
第１回 仮称中野区自治基本条例に関する審議会 議事録 

 

○日  時 ２００４年５月１９日（水） １９時～ 

○会  場 区役所４階庁議室 

○出席委員 廣瀬会長、藤原副会長、内海委員、谷本委員（学識経験者委員） 

伊丹委員、小林委員、星野委員、渡辺委員（区民委員） 

 

＜議論内容＞ 審議会委員自己紹介 

【田辺区長室長】 審議会を始めさせていただきます。 

 本日、第１回ということで会長等が決まっていませんので、会長が決まるまで、私が進

行します。 

 会を始めるにあたり、田中区長から審議会委員の皆様に委嘱状をお渡しいたします。 

＜委嘱状交付＞ 

 続きまして、本日、出席しております区職員を紹介します。＜略＞ 

 それでは、委員さんの自己紹介をお願いします。 

【内海委員】 法学部で地方行政、都市論などの講義をしていますが、もともとは都市計

画やまちづくりのルールについて、研究を進めてきています。そういう意味から、自治の

権利の議論を中心に、まちづくりとして区民条例をどう伝えていくのか。あるいはどのよ

うに機能させていくのかということも視野に入れて、意見を述べたいと思います。 

【谷本委員】 ＮＰＯ法人自治創造コンソーシアムの常務理事をしています。このＮＰＯ

法人は、従来の行政主導型ではない市民主導型の自治をつくっていくという全国の動きを

実践型でサポートしていくために、この４月に設立発起したものです。活動自体は昨年か

ら開始しています。私自身は２年ほど前まで北区の職員をしていましたので、行政側のこ

ともある程度知りつつ、今度は市民の立場で自治にかかわっていきたいと思っています。

中野区さんとも昨年、一昨年と外部評価委員会をさせていただいた縁もあるので、今回役

に立てるように頑張ります。 

【廣瀬委員】 法政大学法学部で行政学、地方自治等を担当しています。大学院に進む前、

大学の学部ゼミの頃にいちばん最初に研究したのが実は中野区の準公選運動です。７０年

代の終わり頃にまず区長の準公選運動があり、それが公選の区長制度になり、その後、教

育委員の準公選の運動等が行なわれました。教育委員の準公選について書いたことから研
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究者生活がスタートしたと思っています。今は、情報政策等を中心に地方自治のことを研

究していますが、地方制度調査会等を中心に自治体の基本的な制度そのものを再検討しよ

うという動きが始まっていて、それに今、関心を注いでいるところです。 

【藤原委員】 専門は行政法ですが、個別法として地方自治法のほかに情報関係、情報公

開や個人情報保護法をやっています。私の中野とのかかわりは、もう２０数年前になりま

すが、学生時代に中野に住んでいたということです。昔初めて書いた小さなものが、中野

の環七の沿道条例についてであり、「ジュリスト」という雑誌に載りました。おもしろい条

例だと思って書いたものであり懐かしく思っています。地方自治関係では住民参加や住民

投票、住民参加については何本か論文を書いています。 

【伊丹委員】 ＮＰＯ法人の日本ＥＬＰコンサルタントに所属しています。これは去年の

４月に設立しました。私は中野区に生まれ、中野には祖父の代から三代住んでいます。区

政モニターから出発し、昨年ワークショップに参加し、初めて区の方にかかわらせていた

だきました。 

【小林委員】 区民ワークショップの第１分野、まちづくりを中心とした分野のリーダー

をしていました。母方で見ると四代中野です。生活としては寝るだけ区民、帰って来て寝

るだけ、あとは一日外で働いているという典型的な生活をしている中で、自分の町を何と

かできないかという着目から昨年ワークショップに参加し、提言としてまとめたものを、

今度はある程度形にできないかという意思を持ち応募しました。職業は会社員で企業向け

のネットワーク、住基ネットで使われているＩＰ－ＶＰＮなどを企業にコンサルティング

をする仕事をしています。 

【星野委員】 昨年度、基本構想のワークショップに参加し、自治に興味を持ちました。

長年、中野区の青少年委員として子どもの育成活動を中心に地域活動をしています。地域

のいろいろなところにかかわりを持つ中で、地域で住民がどう活動していけばいいか、み

んなの思いを取り入れてほしいと思っています。 

【渡辺委員】 十数年前、準公選運動が盛んな頃に引越してきて、すっかり中野区に魅了

されて「ここに住むぞ」と決めて暮らしています。中野区が、中野区らしさを追求できる

ような形をつくっていきたいと思います。私も基本構想のワークショップに参加していま

したが、参加することに意義があるという参加の仕方ではなく、そこから一歩出て、それ

が形になっていく仕組みをどのようにつくっていくかが、これからの課題になってくると

思いますが、それをこの場でつくり上げていくために来ました。ＮＰＯをやっていますが
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まだ余り軌道に乗っているとは言いがたく、職業は病院で薬剤師をしています。病院の薬

剤師もチーム医療というものを追求している最中で、状況的には大変似ており、どちらに

も共通するいろいろな要素があると思い、職業的にも非常に参考になるのではないかと考

えています。 

【田辺区長室長】 それでは、会長の選任をさせていただきます。「会長は、審議会を代表

し、会務を総理する」と条例で定められています。同じく条例において、会長は委員の互

選により定めるとありますが、審議会の委員の皆さんの中から選ばれることになります。

意見のある方いらっしゃいますか。 

【谷本委員】 皆さん、それぞれいろいろな場で活躍されていおり、どなたでも適任だと

思いますが、今日初めてお会いして、どなたがというのもなかなか理解できないので、も

し事務局で案をお持ちでしたらご提案ください。 

【田辺区長室長】 それでは、廣瀬委員を提案したいと思いますが、皆様いかがでしょう

か。 

（「賛成」の声あり） 

【田辺区長室長】 それでは、廣瀬委員に会長をお願いします。ここからは、廣瀬委員に

議事をお願いします。 

【廣瀬会長】 わかりました。皆さんから推挙されましたので非力ではありますが、いい

成果が出るように皆さんのご協力を得まして運営していきますので、ご協力お願いします。 

 それでは、副会長の指名に移ります。まず、条例の説明をしてください。 

【田辺区長室長】 条例の第５条の４項に、会長として、副会長の指名を行なうという職

務があります。「副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する」

という規定になっています。 

【廣瀬会長】 会長が指名を行なうということになっていますので、藤原委員を副会長に

指名させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【藤原委員】 わかりました。 

【廣瀬会長】 この審議会は区長からの諮問を受けて、それに基づいて、それに対する答

申を審議していくという場ですので、まず、区長から諮問をいただきます。 

【区長】 ＜諮問文を読み上げ、会長に渡す＞ 

【廣瀬会長】 この審議を諮問いただくにあたり、区長からごあいさつをいただきます。 
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＜議論内容＞ 区長あいさつ 

【田中区長】 皆様、本当にありがとうございました。 

 私は選挙の時に「働き盛り５０歳」というように、５０歳という年齢をひとつの売りに

しました。ほかの候補者の方が１０歳以上、上だったことからきているのですが、本日の

学識委員の皆さんがほとんどこれから働き盛りになって仕事をし、力を出していただける

委員の皆さんを選任することができたと思っています。また、公募の委員の皆さんも、基

本構想のワークショップに参加していただいた方ばかりで、中野の自治について相当の期

間考えていただいていますので、委員として活動していただくにふさわしい方を選ぶこと

ができたと思い、大変喜んでいます。私が区役所に入ってから暫くした頃、地方の時代と

言われました。中野区もそういう中で、教育委員の候補者選びの区民投票など新しい試み

を始めた時代でした。地方自治体や市民がさまざまな形で声を上げ、動いたことが地方分

権という形で実を結んだのはいつかというと、地方分権一括法が国で制定されたことが、

ひとつのメルクマールだろうと思っています。 

この地方分権一括法は、国・地方の財政が破綻状態になり、国・地方の累積債務がＧＤ

Ｐとほぼ同じくらいになった頃、その頃とちょうど時期を同じくして制定されました。財

政状況が立ち行かなくなった中で権限だけを委譲することが、ある意味で言えば地方分権

のひとつの側面なのかと思える時期での地方分権だと思っています。 

 国のそうした財政構造を何らかの方法で、改革して建て直していかなければなりません

し、地方は地方で自立をして改革をしながら持続可能な自治体、地域社会をつくっていか

なければならない、そういう状況にあります。もともと自治の大切さや、市民の意思に基

づく行政運営ということは、みんなが求めていたものです。この時期、特に必要なのは自

己決定・自己責任、つまり自分たちの社会を責任持って運営できるという形で自治を行う

ことだと思います。地方の時代と言っている頃は、のどかな時代だった気がします。先進

自治体、福祉の中野、教育の中野といい、やった方がいいことは何でもやる、それが自治

だ、参加だと受け取られても仕方がないような動きになっていました。日本全体もそうだ

ったと思います。５５年体制の中で、あった方がいいことを、いかにうまく予算の中にも

ぐり込ませてやっていくかというのが政治であり、自治であるという時代だったと思いま

す。そうではなくて、入ってくる、あるいは持っている資源をどう活用して、どういう社

会をつくっていくかという本当の意味での自治をしなければなりません。そのことを無理

矢理に突きつけられているのが今の地方分権の時代だと思っています。こういう中にあっ
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て、つらい選択や苦しい選択も、あるいは新たにみんなが負担をし合うということも、自

治の中で自己決定をしていく。そして、自分たちの地域社会を豊かにしていくことができ

るようにならなければ、私たちが自治という仕組みを持ち、地域社会を運営していく、そ

の意味がないだろうということだと思っています。そういう意味では、本当に自治という

ものを自分たちの責任でやっていくという厳しい突きつけ、それが今、私たちに求められ

ている地方分権だということです。 

 地方の行政運営、国でも同じですが、やはり、もともと納税者であり主権者のものだと

思います。最近よく言われる言葉に、区と区民の協働とか、行政と国民の協働といったこ

とがありますが、そうした考え方はまだ中途半端だと思います。本来であれば、区民全体

の協働の結果としてつくっていくのが区である、行政であると、みんなが素直に思えるよ

うな状態になるのが目指すべき姿だろうと思います。残念ながら３０万区民の声を行政運

営のなかで、首長制という中で本当にどれだけ反映できるのかというと、価値観の多様化、

さまざまな利害の多様化という中では実に難しい状況にあると思います。そのことは、つ

とに指摘をされてきたところですが、そういう中にあって市民が本当に自らの選択として

行政のあり方を決めていく。あるいは行政の中で自分たちが守るべきことについて自己決

定が出来ていく。そうした自分の意思と、自治体・行政体の意思とを極限まで近づける方

策は何かといったときに、私は市民参加の方策や、参加の権利をきちんと保障することで

あると思います。また、参加の権利を保障するということは、参加の限界もきちんと定め

ることだろうと思っています。市民の方の意見をよく聞いていくと、自分の意見が通って

いないという方が多くいらっしゃいます。本当の参加をしていく中で、１００人参加して

１００人の方が全員自分の思ったとおりにはなっていないというのが、実は実態だと思い

ます。そうした１００人が自分の思うとおりにはならないけれども、これが多数のいちば

ん尊重するべき合意だということを決められるような仕組みをつくっていくのが自治の理

想の姿だと思います。そうした仕組みを区の運営の中、地方自治の行政の運営の中につく

り出していくことが、今の時期であるからこそ非常に重要だと思っています。 

 自己紹介をお聞きして、本当にこの条例を審議していただくのにふさわしい委員の皆さ

んに文字どおり集まっていただけたと確信をした次第です。行政としても、行政側の提案、

検討をしていきたいと思っています。それについて、それぞれの立場から徹底した議論を

していただき、本当によいもの、区民に納得してもらえる条例案をつくっていきたいと思

っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【廣瀬会長】 どうもありがとうございました。諮問にあたり、田中区長からの明確なメ

ッセージをいただきました。これを受けて、中野にふさわしい答申案をつくっていきたい

と思っています。 

（田中区長・内田助役 退席） 

 

＜議論内容＞ 自治基本条例と基本構想・１０か年計画との関係 

【廣瀬会長】 自治基本条例は、この春に出た中野区基本構想審議会答申「中野区基本構

想に盛り込むべき内容について」の提言の中にも位置づけられています。基本構想をつく

っていく中で、中野区としての整備すべき基本的な制度のひとつの重要な柱になるのが、

自治基本条例であると思います。議論に入るにあたって、議論の位置づけを明確にした上

で内容に入っていくべきだと思いますので、この諮問に関連する資料についての説明を事

務局からお願いします。 

【鈴木政策計画担当課長】 ＜資料２ 仮称中野区自治基本条例に関する審議会への諮問

にあたって＞＜資料３ 基本構想・新しい中野をつくる１０か年計画＞＜資料５ 審議会

の日程（案）＞＜資料６ 自治基本条例策定に向けた検討の報告＞＜資料７ 自治基本条

例と関連のある中野区の条例や規則・要綱等＞＜資料８ 各自治体の自治基本条例の比較

＞＜資料９ 第２７次地方制度調査会の答申＞について説明。 

【川崎区長室計画担当課長】 ＜資料３ 基本構想・新しい中野をつくる１０か年計画＞

について説明。 

【廣瀬会長】 中野区基本構想と仮称１０か年計画の基本となるものと、自治基本条例の

基本的な考え方が同じであると理解していいでしょうか。ただ、条例として条例化される

ときには、自治基本条例は自治基本条例として独立のものとして提案をして、基本構想も

これもまた基本構想としての策定のプロセスを経て、最終的に議会が正式に決定をするこ

とになるだろうと思いますが、今の段階では、余りそれを制度に沿って切り離して議論す

るよりは、まず、これを一体としてとらえた上で、基本的にどんな考え方でその提言を受

け、どんな考え方に則って自治基本条例について考えていこうか。その点について、きょ

う説明された資料等についてわかりにくいところがあったらまず確認をして、その上で先

へ進みたいと思います。 

【藤原副会長】 基本構想と条例の関係がまだわからないのですが、それはどうなのです

か。 
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【鈴木政策担当課長】 中野区のこれからつくろうとしている基本構想は、おおむね１０

年後にこうありたいという中野区の将来像を描いています。そこに至る一定の達成状況も

明らかにして、どういうものが、どういう状態になるかということを基本構想の中で目安

としては示したいと考えています。その基本構想をもとに、行政としては１０か年の行政

計画をつくっていくという位置づけです。もうひとつ、自治基本条例は、条例ですから１

０年で終わりということではなく、中野の自治に関する基本的な枠組みをひとつの法規範

として条例に位置づけるものですので、広く区民の権利、行政の役割等々について規定し

て、将来にわたって中野の自治の仕組みを規定する性格になると思います。 

【藤原副会長】 自治基本条例はある意味で言えば、９０年代からの各種の新しい条例を

体系化すればつくれます。だから構想の中に出てくる環境などは、自治基本条例には、そ

もそも出ないという枠組みなのか、そのスタンスがまだわからないというところです。基

本条例なら別に環境のことを書いてもかまわないわけです。「資料８ 自治基本条例の検討

資料 各自治体の比較」にある、職員プロジェクトチームの提案の○印というのは、これ

はやってもいいという意味でついているものなのでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 自治基本と言った場合に想定できる項目について、洗い出し

て検証したのが、プロジェクトチームの中で全部に丸がついているものです。それを区が

本当に、このとおりやるということで一致しているわけではありません。 

【藤原副会長】 自治基本条例は大体どこの自治体でも、こういうふうになるのはわかる

のですが、基本構想や１０か年計画とどういう関係になるのかよくわかりません。ある程

度引っ張られて、ひょうそくを合わせるのであれば、単発では環境関係の条例をつくって

いる自治体が結構あります。そういうものが本当は入ってきてもいいはずです。ただ、そ

うすると確かに自治基本条例の、通例言われている体系は崩れます。この２つがどういう

関係なのでしょうか。 

【田辺区長室長】 とても大事な議論、問題提起をしていただいたと思っています。この

審議会では、地域で話し合うルールや合意形成の仕組みなどの検討が中心になると思いま

す。１０か年計画では、いろいろな事業や施策を組んでいきますが、一方で、そうした事

業や施策だけでなくてルールも用意していかないと地域づくりができないだろうと思いま

す。 

 基本構想は、今年の暮れには議会で議決いただき成立する予定でおります。そうすると、

１０か年計画は来年４月からスタートしますので、そのスタートする段階で地域でのそう
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したルールも一緒に合わせてスタートすることによって、１０年後を見据えた地域の活動

がいろいろ展開できるのではないかと考えています。 

【谷本委員】 今の話に関連してですが、通常自治基本条例をとらえたときに、どちらか

というと手続きの細かなものを決めたものよりも、まちづくりという大枠の中に理念を書

いている条例が多いと思いますが、そうではなくて今、中野区として期待をしているのは、

むしろ手続きをきちんと決めるための条例だととらえていいですか。 

【田辺区長室長】 方向として私たちが望んでいるのは、まちづくりという大きなものよ

りは、手続きを規定した条例になります。 

【谷本委員】 そういう意味では、ここに区民の方もいらっしゃいますので、行政側がど

う考えているか、果たして区民がどう考えているかで違ってくると思います。そこは明確

にしておいた方が議論しやすいかもしれません。 

【渡辺委員】 先ほども言いましたが、いちばん話し合っていただきたいのは手続きとル

ール、仕組みです。自治が大切だという理念は十分語られてきました。基本構想のワーク

ショップを経験しましたが、ワークショップの決めたことが、どこにどう活かされて組み

込まれていくのかということが、分からなくなってしまいます。さきほど区長もおっしゃ

っていましたが、限界線も考えて、誰でも参加できる区民としての話し合いの場で決めら

れるのはここまでと。その後、例えば議会はどこに、どのようにかかわるのか、そういう

ことを決めていただきたいと思います。 

【内海委員】 理念的なものにするか、具体的な手続きを入れていくかという非常に大き

な分かれ目だと思います。全国で展開されている自治基本条例は普遍的なものがかなり多

いと思います。そういった中で具体的な手続きという意味では、基本構想を区民と一緒に

具現化するためのツールというような位置づけでいいでしょうか。 

【廣瀬会長】 自治基本条例によって区民参加で意思決定をする手続きを明確に保障して、

その保障された手続きによって新しい基本構想をつくり、また、その手続きを使いながら、

いろいろな面で基本構想に盛り込まれたいろいろな活動を意思決定していくことが適切な

仕組みです。しかし、基本構想は早い時期の具体化をめざして、既にワークショップでの

１年半ほどの検討を踏まえて、具体的なものに固めていこうという段階まで来ていますか

ら、でき上がった基本構想に則って、さらに活動を具体的に展開する場面では、これから

つくる自治基本条例の手続きで進んでいくことになります。しかし、基本構想自体は自治

基本条例ができ上がっていくプロセスに並行して、それとは制度としては別個に独立に区
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民参加も含めて行なわれた上で最終的には議決をされるという、並行している部分と、一

旦こういう自治体にしていこう、こういう地域にしていこうという理念が基本構想として

固まったら、それを具体化するいろいろなプロセスで自治基本条例に則って区民の参加と

いうものが保障されていくということと、その二重の関係になるだろうと思っています。

そういう了解でいいですか。制度的には、そうならざるを得ないと思います。 

【田辺区長室長】 中野区基本構想の答申をいただいた上での区案を、区民の方々に説明

し、やりとりをしながら固めているところで、そのプロセスもこの審議会に随時提供した

いと思っています。 

 

＜議論内容＞ 自治基本条例制定のスケジュール 

【内海委員】 この審議会では、諮問に対する答申を出せばいいというだけの枠組みかも

しれませんが、基本構想も含めて、今後のスケジュールはどうなっていますか。また、こ

の審議会だけでの議論で自治基本条例が固められていくのか、あるいは職員プロジェクト

チームが並行して動くのか、お聞きしたいと思います。あるいは区民にいろいろな公表し

たり意見をいただいたりするのでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 １０月中旬にはこの審議会からの答申をいただきたい。それ

から、１カ月ぐらいで区案というものをつくります。ただし、その区案をつくっていく途

中において、自治基本条例に関するシンポジウムなどを実施したいと思っています。区案

をつくりましたら、区民に対して公表して意見交換会や説明会を１２月にかけて実施した

いと思っています。そこでやりとりをしたものを、もう１回整理して、区として、区案と

しての最終の形に近いものをつくります。それを年明けに、パプリックコメントに付そう

と思っています。そして、パブリックコメントでいただいた意見を反映させたものを議会

に提案したいと思います。議会への提案を予定しているのは、来年の第１回定例会です。 

【廣瀬委員】 今おっしゃったスケジュール、あるいはそこに至るまでのプロセスのよう

なものを、ここで規定をするということですか。 

【石神総務部長】 議会でも同じような議論がありました。区民と一緒に基本構想をつく

っていく、この手続きがまずあって、基本構想を策定していくべきではないかと。中野の

基本構想は実施計画とセットでつくります。理念を固めてから実施計画をつくるのではな

くて実施計画と同時に、基本構想自身を１０年後をめざすものとして策定します。 

ですから、皆さんから自治基本条例の骨格が示されて、案の素材ができ上がってくる段
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階で、それを住民に投げかけて、基本構想・１０か年計画と合わせて議論しながら区案を

作成していこうと考えています。 

【川崎計画担当課長】 先ほど、将来像を実現するための手立てを、想定される取り組み

例ということで紹介しました。例えば、町をにぎやかにするための取り組み例のひとつが

中野駅周辺の整備です。同じように、住民自治を実現するための取り組みとして、まさに

この自治基本条例が想定されなければなりません。それを基本構想の取り組みとして書こ

うかという検討もしましたが、自治基本条例を、新しい基本構想、１０か年計画と同時に

スタートさせたいとの思いから盛り込んでいません。 

【廣瀬会長】 つまり基本構想が動きだすときには、自治基本条例に則って、区民が意思

決定をできる手続きを実現しておきたいということだと思います。とすると、１２月定例

会で基本構想、２月、３月の定例会で自治基本条例を確定して、４月から、区民参加の手

続きも保障した区政がスタート出来ることが期待されているわけですね。それと同時に、

この条例自体は区民参加の制度保障というのが非常に重要な柱になりますから、この条例

が出来た暁には、この条例に基づいて区民参加で意思決定をする手続きが制度として保障

されます。でも、この条例が出来る前の段階、つまりこの条例をつくっていくプロセスが、

条例がないところでつくっていくわけだから基本条例で決めたことに基づいてやるという

わけではないけれども、そういう条例をつくるときに、その条例でこうすればいいと提言

している手続きから離れてつくるということは、おそらくあり得ないので、実態としては、

こういう手続きでやればいいのではないかという答申を出し、それに基づいて区の案が固

まってくれば、そこで想定されているような手続きに、ほぼ則った形で、そこから先の区

民参加のプロセスが動いて最終案が議会に提案されることになるだろうと思っております。 

 

＜議論内容＞ 自己決定・自己責任について 

【渡辺委員】 「資料２ 仮称中野区自治基本条例に関する審議会への諮問にあたって」

についてですが、区民が主権者という図に少し違和感があります。確かに理屈としてはわ

かりますが、区民は主権者であり、サービスの受け手でもあります。例えば顧客化という

か、区民を強調すればするほどサービスが安い方がいいということに流れていく。それと

同時に区民が主体的に区政にかかわるとすれば、そこと矛盾してしまうのではないかと思

います。区長は、協働ということもまだ中途半端だと話されましたが、確かに区民が主体

と言えばそうなります。行政と区民というのは明らかに立場と役割分担が違っておりどち
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らが上、どちらが下というでもなく協働すべき場面があっていいと私は思っているのです

が、皆さんどのようにお考えでしょうか。サービスの受け手としての消費者としての存在

と、先ほど来言われている自己決定・自己責任と、どう一致していくのか私には整理がつ

かないのです。 

【藤原副会長】 自己決定・自己責任という言葉について、それが誰の負担によるものか

という意見は多分あると思います。つまり、国と地方の関係が区と区民の関係になるだけ

なのかという話も含んでいるだろうと思います。自己決定・自己責任は自己犠牲ではない

ので、そこは区民の皆さんがきちんと主張なさればいいのです。もうひとつの、区と区民

の関係が事業者と消費者のサービス給付の関係かというと、これは特区の検討でも見られ

るように、結局それは行政は何をどこまでやるのかという議論になり、ごく一部の例外を

除けば、全部民間がやってもいいんだという議論まで最近は出ているみたいです。その意

味で、この自己責任とは何だという議論は本当に大事だと思います。 

【廣瀬会長】 少し注意しなければいけないと私も思うのは、自己決定・自己責任という

ときの自己というのは誰なのかが、実は出てくる場面や文脈によって違うということです。

例えば区としての自己決定・自己責任、これはもう区全体が自己責任を負うということで

す。他方で、その地域社会のことや、あるいは自助という話のところで自己決定・自己責

任と書かれると、これは個々人がということなのかという場面もあります。自己責任と言

ったときに誰が責任を取るべき者と想定されているのか、その都度確認しながら議論すべ

きです。それに、主体としてのあるいは主権者としての責任と、それから顧客に責任とい

うことばはそぐわない面もあるかもしれませんが、客としてのある種の厳しい目でサービ

スを吟味するなど、正しい吟味の仕方がなければ、いいサービスは買えないという顧客と

しての関係でもやはり、意識しておかなければならないと思います。おそらく両面なけれ

ばうまく動かない。主体としての区民が余り強調されるとそれは責任としても重いし、そ

れから主権者であることは非常に重要なポイントですが、そちらばかりになると実は消費

者として、もっといいサービスを安く提供せよという圧力を、ともすれば弱めることにな

ります。区政の主体であって責任があります、すべてを決定できますと言われつつ、いい

サービスをより賢い消費者として受け取るチャンスを逃すことになるのかもしれない。そ

ういう場面がないとは限りませんから、区民というのはどちらの立場にもなり得るし、厳

しい消費者という区民の役割が重要な要素であると思っています。公共サービスをどう運

営していくかという区民と行政との関係に、そういう要素も取り組まれなければ、ある意
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味では甘い条例になってしまうのかもしれないのではないでしょうか。 

【内海委員】 基本構想の中に何度も出てきた自己決定・自己責任という言葉ですが、実

際それを具体化していくにあたり、素直に区民の心の中に、その自己決定・自己責任とい

うことがおそらく落ちてこないと思うのです。この条例で自己決定・自己責任というのは、

どういうことかというのを明らかにしておくことが議論のひとつのテーマになると思いま

す。 

【藤原副会長】 区長が地方分権の、国と地方の関係の地域経営、自己決定・自己責任に

よる地域経営という話の中で、自分の意見がとおることが参加ではないとおっしゃったの

は多分そのとおりで、この自己決定・自己責任というのも甘えが通るという意味ではない

ということです。渡辺さんがおっしゃったのは、ここでは自助できない人とか弱者とか消

費者としての立場で、自分で決めたことだろうと後で言われても困るという、そういう懸

念ですよね。 

【石神総務部長】 資料２「２ 自治体としての区の運営のあり方」のいちばん上の○の

中に「区の自己決定・自己責任」、いちばん下には「区民が身近な問題、自らの問題は自ら

が決定して、自ら責任をもって実施していく」ことの２つが書いてありまして、整理して

軸を外さないようにしないといけないと思います。 

【田辺区長室長】 基本構想の構成案の中でもいくつか使っていますが、やはり場面、場

面で主語が違っています。区としてセーフティネットというか、最低限これは役割として

果していかなければいけないこともあわせて書いています。 

【廣瀬会長】 例えば、資料３の６ページのⅢ－２で、地域というものがスコープになっ

ていますが、これは区全体ということではなくて共助の部分でしょうか。そこでの自己決

定・自己責任というのは、これは地域という単位なのかと思うのですが、その裏側、Ⅳの

冒頭、その地域を基盤に区民自らまちづくりに取り組むまちですが、この地域ということ

になってくると、それは先ほどのⅢ－２の地域と同じような区全域より、もう少し狭い地

域でということですね。Ⅳの項目の冒頭にある「自己決定・自己責任」のことばは、区と

してのことを言っているのか、それとも地域なのか個人なのか、少しわかりにくいと思い

ました。 

【小林委員】 これはおそらくはワークショップ関係者が一連の流れを見ている限りでい

うと、前者の、いわゆるある特定のエリアのことを言っているのではないかと思います。

基本構想審議会の答申の２０ページ、Ⅳの①に、「地域セルフガバメント」という言葉が出
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てきて、自分の地域を自分たちで経営をしていくと書いてあります。直接民主主義で経営

していくようなパターンを想定した答申をワークショップがしており、審議会答申では、

少しそれを和らげられて出されたものが区案に反映されているというプロセスから考える

と、特定のエリアのことをさすのではないかと想定されます。 

 

＜議論内容＞ 中野区の自治の経緯について 

【本橋区民生活部長】 特別区が、昭和５０年の地方自治法改正までは都の内部団体とし

て位置付けられ、区長の選挙も直接選挙できませんでした。区長の選任は議会の同意を得

て知事の了解を得て議会で選出されるということでした。それが変わったのが昭和５０年

ですが、その前に中野の区長準公選の動きがありました。区は東京都の内部団体ではない、

基礎的な政府である、第１の政府であると言ってきました。それとともに自治の原点は地

域であると打ち出してきました。そういう中で、「地域センター及び住区協議会」構想を出

して３０万区民、１５平方キロメートルの区を１５の地域に割り、そこでの議論の中で地

域合意を形成して、地域の方が解決に取り組んでいこうということを打ち出していました。

それは、ある面で全国的にも非常にユニークな取り組みということで注目されてきました

が、そのときにもいろいろ議論があったのですが、住区協議会は特に条例という裏付けは

ありませんでした。地域の人たちが自主的に自分たちで、議論の場をつくり活動していく

ことで区は、それをサポートする、その部分の要綱を持っていました。実際の展開の中で

は、それぞれの地域での取り組みの様子はさまざまありますが、当初意図したような形に

なっているだろうかと考えると、ひとつの壁というか難しい状況が出てきています。ひと

つは、合意形成と言いながら、住区協議会で議論されたことは、どこまで地域の合意と言

えるのかということです。個人や自治体は、自然人、法人としての意思決定の仕組み、あ

るいは範囲があるわけですが、地域というのは抽象的なもので、地域の合意として決定し

たことがどこまで実施できるのかという議論があります。もうひとつは、法的な、地方制

度調査会にもあるような形での、条例によって認知し、そこでの議論は地域の合意である

という法則性を持たせるという道もあります。ただ、議論された事柄が、自然人や法人で

はない、地域というものの中の一定の地域の人たちがどういう形で認知していくのか、そ

れがひとつポイントになってくるのかなと思います。そういう意味において、地域での合

意形成をどうとらえていくのかが、自治基本条例のひとつのポイントになると思います。 

【石神総務部長】 中野の経緯というものが皆さんに伝わっていなかったと思いますが、
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自治の仕組みが全くなくて突然湧いて来たのではなくて、いくつかの経過を経て、新しい

形での自治基本条例という制度的なものをつくっていこうという流れがあったものですか

ら、その間がなくていきなり出てきてしまったからなかなかわかりにくい議論になってし

まって申しわけなく思っています。 

【本橋区民生活部長】 自治組織みたいに一定のきちんとした組織化をしていくというこ

とは、事案によって合意形成するエリアが違ってくるものがあると思います。例えば山手

通り沿道の問題、あるいは西武線沿線の問題という場合の地域は違ってきます。そういう

ときの合意は、一定のルールができてくれば、以後、全く新しい展開ができるだろうと思

います。そういうのも実は期待しているところです。 

【藤原委員】 それはなかなか難しいと思います。住民投票の投票区をどう取るかという

問題とオーバーラップする問題です。一つ所へ「ごみ処理場つくります」と言った途端に

その問題が出ます。 

【谷本委員】 今の関連で１点確認させていただきますが、基本構想に今の住区協議会の

今後の扱いは特に記載される予定はないのでしょうか。今見た限りでは、名称として上が

ってなかったので、基本的な考え方として住区協議会はある程度緩やかに解散をしつつ新

しい組織に移行する方で全体を考えているのでしょうか。なくすというのはなかなか難し

いと思いますが、そのまま残しつつ新しい組織をつくっていくつもりなのでしょうか。そ

れによって、自治基本条例のつくり方に関連すると思います。 

【本橋区民生活部長】 住区協議会は協議会としてありますが、新しい組織を地域の問題

を議論し結論を出していく、合意形成という仕組みとしてつくっていくのか、そのあたり

も、まだこれから議論していくところであり、その辺りが自治基本条例の検討の中でも議

論になってくると感じています。 

【谷本委員】 仮にこの審議会の中で、自治基本条例の中に、そういったルールを盛り込

んでいこうとしたときに、現実問題として、住区協議会と整合性をどう取るんだという問

題が必ず出てくると思います。審議会で合意形成についての議論をする段階までに区側の

方針を考えていただけると審議もしやすいので、そこは方針を教えていただければと思い

ます。 

【田辺区長室長】 この審議会を設置するにあたりそうした議論をしています。住区協議

会については、地域センターという区の行政組織がかなり援助してかかわってきたわけで

すが、その地域センターが果たしてきた事務局機能についても検討をしています。区とし

 14



て整理したものは、なるべく早く出したいと思っています。 

【内海委員】 私は中野の仕事をするのは初めてで、ほかの自治体の市民参加条例や自治

基本条例にかかわってきているのですが、中野の事情がよくわからないので、施策づくり

への参画など、これまでどのような取り組みが行なわれてきたか、住区協議会のような組

織がどのように存在しているか、さらには、地縁的なものではないＮＰＯ活動のようなも

の、区民が主体的に取り組んでいる状況など、そういった資料を紹介していただきたいと

思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 きょう、かなり核心の議論に入ったと思いますが、中野区と

しても今後この自治基本条例の位置づけをどうしようかということと、中野の自治の基本

というのは、これまで取り組んできた自治の道具、ツールだったものがどうであったのか

という検証は不可欠だと思っています。そういった歩みの上に立って、よりよい自治の発

展としてどうしたらいいかということを、身の丈に合った形で、現実的に使えるツールを

整備していく必要があると思います。住民参加がどういうふうにあったのか、今、主体的

な取り組みとしてはどういったものがあるか。それから地縁と言われる町会がどうなのか

という資料については、用意したいと思っています。次回は、条例の大枠の方向が決まる

項目を議題として想定していますが、これでは盛り込みすぎだということであればまた、

議論して整理をしていただければと思います。 

【渡辺委員】 私が最初にこういう社会に関することに手を出そうと思ったのは、東京都

で公募した委員になったのがきっかけでした。そこで大変勉強させていただいたので、中

野区で何か発言していこうと思い住区協議会に参加しましたが、既存の団体に参加して物

を言うのは、この審議会で発言するよりもよっぽど言葉を選ばなくてはなりません。自治

が出来上がっていれば出来上がっているほど、既にそこには無用な力があります。発言の

重要度はＮＰＯをやっていようがいまいが関係なく、かなり同一の人物が握っているとい

うような、それが現実ではないかと思います。この中野区で、いつだったか行政の方に「な

ぜ区民の参加の仕組み、誰にでも意見を聞く場がないのですか」と聞いたら、「区民とは一

体誰のことを言うのか」と聞かれました。要するにいろいろな会がもう出来上がっていて、

そこの長や代表者からは意見を聞いているのだということで、「ああ、なるほど」と思いま

した。一個人として、個人という言葉はないという話でしたが、参加していく仕組みとい

うのは、住区協議会に誰でも来てもいいよとか、そういうことでは解決し得ないものがあ

ると考えています。そこでのルールづくり、合意形成に至るまで、そして合意を得たら、
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その合意というのはどうなるのかということを、きちんとルールをつくり、はっきりさせ

ていくべきであると思います。 

【廣瀬会長】 それは実際に生活をしていて、かつ十何年か前に転入したという新住民と

いう立場からでないと、なかなか見えない面を指摘していただいたのかもしれません。権

限や責任と同時に、その限界が必ず出てくるだろうという気がしますが、それがはっきり

しないあいまいな中でやっていると、いろいろといい面もあるけれども弊害も生んでしま

うかもしれないということかなと思います。それで、今後の日程の件ですが、最終的に２

回目、何をどうやろうかということに入る前に、きょう説明を受けたこと等に関連して、

あるいはこれまで基本構想のワークショップ等に参加されたご経験から、問題提起をして

おきたいことがありましたら、発言していただきたいと思います。 

 

＜議論内容＞ その他、今後の審議の進め方について 

【伊丹委員】 今日は大変勉強になりました。特に中野区に住んでいない方、学識経験者

の方で、むしろ区に今まで余りタッチされていない方のご意見、これは非常に大事だと思

っています。ワークショップでひとつ壁を感じたのは、どうしても、あるテーマになると

地域のエゴが出て来てしまい、地域の中にまたエリアがあり、そういう所の主たる意見と

いうのは、一定の人たちが持っている意見が反映されやすいという問題点があると思いま

す。私などは三代中野にいるので、そういうことに気がついてなくて、いろいろなことを

主張してきたことがあったのではないかと反省をしています。また、専門用語については、

素人の区民になるべくわかりやすい言葉で置き換えていただきたいと思います。例えば、

自己とは何かとか、自己責任とは何か。そういう問題についても、どういうものかという

ことをわかりやすく解説する必要性を感じます。もうひとつは、現状で何が問題なのか、

何が課題になっているのかという現状分析をある程度やっていただきたいと思います。そ

れから、日程の中で、例えばこういう人の意見を聞きたいと、あるいは区のこういう専門

家の意見を聞きたいということがあれば、ぜひオブザーバーなり諮問委員みたいな形で呼

んでもらえないだろうかということです。最後に、コーポレート・ガバナンスというのが

ありますが、これにはいわゆるステイクホルダーというのをどう見るかという問題があり

ます。利害関係者が一体どういうところにあって、それがどう基本条例に影響を与えてく

るかということを視点として持っていなければいけないと思います。当然区民は最大の利

害関係者です。中野の住民を見ると若い人は多いけれども、子どもがいて、家族で住んで
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いきたいという人は少なくなっていると言われています。こういうものを含めて、ステイ

クホルダーについて考える必要があるだろうと思っています。 

【廣瀬会長】 招いて意見を聞きたいような方がいる場合には何らかの形で、この審議の

場にお呼びをしたいと思います。具体的に現段階で、こういう方からお話を聞く必要があ

るのではないかという提案がありますか。 

【伊丹委員】 いろいろなことをステイクホルダーとして考える場合に、委員の中で欠け

ている年代層や欠けている人たちのグループの意見を聞きたいと思います。それから、実

際にワークショップでやってきて思ったのは、教育の中では子育てや児童館、保育所など

と関係の深い年代層に片寄っていたと思います。その議論については非常に熱心だったの

が、それから外れた議論になると、参加者が極端に減ってしまうという状況がありました。

ですから、声なき声に対して耳を傾けることも必要だと思っています。 

【廣瀬会長】 欠けた年代層とは具体的にはどういう年代層でしょうか。 

【伊丹委員】 たとえば高齢者ですね。私はこの中では一番の高齢者になると思いますが、

高齢者の人たちがなかなか出てきて意見を言わないというか、言いにくいというか、どち

らかわかりませんが、そういう人たちの意見をもっと聞きたいと感じています。 

【廣瀬会長】  ほかに、何かきょうの段階で指摘しておきたい問題等ありますでしょうか。 

【藤原委員】 ワークショップを経験された方で、検討項目で欠けているものがないかど

うかを教えていただきたい気がします。先ほどの住民合意形成の仕組みというのは、突き

詰めると議会との関係、議員さんとの関係もある、難しい問題です。現実問題としては８

回で、かつ技術的なことを詰めなければいけない中で、具体的なゲストをお呼びするのは

難しいと思います。確かに意見をどうやって吸い上げるかということが検討項目にあって

もいいかもしれません。たとえば、外国では夜間議会やパートタイマー議員などがありま

す。 

【小林委員】 ワークショップでは、参加の仕組みや、区民とは何かという議論は、十分

に尽くされています。この８回の中で、もう１回それを蒸し返すことになっても無駄な時

間を使うのではないかと思います。むしろそこで上がっていた、類似した議論の記録をピ

ックアップしていってもらえれば、中野の人口の５割が２０代、３０代に集中している、

昼間は人口の半分はいないなどの大前提が分かると思います。 

【廣瀬会長】 ワークショップの記録などは、整備された形でありますか。 

【鈴木政策計画担当課長】 自治基本条例の中の要素として、ワークショップでどう議論
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されたか、答申がどうだったかという整理をしていますので、資料の用意ができると思い

ます。 

【廣瀬会長】 まず、今日の議論の中にも、中野でのこれまでのいろいろな自治の仕組み

がありました。既に、ワークショップなど基本構想についてのいろいろな議論の過程があ

り、それをできるだけ継承しつつ、この住民参加・区民参加の仕組みを制度化していくと

きに必要な論点について、特にこういう意見は必要かなと思うものが出て来た場合には参

考人のような形でお招きをするようなことも、２回目あるいは３回目が終わったぐらいの

段階で考えてみることもよいと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 これまでの中野の現状がどうであったかという参考には、職

員のプロジェクトチームのところに少し、いろいろ議論した要点を説明の中に入れました。

概略を把握するというところでは役に立つかと思います。 

【廣瀬会長】 それでは、次回以降の進め方について移りたいと思いますが、よろしいで

しょうか。資料５では、２回目については、条例の位置づけ、中野区の自治の基本、区民

の権利と役割、行政の役割と責務、住民活動推進のあり方となっています。これまでの自

治のツール等についての検証も含めての中野区の自治の基本ということと、それとの関連

で、住民・区民に対して行政の役割と責務とは切り離せないだろうと思います。区民の権

利と役割は当然、自治ということと結びついて議論にはなると思います。まずは条例の位

置づけ論と、これまでの地域の自治の仕組みを具体的に検討します。それから、それにつ

いて基本構想ワークショップの中で、どんな議論をしてきたのか、事務局の中でも議論さ

れているということなので、それについての情報提供をしてもらいたいと思います。 

 内海委員はかなりいろいろと各自治体の事例をご存じと聞いています。条例の名前にも

いろいろとあることが資料８でもわかります。しかも、ここに上がってくる中でひとつの

自治体で２つ制定している例もあり、関連する条例を入れると３つ持っている自治体もあ

るんですが、それぞれの自治体の考え方によって条例の役割分担を決めています。他の自

治体の事例について、どのようなパターンがあるのかについて、おおよその方向性などの

情報提供をしていただけると、そこから先の検討項目がはっきりしてくると思います。 

【内海委員】 いくつかの市民参加の推進条例や、まちづくりの条例から自治基本条例に

変わっていったような事例について、紹介できるかとは思います。 

【廣瀬会長】 他の自治体の事例については、事務局として精査されていると思いますの

で少し論点を紹介していただきたいと思います。 
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【内海委員】 大和市の例や、草加市の例で、特に草加市においては、市民参加でまちづ

くり条例を市長の諮問に応じて策定し、その後、議会で継続審議の後に、自治基本条例と

して上程されています。こうした、まちづくり条例を含む市民参加の考えなどを踏まえて

自治基本条例を紹介するということでよろしいでしょうか。 

【廣瀬会長】 条例として何を、どう規定するのか、具体的なイメージがある程度想定さ

れてこないと議論が詰まっていかないと思いますので、比較的早い段階で事例として、こ

んなことを定めた条例が検討されているという情報をいただいた方がいいと思います。そ

こで、検討項目がもう少し具体的に見えてきて、それを踏まえて、順次やるべきことを展

開をしていくと、１０月中旬までに一定の質問・議論ができるのではないかと思います。 

【星野委員】 地域の中での住民の合意形成の仕組みというテーマに入っていくと思いま

すが、地域に今いろいろな団体があり、住区協議会も含めて合意形成の場がとても多いよ

うな気がします。同じ人間が、何回も何回も同じような議論をするということがあります。

どういう合意形成の仕組みの中で、何を残して、どういう形で住民の自治をやればいいか

ということが議論されると思いますが、そこに入る前に、現状を知る必要があると思いま

す。そして、それが今機能しているかどうか。それには地域性があって、ここの地域では

この団体は機能して合意形成がされているけれども、違う地域に行くと逆に機能していな

かったり、地域によってバラツキがあると思います。そういうことから、中野区全体の現

状をきちんと把握したいと思っています。新たなものをつくることも大切だと思いますが、

今実際にあるものを何か合意形成の場に移行できないかという思いもあり、その辺りの見

極めを行政はどのように考えているのでしょうか。 

住区協議会が機能しているか、いないかという論議がありますが、機能している所もあ

りますが、していない所が多いとも言えます。地域には地区委員会というのがありますが、

それについても、地区委員会が地域のことをすべてやらなければ成り立っていかないとこ

ろと、全然かかわってないところもあったり、本当に地域差があります。中野区として合

意するような仕組みをつくるときに、その地域差をどうとらえていくかという問題がある

と思います。地域の人たち自身が、本当に多過ぎてなくさなければいけない団体がありま

すが、どこをなくしたらいいんだろうと頭を悩ませています。ここはなくなるんじゃない

かという危機感があります。 

【石神総務部長】 どんな活動主体があるかはわかります。ただ、それを評価するという

のはなかなかむずかしいことです。 

 19



【川崎計画担当課長】 住区協議会の活動は１５通りあります。そこで、皆さんにご覧い

ただける資料は、どんな構成員で、どんなことが議題として話し合われているかなどです。 

【星野委員】 それと参加人数ですよね。活発にやっている所はそれなりに住民が集まっ

て議論しているんですが、ただこなさなければいけないという、会は開くけれどもそこに

参加する人数が少ないというのが現状ではないかと思います。 

【川崎計画担当課長】 地域が抱えている課題にもよると思います。何か課題があると、

地域のみんなで考えなくてはいけないということになります。 

【星野委員】 昔は行政に物申して、ある程度それが通ったという中野の実態がありまし

たが、今はそうではありません。ただの話し合いの場で終わっているから、それで衰退し

ていると思うところがあります。 

【鈴木政策計画担当課長】 何のために合意をするのか、自分たちが何を合意したいのか

ということが原点として問題となってきたのではないでしょうか。 

【渡辺委員】 かつてからつながっているものを評価するのは大変難しいと思うので、あ

るべき姿というか、仕組みを考えていく方がよいのではと思います。何を決めるのか定か

ではないものを、機能しているかどうかという視点で見ることはできないように思います。 

【石神総務部長】 実際にいろいろな思いがあってそれぞれ仕組みが提案されて、それぞ

れつくり上げられてきて、それがうまく機能しなかった原因があります。行政とのかかわ

りであったり、課題を自ら解決できる手立てがなかったりという、いろんな理由があると

思います。新しいものをつくるのには、また同じものをつくってしまわないようにするた

めに少し反省してみないとなりません。機能しなかったものの検証をすることで、その原

因がこうだったのかもという議論の素材になると思います。 

【廣瀬会長】 いずれにしても今あるものを無視しては駄目で、ただ、その枠組みにとら

われたら、いろんな展開が大分制約される部分もあるでしょうし、住区協議会にしてもす

べてのエリアにあるという原則でやってきたものが多かったのではないかと思います。ひ

ょっとしたら、これからは地区によっては自分たちの意思で、これはやるけれども、これ

はやらないという地区があってもいいとか、そこの違いはかなり本質的な違いになるので

はないかと思います。 

【川崎計画担当課長】 住区協議会というのは、改正地方自治法で盛り込まれている地域

協議会と重なってくるので、これは次回以降面白い議論になってくると思います。 

【廣瀬会長】 次回に予定されている中野の自治の基本の議題では、これまでの仕組みの
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検証をしようと思います。ただ、評価となると難しいだろうと思いますが。 

【田辺区長室長】 区民の方の活動を一概に評価というのはできませんが、これからつく

ろうとする基本構想のあるべき姿の中の地域のあるべき姿から見て、行政のかかわりが住

区とどうだったかということは、ある程度整理ができると思っています。つまり、自己決

定・自己責任と一概に言っていますが、それを阻害するような、行政のかかかわり過ぎが

あったのではないかなど、検証はあらあら整理できています。 

【石神総務部長】 どちらにしても、かかわりをできるだけ客観的に整理するようにした

いと思います。 

【田辺区長室長】 地方自治法の改正で予定されている、地域協議会との関係も整理して

いかなければならないという問題があります。 

【廣瀬会長】 次回は、条例の位置づけ論と中野のこれまでを踏まえて、先に進んでいき

たいと思います。それと、他の自治体の例というのも紹介をしていただく、そういう形に

したいと思います。 

 以上をもちまして、第１回の仮称中野区自治基本条例に関する審議会を終わります。 


