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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 平成２５年度 第１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５月２０日（月）午後２時３０分～午後４時３０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）、江藤委員、紺野委員、細田委員、當間委員、 

櫻井委員、平沼委員 

（ 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 

●欠席者：原田委員、罍委員、小町委員 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 ５名 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会             

２ 議題 

 (１) 自治基本条例策定市民会議『報告書』を受けて 

 (２) 今後の条例案策定の進め方について 

 (３) 委員の改選について 

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 

  配付資料の確認後、傍聴の可否について議論が行われ、今回は傍聴可と決議された。 

 

 

２ 議題 

(１) 自治基本条例策定市民会議『報告書』を受けて 

 

【会長】 

これについて、事務局から説明をお願いしたい。 

 

【事務局】 

平成２３年１０月から今年３月まで行われた東村山自治基本条例策定市民会議は、３月で終了

した。これまで出された議論をまとめたものが『報告書』である。 

この『報告書』が条例に盛り込む要素とその内容、骨子となり、今年度から実際に条例案づく

りということになる。 

この『報告書』は、「方向性を決めてこうしてください」というような書きぶりというよりは、

出された多くの意見を整理し網羅的にまとめられているもの。 
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【会長】 

市民会議の皆さんのいろいろなご意見を集約したという意味では、今後、論点になるところは

どこか、質問とか自由な形で意見をいただきたい。 

 

【委員】 

市民会議で出されていたのが、小平市と所沢市だったが、それに則って、その部分の議論にな

りそうなところを質問していけばいいということか。 

 

【会長】 

こういったものがあるということで近隣自治体のものが出された。今後市民の皆様のご意見を

踏まえ、どんな案をつくっていくかということになるので、あくまで参考資料ということで配付さ

れたものと理解している。 

 

【委員】 

年齢や、外国人をどうするかとか、そういったことに関しては、あまり具体的なことは無かっ

た。その辺は敏感になると思うので、議論になると思う。 

 

【会長】 

事務局、ずっと市民会議全体を眺めていて、その辺の論点みたいなものはどうだったか。 

 

【事務局】 

外国人の参政権は、アンケート等で意見はあったが、それほど深く議論はされていない。年齢

については、住民投票のしくみという回があり、その中で何歳以上がよいかというようなご意見も

出たが、これがよいというような方向性については、今のところ出ていない。 

 

【会長】 

結論的なことは出していないけれども、議論はあったということか。例えば住民投票でも、参

加のいろいろな権利でも１８歳とか１６歳とか２０歳とか、いろいろなご意見があるのかと。 

 

【事務局】 

住民投票については、当市ではどういうかたちがよいかということが議論された。何歳以上が

どうこうというよりは、どのようなタイプが良いのか、それぞれのメリット、デメリットについて、

それについて議論しようという内容になっているので、何歳以上という意見はあったものの、議論

はそこまでは深まってはいなかったという印象。 

 

【委員】 

市民会議の中で、こどもが市政に関わるということが大事だという言葉はあったが、議論とし

てあまりされてこなかった。そこを何らかの形で検討していくことが必要。 

住民投票のことも、例えば市民会議で、どの割合が多かったとか、この意見が多かったとかと

いうことがあれば参考にしたいと思う。 

 

【委員】 

これに関連し、１月２０日の市民会議の資料１“住民投票のあり方を検討する”というところ

の９頁からに関してだが、９頁の●の意見が９件、②の案件については、はるかに多く、③につい
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ては今説明があったとおり。この資料を見た時に、意見の多いものが、意見としてこれがいいとい

うふうに判断された件数だろうと思ったが、説明をいただきたい。 

 

【事務局】 

多数決ではなく、こういうようなタイプがありますということで、今既存の制度で全国的、一

般的な傾向ということ。１番目は直接請求、地方自治法で法的に担保されているもので、２番目は

他の自治体で住民投票条例等を設けて実施されているもの。それについて、メリット、デメリット

を出した後、私はこう思うということを付箋で貼っていただき、理由も付記いただいた。 

その付箋の票数というのが、委員がおっしゃった票数で分かれているというようなこと。 

 

【委員】 

“大事にすること”ということで、高齢者に配慮したというような表現になったことは事実だ

が、社会的に発言の力が弱いけれども発言したいということに配慮するというような議論があった

ように記憶している。 

年齢とか、国籍とか、障害だとかそういうことに対して、どのように配慮していくということ

までは、条例で書くべきかわからないが、話し合ったような記録とかあったか。 

 

【事務局】 

自治（まちづくり）が機能するための「しくみ」ということで、各グループに分かれて話しあ

っていただく中で、例えば、高齢者を大事にするとか、年齢、性別、障害によらず参加できるよう

にするとか、盛り込まれているような状況であった。 

 

【会長】 

いろいろ意見を羅列していただいた形になっているが、議論になった、意見がぶつかったよう

なところはないか。 

 

【事務局】 

論点が分かれて議論になるということは特段なかったように見受けられた。 

 

【委員】 

自分達の手で東村山のまちをつくろうという熱意が伝わってきた。 

“条文”と考えると、どうやって条文に盛り込んでいくかということが大きな課題。そこをど

ういう形で、どう盛っていくかということを、まず考えなければならないと思う。 

前文の中で、「東村山らしさ」というか、「東村山でないと」というものを出せると思うので、

しっかり考えていかなければいけないと思う。 

住民投票の件は、例えば小平の例では、５０％の投票者がいないと開票しないということを後

で付け足したようなことが新聞に書いてあった。 

そういう意味で、ずっと施行していく間に見直さなければいけないところが出てくると思う。

その時に、市民の皆様の意向が反映されるため、見直すためのしくみというところで討議されてい

るように、その辺の条文をつくった方がいいのでは。 

これが市民の皆様にもわかりやすい条例ということで、伝わるような方法、これが最高規範な

のか、そうではないのかその辺の討議もしていただけるといい。 

 

【会長】 
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条例というのは市民の方が一生懸命議論していただいても出来上がると、そっけなくて、何だ

これはというところはあるが、折角ご議論いただいたことを条文に反映していくということ、どこ

までこの条例に書きこむのかという問題があると思う。 

そんな点も今後条文化する時には、行政側にはしっかり考えていただかなくてはいけないとこ

ろかと思う。市民の皆さんのご意見が上手に反映されているかどうかご審議いただくのが、この審

議会の大きな役割だと思うので、そういった意味では、今の意見をしっかり踏まえて、今後の条例

策定作業というのを見ていきたいと思う。 

それから、最高規範については、議論があったか。 

 

【事務局】 

市民会議の中では特に議論はなかったが、最初の６回は学習期間ということで、東村山市の現

状や課題の共有を積み重ねてきた。その中で、自治基本条例は全国の事例では最高法規性を謳って

いたり、あるいはそういう意味合いを持たせて運用されていたりすることを情報提供させていただ

き、市民会議の皆さんも認識され、その上で議論を重ねていただいた。 

 

【会長】 

ある程度前提として、議論の前にあったということ。 

最高規範というと、憲法とか日本の法律より上かということではなく、条例は憲法、法律の範

囲以内において制定されるということが、日本国憲法にも書いてあるので、憲法・法律の範囲の中

で、制定されることになる。 

自治体におけるひとつの基本的なルールとして、東村山において議論いただいたというのは間

違いないと思う。 

 

【委員】 

プロセスを大事にしようということなので、市民会議の方々が一生懸命やられていたというの

は、別紙のアンケートや振り返りシートを見ていただくと、こちらの方が非常に感じる部分がいっ

ぱいあるので、この辺をうまいこと盛り込んでいただく方が報告書としては伝わるか。 

これだけ自由に出していただいた意見を、いかに集約していくかが大変。前文と名称も、多く

の市民の皆さんに問いかけをしてもいいと思う。 

自治基本条例について、東村山市の活動を知っているかのアンケートは取ったことがあるか。 

 

【事務局】 

毎月のタウンミーティングで、関心度を会場の皆様に毎月聞いている。最初はそれほど関心を

持っていなかったのが、最近では６割ぐらいが何らかの形でご存知だという回答になってきた。 

この４月２９日の緑の祭典の会場で、「自治基本条例について知っていますか」というアンケー

トを実施した。１９０名の方に回答いただき、６１名が、自治基本条例について聞いたことがある、

知っているという回答だった。 

 

【会長】 

それが高いか低いかというのは難しい判断かと思うが、なお周知していくということ。 

 

【委員】 

だいたい想定ぐらいと思うが、実はこういうことをやっていると言うと、「何それ」と言われる

ことが多い。フェイスブックというより、最近はラインとかになるのかも知れないが、１日中スマ
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ートフォンをいじっているような人からも見ていただけるようなことも考えていただきたい。 

なるべく多くの市民の意見を聞いてつくりなさいということを、最初の審議会で意見を出させ

ていただいたから、市民の皆さんの思いがつまっているということを、絶対条例のどこかの部分に

残していただきたいと思う。 

 

【会長】 

一層の市民への周知といいますか、報告書に市民の皆さんが込めていただいた思いを、どうや

って形にしていくかということ、これもまた市民の皆さんにきちんとお知らせしていくということ

か。そういった点も今後考えていきたい。 

 

【委員】 

小平並びに所沢の基本条例は、施行されてどのようになったのか。人的要因とか予算的な問題、

できることとできないこと、二分化されてしまうのではないかと思うが。 

 

【事務局】 

小平市は自治基本条例の８章の中に行財政運営という項目があり、行財政運営の基本原則のそ

の中に、考え方として、市民の福祉の増進を図るため、市民の意思を的確にとらえ、民主的かつ効

率的に行財政を運営することを基本とするということが示されている。もうひとつは、小平市の将

来像を示す長期総合計画を定め、これに即して総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない

と謳っており、このことは、東村山市の総合計画で、将来都市像、基本構想、基本計画、実施計画

が重層的な構造になっているが、その下に行けば行くほど、施策が明らかになり、予算の計画が示

されるということになるので、それに即して総合的かつ計画的に市政運営しなさいということにな

る。間接的に市民の皆さんの意思を捉えた上で、定めた計画に基づいてやっていかなくてはならな

いということは書かれている。 

 

【委員】 

例えば市役所を休日も営業する、これは人的負担並びに財政的負担、市民が要望するのであれ

ばやむを得ず、職員に負担がかかる。市民は利便性が良いということになるが、例えば代休を取れ

ば、どこかで平日サービスが悪くなるとか、いろいろ出てくると思うが、あえて聞いてみたい。 

 

【事務局】 

行政のサービスは多種多様にあるが、体系的に整理する中で、そのニーズを裏の裏まで把握し、

条文案をつくっていかなくてはいけないと思う。直接対応することもあれば、考え方として、ここ

のところはきちんと押さえておくというようなことを意識しながら作業に努めてまいりたい。 

 

【委員】 

まだまだ自治基本条例に対しましては、市民の方へのＰＲが足りないという気がしたので、是

非１５万３千の一般市民に対してのＰＲを行政の方から働きかけていただきたい。これから具体的

な策定に入るが、一方で市民の方へのＰＲを是非浸透させていただきたい。 

集約した意見を、これから条例にいかに反映させるか、大変難しい困難な作業だと思うが、こ

こまできたので、行政には頑張っていただきたい。 

 

【事務局】 

まだまだ市民へのＰＲは必要だということは認識するところ。その一環として、リーフレット
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を、今後継続的に発行させていただき、市内のイベントでの配付や、市内公共施設にも設置し、尐

しでも目にとまる工夫をとらせていただきたい。そのほか継続的なＨＰの充実とか、職員の中にも

周知する体制を整える方策やスポット的な意見交換等を考えている。 

まだ計画ですが、市民向けの活動としまして、各町ごとに、基本的考えを題材にした意見交換

会やＰＲに努め、また市長が行っている月１回のタウンミーティングでも自治基本条例の話題に触

れていただきたいということ。 

条例案をつくりながら、並行して、市民の皆さんにどれだけ知っていただくかというところが

カギになると思う。 

 

【委員】 

 “～暮らせるまちをめざすために、自治基本条例を定めます。”とあるが、自治基本条例を定

めると、なぜ目指すことができるのかという文章がないと、とても分かりにくいと思う。 

それから、社会状況のことに関して、高齢化だけではなく、子どもの貧困化とか、ＤＶの問題

とか、たくさんあるので、ある程度盛り込んだ方がいいと思う。 

それから、市の財政に配慮しながら、やさしいまちづくりとあるが、私の中では、現状として、

市民が自助、公助していかないと立ちいかない状況で、こういった条例をつくって、いかに市民が

市政にかかわっていくということをみんなで考えないと、市はもたないという危機感を何らかの形

で出した方がいいのではないか。 

市政に意見を出して反映させるということはわかるが、市民が主役になって市政に関わってい

く中で、その表現があまり入っていない。今だと、ＮＰＯとか団体が市政に関わる場合でも、謝金

の問題でも、講師謝礼とか、すごく難しい。ただ単に市民が市政に直接関わるということが大事だ

となった時には、しくみが必要となり、何らかの形で盛り込んでいかなければいけないと思う。 

職員が市民会議と同じプログラムをやってきたと思いますが、最後のまとめはどうなったか。 

それから、議会基本条例をこれから策定するというので、こちらとのバランスがどうなるか。 

 

【事務局】 

報告書の中では、確かに部分的に抽象的な表現にとどまるものであるかも知れない。市民会議

の資料の中で出てきた具体的なキーワードをすべて記入している。条文案づくりの時にはそのこと

をもう一度引っ張り出しながら整理し、審議会委員の皆様にも、こういうことに基づいてこういう

文章が組み立てられるというところまで説明をしていきたい。 

 

【事務局】 

庁内検討については、今までの会議の経過を、庁内の基本的なルールということで形にしてい

こうということで現在調整中。盛り込まれる内容としては、ルール策定の目的や現状、市民参加と

政策形成過程のリンクのしかた、望ましい手法などを具体的な仕組みとして成文化といいますかマ

ニュアル化していくような形となる予定。 

 

【事務局】 

議会基本条例については、「議会基本条例制定を進める特別委員会」ができており、熱心な討議

がされている。議事録はこうあるべきだとか、市民に開かれた議会にするためにはどういう形でや

ればいいのかとかという検討項目を最初に洗い出し、それぞれの検討項目をひとつずつ議論されて

いる状況。議会基本条例が、いつ上がるかというのは、二元代表ですので、一方の機関ですので何

とも言えないが、議会は議会として熱心にご議論されているという状況。 
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【会長】 

議会基本条例については、基本的には議会のことであり、行政側市長側がご意見言ったりする

こともあるでしょうけれども、二元代表制なので、なかなか難しい問題だと思う。 

各委員から出されたご意見も含め、これからどう条文化していくか大変難しい作業になると思

う。この会議は市民の意見が条例をつくるのに反映されているかということを見守り、反映させて

いくことを目標とした会議ですので、論点整理しながら条例文原案を作成していきたい。 

 

【委員】 

市政は公助、例えば子育て支援などで、市の計画に対して直接市民が関わって不特定多数の方

にサービスを行うといった場合は何というのですか。 

例えば、ＤＶで困っているお母さんがいます。それを助けなくてはならないのは公助。委託と

指定管理はどう違うのか。 

 

【会長】 

法的には難しく、例えばふじみ野市でのプール事故では、委託したから民間で、共助で行政は

関係ないかというと、そんなことはなく、それも公の施設であるかどうかとか、過失が想定できた

かとか、いろいろなところが行政の責任が免除されたり、されなかったりという難しいところ。 

今、協働事業みたいなところで、行政のお金も使っているけれども共助みたいなところは事実

としてあり、議論がある。自助は自分でやるから、はっきりわかるが、共助と公助の線引きという

のは、なかなか難しいと思う。 

 

【委員】 

市政（公助）と市民活動（共助）、先生のおっしゃる真ん中の部分が曖昧で、これがどうなのか。

例えば、最初はＮＰＯの団体が補助金をもらって、行政に協力していただいて実施した事業があり、

それは市民に高いサービスをあげているということであり、そのあたりも明確にしないと。 

 

【会長】 

協働とか、中間的な領域について、ある程度分類化するとか、計画の中で入れていくとか、そ

ういうふうになってきているかと思う。 

そういうことをいうと、計画みたいなものを行政がつくって、さあやれと言われるのはおかし

いのではないかと、だから今度このような条例で市民の意見がきちんと入った上でやりましょう

と。協働というのは難しくて、条例で決めてやれということは、おかしいのではないかという人も

いる。市民の皆さん含めて一緒に考えて、では皆でやりましょうかというふうにならないと、ルー

ルとしても機能しないと思う。時期的にも過渡期で財政も厳しく、これからどういうふうにやって

いくのかが大きなテーマではないかと思う。 

 

【委員】 

市民を中心に置くという議論を丁寧にされた会議だったという印象。協働というものについて

よく考えてこの条例をつくっていくということが、市民を中心にするということを実現することに

なり、その実感が市民の参画しようという意思を生んでいくのではないか。 

 

【会長】 

それでは、今出されたいくつかの論点につき、今後の条例策定の中に、どのように反映される

とか、市民会議の皆さんのご意見がどのように条例の素案に反映されていくかということについ



8 

て、事務局の方ではきちんと踏まえていただきたい。 

また、市民の皆さんがこの条例に関心をもっていただけるようにご尽力いただきたい。 

 

 

(２) 今後の条例案策定の進め方について 

 

【会長】 

これにつきまして事務局から説明をお願いしたい。 

 

【事務局】 

条例案策定の進め方について説明する。 

資料１「条文案策定における基本的な考え方」、資料２「平成２５年度自治基本条例策定スケジ

ュール（案）」に基づき説明 

 

【会長】 

まず、資料１「条文案策定における基本的な考え方」について。 

この条文に盛り込まれる項目というのは、最終的なものではなくて、このようなものが市民の

皆さんの市民会議のご意見の中でもいくつかあるのではないかということ、また皆さんからもご意

見をいただくことになるかと思うが、いかがか。 

 

【委員】 

市民会議の方から出された中で、名称ということに関心を持った。『報告書』にこれだけ多くの

具体的な名前が挙がり、この条例に愛着・関心が高かったかということの表れだと思う。名称につ

きましては、市民の方にオープンにして、市民の方の意見を取り入れた形の名称にできたらよいの

では。 

それから、我々審議会がどういう形で具体的にこれから関わるのか。例えば前文が出た段階で、

それを審議するのか、それとも具体的な条文をある程度まとめて審議するのか。 

 

【会長】 

２番目の今後のスケジュールについて、関連して事務局からお願いしたい。 

 

【事務局】 

１点目の名称は、市民の皆様がわかりやすく且つ愛着を持っていただけるようにということで、

ほぼ一人ひとりから案が示されたということなので、是非その決め方も含めて審議いただきたい。 

もう１点の条文案は、基本的には、審議会で審議をいただきながら条文案をつくっていくとい

うことは説明させていただいている。 

 

【会長】 

この『報告書』を受け、市側で条例案をまず策定いただく。それが本当に市民の意見を反映し

ているのか、この審議会で議論しながら策定に向けて進めていくということでよろしいか。 

 

【委員】 

条文ができてから意見を聞くということでいいか。まだ意見を聞きますみたいなのは、前回私

たちが策定プロセスにはたくさんの市民に聞いてほしいということが活かされ、こういった丁寧な
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ことがされていると思うが、この『報告書』を皆さんで意見をくださいというのも難しかった。な

かなか条例の条文自体に活かす意見というのが、どれだけ言えているのか難しい。スケジュールに

も関わるが、職員の方々がつくった条文を審議するのか、まだ意見を聞くのか。 

 

【会長】 

もちろん意見も聞くが、何もなくて意見を聞いてもまた同じというか、皆さんが議論されたが

その中でいくつか論点が出てきて、更に何か意見ありますかといってもなかなかまとまっていかな

いだろう。たたき台みたいなものはないと議論ができないかと理解している。 

事務局の考えと私の意見が合っているか分からないが、カチッとした何条何々とやるのか、も

っとやわらかいこういう内容を書くとするのかは、これから詰めなくてはならないと思うが、事務

局はどう考えるか。 

 

【事務局】 

たたき台を私どもと審議会委員の皆さんとつくり、９月頃からたたき台についての具体的にご

意見をいただけるような展開を市民の皆さんに対して行うと考えている。 

 

【会長】 

市民会議が土台になって、あるいはその前に行われた市民討議会とか、いろいろなご意見を今

までやってきて、それを踏まえて行政がたたき台をつくるということになる。たたき台に、きちん

と市民の意見が反映されているのかいないのか、市民のためにつくられていくのかどうかというの

を議論していく。それと並行して、例えば仮称市民意見交換会とか、パブリックコメントとか、タ

ウンミーティングとか、そういったところと並行して議論をいただきながら、最終的には市長のご

決断の中で案ができ、二元代表制の市長から議会にご提案をいただくというのが、最終的なところ

で、議会の最終的な意思決定を経てこの条例ができていくということだと思う。 

 

【委員】 

市民会議の中で、子どもたちが自治基本条例に対してどういうふうなことを学んでいるのかと

いうことに対して、中学校ですでに学んでいるという回答だった。タウンミーティングを見ていて

も、年齢の高い方は参加して意見を言うが、若い人達は選挙に行かない、政治に関心が薄いので、

周知の点で例えば、中学生に自治基本条例をつくるからみんなだったらどれがいいと、アンケート

とか投票してもらうとか、小学生に、まちが今変わろうとしているよ、みんなだったらどんなまち

がいいみたいな絵を描いてもらうとか、子どもたちが関わることで親がそこから気づくというか。。 

 

【委員】 

１２月ぐらいに答申というスケジュールだと思うが、審議会を何回ぐらい開いて、議題がどう

いう感じで進むのか。 

 

【会長】 

事務局、何か考えがあるか。 

 

【事務局】 

今のところ５回ぐらいを考えている。１回目は本日だが、２回目３回目あたりでたたき台が出

せればいいのかと。その途中で、市民意見交換会とか、意見募集とか、ご意見を伺いながら審議会

に報告させていただく。それを反映した段階で４回目５回目に答申に向けてさらに審議いただき、
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答申いただければと考えている。 

 

【委員】 

今日は、この部分を精査するというような作業が明確になっていると参加しやすい。 

皆さんお忙しいが、例えば、今日は前文とか、今日は何条から何条までとかいうのが事前にわ

かっていて、尐し勉強しながら参加をするような環境をつくっていただけたらと思う。 

 

【事務局】 

ご指摘の点は、できるかぎり対応させていただきたい。回数につきましては、会長とも相談を

させていただき、一定の作業時間や、市民の皆さんに投げて、また戻していく期間を考慮した上で、

最終的には１２月ぐらいの議会上程を目指す、そういった制約的な時間の区切りの中で最大限進め

て行けるように組んでみたもの。 

 

【会長】 

その点、配慮いただくようお願いしたい。 

 

【委員】 

細かい運用の仕方、例えばしくみのようなものも同時につくっていかないと、ただの紙になっ

てしまう。そういった計画はあるか。 

 

【事務局】 

解釈や運用というのも、わかりやすい条例にならないと、親しみとか自分のまちの条例という

ことで、皆さんに知っていただかないと困るので、同時につくっていければと考える。 

 

 

(３) 委員の改選について 

 

【会長】 

今月で審議会の条例上の任期が切れるということで、３年間に亘って、この審議会、いろいろ

な議論をしてきて、その間に市民討議会もあったり、市民会議で皆さんの熱心なご議論があったり

ということでやってきた。 

今後の進め方、スケジュールというところでいうと、市長に後でお話しいただけると思います

が、12 月には議会に出したいとお考えのようである。そういった点では、進め方を事務局とよく

ご相談させていただきたいとともに、効率的な審議のために、きちんと事前にこういうことを議論

するということを、出していきたい。 

先程、事務局の考えと市長の考えを伺ったが、次の議題が審議会の任期が切れるということで、

６月以降のことをどうするかということがないと、なかなか動きもできない。そういった点では、、

これについて、これは市長からお話しいただくことでよろしいか。 

 

【市長】 

この間、審議会の先生方には３年間にわたって慎重にご審議いただき、昨年度１年、ほとんど

審議会は市民会議の議論の推移を見守るというようなことで、ご議論を見守っていただいた。 

先程から申し上げているように、できれば今年度条例を議会の方に上程させていただき、なん

とか御賛同いただいて市制施行５０周年となります来年度（平成２６年度）に、できれば施行して
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いきたいと考えている。 

この間真摯にご議論いただいた委員の皆様には、条例案が出来上がるまで、是非引き続き委員

をお願いできればと、私どもとしては考えている次第なので、公私ともにお忙しい皆様方ではある

が、これまでの経過をご存知の方々に引き続きご審議をいただくのがベターかと考えている。是非

よろしくご理解のほどお願いしたい。 

 

【会長】 

今、市長から、あと１年ぐらいの中でというお考えが示され、その間につきましては継続して

やっていただきたいというお話をいただいたが、何かご意見はあるか。 

 

【委員】 

市民会議の代表とか希望者が入られるということを希望したい。 

 

【会長】 

これは条例上設置されている審議会で、議会で決めていただいているので、勝手に変えられな

い。もっともだと思うが、そういった方向が可能かどうか、また選び方も難しい。やりたい方が１

０人とか２０人いたらどうするかとか、事務局と相談ということでよろしいか。 

 

【委員】 

次に決まる。どういう形で決めるか。 

 

【会長】 

ただ、これは委嘱という作業をしなくてはならず、その為にもう一回会議を開くというのも。 

 

【委員】 

一応、今回で終わっている。 

 

【会長】 

だから次に委員をどう委嘱するか、条例に基づいて市長のお決めになること。その点について

は私の方からもご意見を踏まえて、できるだけその方向で。市民会議から例えば２名とかになると、

もう一度市民会議の皆さんに集まって頂いて決めるのかとか、そういうことも。 

 

【委員】 

もしよければ、一般参加の人を。 

 

【会長】 

そこは条例上、公募委員である。やりなおしたら市民会議ではない方が入るかもしれない。公

募だから。それは条例とかに基づいてやらないと。この委員最後のお仕事として事務局と詰めさせ

ていただきたい。それでよろしいか。 

公募委員を公募し直すことはあるが、公募するときに他の市民の皆さんに平等ではないといけ

ないとか、そういう問題も出るので、例えば、市民会議の方に入っていただくということが条例上

できるかどうか、その場合に、120 人の方からどうやって選ぶか、事務局と調整させていただきた

いと思うが、よろしいか。 
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３ その他 

 

【市長】 

一昨年の１０月から１年半をかけ、市民会議の皆さんが協議し、『報告書』にまとめていただい

たものがお手元にあろうかと思う。いわゆる無作為抽出型で長期に亘り最終的にも４０名前後の方

がずっとご協議いただいたのは、多分全国でもまれ、初めてのケースではないか。 

これを読ませていただくと、我々が目指す新たな条例のいわば魂のようなものがすべて記述さ

れているのではないかと受け止めている。 

これをベースに、たたき台となるものを起草させていただき、再度審議会の皆さんに、ここが

足りない、あるいはこれは多いのではといったことを今後ご審議いただくことになろうかと思う。 

条例の名称自体も、自治基本条例という名前にこだわるつもりは全くない。名称からして、市

民の皆さん、市議会、我々行政が、どうすればよいまちがつくれるかが、ポイントになるだろう。 

いくつか課題宿題を頂いたので、会長と協議し、できれば我々としては、委員の皆さんに継続

していただいて、より議論を深めていただきたい、そして何とか最終的な成案を創りあげて議会に

お諮りさせていただきたいと考えている。引き続き皆様のご指導ご協力をお願いしたい。 

 

【会長】 

事務局から連絡事項はあるか。 

 

【事務局】 

次回日程については、再調整させていただきたい。 

 

【会長】 

回数の問題、委員の任命の問題、どんなやり方があるか検討しながら進めていきたい。 

以上を以て、第１回の審議会を終了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


