
出雲市自治基本条例〔原案〕へのご意見とそれに対する市の考え方

項目 No. 意見内容 市の考え方

前文 1

「神在月に八百万の神々がつどう私たちのまち出雲市」は「神在月
に八百万の神々が集うといわれている私たちのまち出雲市」などの
表現とする。市民の全てが出雲大社教の信者ではなく、信教の自由
がある。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

2
「神在月に八百万の神々がつどう」を削除する。現に形として存在
する古文書等に的を当てて表現した方が素直である。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

3
「出雲風土記」を「出雲国風土記」とする。 ご意見のとおり修正します。

4
地元出雲の歴史や文化を語る場合には、正式名称の「出雲国風土
記」または「出雲國風土記」を使用すべきである。

ご意見のとおり修正します。

5

「古代出雲の繁栄を彷彿させる出雲大社や荒神谷遺跡、歌舞伎の創
始者といわれる出雲阿国」を「古代出雲の繁栄した情景を彷彿させ
る出雲大社または荒神谷遺跡、あるいは歌舞伎の創始者といわれる
「出雲阿国」」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

6
「彷彿」は常用漢字表に記載がなく漢字で記述することはできな
い。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

7

愛着や誇りに思うことは、人それぞれ違う。また、愛着はあるが誇
りとまでは思わない、その逆も考えられる。条例は多様な価値観を
もつ人々が、それぞれの生き方を尊重しあうことができ、出雲に住
んでよかった、と思えるまちづくりをめざすものであってほしいと
願う。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

8

冒頭に「旧暦10月の」を挿入する。
「つどう」を「集う」とする。
「出雲風土記」を「出雲国風土記」とする。
「私たちはまた、海・山・川・湖などこの出雲の」を「私たちは、
海・山・川・湖など出雲の」とする。
「引きついで」を「引き継いで」とする。
「取りくみ」を「取り組み」とする。
「暮らしていくことのできるまち」を「暮らしができるまち」とす
る。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

9

「海・山・川・湖などこの出雲の豊かな自然、先人たちが培ってき
た歴史・文化を、貴重な財産として引きついでいかなけばならな
い」を「海・山・川・湖および豊かな大地などこの出雲の豊かな自
然、先人たちが培ってきた歴史的建造物・遺跡、文化施設など、貴
重な財産を継承していかなけばならない」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

10

「海・山・川・湖などこの出雲の」を「海・山・川・湖などこの出
雲市の」とする。本件は出雲市の条例であり、「出雲」では広範な
出雲地方と解釈されかねない。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

11

「私たちのまちの魅力や資源を 大限に活かした観光・産業などの
振興により、活力があふれ、生きいきと暮らしていくことのできる
福祉と医療の充実したまちづくりに努め、未来を担う若者や子ども
たちの誇りになりうるふるさとを築いていきます」を「出雲市の魅
力また、豊富な資源を有効活用した観光と産業の振興を図り、生き
生きと暮らせる福祉環境、そして医療施設の充実したまちづくりに
努め、未来を担う若い人たち、また子どもたちが誇りに思うふるさ
とを築きます」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

12

「地方分権の進展や急激な少子高齢化など社会構造が大きく変化す
るなか」を「地方分権の進展、さらに急激な少子高齢化など社会構
造が大きく変化する情勢であり」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

13
「互いを尊重し」を「相互の立場を尊重し」とする。 ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

14

「市民が主役のまちづくり、市民が自ら考え」の意味がわからな
い。「私たちは、まちづくりに積極的に取り組み、自ら考え、決
定、行動することを基本としながら」としてはどうか。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

15

前文が長いため、前文の４段落「地方分権の進展～必要であると考
えます。」を次のとおり修正し、「第1．目的」に移行する。
「見つめ」を「見詰」とする。
「互い」を「お互い」とする。
「あわせて」を「合わせて」とする。
「しくみ」を「仕組み」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

第1.
目的

1
「市民が主体となった自治」を「市民主体の自治」とする。 表現について検討しましたが、原案のとおりとしま

す。
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項目 No. 意見内容 市の考え方

1
②「運用に当たっては」を「運用については」とする。 表現について検討しましたが、原案のとおりとしま

す。

2

「整合性を図る」とは何かを明確にすべきである。社会通念上の解
釈に基づけば、原案が他の条例の上位に位置し、 高規範であると
解するのが適当と思われるが、その様であれば、出雲市では既に同
様又は重複する内容の条例を施行しており、それらの条例との運用
方法や解釈、とりわけ用語の定義に矛盾の生じる事は明瞭である。
原案の時点で矛盾が生じる事態に対して、何ら説明・方策・変更な
く推し進めることは法案の作成者として極めて稚拙と言うより他な
い。

本条例を 高規範とする考え方は記載していません。

3

地方自治法に記載のない無縁の「自治の基本理念」、「自治の基本
原則」等、或いは「他の条例等の運用の指針」という名の偽りの
高規範性に異議がある。原案は、「指針」という名の偽りの 高規
範性を自称しており無効である。

本条例を 高規範とする考え方は記載していません。

4

条例に 高規範性を持たせてはならない。「他の条例の制定改廃並
びに運用に当たっては、この条例との整合性を図ります」とある
が、法理論上は本来、条例間に上下関係はあり得ない。したがっ
て、他の条例がこの自治基本条例の運用の指針となることもあるは
ずだ。よって「この条例は、他の条例の運用の指針となる条例とし
て位置づけられるものです」などと一方的に述べる 高規範性もど
きの説明文は納得できない。

本条例を 高規範とする考え方は記載していません。

5
自治基本条例を 高規範と位置づければ日本国憲法に抵触する。憲
法に規定する地方自治の本旨に反することである。

本条例を 高規範とする考え方は記載していません。

6

「自治」のあり方を規定する基本的条例で、将来にわたって市民が
拘束される重要な条例とされている。しかし、「自治」のあり方に
はいろいろな姿があり、現在も自治のひとつの姿である。本条例が
他の条例より上位にくるように明記されていることは条例として特
異なもので、あくまで現時点での条例であり、他の条例も当然制定
された主旨を尊重されるべきものと考える。運用や改定、制定にあ
たっては全ての条例等を同様に取り扱うべきである。

本条例を 高規範とする考え方は記載していません。

第3.
定義

1

市民の定義に出雲市以外の住民や外国人を含んでいることはおかし
い。外国人や他県、他市の人に市政を左右させるつもりなのか。

本市のまちづくりに参画する団体や個人は、日本国籍
を持つ住民に限定できないことから、原案のとおりと
します。

2

「市民」の定義に外国人を含めることは慎重に検討してほしい。 本市のまちづくりに参画する団体や個人は、日本国籍
を持つ住民に限定できないことから、原案のとおりと
します。

3

「市民」は「日本国籍を持つ住民」とすべき。住民税を支払ってい
ない人や市外から来る活動団体、外国人も含まれている。なぜそこ
までして市政（まちづくりの中に含むと定義）をそのような方々に
関わらせたいのか。日本国籍を持つ出雲市民が、市民のほとんどを
占めているにも関わらず、わざわざ少数のそれ以外の方達に市政に
関わらせたいというのは不自然で意図を感じる。

本市のまちづくりに参画する団体や個人は、日本国籍
を持つ住民に限定できないことから、原案のとおりと
します。

4

全国の同様の自治基本条例に於いても、「活動を継続して行う団体
（以下「団体」）」と納税又は納税の為の業務を市内で行なってい
る者、とを全くの同列に解する事例は稀である。住民票も持たず、
納税も行なっていない団体に同様の権利・主張を認めるに至って
は、出雲市は日本全国民は言うに及ばず、諸外国の人間を含めた全
員の権利・主張を担保する事に等しく、公共機関の解散を宣言する
ようなものである。この事は、第5.市民③の「行政サービスを等し
く受けられる」との条文に於いて既に問題を生じており、例えば、
無納税の団体が無尽蔵にゴミを排出した場合、その収集を市が請け
負う事は不条理である。また、公民館など公共施設の利用に際して
も、無納税の団体に占拠又は継続的に利用され、住民の利用に弊害
が出るなど、容易に争議が想定でき、原案作成に於いてはあえて想
定しなければならない。これらの事を「法令の定める所」の文言に
帰させる事は、不合理で有るばかりでなく全ての事案を予測し法整
備や規約改正を行う事など不可能である。よって、他の自治体と同
様にア～ウ項とエ項は区別されるのが自然であるにも関わらず、同
列としたいのであれば、その理由を説明する義務が生じて当然であ
る。
市民の定義の拡大解釈は第10.市政運営(5)の応答責任の箇所にも問
題を内包させている。例えば、核廃棄物や汚染瓦礫を出雲市内で処
理することを切望する団体が市民の立場で受入れを要望した場合、
当然全ての住民が「大反対」であるにも関わらず、対応が「誠実で
はない」との無意味な口実を与え、無用な争議を生む結果となる。
生活や納税をし、その土地に土着している者とそうでない者とでは
価値観の共有が困難な場合が有り、行政が本来、担保すべき住民の
権利を著しく毀損する権利を部外者に新たに与える必要性が何処に
あるのか。一見、飛躍した事例と思われるが、このような事を想定
し、配慮する事が第11に書かれている危機管理と言う事である。

ご意見は参考とさせていただきます。

第2.
条例の位
置づけ
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項目 No. 意見内容 市の考え方

第3.
定義

5

「市民」の定義が広すぎる。市民の定義は、「日本国籍を有する20
歳以上の住民」とすべきである。これは参政権の基本原則であり、
一歩たりとも譲歩してはならない。憲法第15条第1項および第93条第
2項の規定の趣旨に鑑みて外国人参政権は地方政治でも決して認めて
はならないし、その端緒となり得るような参画という名の既成事実
の積み重ねも許されない。国益の拡大をめぐる内外の闘争が激しさ
を増している情勢をしっかりと認識し、国民主権の原理原則どおり
外国人による国政や市政への干渉は絶対に排除すべきである。間
違っても「地球市民」とか「諸国民の公正と信義に信頼する」など
といった幻想に、現実の政治を委ねてはならない。国際政治の厳し
い現実と遊離した、甘いコスモポリタン的な思い込みは厳禁しても
らいたい。出雲市議会は「永住外国人への参政権付与反対の意見
書」採択を可決している。市内に住んでいない者がなぜ市民なの
か。非居住者は除外するのが原理原則である。

本市のまちづくりに参画する団体、個人は、日本国籍
を持つ住民に限定できないことから、原案のとおりと
します。なお、外国人参政権の記載はありません。

6

「市民」とは「住民」である。住民とは出雲市内に住所を有するも
のであるが、外国人も含まれるのか。外国人でも「日本の国籍を有
する者」と明記してもらいたい。

本市のまちづくりに参画する団体、個人は、日本国籍
を持つ住民に限定できないことから、原案のとおりと
します。

7

自治の基本原則に於いて、市民参画の原則がうたわれ、「市議会及
び市長等が市民参画のもとで市政を行うよう努める」とされている
が、示されている「参画」の定義からすると市民が主体的に参加す
ることと解され、市民の負託を受けて選出された議員や市長が責任
を持って市政に携わる現行の民主主義システムを混乱させる意味合
いを感じる。この条例の想定している「市民」の姿が不明である。
現実には市民は全市的な立場に立つ情報や知識を必ずしも充分に把
握することは困難で部分的な情報や偏った考えに陥りがちと思われ
るので、基本条例として市民の主体的参画を明記することは現実的
ではない。

市民が主体的にまちづくりに参画することが求められ
ており、原案のとおりとします。なお、市政の定義に
ついては、「まちづくりのうち議会又は市長等が行う
活動」と定めており、市民が主体的にまちづくりに参
画することとは区別しています。

8

外国人地方参政権を明確に否定する内容にしてほしい。原案の第3で
は、「住民」は「本市の区域内に住所を有する者」と定義されてい
るため「住民」には外国人が含まれることになる。一方、第13で
は、「住民投票の投票資格者は、満２０歳以上の日本国民で、市議
会議員及び市長の選挙権を有する者とします。」と明記されてい
る。住民に外国人が含まれている一方で、住民投票の有資格者には
外国人は含まれていない。外国人地方参政権を推進したい人は、こ
れは矛盾だと指摘するが、住民投票権は参政権の一種であり、外国
人地方参政権は日本国内では保障されないので、これは矛盾とは呼
べず、指摘は的外れである。
憲法93条2項における「住民」は日本国民に限られ、憲法の前文や第
１条で国民主権が主張されていることから判断できる。地方自治法
第10条では「住民」に国籍条項はないが、憲法の解釈は法律でも踏
襲されるものと考えるのが自然である。従って、外国人地方参政権
は日本では保障されない。また、外国人地方参政権は 高裁によっ
て何度も否定されてきた。地方自治の仕組みが国政と異なるからと
言って、これらのことが軽視されて良いとは考えられない。
原案がそのまま条例になれば、「住民」に外国人を含みつつ住民投
票権を認めないため、市と人権団体の間にトラブルを招き、 終的
に市が外国人の住民投票権を認めてしまう恐れがある。出雲市が外
国人地方参政権を認めれば、他の市町村でも同様の動きが活発にな
る。一都市だけの問題ではないということを認識してほしい。「住
民」に外国人を含まないことを明記し、外国人参政権を明確に否定
するよう修正してほしい。

本市のまちづくりに参画する団体、個人は、日本国籍
を持つ住民に限定すべきではないことから、原案のと
おりとします。なお、外国人参政権の記載はありませ
ん。

9

「まちづくり」「市政」「参画」の意味はあいまいで定義になって
いない。「まちづくりには市政も含まれる」という考えでは、原案
の市民の定義からすると、外国人参政権を認めることになり絶対に
反対である。「参加」でも「参画」でも英語では、participation。
勿体ぶって言葉をもてあそぶことは止めていただきたい。

外国人参政権の記載はなく、原案のとおりとします。

10

次のとおりとする。
（１）住民　出雲市に居住している人
（２）市民　次の項目のいずれかに該当するものをいいます。
　ア　住民
　イ　出雲市内に通勤または、通学する人
　ウ　出雲市内で事業を営む法人
　エ　出雲市内で、公共的な活動を継続して行う団体
（４）まちづくり
　住みやすい、まちづくりをめざして行う公共的な活動
（５）市政　まちづくりで、市議会又は市長等が行う活動
（６）参画　まちづくりでは、主体的に参加すること

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

11

（３）「市長及びその他の執行機関」を「市長及び市の執行機関」
とする
（４）「より住みやすいまちをめざして」を「より住みやすいまち
を目指して」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。
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項目 No. 意見内容 市の考え方

第3.
定義

12

「まちづくり」の定義が理解しにくい。なぜひらがなの「まち」な
のか説明が必要である。「出雲市づくり」「都市づくり」「地域づ
くり」「町づくり」「街づくり」もすべてまちづくりである。まち
づくりというひらがな字句が一般化しているが、条例だからこそ意
味する定義は必要ではないか。「まち」とは「地域」とは、という
定義づけを行い、市民にわかりやすくする条例にすべきと考える。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

13

町内会（自治会組織）は、行政の補完的な役割も含め、住民にとっ
て一番身近で頼りになる組織であり、明確に位置づけるべきであ
る。

ご意見の趣旨を踏まえながら「第12.市民活動・地域
コミュニティ活動」の内容を含めて修正を検討しま
す。

第4.
自治の基
本原則

1

次のとおりとする。
（１）市民参画の原則　市議会及び市長等は、市民参画のもとで市
政を行うよう努める。
（２）情報共有の原則　市民、市議会及び市長等は、市政に関する
情報を共有する。
（３）連携・協力の原則　市民、市議会及び市長等は、相互に連
携・協力して、まちづくりを行う。
（４）自主性の原則　市民によるまちづくりは、自主性を基本とす
る。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

2

市民の市政参画とは、市民という名の一部の特定市民による「選挙
に寄らない市政への直接参加」であり、到底認められるものではな
い。

市民が主体的にまちづくりに参画することが求められ
ており、原案のとおりとします。

3
なぜ外国人と市政に関する秘密情報を共有しようとするのか。 外国人と市政に関する「秘密情報」を共有するという

記載はありません。

4

市民が市政に直接参加すれば間接民主主義を否定し、 後は民主主
義を否定することになるのではないか。住民は市政に積極的に参加
すべきであるとあるが、市政に参加できるのは特定のごく一部の人
である。市政に参加することができない人の意見はどうするのか。

「市政」は、「まちづくりのうち議会又は市長等が行
う活動」と定義しており、市政に参画できない人の意
見については、本条例のあるなしに関わらず、できる
限り広く市民の意見を聴取するよう努める必要があり
ます。

5

財源的な裏付けを追加するため、次の項目を提案する。
「自主財源の原則　市民の自主性を助長するため、市長等は、市独
自の財源確保のための産業振興等に努めること」

雇用や市税をはじめとする自主財源の確保のため、産
業振興は重要であるとの認識であり、前文にそのよう
な意味を込めて表現しており、原案のとおりとしま
す。

6

「公正・公平性」あるいは「自己責任」といった市民にとって口に
したくない様な基本的なことが欠落しているのではないか。

必要に応じて記載すべき事柄と考えます。

1
他市住民、外国人、法人・事業者に、市政への参画の権利を与える
事は慎重にすべきである。

他市住民、外国人、法人・事業者に、直接市政への参
画の権利を与える記載はありません。

2

市民の権利①②③は、外国人参政権そのものであり断じて許しては
ならない。外国人が市政に関して意見を表明し、参画することに反
対する。外国人が日本国籍を持つ出雲市住民と同様に「行政サービ
スを等しく受けること」は絶対反対である。

外国人参政権に関する記載はありません。行政サービ
スは、法令等の定めるところにより、同一条件の市
民、住民にあっては「等しく」受けることができるも
のであります。

3

（市民の権利）
①「市政に関して意見を表明し、参画すること」を「市政に関して
意見を述べ、参加すること」とする。
（市民の責務）
②「自らの発言と行動に対する責任を自覚して」を「自らの発言と
行動に責任を持ち」とする。

ご意見を踏まえながら修正を検討します。

4
市民の権利と責務を「権利と義務」としないのはなぜか。 「責務」は、責任と義務を表わす言葉として使用して

います。

5

（市民の権利）
①職業的市民、団体の声だけが参画し、反映されることのないよう
にすべきである。
③市の財政は、等しく配分するほど潤沢ではないはず。むしろ逼迫
しており現実を直視した考えを市民に提起すべきである。
（市民の責務）
③自治の担い手、一体となった町づくりのため、物心両面からの負
担を求めるもっと強い表現が必要と考える。

原案では、市民は等しく意見を表明し、参画できるも
のとしています。団体等のみならず、様々な市民の意
見を聴きながらまちづくりをしていくことが必要だと
考えています。
「等しく」とは、原則的に求められることであり、行
政が財政状況を理由に不平等を容認することは、特別
な事情がない限り認められないものです。
市民は、行政サービスに要する費用を、法令等の根拠
に基づき負担すべきものであり、過度な負担を強いる
ことは避けなければならないと考えます。

6

（市民の権利）
③市民は全ての行政サービスを等しく受けることができるのか。住
民でなければ受けられないサービスもあるのではないか。

法令等の定めるところにより、市民は行政サービスを
受けられるのですから、条件が異なれば受けられない
行政サービスは存在します。

第5.
市民
（権利・
責務）

4 



項目 No. 意見内容 市の考え方

第5.
市民
（権利・
責務）

7

（市民の責務）
①「市民は、本市における自治の担い手であることを自覚し、自治
の実現に取り組むよう努めます」を「市民は、出雲市の行政に参画
する立場を自覚し、自治の実現に努めます」とする。
②「市民は、自らの発言と行動に対する責任を自覚して参画するよ
う努めます」を「市民は、自分の発言と行動に対する責任を自覚
し、自治に参画するよう努めます」とする。

ご意見を踏まえながら修正を検討します。

8
努力義務が責務に対して、諸権利を保障するのはバランス的にもお
かしい。

市民の権利と責務については、基本的な事項について
定めています。

9

②それぞれの年齢にふさわしい方法でないとまちづくりに関われな
いように読み取れる。「満20歳未満の青少年・子どもは、それぞれ
の年齢にふさわしい方法でまちづくりにかかわることができ」を
「年齢に関わりなく、その青少年・子どものできる方法で、まちづ
くりに関わる」というような表現にしてほしい。

ご意見を踏まえながら修正を検討します。

10
②「年齢にふさわしい方法で」を「年齢に対応した方法で」とす
る。

ご意見を踏まえながら修正を検討します。

11

条例にしないといけないほど、出雲市の子どもたちは野放し、また
は見放されているのか。

満20歳未満の青少年や子どもが、市のまちづくりに関
与できることを明確にすることは重要だと考えていま
す。

12

20歳未満の青少年・子供に参政権を認めてはならない。「満20歳未
満の青少年・子ども」はそれなりに尊重すれば十分である。総体的
にみて、社会的な経験やバランスのとれた判断力が不足する未成年
者についてまで、条例であえて規定する必要はなく、また規定化は
有害である。なぜならこの原案制定勢力は、一旦成文化された規定
についてその運用の検証と称して実施が十分なされていない場合
は、厳しく責任を追及するであろうから。本来、この種の事柄は日
本人のあうんの呼吸で適当に処理すべきことである。

未成年者の参政権に関する記載はありません。

第6.
事業者

1

事業者を法人の略称とすることには違和感がある。 本市及び他の市町村の条例において、「事業者」とし
て記載する事例は多く存在しており、本条例上の定義
としています。

第7.
市議会

1

「市議会・市議会議員」を「市議会」とする。市議会は市議会議員
で構成されており、市議会議員個人を特別表示する必要はない。市
議会としての活動は市議会、市議会議員個人としての活動は市民で
よい。

議員の集合体である機関としての議会の意思と、議員
個々とは必ずしも同じとはいえず、また議員はそれぞ
れの考え方によって活動を行うことから、市議会と市
議会議員を使い分けています。

2

「市議会・市議会議員」が併記されているが、法的根拠がなければ
「市議会」とする。「市議会」の中に「市議会議員」も含まれると
解釈する。

議員の集合体である機関としての議会の意思と、議員
個々とは必ずしも同じとはいえず、また議員はそれぞ
れの考え方によって活動を行うことから、市議会と市
議会議員を使い分けています。

3
①「出雲市議会基本条例に則り」を「出雲市議会基本条例に基づ
き」とする。

表現について検討しましたが、原案のとおりとしま
す。

4

②市民によって選ばれた議員が市全体の状況を把握することは重要
なことだが、特定の個人の利益につながるようなことは、十分な監
視体制をお願いする。

議員の責務・役割については、出雲市議会基本条例に
おいて定められています。

5

１．代議政治を負託された市長と議員は、絶えず自らの研鑽に努め
るとともに、選挙を通して与えられたその権限の重さを自覚し、誇
りをもって日本と出雲地域の発展のために優れたリーダーシップを
発揮する必要がある。選ばれた者（選良であるべきエリート）の不
勉強と住民の無関心が、恐るべき自治基本条例制定運動が跳梁跋扈
する隙を与えている。市長や議員は有権者から多くの支持を得て選
出された方であり、忙しい住民はこの人たちと市職員に行政を託し
ているのである。

２．市議会議員の構成は、多様な層から成る幅広い住民の縮図とは
なっていないため、残念ながら住民意思を適格に把握し反映できて
いない。しかし、だからといって代表民主制を補完するという名目
で直接民主制的手法の拡大を図るべきだということにはならない。
まず、代表民主制が有効に機能するための方策を考えるのが先決で
ある（例えば市議会の夜間・休日開催など）。

３．民意をリードすべきはずの市長や議員が住民投票制度を推進す
るなどは、自らのリーダーシップ不足を露呈するものであり、責務
放棄である。地方公共団体の意思決定は、本来、議会や市長等の執
行機関が行うべきものであり、これを住民投票の集計結果を尊重す
るとの名目で、実質的に投票結果に委ねてしまうことは許されな
い。

本条例は、本市の自治のあり方、市民のまちづくりへ
の参画などに関する基本的事項について定めるもので
すから、これに基づき、市長や議会は市政運営をすべ
きものと考えます。地方自治体における二元代表制に
ついては、憲法や法律によって定められており、本条
例はそれら以上のことを定める考えはありません。
住民投票の結果は尊重すべきものであっても、 終的
な判断と責任については、議会と市長が責任を負うこ
とになります。

第5.
市民
（青少
年・子ど
ものまち
づくりへ
の関わ
り）
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項目 No. 意見内容 市の考え方

第8.
市長

1

①「リーダーシップを発揮し、市政を行います」を「リーダーシッ
プを発揮し、市政を執行します」とする。
②「その施策に反映…」の「その」を削除する。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

2

１．通俗的な理解では、民主主義＝多数決であり、多数の民意をス
トレートに反映するものであると理解されている住民投票結果に従
わざるを得ない。住民投票結果を否定する偽政者は、住民を愚弄す
る者だとの烙印が押されてしまう。公選の市長と議員から成る二元
代表制による間接民主制では、政党や官僚制との調和を図りながら
抑制的に政治が行われる。しかし、直接民主制では多数意見は常に
正しく、少数意見は間違っているとの前提がある。過去を振り返っ
てみて、その前提は果たして正しく、少数意見は無視すべきもので
あったのか。そんな保障はないはずである。世の中の状況が悪いと
きは、住民投票は一時的な気分に左右され、政治への不満や不信の
はけ口となったり、意図的に単純化された争点の是非をめぐり扇動
され誘導された投票結果になってしまうこともあろう。後悔先に立
たず、衆愚政治に陥ってしまう。
２．原案では、市長や議員の保身＝既得権益維持の姿勢に対抗でき
ない。

ご意見は参考とさせていただきます。

第9.
市職員

1

①「公正かつ誠実」を「公平かつ誠実」
③「知識の習得と能力の向上に努めます」を「自己研鑽に努めま
す」とする。

ご意見を踏まえながら修正を検討します。

2

③ 第７・第８・第９と責務が記載されているが、責務を怠ったとき
の責任の取り方が記載されていない。どれも努力義務であると、開
き直られてはいたし方ないが、特に第９の市職員の責務①は「職務
を果たします」言い切っているので応分の責任をとることが前提で
あろう。ここで「公正かつ誠実に」とあるが、個々人の道徳観や倫
理観に委ねられるものでないことから、一定の基準、すなわち法令
等に準拠して行っていることを明示する必要があるため「法令等の
定めに従って」を加える必要があるのではないか。

ご意見の部分は、自治の基本的事項のうち、議会、市
長等、市職員について、それぞれ責務を定めるもので
す。それぞれ、本条例により一定の基準を定めること
は困難であり、個々の事象については、必要に応じ
て、他の法令等によって判断すべきものと考えます。

第10.
市政運営
（市政運
営の基本
原則）

1

次のとおりとする。
（１）市民参画　市民参画の機会を確保するとともに、市民からの
意見や提案等を市政に適切に反映させるよう努めます。
（２）情報公開・情報共有　市政に関する情報の公開又は積極的な
提供に努め、市民と情報を共有します。
（３）個人情報保護　市議会及び市長等が保有する個人情報を適正
に取り扱います。
（４）説明責任　施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程にお
いて、その内容を市民にわかりやすく説明します。
（５）応答責任　市民の市政に関する意見及び要望に対して迅速か
つ誠実に対応します。

ご意見を踏まえながら修正を検討します。

2

市民の市政への自主的な参画を求めているが、情報の共有と提供が
必要不可欠である。参画の具体的なイメージは何か。

情報公開、情報共有については、市政運営の原則に定
めています。まちづくりの様々な分野において、市民
の参画を想定しています。

3
（３）個人情報保護は金科玉条ではないと思う。立ち入りについて
も道を付けておくことが必要ではないか。

個人情報の保護に関しては、関係法令等により対処す
べきものと考えます。

4

住民が選んだとしているのに、選んでいない他市住民、外国人にま
で配慮した市政運営を強いらせることには反対である。他市住民は
自分の自治体、外国人は自国へ意見してもらってほしい。出雲市の
市政に口出しさせる必要はない。

本条例の制定に関わらず、今までも様々な市民が本市
のまちづくりに参画していることから、本条例におい
て市民参画を定めることは自然のことと考えます。

5

②「市民参画の機会を確保し、」を「市民参画そして、」とする。
（行政評価）
「市政における施策の結果と達成度に関して評価を実施し、その結
果を公表する」を「市政における施策の結果を評価し、それを公表
する」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

第11.
危機管理

1
自然災害、テロ、感染症だけが危機管理の対象ではない。反日国家
に対する危機管理も明記してほしい。

具体的には、本市の危機管理指針に基づく地域防災計
画や国民保護計画等により対処いたします。

2
「災害等」について自然災害やテロが説明されているが、災害等を
定義する必要があるのではないか。

ご意見の趣旨を踏まえながら「第11.危機管理」の内
容を含めて修正を検討します。

3

災害時等に備えた危機管理体制の整備が不十分であり、早急な対策
が必要である。また広域的な連携を図り、より一層市民生活の安全
安心に力を注ぐべきである。

具体的には、本市の危機管理指針に基づく地域防災計
画や国民保護計画等により対処いたします。

6 



項目 No. 意見内容 市の考え方

第11.
危機管理

4

危機管理体制確立はいつなのか。緊急時において、連携・協力体制
の整備「国・自衛隊・県・建設業者等へ助けて！と叫ぶ」のはいい
としても、市長への強大な先決権限付与と事後的議会承認、市長の
意思決定を的確に補佐できる体制、あるいは私権の一時的な制限措
置などの体制はいつ作る考えなのか。自治基本条例において、唐突
に危機管理体制を盛り込もうとする理由はどこにあるのか、問題点
をよく吟味したうえでの規定化なのか、単なるスローガン・マニ
フェストなのか等々、分からない点が多すぎる。

本市の自治の基本的事項を定める上で、危機管理につ
いて定めることは重要です。具体的には、本市の危機
管理指針に基づく地域防災計画や国民保護計画等によ
り対処いたします。

第12．
市民活
動・地域コ
ミュニティ
活動

1

項目名「市民活動・地域コミュニティ活動」は「地域コミュニティ
活動・市民活動」とする。
①「公共の利益や社会貢献を目的とする市民活動及び地域コミュニ
ティ活動」を「地域のコミュニティ活動及び公共の利益や社会貢献
を目的とする市民活動」とする。
③「地域の課題解決に向けて協力します」を「地域の課題解決に努
めます。また住民以外の市民も地域コミュニティ活動に協力しま
す」とする。
④「市長等は、町内会、自治会等への加入や参加が促進されるため
に必要な環境づくりに努めます」を「市長等は、住民の町内会、自
治会等への加入や参加を促進するとともに、必要な環境づくりに努
めます」とする。
上記の修正後、項目を①③④②⑤の順とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

2

公共の利益や社会貢献を目的とする市民活動（以下「NPO活動等」と
いう。）は、「NPO活動等」ではなく、「ボランティア・NPO活動
等」とする。
１．ボランティアは個人レベルの も重要な市民活動である。例え
ば民生委員・児童委員は全国民生委員児童委員連合会の基本姿勢の
なかで「常に住民の立場に立ち、地域のボランティアとして自発
的・主体的な活動を行います。」と謳っている。また保護司も全国
保護司連盟「保護司とは」のなかで「民間のボランティア」とあ
る。そして、出雲市においても地区の社会福祉協議会、学校、コ
ミュニティセンターをはじめ、集落応援隊員、食育ボランティア、
託児ボランティアなど、個人で公共の利益や社会貢献を目的として
活動する市民のボランティアの方々によって出雲市のまちづくりが
成り立っているといっても過言ではない。よって個人の活動である
「ボランティア」の文言は必要不可欠である。
２．NPOの概念
 NPOの概念には、ボランティアグループもその中に含まれている
が、世間一般においてはNPO＝NPO法人というイメージが根強い。出
雲市内においても実際に草の根的な活動をするボランティアグルー
プが圧倒的に数多く存在するにもかかわらず、自らをNPOと認識して
いるグループがどれだけいるのか。逆に「ボランティア」が自らの
グループの代名詞となっていると思われる。このようなことを勘案
し、懇話会では市民の目線で考えNPOだけではなくボランティアとい
う言葉を入れていたと考える。よって、「ボランティア・NPO活動
等」と表現することが「市民がどのような活動をしているのか」つ
まり「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」をもっとも端的に表す文言であると思
う。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

3

NPOやコミュニティとは何か。怪しげな「市民活動団体」の市政への
直接介入とそれらへの財政支援は、適正な手続きを経て、慎重かつ
透明・公正・公平に対応していただきたい。

市民活動等への支援については、公平・公正に対応す
べきものと考えています。

4

自治会、町内会への参加が具体的に書いてあるのに対して、審議
会、委員会へ参加（傍聴や議事録の確認を含む）について何も書か
れていないことに違和感がある。また、パブリックコメントなどの
意見聴取などの方法もある。

市政運営の基本原則の中に「市民参画」として定めて
います。具体的な方法については、施策を実施する段
階で様々な選択により実施するものです。
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項目 No. 意見内容 市の考え方

第12．
市民活
動・地域コ
ミュニティ
活動

5

自治基本条例には、心豊かな地域社会を築いていくため,地域コミュ
ニティを明確にすることが望まれる。特に、東日本大震災の経験か
ら地域コミュニティは災害対応能力の高いコミュニティを創造して
いかねばならない。この観点から、地域コミュニティについての認
識と理解においては、出雲市の地域特性と市民ニーズに乖離しては
ならない。加えて地域社会のあるべき姿としては、これまでの自
助、互助、公助の縦割り支援型から自助、互助、公助、共助のネッ
トワーク型のコミュニティへ移行すべきと考え、地域コミュニティ
のさらなる重要視と、位置づけが求められる。
総合的な観点から、原案は、相互扶助、相互依存の支えあう地域社
会生活の基本となるコミュニティに関する項が不十分であり、「コ
ミュニティのあり方」を条文で明確に位置づけすべきである。
１．地域コミュニティ活動の基礎である町内会（自治会）さらには
出雲市主導によって地域ごとに組織化された地域総合団体である自
治協会の位置づけを明文化する。
２．自治協会並びに自治協会連絡協議会がガバナンス機能を果すた
めの権能付与を明文化する。
３．コミュニティに関係する案件については、市議会での審議に先
立ち、意見聴取を行うことを明文化する。
４．選択校区制は住民の地域帰属意識低下と相互扶助、相互依存に
よる支えあう社会生活意識の低下を誘発したので、地域コミュニ
ティ活動のエリヤを地域住民が意識するよう明文化する。特に地域
コミュニティの 重要である消防、防災、防犯、交通安全、また、
災害時における救急、救助、復旧・復興においての範囲を小学校区
単位とすることを明文化する。
５．地域コミュニティ活動と防災活動のあり方を明文化する。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

6

①公共の利益や社会貢献を目的とする市民活動と地域のコミュニ
ティ活動の違いがわからない。川崎市の条例の９条では、『市民
は、暮らしやすい地域社会を築くためにコミュニティ（居住地、関
心または目的を共にすることで形成されるつながり、組織等を言い
ます。）をそれぞれの自由意志に基づいて形成することができま
す。』とわかりやすくなっている。
③と④を続けて読むと、町内会、自治会等しか地域に問題解決の集
まりがないように取れてしまい、特に女性にとっては暮らしにくい
地域社会しか思い浮かばない。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

7

町内会と自治会等が並列であり、どのように区別しているか不明で
ある。市が地区ごとに組織化推進している「自治協会」がなぜ全く
見えないのか。任意団体ではあるが一般的な任意団体とは性格が異
なる団体である。地域にとっては地域課題等をコーディネートする
地域総合の公共的団体である。自治協会の加入状況は地域特性によ
る差はあるが、市民生活に大なる貢献をしている実情について、委
員会議事録から思うに委員各位の町内会（自治会）、自治協会等に
ついての認識不足は否めない。
③主語は「住民」であるため、「自主的に」を削除し、「地域の課
題解決に向けて協力します」を「地域の課題解決に向けて努力しま
す」とする。原案はコミュニティに関して全く消極的であり、「第
１目的」の自分たちで責任をもってとは整合性が感じられない。
④「町内会、自治会等への加入や参加が促進されるために」を「町
内会（自治会）に加入や参加が増進するよう」とする。町内会（自
治会）、自治協会等が市政に果す役割を鑑みて、コミュニティ基盤
と機能に対して市民啓発と拡充のさらなる推進姿勢が求められる。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

8

公共の利益や社会貢献の名のもとに、市民活動と地域のコミュニテ
イ活動があるという。「NPO活動等を行なうもの」の対象者とは、住
民の他、他市の住民、法人・団体、更には外国人迄含まれるという
ことになる。そして、その「NPO活動等を行なうもの」に、「まちづ
くりに参加」すなわち「選挙などを要せずに、直接、市政に参加で
きる」という事を、あらためて明言している。その様なNPO活動等を
行なうものに、「市政への直接参加」を認める他に、更に「支援」
という名の公金を支弁するという。「支援」が、例えば④の様に
「環境作りに努める」といった、具体的な一部の態様にとどまるな
ら、その旨、明確に「環境作りに努める」と、限定して明記するで
あろう。しかし、「支援」と一般的、総論的記載をするからには、
精神的、物質的、金銭的支援を含め、あらゆる「支援」と解釈され
る。行政組織体でも無い「一介の民間組織」で、他市の住民や外国
人も介在するNPO活動等に、「市政への直接参加」どころか善良な住
民の「血税」まで支弁して良いのか。これは、地方自治法第232条の
「地方公共団体の事務を処理するために必要な経費」といえるの
か。又、「その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公
共団体の負担に属する経費」といえるのか。しかしながら、そもそ
も法律上の問題という以前に、その様な行政組織でも無い一介の民
間団体に、しかも他市住民に税金が流れるかもしれない、その様な
組織に公金を流失させて良いのかという観点で考えるべきであっ
て、出雲市の根源的政治姿勢というべき問題である。

地方自治の目的の実現に必要とされ、かつ、法令等に
基づく経費の支出については、地方自治体の判断にお
いて適正に実施すべきものと考えます。

8 
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9

③町内会、自治会等は、大多数の活動の源泉であり、１項目に位置
付けてほしい。
⑤適切な支援について、毎日至る所で悪用、不正受給等の出来事が
聞かれる。監視体制をしっかりしてほしい。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。な
お、支援の執行については、ご意見のとおり適正に行
われるべきものと考えます。

10

市民が主役のまちづくりと、自ら積極的に町内会、自治会等の地域
のコミュニティ活動に参加するよう促されているが、それとは裏腹
に町内会・自治会等への参加者が減少傾向にあり、これらは各自治
会活動の運営に支障をきたすようになる。これらをまとめる各自治
会長の呼び方が各地区様々であり、統一しては如何か。

住民自治の課題として、自治会等の自主的な議論を踏
まえて検討されるべきことと考えます。

11
町内会の加入促進について、住民、行政両面から努力条項が明記さ
れたことは評価できる。行政の強力な支援活動を期待する。

具体的に施策を実施する段階で考慮する意見とさせて
いただきます。

12
地域コミュニティの 小単位は町内会、自治会と考えるが、その維
持も厳しい地域が生じている。その支援策は。

具体的に施策を実施する段階で考慮する意見とさせて
いただきます。

13
⑤「適切な支援」は、役所的な表現、また支援に消極的なニュアン
スを与える表現であり、「積極的に支援」とする。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

14

「適切な支援」の範疇を具体的に示すべき。公共団体や市民活動と
称するNPO団体は出雲市が主体的に権利を担保する対象ではなく、住
民の権利を担保する為に相互に協力を必要とする対象である。
相互関係にありながら、条文にて一方的に支援を記述する事は意図
的にバランスを欠く行為と言わざる得ない。出雲市は施行済の条例
中にも数回「適切な支援」との文言を利用しているが、その際、そ
の条文に具体的に必要と思われる内容を、「財的支援も含め」など
の文言で表記をしている。原案のように「支援」と一口に記述して
しまえば、人的・財的・業務・業務の委託など様々な形態が存する
支援の全てを内包する解釈となるのは当然である。
そもそも、NPO団体と総称しているが、その中には営利・非営利・法
人・個人など区別があり、その立場・許認可の形態などから、「不
適切な支援」とされる項目が存する事は容易に想像出来る。この条
文は、複雑な配慮・判断を求められる条文に付き、他の条文や規則
などへの受け渡しによって、明瞭な詳細を記載されるべきである。
また、同条中に記載される、NPO・町内会・自治会と3つの枠組みの
ある中、敢えてNPOのみに支援を記述している状態は異常であり、恣
意的な記述と思わざるを得ない。

「適切な支援」については、事案により一定の基準を
それぞれ定める中で、個々に判断すべきものと考えま
す。

第13.
住民投票

1

「市政に関する重要事項」の「市及び住民全体に直接の利害関係を
有するもの」、「（３）もっぱら特定の住民または地域にのみ関係
する事項」は誰がその判断をするのかが問題となるため、具体的に
列挙すべきである。

重要事項を具体的に列挙することは困難であり、住民
投票を実施するにあたって市長が、個々に判断すべき
と考えます。

2

②「住民投票の投票資格者は、満２０歳以上の日本国民で、市議会
議員及び市長の選挙権を有する者とします。」は、技術的にすぎ、
全体とのバランス整合性がとれていない。「住民投票をすることが
できる者は、２０歳以上の住民（外国人を除く。）であること。」
で十分でないか。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

3

原案には住民投票は満20歳以上の日本国民と明記されている。他県
の自治体には外国人に参政権を与えようとする動きがあるとの情報
があり、これは憲法違反である。地方自治体といえど国家感を持っ
て運営していただきたいと強く願う。

原案においては、住民投票の資格者は、「満20歳以上
の日本国民で、市議会議員及び市長の選挙権を有する
者」としています。

4

原案は、投票資格者に公職選挙法を準用することで「法律を越えよ
うとする行為」を克服しようとしたが、そのことがかえって「市民
が主役のまちづくり」或いは「市民が主体となった自治の実現」と
いった自治の基本理念を掲げながら、「市民」の中に、「投票資格
のある一級市民」と「投票資格の無い二級市民」という矛盾が現れ
ることになる。「市民」に必然的に発生する「不平等」或いは「差
別」があるからこそ、本原案は廃棄しなければならない。

まちづくりに参画することと、住民投票に参画するこ
とについて区別することが、市民、住民を差別するこ
とではないと考えます。それぞれの年齢や住所などに
よって、法令等の定めにより参画の方法が異なること
はあると考えます。

5

①と③の関係が明確に解る様、記述形式を変更すべきである。原案
の趣旨が「市長発動による住民投票」を意味するならば、③には
「①項の住民投票」と記載されるか、または、①の付帯条文として
項と号を分けるべきある。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。
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第13.
住民投票

6

市民にとって住民投票制度は馴染みがない。また、市民合意が得に
くい問題については、運用次第でどのようにでも出来る諸刃の剣と
もいえるので慎重に考えねばならない。市民が発議する場合は２万
３干人以上の署名が必要であるが、それに比し、議会や市長が発議
する場合は十数名の賛成が必要では均衡を著しく欠くため次のよう
にすべき。
③（２）「出席議員の過半数の賛成により議決を得て、発議した
時」を「総議員数の過半数の賛成により議決を得て、発議した時」
とする。議会の定足数は総議員の２分の１以上で、かつ、出席議員
の過半数の賛成で議決するのでは、極端な場合、総議員数の４分の
１強の賛成で発議がされることとなり、ハードルが低すぎる。憲法
改正を定めた、憲法第９６条「各議院の総議員の３分の２以上の賛
成で、国会がこれを発議し」を参考とすべきである。
③（３）「市長が、市議会の同意を得て」は、総議員の過半数以上
の賛成を必要とすることとすべき。
⑥「別に条例で定めます。」では、住民投票の実施手続きが欠落す
る恐れがある。条例中に住民投票について明記すべきである。

地方議会の議決の方法については、法令等に特に定め
がある場合を除いて、出席議員の過半数による議決と
なっており、「市長が議会の同意を得て」について
も、過半数の同意を得る意味であることから、原案の
とおりとします。原案の議員による発議は、地方自治
法上の条例制定に必要な議員数に準じる形をとってい
ます。なお、住民投票の詳細な手続きについては、別
に「住民投票条例（仮称）」で定めるものとします。

7

投票結果を受けて結果どおりに行うのか、行わないこともあるのか
が不明確である。「尊重」では曖昧であり、「担保」とすべき。

住民投票の結果を条例で担保することを定めることは
憲法や地方自治法に抵触する可能性があることから、
原案のとおりとします。

8

「再発議の制限期間」について、同一内容の事項でも状況と事実確
認の解釈に変化が著しいときは再発議も必要になるのではないか。
前回の投票率が50％未満の場合は、住民投票が実施されたこととす
るのか。

投票率が50％未満であっても、住民投票が実施された
ことは尊重すべき事実であり、市政・住民生活の安定
性への配慮から、再度発議できるためには一定の期間
猶予し、適切な別の方法により議論を進める必要があ
ると考えます。

9
「成立要件」は必要な条件である。 ご意見を踏まえ原案のとおりとします。

10

個別の案件について可否を問うことは無駄とは思わないが、前提に
は徹底した情報公開が必要だと思う。

住民投票を実施する際には、適切な情報公開が必要と
考えます。具体的に施策を実施する段階で考慮する意
見とさせていただきます。

11
「請求されれば必ず実施されるため、財政を圧迫する危険性があ
る」という説明が不足している。

住民投票に要する費用については、当然、情報提供し
ていく必要があると考えています。

12

住民投票条例（案）には大筋で賛成である。市民の意見も充分聴取
し成案を作成されることを望む。また、各地域からの陳情・要望等
にも充分耳を傾け、市政の健全な発展に努めていただきたい。

ご意見のとおり、住民参画の方法は様々な手段がある
ことから、施策の実施において、しっかりと市民の意
見を聴取しながら実施すべきものと考えます。

13

常設にすることはよい。濫用されないために規制条項があるのはや
むを得ないと思うが、他自治体の例などを十分に参考にしてほし
い。

ご意見のとおり、先進事例も参考にしながら、原案を
作成しています。

14

むやみに発動すべきではない。市を二分し、しこりも残り、費用も
かさむ。市長の手腕、各議員、役職員の良識ある才覚に委ねるべき
である。

住民投票が濫用されることがないよう、一定の要件を
定めています。

15

出雲市住民投票条例(仮称)主要部分
「市政に関する重要事項であっても次の事項は除く。（1）市の権限
に属さない事項（市の意思として明確に表示しようとする場合は除
く）」この規定は、市の権限外の事項についての住民投票を乱発・
乱用することに大きな道を拓くものであり、極めて有害で恐ろしい
規定である。しかも、これを拘束型の制度として定めようとするの
は大問題であると言わざるを得ない。この規定は、原発再稼働反対
とか自衛隊撤去あるいは福島の原発ごみ持ち込み反対などといった
ことを主張する偏ったイデオロギーに基づく政治勢力の運動を煽り
たてる危険性が大きい。近視眼的な「民意」、一時的な疫病に支配
されたような「世論」、既得権の維持と自己犠牲を嫌う自己中心的
な「市民の声」に市政を委ねてはならない。「安全安心」を金科玉
条として主張するだけの、地域的なエゴを拡大させ国民の大局的な
利害を無視して、物事の賛否を決しようとの意図がうかがえ、まさ
に昨今の日本の風潮に阿る規定である。住民の意見はそれなりに尊
重すべきものではあっても、出雲市の権限外のことについて、コス
トをかけて投票する必要はない、と言いたい。多様な層の幅広い住
民の意思をつかむには、住民投票よりも世論調査が即時性・コスト
の面では優れており、世論調査を参考のため実施してみるほうが住
民投票よりマシではないか。住民投票の結果となると一応は住民の
意思「民意」ということになる。

原案における住民投票については、本市の権限に属す
る事項又は本市としての意見を表明しようとする場合
に限って行うものであり、住民投票により市民参画を
得て、議会や市長が判断ができるように定めるもので
あります。

16

現在の地方自治法では条例による個別設置型の住民投票が実施され
ており、これで十分である。まずは、出雲市の日本国民の代表であ
る議員が議論を尽くすべきである。これがわたしたち国民が現在
良の制度として選んだ議会制民主主義というものである。直接民主
主義はどこへ行くか分からない危険性をはらんでおり絶対反対であ
る。

本条例で定めようとしている住民投票は、あくまで住
民意思の確認という点でその「結果を尊重する」もの
でしかなく、議会制民主主義を妨げるものではありま
せん。

10 



項目 No. 意見内容 市の考え方

第13.
住民投票

17

常設化することは賛成できない。本来、市長、市議会は市民の負託
を受けて選ばれたものであり、結論を出すまで責任を持って政策を
立案、審議し、議案を処理することにより職務を果たすべきものと
考える。住民投票事項を「市政に関する重要事項」なるものを限定
することは住民投票し易くする目的と思われるが、その判断はきわ
めて困難なことであり、市長、議会は住民投票に偏りやすく、住民
に問うことにより市長、市議会議員の責任と主張があいまいになる
恐れがある。住民投票は 後の手段であり、常設しておく必要はな
いと考える。

住民投票の結果は、尊重すべきものであっても結論で
はなく、当然のことながら、 終的な判断と責任につ
いては、議会と市長が負うべきことであることから、
議会制民主主義を妨げるものではありません。

18

①地方自治法にいわゆる「住民投票制度」が規定されていないにも
かかわらず（憲法95、法76～85、256、261、262は除く）、法律に先
行して常設型（拘束型）の住民投票制度を創設する理由も必要性も
まったくない。市長のスタンドプレーに過ぎない。市長は、そんな
に急いで狭い出雲をどこへもって行こうとする考えなのか。
②投票のテーマ・対象事項が不明で定まらないのに、事前に抽象的
に一般論として絵空事を規定する必要性は極めて乏しい。このたび
は“頭の体操”の程度に止めておき、条例制定作業は中止すべきで
ある。大規模な公共施設の設置、市の廃置分合、議員定数、市長と
議会の対立などの問題は、それが現実の問題となった時点で検討す
ればよい。
③議会の慎重な審議を経ず、速やかに投票を実施しようとする常設
型の住民投票は、濫用の危険性が極大化し、出雲市においてまさに
内乱が起きてしまうことになる。民主的に選出された議員の権限が
規制され、議会の統制が効かない住民投票制度は代議政治を否定す
るものである。
④住民投票制度の創設は、議会を無視・骨抜きにするため直接民主
制を導入して、一部の少数派が市政を奪い取り支配しようとする政
治運動の一環である。
⑤投票資格者が発議する場合は「１／６以上の連署」、市議会が発
議する場合は「1/12以上の賛成」という規定は、住民投票制度が地
方自治法で法制化されていない現状ではハードルが低くすぎる。万
一あえて法律に先行して条例化するのなら、要件のハードルをもっ
と上げるべきである。
⑥寝た子を起こすような制度を設けると、住民投票がみだりに提起
され市政に混乱をもたらすばかりでなく、財政負担も増大する。

市政の重要事項について、議論を尽くしてもなお結論
が得がたい場合にあって、議会制民主主義に則り議会
及び市長が判断をする際に参考とする意見として、住
民参画の一つの手段である住民投票を行うことを定め
るものです。本条例で定める住民投票は、あくまで住
民参画という点でその「結果を尊重する」というもの
であり、議会や市長が 終的な判断と責任を負うべき
議会制民主主義を妨げるものではありません。

19

常設型の住民投票は、元来「法律を越えようとする行為の典型（国
民主権の否定）」である「条例による住民投票」が、一定の要件が
そろえば必ず実行されるという事である。議会の判断を不要とする
意味で「議会の軽視、形骸化」であり、更に、実行に伴う財政負担
に苦しむことになるものである。

住民投票の結果は、尊重すべきものであっても結論で
はなく、当然のことながら、 終的な判断と責任につ
いては、議会と市長が負うべきことであります。

20

常設型はありえず、個別型の住民投票にすべき。住民投票条例
（案）の中にある「住民投票に付することが適当でないと明らかに
認められる事項」とは、誰がそう認めるのか。あいまい過ぎて結局
実施になるのは目に見えている。

ご意見は参考とさせていただきます。

第14.
他の団体
との関係

1

「他の団体との関係」を「他の機関等との関係」とする。 ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

第15.
条例の検
証･見直し

1
「条例の検証・見直し」を「検証・見直し」とし、①の「この」を
削除する。

ご意見の趣旨を踏まえながら修正を検討します。

2

住民の代表でもない市民が参画する機関では、内容が偏る危険性が
ある。この条例が既に偏っているのと同じことが起こると思うた
め、見直しの方法を見直すべき。

地域の運営がその地域の市民の意思に基づいて行われ
るために、市民参画が求められていることは、まさに
地方分権など地方自治体における施策の実現において
欠くことのできない視点であり、様々な方法により実
施すべきものと考えます。

3

条例原案のように日本国籍を持つ住民以外の市民が委員となれば、
投票権を与える範囲が見直されて拡大していかないとも限らない。

ご意見については、住民の代表としての議会や市長が
適切に判断すべきことと考えます。

4

出雲市職員研究会(自治労)による隠れた主導のもと、出雲市自治基
本条例制定の提言書を作成した「市民懇話会」委員は、公募とは名
ばかりで住民への周知不足のまま選任され、しかも公募した委員と
は別に偏向した委員を数名追加委嘱するという不公正な手法（法に
定める公正な手続きdue process of lawに反する）で構成されてい
た。検証・見直し機関の委員選任にあたって、同じ過ちが繰り返さ
れる恐れがある（蛇足ながら、議員も当然参加すべき）。

委員の公募については、広報紙等で募集を行い、適正
に行ったものであります。議員については、適宜考え
方を議会に説明し、意見交換しています。 終的に
は、条例案を議会において審議することにより適切に
確保されているものと考えます。

11 



項目 No. 意見内容 市の考え方

全般・
その他

1

現行の体制の中で市民が参加しやすい方策、市議会を監視するシス
テムを考えることが現実的である。システムを変えて市民を主役に
したと考えるのは混乱を招く体制だと思う。

本条例により、特にシステムを変えていることはあり
ませんが、住民参画の一つの手段として、住民投票に
ついて規定しています。ただし、住民投票はあくまで
参考意見として尊重されるべきとしており、 終的な
判断と責任は、議会と市長が負うことは、当然変わら
ないものです。

2

住民投票だけ具体的な記述であり、市民参加の前提である市政の透
明化を具体的にどのように進めるのかが見えない。
市政の透明化について、市民が、市役所で開催されている審議会や
委員会の開催情報、議事録、委員名簿など一部しか掲載がない。市
のホームページのトップページに会議・審議会の項目には、松枯れ
の検討委員会とゼロベース評価の情報しか掲載されていない。ま
た、市議会も委員会の議事録はないし、全員協議会は市民は傍聴で
きないことになっている。

具体的に施策を実施する段階で考慮する意見とさせて
いただきます。

3

市政に市民の多様な声を反映してほしい。
○ 防災に女性の声が反映されていない現状
出雲市男女共同参画まちづくりネットワーク会議地域部会では、防
災会議に女性の参画がないことが問題となっている。
○ 会議への参加
女性やさまざまな立場の人々の声が届く市政にするため、審議会や
委員会に女性や多様な人々が参画できる仕組みが利用されていな
い。（女性人材リストの利用や公募など）。また、出雲市の場合、
女性議員が1割にも満たない状況である。また自治協会の役員なども
ほとんどが男性で、同じ価値観を持つ人々だけで市政や地域が仕切
られており、女性や若者などが暮らしにくいと感じることが、たび
たびある。
○パブリックコメントについて
　募集した意見がホームページなどに掲載されるときに、意見が要
約されすぎて意味が違うものになっていることがある。ホームペー
ジなどに自分の意見が掲載されていなかったりすることがある。ま
た、提出したパブリックコメントについてどのように話し合われた
のか、議事録などがないのでほとんど知ることができない。

それぞれ具体的に施策を実施する段階で考慮する意見
とさせていただきます。

4

「福祉・医療」の項目を盛り込んでほしい。前文には「福祉と医療
の充実したまちづくりに努めます」とあるが、島根県、出雲市では
福祉が一番必要とされている。

個別の行政課題については、原則的には個々の条例等
に委ねるものと考えており、原案のとおりとします。

5

斐川町との合併によって出雲圏域2市5町が1つの圏域となり、今大き
な節目に立つことに大きな期待を感じている。原案はこの出雲圏域
の実情に対して役立つための施策を提示するものと期待している。
少子・高齢者を抱えた小集落における住民主体の自治活動には行政
の支援が必要と思考する。圏域内の各地域の特性と環境に配慮した
ものであることを期待する。

ご意見として承ります。

6

この条例は総論賛成、各論反対の声もあったと思うが、よくぞここ
までこぎつけていただけた。これで将来、市民の声を無視して市政
を独断する首長が誕生しても阻止する方策ができる。これを機に、
議員も職員も、市民の視点に立って職務遂行されることを切に望
む。

ご意見として承ります。

7
インパクトは感じられないが、原案はよくまとめてある。 ご意見として承ります。

8
基本的には原案に賛同する。是非条例制定に向けて推進してほし
い。

ご意見として承ります。

9

なぜこの条例が必要なのか。「自分たちで責任を持ち、自分たちで
決めていく」とは本当に自分たちで決めることを是とするつもりな
のか。また、「住民は行政に積極的に協力すべきである」とは大変
重要なことと思うが、どのように協力を求めるのか。その施策は何
か。強制力をも厭わないのか。

本条例は、本市の自治の実現についての市民参画など
について定めており、個別の事案については、それぞ
れの条例等に定めたり、具体的に施策を実施する段階
において決めることと考えます。

10

原案は地方自治法とどこが違うのか。ごく当たり前のことが書いて
あり、なぜ今この条例を定める必要があるのか。地方自治法のどこ
かに不都合があったのか。

地域の運営がその地域の市民の意思に基づいて行われ
るために、市民参画が求められていることは、まさに
地方分権など地方自治体における施策の実施において
欠くことのできない視点であり、本条例は、本市の自
治の実現に必要な基本的な事項を定めるものです。

11
日本全国どこの市においても条例を制定する必要がない。出雲市に
は立派な市民憲章ありそれで十分である。

ご意見として承ります。

12
条例の制定を急ぐ理由が理解できない。出雲市は他にも課題が山積
している。

ご意見として承ります。

12 



項目 No. 意見内容 市の考え方

全般・
その他

13

条例を制定する必要があるのか。今までの市政に不都合があったの
か。市政の全てに市民が参加できるようになっているが、体のよい
介入ではないか。市長をはじめ、議員、職員は大変な混乱を受ける
ことになり、予算執行にも間違いなく遅れが生じる。自治基本条例
の制定は、市長と自治労との間で交わされた公約とのことだが、市
民には全く関係がなく非常に危惧される条例である。おそらく5年後
には外国人にも投票を認める条例改定がなされると思われる。なし
崩し的に条例を改定できる危険な条文と言わざるを得ない。議会制
民主主義を破壊し、出雲市を二分する条例には断固として反対す
る。

ご意見として承ります。

14

原案に断固反対する。原案中、各条文の補足又は運用基準として必
要な他の条例・規則・要綱等への受け渡し条文は第13と第15のみで
ある。社会変化への対応や多種多様な案件への対応する為には、下
位規則や要綱などで、多様な事案に於ける明文化が必修要件であ
る。事実、県条例の大半が国法を補填・補足する条文で有ることを
考えれば、当該原案のみで完結されようとしている原案では、法律
の体を成していない。また、当該原案の条文のみで運用を試みる事
は、不十分な条文により様々な訴訟・争議を引き起こしてきた過去
の法令を追従するに等しく、将来の訴訟・争議を増長させる背任行
為である。
自治体が条文を運用するにあたり、複雑な事案への対応苦慮から、
拡大解釈が可能な条文作成に偏向する意図には一定の理解をする
が、戦後から歴史を見れば、曖昧な条文が不条理な支出や事件の一
因となり、より多くの複雑な案件を創出している事実を真摯に受け
止めるべきである。現代の情報化社会では、法案作成時に様々な事
例・効果・問題点を事前に知り得るのであって不測の事態を考慮
し、かつ明文化をし、運用上の不具合を許容値に納める条文作成は
十分に可能である。法案作成者に於かれましては、これらを念頭に
「玉虫色からの脱却」を、主旨とされることを切に要望する。

ご意見として承ります。

15

条例制定に反対である。自治基本条例の制定についてどれだけの市
民が理解しているか疑問である。市民が主役とあるがどこまでのも
のか説明してほしい。出雲市の現状、市民の思いを知っているの
か。市民の立場で、目線で考えていただきたい。

ご意見として承ります。

16

原案及び条例制定に関して反対の立場で意見を述ベる。原案の前文
と目的で「市民が主役・市民の自治」と書いてあるが、この市民
は、革命家・主権者であり、革命家による行改・議会の乗っ取り・
支配（行政・議会の解体）・内乱・国家解体を目的としている事が
一目瞭然である。第２において、その目的を実現する為に、自治基
本条例尊重と他の条例･規則・訓令・告示よりも自治基本条例が優先
する事が書いてあり、第３の住民・市民の定義では、外国人やNPO活
動家も含まれており、第４・第５で、市民が、市議会・市長と同等
になっており、市民が市政を支配できる仕組みが出来上がってお
り、市議会・市長よりも市民の条文が前にあることから行政・議会
解体は明らかである。また、第１３で、住民投票（常設）があるの
は、特定の虚偽思想を持った革命家によって、行政・議会解体する
為の道具として悪用させる為としか言えない。第１５条の条例検
証・見直しは、全く無意味である。革命家は、条例を自分勝手に解
釈し、反故にするため見直し・検証が行われず、条例を悪用して弾
圧をしてくるからである。
　結論として、前文・条文全てが、議会・行政を解体し、無法化、
無力化状態にして、国家解体を目指す為の詐言・中身のない空疎な
内容で、埋め尽くされており、読むに堪えない代物である。このよ
うな危険な原案は、直ちに、撤回・廃棄し、断じて制定してはなら
ない。

ご意見として承ります。

17

断固反対する。自治基本条例とは日本を切り売りして外国人からお
金と票をもらいたい民主党議員としてではなく、プロ市民として政
治に参加した方が手取り早いことに気付いた共産・社民などの弱小
政党がぞれそれの利害を持ち寄り、あたかも地方の自立が現在のト
レンドであり、それが素晴らしいことであるような幻想を善良な市
民に抱かせながら、その寝首を掻くという卑劣きわまるものであ
る。出雲市が住民投票資格者を「20歳以上の国民」として外国人を
除外したことは評価できるが、某団体の指摘がなければ果たしてど
うなっていたのか。そもそもこの危うさを市民は理解しているの
か。良くも悪くも市民全体がこれを議論し、自治基本条例がもたら
すであろう功罪を認識することが先決であると考える。

ご意見として承ります。

18

条例制定について反対である。高崎経済大学八木教授の講演を聴け
ば反対の理由がわかる。キーワード：反日勢力、左翼勢力、プロ市
民、カルト教団、参政権、市議会・議員の存在意義、自治総研、国
防、領土、県土竹島等

ご意見として承ります。
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項目 No. 意見内容 市の考え方

全般・
その他

19

努力義務を条例にする必要性を感じない。アンケートで７割もの方
が自治に関心があると分かったのであれば、あえて制定の必要はな
いと思う。既に意識が高いのではないか。出雲市住民、他市住民の
出雲市まちづくり基本条例の認知度がそこそこあるならまちづくり
にはこれで十分だと思う。住民（出雲市在住の日本人）軽視、出雲
市自体の軽視である自治基本条例の制定には大反対である。

ご意見として承ります。

20

条例制定に反対。地元住民、代表である議会議員の多くの方からの
願いからの制定作業ではなく、自治労本部の運動方針に基づく、地
元職員の活動の一環として条例制定作業が進められた経過がある。
市長としても、地元自治労との選挙公約でもあり、いろいろな立場
もあってのことである。また制定作業にあたっても懇話会メン
バー・指導される有識者・一部の担当職員等も自治労の運動方針寄
りの方に偏っている。ほんの一部の方たちの思いだけで制定するこ
とはよくない。正しい国家観をもった地元地域を愛するメンバーの
方々であってほしかったと思う。よって、現在の条例案について
は、細かい内容はともかくも、条例制定作業自体を中止・継続審議
を希望する。

ご意見として承ります。

21

日本の国土を守るため、出雲市民自治基本条例案の採決に当たって
は、左翼市民・極左議員の抗議などに屈することなく、市議会の皆
様には良識ある判断をしていただきたい。 さまざまな条例の元にな
るものは「憲法」であって、憲法には主権は「国民にある」と規定
されており、国民とは日本国籍を有している者となっている。各種
の条例などの採択に関わることができる有権者は、日本国民である
事が 優先でありかつ基本的条件である。ましてや出雲市という範
囲の自治基本条例であれば、出雲市民である事が 低の基本条件で
ある。他の自治体の住民とか外国人など論外である。日本人が何か
と比較対象に揚げるアメリカでは外国人への選挙権は認めていな
い。選挙権が欲しければ帰化という方法がある。竹島が指呼の位置
に在る出雲市でこの条例を採択すれば、全国の良識ある人びとに嘲
笑されることは明白である。

本条例に規定するまでもなく、本市のまちづくりに参
画している市民は多様であり、その意見を本市のまち
づくりの参考にすることは、本市の発展に必要な事項
と考えます。

22

条例の制定に反対である。市民のほとんどがこの条例の真意を理解
していない。国民主権と議会制民主主義の崩壊、地方から国の崩壊
を画策するたいへん危険な条例である。特に「条例の位置づけ」、
「市民」の定義においても疑問を感じる点ばかりで納得がいかな
い。また外国人参政権を遠まわしに容認し、いずれ議会内での対立
を始め市政の混乱を招く恐れ等もあり、断固この条例の成立は認め
ない。常設型住民投票制度導入の意義と必要性を「特定の市民」で
はなく、「より多くの一般市民」にわかりやすく説明すべきであ
る。

ご意見として承ります。

23
自治基本条例は反対である。外国人参政権を認めることになり危険
である。

ご意見として承ります。

24

「市民の市政参画」とは、「選挙によらない、市政への直接参加」
であり、「市政への直接参加」というからには「政治への参加」す
なわち「参政権（主権）」である。自治の基本理念である「市民が
主役のまちづくり」或いは「市民が主体となった自治」と述べてい
ることから、ここでも市民が主権者であることは裏付けられる。そ
の「市民」に外国人が含まれている以上、「外国人を主権者として
いる」ことにならざるを得ない。これは、明白な「国民主権の否
定」である。貴市は、自ら進んで、「国民主権を否定する」という
不名誉をなさるつもりか。

本条例に規定するまでもなく、本市のまちづくりに参
画している市民は多様であり、その意見を本市のまち
づくりの参考にすることは、本市の発展に必要な事項
と考えます。

25

自治基本条例は不要である。市長をはじめとする行政と議会に信頼
をおいている。それらの方が 善を尽くしてもらえるよう期待して
おり、それで十分である。何かあれば、今の状態の範囲内で行動を
起こせばよい。阿国座問題の時がそれを示している。もし、このよ
うな条例ができたとしても余程のことがない限り、普通の方たちは
無関心か、日常業務に時間を奪われて関与できない。そこで、いわ
ゆるプロ市民とか、特定の思想信条とか地域に属する人たちに利用
されがちになり、煩雑で不条理な光景が目撃されることになる。仮
に条例があるとして、住民の定義は外国人を含まず、日本国籍を持
ち選挙権のある人に限るべき。

地域の運営がその地域の市民の意思に基づいて行われ
るために、市民参画が求められていることは、まさに
地方分権など地方自治体における施策の実施において
欠くことのできない視点であり、本条例は、本市の自
治の実現に必要な基本的な事項を定めるものです。

26

「自分たちが住んでいる出雲市は、自分たちで責任をもって運営し
ていく」といいながら他市住民、外国人にまで市政に参加する権利
を与えるこの条例の内容は理解できない。

本条例に規定するまでもなく、本市のまちづくりに参
画している市民は多様であり、その意見を本市のまち
づくりの参考にすることは、本市の発展に必要な事項
と考えます。

27

ブームのように制定されていく「自治基本条例」に反対する。利権
団体・新左翼・反日活動団体が、簡単に地方行政に直接関与でき、
影響を与えることが出来る条例でしかない。

ご意見として承ります。

14 
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28

出雲市住民は税金を払って、多数の有権者の支持を得て当選した市
長・市議会議員と専従の市職員に、市行政と行政の執行を委託して
いる。比較的小さいとはいえ17万人規模の都市のまちづくりを、住
民が主役になってできるはずがない。「市民が主役のまちづくり」
などと実現不可能な幻想を振り撒くのは、他に隠された邪悪な意図
があるのではないか、と警戒するのが世間の大人の常識である。有
権者の支持を何ら受けていない、時間に余裕のある一部のプロ活動
家が「市民」を騙り僭称し、市政を牛耳る道を拓くことになってし
まう。なお、念のため付言すれば、地域の住民が自らの判断と責任
において地域の諸課題に取り組もうとすることを否定しているので
はない。しかし、地域住民は多様で相反する意見や利害を持つ場合
が多いので、原案は二元代表制を補完するとの名目で、直接民主制
の手法を取り入れるならば、声が大きく、うるさい一部の活動家の
意見のみを優先的に行政運営に鋭敏に反映させることになる恐れが
強い。公選の市長や議員はふさわしくないと有権者が判断した場合
には、次回の選挙で落とされ公職を奪われるが、プロ活動家は 初
から住民の支持を受けたわけでもないし、また市政への不当な介入
や間違いがあっても何ら責任を問われない。

本条例に定めるまでもなく、本市のまちづくりに参画
している市民は多様であり、その意見を本市のまちづ
くりの参考にすることは、本市の発展に必要な事項と
考えます。

29

普通の地域の住民は市政に関心はあるが忙しいため、選挙で選んだ
市長・議員や市職員を信頼して市政を任している。原案のような条
例は仕事で忙しい人・障がい者・介護や病気で出かけられない人な
どは置いてきぼりの条例である。暇な人・一定の思想を持つ人・市
政に関わりたい団体等、声の大きな人たちの考えが反映されること
になる条例である。弱者が切り捨てられている。人権差別であり、
人権侵害、そして議会無視である。
原案は他の制定された条例とほとんど同じになっている。何かレー
ルに乗せられているようだ。自民党パンフレット「チョット待
て！！”自治基本条例”」にその理論の危険性が解かれている。日
本国憲法に違反した条例を作ろうとしていることに気づいていただ
きたい。

本条例に定めるまでもなく、本市のまちづくりに参画
している市民は多様であり、その意見を本市のまちづ
くりの参考にすることは、本市の発展に必要な事項と
考えます。

30

いわゆる「自治基本条例」は、全国の市区町数1,742のうちごく一部
200余りでしか制定されていないことからも解るように、条例制定の
必要性も緊急性も乏しい。また、一旦制定されてしまうと市民のう
ちで時間などに余裕のあるごく一部の活動家（偏った考えをもつプ
ロ市民）によって不公平に市政が牛耳られ、財政が浸食されてしま
う危険性が大きい。公職選挙法に基づく選挙権を持つ住民による平
等な投票によって公平に選出された市長と市議会議員がそれぞれ市
政を執行し議決・監視する、という60年以上の長い歴史の重みを持
つ二元代表制による地方自治制度の根幹を揺るがす原案である。大
多数の温厚で物言わぬ出雲人気質が支配的な空気（サイレントマ
ジョリティー）の中では、一見カッコウのよさそうな「直接民主
制」導入によって、怪しげな「民意」を声高に主張する一部の団体
による行政への直接介入とそれらの団体へのムダな財政支援を招く
ことになるのは必至である。
いま一部で流行の兆しがある自治基本条例を制定すれば、市政が現
状と比べてうまくいくと思うのは幻想である。危険な条例制定は、
将来に大きな禍根を残し間違った先行事例として長く記録されるこ
とになる。
市長におかれては流行に阿ることなく、また自治労への誤った選挙
公約（マニフェスト）に縛られることなく、このたびの性急な出雲
市自治基本条例制定作業を勇気をもって速やかに中断願いたい。制
定の必要があるかどうかについては、今後とも各方面から幅広く意
見を聴きながら、もっと議論し引き続き検討していけばよい。

本条例には、直接民主制を導入するような内容は盛り
込まれていません。
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31

自治基本条例制定を推進する諸団体は、現在、小さな地域からその
勢力を拡大する意図をもって市民参加を唱えてはいるが、しかし、
もし一度そこで支配権を獲得したならば彼らが目指す方向へと市民
を動員するための大政翼賛会型の参画しか決して認めないであろ
う。象徴的なのは「出雲市自治基本条例（仮称）市民懇話会中間ま
とめ」の説明会が開かれたとき、PI（Public Involvement）つまり
住民を巻き込んで運動家の目指す方向へと洗脳していく、という用
語が用いられたことである。それらの団体は現在のところ「分権」
を唱えてはいるが、彼らが中枢の支配権を獲得するやいなや「集
権」へと看板を掛け替えてしまうことになるであろう。数十年前、
私たちはいわゆる革新自治体（美濃部知事の東京都、蜷川知事の京
都府、黒田知事の大阪府、飛鳥田市長の横浜市などのほか衛星都
市）での活力低下、財政悪化、職員労働組合や同和団体との癒着に
よる汚職腐敗といった惨状をみてきた。分権は是々非々で判断すべ
きものである。一時の流行ファッションに流されて、地方分権とい
うだけで中味を吟味せず納得してしまう空気には十二分に警戒が必
要である。財政力を始めとする基礎体力の弱い出雲市が地方分権を
唱道するのは、財政が豊かで効率性に勝る大都市への集中を後押し
することになり、不合理である。日本国土全体が調和のある発展を
していくためには、国家としての視点で考えることができる集権が
不可欠である。周辺諸国による領土の不法占拠・実効支配、領海・
領空侵犯、拉致問題、また核兵器による威嚇などの現実の脅威、そ
して経済競争の激化を直視する限り、いま第一に必要なことは国益
を見据えた中央集権の強化、国家主権の確立である。どうか日本の
国力を削ぐような地方分権の旗振りは止めていただきたい。総合力
の劣る弱い地方は分権によって、地方の切り捨てと大都市圏への富
の集中と集権を加速するという皮肉な結果に終わるであろう。な
お、蛇足ながら、身近な行政を地元の出雲市が自主的にかつ広く担
おうとすることが、間違いだと言っているのではない。

ご意見として承ります。

32

原案では、「日本国があってはじめて出雲市がある」という基本認
識・心構えが希薄な文章表現になっているため、出雲の行政はすべ
て出雲市住民の意思に基づいて決めるべきだとする視野の狭い地域
主義に陥る危険性を孕んでいる。地方行政は憲法第65条にいう国の
行政権の一部であり、地方公共団体は地方の自主性及び自立性を十
分に発揮するとしても、法律の範囲内で条例を制定することができ
ると憲法第94条に規定されているとおり、国家の統治権を軽視する
考え方は間違っている。地方公共団体の自治権は、国の行政を補足
するものである。

ご意見として承ります。

33

住民は、民主主義の学校ともいわれる地方自治についてもっと関心
を持ち、市長や議員の行動を必要に応じて評価する意思と能力を備
えることができるように努めるとともに、また、地方行政を日常的
に身近に感じることができるようにするための仕組みづくりが必要
である。しかしながら、それは直接民主制的な手法により国家を地
域から解体しようと意図する理論に基づく自治基本条例の制定では
ない。本条例原案が依拠する理論的背景は、筋が悪すぎる。

ご意見として承ります。

34

原案全体を見て、この条例設置の目的が住民投票の制度に主眼が置
かれているように感じられる。様々な問題がある中でやむを得ない
ことかと思うが、今は災害に強いまちづくりを進めていくことが
も肝要である。そのために住民のネットワークがより緊密になるよ
う、災害情報の伝達手段を住民すべてに周知徹底出来るよう、町内
会、自治会への加入を促進させることに力を入れて欲しい。

災害に強いまちづくりを進めることは重要なことと考
えており、原案に「第11.危機管理」の項目を設けて
います。具体的には施策を実施する段階で考慮する意
見とさせていただきます。

35

市民の代表である市長と市議会について、出雲市政をより良い方向
へ導くための正しい判断及びリーダーシップの発揮と責任は大変重
いものがある。

ご意見のとおりと考えます。

36
市長は市職員の提案力を開発し、優れた提案は市政に採用すべきで
ある。

具体的に施策を実施する段階で考慮する意見とさせて
いただきます。

37
公文書として文言修正が必要である。 ご意見を踏まえながら修正を検討します。

38

地域住民の意識として今回の条例の趣旨がどのように理解されるの
か。地域住民にとって難解であろう条例の原案であるため、地区別
の説明会を開催して理解を求めることへの課題がある。このような
条例などは第三者的立場に立って「無関心」となることが危惧され
るため、周到な計画と行政の対応をもって地域住民へ周知されるよ
う要請する。

原案については、全戸配付し、このパブリックコメン
トの外、地域協議会、自治協会、コミュニティセン
ター長会などでも説明会を行いました。

39

市民に条例の内容を説明する必要がある。コミュニティセンター、
公民館などに市長と担当者が出向いて説明することが肝要である。

原案については、全戸配付し、このパブリックコメン
トの外、地域協議会、自治協会、コミュニティセン
ター長会などでも説明会を行いました。

40

パブリックコメントでは市民の民意は集められないと思う。もっと
事前の直接説明を行ってから実施すべきである。

原案については、全戸配付し、このパブリックコメン
トの外、地域協議会、自治協会、コミュニティセン
ター長会などでも説明会を行いました。
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41

市民に他市住民、外国人を含むなら、毎年入れ替わる他市住民にも
この条例を徹底して周知させるための具体的な方法を記すべきであ
る。

ご意見として承ります。

42
条例原案が世間に知られておらず危険である。パブリックコメント
の提出期限が短すぎる。

ご意見として承ります。

43

市民懇話会や条例検討委員会の議事録からは、議会や町内会、情報
公開など、日頃市民が思っていることが率直に議論されていること
がわかるが、条例に反映されていないのではないか。

議論の全てを盛り込むことは困難ですが、集約して原
案に盛り込んでいます。

44

市民懇話会は公募であるが行政、議会を批判的に見る一部団体の人
に偏り公平を欠いている。市民懇話会には各界代表、職業別、市議
会議員、有識者等で構成すべきではないか。

市には各種団体の長や地域の代表者等により構成して
いる組織もありますが、市民懇話会は所属団体等に関
わらず、市民の立場で広く意見を頂くことを目的とし
て設置しました。

45

出雲市職員服務規程（職務基本条例）が必要である。出雲市も合併
により市職員も1613名となり自治基本条例を求めるように職員条例
があってよい。

原案とは直接関係ありませんが、ご意見として承りま
す。

46
市は消防士の事件を真摯に受け止め、経過を説明し市民に謝罪して
けじめをつけるべきだ。

原案とは直接関係ありませんが、ご意見として承りま
す。
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