
第１０回和光市まちづくり市民会議会議録 
 
日 時  平成１５年１月２３日（木）午後７時～午後１０時１５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 
         相場道雄、岡野 誠、柴田郁夫、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 〈副座長〉原田正裕、益子絹恵 
      小倉順子、鈴木俊治、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１０回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

  第９回の会議録について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  先日の「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」について報告します。 

参加者は、一般市民２１名、学生１９名、市議会議員４名、市職員２名の計４６名です。そこで

の意見は、並木委員と友国委員にまとめていただきました。広報わこう３月号の原稿は並木委員が

担当で「語る会」の報告を掲載することになっています。 

条例案への意見の提出期限は明日までですが、提出された方に座長名で礼状を出したいと思いま

すがよろしいですか。 

（委員了承） 

〇石井座長  提言書の形式を検討する時期にきています。まず初めに、市民会議の考え方として、

市民会議がこれからの市民参加のあり方を議論してきたことは総意であり、多くの市民に支持され

るであろうことにも触れて、市としても実現することがより良い和光市につながることを入れます。

次に、前文と各項目について列記し、それに付随した説明文には、少数意見も付記することを私は

イメージしています。提言書について意見をお願いします。 

〇友国委員  市民会議としての意見と少数意見を併記する。これまで、一つひとつの文言まで議論

してきたので、それは成果として残す。また、条文の背景にある考え方を入れる。 

〇石井座長  市民会議として合意した意見をまとめたものと、重要なポイントや少数意見などを書

くことをイメージしています。 

  提言をまとめるのは誰がよろしいですか。 

〇友国委員  正副座長でまとめていただきたい。 

〇並木委員  提言には案文と説明文を入れる。説明文には、案文の説明、背景、盛り込めなかった

少数意見等を入れる。案文と説明文を一緒にするか、別にするかは、正副座長に任せる。 
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〇石井座長  これまでは分科会方式でなく、分担を決めながら全体で行ってきていますので、起草

委員会のような形態ではなく、全体でつくっていきたいと考えています。 

〇並木委員  最初のたたき台は少人数でつくり、それを委員全員で手を加えていく方がよい。 

〇石井座長  提言書の構成は、これらの意見を参考にまとめていきます。 

〇友国委員  項目ごとにカバーしていただければよい。「住民投票」は、意見がまとまってなく問題

点がかなり残されているが、項目としては出していただきたい。 

〇石井座長  「市民参加の方法」以降の部分がまだまとまっていないので、「市民参加の方法」から

協議します。これについて意見をお願いします。 

〇並木委員  その前の「市民参加の範囲・対象」の項目に「議員定数」を追加し、市民参加で「議

員定数」を決めることにしたい。「議員定数」を決めるのに、公聴会等で市民の意見を聴くこともな

く、当事者で決めてしまうのはおかしい。議員も市民の意見を聴く姿勢は必要である。 

  また、「審議会」には、あらゆる審議会に市民を参加させることをうたいたいが、市民が参加でき

ないと上位法で定められている審議会はどのくらいあるのか。 

〇事務局  以前お渡しした資料「和光市審議会等女性登用及び公募状況調査表」に委員要件は載せ

てありますが、それ以外は調べなければなりません。 

〇並木委員  審議会の委員に公募市民を入れることを原則としたい。特に、都市計画審議会と特別

職報酬等審議会には入れたい。 

〇小林先生  「市民参加の範囲・対象」に、例えば、「市の基本的な組織、職員の待遇（議員定数及

び報酬）」の項目を設けるなど、特に盛り込みたいものは明記する方がよいでしょう。 

〇石井座長  それでは、「市民参加の方法」の審議会のあり方について意見をお願いします。 

〇並木委員  審議会はこれまで充て職で市民が参加してきたが、これは本来の市民参加ではない。

公募市民を過半数にすることを明確にうたうべきである。 

〇西田委員  公募市民だけでは物事が進まないこともある。これは「推進組織の設置」ともリンク

してくる。「語る会」での意見は大きく二つに分けられる。一つは、個別の問題が多く出されたが、

どのように市民参加を行っていけば解決していけるのかである。もう一つは、大きなテーマで、議

会と市と市民がどのようにして方向を決めていくのかである。住民投票はその一つであるが、その

方針を市民参加条例で決めていく。市民参加の手続なのか、個別的な問題なのかを分けて考えてい

く必要がある。また、都市計画審議会等は専門的なものなので、公募市民だけでよいのかというこ

ともある。都市計画審議会が機能していなかったのではなく、情報の伝え方が問題だった。市民か

らのいろいろな意見を議会でさらに検討する、あるいは審議会の委員に公募市民が入って検討する

など、推進組織で行うことが出てくる。 

〇並木委員  この会議では相談、苦情を含めた推進組織として考えてきた。しかし、「語る会」で市

民参加の方法は誰が決めるのかという意見が出され、現時点では市としているが、推進組織にこの

ような権限を持たせるとすれば、推進組織は異なった性格のものとなる。市民参加の仕方を決める

ことに市民の意見が入るようにしたい。推進組織の機能が広がったので、再度コンセンサスを得る

必要がある。 

〇友国委員  市民が会議を開催しても出席できるのは月１回程度が精々である。したがって、個々
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の問題をすべて取り扱うことはできないし、そこまでしなければならない義務もないので、取捨選

択をすることになる。市民参加と言ってもおのずと限られてくるが、推進組織で協議することに意

義がある。 

〇並木委員  行政を含めた委員会でもよい。 

〇友国委員  個々の問題に対して、市民がすべて決める必要はない。そこまでしなければ市民とし

て納得できないということではうまくない。 

〇並木委員  ある程度は市民もジャッジに参加していく必要がある。 

〇小林先生  この条例は市民参加の基本的な事項を規定することを目的としており、市民参加の枠

組みをつくるものです。「市民参加の範囲・対象」を個別的に限定する必要はなく、個々に市民アン

ケート等を行うことによって決めていくこともできますので、このような方法で市民参加ができる

ことを指針として示せばよいでしょう。 

〇並木委員  以前、柴田委員から「市は」から書き始めてよいのかとの問題提起があった。市が決

めてしまうのではなく、市民と市が協働して決めるようにすべきである。 

〇小林先生  まちづくりには、市民が主体的に行うまちづくりと、市民と市と議会が協働して行う

まちづくりの二つがあり、両方とも考えていく必要があります。市が具体的な条例、計画等をつく

るのであっても、市民と市が協働して行うことが基本的なスタンスです。どちらが積極的に主導権

を握るのかの問題もありますが、「市は」から書き始めてもよく、「市は独自の判断又は市民の提案

に基づいて」として、市民提案ができることを入れてもよいでしょう。これを市民参加の各方法の

中で規定しても、あるいは「市民参加の実施」の項目を設けて規定してもよいでしょう。 

  なお、市民が提案する場合は、１人ではなく、例えば１０人以上とするなど、ある程度の条件を

付して提案できるようにする方がよいでしょう。 

〇鈴木(誠)委員  「市民参加の方法」は行政側、「推進組織の設置」は市民側からの視点で考えては

いかがか。 

  また、都市計画は議会の権限が及ばないので、市の呼びかけで都市計画審議会を行うことになる

のか。 

〇並木委員  都市計画審議会の委員構成は、学識経験者、市議会議員、市民となっている。どのよ

うな市民を委員にするかは市が判断することになっている。 

〇鈴木(誠)委員  都市計画審議会を市民が発議できるようにすればよい。 

〇並木委員  都市計画審議会にかかわらず、いずれの審議会も市民が発議し、それを審議会で審議

すればよく、発議すること自体は問題ではない。市民に発議権があることをうたうだけでも大きな

進歩である。なお、市民が発議する場合は、推進組織を経由して行うもの、あるいは小林先生の発

言のように何人かが集まって行うようにしてもよい。 

〇小林先生  市長、教育委員会等が権限を持っているものは、権限を行使する前に市民参加を行う

ことはできますが、権限を拘束することはできません。 

  市民参加の各方法の「市民意見表明制度」は他と性格が異なり、市民から具体的な提案を出すこ

とができるものです。他の方法は市がどのような目的で、どのような組織にするのかを決めなくて

はならないものなので、「市は」から書き始める方がよいでしょう。 
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〇並木委員  「市民意見表明制度」はパブリック・コメント制度をイメージしており、市が意見を

募ることになるので「市は」から書き始めた。 

〇小林先生  それは、「市民意向聴取制度」になるのではないでしょうか。 

〇並木委員  「市民意向聴取制度」は、アンケートをイメージしている。 

〇小林先生  意向聴取には様々な方法があり、パブリック・コメント制度もその一つです。意見表

明は、市民自ら具体的な案を表明することではないでしょうか。 

〇事務局  「市民参加の範囲・対象」で範囲を定め、「市民参加の方法」で掲げる方法により市民参

加手続を行うものであり、その方法として「市民意見表明制度」等について整理して規定するイメ

ージでよろしいですか。 

〇西田委員  「市民参加の範囲・対象」は、市が行うものを掲げているが、市民が今までにないも

のを提案することも必要である。それが「市民意見表明制度」ならば、「市民参加の範囲・対象」に

別の文言を入れていかなければならない。まちづくりには、市が行うものに市民が積極的に意見を

出すものと、新たに市民が自分たちで考え、市民側から市に提案するものの二つがある。したがっ

て、「市民意見表明制度」は市がつくった案に対するものではなく、市民が案を提案することであり、

パブリック・コメント制度とは異なる。 

  市民が自分たちから参加できる仕組みを条例のどこかに盛り込みたい。市が義務的に行うもの以

外をどのように表現するかがポイントであり、その仕組みを条例に規定すべきである。 

〇小林先生  「市民参加の実施」の項目を設け、例えば、「市民は具体的な提案をすることができる」、

あるいは「市民は審議会等他の市民参加の方法についての具体的な要望をすることができる」など

とし、市民参加を実施するのは市であるが、このような規定をしてもよいでしょう。 

〇並木委員  「市民意見表明制度」の規定の順序を入れ替えて、「市民は、市に対して具体的な提案

を行うことができます。」を最初にし、次に「市は、条例・規則の制定、改正や廃止及び政策の策定

時と決定時に広く市民に意見を求めます。」とする。 

〇西田委員  「市民参加の範囲・対象」は、市が行うものしか入っておらず、市民が新しく行うこ

とを入れていく必要がある。 

〇並木委員  具体的にはどのように盛り込めばよいか。 

〇西田委員  ここに盛り込むか、あるいは推進組織がその役割を担うことも考えられる。 

〇並木委員  「市民参加の範囲・対象」に「その他」の項目をつくる。 

〇岡野委員  それは推進組織で決めることとなる。したがって、推進組織の役割は広がる。 

〇西田委員  基本構想等の計画に基づいて事業を実施するには準備等を必要とし、順番に行うもの

なので、新しい考え方を入れようとしても該当する項目がない。市民が発案することができる受け

皿を規定すべきである。 

〇並木委員  現在、陳情や請願の制度があり、議会を通さなくても市に要望できる。例えば、最近、

和光郵便局の前に信号が設置されたように、現在も市民が提案する機会はある。固有の権利として

既にあり、その上でこれを積み上げるのであれば、あえて触れる必要はない。 

〇西田委員  市民参加をした結果を判定することは難しいが、市民参加で検討し判断していく必要

がある。 
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〇石井座長  これまでにない市民参加の制度をつくったとしても、運営上の問題は、その都度具体

的に対応していかなければならないでしょう。 

〇西田委員  市民参加によって、皆がある程度納得するものを行いたいという思いがある。これま

での市民参加では不満が多く、それを解決することもこの条例の役割の一つである。 

〇渡辺委員  常設の市民会議が受け皿となることはできないのか。そのような推進組織があれば、

そこで拾い上げることができる。 

〇土屋委員  陳情、請願等の現在の制度では意見が反映されないので、この条例をつくろうとして

いる。 

〇西田委員  多様な意見を集約したものを条例に打ち出したい。それには、公平さを重視して行う

必要がある。 

〇相場委員  今は市民参加の仕組みづくりをしている。それは、市民が参加して決める方がより効

率的であり、より良い方向に進むことができるようにするためである。 

  例えば、常設の市民会議をつくり、分科会を設けて検討するのであれば、市民意識がどのように

高まっていくのか、それに対して市の職員はどのように応じていくのかなど、様々なものがきっか

けとなって市民参加が進められていくものであり、心配していては議論が進まない。したがって、

この常設の市民会議が運動体として行っていく必要がある。 

  市民参加の範囲の最低限を規定し、それについては市は必ず市民参加を行わなければならず、そ

れ以外についても市は市民参加を促して、できるだけ市民の意向に沿った施策を行うよう努力する。

これは「市の役割」で掲げている文面から読みとれる。これ以上は言葉の問題でなく、運動やお互

いの触れ合いの中で醸成していくものである。言葉だけで解決しようとしても条例には限界がある。 

〇小林先生  「市民参加の範囲・対象」の項目「その他市民生活に重大な影響を及ぼす施策」を「市

民生活に重大な影響を及ぼす施策の導入又は改廃、予算の策定、市民参加推進会議が市民参加を決

定したもの」として入れてもよいでしょう。これを踏まえて、「推進組織の設置」の審議事項に「市

民参加すべき事項」、「市民の要望に基づく事項」などを入れてもよいでしょう。 

〇並木委員  相談、苦情の役割を含めることも合意していると捉えてよいか。 

〇石井座長  それで結構です。 

〇並木委員  推進組織の名称は、「市民参加推進会議」でなく「市民会議」とし、相談、苦情の役割

も持たす。 

〇石井座長  「市民会議」の方が権能が幅広いとの意味ですか。 

〇並木委員  そのとおりである。 

〇相場委員  市民参加を推進するために設置する組織であり、「市民会議」では条例の趣旨と異なっ

てくるので、「市民参加推進会議」の方がよい。 

〇並木委員  苦情、相談の役割もその組織が持つ。 

〇相場委員  それは、あくまで市民参加に対する苦情、相談である。 

〇並木委員  先程、西田委員が発言していた市民の提案に関する相談は、市民参加の推進とは異な

る。「市は」から書き始めるのを「市と市民は協議して」とした場合に、協議する市民は誰なのかと

いう問題が出てくるが、それは「市民参加推進会議」ではない。 
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〇西田委員  「市民参加推進会議」が市と協議する対象でよい。推進組織の委員に自治会の代表を

入れるのは、地域の代表を含めて参加の方法を協議したいからである。市民側からこのようなこと

を持ち上げられるようにしておくことが重要である。 

〇石井座長  市民参加の推進だけではなく、市民参加全体の問題を取り上げる組織として捉えると

いうことですか。 

〇西田委員  そのとおりである。 

〇相場委員  推進組織を設置する趣旨は、この条例の内容を担保し、それを監視するためである。 

したがって、その趣旨からあまり離れた組織にすると混乱してしまう。 

〇岡野委員  例えば、循環バスについて市民が相談する場合には、推進組織に尋ねてくるようにな

る。推進組織は、その人に対して陳情を出す、あるいは市の担当セクションに要望を出すなど、ど

のようにしたらよいのか教える。 

〇並木委員  そのような場合には、市民は推進組織ではなく市に相談に行く。 

〇西田委員  公聴会等で良いとされた案を検討することも推進組織で行う。 

〇岡野委員  市政対話集会を行わなかった場合になぜ行わなかったのか、あるいは一度も行ったこ

とがない議員対話集会を行うよう求めることなどが、推進組織の新たな役割となる。 

〇並木委員  そのことからも推進組織は受け身ではなく、積極的な組織で常設でなければならない

ことになる。 

〇小林先生  常設での苦情処理は、市民オンブズマン制度を市民が提案して行う方がすっきりする

でしょう。ここでの議論は、市民参加に関する苦情処理なので、市民オンブズマンとは異なります。 

〇友国委員  市民参加条例は、まちづくりの推進として広く捉えるのではなく、市民参加を推進、

担保するものとして捉えるべきである。市民参加以外のことは、別に行うべきである。 

〇鈴木(誠)委員  推進組織の名称は「市民参加推進会議」でよい。 

〇並木委員   市が市民と協議して決めるのに、その相手は「市民参加推進会議」ではない。「市と

市民は協議して」とした場合に、協議する相手がいないことになってしまう。名称を「市民会議」

にこだわっているのではない。市民からの相談だけではなく、市からの相談窓口としての機能も必

要である。しかしながら、「市民参加推進会議」にこの機能を持たせることはいかがなものか。 

〇相場委員  「市民参加推進会議」の所掌事項に「市民参加方法の選択や結果の公表」とあり、こ

れで読みとれるのではないか。 

〇並木委員  これは市民からの相談のイメージであり、市からの相談も入れたい。 

〇友国委員  それは内容次第である。地域の問題は、その地域の自治会に問いかけるなどして行い、

市全体に関わる問題は、もっと大がかりで行うことになる。 

〇石井座長  他の自治体の市民会議のような組織は、市民参加の推進に限定しているのか、あるい

は苦情、相談が含まれているのでしょうか。 

〇相場委員  施策に対する建議が行われている。また、オンブズマンでうまくいっている自治体は

ほとんどないようである。 

〇事務局  市民参加条例の定義はまだ確立されていませんが、市民参加手続を行う対象として定め

たものは、必ず手続を経た上で決定し、推進組織はその状況を監視するものが一般的です。それよ
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り広く捉えると、理念と具体論を整理するのが難しくなってくるのではないでしょうか。 

〇友国委員  理念に関することは理念条例、支援に関することは支援条例で考えればよい。市民参

加条例は市民参加に限定しているので、そのとおりでよい。 

〇西田委員  推進組織はレベルアップを図るためにも存在意義がある。 

〇土屋委員  「語る会」での鉄柵の件は、何とかしてあげたいという気持ちになる。 

〇並木委員  その件は非常に難しい問題である。発言者は鉄柵の色が赤と白では不満であったが、

その色は目立つので安全でよいとする意見もあるかもしれない。したがって、他の人の意見も考え

て行っていく必要がある。 

〇石井座長  推進組織の機能は、市民参加の推進に限定するか、もう少し広げたものとしますか。 

〇並木委員  この案文のとおり「市民参加の推進を図るため」でよい。 

〇石井座長  推進組織の構成について意見をお願いします。 

〇並木委員  委員は少なすぎると独善的になる恐れから、１０名程度は必要である。 

  審議会の自治会代表の委員は自治会の意見を集約せず、自分の意見となっているのが実態である。

意見を集約することは難しい面もありこの点が問題である。 

〇西田委員  自治会選出の委員は自治会組織の代表を努められており、和光市の自治を考えていた

だいている方として尊重すべきである。 

〇並木委員  市民の委員は、公募を過半数とし、それ以外には充て職などを入れる。 

〇渡辺委員  ５つの大きな団地は自治会連合会に入っていないので、これらも含めて考えていく必

要がある。自治会の代表を委員に入れることには賛成である。 

〇並木委員  委員に団体を入れるにしても、具体的な名称は入れない方がよい。説明の中に例とし

て挙げておけばよい。 

〇西田委員  既存の市民組織の代表を委員に入れることは必要である。 

〇友国委員  いろいろな団体があるので、それには異論がある。まちづくり市民会議を始めるとき

に、傍聴者に会議がかき回されないかと心配したが、そのようなことは起きていない。したがって、

これらを踏まえてみても、都市計画は、利害が絡む関係上あまり早い段階では混乱を招くので情報

が出されてこなかったが、市民の常識に基づく予定調和説でしっかりしたものになると考えている

ので、これからは積極的に公開し、市民がどのようにしたらよいのかを考える方向に持っていくこ

とが必要である。これが市民参加の原点である。市民を信用しなければいけない。 

〇並木委員  市民の委員はすべて公募とするのか。 

〇友国委員  委員として入れるのか、事務局とするのかは別にして、情報提供者として市の職員は

入れる必要がある。 

〇小林先生  「推進組織の設置」で「市民参加推進会議は、次の各号に掲げる事項を審議します。」

としていますが、他の自治体の条例では、市長の諮問に応じて行うこととなっている例が多く見ら

れます。この条例案では自主的に行うこととしていますが、市からの提案もあると考えられますの

で、「独自又は市長の諮問に応じ」などの規定も検討する必要があるでしょう。 

〇並木委員  常に受け身ではなく自発的な部分も残しておきたい。 

〇相場委員  この推進組織はチェック機関であり、市長の諮問に応じるだけではなく、市民参加を
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行わなかった場合には建議することも生じてくるので、独自の部分は必要である。 

〇小林先生  「市長の諮問に応じ」を規定しなければ、市長は諮問ができないことになりますので、

その点も考えていく必要があります。 

  また、「市民参加の方法」で、「市は、市民参加手続の方法を決定する理由及びその結果を速やか

に公表します。」としていますが、市民参加の方法を決定するのは市でよいのかとの議論がされてい

ますので、市民が提案する発議権をどのようにしていくかの問題があります。「市民参加の方法」を

「市民参加の方法と実施」にして、どのような形で実施するのかを規定する必要があるでしょう。 

〇並木委員  「基も適した方法により行います」としているが、誰が方法を決めるのかを特定して

いないので、「市と市民は協議して」などにすればよい。 

〇石井座長  「条例の見直しと検討」について協議します。見直し期間の３年について意見をお願

いします。 

〇渡辺委員  あまり早くても結果が出るのに時間を要するので、３年程度が適当であるとしたもの

と認識している。話が元に戻るが、西田委員が推進組織の委員に自治会の代表を入れたいと発言さ

れていたが、自治会は和光市の中で最も大きい団体なので、何らかの形で位置付けておきたい。 

〇石井座長  この条例は、基本的な考え方と仕組みをまとめたものですが、別の条例の制定又は改

廃、市民オンブズマン制度の導入等を入れていく必要はありますか。 

〇鈴木(誠)委員   条例案には入れる必要はなく説明文の中に入れればよい。 

〇並木委員  関連する条例を変えなければならない旨をどこかに規定する必要がある。 

〇友国委員  条例をつくる場合は、どのような条例であっても、他の条例に関連するものは検討し

ていくものなので、それをあえて入れることには疑問がある。 

〇石井座長  提言の最初に市民参加条例だけでは駄目であることを触れる必要があります。 

〇友国委員  そうなると、フォーマリティの問題である。 

〇並木委員  この条例に抵触する条例があれば、その条例を変えることを決意表明する意味で入れ

る方がよい。 

〇相場委員  この条例の趣旨に基づく市民参加を市が積極的に進めることとなるので、関連する他

の条例に、具体的な制度としてではなく、理念を入れていくことをうたうことは価値がある。 

〇小林先生  附則で規定し、施行期日までに調整を図る必要があります。それまでに調整しなけれ

ば、抵触することになってしまいます。 

〇相場委員  「公聴会」、「審議会」、「推進組織の設置」等では、規則等が必要となる。 

〇小林先生  審議会条例等が個別に必要となります。 

〇並木委員  「公募・アイデア募集」、「モニター方式」、「ワークショップ方式」の取扱いはどうす

るのか。 

〇石井座長  これは、できるだけ様々な方法を取り入れるべきであるとの意見があり、検討事項と

なっています。 

〇小林先生  「市民参加の方法」の「住民投票」の次に、「その他市民が提案する方法」と規定して

はいかがでしょうか。 

〇相場委員  市民から提出された条例案への意見に、米国運輸省が約４０種類の市民参加の手法を
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定めているとの指摘があった。 

〇石井座長  初めに戻って協議します。 

小林先生からアドバイスいただいた「基本原則」は入れていくこととします。 

  前文は、なるべく簡略化する方向で検討することでいかがでしょうか。 

〇並木委員  「語る会」では、理念は盛り込まなくてよいとの意見があった。 

  「私たちのまち、和光市は、荒川と富士を望む武蔵野台地に、先人たちが和を大切にして築いて

きた、都市の利便性とみどり豊かな環境に恵まれたまちです。」は、市民参加条例としては不要であ

る。 

〇石井座長  「みどり豊かな環境に恵まれたまちです」とは、とても言えない状況にあります。 

  「目的」で「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す。他の自治体の条

例で「主体」を使用している例もあり、必ずしも使用してはならない言葉ではありません。これに

ついて意見をお願いします。 

〇並木委員  市長は、常々「市民は主人公である」と発言している。 

〇石井座長  これまでにもいくつか意見が出されていますが、「主たる構成員」、「担い手」、「主人公」

は適当ではなく表現は今後検討します。 

「定義」について意見をお願いします。 

〇岡野委員  他の自治体の条例では、「市」を定義している例はあまりなく、「市」を定義する必要

はない。中学生に分かりやすくするためには、誤解を招きやすいものはできるだけ定義したい。 

〇石井座長  「市の役割」について意見をお願いします。 

〇小林先生  今回提出された小倉委員の意見はどのようにされるのですか。 

〇並木委員  これまでの議論で、この意見は採用しないことで合意している。 

〇友国委員  少数意見として取り扱えばよい。 

〇石井座長  小林先生から条文化する方がよいとのアドバイスをいただいていますが、提言の形式

を条文にするか、項目にするかは流動的にしたいと考えています。条文では、検討していく段階で

条を表す数字が変わることが多々あり、かえって分かりづらくなると感じています。 

  「議会の役割」は入れる必要がないとの意見がありますが、市民と市と議会の三者が協働して取

り組む必要があり、入れるべきであるとの意見が委員の大部分を占めていますので、入れたままと

します。 

〇友国委員  先程、議会の議員定数を削減したいとの意見があり、これも考慮する必要がある。 

〇岡野委員  議会の議員定数は、推進組織で協議して議会に勧告することになる。 

〇石井座長  それは将来の運営上の問題です。 

〇相場委員  「議会の役割」は理念的な内容だけでよい。 

〇石井座長  「情報の共有について」について意見をお願いします。 

〇並木委員  この項目はこれ以上の条文化は難しい。 

〇石井座長  条例案の協議はここまでとします。「語る会」で、市長に提言する前に、再度会を設け

てほしい旨の意見がありました。これについて意見をお願いします。 

〇並木委員  できれば再度行いたい。市民から聴いた意見を盛り込んだのか否かを説明する必要が
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ある。市民会議は行政に説明責任を求めているので、同様に市民会議も説明責任を果たすべきであ

る。広く市民に会の開催を周知することが日程的に困難であれば、少なくとも参加していただいた

方には呼びかけをする。 

〇西田委員  特定の市民ではなく、再度、不特定多数の市民に呼びかけるべきである。また、意見

が出された場合に、修正するのか否かをあらかじめ決めておく必要がある。 

〇並木委員  意見が出された場合には提言に列記すればよい。 

〇西田委員  出されたすべての意見に、その場で見解を述べられればよいが、そこまではとてもで

きないので、出された意見は、提言に付帯意見として扱うことを明確にしておく方がよい。 

〇友国委員  市民参加条例の根幹に関わる意見を付記すればよい。 

〇石井座長  それでは、第２回「語る会」を行った後に市民会議を開催する必要があります。 

〇鈴木（誠）委員  市民会議が開催できるかどうかにかかわらず「語る会」は行うこととし、市民

会議が開催できなければ、正副座長で協議して提言内容を修正していただければよい。 

〇並木委員  先日出された意見の報告会としての説明責任を果たせばよい。 

〇石井座長  第２回「語る会」実施後に市民会議を開催し、出された意見で有効なものがあれば入

れていくことでよろしいですか。 

〇並木委員  そうではなく、第２回「語る会」は、先日の「語る会」で出された意見に対しての説

明責任を果たせばよい。 

〇鈴木（誠）委員  先日の「語る会」で出された意見の多くは、市民会議で議論してきた内容であ

った。第２回「語る会」で新たな意見が出るかもしれないが、あくまで提言案として提示する。 

〇西田委員  第２回「語る会」で意見が出されても提言内容は修正しない。出された意見は付帯意

見として扱えばよい。 

〇並木委員  市民の中には、意見が取り入れられなくて不満が出るかもしれないが、多少の見切り

発車はやむを得ない。 

〇友国委員  次回の会議で提言のたたき台を議論した後、第２回「語る会」を開催し、その後の会

議で提言をまとめればよい。 

〇並木委員  本年度末までの期限ではなく、私たちの満足できる案をつくるのが最優先である。 

〇石井座長  市民会議として満足できなければ提言することはできません。 

  広報わこう４月号について、意見があればお願いします。 

〇並木委員  提言ができあがったことを載せる。 

〇石井座長  それでは、広報わこう４月号は、提言ができあがったことを載せることとします。 

  他に意見があればお願いします。 

〇柴田委員  条例文案をホームページ等で意見を求めることも必要ではないか。 

〇並木委員  ホームページはまだ一部の人しか見られないのが現状であり、見られない人にどうす

るのかを考えていく必要がある。 

〇柴田委員  その話をしていると、いつまでたっても情報が出せないことになる。誰にも見せない

よりは、見られる人には見せる方がよい。 

〇並木委員  「語る会」でも発言したが、会議録を要望する人には郵送することを提案する。資料
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を見に来ない方が悪いとする姿勢ではなく、積極的に行うべきである。 

〇事務局  近くの公共施設で閲覧したいとのことであれば、その施設に届けることはできますが、

自宅に届けるのは公平性に欠けるのではないでしょうか。現在、市役所では事務局と行政資料コー

ナーに、また、図書館でも常時閲覧できるようにしています。 

〇柴田委員  会議録は送る必要はない。 

〇西田委員  公平性の点で市に限界がある。 

〇並木委員  ホームページからは会議録が簡単に取り出せる。 

〇柴田委員  コピーして送ることを考えると、ホームページではその手間が軽減される。また、す

べての人がホームページを見られる状況ではないが、見られる人にとっては非常に簡易に見ること

ができる。このことからも、ホームページで条例文案を提示して意見を求めるべきであり、提示で

きる段階であれば提示する方がよい。 

〇石井座長  現時点ではまだ提示できる段階ではありません。 

〇並木委員  提言のたたき台ができれば提示できるようになる。 

〇友国委員  メモの段階から情報は出すべきである。 

〇柴田委員  市民参加条例をつくろうとしている市民会議がこれまでの市と同様なことをするのは

いかがなものか。 

〇西田委員  提示する必要はあるが、市民会議の総意としてまとまらなければ提示できない。 

〇相場委員  まとまっていない状態で提示すると、かえって市民が混乱することにもなりかねない。

ある程度は段階を踏んで行う方がよい。 

〇友国委員  柴田委員と同意見である。 

〇並木委員  行政は、非公開で検討して結果だけを公開するから問題なのであり、市民会議は検討

状況を公開している。 

〇相場委員  市民が行動を起こす場合は一定の努力は必要である。 

〇友国委員  それでは、資料があるから見に来るようにするのと同様なので、積極的に情報を出す

姿勢が必要である。 

〇石井座長  第２回「語る会」は提言書を説明し、併せて意見を伺うことを趣旨として行うことで

よろしいですか。 

（委員了承） 

（協議により、次のとおり決定） 

第２回「（仮称）市民参加条例案を語る会」の開催は３月１５日（土）午後２時から４時までとし、場

所は駅北口土地区画整理事業事務所とするが、使用できない場合は別途探すこととする。 

〇並木委員  第２回「語る会」も市長に傍聴していただきたい。 

〇石井座長  次回の会議は２月２７日（木）です。 

  本日の会議はこれで終了します。 


