
第１１回和光市まちづくり市民会議会議録 
 
日 時  平成１５年２月２７日（木）午後７時～午後１１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〉原田正裕 
         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、保坂和雄、渡辺節子 
（欠席者 〈副座長〉益子絹恵 
      西田幸夫） 

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 11 回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

  第 10 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  正副座長でまとめた提言書のたたき台について協議します。これについては６名の委

員から修正案等が提出されています。 

それでは「提言にあたって」から順に始めます。ここでは、市長には提言に応えていただきたい

との思いを込めて書きました。 

〇友国委員  市長に私たちの気持ちを伝えるのはよいが、私たちが苦労してきたことは書くべきで

はない。肩に力が入り過ぎている。 

〇石井座長  その趣旨をそんたくして修正します。初めに市長に対しての私たちの気持ちを書き、

それから提言になります。なお、提言には委員名簿を添えます。 

次に「前文」を協議します。市政は「市のしごと」にと、なるべくやさしい表現にしました。 

〇小倉委員  「市民は、これまで、和光市のまちづくりのしごとを、市や議会にまかせがちでした。」

は、積極的に働きかけてきた人もいるので、この部分は削除し、これまで市民参加の仕組みがなか

ったので必要であるという、これからのことについて書く方がよい。 

〇並木委員  それには異論がある。現状を分析し、それに基づいて変えていかなければならないの

で現状は触れる必要がある。 

〇鈴木(俊)委員  「和光市のまちづくりについて市民参加の仕組みが十分になかったこともあり、市

や議会にまかせがちでした。」にすれば、市民の意識と市民参加の仕組みの両方が課題であったこと

が分かる。 

〇友国委員  これまでの反省はあまり必要はない。これからのことについてさらりと書く方がよい。 

〇土屋委員  全体としてよいが、「より良いまちづくりを進めるため」は、「より良いまちづくりを

進め市民生活の向上を目指して」の方がよい。 
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〇友国委員  「説明・補足」の「市民参加の推進の必要性は、今更、論を俟たない。」は、表現が硬

いし論旨に影響しないので削除した方がよい。また、「市民参加は、選良に対する挑戦や対立意識で

なく、連携を積極化する協働（パートナーシップ）の精神である。」は、これまで市民参加は議会と

衝突するものとして議論してきたので「市民参加は、代表民主制を否定するものではなく、これを

補完するものである。」の方がよい。さらに、「前文は不必要との考え方も出された。」は「前文は不

必要との意見があった。」の方がよい。なお、「説明・補足」は先に説明、後に少数意見を書く方が

よい。また、「経験・知識」は「知識・経験」が一般的なので、この表現の方がよい。 

〇石井座長  説明と少数意見の記載の整合性と指摘の一般的な表現については修正します。 

次に「目的」を協議します。「市民、市、議会が情報を共有しつつ協働して」と記し「情報の共有」

と「パートナーシップ」の考えを盛り込みました。この「情報の共有」はこれまで別に条立てする

ことで協議してきましたが、「市の役割」や「議会の役割」でも情報に関することをうたい込んでお

り、全体として「情報の共有」の考え方を盛り込む形にしました。 

〇友国委員  「説明・補足」の「情報の共有については条立てしてあったが、目的の文章に入れる

方が自然に表現できると判断したので条立てをなくした。」は議論はしてきたが、あえて示す必要は

なく、「情報の共有については条立てすべきとの意見があった。」の方がよい。 

〇原田副座長  「情報の共有」は条立てで議論してきたことを示すために、このような表現とした。 

〇友国委員  それならば他にも多数あり際限がない。西田委員から全体に丸くなったとの意見が出

されているように、非常にのっぺらぼうになってしまったが、最大公約数としてはやむを得ず、全

体としてはこのたたき台でよい。 

〇小倉委員  「情報の共有」は最も基本的なものであるので条立てすべきである。 

〇石井座長  「情報の共有」は「説明・補足」の中で修正します。 

次に「定義」を協議します。「市」の定義は条文ではなく、「説明・補足」に入れました。 

〇並木委員  「説明・補足」の「市」についての定義のところで「意見が多かった」となっている

が、反対意見はなかったのではないか。 

〇石井座長  「市」の中に「議会」を含めるとの意見があり、結論が出ていませんでした。 

〇友国委員  「定義」はやさしい表現の「用語の意味」の方がよい。また、重要性から「協働」と

「市民参加」の記載順を入れ替え、「市民参加」を第３号、「協働」を第４号にした方がよい。 

〇柴田委員  「市」は条文の中に多く出てくるので、「市」を定義した方がよい。 

〇石井座長  「説明・補足」のねらいは条文に対する市民会議の考え方を示すことと、市が条例を

つくるときに踏まえてほしい意見を示すことの２点あります。「市」については、すでに分かってい

るので、あえて定義する必要はないということです。 

〇友国委員  その意見に賛成です。 

〇柴田委員  「説明・補足」の「市」の定義の中で、市の職員はどこに入るのか。 

〇並木委員  「市長」の中に入る。 

〇鈴木(俊)委員  市民の中には、市の職員はどこに入るのか分からない人がいると思うので、「市長

（市の組織）」とした方が親切である。 

〇友国委員  条例案全体がのっぺらぼうなものになっているのに、ここだけ突出する必要はない。
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「説明・補足」で書かれているので十分である。 

〇柴田委員  「市長」と「教育委員会」は別の組織なのか。 

〇友国委員  別の組織である。 

〇岡野委員  厳密に違いが分かっている市民は少ないので柴田委員の意見は一理あるが、他の自治

体の条例でこのような定義をしている例はほとんどない。条文に入れるか否かはどちらでもよい。 

〇保坂委員  法令文は非日常性のものだが、この条文は日常性のある表現の方がよい。また、「説明・

補足」の「市」の定義以外に市の機関が存在しないなら「市」を条文で定義する必要はない。定義

は条例の理解に重要なので、しっかりしておく必要があるが、「市」については、厳密には分かって

いない市民が多いと思われても、全体のトーンとの整合性を考えると細かく規定する必要はない。 

〇並木委員  「「市」の定義については、議会を含めるべきであるとの意見があった。」の方がよい。 

〇小林先生  この部分は「市については、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査

委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者と考えられるが否定しなかった。少

数意見としては、議会を含めるべきとの意見があった。」などとしてもよいでしょう。 

〇柴田委員  そのように書いてあれば、非常に分かりやすい。 

〇小林先生  「市政」の定義で「市又は議会」として市と議会を分けていますので、議会を含めて

いないことになります。また、「市民」の定義で団体の取扱いを決める必要があるでしょう。市民参

加には、市民一人ひとりができるものと団体ができるものがあります。「市民意向聴取制度」、「公聴

会」、「審議会」は団体として参加できますが、「市民意見提案制度」、「住民投票」は団体では参加で

きないことになりますので、分けて規定する考え方もあります。「定義」の第２号に「団体」を入れ

て「和光市内に住所を有するすべての団体をいいます。」と規定し、「市民意向聴取制度」、「公聴会」、

「審議会」で「市民と団体の参加を求めることができます。」と規定してもよいでしょう。また、別

の方法として、「市民の役割」の最後に「団体も市民と同様にこの条例に基づいて市民参加をするこ

とができます。」と規定することも考えられます。一方で、反対に団体を入れないとする考え方もあ

ります。 

〇友国委員  団体が適当な場合には団体で、個人が適当な場合は個人で行うことになるので、あえ

て団体と個人を分ける必要はない。また、「協働」の「一緒に」は「共に」の方がよい。 

〇柴田委員  以前、企業、任意団体、NPO 等も市民に入れた方がよいとの発言をした。たたき台で

は、企業で働いている人が個人として意見を出せる道だけがあることになっているが、企業として

意見を出すこともあり得るので、団体が参加できる道を残しておく方がよい。 

〇並木委員  団体はあまりにも多岐に渡るので、定義するとなると、簡潔に表現できず長々しくな

り何のことか分からなくなる。また、ある特定の団体を省くのもおかしいことになる。 

〇小倉委員  市民が見た場合には、「市民」の定義に団体が入っていないので含まれないと捉えられ

てしまう。 

〇小林先生  法令の解釈は厳格ですので、団体を入れるなら明確にうたう必要があります。 

〇鈴木(誠)委員  小林先生が発言された団体には、法人は含まれるのか。 

〇小林先生  和光市内に事務所があるものは含まれます。また、審議会の中には団体の代表が委員

となっている現状がありますので、これらとの整合性も考えていく必要があります。 
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〇保坂委員  この条例の立法趣旨から考えると、団体が含まれるとの解釈は十分できるが、団体が

含まれることは明確に規定すべきである。 

〇柴田委員  団体が含まれないと捉えられかねないので、団体を入れるべきである。 

〇石井座長  あえて団体を入れますと、全体的に後ろ向きの感じがします。 

〇鈴木(誠)委員  条文だけを見ると、団体は含まれないと理解する。 

〇小林先生  条例案に「連署」という言葉が出てきますが、団体における「連署」はあまり考えら

れないので、「団体」は「市民」とは別に定義する方がよいでしょう。 

〇鈴木(俊)委員  高校生等にまちづくりに参加してもらうためにも、学校を含めた団体が参加でき

るようにしたい。 

〇岡野委員  以前、私が提示した案では「市民」の定義を「市内に在住、在勤、在学する個人及び

市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。」とした。 

〇小林先生  条例案で規定した「市民参加の方法」のうち、団体の参加は「市民意向聴取制度」、「公

聴会」、「審議会」に限定されますので、自然人である個人と団体は分ける必要があります。 

〇友国委員  他の自治体の条例でそのような例はあるのか。 

〇小林先生  「市民」を定義していない例はあります。 

〇並木委員  「市民」を定義している例はあるが、「団体」を定義している例はない。 

〇小林先生  定義する必要が生じた理由は、「連署」の規定を設けたからです。「市民意見提案制度」

は他の自治体の条例にはなく、これに「連署」の規定が必要となってきます。 

〇友国委員  それぞれの手続の中で参加できるものを個人と団体とに分ければよく、個人用と団体

用の２系列をつくる必要はない。 

〇相場委員  「住民投票」は「市民」ではなく「住民」なので、団体は含まれないことになる。積

極的に協働して行うことには、個人だけでなく団体も当然に入ってくるので、「市民」の定義に団体

を入れた方がよい。 

〇小林先生  その場合は「定義」の「説明・補足」で、団体における市民参加手続は「市民意向聴

取制度」、「公聴会」、「審議会」を想定している旨を触れておけばよいでしょう。 

〇並木委員  団体が参加できないのは「住民投票」だけであり、「住民投票」では「住民」を別に定

義しているので、「市民」の定義はたたき台のとおりでよい。 

〇相場委員  「市民」の定義に団体を入れるべきであり、「和光市に住み、働き、学ぶすべての人々

及び和光市内に事務所を有する法人、団体」などの方がよい。 

〇石井座長  「市民」の定義に団体を入れることとし、岡野委員案を基に規定することでよろしい

ですか。 

〇友国委員  岡野委員案は表現が硬すぎるので、その趣旨を取り入れればよい。 

〇石井座長  これにより、「説明・補足」の「市民の定義には、個人だけでなく、法人・団体も含め

るべきとの意見があった。」は削除します。 

〇鈴木(俊)委員  「和光市内に事務所又は事業所のある団体」とした場合に、高校、保育園等は含

まれるのか。 

〇小林先生  広く捉えれば学校も事業所に含まれます。「和光市内に事務所又は事業所を有するすべ
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ての団体」とすれば、「すべての団体」に学校が含まれますので、分かりやすいでしょう。 

〇相場委員  「市政」の定義に「市又は議会が行うあらゆる活動」とあり、議会活動をかなり制約

することになる。これまでは市の活動に対しては市民が参加し、議会に対しては情報を共有し、協

働して市民参加を進めていくことで議論をしてきた。ここに議会を含めると市と同様の立場になる。

議会に対しての呼びかけと強制力を持った非常に画期的な条例となるが、その点は大丈夫なのか。 

〇小林先生  「協働」の考え方が入っていれば、直接的には問題はないでしょう。 

〇相場委員  「市民参加の対象範囲」の第２号の条例の制定・改廃を議会が行う可能性は十分にあ

る。 

〇小林先生  それは修正する必要があります。 

〇鈴木(俊)委員  議員は「議会」に含まれるのか。議員が行うあらゆる活動も「市政」になるのか。 

〇石井座長  市民参加は市や議会とパートナーシップで進めていくので、「議会」も含めています。 

〇並木委員  「市政」に「議会」を入れると、議会に条例の制定権を与えないことになる。 

〇小林先生  そこまではこの文面から読みとることはできません。 

〇相場委員  「市民参加の対象範囲」は市の活動に限定していないので、議会が条例を制定する場

合には、この条例に従って手続を行わなければならないことになる。 

〇並木委員  「市民参加の対象範囲」の第２号は議会に直に関係してくる。 

〇小林先生  議会に関係してきますが、市民参加の実施は市が行うものです。それが対象として入

っていても、市に対して市民参加を行うことがその後の条文に書かれています。例えば、「市民が条

例案を提案した場合に、市民は議会での説明権を付与する。」などの規定があれば議会への制約にな

りますが、議会が何かをしなければならない旨の規定がないので、協働するパートナーとして間接

的な圧力をかけているだけであり、直接的なものは特にありません。 

〇友国委員  このことから、私の案は「前文」の「説明・補足」に「市民参加は、代表民主制を否

定するものではなく、これを補完するものである。」を入れてある。 

〇小林先生  市民が参加する手続を議会も尊重していただきたいという意味です。 

〇並木委員  「市政」に「議会」が入るならば、条例の制定にも市民が参加することになり、議会

の仕事は何なのかということになってしまう。「議会」が入っていなければ、市が制定するときに、

市民参加で意見を求めて行うことになる。 

〇小林先生  条例制定権は市長にもあり、それを市民参加で行うことになります。議会がそれをど

のように審議するかは触れていません。 

〇鈴木(誠)委員  条例案は市長が受け止めて議会の承認を得ることになるが、その場合に議会が制

約されることになるのか。 

〇鈴木(俊)委員  「市民参加の対象範囲」では、その範囲を示しているのであって、議会活動を制

約するとはこの文面からは読めない。 

〇並木委員  条例を制定する場合に、提案だけではなく採択まで含むのであれば、市民参加を行わ

なければならないことになる。 

〇小林先生  市民参加の考え方は、市長、教育委員会等が持っている権限に市民が関与することに

なります。「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」、「旭川市市民参加推進条例」にも同

 5



様に条例の制定についての規定がありますが、これらは議会が入っていなく、市に限られています。 

〇相場委員  「市政」に「議会」が入ると「市民参加の対象範囲」では主語が規定されていないの

で、議会が自ら条例を制定する場合にも市民参加の手続を行わなければならないことになる。 

〇並木委員  議員立法がある。 

〇相場委員  議会を制約してもよい旨の意思統一があれば、「議会」を入れても構わない。 

〇保坂委員  市と議会は執行側と立法側という異なる立場での協働である。条例の制定、改廃を決

めることは、市民は直接関わることはできないので、できる範囲内の参加になる。議会が市民の意

見を聴取して行ったとしても、最終的に議会の場では当然ながら市民は何もできない。 

〇並木委員  「議会」が入ると議員立法をする場合でも市民参加を行わなければならないと読める。 

〇小林先生  それは読めません。議会が行わなければならないことはどこにも規定されていません。 

〇並木委員  「市民参加の対象範囲」の第２号は「市政に関する基本方針を定める条例の制定、改

廃…」となっており、「市政」に「議会」が入るとなると、議会に関する基本方針を定める条例の制

定、改廃をする場合は、市民参加を行わなければならないことになる。 

〇小林先生  市民参加の各方法には、議会が具体的に何かしなければならないことは書かれていま

せん。議会はあくまで協働のパートナーとして入れているだけとなっています。 

〇並木委員  「協働」の定義の中に「議会」を入れているので、「市政」の定義の中に「議会」を入

れなければならない必要はない。 

〇小林先生  条例のつくり方には、市を対象にするものと議会も含めるものと２つのタイプがあり

ます。自治基本条例は議会も入れています。この条例案では、議会活動を制約せずに入れることで

議論してきています。 

〇柴田委員  「市民参加の対象範囲」の第２号「市政に関する基本方針を定める条例の制定、改廃

…」は、「市が定める条例の制定、改廃…」にした方がよい。 

〇並木委員  「市民参加の対象範囲」の第２号「市政に関する…」の前に「市は」を入れればよい。 

〇小林先生  「市政」は市の活動に限定するのですか。 

〇友国委員  議会がすることは「議会の役割」で規定しているだけであり、「市政」に「議会」が入

っても構わない。 

〇相場委員  「市政」に「議会」が入るとなると、例えば、個人資産に関する条例のように議会の

基本方針に関係する内部的な事項を定める条例を制定する場合においても、市民参加を行わなけれ

ばならないことになる。「協働」の定義に「議会」が入っており、第５条で「議会の役割」を明確に

しているので、誤解を招かないよう「議会」は入れない方がよい。 

〇並木委員  「市民参加の対象範囲」の第１号は、あくまで「策定」であり「制定」ではないので

市が行うものである。各号のうち第２号のみが「制定」となっている。 

〇鈴木(俊)委員  いずれにしても「市民参加の対象範囲」は議会が関わってくると読める。また、

「市政」の中で、議員個人の活動を含むか否かを再度確認すべきである。 

〇石井座長  「市政」の定義の中の「議会」を削除し、「市民参加の対象範囲」の各号の表現の整合

性を図ることとします。 

〇並木委員  「市民参加の対象範囲」の第２号の「制定」は「立案」あるいは「策定」の方が、議

 6



決権がないことが分かり誤解を招くことも少なくなるのでよい。 

〇柴田委員  「市民参加の方法」に市民参加の手続が規定されているので、分かるのではないか。 

〇並木委員  その後の条文を見なければ分からないのではなく、先に示すべきである。 

〇柴田委員  機関としての「議会」で議員の個人的な活動は含まれない。議会の活動、例えば、市

民にマイナスとなるような条例を制定しようとする場合に、市民はそれに対して何も言えないのか。 

〇並木委員  議会で市民は意見を述べられないので、陳情、請願等で行うことになる。議員は市民 

に選ばれ、選んだ市民が後ろにいる以上、市民が議会に意見を述べるのは難しい。 

〇原田副座長  小倉委員が「定義」に「市民活動」という用語を挙げ、友国委員が「市民参加」に

「計画、実施、評価の各段階で」を入れる旨の意見を出されているのでお聴きしたい。 

〇小倉委員  以前、小林先生から「市民活動」は市民参加条例の射程ではないとのアドバイスをい

ただいたが、「西東京市市民参加条例」は掲げている点についてお聴きしたい。 

〇並木委員  その前に「市民活動」という用語が条例案の中に出てくるのか。 

〇小倉委員  新たに「市の役割」の第４項に「市は、市民活動の促進を図るため、適正な支援を行

うよう努めます。」を規定することを提案した。これにより「市民活動」の定義が必要になる。 

〇石井座長  市が市民参加を行わない場合や緊急性等で市民参加が行えない場合には、その理由を

公表する旨については、「市民参加の対象範囲」の「説明・補足」で石狩市を参考に書いてあります

が、それとは別に規定すべきとの意見があった旨を「説明・補足」に入れたいと考えています。 

〇並木委員  「説明・補足」ではなく条文に入れるべきである。 

〇小林先生  それについては条文に入れた方がよいでしょう。 

〇柴田委員  条文に入れた方がよい。 

〇並木委員  「市民参加の対象範囲」と「市民参加の方法」のどちらに規定するのが適当なのか分

からない。 

〇小林先生  「市民参加の実施」とし、「市民参加の対象範囲」、「市民参加の方法」とは別の条立て

にした方がよいでしょう。 

〇並木委員  それならば別立てとする。 

〇石井座長  それでは、新たな条立ての見出しについて意見をお願いします。 

〇柴田委員  「透明性の確保」としてはどうか。 

〇保坂委員  表現が硬すぎる。 

〇並木委員  「市民参加手続ができなかった場合」としてはどうか。 

〇柴田委員  「市民への説明」としてはどうか。 

〇土屋委員  他の自治体の条例では、市民参加ができない場合を「例外」としている。 

〇並木委員  「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」では、「市民参加手続の実施」と

して第１項で市民参加手続を行わなければならない旨を規定し、第２項で市民参加手続ができなか

った場合について規定している。範囲や方法ではないので「市民参加の実施」があってもよい。 

〇石井座長  「市民参加の実施」でよろしいですか。 

〇並木委員  「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例」を参考にすると、第１項は「市

は前条に掲げる市政を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続を行わなければなりません。」
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となる。また、第２項は、私の提案の「２ その２項として」で挙げた緊急その他やむを得ない理

由がある場合の事柄と同様になる。 

〇石井座長  「市民参加の対象範囲」、「市民参加の実施」、「市民参加の方法」の順で規定すること

でよろしいですか。 

〇小林先生  「市民参加の対象範囲」、「市民参加の方法」、「市民参加の実施」の順の方がよいでし

ょう。また、「市民参加の方法」では、簡潔に「市民参加の方法は以下のとおりです。」とし、適切

な方法を選択する旨は「市民参加の実施」で規定した方がよいでしょう。 

〇相場委員  「市民参加の対象範囲」の基準は、市長の裁量をある程度は与えてもよい。 

〇保坂委員  人口７万人の自治体は、１億円以上を大規模施設とするような一定の概念はあるのか。 

〇相場委員  「志木市公共事業市民選択権保有条例」で１億円以上を対象としている例がある。 

〇並木委員  １億円以上では、建物であればよほど簡単なものでない限り該当してしまうことにな

るので、あまり細かいものまで対象にして手足を縛るのは好ましくない。 

〇事務局  参考までに、議会の議決が必要なものは請負金額が１億５千万円以上となっています。 

〇原田副座長  話を元に戻すが、小倉委員提案の「定義」の「市民活動」の取扱いはどうするのか。 

〇並木委員  「市民活動」は市民会議の総意で入れないこととした。 

〇小倉委員  「西東京市市民参加条例」は「市民活動」が掲げられており、市民活動に関する規定

を入れるべきである。 

〇小林先生  市民活動の促進は、市民参加の促進というこの条例の目的と異なります。 

〇並木委員  私たちは市民参加を議論しているのであって、あまり間口を広げない方がよい。 

〇小倉委員  市民参加と市民活動は表裏関係にある。 

〇原田副座長  「市民活動」は市民会議の総意ではないので、「説明・補足」に入れることにする。

また、友国委員が提案の「定義」の「市民参加」に「計画、実施、評価の各段階で」を入れること

についてはどうするのか。 

〇友国委員  「市民参加の対象範囲」は、計画段階のみで実施と評価は入っていないので、「計画、

実施、評価の各段階で」は入れない方がよい。「補足・説明」にも入れなくてよい。また、「市民参

加の対象範囲」の第２号は、文面が長いので２つに分けた方がすっきりする。 

〇石井座長  これは条例に関することとして、まとめたままにします。 

〇小林先生  行政評価はどのようにされるのですか。これまでの議論を踏まえ、「説明・補足」に「行

政評価を入れるべきとの意見があった。」などと入れた方がよいでしょう。市民参加は決定過程への

参加であり、行政評価は決定過程ではないので、非常に難しい面があります。 

〇友国委員  市民参加には決定段階への参加だけでなく、実施や評価の段階もある。 

〇小林先生  評価への参加は技術的に非常に難しい面があります。例えば、年に１回だけ行政評価

を行うのであれば参加は容易ですが、評価の仕方によっては関わり方が異なってきます。 

〇並木委員  いずれにしても評価をどこかに入れていただきたい。 

〇石井座長  次に「市民参加の方法」を協議します。１つの方法だけでは効果が及ばないことも考

えられますので、「少なくとも１つ以上の適切な方法」としました。 

〇並木委員  市民参加の方法を市が全面的に決めてもよいのか疑問である。 
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〇友国委員  ただし書きの部分で、市民が提案できることになっているが、それでは駄目なのか。 

〇並木委員  この書き方では、市が市民参加の方法を選んだ後には、市民は意見を言えないことに

なる。市民と市が協議して市民参加の方法を決めるべきである。 

〇石井座長  これについては、市民参加推進会議を活用すべきとの意見がありました。 

〇並木委員  市民参加の方法を市民は提案できるが、市が主導的に決めていくことに危惧がある。 

〇柴田委員  並木委員と同様に感じている。また、「市民参加の対象範囲」に「その他市民の要望に

基づく事項」とあるが、どのように要望が出せるのかが分からない。 

〇石井座長  そこまで示すとなると、他も同様で膨大なものになってしまいます。 

〇柴田委員  中学生でも分かるように、参加の仕方を明確にすべきである。 

〇原田副座長  「市民参加の方法」で掲げた以外の方法は、「公募・アイデア募集」、「モニター方式」、

「ワークショップ方式」等が考えられるので「説明・補足」に入れた。 

〇並木委員  「市民意見提案制度」の「説明・補足」に、市民参加推進会議と協議して運営を定め

る旨が書かれているが、運営に関することは市民参加の方法の項目すべてに関わることなので、「市

民参加の方法」の「説明・補足」に、市民参加の方法を決める場合は、運営については市民の意見

を聴く形があることを入れていただきたい。 

〇小林先生  「市民参加の実施」の第２項を「市民参加の範囲、方法、選択について具体的な提案

をすることができます。」などとすればよいのではないでしょうか。 

〇並木委員  市民が提案することを問題にしているのではない。市民参加の方法を決めるときに参

加するのが本来の市民参加であるので、方法を市民参加で決めていくことを考えなくてはいけない。 

〇小林先生  それは非常に難しいものがあります。他の自治体の条例では、市民が参加できる適切

な時期に行うこととしている例もあります。また、市民参加の各方法の序列を考えた方がよいでし

ょう。主たるものは「市民意見提案制度」、「市民意向聴取制度」で、従たるものは「公聴会」、「審

議会」であるなどを「説明・補足」に入れて、なるべく前者を活用するように示した方がよいでし

ょう。すべての市民が参加できる方法が最もよく、「審議会」は１０名程度の市民が参加するにとど

まってしまう点も踏まえる必要があるでしょう。 

〇友国委員  「審議会」は十分な議論が行えるという点でよい方法である。一部の市民だけで行う

との問題はあるが、公表して行えば市民参加の意義は十分にある。 

〇並木委員  「市民参加の方法」の「市が少なくとも１つ以上の適切な方法により行います。」は、

市が方法を決めるのでよくない。市民参加であるから市民が入るべきである。市がその方法を先に

決めてしまった後では、市民は何も言えないことになる。 

〇友国委員  それは違う。ただし書きで、市民は市民参加の方法について提案できることになって

おり、少なくとも１つ以上の方法で行うこととしているのだから、市が先に決めた方法以外の方法

を市民は提案できる。 

〇並木委員  この文面からそれが読めるのか。 

〇友国委員  それは読める。 

〇鈴木(俊)委員  市民が提案できる時期については書いていないので、どの時点でも提案できる。 

〇並木委員  市民参加なのだから、市民参加で決める方法を入れるべきである。 
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〇小林先生  「市民の意見が十分に反映できるように」などを入れてほしいということですか。 

〇並木委員  そのような言葉が入ればよい。このままでは市が決めることになってしまう。 

〇友国委員  それは「市民参加の方法」だけでなく、すべてに関わるものであり、そのような基本

精神の下で条例案を考えているのであるから、あえてここに規定する必要はない。 

〇相場委員  「適切な方法」と書いてあり、市民が適切な方法でないと考えたならば、「推進組織の

設置」の中の市民参加推進会議の審議事項に「市民参加に対する評価について」を掲げ、市民参加

推進会議に意見を言える規定をしている。並木委員の意見を取り入れるのであれば、その方法につ

いて市民参加推進会議で行うなどの規定を設けなくてはならない。 

〇並木委員  市民参加推進会議に諮問あるいは協議するなどとしておかなければ、これまでの市民

参加と同様になる恐れがあるので危惧している。 

〇渡辺委員  ただし書きを前の文と並列な関係にすればよい。 

〇友国委員  第１項と第２項に分ければよい。 

〇柴田委員  「市民参加の対象範囲」の中に「その他市民の要望に基づく事項」とあるが、「市民参

加の方法」では市が行うことになっている。 

〇鈴木(俊)委員  「ただし」は「その際には」にした方がよい。 

〇並木委員  第１項と第２項に分けて、「ただし」は「前項の決定の際には」などにすればよい。 

〇柴田委員  市民参加の方法は市が決めることになるのか。 

〇石井座長  市民参加の方法は、市民の意向をそんたくして市が決めるものです。 

〇鈴木(俊)委員  最終的には市が決めるが、その過程で市民が提案できるということである。 

〇友国委員  ただし書きは例外なので、並列の関係にすべきである。 

〇相場委員  「説明・補足」の「本文ただし書きの方法には」の表現であると、各号に掲げた以外

の方法に限定されてしまうので、「各号で掲げた以外の方法には」にすべきである。 

〇小林先生  新たに号を設けて「その他市民が提案する方法」としてはいかがでしょうか。 

〇鈴木(俊)委員  「市民は、市民参加の方法の選択について具体的な提案をすることができます。」

の表現では市民参加の選び方を提案できることになってしまうので、「選択」を削除した方がよい。 

〇保坂委員  その方がよい。 

〇小林先生  「市は市民参加の方法等を決定する場合には、あらかじめ市民の意見を反映するよう

にしなければならない。」などを入れてもよいでしょう。 

〇石井座長  「市民参加の方法」で「その他の方法」を入れるとなると、その説明が必要になって

きます。ここでの市民参加の各方法は後で条立てしていますので、それを尊重していくようです。 

〇並木委員  新たに号を設けて「その他市民の要望に基づく方法」とし、方法は「公募・アイデア

募集」、「モニター方式」、「ワークショップ方式」等があることを「説明・補足」に入れた方がよい。 

〇原田副座長  「その他市民が提案する参加方法」の方がよい。 

〇並木委員  最終的には市長の考えを聴かなければならない。道路関係四公団民営化推進委員会の

今井委員長のように、最後になって放り投げられては困る。 

〇石井座長  提言後のフォローアップが重要です。 

〇並木委員  少人数で市長の考えを聴く方がよい。これまでは、提言して終わりになっていた。成
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文化への心づもりのある提言にしたい。 

〇柴田委員  市民からの提案は１人からできるのか。 

〇並木委員  １人でも提案はできるが、市に採択の義務を課すとなると大変なことになる。 

〇柴田委員  市民が提案したものを市が採択しなかった場合の監視はどうするのか。「市民参加の対

象範囲」の「説明・補足」の「有権者の 1000 分の１の連署」のように、具体的な数字を挙げること

はできないか。 

〇並木委員  有権者の 1000 分の１が集まらなければ提案できないのでは、ハードルが高すぎるので

１人からでもよい。 

〇柴田委員  市民から提案されたものがどのように扱われるのかをうたっておかないと、１人から

できても、市は提案を無視してもよいということになりかねない。 

〇石井座長  それは市民参加推進会議の役割となります。 

〇保坂委員  条例案の精神からいけば、１人の市民からの意見であっても、市は誠実に対応しなけ

ればならない。 

〇並木委員  「語る会」で出された、赤と白の鉄柵が不快であるというような意見が出てきた場合

に、それを受け入れるかどうかは難しい問題である。 

〇渡辺委員  これまでに市に意見や要望等を出したときには、必ず返事をもらっている。 

〇鈴木(俊)委員  「市民参加の実施」に「市は、市民の具体的な提案について総合的かつ多面的に

検討し、その検討結果及び理由を公表するなど誠実に対応します。」などを規定すればよい。 

〇柴田委員  「市民参加の対象範囲」の「説明・補足」の中の「有権者の 1000 分の１の連署」は、

数字についてはさておき、このような考え方は条文に入れた方がよい。 

〇石井座長  これについては検討結果及び理由を公表することになっており、「公募・アイデア募集」

で出されたものまで公表することになりますが、どのようにしたらよいですか。 

〇並木委員  内容によっては公表がそぐわないケースがある。どこの誰がどのような意見を出した

のかを公表するのは問題がある。 

〇友国委員  公表してもかまわない。 

〇鈴木(俊)委員  それは公表の内容による。先程発言した「市民参加の実施」に入れる条文から、

検討結果をはずし「市は、市民の具体的な提案について総合的かつ多面的に検討し、誠実に対応し

ます。」にする。 

〇相場委員  「市民参加の実施」の第２項と第３項は裏腹の関係にある。市民の提案には一定の範

囲を設けているから公表するのであって、１人でも提案できるのであれば、すべて公表することを

市に義務付けるのは無謀である。 

〇並木委員  鈴木(俊)委員の発言のとおりでよい。 

〇小林先生  検討結果の公表については、「原則として」などを入れることにしてはいかがでしょう

か。 

〇並木委員  公表すると、さらし者になる恐れがある。 

〇友国委員  そのような考えではいけない。プライバシーに関係なく、提案する市民に責任が生じ

るので公表すべきである。 
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〇柴田委員  公表に賛成である。 

〇並木委員  公表はかえってブレーキになる。 

〇柴田委員  例えば、「５人の連署」にして公表した方がよい。明確に数字を示した方が中学生にも

分かりやすい。 

〇鈴木(俊)委員  公表し責任を持って発言するのであれば、１人の提案であってもよい。 

〇保坂委員  「原則として」を入れての公表でよい。「原則として」を入れると、意見を受け取った

側が判断することになる。出された意見が握りつぶされるのではと疑うのではなくて、良識の判断

に任せる。 

〇相場委員  「市民参加の対象範囲」の「説明・補足」の公表の例示は細かすぎる。「明らかにする」

あるいは「通知する」程度で十分である。 

〇小林先生  「検討結果及び理由を相手方市民に通知する」などでよいでしょう。 

〇石井座長  次に「市民意見提案制度」を協議します。これ以降の市民参加の各方法は、方法論と

して決めかねる事項が多いので、「この運営に関する事項は別に定めます。」としてあります。 

〇並木委員  「市民意向聴取制度」の「説明・補足」に「案件によっては、対象者に団体を含むべ

きとの意見があった。」とあるが、「市民意見提案制度」も同様に団体を含むべきである。 

〇相場委員  「市民」の定義に「団体」を入れたので、新たに書き入れる必要はない。「市民意向聴

取制度」の「説明・補足」のその部分は削除する。 

〇小林先生  この制度の提案者は１人でよいのかを決める必要があります。ある程度の人数ででき

るようにして、提案に重みを持たせた方がよいでしょう。 

〇石井座長  小林先生のアドバイスに反することになりますが、提案は１人からできることでよい

ですか。 

（委員了承） 

〇小林先生  提案の取扱いはどのようにされますか。「市民参加の対象範囲」の「説明・補足」の「市

は、市民の具体的な提案について総合的かつ多面的に検討し、その検討結果及び理由を公表する。」

と同様な規定を入れた方が市の対応が明確になりよいでしょう。 

〇並木委員  第３項に「市は、市民の具体的な提案について総合的かつ多面的に検討し、誠実に対

応します。」を入れた方がよい。 

〇石井座長  「市民意向聴取制度」にも同様に入れた方がよいですか。 

〇並木委員  ここには入れなくてよい。 

〇石井座長  「公聴会」も公述人が意見を述べるのにとどまるので、入れないこととします。 

〇小林先生  「市民意向聴取制度」の「説明・補足」に、市は形式的に市民の意見を聴くのではな

く、十分に聴き、市民の意見が反映されるような形で運用してほしい旨を入れた方がよいでしょう。 

〇石井座長  市民の意見を反映させるためには、どのような条件が必要ですか。 

〇小林先生  意見聴取の期間の設定、案の経過等やそれに関する情報の公開などがあります。 

〇石井座長  「公聴会」でも同様に、市民の意見を十分聴き、市民の意見が反映されるような形で

運用してほしい旨を「説明・補足」に入れた方がよいですか。 

〇並木委員  何らかの歯止めをかける必要があるので、「説明・補足」に「市民の意見が十分反映さ
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れるような運営をする。」を入れた方がよい。 

〇石井座長  次に「審議会」を協議します。 

〇並木委員  「説明・補足」の「審議会の市民委員は公募を原則」は条文に規定したい。 

〇友国委員  その意見に賛成である。 

〇石井座長  委員の構成は、様々な意見がありましたので「説明・補足」に書きました。 

〇友国委員  「公募による市民委員が過半数」は市民会議の総意でないので意見でよいが、委員の

公募に関しては違う。 

〇並木委員  少なくとも委員の公募に関しては、総意であったと捉えている。「市民委員」の「市民」

を削除し、「審議会の委員は公募を原則とする。」と条文に規定する。 

〇鈴木(俊)委員  「審議会」は何をする機関なのか。「審議会」と「市民参加推進会議」との違いが

よく分からない。 

〇並木委員  「審議会」は市民参加に限らず、市政のあらゆることに対するものである。 

〇友国委員  「審議会」は「市民参加の方法」の１つである。 

〇並木委員  すでに存在する「審議会」になるべく市民が参加できるよう、この項目を設けている。 

〇小林先生  この市民会議のような機関を設けて案をつくる、あるいは市がつくった案を審議する

ことになります。 

〇鈴木(俊)委員  「審議会」と「市民参加推進会議」との関係はどうなるのか。 

〇並木委員  例えば、都市計画審議会の委員に公募の市民が入っているかをチェックするのが「市

民参加推進会議」であるが、都市計画について審議するのは、あくまで都市計画審議会である。 

〇石井座長  「審議会」は市民参加を推進する機関ではなく、一般的なものを指しています。それ

に対して、「市民参加推進会議」は市民参加の推進を図るための常設の機関としています。 

〇友国委員  「市民参加推進会議」は、この条例に基づいて市民参加の推進を図る機関である。 

〇鈴木(俊)委員  条文の「市は、審議会を設置して市民参加を行うことができます。」だけでは、よ

く分からない。 

〇小林先生  「市政についての案を立案する場合、審議会を設置して付議することができます。」な

どと、もう少し詳しく示した方がよいでしょう。 

〇並木委員  公募の委員を過半数にすることも条文に入れたい。例えば、２０人の審議会の委員の

うち１人を公募したことによって、市民参加を行ったことにされては困る。法令で決められている

ものもあるので、「原則として」を入れればよい。 

〇友国委員  その意見に賛成である。 

〇小林先生  公募を原則とすることは、委員全員が公募ということですか。 

〇並木委員  委員のある程度が公募であればよい。公募を原則とするが全部でなくてよい。 

〇小林先生  「旭川市市民参加推進条例」では、「全部又は一部の委員を公募により選考しなければ

ならない。」と規定しています。委員全員が公募であってもかまわないでしょう。 

〇並木委員  原則として委員の過半数を公募することにしてもよい。 

〇友国委員  全委員を公募にした場合には、審議会が成立しなくなる恐れがある。 

〇鈴木(誠)委員  市民参加であるのだから、委員の過半数は公募にした方がよい。 
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〇渡辺委員  条文には「委員は公募を原則とします。」とだけ規定し、委員の過半数を公募にするこ

とは入れない方が、いろいろと対応できるのでよい。 

〇保坂委員  委員に学識経験者等が必要な審議会もあるので、すべて公募とはいかない。 

〇並木委員  そのために「原則」としている。 

〇柴田委員  「説明・補足」の表現と同様に「できるだけ」でよい。 

〇並木委員  「説明・補足」ならばそれでよいが、条文では表現が弱すぎる。「原則」とすれば、そ

こからはずれたものには説明責任が生じる。 

〇友国委員  「説明・補足」の「会議及び会議録を公開すべきとの意見があった。」は、当たり前の

ことである。 

〇並木委員  現在は秘密会議で審議会を行っている例はない。 

〇石井座長  当たり前のことかもしれませんが、このような意見がありましたので入れておきます。 

〇並木委員  条文は「審議会の委員は公募を原則とします。」だけで、委員の過半数を公募にするこ

とは入れなくてよい。この方が 100％が原則として公募となる。また、「説明・補足」の「市は、審

議会の意見を尊重することを条文化する必要があるとの意見があった。」とあるが、市長が諮問して

いるので、条文化はもちろんのこと「説明・補足」に入れる意味もない。 

〇保坂委員  尊重されなかったことが多分にあったので不安がある。 

〇石井座長  これは入れておきます。 

次に、「住民投票」を協議します。柴田委員から数字を入れて明確に示すべきとの意見がありまし

たが、発議の要件について、条文は「一定の人数の連署」とし、具体的な数字を挙げず「説明・補

足」で例として挙げています。 

〇友国委員  条文の「住民投票を発議するよう」は、やさしく「住民投票を行うよう」の方がよい。 

〇石井座長  そのように修正します。 

〇小林先生  「説明・補足」の「50 分の１」は地方自治法の法定数であり、要件は緩和すべきなの

で、入れておく必要はないでしょう。 

〇石井座長  どの程度がよろしいですか。 

〇小林先生  「500 人」程度でよいでしょう。 

〇石井座長  それでは、「50 分の１」は削除し「500 人」を追加します。 

〇並木委員  「定義」の「住民」の規定では、０歳児から含まれることになる。 

〇相場委員  「住民投票」の第１項の「住民」は適当ではない。 

〇事務局  「説明・補足」の中の「市民」は、市民投票ではなく住民投票なので、「住民」の方が適

当ではないでしょうか。 

〇石井座長  これは「住民」に修正します。 

〇小林先生  １８歳以上から発議できるようにした方がよいのではないでしょうか。 

〇鈴木(誠)委員  「住民」の定義を変えた方がよい。 

〇鈴木(俊)委員  子供が市民参加してもよいので「住民」の定義はこのままとし、「住民投票」の規

定を変えた方がよい。 

〇友国委員  「住民」を定義するのは「住民投票」の規定があるからなので、しっかりと定義すべ
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きである。 

〇鈴木(誠)委員  「住民」の定義を「住民基本台帳に記録され、または外国人登録原票に登録され

た１８歳以上の人のことをいいます。」とすればよい。 

〇相場委員  このたび行われる朝霞地区４市合併の住民投票は２０歳以上となっている。 

〇並木委員  さらにそれには外国人は含まれない。「住民」の定義はこのままにして、「説明・補足」

の中で「１８歳以上にすべきとの意見があった。」とするしかない。 

〇柴田委員  「住民は、別に定める条例に従って一定の人数の連署で市長に住民投票を行うよう提

案することができます。」にしてはどうか。 

〇相場委員  第４項の「条例」は、住民投票の目的が明確になったときのものなので、それでは適

当ではない。 

〇小林先生  「住民」の定義を削除し、「有権者」としてはいかがでしょうか。 

〇並木委員  「有権者」は２０歳以上であり外国人が含まれないので、私たちの市民参加に対する

思いとは離れてしまう。 

〇相場委員  発議は「有権者」に賛成である。住民投票を行うときは、案件に応じて条例で資格者

を定めればよい。 

〇小林先生  「住民」の定義は削除し、「有権者は、500 人の連署で市長に住民投票を行うよう提案

することができます。」などとし、「説明・補足」に「投票については、１８歳以上あるいは外国人

を含むようにしてほしい。」などを入れてはいかがでしょうか。 

〇並木委員  「住民」の定義はこのままとし、第１項を「有権者」にすればよい。 

〇相場委員  「有権者」は、「公職選挙法で定める選挙権を有する者」などと定義する必要がある。 

〇鈴木(俊)委員  第１項の「住民」は「１８歳以上の住民」にすればよい。 

〇保坂委員  潮流として対象者は拡大する方向にあるので、現段階は「有権者」としておくが、い

ずれは年齢要件が下がり外国人も含まれるようになる。 

〇並木委員  このままにして市長に判断させてもよい。 

〇相場委員  ０歳児まで含まれるのは無謀である。 

〇鈴木(誠)委員  発議だけの問題なので「２０歳以上の住民」にしてもよい。 

〇小林先生  それでは、犯罪を犯して選挙権を有していない人をどのように取り扱うのかの問題が

生じてきます。 

〇鈴木(俊)委員  発議は有権者で、署名は１５歳以上とすることはできないか。問題は０歳児から

発議できることであり、高校生がまとまって市政に意見を述べることをできなくしてしまうのか。 

〇並木委員  民法では１５歳以上の者は本人の意思があるものとみなされている。 

〇石井座長  「住民」、「一定の人数の連署」とも、たがをはめずにこのままでよいと考えています。 

〇友国委員  参考として、陳情、請願の提出は年齢制限がない。 

〇土屋委員  案件によって投票資格者の対象は変わってくるので、年齢要件は規定しない方がよい。 

〇並木委員  第１項はこのままでよい。 

〇友国委員  並木委員と同様、このままでよい。 

〇鈴木(俊)委員  先程、「住民」は「１８歳以上の住民」にすればよいと発言したが、高校生でも発
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議できるよう「１５歳以上の住民」の方がよい。 

〇並木委員  民法上１５歳未満の者の連署は本人の意思とはみなされないことから、市長はこれら

の者の連署の受取を拒否することができるのかもしれない。 

〇相場委員  署名の有効性は地方自治法の規定にのっとることになるのか。 

〇事務局  署名は個々に選挙人の登録名簿と照合し、同一人が含まれていないかなどを確認します。 

〇相場委員  「住民投票」は、市民参加の方法の中の例外的で非常に大きなものである。案件に応

じて投票資格者の年齢要件を決めればよいが、署名は厳格に行うべきである。 

〇原田副座長  厳格とは「１５歳以上」や「１８歳以上」と年齢要件を明確に規定することか。 

〇相場委員  年齢要件を規定した場合は、選挙人名簿に載っていないので、住民票で確認しなけれ

ばならなくない。 

〇石井座長  発議権を特定すると、住民投票の目的に沿わなくなってしまうと感じています。 

〇事務局  例えば、１５歳以上の者が署名して発議した場合に、これを受けまして住民投票を行う

ことになりますが、条例で資格者を定めるときは、これを尊重して１５歳以上としなければならな

くなり、市長にたががはまることになります点も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  住民投票を提案したら、市長は必ずしなければならない旨はどこにも書いていない。

したがって、慎重に審議した結果、住民投票を行わなくなったとしてもかまわない。市長は拒否も

できるので、そのようなことは考える必要はない。 

〇小林先生  例えば、500 人の発議で住民投票ができるとした制度化を協議しているので、あまり

拒否できることを想定して書かない方がよいでしょう。 

〇友国委員  住民投票は、時間と手間をかけて投票に行かなければならないものであり、経費も非

常にかかるものなので、ハードルは高く設定すべきである。 

〇小林先生  住民投票の発議が０歳児からできることには問題があります。 

〇並木委員  年齢要件の規定は明確な理由がなければならない。全国でこれまでに行われた住民投

票の事例は、「１５歳以上」が最も低く「有権者」ではハードルが高すぎる。 

〇友国委員  住民投票は軽々しく行うものではない。 

〇渡辺委員  第１項の「住民」は「有権者」とし、住民投票を行うときに、投票資格者を案件に応

じて１５歳以上とするなどで対応すればよい。 

〇小林先生  「住民投票」を「市民投票」にし、「市民は、有権者５００人の連署で市長に市民投票

を行うよう提案することができます。」としてもよいでしょう。 

〇並木委員  それならば、「住民は、有権者５００人の連署で市長に住民投票を行うよう提案するこ

とができます。」にした方がよい。 

〇小林先生  「住民投票」を設けることは、市民参加でありながら、「市民」ではなく「住民」とし

ているのかの疑問が生じてきます。 

〇並木委員  「住民」の定義はこのままで、発議は０歳児からできることにして要件を広げておく。 

〇小林先生  それは無理があるのではないでしょうか。 

〇相場委員  「市民投票」では、「市民」の定義に含まれる通勤、通学者が把握できない。 

〇渡辺委員  第１項の「住民は」は「住民投票は」としてはどうか。 

 16



〇並木委員  発議の要件は必要である。年齢要件を設けるのであれば、法的に本人の意思とみなさ

れ、後見人を必要としない「１５歳以上」の方がよい。 

〇保坂委員  「住民」という言葉を一般的に使用する場合は０歳児から含まれる。発議を０歳児か

らとするのは問題ではあるが、年齢要件は地域差があってよい。 

〇鈴木(俊)委員  第１項の「住民」は「有権者である住民」にすればよい。 

〇鈴木(誠)委員  「住民」の定義は「住民投票」の条文にしか使用されていないので、定義を削除

した方がよい。 

〇友国委員  その意見に賛成である。 

〇石井座長  これからの住民投票の有り様を考えると、発議権を縛ってしまうのはいかがなものか

と感じています。 

〇相場委員  そうであっても、０歳児から発議できることはむちゃである。 

〇並木委員  それならば、第１項の「住民」は「有権者」とすることでよい。 

〇鈴木(俊)委員  第２項の「住民」は０歳児から含まれてもよいので、「住民」の定義はこのままと

し、第１項の「住民」は「有権者」にした方がよい。 

〇柴田委員  「住民」を定義する意味がないので、鈴木(誠)委員の意見に賛成である。 

〇鈴木(俊)委員  第２項で「住民」を使用しているので、定義する意味はある。 

〇柴田委員  なるべく広く行う観点から「住民」より「市民」、「住民投票」より「市民投票」の方

がよい。 

〇鈴木(誠)委員  「住民投票」でよく、「住民投票」の条文に「住民」を定義すればよい。 

〇保坂委員  将来は「市民投票」を考えていく必要があるが、まずは年齢要件から広げていくこと

が先決である。発議は「１５歳以上」からできる方がよい。 

〇石井座長  現状では、「市民投票」は難しいと感じています。 

〇柴田委員  連署の具体的な人数は条文に入れるのか。 

〇鈴木(俊)委員  情勢によって変わることがあるので、具体的な数字は条文に入れないで、「説明・

補足」の中に書いておけばよい。 

〇相場委員  条文で「一定の人数」という表現は有り得ないし、「一定の人数」では市に任せること

になるが、それでよい。 

〇石井座長  次に「推進組織の設置」を協議します。市民参加推進会議の審議は、「市の諮問に応じ、

又は市に意見を述べるため」とし、市からだけでなく、市民参加推進会議からも意見が述べられる

ようにしました。 

〇並木委員  市民参加の方法を決定することが審議事項に含まれていないので、「市民参加の方法の

決定」を追加した方がよい。 

〇石井座長  「市民参加推進活動に関する情報について」を「市民参加推進活動について」に修正

することでよろしいですか。 

〇並木委員  それでよい。 

〇石井座長  次に「条例の見直しと検討」を協議します。見直しの期間を「３年を超えない期間内」

としました。「条例の見直しと検討」はこのとおりでよろしいですか。 
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（委員了承） 

〇石井座長   次に友国委員から出された「委任」の条立てと「附則」について協議します。「委任」

の友国委員案「この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。」は、「この条例の施行に関し

必要な事項は別に定めます。」が適当であると考えています。 

〇並木委員  「附則」は必要ない。 

〇鈴木(誠)委員  「附則」は希望として入れてもよい。 

〇並木委員  なるべく早く施行してもらいたいので、施行日を入れる必要はない。 

〇鈴木(俊)委員  合併した場合のこの条例の取扱いについて、どこかで触れておく必要がある。 

〇石井座長  それは提言には入れないこととします。 

提言書のたたき台の協議は以上です。 

次に「第２回（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。当日の市民への配

付資料は、条文と「説明・補足」を入れたものでよろしいですか。 

（委員了承） 

〇並木委員  市民に条例案を説明するのか、それとも市民からもっと意見を聴いて条例案を変える

のか、この会のコンセプトを確認したい。 

〇石井座長  第１回の「語る会」での意見を受け、前回の会議で条例案を説明するためにこの会を

開催することが市民会議の総意となっていますので、前者のコンセプトで行います。市民からの意

見、要望等は聴くだけとします。なお、進行役は第１回と同様に原田副座長が担当し、意見の要約

は益子副座長にお願いすることとします。「語る会」は以上です。 

広報わこう４月号の「まちづくり市民会議だより」は、私が担当します。また、第１２回の会議

において提言できる状況であれば、提言書を提出することでよろしいですか。 

（委員了承） 

次は「第２回（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」を３月１５日（土）午後２時から和光郵

便局で行います。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。 


