
第１２回和光市まちづくり市民会議会議録 
 
日 時  平成１５年３月２７日（木）午後７時～午後８時３０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、鈴木俊治、土屋恭則、友国 洋、並木修二、 

西田幸夫、保坂和雄 
（欠席者 柴田郁夫、鈴木 誠、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  市長 野木 実 

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１２回和光市まちづくり市民会議を開催します。 

  第１１回市民会議会議録並びに第２回語る会会議録及び意見要旨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  提言書の内容について協議します。これについては、前回の会議以降、５名の委員か

ら意見をいただき、その趣旨をそんたくして修正しました。 

「提言書の提出にあたって」は、たたき台での前近代的な表現である、肩に力が入りすぎている、

違和感があるなどの意見を踏まえて修正しました。これ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  続いて「（仮称）和光市市民参加条例案と説明・補足」について協議します。 

「前文」は、たたき台では見出しとしての表記していました「前文」を削除しました。 

第２条の「用語の意味」は、前回の会議での意見を踏まえ修正し、第２回語る会で提示したとお

りです。 

第８条の「市民参加の実施」は、「説明・補足」の３番目の項目に「市民参加について、市民の提

案が盛り込まれているが、対象や方法を市がし意的に選択するきぐや疑念があるとの指摘があった。

市民の提案が十分反映されるよう配慮すべきである。」を追加しました。 

第１３条の「住民投票」は、「説明・補足」の５番目の項目に「住民投票を提案する対象は、例え

ば、事業費が２０億円以上の大規模施設の設置に係る計画の策定等が考えられるの意見があった。」

を追加しました。これは、住民投票を市民が提案する際の物差しを示しておくべきであるとの意見

をそんたくしたものです。 

それでは、「条例案と説明・補足」について意見をお願いします。 
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〇並木委員  住民投票の追加項目については私の意見が基であるが、市民会議のコンセンサスをと

っていただきたい。 

〇石井座長  小林先生から、市民参加は市民にも責任が求められるので、市民が参加するときには

氏名、住所を名乗ることを明記した方がよいとのアドバイスをいただいています。また、「説明・補

足」に少数意見は載せなくてもよいとの意見も出されましたが、少数意見は入れておく必要がある

として議論してきましたので載せています。 

〇並木委員  「市民参加の実施」の「説明・補足」の四番目の項目では「プライバシーの尊重」と

しているが、第１５条の「市民参加の公表」の「説明・補足」の二番目の項目では「プライバシー

の保護」となっているので、表現を統一した方がよい。 

〇石井座長  「プライバシーの保護」に統一します。 

〇並木委員  「住民投票」は、有権者が提案できるとし詳細は別に定めるでは、市民が提案したも

のが条例に規定していないことによって断られてしまう恐れがあるので、市民が提案する際のある

程度の物差しを示しておく必要がある。これについて市民会議のコンセンサスを得たい。 

〇小林先生  条例の運用に当たり、氏名、住所を明記すべきことを触れておく必要があるでしょう。

匿名は認めないことなどを市民会議で一致しておかなければ、市が対応に困ることになります。 

〇土屋委員  「事業費が２０億円以上」は、これまでの協議に出ていない。 

〇並木委員  第２回語る会の開催後に私が出した意見である。 

〇土屋委員  「事業費が２０億円以上」とした理由は何か。 

〇並木委員  目安として、市の年間予算の約１割程度であれば大きな事業なので適当と考えたから

である。しかし、必ずしもこの数値にはこだわってなく、高すぎるので１０億円以上、あるいは低

すぎるので５０億円以上とするなどの意見があってもよい。いずれにしても何らかの目安がないと、

提案する市民は不安である。 

〇小林先生  「住民投票」の「説明・補足」の３番目の項目の提案要件の人数は、１つに決めた方

がよいでしょう。 

〇岡野委員  第１２条の「審議会等」では、審議会等の委員は原則として公募としているが、第１

４条の「推進組織の設置」では、市民参加推進会議の委員は市民の代表と学識経験者等で構成し、

市民代表の委員の過半数は公募としている。個人情報保護審議会等市には様々な審議会があるが、

委員は原則として公募となると理解してよいか。 

〇石井座長  市民会議の意見としては、そのようになります。 

〇益子副座長  自治会や市民団体の代表、学識経験者は入れておかなくてよいか。 

〇石井座長  市民参加推進会議は、条文に「市民の代表及び学識経験者等」として含めています。 

〇並木委員  さらに、「説明・補足」で自治会や市民団体の代表を加えることができるとしている。 

〇小倉委員  自治会や市民団体の代表は公募ではないのか。 

〇石井座長  これらは「市民の代表」に含めております。 

〇鈴木(俊)委員  和光市は近々合併する可能性があり、合併した場合でもこの条例の精神を生かし

ていく必要がある。第１６条の「条例の見直しと検討」の「説明・補足」に「合併した場合には、

この条例の理念を生かした条例の制定を求めます」あるいは「希望します」などと書き入れてもよ
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いのではないか。 

〇石井座長  合併についてはこの会議では触れないこととしていますが、後程、市長に私たちの思

いを聴いてもらいますので、そこで発言していただきたい。 

〇保坂委員  合併は極めて生臭い問題で、提言書で触れることには疑問があるので、提言書以外で

表明するしかない。 

〇並木委員  今回の合併問題はいくつかの案からの選択ではなく賛否を問うので、議論が二分して

しまうのを避けるために、触れないでおくことにしたと理解している。 

〇相場委員  「住民投票」は有権者が提案できるとしているが、提案に対する市の取扱いについて

の規定がない。例えば、「住民投票の提案があった場合は、市長はこれを尊重して議会に自らの意思

を表明する」などの規定を入れた方がよい。 

〇原田副座長  「市民参加の実施」の第４項で「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」としており、「具体的な提案」には「住民投票の提案」も含まれるので、これで読め

るのではないか。 

〇相場委員  「有権者の５０分の１」であれば直接請求となるので問題ないが、「住民投票」の「説

明・補足」にある「有権者の７０分の１」、「１０００人」、「５００人」などと住民投票の提案要件

を下げた場合には、市長の義務規定を設けた方がよい。他の市民参加の方法は、市民が希望を出し

て市がそれを尊重して行うこととしているが、「住民投票」では一定の連署としており、提案された

ものをどのように取り扱うのかについて、何らかの形で明確にしておく必要がある。 

〇小林先生  「市民意見提案制度」では一人でも提案できることとし、市がその提案に応えない場

合があることから、「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」を規定してい

ます。それに対して、「住民投票」では一定の連署で提案できることとしていますので、対応が異な

ってきます。 

〇相場委員  この案では、住民投票の提案があった場合には、市は何もしなくても差し支えないこ

とになる。地方自治法の直接請求の規定である有権者の５０分の１の連署とすれば、細かな規定を

置かなくて済む。 

〇並木委員  住民の提案要件があるのに、それに対する市長の義務規定がないのはアンフェアな感

じがする。 

〇小林先生  第９条「市民意見提案制度」第３項と同様な規定を「住民投票」にも設けた方がよい

でしょう。 

〇並木委員  これらの意見は、座長からの補足のメモあるいは第二次提言など、何らかの形で付記

すべきである。 

〇保坂委員  原田副座長の発言は、「住民投票」の「説明・補足」にその旨を入れておけばよい。 

〇岡野委員  市民参加推進会議の委員は１０名で、そのうち公募は５名でよいのか確認したい。 

〇小林先生  過半数は半分より多いことをいいますので、５名以上７名、８名でもかまいません。 

〇小倉委員  第２回語る会での、市民からの「市民参加とは、企画、立案の段階から参加すること

である。」との意見を取り入れて、「用語の意味」の第４号「市民参加」を「市民が市政に関して企

画、立案の段階から意見を述べ、提案し、反映させることをいいます。」とした方がよい。 

 3



〇相場委員  これを発言した市民は、「市民参加」に「共に企画、立案する」を入れるべきとしてい

る。これは、市民が主体となって責任を持って一緒に行っていくべきとの考え方であり、小倉委員

の発言とは異なる。 

〇石井座長  それでは、提言書を市長に提出することを了承していただけますか。 

（委員了承） 

（石井座長から野木市長に提言書を提出） 

〇石井座長  提言書の提出に当たりまして、進行役から発言させていただきます。 

このまちづくり市民会議は特異な形で運営させていただきました。でき上がったものは、１２０％

のできではないことが心残りです。提言書には、条例案と各条文の説明・補足を載せてありますの

で、これらをしっかりと理解していただいて条例化していただくようお願いします。また、「（仮称）

和光市市民参加条例案を語る会」を２回開催し、そこで出された市民からの意見を添えてあります。

さらに、市民会議では、いろいろな立場、経験等から様々な意見が出ており、全体で合意すること

は非常に難しい面がありましたが、これまでの市民会議の会議録を添えてあります。このような形

で提言させていただくことをご留意いただきますようお願いします。 

条例案は、第１章「基本的な事項」は市民参加の理念、第２章「市民参加の具体的方法」では市

民参加の具体的方法論、第３章「市民参加の推進のために」は市民参加の推進に当たっての今後の

運営についての三本立てとなっています。条例案の中で最も重要な部分は、第２章「市民参加の具

体的方法」です。これからの市民参加は、市民がやぶからぼうに意見を述べるだけではなく、市民

が市に提案するときは、住所、氏名をしっかりと名乗った上で、自分の発言、行動に責任を持って

行うべきであり、それを受けた市は、提案した市民の意思を十分尊重して決定していただくようご

留意願います。 

〇野木市長  大変長い間、熱心な議論をしていただき、本日、こうして提言書を提出していただき

まして誠にありがとうございました。委員の皆さんのご苦労に対し心から感謝申し上げます。 

第２章、第３章中の「別に定めます」をどのように具体化していくのか、皆さんにつくっていた

だいた骨に肉を付け、血を通わしていくことが重要な仕事になると考えております。提言を６月の

議会にすぐにかけられるつもりでいましたが、相当慎重にかからなければ、せっかくのご苦労が無

になってしまうことになりかねませんので、法制担当を含めた体制を検討していきたいと考えてお

ります。また、市民参加推進会議をどのように立ち上げていくのかが、提言を動かしていくための

大きなポイントになるものと考えております。 

「和光市まちづくり市民会議設置要綱」では、提言を行えば終了することになっていますが、公

式、非公式を問わず、再度、皆さんの意見を聴く場を持ちたいと考えております。途中経過ででき

るのか、あるいはある程度大筋ができた段階か何とも言えない状況ではありますが、その際には是

非参加してご協力いただきますようお願いいたします。 

また、小林先生にも長い間お世話になりましたが、この条例ができ上がるまで引き続きアドバイ

スをよろしくお願いいたします。 

４月からの体制づくりを行って、皆さんのご期待に沿えるよう努めていきたいと考えております。

最後に、重ねて皆さんのご努力に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 
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〇小林先生  条例案として踏まえておくべきことを参考として述べさせていただきます。 

「市民参加条例の内容と意義」についての委員の一致がなされていない感じを受けました。「市民

参加条例の内容」は、市の決定過程に市民の意見を反映させる手続を設けることにあり、住民投票

のように住民が決定するものもありますが、多くは、パブリック・コメント制度、審議会への付議

など市と市民が協力して決定していくものです。法的には、決定権は市長や議会にありますが、市

民参加によって事実上これを奪うことが予定されていることになります。 

今回の和光市の場合ですと、市民会議が慎重に審議し、提言案を決定したかどうかが問われてき

ます。これには、会議の回数はどうか、市民会議での意見は一致したのかあるいは大きく割れてい

たのか、各条文についてしっかりと審議したのか、参考にした条例はどうか、アドバイザーとして

の私の意見はどうであったかなどが問題となってきます。説得力のある市民参加が行われれば、市

長や議会の審議はそれを追認することになります。市民参加条例は市民参加手続を規定するだけで

あり、市長や議会の審議権を法的に奪うものではありませんが、市民参加のあり方によっては、そ

れらが奪われる場合があります。 

「市民参加の意義」には「市民の意見の反映された行政決定」、「市民の意見を踏まえた行政決定

の適切性」、「行政決定の透明性の確保」の３つがあります。条例案は市民、市、議会との協働とし

ており、協働とは責任ある主体が対等に、お互いに信頼をもって活動していくことであり、これに

は情報の共有化が重要になってきます。したがって、市民は責任ある主体になっているのか、市民

の側は透明性であるのかが問題となってきますが、この議論があまりなかったように感じています。

責任ある主体であれば、氏名、住所を明記することは必要です。また、市民一人では応えられない

感じがしています。さらに、情報の共有化の点では、市民参加の公表制度は重要ですが、各手続に

おいて公表が不十分となっており、審議会委員の公表、審議会の経過や結果の公表などが規定され

ていません。 

  一方、市民参加手続にはコストや時間がかかります。住民投票には１０００万円単位での経費が

かかり、また、アンケート用紙の郵送料、審議会での委員の報酬などもかかることなどが問題とな

ってきます。そこで、重要な行政決定にしか市民参加を求めないということになり、市民参加の対

象が限定されることになります。条例案はこれについて市民提案を認め、必要性の証明を求めてい

ますが、これだけでは不十分であると考えています。 

  次に「各市民提案」についてです。条例案は市民の提案制度を規定していますが、これは他の自

治体には見られない規定で、画期的なものとなっています。他の自治体で採用されていない理由と

しては、横須賀市、旭川市では、行政運営に支障が出ることを挙げており、また、提案制度をつく

ると、拒否された場合に備えて不服申し立て制度をつくる必要があるとの考え方もあります。した

がって、市民の提案制度は慎重に手続をつくる必要があります。この点はあまり議論されてきませ

んでしたので、市でかなり手直しをすることになると予想されます。 

「予想される市民提案制度の運用」として、市民提案には、取り上げる必要のある提案とない提

案が予想されますが、条例案はその選別を市に委ねています。また、取り上げる必要のある提案も

取り上げる手続になっていません。議会を説得するに当たり、市民一人で説得するのは非常に困難

であり、この人数が多ければ議会としても考えることになります。市民提案を取り上げるようにす
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るための方法としては、第一に、市民提案を取り上げるように限定することが挙げられます。これ

は、提案の内容を具体的で詳細なものにすることです。それには、市民提案者の人数を多くするこ

とが考えられます。条例案の提案について、地方自治法上、和光市では議員の提案は２名以上であ

るにもかかわらず、市民一人に委ねるのは対等ではないと考えています。第二に、市民提案につい

て、取り上げるものを選別する機関を設けることが挙げられます。これは機関の仕事量が増えるこ

とになります。また、どの程度の決定権をこの機関に与えるのかが問題となってきます。そのため、

これは議会が敬遠することになるものと予想され、第一の方法が妥当であると考えています。 

最後に「運用上未決定の部分」についてです。市民会議で決定しておかなければ、市では決定で

きない部分があり、その点の議論にまで至らなかったのは残念ではありますが、それでもこの条例

案は画期的なものとなっています。 

委員の皆さん、ご苦労さまでした。どうもありがとうございました。 

〇石井座長  市長に対して意見があればお願いします。 

まずは、私から述べさせていただきます。今後、市の内部や議会との調整のめどをどのように考

えておられるのか。 

〇野木市長  先程申し上げましたが、できれば６月の議会に上程したいと考えております。なお、

議会との調整を行うつもりはありません。小林先生の指摘にもありました住民投票の提案の署名人

数をどの程度にしたらよいのかの判断が非常に難しい問題です。地方自治法上の有権者の５０分の

１ではなく、新たに基準を設定するに当たり、それが厳し過ぎると手が届かないとの意見が出るお

それがあります。また、反対に緩過ぎると議員軽視であるとの意見が出るおそれがあり、一人の議

員は５００人くらいの市民の声を背負って出ていますので、これについての具体性をどのように持

たせていけばよいのか非常に難しいと感じております。６月の議会にかけるとなりますと、４月中

にはつくり上げなければならないことから、かなり難しい状況であり、日程については改めて考え

させていただきます。 

〇鈴木(俊)委員  先程も発言したが、和光市は近々合併する可能性があり、和光市の形が変わって

しまって、これが終わってしまうのは非常に寂しいので、合併した場合でも、何らかの形でこの条

例の理念を生かした新しい条例や仕組みをつくるなど、継続していただくようお願いしたい。 

〇石井座長  今の発言に補足しますと、市民会議では朝霞地区４市の合併問題については議論しな

いとしてきたことから、この場で念を押して申し上げたいということです。 

〇野木市長  合併することとなった場合には、様々な事務のすり合わせが行われることになります。

その中で、市民参加はかなり大きな部分を占めることになります。和光市が合併前にこの条例をつ

くれば、市民参加を進めるベースとして提案できることになり、合併後の下敷きとなるものです。 

〇鈴木(俊)委員  是非、そのような形で生かしていただきたい。 

〇野木市長  これのみならず、様々な制度において和光市の制度が下敷きとなってくると思ってお

り、また、生かしていかなければならないと考えております。 

〇相場委員  和光市は市民参加の第一歩を踏み出した段階である。この次としては、市民の様々な

活動に対して市としても支援する体制をつくっていただきたい。この会議でも、市民活動の支援に

関しても条例案に入れたい旨の意見が出ていた。これは市民活動支援条例で規定するものであると
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したが、市民参加と市民活動は両輪であり、市民活動を支援するシステムや条例づくりを行ってい

ただきたい。 

先進自治体では、市民活動支援課を設けて一本化し、福祉、教育、環境等様々な市民活動の面倒

を見ている。その結果、これまでどのような団体があるのかよく分からなかった点が把握しやすく

なることや、その課から他の関係部署にスムーズな連絡が図れるようになることなど、非常に関係

がよくなるようである。 

また、市民、市の職員の意識がお互いに変わっていかなければ、そして、両者が歩みよっていか

なければ、市民参加は進まず不信感が募るだけとなる。職員が変わるための制度や活動を積極的に

アピールしている自治体もある。 

〇保坂委員  ２１世紀は多民族国家になるのが世界の潮流である。国境の概念が低いハードルにな

る。安心して住みやすいまちづくりを進めていくためには、２１世紀的な発想で行っていく必要が

ある。１億２千万人では困難であるが、７万人程度で始めれば何とかできる。また、住民投票の年

齢要件、国籍要件はなるべく緩やかにしていただきたい。市民参加は広範な地域の人々が参加でき

るようにすることが世界の潮流の考え方である。 

〇小倉委員  志木市では、「市民との協働による行政運営推進条例」を制定し、行政パートナーの導

入を計画しており、１０月から協働で業務が開始される。これは、市民公益活動団体に業務を委託

し、市民活動を支援すると同時に職員の削減を図ろうとする大胆なもくろみである。志木市と同様

にする必要はないが、市の特徴を生かして積極的に市民参加、市民との協働、市民活動の支援を行

っていただきたい。 

〇友国委員  これからは参加から協働へと進めていかなければならない。それには、積極的に市政

に参加し、共に協働していくことが必要である。今回の市民会議は協働における一つのモデルであ

り、実施、評価の段階にも市民が参加していくようにすることが、これからの市政運営にとって重

要である。 

「まちづくり」の概念は様々なことから条文での使用は避けてきた。確かに、「まちづくり」は街

路、公園等をつくる都市計画的に捉えている人もいるが、私はそれ以上の広い概念のものと認識し

ており、それが一般に定着しつつあると考えている。「目的」の「説明・補足」に「和光市の特性を

生かし、個性豊かなまちづくりを進めるに当たって積極的な市民参加を推進する」としているが、

これを前文に入れたかった。この点が残念であった。 

〇石井座長  本日の発言で追加補足しなければならない点は、何らかの形で再度市長に合う機会を

設けて対応させていただきます。これについては正副座長に一任していただけますか。 

（委員了承） 

〇石井座長  広報わこう５月号の「まちづくり市民会議だより№７」は、私が担当し、市長に提言

したことを掲載します。 

本日の提言をもちまして、昨年５月から開催してきたまちづくり市民会議はこれで終了すること

になりました。皆さん、長い間どうもありがとうございました。 

 

 


