
 

 

 

Ⅲ 資料偏 

 

（（（（資料一覧資料一覧資料一覧資料一覧）））） 

○自治基本条例のあり方研究会議の歩み○自治基本条例のあり方研究会議の歩み○自治基本条例のあり方研究会議の歩み○自治基本条例のあり方研究会議の歩み・・・・・・・・・・・・・Ｐ１・・・・・・・・・・・・・Ｐ１・・・・・・・・・・・・・Ｐ１・・・・・・・・・・・・・Ｐ１ 

○自治基本条例のあり方研究会議の議事録○自治基本条例のあり方研究会議の議事録○自治基本条例のあり方研究会議の議事録○自治基本条例のあり方研究会議の議事録・・・・・・・・・・・・Ｐ６・・・・・・・・・・・・Ｐ６・・・・・・・・・・・・Ｐ６・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

○○○○「市民活動団体」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換「市民活動団体」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換「市民活動団体」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換「市民活動団体」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換会会会会・・・Ｐ１０３・・・Ｐ１０３・・・Ｐ１０３・・・Ｐ１０３ 

・議事録 

・市民活動団体で取組む皆さんへのアンケート 

・パワーポイント資料 

○○○○「区長の皆さん」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換「区長の皆さん」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換「区長の皆さん」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換「区長の皆さん」と「自治基本条例のあり方研究会議」の意見交換会会会会・・・Ｐ１２２・・・Ｐ１２２・・・Ｐ１２２・・・Ｐ１２２ 

・議事録 

・区長の皆さんへのアンケート 

○市政モニターアンケート結果○市政モニターアンケート結果○市政モニターアンケート結果○市政モニターアンケート結果・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３４４４４ 

○○○○市民の皆さんへのアンケート市民の皆さんへのアンケート市民の皆さんへのアンケート市民の皆さんへのアンケート結果結果結果結果・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４５・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４５・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４５・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４５ 

○メンバーによる一言メッセージ○メンバーによる一言メッセージ○メンバーによる一言メッセージ○メンバーによる一言メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５０・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５０・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５０・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５０ 
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自治基本条例のあり方研究会議の歩み自治基本条例のあり方研究会議の歩み自治基本条例のあり方研究会議の歩み自治基本条例のあり方研究会議の歩み    

    

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度    

    

５月５月５月５月    １日１日１日１日        「広報こまき」、メンバー募集の記事掲載「広報こまき」、メンバー募集の記事掲載「広報こまき」、メンバー募集の記事掲載「広報こまき」、メンバー募集の記事掲載    

 ※２７人のメンバーが集まりました。 

 

７月１７日７月１７日７月１７日７月１７日        第１回研究会議第１回研究会議第１回研究会議第１回研究会議    

 ※委員を代表して、最初に申込みをした本田委員が、市長から任命書を受取りました。 

 ※研究会議のスケジュールなどを確認し、委員の自己紹介と想いの共有を図りました。 

 

８月８月８月８月    ４日４日４日４日        第２回研究会議第２回研究会議第２回研究会議第２回研究会議    

 ※四日市大学の岩崎教授による講義（いまなぜ、地域協議会か、自治基本条例か）を受けました。 

 

８月３０日８月３０日８月３０日８月３０日        第３回研究会議第３回研究会議第３回研究会議第３回研究会議    

 ※グループに分かれ、ワークショップで「小牧市をどんなまちにしたいか」を議論しました。 

 

９月１９日９月１９日９月１９日９月１９日        第４回研究会議第４回研究会議第４回研究会議第４回研究会議    

 ※市の市政戦略課職員から、小牧市総合計画について説明を受けました。 

 ※ワークショップで、総合計画の分野毎に、目標値を達成するための役割や活動を議論しました。 

 

９月２２日９月２２日９月２２日９月２２日    こまき地域づくりフォーラム２０１２こまき地域づくりフォーラム２０１２こまき地域づくりフォーラム２０１２こまき地域づくりフォーラム２０１２    

 ※会議のアドバイザー岩崎教授の講演を聞き理解を深めました。 

 

１０月１０月１０月１０月    ４日４日４日４日        第５回研究会議第５回研究会議第５回研究会議第５回研究会議    

 ※ワークショップで、先行事例からの「自治基本条例読み比べ」と「小牧市でこれからつくる自治

基本条例への期待」を行い、岩崎教授のアドバイスをいただきました。 

 

１１月１１月１１月１１月    １日１日１日１日        第６回研究会議第６回研究会議第６回研究会議第６回研究会議    

 ※「条例の目的」と「まちづくりの基本原則」について全体で討議しました。 

 ※２つの分科会（「市民・しくみ」と「議会・行政」）をつくり、正副リーダーが決まりました。 

 

１１月１９日１１月１９日１１月１９日１１月１９日        第７回研究会議第７回研究会議第７回研究会議第７回研究会議    

 ※元・一宮市自治基本条例(仮称)を考える会の会長から一宮市の事例を学びました。 

 ※「市民・しくみ」は市民の定義について議論しました。 

※「議会・行政」は岩崎教授を交え行政の役割と責務について議論しました。 

1
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１２月１８日１２月１８日１２月１８日１２月１８日        第８回研究会議第８回研究会議第８回研究会議第８回研究会議    

 ※「市民・しくみ」は、市民の権利と責務や高齢者、子ども、外国人の参加について議論しました。 

 ※「議会・行政」は、第９回研究会議で行う小牧市議会との意見交換会の準備をしました。また、

行政の役割や責務について議論しました。 

 

１月１月１月１月    ９日９日９日９日        自主勉強会（議会・行政分科会）自主勉強会（議会・行政分科会）自主勉強会（議会・行政分科会）自主勉強会（議会・行政分科会）    

 ※第９回研究会議で行う小牧市議会との意見交換会の準備をしました。 

 

１月１７日１月１７日１月１７日１月１７日        自主勉強会（市民・しくみ分科会）自主勉強会（市民・しくみ分科会）自主勉強会（市民・しくみ分科会）自主勉強会（市民・しくみ分科会）    

 ※市民の定義や市民の参加などについて議論しました。 

 

１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日        第第第第９９９９回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議    

 ※「市民・しくみ」は、地域内分権や区について議論しました。また、市長との意見交換会の準備

をしました。 

 ※「議会・行政」は、小牧市議会との意見交換会をしました。 

 

２月２月２月２月    ４日４日４日４日        自主勉強会（議会・行政分科会）自主勉強会（議会・行政分科会）自主勉強会（議会・行政分科会）自主勉強会（議会・行政分科会）    

 ※第１０回研究会議で行う市長との意見交換会の準備をしました。また、議会の責務や議員の役割

について議論しました。 

 

２月２月２月２月    ５日５日５日５日        自主勉強会（市民・しくみ分科会）自主勉強会（市民・しくみ分科会）自主勉強会（市民・しくみ分科会）自主勉強会（市民・しくみ分科会）    

 ※ＮＰＯ、協働、情報公開・共有について議論しました。 

 

２月１５日２月１５日２月１５日２月１５日        第１０回研究会議第１０回研究会議第１０回研究会議第１０回研究会議    

 ※両分科会の合同で、市長との意見交換会を行いました。 

 

３月１９日３月１９日３月１９日３月１９日        第１１回研究会議第１１回研究会議第１１回研究会議第１１回研究会議    

 ※両分科会とも、これまで議論されていない項目について議論を深めました。 

  「市民・しくみ」は、計画策定や住民投票などを議論しました。 

「議会・行政」は、財政運営や条例の法令体系における位置付けなどについて議論しました。 

※提言書作成プロジェクトチームを設置することが決まりました。 
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平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    

４月４月４月４月    １１１１日日日日    第１回提言書作成第１回提言書作成第１回提言書作成第１回提言書作成プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム会議会議会議会議    

 ※今後、研究会議(全体会議)で検討する提言書素案の作成を始めました。 

 

４４４４月１月１月１月１５５５５日日日日    第１第１第１第１２２２２回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議    

 ※第１回プロジェクトチーム会議を受け、素案の内容について検討しました。 

 

４月２４日４月２４日４月２４日４月２４日    第２回提言書作成第２回提言書作成第２回提言書作成第２回提言書作成プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム会議会議会議会議    

 ※第１２回研究会議を受け議論し、第１３回研究会議の準備をしました。 

 

５５５５月月月月    ７７７７日日日日    第１第１第１第１３３３３回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議    

 ※第２回プロジェクトチーム会議を受け、岩崎教授を交え素案の検討をしました。 

 

５月１１日５月１１日５月１１日５月１１日    市民活動団体との意見交換会市民活動団体との意見交換会市民活動団体との意見交換会市民活動団体との意見交換会    

 ※自主活動で、市民活動団体で取組まれる皆さんとの意見交換会を行いました。 

 

５月１５日５月１５日５月１５日５月１５日    区長の皆さんとの意見交換会区長の皆さんとの意見交換会区長の皆さんとの意見交換会区長の皆さんとの意見交換会    

 ※自主活動で、区長の皆さんとの意見交換会を行いました。 

 

５月２３日５月２３日５月２３日５月２３日    第３回提言書作成第３回提言書作成第３回提言書作成第３回提言書作成プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム会議会議会議会議    

 ※第１４回研究会議で行う市議会との意見交換会の準備をしました。 

 ※第１３回研究会議を受け、素案の検討をしました。 

 

５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日    第１第１第１第１４４４４回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議    

 ※前半は、小牧市議会との意見交換会をしました。 

 ※後半は、第３回プロジェクトチーム会議を受け、岩崎教授を交え素案の検討をしました。 

 

６月２４日６月２４日６月２４日６月２４日    第４回提言書作成第４回提言書作成第４回提言書作成第４回提言書作成プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム会議会議会議会議    

 ※これまでに行ったＰＩ活動でいただいた意見を踏まえ素案の検討をしました。 

 

７月２４日７月２４日７月２４日７月２４日    第１５回研究会議第１５回研究会議第１５回研究会議第１５回研究会議    

 ※提言書の最終案を確認しました。 

 ※最終案がまとまったところで、市長からメンバーへあいさつがありました。 
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８月８月８月８月    ５日５日５日５日    市長へ提言書の提出市長へ提言書の提出市長へ提言書の提出市長へ提言書の提出    

 ※リーダーとサブリーダーにより、提言書が市長に手渡されました。 

 

８月２４日８月２４日８月２４日８月２４日    こまき地域づくりフォーラム２０１３こまき地域づくりフォーラム２０１３こまき地域づくりフォーラム２０１３こまき地域づくりフォーラム２０１３    

 ※大規模な市民フォーラムにて、提言書の一部を紹介し、提出セレモニーが行われました。 

※岩崎教授の講演の中で、自治基本条例必要性についてお話がありました。 

 

 

 

※上記のほか、ＰＩ活動の一環として、メンバーによるアンケート調査が行われました。※上記のほか、ＰＩ活動の一環として、メンバーによるアンケート調査が行われました。※上記のほか、ＰＩ活動の一環として、メンバーによるアンケート調査が行われました。※上記のほか、ＰＩ活動の一環として、メンバーによるアンケート調査が行われました。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



自治基本条例のあり方研究会議の歩み 5555 / 5555 

 

（参考資料） 

 

 

広報こまき「平成２４年５月１日号」記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集記事によって、自治基本条例のあり方研究会議のメンバーが集まりました。 

 

  

 

 

 

本田 和巳 異儀田 治 

稲垣 憲明 伊藤 大悟 

長尾 茂 中野 康孝 

松田 敏弘 水野 雅尚 

杉原 昭男 中村 節子 

原田 めぐみ 藤吉 武史 

原 秀雄 平野 志津雄 

荒巻 章宏 山口 武彦 

苅谷 敏彦 菅間 和三郎 

坂東 益子 鵜飼 順 

伊藤 彰康 塚本 登 

松本 幸樹 出口 美紀 

高橋 稔 藤崎 明子 

尾本 昌弘 合計合計合計合計    ２７名２７名２７名２７名 

委員委員委員委員名簿名簿名簿名簿（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））    
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第 1回研究会議報告書 

日日日日    時時時時 平成 24 年 7 月 17 日（火）19:00～21:00 

場場場場    所所所所 小牧市役所 新庁舎 4 階 404 会議室 

参加者参加者参加者参加者 25 名 

 

■■■■第第第第 1111 回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

 この研究会議の趣旨を改めて確認しましょう 

委員の相互理解を深めつつ、小牧市のまちづくりへの個々の想いを共有しましょう 

 

 

１．任命書交付 

市長より、最初に申込書が届いた本田委員に、委員を代表して任命書が手渡されました。 

 

２．趣旨説明（市長）                         ※要約※要約※要約※要約    

○○○○地域地域地域地域のののの運営運営運営運営のルールをのルールをのルールをのルールを共有共有共有共有するするするする自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例    

小牧市では、時代の転換にあわせて、改革と創造により行政を推進しています。そのなかでも大きな

テーマとして、自治のあり方を見つめ直し、市民のみなさんと一緒に、あらためて考えてみようと提

案をしています。 

 私は、市長職を市民のみなさんから拝命し、行政組織を補助機関として、市政を執行しています。し

かし、その前提として自分たちの地域は、自分たちで運営していく、それが自治の原点だと思います。 

 自治基本条例は、私たちが地域をどのように運営していくか――どのように方向性を決定し、参画し、

協働していくか、そのルールを市民のみなさん、行政、議会で共有していくものであると思います。 

  

○○○○地域自地域自地域自地域自らがらがらがらが考考考考ええええ、、、、新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを生生生生みみみみ出出出出すすすす時代時代時代時代にににに    

なぜ、いま自治なのでしょうか。まず、地方分権を本格的にすすめないといけない時期に来ているこ

とが挙げられます。これまでの、国がひとつの方向を向いて、まちづくりのありかたを示してきた時

代とは違い、現代は非常に先行き不透明な時代です。これまで右肩上がりを前提として、欧米をモデ

ルにして地域づくりをしてきましたが、これからは、日本は世界に類をみない超高齢社会を迎えます。

確かなモデルがない時代には、多様な取り組みが必要です。地域社会のあり方を自らの頭で考えて、

新しいものを生みだしていかなくてはなりません。行政のみならず、企業や市民、市民団体が、切磋

琢磨しながら新しい挑戦をし、（失敗もあるかもしれませんが）成功をお互いに共有し成長していく

ような、分権型の社会システムが必要だと思っています。 

 

○○○○押押押押しししし付付付付けではなくけではなくけではなくけではなく、、、、役割分担役割分担役割分担役割分担をををを考考考考えなおすえなおすえなおすえなおす    

 自治の推進は、行政が本来やるべきことを市民に押し付けるという考えではありません。逆に、これ

まで、右肩上がりの時代には、家庭や隣近所、自治会などでやるべきことも、行政が引き受けてきた

部分もありました。それを今一度、どのくらいの範囲で自治、地域づくりをやっていくことが一番効

率的効果的なのか、考えなおしてみましょうということです。行政として取り組むことの選択と集中

が必要です。市民のみなさんの安心安全を守ることについては、もちろん行政がしっかりと取り組ん

でいきます。 
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○○○○地域総参加地域総参加地域総参加地域総参加・・・・当事者意識当事者意識当事者意識当事者意識をををを持持持持ってってってって地域地域地域地域をつくるをつくるをつくるをつくる    

小牧市の年齢階層別人口推計グラフを見てみましょう。全国の人口推計に比べると小牧のほうが、高

齢化の進み方は遅いです。しかし、ちょっと遅いだけで、5～6 年遅れて、全国と同じ状態になりま

す。今年の 6 月で高齢化率は 19.2％、5 人に 1 人弱が 65 歳以上です。あと、7～8 年で 25%を

超え、4 人に 1 人が高齢者という時代がやってきます。2035 年には、30%を超えます。 

 これからの社会でなにを目指すか、大事なことはいくつかありますが、高齢化に対応した地域のあり

方は非常に大きな柱となります。そのためにはもう一度、地域のみなさんが総参加で、この課題に対

し、当事者意識をもって助けあいの地域をつくっていく、そのことなくしては乗り越えられないと思

います。 

 

 以上のような背景のもと、小牧の歴史や文化を踏まえたうえで、「どんな自治基本条例がふさわしい

か。市民に自分たちのものだと受け入れられ、自分たちで地域をつくっていくための共通認識、ルー

ルとして考えていただけるような条例とはどのようなものか」それを話し合っていただくのが、この

研究会議です。ぜひみなさんの中で議論を盛り上げ、いいものをつくり上げていただきたいと思いま

す。 

 

３．研究会議の概要説明 

協働推進課より、別添資料１、２の内容について、説明がありました。 

資料資料資料資料１１１１：  ①条例制定についての背景 

     ②条例制定の趣旨 

     ③条例制定の意義・効果 

     ④検討組織  

       ・「自治基本条例のあり方研究会議」は、草案の基礎となる自治や協働のあり方につい

て研究を行うことを主目的とします。そのため、条文の作成にはこだわらず、ワーク

ショップや、多くの市民と共に考える活動【パブリックインボルブメント（＝街頭イ

ンタビュー、フォーラム、車座集会等】など、自主的かつ自由な発想による研究を行

い、その成果を「提言書」としてとりまとめます。 

・平成 25 年６月まで、15 回ほどの研究会議を行うことを予定しています。 

       ・上記の提言書を元に、「自治基本条例起草会議」を設置し、条例の草案を練ります。

この起草会議には、「あり方研究会議」メンバー数名も参画する予定です。 

     ⑤戦略的ＰＲ（広報広聴）について 

     ⑥検討スケジュール 

 

資料資料資料資料２２２２： 自治基本条例制定スケジュール 

 

そのそのそのその他他他他： ・検討状況を多くの市民に知ってもらう意図から、すべての会議を公開とします。また、毎

回検討状況を市ホームページに掲載し、写真等も交えて紹介します。 

     ・市の協働推進課が事務局となり、ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズが運営サポートを行

います。 
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４．自己紹介と想いの共有 

ファシリテーターの石井伸弘さんの進行により、お互いを知り合うワークショップを行いました。 

①初めての会議の緊張をほぐすため、「好きな季節は？」「行ってみたい海外の場所は？」といった仲間

さがしゲーム等をしました（（（（写真左写真左写真左写真左））））。 

②３つのグループに分かれ、「お名前」「あり方研究会議に対する期待・参加した動機」などを各自で簡

単に紙に書きだし、隣の人とペアになって自己紹介。その後、グループの他の人に対して、隣の人を

紹介する「他己紹介」をする形で、参加者同士の想いの共有を図りました（（（（写真右写真右写真右写真右））））。 

 「町内会に入らない人が増えてきたことが気になっている」「若い人の意見を聞ける・出せる場をつ

くりたい」等々、小牧のまちに対するさまざまな想いが語られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の進め方  

①第 2 回全体会 「自治基本条例の制定に向けたキックオフ勉強会」 

                  四日市大学総合政策学部 教授 岩崎恭典 先生 

８月４日（土） 午前 10 時から正午まで  小牧市役所 新庁舎４階 402 会議室 

 

②第 3 回目、第 4 回目について、皆さんのご都合をうかがったところ、土日よりも平日希望の方が多

かったので、その後の調整を経て、以下の日程で開催させていただきます。 

 ・第 3 回 ８月３０日（木）午後７時から  市役所旧本庁舎(小牧山側の庁舎)３階 第 7 会議室 

 ・第４回 ９月１９日（水）午後７時から   市役所新庁舎６階 601-2 会議室 

 

     次回に向けて 

     ２名ご欠席がありましたが、多様な年代・経験をお持ちの 27 名のメンバーが集い、あり方研究

会議がスタートしました。他己紹介で雰囲気も和み、活発な意見交換ができる場になりそうです。

次回の岩崎先生は、研究会議でも何回か助言に来ていただく予定ですが、明快で、興味をひかれ

る自治のお話をされる先生です！ 質疑応答の時間もありますので、質問も出してくださいね。 

第 1 回 ふりかえりシートより 

・緊張がほぐれ良い一回目だったと思います。 

・皆さまの市政に対する考え、理解が聞けて良かったです。 

・行政用語に惑わされない、市民の言葉で創り上げていきたいと思います。 
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第２回研究会議報告 

日日日日    時時時時 平成 24 年８月４日（土）10:00～12:00 

場場場場    所所所所 小牧市役所 新庁舎 4 階 402 会議室 

参加者参加者参加者参加者 19 名 

 

■■■■第第第第２２２２回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

 小牧市の現状と自治基本条例の必要性について、理解を深めましょう 

 

 

１．講義「いまなぜ、地域協議会か、自治基本条例か」 

講師 岩崎 恭典 先生（四日市大学総合政策学部教授）   ※要約 

「自治基本条例がなぜ必要か」「区があるのに、なぜ地域協議会が必要か」をテーマに、以下のような

講義がありました。 

 

１．人口減少と高齢社会を迎えて 

� 国勢調査をベースに考えると、2005 年の調査時点で、

日本の人口がピークに達しました。2010 年の調査結

果では、そこから 0.3%減少しています（外国籍、国

籍不明者を除く）。このことは、私たちがこれから迎

える、人口減少社会の入り口に立っていることを示し

ています。2050 年の予測人口は 9000 万人、これ

は 1950 年と同じ人口です。1 億人規模の人口を持つ国のうち、100 年間でこれほどの大変動を

経験する国は、日本がはじめてです。 

� 加えて、高齢化の問題があります。65 歳以上人口は、2005 年には 21%でした。2050 年には

35%を超えると予想されています。現役世代が増えない中で、高齢者だけ増えていくモデルです。 

� 小牧市では、人口が微増しています。しかし、国全体と比較するとやや進行が遅いだけで、確実に

人口減少、高齢社会を迎えます。 

� 2050 年は、今の 20 歳前後の若者が、60 歳を迎えるころです。この世代は生まれてから「失わ

れた 20 年」を生きてきた世代であり、「自分たちはいったいどのような社会で暮らしていくのか」

という不安を抱えています。こうした若者たちのためにも、社会のしくみ、あり方を、人口減少社

会に対応するものにしておくことは、私たち現役世代の役割ではないでしょうか。 

� また、今年（2012 年）、団塊の世代が 65 歳を迎え、統計上の「高齢者」の仲間入りをします。

今はまだ、お元気な方が多いですが、10 年後の 2022 年には 75 歳、つまり後期高齢者となりま

す。その時、地域の介護の仕組みは大丈夫でしょうか？ 大量の介護難民がでるかもしれません。

だから、これからの 10 年間で、地域で支え合う仕組みをつくっておかなくてはいけません。 
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２．「あれか、これか」の＜決め方＞を決める 

� 1969 年に設置された千葉県松戸市の「すぐやる課」に象徴されるように、働く世代が増え、税収

も確実に増えていく時代には、市役所は「あれもこれも」引き受けることができました。しかし、

現役世代人口は 1995 年にピークを迎え、以降は減少をつづけています。つまり、私たちが働く

ことによって収める税金の額も、95 年から下がり続けているのです。 

� これからの時代、市役所は「あれもこれも」引き受けることはできないと、きちんと宣言しなくて

はいけません。これからは「あれか、これか」です。が、「あれか、これか」を決めるのは、難し

い。ある仕事について、これからも市役所が担うのか、それとも住民にお返しをするのか、それは

時代の状況によって変わってきます。従って、「あれか、これか」の＜決め方＞を決めておく必要

があるのです。 

� 特に公務員に維持してもらわなくてはならないのは、セーフティネットです。つまり、みなさんが

これから考える自治基本条例は、「小牧のセーフティネットは何か？どのように維持していくの

か？」ということの、決め方を決めるのがひとつの目的であると、私は考えています。 

� これからは、人口増加、税収増加の時代とは違った、市役所の役割、市民の役割があるはずです。

そうした中で、これからの小牧市のあり方を決めるのが自治基本条例です。 

 

 

３．自治基本条例で決めること 

 

・市民の役割と責務 

・市役所の役割と責務 

・議会の役割と責務 

・市役所が担う仕事の決め方 

・現在ある市民参加の仕組みの一覧表 

・協働のあり方 

 

� 自治基本条例では、市民、市役所、議会それぞれの役割と責務を定め、市役所が担うべき仕事の決

め方を決めます。市民については、団体、企業、外国籍の方々などを、どのように位置づけるかの

議論が必要になるでしょう。 

� また、市役所の事業について、計画段階での市民参加の仕組みや、評価の段階での市民参加の仕組

みがあります。こうした参加の仕組みを、いちいち個別条例にあたらずにすむよう、一覧表を作成

します。そして、事業の実施段階における参加のしくみが「協働」です。協働のあり方も考えてい

かねばなりません。 
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４．市民にできること 

� いま市役所が引き受けている仕事について、次のようにわけて考えることができます。 

 

・狭域有効･･････狭い地域でなければ有効ではない仕事（介護保険事業など） 

・広域効率･･････広い地域でなければ効率的ではない仕事（保健制度など） 

 

� 狭域有効の仕事（公園管理、子育て、介護等）は、かつては地域で担ってきた仕事です。したがっ

て、今後は協働したり、あらためて市民が担うことのできるものです。 

� さらに、こうした仕事は、これからの時代では、例えば移送サービスのように、小金を稼ぐことが

でき、大きな生きがいを得ることもできます。団塊世代がこの仕事を担い、将来的には若い人の雇

用を生むところまで仕組みをつくっていただくことを期待しています。 

 

 

5．自治会と地域協議会 

� 狭域有効の仕事を市民が担うことで、地域で雇用を発生させ、次世代にその雇用を引き継ぐ。その

拠点となるのが地域協議会です。こう考えると、おのずから自治会との違いは明らかになります。

すなわち、ビジネスをするかどうか、という点です。 

� これまで自治会は無償で動いてきました。だから、市役所もずっと仕事をお願いしてきました。そ

のため自治会の仕事はどんどん増え、また無償だからと皆と負担を分け合おうと１年交替が多くな

り、そうした中で役員のなり手がいなくなるなど、衰退してしまいました。 

� これからは、地域の課題に取り組み、かつビジネスとなる仕事は地域協議会や、構成員である NPO

等が担います。ただし、それらは、自治会の仕事をきっかけとしてつくっていくものです。一方で、

防犯、防災など、無償でしかできない仕事は、これからも自治会が担っていくことになるでしょう。 

� 地域協議会が立ち上がっていくまでは大変かもしれませんが、その立ちあがりを支える役割を果た

すことができれば、長期的に見て自治会の仕事は楽になると思います。 

 

 

６．終わりに 

� 配布資料に、いくつか自治基本条例、地域協議会の事例を掲載しました。しかし、あくまでこれは

他都市の事例です。小牧には小牧流の自治基本条例があるはずです。そこは、地域の実情にあわせ

てぜひ自由に議論をしてください。ただし、背景に人口減少と高齢化が進む社会である状況があり、

それに向けて社会の仕組みを変えていかなければならない。これだけは忘れないようにしておいて

ください。 
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２．質疑応答  

Q1．．．．行政が担うべきセーフティネットについて、もう少し具体的なイメージを教えてください行政が担うべきセーフティネットについて、もう少し具体的なイメージを教えてください行政が担うべきセーフティネットについて、もう少し具体的なイメージを教えてください行政が担うべきセーフティネットについて、もう少し具体的なイメージを教えてください。。。。 

難しい質問です。例えば、3 年ほど前に、「年越し派遣村」というのが話題になりました。私たちは

税金を払うことで、最終的なセーフティネットとして生活保護を受けられるということを、自明のこと

だと思っていました。しかし、リーマンショックで職を失った派遣労働者（派遣会社のアパートに住ん

でいました）には住所を持たず、ネットカフェや路上で生活をする人達が増えました。本来ならば、生

活保護の対象となるはずなのに、申請要件に、定まった住所地が必要という項目があるために受けられ

なかったのです。セーフティネットを維持するならば、労働のあり方の変化に応じて、住所地の要件を

緩和し、生活保護を申請できるようにするのが市役所職員の役割です。ところが、日本に約 1800 の

基礎自治体がある中で、ネットカフェを住所地として認めたのは、埼玉県の蕨市だけでした。 

 「あれもこれも」何でも市役所でやっていたため、セーフティネットに大きな穴があいているのに気

づかず、雇用が切れた人を助けられない状態になっていた。だから「年越し派遣村」が必要だったのです。 

セーフティネットとしては、生活保護の仕組みをこれからも維持し続けること、介護保険の保険制度

を（どれだけお年寄りが増えても）維持し続けること、現役世代であれば、年金がきちんと支給される

ことなどが挙げられます。これらをきちんと維持し続けるためには、国や市役所が、地域の仕事をぜん

ぶ引き受けるという現状は、見直される必要があるのではないでしょうか。 

具体的な事例は、なかなか難しいですが、基本的には社会保障と年金ということになります。 

 

Ｑ２．住民がしてきた仕事を、住民に返すことについて、具体的に教えてください。これまで、しっかＱ２．住民がしてきた仕事を、住民に返すことについて、具体的に教えてください。これまで、しっかＱ２．住民がしてきた仕事を、住民に返すことについて、具体的に教えてください。これまで、しっかＱ２．住民がしてきた仕事を、住民に返すことについて、具体的に教えてください。これまで、しっか

り働いて税金を納めてきましたが、なぜり働いて税金を納めてきましたが、なぜり働いて税金を納めてきましたが、なぜり働いて税金を納めてきましたが、なぜ一千一千一千一千兆円を超える借金ができたのでしょうか。これにつ兆円を超える借金ができたのでしょうか。これにつ兆円を超える借金ができたのでしょうか。これにつ兆円を超える借金ができたのでしょうか。これにつ

いては国も無関心です。いては国も無関心です。いては国も無関心です。いては国も無関心です。 

1995 年以降、現役世代の減少に伴い、税収も減少しています。その一方で、もう一度景気を浮上さ

せるため、地方単独事業による公共事業を多く実施しました。地方単独事業は、事業実施のための借金

を、将来の市民にも負担をもとめるという形で行います。そうして、公共事業を多く実施すれば、もう

一度税収が上がるだろうと見込んでいたのですが、そうはならずに借金だけが増えた結果となりました。 

こうした状況をすぐ解決することはできません。しかし、地域社会でこれから暮らす人、年を取って

いく人はいるわけです。その人たちの安心安全を、一人か二人の雇用を発生させることで、守っていく

ことが絶対に必要です。ただちに借金はなくならないにしても、国としての存続は、それではかること

ができるのではないかと思います。 

 

Ｑ３．市民が担う仕事から、Ｑ３．市民が担う仕事から、Ｑ３．市民が担う仕事から、Ｑ３．市民が担う仕事から、雇用雇用雇用雇用を創出するための原資はどうするのですか。を創出するための原資はどうするのですか。を創出するための原資はどうするのですか。を創出するための原資はどうするのですか。 

これまで多くの自治体にかかわった経験からいうと、今の時点でも、お金は地域に流れてきています。

これまでの人口増・税収増の時代というのは、市役所の各課が、自分の課の仕事をお願いするための組

織を、地域の中につくってきた歴史です。たとえば福祉の担当課は、老人クラブの設立補助を出す、子

どもの担当は、子ども会に補助を出す、教育委員会はＰＴＡに補助を出す、危機管理の担当は防犯・防

災組織に補助を出す、という具合です。地域にはこのように、各課の縦割りで結構いろんな予算が流れ

てきています。 
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 以前、大阪市で地域協議会を検討する仕事に取り組んでいましたが、そのときに地域にでている各課

のお金を計算したところ、27 億円になることがわかりました。その 27 億円があれば、この地域は子

どもが多いから子どものために使おうとか、あの地域は高齢化が急速に進んでいるから地域で支え合う

仕組みを作ろうとか、いろいろな取り組みができます。地域に流れてくるお金を、自分たちで使い道を

決めて、使いやすいお金にしていけばよいのではないでしょうか。 

伊賀市では、今年から地域協議会が、市からの補助金を積立てることができるようになりました。画

期的なことです。地域協議会ができてから 7 年でようやく、そこまでいくことができました。 

そうした縦割りの補助金を、統合して使いやすくすれば、原資はあると思います。 

 

Ｑ４．Ｑ４．Ｑ４．Ｑ４．住民の多くに、受益は求めるけど負担は避けたいという考え方が広がってい住民の多くに、受益は求めるけど負担は避けたいという考え方が広がってい住民の多くに、受益は求めるけど負担は避けたいという考え方が広がってい住民の多くに、受益は求めるけど負担は避けたいという考え方が広がっていますますますます。また、。また、。また、。また、できるできるできるできる

人に任せるという人に任せるという人に任せるという人に任せるという無関心がひろがっている中で無関心がひろがっている中で無関心がひろがっている中で無関心がひろがっている中で、自主自立を前提とする取り組みが実現できる、自主自立を前提とする取り組みが実現できる、自主自立を前提とする取り組みが実現できる、自主自立を前提とする取り組みが実現できるのののの

でしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。 

本当にしんどい話だと思います。けれども、私たちは、人口減少・高齢化の時代にいます。これまで

とは違う市民の責務が、求められるのではないでしょうか。これからみなさんは、自治基本条例のあり

方を検討します。そのなかには、当然受益をもとめて負担を避けるという考え方の人がいて当たり前で

す。それでも、そういう人たちが、ちょっと身近なことに取り組めば、大きな力になると思っています。 

例えば、みなさんの家では、花を飾るときに、座敷から見えるように置いていますよね。その植木鉢

を、道路の側に向ける。そのくらいからはじめればいいと思います。 

道路から花が見えると、ご近所の人も、「きれいな花ですね」と言って、会話も増えていくでしょう。

花が見える道路が汚れていると、ではきれいにしようかという話もでてくるでしょう。そういう「小さ

な公」（とわたしは呼んでいます）を取り戻すことは、とても簡単な気がします。 

また、負担というのは金銭的な負担とは限りません。お金を出すのは惜しくても、少し道路を掃除す

るとか、そんな行為がいろいろなことにつながっていきます。 

例えば、最近は子どもをターゲットにした犯罪があります。だから、子どもの登下校を見守ろうとい

う動きはよくあります。それを特定の人、できる人にまかせてしまったら、たいへんです。なら、道路

を清掃する時間を、子どもの登下校にあわせればいい。お母さんの買い物の時間を、子どもの登下校に

あわせればいい。おじいちゃんは散歩の時間を、子どもの登下校にあわせればいい。 

みんなが少しずつできることをすることで、負担もかからずに、子どもの登下校の見守りと言うのは

できるようになるのです。 

いま挙げた話は、私が考えたことではありません。各地の事例を聞いていると、「なるほど、こうい

う方法があるのか」と思うことがたくさんあります。そういう知恵を、みんなで出し合うのが、地域の

協議会の第一歩ではないかと思います。 

 

Ｑ５．Ｑ５．Ｑ５．Ｑ５．小牧はスタートしたばかり小牧はスタートしたばかり小牧はスタートしたばかり小牧はスタートしたばかりですがですがですがですが、全国的にみて、全国的にみて、全国的にみて、全国的にみて、、、、他の自治体の進行状況はどうなっている他の自治体の進行状況はどうなっている他の自治体の進行状況はどうなっている他の自治体の進行状況はどうなっているのでのでのでので

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。 

先にも申し上げましたが、大阪市は去年まで一生懸命やっていました。それから私がこうした取り組

みにかかわり始めたのは、三重県の伊賀、千葉県の我孫子などからです。 

実は先週、ひさしぶりに我孫子市に伺って、当時の企画課の補佐だった方（いまでは担当部長ですが）

に会ってきました。スタートから 10 年以上たって、もう一度基本的な考え方を整理したいということ
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でした。どの地域でも試行錯誤ですが、始めたところはいろいろ工夫をして取り組んでいます。 

全国的に、こうした取り組みがはじまっているのは、人口が減っているという問題意識が認識され始

めたからだと考えています。（全国の例は）インターネットなどでたくさん調べることができます。し

かし、それにこだわる必要はまったくありません。小牧の地域性は他とは全然違うので、小牧には小牧

のルールをつくってください。 

 

Ｑ６．自治基本Ｑ６．自治基本Ｑ６．自治基本Ｑ６．自治基本条例は条例は条例は条例は、、、、地域協議会を地域協議会を地域協議会を地域協議会を定めるためのものでしょうか定めるためのものでしょうか定めるためのものでしょうか定めるためのものでしょうか。。。。    

地域協議会について定めることは、あくまでも一つのパーツにすぎないと思っています。講義のなか

で、自治基本条例に盛り込むことを解説しましたが、これから人口減少・高齢化がすすむ小牧市のため

の、小牧市民のための、小牧市役所のための、あるいは議会のための条例であればよいと思っています。 

狭域有効・広域効率の考え方でいけば、比較的市民が担いやすいのは狭域有効の仕事で、地域協議会

が主体となる部分でもあります。条例のなかでは、地域協議会に一章をあてる位で、よいのではないで

しょうか。 

 

Ｑ７．Ｑ７．Ｑ７．Ｑ７．自治会と、自治会と、自治会と、自治会と、地域協議会や地域協議会や地域協議会や地域協議会や NPO、企業、企業、企業、企業ととととの違いについて詳しくの違いについて詳しくの違いについて詳しくの違いについて詳しく解説してください。解説してください。解説してください。解説してください。 

 地域協議会では、地域に関係のある団体はぜんぶ集まって、議論をする必要があると思います。 

 企業も、地域に関心を持っています。地域のアンテナを高くすることが商売につながるからです。地

域の中で企業のイメージが悪ければ、当然商品が売れるわけがないので、地域社会の関係というのはと

ても気にしています。企業も地域の住民で、従業員のみなさんも地域の住民なんです。その地域の住民

のひとりとして、地域協議会にはぜひ参加して欲しいと思います。地域の課題を一緒に解決しましょう

という問いかけを、たぶん企業も待っていると思います。 

自治会は世帯が構成員です。地域協議会は、個人、団体、NPO、企業も包括して、個人と団体が組織

します。ですから、最初に地域協議会を立ち上げる、その発端をつくるのは自治会の大きな役割です。

けれど、地域協議会が、いろんな課題に取り組むようになったら、企業にできること、団体にできるこ

と、有志のグループにできることをすればいい。そうすると、自治会しかできないことは限られたこと

になり、自治会もぐっと楽になります。 

 

Ｑ８．地域協議会はどのようにつくるのでしょうか。Ｑ８．地域協議会はどのようにつくるのでしょうか。Ｑ８．地域協議会はどのようにつくるのでしょうか。Ｑ８．地域協議会はどのようにつくるのでしょうか。 

これはあくまで豊中の例ですが、最初に地域の「ラウンドテーブル」をつくりました。 

地域の中で、顔は知っているが何をしている人かよくわからないという人は、多いですよね。そうい

う人達に一度集まってもらい、地域の課題をどのように解決していくか、みんなでデータをみながら議

論する会議をつくるところからはじめえました。 

「ラウンドテーブル」とは「円卓会議」のことです。テーブルをロの字型などにすると、どうしても

上座がどこかという話になるので、上下関係を気にせずに話し合える会議です。 

そうやって、まずは互いのバックグラウンドを知り合うことは、非常に重要です。 
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第３回研究会議報告 

日日日日    時時時時  平成 24 年８月 30 日（火）19:00～21:00 

場場場場    所所所所  小牧市役所 本庁舎 ６階 601 会議室 

参加者参加者参加者参加者  25 名                 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 石井伸弘（ボランタリーネイバーズ主任研究員） 

 

■■■■第第第第３３３３回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

 委員各人が感じる小牧市の「いいところ」、「ここは変えたほうがいいところ」を共有し、 

小牧市に対する委員それぞれの現状認識、問題意識を共有しましょう。 

 

 

１．アイスブレーク 

リラックスした雰囲気で活発な会議ができるように、緊張を解く

ためのワークを２つ行いました。その後、誕生日順に並んだ列を元

に、４つにグループ分けを行い、以下の内容を行っていきました。 

 

 

 

２．研究会議の進行スケジュール素案について                         

 ファシリテーターより、今後の研究会議の進行スケジュールについて、以下のとおり解説されました。 

 

来年の６月までに自治基本条例のあり方を提言書にまとめていきます。15 回と回数が限られてい

ますが、どんな段階を経て、議論を進めていくかを、【資料１】を元に確認しておきましょう。おお

よそ３段階に分かれます。 

 

①１回目～４回目は、皆さんが「今考えていること」「どんな地域にしていきたいか」を出し合って、

それを実現するには、どんな自治の仕組みが必要なのかを考える段階です。 

②５回目からは、自治基本条例に必要とされる内容について考えていきます。11 回目までを今年度

中に行います。内、５回目・６回目は、他市町村の自治基本条例を参考にしたり、最も基本的な事

項である「市民」や「基本原則」について、岩崎先生に解説していただきながら、考えます。６回

目では、今後の議論の枠組みや分科会の構成を決めます。その後の７回目～10 回目は、分科会に

分かれて議論を進めます。 

・この第 2 段階の時期には、同時に PI（市民を巻き込む活動）を行います。どのように行うかも皆

さんで検討しながら、市民向けの情報提供や意見交換等を行っていきます。 

③来年度は、PI を行って気づいたことを反映させたり、全体を見渡しながら議論を整理しまとめてい

って、素案を完成し、市長に提出します。 

 

３．岩崎恭典先生の講義「いまなぜ、地域協議会か、自治基本条例か」の振り返り 

グループ毎に、8 月４日の岩崎恭典先生の講義を聞いて、「気づいたこと」「感じたこと」「考えさ

せられたこと」等を共有しました。    
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４．ワークショップ 「小牧市をどんなまちにしたいか」 

現状認識と問題意識を共有し、描いてみよう～ 

 

あり方研究会議の皆さんは、何かしら「こんなまちにしたい」という「想い」を持って集まっていら

っしゃいますが、一方で、自治基本条例は、地域をつくっていく「仕組み」について話し合っていく場

です。そこで、3 回目と４回目は、そうした皆さんの想いと、研究会で議論すべきテーマをすり合わせ

をすべく、第 3 回目は、「小牧市をどんなまちにしたいか」を３つのステップで考えてみました。 

  ①小牧市のここが好き！ 

②小牧市のここはもっとよくなったらいいのに･･。 

③理想の小牧はどんなまち？ 

 

 ※グループ毎に、①～③の順番に、以下の手順で話し合いを行いました。 

・個人の意見を付箋紙に書く  

・各人が書いたものを読み上げ、少しコメントを加えながら、模造紙に貼りつける 

   ・意見の近いものは、近くにまとめ、まとめたものにタイトルをつける 

   ・まとめながら、意見交換を行う。 

 

 ※各グループで話し合った内容が以下のように報告されました（以下、報告の概要）。 

 

 

 

 

１班 

 ①小牧市のここが好き！ ②小牧市の、ここはもっとよくなったらいいのに･･。 

・人と人との絆 

・道路が整備されている 

・スーパーが多い 

・水道の水がおいしい 

・医療が進んでいる（市民病院が充実している） 

・特産品をつくる（お土産に持っていけるもの） 

・交通網の整備（車以外の交通手段。地域によっては

バスが不便） 

・駅前の活性化 

・大型のアミューズメント施設の整備（人の集まる場

所がない） 

・個人医師同士の連携（面から見た医療が必要） 

・どちらにも出て来たのは、「人と人の絆が大切だ」ということ 

・ほどほどの大きさで「住みよい」が、中途半端で「住みにくい」。という双方の見方ができるそう。 
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２班 

 ①小牧市のここが好き！ ②小牧市の、ここはもっとよくなったらいいのに･･。 

・環境（緑が多い。田園風景、田畑。公園が多い。） 

・交通が便利（名古屋に近い。買い物に便利。空

港に近い） 

・中京圏における産業（産業の充実、企業が多い、

原発がないから安全） 

・結構知名度がある（小牧山など） 

・歴史文化（古墳・寺院） 

 

○交通について 

・巡回バスの本数を有料でもいいから増やす 

・車がなくても便利なように 

・道路を拡張して安全にする（車、自転車、歩行者そ

れぞれの視点が出た） 

○仕事について 

・高齢者でも働ける場所づくり 

・地元で働ける（農業など） 

○市民病院（健康指導、予防） 

○趣味の発表の場所が多様化し、活動が広がるとよい 

○観光（歴史アピール、新しいまつり） 

○緑の街並み 

・湖畔の公園？ 

・街路樹が美しい。 

○ゴミの不法投棄がない 

・一番話が集まったのは「仕事」。特に、高齢者が働くという点で、その「場づくり」についてと、働き

方「有償なのか、無償なのか」という点で白熱した。 

 

 

３班 

 ①小牧市のここが好き！ ②小牧市の、ここはもっとよくなったらいいのに･･。 

・住環境がよい（静かな町、自然が多い、適度

な人口密度） 

・安全・安心（地盤が固くて災害が少ない） 

・歴史（小牧城、小牧・長久手の戦い） 

・駅前だと、車は交通の便が良い 

 

・祭りをもっと地域に役立てたい（多くの住民に参

加してもらい交流の活性化。もっと、あいさつが

できるまちに） 

・美術館、図書館が地域にもっとあるとよい（歴史

をアピール） 

・桃花台では交通網を整備 

・高齢者が集まれる場所づくり 

・飲食できる店を増やす（みんなが集まり、交流 

 オンデマンドで居酒屋が巡れるように） 

・行政の効率化（市議会の機能、行政と住民の距離

が近づくように） 

・教育環境の整備（中学校間で合同の部活動） 

・住環境はある程度恵まれているが、地域の交流をもっと活発にしたいという意見が多く出た。 

・交通によっては、駅前と桃花台地域とでは、評価が全く異なった。 
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４班 

 ①小牧市のここが好き！ ②小牧市の、ここはもっとよくなったらいいのに･･。 

・交通の便がいい（高速道路が近い、道路が広く

て走りやすい） 

・公共交通（名古屋への便がよくなった） 

・まちが整備されている（緑が多い） 

・歴史が誇れる 

・医療・福祉が充実している（小牧市民病院など） 

・企業が多く若い人が多いので活気がある 

・買い物がしやすい（スーパーが多い） 

・スポーツが盛ん 

・公共交通の整備（桃花台から市街地が交通渋滞して

いるため市街地に出にくくなり、さびれてしまう） 

・観光地としてのまちづくり（歴史をアピール、無理

に歴史ではなく遊び心を持って小牧山を活用） 

・市民税を安くする。住民の数が増えることで活性化。 

・農業の充実（桃がおいしいので新しい品種を開発す

るなど） 

・国際化（留学生の受け入れ、外国人住民との関係） 

・区長制度（区の役割）をもっと分かりやすく 

・医療費を抑えて税金を下げる 

・あるべきまちの姿を皆で語り合って、都市像の柱があるといいなという話が出た。 

・区割りの大きさの問題、区の役割を明確にする等、区長制度についても議論が集まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の進め方  

    １１１１））））次回次回次回次回（（（（第第第第 4444 回回回回））））            

①日時： ９月１９日（水）19:00～  於：市役所本庁舎６階 601 会議室 

   ②内容：「総合計画」を理解し、計画実現にあたっての各主体の役割・必要な仕組みについて考

える。 

   ③資料：「第 6 次小牧市総合計画（概要版）」「第 6 次総合計画について、各施策の満足度指数・

重要度指数（＝重要度・満足度マトリクス）」 ⇒本日配布した資料を当日お持ちください。 

    ２２２２））））今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    

            ①①①①こまきこまきこまきこまき地域地域地域地域づくりフォーラムづくりフォーラムづくりフォーラムづくりフォーラム 2012201220122012    

    岩崎恭典先生講演「1,800 通りの自治のかたちを ～協働と自治基本条例の意義～」 

  9 月 22 日（土） 13:30～15:00／於：市民会館ホール（定員 1,000 名） 

    ａ：第 2 回目の研究会議のお話と重複があるかもしれませんが、小牧市の今後のまちづくりを

市民の皆さんと考える大事なフォーラムなので、ぜひご参加をお願いします。 

    ｂ：フォーラムで「あり方研究会」について紹介します。皆さんにも檀上にあがっていただけ
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ればと考えています（義務ではありません。遠慮される方はお知らせください）。9 月 19

日に、当日の出欠と檀上にあがられる人数の確認をします。また、どなたか１～２名、挨

拶をしていただく方を 19 日に決めます。 

②②②②第第第第５５５５回回回回：：：：10101010 月月月月４４４４日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、    ●●●●第第第第 6666 回回回回：：：：11111111 月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））        

いずれも 19:00～  市役所本庁舎 601 会議室 

 内容は、資料１参照。両回共、岩崎先生にアドバイスをいただきながら検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    次回に向けて 

      今回、話し合っていただいた内容は、本来ならば「総合計画」の策定で議論する内容ですが、

まちの理想形をある程度描いていないと、「そうしたまちにするためには、どんな仕組みが必

要か」という議論に展開していかない部分があるので、第 3 回目で取り上げました。次回は、

今日話し合った内容を実現するにあたっての、各主体の役割や仕組みについて検討します。 

 

 

 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・皆さんで意見を出し合ってまとめると、良く問題点がわかった。 

・普段考えていなかった、小牧のいいところ、あったらいいところを考えることができ、また、みん

なの意見も聞くことができてよかったと思います。 

・小牧のまちは大体よいと考えている人が多いことがわかった。 

・地域差があると感じました。私自身も他の地域のことがよくわかりません。 

・人のふれあい（絆づくりの）大切さを改めて感じました。 
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第 4 回研究会議報告 

日日日日    時時時時  平成 24 年 9 月 19 日（水）19:00～21:00 

場場場場    所所所所  小牧市役所 新庁舎 ６階 601 会議室 

参加者参加者参加者参加者  23 名                 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 石井伸弘（ボランタリーネイバーズ主任研究員） 

 

■■■■第第第第 4444 回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

「総合計画」を理解し、計画を実現するにあたっての各主体の役割・必要な仕組みについて議論し、自

治基本条例に盛り込むべき内容を考えます。 

 

１．アイスブレーク 

前回に引き続き、ゲームでグループわけを行いました。今回は、朝起きた時間順に並び、3 つのグルー

プにわかれました。 

 

 

２．小牧市の総合計画と市民のニーズを理解する                         

小牧市市政戦略課から、総合計画について説明がありました。 

 

(1)総合計画の概要 

 第 6 次小牧市総合計画は、平成 21～30 年度までの計画です。将来都市像として「人と緑 かがやく

創造のまち」を掲げ、「暮らしを守る」「暮らしを豊かにする」「暮らしを未来につなげる」の 3 つを基

本理念とする、小牧市の“まちづくりの指針”となる計画です。 

 将来都市像と基本理念のもと、5 つのまちづくりの目標があり、それぞれの目標について、戦略計画

（行政の各部署が連携・協力してプロジェクトを推進する）、分野別計画（行政の組織にあわせて基本

施策を推進する）があります。どちらの計画も、それぞれについて市民アンケート等の現状分析にもと

づいた目標値を定めています。 

 総合計画の推進にあたり、「協働によるまちづくり」と「効率的で効果的な行政運営」を行うものと

しています。 

 

(2)総合計画における市民参加 

 策定にあたり、市民意識調査、市民センター等での市民懇談会（市町も参加）のほか、市民団体の代

表に集まってもらい活動上の課題や関連施策についての意見をもらいました。また、公募市民による市

民まちづくり研究会では、テーマごとに議論をおこない、計画への提案をまとめました。 

 市民意識調査は、計画の進捗管理のため、毎年実施しています。特に、主要課題および基本施策につ

いては、満足度と重要度を数値化しており、この両方の得点が低い課題・施策については、本研究会の

議論でも取り上げていただければと思います。 

 

(3)自治基本条例とのかかわり 

 上述のように、総合計画には基本理念があります。また、自治基本条例でも、前文等で基本理念をう
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たっているところが多くあります。本市でも、自治基本条例と総合計画の理念の関係について、議論し

ていただければと思います。 

 以前は、地方自治法のなかで、全ての自治体が総合計画を策定することを定めていました。しかし、

国が一律に義務付けるのではなく、それぞれの自治体が自分たちの計画を定めていくという趣旨から、

昨年 8 月に、該当する条文が廃止になりました。他市では、自治基本条例のなかで、あらためて総合計

画の策定を定めているところもあります。本研究会でも、今後の小牧市における総合計画の位置付けに

ついて、議論をしていただければと思います。 

 

３．ワークショップ 「今後のまちづくりを実現するために、各主体の役割は？ 

           役割を果たすために必要になる仕組みとは？」 

 総合計画のなかから、議論する分野を選定し、目標値を達成するために、各主体がどのような役割を

担い、そのためにはどのような仕組みが必要かを話し合いました。 

 

 ○進め方 

・議論する分野を選び、総合計画の現状値と目標値を転記 

 ・目標を達成するための、各主体の役割分担値（％）を考える 

 ・目標を達成するために、各主体がどのような活動をすればいいかを、付せん紙に書き出し整理 

 ・各主体がよりよく動くために必要なことを考える。 

 

 ※各グループで話し合った内容が以下のように報告されました（以下、報告の概要）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人・家庭 

事業者 

自治会・NPO 市（行政） 

県・国 
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1 班 

１）分野：【市民生活】地域活動やボランティア活動に参加している市民の割合 

２）現状値：19.4% → 目標値：35% 

 

3）役割分担値グラフ 

個人・家庭 

40% 

自治会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO 

35% 

 

10% 

 

10% 

 

5% 

 

４）各主体の役割と、よりよく動くために必要なこと（抜粋・要約） 

①個人・家庭 地域の活動に参加する、挨拶・声かけをする 

②自治会・ボランティア団体・NPO 活動を広く知らせる、活動への参加を促す 

③事業者・農協・商工会議所 地域活動に参加する 

④市 団体の活動を把握する、資金面の協力をする 

⑤県・国 いい事例を集める 

よりよく動くために必要なこと 

・個人の意識の問題 

・市民の第一歩の行動 

・参加への声かけ 

個人の意識の問題である。第一歩を踏み出す行動ができるかできないか、それが市民生活をよくする

ことができるかできないかの分かれ目。 

 

2 班 

１）分野：【環境交通】ポイ捨てがないきれいなまちだと思う子どもの割合 

２）現状値：32.4% → 目標値：50% 

3）役割分担値グラフ 

個人・家庭 

20% 

自治会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO 

40% 

 

20% 

市 

20% 

 

４）各主体の役割と、よりよく動くために必要なこと（抜粋・要約） 

①個人・家庭 家庭で教育をする、近所の清掃をする 

②自治会・ボランティア団体・NPO 巡回し状況を把握する、清掃活動をする、PR をする 

③事業者・農協・商工会議所 事業所のまわりを清掃する、コンプライアンスを守る 

④市 条例で規制する、ポイ捨て禁止を PR する、環境整備する 

よりよく動くために必要なこと 

・行政と自治会が連携する 

・やる気のある人を発掘し、任せる 

・地域のリーダー、コミュニティのリーダーを市が養成する 

 

事業者・農協・商工会議所 

市 

県・国 

事業者・農協・商工会議所 
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3 班 

１）分野：【環境交通】ポイ捨てがないきれいなまちだと思う子どもの割合 

２）現状値：32.4% → 目標値：50% 

 

3）役割分担値グラフ 

個人・家庭 

50% 

 

20% 

 

15% 

市 

15% 

 

４）各主体の役割と、よりよく動くために必要なこと（抜粋・要約） 

①個人・家庭 ごみ処理の仕方を考える、親がごみを拾う 

②自治会・ボランティア団体・NPO ごみ拾い活動を行う、活動に参加する人を増やす 

③事業者・農協・商工会議所 社員への啓発をおこなう、近隣の清掃活動に参加する 

④市 学校で教育する、条例を制定する 

よりよく動くために必要なこと 

・親子で勉強、捨てないこころ、拾う行動 

 

○ファシリテーターのコメント 

最後の話し合いは難しかったと思います。しかし、みなさんが自治基本条例を考えるにあたり、一番

のポイントでもあります。というのも、各主体がやるべきことについては、わりと考えやすい。しかし、

これからみなさんが考えなくてはいけないのは「しくみ」です。 

それでも、キーワードらしきものは出てきました。「市民が一歩を踏み出す」とか「やる気のある人

を養成する」とかは、「しくみ」ではありません。しかし、「市民の自治やまちづくりに対する意欲を高

めていく事が必要である」、このことを、市民、NPO、市、議会が共通の目標として、まずもたないと

いけないということですね。 

それから、「行政と自治会の連携」。連携がもっと緊密になるようにしなくてはいけない。では、「緊密

になるとはどういう状態か？」、ということを考えていかなくてはいけません。 

 自治基本条例では、情報共有の原則や、各主体の役割などを定めていきます。それは、行政と自治会、

NPO 等の連携を、もっと深めていくには、何をしなくてはいけないかを定める条例だからです。 

 

  

自治会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO 

事業者・農協・商工会議所 
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５．諸連絡  

    1111））））今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    

            ①①①①第第第第 6666 回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議    

  日時：１１月１日（木）19:00～ 

  場所：本庁舎６階 ６０１会議室 

内容：「市民の概念、基本原則」「分科会テーマ・メンバーの決定」 

 

②②②②第第第第７７７７回研究会議回研究会議回研究会議回研究会議    

  日時：１１月１９日（月）19:00～ 

  場所：本庁舎６階 ６０１会議室 

 

③③③③第第第第８８８８回回回回研究会議研究会議研究会議研究会議    

  日時：１２月１８日（火）19:00～ 

  場所：本庁舎４階 ４０４会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    次回に向けて 

      しくみづくりの話は、少しむずかしく消化不良の感があったかもしれません。でも安心

してください。第 5 回は、他市の自治基本条例をよみくらべることで、どのようなしくみ

のあり方が考えられるのか、具体的に研究します。アドバイザーの岩崎先生も駆けつけて

くれます。今回、配布した 3 市の条例に目を通し、予習をしてきてください。 

 

 

 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・仕組みづくりのむずかしさがわかりました。 

・どれだけ周囲と連帯できるか考える事と組織づくり 

・少しずつ、個人・事業者・行政・NPO の役割やつながりを考えることができるようになった。 

・その方が生活してきた環境により、これからの市に対する考えが違う。重視する考え方がさまざま

で、議論豊富です。 
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第 5回研究会議報告 

日日日日    時時時時  平成 24 年 10 月 4 日（木）19:00～21:00 

場場場場    所所所所  小牧市役所 新庁舎 ６階 601 会議室 

参加者参加者参加者参加者  24 名 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者  6 名 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 石井伸弘（ボランタリーネイバーズ主任研究員） 

 

■■■■第第第第５５５５回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

前回までの会議で、皆さんの持つ「小牧市を良くしたい」という思いと、そのために必要な「自治の仕

組み」を議論し、理解を深めてきました。今回から、実際に先行して制定された自治基本条例を手がか

りに、具体的に自治の仕組みをどのようにすればよいかを議論し、自治基本条例のあり方を検討します。 

本日の全体会では、自治基本条例の先行事例から、自治基本条例が何を定めているかを理解し、小牧市

で必要な自治の仕組みを洗い出します。 

 

１．アドバイザーあいさつ（四日市大学総合政策学部 岩崎恭典教授） 

「先日のこまき地域づくりフォーラムでは、800 人の参加者の前で、自治基本条例の研究をしてい

ることを披露しました。とても多い、けれども、たかだか 800 人です。小牧市のまちづくり、市民の

暮らし方、行政組織のあり方の基本になるような、そんな条例をつくるためには、もっとたくさんの市

民の意見を聞きながら進めていく必要があると思います。 

そのためには、みなさんで、まずは普及広報のためにも原案をつくらなくてはなりません。限られた

時間ですが、思い切り議論をしてください。」 

 

2．ワークショップ「自治基本条例読み比べ」 

一宮市、岐阜市、伊賀市の 3 都市の自治基本条例を読み、それぞれどのような特徴があるのか、自治基

本条例にはどのような項目が盛り込まれるものなのかを、下記の視点から意見を出して話し合いました。 

・面白いと思った条文 

・共感できないなと思った条文 

・良く分からない条文 

 

(1)各グループの発表 

１１１１グループグループグループグループ    

・一宮と岐阜の文章はわかりやすい。 

・伊賀市は規制的な表現が多い. 

（「～なければならない」など） 

・何回見ても頭に入ってこない。 ⇒どこに向かって定められたものかわからないから？ 

・未来的、幸せになっていくと書いているが、そんな明るいことだけだろうか。 

・子どもの参加をもとめるのは面白い。（一宮） 

・外国人、未成年の参加についての決め方はどのようにするのかわからない。 

・各市とも、市民のなかに法人を入れているが、法人が個人と並列になるのかが疑問。 
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２２２２グループグループグループグループ    

・伊賀市は文章の中に具体化のイメージがある。 

・岐阜、一宮の例は抽象的で、これがあるからといって何が変わるのかがわからない。 

・岐阜、一宮は文章がわかりやすい。 

 

３３３３グループグループグループグループ    

○伊賀市 

・市長の権利が前面に出過ぎている。 

・住民自治協議会と、地域振興委員会の違いが、文面が難しくて理解できない 

・18 条の 3 項目が理解できない。 

○岐阜市 

・住民投票の対象に誰が入るのかがわからない 

・基本理念がわからない。 

○一宮市 

第 6 条「市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加しなければなりません。た

だし、その参加を強制されることがあってはなりません。」 ⇒強制なのか違うのかわからない。 

 

-------- 

質問 自治基本条例は、（これまでの話を聞いたところ）市役所の仕事の中で地域に任せていくものを

決めること、それに地域独自のまちづくりを打ち出すことを定めるものと考えていた。しかし、３市の

事例を読んでも、抽象的すぎて本当に実行できるものなのか？と思う。もっと具体的な表現があったほ

うがいいのではないか。 

 

(2)岩崎先生のコメント 

○○○○自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例をつくるをつくるをつくるをつくる意味意味意味意味    

� 条文も法律の一種なので、法律用語をそのまま使う。市民にとっては、難しいと思う。 

� しかし、少子高齢化が進む中で、小牧市の行政スタイル、あるいは市民と行政の関係が、いままで

とは違ってくるだろう。市民の責務、行政の役割、議会の役割を、あらためて規定するのが今回の

自治基本条例である。 

� 伊賀の条例では、４年を目途に見直し、改正を定めているが、８年間運用して 1 回しか改正してい

ない。つまり、条例違反をしていることになる。すると市民は、条例を根拠に、その点を指摘する

ことができる。 

� ただし、条例をそのように使うかどうかは、市民にゆだねられる。このことが、条例ができること

による最大のポイント。 

� また、第 16 条「市の執行機関は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手

続を公表し、意見を求めるよう努めるものとする。」とある。計画をつくる時、そのつくり方に対

してパブリックコメントを実施し、計画案をつくった段階でさらにパブリックコメントを行う、と

いう二段階方式であることを示している。 

� これは行政からするとものすごく手間がかかる。議論で揉めた部分だが、やはり、市民にとって重

要ではないかという判断で、改正されずに残った。 
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� つまり、自治基本条例ができることによって、徐々に、市民も市職員も「条文に則ってやろう」と

考え、条文をベースに動くようになっていく。その意味で、これからの小牧市のあり方や行政の道

しるべになるものだと思う。 

○○○○住民自治協議会住民自治協議会住民自治協議会住民自治協議会とととと地方振興委員会地方振興委員会地方振興委員会地方振興委員会    

� 伊賀市で協働の前提となるのが、住民自治協議会という組織。市の仕事のうち、住民が担ったほう

が効果的な仕事については、この組織が担う。だから、条例では住民自治協議会について、非常に

細かく書きこんでいる。 

� 住民自治協議会は、あくまで住民がつくるもの。だから、つくらない地域もある。しかし、行政は

公平公正に行政運営をしなくてはいけないので、住民自治協議会のあるなしで行政の関わり方に濃

淡ができるのはよくない。そこで、行政がつくることができる組織として地域振興委員会がある。 

○○○○自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例をををを根拠根拠根拠根拠にににに市市市市のののの仕事仕事仕事仕事をををを改善改善改善改善していくしていくしていくしていく    

� 伊賀市は、非常に細かいことが書かれた自治基本条例をつくったため、うまく使いこなせず、しょ

っちゅう条例違反をおこしている。しかし、そのたびに議会と市民から文句を言われ、改善をして

いくことができている。 

○○○○条文条文条文条文にににに盛盛盛盛りりりり込込込込めないことはめないことはめないことはめないことは解説文解説文解説文解説文にににに    

� 繰り返しになるが、条例を使うも使わないも市民にゆだねられる。だから、少しでも読みやすいも

のにしたいとか、「ですます」調がいいとかは、その通りだと思う。しかし、法律の表現になるの

で、「ですます」調では盛り込めない、意をつくせないこともでてくるだろう。 

� だから、多くの条例では、各条文についての解説文がつくことが多い。なぜこの条文を考えるに至

ったのか、ということを経緯や議論も含めて解説文のところで書いてはどうだろうか。 

 

 

3．ワークショップ「小牧市でこれからつくる自治基本条例への期待」 

他市の自治基本条例の例を踏まえて、これからつくる自治基本条例で実現したい事柄を、下記の 3 つの

視点から議論しました。 

①条例を作ることによって、小牧市がこうなる 

②条例に対して、自分としてこう関わりたい、行政が 

こう変わってほしい 

③条例のなかに、こういった項目を入れてみたい 

 

(1)各グループの発表 

１１１１グループグループグループグループ    

①①①①小牧市小牧市小牧市小牧市がこうなるがこうなるがこうなるがこうなる。。。。    

・定年退職を迎えた 60 ぐらいから 70 ぐらいまでの人が働きやすい環境ができたらいい。65 を過ぎ

ても社会との関わりや、お役立ちを目的にすることもできる。できるだけ、小牧が働きやすい場所で

あれば、活気のあるいきいきとした町になるのではないか。 

②②②②自分自分自分自分としてこうとしてこうとしてこうとしてこう関関関関わりたいわりたいわりたいわりたい、、、、行政行政行政行政がこうがこうがこうがこう変変変変わるわるわるわる、、、、③③③③こういったこういったこういったこういった項目項目項目項目をををを入入入入れてみたいれてみたいれてみたいれてみたい    

・「市民のため」であることはよく書かれているが、市民が自治基本条例の内容を理解し共有できるか

というとピンとこないと思う。条例の内容を理解してもらうために、啓蒙活動を推進し広めていくと

いう項目があればわかりやすいのではないか。 
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２２２２グループグループグループグループ    

①①①①小牧市小牧市小牧市小牧市がこうなるがこうなるがこうなるがこうなる    

・協働と市民参加がすすむ。 

②②②②自分自分自分自分としてこうとしてこうとしてこうとしてこう関関関関わりたいわりたいわりたいわりたい、、、、行政行政行政行政がこうがこうがこうがこう変変変変わるわるわるわる    

・小牧市は外国人が多いので、外国人もちゃんと同じように参加できるように。 

・子どもから老人までも大事にしてほしい。 

③③③③こういったこういったこういったこういった項目項目項目項目をををを入入入入れてみたいれてみたいれてみたいれてみたい 

・住民サービスなどにおける住民の責務。 

・決めた状況を適宜修正できる。 

・情報の公開（体裁を整えた公開ではなく一からの情報公開）。 

・（委員会等の）事務局自体の運営に市民を入れてほしい。 

 

３３３３グループグループグループグループ    

①①①①小牧市小牧市小牧市小牧市がこうなるがこうなるがこうなるがこうなる    

・行政のスリム化につながる。議員を減らす、市民参画による透明性の確保、そういったことで行政を

スリム化することにつながるのではないか。 

②②②②自分自分自分自分としてこうとしてこうとしてこうとしてこう関関関関わりたいわりたいわりたいわりたい、、、、行政行政行政行政がこうがこうがこうがこう変変変変わるわるわるわる    

・市と各地域のネットワーク。 

・身近な行政。 

・行政目線ではなく市民目線での関わり方、見える化につながっていってほしい。 

③③③③こういったこういったこういったこういった項目項目項目項目をををを入入入入れてみたいれてみたいれてみたいれてみたい    

・「生活密着」というキーワードになった。お年寄りの問題で、介護、バリアフリー、福祉の拡充など。 

・個人的な想いになるが、PTA では自分以外の誰かがやってくれたらいいという雰囲気があった。小

中学生の親ぐらいの人達が、意識を持つだけでもだいぶ変わっていくと思う。 

 

(3)岩崎先生のコメント 

○○○○PDCAPDCAPDCAPDCA にににに沿沿沿沿ってってってって市民市民市民市民のののの参加参加参加参加のののの仕方仕方仕方仕方をををを整理整理整理整理するするするする    

� 今後の人口減・高齢化が進む社会において、どのような参加の仕方があるかを PDCA に沿って一

度整理してみると良い。 

� そこで整理したことを進めるうえで、市民、行政、議会、それぞれにどのような責務があるか、書

き込んでいく必要がある。 

� これから法律をつくっていくことになるので、「市民目線」「見える化」という言葉は、おそらく定

義できない。こういう言葉を入れずにどう表現するのか。言葉を選んでいく作業も出てくるだろう。 

� 今日話したことが全部入るかどうかはわからないが、今述べたような形で議論をすすめていけば、

大きく抜けてしまう部分はないだろう。 

○○○○用語用語用語用語のののの定義定義定義定義からからからから入入入入らないらないらないらない    

� 条例をつくるにあたって「用語の定義」から入ると、それだけで議論が終わってしまい、本質的な

議論までたどりつかない。 

� そうした定義の部分は、市の職員がちゃんと検討をしてくれる。これから議論する上では、「この

テーブルではこういう言葉を使おう」という程度のローカルな定義でいいと思う。 

28



 

第 5 回研究会議議事録 5555 / 5555 

 

○○○○法人法人法人法人はははは市民市民市民市民かどうかについてかどうかについてかどうかについてかどうかについて    

� 「市民の中に法人を含むか含まないか」という話があった。これについては、含んでいるのが一般

的。市民の中には、例えばボランティア団体や、サークルや、企業などさまざまな団体がある。そ

ういう人達が、みんなで小牧をつくっているという観点からすると、市民の中に法人も入る。 

� ただし、何かを投票する際に法人に一票与えるかというと、他の条例でも慎重な言い回しをしてい

る。例えば、一宮では「市民投票」ではなく「住民投票」という言葉をつかっている。こうすると

地方自治法に規定されている「住民」に投票権が与えられることになるので、法人は含まれない。

伊賀では、「市民投票の原則」としているので、法人も一票持つと読めないこともないが、「実施に

必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に定める」というふうに検討の機会を譲っている。 

� 地域づくりにはさまざまな法人にも参加してほしい。その一方で、投票という具体的な権利の行使

をする際には、法人に一票与えるという解釈はできないようなかたちで、条文がつくられている。 

� 必ずしもここまで細かく検討する必要はないが、まちをつくっていくときには、法人も一緒に参加

してくださいねと幅広く構えておく必要があると思う。 

� ただし、権利を主張する時には、法人の権利と個人の権利は自ずと違うということも、少し頭の隅

に置いて議論をしてほしい。 

 

4．諸連絡  

1111））））次回次回次回次回（（（（第第第第 6666 回回回回））））    

①日時：11 月 1 日（木）19:00～ 於：新庁舎６階 601 会議室 

②内容：条例の目的・まちづくりの基本原則、分科会 

③資料：後日送付 

 

    ２２２２））））今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    

  ①懇親会 11 月 13 日（火）19:00～ 於：千年の宴 

②第 7 回 11 月 19 日（月）19:00～ 於：新庁舎６階 601 会議室 

③第 8 回 12 月 18 日（火）19:00～ 於：新庁舎４階 404 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    次回に向けて 

      今日、みなさんが挙げていただいた議論を、一度事務局で整理して、今後の議論の枠組

みを提案させていただきます。そのうえで、次回は条例の目的と自治の基本原則を話し合

うのと、分科会に分かれるための準備をします。 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・自治体ごとに条例の内容が違う事が理解できた 

・各市の自治基本条例が良く似ている（変化が無い） 

・時間の制限があり十分な討議ができていない。 

・小牧市の基本条例はむずかしい言葉から分かりやすい用語にしたいものです。 

・目的が大事だと思いますが、いかに認知して頂くかも大事にしていきたいです。 
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第 6回研究会議報告 

日日日日    時時時時  平成 24 年 11 月 1 日（木）19:00～21:00 

場場場場    所所所所  小牧市役所 新庁舎 ６階 601 会議室 

参加者参加者参加者参加者  22 名                 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者  4 名 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 石井伸弘（ボランタリーネイバーズ主任研究員） 

 

■■■■第第第第６６６６回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

先回の研究会で出された、自治基本条例への期待を今後議論する枠組みとして整理し、２つの分科会を

設置します。委員の皆さんは本日できる分科会のいずれかに所属していただき、今後、その分科会ごと

で条例項目をそれぞれ検討し、適宜全体会で共有しながら進めていくことになります。 

 

１．開会／趣旨説明 

アドバイザーの岩崎先生が、急用により、ご欠席となりました。 

ファシリテーターより、配布資料「条例項目案」をもとに、前回のふりかえりをしました。 

 

2．全体討議 条例の目的・まちづくりの基本原則 

 自治基本条例の最も基本的な条項である「条例の目的」と「まちづくりの基本原則」についての討議

です。各委員が、自分の話したい方のテーマにわかれ、他市の条文や、事務局が整理した論点をもとに

議論をしました。 

 

(1)条例の目的（1 グループ） 

� 「あるべきまちの実現」と「自治の推進」は、ステップの段

階の関係にあり、「あるべきまちの実現」が上位にあり、それ

に向けて「自治の推進」が絡んでくる。 

� あるべきまちとは、「子どもから高齢者までが、安全安心に豊

かな生活がおくれる環境である」と定義づけた。それを実現

するためには自治の推進が必要不可欠である。 

� 「あるべきまちづくり」と「自治の推進」の主体は何なのか。行政か？住民か？は、これから続け

て考えていきたい。 

� 住民が、すべてに関与すれば、他の市町村の条例にも載っている通り、権利と責務が発生するが、

その兼ね合いも今後の検討事項である。 

 

(2)条例の目的（2 グループ） 

� 読んでわかりやすいことを 1 番に挙げた。市民が読むにあたり、読んでわかりにくい条例はまずい

のではないか。 

� これを前提として、「安心・安全・快適・便利なまち」（補足をすると「安心して最期を迎えられる

まち」）の実現を目的とする。 

� 今まで勉強した中で、右肩下がり、少子高齢化といったこの先の不安、若い人たちもいずれ、期待

したまちにしていきたい漠然とした感じだが方向としてはこういう感じ。 
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� 持続発展可能な循環型の共生地域という意見も出た。開発という意味での発展ではなく、循環型（あ

る世代が高齢を迎えると、次の世代がまちに入ってくるような）の意味である。 

� 今述べたようなことは、総合計画の中にも同じようなことが書いてある。しかし、総合計画のほう

はスローガン的である。条例にすることによって、市民からの提案や協働がしやすくなる。 

� まちづくりや自治に関する課題は誰が出すか、という議論もあった。まちの課題には、言いにくい、

オープンにしたくない内容もある。今の自治の仕組みでは、市民から課題を出すことができないが、

自治基本条例をつくることにより、市民から課題を提案することができるようになる。 

 

(3)条例の目的（全体討論） 

� 地域の活性化が今一歩低調になっている原因は、現役世代の参加が無いから。現役世代をひっぱり

だす施策を、条例の中に盛り込んだらどうかという意見がでていた。 

 

○○○○ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーターのコメントのコメントのコメントのコメント    

� 条例の目的とは、「あるべきまちの姿」を定義し、それを実現するために権利と責務を定めるとい

うのが一般的な内容です。「あるべきまちの姿」について、話し合いの中で出てきたキーワードを

ならべていくという方法もあるし、逆にもっとシンプルにまとめる方法もあります。あるいは、ま

ったく書かずに前文などに入れ込んで、条例の項目としては、「市民の権利と責務を定める」との

み書くところもある。それは方法の問題なので、これから分科会で議論をしてください。 

� 現役世代を引っ張り出すしくみの話がでたが、それはしくみの話なので、目的というよりは条例の

本文の中に入るかどうかでしょう。 

 

(3)まちづくりの基本原則（グループ３） 

� 参加の原則・・・①目的は、参加することによって意識がかわること。②行政と市民のあいだで動

く人を育てる。 

� 住民自治の原則・・・①行政は一方通行ではなく、住民にも参加させる原則を持たせる。②区単位

で動いているから区長にもっと権限を与える。③市民の自主性の尊重：参加させて意識を持たせる

ことが一番大事。 

� 情報の共有・・・①行政、市民ともに情報を共有することにより、お互いの理解が得られる。②情

報は行政と市民で共有する。③インターネットの活用に行政は力をいれること。④行政の一方通行

ではなく、市民の情報が必要になってくる。 

� 協働の原則・・・①協働の意味を全市民に知らしめる。②協働というものがまだまだ市民に浸透し

ていない。③コミュニティー活動の連携と細分化を推進する。④各地区に点在するいろいろな行

事・まつりなどを盛り上げる。⑤行政からも支援が必要。 

� 補完性の原則・・・①弱者・障害者・高齢者は市民が守る。これはたいへんお金がかかることで、

行政にまかせるとすごくお金がかかる。近所の健常者が手助けをすれば、お金はかからない。②地

域資源を活かす。③行政は各区単位に人口割りで財政支援をする。④基金支援制度を確立する。 

� 全体としては協働の原則が一番大事、それにより参加の原則や住民自治の原則など、すべてがつな

がると思う。 
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(4)まちづくりの基本原則 

� 住民自治の原則・・・住民が、自ら参加して行政にかかわっていくことにより、住民自体の活力・

やる気を起こす。住民の幸せを実感できるまちづくり。住民が活動的というか躍動感のあるまちづ

くり、そういうまちをつくる。 

� 情報共有の原則・・・現在は広報などがあるが、自分から情報を探そうと思っても、なかなか見つ

からない。（行政が）何をやっているかわからない。それをいかに多くの人に伝えるか。一方通行

ではなく、市民からも意見が言えるシステムをつくれないか。いまあるシステムを利用するのも良

い。 

� 参加の原則・・・テーマ別に委員会を立ち上げて、参加したほうがいいのではないか。区がすでに

あるので、区と実際の委員会との違いはなんだろう？という意見が出た。 

� 協働の原則・・・ただ参加するのと協働との違いは、企画から参加すること。自分の意見が反映さ

れるとともに、責任も持たなくてはいけないことが重要。 

� 補完性の原則・・・得意不得意があるので得意分野をおこなうといい。 

� 全体的として、「無駄の少ない公平で効率的な地域社会をつくろう」ということが、まちづくりの

基本原則だと考えた。 

� ワークシートに挙げられた、5 つの原則以外が必要なのかどうか、議論ができなかったので、わか

らない。 

 

(5)まちづくりの基本原則（全体討論） 

○○○○ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーターのコメのコメのコメのコメントントントント    

� ワークシートの 5 つの原則は、他市でも多く取り入れら

れている、標準的な基本原則のセットです。 

� うち、補完性原理だけ、めずらしいですが、岩崎先生の

話の中によくでてきたので、みなさんの考え方をうかが

いました。 

� 発表にでてきた「無駄のない・・・」を原則としていう

と、「有効性の高いまちづくりの原則」や「効率的なまち

づくりの原則」という表現になるかと思います。こうしたものを入れるかどうかは分科会で議論し

てください。 

 

○○○○質疑質疑質疑質疑    

QQQQ．．．．「住民」と「市民」の違いは？ 市民とは、小牧市民の小牧が略された表現で、住民とはもう少し狭

い、町内や区の範囲で使う表現として考えていいのか。 

 

AAAA．．．．そうではない。一般的に「住民」は、自然人のこと、つまり住民票のある一票をもった人間を表し

ます。対して「市民」は、有権者じゃない人も含みます。法人・団体も含むのが一般的です。どこまで

市民と定めるのかは、議論のわかれるところです。たとえば、その市に以前住んでいた人、その市を好

きだと言っている人も、市民に含めるとしているところもあります。もうひとつ論点になるのは、在日

外国人や在勤・在学の方をどうするのかということです。最近の傾向としては、「市民」の幅をわりと

広くとらえることが多いです。 
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QQQQ．．．．（岐阜、一宮、伊賀の） 3 市の条例を読んでいて、「住民」と「市民」の使い分けがまぎらわしい。

住民自治の項目の中で「市民」と書いてある。両者がそんなに解離のある表現ならば、「市民」に統一

したほうがいいだろうと思うが。 

 

AAAA．．．．「読んでわかりやすいこと」を提案したグループがありましたが、 

そういう言葉の使い方も、分科会で議論をしていってください。 

 

 

 

3．正副座長・分科会リーダーの選出 

 事務局から下記の案を提案し、承認をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．分科会の設定 

 岩崎先生の提案を受けて、分科会を「市民・しくみ」分科会と「議会・行政」分科会にわけることを

事務局から提案し、承認いただきました。各委員の話したい分科会に所属してもらいました。 

分科会名 市民・しくみ分科会 議会・行政分科会 

リーダー 加藤めぐみさん 松本幸樹さん 

サブリーダー 尾本昌弘さん 松田敏弘さん 

委員 

(５０音順) 

異儀田治さん、苅谷敏彦さん、 

菅間和三郎さん、杉原昭男さん、 

塚本登さん、出口美紀さん、 

長尾茂さん、原秀雄さん、 

平野志津雄さん、水野雅尚さん、 

山口武彦さん 

荒巻章宏さん、伊藤彰康さん、 

伊藤大悟さん、稲垣憲明さん、 

鵜飼順さん、高橋稔さん、 

中野康孝さん、中村節子さん、 

坂東益子さん、藤崎明子さん、 

藤吉武史さん、本田和巳さん 

リーダー 

加藤さん 

リーダー 

松本さん 

サブリーダー 

尾本さん 

サブリーダー 

松田さん 

座長（二人） 

分科会① 分科会② 
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５．諸連絡  

(1)会議時間の延長について 

委員のみなさんから、議論をする時間が少ないとの意見をいただいているので、会議の開始終了を

18:45～21:15 とすることを、事務局より提案し、承認をいただきました。 

 

(2)今後の予定 

①第 7 回 11 月 19 日（月）18:45～21:15 小牧市役所新庁舎 6F 601 会議室 

②第 8 回 12 月 18 日（火）18:45～21:15 小牧市役所新庁舎 4F 404 会議室 

 

 

 

    次回に向けて 

     おつかれさまでした！次回以降は、しばらく分科会にわかれての開催となります。議論の

内容も、実際に自治の仕組みについて考える具体的な議論に入ります。これまでの議論の

中でわからないこと、消化不良なことがあれば事務局までお尋ねください。 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・必要なのは、消化不良の議論よりも、時間を惜しまず話し合いたい 

・具体的な内容の議論になり、楽しくなりました。 

・原則はたいへんむずかしいと思った 

・条例の策定目的に対して意見統一が難しかった。 

・コミュニケーションのベース（バックグラウンド）を整合させることは相当に難しい。 

しかし、これが出来ないと、真の議論にはならない。 
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第７回研究会議報告 

日日日日    時時時時  平成 24 年 11 月 19 日（月）18:45～21:15 

場場場場    所所所所  小牧市役所 新庁舎 ６階 601 会議室、４階 404 会議室 

参加者参加者参加者参加者  ２１名                 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者        １８名 

講講講講    師師師師  岩崎恭典先生（四日市大学教授） 

     元・一宮市自治基本条例（仮称）を考える会 会長 岩原吉治さん 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 石井伸弘（ボランタリーネイバーズ主任研究員）、太田黒周（同・研修／調査研究事業担当） 

 

■■■■第第第第７７７７回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

①自治基本条例の制定の過程から市民を巻き込んでいくための取り組み（PI）活動について、その意義

や実施上のポイントを一宮市の事例を学び、今後どのような取り組みができるかを検討する。 

②市民・しくみ分科会では「市民の定義」について、議会・行政分科会では、岩崎先生のレクチャーを

受け、「行政の役割と責務」について検討する。 

 

 

１．開会／趣旨説明 

ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明がありました。 

 その後、岩崎先生より、自治基本条例と総合計画の関係についての説明がありました。 

 

・総合計画と自治基本条例は、「目標」とそれを実現するための「手段・役割」の関係 

総合計画 

目標 

テーマ 

10 年後に小牧市がどのようなまちを目指すかについて定めたもの 

自治基本条例 

手段 

役割 

総合計画に定めた目標を実現するために、どのような手法を使えば

良いか、行政、議会、市民はどのような役割を果たせば良いかを定

めたもの。 

 

・分科会の議論で、経験や事例をもとに話すことがあると思います。具体的な話をするためには、たい

へん有効ですが、「小牧市を将来○○なまちにしたい」というのは、総合計画で検討する事項です。 

・自治基本条例は、「小牧市を将来○○なまちにしたい」を実現するための、行政、議会、市民の役割

と、しくみ、手法を定めるものです。 

 

２．ヒアリング 一宮市自治基本条例策定プロセスにおける PI 活動について  

元・一宮市自治基本条例（仮称）を考える会 会長 岩原吉治さん   ※要約 

 

 ※※※※PIPIPIPI：：：：パブリック・インボルブメントパブリック・インボルブメントパブリック・インボルブメントパブリック・インボルブメント 計画等の策定にあたり、広く市民の意見を聞

き、計画に反映する市民参加の手法。「案」をつくる段階からの参加、そして、

単なる意見表明に留まらず、市民相互の議論、合意形成までをも視野に入れて

いる点が特徴。 
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    (1)(1)(1)(1)    「考える会」に入ったきっかけ「考える会」に入ったきっかけ「考える会」に入ったきっかけ「考える会」に入ったきっかけ    

・私が「一宮市・自治基本条例（仮称）を考える会（以下、考える会）」に参加したきっかけは、メン

バーが集まらないと新聞報道で知ったことと、町内会の法人格取得の手続きをした経験があり、その

経験が何かつながるのではないかと思ったことがありました。 

・ですから、自治基本条例に対して特別な知識があったわけではない。あるのは「愛するまちを何とか

したい」という想いがあった位。普通で見れば「ちょっと変な人」だったというところでしょう。 

（２）（２）（２）（２）ＰＩ活動の意義についてＰＩ活動の意義についてＰＩ活動の意義についてＰＩ活動の意義について    

・考える会の皆さんも、まちへの想いが強い方々だと思いますが、推薦や信任を受けたわけではありま

せん。そして、提言書は一部の市民の声ではなく、市民の皆さんの気持ちを反映したものにすること

が大切です。そのために、「広く市民の声を聴き、共に参加してもらい、市民の声を代弁する」とい

うのが、PI 活動の意義なのです。 

・そうした提言書が作られれば、今後まちのために何かやろうという市民の皆さんの気持ちを起こして

いくことができます。提言書を、彫った木＝ただの木片ではなく、魂（費やした時間と汗）を込めて

仏像にしていくために、PI は不可欠なものです。 

（３）（３）（３）（３）ＰＩ活動の企画・運営についてＰＩ活動の企画・運営についてＰＩ活動の企画・運営についてＰＩ活動の企画・運営について    

・ＰＩ活動は、研究会議のようなヘッドワークよりも、「フットワーク」が大切になっていきます。ま

た“深く狭く”よりも“浅く広く”市民と接することが大事で、自分が知っている人だけではなく、

メンバーが知っているネットワークを相互に把握し、協力して出かけていくことが大切です。 

・一宮でも町内会の役員やボランティアグループに関わっている方などが多かったので、この時期にこ

んな集まりがあるという情報収集をしては、他の町内会総会、連区児童育成連絡協議会、公民館活動

（ヨガ、卓球）等、人がいるところに出かけて行きました。 

（（（（４４４４））））ＰＩ活動を行う上での留意点についてＰＩ活動を行う上での留意点についてＰＩ活動を行う上での留意点についてＰＩ活動を行う上での留意点について    

・出かけた先では、条例が必要な背景等を説明し、まちづくりの意義について共感を得るようにします。

同時にそこで出会った市民の声を「形にしていく」ことが重要だと考えました。一宮で「アンケート」

という手法を用いたのはそのためです。考える会の会議のたびに集めたアンケートを持ち寄り、メン

バーで手分けして集計もしました。みんなが集めたものは毎回 200 枚位あったでしょうか。このよ

うに集まってくると張り合いも出ます。確実に回収するために、なるべく手渡しで趣旨を説明しなが

ら行いました。 

・メンバーには、まちづくりの意義をわかりやすく、また熱い思いを持って伝えることが求められます。

同時に、押し付けになってはいけません。アンケートの結果をよいものにしようと恣意的になるので

はなく、「傾聴」の姿勢でのぞむことが大切です。 

（５）（５）（５）（５）ＰＩ活動のＰＩ活動のＰＩ活動のＰＩ活動の手応え・効果手応え・効果手応え・効果手応え・効果についてについてについてについて    

・出かけていくのは最初はおっかなびっくりで、２人一組にしたことで心強く感じました。しかし、や

っていく内に、行く所々で励まされ、自信と喜びが涌くようになりました。「仕組みはよくわからな

いけれど、こうした考え方は必要だと思っていた」という声が聞こえるにつれ、一般に「地域のこと

には関心が薄いのではないか･･･」と思っていた、自分たちの市民観も変わってきました。 

・実際のアンケート結果も「自分たちのまちは自分たちで良くしていこう」に対して９割の人が共感を

してくれました。さらに、回答をする際にも、まず趣旨や問を読まなければいけません。その作業を

通して回答者の意識を変えていく効果もあったと思います。 

・また、メンバー同士も、一緒に出かけたり集計作業をする中で、「同じ釜の飯を食った」ような仲間

意識も高まりました。 

・アンケート回収数は、2,833 枚でした。自治基本条例起草会議で必ず問われるのは、「どれだけの市

民の声を代弁しているか」という点です。数の解釈はいろいろあるかと思いますが、実際 PI 活動を
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経て、私たちの提言書は「市民の声を代弁したもの」だという自信が持てるようになりました。 

（６）皆さんへのメッセージ（６）皆さんへのメッセージ（６）皆さんへのメッセージ（６）皆さんへのメッセージ    

・一宮の「考える会」が活動したのは 2008 年度。少し時代が変わりました。特に、東日本大震災を

経験し、まちづくりの中で「眼に見えないもの」例えば、「他人に親切に接する心」「地域の絆」「郷

土への愛」といったものが、つくづく大切だと感じます。これからつくられる小牧市での提言書や条

例は、これらを踏まえて検討されることで、さらに素晴らしいものができると期待しています。 

 

■■■■質疑質疑質疑質疑応答応答応答応答    

QQQQ１１１１．．．．アンケートアンケートアンケートアンケートのののの回答回答回答回答をををを得得得得るるるるのにのにのにのに、、、、どのどのどのどの位位位位のののの時間時間時間時間がかかがかかがかかがかかりますかりますかりますかりますか。。。。    

AAAA    配る組織によって異なります。町内会の集まりではその場で集め

ますし、子供会の連絡協議会ではそこから方々に配ってもらうの

で１か月間位かかりました。配りっ放しにすると回収率が落ちる

ので、タイミングよく集めることが大切です。 

QQQQ２２２２．．．．タタタタウンウンウンウンミーティングミーティングミーティングミーティングのののの開催時期開催時期開催時期開催時期はははは、、、、骨子骨子骨子骨子がががが固固固固まったまったまったまった時期時期時期時期がよいのかがよいのかがよいのかがよいのか、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート集計集計集計集計がががが終終終終わったわったわったわった

頃頃頃頃がよいのでしょうかがよいのでしょうかがよいのでしょうかがよいのでしょうか。。。。説明説明説明説明するするするする際際際際のメンバーののメンバーののメンバーののメンバーの理解度理解度理解度理解度のののの醸成醸成醸成醸成のののの問題問題問題問題もあるともあるともあるともあると思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

AAAA    骨子が固まった後で反映できなくても意味がないし、たたき台がなくても困る。難しいところです。

活動の趣旨から言えば、これから提言をつくっていこうという時に、同じように市民の皆さんを誘

い込み声を聞くのがよいのではないかと私は思います。が、小牧市さんでの適切な時期を検討する

ことも重要ですね。 

ＱＱＱＱ３３３３．．．．自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例ができてができてができてができて、、、、何何何何がががが変変変変わったわったわったわったとととと感感感感じていますかじていますかじていますかじていますか。。。。    

ＡＡＡＡ 自分自身も最初は自治基本条例をつくって何が変わるんだろうと思いました。考える会の提言書の

後、策定委員会ができ、制定がされて２年ですが、これはという明快なものは思い当りません。し

かし、自治基本条例は、まちづくりの基本となるもので、徐々に皆さんに浸透してまちづくりの意

識がかわっていく意味を持つものです。意識が変わるのには時間がかかりますが、だから要らない

ということにはならないと思います。 

ＱＱＱＱ４４４４．．．．条例制定後条例制定後条例制定後条例制定後のののの市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知・・・・啓発啓発啓発啓発はどのようにされていますかはどのようにされていますかはどのようにされていますかはどのようにされていますか。。。。    

ＡＡＡＡ 市の広報にシリーズで、条例についての市民の声を集め、顔写真入りで紹介するコーナーを設けて

います。私の地区でも、町会長の役員会に取材に来てくれて掲載されました。市民への浸透・周知

はいまも図っているところです。 

岩崎先生； 伊賀市では、自治基本条例を平成 24 年７月改正した際、市のまとめた改正案に対し、２

回パブコメを行い、地域の説明会・意見交換会を行いました。この手順の中に、自治基本条例で示

された考え・仕組みが体現されています。改正案は 11 月１日に全戸配布しました。それでも、知

らない人がたくさんいて、地域を回り４回説明会をし、職員や地域団体役員への研修会もしていま

す。地域の役員の方は交替も頻繁なので、なかなか浸透しない感もありますが、自治基本条例をテ

キストとして啓発ができることもとても大切だと思います。 

 

3．小牧市自治基本条例のあり方研究会議におけるＰＩ活動案について （協働推進課） 

●ＰＩ活動は、大別して、「広聴」＝市民の声を聞き情報収集を行う活動と、「広報」＝作り上げた成果

について情報発信をしていく活動があります。今年度は「広聴」、来年度は「広報」をしていくこと

になります。 

①今年度の①今年度の①今年度の①今年度の広聴広聴広聴広聴活動について活動について活動について活動について    

・「市民・しくみ分科会」 ６地区の地区区長会、また、成人式の実行委員会におじゃまする形が考え
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られます。地区区長会は 60 代位、成人式は新成人なので老若両者の声を聞くことができます。また、

市民活動センターが実施する講座に出向いてアンケートすることも可能です。 

・「議会・行政分科会」 １月頃に市議会と意見交換会を行い、議会改革の目的・ねらい・進捗状況・

今後の市議会の役割等で意見交換する形が考えられます。行政については、市長との意見交換会も可

能です。市長との意見交換会は、「市民・しくみ分科会」を含め合同で持つことも考えられるでしょ

う。他にも、行政の方向性について話す場を設ける形も考えられます。 

②来年度の広報について②来年度の広報について②来年度の広報について②来年度の広報について    

・「市民・しくみ分科会」 ５月頃に小牧市の区長会で「まちづくり講演会」を開催します。岩崎先生

からご講演をいただいてから、できあがりつつある草案を説明し、意見をいただいてブラッシュアッ

プする機会が持てるかと思います。また、５～６月は、(特)こまき市民活動ネットワークの総会があ

り、たくさんの市民活動団体が集まるので、出向いて情報発信をすることもできるでしょう。 

・「議会・行政分科会」  草案を元に市議会と再度意見交換をすることが可能だと思います。 

 

※今回提示したものは、あくまでも事務局案です。実際のＰＩの対象・内容等は、今後各分科会のリー

ダー・サブリーダーと協議して素案をつくります。リーダーの方以外も、思いついたら事務局に連絡

していただければ検討材料の一つにさせていただきます。また、リーダーの方々にお声を届けていた

だければ幸いです。役員会でまとめた素案を、皆さんにお示しして、検討の上、ＰＩ計画を決めます。 

 

4．市民・しくみ分科会 

「市民の概念」をどの範囲にするかについて、話し合いました。 

■個別の項目に対するコメント■個別の項目に対するコメント■個別の項目に対するコメント■個別の項目に対するコメント    

項目 評価 コメント 

①市内に住所を持っている者 ○ ・市民＝住民として考えると①と⑨だけで良い。 

②市内に居住する者 ○  

③市内で就業する者 ○  

④市内で就学する者 ○  

⑤市内に事務所を有する法人 

その他の団体 

△ 

・法人や団体は個人の集合であり、団体そのものは意見を持

っていない。仮に市民に入れるにしても、自然人とは差別

化を図るべき。 

・法人や団体単位でも役割と責務を持つ。 

⑥市内で活動する法人 

その他の団体 

△ 

・東京に本社があって、営業所が小牧にあるような場合、小

牧の営業所のみが市民というのは無理がある。 

⑦市内で活動する者 

△ 

・市内でボランティア活動しているが、住所は他市という人

もいる。 

・住所をもってない人に条例を知らしめる必要があるのか。 

・他市町の市民に権利と責務が発生するのはおかしい。 

⑧利害関係を有する人や団体 × ・範囲が広すぎて不明確である。 

⑨納税者 

× 

・範囲が広すぎて不明確である。 

・何税を払っている者なのかわからない。 

 

 ⇒とりあえず①～⑥の意で、今後は使用することで合意に達した。 
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■全体に対するコメント■全体に対するコメント■全体に対するコメント■全体に対するコメント    

・自治基本条例を運営するという考え方で、市民の概念を決めない

と議論ができない。 

・条文に各内容として、⑦⑧⑨のような曖昧な表現は避けるべき。 

・市民の概念を幅広く取っておかないと、実際に条例を運用すると

きに、補足説明だらけになってしまう。 

・市民概念を定めるのであれば、人からなぜそのような範囲にした

のかと聞かれた時、明確に答えられないようでは困る。 

■岩崎先生のコメント■岩崎先生のコメント■岩崎先生のコメント■岩崎先生のコメント    

・これからの小牧をつくるのは「住民」だけか？ CSR 活動をする企業、まちづくりを行う団体を

考えた時に、住民以外に企業や団体なども含めた方がいいという議論がでてくるのは当然である。 

・小牧でまちづくりをする団体を考えた時に、市民の概念をできるだけ広く取ることは重要。 

・⑦を含めるかどうかという議論があったが、先程の議論では含めないと考える人が多かったので、

とりあえずは含めずに考えてみよう。 

・では、いま議論した（①～⑥を範囲とする）市民に、具体的にどのような参加の手法があるだろ

うか。 

・Plan に参加する市民、チェックに参加する市民はこれまでにもある。しかし、特にチェックにつ

いては、「住民」しか参加できないことが多い（監査請求など）。例えば、チェックの段階で団体

の意見をもらうルートをつくるかどうか。そうしたことをこれから議論してもらいたい。 

・そして、Do の部分への参加が、これまでなかったところなので、一番議論が必要な部分と思う。 

・また、高齢者、子ども、外国人等々の扱いについて、条例のなかで定めるかどうかも考えてほし

い。 

・特に、外国人については、参加を否定する意見が最近では多いが、納税者である人が市政に参加

できないのはおかしいと個人的には感じる。納税者という観点から議論してはどうか。 

・みなさんの生活経験に根ざしてご意見をだしていただき、右肩下がりの時代に必要な小牧のルー

ルを議論してほしい。 

・本日、市民の概念については、ある程度の合意が得られました。次回からは、次の項目の議論に

移って、最終的にもういちど市民の概念について議論すると良い。 

 

5．議会・行政分科会 

最初に岩崎先生より、本分科会における議論のポイントについて、説明していただきました。 

(1)(1)(1)(1)国の仕組みと地方自治体の仕組みの違い国の仕組みと地方自治体の仕組みの違い国の仕組みと地方自治体の仕組みの違い国の仕組みと地方自治体の仕組みの違い    

・国の仕組みと、地方自治体の仕組みは異なる。国は議院内閣制で、議員が首相を選ぶが、地方自治

体では、選挙によって、住民が直接首長を選挙で選ぶ。つまり、大統領制であり、アメリカと一緒。 

・仕組みが違うことを前提にすると、地方自治体で、議会と首長が対立するのは、前提である。これ

を機関対立主義といって、宿命として義務付けられているもの。国会のまねをしようとしても、根

本が違う。 

・議会は集団で議論する場。首長に対して、監査請求することもできるし、条例の制定も直接請求す

ることができる。 
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(2)(2)(2)(2)市民の権利は結構あるが・・・市民の権利は結構あるが・・・市民の権利は結構あるが・・・市民の権利は結構あるが・・・    

・市民と自治体が情報の共有をするためには、その前提として、情報が公開されていることが必要。 

・市民は情報公開を求めることができるし、首長もリコールできる。議員も選べる。しかし、持って

いる権利をほとんど使っていない。 

・市民の意向をどこまで首長・議会に反映できるかが問われている。 

・対立が宿命であるにもかかわらず、条例は議会で OK が必要であり、議会は市民から権限を委嘱

されている。 

(3)(3)(3)(3)議会についての議論のポイント議会についての議論のポイント議会についての議論のポイント議会についての議論のポイント    

・この分科会では、行政のことを主に議論する。議会はそれほど議論できるものではない。 

・ただし、現状に対する不平･不満・愚痴はどんどん言ってもらう場でいい。 

・それを受けて、市議会として、または首長として、どうであるべきかをまとめて、ぶつけていくこ

とが重要だ。 

・多くの自治体で、議会基本条例を作るところが増えている。だから何も言わなくていい、というも

のではなく、こんな仕組みがほしい、といったことはどんどんぶつける。 

・首長は見えやすい。しかし、議会は外から見えにくい。 

・市民の目からみて、議会の努力が足りない「かも」しれない。大事なことは、議会と意見交換をち

ゃんとしていくことだ。 

・したがって、この分科会のなかで、議会について、どこまで書くかは議論が分かれるだろう。 

・議会基本条例は北海道栗山町が最初にできた。伊賀市でも制定されているが、市のレベルでは全国

初めてだ。 

（（（（4444））））行政行政行政行政についての議論のポイントについての議論のポイントについての議論のポイントについての議論のポイント    

・自治体経営において、PDCA サイクルを入れる動きが増えている。 

・大事なことは、市役所は何をすべきか、何をしないのか、を明らかにすること。 

・PDCA をいれる、といったことが条例に入ってもいい。 

・事業仕分けを入れるという条例もあるくらい。（ただし、個人的には評価していないが） 

・現在でも、PLAN 段階での参加の仕組みはたくさんある。たとえば、アンケート、委員会、審議

会、パブリックコメントなどなど。ただ、やり方がばらばらであるので、これらの参加の仕組み

に関する一覧表を作るのも役割のひとつだろう。 

・伊賀市の条例では、18 条に「手続きを公表するべき」としている。これは結構すごいことで、つ

まり 2 段階のパブリックコメントが必要になる。これは時間がかかりすぎて、お勧めしない。補

助金の申請に間に合わない、などの弊害が結構ある。 

・この条文は努力義務ではあるが、市民はそれを認めない。合併という特別な条件があったための勇

み足だったと思う。 

・外部監査も条例制定当時は義務だったものを、改正で努力義務とした。これは、１０万人程度の自

治体がやるにはコストがかかりすぎるため。数千万かかってしまう。 

・自治基本条例は、行政を縛るものである。したがって、やりすぎると大変になる。 

・PDCA における CHECK の段階における手段もたくさんある。一番わかりやすいのは、選挙。 

・選挙におけるマニフェストは PLAN に対する検証可能性をもつもの。 

・選挙で一票を投票しない不利益は憲法によって、生じないこととなっている。 

・条例も、法律によって書いていないことは条例に書くことができる。 
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・問題は DO の部分。PLAN での参加はたくさんあるが、DO の参加がほとんどない。DO は協働

とも言い換えることができるが、条例では、どこまで協働を書き込むことができるかも重要なポ

イントになる。 

・行政が何でもできるわけではなくなったとき、「あれか」「これか」を判断しなければならないが、

その基準は何か。住民投票も選択肢のひとつである。 

・一方で、行政が市民に意見を求めて、いろいろなパブコメが出るようになった。普通の市民にとっ

ては、判断する機会が多くなればいいというものではなく、大変さが増えるという面もあって、

そのバランスをとることが求められるだろう。 

 

先生の講義を受けて、「市長」について議論をしました。 

 

■論点 

・小牧市の行政の長として、どのようなリーダーが望ましいか。 

・どのような役割を果たすべきか。 

・補佐職の設置が必要か。 

・多選禁止は必要か。 

・マニフェストを規定するか。 

 

(1) (1) (1) (1) 市長が市長が市長が市長が代代代代わって、実感する変化わって、実感する変化わって、実感する変化わって、実感する変化    

・市長が代わったら、市民病院の対応が良くなった。 

・市長が代わったからといって、何が変わったか、わからないこと

が多い。 

・役所で「ありがとう」と言われることが増えた。 

(2) (2) (2) (2) 市長の役割と責務市長の役割と責務市長の役割と責務市長の役割と責務    

・市長が代わっても、変わることと変わらないことがあるべき。 

・つまり、それは基本的なまちの姿である。 

・目指す方向は行政も議会も方向感が同じであるべき。 

・市長のビジョンに対して市民は 1 票を入れている。 

・市長はマニフェストを出しており、「どのようなまちであるべきか」の判断は市民がしている。 

・職員の評価基準を決めることが市長の役割だ。 

・人事評価が市長の役割として重要。 

・トップマネジメント（指示して、実行させて、責任を取ること）が出来ること。 

・リーダーシップ、カラーを出して欲しい。 

・役所を市民目線にすることが大事。 

・市長には、役所内部・外部を問わず、競争原理をいれて欲しい。 

(3) (3) (3) (3) 市長補佐職について市長補佐職について市長補佐職について市長補佐職について    

・若い市職員から、市長のやるべき細かいことを補佐できる職員が必要では。 

・市長は大きいビジョンを言うべき人。内部でも外部でも、補佐する職員はいるだろう。 

・ブレーン。 
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(4) (4) (4) (4) 多選禁止に関して多選禁止に関して多選禁止に関して多選禁止に関して    

・民間トップも最近はせいぜい 4 年くらい。 

・禁止すべきだとは思わないが、せいぜい 12 年が限度だろう。 

・長くなると行政組織内の人事が停滞する。それが一番問題だろう。 

・長くなると癒着も出てくる。 

・市民が市長をチェックしなければならない。市民の責任だ。 

(5) (5) (5) (5) 市長をチェックする仕組み市長をチェックする仕組み市長をチェックする仕組み市長をチェックする仕組み    

①タウンミーティング 

・タウンミーティングもあるが、発言するのは勇気もいる。 

・タウンミーティングもよいが、誰でも意見を言えるもっといい場がないか。 

②パブリックコメント 

・パブリックコメントは有効なのか。市民がコメントして、反映されることがあるのか。意味がある

のか、疑問である。 

・パブリックコメントに替わる、簡単でもっといい方法があればいい。 

③マニフェストを使った評価について 

・マニフェストの期間は明示して欲しい。 

・マニフェストの進捗・達成に対するチェックが必要。 

④大規模事業への評価 

・大きな事業をする際には議会・市民のチェックができるようにしておく。 

 

６．諸連絡  

((((1111))))今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

・第 8 回 12 月 18 日（火）18:45～21:15 小牧市役所 新庁舎 4F 404 会議室・402 会議室 

・第 9 回 1 月 21 日（月）18:45～21:15 小牧市役所 東庁舎 5F 大会議室 

(2)(2)(2)(2)分科会の自主開催について分科会の自主開催について分科会の自主開催について分科会の自主開催について    

・事務局も出来る限り参加していきます。 

 

 

 

    次回に向けて 

     いよいよ具体的な議論に突入しました。岩崎先生のお話にもありましたが、建設的な議論

にしていくには、一人ひとりがその時の論点や発言時間を気遣う必要があります。そのた

めにも、ぜひ宿題のシートを活用して、考えをまとめてみてください。 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・市民概念の定義だけで終わってしまった。 

しかしあれこれ多岐な意見交換ができてたいへん良かった。 

・意外に時間がかかりそうだと思った。 

・議論を分けると意見が出にくい部分がある。 

・市民の無関心が思ったよりなく、多くの人が自分の市のコトを思っているということに 

気付いたと、一宮の岩原さんの発表が印象に残った。 
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第８回研究会議報告 

日日日日    時時時時  平成 24 年 12 月 18 日（火）18:45～21:15 

場場場場    所所所所  小牧市役所 新庁舎 ４階 402 会議室、４階 404 会議室 

参加者参加者参加者参加者  ２０名                 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 太田黒 周（ボランタリーネイバーズ研修／調査研究事業担当）、 

三島知斗世（同・調査研究部長） 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者        ４名 

 

■■■■第第第第 8888 回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

①市民・しくみ分科会  「市民参加」「市民の権利と責務」「高齢者・子ども・外国人の参加」につい

て、自治基本条例に盛り込むべき内容を検討する。 

②議会・行政分科会  1 月 21 日に実施する「議会との意見交換」での質問内容を検討する。「行政

の役割と責務」「行政運営」「財政運営」について、自治基本条例に盛り込むべき内容を検討する。 

 

 

１．開会／趣旨説明 

ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明がありました。 

 

２．市民・しくみ分科会 

 ワークシートに沿って、検討すべき項目について、議論をしました。 

 

（（（（1111）市民参加）市民参加）市民参加）市民参加    

勉強会を経て議論をすることにし、今回は省略しました。 

 

（（（（2222）市民の権利・責務）市民の権利・責務）市民の権利・責務）市民の権利・責務    

①①①①市民市民市民市民のののの権利権利権利権利    

 

 

○議論されたこと 

� 知る権利については、「市民側の権利を定めるだけでは不足で、いかに市民に知ってもらうか

ということを行政に考えてほしい」という意見が出されました。 

� 「まちづくりに参加する」という表現が、「行政の取り組みに市民が参加する」という意味に

受けとれるので、そうではなく、市民がまちづくりの主体である旨を、きちんと規定しなくて

はいけないのではないかという意見が出ました。それに対し、まちづくりの主体は、市民だけ

ではなく、市・議会も入るのではないかという議論があり、まちづくりの主体について整理す

る必要性を確認しました。 

・まちづくりに参加する権利 

・まちづくりについて知る権利     を市民の権利として定める。 

・まちづくりについて学ぶ権利 
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②市民の責務 

 

 

○議論されたこと 

� 参加することを責務として入れることは必要だが、他市のような「参加しなければなりませ

ん」「努めなければなりません」等の、強制的な表現は、避けた方がいいという意見が出ま

した。 

� 「参加を強制されることはない」という部分は、必要ないのではないかという意見もありま

したが、市民の中には（病気等で）まちづくりへの参加ができない人もいるので、一言入れ

ておいた方がいい、という結論になりました。 

� 「まちづくりへ参加」という表現だと、個人が何かをつくらなくてはいけないという感じが

ある、そのような大げさなことではなくて、地域活動等に参加をすることだということがわ

かるようにしたい、という意見が出ました。 

� 参加の権利と責務があっても、参加の仕方がわからない市民が多いのではないかという問題

提起がありました。そのため、市の責務として、市民がまちづくりへ参加しやすいようにす

る旨の条文を入れる必要があることを確認しました。 

� 学ぶ権利に対して、学ぶ責務が必要かどうかの議論がありましたが、知る権利とセットで、

「興味・関心をもつ」責務としてまとめました。 

� 事業者に対して、環境に配慮する旨を責務として入れようという意見が出ました。しかし、

個別の施策にかかわることであり、また、「市民」概念のなかに事業者が含まれていること、

公共の利益や、公序良俗といった留意すべきことの規定によって回収できると考え、特には

入れないことにしました。 

 

（（（（3333）高齢者の参加）高齢者の参加）高齢者の参加）高齢者の参加    

□ 

○議論されたこと 

� 今後、高齢者の人数が増え、まちづくりの主体となることが予想されるので、積極的に規定

をしてはどうかという意見がありました。それに対し、高齢者でも元気な人とそうでない人

がいること、高齢者というくくり方が適当なのかという点、「現役」と思っている人が、年

齢に関係なくまちづくりに参加すればいいという議論があり、条文として規定する必要はな

いと結論しました。 

 

・条文として特に規定する必要はない。 

・市民は、まちづくりに参加するように努める。 

（ただし、） 

－まちづくりについての参加を強制されることはない。 

－参加しないことによって不利益を被ることはない。 

・まちづくりについて、興味・関心を持つように努める。 

・権利の行使にあたっては、公共の利益に配慮すること、公序良俗に反しないこと、まちづくり

の主体者としての自覚をもち、良識ある発言と行動をすることが求められる。 
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（（（（4444）子どもの参加）子どもの参加）子どもの参加）子どもの参加    

 

○議論されたこと 

� 高齢者と同じく、「市民」概念に含まれているとみて、特に規定しなくてもいいのではない

かという意見がでました。それに対し、子どもは自己の発言・行動の責任を果たせない存在

であるが、それでも小牧市の将来の担い手として、まちづくりに参加する権利があるのでは

ないか、という意見があり、条文を設けることに決まりました。 

� 自治基本条例が、「子どもを大切にする」まちづくりであるということを入れ、子どもに配

慮している姿勢を打ち出してはどうかという案が出ました。これについては、条文ではなく、

前文へ入れることを検討することで合意を得ました。 

 

（（（（5555）外国人の参加）外国人の参加）外国人の参加）外国人の参加    

 

（補足説明） 

・小牧市は、人口約 15 万人のうち 5～6％の割合で外国人が住んでいます。 

・外国人は、納税の義務はありますが、（地方自治法の規定により）選挙権は認められていません。 

○議論されたこと 

� 日本人と同じく納税義務を負いながら、まちづくりに関する権利を行使できないのはおかし

いとして、市民の概念のなかで含めることで合意を得ました。 

（住民投票の権利について） 

� 住民投票にかかる案件というのは、重大な案件であることが多いため、選挙権がある人（＝

地方自治法上の住民）だけにしておいたほうがいいという意見が出ました。これについては、

短期滞在の外国人についてはともかく、永住権をもっている外国人については、権利をみと

めてはいいのではないかという意見が出ました。 

� 外国人も住民投票の権利を持つことについて、理念としては賛成できるが、慎重に考えてい

くことが必要として、下記の論点が出されました。 

� 自治基本条例をつくったら、小牧市民全体に浸透させていくことが大切である。その時

に、現在の小牧市民の（外国人参政権に対する）受けとめ方を考えた時に、はたして理

念だけですすめてしまっていいのだろうか。 

� 現在は、外国人の割合が少ないから、住民投票権を持つことについては、一般論でいい

ことだと言える。しかし、10 年後、20 年後の将来を考えた時、外国人の数が増える

ことが予想される。現在、決めることが将来いい方にふれるのか、悪い方に触れるのか

は、考えて議論する必要がある。 

 

 

 

・市民の概念に、外国人も含まれている。そのため、市民と同じ権利・責務を有する。 

（ただし、住民投票の権利については、結論は出ず） 

・子どもたちに、まちづくりについて学ぶ機会を与える。 

 （誰が与えるのかについては、未議論） 
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※※※※勉強会について勉強会について勉強会について勉強会について    

自治のしくみが抽象的で考えにくい、分科会メンバーそれぞれの持っているイメージに違いがあって議

論がすすまない等の意見があったため、自主勉強会を開催することになりました。 

■ 日時：1 月 17 日（木）13:30～15:30  場所：東庁舎 2-3 会議室 

 

 

３．議会・行政分科会 

3333----1111    １月１月１月１月 21212121 日に実施する「議会との意見交換」に向けて、質問内容を検討し日に実施する「議会との意見交換」に向けて、質問内容を検討し日に実施する「議会との意見交換」に向けて、質問内容を検討し日に実施する「議会との意見交換」に向けて、質問内容を検討しました。ました。ました。ました。    

(1)(1)(1)(1)    市議会議員の役割・仕事についての考え方市議会議員の役割・仕事についての考え方市議会議員の役割・仕事についての考え方市議会議員の役割・仕事についての考え方    

・「地域住民のニーズの代弁」と「市全体の政策判断」のバランスのとり方をどのように考えているか。

（市議会議員は本来地域代表ではなく、市全体の視野で審議・立案する立場である。ただし、実際は

地域に根差して住民の声を聞き、それを市全体の視野を持って政策判断をしていく場面が多いと思わ

れる。両面のバランス・関係性をどのように捉えているのか） 

・本来の市政に関わる仕事と、国・県の選挙など付随する仕事とをどう線引き・関係づけているか。 

 

((((２２２２))))政策審議・提案の機能について政策審議・提案の機能について政策審議・提案の機能について政策審議・提案の機能について    

・議会からの政策立案・立法は、現在どの程度あるか。一般質問は政策立案に根ざした内容であると思

われるが、その中にどのように政策提案要素を含んでいるのか、市民には把握しづらい点があるので、

状況をお尋ねしたい。 

・上記と関連して、審議内容に関する市民への情報提供、その活用状況について実際はどのような状況

になっているか。 

・政策立案の役割を積極的に担っていけるような仕組み・環境等がどうなっているか。 

 （政策に練り上げる各種勉強会・委員会の仕組みがどうなっているか。政策研究に必要な費用・人的

資源が確保できる状況であるか。） 

・欧米のように生計上の職業を別に持ち、ボランティア性の高い、多様なバックグラウンドを有した議

員・議会のあり方について、どう思うか。 

・議員への資源配分を踏まえて、適正な議員定数についてどう考えているか。 

 

(3)(3)(3)(3)    政策立案・審議・推進・評価のサイクルについて政策立案・審議・推進・評価のサイクルについて政策立案・審議・推進・評価のサイクルについて政策立案・審議・推進・評価のサイクルについて    

◎「ニーズの把握」→「政策立案」→推進→「評価」→「市民へのフィードバック」のシステムがどの

ように行われているのか。 

・「ニーズの把握」･･･市民からの声・ニーズを把握する機会をどのように持っているか（市民側から見

ると、選挙時以外は、声が届いているのか不安に感じる点もある） 

・「政策立案」･･･「討論型議会」の性質を高めていくことが重要だと思うが、この点について小牧市の

実態をどのように感じているか。今後、どんな仕組み・議会運営が必要だと思うか。 

・「評価」･･･公約の実現について、誰がどのように評価する仕組みがあるか。また実際にどう行われて

いるのか。 

・「市民へのフィードバック」･･･評価までの一連の内容について、市民にどのような機会・仕組みで情

報提供されているか。ホームページだけでなく、多様な市民層に確実に届く仕組みになっているか。

→情報を踏まえて、議会を市民がチェックできる仕組みが実質的に小牧で整っているのか。 
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3333----２２２２    「行政」の役割・運営等に向けて検討し、「行政」の役割・運営等に向けて検討し、「行政」の役割・運営等に向けて検討し、「行政」の役割・運営等に向けて検討し、以下のような発言が出されました。以下のような発言が出されました。以下のような発言が出されました。以下のような発言が出されました。    

（１）行政の役割・責務（１）行政の役割・責務（１）行政の役割・責務（１）行政の役割・責務    

①①①①執行機関が提供する行政サービス執行機関が提供する行政サービス執行機関が提供する行政サービス執行機関が提供する行政サービスは、どのようなは、どのようなは、どのようなは、どのようなものが望ましいのかものが望ましいのかものが望ましいのかものが望ましいのか    （基本原則）（基本原則）（基本原則）（基本原則）    

・公平・公正の原則に基づいたサービス。 

・行政が直接提供する形だけではないが、最終的に適正に提供できるように行政が調整・決断した上で

サービスが提供される。 

・費用対効果が望めないが、市民生活に大切で必要とされるものを提供する。 

・行政サービスの量的な整理を行い、その分、質の高いサービスを提供することが求められる。 

・市民の立場に立って行政サービスを提供すべきである。 

・効率的に仕事を進める必要がある。 

          

②行政サービスで②行政サービスで②行政サービスで②行政サービスで改善点改善点改善点改善点を望むこと。欠けていること。を望むこと。欠けていること。を望むこと。欠けていること。を望むこと。欠けていること。    

・広報がわかりにくい。（行事情報はわかりやすいが） 

・利用者本位の事務の工夫が不足している（昼休み時の対応。足を何度も運ばなければならない等） 

・通り一遍・形式的な対応ではなく、周辺情報を提供する等、「物事が解決する対応」をしてほしい。 

    

③執行機関と市民と、どのような③執行機関と市民と、どのような③執行機関と市民と、どのような③執行機関と市民と、どのような役割分担役割分担役割分担役割分担がありうるか。がありうるか。がありうるか。がありうるか。    

・市民が役割を持つことで行政がスリム化できることを考えるべき。 

・民間委託をどこまで市民が望んでいるか現状を知ると共に、行政頼みにしない市民の意識改革も

進めるべきである。 

・受身の市民が多い中、負担が一部の人に限定される現実はあるが、最初から市民が受け持つこと

が無理だと判断せず、「市民でできることをどうするか」を考える姿勢を持つべき。昔市民が行

ってきたことは、市民の役割になるよう整理することが必要 

・受け持つ際には、楽しく進め、仲間が集まってくる・広がるように声かけする側の努力・工夫も

必要である。これを行うことで、行政サービスを市民に委譲することが、「財政軽減」だけでな

く、「地域の絆」「住民のやりがい」「住民としての誇り」につながっていく。 

・同時に、行政にはそれに取り組む自治区に対するバックアップを行うべきである。その場合、バ

ックアップの内容は、資金支援とは限らず、広報手段により、評価・認知を図っていくことが住

民の意識浸透のために望まれる。 

・上記にあがった資金支援については、地域事情を踏まえた判断が必要とされる。例えば、公園の

掃除は、市民が担うことが進んでいく領域だが、行政が「補助金」で少し支援をすべきか、全く

自立的にやれるかは現状では地域の状況によって異なる（それを担って財源としている団体もあ

るため）。 

（（（（２２２２）行政）行政）行政）行政運営運営運営運営    

①執行機関としての役割を果たすために、どのような組織編成①執行機関としての役割を果たすために、どのような組織編成①執行機関としての役割を果たすために、どのような組織編成①執行機関としての役割を果たすために、どのような組織編成であることが望ましいか。であることが望ましいか。であることが望ましいか。であることが望ましいか。    

・仕事量に対する適正な人員配置になっているか。見直しの機会があるべき。 

・今後の社会的なトレンドを見据えて中期の見通しを持ち、従来の縦割りの業務を超えた串刺しの発想

を備えたビジョンを持って、組織編成・組織運営にあたるべき。 

・課題を謙虚に受けとめ、改善していける組織にすることが重要である。さらに、今日は「変化に対応

できる組織はどういうものか」が問われる。これが考えられる仕組みにしていくことを、提言に含め

ていく。また、この刷新がなければ、抜本的な財政改革もできない。 
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②どのようなタイミングで組織の見直しをすべきか。②どのようなタイミングで組織の見直しをすべきか。②どのようなタイミングで組織の見直しをすべきか。②どのようなタイミングで組織の見直しをすべきか。        

・行政評価によって、適正な人事配置になっているかどうかをチェックし、見直しを行うべき。 

・それが可能になるように「サービスの指標を目標化」することが必要。それに個々の職員の「意識・

精神」が備わった時に、行政サービスの質の向上が生まれる。 

・評価については、市民が行政サービスについてしっかり理解した上で、市民側からチェックをするこ

とができ、改善していける仕組みが必要である。 

    

③職員が果たすべき役割は何か。③職員が果たすべき役割は何か。③職員が果たすべき役割は何か。③職員が果たすべき役割は何か。    

④職員に対して求めたい事柄があるか。現状で欠け④職員に対して求めたい事柄があるか。現状で欠け④職員に対して求めたい事柄があるか。現状で欠け④職員に対して求めたい事柄があるか。現状で欠けていると思われることは何か。ていると思われることは何か。ていると思われることは何か。ていると思われることは何か。    

・実際に物事を解決し、行政を頼られる組織にしていくことが必要。 

・公務員は全体の奉仕者だということを、言葉だけでなく個々の職員が受けとめるべきである。 

・行政側は「窓口に来た人が満足のいく対応ができるように」という意識を持つべきで、そうした

質の高いサービスに転換したら、市民側に満足・感謝の気持ちが生まれ、「行政は税金で飯食っ

ている」の意識が変わっていくのではないか。行政と市民の間に「感謝」と「やりがい」の好循

環が生まれ、共感性が高まっていけば、よいまちづくりの素地になる。 

    

⑤どのように職員を育成すべきか。⑤どのように職員を育成すべきか。⑤どのように職員を育成すべきか。⑤どのように職員を育成すべきか。 

・行政サービスに求められるものは量より質になってくる。専門的な知識を備えた対応が必要である。 

・異動が頻繁な中、専門性を組織として担保するためには研修・マニュアル化を徹底する必要がある。 

・担当者の異動後の引き継ぎを確実にする。 

・サービスの品質管理の意識等は、民間への研修制度を持つことも有効だろう。 

 

 

4．諸連絡  

(1)(1)(1)(1)今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

・第 9 回 1 月 21 日（月）18:45～21:15 小牧市役所 東庁舎 5 階 大会議室 

 （市民・しくみ分科会は、途中から「東庁舎 2 階 2-2 会議室」へ移動します。） 

 

 

 

    次回に向けて 

     両分科会とも、自治のしくみについての本格的な議論に入ったことで、みなさんいろいろ

苦労されていることと思います。概念に対する理解の違いなどから、議論がかみ合わない

こともでてくるかと思いますが、それぞれの発言趣旨をよく汲んで議論ができるといいで

すね。議会・行政分科会は、次回は議会との意見交換会です。また、次々回は全体で、市

長との意見交換会となります。実りある意見交換会となるよう、質問項目をしっかり考え

ましょう！ 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・基本理念と一般概念の違いで、大変意見の分かれるところである。 

・外国人の扱いに関して難しい問題と感じた 

・行政・議会にたいしての現状把握が不足している。 

・市民ひとりひとりの意識が高く、もっとやるべきことが市民自身にある。 
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第 9回研究会議報告 

日日日日    時時時時  平成 25 年 1 月 21 日（月）18:45～21:15 

場場場場    所所所所  小牧市役所 東庁舎 5 階大会議室（市民・しくみ分科会は 2 階 2-2 会議室へ移動） 

参加者参加者参加者参加者  １９名 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 石井 伸弘（ボランタリーネイバーズ客員研究員） 

太田黒 周（ボランタリーネイバーズ研修／調査研究事業担当） 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者        １４名 

 

■■■■第第第第 9999 回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    

①市民・しくみ分科会  ワークシートに沿って、条例に盛り込む項目について議論する。また、第

10 回市長との意見交換会での質問を考える。 

②議会・行政分科会  市議会との意見交換会を行う。 

 

 

１．開会／趣旨説明及び議事録確認 

・ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明がありました。 

・第 8 回の議事録の内容を確認しました。 

 

2．市民・しくみ分科会 

(1)(1)(1)(1)地域内分権について地域内分権について地域内分権について地域内分権について    

はじめに事務局より、「小牧市地域協議会市民会議」で議論されている地域協議会のイメージについ

て説明がありました。 

事務局：今後のまちづくりで、議会・行政・市民が一体となって取り組む時、地域の人達が動きやすい

かたちは何かという点から議論をしている。その結果、小学校区を範囲とし、区・老人会・子

ども会といった地域の団体や、民生児童委員、交通委員等の個人で活動している人も含め、ま

ちづくりに関わる人たちが集まって話し合う場を、まずつくろうという方向で議論をしている。

今年度中に設計を終えて、来年度から立ち上げ始める予定である。一斉に各地域で立ち上げる

のではなく、手挙げ式で、取り組みたい意志のある地域から立ち上げて行くことを考えている。 

 その後、地域内分権の必要性と適正な規模について議論をしました。 

� 地域協議会を小学校区で考えているということだが、小学校は何校あるのか？また、小学校区単位

のほうが、市としてはわかりやすいということか？ 

� 事務局：小学校は 16 校ある。市にとってのわかりやすさというより、地域のまとまりを考え

た時に、小学校区であれば、子どもたちのつながりがあるので、地域にとってもわかりやすい

だろうということ。 

� 現在は、いくつかの区で区長会をつくっていると思うが、そういう区長や副区長の集まりというの

が地域協議会のイメージか？ 
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� 事務局：必ずしもそういうわけではなく、各地の事例でもいろいろなパターンがある。例えば、

名古屋の地域委員会は、委員を選挙で選んでおり、市役所は委員会に予算提案の枠を与えると

いう形にしている。 

一方で区の活動に参加する人が減っているという課題があり、また、区の他に、さまざまなま

ちづくりをおこなう団体・個人が地域にはあるので、それらの利害関係者ぜんぶが集まれる場

を再設定するという意味もある。 

� 地域ごとに子どもや外国人の数も異なるなど、課題は違うので、地域内分権はすすめて行く必要が

あるように思う。 

� 地域内分権というテーマにおいて、キーになるのは議員ではないか。議員が行政の動きを市民に伝

え、逆に地域の課題を市民から吸い上げてパイプになるという働きをするという方法もあるのでは

ないか。 

� 議員は一つの地域から一人ずつ出てきているわけではない。逆に議員には、地域の代表である

ことをやめて、小牧市全体にかかわる事柄を審議する役割のほうがふさわしいのではないか。 

� 現状では、地域における要望や改善策については、区長が責任をもって集約、市に挙げていく

役割を担っている。区長就任の時にも、案件ごとに対応する市のセクションについて教えても

らっている。 

� 1 年で区長が変わる区が 7 割ある。1 年間では、区長が本腰を入れて、地域の要望を聞き、市に交

渉する機会もない。逆に、2～3 年でも同じ人が区長を続けていれば、行政との接点も増え、要望

のあげ方もわかるようになる。また、区のサイズもいろいろあり、20～30 戸くらいの小さいとこ

ろから、大きなところでは 1,500 戸でひとつの区のところもある。そんな大きな規模では、一人

の区長が取りまわすのは大変。小学校程度の規模であれば、主導的なリーダーも見つかりやすいだ

ろうし、適正なのではないか。 

� 現状では、区長の権限はあってないようなものだし、役割も区ごとにまちまちである。地域協議会

ではなく区を主体にするのであれば、ある程度、区について条文化することが必要ではないか。 

� 地域協議会をつくると区はなくなるのか？ 

� 区を合併させることは、市も考えていないと思う。地域協議会が非常に活性化していったら、

内部から、区を分割・統合したらどうかという話がおこってくることがあるかもしれないが。 

� 事務局：区は市がつくったものではなく、また神社やお寺などの地域の財産を管理している単

位でもある。市が勝手に、分割したり統合したりすることのできるものではない。 

� 区の連絡協議会や連合区長会では、実際に地域の課題やまちづくりについて、話し合うことはほと

んどなく、市から与えられた議題を検討する事のほうが多かったように思う。自治基本条例の趣旨

から言えば、市民の参加や参画がポイントだと思う。地域協議会という組織的な仕組みがあれば、

活性化のための参画という意味合いも出せ、地域ごとの企画を立てたりする可能性も持てるので、

必要なものだと思う。 

� ただし、地域協議会ができたとしても、そこに手を上げる人がいるだろうか。 

50



第 9 回研究会議議事録 3333 / 14141414 

 

� 子ども会や老人会といった地域の活動は、衰退しているばっかりである。小学校区などの大き

な形でまとまれば、今後活動しやすく、また新しい人も参加しやすいのではないか。 

� スポーツ振興会は、小学校区単位でできており、年間いくつかの行事をやっている。地域内で

交流できる規模について考える時、ささやかだが実績になるのではないか。 

� 地域協議会は、器としては、できるだろうが、担い手がでてくるかどうかが心配。 

� 小学校区程度のおおきな範囲であれば、出てくるのではないだろうか。 

� 地域協議会は仕組みとしてはいいが、やり方が変わっただけで、うまくいくだろうか。むしろ、

NPO のような組織の方が、目的を持ち、仲間を集めて活動をしている。市が手を差し伸べる

のは、NPO のような有志の集まりのほうがよいのではないか。 

� 立ち上げにはやはり、区が基盤になると思う。区をもとに、子ども会や婦人会、NPO も含め

て一つの組織が立ち上れば、参加する人も参加しやすいと思う。 

 

((((2222))))区について区について区について区について    

� 今は住民のなかにも区に入らない人がいる。また、過去の裁判で、区に加入することは強制できな

いという判例もでている。地域内分権や条例のなかで、そうした点は整理できるのか。 

� 区はあくまで地域の自治組織で任意団体のため、加入を義務化することはできない。 

� 事務局：自治基本条例で、市民に何らかの強制をすることはむずかしい。ただし、区をまちづ

くりの主体として位置付けていれば、それを根拠に、市も市民に対し、区への加入を積極的に

勧めることができる。 

� 129 の区で、小牧市の全範囲をカバーしている。また、歴史的な組織体でもあり、これまで積み

上げてきたものを活用することを考えれば、まちづくりの基本的な単位といえる。 

� 事務局：まちづくりの主体と位置付けるとして、区にどういう役割と責務が求められるか。 

� 規模が違うので、一律に決めるのが難しいのではないか？ 

� 地域協議会と区の関係が、今後どうなるかということもあるので、とりあえずはまちづくりの

主体であるとだけ、位置付ければいいのではないか。 

� 一宮の条例のように、区がルールをつくって公平かつ開かれた運営をするとか、市民も区の役

割を認識して協力するといったことを定めた方が、区の役割が明確になるのではないか。 

� 一宮では、地域活動団体と記述しているが、これは区と同義か？ 

� 事務局：老人会や子ども会など、地縁による団体を含めた総称として使われている。 

� 地域活動団体や、地域自治組織というのは日常的な表現ではない。区や子ども会のように、ふだん

使っている言葉を使ったほうがわかりやすい。 
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� 事務局：条例なので、どうしても独特の書き方になる。そういう点は、概要版やパンフレット

を作成し、そこで解説することで補う。 

� 区や子ども会というと、行政から縛りを受けているイメージがある。自治基本条例で意識をか

えるという考え方からすると、新しい言葉を使ったほうが、これからまちづくりに参加したい

人が手を挙げやすくなるのではないか。 

� 一宮は、第三条で地域活動団体という用語を定義している。こうした部分に、区や子ども会、

老人会等という説明を括弧書きでも入れれば、分かりやすくなると思う。 

(3)市長への質問項目について 

 次回研究会議で行う、市長への質問について、質問項目の案を出しました。 

� 今の地域のあり方について、これじゃいけないと思っていることがあるのか。また、自治基本条例

の制定で、市長がやりたいことと合致することがあるのか。 

� 少子高齢化が進み、国際化が進むが、外国人のまちづくり参加、住民投票権について、どう考えて

いるか。また、多文化共生の地域のあり方についての考え方はあるか。 

� 自治基本条例は、市民の参加がポイントとなるが、市長が市民に求めることは何か。 

� 高齢化が進むことについて、市としてどのような対策を考えているのか。 

� 地域協議会を、自治基本条例の中で、どのように位置づけることを考えているか。 

� 小牧市が抱えている課題（人口減少、高齢化、税収減）を踏まえて、行政のやるべきことを「あれ

か、これか」選択していかなくてはならないと思うが、市民の側に何を理解してほしいか？ 

 

３．議会・行政分科会 

(1)(1)(1)(1)市議会および議員の役割・仕事についての考え方市議会および議員の役割・仕事についての考え方市議会および議員の役割・仕事についての考え方市議会および議員の役割・仕事についての考え方    

■■■■委員委員委員委員からのからのからのからの質問質問質問質問（（（（会長会長会長会長））））    

①市政における議会の役割や権限、責務について 

②議員は日ごろ、どのような活動を行っているか 

③地域住民のニーズの代弁と、市全体の政策判断のバランスのとり方について 

④本来の市政にかかわる仕事と、国政・県政などとの関わり方や関係性について 

 

■■■■議員議員議員議員からのからのからのからの回答回答回答回答（（（（竹内議員竹内議員竹内議員竹内議員））））    

①市政における議会の役割や権限、責務について 

� 議決権、調査権、監査請求権などの権限が与えられ、主に次のような仕事をしている。 
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・市の予算、決算の審査 

・条例を決めたり改めたり廃止する。 

・国や県に意見書を出す 

・住民の要望に基づいた政策を市に提案する 

 

②議員は日ごろ、どのような活動を行っているか 

� 議会全体で行うもの 

・3、6、9、12 月の定例議会。それぞれ約 3 週間の会期がある。 

・特別委員会（議会改革、空港・交通、駅周辺活性化）、広域行政の議会、議会運営にかかわる各

種会議。 

・市の行事、各種団体・地域の会議や行事への参加（区、老人会、防犯パトロール、生涯学習、ス

ポーツ振興会など） 

・議会報告会の開催。市議会全体で行うものとしては、昨年はじめて行った。 

・議員研修会。議員の研鑽を目的としている。 

 

� 個々の議員によって異なるが、それぞれで活動しているもの 

・生活相談。 

・後援会・政治活動など。選挙もこの中に入る。 

やろうと思えば 365 日仕事があり、やらなければ選挙の洗礼を受ける、ということ。 

 

③地域住民のニーズの代弁と、市全体の政策判断のバランスのとり方について 

� 議員は住民と行政のパイプ役である。どちらも大事であり、バランスをとることを心がけている。 

� 地区区長会から、地域を代表する議員として要望を受け、協力を求められる機会も多い。 

� 地域セクトや、地域エゴがないよう、地域の問題を全体で共有しながら政策判断をするよう努め

ている。 

 

④本来の市政にかかわる仕事と、国政・県政などとの関わり方や関係性について 

� 地域主権とはいうものの、国、県、市の上下関係があるため、市だけでは解決できない事例が多々

あり、市から国県にもの申すことは多い。 

� たとえば、子ども医療費の無料化制度に関していえば、小牧市は中学校卒業まで無料化している

が、県では入院は中学校卒業まで、通院は就学前までである。平成 24 年度予算では 8 億 5600

万円のうち、県予算は 2 億円。現在、県に予算を削る動きがあるが、市の持ち出しが増えるた

め、市への影響は大きい。市民の意見を聞きながら県に要望している。 
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� ほかに介護保険、30 人学級、水道行政など、国県が予算を保障してくれないと、市予算や保険

料が増えるなど、関わりの大きいものはたくさんある。 

� 国政も地方政治も議会制民主主義、政党政治が主流であるが、小牧市はほか自治体と比べると、

無所属議員が少ないことが特徴的。条例や請願・陳情に対する党の態度（賛否）は基本的に国会

での党の態度（賛否）による。 

� 政党の看板を背負った市議会議員が、地方住民のパイプ役として活動しており、政党のために活

動しているのではない。 

 

■意見交換■意見交換■意見交換■意見交換    

 

委員）まず、基本的なものの考え方を聞きたい。 

 二元代表制における議員の立場は難しいと感じている。選挙で選ばれた市長が市政を行い、

議会は是々非々でいいところは伸ばす、暴走は止めるという役割。基本的には少子高齢化で税

収は減るというのは共通認識だと思う。 

 各論として、議員と市、それぞれが、いつ、どのくらい減るのか、ということを認識して毎

年の執行予算を考えなきゃいけない。議会と行政の考えをすり合わせる機会があるのか。重点

施策は議論すればいいが、大枠のすり合わせはあるのか。 

 

議員）二元代表制は機能としてはすばらしい。行政の暴走に対する歯止めである。 

個人質問で提案、質問、予算要望をしている。また、会派単位で市長に政策提案をしている。

立法機能を鍛えなくてはいけないと考えている。ほかの会派まで行って様子を見ていたりしてい

るが、動きが足りないと言われれば、そのとおりの面もある。市民の先取りをしているつもり。

市民のアイディアに対して、耳をそばだてている。 

 

議員）市長は予算を作り、執行する権利があるが、議会はチェックするのが主な役割。予算を作る機能

はない。 

 

議員）今日、犬山で議員研修があった。今までは「あれもこれも」と行政に要望するスタンスだったが、

今はきちんと市の予算を分析できなければいけないと思っている。必要なもの、市長が政策とし

てやるもの、整理して考えなければならない。 

9 月に決算審議を行った。対案を出す力が必要だが、まだその力は不足していると感じている。 

 

委員）議会基本条例についてはどのように考えているのか。 

 

議員）小牧市には現在ない。今期より検討を始めて、1 月 30 日にキックオフ研修会を開催する。議会

のあり方を今の時代にあったものとなるよう、具体的に検討を始めている。2 年後をめどに、つ

くりたい。 
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委員）もっと市民も参加しなくちゃ、と思っている。三重県議会も進んでいると聞いたが、条例に書か

れていることは普通のこと。作ったからといいわけではなく、動かすのは議員の活動にかかって

いると思う。 

 

 

(2)(2)(2)(2)政策提案・審議・推進・評価のサイクルについて政策提案・審議・推進・評価のサイクルについて政策提案・審議・推進・評価のサイクルについて政策提案・審議・推進・評価のサイクルについて    

■■■■委員委員委員委員からのからのからのからの質問質問質問質問（（（（会長会長会長会長））））    

①市民ニーズの把握→②政策提案→推進→③評価 

→④市民へのフィードバックのシステムがどのように行われているか 

■■■■議員議員議員議員からのからのからのからの回答回答回答回答（（（（成田議員成田議員成田議員成田議員））））    

私は議員となって 5 年目。市民感覚はまだ十分にあるつもり。正直わからないルールもあるが、議

会改革を進めている。 

 

①市民ニーズの把握 

� 全体  陳情や請願のほか、議会報告会（昨年より開催。年 2 回 4 箇所）、 

市民の意見を聞く会、意見箱（昨年より庁舎に設置）、HP、メールなど。 

� 個別      後援会活動による市政報告会、会報の発行、訪問、アンケート、署名など。 

支援者、地域住民より意見をいただいている。 

 

②政策提案 

� 討論型議会になれるよう、研鑽しているところ。まだスタートに立ったところ。予算、決算審議

のあり方、全委員協議会の充実を討議している。現在進行形である。 

� 政策提案に関しては、一般質問、会派の予算要望、会派を超えた申し入れなど。  

� 立法では、条例の制定は一番ハードルが高い。法制に詳しい職員も少なく、技量もない。そうい

った職員採用もできればすばらしい。 

� そのほか、意見書、決議などの議員提案がある。最近では、都市計画税引き下げ提案（否決）、

議員報酬削減提案（可決）などがある。ただし、仕組みはあるが、活発な行使にいたっていない

のが実情であり、今後の課題。 

 

③評価 

� 市民に評価していただくための情報公開に努力している。 

� 議員には公約がない。アジェンダ、方針は個々にあるが、評価する基準がない。議会基本条例の
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中では盛り込みたいと考えている。 

� 個々の評価は４年に１度の選挙。 

� 議会全体の評価としては、十分な政策立案できたのか正直言って自信はない。 

 

④市民へのフィードバック 

� 全戸配布の議会だより、後援会の市政報告会や会報、議会のライブ中継、HP、意見箱など、見

える化・情報公開に努め、議会をなるべくオープンにしようとてしている。市民の皆さんにもぜ

ひ、議会ウォッチをお願いしたい。 

� ３月議会からはインターネットライブ中継も始める。 

 

■■■■意見交換意見交換意見交換意見交換    

 

委員）国県に要望を出すときの、具体的なことを教えてほしい。また、住民の要望とそれを政策として

提案するような事例があれば。 

 

議員）30 人学級を求める意見書、TPP への参加に慎重さを求める意見書などは国へ提出した。市民か

らの請願や陳情は、ほぼ毎回あり、今回は 3 本の陳情があった。私立幼稚園の助成を来年度予算

に反映してほしいといった要望や、学校の整備などの請願もある。なお、陳情は郵送でも受け付

けている。 

 

議員）子どもの医療費削減に反対する要望があった。 

政策の提案方法は、今回は 19 名が一般質問にたった。住民の要望に合わせて行われている。会

派を超えて要望したものは、3 つ目の高齢者福祉センターを北西部に立てるという内容のもので

北部の議員が中心となって行った。 

 

議員）住民とのパイプでありたいと考えている。私の住んでいるところで中間処理施設の進出問題があ

った。小牧は事前協議方式。事業者は県の認可を取っているので、法律的には事業者を承認せざ

るを得なかったが、区長は反対した。こういったとき、間に立つのが議員。せめて協定書を結ぶ

ように諭し、なだめ役にまわり、間に立って取り持った。 

 

委員）ベテランの議員でも財政分析は十分にできてない、とのこと。謙遜とも思うが、議員に必要な資

質を 3 つ挙げるとしたらなにか。また、勉強するのに必要な十分な報酬を得ているのか。 

 

議員）予算のうち、議会費は７％くらい。3.5 億～4 億円くらい。遠慮している。実際のところ、個人

的には目指す議員像には到達していないが、いろいろな研修には参加している。政務調査費の範

囲で、なるべく近いところのものに参加している。 

3 つの資質を挙げるとすれば、①財政がわかること、②政策がわかること（財政がわかることが
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前提）、③情報発信力があること（個人でも議会でも）。財布がわかることが一番大事でしょう。 

 

議員）資質をあげるべく、勉強している。 

議会改革のランキングをしているところがあり、これは大変気にしている。現在、1000 以上あ

る対象となる議会のうち、500 番くらいでちょうど真ん中あたり。犬山市は 50 番以内。ほか

の議会が視察に来るか、という観点でみると、昨年から議会改革に着手したことで、ぼちぼち来

てくれるようになった。 

 

議員）庁舎への施設は増えているが、議会改革での行政調査も少しずつ増えている。議会便りは今まで

事務局任せだったが、一昨年から各会派の議員で構成される議員たちで作るようになった。他市

からの視察もあった。この 1 月だけで議会への視察は 4 件あった。視察に出向くことは多いが、

視察に来てもらうと、しっかりしなくては、と思う。議会改革は委員長、副委員長が対応し、議

会便りは編集委員長、副委員長が対応している。 

昨年から行っている議員報告会は 28 人全員でやるもの。個人の報告会、各会派の報告会、市民

の意見を聞く会は今までもやっている。 

 

委員）予算・決算、分析が不十分だったとの発言があったが、今までいい加減だったということか。 

28 人の議員がいるが、そんなに会派が必要なのか。国会に、県に意見は届いているのか。 

また、議員自身の評価をどうしているか。 

 

議員）いい加減だったというわけではなく、一生懸命やってきた。しかし、市民にとって、どんないい

事があったのか、と言われればそのとおりだ。なぜなら、議会がこうすると、こうよくなる、と

言うメッセージが弱いことが原因。たとえば、何時間も議論するうるさい議会と、シャンシャン

で通る議会があったとする。予算はどちらも原案で通るにしても、ゆるい議会は職員が勉強しな

いが、うるさい議会は職員が勉強する。議会がそのことを理解して、訴えていかなければいけな

い。 

2 番目の質問、28 人いても、同じ考えの人が会派を組むのは必然。 

3 番目の質問、選挙公報なども使い、市民に評価してもらっているが、当然自分でも評価・反省

しながらやっている。 

 

委員）市民にとってはそれが見えない。41 号線を改善しよう、と訴えていた議員がいたが、なかなか

進まない。2 年たって 50％進んだ、ここまで進んだ、といった個々のマニュフェストと、その

進捗を伝える広報などがいるのではないか。 

 

議員）議員の発信能力の不足があるのだろう。予算は 7 人編成で、それぞれの担当した予算を見ている

が、書類の厚さだけで、5cm はある。私たちは議員になって 5 年とか 10 年だが、プロの職員

と対峙するのはなかなか大変なことだ。また、今までは決算はたった 8 人の委員でみてきたが、

今後は全員で審議することにしている。 

 

委員）大変だ、というが、政務調査費もあるはずだ。 
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議員）小牧市は政務調査費が年間 30 万円。政策秘書を雇うことは不可能。会派で雇うということも難

しい。県議会議員は月に 50 万円。だいぶ違う。 

 

岩崎）政務調査費は政務活動費に変わったが、市町村でバラバラ、使い方もバラバラ。本当は政策を立

案するものであるが、秘書をやとう程ではない。議員の努力に委ねられている。やるなら 365

日、やらないならそれで済む、と言う発言があったが、これは象徴的。報酬・定数は議員を専門

職と見るのか、ボランティアと見るのかで異なるが、どの自治体でも大変悩ましい問題。2 年後

に議会基本条例を作ることになっているが、どうあってほしいかを議論としてまとめて、それを

議会基本条例と自治基本条例に分けていく作業がいる。 

 

議員）自分で一票を投じた議員の傍聴には、ぜひ行ってほしい。私の場合、必ずお目付け役が 30 名く

らい来てくれる。次の月の反省会でさらし者になって、「なぜあそこでもう一言、言わなかったの

か」と突っ込まれる。4 年に 1 度の選挙以外でも評価する機会はある。だんだんと目が肥えてく

るので、参考にしてほしい。追っかけて、監視してほしい。議員も成長する。 

 

 

((((３）今後に向けて３）今後に向けて３）今後に向けて３）今後に向けて    

■■■■委員委員委員委員からのからのからのからの質問質問質問質問（（（（会長会長会長会長））））    

①現在市議会で生じている課題等について 

②現在、議会改革に向けた取り組みが進められていると聞いているが、改革着手に至った経緯と、

取り組み事項について 

③欧米のように生計上の職上を別に持ち、ボランティア性の高い、多様なバックグラウンドを有し

た議員・議会のあり方について 

④小牧市における適正な議員定数についてどう考えるか。人数とその理由について 

 

■■■■議員議員議員議員からのからのからのからの回答回答回答回答（（（（伊藤議員伊藤議員伊藤議員伊藤議員））））    

①現在市議会で生じている課題等について 

� 議会の機能 UP として、議会がしっかり審議することがとにかく大事。議決事項としては条例

の制定・改廃、予算議決、決算認定があるが、議会の主役は議員であり、追認・依存からの脱却

を目指し、研鑽を図っている。 

� 個人の議員力のアップとともに、議会としての情報の共有、しっかりとした討議をする議員への

脱皮を目指している。 

� 議会改革として、情報の発信の多様化を図り、インターネット中継、CATV 中継など、議会が

市民の中に入り込めるよう、目指している。 
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②現在、議会改革に向けた取り組みが進められていると聞いているが、改革着手に至った経緯と、取り

組み事項について 

� 経緯 平成２２年３月の地方自治法の改正で、地域主体を尊重に伴うようになった。 

� 取り組み すでに取り組んでいるものとして、議員研修会の開催、予算・決算委員会を全議員が

参加する委員会としたこと、議会報告会と市民の意見を聞く会がある。予算決算委員会は 9 月

議会から。事業仕分けができるような決算としたい。 

� これからの取り組みとして、全員協議会のありかたを、もっと討議できるように現在要綱を作ろ

うとしている。また、議会基本条例制定に向けた研究会の立ち上げ、通年議会、土日議会、夜間

議会の開催、市民アンケートの実施、常任委員会の調査研究中の課題を分野別に各種団体と意見

交換、委員会における意見、討論の活性化などを行っている。 

� 議員定数・報酬については、議会改革委員会で検討を行っている。 

 

③欧米のように生計上の職上を別に持ち、ボランティア性の高い、多様なバックグラウンドを有した議

員・議会のあり方について 

� 欧州・イギリスの議会の位置づけは、議決機関であるのみならず、執行機関でもある。議員は「名

誉職」の伝統から給与は支給されないが、手当て（基礎手当て・出席手当て・特別責任手当て等）

が支給されるため、まったくのボランティアではない。 

� 地方自治体の行政は議会の指揮監督の下、公務員から構成される行政各部の事務組織が行う。 

� 日本の行政組織と欧州とはことなり、ボランティアで議員になれる人は、金のある人、年齢の高

い人、組織内で選出される人となる可能性があり、多様な人材が議員となることができない弊害

がある。 

� 日本の若い人材は議員共催年金制度がなくなり、国民年金の加入者である。身分は選挙があるた

め保証されず、老後の保障も自己責任であり、厳しい環境の中で活動している。 

 

 

④小牧市における適正な議員定数についてどう考えるか。人数とその理由について 

� 地方自治法改正（平成 22 年 3 月 29 日）第 91 条で、議員定数の上限が撤廃された。定員は

極端に多くてもかまわないが、市域の面積や、行政の監視・チェック機関としての役割達成の観

点によって、適正な定員は決まる。多様な市民意見を反映させるための定数については、過去・

現在ともに検討している。 

� なお、地方自治法改正前の議員定数上限は 5 万人未満の市は 26 名、5～10 万人未満は 30 名、

小牧市が該当する 10～20 万人は 34 名。 
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� 小牧市は議員定数を削減し、6 名減員して 28 名、率に直すと約 18％である。 

� 自治法の改正で、地域の特性に応じ、条例で定数を定めることができるようになった。 

 

■■■■意見交換意見交換意見交換意見交換    

委員）伊賀市自治基本条例の中では、議会の役割に討論・立法の機能が書かれているが、立法は現在の

状況では大変難しいと思う。立法できるように、どうもっていくか、と言う観点で挑戦してほし

い。 

討論についていえば、議会で、傍聴席を先にみてから討議しているが、これはどうして？ 

委員会を傍聴した際に、賛成意見なしで議決、というのがあったが、違和感がある。きちんと賛

成意見も述べるべきではないか。 

議会は代議制。委ねているし、ある意味少数精鋭。私ができないこと、困っている人にきちっと

目を向けること。たとえば私が桃花台の一人暮らしの老人だったり、子育て世代であったりする

として、目を向けてほしい。 

 

議員）情報発信とあわせて聞く力が必要だと思っている。 

 

議員）今までの本会議場では、一問一答式だったので、最初から背中を向けていることになる。失礼な

ので、敬意を表して先に傍聴席に一礼してから登壇している。ただし、議場が変わって、大きな

画面に議員が映し出させるようになったので、その必要も今後はなくなる。 

 

議員）現在 2 期目の 34 歳。傍聴席にいる議員の皆さんも合わせて、お聞きしたい。 

20 代の人。 1 名が挙手 

30 代の人。 3 名が挙手 

40 代の人。 1 名が挙手 

50 代の人。 多数が挙手 

60 代の人。 多数が挙手。 

 

ありがとうございます。小牧市議会は比較的年代構成のバランスがいい。私も最初に選挙に出る

ときは大変でした。空手の教室を経営しているが、それを休んでいる。忙しすぎてできない。人

にお願いして指導するようになって、空手からの報酬は 1/10 になった。 

仕事で行けません、といって本会議を休むわけにはいけない。責任は重い。 

市議会、町議会、村議会と報酬は少なくなる。村であれば、５～10 万くらい。ほぼ名誉職。議

員はほとんど親戚。新しい人は出れない。村長がなにをやってもシャンシャン。若手・新人が

50 代。これはどうかと思う。 

ボランティアで議員をやりながら仕事をすると言うのは大変難しい。若手であれば、仕事も夜ま

でかかる。日本では献金にも理解があるとはいいがたい。 

 

委員）ボランティアが無責任と言うことではない。逆に今の報酬で十分なのか、成果が上がるなら、も

っともらってもいいのではないか。 
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委員）今の定員は多いと思うのか、少ないと思うのか。 

 

議員）28 人はぎりぎりの数字。犬山は 7 万人で 20 人の定員。岩倉は 5 万人弱で 15 人の定員。 

 

議員）議員の定数と報酬は考え方が分かれる。小牧の４会派でもそれぞれ違う。簡単には結論が出ない

ので、協議しようとしている。責任を持って結論を出したい。 

議員間の討論は少なかったと思うが、議会改革に関して、意見が違う。できればまとめたいが、

いろいろな意見がる。今までは行政を質問して終わりだったが、議員間で討論しようという流れ

がある。 

 

委員）議会改革となると定数を減らす、と言うことが多いが、議員が減ると市民との距離が遠くなると

いうことでもある。一方で財政の問題もある。 

 

議員）市民の皆さんに聞きたい。どうやったら議員・議会に関心を持ってもらえるのか。 

 

委員）議会に傍聴に行く３０人は１５万人の中のごく少数。広報だけではなく、SNS、フェイスブック

といったものを活用してはどうか。 

 

議員）私は一期生。責務は重いと感じているし、いろいろな団体に所属し、常に勉強している。一期生

は 28 人中 8 人。議員になったからといってすぐにあれができる、これができる、というもので

はない。市民からはいろいろな意見を言ってもらって、勉強することも仕事だと思っている。 

 

岩崎）議会にも限界があって、それを変えようとしていることがわかった。一昔前の議員だったら、こ

の場にいられなかったと思う。「市民が議会に関心を持ってもらうためには何がいるのか」私も

知りたい。条文に入れるかどうかは別として、市民の責務があるのではないか。議会基本条例に

盛り込むものであってもいい。 

議員は選挙で何票獲得したか、絶対に覚えているし、その人たちに応えようとしている。議会全

体・議員個人として、公約や、機能、事務局のあり方など、今後の議論をしてほしい。自治基本

条例に盛り込めるものは盛り込むし、そうでないものは議会基本条例に盛り込めばいい。 

 

議員）発信力が足りないこと、議員個人の問題も大きいと感じている。資質・聴く力、まとめる力を向

上させたい。 

 

会長）議員の役割には政策提案、情報の収集と発信など多岐にわたるが、これから市民の立場できっち

りチェックしていきたいと思う。 
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4．諸連絡  

(1)(1)(1)(1)今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

・第 10 回研究会議  2 月 15 日（金）18:45～21:15 小牧市役所 本庁舎６階 ６０１会議室 

 

 

 

    次回に向けて 

     両分科会とも、検討する項目が多く、ご負担をおかけしています。 

次回は、市長との意見交換会です。有意義な意見交換会になるよう、自主勉強会でも意見

を深めていただければと思います。 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・検討する項目について、事前に勉強できる参考資料が添付されると中身の濃い 

議論ができると思います。 

・時間切れでもレジメは最後までの項目をこなすように進行してほしい 

・議員の皆様がたいへんご苦労されていることが分かり、そのことが市民に伝わっていないことが問

題であると感じました 

・議員の評価のあり方について不十分である 
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第 10 回研究会議報告 

日日日日    時時時時    平成 25 年２月 15 日（金）18:45～21:15 

場場場場    所所所所    小牧市役所 本庁舎６階 601 会議室     

参加者参加者参加者参加者  21 名  

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者  3 名 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ    石井 伸弘（ボランタリーネイバーズ客員研究員） 

 太田黒 周（ボランタリーネイバーズ研修／調査研究事業担当） 
 

■■■■第第第第 10101010 回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい    【【【【市民市民市民市民・しくみ・しくみ・しくみ・しくみ分科会分科会分科会分科会】【】【】【】【議会議会議会議会・・・・行政分科会行政分科会行政分科会行政分科会】】】】共通共通共通共通 

自治基本条例をめぐる「行政の役割・責務」「自治の仕組み」等について、市長との意見交換会を

行うことで、市政やまちづくりに関する認識を深め、提言につなげる。 

 

 

１．開会／趣旨説明及び議事録確認 

・ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明・確認を行いました。 

・第９回の議事録の内容を確認しました。 

・また、各分科会長より、議会・行政分科会は、質問項目の２）、５）及び３）を重点的に、また、市

民・仕組み分科会は、質問項目１）、４）を重点的に質疑応答する旨が確認されました。 

■「自治基本条例に対する想い」  山下史守朗 市長 

・自治基本条例は、マニフェストに掲げた項目であり、これからの自

治、行政経営を考えていく上でも重要なもので、制定への強い気持

ちがあります。市長就任以来、「改革・創造」の市政を提唱して取り

組んできましたが、その中でも、「自治改革」は最大のテーマの一つ。

行政だけでは実現できないもので、市民・議会・行政の共通のルー

ルの全体像を示すものとして自治基本条例は作らなければならない

と考えます。そして市民が主役のまちづくりを実現するためのツー

ルになるものと考えています。 

・「自分たちで自分たちのまちをつくっていく」ことは自治の原点でありますが、それが実際どこまで

充実しているか、改めて考えなければいけないのではないでしょうか。高齢化や少子化などさまざま

な課題があり、それにどう取り組み、何を目指すのか。自治基本条例があることで市民の共通理解・

認識をつくっていけたらいいと思っています。つまり、少子高齢化に際して、右肩上がりの経済が終

わった今、これ以上、家庭や地域から課題を引き取って税の負担や行政によるサービスを拡大し続け

ていくことは難しいため事業の選択と集中が必要になってきます。その際、何を行政としてしっかり

保障するか何を地域にお返ししていくかを考えていく上で、市民の皆さんと時代背景について共通認

識を持つことが必要と考えています。 

・市民の皆さんには、当事者意識を持っていただき、自分たちで地域の課題をどう解決するのか、自分

たちで行動するために、行政等との関係性の中でどう進めていくのか。自治基本条例でそのルールを
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示し、意識の醸成を図ることができるのではないかと考えています。 

・これからの地域は、右へならえでモデルが存在する時代ではありません。高齢化問題でも世界で最も

急激な変化を迎えるのが日本であり、それに対して新たな社会経済システムが求められます。そこで

必要になるのが多様性を大切にする多頭型の分権社会で、自治体も市民団体も企業も、さまざまなチ

ャレンジをして学びあいながら、全体がボトムアップする社会をつくっていかなればならないと考え

ています。小牧ならではのチャレンジをし、他都市の例も参考にしながら、みんなの知恵と力が生き

るようなまちにしていきたい。そのためにあるのが、自治基本条例であり、地域協議会も、協働提案

事業化制度も同様のねらいがあります。 

・すぐに完成形のものとはならない種のもので、見直すしくみも必要です。私自身も一つの正解を持っ

ているわけではなく、皆さんと一緒に考え、一緒にまちづくりを進めるものとして作っていきたい。 

 

 

２．議会・行政分科会との意見交換 

(1)自治基本条例について 

「どのような問題意識から自治基本条例を策定しようと考えたのか」 

・大まかには既に申し上げた通りですが、これからのまちづくりは行政

だけでは進めることは難しく、市民の皆さんと共に行動していかなけ

ればいけません。市民の皆さんも時間に余裕がない等の事情もあるか

と思いますが、自分の住む地域に関心を持っていただき、自分達にで

きることを考えていただき、行動していただくことで、地域の一員と

して責任感や連帯感の醸成が図れるものと考えます。私も皆さんと一

緒に考え、一緒にまちづくを推進していきたいことから、条例を策定しようと考えたものであります。 

 

 (2)市長のリーダーシップ・権限について 

「市長がリーダーシップを発揮しやすい仕組みとはどんなものか。かつ、首長の暴走はけん制できるため

にどんな仕組みにすることがよいのか」 

・日本の自治体は、首長をけん制する制度として、直接請求、リコール等、さまざまな制度があります。

また、首長は巨額の賠償等、責任を負わされる場面もあります。議会についても、年に４回も株主総

会があるようなもので、民間と比べて、充分けん制がきく仕組みになっています。 

・市民の皆さんが市長の想いを理解しているという支援がリーダーシップの発揮につながります。私は

市長というのは行政のトップであると同時に市民の代表でもあるべきと思っています。 

 

(3)マニフェストの達成と評価について 

   「マニフェストの達成について、どう評価しているか。どのような評価方法が必要か」 

・マニフェストは公約であり、また検証可能な具体的な約束だと考えています。どこまでできていて、

できていない理由は何か等、説明責任を果たさなければなりません。行政運営のＰＤＣＡについて、

市民の皆さんを巻き込んだ形で確立していくことが大切だと考えています。 
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(4)市民意見を反映した市政について 

「任期中に、市長に市民の声が充分に届き、市政に反映させていくことについて、現状をどのように評

価しているか。また、改善すべき点はあるか」 

・市長が直接市民の皆さんと意見交換を行うタウンミーティングをはじめ、行政評価の外部評価、市民

の声ファクシミリ、インターネットでの情報発信、パブリックコメントなど、市民の皆さんの声を聴

く仕組みは充実してきています。 

・ただし、タウンミーティングにしても、外部へオープンにした行政評価にしても、特定の方しか関心

をもっていただけないという課題が残っています。それに対しては、無作為抽出方式で 2,000 人の市

民の皆さんに呼びかけて返事をいただけた方に参加していただく「市民判定員制度」も今年度から導

入しました。これらは大事なことだと思っています。 

・しかし、すべての声を受け入れればよいというものではなく、市民の皆さんの声を受けとめつつ、市

民の代表である市長も議会も判断していくことが大切です。市民の皆さんが、これが大事だという場

合でも、時には、限られた情報の中での判断によることもありますので、議会代表制が必要であると

考えています。情報を得て議論をした後、判断をより深めることができるからで、もちろん、どうし

てそう判断したかはきちんと説明をしていくことが必要です。 

・市民の皆さんの意見を反映した市政を進めていくためには、議会改革も重要と考えています。定数問

題を含む、８項目の改革案を提出しました。その本質は、議会は議論をする場とし、また、地域代表

ではなく、市民全体の代表として議論してもらいたいと考えています。議員も市長も、市民の皆さん

の多様な意見を聞いて判断することが必要で、また、どのように判断したかを伝えていかなければな

らないと考えています。 

 

(5)行政運営、職員の指揮監督について 

「職員の能力を最大限に発揮するために、どのような行政運営をする必要があると考えているか」 

・職員の力を最大限発揮させるのは、まさしく市長のリーダーとしての役割と思っています。とりまく

厳しい財政状況の中で、適正な人員配置をしながら、必要な仕事を行う。時には委託等も行って仕事

をしていくことも含めて、資源配分は首長の大事な仕事の一つです。このことについては、自治体経

営改革戦略会議において、積極的に議論しています。 

・市長は直接選挙で、市民の皆さんによって選ばれる市民の代表です。職員は、市長が代わっても頑張

って仕事をしていますが、新市長は、前のやり方でやっている行政の中に一人で入っていく構図とな

ります。「市民の代表としての市長」と、「現場のプロフェッショナルとしての知恵」の両方を活かし

てよりよい市政を行う仕組みにしていくためには、民間登用などの仕組みづくりも選択肢のひとつで

あるのではないかという考えもあります。 

 

質問と応答 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：    一人で乗り込んでいって大変だという一人で乗り込んでいって大変だという一人で乗り込んでいって大変だという一人で乗り込んでいって大変だという状況に対して、具体的に状況に対して、具体的に状況に対して、具体的に状況に対して、具体的にそれをどう改善するとよいそれをどう改善するとよいそれをどう改善するとよいそれをどう改善するとよいと考えると考えると考えると考えるのか？のか？のか？のか？    

 

Ａ：アメリカの大統領制のようにある程度の人数のチームを持って、行政に入っていけば、最初からリ

ーダーシップをとりやすいと思います。しかし、それは税金で人を雇うことになるため市民の皆さ
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んの信託がないとできないことです。今は２年間経ったので良くなってきましたが、最初は、今ま

でと違う考え方を一人で浸透させるのは大変でした。 

他市で、行政職員が新市長に対して公開で施策説明を行っている例があります。市の施策を透明化

すると同時に、市長がより市民目線で行政サービスをチェックできる試みと感じたことから参考に

したいと考えています。 

   

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：    課題がいろいろ増える中、税収は課題がいろいろ増える中、税収は課題がいろいろ増える中、税収は課題がいろいろ増える中、税収は右肩下がり右肩下がり右肩下がり右肩下がりで、人件費で、人件費で、人件費で、人件費・・・・職員職員職員職員数を減らさなければならず数を減らさなければならず数を減らさなければならず数を減らさなければならず、能力アップしな、能力アップしな、能力アップしな、能力アップしな

ければいけない。ければいけない。ければいけない。ければいけない。    職員の力を発揮してもらうのに、評価が機能しているのか職員の力を発揮してもらうのに、評価が機能しているのか職員の力を発揮してもらうのに、評価が機能しているのか職員の力を発揮してもらうのに、評価が機能しているのかを知りたい。を知りたい。を知りたい。を知りたい。市民からの評市民からの評市民からの評市民からの評

価と差があるのはなぜか価と差があるのはなぜか価と差があるのはなぜか価と差があるのはなぜかとととともももも感じる。感じる。感じる。感じる。同時に市民も協力同時に市民も協力同時に市民も協力同時に市民も協力することも大切だと考えている。することも大切だと考えている。することも大切だと考えている。することも大切だと考えている。    

 
Ａ 市の職員の仕事は、地域主権改革の推進や人口減少と少子高齢化の進行によって、仕事量が増え、

課題も複雑化してきているのが全体の状況です。しかしながら、行政職員は、いつ倒産するかもわ

からない民間と比べて守られているのも事実です。現実として、市長は、職員を解雇することもで

きないし、降格人事も難しいと思いますが、市長としては、大部分の職員は一生懸命やってくれて

いると評価しています。 

  しかし、市民の皆さんからは見えにくい・理解されない仕事もたくさんあります。行政は、営利を

目的とする民間と違い公平・公正を原則としていることから公務の評価は、市民の皆さんからわか

りづらい状況にあると言われています。市民の評価との差という点では、ケースによっては市民の

皆さんが必ずしも、正しく評価していないこともあると思います。 

人事は、組織ピラミッドの中で仕事をしています。つまり、市長の期待を部長が理解して下に伝え、

部長の目指すところを部下が理解して取り組むわけですので、指揮命令をする者が評価するのが第

一義的だと考えています。ただし、その考え方や結果が市民の皆さんに理解してもらうことは重要

なことだと思います。 

  また、行政職員が効果的に仕事をしていくためには、職員側の努力だけではなく、市民の皆さんの

理解も必要だと思います。 

 

分科会での議論 

(1)条例に盛り込んだほうがいいと思われること 

・市長からの情報発信の仕組み 

・チームで市長を支える仕組み 

・広報担当課も市長から市民向け情報発信の役割をチームとして担うべき 

・民間登用の仕組み 

・行政職員をどう能力アップさせるか。そのための評価、啓蒙啓発。条例の中にきちんと書きたい。そ

れが職員を育てる。しかし、法令でどこまで書けるか。 

 

(2)感想・意見交換 

・市長職は、大変そうだと感じた。 

・市長の描く市を作れる体制を作る必要がある。 

・理想を掲げた提案書にしたい。法令とのすり合わせはあとでいいと思う。 

・共通認識として、市長は情報の発信をしたいが、タウンミーティングは聞く場。一方通行で、フラス
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トレーションもたまる。 

・当事者意識についてもよく触れていた。 

・マニフェストで掲げたことと、総合計画とのずれが問題。 

・議会を通らないと教えてもらえないことが多い。3 月議会を過ぎないと予算もわからないが、4 月 1

日より仕事を進めなくてはならない。このずれは問題だ。 

・議会承認がないと、何もできない、何も教えてもらえない。 

・議会の問題なのか、慣例の問題なのか。 

・議員は市民が選んでいる。われわれ市民の１票で選ばれている。 

・市長が動きやすい、前に進めることができるような条例にしたい。 

・市民と行政と議会の連携が不十分なのでは。 

・議会、行政ともにより良く機能するために、どういう仕組みがいるかを議論すべき。 

・市長は行政のトップではなく、市民のトップであるということで、いろいろなことが解決できるので

は。 

・市長は、市民からのバックアップがあればできる、というのが印象的だった。 

 

 

3．市民・しくみ分科会との意見交換 

(1)外国籍市民のまちづくり参加、住民投票権の付与等について 

「今後、国際化が進むが、外国籍市民のまちづくり参加や住民投票権について、どう考えているか。」 

・外国籍市民の住民投票権について、国の参政権と地方の住民投票権は、

異なるため地方であればいいだろうという意見もありますが、もう少

し様子を見たほうがいいと思っています。もちろん、小牧市の外国籍

市民の割合は 5%（20 人に１人）でありますので、まちづくりを進

めるにあたり、外国籍市民の課題を無視することはできませんし、ま

ちづくりへの参加についても一緒に進めていくべきだと思っていま

す。住民投票権の付与とまちづくりへの参加をどのようにすみ分けていくかは、自治基本条例の一つ

のポイントになると思っています。 

・私としては、自治基本条例の中で外国籍市民の住民投票権を考える前に住民投票権そのものをどうす

るか？ということを先に議論する必要があると考えています。 

・住民投票というのは、必ずしも、市民の皆さんが十分な情報を持って、理解した上で、投票されるも

のであるのか、少し心配があります。断片的な情報で「これはいい、あれは嫌だ」という調子で感覚

的に判断される場合もあることから住民投票というのは、時には危険をはらむものではないかと心配

しています。 

・まちづくりに外国籍市民の意見を取り込んでいくことや参加してもらうことは、大いに進めていくべ

きと考えます。外国籍市民にとって住みよいまちづくりを進めることは、日本人にとってもよいまち

になると思っていますが、外国籍市民の住民投票権については、さらには、自治基本条例に住民投票

権そのもの盛り込むか否かは慎重に議論して考えていきたいと思っています。 
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(2)条例の趣旨・市民の役割について 

「自治基本条例は、市民の参加がポイントとなるが、市長が市民に求めることは何か。」 

・人口減少と少子高齢化が進行していくこれからの時代を考えると、多様化する住民サービスの需要を、

これ以上、行政だけで担っていくことは難しいと思っています。市民の皆様方に地域でできることは、

なるべく地域で担っていただきたいというのが、大きな思いです。たとえば、高齢化社会において、

社会保障制度に基づく対応のみで、高齢者の方々の全てのニーズをカバーすることはできません。地

域で最低限の安心を確保するために助け合いの地域づくりをやっていく必要があると思っています。

高齢者に対する見守りや病院・買い物の付き添いなど、地域でできることは、地域で担っていただき

たい。行政がやるべきことをやっていくためにご理解とご協力をお願いしたい。 

・自治基本条例では、市民の権限と責任を明確化するので、そこから当事者意識を持っていただく。ま

た、まちづくりへの多様な参加形態が示されるので、できる範囲で、一緒にできることを探していた

だきたい。 

 

 

(3)高齢化の進行について 

「高齢化が進むことについて、市としてどのような対策を考えているのか。」 

高齢化社会の地域における情報公開制度は。（たとえば、独居老人の所在などに関する情報共有は。） 

 

・助け合いの地域をつくっていくうえで、個人情報の扱い方、地域での共有のあり方は考えていく必要

があると思っています。自治基本条例を考える中でしっかり議論していきたい。「自治基本条例のあ

り方研究会議」の皆さんにも、個人情報の地域への提供について議論をお願いしたいと思っています。 

・高齢化社会において、（特に助けが必要な方の）個人情報を地域とどう共有していくかというのは、

大きな課題であると認識しています。 

・個人情報の流出や悪用が社会問題になった時に個人情報保護法が施行されました。基本的には、企業

などの目的外使用を制限している法律ですが、多くの人達が内容を拡大解釈し、過剰反応している部

分も見受けられます。個人が了解している目的に沿った、適正な利用であれば問題ありません。行政

が所有する個人情報を区長や民生児童委員などに提供する方法を考えてみる必要があると思ってい

ます。 

 

 

(4)地域協議会について 

「地域協議会を、自治基本条例の中で、どのように位置づけることを考えているか。」 

・まちづくりへの多様な参加形態の中で、地域協議会というものを考えています。 

・現在、小牧市には 129 の区があり、区長に行政事務の一部を委嘱して、広報こまきの配布など、い

ろいろなことをお願いしています。その他にも、民生児童委員、保健連絡員、交通委員など、いろい

ろな方々が地域でご協力をいただいていて、地域が回っています。 

・地域協議会については、区でやっていることと類似することもあると考えていますので、二重三重に

同じような仕組みをつくっても仕方がないという意見もあります。しかし、区にもいろいろありまし
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て、大きさで言えば 1,500 世帯を超える区から、12、3 世帯の区まであり、自治がうまくいってい

る区と、そうでない区もあります。区より大きな単位として、6 つの区長会、6 つの施設（コミュニ

ティセンターと市民センター）がありますが、その次がいきなり 129 の区になってしまいます。そ

の中間の小学校単位で助け合いの地域づくりをする組織があれば、さらなる地域活性化につながると

考えています。 

・今のうちから少しずつ進めていけば、地域の仕事のどれを区が担い、どれを地域協議会が担うかは、

自ら分かれてくると期待をしています。むしろ、はじめから条例上に明確な位置付けをすることは困

難ではないか。自治基本条例の中で、区の役割も改めて考え、地域協議会の設立状況も考慮して、自

治基本条例での規定を考えていく必要があると思っています。 

 

 

質問と応答 

Q．小牧市が理想とするまちづくりのイメージとして、市民憲章がある。文章もわかりやすく、普及の

ための熱心な取り組みもあって、市民の間に浸透している。自治基本条例で目指すまちづくりは、市民

憲章と別のものとして考えるのか。一緒のものとして考えると、身近な条例になると思うが。 

 

A．一緒のものだと思っています。市民憲章は、市民の皆さんの間で浸透し、共通認識になっています。

5 つの条文は、小牧市の目指すべきところであり、「○○しましょう」という文章は、市民一人ひと

りの行動を促していて、当事者意識を自覚させようとするものです。皆さんと一緒に自分も行動しよ

うという精神は、まさに自治基本条例と一致しています。 

・基本的な方向としては、自治基本条例に、どこまで具体的なものを含めるかというのは、自治基本条

例の改正のしやすさや頻度に左右されると考えます。市民憲章のように普遍的な条例とするなら、盛

り込む範囲は少なくなりますし、改正を念頭に置いても具体的な内容としようとするのであれば必然

的に盛り込むものは多くなると考えます。自治基本条例の改正手続きについては、そういったことを

考慮して議論していただきたいと思っています。 

 

 

分科会での議論 

・個人情報の公開については、市長も条例の中で検討するべきだと言っていたので、どのように入れる

かは協議をしなくてはいけない。 

・個人情報の公開を、条例規定するのは非常に難しいと思う。外国人の住民投票の付与にしても、条例

に盛り込むには慎重な議論が必要。外国人のまちづくり参加については、市長の考え方に共感できる。 

・自治基本条例に情報公開を入れるのは無理があると思う。区の中で、既に情報共有をしているところ

はあるので、地区ごとにやっていくしかないのでは。 

・情報共有は、地域協議会でどのように位置づけるかということもある。地域協議会が、活動するうえ

で、市との情報共有が必要になるはずだ。それを自治基本条例の中で、直接的に規定できるか、地域

協議会の中で位置付けるかは議論するところである。 

・情報公開というと間口が狭くて、意見交換がしにくいが、一般的には高齢化を自治基本条例に含んだ

形でしてもらえるかということだったと思う。我々は、高齢化については、さらっと流してきたが、

それをもう一度議論し、見直してみてはどうか。 
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・先進的な都市の自治基本条例では、外国人に住民投票権を与えているところもあることから議論する

べき。 

 

 

4．諸連絡  

(1)(1)(1)(1)今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

・第 12 回 4 月 15 日（月）18:45～21:15 

       小牧市役所 本庁舎６階 601 会議室 

 

 

 

    次回に向けて 

市長との意見交換会も終わり、いよいよ次回は今年度最終回です。新しい論点も見えてき

て、議論は大変になったかもしれません。結論が出せなくても、「研究会議の場で、市民

はこんなに深く議論をしました」ということを示せるよう頑張りましょう。 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・市長からの市民参加の呼びかけが大変印象深く感じ、この会への参加者として、 

責任を感じました。 

・市長の言われる「権限と責任を明確にする」ことは、良く理解できました。 

・住民自治というものの具体的な内容が未だ理解できない。 

・高齢者、子どもは出てくるが「障がい者」に対して、皆さんの捉え方はどうなんでしょう。 

70



第 11 回研究会議議事録 1111 / 7777 

 

第 11回研究会議報告 

日日日日    時時時時    平成 25 年 3 月 19 日（火）18:45～21:15 

場場場場    所所所所    小牧市役所 本庁舎 4 階 404 会議室（議会・行政分科会は 402 会議室で開催） 

参加者参加者参加者参加者    20 名 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者    1 名 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ    石井 伸弘（ボランタリーネイバーズ客員研究員） 

 太田黒 周（ボランタリーネイバーズ研修／調査研究事業担当） 

 

■■■■第第第第 11111111 回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい 

手の付けていない項目の議論を進めるとともに、議会との意見交換、市長との意見交換で、再度議論が必

要と思われる項目についても検討を行う。 

 

 

 

1．開会／趣旨説明及び議事録確認 

・ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明・確認がありました。 

・提言書作成プロジェクトチームの説明とメンバーの募集について、事務局より説明がありました。 

 

2．市民・しくみ分科会 

(1)(1)(1)(1)計画策定計画策定計画策定計画策定    

①①①①問題点問題点問題点問題点    

･ 知っている計画は０（ゼロ）。それぞれの計画の題目はわかるが、なぜ計画が必要なのかがわからない。 

･ 自分ではない誰かの意見が反映されている、という印象がある。 

･ 計画を含め市政には関わっていきたいと思っているが、どのようにコミットしていくのか、その方法がわ

からない。 

･ 計画があるのは知っているが、計画が策定されたときや、計画に書かれたことが実行された時など、既に

決まったことに関する情報しか普段は入ってこない。 

･ 10 年計画であれば途中で計画そのものが古くなる、途中変更することはできないのか。 

･ 何度か、施策推進委員等に参加したことがあるが、行政側が着地点（落としドコロ）を決めてしまってい

る。委員会の場で発言した内容が、反映されたことがない。「市民が参加したよ」という裏付けが取りた

いだけなのではないかと感じた。 

･ 計画は、市職員のマニュアルであると思い、自分たちに関係があるものだとは思っていなかった。 

 

②②②②どのようにすればよいかどのようにすればよいかどのようにすればよいかどのようにすればよいか    

･ 129 区や、地域協議会など、地域のまとまりで意見を集約し、計画に反映させる。 

･ なぜ計画をつくらなければならないのか、なぜその項目について考えなくてはいけないのかなど、計画を

つくる理由をきちんと市民が納得できる形で進める。 

･ 最初に着地点を決めないで、行政側が市民に歩み寄る姿勢が必要。 
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･ 計画づくりに市民を参加させるのであれば、情報をわかりやすく、正確に伝える（隠しごとや曖昧な情報

がないようにする）。 

･ 委員会等をつくるときは、充て職で意見を言うだけの人を委員にするのはやめ、実際に計画を進めるため

に動ける人を委員にする。 

･ 計画を途中で変更するのは当然のこと。市民の意見を吸い上げて柔軟に対応できるようにする。 

･ 計画策定の周知手段が文書だけでは伝わらないので、工夫が必要。 

 

(2)(2)(2)(2)住民投票住民投票住民投票住民投票    

①①①①必要必要必要必要であるであるであるである    

･ 市役所の移転等、大きな公共施設をつくるなど、市民生活に大きな影響を与える案件では必要。 

･ 市民は、市長・議員を 100%支持して選んだわけではない（個々の政策では反対する項目もある）。また、

不測の事態により、重大な判断を下さなければならない時などに住民投票は必要。 

 

②②②②必要必要必要必要ではないではないではないではない    

･ 市長も議員も、市民が選挙で選んでいる。住民投票を認めると、（地方自治の）原則がくずれるのではな

いか。 

 

③③③③補足意見補足意見補足意見補足意見    

･ 市長との意見交換で、住民投票の結果とは違う判断を下すこともできるという話もあったが、住民投票の

結果を尊重する旨を条文に盛り込めば、市長・議会も結果を無視できないだろう。 

･ YES／NO の二者択一で決めることで、市民の間に亀裂が入るのではないかと心配である。 

（事務局より）無記名で行うので、その心配はない。 

･ そもそも市民に影響を与える重大な案件が、YES／NO で決められるのか。結果が半々になったとき、た

とえば 55 対 45 のとき、55 を選択することが民意を反映したといえるのか？ 

 

③③③③外国人外国人外国人外国人のののの投票権投票権投票権投票権についてについてについてについて・・・自主勉強会で提案された 4 パターンの検討 

a）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有する 

  ・・・選挙権はなくても、（小牧市が）グローバル化を謳っているのであれば、有するべきである。 

b）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有するが、内容によっては投票権がない 

  ・・・税金を払っているのであれば、住民投票にかかるような大きな案件には参加する権利がある。 

c）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有さないが、内容によっては投票権を有す 

  ・・・選挙権がないのであれば、投票権もないと考えるのが自然である。 

その上で、外国人に関わりがあるような案件については、投票権を認めてもいいのではない

か。 

d）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有さない 

  ・・・外国人と日本人では文化が違うので、投票権は一切ない。 

 

※b）か c）と考える委員が多かったが、下記のような疑問が出された。    

･ 選挙権と住民投票権の重みをどのように考えればよいのか？ 

･ b）の「内容によってはない」というのは差別ではないか？ 

� それならば、c）も差別と言えるのではないか？ 
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(3)(3)(3)(3)行政評価・苦情・意見聴取行政評価・苦情・意見聴取行政評価・苦情・意見聴取行政評価・苦情・意見聴取    

①①①①現状現状現状現状でででで、、、、市政市政市政市政はよくはよくはよくはよく運営運営運営運営されているされているされているされている    

･ 財政は健全。 

･ 市政に特別な混乱が生じていない。 

･ 市長と議会の仲が険悪でない。 

･ 住民が市政に対してものすごい不満をもっている、という話を聞かない。 

 

②②②②市政市政市政市政がよくがよくがよくがよく運営運営運営運営されているとはされているとはされているとはされているとは思思思思わないわないわないわない    

･ 市政に対して意見を行っても反映されない。 

･ 市政のことは市役所にまかせておけばいいと考えている市民が多い。 

･ 市と市民の問題意識が違う（委員会等に出た経験から）。 

 

③③③③市政市政市政市政がよくがよくがよくがよく運営運営運営運営されているかどうかわからないされているかどうかわからないされているかどうかわからないされているかどうかわからない    

･ 何を指して市政運営というのかがわからない。 

･ あるべき計画（目標）がわからないので、わからない。 

 

④④④④行政評価行政評価行政評価行政評価はどうあるべきかはどうあるべきかはどうあるべきかはどうあるべきか    

･ 成果主義で評価をするべきである。 

� 行政は、実施したことを評価するだけで成果を評価しない。 

� 評価基準が明確ではない（どこから評価をするのか）。 

� 単年度予算で動く中で、いつ評価をするのか。評価した内容がきちんと次年度に反映されているの

か。 

 

(4)(4)(4)(4)人材育成人材育成人材育成人材育成    

①①①①どんなどんなどんなどんな人人人人がまちづくりをがまちづくりをがまちづくりをがまちづくりを担担担担うとよいかうとよいかうとよいかうとよいか    

･ 発言に行動が伴う人。 

･ 自治会役員など、自分たちの地域を動かしていこうとしている人が、市政に関わると良い。 

･ コーディネーターが必要。 

� 問題意識をもって、NPO、企業、行政を結びつける人。 

� きっかけがあれば動きだすような市民（特に定年した男性が多い）が、その人たちが動き出すよう

な仕組みも機能も現在はない。 

� そうした機能は地域協議会の中でつくっていくことができるのではないか。 

 

②②②②人材育成人材育成人材育成人材育成にににに行政行政行政行政はどのくらいかかわるかはどのくらいかかわるかはどのくらいかかわるかはどのくらいかかわるか    

･ 難しい。行政にまかせれば、市民はおんぶに抱っこになってしまう。市民だけでやると、行政を動かすの

が難しい。 

･ 市民と行政が対立するのではなく、協働でやっていければよい。 
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3．議会・行政分科会 

◎はコンセンサス的な意見です。 

 

(1)(1)(1)(1)財政運営財政運営財政運営財政運営    

■現在の小牧市の財政状況について 

・ 特に問題はなさそう。 

・ 小牧都市開発㈱は会計基準が変わって赤字になっているはず。 

・ 現在も健康保険の徴収率は悪い。 

・ 現在、小牧市は基金を取り崩しているはず。 

 

■市民にとっての市の財政とは 

・ 市民には見えないから不安を感じる。 

・ 広報で決算を公表しているが、普通の市民は、見ても意味がわからない。 

・ 企業会計を理解している市民にとっては、決算も理解できる。 

 

■財政に関する情報発信・情報公開 

◎◎◎◎トレンドがわからないトレンドがわからないトレンドがわからないトレンドがわからない。。。。中期中期中期中期（（（（3333～～～～5555 年年年年くらいくらいくらいくらい））））のものがほしいのものがほしいのものがほしいのものがほしい。。。。これからこれからこれからこれから「「「「あれかあれかあれかあれか、、、、これかこれかこれかこれか」」」」をををを判断判断判断判断しししし

なくてはいけないのだからなくてはいけないのだからなくてはいけないのだからなくてはいけないのだから、、、、中期中期中期中期トレンドがほしいトレンドがほしいトレンドがほしいトレンドがほしい。。。。    

・ 広報にも単年度のみしか載っていない。 

・ 情報公開はしている。しかし、わかりやすくする工夫が必要なのでは。たとえば、普通の世帯所得に換

算した表現などはどうか。 

・ 税収減の見通しはどれだけわかっているのか。 

・ 支出の増加は見通せるはずだ。 

・ 市民が判断するためには中期の収入計画がほしい。 

・ 選挙で投票する際の指標にもなる。 

 

■財政をチェックする仕組み 

・ 資産を正確に見直すことが必要だ。そのためには会計事務所のような外部監査の仕組みが必要だ。 

・ 議会は決算の最終チェックをしているはずだが、監査体制がしっかりしていないと。 

（事務局より）監査委員が 2 名いて、民間から 1 名、議員から 1 名で構成されている。 

・ 二重、三重のチェックする仕組みはすでにしっかりできている。 

 

■情報の受け手＝市民の意識改革・読み解く力の向上 

・ 市民が意識改革をしないと、どれだけ市側が情報を発信しても、情報を受け止めることができない。 

・ 市民の意識改革は大変。地域協議会も動かない。 

・ 家計にたとえることは有効ではないか。説明もわかりやすくしてほしい。 

・ 市民も財政状況を分析する力を向上させないと。 

・ 極論すれば、夕張のようになれば、一夜にして意識が変わる。 

・ 春日井市に行くと、急にサービスが減る。サービスが減ると関心は高まる。 

・ 他市との比較は有効な方法ではないか。 
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■財政方針 

・ 積極財政でいくべき。企業誘致、特に本社の企業誘致はすべきだ。マックスバリュの本社が移転してき

たが、あれはよかった。 

・ 東海地震などを考えても地盤もしっかりしているし、そういった観点でもっと誘致の営業ができる。 

・ 右肩下がりを前提とすべき。いろいろ企業誘致、子育て世帯の増加策などをとるにせよ、誘致ができれ

ば儲けもん、といった程度で考えるべき。 

・ 拡大はできないが、下げない。 

・ 本社を誘致したいならインフラを整備しなくてはいけない。 

・ 単なる金の問題ではなく、市民が幸せを感じられるように。 

・ 市民が公共を担うようになるべきだろう。つまり、自分たちでできる、我慢もできる、その結果、幸せ

も感じられる、満足も得られる、ということ。 

◎◎◎◎先先先先にににに収入収入収入収入をををを想定想定想定想定しししし、、、、そのそのそのその分分分分にににに対対対対するするするする分配分配分配分配というルールがよいのではというルールがよいのではというルールがよいのではというルールがよいのでは。。。。今受今受今受今受けているサービスがけているサービスがけているサービスがけているサービスが前提前提前提前提ではなではなではなではな

いいいい。。。。    

◎◎◎◎優先順位優先順位優先順位優先順位がががが見見見見えているえているえているえている、、、、共有共有共有共有されていることがされていることがされていることがされていることが重要重要重要重要。。。。    

◎◎◎◎ないならないなりにやっていくないならないなりにやっていくないならないなりにやっていくないならないなりにやっていく。「。「。「。「あるとあるとあるとあると便利便利便利便利」」」」よりよりよりより、「、「、「、「ないとないとないとないと困困困困るるるる」」」」ものをものをものをものを。。。。    

・ 総合計画と連動して予算が見えるようになっていること。 

・ 一方、市がお金を使わないと地域経済は困る。 

・ 予算カットもシビアにせざるを得ない。 

・ 補助金はちゃんと見直したほうがいい。事業の効果があるのかないのか。「事業仕分け」をしてみては。 

 

■総合計画との関係 

・ 個別の案件になればお金のことも理解しやすい。 

・ 進捗の管理をするためにも、見通しがほしい。 

・ 企業でいえば、理念と、短期・中期・長期の計画があって、予算が編成される。小牧市の場合、中・長

期計画は弱いか、もしくは見えない。 

・ 企業の場合は利益の多寡で計画や予算編成の判断ができるが、自治体の場合は異なる。 

・ 自治体の場合は評価指標が不明確。 

    （事務局より）総合計画には評価指標・数値目標も定められており、その測定の方法も 

市民アンケートで実施している。 

・ 評価指標をもっとブラッシュアップできないか。 

・ 小牧市はすでに総合計画など、さまざまな取り組みをしているが、市民はそれを見ていない。 

 

(2)(2)(2)(2)法令体系における位置づけ法令体系における位置づけ法令体系における位置づけ法令体系における位置づけ    

・ 自治基本条例は少なくとも他の条例より上位である。 

・ 総合計画に相当するもの。内容がきっちりしていれば、あえて「最高規範」などと表現しなくてもよい。 

◎◎◎◎他他他他のののの条例条例条例条例もももも自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの精神精神精神精神にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり運用運用運用運用されるされるされるされる    

◎◎◎◎最大限最大限最大限最大限にににに尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる    

 

(3(3(3(3））））条例の見直し条例の見直し条例の見直し条例の見直し    

・ 見直しは必要。収入の変化もあるだろう。 
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・ 2 年だと煩雑だが、10 年だと長い。４～5 年程度か。 

・ 市長・議員任期とあわせるか？ 

◎◎◎◎4444 年年年年とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、大大大大きなきなきなきな状況状況状況状況のののの変化変化変化変化（（（（合併合併合併合併などなどなどなど））））にににに合合合合わせてわせてわせてわせて途中途中途中途中でででで見直見直見直見直すこともすこともすこともすことも可可可可とするとするとするとする。。。。    

・ 最初は２～3 年程度で見直してはどうか。 

・ 不断に見直す、といった表現もありうるが、ある程度のハードルもほしい。 

 

(4)(4)(4)(4)市民との関わり市民との関わり市民との関わり市民との関わり    

・ 市民委員会のようなものは必要だろう。見直しの際に集める方法と、常設型とする方法とある。 

・ 市民から見たら、この条例はわからないだろう。 

・ 条例を市民に知ってもらおうとするのではなく、市民活動の中で、条例の精神と重なる部分が出てくる

ことが大事だ。 

・ 市民広報委員会のようなものを設置して、まちづくりとは何ぞやを伝えてはどうか。 

・ 市民委員が条例を読み解いて市民に広げる活動が必要だ。 

・ 協働または、地域協議会などの活動と重ね合わせながら広報したり、説明したりすることが効果的だ。 

・ 何かの機会に重ねて広報してはどうか。 

・ 地域協議会の中に担当を決めて、条例を生かすことを議論する機会を作ってはどうか。 

・ まちづくりに取り組むプレーヤーに知ってもらう、読んでもらうことが大事では。 

◎◎◎◎全体全体全体全体ではなくではなくではなくではなく、、、、条文条文条文条文でででで理解理解理解理解をををを促促促促すすすす。。。。市民市民市民市民もももも身近身近身近身近なところからなところからなところからなところからしかわからないしかわからないしかわからないしかわからない。。。。    

・ 条例で書いてあることをベースに交渉できる、役立てる、評価できることが大事。 

・ 条例の活用の仕方講座などはどうか。 

・ まちづくりのプレーヤーに、どの条文に関わっているのかを広報や講座などを通じて伝えていくことが

重要では。 

・ これらを進めていくことで条例の評価が可能になる。 

・ 条例の評価ありきではないはず。 

・ 細部のみではなく、全体を評価しては。 

・ 協働を担う NPO、中間支援団体、子ども会などの活動と、その評価を部分ごとに実施し、重ねることで

評価してはどうか。 

・ 中間支援団体は重要な評価者のひとつ。 

・ 区長は評価者であると同時に、プレーヤー。プレイングマネージャーのイメージ。 

 

4．諸連絡  

(1)(1)(1)(1)今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

・第 12 回 4 月 15 日（月）18:45～21:15 小牧市役所 本庁舎６階 ６０１会議室 
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    次回に向けて 

     今回で、分科会にわかれての議論はおしまいです。 

次回からは、提言書作成プロジェクトチーム（正副リーダー＆有志）がまとめた提言書素案を

もとに、分科会では煮詰まらなかった部分を議論していきます。 

 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・住民投票については時間が足りませんでした。まだまだ話したい内容です。 

・住民投票の要件で意見がわかれた。行政運営が不透明である。 

・条文の評価は少し期間をもって評価された方がよいかと思います。 

・財政運営の中で予算と成果についての指標が見えてなかった。 

・自治基本条例の制定後、どの様な形で市民に理解され、活かされていくか？ 

そのイメージが湧かないところが問題。 
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第 12回研究会議報告 

日日日日    時時時時    平成 25 年 4 月 15 日（月）18:45～21:15 

場場場場    所所所所    小牧市役所 本庁舎 6 階 601 会議室 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者    2 名 

参加者参加者参加者参加者 ２２名  

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ    石井 伸弘（ボランタリーネイバーズ客員研究員） 

 太田黒 周（ボランタリーネイバーズ研修／調査研究事業担当） 

 

■第 1２回目のねらい 

提言書の素案をもとに、分科会で結論を出せなかったことを中心に、議論する。 

 

 

1．開会／議事録確認 

・ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明・確認がありました。 

・第 11 回の議事録について、内容の確認を行いました。 

 

2．今年度のスケジュールの説明／アンケートの提案 

・事務局より、今年度のスケジュール説明と PI 活動の一環となるアンケート実施について説明と提案がありました。 

ス ケ ジ ュ ー ル （ 4 / 1 5 現 在 の 予 定 ）  

 

 

 

 

 

※上記は、５月までの予定です。６月以降、引き続き、提言書作成 PT や研究会議を行います。 

 

3．自由討議（提言書素案をもとに検討） 

1 目的・理念・原則 

1-1．前文 

・本研究会での議論の経緯や、委員の熱意を盛り込む。 

・時代的な背景、小牧の特徴、村落の歴史などを踏まえ、自治基本条例

がなぜ必要とされるにいたったかを説明する。 

・前文を親しみやすく、わかりやすいようにして、前文で条例の魅力が

わかるようにする。 

・概念的な内容ではなく、現状に即した具体的な内容（将来予測など）

を盛り込み、前文を読めば条例の要点がわかるようにする。 

 

1-2．目的・理念 

・「質の高い生活」という言葉は、生活をひとつの基準から評価しているような印象を受ける。皆が同じラインにた

てるわけではなく、各人各様の生活があることに配慮した言葉にしたい。 

5 月  7 日 第 13 回研究会議 

5 月 11 日 市民活動団体との意見交換会 

5 月 15 日 H25 年度区長との意見交換会 

5 月下旬 第３回提言書作成 PT 

5 月 28 日 第１４回研究会議（市議会との意見交換） 

4 月  1 日 第１回提言書作成 PT 

4 月 15 日 第１２回研究会議 

4 月下旬 第２回提言書作成 PT 
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・言いかえ案として、「住みやすい」、「満足ができる」等がある。 

⇒PT で検討 

・目的と理念は別物である。目的は、自治基本条例で何をつくるか、条例に則りどのようにしてまちづくりを推進

していくかを規定するものである。 

・素案に２項目提言が挙げられているが、「少子高齢化・人口減少が進行する中、市民・議会・行政が課題を共有し、

協働しながらまちづくりに取り組むことが必要である。」が理念であり、「子どもから高齢者までが、安心・安全

で、質の高い生活が送れるまちを実現するために、自治の推進が必要である。」と整理できるのではないか。 

 

1-3．基本原則 

・参加の原則とは「市政への参加」のことなのか、もう少し広い意味なのか曖昧である。 

 ⇒「まちづくり」「協働」という言葉の意味を確認する。 

・住民自治ということに関してだが、具体的にどこまで自分たちで決められるのか？ 

・まちづくりはひとりではできず、実際には（地縁組織などの）団体でかかわることになるだろう。そのため現在

の提言で十分意味が通じる。 

・昔の村落のように、地域単位で生活に必要なことを全部決めていくようなイメージである。 

・原則 a～d は、PDCA の Do（実施）の部分に該当すると思われるが、そのことは記述しなくてよいか。 

・原則なので、PDCA を回すうえでの前提条件であり、特に Do に特化したものではない。 

・補足意見に「弱者・障害者・高齢者は市民が守る」とあるが、誰しも生きていく上では助けが必要である。特に

このように記述するのは偏見である。 

⇒削除する。 

 

2 自治の仕組み 

2-1．地域内分権 

・地域協議会につながる議論だと思うが、現在の区長制度をいい加減なま

まにして、そのうえに中間的な組織をつくってもよくはならない。区長

会を改革し、地域における自治の足元を固めるのが先である。 

・地域協議会が、そこまで必要なものなのかどうか、理解できない。 

・現行の区長制度だと、ほとんどが 1 年任期である。そのため、継続的な活動をするうえで課題がある。 

・地域の高齢化により、区単位では対応できない課題もある。ある程度の規模をもって解決することが必要となっ

てきている。 

・区自体が制度疲労をおこしているのが現状である。区長の責務や報酬をきちんと決めて運営することが必要なの

ではないか。 

・自治区は行政からは独立した組織であり、それぞれの自治の伝統をもって運営している。市役所が区長の仕事や

報酬、自治区の運営を規定することはできない。 

 

◇地域内分権の形態はいろいろ考えられるが、現在の区などの制度について、意思決定の仕方、サービスの内容、

民主的・公平な運営など、もうすこしうまく機能させることが求められている。 

 

2-2．自治区 

・「町内会活動は義務であり」とあるが、義務にはできない。 

・区長は、地域の現場を一番よく知っており、地域課題の発見・解決の担い手である。 
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・区長の権限及び義務の拡大と明確化が必要ではないか。 

・区長の権限と義務は区ごとの規約で決められており、区が決めることである。 

  ⇒自治区は、まさに自治する組織であることを確認する、というかたちで盛り込む。 

 

2-3．NPO・ボランティア団体 

・「NPO」という単語だけだとわかりにくい。 

・「ボランティア団体」というと社会福祉協議会の登録団体のことを指しているような印象がある。 

 ⇒「NPO・市民活動団体」で統一する 

・NPO の役割として、自発的に公共サービスを提供する担い手であることのほかに、協働の担い手であることも

含めたほうがよい。 

・NPO は行政と市民の仲介役ではないのか？サービスを提供する担い手は市民であり、NPO はコーディネーター

という位置づけだと考える。 

・NPO の活動として、（介護保険事業のように）団体自らがサービスを提供する場合と、「ボランティアをしたい」

と思った人を受け入れる受け皿になる場合と、両面がある。 

 

2-4．協働 

・協働の主体になるのは、地縁組織と NPO だけではなく、企業も含めてはどうか。 

 ⇒企業も含める。 

・協働は、言葉の定義だけでは分かりづらいので、図を入れて説明するとよい。 

 

2-7．住民投票 

・市長は、外国人の住民投票権の問題に慎重であったが、納税などの義務だけを押し付けて権利を与えないのは疑

問である。 

・（すべての投票権は認められないが）条件付きの投票権は認めるべきではないか。 

・滞在期間（中長期、永住、特別永住）でわけられないだろうか？ 

・現在の外国人人口は５％程度であり、投票権があっても影響力を持つとは思えない。 

 

◇手上げ式でアンケートをとった結果、下記の結果がでた。これをもとに PT で議論する。 

あ）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有する 1 票 

い）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有するが、内容によっては投票権がない 15 票 

う）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有さないが、内容によっては投票権を有する 5 票 

え）住民登録のある外国人のすべてが投票権を有さない 1 票 

 

3 市民 

3-1．市民の定義 

・補足意見にも載せているが、法人や団体について、「市民」という言葉でとらえることについて違和感がある。 

・「市内に事務所を有する法人」について、「事務所・事業所」とする。 

・事業者が市民の定義に含まれるのであれば、「2 自治の仕組み」に事業者についての提言も入れるべきではない

か？ 

・「2-4．協働」で、主体として企業も含めることにしたのでいれるべきである。 

 ⇒PT で検討 
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3-5．外国人の参加 

・「2-7．住民投票」と整合性をとるため、「市民と同じ権利・責務を有する」のまえに「原則として」と入れる。 

 

5 行政 

5-1．行政の役割・責務 

・「効率の原則」と「費用対効果は望めない」という記述は矛盾するのではないか？ 

・「効率」は無駄の削減といったことだけではなく、スピード感なども含まれるため矛盾はしない。 

・「費用対効果は望めない」とあるが、効果はあるのだから「費用対効果」という表現はおかしい。 

 ⇒「費用対効果」を「お金の価値には換算できないが」のような意の表現にかえる。 

・原則の中に、「公開」も必要である。 

 ⇒「公開」も含める。 

 

5-2．市長 

・市長をチェックする仕組みとして、マニフェストを用いることにしているが、マニフェストは市長職に就く前に

作成したものである。施政方針を用いる方が適当ではないか。 

・施政方針は単年度であるためチェックが難しい。マニフェストは市長任期に限ったことではないため、チェック

がしやすい。 

 ⇒PT で検討 

 

5-4．財政運営 

・短期・中期・長期それぞれについて計画を立て、その計画に基づき予算編成を行うべき。 

・毎年の見直しが必要。 

 

 

※ その他 

・その他で、上記に挙がっていない項目については、特に意見がなかった。 

・「4 議会」については、PT および第 13 回、第１４回の研究会で検討する。 

  

 

4．諸連絡  

(1)(1)(1)(1)今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

・「２．今年度のスケジュールの説明」のとおり。 

 

 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・同じ事でも言い方で違う意味となってしまうことがあるので、難しいと思いました。 

・言葉の重さと意味の把握が必要。 

・各項目の深堀りができたと思う。 

・参加されているメンバーたくさんの方に意見を述べてもらいたい。 
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第 13回研究会議報告 

日日日日    時時時時    平成 25 年 5 月 7 日（火）18:45～21:15 

場場場場    所所所所    小牧市役所 東庁舎 大会議室 

参加者参加者参加者参加者 １７名 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者        ６名    

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ        石井 伸弘（ボランタリーネイバーズ客員研究員） 

太田黒 周（ボランタリーネイバーズ研修／調査研究事業担当） 

■■■■第第第第 11113333 回目回目回目回目のねらいのねらいのねらいのねらい 

提言書の素案をもとに、前回の積み残した部分を議論する。また、アドバイザーの岩崎教授の問題提起を受

けて議論を行う。 

 

 

1．開会／趣旨説明 

ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明・確認がありました。 

 

2．PTにおける修正点の確認および全体討議 

3．アドバイザーによる指摘 

提言書の始めから順に、第 12 回及び PT における変更点を確認しながら、意見を述べる形で議論を進めま

した。また、アドバイザーの岩崎教授から全体を通して、問題の提起をしていただきました。以下では、議

論及びアドバイザーからの助言のあった項目について、（会議の話題順ではなく）項目順に記録しています。 

 

1 目的・理念・原則 

1-1．前文 

・【補足意見】に「市民憲章は市民の間に浸透している」とあるが、「浸透

していない」というのが前回の議論ではなかったか。 

・「浸透している」という意見もあったが、特に意見がなければ削除して

もいい。 

⇒補足意見の一行目を削除 

・「まちづくり」の言葉の説明の中で、「市政」という単語が使われている

が、「市政」は「国政」と対峙する単語なので、ここは「行政」にした

ほうがよい。 

 ⇒「行政」に修正する。 

・「まちづくり」の言葉の説明の中で、「事業者」を記載しているが、「市民」の定義の中に事業者も含まれて

いるので必要ないのでは？ 

 ⇒2 章に「事業者」の項目を立てるかどうか議論があるため、その結果にあわせる。 

 

1-2．理念・目的 

・障がい者についての記述がない。小牧市として障がい者をないがしろにしない旨を加えたらどうか。 
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・障がい者については、前回の議論で外している。 

・「障がい」という言葉をわざわざ入れなくても良い。偏見につながる。 

・「高齢者」は皆が通る道だが、「障がい者」はそうではない。だから、一市民として区別なく扱うべき。 

・【補足意見】一行目にある「誰にとっても暮らしよくなり」に、障がい者も含まれている。 

 ⇒障がい者については特記しない。 

 

【岩崎教授】 

・条例の「理念・目的」の中に「まちづくりの目的」が必要ではないか。補足意見の「条例の制定・運用に

より、小牧市が誰にとっても暮らしよくなり、世代交代をしながら続いていくまちにしていくことが大切

です。」を①として「まちづくりの目的」としてもよいと思う。 

 

1-3．基本原則 

【岩崎教授】 

・1-2①で「市民・議会・行政が」としているのに、本項の③④は「市民、行政」だけになっている。議会

も入れた方がよいと思う。 

・④「協働」とはどんなことかをもう少し、具体的に定義した方がよいと思う。 

 

2 自治の仕組み 

2-2．区（自治会） 

【岩崎教授】 

・②「自律した自治組織」について、どのような条件が満たされていれば自律しているといえるのか、具体

的に記述した方がよいと思う。区（自治会）の位置付けをもう少し議論する必要もあると思う。 

 

2-4．企業・事業者（新設、この後の項目は 1 項ずつずれる） 

・企業は協働の概念からすると欠くべからざるものである。企業の側でも

近年は CSR や ISO26000 を意識している。 

 ⇒2-4 として企業の項目を新設 

・「企業」だと大きな企業を指すイメージがある。個人事業主等を含める

なら「事業者」のほうが良いのではないか。 

・「事業者」といった場合は、営利企業だけでなく、病院や財団法人等も

含まれる。 

・「事業者」は代表者を指す言葉である。「企業」のほうが、従業員も含む表現になるのでふさわしい。 

・総合計画では「企業」としている。 

 ⇒仮置きで「企業・事業者」としておく。 

・企業の役割は、「協働の相手である」こと、上記の「CSR や ISO26000 の理念にもとづき社会貢献をす

る」ことである。 

・それらの前提として「まちづくりの主体である」と入れる。 

⇒上記３つを役割とする。 

・企業の社会貢献を行政は支援をするのか。 

⇒まちづくりの活動であれば、他と同じように支援すべき。 
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2-5．協働 

・①の「三者」というのがよくわからない（地縁組織、NPO・市民活動団体、企業と四者出てきているので） 

 ⇒「それらとの」に差し替える。 

・「地縁組織」の例で「婦人会」の記載があるが、小牧は「女性会」である。 

 ⇒修正する。 

 

2-6．情報公開・情報共有 

・②の「他のまちづくりの主体」という表現に違和感がある。「共にまちづくりの主体」にしてはどうか？ 

⇒「他の」を削除し、「まちづくりの主体である（市民、地縁組織、NPO・市民活動団体、事業者等）」に

修正する。 

 

2-7．計画策定 

【事務局より】PT で「行政は計画策定の情報が市民によりよく伝わるよう努めます」を⑤としてまとめたが、

③の「行政は、計画策定を市民参加で進める際は、情報をわかりやすく、正確に伝え（略）」と表現が似て

いたので、③と⑤の表現を検討していただきたい。 

⇒③は、計画策定の過程に関することであり、⑤は計画をつくることを市民に周知する意であったので、

③を「行政は、計画策定に参加する市民に対し、行政が有する情報をわかりやすく（略）」と直し、⑤を「計

画策定が行われることを、市民によりよく伝わるよう努めます」というかたちで入れる。 

 

【岩崎教授】 

・計画策定過程における重要性は書かれているが、なぜ計画が必要なのかも記述した方がよいと思う（考え

方としては、右肩下がりで公共サービスを縮小していくことになるため、PDCA サイクルをきちんとまわ

す必要があり、そのためにまず計画（プラン）をつくることが必要である）。 

 

2-8．住民投票 

・住民投票については、選挙権と混乱する人がいるので注釈が必要。 

 ⇒注釈を入れる。 

 

【岩崎教授】 

・議会は、市の意思決定機関だが、住民投票が行われる際、議会が判断停止する例がある。常設型の住民投

票制度を設けることにより、熟議による民主主義が放棄されないか心配。そのため、「②安易な実施がされ

ないように」というところを、もう少し具体的な条件を記述した方がよいと思う。 

・外国人（国籍）については議論されているが、年齢要件についても議論してはどうか。 

 

3 市民 

3-1．市民の定義 

・①と②が紛らわしい。「住民」という言葉は地方自治法で「市町村の区域内に住所を有する者」と定められ

ているので、①と②をまとめて「市内に住所を有する者」とすればいいのではないか。 
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・①は「住民」を指すが、②の場合は居住しているが、住所を有していない（住民票を移していない）人も

含めている。 

・②の例として、大学生や介護施設の入居者などがあげられる。 

 ⇒①と②はそのままとし、「市民」「住民」の定義について注釈を入れる。 

 

3-4．子どもに関する特記事項 

【岩崎教授】 

・学ぶだけでなく、子どもがまちづくりに参加し、実行することもあるのではないか。（「発達段階に応じて

まちづくりに参加する」など） 

 

3-5．外国人に関する特記事項 

【岩崎教授】 

・市民の定義で外国人も含まれているので、特に項目をたてる必要はない。（「2-8．住民投票」における記

述も同様） 

 

4 議会 

【岩崎教授】 

・この章で規定することはもう少し具体的に書いた方がよい。 

 

4-1．議会の役割と責務 

【岩崎教授】 

・「議員の評価のしくみづくり」とはどのようなことか、具体的に記述した方がよいと思う。 

 

4-2．議員の役割と責務 

【岩崎教授】 

・④現場主義とはどのようなことか具体的に記述した方がよいと思う（現場主義と補足意見の「特定の市民

の陳情を聞くことではありません」が矛盾しないように）。 

 

5 行政 

【岩崎教授】 

・憲法が国家権力を縛っているように、自治基本条例は、市民の権利を守るために、権力を持っている行政

を縛るものという意味がある。その意味を踏まえて、この章を検討した方がよい。 

 

5-1．行政の役割と責務 

【岩崎教授】 

・③「民間」とはどの範囲か、また、「協働」は「1-3 基本原則」の協働が当てはまることかどうかわかる

ように記述した方がよいと思う。 

 

5-2．市長の役割と責務 

【岩崎教授】 
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・①「マニフェスト」は、候補者全員がつくれるものだろうか。現職が圧倒的に有利になるのではないだろ

うか。 

・⑤「行政内外に」の「内」は職員になるので、市長を補佐するのは当たり前。「外」（ブレーン）について、

どのようなものか具体的に記述した方がよいと思う。 

・⑥「チームで就任」がどの範囲までを言っているのか具体的に記述した方がよいと思う。 

 

6 条例の運用方法 

6-3．市民への周知 

【岩崎教授】 

・この項目自体は特に条例に盛り込まなくてもよい。 

・【補足意見】の「市民委員が条例を読み解いて市民に広げる活動が必要です。」については、具体的に記述

した方がよい。 

 

4．諸連絡  

(1)今後の予定 

・本研究会終了後 PI 活動の打ち合わせ 

・5/11（土）13:50～14:50 市民活動団体との意見交換会  勤労センター多目的ホール 

・5/15（水）15:10～16:00 H25 年度区長との意見交換会 東庁舎大会議室 

・5/23（木）13:00～15:00 第３回提言書作成 PT 本庁舎 403 会議室 

・5/28（火）18:45～21:15 第 14 回研究会議（議会との意見交換） 東庁舎大会議室 

 

(2)アンケートと第 12 回議事録について 

・PI 活動のアンケートについては、5/15 までに事務局へ郵送または持参してほしい。 

・第 12 回議事録については、修正があれば 5/15 までに連絡してほしい。 

 

 

 

 次回に向けて 

     あり研も終盤をむかえ、みなさんの考えた内容はだいたいかたちになってきました。 

一方で、今回は岩崎先生からたくさんの宿題をいただきました。プロジェクトチームでも検討

しますが、それ以外のかたも、今日、指摘のあったことについて考えてみてください。 

 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・条文にする時に、市の職員・議員等が困惑しないように詳しい表現が必要である。 

・私たちは 27 名だけの代表ではない。1５万人の市民の代表であって、委員一人、 

二人の意見であってはならない。 

・岩崎先生の話がとてもよくわかりました。 
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第 14回研究会議報告 

日日日日    時時時時    平成 25 年 5 月 28 日（火）18:45～21:15 

場場場場    所所所所    小牧市役所 東庁舎 大会議室 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者    １０名 

参加者参加者参加者参加者 １９名 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ    石井 伸弘（ボランタリーネイバーズ客員研究員） 

 太田黒 周（ボランタリーネイバーズ研修／調査研究事業担当） 

 

■第 14 回目のねらい 

前半で議会との意見交換会を行い、後半で提言書（案）の検討を行う。 

 

1．開会／趣旨説明及び議事録確認 

・ファシリテーターより、本日のねらいと進行方法について、説明・確認がありました。 

・第 1３回の議事録について、内容の確認を行いました。 

 

2．市議会との意見交換会 

（１）（１）（１）（１）あり方研究あり方研究あり方研究あり方研究会議会議会議会議よりよりよりより    あいさつあいさつあいさつあいさつ（（（（市民市民市民市民・・・・しくみしくみしくみしくみ分科会リーダー分科会リーダー分科会リーダー分科会リーダー原田委員原田委員原田委員原田委員））））    

・あり方研究会議（以下意見交換会の中で「あり研」と表現されています。）に参加する前は、自分が住んでいる周

りに問題があっても、どうやって手を出したらいいのかわかりませんでした。メンバーとの議論の中から、そう

いう疑問がだんだん解けてきたと感じています。あり研には、いろんな経験を持ったメンバーが参加しており、

議論を重ねてまとまった意見もあるし、まとまっていないところもありますが、議員の皆さんにはそういうとこ

ろも見ていただければと思います。 

 

（２）（２）（２）（２）市市市市議会より議会より議会より議会より    あいさつあいさつあいさつあいさつ（（（（竹内竹内竹内竹内議員議員議員議員））））    

・先日、提言書素案（以下、素案）をいただき、議員間で意見交換し、意見をまとめましたが、短い文章でまとめ

ているので、わからないところもあると思います。それも含め、今日は、おおいに本音をぶつけあって、よりよ

いものがつくれるといいと思います。あり研の皆さんは、決まった回数以外にも、自主的に集まって議論もして

いると聞ききました。そのことを踏まえて、私たちも勉強させていただきたいと思っています。 

 

（３）（３）（３）（３）市議会からの市議会からの市議会からの市議会からのご意見ご意見ご意見ご意見（竹内（竹内（竹内（竹内議員議員議員議員））））    〈はじめに５点まとめてご意見をいただきました〉〈はじめに５点まとめてご意見をいただきました〉〈はじめに５点まとめてご意見をいただきました〉〈はじめに５点まとめてご意見をいただきました〉    

【１】自治基本条例はいかなるものかという点 

・素案をみさせてもらった私たちの印象は、素案に非常に細かい項目がたくさんある、ということでした。しか

し、そもそも自治基本条例というのは、普遍的・恒久的なものではないだろうか、あまり細かい規定をするもの

ではないのでは、という意見がありました。 

【２】「4-1 議会の役割と責務」「4-2 議員の役割と責務」 

・この項目についても、非常に細かく書かれています。私たちは今まさに、議会をいかに改革して、市民の皆さ

んに開かれた議会をつくっていくか、議会の役割とは何かということを議論しています。素案の「4-1 議会の役

割と責務」では、①～⑦まで項目が書かれていますが、その趣旨を踏まえて、自治基本条例の中では、次のよう

にしたらどうかという意見を出させていただきました。 
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「4-1 議会の役割と責務」・・・「議会は二元代表制のもと、／①市の重要な意思決定、市政運営に関する監視及び

評価、政策の立案等を行う。／②市民との情報共有化を図るとともに、議会活動に関する情報を市民に分かりや

すく説明し、開かれた議会運営に努める。／その他必要な事項は、別に議会基本条例で定める。」 

「4-2 議員の役割と責務」・・・「①市議会議員は、市議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、議

員としての資質向上に努める。／その他必要な事項は、別に議会基本条例で定める。」です。 

【３】「2-8 住民投票」 

・この項目は、非常に難しい問題をいろいろ含んでいます。そのため、地方自治法に定められている以外の、常

設型の住民投票制度を設けることについて、私たちの議論の中では、「慎重になるべきだ」という意見の内容で

あったかと思います。後で私たちの想いを詳しく述べていきます。 

【４】「5-2 市長の役割と責務」 

・①～⑧まで項目が書かれていますが、自治基本条例は普遍的・恒久的なものであることから、「マニフェスト」

で市長の役割や責務を縛るのはいかがなものかという議論がありました。市長が変わっても通用するような自治

基本条例であるべきではないか、という考え方に立って、①⑤⑥⑦⑧は、自治基本条例にはふさわしくないので

はないかという、疑問と意見です。 

【５】「6-2 条例の見直しの期間」 

・自治基本条例は普遍的・恒久的なものであるという考え方から、見直し期間は記載する必要はないのではない

かという意見です。 

 

（４）（４）（４）（４）あり方研究会議からの回答（あり方研究会議からの回答（あり方研究会議からの回答（あり方研究会議からの回答（議会・行政分科会リーダ議会・行政分科会リーダ議会・行政分科会リーダ議会・行政分科会リーダーーーー松本委員松本委員松本委員松本委員））））    〈５点について回答しました〉〈５点について回答しました〉〈５点について回答しました〉〈５点について回答しました〉    

【１】自治基本条例はいかなるものかという点 

・自治基本条例の位置づけについてですが、自治基本条例が「普遍 

的・恒久的」という意見ですが、私たちの立場としては、条例の理 

念、目的、考え方が「普遍的・恒久的」なものだと考えています。 

条例自体が、あまり大枠なものになると、これから小牧市の自治基 

本条例を策定していく意義が薄れていく可能性があります。細かす 

ぎてもいけないし、大枠すぎてもいけないという立場をとっています。 

【２】「4-1 議会の役割と責務」、「4-2 議員の役割と責務」 

・私たちの素案の文面を読むと、かなり細かいことまで書いてあると思われるかもしれません。これは議会や議

員の方々に「こうあってほしい」という市民としての思いで、「やっていただきたいこと」「取り組んでいただき

たいこと」として書いています。現在、議会基本条例の制定を進めていると思いますが、その過程で、市民が傍

聴したり、意見をいう場が設けられるのかという点で疑問があり、そうしてほしいという希望を持っています。

オープンなかたちで取り組んでいただき、市民の意向が反映されることを期待しています。 

【３】「2-8 住民投票」 

・「慎重であるべき」という意見をいただきました。私たちも同じ立場です。文言として「常設型の住民投票制度」

としていますが、「現行の地方自治法で認められているものよりは実施しやすく、かつ安易に実施されないもの」

という意味合いです。たとえば、合併、市役所の移転、大規模公共施設の建設であるとか、そういった事柄に対

してのみ行うイメージです。 

【４】「5-2 市長の役割と責務」 

・市長は市民が選んだ存在ですから、市長の交代時にできるだけスムーズに運営を始められるようにした方がよ

いのでは、という意見です。具体的な記述もありますが、あくまで私たちの意見の中で、「たとえば」というも

のを出しています。これから起草会議でもっと揉んで、絞っていただくような内容だと思いますが、考え方とし
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ては、市長交代時にスムーズに運営できるということが、特に①⑤⑥⑦⑧の項目で示されています。 

それから、「マニフェスト」という言葉にこだわっているわけではありません。市長に立候補する人が、方針や目

標等を示していくことが大事という意味です。 

【５】「6-2 条例の見直しの期間」 

・仮に「必要な時期に見直す」とすると、条例が時代にあっているかという点検が曖昧になり、将来かたちだけ

のものになることを危惧しています。時代に沿ったかたちで、見直していくのが必要ではないかという見解です。 

 

（５）（５）（５）（５）意見交換意見交換意見交換意見交換    <<<<出席者による意見交換出席者による意見交換出席者による意見交換出席者による意見交換>>>>    

ファシリテーター（以下 Fa） 議会からの 

意見の一つ目、自治基本条例の位置づけにつ 

いては、全体的には「普遍的・恒久的」なも 

のではあるが、松本委員の回答にあったよう 

に、一定程度細かさが必要というスタンスで 

つくっていることを前提に、意見交換をして 

いただきたい。 

 

議員）「4-1 議会と役割の責務」のところで、 

「こうあってほしい」という姿を書いたとい 

うご回答でした。④に「市民が参加しやすい 

開催日時」を持つようにとありますが、どう 

いったことをイメージされていますか。 

 

委員）「4-1 議会の役割と責務」の補足意見という形で記しています。仕事をしている人だと、昼中の議会を傍聴

することが難しいので、議会を土日、夜間に開催することも一つの案ではないかと。いつもということでは

なく、ポイントになる議題については、そういうことも考えていただけないかということです。 

 

議員）夜間の開催ということですが、私たち議員は夜間に開催しても、翌日の昼間に休むことができます。しかし、

理事者側にとっては、次の日の行政サービスとか、職員の体調管理とか、残業経費等の議会経費の増加につ

ながるのではないかという懸念をもっています。そのあたりは、どのようにお考えですか。 

 

委員）確かに経費の増大というのはあるかもしれません。しかし、夜間開催の時には、休暇や午後出勤するなど調

整をすることもできるのではないでしょうか。経費の増大と市民にどれくらい関心をもってもらえるかとい

うことを比較した時に、十分効果があるのではないかと考えます。費用は細かく計算する必要がありますが、

市民が関心をもって議会を傍聴することのほうが重要ではないかと思います。 

 

議員）夜間や休日の議会開催については、議会改革のなかでこれから取り組んでいく問題ですので、今の発言は、

個人的な意見として受け取っていただきたいです。 

まず、あり研から議会基本条例について、どのようなスケジュールで制定するのか、市民が傍聴・意見をい

う場が設けられるのかというご質問をいただいたので、そのことからお答えしていきたいと思います。 

 

議員）スケジュールについては、今は具体的なものはありません。自治基本条例と並行するかたち、若干遅れるか
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もしれませんが、進めていこうと考えています。現在、先進的な議会基本条例をもっている自治体に行政調

査をしていきたいと考えています。 

議会基本条例を制定するにあたって、実践を先行させる、実践したことを後戻りしないよう歯止めをかける

ために条例化する、そういうかたちで議会改革の中で進めています。また、市民の意見を聞くのは当然です

ので、議会が自分たちだけで議会基本条例をつくるということではありません。皆さんの声を聴きながら、

定めていきたいと考えています。 

 

Fa） この場で議会の総意を聞くことはあまり想定していません。委員会等である程度結論の方向性が定まってい

ることについてはご報告いただきたいですが、議員個人の意見をお話しいただいても結構です。 

 

委員）議員の方々のお話を聞いて、二つ意見を申し上げます。 

まず、土日夜間の議会開催について、負担からまず考えるのではなくて、議会事務局の方には負担があるで

しょうが、議員だけで議論をするようなそういう会議もあるでしょうし、そういう会議は私たちの意見とし

てもぜひ増やしていただきたいと考えています。そうすると、各議員さんがどんな考え方をもっているかと

いうことが、市民はよくわかるわけです。そういう、取り組みやすいところから市民に理解をしていただく

という受け止め方をしていただきたい。ネガティブで「これはできん」という考え方からの発想だと、私た

ちが議論したことを受け止めていただいたことにはならないのではないかと思います。 

   もう一つ、議会からいただいたご意見は、私たちの提言の素案が非常に抽象的なかたちで集約されています。

そうすると、この素案には補足意見もありますが、補足意見にも書いてないような細かい議論までしている

私としては、メンバーの一人として、議会からいただいたように、提言を直すことには、抵抗があります。

「細かいことは議会基本条例で規定します」ということではなくて、提言書に書かれたことを、議会基本条

例のなかでどのように検討するのかということを、この場でお話いただけるといいと思います。 

 

議員）今日はあり研の皆さんに議員の意見を聞いていただく場だと思っています。素案に書かれた項目について、

どうこういうわけではありません。 

議会基本条例については、すでに制定した市町村はたくさんありますが、「作ったけれども・・・」という議

会も非常に多いです。たとえば「議会報告会を 3 回実施すると書いたけれど、実際に実施するのはたいへん

だ」と言っている議会もあります。昨年度は、議会報告会を 2 回実施しました。それではいけないというの

が、私たちの出発点です。だから、まず実施しましょう、ということです。そのように、実践しながら議会

改革をすすめ、議会基本条例にまとめていく方法がいいのではないかと、私たちの議論から見えてきました。

自治基本条例が、制定されるのであれば、それにあわせながら、議会基本条例をまとめていこうということ

が必要で、いつまでも議会基本条例に触れないということではいけないと思います。それにあたってはまず

実践から出発しようということで、2 年前に議会報告会を実施し始めたということです。これからスケジュ

ールなどを考えながら、取り組まなくてはいけないということは議会の総意として持っています。そのうえ

で、提言書について書かれていることについて、理解できることはたくさんあります。それをダメだという

つもりはありません。 

非常に個人的な意見ですが、議会基本条例をつくるにあたっては、必ず市民の皆さんのご意見をうかがう場

をつくらなくてはいけないと思うし、議会と市民が、意見交換をしなくてはいけないと考えています。私た

ちだけでつくったのでは、本末転倒になると思っています。個人的な意見ではありますが、他の議員との間

でもある程度コンセンサスが取れていることと思います。 
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Fa） あり方研究会議の提言書に書いてあることは市民からの意見です。それに対する議会からの質問も、議会の

意見であって、それを押し付けるつもりはない、ということを確認したうえで進めていきたいと思います。 

 

委員）議会基本条例のスケジュールが未定ということでしたが、いつごろに制定されることを想定していますか。 

 

議員）具体的な期限は決めておりません。中身を先につくろう、条例化、文章化についてはあとからまとめるとい

う方法を取るというのが、全体のコンセンサスです。これまで実践してきた項目をまとめたものを、あり研

にも提出したほうがいいかもしれませんね。「ここまではきたよ」ということを。それについては後から協

議します。 

   それと、あり研の委員からのご意見について、先ほどは言葉足らずでしたが、議会と議員の役割責務につい

て、素案に書かれていることは、すべて納得できることばかりです。「これは違う」というのは、ないはず

です。これらを踏まえて、これからの議会づくりをしていきたいと考えています。 

 

議員）今年の議会報告会には 3 つの市の方が、各会場に傍聴にきました。それらの市では、議会基本条例が制定さ

れています。その中に議会報告会を実施することを謳っているが、まだ一度も実施していない、小牧市はど

ういう方法で実施しているのかということを、視察に来て、「市民への説明はパワーポイントを使えば確か

にわかりやすい」とか「質問に対する答弁をチームワークよく、福祉に対しては福祉の委員会の議員が、建

設に対しては建設の委員会の議員が、きちんと答えていた。こういう市民とのキャッチボールができるよう

に私たちもしていこう」と感想を述べていらっしゃいました。私たちとしては、制定されているけど実施が

できていないのはよくないので、実施を踏まえて制定していこうと考えています。 

 

委員）先ほど議員からの意見で、議会報告会を 3 回実施すると条例に書いても 2 回しか実施できなかったというこ

とがあり得るから、実践しながら変えていこうというお話がありました。自治基本条例についても、「普遍

的・恒久的」なものにしてしまうと、そういう調整ができなくなります。ですから、実践しながらというこ

とであれば、もちろんそうコロコロかわるものではありませんが、ある程度見直しが必要なことがでてくる

という考え方です。「普遍的・恒久的」ということを金科玉条のごとくやってしまうと、ガチガチで何も変

えられないという懸念があります。もうすこしゆるやかに考えるものだと思います。 

 

Fa） 住民投票についても意見交換をしていきたいと思います。 

 

委員）住民投票は、地方自治法で制定されているということはわかります。常設型の制度にすると、現在よりも実

施しやすくなるが、そのとき、いちばん問題になるのが、議会が思考停止をすることだと、アドバイザーの

岩崎教授より教えていただきました。 

先日、東京都の小平市が住民投票を実施して、投票率が 30%程度で開票されなかったという報道がありま

した。しかし、住民の声を聴くという、直接民主主義的な意見の聴取の仕方は、一番原始的な民主主義だと

思うのです。それが時代を経て、間接的な制度になっていますが、民意を直接的に聞くというのは、ギリシ

ャ・エジプト時代からの、民主主義の原点に戻ることではないかと思っています。そこにいろんな問題が出

てくるなら、その問題点を条文の中でクリアできないかと思っています。条文の中で、たとえば「議会は思

考停止をしない、必ず議論して議決をする」と定めるなどです。 

   全体に関わることでお願いしたいのが、今度の自治基本条例は、今までは後ろに引っ込んでいた生活の主役

者としての住民が、議会や行政に接近して、自ら主体的に活動しようじゃないかという、ものすごい動きな
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んです。素案には、自治の主体として行政、議会、市民の三つの主体が入っています。市民が主体であるこ

とを、議員の皆さんもしっかりと認識していただきたいと思います。 

 

Fa） 補足しますと、「常設型住民投票制度」という言葉で捉えてほしくないということです。あり研が伝えたい

ことは、「今の制度よりは実施がしやすく、かつ安易ではないもの」ということです。 

 

議員）条例の見直しについては、意見としては「普遍的・恒久的」と書いていますが、私たちの会議のなかで「4

年では短すぎるのではないか」「10 年くらいがいいのではないか」という具体的な議論がありました。 

私は住民投票の件について、先ほどあり研の委員の発言にあったように、市政を左右するような大まかなこ

とについて、住民投票を入れていくのはいいのではないかと思います。しかし、なんでもかんでもというの

は、やっぱり非常にマズいのではないかと思っています。 

 

議員）常設型の住民投票について、補足意見に「合併、市役所の移転、大規模公共施設の建設等、市民生活に大き

な影響を与える案件では住民の意思を確認する手段として住民投票は有効です。」とあり、もちろんその通

りだと思います。 

そこでお聞きしたいことがあります。あまりいい例がなく、本来自治法上はできない内容ではありますが、

たとえば「税金を下げる」という案件が住民投票に付されたとします。その時、下げるという意見にどれだ

けの市民の人が一考していただき、たとえば「下げない」という選択をどれだけの市民ができるものなのか。

市民からみると、小牧市は全国で有数の財政規模と思われていることもあり、市民の皆さんからすると「小

牧市の財政は大丈夫だよね」という意見の中で、安易に動いてしまう可能性が無いとはいえないと思います。 

先ほどあり研の委員の方からご指摘のあったように、議会が思考停止になって議会の機能を果たさないので

はいけないのですが、先ほど説明があったように「現行よりも実施がしやすく、また安易に使われない」と

いう適切な補足説明をつけなければ、その場その場で市民が楽な選択をしてしまう懸念もあります。 

あり研の皆さんは、数多くの会議を重ね、自治基本条例の必要性、どのようなものが自分たちにとって大切

かというのを議論されてきたと思います。皆さんのような市民が増えることが、大切ではないかなとは思う

のですが、適切な補足意見が無いと、私としては不安視する部分があります。これは個人的な意見です。 

 

Fa） 市民が安易な決定をしてしまうのではないかというリスクをどのように捉えるか、という質問だと思います

が委員の皆さんはいかがですか。 

 

委員）そういったことについて、私自身も危惧しています。特に税金の問題ですとか、市の利益が減るようなこと

について住民投票にかけるのは、非常に危険なことだなと思います。十分に情報を精査して、市民に提供し

ていく必要があります。 

それに、私の個人の見解ですが住民投票というのは参考意見です。最終的には議会が議決をします。議員の

研修会に参加させていただいたときに、「中流砥柱」という言葉を聞きました。川の中に大きな岩が毅然と

立っている。川の流れがこっちを向いても、そうじゃないところは毅然としてやるのが議員だと。私は議員

ではありませんが、そういう議員はかっこいいと思います。住民投票はあくまで参考意見、住民意見の吸い

上げのみだと個人的には思っています。 

 

委員）自分なりの確かな判断ができる市民ばかりではないというお話がありました。先ほど、議会の夜間開催など

のお話をしたのは、賢い市民をたくさんつくることが、いい意味で確かな議員さんを選出する一つの要素だ
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と思うからです。ですから、市民が信頼できないという前提でものごとを考えるのではなく、信頼できる市

民をどうつくるか、どのようにしてつくっていくかという前提で考えていただきたい。そうでないと、不信

感の塊の中では何も起きないと考えます。 

 

議員）常設型の住民投票制度は、住民が直接参加できる非常に有効な手段です。安易に実施しないためには、やは

りルールが必要だと思います。ある程度のハードル、たとえば直接請求並みにするのか、あるいは投票率は

何%以上じゃないと有効じゃないとするのか、そういうルールをつくって、そのうえで、住民が直接参加で

きればいいなと思っています。 

 

岩崎教授）先ほどあり研の委員の発言にあった、思考停止ということについて。たとえば平成の大合併のときによ

くありましたが、もう議会では決められない、だったら住民投票で住民に決めてもらおうと丸投げして

しまうことがあります。しかし、本来、議会とは、そういうものではありません。徹底的に合併の是か

非かを議論して、住民の皆さんにメリットとデメリットを提示して、議会報告会などのいろんな場で住

民の意見を聞きながら、「わが市としてはこうする」と提示するのが本来の議会のあり方です。でも、

時間もない、議会もまとまりそうにない、だったら住民投票にかけちゃえといって、丸投げをした事例

が、特に平成の大合併のときに多く見られました。それは、やはり心配をする部分です。 

 

議員）外国人の参政権について、あり研ではどのような議論がされたのでしょうか。 

 

委員）住民投票については、私たちもどのように議論をしたらいいのか難しいものでした。メンバーそれぞれも、

住んでいるところによって価値観が違ったりします。外国人が近くにいる方は住民自治をしていくにあたり、

外国人の意見を聞くのも必要だと思われるし、近くに外国人がいないと「必要なの？」と思う人もいます。

これについては、外国人の問題だけではなく、非常に難しいものでした。議論としては、皆さんにお見せし

た通りで、すべての人が投票に参加してほしいという意見もあれば、選挙権と同じという意見もあります。

また、内容によっては、参加してもらったり外れてもらったりした方がいいのではないかという意見もあり

ました。 

話が戻りますが、住民投票については非常に時間をとって議論をしましたが、とても難しい内容なので、個

人的には書かなくてもいいのではと思いました。しかし、他のメンバーから、不測の事態、たとえば東日本

大震災における原発の問題のように、どうしても短時間で意見集約をしなくてはいけない時、議員を選挙し

てといった時間をかけられない時に、住民投票があったほうがいいのではないかという意見もありました。 

外国人については、外国人以外にもいろんな個性を持った方がいらっしゃるので、触れないという選択肢も

あるのではないかという議論になりました。 

 

委員）外国人の問題については、結論はでていません。ただし、住民投票の有無については、条例に規定するべき

だという結論です。 

 

Fa） 「5-2 市長の役割と責務」と「6-2 条例の見直し」について、意見交換をしたいと思います。 

 

委員）冒頭で述べたように、市長の交代時にスムーズに運営するために、具体的にどうすればいいのかを素案の通

り示しています。「マニフェスト」に関しては、方針や目標を示してほしいと、市民としては思っています。

「マニフェスト」という言葉がふさわしいかどうかは、いま検討中です。 
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議員）議会の意見では、市長の役割と責務について、素案をバサッと切ったように思われるかもしれません。 

何度もいいますが、しくみとして二元代表制であり、あくまでも市長は選挙で選ばれる、議員も選挙で選ば

れる、そして先ほど意見があったように、そのなかに市民がいるわけですね。素案は、アメリカの大統領制

のようなイメージで書かれています。機能としてはあったほうがいいし、スムーズに、スピーディーに、市

長がやりやすいようなかたちでリーダーシップを発揮できるようにという意向はわかります。ただ、あくま

でも市長の努力にかかってくる問題で、人材を登用し、それだけの采配を振るっていけるかだと思います。 

議会としては、市長を牽制し、緊張関係をつくることが責務です。ですので、自治基本条例については、あ

まり細かいことを書くのではなく、誰が市長になっても最低限守らないといけないことを盛り込むべきだと

思います。 

   あくまでも理念条例でありますから、私たちとしては最低限のアンカーと考えます。 

私たちは、この場で皆さんからいただいたご意見はしっかり受け止めさせていただきましたし、また、議会

報告会等を通じて、市民からあがってくる意見は、胸の内にしまいこんで、どこでそれを発案しようか、日

夜考えておりますので、ご安心ください。議会は決して思考停止もしませんし、議論をします。それでこそ、

私たちが選ばれ、血税で活動をしているのです。そう意味で、「議員にまかせてください」という意味は少

しあります。 

小牧市に、他市から議会改革についての視察がくることは、今までになかったことです。非常にいい評価を

受けているということを、市民の方にも知っていただきたい。 

   市長の役割と責務については、もちろんリーダーシップを発揮して小牧市政を盛り立ていただくのが本意で

す。しかし、細細と規定して一投足を縛るよりも、②③④の項目でとどめておいてもいいのではないかと、

皆さんのお考えをくんだうえで提言します。 

 

議員）市長は立候補して選挙に出ます。素案に書かれていることは、立候補の制限にならないかということを危惧

します。マニフェストを掲げなくてはいけないとありますが、掲げない人でも立候補してはいけないという

ことはありません。ブレーンが一緒に就任しなくてはならないとあったら、どこからかブレーンを見つけて

こなくてはいけません。それが立候補の制限にならないかと危惧します。マニフェストあるいは公約という

表現で、内容についての細かい話を、市長として実行していく責任というのはあると思いますが、自分はど

ういう市にしたいかを、細かく述べる人もいるかもしれないし、大きく述べる人もいるかもしれない。それ

は制限されるべきではありません。 

 

議員）市長の役割と責務の⑤について、組織以外のブレーンとはどういうイメージでしょうか。 

 

委員）外部ブレーンとしては、戦略会議のようなものをイメージしております。先程申し上げた通り、ひとつの手

法としてこうしたものを書かせていただいている段階です。「ブレーン」とか「チーム」とか文字面をみる

と「どうかな」と思う部分も確かにありますが、先程も申し上げた通り、スムーズな運営のための議論を、

今後もしていただきたい。「マニフェスト」にしても同じく、目標・方針といったものを何かしら提示して

ほしいという意味合いです。 

 

議員）マニフェストの進捗体制にたいするチェックが必要ということですが、そもそもマニフェストとは財源とか

工程、達成期限を示すことがマニフェストなので、あえてここで示す必要はありません。 

   それと、①のマニフェストを提示しなくてはいけないという項目ですが、新人の候補者にとっては、すごく
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難しいことになります。マニフェストをたくさん書く市長であれば有利ですが、違う方法で選挙にでる人も

いると思います。やはり条例化しない方がいいのではないかと考えております。 

 

Fa） ①⑤⑥⑦については、議員の皆さんも、あり研の皆さんも、ちょっと踏み込みすぎたかなというのがお互い

の共通認識になっているのではないかと思います。そのうえで、見直し期間について意見交換したいと思い

ます。 

 

委員）補足意見にあるように 2 年だと煩雑だが 10 年だと長すぎるから、4～5 年が適切だろうというのが、私た

ちの意見です。こういう条例は、条例と市民の活動がリンクしないといけないので、周知がすごく重要なこ

とだと思います。そして、実際に自分たちが活動をしているときに、条例に不具合なところがあったら直し

ていけばいいのではないかと思います。2 年だと煩雑なので、4 年ぐらいが妥当ではないかということです。

だから、条例を見直さない発想はもともとありませんでした。 

 

議員）自治基本条例を見直していくことは、必要だと思っています。議員の中の議論でも、見直し期間については

いろいろ意見がありました。これだけのものをつくって、市民の方に周知するにしても、それなりの期間が

必要かと思います。見直しした場合、例えば周知で 2 年かかり、2 年後には次の見直し始めなくてはいけな

いとなると、４年の見直し期間では、肝心なことを周知する前に見直し、見直しとなって、どれだけ周知が

できるのか疑問があります。だから、見直しをしないということではなく、期限を決めることはしないとい

うのが、私たちの意見です。 

 

委員）日本国憲法でも一定の条件を満たせば変えていけます。国の法律よりも下位にある自治基本条例が「普遍的・

恒久的な」ものであるというのは、あまりにも表現として不適切なものだと思う。時代背景に合わせて変え

ていけるものだと思います。 

 

議員）「普遍的・恒久的」だから絶対に見直さないという意味ではありません。細かいことを変えるなという意味

ではないことをご承知おきください。 

 

議員）憲法については、変えにくいから憲法なのです。条例も非常に重いものですので簡単に変えるようなもので

はないと思います。見直しについてですが、素案は本当に細かく作ってあって、条例化すると相当分厚くな

ると思います。分厚くなると今後見直す場合に、ものすごい時間がかかります。つくった分だけ見直しの期

間もかかります。条例をきちんと周知させる期間も加味しながら、見直しの期間も考えていかなくてはいけ

ません。期間に関しては熟慮された方がいいと思います。 

 

Fa） 時間になりましたので意見交換は以上とさせていただきます。最後に岩崎教授からコメントをいただきます。 

 

岩崎教授）すごく楽しい議論を聞かせていだけました。28 人の議員、あり研が 27 人、お互い「議論を尽くす」

ということを前提にした会議体です。ただ、議会は議会としてできるだけ意思を統一しようとして議論

をして、一つの結論を導き出そうとする会議体です。あり研は、自分たちの意見をとにかくまとめてい

こう、だから枠のなかでここまではまとまりました、けれども補足の意見がこうです、全然違う意見も

ありますという、27 人の個人の意見を尊重している会議体です。ですから、その両者が相見えたとき、

同じ自治基本条例について話していても、議会はできるだけ合意を得やすいように最低限から積み上げ
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ていこうとします。あり研は 27 人の皆さんの意見をたくさん出して、ある程度は集約するけど一つの

意見にまとめる必要はないというスタンスで臨んでいます。この二つの会議体、人数はほとんど同じで

すが、議論の進め方、結論の持って行き方が全然違うということが、まず前提になると思います。 

今は自治基本条例をつくっているのではなくて、条例に盛り込むべき内容を考えているところですから、

議会について思っていることを、今度議会基本条例の策定の際に、おおいに参考にしていただきたいと

思います。 

細かい規定の是非や見直し期間の議論がありました。市民が主体として自らの責務を条例に書き込もう

と考えたとき、今までサービスを受ける側だった市民が自分たちの役割、責務をはっきりさせようと思

った。だったら、議会にもこういうことが必要だろうし、行政にもこういうことが必要だろうし、私た

ち市民もこういうことが必要だろうと思うことを考えられれば、細かいことを書きたくなります。 

議員さんからお話のあった、議会報告会の話ですが、小牧市議会は実践を積み重ねて、それを後戻りし

ないように条例化していくというお話をされましたけど、市民の立場から言えば、議会基本条例があっ

て、そこに議会報告会をするよと書いてあるからこそ、やってないときに「それは議会基本条例違反で

はないか」と言える立場にたつわけです。これは細かく書いていくことの効用です。条例は市民に対し

ての約束ですから。その市民に対しての約束を、市民がつくるという立場に立てば、細かく書かざるを

得ない。そして議会は実践をしてそれが後戻りしないように、条例化していきたいという慎重なスタン

スをとるとすると最低限のことしか書かなくていいというかたちになります。そうすると見直し期間も、

より長くていい。これは二つの会議体の議論の進め方が違うから必然的にそうなるのだと思います。 

     住民投票については、小平の例を挙げるまでもなく、どう書くかは、議会としても何らかの考え方を示

しておく必要があるのではないかと思います。常設型の住民投票制度を自治基本条例で定めるにしても、

最終的な意思決定をするのは議会です。住民投票制度はどうあるべきかは皆さんでこれから議論しなく

てはならないし、議会基本条例の中でも、住民投票をどう考えるかを議論してもいいと思います。 

     今後、5 年 10 年でいろいろ法律がかわることがあると思います。その法律がかわるのに合わせて、自

治基本条例も変えていくというのがあり研の考え方、法律が変わっても小牧市の自治のあり方を最低限

決めておけば、10 年は担保できるものであるべきではないかというのが議会の考え方です。どちらが

正しいというのではなくて、互いの会議体の進め方の違いであると理解してもらえれば、今日の意見交

換は非常に実りがあるものだったと思います。 

 

（６）あり方研究（６）あり方研究（６）あり方研究（６）あり方研究会議会議会議会議よりよりよりより    あいさつあいさつあいさつあいさつ（（（（議会・行政分科会サブリーダ議会・行政分科会サブリーダ議会・行政分科会サブリーダ議会・行政分科会サブリーダーーーー松田委員松田委員松田委員松田委員））））    

・小牧市がどう良くなるのか、小牧市がいかに暮らしやすい市になるのかということが最終目的です。立場が違う

ことでニュアンスが違うことがあったかと思いますが、最終目的が一緒であることから、ぜひ素晴らしい議会基

本条例をおつくりいただきたい、また私たちも、皆さんのご意見をしっかり受け止め、提言書をまとめたいと考

えています。 

 

３．提言書素案の検討 

ファシリテーターの進行により、前回 PT からの変更点について確認があったあと、アドバイザーの岩崎教授を交

え、提言書の内容について検討しました。 

 

2222----3 3 3 3 地縁組織地縁組織地縁組織地縁組織、、、、3333----4 4 4 4 子どもに関する特記事項子どもに関する特記事項子どもに関する特記事項子どもに関する特記事項    

・子ども会が地縁組織として例示されているが、子ども会加入の家庭は少なくなってきているので、どこかに PTA

について記載したらどうか。 
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・地縁組織の例示に加えてはどうか。 

・PTA は地縁組織なのか。 

・一般的には地縁組織とは言わないが、地縁の要素はある。 

・３-４子どもに関する特記事項に「保護者」の記載があるので、 

あえて表現しなくてもよいのではないか。 

⇒変更なし 

 

Fa）2-3 地縁組織、2-4NPO・市民活動団体、2-5 企業・事業 

者により、市内のすべての団体を網羅していると考えてよい。 

 

2222----9999 住民投票住民投票住民投票住民投票    

・岩崎教授から年齢について考えなくても良いかという質問があったが、年齢要件は 20 歳未満も投票できるとい

うことを議論すればいいのか。 

・選挙は 20 歳以上だが、住民投票については条例で定めるものなので、市の側で決めることができる。 

【岩崎教授】 

・合併のときには、次世代である 16 歳から、18 歳からとする自治体もあった。しかし、未成年を含めると、そ

のたびに名簿をつくらなくてはいけないので手間ではある。 

 

・小平の例では、投票率が 50%ないと開票しないということだが、それを 50%以下にすることはできないのか。 

【岩崎教授】 

・できるが、何％にするかという議論をしなくてはいけない。 

 

・今の選挙で 50%超えるところはなかなかないから、きびしい基準ではある。 

【岩崎教授】 

・小平の例は、単純な Yes／No ではなく、道路をつくる際にもっと市民が参加すべきかということに対する賛成

か反対か問うもので少しわかりにくかった。議会としては 50%とハードルを上げておけば議会と住民投票が並

立すると考えたのかもしれない。 

 

・将来的なことだが、オンライン投票について定めてはどうか。投票所に足を運べない人もいる。 

・オンラインでは誰が投票したか特定できないのではないか？ 

・マイナンバー制度ができたので、特定はできるだろう。 

【岩崎教授】 

・選挙でも住民投票でも、投票で大事なのは誰に／何に投票したかという秘密が守られること。 

・マイナンバーによる投票では、個人が特定できる恐れがある。投票ではなく、計画策定で意見を広く募るときな

どに、IT 技術の活用について、住民参加の手段として書き込んでもいいかもしれない。 

⇒住民投票のところには入れない。 

 

5555----2222 市長の役割と責務市長の役割と責務市長の役割と責務市長の役割と責務    

・マニフェストの進捗のチェックは誰がするのか。 

・⑥に規定している。誰がはっきりと書いていないが、議員、市民だろう。 
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6666----2222 見直し期間見直し期間見直し期間見直し期間    

・見直しというのは、条例の全部を見直すということか。必要なところを随時見直す仕方でいいのではないか。 

・議会基本条例は、実施しながら見直していくと言っていたのに、自治基本条例だけ 10 年というのはおかしい。

また、これだけ議論を戦わせた条例だが将来的に空文化する項目も出てくるかもしれない。総合計画も見直しを

していくものだし、4 年程度で見直しをしていってもいい。 

・4 年で見直しというのは、変えないことも含めてという意味であり、必ず変えなくてはいけないことではない。 

・4 年と断言するのではなく、「原則として」等の文言を入れてはどうか。 

・「原則として」という言葉を入れることで、見直し期間が延長される可能性がある。 

曖昧な表現は入れないほうがいいのではないか。 

⇒変更なし 

 

議会との意見交換の感想議会との意見交換の感想議会との意見交換の感想議会との意見交換の感想    

・議員の意見を紙で見たときは、自分たちの議論は何だったかと思ったが、今日意見を聞いて、素案については前

向きに受け止めてもらっていることがわかった。議会基本条例に、いいかたちで反映されてほしい。 

【岩崎教授】 

・市民が監視していかなくてはいけない。 

 

・議会の部分について、議会からの意見ではかなり素案の内容が削られたかたちで出てきた。議会基本条例に具体

的に記入するといわれたが、具体的なスケジュールがない以上、あり研はあり研として進めていいのか。 

【岩崎教授】 

・議会は、合意しながら話を進めるので、書面としては今回のようになる。 

しかし、今日の意見交換であり研の意見は最大限受け止めるとのことだったので、それは最大の成果。 

 議会基本条例は議会基本条例として、あり研では市民の素直な気持ちを入れればいいのではないか。 

 

４．事務連絡 

（１）今後の予定について（１）今後の予定について（１）今後の予定について（１）今後の予定について    

・6/24（月）18:45～ 第 4 回提言書作成 PT 本庁舎 4 階 404 会議室 

 ※自由参加なので、まだまだ議論をしたいことがある人はご参加ください。 

・7/24（水）18:45～ 第 15 回研究会議 東庁舎 5 階大会議室 

 ※第 4 回 PT の修正を入れた最終的な提言書を確認します。 

・提言書の提出は、8 月上旬～中旬で市長に提出予定（リーダーとサブリーダー）。 

8/24 こまき地域づくりフォーラム 2013 で、セレモニーとして市長に提出する予定。 

 

 

 

お疲れ様でした！  皆さんの振り返りシートより 

・議員の立場とあり研（市民）の立場での考え方が対比できて、興味深く感じることができた。 

・市議会との調整の難しいと感じます。 

・議員のあり方にも注目すべき点があると思われた。 
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第 15回研究会議報告 

日日日日    時時時時    平成 25 年 7 月 24 日（水）18:45～20:00 

場場場場    所所所所    小牧市役所 東庁舎 5 階 大会議室 

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者    ５名 

参加者参加者参加者参加者 ２１名  

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ    石井 伸弘（ボランタリーネイバーズ客員研究員） 

 

■第 15 回目のねらい 

提言書の修正点について最終確認をします。 

 

 

1．第 4回 PTにおける修正点の確認 

ファシリテーターより、第 4 回 PT にて行った提言書の修正点を説明しました。 

（第４回 PT では、主にこれまでの PI 活動で出された意見を見直すとともに文言や表現について確認しました。） 

 

1 目的・理念・原則 

1-1．前文 

・「理想の小牧市を実現するための、前向きでエネルギーを 

感じさせる記述が必要です。」を追加。 

1-2．理念・目的 

・「新しい発想のもとに」を「発想を転換し」に変更。 

1-3．基本原則 

・①「住民自治」を「自治」に変更（「住民」と「市民」を定義して使用しているため） 

・②「住民自治を実現するために」を削除（①で触れているため） 

 

2 自治の仕組み 

2-1．自治の担い手 

・担い手同士が対等であることを確認する旨の補足意見を追加。 

2-2．地域内分権 

・現在の自治組織の現状を説明している補足意見の二つ目について、文意をはっきりさせるように変更。 

・補足意見の四つ目「保育園や学校等ともまちづくりの情報の共有が大切です。」を、「2-7 情報公開・情報共有」

へ移動（補足意見の内容から、情報共有の項目にあるほうが適当と判断したため）。 

2-3．地縁組織 

・③「一律に支援するのではなく、活動の状況を判断します」を「活動の状況を踏まえた支援も必要です」に変

更。 

・否定的なニュアンスを避けるため、補足意見の一つ目「加入は強制できません」を「加入は強制できませんが、

加入を促進する必要があります」に変更。 
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・自助・共助・公助の関係を説明するため、補足意見の四つ目「災害に対しては・・・」を追加。 

2-5．企業・事業者 

・①の「主体」を「重要な主体」に変更。また、企業・事業者にまちづくりの主体としての意識を持ってもらう

ため補足意見の二つ目「企業・事業者に対して・・・」を追加。 

2-6．協働 

・補足意見の三つ目「協働を進めるにあたっては、「行政の財政軽減」だけでなく、「地域の絆」・・・」を追加。 

2-7．情報公開・情報共有 

・補足意見の二つ目「市はインターネットなどを活用し・・・」を追加。 

・⑤個人情報を地域の中で共有し、災害時等に助け合えるようにするため、「災害等に備え、地域で世帯に関する

情報を・・・」および補足意見の六つ目「高齢者等の見守りや・・・」を追加。 

2-9．住民投票 

・①「自治の担い手である市民の民意」を「民意」に変更。それに伴い、補足意見の一つ目、二つ目、四つ目の

文章を整合性が取れるよう整理（「市民の民意」という表現に語義上の重複があるため）。 

2-10．人材育成 

・①「きっかけがあれば動き出す市民」を「まちづくりを担う市民」に変更。それに伴い補足意見の二つ目を変

更。 

・補足意見の三つ目「まちづくりを担う市民を発掘する手段として、インターネットなどの・・・」を追加。 

2-11．行政評価・苦情・意見聴取 

・補足意見の六つ目「タウンミーティングや・・・」を「5-2 市長の役割と責務」から移動。 

・補足意見の八つ目「行政は、インターネットなどを・・・」を追加。 

 

3 市民 

3-3．市民の役割と責務 

・見出し「市民の責務」に「役割と」を追加（議会・行政の項目と揃えるため）。 

・項目内の順序を考慮し「まちづくりへの参加を強制されることはなく」の表現があるものを項目の最後へ移動。 

 

４ 議会 

4-1．議会の役割と責務 

・財政の監視機能と決算・予算について一文で表現していたものを文意が通るように二つに分割し、整理。 

・補足意見の二つ目を文意が伝わるよう「傍聴する姿勢が大切です」と明示。 

・補足意見の四つ目「小牧市の将来像として目指す方向は、議会と市長で共有・・・」を追加（「5-2 市長の役

割と責務」にあるものを議会にもかかる内容なので追加）。 

4-2．議員の役割と責務 

・「財政の監視に関する知識」を「財政に関する知識」に変更。 

・補足意見の八つ目「マニフェストのような」を「選挙の際に方針・目標等」に変更。 

 

５ 行政 

5-4．財政運営 

・補足意見の三つ目「外郭団体の有する資産も含め」を追加（行政資産を正確に把握するため）。 
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６ 条例の運用方法 

6-1．法令体系における位置づけ 

・①「精神」を「理念・目的」に変更。 

 

2．事務連絡 

事務局より、今後の予定について説明がありました。 

 ・8/5   市長に提言書を提出（正副リーダーが参加） 

 ・8/24 こまき地域づくりフォーラム２０１３（「自治基本条例のあり方に関する提言」の発表） 

 ・秋～冬頃 起草会議の設置 

 

3．こまき地域づくりフォーラム２０１３のご案内 

事務局より、8/24 のフォーラムで「自治基本条例のあり方に関する提言」の発表を行う旨と、その方法について

説明がありました。 

 

4．市長あいさつ  

市長より、委員の皆さんへあいさつがありました。 

 

まずは自治基本条例のあり方研究会議の皆さんに、お礼を申し上げ 

ます。 

 

自治基本条例については、市民の皆さんがまちづくりの主役として、 

主体的にまちづくりに関わっていき、市民と議会と行政でどのように 

小牧のまちづくりを進めていくか、その大きな柱となる取り組みです。 

 

今回の自治基本条例の制定についても、当初から市民に条例案の検討の先頭にたってもらい、市民主体で取り組もう

というかたちで進めてきました。あり方研究会議はメンバー全員が公募市民です。通常の会議のほかに、イベント等での

情報収集活動やＰＲ活動など多様な取り組みをしていただく内容で、今までの市の委員会の委員募集と比べるとハード

ルの高い条件での募集でした。どれくらいの方が集まるのか心配でしたが、昨年の5月 1日に広報掲載をしたところ、27

人もの市民の方々にご参加いただくことができました。皆さん、想いとやる気をもって集まっていただいた方ばかりだと

思います。 

 

本日は第 15 回目ですが、研究会議のほかに様々な手法を凝らして、自治のあり方を研究し、意見集約をして、ここまで

取り組んでいただきました。それぞれのテーマについては当然いろいろな意見があり、中々答えの見えない会議だった

のではないかと思います。私も議論の一端を聞いておりますが、難しいテーマを含め熱心に議論をしていただき、多様

な意見をいただきました。また、アンケートや意見交換会等、様々な取り組みをしていただきました。心から感謝を申し

上げます。 
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小牧市では、市民と行政の協働のまちづくりを大きな柱にしています。市も全力で取り組んでいるところですが、協働の

地域づくりが進むかどうかは、市民の皆さんがまちづくりの実情をしっかり認識し、時代の趨勢の中で、行政と危機感を

共有し、たくさんの市民が参加しともに地域を作っていかなくてはならないと確信しています。そうした危機感をどれだけ

市民と共有できるかが大きなポイントだと、岩崎先生をはじめたくさんの方にご指摘をいただいています。あり方研究会

議の皆さんには、市民の皆さんに対し、社会の状況、小牧の状況について、同じ市民の目線で呼びかけていただきた

いと思います。 

 

今後、提言書は 8 月 5 日に提出いただけると伺っていますが、皆さんが大変な苦労の中でまとめられたことについて、

非常に重く受け止めています。この提言書をしっかりと受け止めて、今後の自治基本条例の策定に進んでいきたいと思

っています。次のステップとして、具体的な条例の文案を起案する起草会議の設置を予定しています。皆さんからの提

言書を土台として、起草会議のメンバーに議論をしてもらいます。メンバーには、まちづくりにかかわる団体の関係者に

声掛けをしていく予定です。具体的にはまだ詰めていませんが商工業、福祉分野をはじめとして幅広い市民の皆さん

に参加していただきたいと思っています。できれば、あり方研究会議のリーダーにも会議を代表してご参加いただきた

いと思っています。 

 

自治基本条例は、まちづくりの根幹となる大事な条例ですので、できるだけ早く制定したいと考えております。平成 27

年度の制定に向けて努力していきます。また、起草会議の様子は公開しますので、推移を見守っていただければ幸い

です。 

 

皆さんには長きにわたって努力をしていただいたので、その成果は尊いものです。言葉ではなかなか意を尽くせません

が、皆さんの取り組みに対し心から敬意と感謝の意を表したいと思います。 

 

一年間議論を重ねていかがでしたでしょうか。参加する前は、まちづくりにあまりかかわらなかった方もいらっしゃったか

もしれませんが、議論を重ねる中で、まちづくりの現状や課題が見えてきて、認識の変化もあったかと思います。ほかの

市民の方々も、皆さんと同じように、「想い」をもってまちづくりに携わってくる方が多くなると、小牧市も強くなると思いま

す。皆さんには、今回の経験を活かしながら、それぞれの立場で、まちづくりの活動がひろがっていくように応援をして

いただきたいと思いますし、ご指導・ご鞭撻をいただきたいと思います。 

 

最後になりますが、皆さんのご健康を祈念いたしますとともに、自治基本条例がいい形で制定され、小牧のまちづくりの

柱となりますよう、また、皆さんの参画を心から祈念申し上げて、あいさつとさせていただきます。 

 

大変長い間、ありがとうございました。 

 

５．委員からひとこと・閉会 

最後に、委員からひとことずつコメントをいただき、自治基本条例のあり方研究会議を閉会しました。 
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「「「「市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体」」」」とととと「「「「自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のありのありのありのあり方研究会議方研究会議方研究会議方研究会議」」」」のののの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会    

                                                平成平成平成平成25252525年年年年5555月月月月11111111日日日日((((土土土土))))    11113333::::55550000～～～～11114444::::55550000    

    

出席者 市民活動団体の関係者（約 70 名） 

自治基本条例のあり方研究会議(15 名) 

NPO 法人ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｲﾊﾞｰｽﾞ 石井伸弘氏 

 

（意見交換会の内容） 

１．あり方研究会議のあいさつ    

あり方研究会議を代表して、ご挨拶をさせていただきます。 

本日、このような場を設けてくださいました、こまき市民活動ネットワークの皆

さんありがとうございます。 

また、今日お集まりの皆様方、大変お忙しい中、貴重なお時間をいただき、本当

にありがとうございます。重ねて御礼申し上げます。 

私たちは、自治基本条例のあり方研究会議と申しまして、昨年の 7 月から月に１

～２回の会議を行い、まちづくりに関して議論を重ねてきました。 

議論の中では、市民、議会、行政の役割についてもう１回見直してみよう、とい

うようなテーマがあります。 

私自身、仕事柄携わる経済予測はなかなか当たりませんが、社会予測はかなり正

確に予測できると思っています。その予測では、今後、少子高齢化が進み、行政と

しては、税収減となっていくとされ、今までと同じようには立ち行かなくなってく

ると思います。 

そのようななか、私たち市民や行政、議会の役割分担をもう一度考え、ルールを

明確にしていこうと議論を進めています。 

本日は、私たちが今まで議論してきたことについて、皆様から率直なご意見をお

聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

２．自治基本条例についての講義（なぜ自治基本条例が必要か） 

ＮＰＯ法人 ボランタリーネイバーズ 石井伸弘氏 

なぜ自治基本条例が必要になってきたかというところから、お話させていただき

ます。 

日本の人口はこれまでずっと増えてきましたが、２００５年をピークに序々に減

ってきています。では、今後どうなっていくでしょうか。人口予測というものは、

かなり正確なものとされていますが、２０５５年には、日本の人口は急激に減り、

９０００万人になると予測されています。 

 ある県の試算では、人口が２０％減ると税収が２６％減り、社会保障費は６８％

増える、とのことです。人口が減ると、皆さんはそれぞれ、「頑張って景気を良く

しよう」とか「１人あたりの生活水準を下げないようにしよう」と努力していくと

思いますが、行政の運営や地方のあり様を考えると、「人口が減ると税収が下がる」

ということは避けられないと考えられます。 
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 また、税収が減るだけでなく、私たちの社会は高齢化も迎えています。６５歳以

上の人口がどんどん増えてくるわけです。そうすると介護や医療費などの社会保障

費が増えてきます。 

 こういったことを考えると、私たちは今まで税金を払うことによって、新しい施

設や福祉などのいろいろな公共サービスの提供を受けてきましたが、今までと同じ

感覚では、不可能になってきたという入口に立っているといっていいと思います。 

 そのような入口に立たされているので、ではどうやって担っていくのか、という

話になります。税収も減るのだから、行政のサービスを減らせばいいじゃないか、

という話になるかもしれません。 

今まで、「あれもこれも」というスタンスでやってこれましたが、これからは「あ

れかこれか」の時代になってきました。行政がやってきたサービスをそのまま切り

捨てて、シンプルな形の自治体運営にしていくのか、それとも、行政でやれる事は

小さくなるけれども、行政以外の、例えば NPO や市民活動団体や自治会や企業な

どが、新たな公共サービスの担い手として、それを補っていくか、という入口に私

たちは立っています。 

 そういう時代背景のもとに、自治基本条例やまちづくり条例といったものが、多

くの自治体で作られています。現在は、だいたい１５％くらいの自治体で、自治基

本条例がつくられています。 

この条例でどういうものを定めるかというと、市民・議会・行政の役割や責務で

あります。そういったことを改めて記すということになります。この３者がそれぞ

れバラバラに活動していくのではなくて、協力して働きましょう、つまり協働して

いきましょうというスタンスを明文化していく条例です。 

後ほど、ご提案させていただく、提言書の案は、あり方研究会議の皆さんが、こ

ういった観点、つまり、「これから私たちはどういう小牧市にしていきたいか」、「市

民・議会・行政にはどのような役割や責務が定められるのか」ということについて、

議論してきたものです。 

この条例は明文化すると極めて当たり前でオーソドックスなことになることが

多いですが、みんなで、それを守っていくことが大切です。また、明文化すること

によって改めて私たちの気持ちや生活に活用していけることを期待するものとし

ての条例の意義もありますので、自治基本条例をそのようにご理解いただきたいと

思います。 

    

        

    

    

    

    

     

 

    

    

写真は、講義の様子 
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おおおお話話話話をををを聞聞聞聞いてのいてのいてのいての意見意見意見意見・・・・感想感想感想感想    

（社会情勢（社会情勢（社会情勢（社会情勢ではなくではなくではなくではなく「「「「本来どうあるべきか本来どうあるべきか本来どうあるべきか本来どうあるべきか」」」」をををを考考考考えるべきえるべきえるべきえるべき））））    

今のお話の論の立て方に違和感があります。 

市民が行政にいろいろなことを委ねてきているが、「将来的に行政のお金が足りな

くなるから、これからは市民が行政の役割を担う」という論の立て方は少し違うと思

います。 

自治で一番上位の条例だとするなら、国で言えば憲法だと思いますが、憲法は、そ

のような論の立て方をしているでしょうか。 

基本的人権など、本来「人」としてどうあるべきか、ということから議論されてい

るはずです。そう考えると、一番上位の条例を決めるという時に、社会情勢でお金が

足りなくなるからということではなくて、本来市民が地方自治体に、何を委ねて、何

を委ねないで自分たちがやるのか。また、お互いが協働して、このまちをどうやって

幸せにしていくのか、社会情勢ではなく、そういう観点、つまり、本来どうあるべき

かという論の立て方がなされるべきだと思います。 

自治の最高位の条例を決めるのであれば、５０年先でも理念は揺るがないものを作

るべきだと思います。 

    

石井氏石井氏石井氏石井氏によるによるによるによる回答回答回答回答 

まさにそのとおりだと思います。５０年先でも揺るがない理念をしっかり作るもの

だと思います。自治の本来のあり方を規定していくものだと思っています。今、人口

減少などのお話をさせていただいたのは、自治基本条例は今までどこにもなかったも

のなのに、なぜ２０００年代になって作られるようになってきたのか、その背景にあ

るものを説明したかったからであります。全く矛盾するものではなく、おっしゃられ

るとおりだと私も思います。 

 

３．提言書（案）の概要説明 

皆さんのお手元に配布させていただいている「小牧市自治基本条例のあり方に関す

る提言書（案）」は私たちが、自治基本条例のあり方を研究した成果を「提言書」と

して市に提出しようとしているものの案の抜粋です。 

時間の都合上、目次に沿って、項目を簡単に説明させていただきます。  

はじめに、１として、条例の「理念・目的・原則」となっています。これは、自治

基本条例の考え方などについて提言させていただいております。 

次に、２として、「自治の仕組み」とありますが、区や NPO、市民活動団体など自

治の担い手として重要だと考えられる組織の位置づけや「情報公開のルール」、「市が

計画策定するときの市民参加のしくみ」などについて提言させていただいております。 

次に、３、４、５は、市民・議会・行政のそれぞれの役割と責務などについて提言

させていただいております。 
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最後に、６として、「条例の運用方法」とありますが、これは、最高規範としての

位置づけや、この条例の見直し期間などについて提言させていただいております。 

本日は、私たちが特に確認させていただきたい項目数点について、皆さんからご意

見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

４．意見交換 

    

☆☆☆☆最初最初最初最初にににに、、、、パワーポイントパワーポイントパワーポイントパワーポイントをををを使使使使いいいい、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換したいしたいしたいしたい項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、メンバーからメンバーからメンバーからメンバーからごごごご説説説説

明明明明させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。    

 

スライド２ 

提言書（案）の 3 ページの「１－２ 理念・目的」について  

この文中に、人口減少と少子高齢化が進行するという言葉があります。 これは、

ポイントになりますので少し説明をさせていただきます。 

    

スライド３    

人口減少、少子高齢化という言葉は、ニュースでも新聞でもよく見たり聞いたりす

る言葉ですが、「人口減少」、「少子化」、「高齢化」がそれぞれ進行するとどうなるの

か、小牧市の状況はどうなのか、グラフを見てください。 

 

スライド４ 

これは、小牧市の年齢別人口グラフです。  

人口は、1955 年（昭和 30 年）、小牧市が誕生した年に約 32,000 人でしたが、今に

至るまで右肩上がりで増え続けてきました。推計では、2015 年（平成 27 年）がピー

クになっています。 

次に、年齢別です。 

グラフの一番下の赤色部分で、0 才～14 才までの年少人口は、1980 年（昭和 55

年）が一番多くて、そこからずっと減少を続けていることがわかります。 

次に、真ん中の水色部分で、15 才～64 才までの生産年齢人口は、2000 年（平成

12 年）が一番多くて、そこから減少が始まっていることがわかります。 

そして、一番上のオレンジ色部分で、65 才以上の人口は、現在も増え続けている

ことがわかります。 

これから先は、全体人口、年少人口、生産年齢人口は、減少を続け、老年人口は増

えていくと予想されています。 

 

スライド５ 

日本全体の人口は、ということで、2005 年（平成 17 年）をピークに既に減少が始
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まっています。小牧市の人口も日本全体よりピークが遅いものの例外なく減少に転じ

ると推測されています。  

では、人口減少が進んだ場合を考えてみます。  

人口が減っていくということは、今、世の中にある、いろいろな物が、人の数にあ

わせて減っていくということです。  

お客さんが減っていくため、コンビニ、ガソリンスタンド、学習塾、飲食店、工場

や企業などが徐々に減っていきます。車や家、アパートも徐々に減っていきます。電

気やガス等のエネルギーも日本は、もう、これ以上つくる必要がなくなったというこ

とです。 

日本の経済は、これから、徐々にですが、年々小さくなっていくと考えられます。 

 

スライド６ 

次に、少子化が進行した場合の話ですが、少子化が進行していくと働き世代の生産

年齢人口は、減少していきます。つまり、税金を支払う人の数が減っていくため、そ

の分、税収は減っていきます。 

小牧市の市税収入を見ると平成 19 年度がピークでした。  

 

スライド７ 

次に、高齢化が進行した場合の話ですが、65 才以上人口が増えていくため、扶助

費等の義務的経費が増えていきます。 

人口減少と少子高齢化の進行によって、将来は、小牧市も厳しい状況になることが

予想されています。 

 

スライド８ 

そこで、これから迎える厳しい時代に対応するため、自治基本条例というルールを

つくり、市民、議会、行政の役割を明確にし、市民参加の協働のまちづくりを推進し、

新しい発想のもと、自分達のことは、自分達で責任を持つという自治という考え方を

推進し、子どもから高齢者までが、充実した生活を送ることができるまちを実現して

いこうとするものです。  

 

スライド９ 

それでは、2 つ目です。  

提言書の５ページの「２－３ ＮＰＯ・市民活動団体」です。  

ここでのポイントとして、「協働」で、公共サービスを提供し、公益的な目的を実

現するということがあります。  

 

スライド１０ 
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「協働」ということについて少し説明させていただきます。  

まず、協働の概念ですが、２つ以上の主体が共通の目的の実現のために、それぞれ

が持つ得意な能力・専門性に基づき、役割と責任分担をして、対等な立場で一つの事

業を実施し、相乗効果や副次的効果のある成果を、第三者に生み出すこととあります。 

重要なことは、「共通の目的の実現」のため、「役割と責任分担」を明確にし、「対

等な立場」で事業に取り組むということです。  

次に、協働のパターンとして、行政相手ばかりではなく、企業や区、また市民活動

団体同士など、様々な主体との協働が考えられます。 

 

スライド１１ 

そこで、区や市民活動団体の位置付けを考えてみます。 

区は、地域住民からなる組織で、全市的に存在し、歴史的な活動の積み上げがあり

ます。  

一方で、市民活動団体は、ある特定の分野に対して、一定の専門性、目標を持ち、

地域住民に限らず、幅広い活動を行っています。  

その他、様々なボランティアグループなどもありますが、共通していることは、皆、

世のため人のためになるような活動を目指しているということです。  

市民活動団体は、それぞれに団体を設立するときに掲げた想いがあります。また、

地域の人たちと繋がることで活動の幅が広がっていくという可能性を秘めていると

考えました。  

私たちが考える提言書において、ＮＰＯや市民活動団体は、地域の人たちにとって、

大切な存在であるということを提言させていただきたいと思います。  

 

☆☆☆☆パワーポイントのパワーポイントのパワーポイントのパワーポイントの説明説明説明説明後後後後、、、、会場会場会場会場のののの参加者参加者参加者参加者のののの皆皆皆皆さんからごさんからごさんからごさんからご意見意見意見意見をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

    

ご意見１人目 

（高齢者の役割をはっきりさせた方がよい）（高齢者の役割をはっきりさせた方がよい）（高齢者の役割をはっきりさせた方がよい）（高齢者の役割をはっきりさせた方がよい）    

高齢化社会を迎えているので、高齢者がこれからどういう役割を果たすのか、はっ

きりさせた方がいいと思います。 

地域や住民で括ったりすると、現役世代に負担が偏るので高齢者の役割についても

考えていかないといけないと感じています。 

（（（（地域力を高めるために人と人のつながりが大切地域力を高めるために人と人のつながりが大切地域力を高めるために人と人のつながりが大切地域力を高めるために人と人のつながりが大切）））） 

人口減少とか高齢化というけれど、同じ小牧市の中でも大分違います。小牧市の南

部地区は年々増えています。転入してきた方や新しく生まれてくる子どもについては、

地域であまり知られていない。今まで知られていた昔からの方は亡くなっていきます

し、その人を知っている方も亡くなっていきます。ということで地域は希薄社会にな

っていきます。どこの誰かお互いに知らないなんていう傾向が進行している状況にあ
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りますが、こういう状況を放っておくと地域力がなくなってしまいます。 

市全体の中で地域的な差もあるでしょうが、少子高齢化が人のつながりをどう変え

ていくのかということを考えないと、重大な影響を与えることですので、そういうこ

とも踏まえて、条例制定について考えていただくとよいと思います。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

回答というわけでないですが、その意見には共感します。メンバーも共通認識をさ

せていただきました。 

    

ご意見２人目 

（条例制定における市議会議員の役割について）（条例制定における市議会議員の役割について）（条例制定における市議会議員の役割について）（条例制定における市議会議員の役割について）    

あり方研究会議の方は、皆さんご苦労様ですが、こういうことは広報に出ていまし

たか。公募で集まった有志ということであれば、非常に結構なことですが、これは市

会議員の役割ではないか、と思いました。市会議員のサポートということであればい

くらでも提案があってもいいですが、市会議員も徹夜して議論する覚悟が必要だと思

います。 

（提言書には心に響く言葉を使ってほしい）（提言書には心に響く言葉を使ってほしい）（提言書には心に響く言葉を使ってほしい）（提言書には心に響く言葉を使ってほしい） 

提言書は、すばらしい文言で書かれていますが、声なき声をどう拾うかも大切です。

ハイカラな言葉を使いたくなりがちですが、心に響く言葉で提言書を作成してほしい。

その方が私たち庶民はその気になります。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

市会議員と意見交換をしていますし、今後、もう１回その機会がありますので、伝

えておきます。 

 

ご意見３人目 

（社会情勢でなく「小牧市の理想」を念頭においたまとめ方にしてほしい）（社会情勢でなく「小牧市の理想」を念頭においたまとめ方にしてほしい）（社会情勢でなく「小牧市の理想」を念頭においたまとめ方にしてほしい）（社会情勢でなく「小牧市の理想」を念頭においたまとめ方にしてほしい）    

人口減少、高齢化があるからこういう対策しましょうという提案だと思いますが、

小牧市が１つの企業だと考えたとすると、人口減少や高齢化に対して放っておくので

すかという話だと思います。行政としては、人口増加や高齢者の働き口などを考えて

いくべきではないでしょうか。また、労働力が減っているとの話もありましたが、労

働力が例え減っても、生産性があがる方法を行政が考える必要があるのではないでし

ょうか。 

小牧市をこうしたいんだという理想を持ち、そのためにどうするんだ、という議論

にすべき。人口減少だから云々ということが中心ではなく、小牧市をこうしたいから

そのためにどうするんだ、というまとめ方に是非していただきたいです。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

そのような議論はメンバーの中でも十分ありました。ただ、時代背景にしっかり目

を向けて「私たちはどうしていくんだ」ということをきちっとしたいということです。 
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ご意見４人目 

（障がい者への配慮をしてほしい）（障がい者への配慮をしてほしい）（障がい者への配慮をしてほしい）（障がい者への配慮をしてほしい）    

発達障がいの子も多いので、障がい者への対応を盛り込んでほしい。いろいろな方

への対応も考えてほしい。 

（地縁組織の具体的な活動を考えてみてはどうか）（地縁組織の具体的な活動を考えてみてはどうか）（地縁組織の具体的な活動を考えてみてはどうか）（地縁組織の具体的な活動を考えてみてはどうか）    

地縁組織と行政の協働の意義は大きいとのことですので、どのようにしていけばよ

いか是非入れ込んでいただきたい。また、婦人会という言葉は古いです。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

障がい者なども他の市民の一員として私たちと平等に、充実した生活を送っていた

だけるようなビジョン、目標に向かって作っていきたいと思います。 

手元資料にはまだ反映していませんが、婦人会の表記については、修正済です。 

 

ご意見５人目 

（市民が行政へ参画した後のフォローもしてほしい）（市民が行政へ参画した後のフォローもしてほしい）（市民が行政へ参画した後のフォローもしてほしい）（市民が行政へ参画した後のフォローもしてほしい）    

行政への市民参画ということで言えば、私は小牧山に車の乗り入れの禁止を進言し

たり、大山川でのホタルの取り組みも協力しました。しかし、行政は、やる時は調子

いいけど後のことを考えないといけないと思います。 

（（（（市民が行政へ参画市民が行政へ参画市民が行政へ参画市民が行政へ参画するするするする際の行政側の姿勢について際の行政側の姿勢について際の行政側の姿勢について際の行政側の姿勢について））））    

行政への市民参画として協力したいけれども、やろうと思っているときに、行政か

ら頭ごなしに否定されるとやる気がなくなってしまうものだということをご理解い

ただきたいです。 

（先を見据えた内容にしてほしい）（先を見据えた内容にしてほしい）（先を見据えた内容にしてほしい）（先を見据えた内容にしてほしい）    

今後の取組みは、先を見据えた内容にしていただきたいと思います。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 貴重なご意見有難うございます。今までの活動などもよくわかりました。 

 

ご意見６人目 

（（（（NPONPONPONPO・市民活動団体がまちづくりを担っていく理由について）・市民活動団体がまちづくりを担っていく理由について）・市民活動団体がまちづくりを担っていく理由について）・市民活動団体がまちづくりを担っていく理由について）    

自分がなぜ市民活動に参加しているのかという想いを考えると、扶助費等の義務的

経費が増大するからそれを担うために活動しているのではなく、このまちの課題を自

分たちの中で解決していかなくてはいけない、などのように自発的に活動しています

ので、そういう理由のかぶせ方をされると違和感があります。 

（地縁組織の強化が必要（地縁組織の強化が必要（地縁組織の強化が必要（地縁組織の強化が必要ではないかではないかではないかではないか））））    

小牧市では、「地域協議会」の提案をしているのは承知しています。PTA や老人会

などテーマをもった地縁型の組織がそれぞれありますが、それをつなぐ組織が必要な

110



市民活動団体との意見交換会議事録 9999 / 10101010 

 

のではないかと思います。私は、地元住民の一員として地縁型の組織の活動とテーマ

型の市民活動の両方とも参加していきたいですが、地縁型の組織については、もう少

し力を注いで組織をつくる必要があると感じます。 

（マイノリティの表記方法について）（マイノリティの表記方法について）（マイノリティの表記方法について）（マイノリティの表記方法について）    

目次に、子どもに関する特記事項と外国人についての特記事項とあります。 

マイノリティについての表記については、難しい問題があります。例えば、子ども

条例だとか外国人支援条例などがもしあるのであれば、そのような、ほかのところで、

詳細にしていくという組み立てが必要でないかと思います。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 今、ご提案されたようなことは、私たちの議論の中でもちょうど、出ているところ

です。ご提案を少しでも、反映できたらと思います。 

 

ご意見７人目 

（市民憲章について）（市民憲章について）（市民憲章について）（市民憲章について）    

市民憲章は５つテーマがあります。それを具体化しているのが総合計画であり、総

合計画を実現させるためにはいろいろな方法があると思いますが、それを決めていこ

うというのが、自治基本条例になってくると思います。 

市民憲章のことが盛り込んであるので、是非深めてほしいと思いました。 

（前文や理念のあり方について）（前文や理念のあり方について）（前文や理念のあり方について）（前文や理念のあり方について）    

少し気になるのは、前文や理念のところに、少子高齢化や税収減などの話ではなく、

小牧は魅力のあるところだ、などエネルギーを感じさせ、前向きの何かがあってそれ

を実現させるための条例だ、というようなご提案をしていただけるとありがたいと思

います。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 

ご意見８人目 

（まちづくりにおける（まちづくりにおける（まちづくりにおける（まちづくりにおける中小企業中小企業中小企業中小企業の役割の役割の役割の役割））））    

日本の人口減少の話はありますが、日本中が均等に減っていくわけではないと思い

ます。また、日本の人口の動きを私たちでは変えることはできないと思います。  

しかし、私たちの地域をどうつくるか、どう考えるかということは、自分たちでで

きると思います。そういった意味では、暮らしを守る、雇用を守るという点からも、

中小企業も大切な要素だと考えられます。是非そういう分野の人の意見も聞いていた

だけるよう、今日のような意見交換の場に参加できる機会があるといいと思います。 

（条例の運用について）（条例の運用について）（条例の運用について）（条例の運用について）    

目次で、条例の見直し時期の項目がありますが、ある時期まで何もしないというの

ではなく、日々の運用をどうするか、ということも大切だと思います。 
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【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は、意見交換の様子 

 

５．お礼のあいさつ 

皆さん、長時間にわたりありがとうございました。 

今日、皆さんとご一緒させていただきましたことは非常に貴重な体験でした。 

お伺いしたご意見は、ぜひ今後の取組みの参考にさせていただきたいと思います。 

いずれにしましても、市民活動団体に携わる皆さんは、古い言葉かもしれませんが、

世のため人のために何かしようと集まった方であると思っています。それぞれにご苦

労や課題を抱えていると思いますが、影ながら応援いたします。これからの社会には、

市民活動団体の皆様方の力はなくてはならないものだと思いますし、その重要性につ

いては、今検討中の提言書に記載していきたいと思っています。 

長くなりましたが、今日お集まりの皆さんと関係団体の今後の発展をご祈念いたし

まして、お礼のあいさつに代えさせていただきたいと思います。 
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3

1

1

24

(1)共感する(1)共感する(1)共感する(1)共感する

(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する

(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない

(4)共感しない(4)共感しない(4)共感しない(4)共感しない

【設問２】自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分たちで行う

活動はお住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。

市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体でででで取組取組取組取組むむむむ皆皆皆皆さんへのアンケートさんへのアンケートさんへのアンケートさんへのアンケート

【設問１】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうと

いう考え方について、どう思いますか。

(1)思う(1)思う(1)思う(1)思う

(1)共感する

86%

(2)どちらか

といえば共

感する

8%

(3)あまり

共感しな

い

3%

(4)共感しな

い

3%

(3)あまり思

わない

3%

(4)思わない

0%

目目目目 的的的的 ：：：： 提言書提言書提言書提言書のののの作成作成作成作成にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にそのにそのにそのにその趣旨趣旨趣旨趣旨をををを説明説明説明説明するとともするとともするとともするととも

にににに、、、、意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くためにくためにくためにくために実施実施実施実施するするするする。。。。

対対対対 象象象象 ：：：： 「「「「市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体」」」」とととと「「「「自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のありのありのありのあり方研究会議方研究会議方研究会議方研究会議」」」」のののの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会にににに

出席出席出席出席したしたしたした市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体のののの関係者関係者関係者関係者

実実実実 施施施施 日日日日 ：：：： 平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土））））

回収枚数回収枚数回収枚数回収枚数 ：：：： ３５３５３５３５名名名名
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1

0
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9

1

0

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり思わない(3)あまり思わない(3)あまり思わない(3)あまり思わない

(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う

（ア）市民が自分たちで決めて、自分たちで行動すること

(4)思わない(4)思わない(4)思わない(4)思わない

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

【設問３】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうと

いう考え方について、どう思いますか。

(1)思う(1)思う(1)思う(1)思う

(1)思う

68%

(2)どちらか

といえば思

う

29%

(3)あまり思

わない

3%

(4)思わない

0%
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70%
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要

27%

(3)あまり重

要ではない

3%

(4)重要では
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（エ）まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力する

こと

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

（ウ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加すること

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

（イ）市民と行政が互いに情報を共有すること

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない
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(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

（オ）ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決できること

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要
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88%
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要
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要ではない

3%

重要
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9

【設問４】自治基本条例について、ご意見がありましたらお書きくださ

い。

なぜ少子化が進むのか結婚時期が遅いか未婚者が多いからで、なぜ結婚しないのか、流

入人口を喜ぶのでなく小牧で子供を生産する事を考えるべきである。

意見も出ていましたが、次世代への働きかけ、又弱い者の立場を守る為の施策を明確にしていっ

市民参加に対して行政がもっと熱心に考えてほしい。小さな事でも力を入れないとやる

気を失うことが心配である。

・新しい地域団体、地域住民が考えたものに変更したら･･･。

・婦人会や老人会という表現→頭の古い人が多い。

・区によって差がある。

・明るいイメージの湧く条例を作ってほしい。

将来に向けての人材育成が必要。小中学生に対しても社会実践教育などで醸成してい

く。

・議会（立法）の役割が不明

・市民が担うべき活動の受皿団体がない場合

・協働のコーディネイト・資金などの分配・評価の仕組

拙速でも早く条例を作って進めること。

小牧の重要課題であり、多くの市民の意見を取り入れまとめて頂きたい。

もっと市民に「自治基本条例」のＰＲしていただきたい。知らない人が多い。基本は

「市民」が主体だということを大事にする。多くの市民に参画してもらうこと。ボラン

ティア、市民活動、自治会活動の人に頼りすぎにしないようにする。

第2次世界大戦後平和な時が過ぎ、改めて自治を考えていかなければならないのだなと

思いました。

市民活動団体で取組む皆さんへのアンケート　3/3

10

11

12

13

14

15

16

17

※提言に向けた取組みについて「頑張ってください」との意見もありました。

小牧市の元気な未来を描けるものが望まれます。

行政と地域との協働ということであれば、学校とのつながりも大きいと思います。やはり子供が

長い時間いる学校とも連携も防災等のことも学べる事が必要だと思いますが、最後のあいさつ、

協働が大事とか力が必要と言いつつ「かげながら応援」してどうするんですか？

多面的に議論してBESTの案を構築して頂きたい。

憲法による基本的人権は如何なる状況においても守られることが大原則である。

小牧市民は自分たちが住みやすいまちにすることです。①障がい者②老人③子供、この

人たちが住みやすい町は一般市民も住みやすい町だと思います。

意見も出ていましたが、次世代への働きかけ、又弱い者の立場を守る為の施策を明確にしていっ

てほしいと思います。自己責任のような方向にはいかない様に!!市民の活動は必要だと思います

が、それにより公務員が減らされる様な事はあってはならないと思います。

・市民、議会、行政の役割は違います。

・住み良いまちを創るには地域の中小企業の携わりも大切となります。

協力は必要だと思いますが、条例で決めることではないと思います。どうしたら若い人

達が小牧に住みつくのか、正規雇用をすすめる･･･そういう事が大事では･･･。
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意見交換会意見交換会

主催 自治基本条例のあり方研究会議・小牧市催 治 本条 あ 研究 議 市

11

１－２１－２ 理念・目的理念・目的

①条例の基本理念
市民・議会・行政が課題を共有し、協働しながらまちづくり市民 議会 行政が課題を共有し、協働しながらまちづくり

に取り組むことです。

②条例の目的
少子高齢化・人口減少が進行する中で、新しい発想のもとに、

自治を推進することにより 子どもから高齢者までが 充実し自治を推進することにより、子どもから高齢者までが、充実し
た生活を送ることができるまちを実現することです。

■ポイント■ポイント
・人口減少と少子高齢化の進行

22
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皆さんは、考えたことがありますか？皆さんは、考えたことがありますか？

①人口減少が進行すると・・・・①人口減少が進行すると・・・・

皆さ 、考 あります皆さ 、考 あります

①①

②少子化が進行すると・・・・②少子化が進行すると・・・・②少子化が進行すると・・・・②少子化が進行すると・・・・

③高齢化が進行すると・・・・③高齢化が進行すると・・・・

どうなるの？どうなるの？
小牧市の状況は？小牧市の状況は？

33

≪≪小牧市における年齢階層別人口の推移･推計小牧市における年齢階層別人口の推移･推計≫≫
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1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
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20
00
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20
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20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳～) 年少割合 生産年齢割合 老年人口割合

1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
小牧市の人口 32,326 38,531 60,877 79,606 97,427 103,219 113,284 124,262 137,161 143,094 147,185 149,701 150,728 150,394 148,729 145,937 142,283
年少人口(0～14歳) 10,351 10,199 15,112 21,307 28,416 28,745 27,445 24,542 24,000 23,549 23,054 22,046 19,916 17,937 16,445 15,637 15,084
生産年齢人口(15～64歳) 19,946 26,194 42,831 54,641 64,426 68,480 78,348 90,426 101,037 103,585 102,501 99,408 95,820 94,149 92,872 89,888 84,697
老年人口(65歳～) 2,029 2,138 2,934 3,658 4,585 5,994 7,491 9,294 12,124 15,960 21,630 28,247 34,992 38,308 39,412 40,412 42,502

年少割合 32 02 26 47 24 82 26 77 29 17 27 85 24 23 19 75 17 50 16 46 15 66 14 73 13 21 11 93 11 06 10 72 10 60

44

年少割合 32.02 26.47 24.82 26.77 29.17 27.85 24.23 19.75 17.50 16.46 15.66 14.73 13.21 11.93 11.06 10.72 10.60
生産年齢割合 61.70 67.98 70.36 68.64 66.13 66.34 69.16 72.77 73.66 72.39 69.64 66.40 63.57 62.60 62.44 61.59 59.53
老年人口割合 6.28 5.55 4.82 4.60 4.71 5.81 6.61 7.48 8.84 11.15 14.70 18.87 23.22 25.47 26.50 27.69 29.87

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」より パワーポイント資料2 / 6117



日本の人口は日本の人口は20052005年（平成年（平成1717年）をピーク年）をピーク
に減少傾向にあります。に減少傾向にあります。

小牧市の人口は小牧市の人口は
日本全体よりはピークが遅いものの、日本全体よりはピークが遅いものの、 例外ではなく、例外ではなく、

小牧市の人口は、小牧市の人口は、

20152015年（平成年（平成2727年）をピークに年）をピークに

と推測されています。と推測されています。

減少に転じる減少に転じる
と推測されています。と推測されています。

・人口減少が進むと･･･
 

 経済  

経済

◆経済縮小◆経済縮小
 経済 

55

・少子化が進むと・・・

生産年齢人 が減少すると

生産年齢人口（働き世代）は、年々減少していきます。生産年齢人口（働き世代）は、年々減少していきます。

◆税収減◆税収減

・生産年齢人口が減少すると･･･

【【本市の市税収入の推移本市の市税収入の推移】】

本市の市税収入は、平成本市の市税収入は、平成1919年度の年度の340340億円をピークに減少に億円をピークに減少に
転じています。転じています。
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その他割合 都市計画税割合 固定資産税割合 法人税割合 個人税割合
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・高齢化が進むと･･･

◆扶助費等義務的経費の増大◆扶助費等義務的経費の増大
民生費の中心を占める扶助費は、増加傾向を続けています。民生費の中心を占める扶助費は、増加傾向を続けています。民生費の中心を占める扶助費は、増加傾向を続けています。民生費の中心を占める扶助費は、増加傾向を続けています。
高齢化の進行に伴い、今後も増加していくと予想されます。高齢化の進行に伴い、今後も増加していくと予想されます。
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【【本市の扶助費の推移本市の扶助費の推移】】

※※扶助費とは･･･扶助費とは･･･
社会保障制度の 環として社会保障制度の 環として

2,926
3,291

3,526

4.2

12.5

7.1

14.9

9.9

5.5
7.3

2.5

7.7 7.56.4 7.0
8.8 9.5 10.2 11.0 11.0 10.7

11.9 11.9

18.6

0

1,000

2,000

3,000

4,000百
万
円

）

0

5

10

15

20
め
る
割
合

（
％

）

社会保障制度の一環として、社会保障制度の一環として、
児童･高齢者･児童･高齢者･障がい障がい者･生者･生
活困窮者などに対して行政活困窮者などに対して行政
が行う支援に要する経費が行う支援に要する経費

0

H1
2年

度

H1
3年

度

H1
4年

度

H1
5年

度

H1
6年

度

H1
7年

度

H1
8年

度

H1
9年

度

H2
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度

H2
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0

扶助費 伸び率 構成比

人口減少と少子高齢化の進行により、小牧市

77も例外なく厳しい時代を迎えることになります。
77

自治基本条例は、自治基本条例は、

 市民、議会、行政の役割を明確にし、市民、議会、行政の役割を明確にし、

 市民参加の協働のまちづくりを推進し、市民参加の協働のまちづくりを推進し、

新しい発想のもと、新しい発想のもと、新しい発想のもと、新しい発想のもと、

 自治を推進し、自治を推進し、

子どもから高齢者までが、充実した生活子どもから高齢者までが、充実した生活

を送ることができるまちを実現する。を送ることができるまちを実現する。

88
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２－３２－３ ＮＰＯ・市民活動団体ＮＰＯ・市民活動団体
①市民による自発的な公共サービスの提供主体であり、また、行政と
協働し公共サービスを提供する主体です。

②公益的な目的を実現するために、市民が自ら活動する団体です。活
動にあたっては、行政その他の支援を前提とするのではなく、各団体
の自主性 自律性に委ねられますの自主性・自律性に委ねられます。

③行政は、 NPO・市民活動団体に対して支援（ヒト・モノ・カネ･情
報）する姿勢が必要です。その際、一律に支援をするのではなく、活
動の内容によって支援すべきかどうかを判断します。

④新しくNPO・市民活動団体を立ち上げたい人たちを支援する役割・
機関が必要です。

ポイ ト■ポイント

協働で、公共サービスを提供し、公益的な目的を

99

協働で、公共サ を提供し、公益的な目的を

実現する。

「協働」とは「協働」とは

<<概念概念>>

２つ以上の主体が２つ以上の主体が共通の目的の実現のために、のために、
それぞれが持つ得意な能力・専門性に基づき、それぞれが持つ得意な能力・専門性に基づき、
役割と責任分担をして、をして、対等な立場で一つの事で一つの事
業を実施し、相乗効果や副次的効果のある成果業を実施し、相乗効果や副次的効果のある成果

<<パターンパターン>>

を、第三者に生み出すこと。を、第三者に生み出すこと。

 

ＮＰＯ・市民活動団体 
<<パタ ンパタ ン>>

企 業 行 政 

1010
区（自治会）など 

パワーポイント資料5 / 6120



・市民活動団体は、

区区((自治会自治会))

市 動 体市 動 体

・地域の課題を解決する・地域の課題を解決する

目指すところは、目指すところは、
みんな同じみんな同じ

世のため世のため 人のため人のため
まちづくまちづく

・地域住民からなる・地域住民からなる

市民活動団体市民活動団体
・団体は、目標（ビジョン）がある・団体は、目標（ビジョン）がある

・専門性を持っている・専門性を持っている

みんな同じみんな同じ よりよいまちづくりよりよいまちづくり

・専門性を持っている・専門性を持っている

◆団体を設立したときの想いを大切に。◆団体を設立したときの想いを大切に。

◆地域の人たちと繋がって、皆に必要とされる活動を。◆地域の人たちと繋がって、皆に必要とされる活動を。

市民活動団体は、地域の人たちにとって、市民活動団体は、地域の人たちにとって、

大切な存在 す大切な存在 す大切な存在です。大切な存在です。
1111

主催 自治基本条例のあり方研究会議・小牧市催 治 本条 あ 研究 議 市
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「「「「区長区長区長区長のののの皆皆皆皆さんさんさんさん」」」」とととと「「「「自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のありのありのありのあり方研究会議方研究会議方研究会議方研究会議」」」」のののの意見交換意見交換意見交換意見交換会会会会    

                                                平成平成平成平成25252525年年年年5555月月月月15151515日日日日((((水水水水))))    15:1015:1015:1015:10～～～～16:1016:1016:1016:10    

    

出席者 平成25年度区長の皆さん（約80名） 

自治基本条例のあり方研究会議(15名) 

四日市大学 教授 岩 崎 恭 典  氏 

NPO法人ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｲﾊﾞｰｽﾞ三島知斗世氏 

 

 

 意見交換に先立ち、あり方研究会議の 

アドバイザーである四日市大学総合政策 

学部教授の岩崎恭典氏の講演があり、人 

口減少や少子高齢化など自治基本条例が 

必要となってきた社会的背景の説明がさ 

れました。 

  

 

 

 

 

（意見交換会の内容） 

１．あり方研究会議メンバーからのあいさつ 

 皆さん、こんにちは。お世話になっております。 

 区長の皆様方には、日ごろ、地域の住民のために御尽力され大変ありが

とうございます。 

 私どもは、自治基本条例制定へ向けた提言書を作成するため、公募で集

まった２７人で構成している自治基本条例のあり方研究会議と申します。  

平成２４年の７月から、月１、２回のペースの会議のほか自主勉強会な

ども重ね、メンバーがそれぞれ熱い思いを持って取組んでいます。 

本日は、このように皆様方と意見交換の貴重な場をいただきまして、メ

ンバーの代表としまして、お礼申し上げます。 

 さて、自治基本条例は、まちづくり条例とも言われ、小牧市をよりよく

するために、市民、議会、行政の役割をルール化していこうというもので

ございます。  

 住民自治を語る上では、区長さん方のお力添えがなければなりません。

すなわち区長さん方は、地域のリーダーとして、また、地域と行政を結ぶ

パイプ役として活躍されていますので、本日は、自治基本条例について、

写真は、講演の様子 
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率直な御意見を賜りたいと思っております。 

  

２．提言書（案）の概要説明 

 自治基本条例のあり方に対する提言書（案）を配布させていただいてお

ります。本日は、全体を説明する時間がありませんので、目次に従って、

簡単に説明をさせていただきます。 

 はじめに、表紙に「本書の読み方」で示してあるように、四角の中の文

章を提言としています。そして、補足意見も記載しております。これは、

議論の中で大勢を占めた意見、それと全く正反対の意見、そして少数派の

意見などを記載しているものです。 

 「１」の理念・目的・原則についてです。 

これは、なぜ今、自治基本条例が必要か、何のために必要か、また、基

本的な柱になるような原則は何かということについて、いろいろ議論して

まとめたものです。 

 「２」の自治の仕組みについてです。 

住民自治の担い手として核になるものは、区・自治会や、ＮＰＯ・市民

活動団体など、いろんな組織があります。そういった組織の位置づけや、

それを遂行するための手法などのポイントについて述べております。    

例えば、協働とは何か、情報公開のあり方はどういうものかなどを記載

しております。 

 「３」の市民、「４」の議会、「５」の行政は、自治の主要な担い手で

あります。これらは、協働していく必要がありますが、それぞれの役割や

責務について、明確にしていこうということでその内容を述べています。 

 「６」の条例の運用方法についてです。 

ここでは、この条例は、憲法の下で、市の発する法令全般の中で最高位

の位置づけの条例となるべき性格のものだということが、ここにうたって

あります。 

 以上、目次を追っただけの簡単な説明でしたが、今日は、私たちの案と

してつくったものに対して、ご意見をいただきたいと思います。 

  

３．意見交換 

 

【【【【ⅠⅠⅠⅠ】】】】アンケートにアンケートにアンケートにアンケートに関関関関するするするする意見交換意見交換意見交換意見交換 

・お手元のアンケートの記載をお願いします。その後、その関連について

のご意見を伺います。 
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【【【【ⅠⅠⅠⅠ】（】（】（】（設問設問設問設問１１１１についてについてについてについて））））    

    

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 それでは、アンケートに関連してお伺いします。 

今皆さんにご記入をいただいたアンケートは、他の場で一般市民の皆様

にもお願いしたことがあります。そのアンケートの結果では、「自分たち

がお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方」につい

て、「(1)共感する」または「(2)どちらかといえば共感する」と回答した

方が、９８％という高いものでした。 

 そのような一般の市民の方の回答に対して、実際に区長さんの立場で、

どのように感じられるか、ご意見を伺いたいです。 

 

ご意見１人目 

 （（（（理想理想理想理想論が論が論が論が書いてあるが、条例書いてあるが、条例書いてあるが、条例書いてあるが、条例がががができるできるできるできると「と「と「と「現実現実現実現実」がどう変わるのか」がどう変わるのか」がどう変わるのか」がどう変わるのか）））） 

このような設問だと、総論はおそらく皆、「（１）共感する」を選択す

ると思います。 

 アンケートの中身と話が変わりますが、私はこの自治基本条例というの

が、まだちょっとしっくりきません。書いてあることは理想論ですが、こ

れを現実問題として考えた時に、このような条例をつくることによって、

どう変わっていくのかがよくわかりません。 

 アンケートの話に戻ると、「自分たちのことは自分たちでやる」という

ことに対しては、アンケートをとれば共感するということだろうと思いま

すが、実際問題、例えばそれを、自分たちでやろうということになってく

ると、ちょっとなあというように立ち止まってしまう場合も現実問題とし

てあるような気がします。 

 理想と現実のギャップがかなり出てくるのではないかという気がします。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 私も最初、同じような印象を持ちました。 

あり方研究会議で岩崎先生のサポートを受けたりしながら議論をしてい

くことの中で、知らなかった問題点が見えてきたり、そのあたりを埋めて

いかなければいけないという課題がでてきたりというのを感じております。 

 私個人の印象としては、こういう条例をつくることによって、また、皆

さんにこのような条例についてお知らせすることによって、そのあたりが

埋まってくるんじゃないか、それにはすぐ答えはないのではないかと感じ
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ています。 

【【【【岩崎教授岩崎教授岩崎教授岩崎教授】】】】    

 理想と現実のギャップをできるだけ埋めるために、あり方研究会議のメ

ンバーの皆さんで、小牧市ならではの条例はどうあるべきかを今お考えい

ただいています。このような意見交換をしていただきながら、できるだけ、

これから自分たちの地域の課題は自分たちで解決できるような仕組みがつ

くれるような、取っかかりになるような条例を考えようとされています。 

 ですので、確かに総論は賛成で、各論になるとちょっと自分は動きたく

ないなというときに、ちょっと何かやってみると楽しいぞというような、

人と人とが地域でつながっていると楽しいぞというような仕掛けを、おそ

らくそれぞれの地域でお考えいただくときの有力なメンバーが皆さん方、

区長さんなのではないかと思います。そのように徐々に参加していただく

人を増やしていく、その取っかかりを今つくっていただいているのだと思

っています。 

 今いただいたようなご意見をできるだけ活かしながら、今後検討を進め

ていくことになるんじゃないかなと思います。 

 

ご意見２人目 

（（（（理想的な言葉に共感理想的な言葉に共感理想的な言葉に共感理想的な言葉に共感すすすするが、るが、るが、るが、行動することは難しい行動することは難しい行動することは難しい行動することは難しい）））） 

 設問１ついては、私は「（１）共感する」を選択しました。区民にこれ

を渡したら、おそらく同じように（１）になると思いますが、「あなたは、

そのことに参加をしたいと思いますか」と問いかけをすれば、明らかに参

加したい人と、ちょっと躊躇する人が出てくると思います。 

区の役員や責任ある担当者に聞けば（１）を選択すると思いますが、区

民に「あなた自身はそれに参加してくれますか」と尋ねると、簡単に

（１）を選択するのは難しいというのが、実態ではないかなと思います。 

【【【【岩崎教授岩崎教授岩崎教授岩崎教授】】】】 

今の意見に関してですが、例えばアンケートの質問で言えば、これはい

いことだから、共感するというお話になるだろうと思います。 

自治基本条例ができることによって、具体的な参加する意味合いという

ものが皆さんの中に生まれてくるんではないかなという気もしますが、そ

れによって具体的な議論も盛り上がってくると思います。ただ、いきなり

すべての方が、地域の活動に参加して行くというのは、なかなか難しいこ

とだとは思いますが、共感していただけるのであれば、できるだけ、そう

いう形をとっていくべきではないかと思います。 
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ご意見３人目 

（（（（区によって会員数が少な区によって会員数が少な区によって会員数が少な区によって会員数が少なく、活動の範囲を大きくするのは難しいく、活動の範囲を大きくするのは難しいく、活動の範囲を大きくするのは難しいく、活動の範囲を大きくするのは難しい）））） 

 区民の方々が、地域の活動に本当に参加するのかという話ですが、私が

感じるのは、自治会によっては会員数が非常に少ないところがあるので、

今の自治会活動にプラスアルファのことを受け入れるだけの余力があるの

かと思います。例えば、区の見直しなど、会員数をつくり上げることによ

って活動ができるんじゃないか思います。このようなことについてどう考

えているのか、ご意見をお願いします。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 区の問題は、私自身も市役所に問題提起をしたことがありますし、区長

会としても以前からお話をしていると思います。今あるすべての区の存立

条件が一緒ではなく、バラバラという事実があります。そういうこともあ

り、大きく束ねる組織として地域協議会をつくろうという動きがあると思

います。私の理解するところでは、このような現状を認識した上でこの条

例をつくろうというのが前提にあると思います。 

【【【【岩崎教授岩崎教授岩崎教授岩崎教授】】】】 

 少し補足をさせていただきます。 

今回のこの基本条例で、例えば区という組織に条例上の根拠を与えると

いうものでは決してありません。というのは、今までの歴史的な経緯で、

今、大小もあれば、地域特性も違う区という組織があります。あくまでも、

区という組織は、住民の皆さんの自発的な発意でできた自主的な組織であ

りまして、私どもというか、皆さんもそうだと思いますけれど、それを条

例で区はこうあるべきだ、だから人数の少ない、世帯数の少ないところは

ほかと一緒にならなくちゃいけないということは決めてはいけないだろう

と思います。 

 むしろそうではなくて、区が本来持っている地域の人と人とをつなげる

機能をよりやりやすく、これから地域の人たちがいろんなことでちょっと

ずつ楽しいことができるような、そういう本来の自治会、区の持っている

機能、人と人とをつなげる機能というものを発揮できるような場として、

例えば小学校の単位が重要であるということであれば、小学校の単位であ

るとか、そういう単位で、恐らく区を初めとしたさまざまな団体の協議で

地域の課題をお話しいただくような、そういう協議会をつくっていくとい

う話であると思います。その協議会については、これからどうなるかわか

りませんが、自治基本条例の提言書（案）の中に、地域内分権の仕組みと
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いう項目がありますが、そこで条例に根拠を与えようということではない

かと思います。その中で区の皆さんは、本来の親睦の役割を果たしていた

だき、区費は防災とか防犯などに使っていただけるような仕組みになって

いくのではないのかと、私自身は思っております。 

    

【【【【ⅠⅠⅠⅠ】（】（】（】（設問設問設問設問２２２２についてについてについてについて）））） 

    

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】 

 次に、設問２の「自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が

自分たちで行う活動は、お住まいの地域をよくすることにつながっている

と思いますか」についてです。 

これも区長という立場から見て、区民が自治会活動やボランティア活動

に積極的に参加していると感じるかどうか、そのあたりのご意見をお伺い

したいと思います。 

 

ご意見４人目 

（私たちの区では、将来の区を担う人材育成に努めている）（私たちの区では、将来の区を担う人材育成に努めている）（私たちの区では、将来の区を担う人材育成に努めている）（私たちの区では、将来の区を担う人材育成に努めている） 

私たちの区は、年齢構成でいうと、中間層が今いなくなってきているの

で、人材の育成に取組んでいます。 

将来、区を担っていただく方を育てようということで、例えば、区の大

きな事業である夏祭りにあたっては、区の役員のほかに、子ども会や民生

委員や中学校ボランティアにお手伝いをしていただき、キラリと光る人材

を発掘できるよう努めています。 

（今現在は人材不足で、役員のテリトリーにも限界がある）（今現在は人材不足で、役員のテリトリーにも限界がある）（今現在は人材不足で、役員のテリトリーにも限界がある）（今現在は人材不足で、役員のテリトリーにも限界がある） 

また、これからの担い手に不安がある中、地域協議会に関していえば、 

小学校区を１つの単位とすると、隣近所を一番よく知っている組長さんの

テリトリーが広くなり、何か起きた場合に、本当に決め細やかな対応がで

きるのかという疑問があります。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 これについては、今後の検討課題だと思います。 

【【【【岩崎教授岩崎教授岩崎教授岩崎教授】】】】    

 区が本来やるべきことは、地域の安全や安心を守ることだと思います。 

いざ大地震が起こって家が潰れてしまったような時に、それを助けられ

るというのは、向こう三軒両隣の話であると思います。それをやっていた

だくのが、多分区の役割であり組の役割だと思います。 
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反対に、例えば、ひとり暮らしのお年寄りに対して必要な生活支援をし

ていくようなサービスというのは、プライベートのこともあるので、少し

だけ離れたところの人が、活躍できるサービスであると思います。 

 また、平時に、おばあちゃんが、ちょっと病院に行きたいんだけど足が

なくてというようなときに、例えば生活支援でＮＰＯさんが、ワンコイン

で病院へ送るとか、ちょっと広目の範囲でやっていくというような、生活

課題に応じて様々な団体が役割分担をしていく、そのための話し合いの場

をまずつくっていくことというところから、地域協議会というのが始まっ

ていくのではないかと思っております。 

 

【【【【ⅡⅡⅡⅡ】】】】提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））にににに関関関関するするするする意見交換意見交換意見交換意見交換    

    

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】 

 提言書（案）の４ページを見てください。自治会についての記載があり

ます。今、少子・高齢化により人口減少している中、今の自治会がそのま

ま10年後も継続するのかどうかということを考えさせられます。 

区の１０年後について、区長の皆さんがどう思っているか、ご意見をお

聞きしたいです。 

 

ご意見５人目 

（自治基本条例が必要な（自治基本条例が必要な（自治基本条例が必要な（自治基本条例が必要な社会的背景をみんなが認識することが大切社会的背景をみんなが認識することが大切社会的背景をみんなが認識することが大切社会的背景をみんなが認識することが大切）））） 

 人口減少や少子・高齢化の進行があるので、１０年後はどうかというお

話ですが、この自治基本条例を成功させるために、今のこの急激な時代背

景、つまり高齢化する時代背景をいかにみんなが認識をするということが

極めて大切だと思います。 

 市民憲章を例にすると、市民憲章ができてから28年経ちましたが、実際

にどれほど市民の中に浸透しているかというと、いささかさみしいものが

あると思います。しかし、自治基本条例は、先ほどのことがいかに自分た

ちの心に響き理解しているかというところから始めれば、私は十分内容の

あるものになり、浸透していくと思っています。 

 私自身は地元の地域の実情から、極めて高齢者に対する意識が強いです

が、それをいかに幅広く浸透させていくかが大切だと思います。 

 若い自治会も高齢化の進んだ自治会もあると思います。そのような中で、

向こう３軒両隣でやるべきことと、全体のパワーでやるべきことがあるの

で、その辺を私たち市民がどう考えていくのかということが、これからの
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重要な課題になってくると思います。 

条例の提言にあたっては、もう既に皆さんは何回も会議を重ねています

が、市が用意した落としどころのあるようなものにならないように、皆さ

んの熱意もって取組んでいただければ大変ありがたいと思います。 

【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】【あり方研究会議メンバー】    

 今のご意見は、提言にあたって検討していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は、意見交換の様子 

 

４．お礼のあいさつ 

 今日は、本当に貴重なご意見を伺いまして、ありがとうございます。 

今日お伺いしたご意見を踏まえて、市に対して提言書の提出をする予定

になっております。 

 本日は大変長い間、貴重なお時間をおかりいたしまして、本当にありが

とうございました。 

129



55

14

0

0

40

区長区長区長区長のののの皆皆皆皆さんへのアンケートさんへのアンケートさんへのアンケートさんへのアンケート

(1)思う(1)思う(1)思う(1)思う

(1)共感する(1)共感する(1)共感する(1)共感する

(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する

(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない

(4)共感しない(4)共感しない(4)共感しない(4)共感しない

【設問２】自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分たちで行う

活動はお住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。

【設問１】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうと

いう考え方について、どう思いますか。

目目目目 的的的的 ：：：： 提言書提言書提言書提言書のののの作成作成作成作成にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にそのにそのにそのにその趣旨趣旨趣旨趣旨をををを説明説明説明説明するとともするとともするとともするととも

にににに、、、、意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くためにくためにくためにくために実施実施実施実施するするするする。。。。

対対対対 象象象象 ：：：： 「「「「区長会区長会区長会区長会」」」」とととと「「「「自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のありのありのありのあり方研究会議方研究会議方研究会議方研究会議」」」」のののの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会にににに

出席出席出席出席したしたしたした区長区長区長区長のののの皆皆皆皆さんさんさんさん

実実実実 施施施施 日日日日 ：：：： 平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））

回収枚数回収枚数回収枚数回収枚数 ：：：： ６９６９６９６９名名名名

(1)共感す

る

80%

(2)どちら

かといえ

ば共感す

る

20%

(3)あまり

共感しな

い

0%

(4)共感し

ない

0%

(3)あまり思

わない

(4)思わな

い

0%
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40

26

3

0

31

34

4

0

(1)思う(1)思う(1)思う(1)思う

(3)あまり思わない(3)あまり思わない(3)あまり思わない(3)あまり思わない

(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う

（ア）市民が自分たちで決めて、自分たちで行動すること

(4)思わない(4)思わない(4)思わない(4)思わない

【設問３】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうと

いう考え方について、どう思いますか。

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

(1)思う

58%

(2)どちらか

といえば思

う

38%

(3)あまり思

わない

4%

(4)思わな

い

0%

(1)重要

45%

(2)やや重

要

49%

(3)あまり重

要ではな

い

6%

(4)重要で

はない

0%
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57

10

2

0

34

28

6

1

51

16

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

（イ）市民と行政が互いに情報を共有すること

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

（ウ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加すること

（エ）まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力する

こと

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(1)重要

83%

(2)やや重

要

14%

(3)あまり重

要ではな

い

3%

(4)重要で

はない

0%

(1)重要

49%

(2)やや重

要

41%

(3)あまり重

要ではな

い

9%

(4)重要で

はない

1%

(2)やや重

(3)あまり重

要ではな

い

1%

(4)重要で

はない

0%
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16

1

0

31

30

7

1

（オ）ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決できること

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

(1)重要

75%

(2)やや重

要

24%

(3)あまり重

要ではな

い

1%

はない

0%

(1)重要

45%

(2)やや重

要

44%

(3)あまり重

要ではな

い

10%

(4)重要で

はない

1%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

【設問４】自治基本条例について、ご意見がありましたらお書きくださ

い。

資料を事前に配布してほしい（時間的に制約があり質問しにくい）

今まで市で行っていた事を区自治で行えと言っているように思う。今まで何でも行政で行ってい

た事が悪である。皆はこれになれているから今更と思う。

市全体に関して自治基本条例に絞った方が良いと思う。条例の例の意味はあるのか？

私は自分達で出来る事は自分達でやるとの考えです。但し市の規制があり思うようにやれない事

があります。

理想・目的「新しい発想のもとに」の文言は主観的で具体性に欠ける。耳ざわりの良い文言を用

いている。

上記設問に関しては基本的に重要と答えると思われるが現実には理想とは異なり実現には個人の

人の種々の困難が有ると思う。これらをつぶしていくのは細かな作業が必要になると思う。

自治会の加入は強制できない→アパートの住民について個人情報を開示しない管理会社がある。

区で区民全体が把握できない→市と区の情報共有が出来るようにする。末端の区が住民をしっか

り把握することが必要。土台をしっかりしないと基礎からくずれてしまう。

区の色々な悩み事（個人では解決出来ない事）行政に頼んでもすぐに実行してくれない。もっと早く何事も

解決してほしい。市役所にはあまりにも多くの課がありすぎて1つの問題に何箇所も廻らないと話がまとま

らない事が多く有る。もっと迅速に事が運ぶ様に役所内で考えてほしいと思います。

誰があるいはそんな組織が中心となってこの条例を守り推し進めていくのかは明確にするのか？

住民投票は誰（自治体or民組織）が管理するのかは明確にすべきと思う。

数年かければ良いとは思いませんが、1年で決められる程のものなんですか？

2-2区（自治会）③「一律に支援するのではなく」の一文はあいまいで誤解されやすいと感じ

る。支援の方法は金銭、物資の外様々な方法、手法があるため一律にする場合もあるのでは？
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

メンバーの公募等からこの1年間の活動の状況が知らなかった。区長会主催での本日の意義は良

かった。評価したい。

(案)の提示が事前にあってこそ意見交換が出来る訳で内容と目的も知らずに会の実行は？再度感

心のある会にしてほしい。

いている。

本条例の考え方は誠にそのとおりと思いますが、現状の区の仕事を実現していくだけで精一杯で

す。毎年区の役員をお願いする事も非常に難しい状態です。アンケート全体は当たり前のことだ

と思います。質問のレベルが問題です。

区長が1年で交代することは･･･2年目3年目で力が発揮できるのではと思う。

現在の区、地区で十分ではないか？基本条例（地域協議会）は不要と思います。

行政から通達文等が各部門から各々きますが出来る限りまとめて通達文が来る様にしてほしいと

思う

3-イ情報共有がよくない。行政、区、民生委員等が互いに情報を共有する必要がある。

よく検討されていて大変良いと思います。これからもこの会も2回3回と続くと思いますが頑張っ

てください。

殆ど興味意欲を示さない人に対してどう対応したらいいのか。

どこまで区でできるか!!甚だ疑問である。

区長の皆さんへのアンケート　3/4
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22

23

24

25

26

27

28

私の区は小牧市と春日井市が入りくんでいる為にごみ問題では解決する事は出来ない。

条例は理想ではあるが区長の仕事が増えるのであれば今後区長のなり手が少なくなるので区長の

仕事が軽減されれば良いと思う。

自治基本条例と自治会規則との内容について疑問が出ている案件もある。

自治会の未加入者対策。

実行性がある条例に。　※意見交換会を開くのであれば事前に資料を配布願いたい。

ちっとも浸透していない「市民憲章」を見直してもらいたい。できれば総花的ではなく、5･7･5

で表現できるような簡明なものが良いと思います。

全ての事項について(1)(2)で重要と考えるがかなり実施には難しさがある。レベルアップにつな

がればよいのかな。
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市政モニターアンケート 1111 / 11111111 

 

    

平成２４年度市政モニターアンケート（第４回の結果）平成２４年度市政モニターアンケート（第４回の結果）平成２４年度市政モニターアンケート（第４回の結果）平成２４年度市政モニターアンケート（第４回の結果）    

テーマ「テーマ「テーマ「テーマ「自治基本条例の方向性自治基本条例の方向性自治基本条例の方向性自治基本条例の方向性」」」」    

    

    

１１１１    目的目的目的目的    

我が国では現在、人口減少と少子高齢化が同時進行し、右肩上がりの時代の峠を越え、

右肩下がりの時代に突入しています。この状況については、小牧市も例外ではなく、近

い将来に市の人口が減少に転ずると予測されています。また、少子高齢化はすでに進行

している状況にあります。 

これらのことを踏まえ、小牧市では、右肩下がりの時代に対応した市民の助け合いと

支えあいによる温かみのある住みよいまちを目指し、市政への住民参加や協働を本格的

に進めることとし、今年度から“住民自治”と“協働”を基本とする「自治基本条例」

の制定に向けた検討をはじめています。 

今回のアンケートでは、「自治基本条例」に示す内容の方向性について、皆様のご意

見をうかがい、条例の方向性の検討に役立てていきたいと考えています。 
 

自治基本条例･･･小牧市における「最上位となる条例」であり、小牧のまちづくりをともに行う

市民・議会・行政などのそれぞれの役割と責務、市民が市政に参加する機会の確保や“協

働によるまちづくり”に関する基本的な理念やルールなどを定める条例です。 

協働･･･市民や行政、事業者など、市政を支える様々な主体が、ともに手を携え、お互いの知恵

と力を出し合いながら、共通の目的･目標（例えば、現在小牧で生じている地域課題の解決）

を達成するために協力して活動することです。 

 

 

 

２２２２    調査対象者調査対象者調査対象者調査対象者    

平成 24 年度市政モニター 98 人 

    

    

３３３３    回答者数回答者数回答者数回答者数    

  80 人（81.6％） 

    

    

４４４４    期間期間期間期間    

  平成 25 年 2 月 28 日～3 月 13 日    
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コメントコメントコメントコメント 

  今回の調査から、現在の市内における自治会活動やボランティア活動、市民活動等

の状況や、市民のまちづくりに対する意識をうかがうことができました。 

  まず、問１から問５では、自分たちの地域を自分たちで住み良くしていこうとする

意識や、市民の自主的な活動の有効性への理解は非常に高いものの、実際に活動へ参

加している方は１割程度にとどまり、また、お住まいの地域における活動はあまり活

発ではないと感じている市民が多いことが分かりました。 

しかしながら、７割近くの方がこのような活動に参加したい、時間的に余裕があれ

ば参加したいと考えており、市民の自主的な活動に対する関心の高さがうかがえまし

た。 

  次に、問６から問９の「市政への市民参加、“協働によるまちづくり”」の意識につ

いては、まちづくりに関心を持つことの重要性や有効性、“協働によるまちづくり”

の必要性のいずれについても、非常に意識が高いことがうかがえました。 

このことから、市民に積極的に市政へ参加していただける方策を検討し、様々な立

場の方々とともに手を携えながらよりよいまちづくりを進める協働の環境づくりが、

今後の行政の重要な役割だとうかがい知ることができました。 

今回いただいた結果を、今後の条例検討の際の資料とさせていただき、市民の助け

合いと支えあいによる住み良い小牧を創造するためのもっとも基本的なルールとなる

自治基本条例を制定していきたいと思います。 

協働推進課協働推進課協働推進課協働推進課 

    

(１)小牧

19%

(２)小牧西

6%

(３)応時

15%

(４)味岡

17%

(５)岩崎

10%

(６)篠岡

2%

(７)桃陵

9%

(８)光ケ丘

3%

(９)北里

18%

(10)市外

1%

(１)１０代

0% (２)２０代

6%

(３)３０代

36%

(４)４０代

26%

(５)５０代

9%

(６)６０代

14%

(７)７０歳

以上

9%

＜中学校区＞＜中学校区＞＜中学校区＞＜中学校区＞    

＜＜＜＜性別性別性別性別＞＞＞＞    

＜＜＜＜年代年代年代年代＞＞＞＞    ＜＜＜＜回答方法回答方法回答方法回答方法＞＞＞＞    

    

(1) イン

ターネッ

ト

74%

(2) 郵送

26%

    

    

(１)男

32%

(２)女

68%
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市政モニターアンケート 3333 / 11111111 

 

お住まいの地域お住まいの地域お住まいの地域お住まいの地域や小牧市や小牧市や小牧市や小牧市の状況の状況の状況の状況についてについてについてについて                                                                                                                        

    

問問問問１１１１    お住まいの地域の絆力についておうかがいします。お住まいの地域の絆力についておうかがいします。お住まいの地域の絆力についておうかがいします。お住まいの地域の絆力についておうかがいします。    

隣人同士やご近所で支えあいながら暮らしていると感じますか隣人同士やご近所で支えあいながら暮らしていると感じますか隣人同士やご近所で支えあいながら暮らしていると感じますか隣人同士やご近所で支えあいながら暮らしていると感じますか。。。。    

    

 
 

問２問２問２問２    自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方につ自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方につ自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方につ自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方につ

いて、どう思いますか。いて、どう思いますか。いて、どう思いますか。いて、どう思いますか。    

    

 
 

問問問問３３３３    お住まいの地域では、自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分お住まいの地域では、自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分お住まいの地域では、自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分お住まいの地域では、自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分

たちで行う活動は活発だと思いますか。たちで行う活動は活発だと思いますか。たちで行う活動は活発だと思いますか。たちで行う活動は活発だと思いますか。    

 

 
    

    

(1) 感じてい

る

6%

(2) どちらか

といえば感じ

ている

48%

(3) どちらか

といえば感じ

ていない

36%

(4) 感じてい

ない

10%

(1) 共感する

44%
(2) どちらか

といえば共感

する

54%

(3) あまり共

感しない

1%

(4)共感しな

い

1%

(1) 活発だと

思う

12%

(2) どちらか

といえば活発

だと思う

29%

(3) あまり活

発だとは思わ

ない

49%

(4) 活発だと

は思わない

10%
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市政モニターアンケート 4444 / 11111111 

 

    

問問問問４４４４    問３問３問３問３の活動は、お住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。の活動は、お住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。の活動は、お住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。の活動は、お住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。 

    

    

    

問問問問５５５５    あなたは問３あなたは問３あなたは問３あなたは問３の活動に参加したいと思いますか。の活動に参加したいと思いますか。の活動に参加したいと思いますか。の活動に参加したいと思いますか。 

    

    

    

    

    

市政への市民参加市政への市民参加市政への市民参加市政への市民参加、、、、“協働によるまちづくり”に“協働によるまちづくり”に“協働によるまちづくり”に“協働によるまちづくり”についてついてついてついて                                                                                                    

    

問問問問６６６６    市民がまちづくりに関心を持つことは重要と思いますか。市民がまちづくりに関心を持つことは重要と思いますか。市民がまちづくりに関心を持つことは重要と思いますか。市民がまちづくりに関心を持つことは重要と思いますか。 

    

    

(1) 思う

37%

(2) どちらか

といえば思う

39%

(3) あまり思

わない

21%

(4) 思わない

3%

(1) 参加して

いる

13%

(2) 参加した

いと思う

14%

(3) 仕事やプ

ライベートに

支障がない程

度で参加した

い

54%

(4) あまり参

加したいと思

わない

15%

(5) 興味がな

い

4%

(1) とても重

要である

45%

(2) 重要であ

る

54%

(3) あまり重

要ではない

1%

(4) 重要では

ない

0%
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市政モニターアンケート 5555 / 11111111 

 

問問問問７７７７    市民が今以上にまちづくりに関心を持った場合、まちは良くなると思いますか。市民が今以上にまちづくりに関心を持った場合、まちは良くなると思いますか。市民が今以上にまちづくりに関心を持った場合、まちは良くなると思いますか。市民が今以上にまちづくりに関心を持った場合、まちは良くなると思いますか。 

      

    

    

問問問問８８８８    市民や行政など、様々な主体の“協働によるまちづくり”は必要だと思いますか。市民や行政など、様々な主体の“協働によるまちづくり”は必要だと思いますか。市民や行政など、様々な主体の“協働によるまちづくり”は必要だと思いますか。市民や行政など、様々な主体の“協働によるまちづくり”は必要だと思いますか。 

    

    

    

    

問問問問９９９９    問問問問８８８８でででで(1)(1)(1)(1)，，，，(2)(2)(2)(2)に回答した方にお尋ねします。に回答した方にお尋ねします。に回答した方にお尋ねします。に回答した方にお尋ねします。“協働によるまちづくり”を進め“協働によるまちづくり”を進め“協働によるまちづくり”を進め“協働によるまちづくり”を進め

るにるにるにるにはははは、、、、何が重要だと思いますか。何が重要だと思いますか。何が重要だと思いますか。何が重要だと思いますか。（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可） 

 

 

    

(1) 非常に思

う

55%
(2) やや思う

44%

(3) あまり思

わない

0%

(4) 思わない

1%

(1) 以前から

必要だと思っ

ていた

49%

(2) 最近必要

だと思いはじ

めた

47%

(3) あまり必

要だとは思わ

ない

4%

(4) 必要だと

は思わない

0%

1

13

39

39

25

43

34

(7)その他

(6) 様々な主体が一堂に介す機会の提供

(5) 自治会活動、市民活動、ボランティア活動の

育成及び支援

(4) 協働を計画的に進めるための実施計画

(3) 市民と行政それぞれが持つ情報の共有（了解

を得た個人情報を含む）

(2) 市民や行政職員、議員の意識改革

(1) 市民から請求された場合の、行政が持つ情報

の積極的な公開（個人情報は除く）

（人） 

その他意見その他意見その他意見その他意見    

・行政の実行力 
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市政モニターアンケート 6666 / 11111111 

 

まちづくりに関する市民の権利と責務まちづくりに関する市民の権利と責務まちづくりに関する市民の権利と責務まちづくりに関する市民の権利と責務についてについてについてについて                                                                                

    

問問問問 10101010    まちづくりに関するまちづくりに関するまちづくりに関するまちづくりに関する市民の権利として必要と思うものはどれですか。市民の権利として必要と思うものはどれですか。市民の権利として必要と思うものはどれですか。市民の権利として必要と思うものはどれですか。    

（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可）    

    

    

    

    

    

    

    

問問問問 11111111    まちづくりに関するまちづくりに関するまちづくりに関するまちづくりに関する市民の責務として必要と思うものはどれですか。市民の責務として必要と思うものはどれですか。市民の責務として必要と思うものはどれですか。市民の責務として必要と思うものはどれですか。        

（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可）（複数回答可）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2

36

46

33

49

(5)その他

(4) まちづくりについて学ぶ権利

(3) まちづくりに参加する権利

(2) 行政が持っているまちづくりに関する情報の公

開を請求し、取得する権利

(1) 行政とまちづくりに関する情報を共有する権利

2

1

35

25

25

30

61

31

(8) その他

(7) 市民の責務はない

(6) まちづくりに参加する際は、良識ある発言と行動をすること

(5) 権利の行使にあたっては、公序良俗に反しないこと

(4) 権利の行使にあたっては、公共の利益に配慮すること

(3) まちづくりの主体者としての自覚を持つこと

(2) まちづくりについて興味・関心を持つように努めること

(1) まちづくりに参加するように努めること

（人） 

その他意見その他意見その他意見その他意見    

・基盤となる組織の充実が肝要 

・実際に参加するところまでいかなくても意見・政策を発言し、汲み取っていただく機会を持つ権利 

（人） 

その他意見その他意見その他意見その他意見    

・やりたい人がやればいいと思う。そのほうがまとまるし責任を持ってやってくれると思う。 
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市政モニターアンケート 7777 / 11111111 

 

これからのこれからのこれからのこれからの小牧市のまちづくりについて小牧市のまちづくりについて小牧市のまちづくりについて小牧市のまちづくりについて                                                                                                            

    

問問問問 12121212    小牧市で住みよいまちづくりをさらに小牧市で住みよいまちづくりをさらに小牧市で住みよいまちづくりをさらに小牧市で住みよいまちづくりをさらに進めるためには、進めるためには、進めるためには、進めるためには、以下の（ア以下の（ア以下の（ア以下の（ア))))～（キ）に～（キ）に～（キ）に～（キ）に

ついてどう思いますか。ついてどう思いますか。ついてどう思いますか。ついてどう思いますか。    

 

 

（（（（ア）ア）ア）ア）市民が市民が市民が市民が自分たちで決めて、自分たちで行動すること自分たちで決めて、自分たちで行動すること自分たちで決めて、自分たちで行動すること自分たちで決めて、自分たちで行動すること 

 

    

（（（（イ）イ）イ）イ）行政が持っている情報を広く公開すること行政が持っている情報を広く公開すること行政が持っている情報を広く公開すること行政が持っている情報を広く公開すること 

 

    

（（（（ウ）市民が持つ情報、行政が持つ情報ウ）市民が持つ情報、行政が持つ情報ウ）市民が持つ情報、行政が持つ情報ウ）市民が持つ情報、行政が持つ情報をををを互いに共有互いに共有互いに共有互いに共有すすすすることることることること 

 

 

 

 

 

(1) 重要

35%

(2) やや重要

54%

(3) あまり重

要ではない

10%

(4) 重要では

ない

1%

(1) 重要

65%

(2) やや重要

29%

(3) あまり重

要ではない

5%

(4) 重要では

ない

1%

(1) 重要

60%

(2) やや重要

37%

(3) あまり重

要ではない

3%

(4) 重要では

ない

0%

140



 

市政モニターアンケート 8888 / 11111111 

 

（（（（エ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加エ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加エ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加エ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加すすすすることることることること 

 

 

（（（（オ）まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力オ）まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力オ）まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力オ）まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力すすすすることることることること 

 

 

（（（（カ）ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決カ）ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決カ）ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決カ）ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決できることできることできることできること 

 

 

（（（（キ）外国人参加を今以上に積極的に促すことキ）外国人参加を今以上に積極的に促すことキ）外国人参加を今以上に積極的に促すことキ）外国人参加を今以上に積極的に促すこと 

 

 

(1) 重要

51%
(2) やや重要

45%

(3) あまり重

要ではない

4%

(4) 重要では

ない

0%

(1) 重要

65%

(2) やや重要

33%

(3) あまり重

要ではない

1%

(4) 重要では

ない

1%

(1) 重要

66%

(2) やや重要

33%

(3) あまり重

要ではない

0%

(4) 重要では

ない

1%

(1) 重要

23%

(2) やや重要

39%

(3) あまり重

要ではない

29%

(4) 重要では

ない

9%
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市政モニターアンケート 9999 / 11111111 

 

問問問問 13131313    今後、小牧市をさらに今後、小牧市をさらに今後、小牧市をさらに今後、小牧市をさらに住みよいまち住みよいまち住みよいまち住みよいまちとしていくためには、としていくためには、としていくためには、としていくためには、どのようなどのようなどのようなどのような分野の活動分野の活動分野の活動分野の活動

に力を入れていくべきに力を入れていくべきに力を入れていくべきに力を入れていくべきだと思いますかだと思いますかだと思いますかだと思いますか。。。。((((複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可))))    

    

 

 

 

 

問問問問 14141414    市や市民の将来に大きく影響を与えるような市政の重要事項市や市民の将来に大きく影響を与えるような市政の重要事項市や市民の将来に大きく影響を与えるような市政の重要事項市や市民の将来に大きく影響を与えるような市政の重要事項（例えば（例えば（例えば（例えば、、、、市町合併市町合併市町合併市町合併

などなどなどなど）については、直接市民の意見を問う住民投票の制度を条例で定めることに）については、直接市民の意見を問う住民投票の制度を条例で定めることに）については、直接市民の意見を問う住民投票の制度を条例で定めることに）については、直接市民の意見を問う住民投票の制度を条例で定めることに

ついてついてついてついてどう思いますか。どう思いますか。どう思いますか。どう思いますか。 

 

 

問問問問 15151515    今後、今以上に市政やまちづくりに協力したいと思いますか。今後、今以上に市政やまちづくりに協力したいと思いますか。今後、今以上に市政やまちづくりに協力したいと思いますか。今後、今以上に市政やまちづくりに協力したいと思いますか。    

    

    

3

22

40

38

49

43

58

32

(8)その他

(7) 外国人の理解と共生及び支援活動

(6) 子どもの健全育成活動

(5) 環境美化、清掃活動

(4) 高齢者、障がい者の支援活動

(3) 子育て支援活動

(2) 防犯活動

(1) 自治会活動

(1) 必要

61%

(2) どちらか

と言えばあっ

たほうが良い

29%

(3) どちらで

も良い

6%

(4) どちらか

と言えばない

ほうが良い

3%

(5) 必要ない

1%

(1) 協力しても

いい

41%

(2) どちらかと

いえば協力し

てもいい

55%

(3) あまり協力

したいとは思

わない

4%

(4) 協力したい

とは思わない

0%

その他意見その他意見その他意見その他意見    

・まずはエコ。余分なゴミが出ないようリサイクルや節約等を大人も子どもも教育していくべき。    

・防災活動。  ・学校と自治会の連携活動。 

（人） 
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市政モニターアンケート 10101010 / 11111111 

 

自由意見自由意見自由意見自由意見                                                                                                                                                                        

問問問問 16161616    自治基本条例や小牧市のまちづくりに関して、ご意見がありましたらお書きくだ自治基本条例や小牧市のまちづくりに関して、ご意見がありましたらお書きくだ自治基本条例や小牧市のまちづくりに関して、ご意見がありましたらお書きくだ自治基本条例や小牧市のまちづくりに関して、ご意見がありましたらお書きくだ

さい。（自由意見）さい。（自由意見）さい。（自由意見）さい。（自由意見） 

【主な意見】【主な意見】【主な意見】【主な意見】    

・地域住民の自らの地域を変えて良くしていこうという気持ち・自覚が大切で、押し付けられるものでもない。

「地域自主的自治の自覚」が必要と考える。 （４０代 男性） 

 

・自分も含めて、まちづくりに関して市民一人ひとりが関心を持っていない人が多いので、気軽に参加できる

活動があるといいと思う。（４０代 女性） 

 

・住みよいまちづくりをしていきたいと個人が思っても、何をやっていいのか正直わかりません。やはり行政

が行う事業に参加していく形になってしまうと思います。行政の積極的なまちづくり活動を期待します。 

（３０代 女性） 

 

・市からの「おしきせ」という感覚が生ずるものであるので、各自治会や町内会などに任せる方法をとらない

と駄目だと考えます。 （７０代 男性） 

 

・高齢者、障がい者の住みよい小牧市に重点を置いて欲しい。（６０代 男性） 

 

・近所には町内会に未加入の方が多くおられます。それにより、地域のつながりがより希薄になっている感

じを受けます。地域住民としての情報共有も必要だと思うので皆加入にすべきではないでしょうか。 

（３０代 女性） 

 

・住民が行政に依存しきっている面が強かったと思います。自分たちの町は自分たちが主体的に作るべき

だと啓蒙活動が必要と思います。（６０代 女性） 

 

・まちづくりと一言でいえば、とてもすばらしいことだと誰もが思うことだと思います。でも実際は、どうそれに

関われば良いのか？また意見をどこで発言したらよいのか、意見を出したとしても具体的にどこが意見を吸

い上げ、反映させてくれるのか？がわからないのが現状です。最近は、共働きの家庭も多く自由な時間が

少ない方も多いと思うのでインターネット（スマホ）なども活用し、若い人たちにも参加してもらうよう積極的な

働きかけが必須だと思います。（４０代 女性） 

 

・市民の意識を高めることが一番重要かと思います。私も含め、まちづくりを行政や一部市民に任せるので

はなく、皆ができることから少しずつ取り組むことで、全体として良くなっていくと思います。（３０代 女性） 

 

・まちづくりは住民が主体性を持って活動しない限り定着せず、形骸化してしまうと思います。（３０代 男性） 

 

・まちづくりについて、様々な人が住みよい街にするには、困難を抱えているところに救いの手が差し伸べら

れるようになるといいと思う。例えば、お年寄りも自分の出来る範囲で他の人に何かしてあげられることがあ

るなら、喜びが増えるのではないかな、と思います。（お年寄りに限らず、すべての人に当てはまると思いま

す。）（４０代女性） 
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市政モニターアンケート 11111111 / 11111111 

 

・住みよいまちづくりにするためには問 11 にもあるように、市民がまちづくりの主体者としての自覚を持つこ

とが大切だと思います。 ただ、自覚を持ち行動に移すために具体的に何をすれば良いのかが分からない

のが現状であると思うので学校を通して子どもと親が参加しながらまちづくりをしていけるような企画を考え

実行して行くべきだと思う。 （４０代 女性） 

 

・多くの人が住むところで、みんなが気持ちよく暮らせるには、まず身近なところから気持ちよく暮らせる環境

づくりをしていかなくてはいけないと思います。家庭、近所、町内、学区等の範囲内でまず地域をまとめ、良

い集合体を作り、良い集合体が集まって良い市になると思うので、まずは足元から。家庭内の和、近所の和、

町内の和がうまくいくように、教育だったり、支援だったりしていくのが良いと思います。（３０代 女性） 

 

・住民投票は手間とお金がかかると思うが、自分たちで決めているという意識が高まってよいと思う。広く意

見がきけるのでよい。（３０代 女性） 

 

・もっと開かれた市政で市民ともっと身近な目線で対等にお付き合いして頂きたい。（４０代 男性） 

 

・街づくりや地域活動に関し、参加する人は積極的に参加するが、参加しない人はほとんど関心さえない。

まずその溝を埋めるためにどうしたらよいか考えることが必要。色々な生活環境、年代の意見を集約するこ

とはとても難しいと思うけれど、妥協点を探るというのではなくみんなが良くなる方法を探してほしい。基本

条例には子供も街づくりに参加できる権利か方法を取り入れてほしい。小牧市の文化や昔からの地域に残

る伝統を後世に伝える道づくりも盛り込んでほしい。（３０代 女性） 

 

・地元の意見も大事だが、その土地に新しく来た人や、若い人の意見も積極的に聞くべきだと思います。 

（３０代 女性） 

 

・自分が去年評議員を務めた経験から自治体活動は必要だと思いますが、一部の身勝手な人の為に仕事

が増える事にはうんざりしました。仕事や家庭の事情で参加できないなど、事情はあると思いますが、自治

体活動の為に仕事を休む事を企業も認めてくれる事が必要と感じます。（４０代 女性） 

 

・住みやすいまちづくりをつくる為に行政と市民が情報交換できる場をつくってほしいです。（３０代 女性） 

 

・条例をベースにした「まちづくり」ではなく、条例は逸脱する言動を防ぐためにあるべきものではないでしょ

うか。（７０代 男性） 

 

・シルバー年代は心身ともに健康維持と人的交流をし、充実した時を過ごすことを目的とした人々が非常に

多いと思う。元気なシルバーが大勢待機している。種々の活動の場の提供を切望する。活動の場の門戸の

拡大をして頂きたい。（６０代 男性） 

 

・行政の積極的な情報発信が必要であり、市民参加型のイベントを増やすべきでしょう。（６０代 男性） 

 

・重要な自治基本条例でありますから広く色々な人達の意見をとりいれて条例の方向性の検討に役立てて

ください。（７０代 男性） 
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231

102

3

1

212

(1)共感する(1)共感する(1)共感する(1)共感する

(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する(2)どちらかといえば共感する

(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない(3)あまり共感しない

(4)共感しない(4)共感しない(4)共感しない(4)共感しない

【設問２】自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分たちで行う

活動はお住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。

【設問１】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうと

いう考え方について、どう思いますか。

(1)思う(1)思う(1)思う(1)思う

市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんへのアンケートさんへのアンケートさんへのアンケートさんへのアンケート

(1)共感する

69%

(2)どちらか

といえば共

感する

30%

(3)あまり共

感しない

1%

(4)共感しな

い

0%

(3)あまり思

わない

(4)思わない

1%

目目目目 的的的的 ：：：： 提言書提言書提言書提言書のののの作成作成作成作成にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にそのにそのにそのにその趣旨趣旨趣旨趣旨をををを説明説明説明説明するとともするとともするとともするととも

にににに、、、、意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くためにくためにくためにくために実施実施実施実施するするするする。。。。

対対対対 象象象象 ：：：： 自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のありのありのありのあり方研究会議方研究会議方研究会議方研究会議のののの各各各各メンバーがメンバーがメンバーがメンバーが幅広幅広幅広幅広くアンケートくアンケートくアンケートくアンケート協力者協力者協力者協力者をををを

募募募募りりりり実施実施実施実施。。。。

実施期間実施期間実施期間実施期間 ：：：： 平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））

回収枚数回収枚数回収枚数回収枚数 ：：：： 338338338338名名名名
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212

105

17

2

104

55

131

35

11

(1) 参加している(1) 参加している(1) 参加している(1) 参加している

(2) 参加したいと思う(2) 参加したいと思う(2) 参加したいと思う(2) 参加したいと思う

(3)あまり思わない(3)あまり思わない(3)あまり思わない(3)あまり思わない

(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う(2)どちらかといえば思う

(5) 興味がない(5) 興味がない(5) 興味がない(5) 興味がない

(3) 仕事やﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄに支障がない程度で参加したい(3) 仕事やﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄに支障がない程度で参加したい(3) 仕事やﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄに支障がない程度で参加したい(3) 仕事やﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄに支障がない程度で参加したい

(4)思わない(4)思わない(4)思わない(4)思わない

設問３．あなたは、問２の活動に参加したいと思いますか。

(4) あまり参加したいと思わない (4) あまり参加したいと思わない (4) あまり参加したいと思わない (4) あまり参加したいと思わない 

(1)思う(1)思う(1)思う(1)思う

(1)思う

63%

(2)どちらか

といえば思

う

31%

(3)あまり思

わない

5%

(4)思わない

1%

(1)参加して

いる

31%

(2)参加した

いと思う

16%

(3)仕事やﾌﾟ

ﾗｲﾍﾞｰﾄに支

障がない程

度で参加し

たい…

(4)あまり参

加したいと

思わない

11%

(5)興味がな

い

3%
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132

168

31

1

229

94

10

0

（ウ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加すること

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

（ア）市民が自分たちで決めて、自分たちで行動すること

（イ）市民と行政が互いに情報を共有すること

【設問４】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうと

いう考え方について、どう思いますか。

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

(1)重要

40%

(2)やや重

要

51%

(3)あまり重

要ではない

9%

(4)重要では

ない

0%

(1)重要

69%

(2)やや重

要

28%

(3)あまり重

要ではない

3%

(4)重要では

ない

0%
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151

157

24

1

214

107

9

5

（エ）まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力する

こと

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

（ウ）行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加すること

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

(1)重要

46%

(2)やや重

要

47%

(3)あまり重

要ではない

7%

(4)重要では

ない

0%

(1)重要

64%

(2)やや重

要

32%

(3)あまり重

要ではない

3%

(4)重要では

ない

1%

 市民の皆さんへのアンケート　2/5

146



192

120

12

4

■回答者のお住まい

　　※中学校区による選択

62

5

26

35

45

9

23

86

35

10

2

小牧西小牧西小牧西小牧西

(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない(4)重要ではない

(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要(2)やや重要

(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない(3)あまり重要ではない

未回答未回答未回答未回答

篠岡篠岡篠岡篠岡

小牧小牧小牧小牧

桃陵桃陵桃陵桃陵

岩崎岩崎岩崎岩崎

（オ）ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決できること

(1)重要(1)重要(1)重要(1)重要

味岡味岡味岡味岡

応時応時応時応時

市外市外市外市外

光ヶ丘光ヶ丘光ヶ丘光ヶ丘

北里北里北里北里

(1)重要

58%

(2)やや重

要

37%

(3)あまり重

要ではない

4%

(4)重要では

ない

1%

(1)小牧

18%
(2)小牧西

2%

(3)応時

8%

(4)味岡

10%

(5)岩崎

13%
(6)篠岡

3%

(7)桃陵

7%

(8)光ヶ丘

25%

(9)北里

10%

(10)市外

3%

(11)未回答

1%
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2

■回答者の性別

160

176

2

■回答者の年代

5

10

31

42

68

105

75

2

30代30代30代30代

40代40代40代40代

女性女性女性女性

50代50代50代50代

未回答未回答未回答未回答

20代20代20代20代

男性男性男性男性

60代60代60代60代

70代70代70代70代

未回答未回答未回答未回答

10代10代10代10代

未回答未回答未回答未回答

(5)岩崎

13%
(6)篠岡

3%
7%

(1)男

47%
(2)女

52%

(3)未回答

1%

(1)10代

2%
(2)20代

3% (3)30代

9%

(4)40代

12%

(5)50代

20%
(6)60代

31%

(7)70代以

上

22%

(8)未回答

1%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

市民と行政が互いに協力して問題解決に取り組むようにしてほしい。市民まかせにしな

いでほしい。

・基本条例の中身を示さないで、このアンケートを取ることに問題を感じます。

・条例が出来たら何が変わるのか表現する必要を感じます。

この地区では区費を集めている割には、何の行事もなく、もう少し一生懸命に地区の為

に行うことがあるのではないか？区長会時に何を地区でやっているのかアンケートを行

うのはどうか？

地区の行事が大変前向きで一生懸命取りくんでいる地区（例えば三世代交流）と全くと

いう位地区で何も行っていない所がありますので、区長を通じて市長さんより一言お話

していただければ･･･と思います。子供会、老人会、婦人会･･･と何もこの地区ではあり

ません。

(オ)は地域で解決できないので困っている。そこは行政が力をかしていただけると有難

い。

自治基本条例というものがどういうものかわからないので、アンケートに答えづらかっ

たです。

(オ)の地域とはどこまでの範囲をさしているのか？

自治会活動の拠点である、公民館（集会所）を設立して頂きたい。子供から老人までが

集う場所があれば、高齢化対策、三あい事業等、地方自治の基になります。

賛成（基本的に）です。

小牧市も今後の国際化に向けて在住外国人の意見も聞く機会を作ってほしいと思いま

す。

議会と行政の責任のがれを防止したい。

 市民の皆さんへのアンケート　4/5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

小牧市のコンセプトに合致した、どんな類型（タイプ）の自治基本条例にするか、ま

た、いかにユニークなものにするか、皆様で議論され、市民から愛されるものを作成下

さい。

ごみ集積場所に残された物については専門の方が分別したらどうでしょうか？

地域にまる投げだけはしない様に。行政は地域の実情をよく見ておく必要があると思

う。

公募市民を選ぶ際、団体等特定の人間にかたよりのない人物を選ぶ事が重要と考える。

問4(オ)について、ごみ問題・防犯などの問題は地域で解決できることではないと思

う。警察及び行政が介入しないと出来ないと思う。

あまり良くわからない

今現在小牧のまちづくりの方向性を続ける事によってその中でいろいろな道筋が見えて

来ると思います。決して後悔しない様な研究であってほしいものです。

住民に殆ど知らされていない（内容）ので分からない。

自治基本条例という重いもののアンケートを此の紙１枚で住民意思がわかると思わな

い。

市民が自分達のまちを自分自身で良くしていこうとする気運を醸成することが重要。
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

行政が一方的にボランティアを使い放題的に使える的な考え方はやめてほしい。

アンケートの中100％の近い場合公表する。共感重要地域を良くする。(オ)問題必要大

と思う。アンケートは10代より重要である（男女を問わず）。

安全で安心な街づくりと共に、きれいで明るい街づくりを望みます。市民が関心を持つ

様な行事を企画してほしい。

提言書をとりまとめても行政側が素直に聞き（受け入れ）実施に向け行動する必要がし

めさなければ意味がない。

行政（市役所職員）が現場の実情を理解していないのが大きな問題です。ごみを例に挙

げると、分別等のルールを守らずに排出している者の大多数は自治会に属さないアパー

ト入居の方々です。市の回収はシール１枚で回収を行わず、そのツケはゴミ当番に立っ

た区民がかぶっているのが実情。自治会は同アパート入居者に指導は出来ません（回覧

もされません）。市の窓口では、転入者にゴミのカレンダーすら配布していないと聞い

ています。また、市担当者のゴミ集積場の巡回も年一回のみと聞いています。いくら自

治会ががんばっても市側がそんな対応ではよくなるはずがありません。

住民の条例に対する関心が少ない。

早急に具現化する体制作りを望む。行政のリーダーシップが大切なポイントになると思

う。

市民が参加する事はとても大切だと思います。但し情報の共有が不十分だと感じます。

この件に関してではなく･･･。

前提条件アリ。自治会にそれなりの行政サポート（財政も含め）が必要。

市民の意識改革が最重要（しかしこれはなかなかむずかしい。色々手を尽くし根気よく

継続するしかない）。
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33

34

35

地域で取組むべき問題には地域でする。何もかも行政に頼ればそれだけ税金の負担も増

えるだけ。地域で動きやすいよう行政BACK UPがあると良い。

(オ)のゴミ、防犯などは地域の人が関わって行政と知識情報を共有できるのが必須。

内容をよく承知していないのでコメントできません。

高齢者や障害者など少数派の人たちにもやさしい町となるようなものにしてほしい。

市民一人一人の権利（人権）が認められることを望みます。
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