
（仮称）和光市市民参加条例案を語る会会議録 
 
日 時  平成１５年１月１８日（土）午後２時～午後４時２０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 
         岡野 誠、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 相場道雄、小倉順子、柴田郁夫、鈴木俊治、保坂和雄） 
     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 

参加者  ４６名 
 

〇原田副座長  「（仮称）和光市市民参加条例案を語る会」を開催します。 
〇石井座長  本日の会は、私たち「まちづくり市民会議」が主催で開催しました。寒い中、貴重な

時間を割いてご参加いただき、誠にありがとうございます。 
  「まちづくり市民会議」は、１５名の委員で組織し、今なぜ市民参加が必要なのかを絶えず意識

しながら意見交換を行っています。地方自治法が制定されてから５０有余年になりますが、この間

に市民の生活が大きく変わり、また、市民の意識も変わってきました。このような中で、既にある

地方自治のシステム、例えば、市長や議員の選挙等を否定するものではなく、これからの時代にお

いて、どのようなまちづくりの仕組みをつくっていけばよいのか、それによって市民参加がどうあ

るべきかなどを模索しています。これからの時代に必要な基本原則として、第一に「情報公開」、第

二に「協働」があります。これは、市や議会とパートナーシップを組んで行っていく必要があると

いうことです。第三に「自助」があります。これは、同時に「自己責任」が伴います。このような

基本原則を踏まえて、基本的なルールをつくっていきたいと議論しています。「十人十色」という言

葉がありますが「十五人十五色」で意見が異なり、まとめていくのにはまだかなりの日数が必要な

状況です。「三人寄れば文殊の知恵」という言葉がありますが、十五人の文殊を並べていきたいと考

えています。 

  本日は、「まちづくり市民会議」の経過を皆さんに説明するとともに、市民参加について市民の皆

さんから意見を伺う場として開催しました。皆さんからの意見をこれからの「まちづくり市民会議」

での協議に反映させ、有効に生かしていきたいと考えています 
〇原田副座長  「まちづくり市民会議」の協議経過について説明します。 
  「まちづくり市民会議」は、昨年３月の市の公募に１５名が集まって発足しました。５月からお

おむね月１回の割合で、これまでに９回の会議を重ねてきました。また、アドバイザーとして東洋

大学の小林先生も出席していただいています。 
  「まちづくり市民会議」では、今年の３月までに条例案をまとめ、市長に提言する予定としてい

ます。この提言を受けて、市長が条例案を作成し、議会で議決していただくこととなっています。 
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  それでは、条例案の概要について説明します。配付資料の「まちづくり市民会議だより№３」を

ご覧ください。 
  「前文」から「情報の提供」までは理念的な内容を掲げています。「市民参加の範囲」以降は、実

際にどの範囲で、どの方法で市政に関われるのか、また、社会情勢等の変化により条例の見直しを

していく必要など、実践的な内容を掲げています。 
  「前文」は、市民参加の推進による個性豊かで活力ある地域社会を実現することを掲げています。

市民も市政に積極的に参加していくべきで、市民は市や議会と情報を共有しつつ協働してまちづく

りを進めていくことを趣旨として、まとめていきたいと考えています。 
  「目的」は、市民が地方自治の主体として市政に参加するための基本的な事項を定めることを掲

げています。市民が「主体」、「主人公」として、新しいまちづくりを進めていくための仕組みを定

めることを目的としています。 
  「定義」は、条例案の中で使用する用語の定義を掲げています。「市民」とは何なのか、「市民参

加」とはどのようなことかなどを規定していきます。 
  「市民の役割」、「市の役割」、「議会の役割」は、市民と市と議会の三者の役割をそれぞれ明記す

る必要から規定しています。 
「市民の役割」は、市民は市政に参加する権利を有しており、市や議会と協働して積極的に市政

への参加に努めることを掲げていきます。 
  「議会の役割」は、改めて規定する必要はないのではとの委員の意見もありました。 
  「情報の提供」は、市民、市、議会は、市政に関する情報を共有することを掲げていきます。「情

報の共有」は市民参加の重要なファクターであり、お互いの情報を共有することが必要と考えてい

ます。 
  「市民参加の範囲」以降の具体的な内容は委員の意見が分かれています。 
  「市民参加の範囲」は４点にまとめています。１点目は、「市の基本構想、基本計画等、市の基本

的な事項を定める計画等の策定又は変更」です。２点目は、「大規模な施設の設置に係る基本計画等

の策定又は変更」です。大規模な施設の条件は、予算額で決めるのかとの意見がありますが、まだ

固まっていません。３点目は、「市民に義務を課し、市民の権利を制限する条例の制定又は改廃」で

す。市民に負担を伴うような条例の制定、あるいは改廃するときは市民参加を行うということです。

４点目は、「その他市民生活に重大な影響を及ぼす施策の導入又は改廃」です。「市民生活に重大な

影響を及ぼす施策」とはどのようなものかは、まだ固まっていません。 
  「市民参加の具体的方法」は、「市民参加の範囲」で掲げているものをどのような方法で参加する

のかを定めるもので、市民意見表明制度、市民意向聴取制度、公聴会、審議会等のうち、最も適し

た方法で行うこととしています。例えば、大規模な施設の設置に係る基本計画等を策定する場合に、

どの方法で行うかを決めておかないで、最も適した方法で行うこととしています。したがって、何

に対してどの方法で行うのかまでは定めていません。 
  「住民投票」は、この条例に位置付けますが非常に大きな問題であり、まだ十分議論しなければ

ならない状況です。 
 「市民参加の推進のために」は、市民参加を推進するために、学識経験者や公募の市民で組織す
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る会議体を設置することとし、そこが推進役となって市民参加を進めていくべきであると考えてい

ます。 
 「この条例の検討と見直し」は、社会情勢や市民参加の状況に応じて２年、あるいは３年かはま

だ流動的ですが、定期的に条例を見直していきます。 
  条例案の概要の説明は以上です。ご意見をお願いします。 
〇市民Ａ  現在、市民参加条例は流行のごとくあちこちで作り始められているが、切実な問題とし

て取り上げなければ、あるいは相当な決意を持って条例をつくらなければ、実際の運営においてう

まくいかないことになってしまう。和光市の実態をよく見極めて取りかかる必要がある。 
条例案の概要は、まだ固まっていないようであるが、問題は「条例案の目的」と「条例案の特徴」

にある。目的がしっかりしていなければ、具体的に運営した場合に崩れてくる心配がある。和光市

の現状を良いと思っているのか、悪いと思っているのか、あるいはどうにもならないと思っている

のか、いろいろな市民感覚があると思う。和光市では、市民には知らせず、また、議会は条例一つ

さえもつくらないような状態が長い間続いてきた。前市長の頃からは、徐々に市民参加が形の上で

は出てきたが、市民参加がギャランティされていなかったので、市民参加が言いっぱなし、それっ

きりになってしまっていた。都市計画マスタープラン、第三次総合振興計画、行政改革懇談会等で、

公募の市民を参加させたものの、市民の意見がギャランティされていない。心ある市民は、これら

の市民参加をした結果、離反しつつあり、疑惑の念を持って市民参加を見ている。このような状況

を認識していなければ、市民参加条例をつくったとしても、また原点に戻ったのか、この程度では

駄目であるとの意見が出ると思う。私は、現状の行政、議会のあり方に対して不満を持っている。

市民が参加していかなければいけないという思いをしっかり持った上で、行っていかなければなら

ない。 
「条例案の特徴」に「市民が主体的に関わり」とあり、これには賛成であるが、市民が主体的に

関われば、行政や議会とバッティングすることになる。市民が積極的、主体的に参加することと、

行政や議会と協働体制をとることは非常に難しい問題である。市民参加がレベルアップしていけば、

バッティングして当たり前である。むしろ、それが目的であるのかもしれない。行政に対しては、

市民が言うことを聞かせることは難しいことではないが、議会に対してはそうはいかない。議会は、

自分たちこそが市民から選ばれた代表であり、市民が主体的に出てきたならば、議会の権限の侵害

であるとしてバッティングする。そこをどう見極めていくのかが市民参加条例の最大のポイントで

ある。このように最も問題となるのは、行政ではなく議会に対してである。最終的には、議会と市

民は次元レベルの業務協定をしなければならない。議会が行う範囲と市民参加で行うことをはっき

りさせておくことが必要である。 
「条例案の概要」で示されている内容程度ならば、参加にはならない。「市民参加の具体的方法」

では、さらにもう１歩進んでいただきたい。常設の市民会議を持って、市民自身もベクトル合わせ

を常に行って、共に勉強していくことが必要である。市民が急に集まって、言いたい放題の議論を

していては市民参加にはならない。それには、常設の市民会議を専門的な要素で持つことが大事で

ある。市民参加の推進のための会議がそれに該当するのかと思っていたが、そうではないようであ

る。専門的な市民会議が分科会的に発展していき、その中から出てくる施策に、行政とともに実行
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からフォローまで一緒に行うことが市民の責任である。 
「住民投票」を取り入れたことは画期的なことである。和光市には常設の住民投票条例はなく、

これをつくるのは非常にエネルギーがいる。このたび、４市合併のための住民投票条例ができたが、

これは目的が一つなので簡単であるが、常設の住民投票条例をつくるのは大変な問題がある。どの

ような項目を住民投票にかけるのかについては、議会からもいろいろ言われると思う。市民参加条

例の中に住民投票の条項を設けるのは、住民投票条例を誰がつくるのかを明確にしておく必要があ

り、常設の住民投票条例をつくってからでなければ、絵に描いた餅になってしまう心配がある。 
基本的な市民参加の理念からいくと、議会との協調体制については、大変難しい問題であるので、

しっかりした考え方を固めていかないといけない。 
〇友国委員  非常に的確な意見であり、ほぼ同感である。ただし、「住民投票」については、この条

例で定めることが常設の住民投票制度をつくることであり、ケースに応じて個々に別途条例をつく

ることになる。また、住民投票の発議を市民、あるいは市長が行っても、最終的には議会を通すこ

とになるので、議会の権限を侵すものではない。このたびの４市合併の住民投票では、市長は結果

を尊重することとなっており、結果に従わなければならないとはなっていない。住民投票が諮問型

なのか、あるいは決定型なのかは学説で分かれている。しかし、尊重しなければならないことを規

定することによって、実質的には決定型となる。このことをはっきりうたった上で、住民投票を行

わなければならない。 
〇石井座長  本日の「語る会」は、私たち「まちづくり市民会議」が市民の皆さんの意見を伺うこ

とを趣旨としています。したがって、意見に対して答えるのではなく、意見を聴かせていただくこ

とで会議を進めさせていただきます。 
  また、広報わこう１月号で市民の皆さんから意見を伺っており、既にいくつか意見が寄せられて

います。「市民参加の範囲」に規定されている「市民に義務を課し、市民の権利を制限する条例の制

定又は改廃」について、「市民参加に大きく逆行するものである。」との意見がありましたが、その

ようなことはなく、これらの条例を制定又は改廃するときには、市民参加手続きを図った上で行っ

ていくということです。 
〇市民Ｂ  「まちづくり市民会議」で市民の権利を制限するようなことを考えるはずがないと思う

が、この文言ではそのように読みとれてしまう。「改廃」は理解できるが、「制定」までの部分は誤

解を受ける。 
〇市民Ａ  これから各種の条例をつくっていかなければならないと考えるが、「市民参加の範囲」に

おいて、これらの条例をつくるときにはどれに該当するのか。 
〇石井座長  例えば、環境や保健等個別の条例についてはまだ議論していませんが、今後は必要に

なってくるものと認識しています。 
〇市民Ａ  市民参加条例は、権利としてギャランティされることが前提である。市民が参加しない

で条例をつくることがあってはならないので、「市民参加の範囲」の項目に入れておく方がよい。私

は、議会条例を市民参加でつくっていかなければならないと考えており、条例に市民参加がギャラ

ンティされることは大事なことである。 
  「市民参加の具体的方法」では、最も適した方法で行うこととしているが、どの方法で行うのか
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を発議するのは誰なのか。 
〇石井座長  「市民参加の具体的方法」では、市民参加の方法をいくつも構築し、その中で最適な

方法を選べる仕組みをつくろうとしています。誰が発議するのかは、議論の一つのポイントとなっ

ています。 
〇市民Ａ  キーステーションとなる常設の機関を持っていなければ、誰がプロモーターになるのか

ということになり、非常に不安定な状態になってしまう。市民がぼやっとしていると、たまりかね

て行政が行うことになりかねない。このたびの４市合併の住民投票条例においては、市民が発議し

て行わなければならないものを、市民がぼやっとしていたので、市長がたまりかねてつくってしま

った。 
〇石井座長  「市民参加の推進のために」において、「（仮称）市民参加推進会議」の設置を挙げて

います。ご発言のポイントは必要なことですが、それだけに限定するのでは市民の全面的な参加は

できないので、フリーハンドの市民も参加できる場を担保していかなければならないと考えていま

す。 
〇市民Ａ  市民がやりたいと思っても、誰かプロモーターがいなければ、時間だけが過ぎてしまう

ことになる。キーステーションとしての常設の市民会議を持っていただければ、市民は参加できる。

ぼやっとしているとタイミングのある問題などは通り過ぎてしまう。 
〇友国委員  市民参加の権利を保障することが重要である。市民に情報を公開し、市民参加ができ

る仕組みをつくり、市民からの質疑や要請を尊重し、誠意ある対応をすることが市の責務である。

一方、市民は、言いっぱなしではなく、責任を持つことが重要である。 
〇石井座長  「議会の役割」は、「まちづくり市民会議」の議論で、議会の役割は厳然とあり、その

役割を果たすのが議会であることから、「議会の役割」は入れる必要はないとの意見がありました。

一方、議会はパートナーとしての役割があるべきとの意見があり、条例案では「議会の役割」の項

目を設けています。 
〇市民Ｂ  「情報の提供」については、多くの市民は市の情報が入ってきていないと感じている。

「市民、市及び議会は、市政に関する情報を共有します。」と掲げられており、これは当然のことで

あるが、どの時点で市民と市と議会が情報を共有できるのかをはっきりしておかなければならない。

議会が決めてからでないと情報を出さないというような風潮がこれまでにはあった。市が何かを行

うときには、メモでも話が出てきたら情報を提供することを明確にうたわなければ、三者の情報の

共有はできない。 
〇石井座長  市は市民に関わりのある事業等を行う場合は、立案の段階から情報を示すべきであり、

立案、実行、フォローアップまで市民が参加できるようにしていく必要がありますが、どの時点で

市民が参加するのかは、対象によっても異なります。 
〇市民Ｂ  市に情報を求めたときに、まだ出せないと言われることがある。市は情報を出して、市

民や議会と一緒にキャッチボールできるようにしていかなければならない。 
〇鈴木(誠)委員  市民が直接、参加することは、議会制民主主義、代議制を否定するものではない。

戦後続いてきた代議制の民主主義が現在、曲がり角にきている。国政選挙の投票率は非常に低く、

地方選挙の投票率はさらに低い。５０％を切るような投票率で、本当に代表されていると言えるの
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かが非常に大きな問題である。市民が直接、参加することを通じて投票率が上がっていく、あるい

は重要なテーマについては住民投票を行うことで、住民が自分たちの身近な生活の場に対して関心

を持たせるだけでも市民参加条例の意味がある。先程、相当な決意を持って臨まなければならない

との発言があったが、そこまで思い詰めては具体的な行動が起きない。議会制民主主義を補完する

意味で、市民の関心を高めていくことも重要である。現在、中央集権的に行われてきた地方自治が

見直されているが、市民が関心を持つことによって、より健全な方向に向かっていく。 
  和光市は近郊農業都市として発展してきているが、東京に通勤し和光市には寝に帰るだけという

ような住民が多い。自分の住んでいる環境を見直す働きかけができればとの思いで参加している。 
〇市民Ａ  委員はそれぞれ意見を持っているとのことであるが、和光市の現状を認識した上で行わ

なければならない。ある人は原点から入っているし、ある人は相当経験して入っているので、どの

ラインをスタートとするかによってかなり違ってくる。今の発言は正論であるが、和光市の現状は

曲がりなりにももう少し先を行っている。市は市民参加を試みてきたが、ことごとく失敗し、熱心

な市民が引いてしまった。このような現状を認識し、条例は順次改正できるとしても、スタートの

位置はよく考慮して行っていただきたい。 
〇石井座長  非常に良い案があっても、まとめていくのにはどんどん削り捨てることになり、条例

案が身も蓋もないようなものになってしまう心配がありますが、そうであっても、今まで条例がな

かったことを考えますと、条例はあった方がよく、少なくとも基本的な考え方をまとめ、そして、

この条例案の最後の項目の「この条例の検討と見直し」に掲げている条例の見直しをどんどん行っ

ていければよいのではと考えています。参加しなくなる市民がいると同様に、新たに意欲のある市

民も出てくるものと思っています。和光市では年間で人口の約１割が転出していますが、それと同

程度の転入があります。このような力もいただきながら行っていかなければならないと考えていま

す。したがって、できあがった条例案がこの程度なのか、何か月もかけなくてもできるとの批判が

あっても、つくりたいと考えています。 
〇岡野委員  本日は、東洋大学の学生がたくさん参加しているが、例えば、弁論大会を行うことも

市民参加の一つかもしれない。このようなパフォーマンスを行う場がないのが現状である。学生の

皆さんがどのような勉強をしているか、その勉強が市民参加に役立つかなど、この機会に話してい

ただきたい。 
〇市民Ｃ  以前、市民運動を行ってきたが、議会、市の双方からうとまれていた。そのため、東京

の市民グループといろいろな運動をするようになり現在も続けている。和光市の土地柄は、一緒に

何かやろうとしても、とにかく排除しようとするので、それが辛くて活動していたグループが分解

し、東京のグループ等で活動するようになったのが１９７０年代から８０年代にかけてであった。 
  市民参加条例については、まだ協議中とのことでこれからに期待しているが、何をどのようなと

きに対象とするのかが重要なことである。例えば、道路、介護サービス等の公共事業において、市

民参加をするのは金額に応じてなのか、あるいは生活上の利便性の変更のときなのか、対象を明確

にする必要がある。 
  近所に突然、歩道と車道の間に赤と白の鉄柵ができた。毎日、これを見るのは美的にも不快なの

で市に聞いたところ、夜は蛍光となり危なくないようにしたとのことであった。ここは団地のすぐ
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脇なので団地の管理組合に対して、このように赤と白の鉄柵を付けるのでよいか、あるいは鉄柵は

どのような色がよいかなどを聞いてほしかった。ささいなことでも住民には生活美学がある。例え

ば、鉄柵の高さも小さい子供がつかまれる範囲にある方がよく、また、杖を使っている人がつかま

れる高さにある方がよければ、鉄柵は２本必要になるなどがある。 
  また、循環バスの経路が変わり、バスの停留所がなくなってしまった。市にその理由を聞いたが

説明に納得がいかなかった。生活環境の条件を変更させるものは、市民参加の対象にしていただき

たい。 
〇原田副座長  「市民参加の範囲」について意見をいただきましたが、ここは重要な部分になりま

すので、具体性を持ちながらまとめていかなければならないものと認識しています。 
  志木市では、「公共事業市民選択権保有条例」を昨年７月１日から施行しており、１億円以上の予

算を必要とする公共事業を行う場合には、市民の意見を聴いて行うこととしています。例えば、建

物では小さいものでもすぐ１億円を超えてしまうので、公共施設を建てる場合には実質的にほとん

ど該当することとなり、市民の意見を聴かなければできないこととなっています。 
〇市民Ｃ  先程発言した鉄柵の件は、金額としては小さいものであるが毎日見なければならない住

民の切なさは、お金には換えられないものがある。「環境変化をもたらすもの」として、できるだけ

市民の意見を聴く機会を得た上で、議会で議論すべきである。 
  全市民が常に審議会の委員であるとの感覚を持たせていただけるよう、市民を信頼した上でのス

タンスを持つことが必要であり、市民に情報を早くから出さなければ、この条例はうまくいかない。 
〇友国委員  景観は大事なので、地域の人がどのような施設をつくったらよいか議論して市に提案

する。これは計画の段階からの参加である。市役所と第二中学校との間の道路は、様々な議論をし

た上でつくったと聞いている。 
〇市民Ｄ  「前文」に「個性豊かで活力ある地域社会」とあるが、既に「和光市民憲章」に掲げら

れている。市民参加条例をつくることは、和光市のまちづくりにおける一つのアクションであり、

「前文」にこのような理念的な内容を入れる必要はない。 
  また、「市民の役割」に「行動に責任を持ちます」とある。４市合併の住民投票についての説明の

際に、責任は市民にあるとの市長の発言があったので、反対に市の責任は何なのかと聞いたところ、

市民が判断するのに正しい情報を与えることが責務であると言われた。４市合併問題では、資料を

公開するから市に見に来るようにとのことであったが、このような実態で、市民参加によるまちづ

くりが果たしてできるのであろうか。情報を見に来ない市民が悪いとの意識があるように感じる。

市政はサービスであり、各戸を回って注文を取るのが基本的な姿勢であるべきで、ごみの分別では、

市が説明に来ており感謝している。４市合併問題でも図書館、出張所等に資料を置いて見せるだけ

ではなく、積極的に出かけて市民に説明する体制づくりが必要である。自治会、マンション管理組

合を全部網羅すれば、網の目によって情報の提供はできるようになる。すでに三鷹市ではこのよう

な体制づくりができているが、これには２０年かかっている。まず、第一歩として４市合併問題で

は、全自治会、マンション管理組合に対して、計画的に日時と場所を決めて説明を行うべきである。 
〇石井座長  今の発言に対して、市が行動していただかなければならないことについては同感です。 
  「前文」については、まだまとまっていませんが、和光市をこよなく愛し、良いまちにしていき
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たいとの委員共通の思いはあります。 
〇市民 E  市民参加をすることは大変よいことである。情報の提供は、住民が知りたいときに行わ

なければならない。 
  例えば、中央公民館の会議室は閉じ込められているような気がする。住民がそこに行ってほっと

する公共施設をつくっていただきたい。建物の外観よりも、その中でどのように市民が活用するの

かを考えていく必要がある。それには、公共施設の立案、設計の段階で情報を市民に出すべきで、

時間をかけて行うべきである。それが市民にとって財産になる。建物は、建ててしまってからでは

見直すことができない。 
  また、この会で話し合ったことが、和光市民が全員参加したということと考えてはならない。議

会の中にも住民の声が届く条例ができればよい。以前、保育園をつくってほしいと議会に要請活動

をした際に、議員から子供は自分で育てるべきであるとの説教を受けたが、住民の意見を聴く議会

になるようにしたい。 
〇原田副座長  和光市に住んで長い人もいれば、短い人もいます。また、市や議会にあまり顔を向

けないで生活してきた人もたくさんいると思います。市民の意見を聴かせていただいた中で、和光

市の状況を理解して取り組まなければならないと改めて感じています。 
〇市民Ｆ  市民はもっと早く市民参加に目覚めていなければいけなかった。今までは、市に任せて、

「市は何をしているのか。」と言う市民がほとんどであった。今回、市民が条例案をつくるというこ

とであるが、和光市では市民参加に踏み出したばかりで、かなり困難であると思う。このような点

からも常設の市民会議的な組織で検討していくことは必要である。市民も市もお互いに勉強してい

かなければならない。 
〇石井座長  行政の説明責任は入れていきたいと考えています。 
〇市民Ｄ  小林先生が書かれた記事に、家を建てることを例にして、「大工は客に対して良い家をつ

くったと言える関係が、今後、自治体と住民意識との関係において重要である。」とされていたが同

感である。私たちがまちをつくったことが実感できるようになれば、理想的で住みよいまちになる。

このような精神を条例に盛り込んでいただきたい。 
〇市民Ｂ  行政の説明責任は、計画に対するものはもとより結果を報告する責任もある。 
〇石井座長  立案の段階からフォローアップに至るまで説明責任があり、結果の報告もそれに付随

するものと考えています。 
〇市民Ｇ  昭和６０年代、市から何度か駅北口地区の土地区画整理事業説明会への参加要請があっ

た。参加を要請するときは説明が行われたが、決まったことに対しての報告がなく、２０年近くが

経過し、突然に広報紙で知らせてきたので、市長に一筆書いて説明を求め、そのとき返事をもらっ

た。その約１年後、土地区画整理事業の区域を広げることになり、私の家も区域に入ることになっ

たと市から説明を受けた。次の世代の子供たちに継がせるために、早く予定を立てたかった。これ

から新たに２０年あるいは３０年かかる計画を待たなくてはならない。 
  また、駅前の通りにどぶ板があり、ヒールを履いて歩くのが大変なので、議員にお願いするなど

の要請をしたが返事がなかった。最近になって市に聞いたところ、県道なので市は関係ないと言わ

れた。県に対してどのように要請すればよいのか分からず、また、議員にお願いしても仕方ないこ
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とからも、そのままになってしまった。 
  市民が参加することは非常に良いことであり、市からの説明を待つだけではいけない。自分たち

の希望をかなえる上で、市民参加をしっかりと行わなければならない。 
〇西田委員  「まちづくり市民会議」でもいろいろと議論している。なお、会議録は市のホームペ

ージや市役所で見ることができるのでご覧いただきたい。. 
〇石井座長  現在、第８回までの会議録ができています。 
〇並木委員  市のホームページが見られない方も多いので、それに対する配慮も必要である。市民

に資料を見に来ていただくのでは、これまでの姿勢と同じことになるので、希望者に郵送してもよ

いのではないか。 
〇市民Ｆ  市役所２階の行政資料を常設で展示しているところに資料を置いていただければ、市民

は見やすい。 
〇石井座長  市民参加の輪を広げていけるよう、その点は検討します。 
〇原田副座長  １月２３日（木）に第１０回目の会議を行います。会議は傍聴できますので、お越

しください。その後、３月まで会議を開催し、市長に提言する予定です。 
〇市民Ｂ  市に対する要望、現状に対する批判等を本年度中には出さなければならないのか。 
〇原田副座長  あくまで予定であり、必ずしも本年度中でなければならないということではありま

せん。 
〇石井座長  これについては、「まちづくり市民会議」の総意で決めることになっています。これか

ら各論に入り、具体的に文章をまとめていかなければならない。本年度中に提言をまとめるのは非

常に難しい状況にありますが、まとめられるよう努力していきます。 
〇市民Ａ  市長に提言する前に、再度、今回のような会議を設けていただきたい。このまま市長に

提言されてしまったら、今回の意見がどのように反映されたのかが分からない。また、内容によっ

ては、提言をやめてもらいたいことがあるかもしれない。 
〇市民Ｄ  市民参加のモデルを市民会議自身が行っていただきたい。 
〇石井座長  再度、このような会議を開催することについては検討します。 

また、私たち「まちづくり市民会議」の提言内容を基に、市が条例案をつくることになりますが、

その段階が最も注目している点です。 
〇市民Ｄ  それについては、情報公開していただきたい。実態や問題をはっきりさせた上で解決し、

軌道に乗せていくことが必要である。 
〇原田副座長  条例案への意見はこれで終了させていただきます。続いて、市長に本日の感想をお

願いします。 
〇野木市長  本日は、大勢の方に熱心な話し合いをしていただきありがとうございました。 

従来は、市がコンサルタント等に依頼し原案をつくってきましたが、今回は、市民に全面的にお 
願いし、条例案をつくっていただいています。本日のご意見を踏まえた上で、素晴らしい成案がで 
きることを期待しています。行政として果たさなければならない点については、皆さんの声を生か 
しながら取り組んでいかなけばなりませんので、今後も行政に対してご協力をお願いします。 

〇市民Ａ  「まちづくり市民会議」から提出された条例案を、議会にかける前に、市長は自分なり
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に見直して変えていくつもりなのか、それともほとんど変えないつもりなのか。 
〇野木市長  提言内容を見せていただいてからでなければ、何とも申し上げられません。法制上の

不具合な点などは直させていただきますが、基本的な考え方や範囲については、手を付けるつもり

は今のところありません。 
〇並木委員  市長は、案に対して市民に意見を求めるつもりなのか、それとも直接、議会にかける

つもりなのか。 
〇野木市長  おそらく、そのまま議会にかけることになると考えています。 
〇石井座長  「まちづくり市民会議」では、あくまで市民の立場で提言しますので、市長がどのよ

うに考えているかは別の問題です。 
〇市民Ａ  提出された条例案が市長の思いと違っていれば、変えて議会にかける心配があったので

お聞きした。市長は自らの骨子的な考え方を言っておかなければいけない。市長の思いと大きくは

ずれても、市長はかまわないとのことであるが、市民が一生懸命つくっても、全く違うものになる

ことがよくある。 
〇原田副座長  最後に、「まちづくり市民会議」副座長の益子からごあいさつを申し上げます。 
〇益子副座長  皆さん、大変忙しい中、大勢集まっていただきありがとうございました。いただき

ました貴重なご意見は、今後の会議の参考にさせていただきます。市民と市が協働してより良い、

活動しやすいまちづくりを目指して、一同頑張っていきますのでよろしくお願いします。 
  条例案に対するご意見等がありましたら、本日配付した資料に付いている書簡、ＦＡＸ、Ｅメー

ル等で受け付けていますので、お寄せくださいますようお願いします。 
  本日はどうもありがとうございました。 
 
 


