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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 平成２５年度 第４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２６日（木）午後７時１５分～午後１０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 ７名 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 議題「条例案の検討」 

４ その他 

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 2213） 

会  議  経  過  

１ 開会 

・事務局より、資料を確認した。 

・傍聴の入室について審議の結果、入室許可となった。 

 

２ 市長あいさつ 

 

【市長】 

一部委員からは別途意見をいただいた部分については、加味した部分・そうでない部分もある

が、改めて庁内で検討し、修正した形で再度今日提示をする。大きく修正したのは、前回議論が集

中しました住民投票の関係である。 

それから、市民参加や市民協働について、別に条例立てをするかは、今回の修正でも別途条例

を規定していない。現状で、新たな市民参加・協働ができないということはないが、今後必要に応

じて権利義務を定めるべきとすれば、条例を制定していく必要はあると考える。 

今日いろいろ議論いただき、できれば来月には、広く市民の皆さんの意見を頂戴したく意見募

集したいと考えるので、中間的な取りまとめをいただければありがたい。 

 

３ 議題「条例案の検討」 

 

【会長】 

それでは、次第３「条例案の検討」に入る。事務局より説明いただきたい。 

 

【事務局】 
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本日の配付資料は、法的なチェック、文言の整理等が不十分であり、今後若干変更することも

あるが、ご了承願いたい。 

庁内の策定委員会、市議会の常任委員会である政策総務委員会、各委員よりいただいたご意見

等を総合的に勘案し、必要な部分に修正を加えた。 

前文。東村山市民憲章の精神を踏まえ、市民の知恵や経験をまちづくりに活かすことを加える

ことにより、市民が中心であることを間接的に表現した。さらに時間をかけて検証していきたい。 

第１章総則。第２条の自治の中心である市民と、市民から自治の一部を信託された市議会・市

長と整理させていただき、二元代表制を考慮し、職員という言葉を削除した。用語の定義は、前回

の審議会でも議論があったが、多義的であるため定義しない。 

第２章市民。市民の権利では、審議会での意見を踏まえ、第２号に「まちに関心を持ち」、第３

号に「基本理念に基づいて」を追記し、文言の整理を行った。これに伴い市民の役割を整理し、市

民の権利を行使するに当たっては、互いの立場や意見を尊重すること、自らの発言及び行動に責任

を持つよう努めることを記載した。 

第３章議会。「議会の役割」について、議会の設置に関しては、地方自治法に既に定められてい

ることから、これを削除し、市政についての調査、監視を残すとした。 

第４章市長・職員。職員の役割と責務は、「市民のために動く」「職員の主体性まで踏み込む」

といった意見を反映し、職員のあるべき姿として、社会経済状況の変化を敏感に捉えること、市民

の声に耳を傾け、課題や要望を的確に把握しながら創意工夫に努めること、使命感を持って職務に

遂行することを掲げ、市長等を補助する者としてまちづくりに取り組むとした。 

第５章情報の共有と管理。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り、市民と共有できるよう、市政に関する情報を分かりやすく発信する

よう努めるとした。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。 

第６章市民参加・協働。審議会等での意見を踏まえ、市民参加については、「参加しない人、で

きない人」は当然であり、削除したが、積極的にご意見をいただける人もそうでない人も、あるい

は現実に市政に参加しない人、ご事情により参加できない人のことを総合的に考慮し、市民参加の

仕組みや手法の整備に努めるとした。協働としては、当市における協働の考え方を踏まえ、留意事

項について文言整理し、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ともに、進め

方に関して自主・自立の立場、相互理解、対等の関係での活動に努めるとした。 

第７章地域コミュニティ等。取り上げ方を整理すべきとの意見を踏まえ、市民会議での意見を

参照し、市民の主体的活動に関して整理した。 

地域コミュニティは、主に自治会などの地縁の団体を想定しており、地域を基盤とする市民に

より、助け合いながら、地域のふれあいや身近な課題解決に向けて主体的に取り組むとした。  

市民活動団体は、主にＮＰＯやボランティアなどを想定しており、共通の目的や関心を持つ市

民が広く自主的に参加することにより、市民生活を支え合い、課題解決に取り組むとした。 

これらに対し、市は、その主体性を尊重するとともに、必要な情報、人材、各種資源の提供な

どを行い、ともにまちづくりを進めるとした。 

第８章市政運営。「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」は、前回と変更ない。 

第９章住民投票。対象事項、結果の取扱い、請求要件など、大変多くの意見をいただいた。 

請求に伴う連署数は、当初は市議会議員選挙の投票率による連署数の変動で示したが、審議会

からの意見を踏まえ、合併特例法の合併協議会設置についての住民投票請求に必要な連署数などを

勘案し、３分の１から６分の１、その中でも最も低い６分の１とした。請求資格者は、市議会議員

及び市長の選挙権を持つ者とし、市議会議員も議員定数の過半数の連署により請求可能とした。 
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請求事項は、市政に関する事項としたが、市の権限に属さない事項、法令に違反する事項につ

いては対象とせず、また、市税、使用料、手数料の大幅減額、職員定数や給与の大幅削減、膨大な

予算措置を伴うものに関する事項など、市の存立や行政サービスに著しい影響を与えるおそれのあ

るものは、住民投票の対象としないことができるとした。 

投票資格者は、請求資格者と同様とし、成立要件としては、投票資格者の３分の１以上の投票

をもって成立するとした。 

住民投票の実施に関する手続については、別に条例で定めるとした。 

住民投票の対象事項など、住民投票の制度の中立性・公正性を保障するため、第三者的機関の

設置その他必要な方策を講じるものとしており、住民投票の対象外となった場合、請求者からの不

服の申出を受けることができるものとした。 

結果の尊重として、成立した住民投票の結果は尊重するものとした。 

第１０章国及び他の地方公共団体との関係は、前回と変更ない。 

第１１章見守り・検証等。住民投票に関する条文の改正をする際に、住民投票の結果を付する

ことについての項を削除し、多くの市民の意見を聴くことのみとした。成立しない場合があること

を懸念したことによる。 

また、条例改正・廃止の場合には、市議会での議決が必要となるが、市議会からの提案・市長

からの提案両方ありえることから、主語を「市議会及び市長は」と変更した。 

 

【会長】 

前回同様、順を追って議論していきたい。前文は最後にして、第一章 総則、第二章 市民、第

三章 議会、第四章 市長・職員といった総則的な規定はどうか。 

 

【委員】 

定義を置かないということになったのは、審議会でそういうふうに決定し、それに伴って市は

やったのか。 

 

【会長】 

審議会では、まだ何も決定していない。 

 

【委員】 

定義がないのは、非常に厳しいと思っている。 

主語がいろいろある。地域コミュニティは、読む人にとってみれば、そうは取れないと思うし、

市民活動も同じ。第１章 第１条 東村山市（以下「市」といいます。）とあるが、この市というも

のが、第５章 情報の共有のところ、「市は市が保有する情報の」とあったりする。市というとイコ

ール行政というように読み取っていたが、定義を置かないと、市民は何にかかるのかもわからない。  

市民の定義が無いのに、市民の権利があるのは大丈夫なのか。 

 

【会長】 

定義が無いというのは、全部落ちたのか。最初はあったのか。 

 

【委員】 

たたき台の中に定義がひとつもない。 

前は、地域コミュニティの定義らしきものがあったが、それ以外は全く説明が無く、自分はい

ったいどこに当たるのかが分からない。 
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【会長】 

市民の定義をどうするかという議論はしたが、その他の定義はどうするかは議論していない。 

例えば、具体的にこの言葉については、定義が必要ではないかというふうに言っていただければ。

それで、もし定義が無いと読めないということであれば、それについては考えなければいけない。 

 

【委員】 

基本的には、主語に関して定義は必要だと思うし、市、市民等、地域コミュニティなどについ

ては定義があった方がよい。 

例えば、事業主がどこに当たるか。事業主の連携は必ず起きるはずだが、一切言葉がない。 

 

【会長】 

市民の定義がほしいということか。 

 

【委員】 

全部の主語に定義がほしい。 

 

【会長】 

全部の主語とは。 

 

【委員】 

市民、市民等、市長等、地域コミュニティ、市民活動団体、市等。 

 

【委員】 

市民の定義は、やはりできるだけ表現する努力をするべきだろうと考えが変わった。 

総則第３条という形で用語の定義というのを入れるべきだろうと挙げたが、市民、市民等、市、

市等。あとは、参画、協働、地域コミュニティ、まちづくり、市政。参加ではなく参画というのを

使ったので、参画を定義の中に入れた。 

 

【会長】 

今、ご意見いただいたのは、市民、市民等、地域コミュニティ、市民活動団体、市等、参画、

協働、まちづくり、市政という言葉について、定義を置いた方がいいのではということ。 

 

【委員】 

厳密な定義を置く時は、何のために定義するのかをよく考えなければいけない。定義の意味が

条例全体に反映しないと意味がない。きっちり定義してつくるのであれば、最初に考えておかない

と、あとから無理やり出てきた言葉に定義を考えて入れると、定義の部分が頭でっかちになったり、

並んでいる言葉を後から定義しても、整合がとれない可能性がある。 

この条例はあまり厳密に定義しないで、常識の範囲で分かる言葉の使い方をしようということ

で、全体の設計をしようとしてきていると思う。今この段階で、一生懸命定義しようとすると、定

義の部分だけが浮いてしまうような印象がある。 

委員の問題意識の背景には、この条例の主語が増えている。例えば、「市長等」というのは、市

長のほかに委員会等の執行機関だという意味だと思うが、そこは市長、委員会など常識的な範囲を

指す「市は」とすればよいのでは。意味が分からないから、定義してほしいということだと思うが、
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むしろ言葉の使い方を整理して普通の常識的な意味だという前提にした方がいいような気がする。 

 

【委員】 

市民会議の中では、市民等とは何なのかという話し合いをした。市民会議の全てが尊重される

わけではないが、やってきたことなのに最終的に定義を置かないのであれば、定義が無いという理

由を置かないと失礼だと思う。 

 

【会長】 

この委員会は、条例をつくるのに市民参加が推進されることを検討する委員会であり、起草委

員会ではない。このことについては、市民会議の中でこういう意見があったから、この用語につい

ては定義すべきというご提案をいただければありがたい。 

 

【委員】 

条例の中に定義を求めた方がいいということと、たたき台について、パブリックコメントまで

の間、意見を言えるのは私たち審議会委員だけだった。市民会議は、もう意見を言えない立場にな

ってしまったので、私の方から、自分の参考意見になると思って、市民会議の方数名に聞いた。や

はり定義がないとわかりにくい。主語が全体的にバラバラで、わかりにくい。 

 

【会長】 

先程申し上げたように、市民の議論が適切に反映されているかということを、この審議会は審

議している。そうでないということであれば、具体的にご提案いただきたい。それから、主語を整

理する必要があるだろうということだったと思う。 

加えて、市民会議の皆さんのご意見が反映されていないということについて、委員が、皆さん

に意見を伺ったという意見も踏まえつつ、あるいは、資料の中で、こういうふうに議論されている

のに、ここはこうなっているではないかという形で、具体的に言っていただき、整理したほうがよ

い。例えば、市民会議の中でこんない議論したのに無視されているとかいうことがあれば、ご指摘

いただきたい。 

 

【委員】 

今日は資料を持ってきていないので、全部言えないが、市民に関しては、まる一日かけてやっ

ていると思うし、私ではなくても、むしろ職員の方がよくわかるはず。それぞれの機関の代表とし

て、定義がなくて、これを読み取って自分たちのものだと理解できるのか。 

 

【会長】 

ご指摘はわかるが。 

 

【委員】 

何が、いけないのか。 

 

【会長】 

これを全部やり直せと突き返すということ。それでは、私も議事を回せない。 

 

【委員】 

市民会議の中で、中学生でもわかるような、わかりやすい文章にしてほしいというのは、市民
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会議の中のある一定の総意だった。そういう意味では、この全体の文章が非常に難しくて、わかり

にくい。例えば、第１章 第２条の自主と協和の自治、これをどういうことなのか具体的に説明を

していただけないとわからない。 

 

【委員】 

確かに、協和は分かりにくいが、では協和を定義することがいいかと言うと、多分くどくなる。

主語がバラバラだったり、あまりこなれていない、共通理解が成立していないような言葉が出てき

たりして、わかりにくいところがある。わかりにくいから定義してほしいという問題意識か。 

 

【委員】 

定義は主語に関してで、定義を持たなければわからないような言葉は使わないほうがいい。 

 

【委員】 

繰り返しになるが、何のために定義するかということを最初に考えて定義しないと、あまり意

味が無い。例えば、あとから市民という言葉を定義してみても、あるところにはあてはまるが、他

の部分では当てはまらない例がたくさん出てきてしまう。何のために定義するのかという問題意識

をもって、まず定義してから条例を整えていくというならわかるが、もうかなりできているのに、

あとから定義しようというと、順序が逆なような気がする。 

 

【委員】 

報告書の図「報告書に出てくる自治（まちづくり）の主体」に使われる言葉をできる限り使っ

ていくという方法があるのかと。条例中の市、市長、市等という言葉は、市民会議では確かに使わ

れていなかった。もっと具体的な書き方をして整理されていたので、これを主語にして整理を図る

というのは、わかりやすくなる道かもしれない。 

 

【委員】 

その言葉がうまくあてはまるところがあれば、それでいいと思う。でも、例えば、市民という

のは定義されていない。 

 

【委員】 

委員の言う“後だし”ということがよくわからない。 

 

【会長】 

委員が“後だし”と言ったのは、誰かが後から言っているという意味ではなくて、条例全体が

そういう組み立てでここまできているのに、後から言葉に無理やり意味を当てはめようとしても整

合性がとれないということ。 

 

【委員】 

では、例えば、わかりにくいということから、戻ってくるのはどうか。 

 

【会長】 

具体的に言えば、自主と協和の自治という表現はよくわからないので、変えた方がいいとか、

そういうご意見をいただければよくわかる。 

ただ、全体的に分かりにくいから、何とかしろと言われても、では、もう一回事務局にやり直
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してもらうということでもないと思う。 

 

【委員】 

例えば、地域コミュニティは、この図で言うと、地縁団体ということになるか。 

 

【委員】 

カッコして、自治会等と書くのが、市民としては一番分かりやすいと思う。自治会等の地縁団

体とか、市民活動団体は、ＮＰＯ・ボランティア団体のことを指すと思うし、その辺を用語として

使っていくことで。定義をする前提で考えてしまったが、定義をしないで済む文章になるかどうか、

書いてみないとわからないと今は思う。 

 

【委員】 

例えば、第１章の第１条、東村山市（以下「市」）と書いてあるということは、この「市」は東

村山市というふうに定義されている。 

 

【会長】 

地方公共団体であることは、明らかである。 

 

【委員】 

では、第５章の「市は、市が保有する」というところ。主語の「市」は、東村山市か。 

 

【会長】 

審議会なので、聞きたいのであれば、事務局に聞くなり、学説的に聞きたいということであれ

ば、学識の委員に聞くなら。 

 

【委員】 

確かに主語があちこちぶれているから、市長等と「等」とつけるときは、拡散してしまうから

気をつけなくてはいけない。こういう大事な主語で、「等」とつけるのは、問題がある。 

 

【委員】 

東村山市というのは、行政か、市民か。 

 

【会長】 

地方自治法で定められた地方公共団体であるから、そこには様々な要素が入ってくると思う。

それを代表するのが市長。 

 

【委員】 

市には、議会と執行機関があって、市長部局の代表が市長。 

 

【会長】 

一体、市とはなにか。行政であると考える人、議会も入ると考える人もいて、いろいろだが、

地方公共団体というのは法人であり、市も市長も、議会らを選出する市民なども、それに含まれる

のではないかという議論はした。 
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【委員】 

市という言葉の意味が変わる。市長を指すこと、教育委員会を指すこと、議会を指すこと、市

民を含むこともある。そこを厳密に定義しようとすると、煩雑でややこしくなるから、この条例の

基本的考え方は、一般的な言葉が一般的な意味で使って、文脈で常識的に解釈していくという考え

方だと思う。確かに、市長等とか市等とかは混乱するから、分かりやすくするのは大事なこと。 

 

【会長】 

「等」というのが今回やたらとついてきたというイメージがあり、何でという気はする。委員

の質問への答えとしては、東村山市と出てきて、以下では略して「市」と書く。その「市」という

場合は、地方公共団体である東村山市であるのは明らかだが、今の委員の説明を踏まえると、行政

というような形で、行政行為として東村山市がやることであったり、市民も参加して一緒につくる

東村山市というものであったり、そういう具体的な解釈になることか。 

 

【委員】 

他の自治体では定義を書いていることも多いですが、では何故書いているのか。 

 

【会長】 

定義そのものが無いということを問題にするのか、言葉の定義が無いということを問題にする

のかで違うと思う。 

 

【委員】 

市民という言葉を定義している条例は、普通に使っている市民という言葉ではなくて、市民と

いう言葉を使おうと最初から思っているから定義している。この条例だと、むしろ市とか市民とい

う言葉は、普通の意味で使おうとしているから、文脈の中で解釈できるようにつくられていると考

えられる。市民の定義のある条例とそうでない条例の違いである。 

 

【委員】 

市民の権利もその人達が自由に解釈できると思っていいということか。 

 

【委員】 

それが客観的に、みんながわかる使い方をしなければならない。 

 

【委員】 

市民会議報告書の図を考えた時の問題意識と、この条例をつくっている時の問題意識は、結構

ずれていると感じる。地域コミュニティは分からないから、地縁団体という言葉を使うと、かなり

ニュアンスが変わる。だから、ここで考えられる用語と、この条例が想定している用語は、必ずし

も一致していないのでは。 

 

【委員】 

総則の中で、条例の位置づけの部分を入れてもらいたい。最高規範であることを、総則もしく

は前文の中で表すような形にしてもらいたい。 

 

【会長】 

事務局どうか。 
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【事務局】 

市民の定義について、確かに市民会議では熱心なご議論の中で、市民とはということを検討し

たことは事実。例えば、税を納める立場は仕事をしているからだとか、選挙権があるからとか、様々

なサービスを受ける時は条件や要件があってサービスを受けているとか、まちづくりに参加すると

きは年齢を問わず自由に参加できるとか、いろいろな立場があると、まさに市民会議の中で本当に

多くのご意見をいただいた。 

いろいろな捉え方があるということが基本になったことがわかったが、市民会議の場で、市民

とはという結論を出されておらず、定義がされたわけでもなかったと認識している。 

用語の定義を入れることに、事務局としても、この間本当に深く検討したが、定義をすること

によって、位置づけを定めることができるという役割の反面、それ以外の解釈を受け付けなくなっ

てしまう恐れもあるということがわかってきた。したがって、用例の法的な解釈や社会通念に従い、

この条例の目的に叶うように適宜解釈をしていただくことが、広く有益性を持つものではないかと

考えた。まさに一般常識の範囲内と捉えている。 

また、この条例は、市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事項とい

うことで、大きく基本的なことを定めることに主眼を置いて組み立てた。 

 

【市長】 

自治基本条例の最高規範性については、我々内部的にもずいぶん議論した。最高規範性を持た

せたいが、日本の条例は基本的には同列という考え方があり、自治基本条例自体に最高法規性とい

う文言を入れると、法律に抵触する可能性があるとのことから、直接的に最高法規性というのを条

文でうたうのではなく、目的や理念の中でお示しすることで、運用上確保していくとしている。 

もう一つは、これまで地方自治法によって基礎自治体は総合計画の策定が義務付けられ、特に

基本構想については議決対象と法律で定められていた。これが総合計画自体をつくるかつくらない

かも自治体の判断に委ねられることになり、それを自治基本条例の中で、いわゆる最上位計画とさ

れる総合計画を条例として位置づけをすることにより、一定程度担保されるのではないかと、こう

いった考え方を取った。 

 

【会長】 

最高規範性ということに対する工夫を、事務局でされたということである。 

 

【委員】 

市民にとっては難しいという印象。条例の位置づけを書くことが、法律に抵触するおそれがあ

るという解釈があるのか。 

 

【委員】 

仮に、自治基本条例に、「この条例は東村山市の最高規範」と書いたとしても、私はいいと思う。

ただ、憲法で条例は法律の範囲内で制定できると言っているから、最高規範だと宣言したところで、

法律を超えることはできない。そういう前提で使われている理解なら、言っても構わないのでは。 

アメリカだと自治憲章というのが最高規範で、執行力を持つことになる。州法より上。だから

アメリカの自治憲章というのは本当に最高規範です。日本の場合はそこまでではないから、だから

最高規範と言っても、法律の範囲内と前提で言っているから、別に宣言してもいいとは思う。 

この条例を見ると、例えば廃止する時には住民投票しなければできないと書いてある。こんな

条例は普通ないから、そこを見れば、これは最高規範だと読みとれる。 
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【委員】 

この１条の中に、基本理念と基本原則を定めるということは、最高規範としての意味合いとし

て読みとらないと。細かいところまで突っ込んでいると、にっちもさっちもいかなくなるから、こ

ういう表現が最適なのでは。最高規範にこだわる必要は無い。十分その意をつくしていると思う。 

 

【会長】 

それぞれの条文で一般的に理解可能なところで解釈していく。例えば、市が提供する公共的サ

ービスを受けることは市民の権利だが、サービスを受けられる市民は限られる。市民と呼ばれる人

が、まちづくりに関心を持ったり、意見を述べたりするときは、またそれより広がる。そういう形

で市民を解釈していくというのは、意見として持っている。しかし、他の定義がひとつもいらない

とは全然思っていないので、必要なものがあれば、言っていただきたい。 

 

【委員】 

例えば、第２条の市議会、市長はというところは主語なのか。基本原則のところも、第３条で

市長はで始まっているので、（１）（２）（３）は、市長がやるのかと。この条例は、市民が主体と

なって自治を行うことを共感すると思っていたので、違和感を覚える。どうしてこうなったか。 

 

【会長】 

理念に基づいて、どのような基本原則で進めるかというのが、市長だけでよいか。 

 

【市長】 

第２条の主語は、市議会、市長だけではなく、自治の中心である市民である。主体としては三

者を挙げ、自治の主役は市民の皆さんである。その自治の一部を議会と私は信託をされており、三

者は情報共有に努めながらそれぞれの役割と責務を果たすということが、ひとまとまりの文章にな

る。理念は、こういうふうにした方が良いと、具体的な提言をいただければ、変えたい。 

基本原則のところは、確かに、主語が市長になっていておかしいと思う。 

 

【会長】 

市民と市議会、市長はとなっている。分かりやすい表現とか、自主と協和というのがよく分か

らないとか、意見がでているので、この点について見直しをご検討いただきたい。 

 

【委員】 

「自主と協和の自治」についての説明は、この前の３行が果たしているような気がする。自主

と協和の文言が不明確ということはなく、この文章でいいのでは。 

基本理念は、もっと具体的に、例えば市民会議では、「有権者・納税者としての自覚を持ち」と

いうことが出ている。基本理念に基づいてという代わりに、有権者・納税者としての自覚を持ち、

自主的云々とした方がいいような気がする。 

 

【委員】 

この自治基本条例の基本理念と基本原則を定めると、だとすると、地方公共団体の基本は何か

ということは、是非入れていただきたい。地方自治法第１条で、地方公共団体は住民の福祉の増進

を図ることを基本とする。改めて、こういうことをきちっと位置付けることが必要ではないか。 

職員について、職員の服務の一番の根本は何かということをうたった上で、社会経済の変化を
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敏感に捉えとか、かつ市民の声に真摯に耳を傾けるとか、要望等を的確に把握するとか、創意工夫。

地方公務員法の服務の根本基準というところに、すべての職員は全体の奉仕者として、公共の利益

のために勤務すると、全力を挙げてこれに専念しなければならない。このことについて、職員は市

民全体の立場に立って職務を遂行するということを、ぜひ一言入れていただきたい。 

委員の案として、“市民の福祉向上を果たすため、主権在民と基本的人権の尊重、平和主義を旨

とし云々。こういう原則的なことを落としてはならないことは、一言でも是非入れていただきたい。 

 

【会長】 

そういった文言を、書き加えてほしいというご意見。 

 

【委員】 

基本原則のところに、実は２つ書かせていただいた部分があり、市の方の提案は３項までです

が、平等の原則というのと、子どもの育成の原則というのを、入れていただきたい。 

高齢者や、発言したいことがあってもできないような方たちに配慮しながら、市政を進めると

いう話が再三出ていたこと、人権のまちに相応しく、平等にまちづくりに参加できる、ユニバーサ

ルデザインの仕組みをつくるというのを原則のひとつに取り上げていただきたい。 

また、子どものことを条例の中に入れたいと考えた時に、基本原則のところに書けないかと思

い、将来を担う子どもたちが、健やかに成長できる環境の確保というものが触れられればいい。 

 

【会長】 

文言の整理もあるから、そこに反映できるような形であれば、ご提案いただきたい。 

 

【委員】 

気になったのが、「まちに関心を持ち、情報を共有すること」が権利なのか。権利と整合性がな

いのでは。共有する権利について、知る権利ではなく共有する権利というのは。 

 

【会長】 

市が所有する情報を知る権利ということか。まちに関心を持つのは権利ではなくて、当然認め

られる。逆に付け加えられた意味は、事務局説明願いたい。 

 

【事務局】 

「まちに関心を持ち」は、委員からの意見等を参考にし、今回反映した。まだまだ法的なチェ

ックや文言の整理が不十分であるため、再度整理をしていきたい。 

 

【委員】 

市民の役割の中に、まちに関心をもちだとか、基本理念にもとづいてという、市から提案があ

ったものを、逆に上に入れ込み、市民の役割のところに、新しい文章を入れ込んだ。それがそのま

ま採用されているようだ。 

 

【会長】 

まちに関心をもつ権利が与えられないと関心を持てないのかというと、市民は自由に関心を持

てば、条例に規定されなくても関心を持っていいはず。文言整理ということで、趣旨を活かしてと

いうことでよいと思う。 

第５章 情報の共有と管理から第８章 市政運営で、ご意見をいただきたい。 
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【委員】 

第５章に、「別に条例で定めます」というところがよくわからない。 

それから、第６章と第７章をわざわざ分けていることは、どういった意味があるのか。 

 

【会長】 

情報共有の方の、別に条例で定めますというのは、個人情報保護条例と情報公開条例というの

がすでにあって、そういうものについて。 

 

【委員】 

定めてあるということか。 

 

【会長】 

定めてあるが、こういう書き方をすると、自治基本条例の内容に合っているか見直しをしなけ

ればいけない。ここで言っている情報共有に値するような情報公開とか、個人情報になるというこ

とは当然に、これが基本ですから考えて行くと。 

 

【委員】 

新しくつくるのではないということか。 

 

【会長】 

今あるから。今の条例を廃止して新しい条例をつくれという主張もあり得ると思うが、全否定

されるような条例ではない。この基本条例に見合う形で、もし不十分なことがあれば見直しの可能

性もあるかも知れない。 

あと、６章７章を分けた理由について、事務局にうかがいたい。一緒の章でもいいのではない

か。参加・協働の仕組みと、例えば地域コミュニティの自治会を分けると、割とそうかと思うが、

その後市民活動団体というのがあり、市民活動団体から参加・協働に関係しているのではないか。 

行政側の判断としては、地縁型コミュニティと、テーマ型コミュニティというところで、地域

コミュニティとひとつにまとめた。ただ、整理する仕方も無いわけではないと思うので、特に分け

た理由があれば伺い、併せて整理することが可能かどうか検討いただくということか。 

 

【事務局】 

会長見込みのとおり。 

 

【会長】 

打合せしたわけではないが、市民参加・協働の仕組み、地域コミュニティは、地縁型コミュニ

ティとテーマ型コミュニティとをまとめたというような整理となっているとのこと。 

 

【委員】 

地域コミュニティ等について。４つのＮＰＯがまとまり協働について学んでいる会をやってい

るが、そこでいろいろな方にご意見を伺い、自分の考えをまとめた。今、地縁型のコミュニティと

テーマ型のコミュニティの協働というのが、活性化のキーになるのではという議論が盛んにされて

おり、そういうようなことを考えていくと、地域コミュニティと市民活動団体を分けて書いていく

ことが、本当にいいのかどうか。そういうご意見は、協働についてずっと考えてきたメンバーの中
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からも、多数寄せられていて、是非今日聞いてきてほしいというものもあった。 

地域コミュニティの文章と市民活動団体の文章は、もう少し文章を検討していただいた方がい

いということと、地域コミュニティは自治会が主な対象であれば、そういう文を入れてしまった方

が、市民が読んだ時にわかりやすいと思う。自治会という言葉を入れてしまうとか、市民活動団体

の方は、ＮＰＯやボランティア団体という言葉を入れて説明をする必要があるかと。 

表現としては、地域コミュニティとは、地域を基盤とする自治会等の市民のグループで、互い

に助け合いながら、地域のふれあいのというふうにする。市民活動団体とは、共通の目的や関心を

持つ、広く自主的に参加する市民のグループで、それで後ろの文章ということだが、この市民の活

動を支え合いという文章は、もう少し文言を考えてもらいたい。 

 

【会長】 

最初に触れたのは、地域コミュニティと市民活動団体の条文は分けない方がいいということか。 

 

【委員】 

地域コミュニティの中に、自治会も市民活動団体も含めるのが良いと思う。地域コミュニティ

と市民活動団体については、違う支援の仕方、違う目的のものだと考えているのかうかがう。 

 

【会長】 

個別のＮＰＯ支援や自治会支援の施策の問題はいろいろあり、上の方は地縁型コミュニティを

定義し役割を書き、下の方は市民活動といったテーマごとに集まってやる団体について規定してい

る。市民活動は地縁型コミュニティではない。基本的には地域を超えて活動するという整理に事務

局ではなっている。広くそういったものを市民のコミュニティと捉えて立体的に表現できるのか、

あるいは政策的に整理できるのかというところは、ご検討いただくということで。 

 

【委員】 

長い文章は読みとるのが難しく、２行ぐらいではっきりとあった方が、市民としては読みやす

い。地域コミュニティのところを読んでいると、参加と協働が期待される地域コミュニティ等とい

うのが、ここの文章を読んでいるとそれぞれが頑張れみたいな形で。地域コミュニティと市民活動

というのは、市と協働していくということが、わかりにくい。 

 

【会長】 

ひとつの章にまとめた方がいいということか。 

 

【委員】 

地域コミュニティがここにあるべきなのか。 

 

【会長】 

市民参加や協働の中で、地域コミュニティ、市民参加、市民活動団体を位置づける書き方にで

きないかということでよろしいか。 

十分あり得る整理だと思う。通常、合併した自治体とか、都市内分権を一生懸命施行している

自治体が、地域コミュニティとか章を設ける例が多いと思う。東村山市の場合は、むしろ参加・協

働の中で、いろいろな担い手がいますということを言うのに、一章設けているので、ちょっと違和

感があるのかもしれない。 
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【事務局】 

市民参加・協働の後に、地域コミュニティ・市民活動団体が独立して活動する、そこに我々が

どうやって参加していくかという視点で整理するという議論の上で、このような章立てにした。 

また、地域コミュニティは、形態がどんどん変わっていくだろうということで考えると、あま

り細かい縛りをかける必要はないのではないか。 

 

【会長】 

今の件と委員会で出された件を踏まえまして、文言の変更をお願いしたい。 

９章から１１章までのところで、ご意見をいただきたい。 

 

【委員】 

最後の「結果の尊重」の「尊重」は、必ずやらなければならないという意味とは違うのか。 

 

【会長】 

そのとおり。 

 

【委員】 

今のところは、条例に基づく住民投票で、市長や議会は従わなければいけない。条例は法律の

範囲内であり、議会や市長の権限を条例で制限していいかという問題がある。 

署名の数が６分の１になって、前よりすっきりして妥当な線かもしれない。 

３項で、市の権限に属さない事項は駄目だということは、例えば、都や国の事業は投票できな

いという理解でよいか。 

 

【委員】 

選挙権を有する者ということは、２０歳ということか。今、国民投票が１８歳と出ていますの

で、ここは２０歳でいいのかと思う。直近の選挙云々というのが、今回すっきりした。 

３項（１）市の権限に属さないものは、抜いた方がいい。 

それから４項が、こんなに細かく定義していいのか。第三者機関等を加えたのはよいのでは。 

 

【委員】 

３項２号、法令に違反する事項は、何を想定しているのか。日本中で住民投票をやってほしい

と提案された事例が千件を超えている。その中で、法令に違反していたり、他人を誹謗中傷したり、

これはおかしいと思うような提案はひとつもない。本当に地域の人たちが、地域のことを考えた、

真摯な要求ばかり。東村山でこれに入れるとなると、東村山市民があたかも法令に違反するような

おかしな条例を提案してくると想定していることにならないか。非常に違和感を感じる。 

住民投票は、市民を信頼し、市民の意見を聴くという制度である。それについて投票するかど

うかの決め手は、本来は住民の署名である。市民は常識的だから、これはおかしい、これは投票の

対象にならないと思ったら、署名しない。常設型住民投票制度をつくるなら、投票の対象として的

確かどうかという判断は、本来は市民の判断によるべき。それが本来のあり方。それを前提にして

制度を考えた方がよい。 

 

【会長】 

３項そのものがいらないという話もあった。４項について、事務局から補足説明はあるか。 
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【事務局】 

地方自治法の直接請求制度に基づき、直接請求できるが、地方税の徴収並びに分担金、使用料

及び手数料の徴収に関するものを除くと規定されている。そこまで縛る必要はないと考えている

が、例えば極端な、使用料を全部減額してしまえとか、職員の定数を１／３にしてしまえとか、そ

ういった内容の請求に関しては、住民投票の対象とすることは難しいとして規定した。 

 

【委員】 

東村山市民は、市の職員を３分の１にしろとか、手数料をタダにしろとか、そんなことは言っ

てこないはず。仮に言ってきたとしても署名が集まらないと思う。あまり心配しなくていいのでは。 

直接請求の中で使用料・手数料に関する条文ができたのは昭和２９年。あの時点では、日本国

民はまだ民主主義に慣れていないから、直接請求できるというと税金をまけろとか、手数料を減ら

せとか、そういうことを出してくるに違いないと疑って規定ができたと言われている。だから、そ

れを今の時点で同じ心配をして、こういう文言を入れる必要はまずない。 

対象を制限するにしても、自治基本条例で市の権限に属さないものは駄目だと言ってしまうと、

相当対象が絞られてきてしまうので、あまり良くないという気がする。 

それから、第三者的機関をつくることは、よく考えると実質的に住民の署名ではなく、第三者

的機関の判断で投票の対象を決めるということになる。本当にそれでいいのか。第三者的機関が駄

目だと言ったら、多くの市民が投票してほしいと言っても駄目だということになる。 

 

【市長】 

この前から誰が決めるのかという話になるが、決めるのは条文上市長である。ただ首長が、拡

大解釈をしてしまうとまずい。順番としては、署名を集めて判断するのではなく、これからこうい

うことをやりますと市の方に請求をいただいた時点で、それが条例に合致したものかどうかの判断

をした上で、署名を集めていただくことを想定している。 

 

【委員】 

その考えだと、本来の常設型住民投票条例の意味と違ってくる。市長が駄目だと言ったら、そ

もそも署名を集めることができなくなってしまう。市長や議会の拒否権を認めないところに、常設

型住民投票条例の一番の意味がある。ところが今、常設型住民投票条例には、許可型と本来の住民

投票条例と２つに分かれてきている。市長や議会がこれは駄目だ、そもそも署名集めはさせないと

拒否権を認めているものと、住民の署名で判断するもの。あちこちの実例を見ていると、非常識な

事項に対して署名が集まって投票が行われることは、まずない。 

 

【会長】 

市長は、市長の独断ではなく、どこかに諮る手続きをもつ意味で、決して住民投票よりも第三

者機関を上に置くということではなく、一旦プロセスを踏むという流れを入れたのではないか。 

だから、その制度が良いかどうかという議論をするかどうか。ここだけ条文が増えている。そ

の辺の制度設計をするかしないか。委員の発言を受ければ、もっと時間をかけて、慎重に審議しな

ければ、結論が出ないかもしれない。今、そういう制度設計について、委員の皆さんのご意見を踏

まえて、ある程度方向性を出すのか、出さないのか。 

 

【委員】 

例えば、ここは市政運営上の重要事項について、住民投票をすることができるぐらいにしてお

いて、その重要事項とは何か、別条例で考えた方がいいのでは。別の条例をつくる時に、慎重に審
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議した方がいいと思う。 

 

【委員】 

まず疑問があったのは、７の住民投票の実施に関する手続については別に条例で定めますとい

うことで、第三者機関等と書いてあるが、任命権者が誰になるのか。市長となると、まずそこでブ

ーイングが出るのでは。その下の２に、第三者的機関に不服申立てをすることができるとあるが、

不服申立てをしても、市長の任命した機関に不服申立てをしてどうなるのか。６分の１以上の連署

をもって出せばいいということであれば、必要ないのではないか。 

 

【会長】 

私たちも、全員市長から任命されて議論しているので。 

 

【委員】 

ご指摘の点は、もっともである。 

 

【会長】 

市長の諮問機関である第三者機関は、市長しか任命できないのでは。 

 

【委員】 

それは、第三者機関の宿命である。公共事業の審議会で最近特に言われるのは、委員会をつく

る前に準備会をつくり、準備会の段階から意見を聞き、反映する人選にしてほしいということ。 

私が言っているとおりにしろと言うつもりは全くなく、設計上の理念の話をしている。 

住民投票をしてほしいという問題が起こる時というのは、議会や行政がある事業をしたいと思

うが、住民としては、それはおかしいと思うから自分たちの声を聞いてほしい、つまり間接民主制

が機能しないから、直接民主制の住民投票をやってほしいというパターンがほとんど。そういった

ことを理解した上で、制度をつくる必要がある。 

 

【会長】 

そのとおりかもしれないが、議会がその制度をつくらなければ、その制度はできない。 

 

【委員】 

自治基本条例の段階では、重要事項については投票できるとしておき、対象を制限するかどう

か考えた方がいい。 

 

【会長】 

住民投票を反対しているわけではない。重要な制度であるし、尊重されなくてはいけないし、

憲法上もそうだと思う。そういったことの議論を踏まえてどうするか。 

提案としては、市政の運営に関わる重要な事項について、常設型の住民投票をつくるというこ

とを定めて、詳細な制度設計については、別条例に委ねるということがひとつ。もうひとつは、こ

ういったことを規定するのであれば、ある程度制度設計を議論しなければならないということ。 

 

【委員】 

別に条例で定めるというのは、例えば、協働のことも、協働条例をつくるとか、定めないとか、

必要性があればやるかもしれないとか、それと同じ解釈か。 
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【会長】 

住民投票については、つくらなければならない。 

 

【委員】 

住民投票条例ということか。 

 

【委員】 

そのとおり。実際は、住民投票条例をつくらないと、住民投票は実施できない。 

もうひとつ、すごく大きな問題になる可能性があるのは、３分の１以上の投票をもって成立す

る、この「成立する」の意味は、成立しないと開票しないで結果を知らせないのか、開票はして、

結果は知らせるけれど尊重義務は生じないとか、はっきりさせた方がいいが、どう考えるか。 

 

【会長】 

申し訳ないが、制度設計まで含めて、ここで議論して定めた方がいいと考えるか、もう一回こ

れを議論しなければならない。 

市政運営の重要事項について住民投票が行うことができるといったような大枠の規定を別な条

例で定めるという意見の方がよいか、あるいはこういうことも含めて細かく議論して決めておいた

方がよいか。 

 

【委員】 

条例全体がまちづくりの基本原則、基本理念を定めるものならば、間接民主制を前提としつつ、

こういった場合は直接民主制として、住民投票を請求する権利があるという方向性だけ示し、細か

いところというのはこの短期間で議論するべきではないと思う。 

 

【委員】 

市民会議で住民投票の規定のことを、ひとつずつ論議していったという過程ではなかったこと

を踏まえると、もっと市民の声を聞くような形を持って、細かいところは別条例につくる方がいい

と思う。たくさんの市民の目を通して議論されたものではない。 

 

【委員】 

委員のおっしゃるとおりであり、別条例で詳しくお願いしたいと思う。 

 

【委員】 

可能な限り詳細に決めるということは、かなり議論の時間も要する。そういった意味では、詳

細に決めることが自治基本条例で必要かどうかということと、審議の時間とか、市民の皆さんの意

見をもう少しきちんと聞いた上で条例をつくる。場合によっては議会の考えも聞かないと最終的に

どうなるかということがあるので、行政の方でも、もう一度お考えいただきたい。 

また、この条例は住民投票をやらなければ、議会は廃止できないという条文です。議会は法令

上条例廃止できる。でも住民投票やらなければできないという規定を設けることは可能か。 

 

【委員】 

それは、駄目だという見解もあり得る。議会の権限は元々法律で与えられているから、条例で

規制をすることはできないという考え方はあるけれど。 
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【会長】 

ただ、地方自治法では、議会は条例の制定の改廃を議決できる権利を有しているわけで。 

 

【委員】 

住民投票の尊重義務があるのは、市長だけで、議会は尊重義務はないはず。 

 

【会長】 

例えば、議員からも提案できる。その時に住民投票をやっていないから、あなたがたの発議は

無効だということは言えないのでは。 

 

【委員】 

この規定があるから、住民投票しなくてはいけない。条例上、市長しか尊重義務がない。議会

は廃止に反対多数になっても尊重義務が無いから無視して廃止しても全く問題がない。 

 

【委員】 

そもそも何故廃止が入ったのか。 

 

【委員】 

勝手に廃止できないようにするということ。 

 

【委員】 

そういう意味も込めて入れた。あまり廃止はない気がする。 

 

【会長】 

議論の経緯を行政側から説明願いたい。 

 

【事務局】 

自治基本条例は、自治の基本原則や基本理念を担っていくということでは極めて重要な意味を

持つ条例ということを考えると、この条例を廃止する時には、きちんと市民の声を聞いて、この廃

止に際しては、皆さんこういう思いを持っているという結果を付して、最終的には議会の判断をい

ただくという一定のルールをつくることが適切ではないかという議論の上、条文を設けた。 

 

【会長】 

議員発議で廃止がなされるのは、どういった手続きか。 

 

【委員】 

議員から議会に廃止条例が提案され、自治基本条例があるから、その場合は住民投票をしなく

てはならなくなる。そこも変だ。市長に発議権がない。 

 

【会長】 

条例上は市議会議員の過半数の連署になっている。 

 

【委員】 
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制度的に不整合である。 

 

【委員】 

「市長は、成立した住民投票の結果を尊重するものとします」というところを、市長及び議会

はと書く必要があるか。 

 

【委員】 

改正するたび住民投票をしようと思った時に、その住民投票を誰が発議するのか。 

 

【会長】 

そこもある。 

 

【委員】 

廃止を置かなくて、何か問題があった前例があるか。 

 

【会長】 

具体的に廃止されたのは、合併ぐらい。議会等での修正例や廃止されそうになった例はある。 

 

【委員】 

「条例を改正する必要があると判断したときは、多くの市民に意見を聴き」とあるが、どうい

う聞き方をして、どの程度でどうするのか。 

 

【事務局】 

具体的には検討中。例えば、無作為抽出の試み等、より適切な方法で対応していきたい。 

 

【会長】 

いろいろな論点が出されている。住民投票、定義の問題や、参加・コミュニティ等、だいぶ意

見が出され、行政側でも、文言整理については課題があるとのことなので、もう一度、この条例の

条文案について、見直し検討を行うことでよいかと思う。その他、全体を通じて伺う。 

 

【委員】 

廃止の住民投票は、誰が発議するのかについて、整合するように整理いただきたい。 

第２条の基本理念で、公共の福祉といきいきと調和する自立した地域社会を創造するというこ

とは、日本語の使い方がよくわからない。どういう意味か。 

 

【事務局】 

自主と協和については、多様な市民一人ひとりが、尊厳と自由の尊重をうたっていることを受

けて、個の尊重、個の主体性を受けて書くとともに、全体の調和、協和みたいなところを一方でう

たっているという２点がある。そして最後のところには自主のことと、協和のことをうたわせてい

ただいた。整理が必要だと思う。 

 

【委員】 

単語の並べ方がおかしい。基本理念は大事だから、しっかりした文章を作りたい。 

気になったのは、職員の責務のところ。ここだけ、市長等の定義がいやに詳しく書いてある。
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そんな言葉を使うと物々しくなる。 

 

【会長】 

その辺も、文言整理をしっかりしていただきたい。 

前文のことについてはどうか。 

 

【委員】 

今回新たに入った、「東村山市民憲章の精神を踏まえ」について、その精神をできるだけ表現し

た言葉で書いていただきたい。できるだけ手短に、その趣旨を尊重した形で書いていきたい。 

また、市民会議の皆さんが盛り込みたいことを凝縮すると、第４次総合計画の時の標語で表現

できるのではないかと思い、「人と人…」を提案した。 

 

【委員】 

他市の条文を見ると、「わたしたちのまち東村山」とか、主語が「わたしたちは」というような

ものが多いと思うが、東村山市が主語になっている。この文章に入れると、全体的におかしくなる

かもしれないが、市民が中心で、わたしたちがこの条例を定めますという文章にすると、もう少し

わかりやすく、心に響くかと思う。 

 

【委員】 

委員の意見に賛同する。２年近くかけて市民のいろいろな声を聞き、まさに市民がつくったと

言えるぐらいのプロセスを経てつくってきたから、その辺の思いも前文の中に入ってほしい。 

 

【委員】 

６行目のところで、「交通の便も良い土地であり、人々の交流が」とあるが、「交通の便も良い

土地であり、」の後に、「そうした中で」と入れると繋がりがいいと思う。 

 

【委員】 

前半の部分は表現がわかりやすくていいと思うが、後半の５行で難しい言葉を使ったりしない

で、もっと報告書の言葉をそのまま使うとか、漢字を少なくして、もっとわかりやすく。条例とな

ると文章が固くなりつつあるので、理念がわかりやすく市民に伝わることが必要。 

 

【委員】 

最高規範という言葉があったほうがわかりやすく、市民のインパクトが違うのではと思うので、

うまく入れてほしい。 

 

【委員】 

“人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる東村山”が出てくるのが唐突なのかということ

はあるが、東村山で盛んに使われていて定着してきており、それが住民の福祉、地方自治の本旨と

いうことを表しているのであれば、この言葉を使いたい。 

あと、協働してまちづくりをやっていこうという、ずっと市長が出しているメッセージをこの

中に盛り込みたい。様々な主体が協働してまちづくりを進めるということも書きたい。 

 

【会長】 

前文については、ニュアンス、内容、最高規範という言葉を置くかどうか、スローガン的なこ
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とを入れるかどうか等について整理し、またご提案いただきたい。 

市民の皆さんから意見を聞いてきて、この審議会が審議しているということだと思う。その後、

それを踏まえて市民の皆さんのご意見を聞いていくことになるが、どうするか。 

今日出された意見を尊重する形で案をつくっていただき、パブリックコメントで市民に意見を

聴くことに入るか、場合によってはもう一回やるのか。ある程度、この辺で市民の皆さんにお示し

し、いろいろな形で議論を聴いていくのもひとつあるのかとも思う。 

 

【委員】 

市民会議の方を呼び、参考意見を伺うということは可能か。 

 

【事務局】 

できれば、私どもとしては、なるべく広範な市民の方にご意見をいただいて重ね合わせた方が、

より効果的かと思うので、先程パブリックコメントというキーワードがでたが、いろいろな方にご

意見を頂ければと考える。 

 

【会長】 

市民会議の方も意見を言えるし、ここに限らず市民の皆さんに広げて聴くというのはどうかと

いうこと。 

 

【委員】 

パブリックコメントの後、審議会に戻して、パブリックコメントの意見も聴いて、また私たち

は検討できるのか。パブコメは何週間か。 

 

【事務局】 

２０日間を予定している。 

パブコメの基本的なやり方は、ホームページに出し、公共施設全てに文書を置き、そこでご意

見があったらいただきたいと。それに併せて市報にもお出しし、是非ご意見いただきたいと、そう

いうような形でパブリックコメントをやらせてもらうというのが原則。 

 

【委員】 

人がたくさん集まる場所でキャンペーンをするというのは有効だと思う。例えば、産業まつり

とか、駅頭でアピールするとか、ある意味自治基本条例をアピールして一緒につくるという大チャ

ンスなので、そういうことを是非やれたらと思う。 

 

【事務局】 

これまでも、同じような形で、産業祭や緑の祭典、人の出るようなところに行き、いろいろ活

動してきた。直接的に自治基本条例という言葉は馴染みがないので、みなさんのまちづくりとか、

ルールを決めていくのはいかがでしょうかとか、そういうような形で進めてきた。 

 

【委員】 

パブコメはどの段階で出るのか。 

 

【事務局】 

一般的なパブコメは、審議会から答申をいただいて、それに基づいて実施する。今回は、丁寧
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にやりたいという私どもの思いもあり、審議会の審議の途中ではあるが、現在こういう形で議論を

進め、こういう内容を盛り込みたいということを、条文できっちり書けない部分もあるかと思うの

で、今日のご意見も踏まえて、市報やＨＰでこんなことを盛り込んでいきたいと。市民の皆さんか

らご意見を頂いた後に、もう一度審議会に諮るというふうに、ワンクッション手前に入れて、審議

会のご審議に資するように進めていきたい。 

 

【会長】 

この段階で集約をして、市民の皆さんに示し、ご意見をいただいた後、もう一回審議会で議論

するということ。 

 

【市長】 

議論がつくされていない段階で議会上程ということは、難しいかと思うので、大詰めを迎えて

どういう形で進めていくか、審議会のご意向も尊重しながら進めていきたい。 

 

【委員】 

どんどん広がって、時間が際限なくかかることが心配。 

 

【会長】 

今日の議論を受けて、直したものを委員にお示しいただいた上で、パブリックコメントをかけ

て市民の皆さんの意見を伺い、それを踏まえて、検討をする。そのプロセスで、もしかしたら、ス

ケジュールの話もありますし、行政側、議会側もいろいろあるとおもいますが、相談させていただ

き、ご提案させていただくということでよいか。 

 

【委員】 

議論の中で、行政の方でまとまるか。 

 

【委員】 

作業部会はないのか。 

 

【会長】 

今のところは、そういう制度になっていない。 

この審議会は起草委員会ではないとずっと思っている。市民の皆さんのご意見を広く聴いた行

政側が案をつくってくるのに対し、我々が、ちゃんと意見が反映されているかチェックする。起草

委員会のような作業部会をつくってというのがどうなのか。その点で言うと、行政側が私たちの議

論を踏まえて案をつくる。議会に提出した上で、議会の承認を得て条例になるということと思って

いる。ご意見あれば言っていただきたい。 

 

【委員】 

どの辺で納得しなければいけないのかというのがわからない。細かいところをつつけば、いろ

いろなことが出てきている。ＧＯサインがいつまでも出せなかったら、どうしたらいいのか。 

 

【会長】 

ひとりの委員が最後まで納得できないから決まらないということも、もちろんないと思う。そ

うしたら、延々といつまでもやっていることになる。 
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【委員】 

例えば、一番問題になったところは、９章の住民投票。場合によっては大幅に変わる。 

 

【会長】 

この委員会としては、詳細の制度設計はできない。だから、市政運営に関わる重要な事項につ

いて、常設型住民投票というのは置かれるということ程度に収めてはどうか。 

 

【委員】 

住民投票だけでも、まとめたものをフィードバックしていただくと大変助かる。 

 

【会長】 

それは、住民投票の項目に限らず、この条文をパブリックコメントに出すと。それについては、

皆様のメール等で、案が示された段階で事務局にお寄せいただき、それを会長・副会長が確認し、

パブリックコメントにかける。その結果を受けて、案を大きく変える必要があればもう一度この審

議会で議論することとし、特段大きく変える必要がなければ、委員の皆様の持ち回りで検討すると

いうような段取りでと思う。 

 

【委員】 

第３章の部分が、議会基本条例の策定状況を見ながら進め必要ありということで、ほとんど議

論もできなかった印象がある。パブコメを取りに行く時に、ここはちゃんとした条文として書かれ

るのかどうかが、よくわからない。 

 

【事務局】 

今、まさに議会の方も議会基本条例の策定ということで、議論を重ねている。議会の方も、情

報によると、近々ひとつの形が出てくると聞いているので、その段階で入れられるのではないか。 

 

【委員】 

自治基本条例について、政策総務委員会でどういう議論が行われているのかというのも、パブ

コメと一緒に情報をいただいて、審議の参考にさせていただいた方がいいのでは。 

 

【会長】 

それでは、先程提案したように、案ができしだい、事務局から委員の方に流していただき、意

見を集約の後、市民意見の募集ということで進めていく。 

 

４ その他 

 

【事務局】 

次回の審議会については、開催の必要があるかも含め、別途会長と調整させていただきたい。 

 

【会長】 

本日の議事は終了。以上をもって、第４回自治基本条例市民参画推進審議会は閉会とする。 

 


