
第９回和光市まちづくり市民会議会議録 
 
日 時  平成１４年１２月１９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、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 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 
 
〇石井座長  第９回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

第８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、条例案の検討と「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」について協議しま

す。 

  それでは、たたき台の条例案第７条の「市民参加の範囲・対象」から始めます。これについては

鈴木(俊)委員と西田委員から資料が提出されていますので、併せてご覧ください。 

  前回、「予算の策定」はとりあえず入れることとしましたが、条文について意見をお願いします。 

〇土屋委員  柴田委員案の「予算策定への参加」の条文がよい。 

〇石井座長  「市民参加の範囲・対象」とは別の条立てにするのですか。 

〇土屋委員  予算は市民生活に重大な影響を与えるので、独立させて説明文を付ける方がよい。 

〇石井座長  前回、「市民参加の範囲・対象」で掲げられている「市民生活に重大な影響を及ぼす施

策」に、予算は含まれるとの意見も出ています。 

〇土屋委員  他の自治体の条例では、独立した条立てとしている例もある。 

〇並木委員  とりあえず予算を入れることで意見がまとまっているので、条文は後で考えることと

し、先に条例案の骨子を決めていく方がよい。 

〇石井座長  それでは、「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。 

〇並木委員  前回、小林先生から市民参加の各方法を説明する必要がある旨のアドバイスがあった。

「市民意見表明制度」とはどのようなものか、「審議会」はどのように行うのかなど、私の案ではこ

れらを具体的に規定している。 

また、市民参加の手続が実施できなかった場合の取扱いについても規定する必要があるので、「市

民参加の方法」とは別に条立てした方がよい。 
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〇小林先生  「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」では、市民参加の対象、方法、

時期等がそれぞれ規定されています。「市民参加の実施」を別に条立てし、情報の公開、修正報告等

を入れる方がよいでしょう。 

  また、「市民意見表明制度」、「審議会」等市民参加の方法は、それぞれ条立てする方がよいでしょ

う。「市民意見表明制度」では、どの段階で意見を求めるのか、どのような手段で表明させるのかな

ど、「審議会」では、委員に公募の市民を入れていく必要があるでしょう。これらをすべて市に任せ

るのではなく、ある程度は規定した方がよいでしょう。なお、これらは「住民投票」の前に入れた

方がよいでしょう。 

〇並木委員  「住民投票」は、「市民参加の方法」の一部として入れるか、別にするかではどちらが

よいか。前者の方がよいと考えるがいかがか。 

〇小林先生  その方がよいでしょう。いずれにしても、市民参加の各方法は規定する方がよいでし

ょう。 

  また、先程「予算の策定」の議論が出ていましたが、柴田委員案の「予算策定への参加」で挙げ

られている予算に対する意見の提案とは「市民意見表明制度」のことです。「石狩市行政活動への市

民参加の推進に関する条例」は市民参加の対象と方法を規定しています。それに対して、「多摩市市

民自治基本条例案」は、「予算策定への参画」の規定がありますが、これは「意見表明制度」を念頭

に置いています。市民参加の方法をある程度限定するならば、「予算の策定」は「市民意見表明制度」

で行うことになるでしょう。同様に、柴田委員案の「計画立案、策定への参加」も「市民意見表明

制度」で行うことになるでしょう。条例案の「市民参加の方法」では「最も適した方法により実施

します」と規定し、市にその選択を任せています。「予算の策定」は、「市民参加の方法」の「市民

意見表明制度」に限定するのかどうかを考えていくことも必要です。そのことから石狩市か多摩市

のどちらの条例の方法で規定していくのかを念頭に置いて議論する必要があります。 

〇石井座長  「市民参加の方法」は、「市民意見表明制度」、「審議会」、「公聴会」以外にありますか。 

〇並木委員  「アンケート」があり、私の案では「市民意向聴取制度」としている。 

〇石井座長  「市民参加の方法」は、並木委員案を基にし、今後協議します。 

〇並木委員  私の案では、小倉委員が提案した「直接請求」は盛り込めなかったが、これは入れる

方がよいか。 

〇小林先生  「市民意見表明制度」の中に「市民は、市に対して具体的な提案を行うことができま

す」と規定されていますので、あえて必要はないでしょう。 

〇小倉委員  「直接請求」は明確に規定していただきたい。 

〇並木委員  それならば別の条文を考えていく必要がある。 

〇小倉委員  「旭川市市民参加推進条例第８条」の「その基本的な考え方」には、市民参加の手法

の例が挙げられており、「公募・アイデア募集」、「モニター方式」、「ワークショップ方式」も考えて

いく必要がある。 

〇石井座長  「市民意向聴取制度」、「公募・アイデア募集」、「モニター方式」、「ワークショップ方

式」も含めて今後協議します。 

〇小林先生  他の自治体の条例では、「審議会」の委員構成として、男女比、年齢構成等を配慮する
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旨を規定している例があります。男女比は、男女共同参画を審議会にも取り込もうとするものであ

り、「情報の共有の原則」と同様に大きな原則として入れていただきたい。少なくとも「審議会」の

委員構成には入れていただくよう切望します。 

〇並木委員  むしろ、そのような規定をする方が男女共同参画に反するのではないか。 

〇小林先生  男女共同参画は、現状では積極的に推進していかなければならないと思います。１０

年程度様子を見て、ある程度達成されたならば廃止すればよいでしょう。 

〇並木委員  男女比を入れることは逆差別になるので抵抗がある。女性の委員が大部分を占めてい

る審議会があり、女性が多すぎるのではないかとの問題が生じる。一方、女性の応募が少なくて、

審議会が成立しないというような事態が生じることは好ましくない。 

〇小林先生  それはあまり考えなくてよいでしょう。 

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。 

〇並木委員  「住民」を定義する必要がある。 

〇石井座長  「住民」をどこかで定義する必要があります。 

〇並木委員  私の案では、市民投票は有権者の五十分の一の連署で市長に発議するよう提案するこ

とができるとし、市民には直接発議する権限はないとした。 

〇石井座長  住民投票は個別の事案ごとに別途条例で定めることがよいと思いますが、住民は発議

できるのですか。 

〇並木委員  住民は署名を集めて市長に発議のお願いをするだけであり、直接には発議できないの

ではないか。私の案では「市民投票」としているが、「住民投票」に読み替えても、住民が発議でき

るとする規定はそぐわないことになる。 

〇土屋委員  柴田委員案の「住民投票について」の規定が分かりやすい。 

〇石井座長  それでは、柴田委員案を採用し、これを基に今後協議することとします。 

〇小林先生  前回、住民投票の発議の要件で、有権者の五十分の一では抽象的なので、千人ではい

かがかと発言しました。なるべく、住民が提案しやすい方がよいでしょう。 

〇石井座長  有権者の五十分の一の場合は有権者の増減によって変わります。千人あるいは百人の

場合は決まった数となりますが、法的に問題はありませんか。 

〇小林先生  問題ありません。 

〇原田副座長  これらを併用して発議の要件とすることはできますか。 

〇小林先生  設定の仕方次第では可能です。 

  また、住民投票の資格者に１８歳以上の者あるいは外国人を含めることについては、これらの者

に投票させるべき旨の規定について考えてもよいでしょう。 

〇並木委員  柴田委員案は、「住民基本台帳に記録された、又は外国人登録原票に登録された者」と

規定しており、この中から市長は適当な範囲で投票資格を決めていくことになるので、その際に広

い範囲で決めるように規定するか、あるいは説明文に入れるかどうかである。 

〇石井座長  少なくとも説明文には付けるべきでしょう。 

「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  その前に、先程小林先生のアドバイスにあった「市民参加の実施」の項目を設けるか
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どうかを考えていく必要がある。 

〇小林先生  「市民参加の結果の取扱い」も考えていく必要があるのではないでしょうか。市民参

加の実施が妥当であったかどうか、あるいは市民参加を実施しなかった場合の理由を述べることな

どが考えられます。 

〇石井座長  別項目として設ける方がよいですか。 

〇小林先生  その方がよいでしょう。 

〇石井座長  「市民参加の実施」、「市民参加の結果の取扱い」についても入れることとして、今後

協議します。 

それでは、「推進組織の設置」を協議します。 

〇並木委員  どの案を採用するとしても、市が市民参加を行わなかった場合は、推進組織でその審

査をするのか、あるいは別の組織で行うのかを考えていく必要がある。 

〇石井座長  ここで審査するのが本来の姿ではないですか。また、市民からの要求があれば、それ

に応じていくことも考えていく必要があります。 

〇並木委員  それならば推進組織が所掌する範囲を明記する必要がある。また、柴田委員案、鈴木

(俊)委員案では、市民から直接、推進組織に意見が言えるようにはなっていない。 

〇小林先生  市民参加に関する相談、苦情を処理する機能を入れるかどうかも考える必要があるで

しょう。これらを入れると、推進組織は常時活動することになります。 

〇事務局  推進組織は常設機関になります。 

  また、例えば、鈴木(俊)委員案では「審議会」の位置付けと考えられますが、「審議会」は執行部

である市や議会の諮問を受けて審議や調査を行い、相談や苦情を処理することになります。これら

を考えると「市は、審議会を設置します。」で十分ではないでしょうか。 

〇並木委員  市が窓口となって、苦情を審議会にかけるのであれば、推進組織は常設ではないとい

うことか。 

〇事務局  例えば委員の任期を２年と定めた場合、その任期中はいつでも活動することができます

ので常設ということになります。 

〇小林先生  推進組織の中に苦情処理機関を置くことも考えられます。 

〇岡野委員  推進組織がすでに活動しているところはあるのか。 

〇小林先生  実際に活動している例はないでしょう。 

〇岡野委員  報酬はどうなるのか。 

〇原田副座長  鈴木(俊)委員案にも報酬は別途定める旨の規定がある。 

〇事務局  条例設置の審議会の委員は非常勤特別職になり、地方自治法第２０３条第１項により、

報酬は支給しなければならないことになっています。また、同条第５項により、その額は条例で定

めることになっておりますので、「和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例」を定めています。行政協力員は報酬でなく謝礼として支出しており、この市民会議のように無

報酬でお願いしているものもあります。 

〇石井座長  推進組織を市民の立場でつくるのであれば、審議会とは性格が異なりますか。 

〇原田副座長  鈴木(俊)委員案の推進組織の機能に関する規定を柴田委員案に加えればよい。 
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〇並木委員  委員構成は、公募市民と学識経験者でよいか。 

〇小倉委員  西田委員案では自治会の代表となっているが、これには抵抗がある。市民団体の代表

が入るべきである。 

〇事務局  市は執行側、議会はチェック機関なので、市の職員や議員は委員構成から極力除くこと

にしています。ただし、何かを一緒に研究するような性格のものであれば、これらを含めた構成も

考えられます。 

〇並木委員  和光市では、法令で定められているものを除き、原則として議員が審議会の委員にな

らないようにしていることに逆向する。後でチェックする立場の者が委員となるのはおかしいので、

議員は委員にすべきではない。市民１０名、学識経験者１名とし、公募市民を過半数にすれば公募

でない市民も含めて対応できる。 

〇岡野委員  「旭川市市民参加推進条例」は「市民参加推進会議」の委員に議員は入っていない。 

〇石井座長  数字の問題は非常に微妙なので、具体的な数字を条文に入れるかどうかを含めて今後

協議することとします。 

〇並木委員  西田委員案の「応募者が多い場合は抽選とします」は入れていただきたい。 

〇原田副座長  市と議会を推進組織の構成から除くとなると、市民と市と議会が推進組織を設置す

る旨の規定は変えなければならないのか。 

〇小林先生  西田委員案は、まちづくりを行う市民、市、議会の三者が協議する場を設けたいとの

趣旨であると思われますが、これは別の場面で行うべきものです。 

〇並木委員  別の場面で行うのであればよいが、ここでは適当でないので協議の場をつくるとする

考え方を前文に入れてもよい。 

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。 

  ３年とした理由を益子副座長にお聴きします。 

〇益子副座長  この程度が適当である。 

〇並木委員  条例が市民に定着するのには、３年程度はかかる。 

〇石井座長  「条例の見直しと検討」はここまでとし、初めに戻り「目的」から確認をします。 

  「主体」が哲学的な言葉で条例にはなじまないとの意見がありました。また、「主体」は「市民の

役割」でも使われていますので、どちらかを削除するかなどを含め、協議する必要があります。 

〇並木委員  条例の名称に「推進」を入れると、「市政に参加するための」は「市政に参加すること

を推進するための」となる。 

〇石井座長  「定義」については、「市」、「市政」、「住民」の定義をする必要があるとの意見があり

ました。また、「市民」の定義で「市内に事務所を有する法人やその他の団体」を入れるかどうかの

賛否両論や別の定義を設けてはどうかとの意見がありました。 

  「市の役割」では、前回、仮に削除した「市は、市民の自主的、自律的な活動に対して、その役

割を理解し、適切な形で支援したり、また市民と協働します。」の取扱いをどうするかがあります。 

  「議会の役割」では、「情報の共有を図るとともに」の部分は「情報の共有について」の中に情報

の共有が掲げられており、削除することも考えられますが、これは残すこととします。 

〇小倉委員  「市の役割」で仮に削除した部分は、残していただきたい。この規定は市民活動団体
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を援助する意味から必要である。 

〇相場委員  前回、この内容は市民活動支援条例で規定するのが適当であると発言した。 

〇小倉委員  市民活動は公共の利益を目的とした活動であるべきで、この考えが徹底されれば市民

の個人的なエゴによる参加はなくなる。 

〇並木委員  市政に対しての市民参加を議論しているので、自主的、自律的な市民活動への援助等

はこの条例の範ちゅうではなく、市民参加条例にそぐわない。 

〇小林先生  例えば、在宅介護に関して市民が活動することは、市民参加とは異なります。市民の

自主的、自律的な活動を支援するのは、市民参加条例の射程ではありません。 

  また、他の自治体の条例では、「基本理念」、「基本原則」を規定しているものもあります。これら

を入れるかどうかを考えていく必要があるのではないでしょうか。 

〇並木委員  それは、前文に入れてもよいのではないか。 

〇小林先生  「基本理念」、「基本原則」を明確に規定する方が条例の有効性があるでしょう。 

〇石井座長  条例案の協議はここまでとします。次に、「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」

の進め方について協議します。 

  進行担当の原田副座長から説明をお願いします。 

〇原田副座長  「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」の進行案は別紙「進行表（案）」のとお

りである。最初に委員等の自己紹介を行い、次に市民会議のこれまでの活動内容と「（仮称）和光市

市民参加条例案を語る会」の趣旨を説明し、本題の市民との話し合いに入る。市民との話し合いで

は、「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」の題だけでは漠然としているので、何かテーマを設

ける。例として挙げたテーマは、条例案とは直接には関係ないが、参加していただいた市民の方々

の市民参加への思いを話してもらえるようにする。意見を集約する場ではなく、市民の方々には思

っていること、感じていることを話してもらい、無理にはまとめないこととする。 

また、会場のレイアウト案は、机を並べて提示したが、肘付きの椅子のみを利用する。これらに

ついて皆さんの意見をお聴きしたい。 

〇渡辺委員  「語る会」なので、参加者と委員の配置は、別々ではなく混ざる方がよい。 

〇並木委員  参加者と委員との対立ではないので車座の方がよい。委員の位置は前もって決めてお

かず、開いている席に座ればよい。 

〇渡辺委員  その方が参加者も話しやすい。 

〇岡野委員  面識のない人とでは話しづらいので、かえって相対する方が意見を言いやすい。 

〇友国委員  ソフトな感じで行うのがよい。パネラーは５人程度とし、それ以外の委員は聴衆の中

に入ればよい。 

〇事務局  事務局から座長名で自治会や市に関連のある団体等に「（仮称）和光市市民参加条例案を

語る会」の案内文を送付する予定です。委員の皆さんには、それ以外の自主的に活動している団体

等でご存じのところがありましたら、ご案内をお願いします。 

〇鈴木(誠)委員  議員には参加を呼びかけるのか。 

〇石井座長  議長あてにご案内をします。 

〇鈴木(誠)委員  質問に対する市民会議の意見が求められることが予想されるので、事前に回答者
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を決めておく方がよい。 

〇石井座長  市民が思っていること、感じていることを話してもらう場とするのであれば、決めて

おかない方がよいのではないですか。 

〇並木委員  質問は受けるのか。質疑応答は設ける方がよい。 

〇石井座長  質疑よりも主張のぶつけ合いでよいのではないですか。 

〇並木委員  条例案のたたき台に対する意見を聴く必要がある。 

〇石井座長  「進行表（案）」の「会場づくり」の「その他市にてＰＲ用に配付したい資料」は「市

民会議が配付する資料」に読み替えて、条例案の項目の説明等を示し、それを基に話し合いをして

もよいのではないですか。 

〇鈴木(誠)委員  市民会議として提案する条例案のたたき台に対する議論はあってしかるべきであ

る。参加者の言いっぱなしにするのではもったいない。 

〇石井座長  「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」は市民会議が主催なので、市民の意見を聴

いて、それを今後の取りまとめに活用していければよいのではないですか。 

  なお、市長には最後に感想を話していただくこととしています。 

〇鈴木(誠)委員  市民会議でこれまで議論してきた条例案のたたき台に対して、市民の生の声を聴

き、それを織り込んでいくだけではなく、これまで議論してきたことを確認し、それを実現させる

ための重要なステップとして活用すべきである。 

〇土屋委員  中間報告として捉えればよい。 

〇小林先生  「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」の開催前に、広報わこう１月号に掲載の市

民からの意見が出されたならば、これを報告してもよいでしょう。それに対する回答は難しいかも

しれませんが、市民会議として考えていることを話してもよいでしょう。 

  また、受付はどのようにされるのですか。 

〇原田副座長  参加者名簿は備えるが、記入自由とする。 

〇小林先生  参加者名簿も一つの情報として活用できます。 

〇原田副座長  当日の配付資料はどうするのか。 

〇並木委員  条例案文を提示するのは早すぎるか。 

〇友国委員  条文ではなく、趣旨を提示する方がよい。 

〇並木委員  むしろ、趣旨の方が条文より難しい。 

〇友国委員  項目を示せばよい。 

〇並木委員  広報わこう１月号に掲載する条例案の概要より少し詳しいものを提示すべきである。 

〇原田副座長  説明文は、まだ意見の集約が行われていないが、これを参考にするのも方法である。

条文だけでは意見が出てこないことが危惧されるので、テーマの設定を提案した。 

〇並木委員  条例案をブレークダウンしたものを提示する方が意見を求めやすい。「（仮称）和光市

市民参加条例案を語る会」と名乗る以上、条例案を話し合うのが第一義である。 

〇原田副座長  テーマの設定は条例案からあまりはずれたくない。 

〇友国委員  今なぜ市民参加条例なのかなど、市民会議でこれまで議論してきたことを市民ととも

に話し合えばよい。 
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〇石井座長  特定の事項に対して意見を述べなければならない場合には、進行担当だけではなく、

それ以外の委員にも発言していただきます。 

〇原田副座長  委員は紹介することにしているが、これについてはいかがか。 

〇並木委員  特に委員の紹介はしなくてよい。 

〇事務局  広報わこう１月号では、委員の氏名は掲載します。 

〇石井座長  「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」の進め方については、正副座長で細部を詰

めていくことでよろしいですか。 

（委員了承） 

〇石井座長  次は、「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」を来年１月１８日（土）午後２時か

ら駅北口土地区画整理事業事務所で行います。委員の当日の集合時刻は午後１時３０分です。 

  本日の会議はこれで終了します。 

 

 


