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第５回和光市まちづくり市民会議会議録 

 

日 時  平成１４年９月１９日（木）午後７時～午後９時２５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、鈴木俊治、鈴木 誠、土屋恭則、友国 洋、 

並木修二、西田幸夫、渡辺節子 

（欠席者 柴田郁夫、保坂和雄） 

アドバイザー 東洋大学法学部教授 小林博志 

     事務局  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 

 

〇石井座長  第５回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

第４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  本日は２点について議論を進めます。１点目は、提言のまとめ方についてです。提言

は、項目ごとに本文の部分と、考え方や留意点等本文を説明する部分とに分けてまとめる必要があ

ります。それには専門的な知識が必要となりますので、小林先生のお力添えをよろしくお願いしま

す。 

２点目は、情報の発信についてです。市民会議の情報を市民に提供するとともに、市民の意見を

求めていく段階にきており、市の広報紙やホームページ等何らかの方法で意見の聴取を行っていく

必要があります。 

まずは、提言のまとめ方について項目ごとに進めます。前文について意見をお願いします。 

〇西田委員  各項目ごとに、各人の提案を比較対照しながら議論するのは大変である。各委員から

これだけ多くの意見が出ているので、これをうまくまとめたものを議論していく方がよい。 

〇並木委員  まずは、項目をしっかりと決めるべきである。 

〇石井座長  項目の柱立ては、前回の会議で１０項目を掲げてありますが、これについて意見をお

願いします。 

〇並木委員  行政に対する市民参加が目的であるので、議会を項目に入れるのはいかがなものか。

議会の項目がこの中で浮いている感じがする。 

〇石井座長  議会との関係について触れている方が多くいます。私もその一人で、「会議公開の原則」、

「議会活動の情報開示」、「傍聴制度の緩和・改善」を提案しています。 

〇並木委員  議会は、多少問題があるものの情報の公開を進めており、傍聴も認めている。また、

市民の代表であるから市民参加は当たり前である。現状で行われているものをあえて規定していく

必要があるのか。 
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〇西田委員  鈴木（誠）委員の提案されたイメージ図を見ると、議会との関わりは必要である。以

前、自治基本条例と市民参加条例の性格に関する議論があったが、市民参加条例にどの程度の内容

まで盛り込んでいけばよいのか考え込んでしまった。並木委員の発言のとおり、項目を再度見直す

とともに、市民参加条例の在り方を見直す必要がある。 

〇小倉委員  行政と議会と市民の三者のパートナーシップを明確にうたう必要がある。 

〇岡野委員  全国的に見て議会は正常に機能していない。その点において私たちの市民会議が存在

する意味がある。市政対話集会と同様に、議員対話集会をすべきであるとの市民の声もあるので、

何らかの形で議会との関係は残していきたい。 

〇並木委員  議会に関することは議会と話すべきである。私たちは市長から委嘱を受けて提言しよ

うとしているので、市長を経由して話すべきではない。 

〇岡野委員  法的解釈では三権分立ということか。 

〇石井座長  市民参加は、直接民主主義の点から三権分立とは異なる。議会を条例に入れていくべ

きか否かについて、小林先生にお聞きしたい。 

〇小林先生  １点目は、友国委員の提案には第１３条に「参画の権利」として、政策の立案から評

価までの各段階に市民が参画することが規定されており、前回の会議では、小倉委員が PLAN、DO、

CHECK を行うべきとの発言をされていましたが、行政に参画することは各段階に参画するとの前提

があり、このような前提を踏まえて考えていくと、条例の制定権は議会にあり、計画の立案や決定

過程に議会が関与することから、議会に対して市民が関わっていく点は強調していくべきです。 

  ２点目は、協働あるいはパートナーシップの概念は、市民と行政と議会のみんなで新しい自治体

をつくっていこうとするイメージがあり、その点からも議会の位置付けは必要です。 

〇並木委員  皆さんの総意ならば了承するが、議会は入れるべきではないという私の意見に留意願

いたい。 

〇岡野委員  この会議でまとめたものを請願として議会に出すのか。 

〇石井座長  議会に請願として出すのではなく、市長に提言します。 

〇友国委員  私の提案では、第７条で「議会の役割」について規定しているが、ドラスティックな

ことは掲げていない。条例を考えていくに当たり、福祉、教育、区画整理等のベースとなる部分に

ついて、コンセンサスを得ていくことは必要である。私は条例の名称を「市民参加によるまちづく

り基本条例」と考えたが、長過ぎるので「まちづくり基本条例」とした。 

〇石井座長  前回の会議で「市民参加条例」に決め、議論を戻さないことで皆さんの了解を得てい

ますので、友国委員の考えとは異なってしまいます。 

〇小倉委員  本日の会議は５回目であり、１回目とでは条例に対する考え方が変わってきている。

今は市民参加条例がどのようなものか、どのような問題があるのかが分かってきたが、第１回の時

点ではそこまで理解できていなかったので、必ずしも議論が後戻りしているということではない。 

〇友国委員  今までは、基本的な部分で議論が回ってしまったので、基本的な部分を押さえていく

必要がある。市民参加は自治の精神であり、その部分を差しおいて手続き的な部分のみを規定して

いくことのないようにしていく必要がある。前回の会議で了承された項目の柱立てについて、どの

程度まで書き込むかが問題であるが、自分の案に市民参加の手続き的な部分をもう少し書き込んで
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もよかった。 

〇小林先生  友国委員の提案は、名称は「まちづくり基本条例」としていますが、内容的には他の

委員と同様に市民参加条例であって、自治基本条例の厳格性を散りばめたということではないです

か。 

〇石井座長  項目の柱立てに加えるものや削除するものがあれば意見をお願いします。 

〇西田委員  「情報の共有」を独立した項目とすべきである。 

〇石井座長  私は「情報の共有」に関しては、行政と議会の役割として掲げたが、それでは不十分

ですか。 

〇西田委員  行政と議会を別に考えていくのであれば、「情報の共有」を独立させるべきである。精

神論になるが情報を共有することは極めて重要であり、共有がないと市民参加は進まない。 

〇石井座長  市民参加の基本なので別の項目にしてもよいが、この場合に「情報の共有」のみで考

えてよいのか。 

〇並木委員  前文に条例の必要性の一部として、情報の共有の精神を盛り込めばよい。 

〇西田委員  前文は条文全体を統括するものであり、条文は個別事項として規定されるものである。

情報は市民、議会、行政の三者の各要素をつなぐものであり、その各要素は条文で規定される。ま

た、それぞれの組織体と三者をつなぐのも情報であるから、「情報の共有」も条文で規定した方がよ

い。 

〇小林先生  情報公開制度は原則として過去の情報を対象とするものであり、意思形成過程での情

報は公開されないこととなっています。このことからも「情報の共有」は規定していくべきです。

「情報の共有の原則」、「個人情報保護の原則」、「説明責任の原則」等について、原則論として規定

するかどうかの問題ではないでしょうか。 

〇西田委員  理念としての「情報の共有」は必要である。 

〇小倉委員  「この条例の検討と見直し」の項目は組織の中に含め、別に「条例の位置付け」を項

目とした。同様に考えている方が他にもいるが、これについてはどのように考えていったらよいか。 

〇石井座長  「この条例の検討と見直し」の項目は、この条例が各分野に影響を与えることをうた

うものです。 

〇友国委員  座長の言われた意味であれば、「多摩市市民自治基本条例案」では「条例の位置付け等」

と規定されている。 

〇西田委員  前回の会議では、条例を変えていく必要があることから項目立てを行った。 

〇並木委員  他の条例との整合性から、何らかの形で「条例の位置付け」を規定すべきである。こ

の条例の改正は、推進のための組織ではなく行政や議会が行うべきものである。 

〇西田委員  整合性だけでなく、新たな市民参加の制度が生じたときの受け皿として必要である。 

〇友国委員  私の提案では、西田委員の言われたことは、「条例の位置付け等」とは別に「推進機関

の設置」の中で考えた。 

〇石井座長  小倉委員の発言の趣旨は、条文をまとめるときに生かしていくこととします。 

〇並木委員  会議を進めるに当たり、まずは前文に盛り込む要素を決めていくべきである。 

〇石井座長  前文に規定すべき事項について意見をお願いします。 
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〇並木委員  前文には、「情報の共有」あるいは「説明責任」を入れていきたい。格調高い文章もよ

いが、高校生でも分かるような表現にしたい。 

〇西田委員  市民が責任を負うことについても強調しておく必要がある。 

〇益子副座長  「協働」を何らかの形で入れていきたい。 

〇土屋委員  専門家としての小林先生の感想をお聞きしたい。 

〇小林先生  市民、議会、行政が協働して新しい自治体をつくっていくというコンセプトが必要で

す。さらに、和光市独自の市民参加の必要性を考えていくことも必要です。また、なぜ市民参加が

必要かが問われることとなるが、市の財政状況が悪化してきており、市は市民と協働して対処して

いかなければならない立場に立たされてきているので、これからは市民との協働は不可欠であると

いうことについて盛り込んでいくようでしょう。 

〇並木委員  小林先生の言われた、今までとは違う新しいコンセプトのまちをつくるということは

何らかの形で入れていきたい。 

〇石井座長  新しいコンセプトのまちを表現するとは、どのようなものですか。 

〇小林先生  「市や議会にすべて任せるのではなく、市民も積極的に参加してみんなで和光市をつ

くっていく。」というものです。 

  条例の骨格を確認したら、委員の中から５名程度選出し、項目の内容を書いていくことにしては

いかがか。項目ごとに書きたいと思う人に書いていただき、それを委員の皆さんで検討していく方

がよいでしょう。 

〇石井座長  今挙げられている１１項目の分担を決めてよろしいですか。 

〇鈴木（誠）委員  原田副座長の前文をたたき台としてはどうか。これに情報公開と市民、行政、

議会との協働についての考えを加えていけばよいものになる。 

〇相場委員  前文は後で議論した方がよい。他の項目を議論していく中で、前文に規定した方がよ

いものが出てくるので、最初から前文を固定化しない方がよい。 

〇並木委員  難しい部分は後回しにして、比較的やさしい部分から前文を意識して固めていく方が

よい。 

〇原田副座長  前文に入れるキーワードをいくつか決めてから、それ以降の項目を考えていくべき

である。 

〇石井座長  各項目の分担を決め、原案の作成を宿題としてよろしいか。 

１ 前文           相場委員、原田副座長 

２ 目的           石井座長 

３ 定義           岡野委員 

４ 市民の権利・義務     小倉委員 

５ 行政の役割と市民参加   柴田委員 

６ 議会の役割と市民参加   鈴木(俊)委員 

７ 市民参加の範囲      鈴木(誠)委員、土屋委員 

８ 市民参加の具体的方法   友国委員、並木委員 

９ 市民参加の推進のために  西田委員、保坂委員 
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10 この条例の検討と見直し  益子副座長 

11 情報の共有        渡辺委員 

（委員了承） 

〇石井座長  市民会議として最終的に市長に提出するものは「提案」でなく「提言」とします。 

〇相場委員  どの程度まで厳密に条文をつくっていくのか。 

〇石井座長  条文とは別に条文を補則する説明を付していく必要がありますので、各項目の宿題の

作成に際しては、その考え方や背景等の説明文を付して提出願います。 

  次に２点目の市民会議の情報発信について進めます。 

〇並木委員  私たちだけで考えたものをそのまま市長に提言するのではなく、パブリック・コメン

トなどで市民の意見を聴いた上でまとめていく方がよい。 

〇石井座長  意見を聴く具体的な方法は今後議論していきます。市民会議の情報発信は、これまで

の経緯や現状のほか今後の展望を加えていくこととします。 

〇原田副座長  議会にも市民会議の状況等を知らせていくのか。 

〇石井座長  議員は市民の一員ですので特に行いません。 

〇西田委員  市民に聴く段階が早いと意見の収集がつかなくなり、反対に遅いと既にでき上がって

いる印象を持たれて意見を出す余地がないような状況になる恐れもあるので、タイミングが問題で

ある。 

〇石井座長  市長に提言する前の段階で、市民の意見を聴くのが一般的です。 

〇西田委員  今までの審議会等では座長が言われたようなやり方であった。案ができ上がっていて、

修正の余地がほとんどなく、賛成か反対のどちらかしかなかった。このようにならないために、条

文自体ではなく骨子として項目を出し、なぜ市民参加が必要なのかについて意見を求めるのも一つ

の手法である。市民会議としてどのように市民に意見を求めていくかは、市民参加条例そのものに

関わる部分であり、市民参加が実際にどのように行えるのかの材料にもなる。 

〇原田副座長  市民会議の経過を市の広報紙やホームページ等に掲載すれば、西田委員が言われた

ことは軽減される。 

〇並木委員  広報紙等への掲載文は行政に任せるのではなく、座長に考えていただくことを提案す

る。 

〇石井座長  要請があれば事務局と相談して対応します。 

〇並木委員  このような取り組みが本来の市民参加であり、サンプルとなることから、市民参加を

提唱している私たちが行うべきである。まずは、市の広報紙やホームページ等で、条例の項目を知

らせていく。 

〇益子副座長  市民会議の進み具合を示したものがあれば、市民にとって分かりやすい。 

〇石井座長  市の広報紙は１１月号に掲載します。 

〇小林先生  市の広報紙には市長に提言するまで毎月、市民会議の特集を掲載してはどうか。例え

ば、最初は座長、次は副座長、その後は各委員というように皆さんで原稿づくりを行い、市民会議

の状況を市民に訴えていくことが必要です。 

〇石井座長  小林先生の提案についての意見をお願いします。異論がなければ了承ということでよ
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ろしいか。 

（委員了承） 

〇石井座長  市民会議全般について意見があればお願いします。 

〇友国委員  条例を考えるに住民投票について懸念されることはあるか。 

〇相場委員  市長が重要と判断すれば住民投票ができるので、それほど懸念されることはない。 

〇並木委員  私たちの思いが前文に表されるので前文は重要である。 

〇西田委員  市民参加の推進のための具体的な組織体をつくっていくことは難しい。 

〇友国委員  インパクトのある条例にしたい。私の提案では法律的な問題もあるが、市長が長期に

渡って政権を担うことのないように任期を３期に限定した。議員は市民の代表なので任期は限定し

ていない。また、市の公共施設を市民共同体に委ね、協働を進めていくべきである。 

〇岡野委員  議員年金は２期では支給されないが３期から支給される。議員年金はなくすべきであ

るが、そこまで触れるのか。 

〇友国委員  何がインパクトかを考えなければならない。住民投票は別途条例で定めるという形に

しているので、特に懸念される問題はないと考えているが、皆さんの意見をお聴きした。 

〇並木委員  市内に住んでいる住民に限定すべき住民投票と、市内に住んでいない人に対しても広

く認めていくべき市民投票があるが、これをどのように区分していくかが難しい問題である。 

〇小林先生  住民投票は法律以外のものなので、対象者を限定する必要はなく、技術的なレベルの

問題となってきます。法人を含めることは難しいが、通勤・通学者を含めるかは対象者の定義次第

です。 

〇並木委員  住民投票あるいは市民投票に対して、どのような事項が適当なのかよくわからない。 

〇小林先生  市町村の合併に関しては、住民に限定した方が良いと思います。公共事業の実施に関

しては、住民に限定する必要はなく通勤・通学者を含めても差し支えありません。いずれにしても

個別的に判断していかざるを得ないでしょう。 

〇西田委員  基本的には市内に住んでいる住民を市民として捉え、例外的に通勤・通学者等を含め

た広い意味での市民として考えていく。 

〇並木委員  市内に住んでいる者が住民であり、それに通勤・通学者等を加えたものが市民である。

したがって、市長や議員は住民の代表であって市民の代表ではない。 

〇西田委員  私は住民と市民は同じに捉えていたが、並木委員の言われた住民と市民の定義では、

住民を原則とし市民を例外的に取り扱うべきである。責任という観点からも市内に住んでいる住民

を基本として考えていくべきである。また、法人はまちづくりに対してインパクトがあり、規模の

大きい法人ほどまちづくりに及ぼす影響は大きい。 

〇益子副座長  本日欠席されているが、柴田委員が「事務所が和光市にあった場合には、他市に住

んでいるメンバーも市民の定義に入るのか」と尋ねている。 

〇石井座長  私は市民の定義を「市域に住所を持つ住民と市域に所在する法人等の在勤者を指す」

としましたが、他の提案にも同様な意見が多く見受けられます。 

〇並木委員  市民の定義が書かれている提案は多いが、住民の定義が書かれているものはない。住

民投票の制度を規定するのであれば、住民の定義を明確にすべきである。 
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〇相場委員  住民投票は、事案の決定に対しての影響力が他の市民参加の手法と比べて非常に大き

いことから、事案に応じて個別具体的に考えていくべきである。 

〇並木委員  住民投票と市民投票の両方の制度を用意しておく必要がある。 

〇小林先生  ただし書で「原則として市民には投票の権利を与えるが、技術的な理由により与えな

い場合がある。」とする方法があります。 

〇相場委員  「である」体か「です・ます」体かを統一した方がよい。 

〇並木委員  一般的には「です・ます」体が多いので、そうしたい。 

〇相場委員  法制の段階で「である」体に変えられてしまうのではないか。 

〇並木委員  私たちの提言としては、「である」体では抵抗がある。 

〇事務局  現在、条例の文体は「である」体です。「です・ます」体を取り入れるのであれば、市民

会議の意向と理由を明確にしていただいて、市の法制担当に相談していきます。 

〇並木委員  市の文書規程等で「である」体でなければならない旨が規定されているのか。 

〇事務局  その点は確認します。 

〇相場委員  「です・ます」体で規定された条例は全国的にあまり例がないので、反響が大きいと

予想される。 

〇西田委員  「です・ます」体にすると、やさしく見えるかもしれないが、規定する内容は同じで

あり、「である」体の方が文章としては一般的で分かりやすい。 

〇事務局  あまり難しい言葉は使用しないようにお願いします。 

〇小林先生  例えば、「用語の定義」は「用語の説明」とするなど、分かりやすい言葉を使用します。 

〇石井座長  同様に、「条例の目的」は「条例のねらい」とした方が分かりやすくなりますね。 

〇西田委員  「権利・義務」についても言葉を変えていきたい。 

〇並木委員  市民だけが「権利・義務」で、行政と議会は「役割」となっているが、市民も「役割」

でよい。 

〇小林先生  「義務」は「役割」に、ということです。 

〇相場委員  各委員の提案を見ると「です・ます」体が多い。 

〇石井座長  「です・ます」体の方がインパクトがあるので、市民会議では「です・ます」体で統

一していくこととします。 

〇友国委員  ９月１７日付けの日本経済新聞に、全国の自治体で住民の行政参加を条例や要綱で制

度化しているのは３％程度と掲載されていたが、こんなに少ないのか。 

〇小林先生  全国的にはまだ少ない状況です。 

〇友国委員  「まちづくり条例」は多くの自治体でつくり始めているが、「市民参加条例」はまだあ

まり取り組まれていないということか。 

〇小林先生  そのとおりです。 

〇鈴木（俊）委員  一般的にはパブリック・コメントなど、市民参加についての既往制度の取り入

れや位置付けが市民参加条例の中心的な部分になるが、例えば板橋区との境で事業を行う際には、

板橋区の住民も参加できるようにする等、幅広い住民参加をフレキシブルに受け入れられるような

条例にしたい｡例としてアメリカでは、ある市でマスタープランを作成する場合には、別の市の住民 
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も参加できるような場合が多い。 

〇友国委員  他の自治体の条例には、「他の自治体との協働」の規定がある。 

〇鈴木（俊）委員  市民の定義にも関わるが、和光市に関心のある人の参加はできるだけ受け入れ

可能とするものとすることが望ましい。 

〇並木委員  公共事業に関しては、利害関係者も含めるべきである。 

〇友国委員  例えば、白子川をきれいにしていく場合に、板橋区の住民と協働して取り組んでいく

ことも一つの方法である。 

〇石井座長   次回の会議は１０月２４日（木）です。 

本日の会議はこれで終了します。 

 

 


