
第２回（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３月１５日（土）午後２時～午後４時５分 
場 所  和光郵便局会議室 
出席者  委員 〈座長〉石井 彰 
        〈副座長〉原田正裕、益子絹恵 
         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 相場道雄、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  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  １４名 
 

〇原田副座長  「第２回（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  本日の会は第１回に引き続き、私たち「まちづくり市民会議」が主催で開催しました。

お忙しい中、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」では、これまで１１回にわたり会議を行い、本年度中の提言を目指して

取り組んできました。本日は、「まちづくり市民会議」でまとめた（仮称）和光市市民参加条例案に

ついて、皆さんに説明させていただきます。 

私たちの基本的な考え方は、市民が主役となって、市民が市や議会とパートナーシップ、協働の

精神でまちづくりを推進していくことです。その前提には、当然のことながら市政に関する情報の

共有が不可欠です。提言の内容は大きく３章に区分しています。第１章は市民参加の約束事、もの

の考え方、第２章は具体的な市民参加の手法、第３章は市民参加を推進していくためにはどのよう

にしたらよいのかについてです。 

〇原田副座長  （仮称）和光市市民参加条例案について説明します。配付資料の「（仮称）和光市市

民参加条例案と説明・補足」をご覧ください。この資料は、条文と各条文の補足説明と少数意見を

載せた「説明・補足」で構成しております。「まちづくり市民会議」の総意は条文に盛り込んでいま

すが、総意に至らなかった意見は取捨選択して少数意見として載せています。 

  それでは、資料に沿って説明します。 

（原田副座長が「（仮称）和光市市民参加条例案と説明・補足」に沿って説明） 

〇原田副座長  条例案についてご意見をお願いします。 

〇市民Ａ  昨年５月から約１年弱、１５名の委員の方にはご努力をいただき感謝している。前回、

私が申し上げたことを加味してまとめてあるが、本日の資料をもう少し早くほしかった。時間の関

係上やむを得ない面もあるが、この場で資料を見せられて説明されても、考える時間がないことか

ら思いつきの意見になってしまう恐れがあるので、この点が残念であった。 
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前回、私はこの条例をつくったときの大きな問題点を２つ申し上げた。１つは、代議制民主制に

おいては、市と議会がしっかりと行っていれば市民が参加する必要はないが、市民は市や議会に不

満を持っていることから市民参加が出てきている。市民参加は、市民と市や議会との協働と言われ

るが、市民がその間に割って入るのだから、市民と市や議会との協働は、実際にはそう簡単にはい

かない。特に議会との関係では問題が起きて当然である。この条例を議会にかけてから議論するの

ではなく、このような会議を行っているのであるから、議員も事前に大いに議論していただきたい。 

もう１つは、条例をいかに実行し運営していくかである。この条例案では市民参加が生きてこな

い。市民からも提案できるようになっているが、少人数の市民が市に提案するのは非常にやりづら

いので、推進組織の位置付けが重要となってくる。推進組織を常設にして、これが仲介役となって

市民参加を推進し、生かし、実行していく協働体制の中核とすべきである。このことから、市民参

加推進会議は市民との仲介や市民の意見に対して市や議会との調整ができる核としての会議体とな

ってもらいたい。 

市民は市議会のあり方に対して改革意識を持っている。この意識をいかに切り開き、市民のため

の市議会にしていくためには、議会に対しても市民参加は必要である。そのためには議会を聖域化

してはならない。この条例案では議会に対しての市民参加はどのようになっているのか。 

〇石井座長  この条例案の基本的な考え方は３点あります。１点目は、市の説明責任です。２点目

は、市民参加の具体的な方法を例示しています。３点目は、常設の市民参加推進会議を設けていま

す。これらをいかに運営していくかが今後において最も重要であり、常設の市民参加推進会議が機

能しなければ市民参加は進まないと考えています。 

議会との関係は、委員の中でも様々な考え方があります。選挙制度に基づいた市民の代表として

議会に別の市民の代表がどこまでできるのかという問題があります。有権者としては議会側の自発

的な行動に期待せざるを得ません。これまで会議を傍聴していただいた議員も多く、今後の議会活

動においてこれらの議員に期待しています。 

〇市民Ａ  市民参加推進会議は中核としての要素は入っているのか。 

〇石井座長  例えば、市民参加のあらゆる苦情を受け付けるべきであるとの意見も出ており、それ

を行おうとすればできるようになっています。 

〇市民Ａ  ある案件について、この条例に基づいて市民参加を行ってほしい場合に、市民参加推進

会議に言えるのか。 

〇石井座長  市民参加推進会議の基本的な事項は規定していますが、詳細は別に定めることとして

おり、当然のことながらそれが含まれることを期待しています。 

〇市民Ｂ  市民参加において、理想と現実には相当の開きがある。市民参加の大きな壁、溝をつく

っている原因は多々ある。市民にも責任はあるが、この条例の目的に沿って市民、市、議会の三者

が意識改革を目指さないと結果は期待できない。 

前文に「市のしごとに参加して」とあるが、現在のシステムでは難しいのでこの点も変えていく

必要がある。ある情報を市に求めても、市は議会に諮っていないので情報は出してもらえないこと

がある。市民が主人公であるから、市の運営については、市と市民がまず先に話をして、その結果

を議会に持っていくべきである。現状では議会が先になっており、これを改革することをどこかに
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明記する必要がある。市民参加は情報提供が最も重要であるが、市民に情報がくるのは、市が計画

を立案して決定し、議会に通してからの最終段階である場合が多かった。市が大きな事業を行う場

合には、市民と話し合って具体的なものにしていくべきである。 

市民と市や議会との協働、パートナーシップについて簡単な説明をお願いしたい。 

〇石井座長  「共同」あるいは「協同」ではなく、「協働」という字を使用しています。これは、パ

ートナーシップのもと、それぞれが相手の立場を尊重し、自らの発言や行動に責任を持ち、共に取

り組んでいくことを表しています。 

〇市民Ａ  市民と市はパートナーではあるが、市民と議会はそうではない。だから、次元の違う協

働を考えなければ、市民と議会はバッティングする。市民の意識が高まり、議会の意識が遅れたな

らばなおさらである。現在、和光市はその過渡期にあり、議会はこれに敏感に反応していかなけれ

ばならない。 

〇石井座長  議会は、「選良」として市民から選ばれた人たちの自覚的な行動に期待してもよいとの

意見もあれば、そうではないとの意見もありました。また、議会を含めるのは適当ではないとの意

見もありました。「協働」は、対立意識を増長したり、へこましあったりするのではなく、その気持

ちの裏側にあるものがパートナーシップの精神であると考えています。 

〇市民Ｃ  市は議会に配慮しており、議会に説明した後で市民に説明しているのが実態である。市

が市民と協働していろいろなことを決めていくことは、これからの地方自治体にとって当然のこと

である。市は議会に断らずに市民に情報を流していき、議会はつくり上げたものを最終的に議決し

て判断する。市民と市が協働して行っている中に、議員も個人的に入って意見を述べられるように

なることが、市民レベルでの協働では最も重要である。 

「和光市議会議員政治倫理条例」がうよ曲折を経て制定されたが、議員の身分にかかわること、

議員定数、議員の報酬等は、議会が自分たちで決めることからお手盛りになりがちなので、これら

については市民の意見を必ず聴かなければならないことを是非とも条例に入れていただきたい。 

〇石井座長  会議の中でも、市の行政組織や人事制度、議会の議員定数や報酬等についても市民参

加を積極的に行っていくべきであるとの意見も出ています。今、発言された意見が市議会の総意に

なるように期待しています。 

〇市民Ｃ  これらは議員自らにかかわることであることから総意が諮りづらいので、市民から意見

を出せるようにすべきである。 

〇市民Ａ  議員定数や報酬だけではなく、議会のあり方が問題となっている。聖域化している議会

条例を市民参加でつくり直さなければならないと考えている。行政と議会は両輪なので、行政がよ

くなっても、議会がよくならなければ何にもならない。その点から、もう少し思い切った条例にし

てほしかった。議会では大いに議論することになると思われるが、それで結構である。 

〇友国委員  発言された議会制度に関する意見が市民の中で高まればおのずと反映されてくる。志

を持っている方は、自ら発信して人を集めて、議会に請願したり、このような会議を開催したりす

るなどを行っていただきたい。これが市民参加であり、協働である。市民が市政に入っていかなけ

ればならないのがこの条例の基本的な考え方である。 

〇市民Ｄ  先程、市と議会の間に市民が割って入るとの発言があったが、そうではない。議会は最
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高議決機関であり、提案されたものを審議して議決する。市が企画、立案する段階から市民が参加

し、市民と市でつくり上げたものを議会に提案していくようにすべきである。市民参加とは、企画、

立案の段階から市民が参加することである。条例案の「用語の意味」の「市民参加」の中に「意見

を述べ、提案し、反映させる」とあるが、「共に企画、立案する」を入れていただきたい。また、「市

の役割」の中に「市は、市政について市民に積極的に情報を提供し」とあるが、「企画の段階で市民

に公開しなければならない」などとすべきである。「企画の段階」とはまだ何も決まっていない状態

のことである。さらに、「市民参加の実施」で「１つ以上の適切な方法」とあるが、適切な方法を誰

が選ぶのかが重要となる。市民参加であるからには、市民も積極的に中に割り込んで入っていく形

にすべきである。議会は立案したり、つくり出したりすることができず、市から出されたものに対

して、意見を述べたり、差し戻したりすることしかできない。市民が企画、立案の段階で入ってい

くようになれば、市民が議会よりも先に情報を得ることになる。 

〇友国委員  この条例案は基本的な事項しか入れていないので、今後、どのように運営していくの

かが問われてくることになる。詳細な内容をどのようにするのかは、市民、市、議会の責任となる。 

〇石井座長  市や議会に対して市民が批判するのは簡単ですが、そうではなく、お互いによいとこ

ろを出していけば、市民参加が前進していくものと考えています。 

〇市民Ｄ  一緒に取り組んでいけば対立関係は起きない。 

〇石井座長  お互いに主張し合わなければなりません。 

〇市民Ｄ  それでは協働にはならない。 

〇石井座長  お互いが主張し合った後で再検査を行う必要があります。 

〇市民Ｅ  この条例案は、卒のないようにまとめてあり、対立しないように書かれている。市民参

加の仕方を基本的に決めるとあるが、もっと基本的な、なぜ市民参加が必要なのか、なぜ条例で決

めなければならないのかがあいまいになっている。市のしごとに市民の意見を反映させて進めるた

めに、市民参加の仕方を決めることが必要であるということであれば分かるが、条例案としてまと

めてあるだけとなっている。市が市民の意見を聴いた上で案をつくり、議会の議決を経て、予算を

付けて実行することになる。議会は市民の代表であり、手続きとしての議決機関なので、議会と対

立するということではない。「住みやすいまち」にするためには、議員が自分たちを支持する市民の

声をまんべんなく反映させれば、市民参加をしなくてもできる。今のところ市民の声が反映されて

いないので、市民参加を進めるのであり、市民も、市も、議員も意識改革が必要である。社会の変

化に伴い、市民の意識も変わってきている。株主に合ったサービスの仕方を示すことが必要である

が、残念なことに運営については別に定めることになっている。基本になるのは、市の情報をいか

に市民に与えるか、市民の声をいかに吸い上げるかの仕組みづくりである。そのシステムをつくり

ルール化すれば、市民の意見に従った行政運営が行われるようになる。市民と議会との関係はどの

ように考えればよいのか小林先生にお聴きしたい。 

〇小林先生  「協働」という言葉はアメリカのパートナー会社を考えていただければよく、お互い

に責任を持つ会社経営を行うということで、市政に対して、市民、市、議会がお互いに責任を持っ

て行っていくことがパートナーシップです。市長から「まちづくり市民会議」に対して市民参加条

例をつくっていただきたいとの要請があり、その回答としてこの条例案をつくっています。議会が
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市民参加条例をつくりたいということであれば、別の考え方ができることになります。市のしごと

に市民が積極的に関与していくことがこの条例の目標となっています。議会の議決がなければ条例、

計画等はできないので、議会の協力を考えておく必要はありますが、議会の活動に対して制約する

となると、議員の活動も念頭に置いて条例をつくらなければならないので非常に難しいものがあり

ます。全国の市民参加条例の形態を見ると、市民と市との協働が多く、議会が入っている例はあま

りありません。市の憲法としての自治基本条例では、市民、市、議会の三者の協働が見られます。 

〇市民Ｅ  なぜ市民参加が必要かについては、市長が市民の目線で市政運営を行うために、市民参

加条例をつくって円滑に進めていきたいからではないかと考えている。 

〇友国委員  「前文」に市民参加が必要なことを書いてあるが、それで駄目ならば修正したい。 

〇市民Ｅ  前回、私は家主と大工との関係の話をした。この関係を市政で考えると、住むのは市民

であり、市民の要請に応じてつくるのが市であるので、パブリック・サーバントの関係で行うべき

である。 

〇鈴木(誠)委員  市と議会に「市民参加」が割って入り、特に議会との関係で難しい事態が議論さ

れているが、国のレベルでは、例えば、アフガニスタンの復興に対して NPO がかなり認知されてき

ている。政府でも企業でもない非営利団体の活動が国の予算で行われるようになってきている。こ

れは、市のレベルでも同様に行われるようになってきており、むしろ行政が行うよりも効率的であ

り、市民のニーズに合っていることがある。我々は「市民参加」をこのような意味でも議論してき

たし、この気持ちが「前文」に込められている。市民参加は行政も必要であり、市民の中からその

力が沸いてくるものでもあることから、必ずしも市や議会に割って入っていくものではない。これ

を育てていく場になるのが市民参加条例である。 

〇市民Ｃ  議員は市民に選ばれた代表である。そこでは議会形式と呼ばれるものがあり、行政は議

会に先に話をしてからでないと市民には話を出せないのが実態となっている。先程発言のあった、

市民と市が協働して企画、立案するようになれば、議会ではなく市民が先に情報を得られるように

なるが、これが議会の理解を得られるのかどうかということで、割って入るという表現を使用して

いる。議会では議会軽視と言われるかもしれないが、遠慮しないで提言すべきである。 

〇原田副座長  市長からではなく市民からこのような条例をつくりたいので、今回のような会議体

をつくりたいと提案していればもっとよかったと感じています。この条例をつくることによって市

民活動を有志で行っている方がより活発に活動できればよく、また、この条例は基本的な事項しか

規定していないので、さらに具体的な内容を考えていくベースとして活用し、市民、市、議会の意

識改革をしていくことができれば、それが新たな一歩となります。他の自治体にあるからつくるの

ではなく、本当に必要だからつくっていこうとする気持ちが大切です。 

〇並木委員  この条例案の中で「住民投票」以外はすでに存在している制度であるが、私たちが望

む形では使われてこなかったので、条文化することで明確にして、市民参加の第一歩を築いていき

たいと考えている。この条例案は市民参加をしなければならない事項等スタートを明確に規定し、

市に対して負担、労力をかけるものである。私は市政にこれまで何度も参加して痛い目に遭ってき

たので、これを変えたいために参加した。 

〇柴田委員  先程、「用語の意味」の「市民参加」の中に「共に企画、立案する」を入れるべきとの
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発言があったが、確かにそのとおりである。また、「市民参加の実施」の中の「適切な方法」につい

ての発言があったが、これは仕組みをつくらなければならないと感じている。志木市では、NPO に

市の業務を委託して、企画、立案を NPO のスタッフと一緒に行うことを６月から予定している。こ

れからどのようになるのかは分からないが、これも一つの仕組みである。この条例案では推進会議

に力を持たせて進めていくこととしているが、このような仕組みをもっと突っ込んで議論すべきで

あった。 

〇石井座長  この条例案が完ぺきなものであるとは誰も思っていません。とにかく基本的なものを

入れていくことで進めてきました。「市民参加の実施」の中で市民参加の方法を決めるのは市として

おり、これが恣意的、独善的であってはならないが、それに対しての担保がないので疑念を抱いて

いるとの意見もありました。このように様々な意見がある中で、時間に追われてきたこともあり、

不十分な面もあろうかと思いますが、条例案としてまとめました。 

〇小林先生  この条例案は市民会議がつくることとなっており、私はアドバイザーとしてかかわっ

ていることから非常に難しい立場であり、私が説得できたものもあればできなかったものもありま

す。「パートナーシップ」という言葉がありますが、市民が市や議会とパートナーを組んで行ってい

くのに、一人でよいのかという問題があり、これについてはある特定の集団を考えた方がよいと考

えています。この条例案のように一人で提案できる制度では、市がそれを採用するかどうか選択す

ることになりますが、例えば、５０人の意見が集まったならばできるだけ市は採用するなどとして、

複数の人が提案したものは採用していく方向で考えていただきたいと思っています。 

〇市民Ａ  委員の意見は一人でもよい、小林先生は集団で提案できるようにしたいとのことである

が、そこで重要となるのが市民参加推進会議である。これを仲介役として考え直すことが必要であ

る。偏った考えを持つ団体が、ある一定の人数を集めて提案したらどうなるのかという問題も出て

くる。どこかでせき止める要素を持つ核が必要である。その核が信用できなくなったならばどうし

ようもないが、その核は中庸を得たメンバーで、常にいろいろと議論し合ったレベルの高いもので

なければならない。市民参加推進会議がレベルアップし、核となっていくことが必要であり、そこ

に託さなければならない。 

先程、志木市で NPO に市の業務を委託することについての発言があったが、これからのあるべき

形である。志木市と比べると和光市は非常に遅れており、早く追いつきたいからと、ここで拙速に

なると足場を失ってしまうことになりかねないので、この条例を足場にして積み上げていかなけれ

ばならない。これは非常に時間のかかることであり、志木市のようになるまでにはそう簡単にはい

かない。 

〇市民Ｂ  この条例案は市民が主体ということであるが、市が上で市民が市に対して頭を下げて提

案するように読める。 

〇並木委員  市は市民の使用人であり、基本的な精神は市民が中心である。 

〇市民Ｂ  それが条例案には現れていない感じがする。 

〇友国委員  参加の権利を保障する観点から多少はやむを得ない面がある。 

〇市民Ｃ  和光樹林公園の中に市民体育館を建設する話が出ており、この建設の是非について市民

にどのように聴くのが望ましいのかを話し合っていただきたい。 
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〇石井座長  それは、議会ではできないのですか。 

〇市民Ｃ  市民参加で行うこととしているので、「まちづくり市民会議」の意見として市長に提言し

ていただければありがたい。 

〇並木委員  「まちづくり市民会議」に与えられた権限には含まれないので、フリートーキングな

らできるが、意見を集約して提言することはできない。 

〇石井座長  議会が機能を放棄して「まちづくり市民会議」にお願いするのであれば考えます。 

〇市民Ｃ  議会の機能放棄ではなく、市長はどのような方法がよいか思案していると思うので、選

択肢を出していただければよい。 

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。市長に本日の感想をお願いしま

す。 

〇野木市長  本日は、長時間にわたりありがとうございました。いろいろと意見を聴かせていただ

き、かなり頑張っていただいたものと思っています。本年度中に最終的な案をお願いしていますが、

私はこれを重要であると考えており、たとえ１か月ずれたとしてもしっかりしたものができるので

あれば、再度ご相談させていただいてもよいと思っています。本日いただいたご意見を踏まえて最

終案としてまとめていただきまして、それを実行あるものにしていくことに努めていきたいと考え

ています。 

〇原田副座長  本日いただいたご意見は、意見要旨としてまとめ、提言書に付して市長に提出させ

ていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 


