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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 平成２５年度 第２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８月２日（金）午後７時００分～午後９時２０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 ６名 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ 会長・副会長の互選 

４ 会議の公開及び傍聴の定めについて 

５ 市長あいさつ 

６ 議題 

 (１) 条例案の検討について 

 (２) 市民意見交換会について 

７ その他 

８ 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 委嘱状の交付 

  市長が前の公務の都合により遅れて出席したため、副市長が代わって各委員に委嘱状の交付を 

行った。 

 

３ 会長・副会長の互選 

  東村山市自治基本条例市民参画推進審議会規則第２条の規定による互選の結果、牛山委員が会 

長に、罍委員が副会長に選ばれた。 

 

４ 会議の公開及び傍聴の定めについて 

  平成２２年度第１回審議会（本審議会の発足時）に集約された下記の点について、同様の取扱 

いで行くことが集約された。 

(１) 会議の公開については、東村山市会議の公開に関する指針に沿って公開する。 

(２) 傍聴については、傍聴の定めを遵守するかたについて認める。 
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(３) 会議録については、要旨を作成することとし、発言者の氏名は載せずに「会長」「委員」

「事務局」のように表記する。 

(４) 傍聴者への資料の閲覧については、原則認める。 

 この取扱いに基づき、傍聴者を入れるか審議された結果、傍聴が許可された。 

 

５ 市長あいさつ 

【市長】 

前回５月に当審議会を開催させていただき、市民会議の内容に基づいて事務局の方で、自治基

本条例に盛り込む内容について案を示すようにということであったので、この間事務局並びに私

どものほうで、盛り込む要素について、今日お示しをさせていただきたい。 

前文から総則等、全部で１２章の構成にした。基本的な文言等については、市民会議の報告書

をベースにしながらつくっているが、まだ、確定的なことを入れていないところもある。その辺

については、是非ご指導いただき、次回までにお示しできるようにしていきたい。 

それから、あまり市民会議の中で議論の無かった点、市政運営、住民投票については、現状私

どもの方で進めている市政運営の考え方、総合計画を基本とする市政運営等について盛り込んで

いる。住民投票については、全国で常設型の住民投票を設置している自治体の事例等を勘案し、

当市としての考え方を取りまとめて、今日ご提示をさせていただいている。 

その他いくつかの点、当市の今の実情に即しながらそれを条例の中に盛り込んでいきたいと考

えている。 

比較的コンパクトで、骨の部分だけの条例になるのかと考えているところだが、たたき台とし

て、今日の時点ではお示しさせていただき、審議会でのご議論を深めていただければ有り難い。 

 

６ 議題 

(１) 条例案の検討 

 

【会長】 

事務局より説明をいただきたい。 

 

【事務局】 

５月２０日に開催した第１回審議会において、「たたき台」を事務局から提出いただきたいとい

うご意見を受け、事務局として会長にも概要をご覧いただき、本日出させて頂いた。 

この表の見方は、左側から、自治基本条例策定市民会議『報告書』の内容、自治基本条例市民

参画推進審議会のご意見、庁内の策定委員会や今までの市の行政活動、そして総合計画等のいろい

ろな多くの場でのご意見と、それらを順次並べた上で、一番左側の要素案となる。 

構成は、前文、総則、理念・原則、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、国地方公共団体との関係、見守り・検証、そして

附則という形で整理した。 

前文では、東村山の概要、東村山の歴史に触れながら、特に審議会の中で出た、東村山らしさ

としての人権、そしてこれらを踏まえた上で、なぜ自治基本条例をつくるのかという内容を盛り込

む必要があるのではないかと考えている。その概要や、歴史のポイントを記載している。 

次に総則。目的では、自治の基本理念と基本原則を定めるとともに、まちづくりに必要な基本

的事項を定めるということとし、次に用語の定義として、自治、まちづくり、市政、市民参加、協

働という用語を定義している。 

用語定義の中では、『市民』については、あえて定義はしていない。 
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東村山市の条例の中で、『市民』という言葉を入れている条例が数多くあり、定義をしていない

条例も多い。『市民』というのは非常に幅広い概念になるものであり、対象とする条項、関係諸法

令、目的等に従って解釈運用されることが一番望ましい形ではないか、基本原則を定めるこの条例

の中で縛りをかけるよりは、定義しないのが妥当ではないかというのが理由である。 

また、定義というと、解釈の明確にする一方で、範囲を限定することになるので、この用語の

定義を置くことが妥当かどうか、定義の数についても、ご議論いただければと考えている。 

次に自治基本条例、他の条例との整合を図るというかたちで、この条例の総則を置いている。 

次に理念・原則。自治の基本理念、自治の基本原則を謳っている。この内容について報告書か

らは、まちづくりで大事にすることとして意見も出ているが、明解な文言整理には至っていない。 

次に、市民。市民の権利と市民の役割を謳っている。特に市民は自治の中心であり、公共のサービ

スを受ける権利を有する・主体的にまちづくりに参加する権利を有するということで、まちづくり

への参加を権利として謳っている。 

また市民の役割として、市政に関心を持ち、積極的にまちづくりに参加するよう努めるとして

いる。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、そこは非常に難しいところもあ

るが、まず参加していただきたいということで、参加するよう努めるとした。 

次に、議会。現在、議会基本条例を策定するということで、特別委員会を作って進めているこ

とから、ここでは特に市民会議で話があったことのみを項目として出した。 

議会の役割、開かれた議会、議員の役割、既存の委員会条例等もあり、議会基本条例も制定を

進めていますので、委任するとした。 

次に、市長・職員。市長は、特に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。財源の確保に努める。限られた

財源の中で、最大限の効果を出せるよう、優先順位を考えて市政運営を行う等の役割と責務を記載

したが、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。 

職員の役割と責務は、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が、同様である。 

次に、情報の共有と管理。情報の共有では、情報の周知とはとか、情報の提供とどう違うのか

という議論を踏まえながら、市民参加や協働の基盤となるものであり、相手に応じて必要な情報を

選択し、情報の内容、性質、範囲等を考えながら互いに認識し合うこととし、市は、市政に関する

情報を分かりやすく発信し、市民との共有に努めるという、市への義務も課している。 

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。 

次に市民参加・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ものとするとした。 

次に地域コミュニティ。市民会議等の意見を踏まえながら、市民一人ひとりの生活の向上に努

め、まちづくりを推進することを目的とし、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記載した。 

次に市政運営。総合計画を柱とする行政運営、行財政改革大綱、合意形成、市政を評価するし

くみとして整理した。 

特に現在、市では、総合計画と行財政改革大綱を両輪として市政を進めていることから、この

２つを明記した。特に地方自治法の改正により、基本構想は議会の議決事項である旨謳われていた

条項が削除されたので、この条例において、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、自治基本条例に位置づけて、自治基本条例の重みを持たせたい。 

まず、総合計画は行政運営を総合的・計画的に進めるための基本指針とし、基本構想、基本計
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画、実施計画で構成する。うち、基本構想については、議会の議決事項とするということを謳うと

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ている。 

行財政改革大綱については、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

綱を策定すると位置づけている。 

合意形成については、市は市政を推進するに当たり、市民との合意を形成するように努める。

市は様々な手法により市民との協議の場を設定する。必要に応じて効果的な手法により幅広い市民

意向の調査を行う。手法はまた別に考えるものの、今後の東村山市政として標準実装とするという

ことを謳っている。市長は、合意形成の手法として、市長の住民投票の発議権を与えている。 

これからネットワーク社会等の進展を考えると、合意形成のしくみも多岐多様にわたるだろう

ことから、時代変化を捉え、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謳っている。 

市政を評価するしくみについて、これまで東村山市はＰＤＣＡサイクルで市政運営をしてきた

が、それも標準実装するために位置づけた。市政に対し合理性・有効性を検証することを目的とし、

自ら評価するしくみとともに、独りよがりの評価ではなく、市民が市政を評価するしくみも定期的

に担保するとともに、結果はわかりやすく広く公表し、市政に反映していくとした。 

次に住民投票。地方自治法で直接請求権というものが規定され、第７４条で、有権者の１／５

０の連署をもって条例の制定改廃の請求ができると規定されている。当市でも、平成１８年１２月

議会の西口再開発、昨年８月臨時議会で行われましたリサイクルセンター建設に関する住民投票条

例が上程された。 

ここで言う住民投票は、議会の議決を経ることなく自動的に行える住民投票、常設型の住民投

票ということになるので、議会の議決を経て行われる住民投票と、議会の議決を要しないで行われ

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。但し、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

令の規定により、すでに実施可能とされているもの等は、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、尊重するものとしている。 

請求要件は、議会の議決の重み等を考えた場合に、やはり議会の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ないかと考えている。請求の連署数は、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。往々にして、既に議会で議決を頂いた内容に対

して行うという場合も多くあり、議会の議決を行う議員を選んだ１／２の市民ということになるの

で、その範囲が必要と考えている。 

ただし、あまりにも投票率が低い場合、例えば、極端な話ですが、市議会議員選挙をやったが

投票率３０％ということになると、１５％の連署で請求が可能となってしまうので、その場合は請

求資格者総数の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。 

また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、仮に８

０％以上、９０％以上ということになりますと、４５％、４０％の連署が必要になりますので、そ

ういったことも想定すると、地方自治法７８条の議会の解散請求、あるいは８１条の長の解職請求

等が行われた場合、直ち選挙人による投票が行われるから、そ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。 

また議会の議員の過半数の連署で、議会としては発議可能とした。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、当然、過半数の議決があれば住民投票が実施でき

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、成立要件は、住民投票における投票者の総数が、投票
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資格者総数の１／３未満なら不成立とした。ただし、不成立だった場合の対応をどうするべきかと

いうことについては、今後整理する必要があると考える。 

次に、国、地方公共団体との関係。対等・協力の関係を踏まえ、役割分担を明確にする。そし

て、広域的・共通的課題の解決には、相互連携を図るとした。 

次に見守り・検証。この条例の内容が、内容に沿って市政がきちんと行われているか、関連制

度が整えられているかを見守りながら、見守り状況を把握し定期的な検証を位置づけた。 

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た。 

また、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、

あらかじめ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。 

この条例の廃止に当たっても同様に、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。 

委任事項として必要な事項は別に定めるとした。 

なお、この条例ができることにより、「東村山市（仮称）自治基本条例みんなで考えるための手

続きに関する条例」の役割は終了するため、廃止するとともに、審議会委員の報酬について規定し

た「非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」も改正ということで該当項目の削除

をしていくという内容になっている。以上が本条例の概略的な説明である。 

 

【会長】 

内容について詳細に説明をいただいた。 

この審議会は、市民会議のご意見を始め、市民の皆さんのご意見が反映されているか、さらに

は、この場において各委員のご意見として、どんな内容にしたらいいかということをご議論してい

ただくということになる。その意味で、まずはこの条例案に盛り込むべき要素案について、ご質問、

ご意見をいただきたい。 

 

【委員】 

市民会議の中で、これ以外の項目で必要ではないかということはあったか？ 

 

【会長】 

事務局どうか。 

 

【事務局】 

報告書に盛り込まれている内容については、ほぼ網羅するように努めた。制定後に取り組むこ

ととか、名称が大きな課題であるので、今後決め方等も含めまして、審議に委ねたい。 

 

【委員】 

市民会議の中で、内容のことが話されている。例えば、他市を見ると、まちづくりという項目

や、もっといろいろあったりするが、そういったことを、話し合ったり、意見を出してもらったり

ということは、市民会議の中ではなかったのか。 

 

【事務局】 

第２回の時に、所沢、小平の自治基本条例を読むということがあった。その違いを読み解くと

いうことによって、例えば、小平だったら小平の考え方、所沢だったら所沢の考え方というものが
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あるということを認識するという観点を踏まえて、東村山としてどうするのか、さらに考えていか

なければならないという趣旨で行われたと認識している。 

 

【委員】 

必要な項目は何なのかという話は無かったのか。例えば、「住民」とか「議会」とか「市民」と

か、項目に関しての話は無かったと思ってよいか。 

 

【会長】 

例えば、市民会議の中で、自治の主体は何だという議論はあった。それに対して、この定義と

いうところでは、行政なりの判断をされて示された。「まちづくり」というのは、ここに出てこな

いけれど、どうなのかということか。それは議論したのではないかという趣旨か。 

 

【委員】 

これから条例案を制定する中で、項目というものがとても大事になる。市民会議の中で、項目

ということに関して、具体的な提案があったかということが聞きたかった。 

 

【事務局】 

当市の市民会議は、東村山の自治、まちづくりで大事にするということを、大きなテーマとし

て議論して、一定の集約をしていただいた。その中で、大事にすることについては、ほぼ網羅して

いると考えている。 

委員ご指摘の中で、他市と比較すると、まちづくりに関わる主体の整理が出ていないということ、

市のたたき台の案としては、あえて明確に狭めて規定しない方がいいのではということで、大きく

見比べると、「市民」あるいは「市民等」というような項目を立てていないのは事実です。 

 

【会長】 

よろしいか。中身で、こうではないかと言っていただいた方が、わかりやすいかも。 

 

【委員】 

市民会議の中で盛んに出てきたのが、市民が中心で主体であるということだが、もっと具体的

に、どう市民が中心で、主体であるべきか。その主体性をもって市政を運営するのか。 

市民会議の私としての汲み取りは、市民が主体となって、汗もかいてやっていくべきであって

というような思いがあったような気がするので、そこのところを明確に打ち立てないと、今までと

同じふうに、意見はどんどん聞くけれど、市民側もこれからは賢くなって、意見は聞いてもらった

けれど、自分たちも汗をかくというようにならないと。 

条例文の中で、「みんなでつくる」みたいな、曖昧なことではなくて、もっと具体的なことを示

していかないと変わっていかないのではないか。 

 

【会長】 

趣旨は私も理解できるが、例えばもう尐し具体的に、盛り込むべき要素のこういうところが十

分ではないのではないかとか、こういうところが市民会議の意見が反映されていないのではないか

とかいうところは、どうか。 

 

【委員】 

私も、同じような趣旨のことを考えた。東村山市の自治（まちづくり）で大事にすることの中
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の、①②③の直前の文章で、これからの東村山市には、「市民が中心」の自治（まちづくり）が必

要であるという言葉や、[自治のあり方]というところで、市民一人ひとりが考え行動する自治（ま

ちづくり）を推進ということがあって、市民会議の中で、話し合いを重ねられて、こういう文章に

なったと思っている。それでこういう文章は、市民の中に出てくると私は思っている。   

市民の役割のところで、積極的にまちづくりに参加するとか、自治の中心であるということが

出ているが、前文や理念のところにその要素が出る方がいいのではないか。前文の、一人ひとりの

思いを市政の反映というよりも、市民が市政に積極的に参加し、市民同士助け合うというような文

章とか、市民が中心のまちづくりが必要であるとか、そういう書きぶりをすることで、市民が中心

だということを前面に押し出すのがいいのではないか。 

 

【委員】 

私は、前文に抽象化して盛り込むより具体的に、例えば、今日のような会議に私たちがいさせてい

ただくとか、総合計画策定の中に意見を聞く場があるとか、市政を行う時は、市と市民が協働して

いることが前提としてきちんとされているかとか、具体的に盛り込んでいかないと。 

 

【委員】 

委員がおっしゃったことを具体化するためには、市民参加と協働の具体的な制度設計の中で盛

り込んでいくことで解決するのではないか。 

 

【会長】 

そうすると、要素としては、まだ中身に何も入っていないし、市民参加・協働もかなり抽象的

な中身になっているので、さりとて余りに具体的なことを書くのが、基本条例としていいかどうか

ということがあるので、また議論させていただきたい。 

 

【委員】 

職員のところで、市内の状況を敏感に捉えるとあるが、例えば私だったら、市政は常に市民を

主体としたものとして考えるというふうな言葉にしたりするかと思った時に、全体的な表現とし

て、「実際は私たちが頑張ります」みたいな、そういうニュアンスを受ける。 

 

【会長】 

敏感に捉えるとか、市民会議でこういう意見が出たとかでしょう。事務局どうか。 

 

【事務局】 

会長ご指摘のとおり、市民会議からの言葉を載せた。まちづくりの主体としての市民の皆さん

のことについては、「市のサービスの受益」「市政に関わる選挙」「市政に参加、市民活動に参加」、

などをたくさんご議論いただいた。市民という捉え方は非常に様々で、条例のたたき台に載せるこ

とを考えた時に、個々の具体的な目的に従って、対象や市民の関わりを明確化していくことが考え

られるのではというのが私どもの案である。 

 

【委員】 

用語の定義の中で、市民の定義をあえてしないと説明があったが、市民というのは幅広くいろ

いろな考え方をとるためだと思う。その後に、市民と大きな括りが出てきて、この市民は誰なのか

と思った。前文の中でも、一人ひとりの思いを市政に反映するのがどういう市民であってというの

が全くわからない。狭義の中でも、市民の推進とか、市民参加の要件とか、参加できない人に対す
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るとか、その辺も絡んでくる。 

市民の定義をある程度つけないと、後々明確化されないのではないか。 

 

【会長】 

市民の定義を入れるべきかどうかというところも、議論になるところかと思う。 

 

【委員】 

今日は理念・原則は書いていなくて、次回にということなので、報告書の中で基本原則のとこ

ろに、市民との情報共有だとか書いてあるように、基本原則の中に、市民の先程の思いなどをしっ

かり書きこんで、具体的なことは、市民参加・協働のところに、具体的に盛り込めばいいのでは。 

 

【会長】 

市民の考え方はなかなか難しく、市民の範囲ってどの範囲なのか。私も事務局といろいろ議論

した時に、今までの条例の中でも市民というのはたくさん出てきて、それぞれの条例で意味合いが

違っていたということだ。今回、市民が、権利として、提供する公共サービスを受ける権利を有す

るというが、どういう人たちがどの程度受けられるのかは、人によって違う。それから住民投票の

権利は、現状の案では、議会の議員及び市長の選挙権を持つ市民と言っていて、これは明らかに有

権者となる。市民の中でも、住民という用語があって、住民はかなり広い。住所を有する人。ある

いは法人。住民票を有するとか、企業でいえばそこに本拠を有するということ。外国人の方の参政

権については、自治法では認めていない。だから、市民というものを定義するときは非常に難しい

ので、法令に準じて、それぞれ解釈するということにならざるを得ないのでは。 

ただ、ご指摘もそのとおりであり、市民とは誰かと言われた時に、非常に困ることもある。そ

こはあまり市民会議でも煮詰まっていないということ。ご意見をいただきたい。 

 

【委員】 

法律論として言うと、法律とか条例の中で「市民」という言葉が出てきた時に、それは常に同

じ意味だとは限らないという方がむしろ普通。法概念の相対性といいますが、同じ言葉が法律や条

例によって違う意味を持つことは当然ある。有権者という意味になることもあるだろうし、住民投

票だったら、１８歳以上とか、定住外国人は認めるとか、有権者よりもっと広げようというのが相

場。協働ということであれば、市外の人も東村山に来て活動することは含むだろうし、その制度に

よって意味は違ってくる。基本条例の中で、きっちり定義していくのも、あるいはそこまでせず制

度の中で個別に考えていけばいいというのも一つの考え方で、どちらがいいのかはこれから考えて

いけばいいのでは。 

 

【委員】 

例えば、税金を納めている外国人の人、こうした人たちも私たち市民と協働でまちづくりを進

めていくと、これは今の市民と言う概念からいくと入らないと思う。そういう意味で言えば市民と

いうのは、そういう人も含める。そういう意味で、部分的に市民の位置づけ範囲というのは、規定

する必要はあると思いますが、一般的に、我々が協働して力を合わせていく市民は、今、私たちが

常識的に考えている市民の範疇を、もう尐し広くして、そこを明確化していくという意味合いをも

つのではないかと。 

 

【会長】 

逆に、広く捉えてということか。 
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【委員】 

この審議会は、行政主導でつくるのではなくて、多くの市民に関わってもらって、市民がつく

った基本条例にしようということで始まったから、見せてもらった中で、行政主導感が否めない。 

報告書は、かなりこれを基にしてつくったというのは武器になる。条文を説明するときに、これを

基にしたと入れてほしい。 

市民会議でもワークショップでも、例えば、市長はワークショップで出た意見はすべて目を通

して、一言コメントを入れるとかいうようなことを、どの程度拾い集めたものをやってくれるのか

みたいなことを要素として盛り込んでもいいのでは。 

市民の定義は、まさにこの条例の主体となる方たちが市民だから、他の条例と全然違う完成形

のイメージを持っていて、そういう意味では、市民の定義は是非していただきたい。 

役所がつくった文章的なものではなくて、子どもでも市民の皆さんでも、読みやすいような文

体、ネーミングからも含めて、全体的なイメージは、浸透しやすいような形にできればいいのでは。 

 

【委員】 

市民については、市民会議で議論が煮詰まっていなかったということがあって、早急に市民の

定義をこの場でしていくということは、なかなか難しいだろうと思うことと、法概念の相対性とい

うことをつかい、丁寧に、そのケース、そのケースの市民を他の条例では定義するということがで

きればよいのでは。 

 

【会長】 

確かに市民を定義しないとはっきりしないということとか、一方で広げて考えて、これからの

時代に対応してやっていくという考えもそのとおりの面もある。 

条例なので、広げた形で規定すると、広げた形の市民についてしか条例が規定できない。例え

ば住民投票についても、例えば市民を最大限広げると、よその住所を持っている人は、実際住民投

票ではそういう人は皆排除している。そうすると、齟齬が出てきてしまう。その条文あるいは内容

に応じて解釈すればいいと。ある行政法の先生で、市民にも大文字の市民と小文字の市民、いろい

ろな多様性の中で市民というのを、条例全体としては幅広く押さえるけれども、個別にはいろいろ

な市民がいるというふうな言い方で説明をした方がいたが、そういう意味で具体的な定義というの

は、ここではせずに解釈していくとした。 

 

【委員】 

条例全体を貫くものとして、市政は市民のためにということを基本理念できちっと位置付けて

ほしい。地方自治の本旨は住民の福祉の向上にある、この見地がやはり全体として貫かれないと。 

市政を評価するしくみは、市民のための施策がどれだけやられたかというのが無くて、効率性、

合理性、そういうことで市政を評価していくと、これはちょっと違うのではないかと。例えば、職

員は市民全体の奉仕者だと思うが、職員が市長の補助者で市長の顔色ばかり伺っていたら、これは

とんでもない市政。市長はそんなこと望んでいないことはわかるが、はっきりさせる必要があるの

でなないか。 

それから、言葉の解釈その他も市民全体が共有できる表現でなくてはならない。ここで、協力

して働くという「協働」という言葉、これはまだ日本語として造語で定着していないと聞いていた。

そういう意味で協働は、共に同じくするの「共同」で十分理解できるし、表現全体の市民が共有で

きるものであってほしいと感じた。 
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【会長】 

例えば職員のところで、職員はそのことをちゃんと民意を踏まえてやりなさいという、行政案

の中では公務員の有り方について、そういう趣旨ではないか。職員が市長の方を向いて仕事をしろ

みたいな書きぶりみたいなこととか、意味内容を十分踏まえる形で、考えていこうということ。 

それから協働については、なかなか難しいご指摘をいただいて、確かに、なかなか理解が進ん

でいないというのが、行政においても市民サイドにおいてもある。しかしいろいろ調べると、協働

という言葉がマスコミ、新聞や雑誌に出てくる回数は、以前は年間５０回くらいしか出なかったの

が、ここ数年は６００回、７００回、以前の１００倍という。だいぶ定着してきた印象はある。た

だ、ご指摘のように協働というのが何というのかとか、するためにはどうしたらいいのかというの

はあるし、逆に東村山では協働でいいのか、その前の段階ではないか、その先の段階であるとか、

現状を踏まえてこれを考えていくということではないか。 

 

【委員】 

全体的な流れとしては、２５年度の３月の議会に上程したいということか。 

 

【市長】 

前回の審議会でご説明したが、できれば、今年の１２月定例会に議案としてお諮りさせていた

だきたいと考えている。議会基本条例の制定に向けて、同じようなタイミングで議会上程して、併

せてご議論いただいた方がよろしいのではないかと考えている。 

 

【委員】 

だいぶ忙しい。議論の仕方をある程度括りを入れていかないと。 

もうひとつ、市民会議の骨子を拾い上げて事務局は苦労されてつくられている。市政のプロ集

団の職員の考え方も、ここに入っているのか。市長の立場での思いや考え方を、いつどのようにこ

の中に入れるのか、あるいは既に入っているのか。 

 

【事務局】 

本日のたたき台をつくるにあたっては、市民会議の皆さんのご意見も踏まえた中で、我々内部

で議論して出した。 

今、庁内で策定委員会というのを別途つくっており、そちらで整理することになると思うが、

もっとかみ砕いた言い方がいいのではとか、表現の手法としてこれが妥当・適切なのかということ

は、まだ詰めなければならないが、盛り込むべき要素の内容としては、概ねこれでいいのではと、

市民会議の意見を、きちっと拾い上げているのではないかと認識している。 

 

【委員】 

私が聞きたいのは、市職員や市長の立場での思い入れとかは、いつ入ってくるのか、もうすで

に入っているのかどうかだ。 

 

【市長】 

庁内でいろいろ検討しているが、基本的には、これからの東村山市の自治の有り方の基本理念、

基本原則というものをどう立てていくかということ肝になるのではないか。 

市民会議でも、東村山の自治（まちづくり）で大事にすることということで、３点ほど挙げられて

いる。一方で、第４次総合計画も、ワークショップ等を繰り返して市民と一緒につくり議会の議決

を経ている。この審議会では、市民が中心ということについて、どう具現化したらいいのかについ



11 

てきちんと文言として整理できれば有難い。 

基本的には我々行政を縛る条例であり、逆に市民の皆さんの新たな権利としてどういったもの

を我々は保障できるのか。市民は自治の中心であると位置付け、市が提供する公共サービスを受け

る権利がある。それから、自主的・主体的にまちづくりに参加する権利を有すると明確に謳ってい

る。参加する権利はあるが、できれば参加していただきたい。ただ市民参加、協働の方で、どのよ

うにすれば、参加しない、あるいは参加できない人に対して、積極的に参加をいただけるようなし

くみや手法の整備に努めるということ。今回初めて、当市としては常設型の住民投票についても踏

み込んで規定を設け、市民が中心の自治の形をできるだけ網羅してきた。 

私の思いは、自治基本条例を策定すること自体を、私としては選挙公約に掲げてきており、こ

れからの分権時代、尐子高齢化時代において、基礎的自治体として、市民が市政に参加し、一緒に

つくっていくという大きな流れを、この条例で明確化するということが重要と考える。 

個々の内容についてはご議論あるのが当然だと思うが、まずは策定をいただく方向で大きく動

き出しているという点では、私の思いがここには具現化されているものと考える。 

 

【会長】 

今日は最初の案の提示ということで、概ねこのような内容を盛り込むということでよろしいの

か、あるいはもっと新しいものがあるのかとか、これはいらないのではないかとか、大枠で出して

いただき、内容については、項目については有る程度いいのかもしれないけれど、そういう時には、

自治の有り方や考え方みたいなものがもっと盛り込まれるべきだとかいうのがご意見としていた

だいて、行政の方でも並行して具体化する作業、市長におかれても、それに対しご意見を述べられ

て、これがまとまっていくと思う。 

 

【委員】 

自治基本条例の骨子というのが、東村山をどういうまちにするかということが中心になるべき。

第４次総合計画では、まずキャッチフレーズとして、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふ

れる東村山」というのがあるが。自治基本条例においても、キャッチフレーズを活かせるような文

言を是非入れていただきたい。 

前文には自然が豊かであるということ、人権の核になる全生園があること、この辺も是非盛り

込んでいただいて、まとめていただきたい。 

 

【委員】 

この案が出てきた経緯を、もう尐し具体的に聞きたい。これはもっぱら庁舎内で職員の皆さん

がいわば座学で考えたことなのか、それとも、かなりの程度、市民会議等の意見やパブリックコメ

ントの意見が反映したものなのか。 

もうひとつは、１２月に上程するということになると、あまり時間がない。このとおり決まる

ことが望ましいと市の当局側は考えているのか、それともこれはあくまでたたき台で、もっと変わ

っていいという認識なのか。 

 

【会長】 

１点目につきましては、作業したのが行政側である。盛り込む要素にたくさん書かれているの

は、市民会議の報告書の中から引っ張ってきた部分がかなりあって、そういった意味で、項目をつ

くる作業というのは、集約を行政側にしていただいたというところがあるのではないか。 

 

【委員】 
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市民会議等の検討結果を、かなり反映した内容であると理解していいか。 

 

【会長】 

そのはずだ。もちろん、市民会議の皆さんはどう言われるかは別途あるかと思う。 

もう１点については、事務局側のご見解を。これを通していただきたいのか、あるいは、これ

はたたき台なのか。 

 

【事務局】 

まさにそのことも論点としていただいて、この審議会でご議論をお願いしたい。 

我々は、市民会議を中心としてこれまでの様々な議論を、要素として並べているので、網羅的

になっていると思うし、委員の皆様に逆にご教示いただきたいところもあると思うが、たたき台と

しては、様々なエッセンスを盛り込んだと考えている。 

我々としてはできれば、こういう形で進めさせていただきたいが、しかし、審議会でのご議論

がございますので、それらを踏まえて進めていきたい。 

 

【会長】 

住民投票のところなどはかなり詳しく書いてある。しかもこれは推察するところ、市民会議で

は話されなかった部分もかなり入っている。そこをトータルに捉えて、いかがか。 

 

【委員】 

例えば、住民投票や協働については、別条例にするということもあり得る。その辺の方針は決

まっているのか。条例の中に、協働、住民投票の手続を具体的に盛り込むのか、それとも、別条例

で再度詳しく別途考えるのか。 

 

【市長】 

住民投票についても、市民会議の中では、今回お示ししたような形に集約されたわけではない。、

当市として今の状況の中で、自治基本条例を制定するとすれば、常設型の住民投票制度を設けてい

くべきではないか、成立要件の問題だとか、いろいろあるが、基本的に市民が中心のまちづくり、

ということについて言えば、住民投票について一定の定めを置く必要はあるのかと考えている。市

民会議の中では、公助・共助という観点でご議論いただいたが、正直、市民どうしの活動を条例で

規定するのは、難しくて、あまり今回踏み込んで書いていない。市民の活動を条例で縛るようにな

ってもまずい。市民の皆さん同士の活動について、市民会議の中では時間を割いて、共助の部分を

ご議論いただいていますが、その辺はあまり盛り込むことができていないかと考える。 

 

【会長】 

今の市長のお答えですと、住民投票条例については、ある程度書くと、協働についてはあまり

書かないというニュアンスか。 

 

【委員】 

常設型住民投票制度をつくろうと思うと、かなり論点が出てくる。条文の数も、それなりの数

になってくると思います。もちろん、それは大事なことだから、この際、基本条例に入れてしまう

こともあれば、常設型の住民投票制度をつくることだけをこの条例で決め、別途条例を検討すると

いうことになるのか、それははっきり決まっていないということがわかった。 
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【会長】 

住民投票について、常設型住民投票は盛り込みたい。どの程度細かく書くかは今後の議論。 

盛り込むべき要素・内容として、概ねこのようなことでいいのか、あるいは、この項目が無い

のではないか、あるいはここはいらないのではないかというご指摘はあるか。 

今日の議論を踏まえてご意見があったら、１週間ぐらいの間に事務局にお寄せいただきたい。

とりあえず、ここに書いてある要素、内容、書きぶりについてもいろいろご意見があるということ

だが、当面この要素を踏まえて条文化、あるいは条例の内容を盛り込むということでよいか。今日

のご議論を踏まえて策定作業に進んでいただきたい。 

 

(２) 市民意見交換会について 

 

【会長】 

議題２「市民意見交換会について」事務局から説明願いたい。 

 

【事務局】 

８月１８日（日）午後１時から、市民センターで、市民意見交換会「わいわいトーキング」を

開催させていただきたい。第１回の審議会で、今後の条例案策定についてご審議いただいた際に、

第２四半期に（仮称）市民意見交換会を行うと触れ、了承されたので開催する。 

無作為抽出の市民の方２，０００名に対してご案内を出し、申込のあった方が参加できる会議

ということで位置づけている。 

進め方としましては、市民討議会形式をとらせていただき、わかりやすく情報提供していただ

いた後に、グループを組み討議をしていただき、意見としてまとめていただくＫＪ法のようなやり

方を取りたいと計画している。 

本日は、市民意見交換会で検討が必要な事項、幅広い市民意見を聴取したい事項について、概

ね２項目程度、テーマとしてご議論いただき、事務局にお知恵をいただきたい。 

 

【会長】 

今ご案内があったように、どのようなテーマを扱うかということについて、事務局としても知

恵がほしい、今日の議論も踏まえ、概ね２つ程度とのことだが、いかがか。 

 

【委員】 

「市民について、どういう定義」をしたらよいか。 

 

【委員】 

「あなたは、東村山にいつまでも長く住み続けたいと思うには、どういうようなまちづくりが

望ましいですか」ということ。 

 

【委員】 

「市民参加のあり方について」つまり、議員や市長や役所の皆さんにお任せか、自分も意見を

言いたいのか、あるいは汗を流して参加したいのか。 

 

【委員】 

無作為で手紙が来た人は、このチラシのみで参加・不参加を決断してきたのか。これ以外に補

足の資料等はあるのか。 
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【事務局】 

２，０００名の方に送らせていただいたものについては、そのチラシの他に、参加いただける

方は返信をくださいという申込ハガキ。それから、市長がお書きになった手紙を添付した。その中

には、今回の考え方とか、開催趣旨が書かれているものを添付した。 

 

【会長】 

市民とはどういった範囲なのか、どう考えていらっしゃるかということ、東村山のまちづくり

をどのように進めていくかということ、市民参加について、この辺が質問事項として出た。 

市民参加ということは住民投票についても入るか。 

 

【委員】 

選挙での参加がある。それから様々な行政決定、行政手続への参加がある。最後が伝家の宝刀

として住民投票がある。全部備えておくのがいいのか、それとも選挙をやるが十分ではないから、

この真ん中の行政手続の段階でもっと意見を言いたいと皆さんが思っているのかどうか。いろいろ

な参加の方法があり、それぞれメニューを示し、どのメニューがいいのか。 

 

【会長】 

今３つぐらい出たので、それらを組み合わせて時間の範囲の中で、こういうような形としてや

ってみてはどうか。 

 

【委員】 

市民会議の意見や市民討議会で出ている中で、集約していく段階で、どうしても事務方サイド

で、どう集約していいかわからないで悩んでいるような部分を、最後のよい機会なので、聞かれた

らいかがか。 

あとネーミングも、是非議論していただけるといいのでは。 

それから、項目の中で、まだ薄いという部分があれば、やっていただけるといいのでは。 

 

【会長】 

進め方としては、雰囲気づくりとか、コーディネートするような役割ですとか、どんなふうに

やられる予定か。行政だけでやるのか。 

 

【事務局】 

行政のみでやるといろいろあると考える。わかりやすく且つ意見の出しやすい雰囲気というの

が大事だと考えるので、中立性を持つような方にコーディネートしていただくような形で検討して

いる。 

 

【会長】 

委員の皆さんからご意見があったように、行政主導ではないかとか、厳しい御指摘もあったの

で、市民の皆さんが市民同士で議論して意見が言えるような会議にする工夫を是非お願いしたい。 

 

【委員】 

市民会議の元メンバー有志による自主グループが立ち上がったというお話があったので、もし

可能ならば、ご依頼をし、どのような議論を重ねて、このような最終的な提言になったというのを、

同じ市民の方達から発信していただくということができたら、とてもいいのではないか。それを前
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半にしていただいた後に、議論していただくというのはアイデアとしてはどうか。 

 

【会長】 

市民会議の皆さんのご都合や段取り等もあるが、大変いいご指摘だ。市民会議の皆さんが、ど

のような思いで議論されたかとか、そういう提案がこうなっているということについてのお考えと

か。是非聞いてみたい。そういった工夫も、ご指摘にしたがってご検討いただければ。ただ、皆さ

んのご都合とか、段取り等もあるだろうから、その辺はご相談いただきたい。 

 

７ その他 

 

【会長】 

それでは続いて「その他」に移りたい。事務局から何かあるか。 

 

【事務局】 

次回の日程ということで、調整いただきたい。９月３日、９月２６日の同じ時間でどうか。 

 

（日程調整） 

 

【会長】 

９月３日（火）、９月２６日（木）で開催することを予定する。 

以上を以て、本日の議事は終了となる。 

 

８ 閉会 

 

【副市長】 

長時間にわたる熱心な審議に感謝する。１８日の「わいわいトーキング」等の結果や本日のご

議論を踏まえ、内容等に具現化するために作業を進めてまいりたい。 

これからは集約の方向に向け、具体化した条文案等についての検討を精力的に進めていくので、

引き続きご指導をお願いしたい。 

 

【会長】 

以上をもって、第２回東村山市自治基本条例市民参画推進審議会を終了する。 

 

 


