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第７回和光市まちづくり市民会議会議録 

 

日 時  平成１４年１１月１４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〉益子絹恵 

         岡野 誠、柴田郁夫、鈴木 誠、土屋恭則、友国 洋、並木修二、渡辺節子 

（欠席者 〈副座長〉原田正裕、 

相場道雄、小倉順子、鈴木俊治、西田幸夫、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 

傍聴者  １名 

 

〇石井座長  第７回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

第６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  本日は条例案と市民からの意見聴取についての２点を協議します。１点目の条例案に

ついては、前回の続きで「市民参加の範囲」から始めます。担当委員の説明をお願いします。 

〇鈴木（誠）委員  市民は市の行政行為に参加する権利を有し、参加することが保証され、行政行

為のすべての部面に及ぶ可能性が認められなければならない旨を規定した。すべての範囲への参加

が理念であるが、実際は議会との兼ね合いからも、ある一定の範囲にとどまると思う。現実的な対

応が必要と考え問題提起したい。 

〇土屋委員  鈴木（誠）委員の担当部分が総論で、私の担当部分が各論となっている。「市民の権利

及び義務」、「計画立案、策定への参画」、「予算策定への参画」、「審議会等への参画」、「実施への参

画」、「評価への参画」、「住民投票について」の７項目を挙げた。「住民投票について」で、住民を定

義した「（住民基本台帳台帳に記録された、又は外国人登録原票に登録された者をいいます。以下の

項においても同じものとします。）」の部分は削除したい。この部分は「多摩市市民自治基本条例案」

を参考にしたが、地方自治法第１０条で、住民は「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町

村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」と規定されている。住民の範囲に、これを採用する

かどうかを含め検討していただきたい。 

〇石井座長  次に「市民参加の具体的方法」の説明をお願いします。 

〇友国委員  全部を網羅した逐条解説になっていないのを了解いだだきたい。「審議会等の参加」は、

審議会、懇話会、委員会等様々な名称のものを審議会等とし、「多摩市市民自治基本条例案」を参考

にした。審議会の委員の人選は、任期を設けて滞留人事の弊害を避けることや性別、年齢、地域に

配慮することが望ましい。「実施への参加」は、今や参加の段階を超えて協働の段階にあり、市民が
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主体になることが自治のあるべき姿と捉えた。具体的には、公共施設の管理運営を市民共同体や民

間企業との協働で進めていく必要から、規制緩和とともに、市職員の雇用制度、勤務形態、組織等

について弾力的な対応が課題である。「住民投票」は、「結果を尊重する」と規定した場合には、そ

の決定に縛られるのが法的解釈となっており、市や議会はその結果を踏まえていく必要がある。「推

進機関の設置」は、市民、議会、市が協働して推進するための機関をつくる必要からである。 

〇並木委員  「市民投票制度」の第１項「直接住民の意思を」の中の「住民」を「市民」に変更し、

第３項「提案するこ」の後に「と」を追加していただきたい。私は自分の意見を追求したのではな

く、各委員の意見をまとめた。委員の意見に直接請求が挙げられていたので、意見を表明する権利

を持っている旨を入れた。この部分が説明文に入れられているが、「行政活動評価」までは条例案に

入れていただきたい。説明文「尚、上記以外にも」以降は、この中に盛り込めなかった意見である。 

〇石井座長  次の「市民参加の推進のために」は、担当の西田委員、保坂委員が欠席です。保坂委

員から修正案が提出されていますが、協議は次回以降とします。次に「条例の見直し」の説明をお

願いします。 

〇益子副座長  ４市合併等の状況の変化に対応できるよう、見直しと検討の規定を入れた。見直し

を「３年ごと」としたが、必ずしもこの期間でなければならないということではなく、目安として

挙げた。 

〇石井座長  次に、前回欠席された柴田委員に「行政の役割」の説明をお願いします。 

〇柴田委員  前回「市（行政）」を「市」に統一すべきである旨の意見が出ていたが、異論はない。

「説明責任」、「応答責任」は説明文を付けた方がよいが、それ以外は付けるとかえって難しくなる

ので必要ない。 

〇石井座長  一通り説明をいただきましたので、次に重複部分の協議をします。 

 「定義」に規定するのは、「市民」、「協働」、「市民参加」の３項目でよいのでは、との意見について

はいかがですか。 

〇岡野委員  ７項目をすべて入れていただきたいが、他市の条例を見ると４，５項目程度なので、

削られるのは致し方ない。 

〇並木委員  「参画」の定義「計画策定、実施、評価等の各段階に市民が参加」は、「市民参加」に

規定すればよい。 

〇岡野委員  「市民参加」の中に「参画」を入れてもよい。「市民参加手続」など他の用語は、条文

の中で使うのであれば定義する必要がある。 

〇並木委員  「市民参加手続」は市民参加の手続のことを指すものであり、「手続」の部分は定義し

なくても分かるので、定義する必要はない。 

〇石井座長  「市民の役割」の中で「まちづくり」という言葉が使われていますが、これについて

意見をお願いします。 

〇並木委員  「まちづくりをする権利」と規定しているが、いかがなものか。 

〇石井座長  「行政の役割」の中に「説明責任」、「応答責任」を明確に入れるのがよいでしょう。 

  小倉委員から小林先生に「審議会」、「協議会」、「委員会」、「懇話会」の行政法上の違い、取扱い

等について質問がありましたので、説明をお願いします。 
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〇小林先生  「審議会」は、ある権限を主管する行政庁が、その権限を処理するについて広く意見

を聴くために組織された機関です。行政庁から諮問を求められるもので、税制調査会、都市計画審

議会等があります。「委員会」は、ある権限を主管する組織ですが、多数の意見で処理した方がよい

ということで組織された機関です。公安委員会、選挙管理委員会等があります。「懇話会」、「懇談会」

は、打ち解けて案を作成するためのたたき台を作成するために、任意に組織されたものです。「協議

会」は、機関と機関とが協議する場を設定する場合に使われており、合併協議会等があります。 

〇並木委員  審議会は、市の職員以外で構成されるのが一般的なのか。 

〇小林先生  そのとおりです。審議会は、市が事案を処理するために設けているもので、権限を行

使するものではなく意見を述べる機関です。委員会は、自ら権限を行使することができます。 

〇石井座長  「まちづくり条例の議論の方向」について、小林先生のお考えを聴かせてください。 

〇小林先生  中学生でも読める条例案にするには、条文の数を少なくし、具体的な市民参加の条文

に重点を置く方がよいでしょう。また、章、節も複雑にしない方がよいでしょう。 

  論点の１点目は条例の名称についてです。「基本」を入れますと、「多摩市市民自治基本条例案」

では最高規範とされ、条例の改正が問題となってきます。また、条例には基本的な事項しか規定し

ないということになります。「推進」を入れますと、積極的な意味が生じてきます。例として「旭川

市市民参加推進条例」が挙げられます。何も入れない例として「西東京市市民参加条例」が挙げら

れます。 

  ２点目は、市民参加条例の型についてです。市民参加を市との関係で考えるものと、市と議会と

の関係で考えるものとの二つの型があります。市との関係で考えている型には、「旭川市市民参加推

進条例」、「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」、「西東京市市民参加条例」がありま

す。これらでは「行政」、「行政活動」等の言葉がよく使われています。市と議会との関係で考えて

いる型には、「多摩市市民自治基本条例案」があります。これは「議会」を含んでおり「市」と「議

会」を区別しています。二つの型は、条例案の提出、議会に対する陳情及び請願、議会との車座、

住民投票の規定について異なってきますので、この点をよく考えていく必要があります。 

  ３点目は、「前文」、「目的」、「基本理念」、「基本原則」、「定義」の相互関係についてです。この関

係によって条例が異なってきます。まず、「前文」を入れるかどうかです。「前文」を入れている例

として「旭川市市民参加推進条例」、「西東京市市民参加条例」があり、入れてない例として「石狩

市行政活動への市民参加の推進に関する条例」があります。また、別に理念条例がある場合には入

れてません。次に、市民参加条例に「基本理念」の項目を入れるかどうかです。入れている例とし

て「旭川市市民参加推進条例」があります。男女共同参画社会基本法をモデルに、協働の基本、市

民の社会経験や創造的な活動の尊重、市民の要望に公正かつ的確に対応、平等について規定してい

ます。これは原則的な事項を「基本理念」の中に入れているということです。「基本理念」を入れな

い場合は、「定義」あるいは「市民参加の権利」の項目で処理することとなります。また、「基本原

則」を入れるかどうかです。「基本原則」としては、情報共有の原則、平等の原則、応答・説明責任

の原則等があります。入れている例として「清瀬市まちづくり基本条例案」、「西東京市市民参加条

例」があります。「清瀬市まちづくり基本条例案」では、「男女共同参画」の項目に平等の原則を規

定しています。「西東京市市民参加条例」では、「基本原則」が「基本理念」に近い内容となってい
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ます。 

  ４点目は、「目的」、「定義」の規定についてです。これらの規定は全体を見ないと規定しにくい面

があります。「目的」は、条例全体を包含して規定することが多くなっています。「定義」は、条例

に使われている用語の意味が不明なものを規定するもので、全体を見て用語の説明が必要であれば

規定していくこととなりますので、最後に考えた方がよいでしょう。 

  ５点目は、市民参加の方法等の注意点についてです。「多摩市市民自治基本条例案」では「参画の

権利」として、男女共同参画社会基本法で規定する考え方を基に規定しています。この権利は意思

決定に関わってくるものです。「旭川市市民参加推進条例」では「市民参加の対象」、「市民参加の時

期」、「市民参加の方法」を規定しています。この中で特に「市民参加の対象」を規定するかどうか

が問題となってきます。「西東京市市民参加条例」では「市民説明会」、「市民ワークショップ」を規

定しています。また、ＮＰＯとの関連として「協働の拠点」の設置等も考えられ、これらを踏まえ

て検討していく必要があります。 

  条例の構成には様々な形態があります。現状の案では、「前文―目的・定義（市民参加）―責務（市

民・市・議会）―原則―市民参加（範囲・方法）―推進―改正」としていますが、「市民参加の範囲」

を「基本理念」の中に入れて、「前文―目的・定義―基本理念（原則）―責務―市民参加（方法）―

推進―改正」とすることも考えられます。他自治体の条例の特徴として、「旭川市市民参加推進条例」

は、「市民参加の結果の取扱い」を規定しています。また、「附属機関の委員」の規定は、審議会よ

り広い意味となっています。「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」は、「市民参加手

続の実施による行政活動への市民参加の推進」の中に「通則」、「審議会等」、「パブリックコメント

手続等」、「公聴会」、「その他の市民参加手続」を規定しています。「多摩市市民自治基本条例案」は、

「旭川市市民参加推進条例」、「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」とは全く異なっ

た構成になっています。「西東京市市民参加条例」は、「市民参加事業の見直し」を規定しています。

このように異なっている点が見受けられることを踏まえて、検討してはいかがでしょうか。特に、

「基本理念」は重要と思われます。 

〇石井座長  小林先生からアドバイスの論点を整理するのか、それとも条例案を詰めていくのか、

進め方について意見をお願いします。 

〇小林先生  これは宿題とし、現在進めている条例案の協議を続けてはいかがですか。 

〇並木委員  小林先生のアドバイスは後で参考にすればよい。 

〇小林先生  これを参考にして一つの案をつくっていただきたいということです。 

〇岡野委員  「定義」は最後に検討した方がよいのか。 

〇小林先生  その方がよいでしょう。 

〇並木委員  重複部分を先に協議した方がよい。 

〇石井座長  それでは、「市民参加の範囲」以降の重複部分について意見をお願いします。 

〇柴田委員  「市民参加の範囲」に「審議会等への参画」が出ており、同様のものが「市民参加の

具体的方法」の並木委員案に「審議会」として出ているが、どのように考えたらよいか。 

〇並木委員  「市民参加の範囲」として出されたもののうち、「市民の権利及び義務」までが範囲で、

それ以降は手段である。「審議会」は手続と考えて「市民参加の具体的方法」に入れた。 
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〇土屋委員  確かに手続の面があるので「市民参加の具体的方法」に入れてもよい。 

〇並木委員  「市民参加の範囲」に規定するものは基本的な内容にとどめ、「市民の権利及び義務」

に「計画立案、策定への参画」、「予算策定への参画」等の事項を入れていけばよい。   

〇石井座長  推進組織には、最低限どのようなものが必要ですか。 

〇並木委員  市と市民が話し合う場として必要である。ただし、参加する市民は、市民の代表とは

言えないので、市民の一部と市が話し合うということである。 

〇石井座長  市に対するチェック機能は持たせた方がよいですか。 

〇並木委員  チェックする機能は必要である。 

〇柴田委員  推進組織は何をするのか、どのような権限があるのかが出された案ではよく分からな

いので、例えば「評価は尊重されなければならない」などを入れた方がよい。 

〇友国委員  「多摩市市民自治基本条例案」では、「市民自治推進委員会は、市民自治の実施状況を

把握し、課題を明らかにし、市民自治の推進に努めることを目的とします。」と規定している。また、

市民自治推進委員会の役割として、「この条例に沿った市民自治の推進」、「この条例に沿った検証及

びその検証結果の公表」、「この条例の見直しの提案」の３項目を掲げている。 

〇石井座長  推進組織の機能はどのように考えたらよいですか。 

〇並木委員  以前、行政との窓口となる機能と、行政を監視する機能が意見として出ていたが、こ

れを一緒にするのか、別にするのかの結論は出ていない。 

〇友国委員  市民、議会、市が協働して推進するための共通の場とする機関が必要である。 

〇石井座長  推進組織は一つでよいということですか。 

〇友国委員  行政との協働する場がないと市民参加は進まないという意味で申し上げた。 

〇鈴木（誠）委員  「市民参加の具体的方法」の友国委員案の「推進機関の設置」と「市民参加の

推進のために」の西田委員案は同内容なので、市民と市と議会が一緒になって推進していくことに

まとめればよい。 

〇並木委員  「市民参加の推進のために」の項目をあえて設けたのだから、推進組織は「市民参加

の推進のために」に規定した方がよい。 

〇友国委員  それで結構である。 

〇並木委員  西田委員案では、推進組織は何をするのかがはっきりしていないので、明確にした方

がよい。 

〇岡野委員  「市民参加の推進のために」では、どのような推進組織を設けるのかにとどまらず、

委員を広く市民から募る方法等について規定する。 

〇柴田委員  推進組織は何をするのか、どのような権限があるのかを明確にする必要がある。「市民

参加の具体的方法」の並木委員案で、市民参加の手続を５つ規定しているが、その中に推進組織は

含まれないのか。 

〇並木委員  市が行うものとして掲げたので、推進組織は当てはまらない。 

〇柴田委員  推進組織の名称は「推進会議」でよい。 

〇並木委員  市民参加の推進を目的とする組織をつくるべきである。 

〇柴田委員  市民参加の推進を検証する機能は必要である。 
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〇並木委員  その機能は必要であるが、ブレーキの役割だけではなく、アクセルの役割を持たせる

ことが必要である。 

〇柴田委員  この役割を推進組織が自ら考えて行っていく。 

〇並木委員  基本的な事項を条例で規定し、細則は推進組織で決めていくことにする。 

〇柴田委員  市民参加が適切に推進されているか検証し、その結果を公表し、推進されていなけれ

ば推進方策を実行していかなければならない旨の規定を設ける。 

〇並木委員  私が提案した市民参加の手続は通則にするなど簡略化する。ただし、「住民投票」は重

要なので規定する。 

〇柴田委員  「住民投票」を規定することは賛成である。小林先生が話された「委員会」を入れて

はどうか。 

〇友国委員  「清瀬市まちづくり基本条例案」では、「まちづくり委員会」が規定されている。 

〇柴田委員  権限のあるものを委員会ということであれば、名称を先程「推進会議」としたが、「推

進委員会」としてはいかがか。 

〇鈴木（誠）委員  名称は「推進会議」でよい。 

〇柴田委員  名称にこだわっているのではなく、権限を行使できることから提案した。公安委員会

等に匹敵するようなものとしたい。 

〇並木委員  「清瀬市まちづくり基本条例案」で規定の「まちづくり委員会」は、委員会ではなく

審議会である。 

〇小林先生  どのような言葉を使っても審議会には違いありませんが、調査、検証等の機能がある

場合に委員会の名称を使っていることは、独立性を有しているとの意味があります。 

〇柴田委員  公安委員会等は条例で位置付けるものではなく、もっと広義なものということか。 

〇小林先生  公安委員会等は独立性を有し、決定権があります。 

〇友国委員  「清瀬市まちづくり基本条例案」には「住民投票」の規定がないが、「住民投票」は重

要なので規定すべきである。また、審議会は市民に開かれたものにするべきである。 

〇並木委員  審議会は何に定められているのか。 

〇事務局  法律で定められているものもあれば、条例で定めているものもあります。委員は職で定

められている場合があります。 

〇鈴木（誠）委員  「計画立案、策定への参画」、「予算策定への参画」は、「市民参加の範囲」に入

れずに「行政の役割」に集約して入れた方がよい。 

〇並木委員  むしろ「市民の役割」に入れて、市が参加を認めるのではなく、市民が参加しなけれ

ばならない旨とした方がよい。 

〇鈴木（誠）委員  条例全体を考えると「行政の役割」にも入れた方がよい。 

〇並木委員  「市民の役割」と「行政の役割」の両方に入れてもよい。「市民は参加しなければなら

ない」、「市は受け入れなければならない」という意味である。 

〇小林先生  「市民参加の範囲」の「市民の権利及び義務」は、「市民参加の具体的方法」の並木委

員案の「市民意見表明制度」、「市民意向聴取制度」と同様の内容となっています。 

〇並木委員  「市民参加の範囲」の「計画立案、策定への参画」、「予算策定への参画」、「審議会等



 7

への参画」、「実施への参画」、「評価への参画」は参画の権利なので、「市民の役割」に規定した方が

よい。 

〇小林先生  「参画」を使わなくてもよいのではないでしょうか。また、「予算策定への参画」、「評

価への参画」は、「市民参加の具体的方法」の友国委員案か並木委員案に入れてもよいのではないで

しょうか。 

〇益子副座長  住民投票については、「市民参加の範囲」で「住民投票について」、「市民参加の具体

的方法」の友国委員案で「住民投票」、同じく並木委員案で「市民投票制度」とそれぞれ規定してい

る。 

〇並木委員  住民投票は、大きな問題なので別項目として独立してもよい。 

〇柴田委員  鈴木（誠）委員が発言されていた「計画立案、策定への参画」は、「行政の役割」の「市

は、行政活動への市民参加を進めるために、積極的に行政情報を提供し、」の部分で、計画立案、策

定等の行政情報である旨を示す等、どのような行政情報であるのかを入れていけばよい。この場合、

すべての行政情報の提供は可能か。 

〇並木委員  土地の買収の問題等もあるので、すべて提供することは無理である。 

〇柴田委員  「行政情報」は何なのかあいまいである。 

〇並木委員  既に決定した情報もあれば、検討している段階の情報もある。 

〇渡辺委員  「情報の共有の原則」で「市の施策を立案し、決定する意思形成過程から評価の段階

に至るまで」と規定した。 

〇並木委員  例えば、道路を建設する際には、土地の買収のめどが付いてからでないと、情報は公

開できない。 

〇友国委員  それには異論がある。道路を建設する際には、道路を建設するかどうかを含めて市民

と行政が議論していく必要があり、情報は公開していくべきである。 

〇渡辺委員  「情報の共有の原則」では、決定された情報だけではなく、意思形成過程の情報も含

めて掲げた。情報の公開は市民参加のベースとなる。 

〇柴田委員  それならば、「行政情報」も「情報の共有の原則」から読みとれる。 

〇石井座長  住民投票について意見をお願いします。 

〇並木委員  それぞれ提案された住民投票の内容に大差はない。 

〇益子副座長  住民投票を別項目にするのか、「市民参加の範囲」あるいは「市民参加の具体的手法」

に入れるのか。 

〇石井座長  「市民参加の具体的手法」に入れることでいかがですか。 

〇小林先生  「旭川市市民参加推進条例」では独立した項目としており、他の市民参加の手法と比

べて詳細な内容を規定するといった意味があります。 

〇並木委員  独立した項目にした方がインパクトがある。 

〇友国委員  住民投票のモデルとなっている「箕面市市民参加条例」は諮問型である。市長は投票

結果を尊重することとしており、議会制民主主義に抵触しないようにしている。 

〇並木委員  条例に「結果を尊重する」あるいは「結果を尊重しなければならない」と規定するか

どうかで大きく違ってくる。 
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〇石井座長  「結果を尊重するものとする」の方がよいのではないでしょうか。 

〇柴田委員  住民投票は市民参加の手法の一つなので、独立させない方がよい。「市民参加の具体的

な手法」の並木委員案の「市民意見表明制度」、「市民意向聴取制度」、「公聴会」、「審議会」に規定

されているものは、すべて市から発しているものである。「市民投票制度」に規定されている市民投

票の発議の提案と同様に、市民から発することができるようにしていく必要がある。 

〇並木委員  先程、説明文に入れられているが、条文として書いたものと発言した部分に「市民は

あらゆる事柄に対し、市及び市議会に対し意見を表明する権利をもっています」と規定している。 

〇友国委員  「多摩市市民自治基本条例案」は、「市民は、市に対して具体的な提案を行うことがで

きます。」、「市民、議会、市は、市民意見聴集の実施を提案することができます。」と規定され、市

民から提案ができる。 

〇土屋委員  「市民参加の範囲」の「審議会等への参画」に、「市民は、審議会等の設置を市に提案

することができます。」と規定した。 

〇並木委員  市民が意見を表明する権利を有していることをベースに、それを受けて市がどのよう

に行動していくかという点から考えた。 

〇柴田委員  並木委員案は、市が決めた範囲内でしか市民が意見を表明できないと受け取られかね

ないので、「市は」から書き出すのではなく、「市民は」の方がよい。 

〇小林先生  一般的には、第１項で市が市民に意見を求める旨の規定をし、第２項で市民が市に提

案できる旨の規定をしていますが、どちらが先でもよいでしょう。 

〇柴田委員  「市民は」から書き出した方が中学生にわかりやすい。 

〇鈴木（誠）委員  朝霞地区４市合併に関する住民投票を行う根拠は何か。 

〇事務局  朝霞市・志木市・和光市・新座市合併協議会が各市の議決を経て設置され、所掌事務に

合併の是非も含めて協議をすることとされています。市長の公約にもありますが、合併の是非は住

民の判断を仰ぐこととし、住民投票を行う方向で考えています。 

〇鈴木（誠）委員  住民発議で住民投票ができるようにすべきである。 

〇並木委員  住民投票が簡単に行えるのではなく、ハードルを高く設定する必要がある。 

〇友国委員  住民投票は市町村合併、原子力発電所、産業廃棄物処分場に関することで多く行われ

ている。 

〇小林先生  住民投票は重要な事項について行うもので、住民投票を対象とする重要な事項を条例

で定める方法があります。同様に、意見表明制度、審議会等他の市民参加の手法もそれぞれ対象と

する事項を定めていく方法があります。市民参加の対象を規定した方が分かりやすいのではないで

しょうか。 

〇柴田委員  「市民参加の範囲」は、小林先生が発言されたように、何に対して市民が参加できる

のかを示す項目として設けたものである。 

〇土屋委員  市民を主体として考えていくべきである。 

〇柴田委員  「市民参加の具体的な手法」の並木委員案の「市民意見表明制度」は、例えば「市民

は、条例・規則の制定、改正や廃止及び政策の策定時と決定時に、市に対して具体的な提案を行う

ことができます。」とする。 
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〇並木委員  柴田委員の発言内容では、市民一人が出した意見を尊重していかなければならないの

で大変なことになる。市が意見を募る際に、市民が意見を述べられるようにしていくことが重要で

ある。 

〇友国委員  その考え方には異論がある。市民の中で意見調整をしていくことが重要である。 

〇並木委員  それは理想論で現実的ではない。市民は約７万人もいるので無理である。 

〇友国委員  自治の原則から考えると市民の責務である。市は市民からの要望に対し市民に意見を

聴き、市民の意見を市と対等に考えていくことが協働である。 

〇柴田委員  並木委員案であっても、規定している事項に対して市民に広く意見を求めていくのは

大変なことである。 

〇並木委員  すべての事項を市民参加で行うことは無理なので、市民参加の手続ができなかった場

合には、その理由を付して内容を公表することとした。 

〇友国委員  来年１月に合併に関する住民投票を予定している岩槻市では、投票資格者を１８歳以

上としている。また、「ニセコ町まちづくり基本条例」では、「町長は町民投票の結果の取扱いをあ

らかじめ明らかにしなければならない。」と規定し、投票前に町長が「結果を尊重する」と明言すれ

ば、相当の拘束力を持つこととなる。 

〇並木委員  議会制民主主義に抵触しないよう、「結果を尊重する」としか規定できないところに苦

渋の選択がある。 

〇渡辺委員  住民投票の結果、僅差の場合に「結果を尊重する」がどうなるのか心配である。 

〇並木委員  １票差でも結果を尊重する。 

〇石井座長  それでは、条例案をどのようにまとめていけばよいか意見をお願いします。 

〇並木委員  出された意見を基にたたき台をつくり、それで議論を進める。 

〇石井座長  たたき台をつくり、議論を進めていくことでよろしいですか。 

（委員了承） 

（協議により、たたき台は柴田委員が作成することに決定） 

〇石井座長  次に２点目の市民からの意見聴取について協議します。 

  「まちづくり市民会議だより」は広報わこう１２月号に№２を掲載するよう進めています。１月

号には、市民会議の活動状況、条例案の骨子、市民からの意見聴取方法の３点を掲載していくこと

でよろしいですか。 

（委員了承） 

（協議により、広報わこう１月号は岡野委員が担当することに決定） 

〇石井座長  その他意見があればお願いします。 

〇小林先生  「行政活動」の「行政」という用語は使わず、「市の活動」ぐらいがよいでしょう。 

〇友国委員  「まちづくり」は入れていただきたい。「まちづくり」と「市民参加」は対であり、市

民参加の出発点が「まちづくり」である。「市民参加によるまちづくり条例」あるいは、「まちづく

り市民参加条例」とし、条例の中に盛り込んでいく。 

〇石井座長  「まちづくり」は、少なくとも説明文には入れなければならないものと捉えています

が、これについては今後協議します。 
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  来年１月１８日（土）に開催する「（仮称）市民参加条例を語る会」の会場は、駅北口土地区画整

理事業事務所になりました。 

  次回の会議は１１月２８日（木）です。 

  本日の会議はこれで終了します。 

 

 


