
第２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６月９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、谷本委員（学識経験者委員） 

伊丹委員、星野委員、渡辺委員（区民委員） 

 

＜議論内容＞ 中野区における区民参加と区民活動の実態について 

【廣瀬会長】 定刻になりましたので、第２回仮称中野区自治基本条例に関する審議会を

始めます。 

 中野区では、これまでも区民参加や地域での区民活動等の仕組みがあり、それを踏まえ

た上で、基本構想や自治基本条例をつくっていくという説明が事務局からありました。ま

ず、これまでの区民参加や区民活動の仕組みについて、実状を把握したいと思います。中

野区における区民参加と区民活動の実態について、これまでの中野区における取り組みの

説明資料等を用意していただいていますので、事務局から説明をお願いします。 

【西條地域活動担当参事】 ＜資料２ 町会・自治会の住区協議会＞について説明。 

【鈴木政策計画担当課長】 ＜資料３ ＮＰＯ・自主団体実態調査＞について説明。 

【橋本総務担当参事】 ＜資料４ 教育委員候補者選びへの区民参加の経緯（区民投票か

ら区民推薦へ）＞について説明。 

今年は、教育委員候補者の区民推薦制度を実施する年ですが、この方法が適切かどうか、

検討しているところです。区長の視野を広げいろいろな分野から候補者を選定できる、い

ろいろな自治体で実施されている教育委員の登録制度に着目しています。それぞれ手挙げ

方式で申し出てもらい、課題作文の提出や区長とのヒアリングなどを行い、自分が教育委

員として何をしたいか、中野区の教育委員会がどうあるべきかなどを明らかにしてもらう、

そういう場を用意して多くの候補者を登録し、その中から区長が選定できるような仕組み

があってもいいのではないかと考えています。今の区民推薦制度を若干変える形で、教育

委員の応募と推薦の仕組みに係る制度の見なおしをしています。 

【廣瀬会長】 既存の要綱を少し改定する作業を検討されているということですか。 

【橋本総務担当参事】 今のところは考え方の整理にとどまっていますが、制度としては、

現在ある要綱を全面改正するような形になるかもしれません。 
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【廣瀬会長】 ３つの観点から説明していただきました。１つ目は、地域を基盤にした住

民の参加の仕組み、町内会・自治会の人は参加という感覚はあまりないかもしれませんが、

その町会・自治会と住区協議会、その２つについての説明がありました。２つ目は、中野

でＮＰＯの法人格を持っている、あるいは、地域で活動している自主団体などの実態調査

の説明でした。３つ目は、参加の１つの形態として、これまでに中野区で現に行われてき

た教育委員の選任のプロセスにおける区民参加の仕組みについての説明でした。昭和５６

年から行われていた区民投票の募集と、平成８年から行われている区民推薦方式のどちら

も、ほかの自治体では見られない中野独自の取り組みの報告でした。住区協議会もまた中

野の独自の取り組みです。 

 関連してくることは、特に参加という観点、住区協議会以外は基本構想案の中で「地域」

という表現で書かれているところです。それとかなり深くかかわりを持つであろうと思わ

れる組織でもありますし、しかし別にそれに限定されるわけではないという点では、地域

における意思決定について、これまで中野ではどんなかかわりを持つような組織化やルー

ルがあったかについての確認だったと思います。 

 区民代表の皆さんから見ると、直接・間接的にかかわりを持たれるようなこともあった

と思いますし、それも踏まえた上で、今後の中野における区民参加のあり方につながる考

えだと思います。他方、学識経験者委員から見ると、有名な例が多く、話としては聞いて

いたことが多いと思いますが、実状までは実感が湧かないというのが正直なところだと思

います。自治基本条例の内容に入る前に、何かコメントや問題提起をしておきたい点があ

りましたら、議論しておきたいと思います。 

【渡辺委員】 前回も言いましたが、私は田舎から越して来ました。住区協議会など、中

野区の区民参加の仕組みはいろいろあり、参加の手掛かりはありました。田舎は、お祭り

等、行政ではない自治は盛んでしたが、血縁・地縁の強固な役割分担が決まっていて閉鎖

的でした。中野区は、手掛かりが多くだれでもいらっしゃいという会議が多く新鮮でした。

しかし、入って活動してみて、何かができるという手応えがないとだんだん感じてきてい

ます。住区協議会すばらしい企画であったことはよくわかりますが、どんな会議であって

も、時間の経過とともに最初の目的とは違ってくると思います。それは中野区に限らず、

長くなればなるほど、特定の会議ひとつで地域が深まってきた場合は、その会議が疲弊し

てくるのは当然です。会議の構成員を入れ替えることにエネルギーを費やすよりは、新た

に新しい組織を立ち上げるほうが早いため私はＮＰＯをつくっています。早くから住区協
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議会があったために、構成員には高齢の方が多く、それは中野に限った話ではありません

が、ジェネレーション・ギャップが非常に大きいと感じます。そういった場で、意思決定

や合意形成をしていくことは大変難しいため、会合の内容が井戸端会議のようになってし

まう傾向があるのではないでしょうか。 

 教育委員に関してですが、公選のときに、当ＮＰＯ会員の友人が候補者でした。トップ

当選しましたが、区議会で否決され教育委員にならなかった経緯があります。そのあと推

薦制度に変わり、こんどは私が推薦されて名前が挙がりました。推薦されても何も変わら

ないと聞いていましたが、形式だけの推薦制度だという気がしています。 

 ただ、発言したいときには言える仕組みは十分に用意されていると思います。 

【廣瀬会長】 他のほとんどの自治体では、どういうプロセスで誰が教育委員になってい

るのか、一般市民が意識しない間にいつの間にか決まり、それで教育委員会が機能してい

る実態があります。それに比べれば、投票で選ぶということではないにしても、例えば名

前が挙がった人がいることも、参加のプロセスが出来ている自治体は、一般的な自治体に

比べれば区民の関心を多少は呼ぶでしょう。フォーラムの参加者が、３０万人口の中で延

べ参加者が２，０００人、１，０００何百人という数をどう評価するかはいろいろあると

思いますが、参加しようと思えばそういう場があることは、誇れることだとは思います。 

 住区協議会については、地縁型の、地縁と血縁等で地域の活動が完全に決まっていると

いう多くの地域に見られるものとは違い、都市型の新しいコミュニティをつくるという、

その理想を１つの形にした例だと思います。地域の課題を地域で自主的に解決していくた

めに、地域センターなどの制度的な基盤は提供するけれども、権限を与えるものではない

ということです。逆に言うと、何をしなければいけないという点は決して明確にはなって

いないので、議論をする場としては機能しているが、何か動かそうとするのは難しいとい

うことになるのだと思います。地域の基盤だと、テーマ型の活動をしていく組織と違い、

焦点が絞られにくいところはどうしても出てくるのかもしれません。地域での住民参加を

進めたときに、区における意思決定に、どの範囲のどういう団体はどう参加していくのか

を規定するのはなかなか難しい問題があると思います。地域というのは中野区内のある地

域として、区政の中での決定の単位です。その点では非常に重要な要素だと思います。た

だ制度としてどう位置づけるのか、この自治基本条例の中の手続きとのかかわりで、どう

扱うかというのは必ずしもはっきりとした答えは見えていません。 

 他の自治体で、すでに自治基本条例をつくったところも、中野におけるすべての地区に
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住区協議会があり、一体の地域の意思決定の役割を果たしているという基盤の元につくら

れているわけではないので、その点は中野における独特の新しいチャレンジになると思い

ます。 

【谷本委員】 町会・自治会と住区協議会の関係でお伺いします。資料２の３ページ２（４）

にある住区協議会の選出区分構成ですが、この中に「行政協力委員の中で推薦５名以内、

公募１０名以内」と例示でありますが、具体的に行政協力員とはどういう方であるのか、

公募があったときに、だれがどういう基準で委員を決めているのかをお聞きします。現在

既存の区の審議会等に、町会・自治会や住区協議会その代表者という枠で参加されている

例が多いのか少ないのかをお伺いします。 

【西條地域活動担当参事】 行政協力員というのは、今は廃止になっていますが、以前は

区政協力員というのがありました。あるいは民生委員、青少年委員と地域の中での集まり

の中から選ばれた方をいいます。 

 公募の方の選定については、役員会で選定委員会を開いています。地域のことにどれぐ

らい関心あるのか、年齢・性別なども考慮して選んでいるようです。 

 審議会については、町会など地域のことに関連したテーマで審議会を設ける場合は、地

域の方が推薦されて代表の方が出てくるものもあります。 

【藤原副会長】 他の自治体では、町会や連合会から推薦をいただいてというのはよく聞

きますが、住区協議会から推薦というのはありますか。 

【西條地域活動担当参事】 住区協議会からの推薦というのはありません。住区協議会は

地区別にはありますが、町会と違い連合組織がないのです。 

【藤原副会長】 資料２の４ページ４に活動実績が書いてあります。全体会の開催数が平

均３回、多い地域は８回とありますが、少ない地域というのはあるんでしょうか。 

【本橋区民生活部長】 資料は平成１３年度の実績ですが、その年度は全体会は開催せず、

小委員会を中心に活動したという地区もあります。 

【廣瀬会長】 ＜資料３ ＮＰＯ・自主団体実態調査＞で、注目をしたのは「協働」につ

いてです。ＮＰＯ法人は、「協働を行っている」と答えた割合が高いんですが、これは、す

でに行政との協働を行っていてかかわりが深いため、調査の依頼を受けたときに積極的に

対応しようとの考えから、この結果になっていると思います。協働に関心をもっていない、

あるいはむしろ行政から独立してやることをめざすという意識だと、「特に協働する必要は

ない」と判断する団体もあるだろうし、この調査の平均回答率が４４．５％ですから、 
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「協働を行っている」率は、実際の割合より少し割り引いて見たほうがいいのかもしれま

せんね。ただ、多くの団体が、行政との協働を行いながら地域の課題に取り組んでいきた

いとして公共的な課題をテーマとしてもっていることは、とてもいいことだと思います。 

 では、この点について、ほかに問題提起等はありますか。 

【星野委員】 住区協議会に入っていますが、住区協議会が地域によっては機能している

ところとそうではないところがあるのではないのかと思っています。私の地区は一昨年度

から今年度にかけて、所属団体が半数近く減り、住区協議会のメンバーが極端に減りまし

た。それだけではなく、小委員会が教育、住環境、環境と３つありますが、その会議自体

も成立しないほどに、出席する人たちがどんどん減ってきているのが現実です。その中で、

住区協議会のメンバーが、１０年前と比べて高齢化しており、若い方がなかなか入ってき

ません。なぜかというと、所属団体ということで、各ＰＴＡの方々に参加を依頼していま

すが、ＰＴＡは１年単位でメンバーが変わるのに対し、住区協議会は２年を１期としてい

ます。そうすると、協議内容が１年ではわからないまま、ＰＴＡの方は去っていくことに

なります。どこの住区協議会にも、若い層が住区協議会に定着しない、かかわってもらえ

ないという悩みがあるのではないかと感じています。 

 さらに、住区協議会は、活動の場ではなく話し合いをするだけの場です。小学校などい

ろいろなところと懇談会をすると、地域に望む意見は出てきますが、それに対して、会議

だけなので「ご意見は承ります」というところにとどまり、不完全燃焼で終わってしまい

ます。 

【藤原委員】 これまでの話は、町内会、住区協議会、ＮＰＯですが、地域のことを解決

するということを活動としているのであれば、意見を吸い上げるルートはたくさんあった

ほうがいいですね。全国どこでもいまだにそうだと思うんですが、行政側として町内会に

期待しているのは、＜資料２＞２ページの６番目に書かれている項目ではないかと思いま

す。意見をたくさん吸い上げるルートとしては、そこに住んでいる方々のチャンネルがた

くさんあったほうがいいから。ただ実際、何かことがあったときに、決定していただくと

ころまで基本条例が描くのであるとすると、どういったところに軸足を置くのが望ましい

かという議論もしなくてはいけません。 

 ただそうではなくて、情報を吸い上げるのであれば、こういうチャンネルはたくさんあ

ればあるほどいいということになると思います。 

【田辺区長室長】 中野区以外の全国の自治体はほとんど、町会や自治会に運営の補助を
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していると思います。中野区は、昭和４８年に補助金の見なおしをして、防災活動、リサ

イクル活動などをする場合には、その事業に見合った形で事業補助をしていますが、運営

に対しての補助はしていません。中野区の町会には、連合町会、単位町会ともに、自分た

ちで決めて、自分たちで活動していくというイメージがあります。６番についても、町会

や自治会を頼りにはしていますが、主に期待していることではありません。地域で最大の

地縁団体でもあるので、自分たちで決めた活動をしていただくというのがあるべき姿だろ

うと思います。 

【廣瀬会長】 ほかの自治体に比べれば、行政からの自立性が高いということですか。 

【田辺区長室長】 かなり高いです。 

【渡辺委員】 意見を吸い上げるチャンネルと言われましたが、住区協議会以外に、仲間

と始めたテーマ別の同じ目標を抱いた団体が、区に対して意見を言うチャンネルはあまり

ありません。育成団体が、日ごろ子どもを通じて発信しようと思うと、住区協議会に入っ

て一員となって言うしかないんですが、それは地縁で固まっていて、なかなか若い人が中

に入りづらいと言われています。 

【鈴木政策計画担当課長】 「住区協議会ってなあに？」という資料を開くとＱ＆Ａがあ

りますが、その右ページの上から３つ目のマスに、「地域の問題についての住区協議会での

検討結果を区はどのように扱うのですか」という問いに対する答えがあります。中野区は、

住区協議会での意見や提案について、区民主体の区政を進めるうえでの基本姿勢としてい

ます。地域の合意や意見は、住区協議会からもらうということを、参加の基軸としていま

す。 

【星野委員】 実際に、住区協議会から意見が上がってくるということは今もあるのでし

ょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 上がってくることはあります。ある地域というエリアの住区

協議会で特定のテーマで広く呼びかけて、その地域を越えて呼びかけた人たちの意見は、

区には出しにくいと思います。出てきた意見を聞かないということではありませんが、住

区協議会を参加の基軸として位置づけたところで、職員もそういう仕組みと理解して運営

してきたというのがあります。 

【星野委員】 意見は聞くけれども、実際に聞いたことに対して返答するということでは

ないですよね。 

【鈴木政策計画担当課長】 提案がすべてとり入れられるということではないということ
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と、それについてどうなったかという応答も明確ではないということでしょうか。 

【谷本委員】 これから中野区の自治基本条例をつくるにあたって、区は意見の反映度合

いを公表し、採用されなかった意見をどう反映させるべきかなどの具体的な手続きを盛り

込んで、答申の中に組み込んでいくことも必要だと思います。私は、狛江市の市民参加手

続条例の審議会委員をしていましたが、そこではどういう形で意見の反映をしたかを所管

課が返答するという仕組みも条例の中に盛り込んでいます。 

【渡辺委員】 話し合いの場の運営が地域に任された場合に、進行のプロがいるわけでは

ないし、行政の方がすべてにかかわるわけにはいかないとなると、話し合いの進行がうま

くいかず、話がどんどん脇道にそれ、何を話し合ったのかわからないまま散会になってし

まい、参加者がだんだん減るといったこともあると思います。仕組みを整備するだけでな

く、話し合いの仕方を習得するトレーニングも必要なってくるのかもしれません。 

【谷本委員】 トレーニングの場は必要だと思いますが、何でも条例の中に盛り込めばい

いということではないので、それは条例で定めるべきものなのか、個別の活動への提言と

していくかを整理したほうがいいと思います。トレーニングの場の設定は、地域のＮＰＯ

が中心になり、自分たちが積極的に地域をつくっていこうという動きとすることもできま

す。 

【廣瀬会長】 地域が自立的に意思決定をすべき場であるとすれば、そのトレーニングの

場に行政が積極的に関与していくことが望ましいかどうかは、大きな問題です。 

【西條地域活動参事】 中野区の場合は、今の行政に対する意見や要望が多くみられます。

議会にも、陳情という形で区民の方が要望や意見を出されるケースが、他の区よりは多い

と感じています。請願の場合は、議員２名の紹介が必要ですが、陳情には紹介は要りませ

ん。 

【藤原副会長】 陳情の処理はどうなっていますか。区議会の最終日にまとめてやるよう

なことはないんでしょうか。 

【本橋区民生活部長】 中野の場合は、請願とほとんど変わりません。陳情代表者からの

説明もありますし、理事者側に対しての質問もあります。 

【藤原副会長】 それは進んでいますね。 

【本橋区民生活部長】 件数は、請願のほうが少ないです。陳情という形で出したほうが、

ニュートラルな印象を与えられるということもあるのかもしれません。 

【藤原副会長】 その陳情は、個人がするのでしょうか。 
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【本橋区民生活部長】 個人も団体もあります。 

【藤原副会長】 町内会の独立性が高いということですが、町内会の意思決定プロセスが

進んでいるかどうかは別問題であると言われたと思いますが、一方では、個人でどんどん

陳情される方もいらっしゃるということでしょうか。この陳情のしくみを利用する方とい

うのは、特定の人ということではなく、あまねくいらっしゃるという意味でしょうか。数

においては２つの意味になりますよね。 

【本橋区民生活部長】 両方の意味があると思います。 

【伊丹委員】 教育分野だけでも、数多くの協議会や委員会がつくられています。幼稚園・

保育園、学校別に分かれていて、それらの連携が取れていないように感じています。住区

協議会では十分機能しないから、小委員会なり協議会をつくり補完しているのだと思いま

すが、地域ごとに片寄っていたり、メンバーは高齢者がかなり多く、非常に発言力の強い

人が中心になって進められているという問題点があるようです。それぞれの会がバラバラ

に活動していたり、区へ意見がとおりにくい現状があるため、マトリックスで機能を整理

してはどうだろうかと提案しました。 

【藤原副会長】 現在、中野区に一定人数の人たちから陳情などがきたら、回答する制度

はありますか。直接請求には有権者の５０分の１の署名が必要なので、なかなか要件は満

たせないけれども、陳情であれば出しやすい。苦情や手紙への返答ではなくて、フィード

バック機能、必ずこうなりましたというお答えは示しますという制度はありますか。例え

ば、住区協議会から意見を吸い上げても、どれが採用されて、どれが不採用だったのかわ

からないという意見が出ましたので。 

【田辺区長室長】 制度化されたものはありません。 

【藤原副会長】 それでも、陳情などは盛んなのですね。けれども、住区協議会でなくて

も、町内会でも何でもいいのですから、数百人単位とか何かで、重要な問題であると正式

な申し出を受けたら、区側も正式に検討してお答えをするという制度があるかということ

です。 

【本橋区民生活部長】 制度としてはありませんが、行政計画などをつくるときに、各住

区協議会にも意見をいただいています。そのほか提案されたものに対しても、どういう検

討をして、どういうものが取り入れられた、どういうものがどういう理由で取り入れられ

なかったという返答はしてきています。制度化はしていませんが、実務上のルールという

ことで定着はしています。 

 8



【星野委員】 先ほど、伊丹さんから発言があったマトリックスのことですが、私が地域

にかかわっている中で感じていることがあります。町会も住区協議会も、それぞれ自主団

体ということで自立しています。ほかにも、地域教育懇談会、地区委員会、ＰＴＡ、児童

館であれば運営協議会などがあり、それぞれが活発に意見を出し合い協議もやっています

が、それぞれの横の連携がまったくありません。私は、大体全部にかかわっていますが、

同じ話し合いをするのであればそれぞれ連携をはかり、負担を軽減すべきではと提案した

こともあるのですが、お互いに競い合っているのか、なかなか受け入れ合いません。地域

や教育に関するマトリックスをつくると、どことどこがかかわってるという全体像が見え

ると思うのです。地域に団体はたくさんあるのですが、横同士の連携がないために、同じ

人が、同じことを話し合うのに何カ所にもかかわらざるを得ないというのが現実です。 

【谷本委員】 その団体というのは、自主的に活動を開始した団体でしょうか。それとも、

ある程度行政のかかわりがもともとあって、あるいは行政が決めて立ち上げた組織でしょ

うか。 

【星野委員】 それぞれあります。最初は行政がサポートしていましたが、大体すべてが

自主団体です。地域は自主的に動いており、中野には行政側の団体は少ないと感じていま

す。 

【廣瀬会長】 参加の保障を制度的に考えるにあたって、いつまでに何かを決めるなどの

具体的な討議課題や決定項目が明確でないことについて、制度として保障をするのは難し

いことです。一般的な、情報提供の義務や十分に意思を尊重しなければならないなどの点

を制度化するだけに終わってしまいがちです。何かの節目で大きな決定をするときに、パ

ブリックコメントの条例を持っている自治体もあります。参加には幾つかのタイプがあり

ますが、それぞれに討議の課題がまず定められて、何についていつ、どのように決めるの

かを明確に制度として位置づけるという区分をしていかないと、区民の意見を尊重すると

いいつつ、曖昧なままで終わってしまいます。自治基本条例をつくり、しかも制度保障型、

権利保障型にするときには、そこを詰めていく必要があります。 

【渡辺委員】 区民の参加といっても最初と最後だけで、審議内容などの途中経過はわか

らず、最後決まったことのフィードバックがないという感じがしています。最初に区民の

考えを聞くということでワークショップなどがありますが、その提言がどのように審議会

に提案され、どのような議論が行われたのかわかりません。議会にかける直前にパブリッ

クコメントをやり、区議会で議決されたことで区民に知らされるのではと、疑問に思うと
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ころもあります。 

【廣瀬会長】 各段階で何をどこまで決めていくのかを明確にしておかないと、意見がそ

のまま計画文書になるような具体的なものもあれば、イメージだけが出てくる場合もある

だろうし、いろいろな意見が出てきます。基準を定めないで、まず意見を聞く場を設けて、

具体的に何か決定しなければいけないものを煮詰めていった上で、これでどうかと確認を

とろうと思うと、どうしてもそういう傾向にならざるを得ないと思います。それを避けよ

うとするなら、もう１つの段階をどう提示していくかとか、それぞれのところでどれぐら

いの情報提供があり、どんなことができるのかなどの進め方の仕組みが必要です。 

 ただ、条例でそこまで書けるものか、それとも運用上での工夫としてやるべきことなの

かという問題があります。条例でそこまで定めている例はあまり見たことはありませんの

で、これからの議論、課題になると思います。 

 これまでの中野における住民の参加、区民活動等についてご説明をいただいて、現在の

問題状況について議論してきました。 

自治基本条例の策定については、基本構想審議会の答申で提起されているものですが、

基本構想についての詰めの作業は今行われています。それと並行して、自治基本条例策定

のための審議会が設置され議論をしていくので、基本構想策定の中から提起された部分と

の関係について整理をして進めていかないといけません。これが２番の議題「自治基本条

例の制定の目的と基本構想との関係」になりますが、区としての考え方の説明を、事務局

からお願いします。 

【鈴木政策計画担当課長】 ＜資料１ 仮称中野区自治基本条例と新たな中野区基本構想

との関係について＞の説明。 

【廣瀬会長】 基本構想案は、何をめざすかという将来像を描いていると同時に、それを

実現していくための方法と道筋を書いているということですね。基本構想案の中にある程

度書かれているものを、制度的な保障として確定していくことが自治基本条例の課題にな

ります。基本構想の中には、自治基本条例が実現しなければいけない道筋の基本的な方針

は提案されていますが、それをどう具体化し、制度としてどう活用していくのかについて

は、この審議会に委ねられたと受け止めました。 

 では、議題３の「条例全体の構成と条例の位置づけ」に入ります。具体的に条例をつく

るとなると、どんなふうに組んでいくのかという現時点でのイメージをつくっていただい

たのが、資料５「中野区の自治基本条例の構成案」になります。これは、たたき台として
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検討の足掛かりとして項目を挙げているものなので、項目として欠けていると思われる点

があれば足す、あるいは自治基本条例の守備範囲ではないと思えば外せばいいものです。

では、全体構成について説明をいただきます。 

【鈴木政策計画担当課長】 ＜資料５ 中野区の自治基本条例の構成案＞について説明。 

【廣瀬会長】 行政運営については、これまでにすでにいろいろな形で手続き上のさまざ

まなルール化が図られてきており、それに関連するので、既存のものとの調整を含めて検

討する必要があります。「区税等の賦課徴収」ということで新税を設ける可能性についても

触れていますが、自前の財源をつくって区政を進めるということは非常に重要だと思いま

す。自治基本条例は憲法ではないので、上位法という概念はありません。しかし、一般通

則的なもの、いろいろな分野でさまざまな個々の決定をしたり、あるいは別の条例で具体

的な自治体としての仕事を決めたりするときに、この自治基本条例で保障していく手続き

に従ってやっていくことになるということです。 

 ３期までの区長の在任期間の項目も入っています。これは、自治基本条例という枠組み

の中で収まりきらないものがありますし、ほかの自治体では、首長の在任期間に関する条

例を設けているところもすでにありますが、単独の条例としてつくっているところが多い

と思います。とはいえ、区政運営の基本原則を書いている条例なので、そこに入れるとい

う考えがないわけではありませんが、在任期間の制約というは独特の争点です。ただ、区

長はすでに、区長の在任期間について答弁しているのですか。 

【田辺区長室長】 はい、答弁しています。 

 

＜議論内容＞ 区長の在任期間について 

【廣瀬会長】 では、区長の在任期間というのは特殊な論点なので、こちらの議論を先に

したいと思います。そして、もう１回全体の構成へ戻ります。議題４「区長の在任期間に 

について」の事情等を説明願います。 

【鈴木政策計画担当課長】 ＜資料６ 区長の在任期間についての論点＞について説明。

現在、中野区議会では、議員提出議案としての区長の在任期間についての議案を審議して

いるところです。どんなすぐれた人でも長期在任にわたる弊害の恐れはあるので、長期間

は避けるべきではないかという内容の議案です。それに先立ち、現中野区長は２期８年限

りという宣言をして当選をしたこともありますし、その後の議会の答弁の中でも、自分の

在職については一定期間で辞めるべきだと明確に打ち出しています。そういったところか
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ら、長期間在任することによる弊害が拭い去れない以上、長の権限と関連するので、区政

運営の基本として明確にしておくべきだという主張をもっています。このことを、自治基

本条例の中に盛り込むべきかどうかは、審議会の中で議論いただきたいと思いますが、区

としては、自治の基本にかかわることであると思っています。 

【廣瀬会長】 ほかの自治体で実現しているものは、単独の条例を起こしたうえで、努力

規定の形で長期にわたる在職をしないという方針を示しています。首長の在任期間につい

ては、基本的な自治のあり方とかかわる問題であるとも言えますから、自治基本条例の中

に在任期間についての定めるということもあり得ます。韓国は、憲法に大統領の任期は１

期のみと明記しています。そういう制度も存在するので、中野区にとっての一番基本的な

ルールである自治基本条例、その中に区民と代表機関との関係についても規定する条項も

あるので、首長の在任期間について定めることも１つの考え方です。川崎の例を見ると、

市長として自分自身を縛ることに異議はないけれども、後任の人についても、自分の代で

縛ってしまうことに対する躊躇があったんでしょうね。ですから、自身で連続３期当選し

たならば平成２５年で辞めることになるが、次期で市長交代が起これば、ほかの方につい

てはこの条例に定めた３期を越えるときには、もうすでに失効しているようになっていま

す。そこまで入れようと思うと、自治基本条例の中に、在任期間に関する条文だけはいつ

失効すると入れなくてはいけませんから、単独条例のほうがわかりやすいことになります。 

【藤原副会長】 先ほどの説明は至極もっともなことで、一般的に言われるのは、どんな

にすぐれた人でも、２０年、３０年と同じ人間が長の地位に就くと、たとえ判断が鈍らな

くても、権力を濫用しなくても、１人だけの考え方がその自治体の全般を支配することの

是非は昔から言われてきた問題です。 

【谷本委員】 私自身の個人的な意見を言わせていただくと、自治基本条例に盛り込むか

どうかはかなり政治的色彩の濃い話だと思います。いわゆる行政の首長としての役割より

も、政治家としての区長の意味合いが非常に大きいと思います。区民が、選挙で区長を選

ぶ手続きが制度としてあるわけですから、最終的に決めるのは区民自身なのではないでし

ょうか。仮に、区長の在任期間を自治基本条例の中に定めるとしても、区民の皆さんの意

見を徹底して聞いた上で、盛り込むかどうかの最終判断をせざるを得ないのではないかと

思います。 

【渡辺委員】 選挙とのからみというのは、どんなことなのでしょうか。区長の在任期間

を決めてしまうと、中野区で区長をやるからには、努力目標であっても３期で辞めるとい
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うことを前提に立候補してくださいということになってくるのでしょうか。 

【谷本委員】 川崎市のように、自分の任期のみを拘束するのか、次の方も縛るのかとい

う決め方にもよります。 

【藤原副会長】 決め方にもよりますが、これは精神的な問題にしかすぎないということ

です。ただ、明文化されていると、書いてあることを無視しますといって立候補できるの

かという意味合いですね。 

【廣瀬会長】 法規的な効果でいえば、「私はこういう考えに基づいて、やはりもう１期や

ったほうが区民のためになる」と信念をもって立候補するという自由はあります。それで

当選した場合は無効にはなりません。しかし、多選自粛の条例がない場合に比べれば、か

なり立候補するのは難しくなるのは確かでしょう。多選で立候補する場合には、選挙のと

きに相手陣営からも突かれるだろうし、それをわかった上で区民は投票します。あえて条

例上こういう制約を設けないという考えもありますし、条例上やはりはっきりさせたほう

がいいんだという考えもあるでしょう。あるいは、韓国で憲法を決めたときの理念のよう

に、行政の長などかなりの権限を与えられる公職には、一般の職業とは違い、基本的には

いろいろな人が順繰りにやるのが、最も民主的なやり方であるという考え方もあります。 

どちらかというと、政治姿勢を示すような論点の位置づけをしたほうが、実情に合って

いるという気がします。政治姿勢には、特定の者が長く区長という公職にあるべきではな

いという理念が反映されているので、それを中野の自治基本条例の中に、その理念は全く

ふさわしいものであるからぜひ盛り込むべきだと思えば、自治基本条例の中に書き込むと

いうやり方もあります。自治基本条例とは切り離して独立して政治姿勢を示したいという

ことで、区長が単独の条例として提案し、議会で合意ができれば、それで決定されるとい

うやり方をとることもあり得ます。 

【渡辺委員】 区長の在任期間が出てきた理由というのは、区長が言ったからなんでしょ

うか。それとも、基本構想ワークショップ等の話し合いの中で、区民からの要望として上

がってきた項目だったんでしょうか。 

【田辺区長室長】 区長が、選挙のときに２期８年ということを掲げて、選挙に当選した

こともありますし、議会の中で以前から多選自粛を条例化すべきだという議論がありまし

た。現在は２回目が出ていますが、１回目は任期は３期１２年までで、多選を禁止すると

いう条例案で、結局継続審議で廃案ということになりました。そして、今回は、３期１２

年までの多選は自粛するという規定です。区長の側と議会の側で両方から、要件があった
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ということです。ただ条例に入れるか入れないは別にしても、自治基本条例ということで

あれば全く関係がないとは言えないと考えていますので、皆さん方で議論をしていただけ

ればと思っています。 

【伊丹委員】 区長の任期を定めたものとして、ほかの自治体の例が４つありますが、こ

れ以外にもまだあるんでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 もうこれだけです。 

【藤原委員】 実際に、条例が制定されているのはこれだけということですね。条例化し

たいと思っている自治体の首長が若干いるというのが現状でしょうか。 

【伊丹委員】 政治家も含め、今話題になっているのは、むしろ年齢の面ですね。区民と

しては、たとえば３０代で区長になった人には４期ぐらいはやってもらいたいなどの期待

を込めて選ぶ人もいると思います。そういう要素を含めて投票する可能性はあると思うの

で、画一的にこの任期だけと規定しまうのは問題があると思っています。この案が、新陳

代謝をよくしようという姿勢を汲んだ条例案であるという点は理解はできますし、評価さ

れると思います。 

【渡辺委員】 理念としては、長くないほうがいいというのはたしかにそのとおりだと思

いますが、条例はだれが区長になっても効力があるものだと考えるならば、自治基本条例

の中で決めてしまえるものなのでしょうか。田中区長個人の公約を、条例の中に入れてい

くことができるのかどうか、疑問に思う気持ちがあります。 

【廣瀬会長】 自分自身のことであれば、政治責任であるので制度で縛るものではなく、

自分の政治的な行為としてそうするというのも１つのやり方です。ただもう１つは、多選

自体が、やはり望ましくないという政治的な考え方で、多選自粛のルールをつくることを

自分の政策として実現したいということであれば、条例化することを提案することもあり

得ます。また逆に、１０期でもやりたいという区長が仮にいたとしても、区民の意思とし

て、区長はそんなに長くはやってほしくないという区民の総意があって、それを反映して

制限をかける条例をつくろうということなら、区民として直接請求することで条例化を図

ることもできます。さまざまなやり方があると思いますので、現職の区長の意向とは別に

考えて、区の仕組みとして基本的な理念の中に、制度として位置づけていくかどうかだと

思います。 

【藤原委員】 自治基本条例や憲法というのは理念です。理念というのは１つの政治的な

価値判断ですから、条例の中にあっておかしいというものではありません。 
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ただ、項目として、区長の責務の中ではなく、別のところに置くものかもしれません。 

 

＜議論内容＞ 条例全体の構成について 

【廣瀬会長】 全体の構成等も含めての議論になってきましたので、資料７を参考にして、

ほかの自治体でどんなタイプの条例があるのか、これを参照してから最終的にもう一遍全

体構成についてご意見を伺いましょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 ＜資料７ 自治基本条例の類型化＞について説明。 

【廣瀬会長】 ３番は「理念の宣言を基本とするもの」なので、ねらいとするところは全

く違うものです。２番の「住民の参加と協働を規定するもの」は、つまり市民参加のこと

であり、それについての制度がきちんと書かれています。１番は、行政運営におけること

や行政・議会等さまざまな関連の機関の責務が書かれ、参加の仕組みについての規定も入

っています。 

 職員プロジェクトチームのものは、ほとんどの項目に丸が付いていますが、全部につい

て検討されたので、結果としてフルセット型になっているということでしょうか。中野区

では、基本構成案で何をやるかということがうたわれると同時に、それをどのようにして

実現していくかということについても一定の方針を出そうということが提案されています。

自治基本条例は、その具体化なので、おのずと市民参加のシステムだけに特化した条例と

いうよりは、区政運営全体の原則を確認し、その上で、区民参加の原則の確認と、それぞ

れの機関の責務を規定し、参加についての具体的な制度を保障するという条例になります。

類型化すると１番のタイプになります。 

 区長在任期間という項目は、他の自治体はどこにも丸が付いていませんが、区政の課題

であるから当然取り込まれたということなんですね。 

【伊丹委員】 外部監査というのは、他の自治体にはあまり例がないんでしょうか。コー

ポレート・ガバナンスの点からいきますと、外部からの評価の目をぜひ入れてもらいたい

と思います。 

【藤原副会長】 外部監査は実施していますか。地方自治法が改正されたのでやっている

んでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 いえ、まだです。 

【渡辺委員】 区議会の役割と責務との関連ですが、区議会の役割はこれまでと変化して

いくのでしょうか。これから、区民の直接参加や協働の仕組みを話し合うことになります
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が、それは、陳情は手間がかかるので、ダイレクトに各窓口にもっていく方法はないかと

いうことでもあると思うのですが、そうなると、議会との関係はどうなるんでしょうか。 

【廣瀬会長】 この審議会は、区長が諮問をしたものに答えていく会ですから、条例制定

権は議会にあるので、議会のことについても、最終的には議会で議論をした上で、存分に

議会として納得のいくように書き換えた上で議決をしてくださいというスタンスでやらざ

るを得ないことになります。ですから、詳細に執行機関が書き込んで提案をするというの

は難しいです。区長や執行機関等について、基本原則を書き、どう努めるということも書

いていくとなると、少なくとも議会も、自治法上の事柄や当然やるべきことについては触

れてもよいだろうという範囲内で書いていくことになると思います。議会が直接参加の仕

組みをつくり、その直接参加で出てきた意見をもとに審議をし、条例をつくることは何ら

差し支えないんですが、自治基本条例の構想の中で、それをやりなさいと議会に義務づけ

る提案をするのは、越権行為になります。ですから、議会についてだけ項目も少なく、一

般的に触れてあるということはそういうことだと思います。 

【谷本委員】 議員さんから、議会の議員提案という形で自治基本条例をつくっていただ

ければ、議会で中身をきちんと議論してつくっていくということで可能だと思います。執

行機関との二元の対立の中で、議会を規定するというのは、かなり難しいと思います。 

【藤原副会長】 情報公開条例の実施機関に議会は入っていますか。 

【橋本総務担当参事】 区議会も対象になっています。 

【谷本委員】 区民の責務についても、これから議論をしたい中身です。自治基本条例で、

区議会や執行機関の責務を規定することはかまわないと思いますが、区民個人の行動をど

こまで責務として条例で規定するのかは、非常に決め所が難しいのではと思います。つま

り、区民には納税の義務がありますから、納税することで自治に参加をしています。それ

プラス行動規定として責務を規定することが果たして好ましいかどうかは、皆さんの意見

を伺いたいところです。私は、個人的には、条例で責務という形で載せるのは好ましくな

いと思っています。 

【星野委員】 基本構想案で、自己決定・自己責任という言葉が出てきて、区民がある程

度のことを自分たちで決めて、実際に責任を持たなければいけないと銘打っています。今

後、条例案を地域やいろいろなところに発信したときに、区民がどういう受け取り方をす

るのだろうかという不安があります。区民参加の原則や方法についてはきちんと議論した

上で、条例案をつくっていかなくてはいけないという責任を感じています。 
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【谷本委員】 参加に対する責務であればあって然りだと思うんです。しかし、参加する

ことが責務になってしまうと全員参加という話しになってしまいます。 

【星野委員】 条例案を提案する者としては、区民として責任を持たなければいけないと、

個人的には思いますが、実際に、責任を持てと言い渡された区民はどうなんだろうか、と

いう思いはあります。 

【渡辺委員】 地域運営の担い手となっていく区民と一方的にサービスを受ける区民は別

です。自主運営だからといって担い手として責任を問われると、利用者としての区民が不

利益を一方的に受けたり、利用者としてだんだん不便になっていくことを余儀なくされる

といったことが起きてくると思うのです。自己決定・自己決定が責務であると言われると、

例えば、施設運営に関わることなどで、区民が、受益者負担につながるような不利益を被

る場合もあるような気がしています。 

 ただし、ＮＰＯとして何かを運営する場合は、もちろん責任を負うべきだし、評価も受

けるべきだと思うのです。その点は区別して考えないと、全ての人が担い手になっていく

べきであると、全ての場面で言えないと考えました。 

【廣瀬会長】 先ほど、自主活動のグループの中には、何か公共的な責任を果たしていこ

う、公共の利益になることを積極的にやろうというものと、プライベートに楽しみたいこ

とを自主的にしているものと、両方あるという話がありました。そのプライベートな自主

的活動に責務を課すというのは越権行為になります。区としての公共的な決定や、何らか

の活動にかかわることに対して、区の職員・議員・区長だけでなく、区民もその公共活動

に携わる範囲において責務が発生するのは当然であり、自治基本条例の中に条文化してい

く必要があります。 

 項目としての課題は、先ほど挙がった評価の問題や外部監査、区としてのコーポレート・

ガバナンスの問題ということになるでしょうか。評価や目標をはっきりさせることについ

ては、基本構想でも答申に出ていますし、自治基本条例の中にも当然含まれる問題だと思

いますので、その定義が必要になってきます。それから、財政自主権、位置付けの問題に

ついての話もありました。何かほかに、これは入れておくべきだということがありますか。 

【橋本総務担当参事】 外部監査については、今議会で所管委員会に付託されているとこ

ろですが、委員会での審査自体が微妙です。昨年９月の第３回定例会で提案し、現在まで

閉会中の継続審査扱いです。施行期日が平成１６年４月１日なので、すでに施行期日を経

過しています。この問題については、極めて政治的な色合いが強いものですから、現時点
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ではこれの可否についてはなかなか判断ができず、少し様子を見なければいけないという

状況です。 

【廣瀬会長】 具体的な制度化については、ほかにも個別条例や規則・要綱で規定してい

るものもあるので、それとの関連を、行政運営の項目で規定することにするのかは今後の

検討になります。基本的な姿勢、原理・原則の中に、外部からの評価や監査をとおしてア

カウンタビリティを確保していく、区政としてのガバナンスを確保する、その方向につい

てふれるのはいいと思います。それを具体的にこういう仕組みで、こういう形の外部監査

をしますというのは、個々の個別条例に委ねることもあり得ると思います。 

 外部監査については、政治的な動向を見守る必要があります。外部監査の条例が成立し

ないのであれば、その条項を自治基本条例に持ち込んで、ということもできないでしょう

から、様子を見ながらということになります。では、第１型「自治の基本と参加・協働を

規定する」という基本構成で進めていくことにしますが、今提起された問題点を盛り込む

方向で、どう盛り込むかについては、様子を見たり詳細に検討したりしながら議論してい

くことになります。議題５「区民、執行機関、区長、区議会の責務・役割」については、

次回以降の審議会の中で具体化していきます。  

【藤原副会長】 自治基本条例の最後の案は、どの程度具体化した形で出ることになるの

ですか。条文の形で出すのか、項目を出すところまででしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 条文まではいかないと思いますが、項目と、なぜそうなるの

かという考え方をきちんと語ることが必要だと思います。 

【廣瀬会長】 次回は６月２８日の月曜日の午後７時から行います。その後の日程も確認

します。第４回が７月５日、５回が７月２６日、６回が８月５日ということでお願いしま

す。では、以上で本日の審議会を終了させていただきます。 


