
１ 自治基本条例策定事業

⑴ 米子市民自治基本条例検討委員会

自治基本条例を策定するにあたり、幅広い市民からの意見を参考にした「市民による市民のための条例づく

り」を目指すため、全員公募による検討委員会を発足し、活動を開始した。

ア 人数 ２４名

２４名の委員とは別に、２名のアドバイザーを委嘱

※松下啓一氏（相模女子大学教授）・毎熊浩一氏（島根大学准教授）

イ 任期 平成２０年４月２３日から平成２２年４月２２日

ウ 任務 自治基本条例の素案をつくり、市長に提出する

エ 特徴

ア すべての委員が公募

イ 委員の年齢・職種が多種多様

ウ ボランティアとしての委員活動

エ 活動の広報や市民からの意見募集など、活動のすべてにおいて、委員が主体的に活動している

※ひとりでも多くの市民を巻き込んで素案をつくる⇒PI 活動

※ＰＩ（パブリックインボルブメント）とは、合意形成手法の一つで、「パブリックコメント」が「市

民に意見を求める制度」であるのに対し、「ＰＩ」は「市民に計画策定への参画を求める制度」。直訳は

「市民を巻き込むこと」で、このことから「政策決定の過程において、市民に参加してもらう」という

意味で使われるようになった。

※ＰＩ活動の手法

ワークショップ（KJ法・インタビュー方式など）・アンケート・街頭広報など

オ 自治を実践しながらの素案づくり

素案作成もさることながら、できるまでの過程が重要と位置付けている

オ 活動状況

ア 検討委員会（本会議）

開催日時 議題

第 1回 平成 20年 4月 23 日（水曜日） ●検討委員会アドバイザーからの話

午後 6時 30 分から 8時 33 分まで ●会議の公開について

●現在までの市の取組状況について

●検討委員会の運営ルールについて

●条例素案の検討体制について

●条例検討スケジュールについて

アドバイザー：松下啓一氏

第 2回 平成 20年 5月 13 日（火曜日） ●仮議長の選出について

午後 6時 30 分から 9時まで ●ワークショップ

企 画 部 協 働 推 進 課
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開催日時 議題

第 3回 平成 20年 5月 28 日（水曜日） ●検討委員会の運営ルールについて

午後 6時 30 分から 8時 30 分まで ●条例素案の検討体制について

●条例検討スケジュールについて

●役員の選出時期について

第 4回 平成 20年 6月 20 日（金曜日） ●研修「住民自治と自由・自立···自治体行政と人権」

午後 6時 30 分から 9時 12 分まで 講師：松本城洲夫氏

第 5回 平成 20年 7月 3日（木曜日） ●ワークショップ

午後 6時 30 分から 9時 5分まで （条例に盛り込みたいと思うこと）

第 6回 平成 20年 7月 23 日（水曜日） ●研修「PI とワークショップの進め方」①

午後 6時 30 分から 9時まで 講師：今井邦人氏

第 7回 平成 20年 8月 7日（木曜日） ●研修「PI とワークショップの進め方」②

午後 6時 30 分から 9時 10 分まで 講師：今井邦人氏

第 8回 平成 20年 8月 29 日（金曜日） ●研修「PI とワークショップの進め方」③

午後 6時 30 分から 8時 56 分まで 講師：今井邦人氏

第 9回 平成 20年 9月 12 日（金曜日） ●検討委員会のこれまでの活動を振り返る

午後 6時 30 分から 21時 5分まで

第 10回 平成 20年 9月 30 日（火曜日） ●自由討論「今までの検討委員会を振り返る」

午後 6時 30 分から 9時 5分まで

第 11回 平成 20年 10 月 16 日（木曜日） ●運営委員会について

午後 6時 30 分から 8時 20 分まで

第 12回 平成 20年 10 月 31 日（金曜日） ●自由討論

午後 6時 30 分から 9時まで 「自治基本条例がなぜ必要なのか」「自治基本条例に盛り込み

たいこと」

●メーリングリストについて（委員からの提案事項）

第 13回 平成 20年 11 月 10 日（月曜日） ●今後の活動にあたっての確認

午後 6時 30 分から 9時 4分まで ●PI について

第 14回 平成 20年 11 月 25 日（火曜日） ●当面必要な部会について

午後 6時から 7時 45 分まで

第 15回 平成 21年 1月 28 日(水曜日) ●つながる企画部会の活動報告について＜報告＞

午後 6時 30 分から 9時 11 分 ●PI 実施までの流れについて＜承認＞

●白鳳高校へのアンケート内容について＜承認＞

●ワークショップのスタッフ募集＜募集＞

●PI に代わる名称について＜決定＞

●ワーキングスタッフの募集＜募集＞

●検討委員会の代表について＜提案＞

●会議の成立要件について＜提案・決議＞

第 16回 平成 21年 2月 25 日（水曜日） ●検討委員会代表の（会長・副会長）選出＜決定＞

午後 6時 32 分から 8時 45 分 ●「市民とつながる企画部会」の活動報告について＜報告＞

●「市民とつながる企画部会」からの提案＜承認＞
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イ 運営委員会

ウ 市民とつながる企画部会

開催日時 議題

第１回 平成 20年 10 月 24 日（金曜日） ●第 12回検討委員会で話し合う内容について

午後 6時 30 分から 9時まで ・メーリングリストについて

・各検討委員の思いを聴き、共通理解をするための意見交換

の必要性

第２回 平成 20年 11 月 6日（木曜日） ●検討委員会における再確認事項

午後 6時 30 分から 9時まで ●第 13回検討委員会で話し合う内容について

・ＰＩに出かけるタイミングについて

・組織化について

・勉強会など

・「条例に盛り込みたいこと」の再論議

第３回 平成 20年 11 月 20 日（木曜日） ●第 14回検討委員会で話し合う内容について

午後 6時 30 分から 8時 30 分まで ・今後必要となる組織の設置

・設置組織の構成人数と選出方法

・委員選出

第４回 平成 20年 12 月 9日（火曜日） ●第 15回検討委員会に日程変更について

午後 6時 30 分から 7時 55 分まで ●市民とつながる企画部会の活動について

●第 15回検討委員会で話し合う内容について

・会議の成立要件について

・検討委員会の代表について

第５回 平成 21年 1月 21 日（水曜日） ●第 16回検討委員会で話し合う内容について

午後 6時 30 分から 8時 13 分まで ・つながる企画部会の活動報告

・PI 実施までの流れについて

・PI に代わる名称について

・白鳳高校へのアンケート内容について

・ワークショップのスタッフ募集

・ワーキンググループの設置

・検討委員会の代表について

・会議の成立要件について

第 6回 平成 21年 2月 19 日（木曜日） ●検討委員会代表の選出方法について

午後 6時 33 分から 8時まで

第７回 平成 21年 3月 24 日（火曜日） ●当面のスケジュールについて

午後 6時 30 分から 9時 45 分まで

会議名 開催日時 議題

第 1回ワークショップ・ 平成 20年 12 月 17 日（水曜日） ・部会の名称と役割について

アンケート企画会議 午後 6時 37 分から 8時 42 分まで ・当面の企画について

・ＰＩに向けて
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会議名 開催日時 議題

第 2回ワークショップ・ 平成 20年 12 月 28 日（日曜日） ・市報 2月号の原稿

アンケート企画会議 午前 9時から 11時 50 分まで ・模擬ＰＩ（ワークショップ・アンケートの相手先）

・部会の代表者選出

・ＰＩの依頼文作成

・ＰＩのテーマについて

・ＰＩに代わる名称について

・広報企画について

第 3回ワークショップ・ 平成 21年 1月 10 日（土曜日） ・模擬ＰＩ（アンケート・ワークショップ）について

アンケート企画会議 午後 5時 30 分から 7時 30 分まで ・ＰＩに代わる名称

・仕分け部隊の設置

・広報企画の内容

第 4回ワークショップ・ 平成 20年 2月５日（金曜日） ・市民とつながる企画部会の今後のあり方

アンケート企画会議 午後 6時 40 分から 8時 25 分まで

第 5回ワークショップ・ 平成 21年 2月 12 日（木曜日） ・市民ＰＩ研究会

アンケート企画会議 午後 6時 32 分から 7時 40 分まで （アドバイザー等を交えて）

・効率的なワークショップの方法・効果的なア

ンケート調査の手法について

第１回広報企画会議 平成 21年 2月 25 日（水曜日） ・メンバーの確認

午後 8時 45 分から 9時 15 分まで ・会の役割、運営方法

・広報したいこと

第 6回ワークショップ・ 平成 21年 3月 3日（火曜日） ・スタッフ募集について

アンケート企画会議 午後 6時 40 分から 9時 20 分まで ・今後のＰＩ先の抽出について

・ＰＩ先を打診する際の項目について

・アンケートについて

第２回広報企画会 平成 21年 3月 7日（土曜日） ・広報の目的について確認

午後 3時 35 分から４時 45分まで ・広報の手段について検討

第 7回ワークショップ・ 平成 21年 3月 9日（月曜日） ・ＰＩ依頼先との交渉経過について（報告及び

アンケート企画会議 午後 6時 35 分から 10時 50 分 今後検討分、検討延期分）

・今後のスケジュールについて

・アンケートの内容について

第１回条文化企画会議 平成 21年 3月 11 日（水曜日） ・会の運営について

午後 7時から 8時 45 分まで ・当面、この会でやっていくこと

第 8回ワークショップ・ 平成 21年 3月 16 日（月曜日） ・ＰＩ依頼先との交渉経過について（実施報

アンケート企画会議 午後 7時 20 分から 10時まで 告、交渉報告、継続交渉分、延期分）

・各ワーキンググループの動きについて

・今後のＰＩ実施スケジュールについて

・ＰＩ手法の検討

第３回広報企画会議 平成 21年 3月 19 日（木曜日） ・会の役割、運営方法

午後 3時 35 分から 5時 20 分まで ・アンケート結果の集計作業について
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※ワークショップ・アンケート企画

市民から条文につながる意見を聴くための活動を企画する会。ワークショップやアンケートを実施し、

意見を収集。

※広報企画

米子市民自治基本条例とは何か、条例がなぜ必要かを市民の皆さんに伝える活動を企画するとともに、

検討委員会の活動もＰＲする方法を考える会。

※条文化企画

市民からいただいた意見を条文につなげる方法を考える会。

エ ワークショップ・アンケート（参加者数：約 400 人、意見数：約 2,400 件）

相手先 開催日時 方法 テーマ 参加者 意見の数

１ 検討委員 平成20年5月13日 ワークショップ 米子の「よいところ」「気になるところ」 24 216

（火曜日）

午後 6時 35 分から

8時 50 分

２ 検討委員 平成 20年 7月 3日 ワークショップ 条例に盛り込みたいこと 23 119

（木曜日）

午後 6時 40 分から

9時 40 分まで

３ 検討委員 平成20年7月23日 ワークショップ 市民の役割 27 106

（水曜日）

午後 7時 30 分から

8時 30 分まで

４ 検討委員 平成 20年 8月 7日 ワークショップ 身近な地域の「自治」 24 123

（木曜日）

午後 6時 40 分から

9時まで

５ 検討委員／平成20年8月29日 ワークショップ これからの米子市のまちづくり・ 50 186

一般参加者（金曜日） 自治における「市民の役割」につ

午後 6時 50 分から いて

8時 40 分まで

６ 女性の会 平成 20年 9月 6日 アンケート 米子を元気にする私の入口を見つ 250 186

（土曜日） けよう

７ 市職員／ 平成21年1月19日 ワークショップ どうすれば、米子がより良いまち 151 127

青年中央会（月曜日） になるか

午後 7時から９時

まで

８ 米子南校 平成21年１月23日 アンケート ・米子の「良いところ」「気になるところ」 13 188

（地域振興（金曜日） ・「米子をより良くするためには

学受講生徒 どうしたらよいか」

13名） ・「市民の一員としてできること」
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２ 米子市まちづくり活動支援交付金事業

市内で活動する団体が、地域課題の解決やよりよい市民生活の実現のために、創意工夫して行う自主的・継

続的な活動を支援するため、公募型の交付金事業を行った。（平成１８年度開始）

本年度は、交付対象事業の規模等に合わせて、「ちょっこし活動コース」と「がいな活動コース」の２つのコー

相手先 開催日時 方法 テーマ 参加者 意見の数

９ 青年中央会平成21年2月18日 ワークショップ どうすれば、米子がより良いまち 15 127

（水曜日） になるか

午後 7時 5分から

9時 5分まで

10 白鳳高校 平成 21年 2月末 アンケート 米子を元気なまちにするための意見 98 381

11 啓成地区 平成 21年 3月 1日 ワークショップ どうすれば、米子がより良いまち 37 236

住民 （日曜日） になるか

午前 10時から正午

まで

12 五千石地区平成 21年 3月 5日 ワークショップ どうすれば、米子がより良いまち 33 105

住民 （木曜日） になるか

午後 7時から 9時

まで

13 こたか保 平成 21年 3月 11 アンケート ・子育てをする上であなたが感じ

ていること

・子どもたちの将来を考える上で

の理想のまち

・あなたができそうなこと

11 45

育園 ～24 日

14 彦名保育 平成 21年 3月 11 アンケート 22 86

園 ～18 日

15 東保育園 平成 21年 3月 11 アンケート 10 41

～16 日

16 鳥取県立皆平成21年3月21日 アンケート ・特別支援教育をする上であなた

が感じていること（困っているこ

となど）は、何がありますか？

・子どもたちの将来を考えていく

上で、どんなまち（学校のある地

域、生徒の住む地域、あるいは

米子全体）であって欲しいと思い

ますか？

・そのために、あなたができそう

なこと（すでにしていること）は、

何ですか？

（誰かと一緒だったらできそう

なことでも結構です。）

35 154

生養護学校

17 芽芽の会 平成21年3月25日 ワークショップ どうすれば、米子がより良いまち ２ 43

（水曜日） になるか（子育て関係）

午後 3時から 4時

15 分まで
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スを設けた。７団体から応募があり、外部委員からなる審査委員会においてプレゼンテーションによる審査の

結果、７団体の事業に交付金を交付した。

⑴ 交付金額（千円未満は切り捨て）

ア 交付対象事業経費全額（上限８万円）

イ 交付対象事業経費の３分の２以内（上限３０万円）

⑵ 交付対象事業

ア ちょっこし活動コース

イ がいな活動コース

３ 地縁団体認可状況

申請に基づき、次のとおり地縁団体の認可を行った。

平成２１年３月３１日現在の認可地縁団体の総数は、６２団体である。

４ コミュニティ施設等整備

米子市コミュニティ施設整備費補助金 ６件 ４，１４５，７２０円

５ 相談所の開設

各行政機関等の相談部門及び各種相談員と合同で相談所を開設した。

⑴ 合同相談所

団体名 対象事業 交付金（千円）

芽芽の会 『親の時間』ワークショップ事業 ８０

尚徳地区 尚歯会・美徳会 尚徳子ども見守り隊 ７８

小計 １５８

団体名 対象事業 交付金（千円）

ほっとスタッフ わくわくアートフェスティバル １２０

旧加茂川・寺町周辺のまちづくりを進める会 「米子えーとこ発見フェスタ」寺町シンポ ２１４

米子市ボランティア協議会 「米子市ボランティア協議会 20周年記念誌 ２４９

＆ボランティアガイダンス」

米子ケヤキ通り振興会 「米子ケヤキ祭り」事業 ３００

福生東大凧同好会 福生東校区大凧揚げ大会 ２００

小計 １，０８３

合計 １，２４１

自 治 会 名 認 可 年 月 日

諏訪一区自治会 平成２０年 ５月 ７日

グリーンヒルズ日原自治会 平成２０年 ５月１４日

山地三区自治会 平成２０年 ８月１１日

開設年月日 場 所 参 加 機 関

平成２０年１０月２０日 米子市福祉保健総合セ

ンター「ふれあいの里」

４F会議室

鳥取行政評価事務所、行政相談委員、人権擁護委員、

鳥取地方法務局米子支局、米子社会保険事務局、

鳥取労働局、米子市社会福祉協議会、弁護士会、

司法書士会、鳥取県、米子市
１ 回
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⑵ 行政相談

６ 消費者行政関係

⑴ 総合調整

・米子市消費生活審議会の開催

開催日 第一回 平成２０年７月１０日（本庁第二応接室）

第二回 平成２１年２月２４日（本庁第二応接室）

⑵ 主体性のある消費者の育成

ア 消費者育成研修会

公民館・集会所における講座 ４回

よなごアカデミーにおける講演 １回

高校生への金融教育授業 １回

イ 情報提供

・消費生活情報検索サービス パソコン 1台で対応

・市民ホールの掲示板及びパンフレット類（常設）

・公民館広報向け啓発文書（隔月メール配信）

⑶ 消費者被害の救済

ア 消費生活相談件数 １，２２３件（苦情 ９１９件 問合せ・要望 ３０４件）

イ 多重債務連絡会の開催

開催日 平成２１年１月２９日

ウ 相談窓口のＰＲ―消費生活相談室

・ごみカレンダーに相談室案内文を掲載

・米子図書館等に相談室案内チラシを設置

・課税課等市窓口に相談室案内チラシを設置

・広報に相談室ＰＲ連載開始（１０月号～）

⑷ 消費生活情報体制の促進

国民生活センターより貸与を受けているＰＩＯ－ＮＥＴ(全国消費生活情報ネットワーク・システム)端末

４台を相談情報検索などに活用した。

７ 米子市民交流広場利用状況

市民相互の交流及び市民の自主的なまちづくり活動を促進するため、米子駅前ショッピングセンター内（米

子駅前サティ４階）に米子市民交流広場を設置。（平成２０年１２月３１日まで）

⑴ 利用申請件数 １５件

⑵ 利用日数 ５７日

⑶ 利用延べ区画数 ２６３区画

なお、近年の利用率の減少などを理由に平成２０年１２月３１日をもって廃止した。

８ 米子市自治連合会への協力・支援

活動内容

開 設 回 数 場 所 参 加 機 関

２４回 米子市役所第２庁舎 相談室 行政相談委員
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⑴ 定例総会

平成２０年５月１７日 米子市福祉保健総合センターで開催した。新役員は、次のとおり。

会 長 武良 賢治（崎津）

副 会 長 岡田 茂（明道）

〃 梅林 浩史（加茂）

〃 永見 功（富益）

〃 中村 元治（県）

会 計 岡田 茂（明道）

監 事 高橋 行真（就将）

〃 井田 充（加茂）

⑵ 会 議

正副会長会 ５回

常任委員会 ５回

⑶ 先進地視察研修

平成２１年１月２６日及び２７日に常任委員１３人により、米子市において各自治会が行う加入促進活動

への支援策等の参考に資することを目的に、高い自治会加入率を維持している岡山市を訪問し、岡山市町内

会連合会の取組み等について、視察研修を実施した。

⑷ 鳥取県自治会連合会総会

平成２０年７月７日に米子市で開催され、正副会長が出席した。

⑸ 「はじめての自治会長のための自治会運営便利帳」の編集及び発行

自治会の運営等に係る諸問題を解決し、もって自治会運営の円滑化を図ることを目的に、常任委員会に

自治会運営・加入促進マニュアル編集委員会を設置し、「はじめての自治会長のための自治会運営便利帳」

を編集し及び発行した。

９ 自治会役員の永年勤続表彰

自治会の永年勤続役員（会長・副会長・部長・班長・監事）１３０人に対し、平成２１年３月に感謝状と記

念品を贈った。

１０ 市民総合災害補償制度関係

市が主催する行事又は社会奉仕活動等に参加した者が、その参加中において身体に傷害を被った場合に、

被災者に対し米子市民総合災害補償金及び米子市市民活動等傷害見舞金を支給した。

⑴ 傷害事故の発生状況（事故報告書提出分）

区 分 主 な 活 動 件 数

市
が
主
催

社会体育活動 運動会、スポーツ大会等 ３６

社会教育・生涯学習活動 学習会、公民館祭等 ３

住民が参加する行事 清掃活動等 ４

市が依頼した社会奉仕活動 清掃活動等 ２

計 ４５
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⑵ 補償金及び見舞金の支給状況

区 分

市民総合災害補償金
市民活動等傷害見舞金

死亡給付金 入院・通院補償給付金

件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

市
が
主
催

社会体育活動 ３５ ２，４７５，０００

社会教育・生涯学習活動 ３ ４５，０００

住民が参加する行事 ４ ３５０，０００

市が依頼した社会奉仕活動 ２ ８０，０００

計 ４４ ２，９５０，０００
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