
 - 1 -

平成２３年度第１回伊賀市自治基本条例推進研究会議事概要 
 
開 催 日：平成２３年４月２５日（月） １８：００～１９：３０ 
開催場所：伊賀市役所南庁舎２階第３会議室 
出席委員：奥西委員、山本委員、中委員、前山委員、八尾委員、石山委員 
アドバイザー：四日市大学総合政策学部教授 岩崎教授 
欠席委員：竹之矢委員、藤田委員 
傍 聴 者：なし 
 

議事概要 

（藤山企画課長） 
定刻となりましたので、ただいまから平成２３年度第１回伊賀市自治基本

条例研究会を始めさせていただきます。 
初に事務局のメンバーがこの４月の人事異動によりまして、若干変わっ

ておりますので、ご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
（事務局紹介） 

なお、皆様に送付させていただきました開催案内について、第２回として

案内させていただいておりましたが、今回の会議は、平成２３年度の第１回と

してご理解いただきますようお願いいたします。 
あいさつ 
（奥西会長） 

夕刻でお集まりいただき、大変ご苦労さまです。前回は３月２２日で、１

年３ヶ月ぶりお集まりいただいたところでございます。自治組織のあり方検討

委員会の結果を受けて、条例本文並びに解説文のほうで、見直す部分があるの

かどうか、ということで、研究会を開催したところです。前回は資料も膨大に

ございましたが、時間的な制限もございまして、審議半ばで終わったところで

ございます。本日は前回も冒頭に申し上げましたとおり、全般的な見直しにつ

きましては、平成２１年１２月をもって、研究会としての見直しは終了してお

りますが、３月の自治組織の検討結果を踏まえた見直しということでございま

すので、本日の会議をもって、なんとか任務を終えたいと考えてございます。

会議の進行にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
 

資料の確認 

・事項書、研究会委員名簿 
・平成２２年度第１回伊賀市自治基本条例推進研究会議事概要 
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・伊賀市自治基本条例意見集約シート・・・・・・・・・・・・資料１ 
・「自治組織に関する規則」「伊賀市自治基本条例（見直し案）」等との 
 整合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 
・進言書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参考資料 

 
事務局：設置要綱第６条第２項に基づきまして、委員の半数以上のご出席をい

ただいておりますので、会議は成立をしているところでございます。 
会 長：会議及び会議録公開について、本日の会議は原則公開とし、会議の傍

聴を認めております。ご了承とともにご理解をお願いいたします。 
また、本日の会議録につきましても、公開させていただきますので、ご

了承お願いをいたします。 
 
１ 平成２２年度第１回研究会について 
事務局： 「平成２２年度第１回伊賀市自治基本条例推進研究会議事概要」をご

確認ください。 
（主な内容を説明） 

会 長：ありがとうございました。只今事務局のほうから説明がございました

が、何かご質問・ご意見がございましたら。 
（意見なし） 

 
２ 協議事項 

（１）委員意見による意見交換について 

会 長：皮切りとして、私のほうから委員の皆さんから出た意見に対する個人

の見解を申し上げたい。これに対して、またご意見をいただければあり

がたい。 
・条例第２６条（住民自治協議会の権能）について、運用面において条例を無

視し、自治協と自治会による２頭立ての対応を５年間も容認し続けてきた。 
⇒ 今日までの取り組み過程で、全市域で必ずしも問題が生じていたとは

認識はしていないが、旧市内ではいろいろな話は聞いている。今回、自

治組織のあり方検討委員会の答申を受けて、住民自治協議会への窓口一

本化により問題が解消されたものと理解している。 
・条例第３３条（自治連合会の設置）については、旧上野市の２０団体が設立

しているが、連合会が設置されていない。そのために、連合会として同意権の

権限行使ができない。 
⇒ 旧上野市内を現在も一部自治協が設置されていないために、支所管内

の連合組織が設置できない状況です。自治基本条例に基づいて、未設置
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の地区については、地域振興委員会の設置も含めて、早急に体制を作る

方向で、行政の方でも支援等していただくように要望したい。上野地区

においては、一部のところは未設置ということから、連合会を設置する

状況に至っていないが、５年経過していることから、委員の意見にある

が、地域振興委員会の設置を含めて、本年度その取り組みを是非お願い

したい。 
・条例第２６条第３項（住民自治協議会の同意権）については、新庁舎の建設

事案について、住民自治協議会３８地区の住民生活に関わりの深い市の事務で

あり、第２６条の行使は不可欠である。 
⇒ 住民自治協議会の権能は、当該地域に限定されている。当該地域とは、

住民自治協議会単位の地域が対象となっている。従って、市全体の市の

事務にまで、住民自治協議会の同意権が及ぶものではない。そういう考

え方から、住民自治協議会の同意権の範囲については、解説文のなかに

規則できっちり定めてもらい、早急に規則を仕上げていただくというこ

とでお願いする。具体的な同意権の範囲は難しい面もあるかもしれない

が、解説文で明記するということも必要かと思う。 
 また、全市的なことについては、行政と議会のなかで、そういった機

能が果たされるわけであり、住民自治協議会に与えられた権能は、少な

くとも団体として、市に対して物を申すようなものではないと、自治組

織のあり方に関する報告書のなかでも明記されている。 
 住民自治協議会の権限はあくまでも、自分の地域、一地域におけるま

ちづくりのなかの権限であり、全市的な事務に関わる議論にまで及ぶの

ではない。 
・条例第５８条（条例の見直し）については、平成１６年に条例が施行されて

から条例執行が全くなされてないため、改正する時期ではない。まだ何も動い

てない。お飾り条項である。 
⇒ 条例は公布されて施行されており、見解の相違ということ。従って、

第５８条は一定期間経過後に見直しが必要なことから、規定されている

ものである。その規定に基づいて見直すということ。単なるお飾り条項

ではない。 
・住民自治協議会に係る予算について、委託事業費１億２千万円、事業助成金

４千万円は、自治会の主財源となっており、住民自治協議会の本旨を図る財源

目的とは程遠いのではないか。 
⇒ 研究会の権限事項ではないため、別の場での議論となる。 

・研究会に対しては、封印、密封され続けてきた自治基本条例を６年間も研究

され、研究会として、ただ研究だけで済むのか問いたい。 
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⇒ 研究会の所掌事項から、住民自治協議会が自治組織のあり方検討委員

会の検討結果を受けて、見直す部分や今日までの５年間でできてきたこ

とについて、本文又は解説文に反映し、見直すということ。それ以上の

任務は、移譲されていないということで、議論の余地はない。 
 また、当委員会の研究成果を見解として公開されたい、ということだ

が、研究会での検討を終えた後は、庁内の政策調整会議を経て、議会に

提案するというスケジュールから、当委員会として独自に見解を出す考

えはない。 
・現場に合わない、運用できない規範は意味がない。 
・もっと自治基本条例に基づき活動されている方を研究会に出てもらい、意見

を拝聴してはどうか。 
⇒ 自治基本条例は伊賀市の 高規範として優れたものであると思う。従

って、運用ができない、意味がないというようなものではない。それか

ら委員の構成は、それぞれの立場の方々に委員として、ご参加をいただ

いている。住民自治協議会の活動経験者も何人かいる。当然現場の実態

を踏まえて、議論を重ね、任務を果たしてきたと思っている。 
・自治のしくみというのは、条例で定められる。自治協議会などへの権限が担

保される。しかし、旧市内では自治会と住民自治協議会の力関係がいろいろと

障害となっていることで、行政の対応不足ということもあり、住民自治協議会

の活動が円滑に機能してこなかったことが、問題と思われる。 
⇒ 今回、自治組織のあり方検討委員会で検討され、新しい方向性が出さ

れ、行政との窓口一本化が図られたということで、この問題は解消され

ていくのではないかと受け止めている。 
・自治基本条例・住民自治協議会制度は時勢を得た優れたものであり、本研究

会については、本文・解説文の見直しの余地については、今日まで与えられた

任務を全うし、委員全員が成立に向けて検討を行ってきた。解説文の一部表現

の修正を除き、条例本文においては全て必要として考えている。 
・問題は、検討委員会においてもいろいろと指摘があり、報告書にも書かれて

いるが、自治基本条例の周知にあたって、行政職員への周知徹底が不十分であ

ったために、市民へも十分周知できなかった過去を教訓に、行政職員に対する

研修を徹底し、意識改革を図っていただくとともに、職員が充分に認識された

うえで、市民への出前講座などの実施を望まれると、報告書に書かれているこ

とから、この実践を行政側に是非お願いしたい。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 自治区域の検討委員会のほうでは、住民自治協議会の未設置の地区

について、できるだけ速やかに１つの地域としての住民自治協議会にな

るべきだというような答申を出した。これで全市内が住民自治協議会組
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織でカバーできたということになるので、地域振興委員会の設置は考え

なくていいということでいいか。 
事務局： 地域の設置の時期にもよると思う。今回の条例改正については、そ

の分は削除できない。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 当然削除はできないが、ようやく動き出し、住民自治協議会ができ

るような形にはなってきている。そういう意味では、会長がおっしゃっ

た「行政の支援を要望する」というのは、住民自治協議会がちゃんとで

きるような支援を継続的にしていってほしいということ。 
 そもそも住民自治協議会の必要性については、これからどんどんと高

齢化が進むなか、できるだけ身の回りのことを住民自治協議会でやって

いきましょうということで、基本的に仕事をする組織として設置してい

る。なぜ同意権があるのかというと、その地域に関して、当該の住民自

治協議会の区域に関して、関わりのあるものがあったりしますので、同

意権があってもいいだろうということ。それから重要なことは住民自治

協議会の協議会を支所の単位ごとに作ったというのは、１０年間の合併

の特例の期間内には旧市町村の単位で、いろんな事業が展開されること

から、それについてはちゃんと意見が言えるように支所単位に住民自治

協議会の協議会を作るというのは必要である。そのため、他の市町村で

よくある「地域審議会」という機能は選択しなかったっていうこと。 
 全市で協議する必要はないというのは、全市の住民自治協議会の連合

会ができ、同意権を行使しだしたら、これは議会とどう違うのかという

話になり、議会の存在を軽視することになるということで、全市一本の

協議会というのは本来作るべきではない。 
 例えば、伊賀のどこかに焼却工場を作るとなったときに、これは伊賀

のどこかの住民自治協議会の区域。そうなるとひとつの住民自治協議会

の区域が、自分の地域に焼却工場はいらないと言って同意をしないとい

うことになったら、全然離れたところの住民自治協議会が、ごみ処理工

場はいらないと協議したときに、市全体がごみ処理工場はいらないと提

起したことになるのだろうか。そういう意味で言うと、今回は、経緯が

良く分からないが、庁舎の建替え問題で言うと、いろいろと意見を聞か

なければいけないのは、この地域の住民自治協議会であり、まちづくり

のプランに非常に関係がある。検討委員会として、車の状況であるとか、

動線とか、この地域に非常に関わりのある話ですから、その意味ではこ

の地域の住民自治協議会のみなさんには、いろいろと意見を聞くことは

大切だが、離れたところの住民自治協議会にまで、同意がいるのか、と

いうのはちょっと不思議に思う。むしろ作る、作らないで同意するので



 - 6 -

はなく、この地域で建替えるとなったときに、具体的なプランに基づい

て、地域の住民自治協議会と協議をするっていうのが、そういう道筋が

よかったのではないかと思う。指摘のようにかなり早い時期に行ったの

か。 
委 員： 中心市街地活性化基本計画のときに、市役所をここに置くという形

で、基本計画を練っていった。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： その基本計画に対しての意見を求めるという形か。庁舎をここに建

てるという意味での同意ではないのか。 
委 員： それも含めての同意。 

 先に中心市街地活性化委員会で、中心市街地活性化基本計画で先に通

っていた。それで、同意を検討委員会で検討した結果、議会とも話しあ

い、ここという形でお互いに納得し、地域の住民の自治会長会、自治協

の運営委員会に説明をして、行政側から出てきた同意書の文章を確認し、

ここに置くということで同意した。 
委 員： ここへ巨費を投じて新庁舎を作るというのは、この庁舎がある地区

は作って欲しいが、伊賀市の他の地区の住民としては、こんなところへ

作っても駐車場もなく、交通渋滞もある。同じ巨費を投じるなら、他の

ところへ行って、名張市のようにもっと広い駐車場のつくりにしてほし

い。ここだけの地区が伊賀市ではないのだから。自分たちも税金を払っ

ている。建替えのあれに対して、やはり住民として関与したい。同意を

するかどうかは聞いて欲しい。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 少なくとも同意権の行使を前提にして議論する話ではない。 

 同意権の行使ができるのは、それについて直接の利害が出るこの地域

だけ。そうでないとさっきの話でいう、遠くにある焼却工場に対して、

不同意となると建てられない。 
委 員： 他の地域にも影響する。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： いろんなことを言おうと思えば言える。汚水が流れてくるとか。そ

れで不同意ってなると焼却工場自体がつくれない。 
委 員：その焼却場がある地域だけでよいのか。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： そういう意味でいうと同意権の範囲というのは、やはり住民自治協

議会と区域の、その地域の区域に関わることという限定はある程度して

おかないと仕方ないと思う。 
会 長： 「当該地域」ということでそれを自治基本条例で限定してある。 
委 員： 「当該地域」の理解の仕方の違い。市役所という建物というのは、

市全域に関わるもので、「そこに建てるか」「建てないか」っていうのは

全員の議論ではないか。 
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ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： それは、あくまでも議会でやってもらいたい。 
委 員： 市長が別に定めると書いてあるが、これはその地区だけの同意を必

要とするものだけを、別に定めるということか。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 住民自治協議会の同意が必要なものについて例示する。 
委 員： 何年も経つが、市長は別に定めたことは無いのか。 
会 長： まだ定めてない。定めていないのもおかしい。影響が大きいという

か、これとこれ、という訳にもいかない。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 決め方としては同意の対象にならないものを決めるという方法。 
会 長： 全市的な事務などそういった形で除くもの以外を当該地域で。「当該

地域は、住民自治協議会単位の地域のことを言う」という解説文をつけ

ているので、同意権の範囲には全市的な事務は入らない。 
委 員： 「市長が別に定める」と条例で決めて、それが定められてないとい

うところが、実践とはいろいろ異なると思う。 
会 長： 解説文では、前は「専門的な観点から検討が必要です」とされてい

る。「定める」と変えようとしているところ。 
 この規則の案はできているのか。 

事務局： ２年ぐらい前に案は作ってあるが、うまくいっていない。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： これでいいのかという議論をこれからしていかないといけない。 

 ある程度歯止めをかけておかないと、同意権の行使というのは、どん

どん拡大する。 
会 長： 研究会としては、きっちり物を申しておきたい。しっかりこの辺を

正すべきである。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 他のところでも自治基本条例の基本に流れてるのは、計画は作る過

程で住民に発信するのが大切。当人であるところの住民自治協議会の同

意を求めるのも、計画を作るときでないとほんとはまずい。 
委 員： ７章のところに書いてある、条例の見直しについて、４年に１回見

直すとして出ているが、実際に運営していくなかで、歪みが出てきたこ

とについてどうしていけば良いのか。議論していくやり方が見えにくい

部分がある。実際、歪みがでてきている部分はあると思うが、そういう

部分はやはりちゃんと見直して行かないといいものにはなっていかな

い。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： だからといって、それを条例に書き込むっていうのは難しい話にな

る。少なくとも研究会として言わなくてはいけないことは、４年を目処

に必要な措置を講じるっていうことについては、行政側に念を押すって

いうこと。今回も６年経過している。 
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（２）推進研究会の方向性について 

事務局： 私どものほうでは今日の議論次第だったが、先ほどの話から条例本

文は基本的に研究会案どおりということ。解説についてもこの線でとい

う方針を出していただけたら、後は庁内協議で解説も含めて、時点修正

してはどうかということで、預けていただき、議会への説明をさせてい

ただけたらと思う。修正については、会議を改めてさせていただくとい

うよりは、修正した箇所についてご意見いただきたいという案内させて

いただき、書面でいただけたらと考えている。 
会 長： 同意権の規則について、日の目見たときは連絡をいただきたい。 
事務局： 前回の会議のときにアドバイザーから２回目のパブコメはどうかと

ご意見いただいて、本日の議論の中でも改めてパブリックコメントを行

う必要はないという感じだが。ただ地域のほうへは条例の啓発を兼ねて、

行った方が良いと思っているので、そこだけ確認していただけたら。 
委 員： パブリックコメントをしても意見出ないため、意味がないというこ

とか。 
会 長： 徹底的にパブリックコメントもタウンミーティングもやっている。 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： 今回、これと変わらないというのであれば、地区懇で良い。 
事務局： 条例の周知啓発については、かなりご意見をいただいている。今の

自治協の会長さんや代表の方も当初から大分入れ替わっていると思わ

れるので、改正した分について１度行かないといけないと考えている。 
 
３ その他 

事務局： 次のスケジュールの確認をさせていただきたい。本日概ねご議論い

ただいたので、これをもって、政策調整会議等へ諮り、修正等があれば、

また改めて書面等でご意見いただく。その後、大きな修正あれば、庁内

協議を経て、市議会全員協議会で報告もさせていただいた後、地域の方

へ入らせていただくというスケジュールになっている。地域に入らせて

もらう時期についは、６月は議会時期になるので、一応目標は９月議会

で議決される目標としているが、８月ぐらいで回らせていただきたい。

この委員会については、地区回らせていただいた結果を確認いただくた

め、次回の開催については、早ければ７月の終わりまでにはと思ってい

る。 
会 長： 今度というのは議論をする場ではない。報告のみでいいのではない

か。わざわざ元へ戻るような議論をしなくても良い。 
事務局： もし良ければ、これが 終回ということで。 
会 長： それではありがとうございました。 


