
第２回八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例評価委員の会議 

議事概要 

 
日時   平成２２年１１月２５日 １９：００～２０：２０ 
場所   八尾市役所本館６階 大会議室 
出席委員 １４名（５０音順、敬称略） 
     嶋田哲夫、砂原庸介、中尾左千雄、中路明雄、中西勝晴、西寺美代子、久隆浩、 

平野光次、藤本高美、細合道子、宮田さち子、森川昭平、山本賢 
欠席者  １名 
     乾真治 
事務局  光久政策推進担当部長、田中政策推進担当参事、森田政策推進課係長、 

野本政策推進課主査、森尾政策推進課副主査 
 
配布資料 資料１．第１回評価委員の会議 議事概要 
     資料２．八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例 現状・見直し要因整理表 
     資料３．八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例に基づく取り組み状況集計 
     資料４．八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の構造図  
     資料５．今後のスケジュール（評価委員の会議の開催予定） 
 
１．開会 
事務局 

  資料確認 
 
２．委員の交代について 
事務局 

八尾市民生委員児童委員協議会の中委員については、この１１月をもって定年を迎え

られたため、協議会から改めて推薦頂いた森川委員が新たに評価委員となった。 
 
３．事務局による評価の進め方に関する説明  
久委員長 

（挨拶） 

 まず、事務局から資料の説明を兼ねて、評価の進め方を説明頂きたい。 
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・前回会議の振り返り 

事務局 
前回は、委員の皆様の役割や、条例の見直しを進めていく上で知っておいて頂きたい「八

尾市のまちづくりの現状」や、「今後の政策の方向性」について説明申し上げた。 
今回より、現行の条文が運用上適切かどうか、また変更する必要があるかどうかについ

て、各取り組み状況を踏まえて検証して頂きたい。また地域分権の推進など、本市の政策

と照らし合わせ、今後５年間に、何を手当てし、条例をどう発展させればよいのかをご協

議いただき、 終的にその結果を取りまとめて市長にご提言をして頂きたい。 
本条例施行後４年間で課題が残った部分があるとすれば、その原因が条文の不十分さに

あるのか、また条文ではなく運用にあるのかという視点がある。よって、条文の内容を見

据えて取り組みをチェックするという方法を通して、効率的な検証をお願いしたい。 
 
４．資料説明 
 事務局 

・資料１ 第１回評価委員の会議 議事概要 
  省略 
・資料２「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例 現状・見直し要因」 

   整理表は、左欄から現行の条文・解説、実行状況、見直し要因を順に記載し、現行の条

文の見直しの検討が必要と考えられる箇所については、下線表示をしている。 
この整理表を基に、各条文について検証を進めるとともに、ご意見を頂きたい。 

・資料３「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例に基づく取り組み状況集計」 
平成１８年度から２１年度の４年間における条例ごとの取り組み状況を所属別にとりま

とめている。取り組み状況を参考にしながら実効性のある運用ができているかご検証頂き

たい。 
・資料４「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の構造図」 

条例の組み立てを図式化しお示ししたもの。「理念」にあたる部分については、前文及び

第１条が位置づき、「原則」に当たる部分として、第３条のまちづくりの基本原則のほか第

７条市民の役割、第８条市の責務等がある。さらに市民参画と協働のまちづくりを進める

ための「制度設計」として、第６条情報の共有、第１１条公益活動への支援、第１２条市

民意見提出制度等の条文が位置づいている。また、その下の段には、条例の「制度設計」

にあたる条文に基づいた「具体制度」を記載している。 
 

５． 各条文の検討 
久委員長 
 事務局より資料の説明と条例の評価、見直しの進め方の説明があったので、早速、資料２

を基に、前文から進めていきたい。 

 - 2 -



①「前文」について 
事務局 
前文では八尾市の文化・歴史・産業に触れる一方で、これまで取り組んできたコミュニ

ティづくりや市民と市の協働の経緯について述べるとともに、第４次総合計画の柱となっ

ている「市民自治」と「地域経営」に基づくまちづくりの重要性を指摘している。これま

での八尾市の歩みを含め、市民参画と協働による地域力を活かしたまちづくりの推進とい

う理念が掲げられており、本市が推進する政策等との差異はないと考えている。 

ただ、いくつか表現や表記上の修正がある。まず、「障がい者」は、平成２２年４月１日

以降は市の作成する文書に関してひらがな表記を採用しているため、同様の表記で統一さ

せて頂きたい。   

また、第５次総合計画では、「住民自治」という表記となっているが、「市民自治」と同

様の趣旨であり、この条例では、「市民自治」という言葉をそのまま使用していきたい。 

次に、「解説」の表記についてもご意見を頂きたい。「現在では人口２７万５千人を要す

る近代都市として、発展を続けています」とあるが、現在は２７１，９３１人であり、総

合計画の中における平成３２年度の想定人口は約２６万人としている。単に転出入をみる

と、２４万人くらいになるとのデータも出ている。さらに、「自治振興委員会への市民の高

い加入率」という表記についても、加入率の低下が問題となっている現状も踏まえ、条文

の見直しについてご検討を頂きたい。 

平成８年度のごみの指定袋制・５種分別の成功については、その後の８種分別への取り

組み内容も入れてはどうかと思っている。 

第４次八尾市総合計画の「地域経営」の考え方の記述については、第５次総合計画でも

引き継いでいる考え方であるが、新計画に合わせた表現の工夫が必要と考えている。 

具体的には、「これからのまちづくりでは、市民自治の理念にたって、市民自らが主役と

なり、主体的にまちづくりを進めていくことが大切です。そのためには市民がまちづくり

を自らの生活における課題としてとらえ、市は市民がまちづくりに参加する意識を醸成す

るための支援や、参加の場と機会の更なる確保を保障していくことが必要です。」との記載

があるが、第５次総合計画基本構想において、より踏み込んだ手法について記述したこと

を受け、「さらに」といった形で内容を付加していくことを検討する必要があると考える。 

 

久委員長  

前文そのものの見直しと解説文の検証という、２つのポイントがあるが、これらは切り

分けて考えた方がよいと考える。 

 

嶋田委員  

自治振興委員会加入率の算出根拠は何か。また人口は住民基本台帳から算出した数かと

思うが、その認識でよいか。 
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事務局  
人口は住民基本台帳から算出した数。自治振興委員の加入率は、全世帯数を母数として、

自治振興委員会に加入している町会数で算出したものである。各町会で加入の状況は把握

しているはずである。 
 

嶋田委員  
そこに盲点がある。町会に入っていない人に関しては状況が掴めていない。加入率とい

うことを公にしていく際に、正確な数値が使われていないということがあると思う。 
 

事務局   

自治振興委員会で集計されている数値を頂き、使っている。 

 

嶋田委員  

自治振興委員会の情報はおそらく福祉委員会から来ていると思う。しかし、そこで使用

されている世帯数の捉え方は、市の数字とは違うものだと思う。この辺りのところは全て

統一された情報を使わないといけない。 

また八尾市の歴史についてだが、３ページの下から４行目の、大和川の洪水が繰り返さ

れて、湿地帯が新田として生まれ変わったという解釈は間違っている。大和川が付け替え

られ、旧玉串川と長瀬川が埋められて、そこが新田となった。今は住宅地ではあるものの、

当時畑になった。湿地帯になったわけではなく、川の跡が新田となったということ。再度

調べ直して頂きたい。 

 

事務局 

調べさせて頂く。 

 

  久委員長 

   正確にいうと氾濫原である。氾濫原は湿地ということで湿地という言葉を使用している。 

 

  嶋田委員 

   湿地帯は農地としてそのまま残っている。新田とは違う。 

 

  久委員長 

   難しい部分である。今でも玉串川や長瀬川などのように、旧大和川の流れは受け継がれ

ている。大和川が付け替えられたことにより、今まで氾濫を起こしていた幅の広い旧大和

川がよくなったので、もともと氾濫原として使用出来なかった部分が活用できるようにな

り、そこが新田に変わってきた。その部分を表記しているはずである。もし、表現に誤解

を生ずるところがあれば訂正の余地はある。 
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嶋田委員 

   言葉の問題である。今の長瀬川は大和川をそのまま残したわけではなく、埋め立てた後、

農業用水として改めて掘った川である。 

   

事務局 

   改めて、表現についてご意見を頂きたい。 

 

中西委員 

 旧大和川で１番深いところが残っているのが今の長瀬川、玉串川であると認識している。

八尾木は昔、湿地の中にあった。しかし、両方の川が付け替えられることにより、湿地帯

の水はけがよくなり、埋め立てしなくても現在の形になった。変更してもいいが、歴史を

知っている方は違和感があるかもしれない。表現については事務局に任せる。 

 

  嶋田委員 

ここで議論することではないが、表現を訂正すればいいのではないかという意見である。 

玉串川と長瀬川の水位が違うこと、八尾木のあたりの湿地帯に影響しているのは事実で

あるが新田ではないことは伝えておく。 

   

事務局 

   確認する。 

 

中西委員 
平成２２年５月１日で自治振興委員会加入率が 74.3%と書いてあるが、加入率の低下に

ついては５種分別の導入後に下がった。町会に加入している人には５種分別するようにお

願いし、協力して頂いている。しかし、分別を守っていない人もいる。市はもっと調査し

検討する必要がある。 
 

中路委員 

 町会加入率については、市は自治振興委員会の数字を信じるしかない。 

 

中尾委員 

   加入率の調査については自治振興委員会として各町会単位で調査しており町会加入者に

ついては正確である。 
町会加入率は下降線を辿っている。１９日の市長懇談会でも、いかにして加入率を上げ

るかということを話した。一時的に加入率が上がった時期があったが、それはゴミ袋を支

給した時であり、その後また下がった。ゴミ袋支給において、加入者と未加入者の扱いの

差がないことなど原因は色々あると思うが、市は加入率低下防止について根本的に考えが

ない。この加入率問題に対応するなら厳しく対応する必要があるが、市民に対して厳しい
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ことが出来ないのも理解している。 
他市では５０％、６０％のところもあり八尾市だけが低いわけではないが、８０％まで

加入率を上げたいと考えている。「校区まちづくり協議会」なども含め、地域活動において

は、町会は全部に関わってくるし、町会加入者は地域活動に参加してくれる人も多い。 
現状を知った上で考えていかなくてはいけないし、なぜ加入率が低下しているのかと思

われるので説明させて頂いた。 
 
久委員長  
加入率の低下についての議論は重要であるが、現状認識にとどめておく。 
吹田市ではコミュニティをどう元気にするか機会を設けて検討している。八尾市でも議論

をする機会は必要だと思うが、ここでは第５次総合計画に位置づけられた「校区まちづくり

協議会」を条例の中で謳うか謳わないのかということを議論しないといけない。 
岸和田市は自治基本条例であるが、小学校区単位で「地区市民協議会」があり、条例で位

置づいている。「校区まちづくり協議会」を条例の中で謳うか謳わないか根本的な議論は必

要である。また、関係条文を議論する時に併せて議論したい。 
 

中西委員 
出張所にいるとよくわかるが、町会の加入・未加入に関係なくゴミ袋をもらいに来る人

が多い。市はもっと考えないといけない。 
 

久委員長 
   条例の内容より具体的な話も頂いているが、意見が出た件については市役所内で検討を

お願いしたい。 

  
②「第１条」について 

 事務局 
第１条では、条例の「目的」を謳っている。市民一人ひとりがまちづくりを担う意識を

持ちながら、多様なまちづくりに関わる仕組みを作ることにより、地域力を活かしたまち

づくりを進めるという「目的」について条文化している。 

市民参画と協働に基づく「地域のまちづくり」や「地域分権」が進みつつあり、条例の

「目的」と現状のまちづくりとの差異はなく、見直す必要はないと考えている。 

さらに、「地域力」と「地域のまちづくり」や「地域分権」といった第５次総合計画のま

ちづくりを推進する視点においても「目的」として合致しており、今後進めていく政策と

の整合性との観点からも、見直す必要はないと考えている。 

 

久委員長  

事務局より見直す必要はないとの提案だが、よろしいか。 
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一同    

異議なし。 

  
③「第２条」について 

事務局  

第２条では、条例の「定義」を謳っている。現状と条文の差異はないと考えている。た

だ、障がい者の「害」についてのみ、変更させて頂きたい。 

また、「解説」の 後に記載している網掛け部分については第５次総合計画において「地

域のまちづくり」と「市全体のまちづくり」という表現をしており、表現の追加・変更す

る必要はあるかもしれないが、内容については見直す必要はないと考えている。 

尚、解説文の 後に、第１０条の「対話の場」でのまちづくりの記載があるが、第２条

での「対話の場」は「地域でのまちづくり」を指している。第１０条にある「対話の場」

とは意味が少し違うと考えており、ご意見を頂きたい。 

 

久委員長  

４年前に作成したときは、「まちづくりラウンドテーブル」が重要な仕組みとして位置づ

けられていたが、地域の方々に「まちづくりラウンドテーブル」の意義などが充分には理

解して頂けなかった。条例の中でも第１０条として謳っているため定義が必要であると議

論になったが、定義そのものが難しく、現行の形となった。 

今回の第５次総合計画では「まちづくりラウンドテーブル」よりも地域のまちづくりが

前面に出てきており、あえて第２条の解説文で「対話の場」の表現はしなくてもいいと考

えている。むしろ、まちづくり計画の策定過程やまちづくり計画を条例の中でどのように

位置づけていくのかが、「校区まちづくり協議会」の扱いとともに、今回の議論のポイント

になるところかと思う。第２条よりも、「校区まちづくり協議会」の議論をする時に、追っ

て議論をしたい。事務局の提案は、 後の６行を第５次総合計画を意識した表現に変更し

たいという意見であるが、いかがか。 

 

一同    

異議なし。 

 

④「第３条」について 

事務局 

本条例の目的を達成するためのまちづくりの基本原則として、「参画」、「対等な立場」、「情

報共有」、「対話」を謳っている。第５次総合計画の推進、地域分権の推進にあたっても、

基本となりうる原則であると判断しており、見直しする必要はないと考える。 

尚、解説部分の「市民自治」については、第５次総合計画においては「住民自治」と表

記しているが、趣旨は同じであるため「市民自治」という言葉をそのまま使用したい。 
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久委員長   

第３条も見直す必要がないとの提案であるが、ご意見はいかがか。 

 

中尾委員   

福祉委員会がある上に、さらに新しく「校区まちづくり協議会」を作れと言っているが、

どのような機能を担うのか。福祉委員会が入って進めないと何も進まないのが現状だと思

うので、結局、福祉委員会と同じになるのではないか。もう少し具体的な役割を設定する

必要がある。 

 

久委員長   

とても重要な議論なので、もう少し後の場面で議論させて頂ければと思う。八尾市に限

らず、他市においても、市が主導した地域の協議会というのが設立されているが、地域の

方々とうまく共有できているのかというと不安な部分がある。地区福祉委員会というのは、

社会福祉法に基づいている市の社会福祉協議会と常に連動して動いており、地域福祉を担

う存在として実績を挙げてきている上に、その活動範囲を超えた役割も果たしている。一

方、自治振興委員会の活動は、法的な位置づけがない中で行われている。第５次総合計画

における、新たな「校区まちづくり協議会」を考えているが、それも今のところは法的位

置づけはない。法的な根拠が明確ではないままでは、市長が代わった場合どうなるのか。

この辺りの位置づけ方は、今回の山場となる論点であろうと思う。後々しっかり議論をさ

せて頂きたいと考えている。 

 

砂原副委員長  

「参画と協働」は、まちづくりにおける大きな目的がまずあって、その後についてくる

ものではないか。自治振興委員会の話であれば、例えば、「このようなまちにしたい」とい

うことがあって、そのために加入率を上げないといけないと言う風になる筈である。ただ、

目的はどんどん変わってくる。その時々の目的と「参画と協働」とをどのようにリンクさ

せて考えていくのかというのは大きな論点となる。総合計画はその時々で「このようなま

ちにしたい」ということを議論して進めていくので、その内容に応じて条例の内容が変わ

ってくるということは、ある程度は仕方のないことだと思う。 
目的を常に意識できるような評価のあり方を検討する必要がある。 

 
久委員長    
５年前、前の委員会でもかなり議論になった。岸和田市は自治基本条例だが、八尾市で制

定した「市民参画と協働のまちづくり基本条例」は違う。違う点は、まちづくりの根本を

決め、市民自治の骨格を位置づけていくのが自治基本条例であり、これは重たい条例。八

尾市に関しては、５年前にはそこまで規定するのはまだ難しいだろうという判断があった。
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本来の内容をそのまま条例名にすると「参画と協働の促進条例」であって、手続き等も含

め、きちんと「道具」として使えるようにしていくことが、条例の趣旨であるというのが

正直なところであった。よって、今回どこまで踏み込んでいくのかを検討する必要がある。

この辺りに関しても、次回以降に検討していきたい。 
 

久委員長    
そろそろ時間が迫ってきているので、今回はこれで終了する。次回は第４条から検討す

る。 
 

６．今後のスケジュール 
事務局     
次回の第３回目については、１２月１７日午後７時から本館８階の第２委員会室で開催す

る。併せて第４回目の日程も決定したい。 
  
一同 
（日程調整） 
 
久委員長    

第４回目は、１月２７日の午後７時から開催とする。 
（以上） 

 


