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第２回和光市まちづくり市民会議会議録 

 

日 時  平成１４年６月２７日（木）午後７時～午後１０時 

場 所  駅北口土地区画整理事業事務所 

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、西田幸夫、保坂和雄、渡辺節子 

（欠席者 柴田郁夫） 

     アドバイザー 東洋大学法学部教授 小林博志 

     事務局  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 

傍聴者  ７名 

 

〇石井座長  第２回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

今回は小林先生に「まちづくり条例とまちづくり市民会議の役割について」と題してご講演をい

ただき、勉強させていただくこととしています。 

その後、前回に引き続き、今後の会議の進め方等について協議していきたいと思います。 

それでは、小林先生よろしくお願いします。 

〈小林先生の講演〉 

今日における自治体、特に市町村における条例制定の動向については、市町村は条例制定権を持っ

ており、地方自治体は統治団体であるということです。地方自治体は国と同じように統治を行ってい

ます。その意味で自主立法権、自主組織権、自主財政権、自主行政権を持っています。従来の条例は

委任条例が基本であり、法律の委任によって条例化したものであり、特に国が示すモデル条例により

条例化したものが大半です。地方分権一括法の制定過程においては、都道府県、市町村に条例制定能

力があるのかという疑問が出されました。市町村は、情報公開条例、行政手続法に基づく行政手続条

例、あるいは個人情報保護条例を制定し、少しずつ条例制定能力を高めてきたのがここ２、３年の状

況です。 

このことから、自主条例は公害規制条例、情報公開条例等に限定されていました。自主条例を制定

する場合の問題として、憲法第９４条では「法律の範囲内で」、地方自治法第１４条第１項では「法令

に違反しない限りにおいて～条例を制定することができる。」となっています。このように、地方自治

体の条例制定権は、完全な自主立法権ではなく限定された自主立法権になっています。また、条例を

制定する場合は法律、それに基づく政省令に反することはできません。 

したがって、法律あるいは政省令と条例との関係は３つに大別ができます。まず、１番目の法律が

条例に委任している場合については、明らかに条例を制定することができますが、どの範囲まで委任

しているのかが問題となってきます。それから、２番目は法律が条例の規制について何ら述べていな

い場合、３番目は法律が明確に条例の規制を禁止している場合がありますが、特に法律が条例の制定
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に何ら述べていない場合においては、どの程度まで規制できるのかが問題となってきます。それには、

法令が規制している同一事項について、より厳しい規制をする上乗せ条例、法令で挙げられていない

事項を追加して規制する横出し条例があり、この部分が問題となってきます。 

 どこまで条例が制定できるのかについては、各自治体で個別的に検討していくこととなりますが、

最高裁７５年大法廷判決の判旨に基づいて行われていることが一般的な状況になっています。 

 １９９９年に地方分権一括法が制定され、自治体の条例制定権は拡大したのではないかという意見

がかなり出ました。実際には、まず機関委任事務が廃止され、自治体が扱うすべての事務について条

例を制定することができるようになりました。 

地方自治法第１条の２では「地方公共団体は、～地域における行政を自主的かつ総合的に実施する

役割を広く担うものとする。」と位置付けられており、自治体は地域行政の主体性を獲得したというこ

とになります。また、地方自治法第２条第１２項では「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自

治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び

運用するようにしなければならない。」と規定されており、自治体の法令解釈権は、従来は通達によっ

て制限されていましたが、この規定により自治体は法律、政省令を独自に解釈することができるよう

になりました。さらに、地方自治法第１４条第２項では「義務を課し、又は権利を制限するには、～

条例によらなければならない。」と規定されており、住民の義務、権利に関する事項は条例を制定しな

ければならないこととなっています。また、通達が廃止されたことにより自治体運営の基準がなくな

ったことで条例を制定せざるを得ないこともあります。ここに地方分権一括法の意義があります。 

次に、まちづくり条例の歴史については、５つに大別ができます。 

１番目は「開発指導要綱からまちづくり条例へ」の形態があります。１９６０年代後半、開発は都

市計画法等様々な法律によって制限されてきましたが、無秩序に行われてきたことから、住民の意向

を受けて川西市、武蔵野市等の自治体では宅地開発指導要綱等を制定し規制してきました。要綱は、

１９６８年に３６市町村が、１９７７年には８８５市町村、１９９５年には１５１３市町村で制定さ

れてきました。 

しかし、この要綱に対して１９８３年以降、国は建設業界の意向を受けて通達により圧力をかけて

きました。 

１９８９年には、武蔵野市長が要綱に基づいて水道の供給を停止したことに対して、水道法に違反

するとして最高裁判所での有罪が確定しました。要綱に基づく建築違反に対しては、水道の供給を停

止することはできないということです。また、１９９３年には、要綱による開発負担金の徴収につい

ても違法とされました。 

１９９３年に制定された行政手続法では要綱行政の公正さと透明性が求められるようになり、要綱

による建築規制、ゴルフ場規制等は公正ではないことが明らかにされました。このような流れから要

綱を条例に変える傾向が生じてきました。これは、要綱が正式な法形式ではなく、正式な法形式であ

る条例にした方が規制上において力を持つからです。市町村は、国、都道府県と対等であることから、

その証として要綱を条例に変える傾向にあります。１９９２年の「川場村美しいむらづくり条例」、１

９９４年の「真鶴町まちづくり条例」、「長岡京市まちづくり条例」等が要綱を条例にした例として挙

げられます。ただし、条例化された現在においても、条例を補完する形で要綱が制定されており、要
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綱の内容はゴルフ場、産業廃棄物処理場等の規制に及んでいます。 

 ２番目は「文化財保護法から景観保存条例へ」があります。まちなみの保存としては、１９６８年

の「金沢市伝統環境保存条例」、「倉敷市伝統美観保存条例」等で取り入れられています。また、１９

７５年に文化財保護法と都市計画法が改正され、伝統建造物群保存地区の制度が創設され、法の委任

による条例を制定することができるようになり、独自にまちなみを保存する条例を制定する動きが生

じてきました。１９９０年の「湯布院町潤いのある町づくり条例」、「掛川市生涯学習まちづくり土地

条例」が例として挙げられます。 

 ３番目は「都市マスタープランからまちづくり条例等へ」の流れがあります。１９９２年の都市計

画法の改正により、都市計画に関する基本的な方針として、都市計画マスタープランを市町村が策定

することとなりました。策定にあたり、自治体は「基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、

公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」とされています。都

市計画マスタープランは、都市計画、総合振興計画等の担当部局の調整により策定されるものである

が、実行性が明確でないことから、都市計画マスタープランを自主的に広げていくまちづくり条例が

制定されました。１９９８年の「大和市みんなの街づくり条例」、１９９４年の「真鶴町まちづくり条

例」、「長岡京市まちづくり条例」、「箕面市まちづくり推進条例」、「鎌倉市まちづくり条例」が例とし

て挙げられます。 

 ４番目は「大規模小売店舗立地法からまちづくり条例へ」があります。１９９８年に大規模小売店

舗立地法が制定され、２０００年６月に施行されたが、周辺住民の環境を守る点の規制が十分でない

ことから、条例での規制がされ始めました。例としては「杉並区特定商業施設の出店及び営業に伴う

住宅地に係る環境の調整に関する条例」、「金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの

推進に関する条例」が挙げられます。 

 ５番目は「自治基本条例の制定」があります。自治体の自主性を重んじることを根拠に、自治体の

憲法、つまり自治憲章条例を制定する動きがあります。この先駆けとして、１９７３年に川崎市では

学識経験者により取り組まれたが、議会の反対で失敗に終わりました。その後、１９９４年に逗子市

でも取り組まれたが、これも議会の反対で制定に至りませんでした。この当時は、自治体の憲法をつ

くることは非常に難しい状況にありました。 

 ところが、地方分権一括法の制定によって自治体の自己決定権が保障されたことにより、市町村の

象徴として制定するようになってきました。１９９７年には箕面市で「まちづくり理念条例」が、さ

らに、２０００年にはニセコ町で「まちづくり基本条例」が制定され、それ以降各自治体で制定に向

けての動きが生じ、現在は多摩市等で取り組まれています。 

 次に、まちづくり条例の類型と内容について検討したいと思います。現在「まちづくり」という言

葉の定義は固まっていない状況にあり、「まちづくり」という名称を使用している条例は様々なものが

あります。その中で、分類方法によりいくつかに区分することができます。 

 １番目として条例の形式による分類があります。基本条例とそうでない条例に区分することができ

ます。基本条例においても、自治基本条例と各領域における基本条例に区分されます。自治基本条例

は、ニセコ町の「まちづくり基本条例」のように自治体の憲法を目指しているものです。これに対し

て「環境基本条例」あるいは「世田谷区街づくり条例」は、それぞれ環境の領域における基本条例、
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都市計画の領域における基本条例であり、各領域における基本、原則を規定する条例となっています。

さらに、基本という用語のない条例が数多くあり、この中には基本という用語がなくても内容が基本

的なものもあります。 

 ２番目として目的による分類があります。これには、まちづくりへの市民参加系、環境系、景観系、

土地利用調整系、地区計画系に区分することができます。このうち、環境系、景観系、土地利用調整

系、地区計画系は統合される傾向にあります。自治基本条例であるニセコ町の「まちづくり基本条例」

は、あらゆる領域が網羅されています。 

 まず、まちづくりへの市民参加系については、まちづくり都市計画への市民の参加と市政への参加

とに区分されます。ニセコ町の「まちづくり基本条例」、箕面市の「市民参加条例」は後者にあたりま

す。 

次に、環境系については、環境に配慮するという観点から条例を制定することが多く、環境基本条

例のような基本的な条例、生活環境に関わる条例、自然環境に関わる条例等があります。この例とし

ては、１９９６年の「船橋市環境共生まちづくり条例」、１９９２年の「逗子市の良好な都市環境をつ

くる条例」が挙げられます。なお、逗子市では環境影響評価も取り入れています。 

 次に、景観系については、景観を守るもので、歴史的景観、自然景観、都市景観等があり、目的別

に景観を守るものもあれば、総合的に景観を守るものもあります。例としては「藤沢市都市景観条例」

等のように景観条例と呼ばれるものが一般的となっていますが、中には１９８３年の「小樽の歴史と

自然を生かしたまちづくり景観条例」や景観をまちづくりとした「真鶴町まちづくり条例」、１９９５

年の「鎌倉市まちづくり条例」等があります。最近では補助金を出して景観を保全しようとする傾向

があります。 

 次に、土地利用調整系については、都市地域については都市計画法の規制、農村地域については農

業振興地域の整備に関する法律の規制、山林については森林法の規制、自然公園については自然公園

法の規制、自然環境保全地域については自然環境保全法の規制の５つの法律での規制があります。こ

れらの法律の規制の上に、国土利用計画法による調整があります。しかし、これらがばらばらに行わ

れているのが現状です。したがって、自治体が計画を定めて土地利用の規制を行うことになる訳です。

市街化区域、市街化調整区域外の地域の開発としては、ゴルフ場、産業廃棄物処分場、リゾートマン

ション、別荘、さらに最近ではパチンコ店の郊外での出店に対して自治体が条例を制定して規制を行

っています。また、市街化調整区域の都市開発としては、農家の次男、三男の住宅団地、資材置き場

等の開発への条例による規制が行われています。最近は、都市と農村の融合化ということから、条例

による規制が行われています。例としては、１９９０年の「湯布院町潤いのある町づくり条例」、１９

９９年の「穂高町まちづくり条例」、「掛川市生涯学習まちづくり土地条例」があります。 

次に、地区計画系については、既成の市街地の土地利用や生活道路の整備を目的としたもので、都

市計画法第１２条の４に規定された地区計画について、市町村が独自の内容を盛り込むことによって

まちづくりを進めていくものです。１９８２年の「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条

例」、１９９５年に改正された「世田谷区街づくり条例」が先駆的なものであり、これらの条例には、

まちづくり推進地区、まちづくり協議会、まちづくり協定等の規定が盛り込まれています。例として

は、１９９２年の「豊中市まちづくり条例」、１９９５年の「鎌倉市まちづくり条例」等が挙げられま
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す。 

 最後に、３番目として、個別型か統合型かによる分類があります。市民参加系、環境系等目的ごと

に個別的に条例を制定していくこともあれば、それまで個別の条例がなく、総合的な条例をつくって

いくこともあります。例えば、箕面市においては、まちづくりに関わる条例として「まちづくり理念

条例」、「市民参加条例」、「福祉のまち総合条例」、「まちづくり推進条例」、「都市景観条例」、「非営利

公益市民活動促進条例」、「子ども条例」、「高齢者介護総合条例」があり個別的に制定しています。ま

た、横須賀市においては２００１年３月に「市民協働推進条例」、２００１年１２月には「市民パブリ

ック・コメント手続条例」を制定し、これらをまちづくりの一環としています。これら個別的な条例

の整備に対して、ニセコ町の「まちづくり基本条例」では統合的な内容を網羅しています。 

 また、制定過程による分類としては、職員で制定する、学識研究者で組織する研究会に任せる、職

員と研究者の共同研究会に任せる、市民と研究者に任せる、市民に任せるの５つに大別されます。多

摩市では、全面的に市民に任せており、市民がワークショップ等を行っています。 

 次に、まちづくり条例の内容と課題について確認しておきたいと思います。まちづくり条例の内容

については、自治基本条例と都市計画等のまちづくり条例とに大別されます。 

 まず、自治基本条例の内容については、自治体の憲法というものです。ニセコ町の「まちづくり基

本条例」では、第４３条にこの条例の位置付けとして、「他の条例、規則その他の規程によりまちづく

りの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しな

ければならない。」と規定されており、条例の上位にこの自治基本条例を位置づけることを試みていま

す。ただし、形式は条例であるため、条例と条例の上下関係はありません。このような文言をつける

ことにより、自治体の憲法としての形をとろうとしています。それから、第１８条では、「町長は、就

任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障

された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行すること

を宣誓しなければならない。」と町長の就任時の宣誓義務を課しております。また、市民と長、議会、

職員との関係、権限の再定義が行われ、今まで制定されているすべての条例を再定義する試みが行わ

れました。 

 さらに、市民の権利としての住民投票制度を導入しています。最近では、１８歳以上の住民、外国

人に投票権を与える自治体も現れています。いずれにしても、住民投票を導入する場合は、議会の賛

成が得られるかどうかが問題となってきます。また、ニセコ町では規定されていないが、計画案を作

成する際に市民の意見を聞くパブリックコメント制度の導入、行政評価あるいは会計・監査制度への

住民の参加等を規定するかどうかが問題となっております。 

 このような内容を持つものが自治基本条例であり、自治基本条例でなく単なる市民参加条例である

場合は、規定する範囲が狭くなってきます。市民と長、議会、職員との関係、権限の再定義、条例と

条例の関係、市長の宣誓等がなくなってくるものと思われます。 

 したがって、市民参加条例を規定する場合には、自治基本条例型とする場合と単なる市民参加型と

する場合では異なってきます。市民参加条例を制定する場合に、箕面市と同様に個別的にまちづくり

の理念をつくって行う方法もあると思います。 

 次に、都市計画等のまちづくり条例では、まず、地区計画系や景観系においては、まちづくり計画
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やまちづくり推進計画の策定手続きが問題となってきます。この中で、まちづくり協議会による提案、

市民による意見書の提出等を盛り込むのかどうか、あるいはまちづくり審議会を設置し、住民の代表

を置いて住民の意見を積極的に聴取するのかどうかがあります。また、まちづくり推進地区の指定、

まちづくり協定の締結とその遵守等を規定しているものもあります。それから、開発事業に対する協

議として、市と事業者による協議があります。また、住民と事業者との紛争に対する調停、勧告、違

反内容の公表等を規定しているものもあります。さらに、助成金の交付等まちづくり活動に対する支

援、あるいはまちづくり専門家会議によりまちづくりを応援しているものもあります。 

 次に、土地利用調整系については、土地利用基準の策定、住民と市との間で土地利用協定を締結し、

それを遵守していくこととしているものがあります。また、開発事業に対する協議、勧告、公表等地

区計画系や景観系と同様に規定しているものもあります。 

 次に、小売店の規制としては、出店計画の届出とそれに対する協議、協定、勧告等が規定されてお

り、ほぼ同様な内容となっています。 

 したがって、まちづくり条例をつくる場合、市民参加条例に限定するのか、あるいは都市計画的な

内容に及ぶのかが問題になります。これから制定に向けて取組むにあたり、これらを踏まえて考えて

いかなければならないと思います。 

 それでは、条例の制定過程と市民会議の位置付けについて話を進めていきたいと思います。 

 まず、条例の制定過程については、条例を制定する場合、議案を提出し、これを議会で審議し、議

会で可決して成立し、公布し、施行するといった流れになります。議案の提出権は、市長と議員にあ

り、議員の場合は１２分の１以上の賛成が必要です。住民が直接請求を行う場合は、長の提案権を利

用することになります。ただし、提案する場合は、長が賛成又は反対の意見を付すこととなっていま

す。 

なお、議会で可決するには、多数決によることから多数を得なければなりません。したがって、条

例が議会の権限に抵触する場合には、議会の理解を得ていく必要があり、これらの努力を怠ると議会

の反発によって成立しないということもありえます。 

私たちがこれから議論を進める上で、どこまで責任を持つのかが問題となってきます。市長に提案

するまでなのか、あるいは議会で成立するまでを念頭に置くのかとでは随分変わってきます。議会と

協働しなければならないことも出てくると思います。 

次に、まちづくり条例と市民会議の位置付けについては、まず、設置要綱における市民会議の権限

としては「市民会議は、和光市のまちづくりに係る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。」と規定されています。市長の話を聞いておりますと、市民参加条例

に限定したい意向のようですが、要綱の条文ではあまり限定されているとは思われませんが、市民参

画を重点的に考えなければならないことは確かなようです。したがって、条例の内容については市長

と詰める必要があります。単なる市民参加条例にするのか、自治基本条例にするのか、あるいは都市

計画に係る条例まで考えるのか、皆さんに委任されている点についてはもう少し勉強した方がよいと

思います。すぐに市長の意見を聞くよりも、皆さん方が勉強した結果、どのような方向性がよいのか

を決めていく方がよいのかもしれません。いずれにしても、議案の提出権は市長が持っていますので

市長との調整は必要になってきます。また、議会との調整において、議会の合意が得られるのかとい
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うことに関しては、調整する必要があると思います。 

次に、他の市民会議との調整については、自治体の憲法をつくるのであれば、現在活動している他

の市民会議との連絡、調整が必要となってきます。したがって、他の市民会議と協働作業により行っ

ていくことも必要です。 

また、条例の規定内容がＮＰＯに関わってくる場合には、ＮＰＯとの連絡が必要になってくること

も考えられます。 

 次に、条例案の内容とその他の調整については、条例と法律との関係としては、自治基本条例をつ

くる場合には議会との関係が生じてきます。地方自治は議会制民主主義であり、議会を通じて住民の

意見を市政に反映していく形をとっていることから、この点をどのようにクリアしていくかが問題と

なってきます。また、都市計画に係る条例をつくる場合には、都市計画法、建築基準法等の法律との

関係が問題となってきます。これらについては、今後、私も助言していかなければならないと思って

います。 

 それから、将来的な提言又は抽象的な提案としていくのか、あるいは具体的な条例案として提案す

るのかも大きな問題です。これは、皆さん方の勉強量によって決まってくるのかもしれません。なる

べく、具体的な提案にした方がよろしいのではないかと思います。 

 また、全国的なレベルからみて先進的な提案とするのかという点があります。先進的な提案とする

と各方面から様々な摩擦が生じてくることもあります。他の市町村で行っている場合には説得しやす

いが、どの市町村も行っていない場合には説得が難しくなります。 

 それでは、これから予想される活動について話を進めていきたいと思います。 

 まず、市民との協働が重要になってきます。条例案ができた段階で市民の意見を聞いて、よりよい

ものに修正していくことで、パブリックコメントの実施や皆さん方が条例案について説明に出向く出

前講座、皆さん方がコーディネーターとなる講演会、パネルディスカッション等の実施等が考えられ

ます。 

 また、議会との協働についても重要です。議会関係者をこの席上に呼び、ある程度の了解を得ても

らうことも必要であると思います。また、議会と協働で講演会、パネルディスカッション等の実施も

考えられます。 

 条例の検討にあたっては委員一人ひとりが出前講座に出席して、自分の意見や市民会議の統一した

意見が述べられるようにした方がよいと思います。それには、市民会議として、統一的な意見を早急

につくりあげることが必要です。 

 また、案をつくる場合は、起草委員会を設立する等様々な方法があります。多摩市では市長とパー

トナーシップ協定を締結しています。このような試み等いろいろな形ができると思います。情報を積

極的に取り入れて、条例の起草をしていただきたいと思います。以上で、私からの話は終わりにさせ

ていただきます。 

 

〇石井座長  学問的にいろいろな例を挙げてご説明いただきましたが、条例は継続的に維持してい

かなければならないものなのか、あるいは維持されるものなのかについて、変わってしまうことに

対しての危険性、あるいは漸進性があるのか教えていただきたい。 
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〇小林先生  市民参加条例は、最近制定され始めたばかりであり、議会や市長の改選によって廃止

されることはなく、自治基本条例も同様です。これらの条例は、市民の市政への積極的な参加をう

たっており、条例を廃止することは市政への市民の参加を妨げることから、議会としては廃止する

ことはできないと思います。 

  また、積極的に市民が条例を生かすことが重要です。例えば、住民投票条例を制定しても全く使

用しないということであれば意味がないことになります。条例を活用されていれば議会関係者も廃

止できないと思います。 

〇西田委員  地域性や人口規模によって進め方が変わってくると思いますが、その点はどのように

考えられているのか。 

また、言葉の定義がまちまちに使われているが、例えば市民会議、パートナー等定義の違いにつ

いて教えていただきたい。 

〇小林先生  地域性では北海道が進んでいます。北海道大学の木佐茂男先生が北海道の市町村を集

めて研究会を行っています。この研究会からニセコ町や石狩市の条例が出てきています。また、大

阪やその付近では元々住民運動が盛んな地域であったことから進んでいます。 

  規模については、横浜市、川崎市等の大都市では条例制定能力があります。現在、注目されてい

るのは横須賀市です。 

  定義については、実際にはまちまちに使われており、この市民会議では一致して使っていく方が

よいと思います。あまりに定義を考えることによって、制定する内容を狭めることはしない方がよ

いと思います。 

〇西田委員  他の事例では言葉がそれぞれ違っていることから、内容が違って捉えられてしまうこ

とがあると思う。多摩市では柔らかい言葉を使用しているが、市長との関係においては、かなり強

く出している。その点から言葉を揃える等の意味合いもあると思う。 

〇小林先生  それはあるかもしれません。ただし、市長が市民参加条例をつくるということで市民

を公募し、全面的にバックアップするということであれば、多摩市とどちらがグレードが上である

のかという比較はできないと思います。 

〇保坂委員  三春町、大洗町、鶴ヶ島市等では、教育行政あるいは教育現場で新しい試み、空気、

風を感じている。しかし、あまり住民のボルテージが高いとは思えない。そのような所で新しい教

育の仕組みができあがっているのを見ると、ローカルという意味ではなく、個性的な展開であると

思うが、このような展開は他にもあると思うので、そのような動きについてお聞きしたい。 

もう１点としては、地域学ということが言われ、目指すものはわからないが、地域の視点で考え

るということを濃厚に感じるが、地域の動きとの関連や反映のされ方についてお聞きしたい。 

〇小林先生  教育行政については、三春町では教室をなくして、生徒が自由に科目を選んで学べる

形をとっています。このコンセプトは、教育長が、ある大学と協定を結び大学の先進的な教育シス

テムを取り入れています。大学でも各自治体とタイアップして、教育を行っていこうとしています。

日本では今までソフト面しか考えない傾向にありましたが、ハード面から変えていこうとする動き

が出てきていると思っています。例えば、幼稚園あるいは小学校と老人ホームを一緒にして、子供

たちと高齢者との共生を図ることや介護の視点を取り入れた身障者等が住みやすい建築物をつくっ
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ていくことも進められています。 

  地域学については、例えば、市町村合併が大きな問題となっておりますが、合併は究極的にはリ

ストラであり、市長、議員等の数を減らすものです。また、全国的に見て、助役を置かない市町村

も増えています。国が合併を進めているのは、地方に与える財源がなくなっているからであり、国

は市町村の数を現在の３,２００から１,０００程度にしたいと考えています。合併は１つの選択肢

であるが、市町村が合併する場合、市町村の名称が消えてしまうことが問題になってきます。行政

区画と人々とのつながりは別であると思いますが、地名をふるさととしてどう考えていくのかを含

め、難しい問題となっています。 

〇友国委員  前回、私は、市民参加条例であればそれほど時間をかけなくてもよいのではないかと

申し上げたが、先生は、市民参加条例でも大変であると言われました。箕面市の「まちづくり理念

条例」、「まちづくり推進条例」は同日に制定されており、これとセットでの「市民参加条例」とい

うことであれば、これは立派なまちづくり条例であり、私は納得しましたし、十分議論を尽くす意

味があると思う。 

現実問題として、来年の３月、４月には合併に関する住民投票をどのような形で行うのかという

ことがある。箕面市の市民参加条例では、住民投票について「別に条例で定める」と規定されてお

り、和光市においても考える必要がある。 

また、目先のことは別にして、総合的な市民参加条例をつくらなければいけないと思う。まちづ

くりはハード面だけでなく福祉等ソフト面もあるが、国の権限と地方の権限がぶつかり合うものと

しては都市計画に関するものが多く、その点まで触れていかないと市民会議の意味がないと思う。 

〇岡野委員  昨今、まちづくり市民会議のような運動が全国的に行われているが、モデルとなる諸

外国やこれらの動機について教えていただきたい。 

〇小林先生  北海道で研究会を行っている木佐茂男先生はドイツが専門です。ドイツでは住民と密

着した自治体が多く、しかも効率的、機能的な運営を行っており、会議室を昼間は小学校が使用し、

夜には別のところが使用する等しています。 

  ドイツの法制度から比べると、日本の自治体では国の方ばかりを見て、住民の方をあまり見てこ

なかったところがありますが、これからの潮流としては長が住民を見ていくことが求められており、

これが動機とは言えないかもしれませんが、そのようなことがあると思います。 

〇石井座長  先程の先生の話の中で、制定過程における議会との関係についてありましたが、私も

これまでの自治体の議会は、中央の政治を引き継ぐ役割を果たしてきたように感じている。議会の

反発があると言われましたが、実際に日本での例はあるのか。 

〇小林先生  議会ではありませんが、伊東市では議員が独自に自治基本条例を制定しようとして失

敗した例があります。このことは、議会の多数派を味方につけないと条例が議会で通らないという

ことです。 

また、条例案の内容によっても市長と議会との関係が異なってきます。議会の権限にかなり抵触

する部分を規定するのであれば、市長だけでは処理できず、説得工作が必要になってくると思われ

ます。 

〇並木委員  基本的に、今までは議員が市民の代表ということですべて行ってきており、私たちが
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市民として発言し提案すること自体、議員の権限に抵触することであり、それを覚悟して進めてい

かなければならない。 

〇小林先生  私は説得できると思います。長期的な展望を持って、少しずつ協働していくことがで

きればよろしいのではないかと思います。条例の提案権は市長にあり、市長の提案権を使用して行

うことから、その意味からは抵触することはありません。 

〇鈴木（俊）委員  条例制定に対するインセンティブとして、この会議の参加メンバーが共通認識

を持つことが必要である｡他の市町村の参加条例においても、何らかの理由、必要性があったものと

考えられる。仮に手続きだけつくっても、運用の目的や方策がなければ、形だけ作って魂入れずに

なってしまうのではないか。共通した目標、ゴールを持たないと、議論が拡散するおそれがあると

思う。 

  それに関連して、タイムスパンとしては今年度までが絶対的条件であるのか。１年間で行うとい

うことであれば、方法が限定されることから、市長にその点を明らかにしていただきたい。 

〇鈴木（誠）委員  まちづくり条例を制定し、市民参加を行っている市町村において、どのような

変化が起きたのか、具体的な例があれば教えていただきたい。まちづくり条例ができたことにより、

過去と比べて明らかに変わったと言える事例はあるのか。 

〇小林先生  私が経験した中では湯布院町が挙げられます。湯布院町ではドイツのバーデンバーデ

ンを参考にしており、バーデンバーデンの都市計画は１００年の計で考えるということがコンセプ

トになっています。 

〇鈴木（俊）委員  掛川市、真鶴町、湯布院町はよく代表例として話題に出るが、他の市町村につ

いては条例はできたものの具体的にどのような成果があがっているのか明らかでない｡成果が現れ

ている自治体の持つ特質、成功要因についてご存知であればお教え願いたい｡ 

〇小林先生  私が知る範囲では、柳井市でレトロなまちづくりを行って成功しています。それは、

人を惹きつけるまちづくりをしていくということで、歴史的な景観、人の住みやすい景観をコンセ

プトに道路、川等を整備しています。「魅力あるまちをつくる」の一言に尽きると思います。これは

湯布院町でも同様です。 

〇友国委員  私は、結局は人であると思う。 

日本の自治体が住民投票を行うことは非常に珍しいことであるが、私は住民投票では合併の問題

が最もなじむと思う。合併について住民投票を行った例にはどのようなものがあるのか。 

〇小林先生  住民投票の例としては上尾市があります。ところで、住民投票には公職選挙法が適用

されず、戸別訪問等の選挙運動ができるという特徴があります。 

〇相場委員  住民投票について箕面市の場合は抽象的であるが、具体的に市民の参加を保障するこ

とについてどのように規定されているのか。 

〇小林先生  この点が法律との抵触問題となる部分でありますが、市政は長や議会が行うことが地

方自治法の考え方であり、そこに市民が介入することは、地方自治法に抵触することになります。

したがって、市民参加条例についても情報の共有、請求等今までの制度を集めたものが多く、新し

い制度としてはパブリックコメント制度、行政評価制度等があり、そして住民投票制度ということ

になります。 
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  住民投票は今までは特定の政策について行っておりましたが、市民参加条例を見てみると常設型

になっています。住民投票をする事項については、市長が条例を提案する形でワンクッションをお

いて抵触しないようにしています。できるだけ市民の意思に基づいた市政を行うとする理念が入っ

ているものと考えられます。今までは、これさえもなかったということです。 

〇石井座長  今後も小林先生への質問、意見はかなり出てくるものと思いますが、どんどんお聞き

して、ノウハウを吸収していきたいと思います。 

  ここで、先生への質問等は終了させていただきます。 

  それでは、第１回の会議で積み残した議題について、協議を進めていきたいと思います。 

  まず、会議録についてですが、皆さんから事務局に寄せられた意見として、もう少し短くした方

かよいという意見、白熱した議論がよくわかるという意見がありました。また、個人名については、

責任を持って発言するということから入れるべきであるとする意見、それに対して、個人名はなく

てもよいとする意見がありました。会議録について意見があればお願いします。 

〇原田副座長  会議録の内容を簡略化できないかという意見を出させていただきました。私は環境

市民会議にも参加しており、環境市民会議ではかなり要約されています。これだけの分量を読むの

は大変であるので、可能であればもう少し要約していただきたい。 

〇鈴木（俊）委員  賛成です。 

〇西田委員  会議録を出す相手によって変わってくると思う。この会議録とホームページ用のもの

と２つがあると思う。 

〇石井座長  会議録は原則として公開するもので閲覧希望があれば提出されます。ホームページに

おいても同じものが掲載されるものと考えています。 

〇西田委員  内容を知るということでは、この程度でないと何を言っているのかわからない。 

〇友国委員  この程度の内容があれば出席していない人でもよくわかる。第１回の会議録はこのま

まとして今後は要約していけばよい。言っていることが間違いであれば訂正すればよい。話し言葉

であることから読みづらいという面はある。 

〇益子副座長  もう少し要約した方が見る方も楽であると思う。 

〇並木委員  要約しない方が作業が少なくてすむのではないか。 

〇石井座長  これでもかなり要約されており、さらに要約することは大変であることから、第１回

の会議録はこのままとし、次回以降はもう少し要約することとしてはどうか。 

〇並木委員  環境市民会議では、かなりコンパクトにしているので逆に不満が出ている。あまりコ

ンパクトにし過ぎると、発言者が言いたかったことが削られてしまう。 

〇鈴木（俊）委員  この分量では見る方も大変であり、各委員で前もって確認することから、並木

委員が発言されたことも解消されるので議事要旨でよいと思う。 

〇西田委員  概要を見せるのであれば経過報告として示せばよく、情報公開として見せるのであれ

ばこの程度はあった方がよい。本当に知りたい人はこの程度は知りたいと思う。 

〇鈴木（俊）委員  話し言葉にする必要はなく簡略化が可能であると思う。 

（傍聴者から挙手あり） 

〇石井座長  傍聴者の発言を認めます。 
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〇傍聴者  会議録については、議会に対しても情報を共有していくことが必要であり、できるだけ

議事に沿った詳細なものを作成した方がよいと思う。 

〇保坂委員  基本的に短くすることは反対である。話し言葉、相づち等は訂正する機会に訂正すれ

ばよい。 

〇石井座長  第１回の会議録はこのとおりで了承していただけますか。 

（委員了承） 

〇石井座長  会議録は会議の経過がある程度鮮明にわかるように作成することとし、第１回の会議

録に準じたものとします。 

〇並木委員  会議録は公表されるものであることから、私たちが差別用語を使用した場合、事務局

はチエックしていただきたい。 

〇事務局  会議録は今回に準じたものと考えており、要約できる点は要約してまいります。 

また、ホームページは、会議の概要とともに会議録も掲載してまいります。 

〇石井座長  次は、今後の会議の進め方とスケジュールについて協議を進めます。 

  まずは、スケジュールから決めていきたいと思います。 

（協議により、次のとおり決定。） 

定例会として月１回開催する。日時は、７月２５日、８月２２日、９月１９日、１０月２４日、１

１月２８日、１２月１９日、いずれも木曜日の午後７時から、場所は駅北口土地区画整理事業事務所。

なお、必要に応じて定例会以外に適宜開催できるものとする。 

〇石井座長  次に、会議の進め方について妙案のある方は発言をお願いします。 

〇西田委員  参考として、他の市町村の条例に関する資料を持参しました。この資料には、会議の

進め方についても記載されています。この中には、非常にタイトに行っているところがあり、私た

ちがとてもできるとは思えないものもあります。また、会議の構成についても、市民の会議とは別

に市の内部で検討を行っているところもあり、それがどのようにリンクしているか等参考になると

思います。 

〇石井座長  西田委員が持参された資料は次回の会議で配付することとします。 

〇鈴木（俊）委員  先程も申し上げたが、私たちが目指すべき共通の目的及びタイムスパンについ

て、市長に確認することから始めたい。前回の会議で、市長からできるだけ委員の総意で決めるよ

うにとの発言があったが、首長としてこの会議に何を委託したいのか、市長のビジョンについて再

度聞かせていただきたい。 

〇石井座長  市長は本日出席する予定であったが、急な公務のためやむなく欠席となったと聞いて

いる。市長の出席は筋であると思うので、事務局に調整をお願いしたい。 

〇鈴木（俊）委員  次回、市長が欠席されるようでしたら代理の方にお願いしたい。１年でアウト

プットをしていくとなると取り組み方が限定される。 

〇並木委員  検討の手法は、目指すターゲットにより段階を踏んで行う等いろいろ方法はあると思

う。 

〇石井座長  市長の考えや意見等を聞くことはよいことであるが、提案するのは私たちであり、市

長の意にそぐわない面が出た提案でもかまわないと思う。 
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〇土屋委員  私は和光市を少しでもよくしたいと思って参加した。できもしないようなことを望ん

でも仕方がなく、あまり大きなことを考えるのではなく、できるところから始めた方がよいと思う。 

〇原田副座長  環境市民会議では参加の際の論文を回覧したことがあります。他人の論文を読むこ

とはお互いの考えを知ることができるとともに、新たなアイデアが発生することが期待できること

から、この会議においても参加の際の論文を出し合うことにしてはどうか。 

〇友国委員  賛成です。 

〇西田委員  参加の際の論文でも、新たに書き直したい方は書き直した論文でも、いずれにしても

出した方がよいと思う。 

〇石井座長  会議の方向付けを行うという点からよいと思います。論文を出したくない方は、出さ

なくて結構です。 

〇事務局  論文を書き直したい方又は出したくない方は、７月４日（木）までに事務局までご連絡

ください。なお、書き直しについても同様に８００字程度でお願いします。論文は次回の会議で配

付させていただきます。 

〇石井座長  新たに柴田氏が委員に委嘱されましたが、本日は出張のため欠席です。 

〇事務局  会議録は、ホームページ上への掲載とともに議会にも送付させていただきたいと考えて

おりますが、よろしいですか。 

（委員了承） 

〇事務局  今後の連絡等は事務局で中継し、Ｅメールは事務局からブラインドカーボンコピーで送

らせていただきます。また、メールアドレスをお持ちでない方にはＦＡＸ、郵送等で対応し、共通

な情報を提供してまいります。 

〇並木委員  メールアドレスを持っていない方に対して、情報格差が発生しないように対応してい

ただければ結構です。 

（委員了承） 

〇事務局  掲示板については、自由に書き込めるという反面、誹謗、中傷、公序良俗に反する内容

が書き込まれるおそれがあることから、２４時間管理する対応が難しい状況にあり、現時点で掲示

板は設置できませんので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇並木委員  掲示板を設置している先進地での対応を調べて勉強していただきたい。 

〇石井座長  この会議としては当面、掲示板は設置できないということから、会議の場で自由に発

言していただきたいと思います。 

次回の定例会は７月２５日（木）午後７時から駅北口土地区画整理事業事務所で行います。 

本日の会議はこれで終了します。 


