
第５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２３年２月２４日（木）１９：００～２０：４０ 
場  所  八尾市立青少年センター ２階 集会室 
出席委員  １３名（５０音順、敬称略） 
     乾真治、砂原庸介、嶋田哲夫、中路明雄、西寺美代子、久隆浩、平野光次、藤本高美、

福井勇、細合道子、宮田さち子、森川昭平、山本賢 
欠 席 者 中西勝晴 
事 務 局 光久政策推進担当部長、森理事、吉川政策推進担当参事、田中政策推進担当参事、 

北園政策推進課長補佐、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４回評価委員の会議 議事概要 

資料２ 地域分権にかかる検討項目等整理表２ 
     資料３ 八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の評価 

及び見直しに関する提言書（案） 
資料４ 今後のスケジュール（評価委員会の開催予定） 

追加資料 女性委員参画推進計画要領 
     公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針 
   
１．開会 
事務局 
資料確認 

 
２．議事内容 
久委員長 
 （挨拶） 
  案件に入る前に、資料１として第４回の議事概要が示されているが、内容についてはこれで

いいか。 
 
一同 
 意義なし。 
 



久委員長 
それでは、前回の会議の続きから進めていく。前回会議では、「校区まちづくり協議会」の条例

への位置づけについて、委員の皆様にご協議をいただいた。まず、前回の整理について事務局  

より説明をお願いする。 
 
事務局 
第４回会議資料から、資料６をご覧いただきたい。 
前回の会議では、「地域でのまちづくり」を支える「しくみ」を担保していくためには、この   

条例をどう発展させることが必要なのかということについて、「校区まちづくり協議会」、「わが 

まち推進計画」、「地域予算制度」という３つの項目に関して、他市の状況も参考にしながら議論

を行うこととし、「校区まちづくり協議会」の議論を深めたところで、時間が来てしまった。 
 
では、資料２「地域分権にかかる検討項目等整理表２」をご覧いただきたい。 
この資料では、「校区まちづくり協議会」、「わがまち推進計画」、「地域予算制度」の項目ごとに、

条文への位置づけに際しての「要素・論点」、「検討材料」および「方向性・事務局参考案」に    

ついて整理を行っている。 
前回の整理としては、まず、地域分権の推進にかかる「校区まちづくり協議会」をはじめと   

する協働のまちづくりの「しくみ」をこの条例で担保するかどうか、という条例への位置づけに

ついてご議論いただいた。方向性としては、今回の「校区まちづくり協議会」をはじめとする  

「しくみ」についても、地域でのまちづくりを進めるための「協働のしくみ」として考えられる。

「しくみ」によって、表現等の工夫は必要であるが、基本的には「まちづくり基本条例」で位置

づけることとなったと認識している。 
 
次に、条例に位置づける場合の要件について、他市の状況も参照しながらご議論をいただいた。 
まず、「小学校区に一を限り」という、一校区に一組織のみとする表現の明文化についてだが、

これは小学校区に一つの組織と明文化しておかないと、複数の組織が設立する可能性があり、  

方向性としては、将来の地域内の混乱を防止するためにも「小学校区に一を限る」趣旨の表現を

明文化することとなったと認識している。 
 
次に、公平性や民主制などの観点から、「市民に開かれた組織」、また、「地域の多様な主体で  

構成する」などの明文化についてだが、この要件についても、協議、決定過程等の透明性などの   

確保も当然に必要であることとし、明文化することとなったと認識している。 
 
次に、「地域の住民の想いを反映してまちづくりを行う」という、執行組織の位置づけを行う  

表現の明文化についてであるが、この部分については、本日、ご議論いただきたい。 
 



また、前回の会議では「協議会の位置づけにかかる手続きをどうするのか」ということと、  

「手続きを条文で謳うかどうか」ということについてもご議論いただいた。 
 
まず、手続きに関しては、行政として「認定」等を行う予定があるのかどうかであるが、「認定」

等の文言を入れた場合、協働の上での対等関係との整合性はどうか、上下関係の色合いが出て  

くるのでは、というご意見をいただいた。現時点では、地域まちづくり支援事業に伴う、    

「校区まちづくり協議会設立準備会」から「校区まちづくり協議会」への設立経過や活動実績を

踏まえて、地域や行政における実質的な「地域代表」としての認知を取るという形が想定される。

今後、公的位置づけにかかる手続に関しては、設置要綱の整備も含め、さらに議論を深める内容

であるが、現状では、条例の中で「認定」までは謳わなくても良いのではないか、とのご意見を

いただいたと認識している。 
 
以上が、地域分権の推進にかかる「校区まちづくり協議会」をはじめとする協働のまちづくり

の「しくみ」の本条例への位置づけについての議論、及び「校区まちづくり協議会」に関する   

前回議論の整理である。 
 
久委員長 
ただ今、前回会議の「校区まちづくり協議会」の条例への位置づけの整理について、事務局   

から説明があった。 
まず、地域分権の推進にかかる「校区まちづくり協議会」をはじめとする協働のまちづくりの

「しくみ」をこの条例で担保するかどうかについては、この条例で担保していくという方向で  

問題ないか。 
 
一同 

  異議なし。 
 
久委員長 
続いて、「小学校区に一を限り」と明文化するという方向で問題ないか。 

 
一同 

  異議なし。 
 
久委員長 
次に、「市民に開かれた組織」、また、「地域の多様な主体で構成する」ことの明文化についても、

明文化するという方向で問題ないか。 
 



一同 
  異議なし。 
 
久委員長 
「地域の住民の想いを反映してまちづくりを行う」などの表現の明文化についてはいかがか。

「まちづくりを行う」と明記すると、執行組織として「行う」ことを前提とすることとなるが   

問題ないか。 
 
一同 

  異議なし。 
 
久委員長 
次に、「協議会の位置づけにかかる手続きをどうするのか」ということについて、また、    

「手続きを条文で謳うかどうか」ということについてだが、当会議としては、今後、公的位置   

づけにかかる手続きについては、さらに議論すべき内容であるが、その明記は実体がある程度  

見えてきた中で行うものとし、現状では条例の中で「認定」までは謳わなくても良いという方向

で問題ないか。 
 
一同 

  異議なし。 
 
久委員長 
それでは、引き続き、計画部分に当たる「わがまち推進計画」に関する明文化等についての   

議論に入っていく。事務局より説明をお願いする。 
 
 事務局 
  それでは、「わがまち推進計画」については、前回の会議等でも説明をしているので簡単に説明

させていただく。 
「わがまち推進計画」は、地域が主体となって暮らしに身近なまちづくりや様々な地域活動を

進めていくため、地域の住民の想いやまちづくりの方向性をまとめるもので、地域の現状や課題、

地域がめざす将来像、地域が主体的に行う取り組みや地域と行政が協働で行う取り組み等を  

内容とする計画となる。 
 
「わがまち推進計画」の内容面をどこまで明文化するかについては、他市の条例も参考にして

いただきたいのだが、条例で謳う要素としては、「○○を進めていくために、地域のまちづくりの

目標、活動方針、活動内容等を定めた」などの明文化が必要ではないかと考えている。 



さらに、総合計画との関係を、どの程度明文化するかについては、「わがまち推進計画」に   

対する市の関わり方についても、「市政運営に当たり、「わがまち推進計画」を尊重します」など

の記載が必要ではないかと考えている。 
なお、この部分については、第５次総合計画基本構想の３１ページ下段注釈に記載があるが、 

「後期基本計画（地域別計画）」の策定に際しては、各地域で策定されている「わがまち推進計画」

を十分に参照し、反映するように努める」こととしている。 
 
八尾市の状況としては、関連条文として第７条の「市民の役割」がある。「市民は、お互いを   

尊重し、支え合うとともに、交流を進め、連携を図り、地域資源を活かしたまちづくりを進める

よう努めるものとする。」とある。これは「地域分権」にも通じる共通の考え方であると認識して

いるが、この条文から、または、この条文を受けて「わがまち推進計画」を策定するといった、

推進方策を担保することは困難であると考えており、これらを踏まえて明文化すべきかどうか。

明文化する場合は、その内容などについてご議論いただきたいと考えている。 
  
久委員長 

  ただいまの内容に関して、ご意見・ご質問はないか。 
いくつかのポイントがあると思う。今まで、皆さん方も市民会議等で計画への提言を出されて

きたと思うが、条例あるいは法律に位置づいているものは守っていかなければならない。中には

作ったけれども条例どおりに位置づいていない計画もある。例えば、市長が代わった時などは  

状況が変わり、計画が実行されないということもありうる。そういう意味においては、事務局  

から説明があったように、「策定した場合は義務として尊重しながら、まちづくりを進める」等  

の文言を、この条例の中で位置づけておくという趣旨が一番強いのではないかと思うが、質問や

意見はないか。 
  
砂原副委員 
「わがまち推進計画」の定義はどこで明らかになっているのか。 

 
事務局 
「わがまち推進計画」の定義というのは先ほど説明させていただいたように、地域が主体と  

なって作るが、それについては総合計画の中で謳っている。 
 
砂原副委員長 
「これが唯一のわがまち推進計画だ」ということはどこで明確化されるのか。計画の同一性の

ようなものをどうやって明らかにするのかという話については、総合計画との関係においても  

分かりづらいという論点がある。例えば、校区内で複数の団体が「わがまち推進計画」を出して

来る等という事態は考えられないか。 



事務局 
「校区まちづくり協議会」の話についても同様のことが言えるかと思われるが、「校区まち  

づくり協議会」が策定する計画、地域の想いを反映して策定する計画が、「わがまち推進計画」   

になる。 
 
砂原副委員長 
それはどこかに記載があるのか。 

 
事務局 
現段階では、事務局参考案の中で明確には定義されていない。今のところは、事務局参考案の

「暮らしに身近なまちづくりを様々な地域活動を進めていくために、地域のまちづくり目標や 

活動方針、活動内容等を定めた」という形での表現が、定義に替わるものだ。策定した内容を   

明確にすることにより、「校区まちづくり協議会」の規程との関連において、一定の定義づけが  

出来るのではないかと考えている。 
 

 久委員長 
前回の資料６で、朝来市は第１５条に、「地域自治協議会」の役割として「地域まちづくり計画」

を策定することを位置づけしており、ここで策定主体の関係が明文化されている。高浜市も  

「まちづくり協議会は」との表現をしており明文化されている。いずれの市も誰が作るかは   

明文化されているので、これを援用するならば、八尾市の場合も主体は明確である。「校区まち  

づくり協議会」は地域の中で「小学校区に一を限り」ということになったので、二つ以上の計画

は出てこないものと考える。その方向で進めていくことで、よろしくお願いする。 
 
それでは、引き続き、「校区まちづくり協議会」が取り組むまちづくり活動に対する支援に   

当たる「地域予算制度」に関する明文化等についての議論に入っていく。事務局より説明を   

お願いする。 
   
事務局 
それでは、「地域予算制度」についても、前回の会議等でも説明をしているので簡単に説明させ

ていただく。 
 
「地域予算制度」は、わがまち推進計画に沿って、「校区まちづくり協議会」が実施する    

地域のまちづくりの推進に向けて、限られた財源を効果的に活用していくための制度として、  

平成２５年度に導入していく予定である。「地域予算制度」の活用主体は「校区まちづくり協議会」

となる。活用事業としては、「わがまち推進計画で位置づけられた取り組みに基づく事業」で、  

尚且つ「校区まちづくり協議会自らが取り組む事業」となる。 



ここで、ご議論いただきたいのは、まず、現条例の第１１条「市民公益活動への支援」に    

おいて、「地域予算制度」が読み取れ、担保できるかどうかということ、さらに「校区まちづくり

協議会」との関係性が明確かどうかということである。 
 
また、他市の事例に倣い、「支援する」ということを条例に明記すべきかどうか、「校区まち   

づくり協議会」への市の支援という形で、「校区まちづくり協議会」に対して市は支援するという

ことを明確化すべきかどうかについて、明記する場合は、そのポイントなどについてご議論   

いただきたいと考えている。 
 
久委員長 
事務局から「地域予算制度」について論点の説明があり、資料２においては、事務局参考案と

して、第１１条とは別規定を設け、「市は、校区まちづくり協議会に対して、必要な支援を行う  

ものとする。」という文案が示されているところであるが、ご意見等はいかがか。 
 
 一同 

異議なし。 
 
久委員長 

  これも条例で位置づけることによって、市長が代わろうと支援を続けていかねばならないこと

になるが、よいか。額などは明文化されていないので、とりあえずは制度としてどうかという  

ことで検討したい。時間をかけて検討していかないといけないことだが、この度は事務局の提案

どおりにということとしたい。 
 

では、次に、今回の評価の見直しにあたっては、条例策定時に積み残した課題が２点あったと

認識しているが、これについて事務局から何かあるか。 
 
事務局 
条例策定時の積み残しの課題と認識しているものは２点ある。１点目は「議会・議員」、    

「住民投票」の位置づけ、２点目は「地域単位でのまちづくり」であったと認識している。 
 
「議会・議員」、「住民投票」の位置づけについては、条例策定時においても、「まちづくり    

基本条例を考える会」から、「まちづくり基本条例は基本的な方針や姿勢を記した条例ですので、

条例制定後はそのめざす姿に近づくための条例を整備し、将来必ず自治基本条例へ進化すること

を期待します」との提言をいただいており、また、「策定委員の会議」からも、会議の中で議論が

あったことを議会に報告して欲しいという要請があり、議会にご報告させていただいた経過も 

ある。 



しかしながら、自治基本条例のように市長、議会、職員の役割や責務、また財政等を規定する

「まちの憲法」という位置づけはしておらず、具体的には、まちづくりへの市民参加・参画を   

推進するために行政がどのようなことをしなければならないか、という行政の責務を規定した  

ものが、本条例の主たる内容である。 
本条例と議会との兼ね合いについてだが、法制度の中で、選挙で選出された市民の代表である

議員と議会はその権能を尊重すべきものとの認識にたち、本条例での規定はしていない。 
また、住民投票についても、その制定方法や議論の順序、法律との関係なども含め、クリア   

すべき課題が多いと認識している。 
 
２つ目の課題として、「まちづくり基本条例を考える会」からは、「いま国から地方への権限の

委譲が行われつつあり、地域単位でまちづくりを考えるようにしていくことが必要だ」との提言

をいただいている。 
先程の「議会・議員」、「住民投票」の位置づけについては、今後、しっかりと議論し、検討    

すべき課題であると認識しているが、一方で、協働による「地域のまちづくり」を進めていく   

ために、新しい政策等に合わせた仕組みを早急に制度条項として定めていく必要があることから、

今回の評価、見直しにあたっては、現行の条例に基づく取り組み状況による評価と、「校区    

まちづくり協議会」、「わがまち推進計画」、「地域予算制度」等の、地域でのまちづくりに関する

「しくみ」の条項への位置づけを中心に、ご議論、ご意見をいただいたところである。 
 

久委員長  
八尾市の現行条例は、行政側の施策の立案や展開の中に市民参加・参画を求めていく、あるい

は市民側が主体的にやっていくことに対して、行政側が積極的に協働や支援が出来るような体制

を整えていくという、従来の行政運営の姿勢や手法を変えつつ、自治を創造していくための  

「住民参加型条例」である。 
いわゆる自治基本条例との違いは、自治基本条例における基本要素のうち、「議会」や「住民  

投票」についての規定がないことである。 
今回の評価、見直しにあたっては、「議会・議員」、「住民投票」についても、議論すべき課題で

あると認識していたが、この「議会・議員」及び「住民投票」は、既に、「地方自治法」において、

その役割や権限、内容等が定められているところであり、その「地方自治法」については、現在、

国における「地方自治法抜本改正」等の動きがあり、国の動向によっては、大きく影響を受け   

かねない状況にある。 
一方で、協働による「地域のまちづくり」を進めていくために、新しい政策等に合わせた    

仕組みを早急に制度条項として定めていく必要があることから、今回の評価、見直しに際しては、

現行の条例に基づく取り組み状況による評価と、「校区まちづくり協議会」、「わがまち推進計画」、

「地域予算制度」等の地域でのまちづくりに関する新たな「しくみ」の条項への位置づけを中心

に、ご議論、ご意見をいただいたということである。 



「議会・議員」、「住民投票」の位置づけについては、「地方自治法抜本改正」等の動きを、    

しっかりと押さえた上での議論が必要となるので、今回の会議では課題認識として留め、次回  

以降の見直しへ引き継ぐということでよろしいか。 
 
一同 
異議なし。 

 
久委員長  
次に、次第２ 提言書（案）について、進めていく。 
 
当会議は、昨年１０月２８日に設置されて以降、これまで、八尾市の現行条例が、市民の参加

の権利と義務、行政の支援等について定めた「住民参加型条例」であることから、これを継承   

すべく、「まちづくり基本条例の運用状況」、「現行の条例が実情に即しているのか」、「新総合計画

との関係」を中心に、評価と見直しについて検証を行ってきた。３月には、この評価内容等を   

提言書としてまとめる必要がある。 
 
今般、私の方から事務局に、これまでの評価内容等を委員の皆様に、現時点での確認をして  

いただけるよう、提言書（案）としてまとめておくよう指示をしていたところである。本日の   

資料３「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の評価及び見直しに関する提言書（案）」  

として出されているので、提言部分について、皆様と振り返りながら確認してまいりたい。 
 

  では、事務局より説明をお願いする。 
 
事務局 
まず、全体構成案だが、「久委員長による前書き」、「当会議による検討経過等についての概要」、 

「目次」を配した後、これまでの当会議でのご議論を受け、前文から１６条まで、「条文と解説」、

「取り組み状況等」、「評価・検討手法」、「評価結果及び提言」という順に、条文ごとにまとめ   

させていただいた。 
また、その後には、「地域のまちづくり」を支える新たな「しくみ」の位置づけについて、    

「この条例での位置づけに関して出された意見」と「この条例での位置づけに関する提言」内容

を配する構成としたい。現在、空白の部分もあるが、前回と今回でご議論いただいた内容を受け、

整理してまいりたいと考えている。 
 
さらに、＜参考＞として、「当評価委員設置要綱」、「同委員の名簿」、「同委員の会議の開催状況」

を配し、＜資料＞として、検討に際しての主な資料を配する構成を考えている。 
 



それでは、まず、資料３の表紙をめくっていただくと、久委員長の前書きがある。 
この箇所については、久委員長と調整させていただきたいと考えている。 
 
次ページでは、当会議による検討経過等についての概要について記載をさせていただいている。 

読み上げさせていただく。 

 

１．はじめに 

  「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（以下「評価委員の会議」と   

いう。）」は、平成１８年６月１日に施行された、「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例

（以下「まちづくり基本条例」という。）」の運用状況及び、今後検討を要すると考えられる   

項目について検討を行いました。 

条例施行後４年間における「まちづくり基本条例」に基づく取り組み状況等を踏まえ、現行

の条文が、社会情勢の変化や八尾市のまちづくりの実情等に即しているのかを評価し、具体的

な変更・修正の要否について検討を行ったものです。また、地域分権の推進など、市の施策と

照らし合わせて、今後、条例をどのように発展させればよいのかについても検討を加えました。 

 

２．評価委員の会議の構成と検討経過 

   評価委員の会議は、平成２２年１０月から平成２３年３月まで、６回の会議を開催しました。

委員の構成は、学識経験者２名、市民団体の代表１０名、公募により選出された市民２名の  

合計１４名となっています。 

 

３．検討の方法 

   評価委員の会議では、「まちづくり基本条例」に基づく取り組み状況の確認、地域の実情との

整合性、新総合計画との関係の３つの視点を中心に検討を行いました。 

   「まちづくり基本条例」の取り組み状況の確認については、資料１基づき、八尾市での    

取り組み状況について、条例の各条項と照らし合わせ、推進状況の確認を行いました。また、

地域の実情との整合性については、資料２基づき、八尾市の新総合計画である第５次総合計画

の理念を参考に、今後の市民と行政のあり方の観点から検討を行いました。新総合計画との  

関係については、新総合計画で求める市民主体のまちづくりを支援する体制づくりの観点から、

資料３より、他都市での取り組みを参考に議論を深めました。 

 

４．検討結果の要旨 

   現行の条例の表現については、特に修正、変更の必要がないことを確認しました。 

  しかし、この間の「まちづくり基本条例」に基づく取り組み状況から、取り組みが不十分で

あると指摘した部分については、制度等の運用面で改善できるところは早急に改善するととも

に、現行の制度では十分でないものについては、制度自体の改正・新設も含めた対応をして  



いただきたいと思います。 

   また、「地域分権型」のまちづくりに向けた取り組みが重要であるとの認識のもと、地域分権

の推進に向けて、この条例をどのように発展させることが必要なのかについて議論をした結果、

「校区まちづくり協議会」や「わがまち推進計画」、「地域予算制度」といった、八尾市第５次

総合計画に掲げられている「地域でのまちづくり」を支える仕組みについては、これらを条例

で担保することにより、これまで以上に、市民参画と協働による地域でのまちづくりが積極的

に進められ、「地方自治の本旨に基づく、地域力を活かしたまちづくり」につながっていくとの

結論に至りました。 
 

以上である。 

 
久委員長  

委員の皆さん、ここまで、ご意見等ございませんか。 
 
一同 
なし。 

 
事務局 
それでは、引き続き、各条文に対する「評価・検討手法」、「評価結果及び提言」（案）を条文    

ごとに読み上げさせていただく。 
 

  ３ページをご覧いただきたい。 
前文に対する記述である。 
まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
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が指摘されています。 

前文については対応する取り組み状況等がないため、前文及び解説において、現在の市の状況

と照らし合わせて条文修正の必要性について検討を行いました。 
 

  以上が「評価・検討手法」である。 
 

次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
 



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、八尾市が推進する政策等との差異はなく、前文自体は改正の必

要がないことを確認しました。 

ただし、条文及び解説において、いくつか表現や表記上の改善検討の必要を指摘します。 

①「障害」の「害」という表記は、平成２２年４月１日以降、市の作成する文書に関して、    

ひらがな表記を採用されているため、同様の表記で統一していただきたい。 

②人口の表記について、現状に合わせた表記への修正を検討していただきたい。 

③解説の中の湿地帯が新田として生まれ変わったという表記については、解釈に誤解を生ずる

恐れがあるため、今一度、その歴史を調査し、表現の検討をしていただきたい。 

  ④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

へと進んでいるため、その内容の表記追加について検討していただきたい。 

⑤解説において、第４次八尾市総合計画の「地域経営」の考え方の記述に関し、第５次総合   

計画でも引き継いでいく考え方とのことであるが、新しい総合計画に合わせた表現への修正

について検討していただきたい。 

 

以上が、前文の「評価結果及び提言」（案）である。 
 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はないか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、引き続き、お願いする。 

 
事務局 
５ページをご覧いただきたい。 
第１条に対する記述である。 
まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
第１条については全ての取り組みに貫かれる目的について記載されています。 

条文及び解説において、現在の市の状況と照らし合わせて条文修正の必要性について検討を

行いました。 

 
  以上が「評価・検討手法」である。 



次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
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、条文改正の必要がないことを確認しました。 

また、「地域力」や「地域のまちづくり」、「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ました。 

 
以上が、第１条の「評価結果及び提言」（案）である。 

 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はないか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、７ページをご覧いただきたい。 
第２条に対する記述である。 
まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
第２条については用語の定義が規定されています。条文及び解説において、現在の市の状況

と照らし合わせて定義や表現等の条文修正の必要性について検討を行いました。 

 

  以上が「評価・検討手法」である。 

次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 

 

条文における定義については、それぞれの用語の定義内容の認識に差異はなく、条文自体は

改正の必要がないことを確認しました。 

ただし、解説において、いくつか表現や表記上の改善検討の必要を指摘します。 

①解説において、「なお、まちづくりには、人々が顔の見える身近な地域で、心豊かに生活して

いくための共同の場（まち）を自らの知恵と汗によって創りだしていくまちづくりと、   

都市全体を見渡した都市政策の視点からのまちづくりがあります。」との表記がありますが、



第５次総合計画においては、「地域のまちづくり」と「市全体のまちづくり」という表現を  

されているため、表現の追加や変更等の検討をお願いします。 

②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よいのではと  

考えます。 
 
以上が、第２条の「評価結果及び提言」（案）である。 

 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、９ページをご覧いただきたい。 
第３条に対する記述である。 
まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
本条例の目的を達成するためのまちづくりの基本原則が規定されています。 

対応する取り組み状況等がないため、条文及び解説において、現在の市の状況、姿勢、政策等

と照らし合わせて条文修正の必要性について検討を行いました。 

 
以上が「評価・検討手法」である。 
次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
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」を謳っています。 

第５次総合計画の推進、地域分権の推進にあたっても、基本となるべき原則であると判断  

され、条文修正の必要がないことを確認しました。 

 

以上が、第３条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 



久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、１１ページをご覧いただきたい。 

  第４条に対する記述である。 
まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
参政権の有無に関係なく、市民がまちづくりに参加する権利のあることが条文化されて  

います。対応する取り組み状況等がないため、条文及び解説において、現在の市の状況、姿勢、

政策等と照らし合わせて条文修正の必要性について検討を行いました。 

 
以上が「評価・検討手法」である。 
次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第５条以下の条文に基づく具体的な制度等により、権利に基づくまちづくりへの参加が  

図られています。 
市民がまちづくりへ参加する権利を有するという根本的な条文であり、引き続き権利に  

基づき市民参加によるまちづくりを進めるという考え方については、今後も継承していく  

ところであり、条文修正の必要がないことを確認しました。 

また、男女共同参画社会の実現をめざして、審議会等への女性委員参画について、女性委員

参画推進計画要領において積極的に取り組まれていることを確認しました。 

 

以上が、第４条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 



 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、１３ページをご覧いただきたい。 
第５条に対する記述である。 
第５条以降につきましては、取り組み状況等についての記載も入ってまいりますが、時間の関

係上、割愛させていただく。 
内容につきましては、会議の中で照会させていただいた内容とほぼ同じ内容である。 
「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
条文に基づく取り組み状況より、課題があるとすれば、条文が不十分だからうまくいってい

ないのか、条文は充分だが運用（制度）がうまくいっていないのではないか、という二つの   

視点から評価、検討を行いました。 

 
以上が「評価・検討手法」である。 
次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第５条は市民発意の尊重、市民参画の機会、議論の場の保障、情報共有、対等な立場に    

基づいて協働のまちづくりを推進するために、どのようなことに努めなければならないかを 

規定しており、まちづくりを行う上での制度規定として基本となる条文である。 

条文に基づく取り組み状況から条文修正が必要かどうか、運用上の問題が無いか議論をした

結果、企画立案のできるだけ早い段階からの市民の主体的な参加と、まちづくりについての  

議論への市民参加が図られていると判断し、条文修正の必要がないことを確認しました。 

 

以上が、第５条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 



 
事務局 
では、１５ページをご覧いただきたい。 
第６条に対する記述である。 
まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
条文に基づく取り組み状況より、課題があるとすれば、条文が不十分だからうまくいって  

いないのか、条文は充分だが運用（制度）がうまくいっていないのではないか、という二つの

視点から評価、検討を行いました。 

 
以上が「評価・検討手法」である。 
次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第６条は協働のまちづくりを推進するためには市民と市が必要な情報を共有することが  

不可欠であり、市民の知る権利と情報共有のための情報公開、市民による情報収集と市民同士

の情報交流の努力について条文化されています。 

条文に基づく取り組み状況から、具体的な制度条項として機能していると判断し、条文修正

の必要がないことを確認しました。 

なお、情報の共有は、協働のためには欠かせない要素です。現状に満足することなく、引き

続き積極的な情報の提供、公開、共有への取り組みをお願いします。 

 

以上が、第６条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 
 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、１７ページをご覧いただきたい。 
第７条に対する記述である。 



まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 

市と協働してまちづくりを担っていく市民の役割りについて、条文の内容が十分かどうかと

いう視点から評価、検討を行いました。 

 
以上が「評価・検討手法」である。 
次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第７条は、市民がまちづくりの主体となって協働のまちづくりの推進に努めることなど、  

市民の役割について規定しています。 

第５次総合計画においては、「地域では、地域が主体となって地域ごとのまちづくり計画で 

ある「（仮称）わがまち推進計画」を取りまとめ、それに沿った活動を展開できるようにする。」、

また、「地域の力を結集して地域のまちづくりを推進していく体制を確保し、必要となる活動を

分かち合いながら、活動を展開していくことが期待される。」など、「地域でのまちづくり」を

進めるにあたっての推進方策等が掲げられています。 

こうした市の政策やまちづくりの方向性の下、市民と行政の適切な役割分担、連携、協力に

よるまちづくりを進めていく上での市民の役割については、今後も継承していかなければ  

ならないところであると認識しており、条文修正の必要がないことを確認しました。 

なお、人口減少社会に向かいつつある中で、地域においては、まちづくりの担い手不足、   

後継者問題といった課題もあり、こうした時代の突破力として、「校区まちづくり協議会」を  

はじめとする新たな仕組みについては、地域力を結集していく仕組みとして期待しています。 

 
以上が、第７条の「評価結果及び提言」（案）である。 

 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、１９ページをご覧いただきたい。 
第８条に対する記述である。 



まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
条文に基づく取り組み状況より、課題があるとすれば、条文が不十分だからうまくいって  

いないのか、条文は充分だが運用（制度）がうまくいっていないのではないか、という二つの

視点から評価、検討を行いました。 

 

  以上が「評価・検討手法」である。 
次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第８条は市民のまちづくりへの参画機会の保障や体制整備、職員の育成など、市の責務に  

ついて条文化されています。 

第５次総合計画においても、「地域が必要とするさまざまな資源（人、組織、資金、活動拠点、

情報など）が確保できる各種支援制度やしくみの充実」が掲げられており、これら、協働を   

推進するための考え方、市の役割、責務については継続されるべき内容であり、条文修正の  

必要がないことを確認しました。 

なお、職員研修は実施されていますが、協働の意識を持った職員の育成がより十分進むよう

積極的な取り組みが期待されます。 

協働の窓口となるのは、一人ひとりの職員です。地域分権を進める上では、欠かすことの  

できない条件となりますので、協働の意識を持った職員の育成に注力いただきますようお願い

します。 

また、外部委託については、平成２０年に「公民協働による公共サービスの提供に関する  

基本指針」、すみません、「基本指針」とありますが、「基本方針」の間違いです。「基本方針」

が策定され、公共サービスを市民・企業・行政でのパートナーシップで実施していくこととさ

れておりますが、社会全体の利益や福祉につながる「公益原理」に向けた取り組みになるよう

お願いします。 

 

以上が、第８条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 



 
事務局 
では、２１ページをご覧いただきたい。 
第９条に対する記述である。 
「評価・検討手法」については、前条と同じである。 
「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第９条は市の施策の意義や効果、影響や財政上の情報等を説明する市の責任等について規定

されています。 

「説明責任」「応答責任」については、市民参加や市民との協働、情報の共有化を進める   

上での前提となるものであり、行政としての公正の確保と透明性向上の視点から、当然行わ  

なければならない責任として再認識しました。 

条文に基づく取り組み状況から条文修正が必要かどうか、運用上の問題が無いか検討した 

結果、条文修正の必要がないことを確認しました。 

なお、解説において、表現や表記上の改善検討の必要を指摘します。 

①第４次総合計画における計画の体系についての記述となっているため、この部分の表記に 

ついては、第４次、第５次に捉われず解釈できるような表現にしていただきたい。 

 
  以上が、第９条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、２３ページをご覧いただきたい。 
第１０条に対する記述である。 
「評価・検討手法」については、前条と同じである。 
「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 

  

 



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

出てきていますが、当条文に基づいて「まちづくりラウンドテーブル」、「交通まちづくり   

懇話会」なども実施されています。 

今後も、市民が気軽に楽しく日常の生活から感じたことやまちづくりについて、地域で   

語り合える機会、場は必要であると考え、条文修正の必要がないことを確認しました。 

なお、対話の場等で出された地域の課題等に対応しどう対応していくのか、「地域のまち  

づくり」にどう繋げていくのかという課題もあります。 

第５条（協働の推進）において市が「議論の場」を保障することが規定されていますが、   

市と市民の「議論の場」の保障が示された条文であり、対話の場等で出された地域の課題等に

対応し、地域内で合意形成をめざす「議論の場」や具体的な取り組みを進めていく「推進の場」

については、具体的な仕組みを位置づけた条文はありません。「校区まちづくり協議会」を   

はじめとする新たな仕組みについては、こうした機能も期待できるものであると考えますので、

然るべき規定を設けることも含め、八尾市として協働の仕組みの整備を確実に推進することを

望みます。 

解説において、第４次総合計画の「まちづくりラウンドテーブル」の記述に関し、第５次   

総合計画では、「地域のまちづくり」に引き継いでいく考え方とのことですが、新しい総合計画

に合わせた表現への修正について検討していただきたい。 

 

以上が、第１０条の「評価結果及び提言」（案）である。 

 

久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
砂原副委員長 
質問だが、第７条のところは、資料２における「校区まちづくり協議会」の論点で、方向性等

が出ていたと思う。前回の資料６で、例えば「校区まちづくり協議会」に関係するものとして、

第１０条と書かれてあり、条文の改正は必要ないとあったが、結局、資料２の内容はどこで   

明文化していくのか。 
 
事務局 
基本的に３つの要素があるが、これについては新しい条項を立てることが必要ではないかと 

考えている。先ほどの第１０条のところで、「対話の場」に関する箇所で出てきた課題でもあり、

検討しなければならない部分である。法制上の問題等になってくると思うが、「対話の場」で出て  

きた課題の解決を推進していくといったことを位置づけていく必要があると思うので、そのため

の「しくみ」として、「校区まちづくり協議会」や、それが策定する「わがまち推進計画」等の    

内容については第１０条の後に条項を設けてはどうかと考えている。現状では、まだ案の提示  



まではできていないため、今後も委員の皆さんの意見をいただきながら検討したい。 
 
事務局 
では、２５ページをご覧いただきたい。 
第１１条に対する記述である。 
「評価・検討手法」については、前条と同じである。 
「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第１１条は、市が自主的かつ積極的な社会貢献活動に対して支援できることが規定されて 

います。 

条文に基づく取り組み状況から条文修正が必要かどうか、運用上の問題が無いか検討   

しました。 

また、検討の中では、「地域分権」、「地域でのまちづくり」に係る「地域予算制度」について、

この条文との関係についても検討を行いました。 

運用面では、社会貢献活動に対して「地域福祉推進基金」、「市民活動支援基金」、「地域安全・

安心のまちづくり基金」などによる支援等が行われており、条文修正の必要がないことを確認

しました。 

また、市民の自主的な公益活動やまちづくりの基盤である地域コミュニティを支える新たな

住民組織の支援が八尾市市民活動支援ネットワークセンターにおいて行われており、今後の 

充実が求められます。 

一方で、今後の市の政策やまちづくりの方向性からは、この条文は、広く社会貢献活動に  

対して支援できることを規定しているものの、テーマ型の事業支援という色が強いため、「校区

まちづくり協議会」を条例に位置づけるのであれば、「地域でのまちづくり」を推進する協働の

主体として「校区まちづくり協議会」へ市が支援するということを、別条文で明確に表記   

すべきであるとの結論に至りました。 

 

以上が、第１１条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
砂原副委員長 
ここで、「地域別予算制度」については条文を追加検討する必要があるということを、提言に  

明記するのなら、なぜ先ほどの第１０条ところでは提言内容として記載しないのか。 
 
 



事務局 
  提言内容を再検討させていただきたい。 
 
久委員長  
他にご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、２７ページをご覧いただきたい。 
第１２条に対する記述である。 
「評価・検討手法」については、前条と同じである。 
「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 

市民から意見を広く求めること及び意見に対する市の考え方の公表等をルール化した条文で、

具体的な制度運用もできており、修正の必要がないことを確認しました。 

 
以上が、第１２条の「評価結果及び提言」（案）である。 
 

久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、２９ページをご覧いただきたい。 
第１３条に対する記述である。 
「評価・検討手法」については、前条と同じである。 



「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
行政評価の実施と公表を制度として運用されており、条文については、修正の必要がない  

ことを確認しました。 

なお、運用における改善検討の必要を指摘します。 

①施策評価等により、より市民に分かりやすい行政評価への改善検討をお願いします。 

 
以上が、第１３条の「評価結果及び提言」（案）である。 

 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 
 

事務局 
３１ページをご覧いただきたい。 
第１４条に対する記述である。 
「評価・検討手法」については、前条と同じである。 
「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 

審議会等にできるだけ多くの市民の意見を反映させるために、公募による市民委員を選任 

することを明確にルール化したものであり、条文については、修正の必要がないことを確認  

しました。 

なお、運用における改善検討の必要を指摘します。 

①実態として、公募市民を選任している審議会が少ないように思いました。また、公募する  

場合の条件にばらつきがあるように感じました。これは、専門性が高かったり、個人情報  

保護、審議内容の観点から公募市民を選任していないとのことですが、本条例の趣旨から、

今一度、審議内容に照らし合わせて確認していただきたい。 

②同様に、会議の公開、非公開に関しても本条例の趣旨から、今一度、審議内容に照らし    

合わせて確認していただきたい。 

 
以上が、第１４条の「評価結果及び提言」（案）である。 



久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
では、３３ページをご覧いただきたい。 
第１５条に対する記述である。 
「評価・検討手法」については、前条と同じである。 
「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
第１５条は子どもたちが、その理解力・判断力に応じて、その年齢にふさわしいまちづくり

へ参加する機会を保障していくよう努力することを規定されています。 

まちづくりは、どうしても大人の論理で進めてしまうところがあるので、このような条文が

あるということは大いに意義があることであり、条文については、修正の必要がないことを  

確認しました。 

なお、実態として、子どもたちがまちづくりへ参加する機会が少ないように感じました。 

市民としても、地域の活性化を考えれば、青少年・子どもが活動できるまちづくりという  

ことに関して、大いに頑張っていただきたいと思いますが、市としても条文の趣旨を再確認し、

今後、積極的に子どもたちがまちづくりへ参加する機会の創出を図っていただきますよう  

お願いします。 

 
以上が、第１５条の「評価結果及び提言」（案）である。 

 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 



事務局 
では、３５ページをご覧いただきたい。 
第１６条に対する記述である。 
まず、「評価・検討手法」を読み上げさせていただく。 
 
条例の運用状況や市の政策やまちづくりの方向性等に照らし合わせて、一定期間ごとに本市

にふさわしいものであるかについて検討を行うことが必要かどうかという視点から検討を行い

ました。 

 
以上が、「評価・検討手法」である。 
次に、「評価結果及び提言」（案）を読み上げさせていただく。 
 
一定の期間ごとの条例の見直しが規定されています。また、進化性を持たせることについて

も条文化されています。 

条例の運用状況や市の政策やまちづくりの方向性等に照らし合わせて、一定期間ごとに本市

にふさわしいものであるかについて検討を行うことは必要であると判断し、条文については、

修正の必要がないことを確認しました。 

なお、解説において、「５年以内に」という記述に関し、条文に合わせて「５年を超えない   

期間ごとに」という表現への修正について検討いただきたい。 

 
以上が、第１６条の「評価結果及び提言」（案）である。 

 
久委員長  
「評価結果及び提言」（案）へのご意見等はいかがか。 

 
一同 
なし。 

 
久委員長  
では、続きをお願いする。 

 
事務局 
ここからは３６ページ以降「地域のまちづくり」を支える新たな「仕組み」の位置づけに    

ついて記述しているが、この条例での位置づけについて、また、「校区まちづくり協議会」に   

関して出された意見及び提言（案）の内容については、本日の会議の内容を受けた修正をかけて

まいりたいと考えている。 



また、資料の空白部分に関しては、本日いただいたご意見の内容を改めて整理し、表現を検討

した上で修正が整い次第、委員の皆様にお送りさせていただく。確認いただいてお気付きの点  

などがあれば、ご指摘をいただきたい。ご指摘部分の修正をさらにかけさせていただき、委員長、

副委員長とも相談の上、まとめてまいりたい。よろしくお願いする。 
 
久委員長 
本日は、事務局の提示した方向性に検討を加えながら、条例の中での位置づけは確認させて  

いただいたが、３７ページのところでは「校区まちづくり協議会」に関する提言案では色々な  

ご意見を明記して頂いている。同じように「わがまち推進計画」とか「地域予算制度」に関して、

提言を文章化してまいりたいので、あまり時間もないが、案があれば提言をいただきたい。 
 
嶋田委員 
「校区まちづくり協議会」についての提言についてである。今は「校区まちづくり協議会設立

準備会」だと思うが、福祉委員会を中心とする団体に委託してという形になっているが、市民に

充分に情報が伝わっていない。一部の人たちだけで検討していて、実態は何をやっているのかが

把握できない。条例はこれで良いが、「校区まちづくり協議会」に移行するという中で、運用の  

仕方を検討するべきではないか。 
 
久委員長 
地域の方々も時間が無いので核となる方々がどういう形で呼びかけるか、考え始めた初動段階

である。多くの住民の方々に呼びかけていきながら進めているところだが、十分に協議しながら

進めていただきたい。 
 
事務局 
昨日、「校区まちづくり協議会設立準備会」会長が集まって「八尾市校区まちづくり協議会設立

準備会連絡会」を初めて開催し、意見交換を行ったところであるが、いかに市民に周知するのか

ということが議論になっていた。校区によってはお知らせをしている地域もあるが、今後は市と

地域がお互いに一緒になってＰＲしていくことになった。 
さらにもう一点、校区まちづくり協議会設立準備会から校区まちづくり協議会へ移行する段階

においては、もっと幅広い団体の参画が、課題として挙がった。こういった課題については、   

「八尾市校区まちづくり協議会設立準備会連絡会」の場で意見交換しながら進めていきたいと 

考えている。 
幸いにして、この３月１日で 終の１ヶ所が出来れば、全ての学校区で準備会が立ち上がった

ことになるので、これから運営を進めていく。よろしくご理解をお願いしたい。 
 
 



久委員長 
  それでは、会議終了予定時間も迫ってまいりましたので、本日は、ここまでとさせていただく。 
  次回の会議は、 終の会議となるため、この提言（案）の仕上げを行ってまいりたいと     

考えている。 
 
事務局 

  それでは、本日お配りさせていただいている資料４をご覧いただきたい。 
 
次回、第６回目の会議については、平成２３年３月２９日（火）、午後２時から青少年センター

（旧商工会議所）２階 集会室で開催する。 
 
次回の会議では、提言書の 終確認をしていただくこととなり、ついては、事務局の方で、   

終の提言書（案）が整い次第、委員の皆様にお送りさせていただく。修正等がある場合は、    

次回会議までにご連絡をお願いしたい。 
 

 
久委員長 

  本日の会議はこれで終了させていただく。 
 

以上 


