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第８回和光市まちづくり市民会議会議録 

 

日 時  平成１４年１１月２８日（木）午後７時～午後１１時１８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  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８回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

第７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  広報わこうの「まちづくり市民会議だより」について協議します。 

  広報わこう１月号では条例案を掲載することで準備を進めていますが、２月号以降も継続するこ

とでよろしいですか。 

（委員了承） 

〇石井座長  それでは、広報わこう２月号以降の内容について意見をお願いします。 

（協議により、広報わこう２月号は益子副座長と保坂委員が担当し、市民参加についての市長と議長

のインタビューを、３月号は並木委員が担当し、「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」の報告と

市民からの意見をまとめたものを掲載する方向で調整することに決定） 

〇石井座長  それでは、たたき台の条例案について協議を進めます。 

〇並木委員  前回、小林先生から条例の名称に「推進」を入れると積極的な意味が出てくるとのア

ドバイスがあったので、条例の名称に「推進」を入れたい。 

〇石井座長  名称は、条例を協議していく中で随時協議します。 

  前文は後で協議し、「目的」から始めます。「目的」は、これまでかなり議論された内容をまとめ

たものです。 

  「定義」は、これまでの意見を踏まえ３項目としました。これについて意見をお願いします。 

なお、「参加（市民参加）」は単に「市民参加」でよいのではないですか。 

〇並木委員  「市民参加」の定義に「協働」の言葉が使われているので、「市民参加」と「協働」の

順序を入れ替えた方がよい。 

〇益子副座長  各項目の「さします」は「いいます」の方がよい。 

〇岡野委員  「市民」の定義では、市内に事務所を有する法人や団体は含めないこととしたのでは
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なかったか。 

〇柴田委員  他の自治体の条例では、市内に事務所を有する法人や団体を含めている例が多く見受

けられる。 

〇石井座長  他の自治体の条例では、法人や団体を含むものと含まないものの両論があります。 

〇並木委員  法人や団体が個人とは別に１票を持つことはおかしいので、市民の範囲に含めないこ

ととした。 

〇柴田委員  住民投票の資格者に法人や団体を含めないことに異論はないが、法人や団体には積極

的にまちづくりに参加してもらいたいので、最初から法人や団体を排除することは反対である。 

〇保坂委員  住民投票の資格者への制限は別にして、「市民」は広義に捉えた方がよい。市内に勤め

ている人、通学している人は広義の概念であり、法人や団体も同様に捉えてよい。 

〇原田副座長  市民の定義に法人や団体を含むのは違和感があるが、法人や団体には積極的にまち

づくりに参加してもらいたいので、別の定義を設ける。 

〇西田委員  法人や団体がまちづくりに参加することは、これからは必要不可欠である。 

〇小倉委員  「協働」の定義の「それぞれの立場を自覚して」は「対等の立場で」の方がよい。 

〇並木委員  本来、市民は市や議会とは対等でなく、市民の意に沿った施策を実施することが市や

議会の立場であり、市民が上位に位置する。 

〇相場委員  「それぞれの立場を自覚して」は「お互いを尊重して」の方がよい。 

〇並木委員  「それぞれの立場を自覚して信頼関係を築き、互いに補完しあって」は「お互いを尊

重し、信頼関係を築き、補完しあって」の方がよい。 

〇土屋委員  「市民の役割」の第３項の「お互いを尊重するとともに」と内容が重複する。 

〇並木委員  その「お互い」は市民相互間のことで、市民、市、議会の関係ではない。 

〇鈴木(俊)委員  「協働」の定義は、原文では一緒に活動するものと捉えられてしまうので、「それ

ぞれの役割を発揮しながら」を入れた方がよい。 

〇柴田委員  鈴木(俊)委員に賛成で、市民、市、議会のそれぞれの「役割」が後で規定されるので、

「立場」は「役割」の方がよい。 

〇並木委員  自覚するだけでは相手を尊重することにはならず、一方的に意見を述べることにもな

りかねない。 

〇鈴木(誠)委員  「信頼関係を築き」は削除してもよい。 

〇柴田委員  「それぞれの立場を自覚して信頼関係を築き、互いに補完しあって」は「それぞれの

役割を自覚し、互いに尊重しあい、補完しあって」に修正する。 

〇小林先生  市の機関の範囲を示すため、「市」の定義を入れた方がよいでしょう。 

〇石井座長  「定義」する事項については、最後に協議することとします。 

  「定義」はここまでとし、続いて「市民の役割」を協議します。 

〇並木委員  「まちづくり」は市の活動に限らず民間の活動もあるので、「市の活動」の方がよい。 

〇友国委員  ここに「まちづくり」を使うことは違和感がある。 

〇西田委員   「目的」に合わせて「まちづくり」は「市政」の方がよい。 

〇鈴木(俊)委員  そうなると、「市政」を定義する必要がある。 
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〇保坂委員  「まちづくり」は、並木委員が発言した市の活動と民間の活動に区別する必要はなく、     

広義に捉える必要がある。 

〇並木委員  市の活動に関係のない「まちづくり」もあるので、それまで規定するのはおかしい。 

〇鈴木(俊)委員  「まちづくり」の概念は一般的には「市政」より狭いのではないか。福祉、教育

等に特化した場合は「まちづくり」とは言わないので、対象の範囲を考えると「市政」でよい。 

〇柴田委員  鈴木(俊)委員と反対に、「まちづくり」は「市政」より広い概念で捉えている。まちを

よくするための様々な活動が「まちづくり」で、その中に「市政」がある。 

〇友国委員  柴田委員に同感である。「目的」の「市政」を「まちづくり」にし、ここも「まちづく

り」の方がよい。 

〇並木委員  鈴木(俊)委員のとおり「市政」の定義をすればよい。以前、岡野委員がまとめられた

「行政活動」の定義を活用すればよい。 

〇相場委員  「目的」に戻るが、そこに書かれている「主体」とは何なのか。 

〇石井座長  「主体」は「主権者」の意味ですが、分かりづらいですか。 

〇相場委員  他の自治体の条例では、「主たる構成員」や「担い手」などとしていることが多い。「主

体」は哲学的な言葉で、人によって捉え方が異なるので条例にはなじまない。 

〇並木委員  「主人公」あるいは「中心」とする。 

〇土屋委員  中学生にも分かりやすいということでは「主人公」がよい。 

〇岡野委員  「主役」がよい。 

〇並木委員  第１項の「市民自治」は、「目的」で「地方自治」としているので同様にする。 

〇益子副座長  第１項の「有しています」は「有します」の方がよい。 

〇並木委員  それは「持っています」にする。 

〇原田副座長  第２項の「市や議会と情報を共有し、また市や議会と協働して」の部分は「市や議

会と情報を共有し、協働して」の方がよい。 

〇並木委員  その部分は「情報を共有し、」を削除し、「市や議会と協働して」にする。 

〇鈴木(俊)委員  「まちづくりに積極的に参加します」では意味にあいまいさが残るので、参加す

べきことを明確に書く方がよい。 

〇並木委員  そこは、「市政に参加するように努力します」とする。 

〇石井座長  「市政に参加するよう努めます」ではいかがですか。 

〇保坂委員  「市政への積極的な参加に努めます」にする。 

〇土屋委員  提言には説明文を付けるのか。 

〇石井座長  提言に至った理由、付帯意見等の説明文を付けたいと思っています。 

〇土屋委員  和光市では選挙の投票率が低い点からも、この部分は条例の中で最も重要である。 

〇柴田委員  第３項の「まちづくりに参加する権利を行使するにあたって」は「市政への参加にあ

たり」に修正する。 

〇石井座長  「市民の役割」はここまでとし、続いて「市の役割」を協議します。 

〇益子副座長  第１項の「始まり」は削除した方がよい。 

〇友国委員  第１項は詰め込みすぎて条文が長すぎる。 
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〇鈴木(誠)委員  第１項があれば第２項は必要ない。 

〇並木委員  「その活動を積極的に情報提供し、市民と率直な意見交換や協働等」は「その活動に

ついての情報を積極的に市民に提供し、率直な意見交換や協働等」の方がよい。 

〇友国委員  情報と市民参加の機会の提供が重要であることを明確にしていく。 

〇鈴木(俊)委員  「率直な意見交換や協働等」は「市民参加」の「定義」と同様なので削除した方

がよい。 

〇相場委員  「その活動」は「市政」の方がよい。 

〇並木委員  「市民参加の機会を設けます」は市民参加に努める旨の表現の方がよい。 

〇鈴木(俊)委員  「市民参加の機会を設けます」は「市民参加を推進します」の方がよい。 

〇友国委員  「市民参加の機会を設けます」は「市民参加を進めます」にする。 

〇石井座長  第１項は「市は、市政について市民に積極的に情報を提供し、市民参加を進めます。」

に修正します。 

〇鈴木(俊)委員  情報提供は市民以外にも行うので、市民に限定する必要はなく「市民に」は入れ

ない方がよい。 

〇並木委員  「市民に」を入れて、情報提供を誰に対して行うのかを明確にした方がよい。 

〇石井座長  「市民に」を入れた方が情報提供を誰に対して行うかが明確になります。 

〇相場委員  議会に対することもあるので、情報提供の対象は明確にするべきである。 

〇鈴木(誠)委員  「市民に」を入れて市民への情報提供を明確にするが、市民に限定しないで情報

提供していくことと理解すればよい。 

〇友国委員  第２項で「公平・公正で、効率的な運営」をうたっておきたいが、条例全体がシンプ

ルなので削除してもよい。残すのであれば、「市は、公平・公正で、効率的な運営を行います。」の

方がよい。 

〇相場委員  第２項は「協働」が入らないと規定する意味がないので削除した方がよい。 

〇鈴木(俊)委員  「市は、市民と協働することにより、一層公平・公正で効率的な運営を目指しま

す。」の方がよい。 

〇並木委員  第２項はその考え方を前文に入れることとして、削除した方がよい。 

〇石井座長  第２項は削除し、その考え方を前文に入れていくこととします。 

〇柴田委員  第３項の「その活動の意義や内容」は「市政」の方がよい。 

〇益子副座長  第４項の「適当な形で支援したり、また市民と協働します。」は「適当な形で支援し

ます。」の方がよい。 

〇並木委員  市は、「市民の自主的、自律的な活動」にどの程度まで支援するかの問題がある。 

〇相場委員  第４項は、例えば、市民活動支援条例で規定するのが適当な内容である。支援の規定

は、どのような活動に、どのような支援をするのかを具体的に規定することが必要である。 

〇柴田委員  「市民の自主的、自律的な活動」は「市民参加に関わる活動」の方がよい。また、「協

働」という言葉はどこかに残したい。 

〇並木委員  第１項に「協働」を入れて「市民参加を進めます」を「市民との協働等市民参加を進

めます」にしてもよい。 
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〇原田副座長  「適切な形で支援したり」は削除した方がよい。 

〇並木委員  第４項は削除した方がよい。 

〇石井座長  第４項は仮に削除しておきます。 

  「市の役割」はここまでとし、続いて「議会の役割」を協議します。 

〇柴田委員  「行政活動」は「市政」、「市民参加の推進に努めます」は「市民参加を進めます」と

し、「議会は、市民と意見交換を積極的に行い、情報の共有を図るとともに、市政への市民参加を進

めます。」の方がよい。 

〇相場委員  「議会は、情報の共有化を図るとともに、市民と協働して市民参加を進めます。」の方

がよい。 

〇柴田委員  「協働」は「市民参加」の「定義」に書かれているので入れる必要はない。 

〇並木委員  以前から申し上げているが、「議会の役割」は規定する必要がない。 

〇石井座長  「議会の役割」は入れるべきとの意見が大勢を占めています。 

〇並木委員  議会が市民と意見交換をするのは当たり前のことである。 

〇友国委員  議会が意見交換を十分に行わないために、市民の意見が反映されないことが起こる。 

〇西田委員  「協働」の「定義」に議会が入っており、市民、市、議会がそれぞれの役割を果たす

ことが必要なので、「議会の役割」は規定すべきである。 

〇石井座長  「議会の役割」は「議会は、市民と意見交換を積極的に行い、情報の共有を図るとと

もに、市政への市民参加を進めます。」に修正します。 

「議会の役割」はここまでとし、続いて「情報の共有について」を協議します。 

〇並木委員  「まちづくり」は「市政」の方がよい。 

〇友国委員  「そのための努力と取り組みを市民と市、議会のそれぞれが行います。」は削除した方

がよい。 

〇相場委員  「市民と市、議会」は「市民と市、そして議会」の方がよい。 

〇石井座長  この表現は今後検討します。 

「情報の共有」はここまでとし、続いて「市民参加の範囲・対象」を協議します。 

  ここでは、市民参加を求めないものは挙げてないので、市民参加を求めない理由とその説明を入

れるかどうかを検討する必要があります。 

〇並木委員  前回、柴田委員から「市民は」から始まる表現にすべきとの意見が出ていた。 

〇柴田委員  このたたき台の原案では、「市民参加の範囲・対象」、「条例・規則の制定・改廃への参

加」、「計画立案、策定への参加」、「予算策定への参加」、「審議会等への参加」、「実施への参加」、「評

価への参加」として、「市民は」から始まる表現にし、市民が関われることを規定した。 

〇原田副座長  柴田委員の原案では、「市民は」から始まる条項と「市は」から始まる条項が繰り返

されていたが、それぞれに分けて規定した方がよい。 

〇並木委員   柴田委員の提案では、市民は参加する権利を持っているが、市は請求がなければ市民

参加をしなくてよいことになりかねないので、私は市に努力を課す意味で「市は」からとした。 

〇鈴木(誠)委員  市が市民参加を求めるとともに、市民からも参加を請求できる旨を規定する。 

〇柴田委員  「市民は、次に掲げる事柄に関して市民参加ができます。」とした方がよい。 
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〇土屋委員  主体は市民なので「市民参加ができます」に賛成である。 

〇並木委員  それぞれの事柄ごとに、第１項は「市民は」から、第２項は「市は」から書き始める。 

〇相場委員  市民参加を実施する場合を明確に示しておけば「市民は」と「市は」のどちらから始

めてもよい。むしろ、「市民は」と「市は」の両方とも使わないで、「市が次に掲げる施策を実施す

るときは、市民参加を実施します。」の方がよい。 

〇石井座長  市民参加の範囲を決めていますが、範囲以外はどうしますか。 

〇相場委員  条例に規定した範囲以外の市民参加は任意である。 

〇並木委員  緊急等で市民参加ができない場合についても規定しておく必要がある。 

〇相場委員  それは「市民参加の範囲・対象」の内容ではない。 

〇土屋委員  鈴木(誠)委員と私の案では、あらゆる部面に市民は参加できるとし、その主要なもの

を掲げた。 

〇相場委員  コアとなる事項は、市民参加を確実に実施する旨を規定した方がよい。 

〇並木委員  予算、評価は入れていただきたい。 

〇友国委員  この案では計画段階に限られているが、計画、実施、評価の各段階に市民参加を保障

する必要がある。 

〇並木委員  「その他施策の基本的な事項を定める計画等」は、都市計画マスタープランと同程度

の計画に限られるのであれば、少し物足りない。 

〇土屋委員  １億円以上の事業に限定してもよい。 

〇鈴木(誠)委員  市民から参加を求めることを規定すれば、市民参加が保証されることになる。 

〇相場委員  「市民参加の範囲・対象」で規定した市民参加を実施するのは市であり、「市民参加の

方法」と合わせて考える必要がある。 

〇並木委員  市民からも市民参加を請求できる旨の規定を入れるべきである。 

〇事務局  「市民の役割」、「市の役割」、「議会の役割」とそれぞれの役割を規定しており、市民や

市という主語にこだわることなく、単に市民参加の範囲を規定すれば、その範囲内でそれぞれの役

割を果たすことが求められることになり、それも一つの考え方です。 

〇柴田委員  「市民参加の範囲は以下とします。ただし、市民は下記以外にも市民参加を市に対し

て要請することができます。」でよろしいか。 

〇石井座長  それに「市が市民参加を求めない場合は、その理由を説明します。」を追加します。 

〇柴田委員  第１項で「市民参加の範囲は次のとおりとします。」として範囲を列挙し、第２項で「市

民は上記以外の事柄についても市民参加を求めることができます。」とする。 

〇石井座長  さらに、第３項で「市は、市民からの市民参加の求めにもかかわらず市民参加を求め

ない場合は、その理由を説明します。」とします。 

〇相場委員  石井座長の発言は、第２項に対してか、その他かによって異なってくる。第２項にな

らば、第３項ではなく第２項の中でうたうべきである。 

〇小林先生  それは「市民参加の範囲・対象」ではなく、「市民参加の方法」で規定する内容ではな

いでしょうか。 

〇石井座長  「市民参加の方法」では条文の性格が異なるものと思われますが、その方がよろしい
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ですか。 

〇小林先生  「市民参加の範囲・対象」ではなく、市民参加の実施そのものになるでしょう。 

〇柴田委員  市民参加を必ず実施しなければならないものを規定し、それ以外でも市民は市民参加

を請求できる旨を規定することである。 

〇並木委員  市民参加を必ず実施しなければならないもの以外で、市民が市民参加を実施したい場

合に市民参加ができるようにしておくことである。 

〇小林先生  市民参加の範囲は、規定した内容で言い尽くされています。 

〇鈴木(誠)委員  今まで議論してきたことは、市民から発議できるようにすることである。 

〇柴田委員  規定したことで言い尽くされているのであれば、第２項で「上記以外の事柄について

も」は必要なく、「市民は、市民参加を市に対して求めることができます。」とする。 

〇小林先生  市民参加の範囲が規定されると、その範囲内で市民参加を実施することになります。

市民からの市民参加の実施の要求は、「市民参加の方法」で規定した方がよいでしょう。「市民参加

の範囲・対象」に規定したいのであれば「その他市民から市民参加を求めたい事項」として入れる

こともできます。 

〇保坂委員  これは、第１号から第４号以外の事項を包括的に想定している。 

〇相場委員  市民が要求するすべての事項に、市民参加の実施の義務を課すのは無謀ではないか。 

〇並木委員  一人でも市民参加を要求したら、そのすべてを行うのは無理である。 

〇友国委員  一人が要求したら市民参加を行うということではない。市民が市民参加を要求したら、

市が市民参加を行うかどうかを審議し、その説明責任を果たせばよい。 

〇鈴木(誠)委員  推進組織にこのような機能を持たせることも一つの方法である。 

〇相場委員  市には、評価に関する制度があるのか。 

〇事務局  現在、行政評価のシステムづくりを検討しています。 

〇相場委員  評価のシステムがないのに、それを規定することにどのような意味があるのか。 

〇並木委員  評価の仕方が確定し、市民が参加できないことになっては困る。 

〇土屋委員  他の自治体では、評価は次年度の予算編成の参考にする旨を規定している例がある。 

〇相場委員  現時点では市に評価の制度がないので、それができた後に規定を追加してもよい。評

価の場面をつくることを要求しているのか。 

〇並木委員  これからは、行政評価は必要不可欠なものである。 

〇友国委員  「市は、施策の計画、実施、評価の各段階において市民参加をします。」などの規定を

入れたい。「市民参加の範囲・対象」と「市民参加の方法」は、市民参加のエッセンスであり、住民

投票は市民参加の骨格となるので、しっかりとうたう必要がある。 

〇小林先生  予算は、その策定と執行段階についての評価があります。行政評価は、例えば１年間

の活動についての評価などと規定しないと抽象的になってしまいますので、どの場面で評価するか

を明確に規定していく必要があります。予算、評価に関しては対象を規定するのは難しく、例えば

市民説明会等で行うことも一つの方法です。 

〇相場委員  以前、市長は予算の策定過程も市民参加で進めたいと発言していた。 

〇小林先生  この場合は、「予算の策定」と具体的に規定していく必要があります。 
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〇並木委員  「市民参加の範囲・対象」の中に「予算の策定」を追加したい。 

〇相場委員  評価については、現在検討中の評価システムができ次第、市民が参加することを説明

文に書けばよい。 

〇友国委員  PLAN、DO、CHECK、ACTION の循環型のシステムをつくっていかないといけない。 

〇鈴木(俊)委員  最初に市民参加を必ず行うものを規定し、それに該当するかどうかのグレーゾー

ンとなるものは、市民の発意で市民参加ができる道を設けるとした方がよい。 

〇並木委員  そうなると、市民参加を一人でも要求したら行うことになってしまう。 

〇鈴木(俊)委員  市民参加を必ず行うということではなく、市民参加ができる道が開けているとい

うことである。 

〇並木委員  市民から市民参加の要求があった場合に検討するのはよいが、必ず行わなければなら

ないとすれば大変なことになる。 

〇鈴木(俊)委員  市民から市民参加の要求があった場合に市民参加を行うかどうか検討する旨を入

れておけばよい。市民参加を必ず行うものとそれ以外のものに分けた方が分かりやすい。 

〇石井座長  これについては、「市民参加の範囲・対象」ではなく、「市民参加の方法」に規定する

内容であるとの意見が出ています。 

〇鈴木(俊)委員  これは「市民参加の範囲・対象」に規定すべきである。コアとそれ以外の部分に

分けて、それ以外の部分は、市民の発意で市民参加の道が開けていることをうたう方がよい。 

〇並木委員  「市の役割」で「市民から提案があったときは検討しなければならない」と規定して

もよい。 

〇保坂委員  異議申し立て等市民からの保険となるものが必要なので、市民の発意に関する規定が

あってよい。 

〇鈴木(俊)委員  第３号の「制度」は「政策」の方がよい。 

〇並木委員  「制度」では「予算の策定」は含まれないので、「施策」の方がよい。 

〇石井座長  第１号では「予算の策定」は含まれませんか。 

〇並木委員  基本構想、基本計画等なので「予算の策定」は含まれない。 

〇相場委員  「予算の策定」は、各号の規定では含まれないので新たに規定する必要がある。 

〇並木委員  この部分は再度持ち返って検討することとしてはいかがか。 

〇石井座長  とりあえず第５号に「予算の策定」を挙げることとし、条文は今後協議します。 

「市民参加の範囲・対象」はここまでとし、続いて「市民参加の方法」を協議します。 

〇小林先生  「市民参加の範囲・対象」と「市民参加の方法」の関係は難しい問題です。「市民意見

表明制度」、「審議会」等は、市民がどのような権利を有しているのかが明確ではなく、どのように

参加できるのかが分からないので、どこかで説明する必要があります。これらはある程度限定して

おく方が賢明です。規定の仕方によっては、市民の関わり方が異なってきますので、その点も踏ま

える必要があります。 

〇原田副座長  「市民意見表明制度」、「審議会」等は、並木委員の案を基にして、もう少し詳しく

規定すればよい。 

〇石井座長  「市民参加の方法」はここまでとし、続いて「住民投票について」を協議します。 
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〇小林先生  「自分たちにとって重要と認める事項」とありますが、「市民参加の範囲・対象」の各

号に掲げられたものは重要な事項であるのか、またこれらは「市民参加の方法」で挙げられた方法

で行った上で住民投票を行うのかが明確ではないので、「自分たちにとって重要と認める事項」と「市

民参加の範囲・対象」で掲げられている事項の関係を整理する必要があります。 

〇並木委員  「住民」の定義がないので、「住民投票」はとりあえず「市民投票」にしておき、投票

資格者の範囲は後で決めればよい。「住民投票」にするのであれば、「住民」を定義しておく必要が

ある。また、「有権者」の定義もない。 

〇石井座長  「住民」は地方自治法で定義されていますので、それを載せてもよいでしょう。 

〇並木委員  朝霞地区４市合併に関する住民投票は、投票資格者が公職選挙法で定められた範囲で

よいのかとの意見が出ている。１８歳以上の者や外国人の投票資格をどうするかの問題もある。 

〇小林先生  住民の発議の要件が必要ではないでしょうか。 

〇柴田委員  原案では「有権者の五十分の一の連署」と規定したが、これは入れていただきたい。 

〇小林先生  有権者の五十分の一より千人と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  住民投票は法令等で決まっていることなのか。 

〇並木委員  住民投票に関しては何の規定もない。 

〇小林先生  住民投票に関する規定はつくれます。 

〇友国委員  住民投票はコストがかかるので、ある程度ハードルを高くする必要がある。 

〇石井座長  提言内容と条例案との乖離が生じることも考えられ、その点が難しいところです。 

〇並木委員  私たちの課題は提言することであり、それに沿って条例案ができなければギブアップ

すればよい。 

〇石井座長  小林先生から条例案をつくった方がよいとのアドバイスをいただいていますが、提言

のまとめ方は今後協議していきます。 

〇小林先生  市民会議の目的を明確にする上からも条例案をつくった方がよいでしょう。 

〇石井座長  ７万人の人口で、千人の発議が認められるのですか。 

〇小林先生  例えば学校のＰＴＡが活動すれば、千人はあまり難しい数字ではありません。 

〇石井座長  それを条例に規定することはできますか。 

〇小林先生  それは市長との交渉次第です。 

〇並木委員  和光市では有権者の五十分の一と千人は実質的にほとんど差がない。 

〇石井座長  それを百人でもよいとするような新たな考え方を取り入れることも一つの方法です。 

〇並木委員  住民投票については、あまりハードルを低くしてはならない。 

〇相場委員  地方自治法との整合性において、これで住民投票を実施した場合には、投票は無効で

ある旨を訴えられる可能性がある。条例制定の直接請求では、有権者の五十分の一以上とされてお

り、それを下回った場合に裁判等で瑕疵があると判断されることはないのか疑義がある。法令上の

直接請求の規定に沿った方がよいので、第１項は削除した方がよい。 

〇鈴木(誠)委員  第３項に「その結果を尊重します」とあるが、強制力はどうなのか小林先生にお

聴きしたい。 

〇小林先生  強制力はありませんが、政治的な責任があり、この点が条例に規定する意義になりま
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す。住民投票は、投票率や賛否の割合を詳細に見ていく必要があります。投票率が３０％では結果

を尊重するのは難しいのではないでしょうか。 

〇友国委員  先日の市政対話集会では、朝霞地区４市合併に関する住民投票に関して、市長から投

票率や賛否の差が少なくても結果を尊重する旨の発言があった。 

〇並木委員  住民投票で市長の行動を法的に拘束することはできないので、結果を尊重するという

ことは精一杯の発言である。 

〇友国委員  結果を尊重するということは、実質的にはその結果に従う責任が生じる。 

〇石井座長  住民投票の結果をどうするのかは、市長の裁量の範囲内です。 

〇友国委員  市長が明言しているので、その結果に従う責任があることを申し上げた。 

〇石井座長  「住民投票について」はここまでとし、続いて「推進組織の設置」を協議します。 

〇並木委員  委員が長期間にわたって職にとどまることは避けるべきである。 

〇石井座長  第２項で「性別・年齢等」を規定していますので、その後に具体的に何年とするので

はなく、「委員は特定化されることを避けるものとする」等の表現でよろしいですか。具体的に規定

するならば今後協議します。 

〇並木委員  「委員は連続して２期を超えて再任されない」などと規定した方がよい。また、委員

の構成は、公募の市民が過半数を超えるように努める旨の規定を入れた方がよい。 

〇相場委員  全部は書ききれないので、規則等で定めることにしてもよい。 

〇並木委員  「別途定める」としてもよいが、何らかの形で規定することが必要である。 

〇西田委員  推進組織は、この案では条例に関する市民参加の評価を対象としているが、私は市民

参加の推進母体として提案した。推進母体ならば、その役割等難しい面もあるが重要である。 

〇小林先生  相談、苦情はどのようにされるのですか。 

〇西田委員  私の案はこれらの役割を考えてつくった。相談や苦情を判断するためにも、公募の市

民だけでなく、団体等の委員も必要である。 

〇石井座長  推進組織の機能、構成はいろいろ考えられるところです。 

〇西田委員  この組織をいかに決めていくかが重要であり、決まれば条文はおのずとできてくる。 

〇石井座長  「推進組織の設置」はここまでとし、続いて「条例の見直しと検討」を協議します。 

ここでは見直しの期間が議論の焦点でしょう。 

〇柴田委員  「市民参加の具体的方法」以降は、各自が条文をつくることを提案する。 

〇石井座長  それでは、「市民参加の具体的方法」以降について、各委員が条文を作成してくること

を宿題とします。 

  条例案についての協議はここまでとします。続いて、広報わこう１月号の原稿案を協議します。 

〇並木委員  冒頭の「これまで９回の会議を開き活気あふれた熱い議論を重ねています。」は自画自

賛し過ぎるので、「活気あふれた熱い」を削除する。また、「条例案の概要」の「市民参加の具体的

方法」の「市民意見表明制度を充実させ」は、現在、制度ができていないので充実よりも新たな制

度をつくる旨の表現の方がよい。 

〇小倉委員  「市民の権利と責務」は「市民の役割」にする。 

〇並木委員  「市民参加の推進のために」の「市民参加推進会議」は「（仮称）」を付ける。 
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〇岡野委員  「市民参加の具体的方法」の「市民意見表明制度を充実させ」は「市民意見表明制度

を新たに設け」にする。 

〇石井座長  「行政の役割と市民参加」、「議会の役割と市民参加」は「行政の役割」、「議会の役割」

に修正します。また、「市民参加の範囲」の中の番号は削除します。 

〇益子副座長  「行政」は「市政」に統一した方がよい。 

〇岡野委員  「市政」の方が中学生に分かりやすい。 

〇並木委員  「行政の役割」はこのままとし、「条例案の基本的な考え方」の「市政」は「市の活動」

の方がよい。 

〇鈴木(誠)委員  「条例案の基本的な考え方」の最初の部分で、「議会」と「市長」だけでなく、「市

役所」あるいは「市行政」を入れた方がよい。 

〇石井座長  行政の責任者としての「市長」と「議会」でよいのではないですか。 

〇並木委員  「公選議員」、「公選市長」は「議会」、「市長」の方が中学生に分かりやすい。 

〇岡野委員  「公選」を入れることにより、選挙で選ばれていることが分かる。 

〇保坂委員  中学生には「議会」、「市長」だけで分かる。むしろ「公選」という言葉の方が難しい。

「公選」は、今は制度のない「官選」との対比なので使う意味がない。 

〇鈴木(誠)委員  書簡の意見記入欄は、気軽に書けるように「あなたは市民参加をするとしたらど

のようなことをしたいと思いますか。」、「あなたはどのような提案をしたいと思いますか。」、あるい

は「あなたはどのような役割を果たしたいと思いますか。」などの方がよい。 

〇小林先生  条例案は「ですます」体なので統一した方がよいのではないでしょうか。 

〇石井座長  広報わこうも「ですます」体とします。 

〇西田委員  「情報の共有」までの内容はまとまったが、「市民参加の範囲」以降はまだなので載せ

られない。 

〇並木委員  「予算の策定」を載せるのかどうかを考えていく必要がある。 

〇原田副座長  載せなければ、「予算の策定」が載っていないとの意見が出ることも考えられる。 

〇相場委員  「予算の策定」を入れることは、市長の発言やこれまでの意見でまとまっているのに、

後から載せるのは市民に対して失礼である。 

〇並木委員  「市民参加の範囲」の「広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の

導入又は改廃」に「予算の策定等」と具体的に載せてはいかがか。 

〇保坂委員  「市民生活に重大な影響を及ぼす」ものに予算は含まれる。 

〇西田委員  修正するのならば、議論をしっかり行った上ですべきである。後で修正するのならば、

まだ確定していない案として出せばよい。 

〇友国委員  予算は大規模施設等他の事項にも大きな影響を与えるので、ここに入れると拡散して

しまう。 

〇保坂委員  「市民生活に重大な影響を及ぼす」には予算が含まれるので、後で予算を入れてもク

レームはないと思う。 

〇並木委員  「広く、市民に適用され」を削除する。 

〇友国委員  「大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更」の掲載順を２番目にし、以
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下を繰り下げる。また、「広く、市民に適用され」は「その他」にする。 

〇並木委員  「その他市民生活に重大な影響を及ぼす施策」にする。 

〇友国委員  「市民参加の具体的方法」では、審議会に公募の委員が入ることが重要である。 

〇並木委員  「市民参加の具体的方法」は箇条書きにする。また、「住民投票」は住民が発議できる

旨を載せる。 

〇相場委員  「住民投票」では、「住民は、一定の条件の下、住民投票の実施を求めることができま

す。」を追加し、項目の最初に載せる。 

〇並木委員  「住民投票を行うときは、その目的を事前に明らかにし、その結果を尊重する。」は削

除する。 

〇西田委員  「市民参加の推進のために」は、推進組織を設置することだけを載せればよい。 

〇石井座長  「情報の共有」までは、協議した条例案を要約して載せることとします。 

〇鈴木(俊)委員  「条例案の基本的な考え方」は「条例案の目的」とし、内容を簡略化する。最初

の二文は削除し、「この条例案の目的は」として書き始める。 

〇鈴木(誠)委員  「条例案の目的」を表題とし、「和光市のまちづくりを市役所と市議会だけに任せ

きりにするのではなく、積極的な市民参加活動を通じて個性豊かで活力ある地域社会を実現するこ

とです。」とする。 

〇相場委員  「条例案の特徴」の「市民が市と」は「市民と市、そして議会」にする。 

〇友国委員  「市民参加とは、政策の立案、決定、実施及び評価に市民が主体的に関わり、市と協

力し合う（協働）ことをいいます。」にする。 

〇並木委員  この条例が他の条例とどこが違うのかを載せるべきである。 

〇柴田委員  特徴の一つは、「市民参加の範囲やその具体的な方法を明記しています。」にする。 

〇鈴木(誠)委員  「条例案の特徴」の「この条例は、定期的に見直しと検討を行います。」は削除し、

「市民参加の範囲、方法を定めたものです。」にする。 

〇鈴木(俊)委員  「市民参加条例は、政策の立案、決定、実施及び評価に市民が主体的に関わり、

市民、市、議会と協働を進めるためのものです。」にする。 

〇並木委員  これでは目的になってしまう。 

〇鈴木(俊)委員  協働を進めるための条例であることが特徴である。 

〇柴田委員  「政策の立案、決定、実施及び評価に市民が主体的に関わり、市民、市、議会と協働

を進めます。」にする。 

〇友国委員  特徴の３番目は「住民投票制度を導入します。」にする。 

〇並木委員  意見の募集期間は、広報わこう３月号に結果が載せられるようにする。 

〇石井座長  広報１月号の原稿については、ただいまの協議の内容を整理し、岡野委員と正副座長

で細部を詰めてまいります。 

  次回の会議は１２月１９日（木）です。 

  本日の会議はこれで終了します。 


