだして立法するなどの政策立

案能力が求められているということである。 
・議会基本条例にも政策立案強化を図ると書いてある。 
・④「市議会は」は削除する。 
・市議会なのか、市議会及び市議会議員なのか、市議会・議員なのか、どれかに統一する

こと。 
・④「議会に関する基本的事項については」に修正。 
・③議会活動のところ、「市議会・議員は、その議会活動に関する・・・」とする。 
・③第９市政運営（情報共有）にあわせ、「提供し、情報の共有に努めます」とする 
・④議会基本条例には大雑把な承諾とかそういうものが書いてあるのか。議会運営という

ことでくくれるのか、それとも運営よりももっと広いのか。「議会に関する基本的事項」

でいいのではないか。 
 
第７ 市長 
・先導という言葉をリーダーシップに修正した。 
・①「発揮しながら」は「発揮し」に修正。「し」がつづくので、「しつつ」か。 
・議会のところでは「市政に反映させるよう努めます」となっているが、市長のところで

は「市政に反映するよう努めます」となっている。「反映させるよう努めます」に統一す

る。 
 
第８ 市職員 
・①市民の視点とは？ 
・「市民の立場にたって」とか、「市民の目線で」という意味。「市民」をとるか「視点」を

とるか。「市民の視点で」がよろしい。 
・②「協力し、」は「協力して、」に修正 
・前回の会議で、議会・議員については１か条でいいのかということを申しあげた。自分

たちのことは１か条しかないということで議会を軽視しているのではないかということ

にはならないか。川崎は議会と議員のところは３か条おいてあり、市長の方が２か条。 
・特にその心配はない。 
 
第９ 市政運営 
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（市民参画の機会の確保） 
・もともと P５に「市民参画」というところにあがっていた。主語が全て「市長等」であり、

仕組みや実際の自治体の手法の内容なので、参画よりも市政運営のほうがいいと考えた。 
・タイトルは「市民参加」ではなく「市民参画」に修正 
・①「市長等は、市政の実施（運営）に当たって、市民が参画する機会の確保に努める」 
としたらいかがか。今までのトーンに比べてかなり具体的に書かれている。いままでは

せいぜい「市政」ということだった。 
・「実施」だと狭いかもしれない。「運営」がいいのか。 
・②「市民参画による意見」は「市民参画により得られた意見」のほうがいい。 
・「提案」の後ろに「等」を挿入し「提案等」とする。 
・「適切に市政に反映」は「市政に適切に反映」とする。「適切」は「市政」にかかるので

はなく「反映」にかかる。 
 
（情報共有） 
・議会の③「提供するよう努めます」は「提供し情報の共有に努めます」に修正する。 
・市民と市長等と、議会と市長等とが情報共有をする。 
 
（個人情報の保護） 
（説明責任） 
・「政策」ではなく「施策」となっている理由は？ 
・政策では理念的なものになるという気がする。 
・個別の事業をとらまえたということ。 
・順番的には政策→施策→事業の順番になるだろう。政策に少し具体性をもたせたものが

施策、さらに具体化したものが事業ということ。 
・今までの表現より具体的になっているが、説明責任というのはそれぞれの段階ごとに説

明するということを強調するために少し具体的に書いたもの。市政運営において、説明

責任を果たすのはどこでもいいということではなく、立案のときにも、実施の時にも、

最終的な評価のときにも説明責任が必要であるということを、あえて言うためにここは

具体的に書いたもの。 
・今までのトーンで行けば、「市政運営にあたって説明しなければならない」となるだろう

が、あえて段階に分けているのには意味があるのだと思う。 
・あえて、「政策」ではなく「施策」としているのですね。 
 
（意見・要望等への対応） 
・応答責任という言葉は少しわかりにくいということで、「意見・要望への対応」とした。 
・市民参画の機会の確保では、「意見や提案等」としていたが、ここは「意見及び要望」と

なっている。意見及び要望等とすべきか。 
・これから調整されるかもしれないが、市政運営のところで、（市民参画の機会の確保）（情

8 
 



報共有）（個人情報の保護）（説明責任）などがあるが、どのような形になるのか。全部

ひとつにまとめられないか。 
例えば、「市長等は次のことを基本として市政運営を行う」として「①市民参画の機会を

確保すること ②反映させること ③情報を共有すること」というような書き方ならい

いが、それをズラズラ一つずつ独立の条文として並べると、まとまりがない。それが市

政運営としてまとまるのかと。むしろ市政運営とは、①②③などに書いてあることを前

提として進めるということであり、市政の説明をすることは市政運営でも何でもない。

それらの項目をきちんと基本にすえて市政運営に努めますという格好のまとめ方をしな

いと、説明することが市政運営みたいに思えてしまう。 
・むしろ、総合計画の策定や財政運営が、具体的な市政運営になってくると思う。ここの

書き方がどうも気に入らない。 
・自治の基本原則というものがあったが、ここでは市政運営の基本原則のようなくくりを

つくって、その中に市民参加とか情報の共有などのもうひとつの束をつくり、１条にま

とめてしまうということで。 
・項目これ自体の意味があるわけではない、遵守しながら市政運営をしていくことに意味

がある。そうすると何を基本として、何を遵守して市政運営しますかということを、中

で箇条書きしておけばいいと思う。 
・高浜市がそのような書き方をしている。 
・そういう整理をする（事務局） 
 
（意見・要望への対応） 
・「対応」するのではなく「要望にとりあえず答える、答えをあげる」ということではない

のか。「対応」とは実現してあげるということになるのではないか。応答責任とは、「で

きる、できないに関わらず、とりあえずきちんとすみやかに回答する」ということで「応

答するよう努めます」が良い。 
・窓口で話を聞いてあげても「対応」です。「対応」のほうが弱いという感じがする。窓口

で話を聞いてあげるだけでもいい。 
・この流れから行くと、手続き上の「答える」ということになる。 
・市民にとってはそれがいいにきまっているが、市はそこまでできるのか。 
・それが求められていると考えているが。 
・そこまでいえるなら「応答する」でいい。 
・手続き条例では、申請が出てきたらそのまま認めるか、拒否するかはともかく、きちん

と答えなさい、ということ。 
 
（総合計画） 
・①「市議会の議決を得て、総合計画を策定する」という表現でいいのか。 
・①「策定」とは、「作成」して、「決定」するということ。従って、「総合計画を作成し、

市議会の議決を得て決定します」と書いた方が丁寧。 
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・ここでいう「総合計画」とは自治法が定めていた「基本構想」のことか。これだけでは

レベルがわからない。基本構想という抽象的なレベルのものなのか、弱いから基本計画

までは議決を得ておこうというものなのか。 
・基本構想といってはいるが、実態としては構想だけでは何もならないので、基本計画ま

でセットで議決を得ていたということ。 
・松江市では、基本構想レベルで議会議決を得たので、それ以外は市長の執行権で決める

ことができるという答弁をしていた。 
・前にも言ったが、まず総合計画策定ではなくて、要するに市政運営はそもそも計画的に

やっていますということを言っておくほうがよい。①「計画的行政運営」などのタイト

ルにして、全体的に、「とにかく市政運営を市長等はその計画に基づいてやっていく、あ

らゆるものにおいて、計画的にやります」ということをまず書き、②その中で、そのひ

とつとして総合計画について書く、というようにしていかないと、行政運営については

総合計画だけ策定して、あとは計画的な運営にならないだろうということになる。 
・タイトルは（計画的な市政運営）にしようと思う。 
・財政運営のところの「中長期的な展望に立った財政計画に基づき」といったものが行政

運営全般についても必要。 
・進行管理と公表はなぜ削除されたのか。削除するということだったか。 
・元にもどしたい。 
・順番は総合計画、総合計画の進行管理と公表、個別計画の順にする。 
 
（財政運営）（行政評価） 
原案了承 

 
（危機管理） 
・市政運営から切り離した。 
・議会が全く関係してこない。議会の関与が必要ではないか。 
・①「市長等は」を「市議会・議員及び市長等は」に修正。 
 
第１１ 「市民活動」 
・コミュニティは、コミュニティセンターの活動と市民の活動を区別、整理する必要があ

る。案では市民活動と町内会（自治会）活動に分けた。 
・市民活動は市全体の活動、コミュニティ活動、NPO、ボランティア、地域活動を含むこ

ととした。別に、町内会（自治会）へ加入率が下がっている現状から、特に項目をだし

たいと考えた。細かく書いていた部分を整理した。 
（市民活動） 
・①市民を主語としていたが、市民活動は強制されて行うものではないというご意見から、

あえて主語を外した。 
・市民活動のところの主語は全て「市長等」になっている。これでは市民活動にはふさわ
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しくない。「市民は」と主語をきちんとするかどうかは別にして、市民が主語であること

がわかるような文をつくっておいて、それを受けて市長等がサポートするということな

らわかる。 
・市民がどのような活動をしているかという文章がないといけない。 
・再度、文言を検討する。 
 
第１２ 「町内会（自治会）活動」 
・町内会を別にとりあげたことは市の立場としてはわかるが、市民は町内会を住みよい地

域をつくっている活動として認識して参加するのか。周辺地域では理解されるが市街地

では現実問題として加入しないのではないか。村社会のなごりであって、新しい人は入

らない。市民活動のひとつとして書けばいいのではないか。１条立てるまでもなく、市

民活動の中の１項として書けばよいということ。 
・町内会は助け合いなどの面では割合と実利がある、これが自治協会となるとあまり役に

たっていない。お金を集めるとき、セレモニーの来賓、代表焼香くらいしか目立たない。

形骸化している。 
・地区の自治協会というよりは向こう３軒両隣、これが自治会、町内会単位、これが地域

活動、地域社会の基礎だと考えている。旧村単位の自治協会のことよりは意味合いが強

い。 
・自治会が入っていると自治協会と混同してしまう。 
・実際問題、お年寄りが一人暮らしなどの健康状態や見守りをするのは町内会が役割を担

っているのだろう。 
・出雲市では見守りネットワークというのがあるが、手上げ方式なので全部把握している

わけではない。 
・町内会の加入について盛り込んだ事例はあまりない。それが出雲市の特徴といえば特徴。 
・自治会からは強い要望があったのではないか。 
・町内会よりは自治協会の皆様、役員会では要望が強かった。町内会加入率は平均７０％。

市街地は加入率が低下し４０％を切ったところもある。 
・ただ、自分たちが主体となって自治をつくろうと言っているときに、町内会がどんどん

衰退しているというのは馴染まない。相反するような状況になる。これから市民が参画

してどんどん自治を充実していくのだというときに、一方でどんどん町内会を抜けてい

くということで本当に自治ができるのかと言われかねない。 
・自治会に加入することが自治ではないと思うが。 
・自分たちの一番身近なところ、最小単位の自治が崩壊していっているということを書く

わけであるから、おかしい。 
・項目まで出さずに、市民活動のなかで、もう少し、やわらかく書いてみてはどうか。 
・あるいは、コミュニティは出さなくていいから「自治会・コミュニティ活動」のような

項目はできないのか。 
・コミュニティという言葉をそんなに避けなくてもいいのではないか。 
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・コミュニティは地域コミュニティに限定してしまうと分かりやすい。地縁にかかるもの

に限定してしまう方法。 
・懇話会ではコミュニティには地縁のコミュニティと目的別のコミュニティがあるという

整理をした。市民活動ではなくてコミュニティを使ってもいいのではないか。 
 
第１３ 「住民投票」について 
・市長答弁にもあるように投票資格は２０歳以上の日本国民とする考えである。 
・結果の尊重については、議会と市長であり、制度の仕組みからいって住民はいらない。 
・①市長は実施することができるとなっている。川崎、北九州は「市は」となっている。

議会のことに過敏になりすぎているかもしれないが、「市長は」という言い方もある。 
・議会は実施することはできない。 
・住民投票の項目だけのために、自治基本条例が否決される恐れはある。 
・常設型ということだけで反対される場合があるので、議論していただきたい。 
・住民アンケートでは、住民投票制度が必要と感じている人は８割に上る。議員はそのよ

うな民意も斟酌すべきではないか。 
・自らの存在が脅かされると考えているのではないか。 
・①「住民若しくは市議会の請求又は自らの発議」となっており、住民、市議会は請求と

なっており、一貫して市長が主導権をとるということになる。市長は自らの発議に基づ

いてできるとなっている。これは違う。市長と住民、議会は、同じである。 
・投票を執行するのはだれかというレベルでみると市長になる。 
・住民発議でも議会の関与を認めるという新聞報道があったが。 
・先例市ではそのような事例があるということ。いわゆる乱用防止のための方策として事

例を紹介したもので、これらを参考に検討しますということである。 
・住民投票条例の案では１/６以上の連署で自動的に投票を行うとする案としている。議会

の関与はない。そのために条件を引き上げている。 
・自治基本条例ではそのあたりまでは書き込まないということか。 
・自治基本条例に住民投票の手続き的なことを書きすぎるのはバランス上よくないと考え

ている。 
・一番重要なことは、議会の関与なしに、一定の連署が集まったら住民発議で住民投票が

できるというところにあるので、基本条例にも入れるべきと考える。 
・自治基本条例と住民投票条例はセットで提案することになると思う。 
・セットでだせば、住民投票条例だけを修正するという決着もある。 
・発議は市長だけでは問題がある。住民も議会も発議できるので、請求ではいけない。 
・住民投票の手続き的には請求者だから請求としているが、法的には３者が同じ発議であ

る。差がでないように修正する。 
 
第１４ 「他団体との関係」 
第１５ 「条例の見直し」 
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・見直す期間を入れるかどうかについては、条例の性格上、具体的な検証は難しいと考え

ている。従って「必要に応じて見直す」とした。 
・「必要に応じて見直す」というのは当たり前のことであり、あえてこの条例に入れる必要

はないと思う。 
・ベースとなる基本条例をたびたび見直すべきではないという意見が前回もあった。 
・条例の見直し、検証は曖昧すぎる。 
・期間よりも見直す「機関」を盛り込むべきと考える。 
・たとえば実施計画などは毎年実績をローリングしていく。しかし、この自治基本条例は

基本的なことを定めているので、毎年見ていってもどうかと思う。たとえば、「５年とい

う期間をいれておいて、その時には市民が参加した機関を設置して検証します」くらい

までは感覚的にはできるかもしれない。毎年、ローリングして進行管理していくという

ところまではこの条例の場合難しいと考える。 
・憲法でも見直しの規定はない。裁判所が違憲審査するような話だ。１年に１、２回でも

自治の状況を検証することは書いてあってもいいのではないか。 
・自治の状況を計るというか、参画度のようなものは定量化するのは難しい。 
・工夫次第だと思う。指標化とか定量化は難しいが、知恵と工夫と能力だ。 
・必要に応じては曖昧すぎる。 
・「期間を入れて、見直しをします」とする。 
・実効性について、市長の判断になるが、住民投票については細かい規定をいれることで

実効性が担保できるが、ほかにもあっていいと思う。市民参画についても具体的なこと

は別に条例で定めるとするなど、出雲市に市民参画条例などがあってもいいという考え。

情報公開は既にある。 
 
前文について 
１段落 
・「八百万」の神様まではいえないのではないか。 
・「八百万」は出雲市だからこそいえる表現だ。 
・「出雲」は「出雲市」とすべき。神話は出雲市限定ではないが、この場合出雲市といって

も差し支えないだろう。 
・日本酒発祥の地といっても間違いないか。 
・諸説ある。京都の松尾神社もそのように発信している。 
・平田は弁慶発祥の地とされているが。 
・諸説ある。田辺市などもそのように発信している。 
・１段落と２段落の間に、「現在」の頑張りや取り組んでいることの文言を挿入すべき。 
 
２段落 
・産業振興が弱い。これだけしか書いてなければ、医療と福祉も並列で書いてもいいかも

しれない。 
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３段落 
・地域ブランドは今が流行の言葉かもしれない。５年もすればブランドではなく、当たり

前になっているかもしれない。 
 
５段落 
・「市政及びまちづくり」は「まちづくり」に修正 
 

以上 


