
 1

第６回和光市まちづくり市民会議会議録 

 

日 時  平成１４年１０月２４日（木）午後７時～午後９時５０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 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、鈴木俊治） 

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 

傍聴者  ３名 

 

〇石井座長  第６回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

  第５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点目は条例案について、２点目は市民会議の

情報発信及び市民からの意見聴取等市民会議の運営についてです。 

まずは、条例案について協議を進めます。 

提出された宿題は「条文」とその考え方の「説明文」にまとめてあります。これについて意見を

お願いします。 

〇保坂委員  前回欠席したので行き違いがあったようだが、私が提出したものは配慮すべき事項を

要約したもので、条文化されたものは私の真意ではない。 

〇友国委員  私が提出した補足意見も条文化されてあるが、条文として考えたものではない。 

〇石井座長  各委員の提案を条文の形にした資料は、小林先生のアドバイスによるものです。これ

について小林先生から説明をお願いします。 

〇小林先生  各委員から出された条例案は、いろいろな角度から検討され書き方も様々です。全体

を通して見ていく必要から、条例の形態にまとめてみました。これを資料として各委員から担当さ

れた部分について説明をしていただければよいと思います。 

〇石井座長  この条文化した資料に沿って全員で検討していきます。 

  前文は先に決めませんが、なぜ市民参加が必要なのか等の基本的な考え方を入れます。各項目は

前文を意識しながら検討を行います。それでは順次説明をお願いします。 

〇相場委員  前文には条例を制定する趣旨とその背景を規定した。最初の部分は「和光市民憲章」

を参考にし、二行目は小倉委員の提案を取り入れた。さらに、市民、議会、市が協働してまちづく

りを進めていくことが大切である旨を入れた。二段目から三段目の部分は、背景として地方分権に
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より制約はあるものの地域のことは地域で決定できるようになったことと、財政難が深刻であるこ

とを踏まえ、このような時代だからこそ、市民の持っている幅広い創造性、知識、社会経験をまち

づくりや市の制度をつくるのに生かしていくことが必要であり、そのために市民の参加が必要であ

る旨を入れた。これらから最後の部分は、「このような認識の下、市民、議会そして市が情報を共有

しつつ、協働のまちづくりを進めるための市民参加の仕組みを定めるため、この条例を制定します。」

とした。全般的に中学生にも分かりやすい言葉を使い、読んでもらえる量にした。 

〇原田副座長  第一印象として文章が長すぎた。小林先生が話されていた和光市独自の市民参加の

必要性をうまく表現できているか疑問がある。また、市民会議の応募論文に書いた「まちづくりは

人づくり」の必要性がうまく表現できなかった。 

  内容は、前回の会議で提案したものを基に、「市民、行政、議会がお互い所有する情報、知識を共

有し、協働して市政の運営活動を行う新しい形の共同体によるまちづくり、人づくりを創造してい

くことが必要です。」の部分とこれに付随する部分を追加した。 

  説明文は、条例の必要性や目的を理解してもらうことを念頭にまとめた。市民側の環境変化とし

ては、家族の形態が変わり、情報が多くなってきたことにより、多様な要求が出てきている。行政

側の運営形態としては、市民側の要求を満たす機能が追いついていない。このことから新しい形の

市政の運営を必要とした。 

〇石井座長  前文は各項目ごとに進めていきながら振り返ることでよろしいですか。 

〇西田委員  一項目ずつ決めていくのか。 

〇石井座長  今日で決めるということではなく、一項目ずつ検討していきます。 

〇小倉委員  相場委員の案は抽象的で理念的であり、原田副座長の案は具体的で分かりやすいので、

相場委員の案を条文とし、原田副座長の案を解説とすることを提案する。 

〇友国委員  条文はシンプルにする。条文の説明には、市民に対してと市長に対してのものがある

点を踏まえて検討していく必要がある。 

〇保坂委員  相場委員の「中学生にも分かりやすい」という点と、原田副座長の「人づくり」とい

う点は、現在の私たちがよいまちづくりをしていくだけではなく、次の世代にどのように伝えてい

くのかが大事である。これらを踏まえてシンプルな前文にすべきである。解説は原田副座長の案で

よい。 

〇西田委員  議事進行上、一つひとつの項目を検討すると全体の流れが分からなくなるので、小林

先生の発言にもあったが、最初に全体を通して各委員の提案を聴いていく方がよい。 

〇相場委員  全体の構想は前回の会議で決まっており、大まかな流れは変わっていないので、全体

を通して聴いても同じことである。 

〇並木委員  前回の会議で各委員が提出した意見を分担してまとめたものなので、まとめた人の意 

見は聴かなくてもよい。各項目の不具合な点等を検討していけばよい。 

〇石井座長  それでは、項目を一つずつ協議していくことで先を進めます。 

〇並木委員  解説は付けるのか。 

〇石井座長  条文案とは別に説明や市民会議としての意見を付けた方が、理解してもらいやすいと

感じています。旭川市では「旭川市市民参加条例及びその基本的な考え方」として条文とその考え
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方を付けており、このようなイメージで解説を付けていければよいと考えています。 

〇友国委員  「多摩市市民自治基本条例案」も同様に解説を付けている。 

〇石井座長  提言のまとめ方は、今後も引き続き協議していきます。 

  それでは、項目ごとに進めます。 

まずは「目的」では、市民参加の範囲、方法、推進組織等についても触れるべきかもしれません

が、市民参加の仕組みのねらいだけにとどめました。 

〇並木委員  目的を「仕組みを定めるもの」としているが、これでは規定している内容と合わない。 

〇石井座長  「仕組みを定めるためのもの」ではいかがか。 

〇並木委員  それでもよいが、いずれにしてもこのままでは少し文言がおかしい。 

〇相場委員  目的を「市民が行政・議会と協働して地域社会の健全な形成・発展に努めるための仕

組みを定める」としているが、「行政活動への市民参加の仕組みを定める」とした方がよく、これに

基づいて行政側は市民の参加を保障しなければならない。提案された目的の内容は抽象的になって

いるが、明確に市民参加をうたうべきである。 

〇石井座長  市民参加を何のために行うのかとともに、行政や議会に対しても市民参加を行ってい

くことを明確にすることによって、それぞれの役割や推進組織につながっていくものとして提案し

た。 

〇相場委員  この内容では前文に近い。目的であるのだから市民参加を何のために行い、それを保

障していくことを明確にうたうべきである。この表現では、後の各項目があいまいになる。 

〇石井座長  まちづくりを含めた市民参加全体を定めた条例とするならば、相場委員が発言したこ

とを目的とし、それに「行政・議会と協働して行う」を追加します。 

〇並木委員  前回の会議で相場委員が提案された内容がおおむね適当であり、「市民参加の仕組みを

定める」を明確にうたうべきである。 

〇保坂委員  相場委員はまちづくりの概念をどのように考えているのか。 

〇相場委員  まちづくりは行政、市民のすべての活動を包含するものと考えており、条例に「まち

づくり」を規定する場合は、広く捉えていく方がよい。 

〇小林先生  この条例は、現在の法制度を超えて市民参加を行おうとするものです。今までの枠を

超えて積極的に市民参加を行うということです。 

〇土屋委員  条例をつくる目的は市民が幸せになるためである。もっと精神的な部分を考えていく

必要があり、幸せを求めることを強調すべきである。 

〇石井座長  その内容は前文に必要です。 

〇友国委員  目的を私は「市民参加によるまちづくりに関する基本原則を定める」とし、並木委員

は「市と市民が協働してその役割を果たすための基本原則を決める」と提案した。このように「参

加」あるいは「協働」を入れた方がよい。 

〇西田委員  「まちづくり」を入れるかどうかの意味合いは大きい。 

〇友国委員  「まちづくり」の概念は多様であり、全国で様々な「まちづくり条例」があるので、

「まちづくり」を入れるのであれば定義を明確にしておく必要がある。 

〇西田委員  直接にはまちづくりに関わらない市民参加の形態もある。 
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〇鈴木（誠）委員  まずは市民参加の条例をつくり、その後に例えば環境や景観等の具体的なまち

づくりの条例をつくっていくことをイメージしている。ここで議論するものは、今までのシステム

は市民の意向を重視しているが、機能しなくなってきているので、小林先生の発言にあるとおり、

今までのシステムを超えた市民参加を行っていくことであり、条例の目的は行政や議会の役割と市

民参加をどのように行っていくのかをうたうべきである。 

〇友国委員  行政や議会の役割はある程度決まっている。自治の精神に基づいて市民参加を行い、

協働していくことがまちづくりの土台である。 

〇西田委員  市民参加の推進組織がどこに位置付けられるのかによって意味合いが変わってくる。

市の内部になるのか、第三者機関で行うのかでは全く意味が違ってくる。 

〇石井座長  目的は「この条例は、市民が地方自治の主体的な役割を果たすことを目指し、新たな

基本的な仕組みを定めるためのものです。」と修正することを提案します。 

〇相場委員  何のための「新たな基本的な仕組み」であるのかを明確にすべきである。 

〇石井座長  それでは、「この条例は、市民が地方自治の主体的な役割を果たすことを目指し、市民

参加のための新たな基本的な仕組みを定めるためのものです。」とします。 

〇友国委員  「箕面市市民参加条例」では、「この条例は、まちづくりにおける市民参加の基本的な

事項を定めることにより、市と市民が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。」と規定さ

れており、「市民参加」と「基本的な事項を定める」の２点がこの条例の趣旨であり、この２点を入

れないと目的があいまいなものになる。また、「仕組み」ではなく「原則」の方がよい。 

〇並木委員  「市民参加のための新たな原則」でよい。 

〇鈴木（誠）委員  「箕面市市民参加条例」では、「基本的な事項」と規定されている。 

〇原田副座長  この市民会議は、市民参加の仕組みをつくるのが趣旨なので、「仕組み」の方が分か

りやすい。 

〇並木委員  「仕組み」をつくるために「原則」を決めるのである。 

〇相場委員  「事項」には原則と仕組みの両方が含まれるが、「原則」には仕組みは入らない。 

〇友国委員  「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」では、「行政活動への市民参加を

推進するために必要な事項を定める」と規定され、「事項」となっている。 

〇石井座長  それでは、「市民参加のための新たな基本的な事項を定めるためのものです。」としま

す。「新たな」を入れた理由は、既存の法制度を超えて行っていくものであるからです。「仕組み」

は説明文に入れることとします。 

〇並木委員  「新たな基本的な」の部分は、文言のつながりがおかしいので「新たに基本的な」と

する。 

〇相場委員  条例の文言は厳しく、「新たに」を入れると既存のものは含まれないことになる。 

〇友国委員  「新たに」を入れる必要はない。 

〇小倉委員  「積極的な市民参加のための基本的な事項」を提案する。 

〇小林先生  「より一層」でもよいのではないでしょうか。 

〇石井座長  「目的」を「ねらい」に、「定義」を「説明」にする等は今後協議します。 

  「目的」の協議はここまでとし、次に「定義」について協議します。 
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〇岡野委員  「市民」の定義として例を挙げた。ボランティア団体の事務所が和光市にある場合は、

そこに所属する方たちは、在勤、在学に準じる行為として分離解釈が成立すれば市民である。和光

市にアパート、貸店舗等不動産を所有する在住者ではない方たちは、利害関係者ではあるが市民で

はない。昨日まで和光市在住で、現在はホームレスの方たちは、市民としたいところではあるが、

厳密には市民ではない。板橋区、練馬区等隣接地の方たちは、市民ではないが、公共施設の建設等

により多少の迷惑を被りかねない場合は、関係者として意見を聴くべきである。 

  「市民活動」、「行政活動」、「協働」、「市民参加」、「市民参加手続」、「参画」は、比較的使われる

ので定義した。「市民参加手続」は並木委員が使っていたが、自分なりにまとめたものであり、意味

が異なれば指摘してほしい。「参画」は、「多摩市市民自治基本条例案」を参考にしたが、「市民参画」

としてもよい。「まちづくり」はあえて定義する必要はないと考えたが、定義が必要であれば協議し

たい。「市民活動」、「行政活動」は、定義する必要がなければ省いてもよい。全部で７項目の用語を

掲げたが、他の条例を見ると４、５項目程度で、少し多いと感じている。 

〇石井座長  ７項目について、必要のないものあるいは追加するものがあれば意見をお願いします。 

〇鈴木（誠）委員  この条例の趣旨である「市民参加」のみを定義し、その他は定義しなくてよい。 

〇友国委員  「協働」の概念は説明の必要があるので、「市民」、「市民参加」と併せて３項目は定義

する。「市民活動」、「行政活動」、「市民参加手続」、「参画」は定義しなくても分かるので必要はない。 

〇相場委員  「行政活動」は、どのような行政活動に参加できるのかを明確にする必要から定義す

べきである。 

〇石井座長  「活動」が入ると対象が限定されてしまうので、なくてもよいのではないですか。 

〇小林先生  「定義」の規定は、この条例で使用される言葉の解釈上に疑義が生じないように置く

もので、使用している言葉を統一することが先決です。各委員によって使用している言葉が異なっ

ているので、全体を見て考えていくのが適当です。 

〇岡野委員  「市民参加手続」は、並木委員のみが使っていたので、並木委員が使うのであれば定

義し、使わなければ必要はない。他の用語も同様の考え方でよい。 

〇保坂委員  相場委員の発言にある「行政活動」は、「まちづくり」の主要な部分を占めているが、

それ以外に「市民活動」があることも考えなければならない。市民参加をうたうのだから「市民」

は定義する必要がある。 

〇原田副座長  友国委員の意見と同様に「市民」、「協働」、「市民参加」を定義すればよい。 

〇並木委員  「行政活動」等散見される用語は、定義しなくても説明しておく必要がある。 

〇石井座長  本日は、取り上げる用語は絞らないこととします。 

  用語の内容について意見をお願いします。 

〇並木委員  「市民」の定義に法人、団体が含まれることには異論がある。 

〇石井座長  法人や団体ではなくて、対象は個人とするべきです。 

〇並木委員  法人や団体に所属する人が１票を持ち、さらに法人や団体が１票を持つことはおかし

い。 

〇岡野委員  法人や団体も個人の集積なので、その考え方からいけば省いてもよい。 

〇小倉委員  「行政活動」を定義するのであれば、「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条
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例」では、「市民の福祉の増進を図ることを基本として市の機関が行うあらゆる活動をいう。」と規

定し、非常にわかりやすいのでこれを提案する。 

〇並木委員  「福祉の増進」は、福祉にだけこだわってよいのか。 

〇原田副座長  ７項目以外に不足している用語はないということでよいか。 

〇並木委員  今後協議していく過程において、新たに定義する必要のある用語が発生することも考

えられる。 

〇石井座長  「定義」の協議はここまでとし、続いて「市民の役割」について協議します。 

〇小倉委員  「市民の権利」は、「市民は市民自治の主体であり、まちづくりをする権利を有します。」

としたが、「目的」の中の「地方自治の主体的な役割」と文言が重複するので、原田副座長が提案し

た「市民は市の行政活動に参加し、まちづくりについて、提案、発言をする権利を有します。」に変

えたい。「市民の義務」は今回まとめたものとしたい。 

〇石井座長  「まちづくり」は、他の言葉に変えてもよいのではないですか。 

〇小倉委員  「まちづくり」は友国委員の提案と同様の考え方を持っている。「行政は市民活動を支

援します。」をどこかに入れたかったが、「行政の役割」が適当と考え、「市民の役割」では入れなか

った。 

〇小林先生  説明文に「行政や議会と協働」とありますが、議会の活動は行政に入らない側面があ

り、この条例が議会の活動にかかわってくるということでは、「行政」だけでは狭い。「行政と議会」

として考えていく方がよいのではないでしょうか。 

〇石井座長  「市民の役割」の協議はここまでとし、続いて「行政の役割」について協議します。 

  本日、「行政の役割」をまとめられた柴田委員は欠席です。 

〇益子副座長  「市（行政）」とされているが、統一した方がよい。 

〇並木委員  「市」で統一する。 

〇石井座長  「市（行政）」は「市」とし、「（行政）」は省くこととします。 

〇相場委員  ３番目の項目の「説明責任」、「応答責任」は、他の自治体の条例ではあまり見られな

い新しい言葉で非常によい。 

〇友国委員  「説明責任」、「応答責任」は、「多摩市市民自治基本条例案」に規定されている。 

〇石井座長  「行政の役割」の協議はここまでとし、続いて「議会の役割と市民参加」について協

議します。 

本日、「議会の役割と市民参加」をまとめられた鈴木（俊）委員も欠席です。 

〇並木委員  １番目の項目に「議会は市民の総意を担った議員から構成される、和光市における最

高意思決定機関のひとつです。」とあるが、最高意思決定機関は議会だけなので不要である。 

〇石井座長  この部分は削除し、その次の部分からとすることでどうですか。 

〇並木委員  議会についてここまで踏み込んで規定してしまうのはいかがか。 

〇石井座長  議会との関係を規定するか否かを議論してきた経緯があり、議会は市民の代表機関と

して認知されているので、あまり踏み込んで規定しなくてよいのではないですか。 

〇保坂委員  議会は連絡調整を担う機関として必要である旨の意見であったと思う。各項目は、市

民には選挙という行為があるので、その点で少し違う気がする。 
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〇鈴木（誠）委員  市民参加との関係に絞って考えていくべきである。 

〇小林先生  「市民参加の範囲」に議会との関係が出てくれば、議会の義務を入れた方がよい。ま

とめられた鈴木（俊）委員の考えを聴いた上で、検討してはいかがでしょうか。 

〇鈴木（誠）委員  「市民参加推進委員会との関係」で議会との関係が規定されているが、市民参

加推進委員会のみが議会との接点を持つものではない。 

〇並木委員  市民参加推進委員会のみに限定する必要はない。 

〇石井座長  「議会の役割と市民参加」の協議はここまでとし、続いて「情報の共有」について協

議します。 

「情報の共有」は、項目順の最後からこの箇所に変更になりました。それについて小林先生から

説明があります。 

〇小林先生  「情報の共有」は市民参加の原則になるので、仮に「市民参加の範囲」の前に位置付

けました。委員の皆さんで判断していただきたい。 

〇渡辺委員  市民参加は「情報の共有」がベースとなって成立するものである。別項目とする必要

があるのか疑問が生じたので、再度皆さんで検討していただきたい。 

〇西田委員  情報が共有されてないと市民参加の意味がないので必要である。「情報の公開」、「個人

情報の保護」は他の条例で規定しており、あえて必要はないが、「情報の共有の原則」は必要である。 

〇並木委員  「情報の共有の原則」のみを残し、「情報の公開」、「個人情報の保護」は規定しなくて

よい。 

〇石井座長  「市」だけでなく、「議会」も入れた方がよいでしょう。 

〇並木委員  岡野委員のまとめられた説明文では「実施機関」に「議会」が含まれており、これを

活用すればよい。 

〇石井座長  「議会」は「実施機関」には該当しないのではないですか。 

〇西田委員  どのような表現であろうと、行政も議会も含めて市全体で情報を共有できるようにし

なければ意味がない。 

〇事務局  執行機関は、それぞれ立法的な機能を持っており、組織や規則をつくる、予算を立てる、

人事権を持つ等があります。市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、固定資産評価

審査委員会、農業委員会、議会がそれぞれ執行機関です。情報公開については、これらを網羅して

「実施機関」としています。 

〇小林先生  「実施機関」は、情報公開条例では情報を公開する機関として使用しています。市民

参加条例では「実施機関」を使用しなくてもよく、中学生が分かる言葉ということであれば、「市」

でも構わず、定義で「市」は各委員会を含む旨の規定をし、議会を除いたすべてを「市」とした方

が分かりやすいのではないでしょうか。 

〇原田副座長  「市」の定義は、並木委員が提案されたものと同じものになるのか。 

〇並木委員  議会は含めるべきでないので、私の提案には入れていない。 

〇石井座長  定義については再度協議します。「情報の共有」の協議はここまでとし、「市民参加の

範囲」以降については次回の会議で協議することとします。 

  次に、２点目の市民会議の運営について協議します。 
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  市民会議の情報発信は、広報わこう１１月号に「まちづくり市民会議だより」として市民会議の

現状等を掲載します。継続的に掲載していくため、１２月号は副座長と相談して進めることでよろ

しいですか。 

（委員了承） 

〇石井座長  市民からの意見聴取は、市の広報紙やホームページ等で市民に呼びかけて集まってい

ただき、意見交換をする等の方法が考えられます。これについての実施方法、内容や時期等の意見

をお願いします。併せて今後のスケジュールについての意見もお願いします。 

〇西田委員  オーソドックスであるが、市の広報紙やホームページ等で掲載し、公開で説明会を行

うのがよい。 

〇並木委員  説明会は、市民から意見を伺う上でのたたき台として、条例の骨子がある程度できて

から行う方がよい。 

〇保坂委員  たたき台がないと雲をつかむようなことになってしまう。 

〇友国委員  説明会には条例の骨子を提示していく必要がある。 

〇石井座長  市民からの意見聴取は、郵送等でいただくことと説明会を開催することの二つをイメ

ージしています。 

〇並木委員  説明会は何回かに分けて行うのか、１回だけとするのか。 

〇石井座長  市民会議としてはまず１回開いてみるということです。 

〇西田委員  市民参加条例をつくろうとしているのであるから、きちんとした形で説明会を行うべ

きである。市民への説明をどの程度行うかによって大きく違ってくるが、いずれにしても基本的な

部分は説明していく必要がある。 

〇石井座長  それも一つの考え方ですが、市民会議として進めてきたことを説明した方が適当です。 

〇西田委員  市民会議として各委員が市民に答を出せればよいが、現状では難しい。 

〇並木委員  意見の求め方は、ある程度ファジーに行った方がよい。市民からの意見は持ち帰って

検討すればよい。 

〇保坂委員  私たちは専門家ではないのでアマチュアリズムがあってもよく、市民からの意見は宿

題にさせていただくことにする。 

〇西田委員  市民への説明は、条例の趣旨等の大きなくくりで行うのか、条例文で行うのかによっ

て変わってくる。 

〇石井座長  原点の説明を中心とし、市民会議が進めてきたことを説明する方が適当です。 

〇友国委員  原点の説明を行うことでよい。 

〇西田委員  市民会議がどのようなことを行っているか、どこまでできているのか、どのようなポ

ジションにあるのか等を説明していく必要がある。 

〇友国委員  このような説明会を催す場合には、一般的には基調講演があり、その後にパネルディ

スカションを行うことが多い。 

〇石井座長  今回はとにかくやってみるというスタンスでいかがですか。 

〇保坂委員  市民の意見を聞く場を持つことが大切である。 

〇原田副座長  意見聴取なので、意見をもらうためのものはつくっておく必要がある。 



 9

〇石井座長  意見聴取は、市の広報紙やホームページ等でお知らせして説明会を行い、併せて市民

からの意見を郵送等で受け付けることでよろしいですか。 

（委員了承） 

（協議により、次のとおり決定） 

市民からの意見聴取は、「（仮称）市民参加条例を語る会」を１月１８日（土）午後２時から４時ま

で、中央公民館の会議室１で開催する。ただし、使用できない場合は、駅北口土地区画整理事業事務

所とする。 

臨時の会議を１１月１４日（木）、翌年１月以降の定例会の会議を１月２３日（木）、２月２７日（木）、

３月２７日（木）、いずれも午後７時から、駅北口土地区画整理事業事務所で開催する。 

〇石井座長  次回の会議は１１月１４日（木）です。 

  本日の会議はこれで終了します。 

 


