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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 平成２５年度 第３回東村山市自治基本条例市民参画推進審議会 

開 催 日 時 平成２５年９月３日（火）午後７時１０分～午後９時４０分 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委 員）牛山委員（会長）、罍委員（副会長）、武田委員、江藤委員、紺野委員、 

細田委員、當間委員、櫻井委員、平沼委員、小町委員 

（ 市 ）渡部市長、荒井副市長 

（事務局）諸田経営政策部長、東村経営政策部次長、山田企画政策課長、 

安保企画政策課長補佐、中島企画政策課主任 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 ４名 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 議題「条例案の検討」 

３ その他 

４ 閉会 

問い合わせ先 

審議会事務局（東村山市役所経営政策部企画政策課内） 

〒189-8501 東村山市本町１－２－３  

電話 042－393－5111（内線 2214） 

会  議  経  過  

１ 開会 

  配付資料の確認と情報提供を行った。 

 

２ 議題「条例案の検討」 

 

【会長】 

議題「条例案の検討」について、事務局より説明を願いたい。 

 

【事務局】 

８月２日開催の第２回審議会で出た意見は下記のとおり。 

○ 前文に自然が豊か、人権の核である全生園を書きこんだらどうかという意見があり、前文に反

映した。 

○ 第４次総合計画のように、この条例においてもキャッチフレーズのような文言を入れたらどう

かという意見もあり、“みんなで創る、みんなの東村山”という言葉を、前文に明文化した。 

○ 市民の定義について、基本条例であることから、位置づけは必要という意見や、法律や条例で

市民と書かれた時に同じ意味を示すとは限らないというような意見もあった。現段階は、多様

な議論があると考えられることから、条文には含めていない。 

○ 市民会議で集約された市民が中心の自治（まちづくり）は、基本理念に反映した。 

○ 市民参加や協働、住民投票の書き方をどうするかという意見は、市民参加、協働は理念的な書

きぶりに留め、住民投票は、請求要件、投票要件のみを明記し、その他は別に条例に定めるこ

ととした。 

○ 「わいわいトーキング」のテーマは、市民の定義、市民参加のあり方、まちづくりなどの意見
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が出され、準備期間及び当日の開催時間４時間という時間を考慮し、検討された意見をいただ

いた。 

８月１８日の市民意見交換会では、「あなたが主役の東村山」と題して開催された。 

当日の参加者は４８名であり、参加者は、「どんな行政サービスを利用しているか」について自

己紹介とともに情報交換した後、「わたしの市政への参加」「わたしの地域活動」の２点を主な話題

として、市民参加や情報共有に関することについてグループ討議した。 

どんな行政サービスを利用しているかは、市内公共施設の利用、サービス利用などや、意見表

明、まちのイベント参加という意見があった。これらは、市民の権利として「公共的サービスを受

けること」「自主的・主体的にまちづくりに参加すること」を明文化した。 

「わたしの市民参加」、「わたしの地域活動」に関して、情報を共有するうえで「若い世代には

活動の情報が一切来ない」「市に情報提供にかかわって欲しい」などが出た。これらは、「市の保有

する情報は市民のもの」「市政の状況を正しく判断する」ためのものと集約した。 

市民参加は、「タウンミーティングに参加したい」「こういう機会に参加したい」という意見が

ある一方、「参加したいが、仕事や家族の健康上の都合等の事情で参加できない」「参加のきっかけ

が欲しい」などの意見があった。 

これらを受け、市民参加についての、「しくみや手法の整備」、「市政に参加しない、参加できな

い人に対する配慮」が求められていると考えている。 

地域コミュニティについて、「現在行っている活動を無理なく楽しくやる」「近所の人達と気持

ちの良い関係を保ち、助けを必要する人に手を貸す」などの意見がある一方、「家庭の事情で参加

できない」「積極的には参加しない」という意見を踏まえ、“地域コミュニティ”の位置づけなどに

反映した。 

これらを条文案として整理したものが、「たたき台」である。 

構成は、前文、総則、市民、議会、市長・職員、情報の共有と管理、市民参加・協働、地域コ

ミュニティ、市政運営、住民投票、国及び他の地方公共団体との関係、見守り・検証等、そして附

則という１１章立てで整理した。 

前文では、東村山の特徴である水とみどり、東村山の歴史に触れながら、東村山らしさとして

の人権、なぜ自治基本条例をつくるのかの内容である。 

総則。目的では、基本理念と基本原則を定め、まちづくりに必要な事項を定めるとした。 

「用語の定義」「他の条例との整合」を抜き、「基本理念」「基本原則」を位置付け、統合した。

前回の審議会でも議論となった「市民の定義」については、定義そのものの性格上、解釈を明確に

しなければならない一方で、範囲を限定することになるので、用語の定義をしたほうがよいのかど

うか、するとすれば何について定義をするかなども、議論いただきたい。 

「基本理念」では、「市民は自治の中心である」ことを明記し、市民と、市民から自治の一部を

信託された市議会・市長・職員は情報共有に努めるとともに、それぞれの役割と責務を果たし、一

人ひとりの安全、尊厳、自由が尊重されながら、互いにつながり、支え合い、公共の福祉と調和す

る自立した地域社会の創造ということを掲げた。このことを達成するために、「基本原則」では、

情報共有の原則、市民参加の原則、協働の原則の３点を掲げた。 

「市民」。市民の権利と市民の役割をうたっている。特に市民は公共のサービスを受ける権利・

情報の共有・主体的なまちづくりへの参加という権利を有するとうたっている。 

市民の役割として、市政に関心を持ち、基本理念に基づいてまちづくりに参加するよう努める

とした。実態として、全員が全員市政に参加できるかどうかというと、難しいところもあるが、参

加するよう努めるとした。 

「議会」。議会基本条例策定を特別委員会にて進めていることから、市民会議で話があった「議

会の役割」「開かれた議会」「議員の役割」を定め、残りは委任するとした。 
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「市長・職員」。市長は、市の代表としてリーダーシップを発揮し方向性を示す。公平公正、誠

実に市民の声を聞き、それを反映しながら職務遂行することを責務とした。これらは市民会議の報

告書、市民会議の皆さんから議論された内容である。 

「職員の責務」は、市長等を補助する者として法令等を遵守する等記載した。 

「情報の共有と管理」。情報の共有では、市が保有する情報は市民のものとの認識に立ち、市民

参加や協働の基盤となるものであり、市民が市政の状況を正しく判断できるよう、市政に関する情

報を分かりやすく公表するよう努めるという、市への義務を課した。 

情報の管理では、適正管理、情報公開、個人情報保護など、それぞれの条例等に委任とした。 

「市民参加・協働」。市民参加については、市政推進の様々な場面において、市民参加の機会と

場の確保を行うとともに、現実に市政に参加しない人、あるいはできない人、こうした方々に対し

て、どういう形で参加していただけるのか、あるいは声を出していただけるのかということについ

て、その仕組みや手法の整備に努めるという行政側の義務を課した。協働としては、市は協働の推

進及び関係する活動の支援を行うとともに、進め方に関して留意事項を踏まえるよう努めるとし

た。 

「地域コミュニティ」。互いに助け合い、活力にあふれる豊かな暮らしを目指すためのまとまり

又はその活動と位置づけ、市民会議等からの意見を踏まえ、市民及び市は互いに助け合い、まちの

課題の共有及び解決に努める、市は必要な情報、人材、各種資源の提供など必要な支援を行うとし

た。 

「市政運営」。「総合計画を柱とする行政運営」、「行財政改革大綱」、「市民意向の反映」、「市政

の評価」に整理した。現在、市では、総合計画と行財政改革大綱を両輪とし、基本構想を議会の議

決事項と位置付け、最上位計画である総合計画を、自治基本条例の中に位置づけ、自治基本条例の

重みを持たせるとともに、各分野別計画の策定・変更時は、この過程に則して行うものとした。 

行財政改革大綱は、市財政運営を効率的・効果的に進めていくために、行財政改革大綱を策定

するとともに、財源の確保に努め、限られた財源の中で最大限の効果を出せるようにという、地方

自治法第２条第１４項の趣旨に沿った市政運営をするよう位置づけた。 

市民意向の反映は、前回まで「合意形成」としていたが、合意形成の程度や状態について事務

局内でも議論があったことから、このような文言に変えた。市政運営を進めるに当たり、主要な事

項については市民意向を反映するように努めること、熟議の機会を設け、必要に応じて幅広い市民

意向の調査を行うことをうたっている。同時に、市長は自ら住民投票の発議権を持っている。これ

からネットワーク社会等の進展を考えると、市民意向の反映のしくみも多岐多様にわたることか

ら、時代変化に対応し常に効果的なものを模索するなど不断の努力をすることをうたっている。 

市政の評価は、より良い市政運営に資することを目的とした上で、市長が自ら評価するほか、

市民が市政を評価するしくみも定期的に担保し、結果はわかりやすく広く公表し、市政に反映して

いくこととした。 

「住民投票」。常設型の住民投票となるので、議会の議決を経る住民投票と、議会の議決を要せ

ず行われる住民投票の性格の違いを考え、議会の議決という決定の重みに相応する請求が必要では

ないかと考え、市政に関する事項について、住民投票を実施することができるとした。ただし、市

の権限に属さないもの、住民投票をやったとしても、その効果を市として活かしようがないもの、

あるいは法令の規定に違反するもの等は、その効果が期待されないことから、対象外とした。投票

の結果は、尊重しなければならないとした。 

請求要件は、議会の議決の重みを考え、市議会議員及び市長の選挙権を持つ市民が請求資格者

となるのではと考える。連署数は、直近の市議会議員の投票総数の１／２を超えるものの連署で請

求可能とした。既に議会で議決した内容に対して行うという場合も多くあり、議員を選んだ１／２

の市民となるので、その範囲が必要と考える。ただし、あまりにも投票率が低い場合は、請求資格
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者総数の１／６を超える者の連署とした。１／３を最低として、その半数程度、その１／２という

ことで１／６として考えた。 

逆に、あまりにも投票率が高い場合、投票総数の１／２が請求資格者総数の１／３以上になる

と、地方自治法７８条の議会の解散請求、８１条の長の解職請求等の請求要件となる請求資格者総

数の１／３を適用して、１／３を超えるものとした。 

また、市議会議員の過半数の連署で発議可能とした。議会開会中であれば、議員提出議案とし

て住民投票条例制定の議案を出し、過半数の議決があれば実施できるが、閉会中、議員の過半数が

連署した場合には、議会を開催することなく発議することを可能とした。 

投票資格者は、請求資格者と同様とした。 

その他、常設型の住民投票制度についてこの条例で一通り定めるとなると、成立要件や投票・

開票の方法等、必要な事項を明記することが必要となり、この項目だけが膨れてしまい、また、項

目ごとに様々な論点があり、別途検討が必要なものもあることから、必要最尐限の項目をこの条例

で定めることとし、その他は、別に条例で定めることとした。 

「国及び他の地方公共団体との関係」。対等・協力の関係であるから、役割分担を明確にし広域

的・共通的課題の解決には相互連携を図るとした。 

「見守り・検証等」。この条例の内容に沿って市政が行われているか、関連制度が整えられてい

るかを市民参加のしくみや機会を活用し見守るとともに、条例の内容について施行状況を検証し、

（仮称）自治見守り審議会のような組織を別につくり、報告するものとした。この条例を改正する

場合には、あらかじめ多くの市民に意見を聞くことを義務付け、その結果を付して議会に上程する

こととし、住民投票に関する条文の改正をする場合には、恣意的な改正がないよう、議会上程前に、

改正前の方法による住民投票を実施し、上程に当たっては、その結果についても出していくことと

した。この条例の廃止も同様に、本当にこの条例を廃止することを市民が望んでいるのかどうかと

いうことを、まず住民投票を行い、その結果とともに議会に上程するとした。 

また、委任事項として必要な事項は別に定めるとした。 

以上が本条例の概略的な説明である。 

 

【会長】 

説明された「たたき台」等について意見をいただきたいが、市長が到着されたのでご挨拶いた

だいてから審議に入りたい。 

 

【市長】 

市議会９月定例会初日の所信表明でも申し述べたが、今年の夏、いわゆる自治基本条例を日本

で最初に制定された北海道のニセコ町に行った。札幌から車で２時間ぐらい、羊蹄山の麓の小さな

町であるが、年間１４５万人もの観光客が訪れる北海道有数のリゾート地になっている。 

今、日本全国では人口減尐が進んでいる中で、北海道では数尐ない人口増加の町である。本州

からの移住者が増加し観光に携わる新たな仕事等に従事され、移住される方には、まちづくり基本

条例により、まちが目指すべき方向性、様々な住民活動があるということなどが大きな魅力になっ

ているようである。自治の活性化が、まさにまちの活性化に繋がっている好事例を拝見することが

できた。 

これから地域をどうすれば元気にし、住民の皆さんが生き生きと生きていく地域づくりができ

るのか、それが大きなポイントではないかと考えている。そんな問題意識を持ちつつ、これまで様々

な市民の皆さんにご教示いただいてきた内容を踏まえ、前回示した骨子に基づいて、事務局と私ど

もで協議をし今日提案させていただいた条例の骨子をつくった。まだ、不備な点や、こなれていな

い文言もあり、考え方としてどうかという点もあろうかと思うが、市民会議の１８ヶ月の議論、そ
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して当審議会のこれまでのご意見等も踏まえてつくらせていただいた。限られた時間だが、慎重な

るご審議をいただいて、東村山市の自治が活性化し、まち全体の活性化に繋がるよう、名称も含め

て論議をお願い申し上げたい。 

 

【会長】 

只今事務局の説明に対し、質問、ご意見等出していただきたい。 

 

【委員】 

スケジュールをどのように考えているか。 

 

【事務局】 

概ね５回程度、今日が３回目となる。「たたき台」に基づいて、意見募集も挟みながらご議論い

ただき、できれば１０月、１１月ぐらいにはご答申いただければという形で考えている。 

 

【委員】 

住民投票だが、地方自治法で定められている１／５０。これは条例ができても生きているとい

う解釈でよろしいか。 

 

【事務局】 

ご意見のとおり。 

 

【委員】 

市民に提示するときにこの文章を柔らかくしたものを一緒につけるとか、運用の計画について

もある程度考えて一緒に提示するということはあるか。 

 

【事務局】 

その点は、市民会議でもわかりやすく、浸透するようにという意見があり十分考慮していきた

いと考えている。一方で、条例なので、法文ということも踏まえなければならない。それらを満た

せるよう努めていきたい。その点は、審議会のご審議をいただきたい。 

 

【会長】 

この法文自体をどうするかということもあるが、今の質問の趣旨としては、この条文に併せて

解説書みたいなものや、今後の運用の見通しみたいなことを示せるかということ。 

 

【事務局】 

わかりやすい解説や啓発用のパンフレットは、条例案が固まり次第、あるいは固まっていく段

階で検討させていただきたい。 

 

【委員】 

条例の中に「別に定める」とあるが、既存の条例で定めてあるものと、これから定めなくては

いけないものが混在していると思う。前回の説明だと住民投票に関しては、自治基本条例の中に書

き込むのではないかと思っていたが、今日の案は違っていると思った。 

市民参加・協働、地域コミュニティについては、頑張って推進している自治体については、そ

ういう条例も用意されていることが多い。「別に定める」とは書いていないが、どう考えるか。 
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【市長】 

第５章の情報の共有と管理について、「情報の管理」のところの３項で、「第２項で定めるもの

のほか、情報の開示及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定めます」というのは、これは

既にある当市の公開条例や個人情報保護条例を指すもので、既存の条例がある。 

第９章の住民投票では、委任ということで、「この章に定めるもののほか、住民投票に関し必要

な事項は、別に条例で定めます。」とした。前回までは、できれば住民投票についてはこの条例の

中に全て書き込んだ方がいいのではと思っていたが、前回の審議会で、委員より、条例全体のバラ

ンスの中でどうかというご指摘をいただいた。住民投票の条文を全部入れると、住民投票条例プラ

スちょっとという条例になってしまう。成立要件については、特に隣の市の状況などがあることか

ら、もう尐し議論を深め必要な事務的なことについての条例は別に定めたいと現時点では考え、今

回はこういう提案にした。多分同時にはお示しできないと考え、後日あまり間を置かずに、別途条

例案を議会の方に提案しなければならないと考える。 

ニセコでも、住民投票については、住民投票をすることができるという記載で、後は全て別の

条例に委任されている。私どもの方は常設型で、こういう場合にはやれますということと、請求者

の資格、投票者の資格までは取りあえず記載した。 

それから、市民参加・協働、地域コミュニティについて、別途条例を定めないのかということ

については、現時点では別に委任していないので、定める考えはない。 

市民参加の手法は、非常に多種多様なやり方があり、人数を限っての参加をお願いすることに

なる。今後も仕組みや手法の整備に努めるということにさせていただいて、今後も市民参加の様々

な手法の開発については努めていかなければならないと考えており、条例で定めるのがいいのか、

あるいは指針とか計画とか、そういうレベルでお示しした方がいいのか、そこはまたご意見を頂き

ながら考えたい。 

 

【委員】 

住民投票に関しては、突っ込んだ話し合いを、例えばこういうたたき台があってどう考えるか

というような意見交換という場が、実際には無かったように思う。議会の議決と同等の重みを持た

せることが必要との考え方で設計してあるという事務局の説明について、その考え方が妥当か、市

民の方に諮る必要があったのでは、という思いもある。 

市民参加については、今までも第４次総合計画の時のワークショップとか、いろいろな形で見

てきたが、サイレントマジョリティと言われる人達の声も聞くことが必要だという言い方だったと

思う。でも、サイレントマジョリティの人たちの声だけではなく、いろいろな活動を積極的に支え

てきた市民の方達の声も聞きつつ、つくっていかなければいけないと考える。市民活動をどんどん

やっているようなＮＰＯなどの参加しやすいものも進めていただきたい。様々な手法の研究も続け

ていくというふうに表明してくださったが、今回の自治基本条例には、具体的な盛り込みがなく終

わってしまうのかというような思いが残る。 

 

【委員】 

別に定めるという部分が何カ所かあるが、こういう時は、国の法律だと何で定めるかを必ず明

記するのが原則。はっきりしている場合は、この条例の場合も何に委任したのか分かるように書い

たほうがいい。情報公開と個人情報保護はすでに条例があるから、ここは、「別に条例で定めます」

とはっきり書いておいた方がいい。 

住民投票のところは、別に条例で定めると書いていなかった。何で定めるかそもそも決まって

いない場合は書きようがないかもしれないが、そういう立法の仕方はあまり望ましくない。 
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普通、条例の最後の委任は規則で決めることが多い。ただ本当に全部規則で定めていいのかと

いう印象はある。そこはなるべく明確にした方がいい。 

 

【会長】 

最後の委任は必要なら別に規則で定める。ただそれが、自治基本条例だから規則で全部やって

しまっていいかのようなご指摘か。 

 

【委員】 

この条例が委任できるのは、この条例を執行するのに必要な事項に限られることになるから、

だから規則でいいと思う。規則では、住民の権利義務に関することは定められないから、何か別に

住民の権利義務に関わることを決めなければいけないとなれば、その時点でまた別に条例をつくら

なければいけない。だから、ここは規則にしておいていいのではないか。 

 

【会長】 

法制的な整理となるので、事務局でしっかりと吟味すること。 

 

【委員】 

市の権限に属さない事項は除くと書いてあるが、これがまちづくりにとっておかしいのではな

いかという時に、投票できなくなる。本当にこれでいいのか。 

 

【会長】 

９章の初めの条の２項、住民投票の対象から除くことが書いてあり、第１号 市の権限に属さな

い事項ということで、これをどうするか。 

 

【委員】 

新潟県巻町の原発問題、あれは市の権限に属さない問題で住民投票をやって、賛成する人も反

対する人も、住民投票を通じて原発の問題を積極的に議論して、まち全体が賛成反対問わずに原発

問題の理解が深まったということがある。 

それから、選挙権を有する者について。自治基本条例の市民の意見を聞く時には、確か１８歳

以上だったか、１６歳以上だったかに呼びかけて聞いている。聞くだけ聞いて、住民投票の条項が

２０歳というのは。多くの市が１８歳以上となっているので、全体的な住民投票条例を制定してい

る自治体の流れから見ても、今１８歳以上の人に選挙権を持たそうという流れもあるわけだから、

ここは１８歳以上も含めて検討されるべきと思う。 

それから、直近の市議選の投票率で、ころころ変わるというのは、なんとなくすっきりしない

という感じを持っている。例えば１／１０とか、できれば、他の自治体のものも示してほしい。 

 

【委員】 

一番厳しいところで１／３、ゆるやかなところで１／１０。 

法律の規定を見ると、今一番署名数が尐ないのは、地方自治法の条例の制定から入る直接請求

で１／５０。ただ１／５０の署名を集めて提案しても、議会が可決しないと成立しないので、結局

議会が判断する。だから、入口の要件は低くなる。 

一番法律で厳しいのはリコールの投票で、有権者の１／３以上が必要。これは１／３が集まる

と、必ず投票が行われて、しかも結果に拘束力がある。この条例の投票制度は、拘束力はもたせな

いのに１／３で、法律で拘束力があるのと同じというのは、相場としてきついのではないか。 
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もうひとつ参考になるのは、合併特例法の合併協議会の設置の賛否を問う住民投票というのが

あるが、これは１／６で、拘束力がある。 

こうしてみると、拘束力の無い状況だったら、１／１０～１／６ぐらいか。 

 

【会長】 

考え方として、議会との関係とか位置づけとか、政治的な力関係の問題とかも関わってくるの

で難しい。 

ちなみに巻町の場合は、原発をつくるか否かというのは、巻町の権限に属するわけではないと

思うが、町有地を売却するということもあったので、結果的には住民投票をやって、町有地を売却

しないとできないという関係はあった。 

某学会にてある先生は、そもそも諮問的な投票ということであれば、できるという意見を述べ

られ、もう一人の先生はドイツの例を挙げて、裁判所の命令で実施できなくなった、つまり法令上

できないと言っていた。そういう議論が学説的にあるのではないか。 

 

【委員】 

ドイツでできなかったというのは、多分それは州の権限ではなく連邦の権限だったと思う。欧

米で住民投票というと、それは拘束力があるものが前提。そう考えれば、州の投票で州の権限に属

さないことを投票するわけにはいかないのは、ある意味当然である。結果は、拘束力があるから、

そういう違いがあることが大前提となる。 

 

【会長】 

関連して、吉野川で住民投票を行った結果、権限に属していないのに建設できなくなった。と

いうことは、住民投票の重みが高まっており、結果的に、諮問的投票とは言いながら、実際、四街

道市とか佐久市、いずれも公共施設の建築に関する住民投票で全部断念した。それで言うと、住民

投票の結果はかなり拘束力があり、法令では拘束力を持っていないけれど政治的に持ちつつある。

ハードルを上げたり下げたりということ自体によって、市長が結果を尊重する度合いが低くなって

くるとならないか。 

 

【委員】 

住民投票の拘束力だが、今まで日本で行われた住民投票で合併以外の争点のもの、地域の重要

問題について投票が行われた例というのは、この間の小平市の例で２１件目。そもそも住民投票す

ることが非常に難しいが、投票の結果を見てみると今まで公然と無視された例が１件しかない。沖

縄の米軍基地縮小みたいなものを除けば、ほとんど結果は尊重されている。拘束型であっても非拘

束型であっても、結果が重みを持つというのはそのとおりである。ある争点について、はっきり住

民の意思が示されるからその点では民主的な正当性は高い。 

 

【会長】 

投票の要件について、実施されると重みがあるということになると、実施にあたって当然慎重

になる。要件と結果の尊重、ハードルが低ければ低いほど、これは参考だから従わなくていいとい

う論理に逆に繋がったりはしないか。 

 

【委員】 

投票をやったのに投票率がすごく低かったという状況の下では、長の尊重というのは低くなる

と言わざるを得ない。ただ、最初の署名数と関係があるのかというと、それは直接関係が無いよう
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な気がする。市議会の議決に対抗する意味を持つので直近の選挙の投票率をリンクさせるというこ

とだが、投票が必要かどうかという話は、市議会の決定とリンクするかというと、必ずしもそうで

ない場合もある。市議会がある条例を制定したのに、市長が再議権を行使すると、今度は２／３の

賛成が無いと通らなくなる。結果、その政策ができなくなってしまう。これはおかしいから住民投

票してほしいという場合は、市議会は決めてくれているから、直近の市議会選挙の投票率と関係な

い話になる。今のは極端な例だが、住民投票の必要性というのは、直近の市議会選挙の投票率とリ

ンクするかというとしないような気がする。 

 

【委員】 

選挙の前に、公開討論会などをやって選挙の投票率を上げ、政治に関心を持ってもらおうとや

っている中で、投票率が上がった方が住民投票の請求がしづらくなるのは、問題があるのかと思う。 

例えば、市議に当選する最低得票数、１,５００ぐらいあればできてもいいのかと。 

 

【委員】 

この投票率も含めて、この審議会での議論はあるが、ここではまず作って議会で議論していた

だくと。議会の意向と違うこともあるだろうし、それはそれで、またいいのではないか。 

 

【会長】 

議会での議論がどうかではなく、議会がそもそも市にとって大事なもの、住民代表の正当な機

関である。市議会というのは住民の代表で選ばれているから、議会を尊重するという意味で、住民

投票をどう位置付けるかという意味で申上げた。 

 

【委員】 

相当難しい内容になってきた。自治基本条例のまさに一番重いところが常設型住民投票の議論

に出て来ているのではないか。そうすると、議論がいろいろ分かれているように、今日は結論が出

ないだろう。もう尐しいろいろな角度からこの辺は、検討しなければいけないのではないか。 

 

【会長】 

今日は、できるだけご議論いただいて、もう一度次の会に向けて整理したい。 

今、年齢のことが出たが、要は法令に従うと。例えば今、憲法改正するために、国民投票を行

う関連で１８歳に公職選挙法を改めるという動きもある。そうすると、自治基本条例の規定も自動

的に１８歳になる。２０歳にした方がいいと言っているわけではなく、現行法令上は２０歳になる

が、公職選挙法が変われば１８歳になるというのがこの案と理解してよろしいか。 

 

【委員】 

最近はむしろ新しい動きを条例がリードしていく時代だ。住民投票制度は、国の法律がいつで

きるかわからないから、地方から進んでいる。だから東村山市では、住民投票の投票資格者を何歳

からにするのか、選挙に合せるのか、あまり国の法律と関連づけて考えない方がいいのでは。 

署名数や投票の対象等、１２月までの間に、皆が結論を出すのは非常に難しいと思う。長いと

ころは３年ぐらいでやっと決まっている。だから、この自治基本条例の段階では、常設型のものを

つくって、その資格さえも別に条例で定めるとしておいた方が、むしろいいかもしれない。ここで

出来る限り議論してコンセンサスが得られればそれを盛り込めばいいが、無理なら条例に委任した

方がいいかもしれない。 
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【会長】 

全くおっしゃるとおりだが、この審議会は、この条例策定にあたって市民参加行われているか、

それで条例ができているかを審議するという役割もあるので、ここは行政側のお考え、この審議会

ではなくて、市民の皆さんの検討委員会の中で議論があり、それを踏まえて行政がどう受け取るか

ということがあり、詳細な規定を短期間で規定するのは難しいので、この条例では、大枠を書いて、

今後市民の皆様の議論による制度設計をした方がいいという意見としてよいか。 

 

【委員】 

今、決まらなかったら、別の機会に慎重に議論する方がいい。もし、この「市の権限に属さな

い事項は駄目」と書いたとすると、いつ、誰が、それを判断するかということが問題。しかも、誰

かが駄目だと言えてしまう制度だとそれは常設型の住民投票制度ではなくなる。 

 

【会長】 

その他適当でない事項というのを決めるのは誰か。 

 

【委員】 

他の自治体で条例にこう書いているが、誰がそれを判断するか。市民がそれに不満だったらど

うするのかと聞くと、誰も答えられない。 

 

【会長】 

この点は、事務局に考えを伺うしかないが、今の問題提起も踏まえて検討していただくという

ことでよろしいか。 

 

【委員】 

多分、そんなこと誰も考えていないだろう。だから、にわかに事務局の方に答えを求めても、

すぐ答えは出ないと思う。 

 

【会長】 

その点については、検討していただきたい。 

 

【委員】 

市民会議の報告書を見ても、金がかかるからあまりやらないようにハードルを高くした方がい

いだろうみたいな意見が出ていましたので、それで多分ハードルを高めに設定しているのかと。な

るべく実施されないような形を、市民も反面そういうことを望んでいるような意見が出ていたとい

うふうに感じた。 

これだけ条文がある中で、どうしても第９章が重い。実際、市民会議の時もそれほど住民投票

については、あまりやっていなかった。私も、この条例の中では尐し軽く触れておいて、別に住民

投票だけについて、市民会議なり何なりで議論を深く進めた方がいいのではないかと感じた。 

先程の市長の話にもあったように、まちが、こういうビジョンを持って目指しているんだとい

うみたいなことを、もっと市民に訴えられるような、そんな条例であればいいのかと。市民参画に

ついて、もっと住民投票以外にもやれることがあると思うので、もう尐し全体を見られるような形

になるといいのかと思う。 

 

【会長】 
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いただいた案件については、市民参加の仕組みにも関わると思う。住民投票については本当に

いろいろご意見いただいたが、それを踏まえて再検討いただきたい。 

この市民参加については、市民参加条例とか、市民参加制度とか、必ず行政側がそれについて

は必ず意見を聞くとか、検討しなくてはいけないとか、いう制度の設計だと思う。そういった意味

で、ここで何らかの条例の制定を求めた方がいいのではないかというご意見もあるし、それに関わ

らず、市民参加のあたりで皆さんからご意見があればいただきたい。 

 

【委員】 

住民投票した場合、開票するかしないか、パーセンテージの問題については別の条例を定める

という考えでよいか。それから、市の権限に属さない事項についてできないと書いてあるが、市長

は市政に関する事項について直接市民の意向を問うため住民投票を実施するということなので、市

民の意向というのは幅広くいろいろあると思う。市のこと、都のこと、国のこと、民間のことがあ

ると思う。この意味と、（１）から（３）について、どのように意味合いを取るのか明確ではない。

市民の意向は、いろいろあるということを踏まえて検討しなければいけないと思う。 

 

【会長】 

市政に関する事項というのは、どう読むか。 

 

【委員】 

全くおっしゃるとおりで、ある意味で矛盾するんですよね。市民に問うということと、これは

駄目だと言っていることが。 

 

【会長】 

住民投票は、とりあえずよろしいか。市民参加について。 

 

【委員】 

前文では東村山はこんなところですとあり、その後４行で、条例を定める意味みたいなことが

書いてある。住民が主体となって協働すべきというようなことで、何故住民が主体となって市と協

働してまちづくりが必要なのか、そのために何故自治基本条例なのかということが弱いかと。もう

尐しきちっと書いた方がいいかと思う。 

それから、基本理念のところが、これを読んでいくと、市議会・市長・職員が頑張るみたいに

取れてしまう。住民が積極的に参加することに読み取れない気がする。市民間で助け合うとか読み

とれないとか、協和という言葉が難しいとか、と感じる。 

市民参加のところでも、「市長は」と書いてある。この位置では、例えば「住民は」こうあった

方がいいという書き方ではないかと思っていた。意見は聞くけれど、市長や職員が頑張るのではな

くて、市民も一緒に頑張るというのが協働だと思う。 

条例の位置づけが書いておらず、最高規範にするのかどうかが問題になったが、この条例を尊

重して、制定や改廃を決めるというようなことが文章として入っているか、これからつくるものに

関して、この条例と整合性を図るという文章がこの中にあるか。 

用語の定義が無いが、住民とした場合に、通学者とか通勤者というと、子どもが入らなくなる

可能性があって、例えば東村山は子どもを大事にするということであれば、子どもの意見を尊重す

るみたいな一文がどこかにあってもいいという気がする。 

 

【会長】 
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まず、最初の前文についてのご意見、これは意見として記録していただき、他の委員の方から

反論がなければ検討いただきたい。 

おそらく市民参加のところは、市民参加とか協働と言いながら、「市長は」の文言しかないと、

それは協働になっていないのではないかというようなことかと思う。 

 

【委員】 

私も、そう感じる。そもそもこの条例の理念、“みんなで創るみんなの東村山”ということで、

周囲みんなの意見を聞くということ。むしろ市民がこの条例をつくったという形を目指していたわ

けだから、そういうような文章を入れればいいのでは。 

 

【委員】 

市民会議の最終報告の中で、市民が中心であると、しっかりした理念になっているものを含め

ても、前文の中にそういう位置づけをはっきり書くべきだと思った。委員と同様の印象。 

 

【会長】 

市民参加とか、その位置づけについてご意見をいただいた。この条例の位置づけという条文が

無いではないか。第１１章に、市民はこの条例を踏まえて市政が行われているか云々というところ

で、見守りという項目に、この条例を踏まえてやられているかということがあるが、その前提とな

る部分というのは、無いということでよろしいか。 

 

【事務局】 

そのとおり。 

 

【会長】 

今のところないが、委員としては、置いた方がいいか。 

 

【委員】 

そう思う。用語の定義については、ものによっては、子どもの意見も聞くということも前提と

して、はっきりしてしまうと、むしろ抑制がかかる。はっきり、通勤通学が市民と書いてしまうと、

子どもが入らないと、そういうことではなかったか。 

 

【委員】 

市民という言葉は、非常に多義的だから、置かれている文脈で意味が違ってくる。住んでいる

人全部を含む場合もあれば、例えば住民投票だったら投票資格者に限られてくる。あるいは、子ど

もを大事にしようという文脈で言われていれば、当然子どもも入ってくるだろうし、かえって定義

してしまうと窮屈になってしまうから、むしろ柔軟に文脈の中で、概念の相対性と言うか、あまり

如実に定義しないという方法もある。 

 

【委員】 

これを読んで、私も入ると思えば入ると思っていいか。 

 

【委員】 

条文ごとに、この場合、市民は誰を指すのかと考えればいい。健全な常識で考えて、ちゃんと

解釈で決まるように条文をつくれば、わざわざ定義しなくても済むだろう。 
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【委員】 

前回、「わいわいトーキング」で意向を聞けばということがあったが、質問されていたのか。 

 

【事務局】 

その辺も踏まえて討議テーマを練り、市民参加については「私の地域活動」に関する事として、

行政サービスとしてはどのような利用を受けているか、というようなことも伺った。様々な市民の

方がいらっしゃるということがわかった。野球のコーチとか、住民票の交付とか、公共施設の利用

とか様々な関わり方がある。様々な形で市民が関わっているということがわかったことと、縛ると

いうことについては、検討した結果、あまり縛りを持たせなずむしろ解釈を持たせた方がいいだろ

うと考えている。 

 

【委員】 

市民参加のところで、市政に参加しない人又はできない人に配慮するように努めますという文

章があるが、人権のまちだと謳っているということは、参加できない人よりも、参加したいけれど

困難性を抱えている人、例えば、子どもとか、障害をお持ちとか、実は参加したいという気持ちは

あるけれども、なかなかしにくい人に対して配慮するというような文言が、ここには欲しいと考え

る。参加しない人、参加できない人という言葉は、どういうことを想定して書かれたのか。 

 

【事務局】 

参加したいけれども家庭の事情とか仕事で時間が無いとかということで、参加できない方もい

る。「わいわいトーキング」でも意見が出た。一方、積極的には参加しないという意見が出た。市

民参加の様々な手法をもって、市民の方の意見を聞いて市政に反映しようというようなことは考え

るが、その裏側には大多数の方々がいる。参加できない、あるいはしないという方もいる。あるい

は選挙を通じて議員さんや市長に委ねているという方々もいるという意味で、そういう方にもなる

べく配慮するような形で、仕組みを整えていきたいというようなニュアンスで書いている。 

 

【会長】 

要するに、参加強制にならないよう、いろいろな意味で、しない、したくない、できない人と

いうことを書いたということか。 

 

【事務局】 

そのとおり。 

 

【委員】 

この参加というのは、市民と同じくらい多義的な言葉だと思う。選挙にも行かないし、あらゆ

る市の行事に一切関心が無い、ただ住んでいるだけ。そういう人も、住民税を払っているわけです

から、参加しない人がいるということを書いてしまうことに違和感はあるのではないか。おそらく

条文としては、参加できない人もいるし、協働や参加をうるさく感じる人もいるから、そういう人

に配慮しますという趣旨だと思う。だったら、それは当たり前のことだから書かなくてもいいかも

しれないし、参加しない人がいるということは、書いてしまうのは変な感じがする。 

 

【委員】 

この条例でみんな目指しているものと、相反することをあえて書くのは。 
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【委員】 

書かなくていい感じがする。 

 

【会長】 

市民の皆さんの中から、そういうご意見が出ていることを、どう反映するかということもあり

ますから、そういう趣旨を踏まえてどうするか。 

 

【委員】 

そういう声は尐数派だった印象を受けた。「わいわいトーキング」に出た方達は、何らかの形で

参画していきたい、感想はほとんどそういうものだと前向きに捉えるほうがいいと思う。 

 

【委員】 

参加しない人は、手を上げないのではないか。 

 

【会長】 

尐数だからそうじゃないと言ってしまうのはどうか。参加しなさいと書いてあると、嫌な人も

いるから、そういう人も尊重した方がいいのではというご意見。 

 

【委員】 

市民参加に、政策や施策の立案。実施及び評価の過程とあるが、この条文からいう市民参加と

いうのは、ここに絞られると理解するべきか。いろいろな市民参加の形があると思う。例えば納税

も市民参加だと思うが、そこはどうか。 

 

【会長】 

市民参加というのはいろいろな形があり、納税だってある意味の市民参加だと思うし、そうい

った意味では、この市民参加という定義が何も置かれていないというと、この条例でいう市民参加

はどういうものかを定義するとか、もっと広く書きこむということもあり得るかもしれないし、そ

れは定義との関係で、市民参加のあり方についても、もう尐し検討ということでお願いしたい。 

 

【委員】 

前文の件だが、最初の部分はインパクトが伝わってこないので、もう尐し書いてほしいという

ところと、最後の第４段落のところを検討していただきたい。それから、総合計画に、市民の命を

最優先したまちづくりというのがあるが、今想定外のことがいろいろ起きて、例えば、子どもの虐

待などだが、いざという時に誰か踏み込めという時や、災害があった時にも、何かを待って行動す

るのではなく、市長の決断で踏み込めるとか、そういったものが、市民の命を最優先するというも

のを、第４章の市長の責務の中に入れていただけると、何かあった時にいいと常々思っている。も

しできたら、ここに入れてほしい。 

 

【会長】 

市長に、命を守る行動を未曾有の災害に際して、自主的に行動するように、そういったリーダ

ーシップを発揮してほしいというようなことがもう尐し強く出るようにしてはどうかということ。 

 

【委員】 

自治の基本理念というのは、いったい何なのかよくわからない。自治の基本理念は、住民福祉
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の向上が地方自治の本旨であるわけで、ここをきっちり述べた上で、お互いの助け合いとか、自主

協和の自治を進めるとしないと、地方自治の本旨が揺らぐのではないか。地方自治の本旨である住

民福祉の向上が後景に退いて、お互いの協力でそれをやっていくみたいな感じになる。基本理念と

いうからには、地方自治の本旨、地方自治法にもあるここを、きっちり裏付けた上で、こういう提

起をすべきでは。 

もうひとつは、市長が、企画、立案、実施、評価、そこにあらゆる段階で、情報公開に努める

ということを入れないと、住民参加という言葉だけ言っても。つまり情報公開と、市はこういうこ

とをやりますと、既に決まったことをお知らせするといった情報公開もあるだろうし、市はこうい

うことを、この予算の中でやりたいが、皆さんどう思うかという、そういう情報公開があってしま

るべきで、情報公開の位置づけを明確にすべきだと思う。 

もうひとつは、職員の責務で、国民全体の奉仕者だから、その心構えでという部分をはっきり

させる必要があるのではないか。職員が市長の補助者というだけの位置づけで本当にいいのか。ま

ずは市民全体を視野に置いて、市職員が全霊を傾けて、自分の持っている能力を発揮するというこ

の見地をはっきりさせないと、ちょっと違うのではないか。 

西口のビルの住民投票の時に議会で問題になったのは、今更これで反対と言われても、後ろに

下がることはできないというのが議会の意思だった。例えば国交省のホームページを見たら、一定

規模の大きな事業については、事前に実施する前、計画段階で関係住民の意見を聞くという項目が

あった。どこまで本当にやられているのかわからないが。だから、立案段階で、今市の財政はこう

いった状況だが、こういうことをやりたいと、これについて皆さんの意見はどうかぐらいのことを、

非常に重要な問題についてはやるということは、ここを自治基本条例でしっかり示していくことが

大事ではないか。そうしないと、住民参加というのは、きれいごとで言われるが、本当に住民が参

加するという道が開けないのではないか。この市のこれまでの経過の中でも、それが実証されてい

るのではないかと感じる。 

 

【委員】 

先程から、いろいろなことを盛り込みたいという意見がたくさん出てくるが、計画の立案の段

階で、市民参加をというのは、これもまた大問題。例えば、都市計画云々とかの段階で、住民の意

見を取り入れるというのは、すごく難しい。制度をつくろうと思ったら、相当考えてつくらないと、

うまくいかないし、法律に抵触してしまうことも起こる。気持はよくわかるが、市民参加のことで、

立案の段階から手法の整備に努めると書いてあるということは、この条例のもとで、これから考え

ていかなくてはならなくなる。具体的な制度は、非常に議論しなくていけない点があるので、この

段階ではこの程度になってしまうのかという気もする。 

 

【会長】 

条例の読み方としては盛り込まれていると理解して、細かいことについては、もう尐し議論し

て、別の制度なり条例なりをつくるということが、当然に検討されるのではないか。 

 

【委員】 

ここの文章だけではどうやって協働を進めるかはわからないし、条例ができた後に、どういう

形で立案に参加できるかとか、どの程度の段階で参加できるかとか、協働についても、すぐにでも

やっていただけないと、これが宝の持ち腐れになるのでは。 

「努めます」という文章ひとつ取っても、職員では「なければならない」という言い方をして

いるのに、こちらでは「努めます」という言い方になると、よく検討するはやらないみたいな。 
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【会長】 

これまでの経験とか経緯とか具体的な課題や問題があるのはよく分かる。ただ、具体的にその

制度をどうするかということは決められない。だからこの程度の規定でということ。 

 

【委員】 

運用に関して今後どうしていくか、多分全く決まっていない状況だと思うので、そこをしっか

りしてほしい。 

 

【会長】 

まだ、この条例が決まっていないから、条例が決まってから着手するということに当然なる。

条例がなくても着手しているなら、別に条例がつくらなくてもいい。この条例をつくるので、行政

としても、そういう取組みをしなければならないとか、努めなければならないというのが、条例に

書かれる以上やらなければならなくなる。その点については、まだ未検討であるというふうなご理

解をしていただければいいのかと思うが。 

 

【委員】 

条文というのも多義的で、具体的な協働の制度をつくるのは非常に難しい。ただ、最近の自治

基本条例を見ていると、協働は、自治の基本のひとつで、この際、もう尐し詳しく決めておこうと

いうスタンスのものが多い。ひとつ考えられるのは、協働についての条例制度を設ける趣旨がはっ

きりしているならば、別の条例をつくるということを、ここで宣言しておくというのも、ひとつの

手である。協働の制度も複雑で、ここで全部盛り込むのは難しい。 

 

【委員】 

先日の「わいわいトーキング」を傍聴した。４８名、参加する意思があって来られた方ですか

ら、市政への関心が高い方の集まりだと思いますが、その中で特徴的なことは、市主導でいろいろ

な仕掛け、市民討議会、市民会議、株主総会とやっていまして、こういうことに対する市民の関心

がだんだん高まっていると感じた。これは他の市でやらないことを東村山市で積極的にやっている

と市民の声が聞かれたので、ほっとした。 

もうひとつは、こういった仕掛けの中心となってやる方の中で、市長の力が強く、一方で市議

会議員は何をやっているかという意見が生の声として聞かれた。市民参加の中で、議会の役割をこ

の条例の中で、一歩踏み込んで盛り込んでもいいのでは。 

それから、市民参加、地域コミュニティにも関連し、自治会とか、ＮＰＯ。自治会は３１０自

治会あり、加入率５２％は多摩２６市の中で７位という位置づけで、決して低くはない。ただ、自

治会、ＮＰＯ等を、この条例の中で、どうやって位置付けるのか。それから社会福祉協議会。こう

いった地域活動の中で、もう尐し市民参加と地域コミュニティの文言を入れていただければいいの

では。 

 

【会長】 

ご検討いただきたい。 

議会のことは市民の様々なご意見もあり、規定していくことも必要と思うが、ひとつの課題と

しては、首長提案の条例案として提出されること。自治体政治は二元代表制ということで、住民か

ら直接公選の議会と直接公選の首長が直接いろいろなことを議論して牽制し合うという関係にあ

る中で、もちろん条例提案することは可能だと思うが、議会側がどう規定したいのかということに

ついても、一定の意見交換とか、議会基本条例を別途定められるということを検討されているよう
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だから、その中で議会がどう書かれるのか。条例間の整合性なども踏まえ、検討いただくというこ

とで、ここだけこういう表現になっていると思う。議会側とのご議論をお願いしたい。 

見守り・検証だが、改正に当たっての手続で、市長は～市民に意見を聴き～付議しなければな

らない。そして、２項で、主語は無くて、住民投票の各条を改正する必要があると判断したときは、

必ず住民投票を実施し、その結果を付して議会に付議しなければなりませんとなっている。これは、

主語がないので、同じように市長はということなのか。 

それから、条例の廃止は、市長はと書いてある。その市長に対して、義務を課すということは

可能かもしれないが、議会が勝手に改正するかもしれない。議員提案で改正は可能であり、議会に

こういう義務を課すことは地方自治法上難しいと思う。ここは整理をしないと、市長ばかりが提案

が難しくて、議会はすっと改正する手続きでいいかどうか、検討いただきたい。 

 

【委員】 

市長が廃止したいと思った時は厳格なのに、議会は議員提案で廃止できるというのは、確かに

変と言えば変だ。 

 

【会長】 

議会にそういう義務を課せるかというと、難しいと思う。必ず住民投票をやってから議決しろ

とかいうことは無理。整理が必要だと思う。 

 

【事務局】 

市長等を補助する者というのは、地方自治法上、執行機関の補助機関という言い方をする。執

行機関の中のひとつに市長がある。それを補助する者として、我々職員がいるという構図になる。

市民のための職員だということは、重々承知しており、わきまえた上で条文を作成している。 

 

【委員】 

整理すると、法律上、職員というのは市長の補助機関であり、職員が勝手に市長を無視して市

民のために奉仕することは許されない。補助機関だけれども、全体の奉仕者だから、補助機関とし

て全体のために頑張らなければいけないと、こういうふうに理解されたらいかがか。 

 

【委員】 

それにつきる。 

 

【市長】 

職員の位置づけは非常に難しくて、まさに民主政治の中で、主体として実際に公務をつかさど

って仕事をするが、一般職員については、選挙で選ばれた者ではないので、どうやって民衆的にコ

ントロールをされるかというと、法律の位置づけとしては、公選で選ばれる市長の補助機関という

位置づけである。補助機関たる職員というのは、公選で選ばれた市長と、公選で選ばれた議員の条

例によって、二重に民主的なコントロールを受けるというのは、法律の基本的な考え方になってい

るので、勝手に独自の判断で物事を進めるというのは、法律の趣旨からするとおかしな話になる。 

 

【会長】 

行政学でも、昔から大論争（フリードリッヒ・ファイナー論争）があり、要は市長が選挙で選

ばれた人だから、公務員は言ったとおりに絶対やらなくてはいけないという考え方と、行政官も公

務員として自分たちの持っている見識とか能力をきちんと市長に進言して市長の考え方を変える
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こともあり得るのではないかという論争を、ずっと昔からやっている。そういう公務員の位置づけ

の、一般的な学説と、法令上の補助機関だから、勝手に市長を無視してやっていいという法令上の

問題と両方を踏まえた書き方で、この条文の趣旨が、公務員というのは法令を順守して公平かつ誠

実に職務を遂行するということ。それに、市民のための行動を入れても、それは市長を無視して行

動するということにすぐに繋がるかということはあるから、条文趣旨として適切な、法令違反にな

らないような書き方で、委員のおっしゃった、職員の責務として市民のために頑張りなさいという

何らかの書き方を入れるのは、いいのではないか。その辺の整合性が取れるように、上手に条文を

つくっていただければと思う。 

次回に向けて、条文の整理をうまくやっていただきたい。なお、会議が終わった後に思い出し

たこととかあれば、１週間ぐらいのうちに事務局の方にお寄せいただきたい。この議事につきまし

ては、このぐらいでよろしいか。 

 

３ その他 

 

【会長】 

「その他」に移る。連絡事項があればお願いしたい。 

 

【事務局】 

日程のご案内。９月２６日午後７時１５分より開催となる。今日いただいた意見等を踏まえ、

事務局で再度検討・調整してお出ししたい。できれば事前配付し、ご検討していただくよう鋭意努

力させていただきたい。 

前回の会議録も、１週間ぐらいで気づいた点等あれば、事務局までお申し付けいただきたい。 

 

【会長】 

これで、すべて本日の審議事項については終了する。 

 

４ 閉会 

 

【副市長】 

大変長時間に亘りご熱心にご討議いただき、感謝申し上げる。本日、私どもは、“みんなで創る

みんなの東村山”を実現するための市政運営に関する事項を整理したつもりだが、運用上の疑問、

考えについて貴重なご意見をいただいたので、これから条文化し、成立させ、解釈を運用していく

立場から精査していく。次回もよろしくお願いしたい。 

 

 


