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東村山市自治基本条例策定市民会議（要旨） 

第 18回「条例骨子について 市民会議の『報告書』をまとめる」 

日時：平成 25年 3月 17日（日） 午前 10時 00分～正午 

場所：東村山市市民センター2階 第 1～第 3会議室 

 

注）文中に出てくる資料番号は、すべて第 18回市民会議のもの。 

 

開会 

 全体進行役の進行で、市民会議を開会した。 

 

■事務連絡 

 下記の 3点について、事務局より連絡した。 

（1）調整ワーキングでの提案を受け、市民会議の「1年半のふりかえりシート」

を『報告書』（案）に同封して郵送した。本日提出いただくか、3月末まで

にメール、FAX、持参のいずれかにて提出いただきたい。 

（2）前回の市民会議の際、市長に『報告書』を提出する日程は、最終回とは別

に設定したいと連絡したが、メンバーが揃っている最終回がよいと再考し、

本日の閉会セレモニーのなかで行うことになった。 

（3）メンバー有志で花見を企画しているとのことなので、ご案内いただく。 

  ⇒ 4 月 6 日（土）13 時から、中央公園で花見を行う予定である。プリン

トを持参したので、興味のある方は持ち帰ってほしい。（メンバー） 

 

1．前回のおさらい 

 前回の市民会議で検討した内容についておさらいした。（資料 1参照） 

 

■前回のおさらい（全体進行役より） 

 本日は最終回であり、事前に送付した『報告書』（案）をもとに最終検討を行

う。全体で検討するので、これまでのグループ形式とは違う配置になっている。 

 前回は、自治基本条例の制定後の取り組みを検討した。条例を見守る・見直

すためのしくみは、「見守り・見直しのための機関を設ける」「見直しに関する

規定を入れる」「見守りや見直しにあたっては市民参加を行う」など、条例制定

後に取り組みたいことは、「条例を広く市民に知らせる」「条例の運用を見守る」

「市政に参加する」「市民活動に参加する」「市民会議メンバーで会をつくる」

などに整理できる。条例名称のアイデアは、資料 1の最後にそのまま掲載した。 

 

2．『報告書』をまとめる  

 調整ワーキングの様子を報告し（資料 3参照）、『報告書』（案）の内容を説明
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した後（資料 4参照）、『報告書』（案）について全体で意見出しを行った。 

 

■調整ワーキングの報告（事務局より） 

 調整ワーキングは、2月 24日（日）14時から 16時半、市民センター1階第 7

会議室で行った。10人のメンバー有志が参加し、事務局と進行役でまとめた『報

告書』の「たたき台」をもとに意見交換した。 

 本日の市民会議に示している『報告書』（案）は、この調整ワーキングでの検

討を反映して作成したものである。 

 ワーキングで検討した主な論点は、①『報告書』の表現の仕方、②条例を「見

守る」「見直す」しくみのまとめ方、③多数意見の扱い、特に住民投票のしくみ

のまとめ方、であった。 

 

■『報告書』（案）の説明（全体進行役より） 

 資料 4 の 1 ページは、『報告書』（案）の目次と市民会議での検討内容の対応

がわかるようにまとめた図である。 

 2 ページでは、『報告書』（案）のまとめ方の方針を示しており、基本的には、

昨年 10月にまとめた『中間報告』をもとにして、それ以降の市民会議での検討

内容や『中間報告』に対する市民アンケートの結果を追加する形でまとめた。 

 「3-A．自治（まちづくり）に関わる主体の整理」は、前ページの主体の図に

関連させてこの位置に入れた。どんな用語にするかは条文化の際の検討に譲る

が、市民会議で整理した基本となる考え方を示している。 

 「3-B．自治基本条例の「前文」で表現すること」は、グループワークで作っ

た短文について、理由付き投票で絞り込んだ結果をもとにまとめた。 

 4の「各主体の役割」や 5の「しくみ」には、市民アンケートで出された意見

を追加している。また、市民アンケートで、5の「しくみ」の「例」が単なる意

見の羅列に見えるとの意見があったので、自治基本条例にはここまで詳細なし

くみを盛り込むわけではないものの、市民感覚で出された意見がわかるように

列挙した旨の説明を追記した。 

 「5-C. 住民投票のしくみ」は、あらかじめ示した 2つの案と皆さんから出さ

れた 3つめの案について検討したが、理由付き投票ではそれぞれに支持があり、

1つに絞り込むのは難しいので、それぞれの支持意見を載せて整理した。 

 「5-D．自治基本条例を見守る・見直すためのしくみ」は、前回の市民会議で

出た意見を整理して載せている。調整ワーキングで、「見守る」「見直す」の意

味がわかりづらいとの意見があったため説明を入れた。また、1年のような短期

で「見直す」という意見は、市民会議メンバーとして条例制定後も関わってい

きたいとの意図であるととらえたため、ここには載せなかった。 

 「6．今後に向けて」は、条例制定後に向けたメッセージとして、わかりやす
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い条例にするための工夫、自治基本条例の制定後に取り組みたいこと、自治基

本条例の名称、をまとめたものである。「条例の名称」については、前回の市民

会議で付箋に書かれたアイデアを、ねらい・理由も含めてそのまま載せている。 

 

■『報告書』（案）への意見出し 

 『報告書』（案）について、「検討すべき点（意見）」や「確認したい点（質問）」

を出し合った。全員に順番にマイクを回し、発言は進行役が付箋に書きとって、

前方に貼り出した拡大コピーした『報告書』（案）に付箋を貼り付けた。 

※ 意見出しの内容は、下記の「■『報告書』（案）について全体検討」にまと

めて記載した。 

 

3．『報告書』をまとめる（つづき） 

 休憩後、『報告書』（案）について出た意見、質問について、全体で検討した。 

 

■『報告書』（案）について全体検討 

 「検討すべき点（意見）」や「確認したい点（質問）」として出された内容を

整理し、全体で検討して、対応を確認した。発言は進行役が付箋に書きとって、

拡大コピーした『報告書』（案）に貼り付けた。 

【『報告書』（案）への意見出しと全体検討の結果は、8～12ページを参照】 

 

全体検討 ※ ●＝意見・質問、◎＝修正対応 

 

〔表紙〕 

● 表紙がカタイ。題名を柔らかくしたり、イラストを入れたりしてはどうか。 

⇒◎市民会議の『報告書』という趣旨を踏まえ、メンバーやその関係者などが

イラストを描く方向で対応する。 

 

〔はじめに〕 

● 「自治基本条例を守り、活用して、元気な東村山をつくろう」という思い

を入れたい。 

⇒◎市民会議メンバーの思いを記述している「はじめに」の部分に、そういっ

た趣旨の記述を入れる方向で対応する。 

 

〔1ページ〕 

● 「公助」「共助」の記述はあるが、最も大切な「自助」の記述も必要である。 

⇒●自治（まちづくり）が「公助（市政）」と「共助（市民活動）」の両輪で成

り立つことを示す意図で、「公助」「共助」のみとしている。（全体進行役） 



4 

 

〔4ページ〕 

● 「有権者・納税者としての自覚をもち」とあるが、「共助」のためには、「ま

ちづくりの担い手としての自覚」も必要である。 

⇒●文章としては、「有権者・納税者としての自覚をもち、市政（公助）に積極

的に参加するとともに」でいったん切れる。市民活動（共助）については、

文章の後半で表現している。（全体進行役） 

 

〔5ページ〕 

● どこに何を書くと具体的にいえないが、もっと「東村山らしさ」がほしい。 

⇒●『報告書』（案）ではこれまでの検討をまとめており、東村山市の成り立ち・

特色を「「前文」で表現すること」に入れてある。（全体進行役） 

● 「水がめ」は「水が、め」と誤って読んでしまう。漢字にした方がよい。 

⇒◎「水がめ」は漢字表記にし、（ ）書きで読み仮名を入れる方向で対応する。 

 

〔6ページ〕 

● 「市の財政に配慮しながら」という文言はあるが、明確に「借金の削減」

と入れたい。 

⇒●自治基本条例は基本ルールであり、中立的な表現に配慮した。（全体進行役） 

 

〔7～8ページ〕 

● 市民会議に参加し、市のことを学んだことで意見がいえるようになった。

市民の役割として「市の成り立ちや特色に関心をもつ」と入れたい。 

⇒◎市民の役割として、「市の成り立ちや特色に関心をもつ」という趣旨の記述

を、公助、共助のどちらにも入れる方向で対応する。 

 

〔10～14ページ〕 

● しくみの「例」は不要ではないか。 

⇒●不要ではないが多すぎる。「例」はそれぞれ 2、3個に絞ってはどうか。 

 ●しくみの「例」は、たくさんあることで、むしろわかりやすくなっている。 

 ●市民会議や市民アンケートで出された「しくみ」は、例示にあるような詳

細なレベルのものなので、市民感覚が伝わるように、できるだけ列挙する方

針でまとめた。いくつかを選ぶとしたら根拠が必要になる。（全体進行役） 

● 例示するとしても、「例」という表記は必要ないのではないか。 

⇒●「例」という表記が 1行目だけにあるので、1 行目だけが例示だと思える。 

 ●市民アンケートの意見で、ここに列挙されている詳細なしくみが条例に盛

り込まれると誤解している意見もあったため、「例」と表記することで、あ
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くまで例示であることを示す必要がある。（全体進行役） 

 ●「例」が全体にかかっていることがわかるように、四角で囲ったり、「例」

という文字の位置を変えたりしてはどうか。 

 ●見やすさやページに収めるための行数の関係もある。（全体進行役） 

 ●『報告書』は市民が直接活用するものではなく、自治基本条例市民参画推

進審議会で活用されるものなので、意味するところが伝わればよい。 

 

〔15ページ〕 

● 「「伝家の宝刀」であるべきである」は、「である」の繰り返しになるので、

「「伝家の宝刀」となるべきである」の方がよい。 

⇒◎「である」の繰り返しにならない記述とする方向で対応する。 

 

〔16ページ〕 

● 「その他」にあるような意見は、条例に盛り込むしくみというより、今後

の取り組みなので、提言という形で表現したい。 

⇒●『報告書』に載っているすべてが提言であると考えてよい。（全体進行役） 

● 自治基本条例の運用を評価するための基準を示す必要がある。 

⇒◎市民会議で検討する時間はないため、自治基本条例の運用体制を整える段

階で検討してほしい旨の記述を入れる方向で対応する。 

 

〔17ページ〕 

● 学校で自治基本条例を学ぶためにも、中学生にわかる表現が大切である。 

⇒●中学生にわかることにこだわると、言いたいことが表わせない懸念がある。 

 ●客観的な基準として中学校の教科書レベルの用語を使うとしているが、自

治基本条例や住民投票も教科書に出ている。（全体進行役） 

● 「今後に向けて」は、『報告書』の最後で思いを表現する形にまとめたい。 

⇒●「はじめに」を設けたので、「おわりに」は設けなかった。必要があれば、

「はじめに」に加えることはできる。 

● 自治基本条例の活用方法について盛り込みたい。 

⇒●前回の市民会議で検討し、「自治基本条例の制定後に取り組みたいこと」に

盛り込んである内容が、活用方法にあたる。（全体進行役） 

● 「市民会議メンバーで会をつくる」とあるが、具体的なプランがあるのか。 

⇒●皆さんから出た意見なので、皆さんの動き次第となるだろう。（全体進行役） 

 ●会をつくるには連絡手段が必要なので、最初だけは市の協力がほしい。 

 

〔全体〕 

● 「企業」という表現だと、「個人事業主」などが入らなくなる。「事業法人
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及び個人事業主」や「企業等」のような表現にしたい。 

⇒◎何が含まれるかを注記したうえで、「企業」だけでないことがわかる趣旨の

表現にする方向で対応する。 

● 自治基本条例のもつ強制力について記述したい。 

⇒●罰則のある条例ではないので、強制力とまではいえない。ただし、自治基

本条例に沿って制度が整備され、市長や市議会が動いているかを判断する際

の基準になる。また、市民にとっても、市政や市民活動で積極的に役割を果

たすと規定されれば、自ら動くことを求められる根拠になる。（全体進行役） 

● 議会では、議会基本条例を検討中と聞いた。議会基本条例と自治基本条例

の関係性を説明してほしい。 

⇒●議会の理念条例としての議会基本条例について、１４名の委員会で検討し

ている。自治基本条例と同時期（検討期間 1～2 年）を目途に検討されてい

る。（議会事務局） 

 

その他意見 

○ 時間をかけてやってきた成果がよくまとめられている。 

○ 自治基本条例を一言でいえば、「東村山をよくするために皆で意見を出し合

いましょう」ということだと思う。 

○ 市民会議の議論は『報告書』に反映されていると思うので、趣旨をきちん

と取り入れて条文化してほしい。 

○ 『報告書』の内容が自治基本条例に反映されるかチェックしていきたい。 

○ 自治基本条例がどんなふうにできるのか、今後も見守っていきたい。 

 

■まとめ 

 全体検討で確認した追加や修正を、事務局と進行役で反映したうえで、（案）

をとって『報告書』とすることが、市民会議メンバーの拍手で承認された。 

 

■全体進行役あいさつ 

 長期間にわたる無作為抽出の市民会議は、おそらく全国で初めての例であっ

た。自治基本条例について知らない市民がほとんどという段階から、『報告書』

をまとめる段階まで来られたのは素晴らしいことである。 

 自治基本条例は、自治（まちづくり）の基本ルールであり、すぐに何かが変

わるものではないかもしれない。しかし、その本質は、自治（まちづくり）に

対する市民の姿勢が変わることにあるといえる。例えば、税金というのは、強

制的にとられるものと考えると受け身の関わり方になるが、個々にはできない

ことを皆でお金を出し合ってやるものと考えると前向きな関わり方になる。こ

れまでは、誰かがやってくれるものと思っていたものを、自分たちのことだと
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思うことで、自治（まちづくり）のあり方は間違いなく変わってくる。 

 この市民会議を通じて、皆さんは他の市民に先駆けて、そういう市民として

の姿勢の変化を遂げてきたといえる。今後は、自治基本条例の活用を通じて、

他の市民にも自治（まちづくり）への姿勢の変化を広げていってほしい。 

 

閉会 

 市民会議の最終回にあたり、事務局の司会のもと、市民会議の最年少メンバ

ーによる市長への『報告書』提出、市長あいさつ、メンバー及びサポート団体

への感謝状の授与を行った。市民会議のメンバーは最年長者が、サポート団体

は学生グループのメンバーが代表して、市長からの感謝状を受け取った。 

 その後、全員で記念写真の撮影を行い、市民会議の最終回を閉会した。 

 

■市長あいさつ 

 平成 23年 10月にスタートした市民会議は、1年半の間、毎月 1回のペースで

会議を行ってきた。様々な議論を経てまとまった『報告書』に込められた、皆

さんの市への思いや願いを重く受け止めている。先ほど、この『報告書』の内

容がきちんと自治基本条例に反映されるのかというご意見があったが、できる

限り反映させたいと思っている。 

 このような市民会議を無作為抽出で行ったのは、おそらく日本でも初めての

ことだと思う。長期間しかも無報酬で、難しい話題を議論するという会議だっ

たが、当初の半分くらいのメンバーで最後まで続けることができた。これもま

ちをよくしたいという皆さんの思いの表れであり、心から感謝している。 

 これからの新しい東村山市の自治をつくる礎になる取り組みでもあり、市長

に就任以来、「みんなでつくるみんなの東村山市」を掲げ、皆さんに市民として

の責任と自覚をもってほしいと言ってきたことが、1つの大きな形になった。市

役所としても日々の業務に邁進していきたい。 

 今後は、自治基本条例市民参画推進審議会で条文化の議論をしていくことに

なるが、それらの議論は公開で行い、結果は広く皆さんに知らせていくつもり

である。また、条文ができた後には、パブリックコメントやフォーラムなどを

通じて意見を聴取する予定なので、積極的に参加して、『報告書』の内容が反映

されているかをチェックしてほしい。 

 最後に、市民会議の運営に携わったサポート団体の皆さん、ファシリテータ

ーの皆さんに、心から御礼を申し上げたい。 


