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第３回和光市まちづくり市民会議会議録 

 

日 時  平成１４年７月２５日（木）午後７時～午後９時２０分 

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、柴田郁夫、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 

     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 

企画部長 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  ４名 

 

〇石井座長  第３回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

第２回の会議録についての意見をお願いします。意見がなければ了承ということでよろしいです

か。 

（委員了承） 

〇石井座長  第１回の会議で市長から第一に市民参加の条例をつくり、それによって教育、福祉等

各分野においても市民参加による政策決定が可能になっていくのではないかとの発言がありました

が、私が感じたこととしては条例案をつくるのか、条例案の考え方をまとめていくのか、条例の基

本的な理念をつくるべきなのか、市民参加の基本的なルールを決めていくのか、個別的な問題に立

ち入って考えていくのか等がありました。私たちが最終的に何を提案したらよいのかを共有する意

味で、市長には再度明確なお話をいただきたい。 

〇野木市長  第１回の会議で申し上げたとおりですが、従来の行政では市民の皆さんと協働して政

策決定をすることがなかったので、政策決定をするために市民が参加できる条例を今年度中につく

っていただきたい。それを受けて具体的なまちづくり、例えば都市計画、区画整理、教育、福祉、

環境等の問題の一つひとつを条例としてつくっていくのか、あるいはまちづくりの方針の中にうた

うのかは別にしても、政策決定に市民が参加できる形をつくっていきたいと思っています。 

  駅北口の土地区画整理事業については来年の９月までに事業の認可をとりたいと考えています。

従来の区画整理事業では、地域の地権者に出ていただいた審議会で、例えば仮換地をどのようにし

ていくか等を行ってきましたが、これからは区画整理は関係する地区だけで終結すればよいという

ものでなく、特にこの地区は和光市の玄関であることから、まち全体としてどのように区画整理を

進めていくのか。そのためにはどのような形で市民が参加して決めていくのか。これらについての

基本的な参加条例をご提案いただければありがたい。 

〇岡野委員  陳情は請願と違い議員の紹介がなくてもできるものなので私は陳情をすることがあり

ますが、陳情を立法化することも市民会議で考えていくものなのか市長にお聞きしたい。 
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〇野木市長  陳情は既に制度として確立していますので、改めて決めていただく必要はありません。

まずは市民が政策決定をするための参加条例をつくっていただきたい。その後、環境、福祉等を行

うときには、例えば教育であれば教育関係のアドバイザーをお願いして、次のステップに進むとい

うことです。また、上位法を超えた条例をつくることは難しく、基本的にはその範囲内での条例に

なるものと考えております。 

〇岡野委員  陳情は１人でもできるものであり、市民参加の第一歩である。 

〇相場委員  あらゆる市の行政行為に対して市民の参加をどの程度まで保障されるつもりなのか。

他市の事例では予算等にまでも市民が参加して意見を述べることができるものもある。 

また、住民投票について一般的な規定を入れた方がよいと考えておられるのかお聞きしたい。 

〇野木市長  朝霞地区４市合併の住民投票については、８月８日に、どのような形態で住民投票を

行っていくかについての話し合いを行います。住民投票は私の選挙公約でありますが、住民投票は

市民の皆さんの中から声が揚がり、市民の総意で住民投票条例ができてくることが本当の姿ではな

いかと思いますが、その点を含めて投げかけをしていきたいと思っています。 

  また、予算を含めて市が政策を議会に提出する前の段階であれば、市民に参加をしていただきた

いと思っています。本年度も予算の骨子を閲覧いただき、いくつか直した点もございます。その辺

も含めて考えていただければよろしいのではないかと思います。 

〇並木委員  今後の進め方については、ここで市長の考え方の大枠を聞いたので、後は私たちで考

えていけばよいのではないか。 

〇鈴木（俊）委員  全体の参加できる枠組みを決めて、その後に都市計画、教育等個別の事項に入

っていくと話されたが、個別の事項によって参加の方法も違うし、全体をまとめて考えるとかなり

一般的な内容になってしまうので、果たしてそれでよいのか疑問である。和光市における課題につ

いて、市民会議のメンバーが共有することができれば、それに対してどのような参加の仕組みをつ

くっていけばよいのかが見えやすくなる。特に具体的に想定している課題を市長からお話しいただ

ければ、市民参加の手がかりが得られやすくなる。 

〇野木市長  これから先の最も重要な問題は税であると考えています。片山総務大臣が国と地方の

税を１：１にしていくことで、例えば所得税を住民税に振り替える、消費税の地方の取り分を増や

す等の発言をしており、担当大臣からこのような発言が出ているということは、地方分権がようや

く本当に動き出すという期待を持っています。したがって、市民参加の中で一番決めていただかな

ければならないことは、税制である可能性が高いと思っています。現在の課題のみにかかわらず、

どのような問題でも市民参加で決めていける大枠をつくっていただいた方が、激動の時代に対応で

きるのでないかと思います。 

〇保坂委員  パブリックコメントで意見を市民から聴取して、それが政策決定に何らかの影響があ

ることは確かであるが、それだけで終わってしまってよいのか疑問がある。近未来の地方分権、地

方自治、住民主権に対して、和光市として道筋をつけていくことが必要であり、そこまで展望して

取り組んでいけたらよい。 

〇土屋委員  市政は市民のために行うものであり、市民にアピールするものでなければならない。

税制の問題はあまりに高度すぎて一般の市民には理解できない面が多く、それよりも市民生活に密
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着した問題から条例を考えていくべきではないか。 

  「多摩市市民自治基本条例案」では「最高規範」という言葉を使っているが、そのような言葉を

使わなければならない必要性があるのか。今ここで条例をつくるのであれば市民にアピールできる

条例をつくるべきである。 

〇石井座長  １年間で市民参加の仕組みを決めていくとなると、それだけに絞られてしまい教育、

福祉等には及ばないのではという心配もあるので、委嘱期間も含めて市長にお聞きしたい。 

〇野木市長  私の考えを示すのは最後でよいと考えています。前回の会議で座長が、市長が期待し

ているのとは違うものができても、それが市民の提案であると述べておりましたが、まさにそのと

おりであり、それを期待して皆さんに議論していただきたい。私の考えを話してしまうとかえって

会議の進行の妨げになってしまうことを懸念している。自由な議論の中でお示しいただいた方がよ

いと思っています。 

〇西田委員  他市の事例を見ると、市と市民がタイアップして行っているところがある。今後この

ような体制が必要になると考えられるが、会議への市職員の参加については可能なのか。 

〇鈴木(誠)委員  市長から明確な回答が出たので、私たちは市長の望むようなものでよいのかを決

めた上で、どのような条例をつくっていくのか具体的な議論をすべきである。 

〇野木市長  西田委員の質問については、行政上の専門的な知識が必要な場合には、職員の出席に

ついても調整していきたいと思います。 

〇石井座長  和光市まちづくり市民会議設置要綱第５条に「必要があると認めるときは、委員以外

の者の出席を求めることができる。」と規定されており、市長はその趣旨で発言されたものと思いま

す。 

〇西田委員  私たちは条文をつくることに慣れておらず、どのような参加の仕方を入れ込むのか等

わからないことがあり、市の内部の組織で対応してもらわないとうまくいかない感じがするので申

し上げた。 

〇石井座長  今回、応募の際の論文を出し合いましたが、何か言い足りない点、強調したい点、今

後の進め方に役立つ点等がありますか。 

〇鈴木（誠）委員  まちづくりに対して市のプラン、例えば北口の再開発はどの段階で提出しても

らえるのか。 

また、市民が参加することによって行政のスタッフの簡素化ができるのか、それともかえって複

雑化してしまうのか市長の考えをお聞きしたい。 

〇野木市長  和光市のまちづくりのプランは、第三次総合振興計画が将来における市の基本的な考

え方を示しているものです。 

市民参加による人員の変動については、ご提案いただいた内容によって変わってきます。市民が

より細かいサービスを求めることになれば職員が増え、これに伴い税負担も増えていくことになり

ます。市民が自分たちでできることは行い、行政はもっとスリムになるべきであるということにな

れば職員は減ることになります。 

〇原田副座長  皆さんの論文の中には、市民参加、市民協働という言葉が随所に出てきている。先

程から市民参加をどこまで求めるのかの意見があるが、最初に枠を決めることなく、ここに参加し
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ている皆さんは市政にどのように参加していきたいのか、どのような参加の仕組みを持ちたいのか

を話し合っていけばよい。他の市町村でも市民参加はうたわれている時代であるが、どのように参

加していったらいいのかわからない市民が多いので、それを伝えることができるようまとめていく

ことがポイントである。 

〇石井座長  前回の小林先生の話の中にも市民参加の具体的なパターンが出てきました。概括的な

基本理念をまとめ上げるものから、各分野についての具体的な問題を取り上げているものまであリ

ました。条例づくりへの具体的な柱立てについて発言願います。 

〇並木委員  市民参加条例に盛り込む内容を考えていくべきである。 

〇相場委員  まず、市民参加条例で議論を進めるのか否かを意思決定していかないと先に進まない。 

〇保坂委員  「市民参加とは何なのか」という共通認識を持っていないと具体的な区画整理、教育

等の場面で整合させていくことは難しい。土屋委員の発言にあるとおり「最高規範」として大上段

に振りかざす必要はないが、基本になる市民参加の大要をまず議論すべきである。先週私は新座市

のガイドヘルパー実施要綱をいただいてきたが、このような形での市民参加もあり、それぞれの場

面で考えていく必要もあるが、まずは基準となる考え方から手をつけるべきである。 

〇益子副座長  自然、環境、都市計画等和光市はどのような方向にアピールしていくのかを絞った

方がよい。 

〇鈴木（誠）委員  まずは市民参加条例を固めるべきである。ここに参加している皆さんの関心事

は教育、福祉等個々に異なり、あるいは和光市が今後どのような方向にいくべきか等様々な考えが

あると思うが、これらを議論しないと市民参加条例ができないとは思わない。 

〇渡辺委員  この会議の位置づけを明確にしていくべきである。私は北口の開発について積極的に

参加していきたいと思っているが、市民会議に参加したから口出ししてもよいのか、どのような立

場で参加できるのかがわからないところがある。 

〇相場委員  先程提案したが、市民参加条例で議論を進めていくのか否かの意思統一を図るべきで

ある。 

〇石井座長  市民参加条例で議論を進めていくことにご異議ありませんか。 

（委員了承） 

〇石井座長  渡辺委員の発言については、この会議とは別な面もありますので、今後の意見交換の

中で進めていくこととします。 

〇鈴木（俊）委員  市長の話を伺うと、市民が決めたものであればどのようなものでもよいと聞こ

えますが、首長としてのビジョンをお聞きしたい。 

また、先程上位法に抵触する条例はできないという趣旨の発言をされたが、いろいろなまちづく

り条例を見るとグレーゾーンがあり、厳密な解釈ができないものも見受けられるが、この会議でで

きたものがグレーゾーンに該当しても市長は進めていただけるのか。 

〇並木委員  野木市長の時代であろうがなかろうが、私たちは市長にかかわらず続けていくもので、

市長の意見にこだわる必要はない。 

〇友国委員  既に市長は明快に見解を述べているので、今更ビジョンを聞く意味はない。 

〇西田委員  答えていただけるのであれば答えてもらえばよい。 
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〇野木市長  私のビジョンは、市政の主役は市民であり、基本となるものは市民に決めていただく

ということです。 

グレーゾーンについては、法を厳密に守っていきたいと考えており、法解釈上において無理があ

るならば、残念ながら皆さん方の意見でも無理であると答えざるを得ないことになります。例えば、

市は住民基本台帳ネットワークシステムの施行延期の要望書を出しましたが、これは国が予定をし

ている個人情報保護法をつくっていないから延期すべきであるということで、これと同様に法に沿

った解釈で進めていきたいと思っています。 

〇石井座長  市民参加の仕組みはどうあるべきか、それをどのように条例にまとめ上げていくのか

について議論を進めます。 

〇友国委員  箕面市の場合は「まちづくり理念条例」、「まちづくり推進条例」とセットでの「市民

参加条例」であるということで理解したと申し上げた。私は上位の理念があって、それから下位の

ものを考えるというスタンスである。 

市民参加条例では会議の公開、市民公募、市民投票が骨子になっている。これを詳しく規定する

のか、あるいは簡単に規定するのかによって異なるが、カテゴリーとしては１０条程度にまとめら

れるものなので、このような内容に時間をかける必要はなく、むしろ理念等に時間をかけるべきで

ある。 

〇並木委員  今なぜ市民参加が必要であるのかをうたわないと市民や議会の共感は得られない。議

員は市民の代表であるから市民の声は議員に言えばよいはずなのに、市民が参加しなければならな

い理由を明確にうたわないと市民や議員の説得材料にはなり得ない。 

  また、市民の定義を在日外国人あるいは未成年を含めるのか等明確にする必要がある。 

〇鈴木（誠）委員  法人はまちづくりに重要な影響を与えるので市民の定義に法人を除いてよいの

か疑問がある。法人が市民会議に参加した事例、またこの会議がどのように法人と接点を持ったら

よいのか小林先生にお聞きしたい。 

〇土屋委員  条例の制定によって市民生活が大きく変わったような事例があれば、小林先生に教え

ていただきたい。 

〇小林先生  法人には利益を追求する一般的な法人と利益を追求しないＮＰＯの二つに区分されま

す。ＮＰＯについては今まで市が行ってきたことをＮＰＯが行ったり、市がＮＰＯを支援する等協

働して行っています。もう一方の法人については情報公開条例では情報公開の請求権者として認め

られているが、市民参加条例では市民の政治への参加であることから、憲法上の参政権の議論上で

は基本的には個人であるということになります。したがって、市民の定義を行う必要があります。 

  市民生活を変えたものとしては、風俗営業あるいは景観の規制等、具体的な問題が起こった場合

等が考えられます。今問われているのは、戦後できた地方自治の仕組みとして市長、議員を選ぶ二

元性についてあまりうまくいっていないのではないかという反省が出てきており、住民の直接的な

意見を吸い上げる構造の切替えの過渡期にあると思います。これからは市民が積極的に市政に参加

していくシステムをつくらないと、市は動いていかないと思います。例えば今後和光市においても

財政的な面で施設の絞り込みをしていく必要が出てくると思われますが、その際市民の声を聞いた

上でその選択を行っていかざるを得ず、このようなことも念頭に置いて考えていく必要があると思
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います。 

〇岡野委員  参加条例と推進条例の違いは、参加条例はソフト面に近いものであり、住民が意見を

主張できる機会を多く提供するものである。毎年行われている市政対話集会を立法化することも要

素の一つである。また、市民公募制度も参加条例に入ってくる。それに対し、推進条例は北口の再

開発が入ってくるものと思われる。その点を友国委員、もしくはどなたでも結構ですがお尋ねした

い。 

〇友国委員  箕面市の場合は「まちづくり理念条例」、「まちづくり推進条例」、「市民参加条例」が

平成９年３月３１日にセットで同時に制定されている。「まちづくり理念条例」は理念、「まちづく

り推進条例」は土地利用、「市民参加条例」は会議公開の原則、市民公募、市民投票等を規定してい

る。 

 市民参加条例については住民投票の結果をどうするか、例えば投票率が３５％以下の場合は開票

しない等詳細な規定を考えていくことも意義がある。 

〇岡野委員  例として、北口の再開発あるいは総合体育館の建設について、賛成もしくは反対の意

見をパブリックの場で出す機会を与えることも趣旨の一つになる。 

〇並木委員  朝霞地区４市の合併に関する住民投票についての私たちの意見は、いつ頃までなら聞

いていただけるのか。 

〇野木市長  ８月８日に合併に関する住民投票について市民と第１回目の話し合いを行います。そ

こで市民から自分たちに任せてほしい旨の意見があれば市民に任せてよいと考えています。住民投

票の本質はその点にあると思いますが、準備としては４市で同時に結果が出るように、県議会議員

の選挙と併せて投票日の設定等事務的な協議については既に検討に入っています。条例の提出は今

年の１２月の議会がタイムリミットであり、提案者が市長、議員、市民のいずれかで行うのかによ

って異なってきますが、市長提案で行うことになれば１０月中旬頃が期限となります。 

〇相場委員  市民参加条例に住民投票を規定する場合は、一般的に恒常的なものとして規定するも

のであり、市民参加条例に住民投票を規定していないから住民投票ができないということではない。 

〇並木委員  合併に関する住民投票は和光市で初めての住民投票であり、市民会議として意見を集

約して述べる格好の機会である。 

〇友国委員  市民参加条例において住民投票は大きな柱となっている。今まさに住民投票が行われ

ようとしており、このチャンスの次に何を住民投票で決めるのかを考えると今回は絶好の機会であ

る。 

〇相場委員  まちづくりに対する市民の参加に関する条例をつくるのであるから、一般的な規定と

して住民投票を入れるのか、入れないのかを議論していくことが本質である。 

〇並木委員  せっかく目の前に格好の材料があるので、私たちの意見を集約する場があってもよい。

これは皆さんの総意で決めることであり一つの提案である。 

〇保坂委員  市民会議として一定の責任を問われる形で意見を出すことになれば、１０月中旬頃ま

でに制度化することになるので時間的には難しい。一般論としては市民の権利としての住民投票の

規定があってもよい。しかし、このたびの４市の合併を視野に入れた議論となると、個人的に意見

を出すことはできるが市民会議の意見としては時間的にも熟さない。 
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〇石井座長  箕面市では様々な条例を制定しているが、これらを参考にして考えていくことでよろ

しいか。 

〇友国委員  箕面市の「まちづくり理念条例」、「まちづくり推進条例」は置いておくことにして、

「市民参加条例」に絞って議論するということで皆さんの合意を得たと理解している。 

〇相場委員  箕面市の「市民参加条例」はあまりに淡泊すぎる。それに対して、石狩市の「行政活

動への市民参加の推進に関する条例」では、特に別表でどのような場合に市民参加を行わなければ

ならないのかについて、これは本来規則で規定すべきであるとの意見もあるが、かなり詳細に規定

している。また、多摩市の「市民自治基本条例案」では第４章の参画・協働で大まかに規定されて

いる。どのような場合に市民の声を聞かなければならないかについて規定していく方がよい。 

〇石井座長  「箕面市市民参加条例」、「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」、「多摩

市市民自治基本条例案」が挙げられましたので、これらをもとに議論を進めたいと思います。 

〇小倉委員  「多摩市市民自治基本条例案の策定に関するパートナーシップ協定」では協定の有効

期限を条例の制定までとしており、和光市でも市と市民会議の関係としてパートナーシップ協定を

先につくる必要はないのか。 

〇並木委員  私たちは市民会議の委員として市長から委嘱され、職務が終了すれば解散することに

なっているので、パートナーシップ協定をどのように結ぶのか理解しかねる。 

〇小林先生  多摩市の場合はパートナーシップ協定を市長と市民が締結して自治基本条例の策定へ

の儀式を行ったものです。和光市の場合は市長から委嘱され儀式は行っていますので、再度行う必

要はないと思います。 

〇西田委員  小倉委員は、市民会議が市民の自主的な組織として、市民と行政のパートナーシップ

のもとに行政に話を通す場としてイメージされていると思う。 

  「多摩市市民自治基本条例案の策定に関するパートナーシップ協定」を見ると、締め付けが厳し

過ぎるとあまり動けないし、フリーであると全く動かない恐れもあり、条文だけでは見えない部分

も考えていかなければならない。 

〇小林先生  市民会議でつくった案を市長に提案する前に、市民にパブリックコメント、ワークシ

ョップ等で意見を聞いて再構成していくことも考えられます。 

〇保坂委員  市民参加においてこれらは重要なプロセスである。 

〇石井座長  条例に盛り込むべき内容を次回までに出して議論する方法はいかがか。 

〇鈴木（俊）委員  先程原田副座長が話されていましたが、どのように参加していきたいのか、ど

のような参加の方法があるのか、市民が参加する意義は何か等改めて問いながら考えていく方がよ

い。次回の会議では黒板もしくはホワイトボードを用意し、皆さんの意見を集約していくようにし

てはどうか。 

〇並木委員  １５人では多すぎるので２つに分けて行ってはどうか。 

〇鈴木（俊）委員  最初はブレーンストーミング的に行い、段々と意見を集約していければよい。 

〇石井座長  それでは、次回までに各自考えておくこととして進めていきたいと思います。 

〇西田委員  住民発議に関する直接請求権の法的な制度についての資料を用意していただきたい。 

〇石井座長  個人的には分科会方式はあまりとらないで、全員で協議したいと思います。 
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〇柴田委員  並木委員が言われたように２つのグループに分けて、鈴木（俊）委員が言われたよう

に例えば付箋に落としてはならない項目を書いて貼っていく等手法について議論し、次回にはすぐ

に取りかかれるようにしてはどうか。 

〇石井座長  柴田委員が発言された進め方の手法で進めていくことでよろしいか。 

（委員了承） 

〇石井座長  次回はこのとおり具体的に進めていくこととします。 

〇柴田委員  もう少し詳細に申し上げると、落としてはいけない項目を黄色の付箋、留意事項を桃

色の付箋に書くこととします。例えば、住民投票が重要であれば黄色の付箋に、住民投票を考える

にあたって先程友国委員が言われたように投票率が何％以下であれば開票しないということを桃色

の付箋に書く。このように具体的に決めた方が進むと思う。 

〇友国委員  あまり細かく行うことは時間的な問題も生じてくる。 

〇並木委員  少なくとも譲れないというものは赤色の付箋に書くのもよい。 

〇小林先生  市民参加条例に前文を入れることも考えられます。前文には理念が入ることから市民

参加の手続き等の議論と並行して理念についても議論していけばよいのではないかと思います。 

〇柴田委員  これだけは落とせない事項を考えていくと、その中に理念にあてはまるものが必ず出

てくる。 

〇小林先生  出てくると思います。市民参加条例における手続き的なものとしては行政評価、パブ

リックコメント制度等に限られると思われますので、参加の手続きだけに限定しないで議論した方

がよいと思います。 

また、ＮＰＯとの協働として、和光市で活動しているＮＰＯにはどのようなものがあるのか知っ

ておく必要があると思います。 

〇柴田委員  活動している団体の中にはＮＰＯの認証を受けていないが、広義の任意団体と言われ

るものがありますが、これは条例で定義するしかないのか。 

  また、他市に事務所がある法人で和光市も活動範囲の一部としている場合はどうなのか。 

〇小林先生  条例の中でＮＰＯを事務所の所在地で限定することも考えられます。 

〇並木委員  私たちが望む提案をすればよい。 

〇石井座長  前回、小林先生は理念的な事項もさることながら、具体的な成果が上がる条例をつく

るべきであると話されており、本日の議論の中でもかなり出てきているように感じますが、これにつ

いてはいかがですか。 

〇小林先生  住民投票においてはどのようなものが対象となるのか、手続きはどうするのか等を考

える必要があります。また、住民投票でなくても具体的な内容を盛り込んでいく必要はあると思い

ます。 

〇原田副座長  志木市では「公共事業市民選択権保有条例」が６月の議会で可決され、予算額が１

億円以上の事業については事前に市民に計画を公表し、事業を進めるか否かを確認するというもの

で、これも一つの市民参加の方法であり、参考に私が持参した資料を配付していただきたい。 

〇事務局  住民発議に関する資料及び原田副座長の資料は会議録の確認と併せて送付します。 

〇並木委員  環境市民会議では現職の委員が市外に転出してしまった例があったが、この取扱いに
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ついてこの会議でも事前に決めておいた方がよいのではないか。 

〇石井座長  これについては事態が発生したときに決めていくこととします。 

  次回の会議は８月２２日（金）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。 

前もって考えておく宿題については、次回の会議の事前に送付する分としての第一締切は８月９

日（金）、会議当日に配付する分としての第二締切は８月１９日（月）とし、会議当日でも結構です。 

  本日の会議はこれで終了します。 


