
和光市まちづくり市民会議委嘱式及び第１回会議録 
 
日 時  平成１４年５月２３日（木）午後７時～午後９時３０分 
場 所  和光市役所 ４階 研修室 
出席者  委員 〈座長〉石井 彰 
        〈副座長〉原田正裕、益子絹恵 
         相場道雄、岡野 誠、小倉順子、鈴木俊治、鈴木 誠、土屋恭則、友国 洋、 

並木修二、保坂和雄、渡辺節子 
（欠席者 西田幸夫） 

     アドバイザー 東洋大学法学部教授 小林博志 
     事務局  市長 野木 実 
          政策管理部長 横内 晃 

まちづくり条例策定プロジェクトチーム 石田一雄、久保節子、加藤賢司 
 
〈委嘱式〉 

（野木市長から委員の代表者に委嘱書の交付） 
市長あいさつ 

 この度は、和光市まちづくり市民会議に公募という形で皆さんにお願いいたし、こうして会議に参 

加いただき誠にありがとうございました。 

今更申し上げる必要もないのかもしれませんが、最近のまちづくりは、ややもすると従来の行政側

が条例あるいは規則等で政策をつくって、皆さんにどちらかというと押しつける部分があったと思い

ますし、また、逆に、市民の皆さんから市に対する要望は、どちらかというと全体を考えない部分を

持った一方的な要望というものもなきにしもあらずでありました。しかし、新しい市民参加を模索す

ることになれば、市民の皆さんと行政が協働していけるような形での政策づくりが必要になります。 

私も昨年の選挙でまちづくり条例をつくるということを公約の一番目に挙げさせていただきました。

そして、今回、私どもとしては、全く原案を持たないままと言うと大変失礼なのですが、スタートか

ら全て皆さんの考え、やり方を尊重し、この会議を進めていただきたいと思っております。 

そして、まちづくりに対して、条例をどのようにつくっていったらよいのかということで、内部的

にも研究させていただきました。私はプロジェクトに対して、１年間こういうことで進めていただき

たいとお願いをしました。それは、いろいろな政策決定をしていくのに、どうしたら市民が参加をし

て政策が決めていけるのか。まず、第一に、市民の皆さんが参加をしていける条例をつくって、そう

すれば各論の区画整理、教育あるいは福祉等というものを考えていくときに、この分野ではどういっ

た形で市民参加をしていただいて、政策決定をしていこうということが可能になっていくのではない

かという気持ちがございます。その意味で、できれば本年度中に、和光市の市民参加条例とも言うべ

きものを皆さんにつくっていただけると大変ありがたいと思っております。 

では、合併との兼ね合いはどうなのかということにつきまして、議論が出てくると思いますが、私

は３年後にもし合併ということになっても、今市民が参加をして、こういう形で政策をつくっていく
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ということは、他の３市を含めて明確な形での条例はございません。そういう意味では、もし合併と

いうことになっても、皆さんにご協力をいただいてここでつくりあげたものが４市のまちをつくって

いくときの一つの提言として大きな力を持つのではないかと思っております。 

そういうことを含めまして、１年間かけて皆さんの自由な意見と発想の中から条例制定に向けてご

努力をいただければ大変ありがたいと思っております。今後の進め方の中で、必要とあれば私も会議

に参加させていただき、これは私が何かものを言うということではなくて、 考え方がどうなのかとい

うことであれば参加をいたします。基本的には皆さんに決めていただくということで会議を進めてい

ただきたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

（職員自己紹介） 

（委員自己紹介） 

〇事務局  次に市民会議のアドバイザーとして、条例制定に向けた法的な面等について専門的な立

場からご助言をいただき、この市民会議を側面からバックアップをお願いすることとなりました東

洋大学法学部教授で法学博士の小林博志先生をご紹介いたします。 

  小林先生は、ご専門の法制分野において幅広いご活躍をいただいているところでございますが、

多数の論文や判例評釈の執筆の他、特に、行政関連では、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会会

長をはじめ、茨城県猿島郡総和町並びに群馬県邑楽郡板倉町の情報公開・個人情報保護審議会、同

審査会委員を歴任される等行政についての広範なご見識を有されておられるところでございます。 

  それでは小林先生から一言ごあいさつをお願いします。 

〇小林先生  私は東洋大学法学部で行政法と租税法を担当しております。今回、和光市の方からま

ちづくりをするので何らかの意見を述べていただけないかということで、情報公開と個人情報につ

きましてはいろいろ勉強しておりまして、行政法におきましては地方分権が進んで様々な取り組み

が行われている訳で、そういう中でまちづくり基本条例とかそういう条例の案をいろいろ見る中で、

いったいどれがいいのか、実際まちづくりを行っていくにあたり、どういう形の市民参加ができる

のかということを実体験として勉強していきたいということもあり、アドバイザーということであ

りますが、勉強してみたいと思っております。 

それから、できれば私が持っている知識をまちづくりに活かしたいと思っております。この１年

よろしくお願いしたいと思います。 

〇事務局  それでは市民会議の仮議長を市長とし、進行をお願いします。 

〇野木市長  まず最初に、この会議の座長及び副座長の選出をお願いいたします。 

  座長、副座長の選出につきましては、和光市まちづくり市民会議設置要綱第４条第２項の規定に

より、各委員さんの互選によることとなっておりますので、選出をよろしくお願いいたします。 

〇小倉委員  私は友国委員を推薦します。 

〇並木委員  この会議の座長の条件として、ある程度フリーな時間を持っている方で、行政側との

座を経験したことのある方が望ましいと思う。私は全員を存じ上げませんが、その要件にあてはま

るのに石井委員がいらっしゃる。友国委員はまだ現役なので、私は石井委員を推挙します。 

〇岡野委員  座長、副座長は聞き慣れない言葉であるが、議長、副議長という意味か。 

〇野木市長  この会議を進行し、取りまとめていただく方ということです。 
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〇岡野委員  事務局の方は候補になりますか。 

〇野木市長  なりません。 

〇岡野委員  住民の意見をとにかく反映させていただければよいのであって、行政の方に取り仕切

っていただくというのも一つの案である。 

〇友国委員  私は賛成しない。市民が公募して参加しているのであるから、市民の中から選ぶべき

であると思う。それから、先程ご推薦いただきましたが、行政等といろいろ調整等もあり、また、

仕事の都合で出られない場合等もあるかと思いますので、そのようなことからこの会議をうまく機

能させていくためにも、先程推薦のありました石井委員にお願いしたい。 

〇保坂委員  私もこの会議の性格を考えると、私たちはこのような場を借りようと、市民の立場で

この会議を持つのであるから市民の中から選ぶべきであると思う。 

〇野木市長  まさに市民会議であり、それを活かすためにも皆さんの中から選んでいただきたい。 

今、２人お名前が挙がっておりますが、友国委員からは仕事の関係も含めて石井委員にお願いし

たいとの発言がありましたが、石井委員にお願いするということでよろしいですか。 

〇石井委員  私は、自分自身が勉強したいと思って参加した。私は、市民活動、市民運動等に無縁

であり、情報公開あるいは行政改革については、私なりに勉強できる立場にあったのでお受けした

経緯もあるが、この市民会議についてはご免です。 

〇野木市長  すべてをこの市民会議で決めていただく訳ですから、事務局との調整、皆さんの資料

要求がありましたらまとめていただく等がありますので、若干時間的に余裕のある方にお願いでき

ればありがたい。 

〇渡辺委員  私も石井委員にお願いしたい。 

〇野木市長  それでは、全会一致で石井委員に座長をお願いするということで決定します。 

  それでは、副座長の選出をお願いします。 

〇友国委員  副座長は、女性の中からお願いしたい。 

〇並木委員  女性だからということではなくて、適格者が女性であったということであればよいが、

最初から女性ということは好ましくないと思う。 

〇益子委員  実際いろいろなところでご活躍されている並木委員を推薦します。 

〇並木委員  今、環境市民会議で座長をしており、それが結構時間をとられます。似たような性格

のものを行っている者が行うということは意味がないと思うので、他の方にお願いしたい。 

〇小倉委員  友国委員、副座長はいかがですか。 

〇友国委員  お断りします。 

〇渡辺委員  年代的に少しお若い方にお願いしたい。 

〇並木委員  鈴木（俊）委員、原田委員等お若い方はいかがですか。 

〇鈴木（俊）委員  環境市民会議にも参加しておりますが、仕事の関係で出られないときがあり、

遠慮させていただきたい。 

〇鈴木（誠）委員  別に女性ということではないですが、住民の半分は女性であり、女性の視点は

男性とは違う面があると思うので、女性の中から手を挙げていただいたらよろしいと思う。 

〇原田委員  副座長は２人でもよろしいですか。それであれば立候補させていただきたい。時間的
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に都合の悪いときもあると思うので、１年間もの期間を考えるともう１人いていただけると心強い

のでいかがでしょうか。 

〇野木市長  皆さんの総意で決めていただいてよろしいです。 

  副座長の１人は原田委員にお願いして、もう１人をご意見のありました女性の方にお願いし、副

座長２人で進めていただけるとありがたい。 

〇友国委員  バランスがありますので、女性の方にお願いしたい。 

〇並木委員  益子委員はいかがですか。 

〇渡辺委員  白子地域の目も必要であると思うので、益子委員にお願いしたい。 

〇野木市長  それでは、座長に石井委員、副座長に原田委員と益子委員にお願いいたします。 

  ここからの進行は石井座長にお願いいたします。 

〇石井座長  それでは、第１回の会議を進めてまいります。 

原田副座長と益子副座長とともに、会議の運営を有意義にしていきたいと思います。何分力足ら

ずではございますが、皆さんのお力添えにより進めていきたいと思います。 

それでは、今日の会議においては、今後の会議を進めていくための協議事項がありますので、ご

協議いただきたいと思います。 

会議録をつくっていくこと、この会議ができたことの周知をしていくこと、それからこの会議は

オープンであるので傍聴についてどうしていくかということ、それから委員の追加についての取扱

いをどうするかということ、スケジュールと進行の仕方について決めていきたいと思いますので、

これについて事務局から説明を願います。 

〇事務局  それでは、事務的な事項も含めて、若干のお時間をいただきたいと存じます。 

  まず、まちづくり市民会議の性格について若干説明させていただきたいと存じます。 

  この市民会議は、市長のごあいさつにもありましたとおり、市民の皆様の自由な発想を基にし、

自主的に運営される会議として設置されたもので、原案の段階から白紙の状態でご議論いただくも

のとなっております。 

  まちづくり市民会議設置要綱第７条では、市民会議の運営に関し、必要な事項は座長が定めるこ

ととなっており、会議の運営上の事項につきましては、委員の皆様の総意で決定いただくこととな

っております。 

  したがいまして、従来のように行政側から原案をお示しするものではなく、事務局は、あくまで

委員の皆様の自由なご議論のサポートに努めるものとなっておりますのでご理解をお願いします。 

  それでは市民会議の運営につきまして、まず、会議録について決定いただきたいと存じます。 

  この市民会議は、和光市情報公開条例第２４条の附属機関の会議の公開の規定による公開の対象

になるものと考えておりますが、同条第３項では、実施機関は、附属機関等の会議録を整備し、不

開示情報を除き、公開することになっております。 

  この会議の会議録につきましては、事務局において調製してまいりたいと考えておりますが、記

録の取り方は、全文記録ではなく、要点記録とすること。 

  会議録の公開につきましては、次の会議において各委員の皆様の確認をいただいた後に公開する

こと。 

 4



  公開の方法は事務局での閲覧とすること。 

  なお、皆様の発言は、念のため録音させていただき、会議録の確認後に消去してまいりたいと考

えております。 

  次に、同条第２項では、実施機関は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ

会議の開催場所、日時、傍聴等の手続きについて、市民に周知することとなっております。 

  会議開催の周知につきましては、広報わこう、市ホームページ等への掲載等可能な範囲で行いた

いと存じます。 

  また、会議の傍聴は、既に配付させていただいております和光市まちづくり市民会議傍聴要領（案）

を参考に、傍聴人の定員等の傍聴の取扱いの基準について定めていただきたいと考えております。 

  次に、市民会議委員の追加応募の取扱いについての協議をお願いします。 

  募集期間終了後、市民会議への参加希望１名が出ておりますので、その取扱いについてご協議い

ただきたいと存じます。 

  次に、会議の主なスケジュール及び会議の運営方針等の決定をお願いします。 

  会議開催の周知や傍聴、あるいは会場等を設定する必要から、基本的な開催日、時間、開催場所

等について、皆様の希望等があれば事前に調整いただければ幸いです。 

  特に、次回は、小林先生から市民参加行政の現状等についてのご講演を予定しておりますので、

先生のご都合を優先した日程の調整をお願いしたいと存じます。 

  なお、これも皆様の総意でお決めいただくことと存じますが、他市においては、審議の方向性が

決定した時点で、原案等を市民に公表した上で意見を求め、更に原案を修正していくという手続き

を踏んでおります。 

  この市民会議では、同様な手続きを行うか。 

  行うものとした場合の予定としては、原案等に対する市民からの意見聴取の時期、方法等につき

ましても、お決めいただきたいと存じます。 

  次に、この会議の進行につきましては、冒頭にもご説明させていただきましたとおり、委員の皆

様の総意で決定いただくこととなっており、先程、市長からお願いいたしました（仮称）市民参加

条例の原案作成の検討に係る会議の進行方につきましても、ご協議をいただきたいと存じます。以

上でございます。 

〇石井座長  たいへんたくさんの項目がありますが、一つずつ確認しておきたいと思います。 

  会議録につきましては、当面これでよろしいですね。 

〇並木委員  会議録は座長を含めて調整するのか。事務局だけで行うのか。座長の意見くらいは入

ってないと事務局だけでは困る。 

〇石井座長  私の理解では、事務局で素案をつくって、会議で諮って合意した上で会議録をつくる

ということで理解しておりましたが、それでよろしいですね。 

〇事務局  要点記録ということで考えておりますが、会議録につきましては、皆さんに事前に確認

をいただきたいと思っております。 

〇石井座長  その方が多様な意見がきちんと入るので望ましいと思いますが、つまり、会議録とし

て できあがる前に皆さんに諮るということです。 
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〇事務局  事前にご確認いただいて、次回の会議のときに、訂正、修正等をいただいて、会議録と

して確定していくということでいかがでしょうか。 

〇石井座長  会議録の素案ができて、皆さんにこの会議録について意見があれば、次の会議の時に

発言していただき、それで会議録として成立するということです。多少、手順が複雑ではあります

が、その方がより民主的であると思います。 

〇小林先生  個人名は入れるのか。 

〇石井座長  個人名は入れません。私は、個人名は入れないと思って聞いておりました。いかがで

しょうか。 

〇友国委員  個人名を入れるのであれば、その人が言ったかどうかを逐一確認しなければならない

が、個人名を入れないのであれば、わざわざ皆さんに回してまで行う必要はないのではないか。 

  議会では、前は何も行っていなかったが、１０年くらい前からそれぞれの人がどういうことを発

言したかを書いていますが、今回、議論することが個人名を入れてまでして議論すべきことなのか

ということで、そこまでのものではないとすれば、個人名を入れることはなくてよいと思う。した

がって、了解をいちいちとらなくてもよいと思う。 

〇保坂委員  私もそう思います。なるべく発言はできるかぎり簡単にしたいと思います。座長のお

っしゃっていたのとは異なり、事務局の提案は、次回の会議の場で提示する。そして全体の場で行

うと受け止めていました。 

〇石井座長  違います。次回の会議で確認するということです。 

〇保坂委員  各個人に送られてくるということですか。 

〇石井座長  そういうことです。 

〇並木委員  今、行っている環境市民会議の例を申し上げますと、個人名は出しています。事前に

議事録は各委員に送付して、次回の会議の冒頭で問題ないか確認して、問題なければそれが議事録

になる。 

〇石井座長  私の理解としましては、要点記録であるということ、事前に全員に確認していた上で

会議録として成立するということで、イメージとすれば、Ａ４版で３枚くらいかと思いますが、そ

ういうことでとりあえず進めて、会議録について再検討したいということであれば、随時テーマに

していけばよろしいのではないかと思います。 

〇並木委員  個人名を入れないと、自分が言ったことがどの部分であったかチエックするのが大変

です。とりあえず、素案の段階では個人名を入れて、正式の時はＡ、Ｂ、Ｃにするとかしないと、

全部読まなければならないとなるとチエックするのが大変です。いかがでしょうか。 

〇石井座長  とりあえず進めてみて、支障があれば再度皆さんとご相談するということでよろしい

でしょうか。皆さんに了解いただいたことは、事前に会議録として成立する前に皆さんの同意を得

るということと、要点記録であるということです。個人名はいかがですか。 

〇小倉委員  個人名は、なしでよろしいのではないか。 

事前にいただいてまちがいがあれば取り消せる訳ですね。私が話をしたいのはＥメールのことな

のですが、もしＥメールで送られてきて、まちがいがあれば送り返せる。次の会議の時に訂正して

出てくる。 
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〇並木委員  事前に問題があったら送り返して、正しいものを会議で配る方が効率的である。 

〇小倉委員  他の会議では、Ｅメールで送られてきまして、ここを訂正してくださいと送り返して、

次の会議の時に訂正されたものが出てくる。 

〇石井座長  それでは、そのように行ってみましょう。事務的に煩雑になったとしたらまた考えま

しょう。 

〇益子副座長  どのくらいの量的な意見の交換があるかわかりませんから、とりあえず行ってみて

からでよいのではないか。 

〇鈴木（俊）委員  自分の発言した部分を少なくともみるということで個人名は出しておいて、最

後は出しても出さなくてもどちらでもよい。 

〇友国委員  環境市民会議で個人名を出しているということであるので、この会議でも名前を出し

てはばかるということではないので、個人名は出してもよい。 

〇石井座長  それでは、次回の会議の前に送付していただく資料は個人名を入れて、それを見た結

果、個人名を入れる必要はないということで合意ができれば、個人名を入れないでいくこととする。 

  会議録については、必要であれば随時ご相談していきたいと思います。 

  また、会議の周知についてですが、広報わこうやホームページを利用するということで、事務局

で対応してくれるということは大変ありがたいことなので、進めてください。 

  それから、傍聴についてですが、この会議自体は、公開ということなので、原則認めるというこ

とで進めていきたい。しかし、問題は市の行政運営にあたり、守秘義務事項に係るようなことがあ

れば、その時に考えなければならず、皆さんにご相談しなければいけないと思いますが、原則とし

て傍聴は認める。 

〇並木委員  傍聴には賛成であるが、傍聴要領までつくって仰々しく行う必要があるか。できれば

ハードルを低くして皆さんに来ていただきたいのに、我々の会議になじまないと思う。原則公開し

て、傍聴に適さないと判断すれば座長が退席を命じればよいのであって、こんな仰々しく行うのは

いかがかと思う。 

〇益子副座長  くじ引きということが気になりました。 

〇鈴木（俊）委員  私も賛成です。 

〇渡辺委員  傍聴に来ていただいた人は、全部受け入れることとした方がよいと思う。ハードルを

低くしてなるべく大勢の人に、発言の機会はないですが、聞いていただくことは必要であると思う。 

〇友国委員  私も賛成です。私たちは市民参加をしようとしている訳で、否定形ではなく、肯定形

にして、「市民はこの会議に参加する権利を有する」という主旨のことを入れて、「ただし、こうい

うものについては駄目である」ということを入れるというようにしてはどうか。排他的な表現を避

けて、皆さんが参加できるというような表現に改めてはどうか。 

〇並木委員  傍聴要領をつくらないといけないのか。つくらなかったら何が不都合なのか。最初は

ウエルカムの姿勢をとって、最初からつくることはないと思う。最初からつくらなくても不都合は

ないと思う。 

〇事務局  傍聴者の住所、氏名等の受付の関係等これを全部網羅するということではなくて、これ

はあくまで案ですので、必要な部分だけ修正していただきたいと存じます。 
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〇石井座長  事務局に質問ですが、非常に厳密な要領案をつくっていただいたのですが、ひな形が

あるのですか。若しくは、和光市独自のものなのですか。 

〇事務局  会議の管理上から一般的なことを規定したため、否定形の表現になっております。修正

していただくことについては、差し支えありません。 

〇鈴木（俊）委員  傍聴要領はなしで、受付に住所と氏名だけ書いていただければ十分であると思

います。 

〇岡野委員  今まで委員をやられた経験者の方にお聞きしたいのですが、どのような方が傍聴に来

られていますか。 

〇並木委員  環境市民会議では、議員の方が来られたことはありますが、一般の方が来られたこと

はありません。 

〇保坂委員  私も皆さんの意見と同様で、ここに書いてあることは極めて常識的なことであって、

あとは、写真を撮ったり、テープを録ったりする場合には、当然のことながら受付の際に座長に申

し出てくれればよいのであって、会議中にフラッシュを炊かれてしまうのは迷惑なことであるので、

皆さん方に写真を撮ることについて了解を得ればよい。 

〇石井座長  要領案としては厳密なものが提示されましたが、必要に迫られたときにつくることと

して、傍聴に来られた方に住所、氏名は書いていただき、写真等取材するときは、事前に申し出て

いただくこととして、原則公開として進めていくこととする。支障が生じた場合には、協議すると

いうことでよろしいですか。 

  それでは、事務局はこの要綱案は、保留にしておいて、原則公開の方針のもとに、傍聴者の住所、

氏名は書いていただき、あるいは写真等取材するときは事前に申し出ていただくことを徹底してい

くこととします。 

  それから、市民会議の委員の追加について、締め切り後に１名の方の希望が出てきておりますが、

これについて意見はございますか。 

〇並木委員  設置要綱はありますが、運営要綱はない。設置要綱では、運営は座長が定めるという

ことになっているのであるから、座長が決めればよいのではないか。 

〇石井座長  設置要綱第７条に「この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項

は、座長が別に定める。」となっています。 

〇並木委員  運営要綱はないのであるから、座長がよいと思えば、行ってよいのではないか。ただ

し、皆さんが全員反対していることに対してまでは困る。 

  また、２０人にこだわる必要もなく、来る者は拒まずの精神を貫いた方がよい。 

〇石井座長  それでは、委員の追加については、よろしいということで、次回から参加していただ

くようにすることとします。 

〇事務局  今回皆さんには論文として提出していただいておりますが、お話がありました拒まない

という考え方のもとに、同様に取り扱うこととしますがいかがでしょうか。 

〇石井座長  私たちが行ってきた踏み絵と同様に取り扱っていただきたい。 

〇鈴木（俊）委員  どうして参加を希望しているのかを簡単に表明していただければよいと思う。 

〇石井座長  私たちと同様に手続きとしては論文を提出していただくことにする。 
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〇鈴木（俊）委員  今は１名ということでありますが、今後についても同様でよいと思う。 

〇野木市長  会議の進行上、話のずれが生じてしまうことが考えられるので、どの辺までであれば

受け入れていくかという方向性を検討していただきたい。 

〇石井座長  その点について発言をお願いします。 

〇並木委員  いつでも受け入れる。ただし、議論を後戻りさせないという条件をつける。一から始

めないで、自分で追いつくようにさせる。 

〇石井座長  それでは、今１人の方についての解決策は決定しましたが、今後についての取り扱い

については、議論の状況にもよりますので、その都度相談したいと思います。 

〇土屋委員  資料を渡せば、話が後戻りすることはないと思う。 

〇益子副座長  後から入って来られる方は、かなり興味を持って参加してくると思う。何も知らな

いで入ってくることはないと思う。 

〇石井座長  いろいろなケースが考えられると思う。仮定として憶測しないでそのケースによって

処理していくのが適当である。 

〇渡辺委員  任期はありましたか。 

〇野木市長  設置要綱の附則の第２項に「この告示は、第２条の規定による所掌事務が終了したと

きに、その効力を失う。」とありますので、それまでが任期となります。 

〇並木委員  公約では１５年度中ということですが、気にしなくてもよいということですね。 

〇野木市長  できれば、今年度中にお願いしたい。 

〇保坂委員  期間が有限であるということで、例えば、１年くらいが目途であるとするならば、３

ヵ月あるいは４ヵ月くらいまでなら追加してはどうか。 

〇石井座長  それについてこのような考え方はいかがでしょうか。 

１人の方については意思表示がありました。追加募集については積極的には行わない。希望者が

現れたときはその時点で考える。 

〇原田副座長  月１回くらいの会議を進めていくと、いずれ骨格が固まってくると思う。骨格が固

まってきて、これ以上は発言する場がないという状況が出てくると思うので、進捗状況に応じて決

めていけばよいと思う。 

〇石井座長  もっともな意見であると思いますので、個別のケースによって協議していきたいと考

えております。 

  それから、今後のスケジュールでありますが、次回は、小林先生からご講演をいただくというこ

とで事務局から提案がありました。その辺を含めてご意見はいかがでしょうか。 

〇並木委員  毎月２６日が環境市民会議となっています。できれば、その前後はご容赦いただきた

い。 

〇石井座長  先程から、月１回ということが出ておりますが、月１回でよいのか、もっと頻繁に行

うのか、あるいは隔月で行うのか等その辺のご意見はいかがか。 

〇並木委員  小林先生に聞かなければいけませんが、月１回くらいのペースで済むのかどうか。一

つのものをつくるのにこれで済むとは思えない。 

〇友国委員  設置要綱を拝見すると、第１条は「市民との協働によるまちづくりを推進する」とな
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っていて、第２条は「市民参画の仕組みについて、市民の視点から検討し、市長に提案するものと

する」と規定されていて、この会議の目的は第２条である。配布された事例のうち、ニセコ町の条

例はまちづくり基本条例であり、具体的なことが書いてある。あとは、参加条例であり、このこと

に１年もかけて議論する必要はないと思う。本当に重要なことは、まちづくり基本条例をつくるこ

とであると思う。 

〇石井座長  確かに設置要綱に所掌事務が規定されておりますが、これから事務を進めていく上に

おいて意見の分かれるところかもしれません。 

〇友国委員  重要性を考えると、まちづくり基本条例あるいはまちづくり条例であれば皆さんで集

まって行う意義がある。参加条例であれば１年もかけて行う内容ではない。 

〇鈴木（俊）委員  こういう参加条例は手続きを規定しているのであって、わざわざ市民が集まっ

て行う意味はなくて、行政側がなるべく幅広く定めていただければよいのであって、まちづくり条

例といった場合には、和光市をどういうまちにしたいのか、何が課題であるのかといった認識を共

有し、どのように変えていくのか、そのためにはどのようにしたらよいのか、変えるためにはどの

ような条例が必要であるのかといった、ローカルドリームというか、地元の強い欲求があって初め

て成り立つものであり、例えば、マンション開発の規制、スプロールの防止等地域特有の課題に応

えていくのがまちづくり条例の意義です。多くの市町村では、１年だけではとてもできるものでは

なく、少なくても３年くらいはかけて、それもものすごい数の検討を行って、素案をつくる。日本

は、法律優先主義であるので、法律をどのようにカバーしていくかということだけでも非常に詳細

に検討していく必要がある。したがって、この会議で１年で行っていくということははっきり申し

上げて無理です。この会議の目的を改めて考えていく必要があると思います。 

  スケジュールの話になりますと、全体会は月１回でよろしいと思いますが、それ以外に、例えば、

メーリングリスト、市のホームページ上でディスカッションホールを設ける等我々だけでなく他の

市民も含めて随時発言できる場を設ける必要があるのではないかと思う。 

〇石井座長  具体的な進め方について意見が出てきましたが、この会議の目的について共通した認

識を持つということ、その材料として次回小林先生からお話を伺って全体的な広がりの中で私たち

が何をしていったらよいのかを考えていくことが一つと、運営にあたって、もっと細かな分科会等

を見据えてはどうかという発言であったと思います。 

  それでは、今日の段階では、先程から月１回との発言が出てますので、とりあえず次回について

日程を決めることとします。 

  今後の運営については、また、皆さんで協議したいと思います。 

〇鈴木（俊）委員  適宜、いろいろな方をお呼びして勉強していくことがよいと思う。 

〇並木委員  先程話がありましたが、ホームページ上に書き込み板をつくり、我々だけでなく他の

方が書き込めるシステムがつくれるのか。 

〇石井座長  今返事するということではなくて、そのようなことも考えてこの会議を進めていった

らよいのではないかということです。 

〇渡辺委員  メーリングリストの仕方は皆さん大丈夫なのですか。 

〇並木委員  当然、何人かはいらっしゃらないと思う。 
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〇渡辺委員  メーリングリストはすごく疲れます。 

〇石井座長  それでは、会議の進行について、多数決にするとかということは、今日決めてかから

ずに、この種の会議は全員一致が原則であると思いますが、テーマによって異なるものであり、お

そらく最終的な提案書には、多数意見、少数意見が出てくると思うので、その都度考えていくとい

うことで進めていくこととします。 

  それでは、次回のスケジュールについては、小林先生のご都合を聞いておかなければなりません

が、その時間帯はいかがですか。やはり、いわゆるオフィスタイムをはずした方がよろしいでしょ

うか。 

〇原田副座長  先生のご講演について、私たちだけに対するものなのか、それとも傍聴者に対して

も聞ける場なのか。 

〇石井座長  それは、私たちに対する勉強会です。ただし、傍聴したいという方がいれば、対処し

ていくこととする。 

（協議により、次回は６月２７日（木）午後７時から、場所は駅北口土地区画整理事務所に決定） 

〇石井座長  欠席の連絡は、事務局に必ず一報をお願いします。 

  それでは、事務局から協議事項として示された事項は、とりあえず締めさせていただきます。 

  小林先生から次回の勉強会にあたり何かありますか。 

〇小林先生  事務局からいただいた条例について一通り見ていきたい。それから先程から出ており

ます目的をどうするかという点で、この辺についてはいろいろな考え方がありますが、例えば、情

報公開条例、個人情報保護条例等条例案をつくるとき、こだわり出したら一言一句こだわる。簡単

につくれると言っても、例えば、知る権利を入れる等の議論があり、私は簡単につくれるとは思わ

ない。 

〇友国委員  参加条例にしてもですか。 

〇小林先生  参加条例にしても簡単につくれるとは思わない。この１４名の方が合意できればよい

と思うのですが、市民参加にこだわり出せば、なかなか難しい面がある。思っているほど、簡単に

はつくれないと思う。 

〇鈴木（俊）委員  この会議の主旨として、一言一句にこだわって参加条例をつくることよりも、

むしろその前段として、このまちをどうするのか、このまちづくりをどう考えて、どう条例に反映

させていくことが重要であり、市民参加の意味がある。 

  先生にお願いさせていただけるとすれば、幅広いまちづくり条例について勉強させていただきた

く、そのようなご講演をお願いしたい。 

〇小林先生  一つは、この市民会議の結論を市長に提案する場合に、抽象的に提案する場合もあり

ますが、より具体的に提案したいという方もいらっしゃると思います。その辺をどう考えるかとい

う問題もある。条例素案まで行うのかという問題もある。 

  それから、現在進んでいる道路づくり、街区づくり等具体的なものまで行うのかどうか。その場

合は、部会をつくって行わなければならない。したがって、この１４名でそこまで行うのかどうか

という問題もある。したがって、市民参加条例については、素案をつくる。街区条例等については、

組織的なものをつくって、ワークショップを行いながら、また、部会等をつくって行う等組織づく
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りを提案するとか、提案する仕方もいろいろある。 

〇鈴木（俊）委員  今日、集まったばかりで、どこまでするのかということも決まっていない。し

たがって、先生のこれまでのご経験、条例そのものの意味を含めて、まず、１回目のイントロのレ

クチャーとしてご案内いただいて、こういうタイプもあれば、別のタイプもあるといったようなレ

クチャーをお願いして、段階を踏んできて２回目、３回目のレクチャーをお願いできれば大変あり

がたい。 

〇友国委員  私が何でこだわっているかというと、まちづくり市民会議というのは、大層な看板で

ある。これは、まちづくりをどうしようかという根幹のものです。例えば、環境の問題であっても、

緑の基本計画、第三次総合振興計画等がありますが、それだけの大層な看板はしょっていない。今

回、まちづくり条例をどうしていくかということで、この看板の意義がある。市民参加条例につい

ては、いろいろ規定、議論の仕方等ありますが、市長が考えていたことはそうではなく、途中で変

わってしまった。市民が参加条例をつくるのであれば、このような大事なネーミングはとっておか

なければいけない。 

先日、新座市で行われた４市合併の講演会に市長も出られて、そのときに志木市の市長がおっし

ゃっていましたが、何年も前から市民会議があり、２５０人もの市民でもって行っており、そこで

部会があって、いろいろなまちづくりについていろいろな提言をしているということでした。私は

このようなものが市民会議であると思う。市民参加の条例をつくるためだけであれば、このような

大層なことはしない方がよいと思う。 

〇保坂委員  先生や皆さんのお話を聞いた中で、私たちが何をしたらよいのかということが、まだ

はっきりとはわからない。ただ私は、基本原案でよいのではないかと思う。抽象性を乗りこえたま

ちづくりの構造に対して、私たちはフロンティアとして道を切り開くだけであると思っている。先

生のお話を聞くと、具体的な提案をする方法や理念だけを提言する方法等いろいろアプローチがあ

るようなので、その辺をクリアにしていきたいと思う。 

それぞれの思いを聞いていると若干違う。温度差がある。その辺をどのように均一な温度にして

いくことができるか。それを学びたいと思う。 

〇鈴木（誠）委員  民主主義の社会であるから市議会あるいは行政機関が考えたまちづくりがある

と思う。その中で、まちづくり市民会議がある。どのような位置づけになるのであるか。いろいろ

な活動の中で、どのようなスタイルがよいのか。その辺の話を聞くことが、私たちが今後議論して

いく方向に関して、その中で選んでいく形になるかと思う。住民の意思を尊重したまちづくりを私

個人としてもぜひ進めたいと思いますが、議会があり、あまり重複した議論の場があってもいかが

かと私個人としては思う。私自身も全くわからない。どのような市民会議のあり方がよいのかとい

うことを教えていただいて、その中で、皆さんで選択していけたらよいと思う。 

〇石井座長  私も個人的には今の地方自治は行政と議会がありますが、あまり市議会の機能が政治

機能や予算機能ばかりに縛られているのであれば、市民会議こそが本当の市議会の機能をするべき

であると思うくらいに勉強していきたいと思っている。市民会議の有り様を絶えず議論しながら、

市長が私たちを委嘱したのであるから、その期待にできるだけ沿うように、これはイエスというこ

とではなくて、ノーも含めていくようにしなければいけないと思う。 
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〇並木委員  設置要綱を見ると市民参画の仕組みとはっきり書いてある。、設置要綱に縛られるので

あれば、我々の議論は所詮限定される。したがって、我々が別に行っていくという意気込みがあれ

ば乗りこえることは簡単である。この辺は、皆さんの総意である。 

  ただ、市民参加は最もベースになるものと私は思う。まちづくり条例も大事であるが、それには

市民参加が担保されないと、まちづくり条例も行政がつくって終わりになってしまう。したがって、

これが一番大事なことであると思う。市民参加をまず担保させてからいろいろな条例をつくってい

かなければいけないと思う。そのためには、これをはっきりさせておく必要がある。まちづくり条

例は行政が市民の声を聞かなくてもつくれる。そのためにも我々はこれがほしいと私は思う。 

〇鈴木（俊）委員  そのような考え方もありますが、ニワトリが先か卵が先かという話かもしれま

せんが、私の経験から言わせていただくと、参加条例は器であり、料理はまちづくり条例であり、

和光市をどうしていくかということで、料理があって初めてそれに合った器があるのであって、そ

のように考えていく方が地元の個性に合ったものができる。形を整えるということもそれなりに意

味はありますが、形を整えて中身がないということに陥る場合が多い。形を整えることが先につな

がるということではなくて、むしろ中身をどうするかということが、今まで日本の仕組みの中で欠

けていたものであると思う。 

〇小林先生  一つ考えなくてはならないことは、和光市で歴史的に市民がある案をつくって、その

案に基づいて市長や議会が条例を制定したことがあるのかということです。そのような歴史があっ

てからいろいろなことができるようになると思う。このような市民会議で案をつくって、パブリッ

クコメント制度等を利用して市民に意見を聞いて、再び議論して修正すべきところは修正して、議

案として出して、それを通して一つの成果となるといった形がどんどん出てくるようになればよい

のであって、それが今まであったのかどうかが問題になる。ないのであれば、一つ具体的な成案を

つくって、それからどんどん行っていかないといけない。市民と議会と市長の関係でどのような制

度が生まれるのかということが非常に重要なことであり、市民会議でつくったものを成果として示

していく必要があると思う。 

〇土屋委員  市民会議で案をつくって提案するということになると、法律的には請願権ということ

になりますよね。 

〇小林先生  この場合は、市長が条例の提案権を持っており、市長に提案していくということです。

市長が責任を持って提案するということです。 

〇並木委員  我々が市長に提案したものを市長がどうするかということは書いてないです。 

〇小林先生  それは書いてないですが、まず成果として提案していくことは必要です。 

〇友国委員  ネーミングにこだわったというのは、まちづくり市民会議というものが、参加条例を

つくるだけであるということはあまりにも寂しいと思う。まちづくり参加条例をつくるのであれば、

まちづくり参加条例策定委員会としておけば非常に明快である。まちづくり市民会議という名前が、

先程言われたような方向が本旨であるので、今後そこへ持っていくための可能性を残しておく必要

がある。 

今までいろいろ取り組みが行われてきましたが、私は、今回初めてまちづくり市民会議に昇格し

たと思っている。それまではまちづくり懇談会というようなものであった。今そういうものが別に
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ありますが、このような形になったのであるから、市民主導のまちづくりにつながってほしいとい

う思いがある。 

〇並木委員  まず、市民が何らかの実績を示す必要がある。市民が提案して形になるという面では、

まちづくり条例は先程話があったとおり３年から５年はかかってしまうということなので、まずは、

簡単とは言えないが、まちづくり条例よりは簡単な条例をつくる。市民の発案で条例をつくり、そ

れを通すということは大変意義があることと思う。 

〇鈴木（俊）委員  今日、結論を出すのではなくて、最初の何回かは先生や皆さんの意見を伺って

トークをし、長期的な目標はおそらくまちづくり条例になると思いますが、当面のステップとして

何をしていったらよいのかということを考えながら議論していくことが大事である。 

〇友国委員  市民会議をどうするかということも、参加条例の中に入っていく形にすれば、これで

終わりということではない。市民会議という言葉を軽々しく使ってはいけないという思いがある。 

〇石井座長  せっかく市長がつくった会議ですから、その意味を具体的にしなければいけないと思

う。 

〇友国委員  皆さんがこれでいくということであれば、なるべくこれを詰めて、その次につなげる

ということで行ってもらいたい。 

〇石井座長  この会議を進める上で、市長が選挙公約までしているので、市長にできるだけ傍聴し

ていただきたい。場合によっては、市長に発言を求めることがあるかもしれない。できるだけ市長

に参加することを強く求めたい。 

  これはおそらく議論が尽きないと思うので、どうしても今日発言しておきたい意見があればお願

いします。 

〇相場委員  皆さんは、市民参加条例が全国的に見て一般的であると思われているかもしれません

が、制定している自治体の数はまだ少ない。ましてや、ニセコ町にみられるような自治基本条例に

のっとったと思われる総合的なまちづくり条例は、たぶん川崎市とニセコ町だけしか制定されてい

ないのでは。ニセコ町については、地方分権一括法が２０００年の４月から施行ということで、そ

のときに合わせて公布されるのではないかと言われていたが、それから１年遅れて制定されている。

しかも北海道大学の法学部の先生がかなり参画してようやくできたと聞いている。そのような話し

を聞くと、総合的なまちづくり条例を短期間でつくることは、至難の業であると思う。 
  それから資料にある「箕面市市民参加条例」ですが、条文は非常に簡略ですが、対象を限定しな

い住民投票の実施規定を置いているというのが大きな特徴です。もちろん全国で初めてのことでし

たが、今でも非常に先駆的な条例です。ここ１年くらいの間にこの条例に類似した他の自治体の条

例がいくつか出てきていますが、住民投票条例を一般化させた場合、議会との関係も重要な課題で

す。このように検討していくと、まちづくり条例も市民参加条例もそう簡単につくれるということ

ではないと思う。 
  そのようなことから考えると、自治体と住民が住民参加をどこまで行おうとしているのかという

ことが問題になる。箕面市の場合は住民参加条例だが住民投票の規定があり、ニセコ町の場合はも

っと幅広いまちづくり全般のことを考えている。 
  この市民会議がまちづくりについて検討すると聞いて、私は、例えばパチンコ屋の進出や緑がな
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くなるのが心配でそれらを規制する条例をつくるのかと思っていましたが、送られてきた資料をみ

て、どうも市民参加条例をつくりたいのではないかという感じをもってこの会議に参加しました。

市民参加の仕組みをつくる、明確にするということは大変意義があると思う。少し一般的すぎて、

どういう場面、どういう形で市民が参加するのかについて疑問のある他の自治体の条例もあります

が、そういった形であっても、市民と行政が協働して市民参加条例を提案していくことは大事なこ

とだと思います。それが最終的な目標である「まちづくり条例」への第１弾となればよいのではな

いか。 
〇石井座長  ますます議論は奥が深まってきましたが、この会議は今日７時から始めましたが、ど

のくらいまでの時間までが限度でしょうか。 

〇友国委員  だいたい９時頃までで、議論が白熱したときには９時１０分とか、それくらいまでが

妥当なところでしょう。 

〇石井座長  その辺が常識的なところでしょうか。それでは、今の発言を意識して進めたいと思い

ます。 

  それから、座長、副座長という立場に３人がなりましたが、会議の中身によっては、副座長の２

人も言いたいことがたくさんあると思うので、副座長の立場を離れて発言してもらいたいと思う。 

〇並木委員  座長も座長の立場を離れて発言してもらいたい。 

〇石井座長  皆さんの発言はこれでよろしいですか。 

  それでは、事務局からお願いします。 

〇事務局  それでは、確認だけさせていただきたいと思います。 

次回の会議については、６月２７日（木）午後７時に駅北口土地区画整理事務所で行う。 

開催通知は、本日欠席の方は別にして、通知はしない。 

欠席される方は、ご連絡いただく。 

欠席された方の資料は、郵便等で行う。 

会議録は、欠席された方にも送らせていただくということでよろしいですか。 

〇石井座長  特に、異論、異議はありませんね。それでは、そのように進めてください。 

〇事務局  ホームページには、名簿と会議中の写真を載せてよろしいでしょうか。 

〇石井座長  異議はございませんか。 

異議がありませんので、載せて結構です。 

〇石井座長  長時間にわたり、皆さんご苦労様でした。 

  今回の進行については、不手際があったかもしれませんが、今後ご協力いただいて、自由、活発

に会議を進めさせていただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。 

  本日の会議はこれで終了します。 


