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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」
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ということは避けられないと考えられます。 

 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。 

    

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。 
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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。 

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。 
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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

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
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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 

「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
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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

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
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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

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
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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。 

 

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。 

 


