
第３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２８日（月） 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＞ 他自治体における自治基本条例の検討状況について 

【廣瀬会長】 第３回仮称中野区自治基本条例に関する審議会を開催します。 

最初に、議事録の件を、情報公開条例との関係について確認します。情報公開条例で、

議事録公開が条文化されていればいいのですが、審議会で確定するということであれば、

審議会として公開するという決定をしておく必要があります。 

【鈴木政策計画担当課長】 中野区区政情報の公開に関する条例の第４条２項に、「実施機

関は、設置した附属機関の会議記録を整備し、閲覧に供するよう努めなければならない」

とあるので、この審議会の中で確認いただくようお願いします。 

【廣瀬会長】 では、この審議会として議事録を公開することを確認、決定したいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【廣瀬会長】 では、この決定を受けて、審議会として議事録を公開して運営していくこ

とにします。 

 ほかの自治体でさまざまなタイプの自治基本条例がつくられていますが、それらにはど

んなバリエーションがあり、審議会がこれから提言しようとしている中野区の自治基本条

例はどうあるべきかについて、内海委員から、ほかの自治体における自治基本条例の検討

状況の説明をお願いします。 

【内海委員】 私は、都市計画やまちづくりを専門にしており、その中で条例づくりにか

かわっている経緯がありますが、その背景には、都市計画や建築基準法、地域紛争問題な

どの地域レベルでのルールだけでは、狭義のまちづくりの課題が解決できないことにあり

ます。そこで、狭義のまちづくりを支える自治や市民参加の場に、社会的な貢献意識を持

っている方々をいかに位置づけるかということが重要になってきています。したがって、

自治基本条例はこうあるべきだという見解は持っていませんが、私が条例づくりにかかわ

っている中で、どういう方向で考えればいいかという点と、さまざまな広義の意味でのま
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ちづくり、自治を支える可能性のある仕組みを幾つか紹介する中で、中野区で検討してい

るまちづくりの姿をイメージしていただければと思います。 

 まず、自治基本条例とはどういうものなのか、次に、地域の生活に密着する市民のまち

づくりにはどういうルールがあるのかについて、全体像を踏まえた上で、自治基本条例に

期待するものを、私の意見として述べさせていただきます。 

 まず、１つ目の自治基本条例とはどのようなものかということですが、古くは川崎市や

逗子市で市民憲章が定められ、そして、地方分権改革以降、ニセコ町のような自治基本条

例という形が出てきました。両者の共通点は、自治基本条例は自治体の憲法だとも言われ

ているので、最高規範性として重要視されているという点です。もう一つ重要なことは、

行政と住民の関係、あるいは住民自治が保障されているということが、幾つかの条例から

分かります。ただ、そのあり方は自治体によってさまざまであり、設定こそが条例づくり

には必要なのではと思っています。 

 そういった枠組みが重要だということを踏まえて、＜資料３ 市民まちづくりと自治基

本条例＞に、住民参加、市民参加にかかわるような市民まちづくりルールを挙げてみまし

た。これは、１ページ目下のスライドにある①から⑥に当たるものだと考えていますが、

ここでは、広義のまちづくりの仕組み、すなわち自治や市民参加にかかわる条例を紹介し

ます。③の理念的な条例（２ページ目下のスライド）の代表的なものに、「箕面市まちづく

り理念条例」があります。この条例は、開発・環境・景観にかかわるそれぞれの施策を体

系づけているものですが、その内容が、箕面市全体のまちづくり、これは広義の意味での

まちづくりになりますが、まちづくりの規範を提示し、その規範に従ってそれぞれ運用さ

れる仕組みになっていくというタイプです。 

 ④は市民参加条例（３ページ目上のスライド）ですが、「箕面市市民参加条例」は、市民

参加の方法や住民投票を規定することによって市民参加の保障をしています。「ニセコ町ま

ちづくり基本条例」は市民参加条例と理念条例をあわせたものです。 

 ⑤は市民の権利擁護にかかわる条例（スライドはなし）ですが、オンブズマン条例、情

報公開条例なども存在します。③、④、⑤のような市民や住民の参加、権利を擁護するも

のがこれまでルールとして定められてきました。 

 ⑥はパートナーシップ条例（３ページ目下のスライド）による動きの例示です。市民参

加という一方で、協働という言葉も最近言われていますが、そうした新しい行政と市民と

の関係をルール化するものです。その先駆的な形が、三鷹市のパートナーシップ協定です。
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三鷹市では総合計画をつくる際に、市民による「市民２１会議」という組織が市民プラン

の作成を行いますが、協定には、市民２１会議の支援や計画を受け入れていく市の役割を

明示しています。こうした市民と行政との関係を規定するルールが現在展開されてきてい

ますが、さらには大和市や草加市では、具体的に市民の提案を政策に反映する仕組みも出

てきています。 

 ４ページ目は、大和市の新しい公共を創造する市民活動推進条例の紹介ですが、まず基

本的な理念や役割、次に市民活動を推進するための環境整備を規定しています。どうすれ

ば市民活動が推進し活発化していくか、そのためにはどういう要素が必要なのかが盛り込

まれています。環境整備ということでは、それぞれの項目について、市側が市民活動を保

障する形になっています。さらに、大和市は、市民活動を具体化するための手続きを定め

ています。手続きとは、具体的な仕組みの中の市民事業、協働事業にあたります。具体的

には、市民みずからが自立的に公共を担う活動を「市民事業」として位置づけ、市民と行

政が公共的な活動をパートナーシップにより、それぞれの役割分担を明確にした活動を「協

働事業」として位置づけ制度化しています。特に協働事業については、市民や市民団体か

らの提案を行政と協働するためのプロセスを経て、協定として締結する手続きが条例に規

定されています。自己決定・自己責任を具体的に、身近な生活やまちづくりの中に定着さ

せるためには、市民と行政とのパートナーシップや市民の貢献意識を社会に生かしていく

ような仕組み、具体的な手続きなども含めて検討していく必要があると考えています。自

治基本条例が、第２回の＜資料７ 自治基本条例の類型化＞にあるように、「１．自治の基

本と参加・協働を規定するもの」、「２．住民の参加と協働を規定するもの」、「３．理念の

宣言を基本とするもの」に類型化できるならば、１と２を視野に入れて議論するのが望ま

しいのではと思っています。 

【渡辺委員】 ４ページ目下の「協働の要素」というのは、三鷹市の事例ですか。 

【内海委員】 これは、特定の条例のものではなく、協働やパートナーシップ条例と言わ

れるものに入っている要素です。 

【渡辺委員】 協働という言葉は、時に信託という言葉と相反するのではということを聞

きますが、矛盾なくうたえている自治体もあります。その場合の議論がどう展開され、み

んなが納得しているのかを教えていただければと思います。 

【内海委員】 自治体を考えた場合に、行政区域内のすべての人たちに公平性が求められ、

意思決定については代表制が要求されます。協働、パートナーシップとは、ある一定の社
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会貢献意識を持った人たちの力や意欲をいかに社会に活かしていくかということです。た

だし、こうした活動は、区民全体からみれば、特定の活動であり、公平性・平等性、ある

いは、代表制という観点から、その意欲が阻害される場面があります。その意味では、区

民全体の意向を保障する規定と、社会貢献を前提とした特定の活動とを区別した上で、政

策的に両者を保障し、住民の意向や活動を反映し、活かしていく仕組みが必要であるので

はと考えています。 

【廣瀬会長】 意欲を持った方の参加機会、もう一つは、行政の公平性や参加のチャンネ

ルとしての代表機関を通しての参加と、直接参加との間をどう考えるのか、そう簡単に決

着がつかない動きがあると思います。そこについて、条例の中にどの範囲をどう取り込ん

でいくのかは、自治体における自治のあり方としてこうありたいという選択になると思い

ます。 

【内海委員】 先ほど、区民全体の意向と、社会貢献を前提とした特定の活動とを区別し

ましたが、実態は、両者はとても影響し合います。市民の貢献意識に基づく活動が、民意

のあり方によって政治自体も変わっていくことも可能性としてはかなり秘めています。た

だし、中野区独自の政策的位置づけを明示化する上では、これらを、区別して定義化する

必要があるのではと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 私どもも、市民の行う公共公益的活動と行政とのかかわりに

おいて、安易に協働やパートナーシップという言葉は使いにくいと思っており、協力・連

携という言い方をしています。中野区では、自治基本条例とは別に、市民の公共公益活動

を推進する、いわゆるＮＰＯ活動推進条例といったものも視野に入れています。この審議

会では、新しい公共の担い手とのパートナーシップ論についても議論いただいた中で、う

まく参加の部分を切り分けていきたいと考えています。 

【藤原副会長】 事務局から重要な指摘がありましたが、福祉関係の既存の条例、あるい

は現在進行形のもので、協働概念に近いものを入れている条例はありますか。協働概念を

入れるとしたら、福祉から入ってくることが多いと思いますが。 

【鈴木政策計画担当課長】 福祉関係ではありません。 

【小林委員】 参加の仕方として、住民、あるいは実際にそこで活動している人まで含む

とすると、その人たちが意思決定に参加をする場合と、代表制を持った人たちが決定する

場合、その場合の切り分けのポイントはどの辺りになりますか。 

【内海委員】 区政の意思決定は代議制によるものなので、区長や議会が決定するのが基
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本だと思います。参加や協働も、意思決定そのものではなく、意思決定プロセスを担うひ

とつと考えています。大和市を先進的な事例として紹介しましたが、大和市の協働事業の

提案制度についても、この制度によりプロセスをしっかり踏んだ後に、最終的な判断は市

長が行います。とりわけ、その提案に対して、プロセスを尊重しながら、市長が否とする

場合も可とする場合も、その理由をしっかりと説明して、可のものについては政策に反映

していくという形になっています。この場合、重要なことは、そこのプロセスでいかに区

民がかかわっていくか、かかわる方策を用意しておくか、あるいは、参加するための保障

をいかに担保しておくかではないかと思います。 

 

＜議論内容＞ 中野区の自治基本条例の構成案「条例の目的」「用語の定義」 

【廣瀬会長】 では、＜資料１ 中野区の自治基本条例の構成案＞を見ながら条例の中身

の検討を進めます。まず、目的、用語の定義の項目から始めます。目的については、出発

点としてはこうであるということを踏まえた上で、中身について具体的にこういうことを

加えたほうがいい、あるいは、自治基本条例では踏み込まないでおこう、などという選択

をしていくことになると思います。結果として、もう一回検討する必要が出てくると思う

ので、きょうの時点では、出発点として確認をするという形になります。構成案は、事務

局から議論の取り掛かりとして提示してもらったもので、説明を求めるというよりは、こ

れをもとにして我々委員で、自由に議論するというたたき台という理解で進めていきたい

と思います。 

 前文を置いた上で、総則の中で目的と用語の定義が必要になります。ここでは最高規範

という言葉は使っていませんが、自治の基本原則及びこれを達成するための制度を明らか

にすることで、中野区における自治の基本原則を示していることから、最高規範性という

か、特定の領域にとどまらない自治の原則について定めるものということが分かります。

それと、そういう理念だけではなく、自治の基本原則を達成するための制度を規定すると

いう性質を明文化する方法を採用するならば、どちらかに決めることになるところです。 

【谷本委員】 言葉の問題ですが、目的に「自治」という言葉が出てきますが、これは非

常にあいまいなとらえ方があります。①に出てくる「自治」は、行政運営での自治という

意味だと思いますが、②に区民の参加を保障する仕組みと言うのであれば、そこでの「自

治」は中野の地域の中での人々の自治という意味になるのではないでしょうか。両者には

領域の違いがあるので、「自治」という言葉を冒頭に入れてしまうと、自治基本条例の持っ
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ている意味が、逆にあいまいになってしまうのではないかと危惧しました。 

【小林委員】 私も、自治そのものについてこの段階で明確にした上で、次に展開してい

く形であったほうがいいと思います。行政組織を運営するという意味での自治、自分たち

で自分たちの町を守り、育てていくという意味での自治、２つの意味を明らかにするよう

な文言や方向性を示すべきだと思います。 

【廣瀬会長】 ２つの意味とは、中野区で暮らしている人々の地域社会と、中野区という

自治体政府の運営との両面において、自治を規定するという趣旨だろうと思います。 

【藤原副会長】 中野区は、基本条例と名がつく、環境基本条例などは持っていますか。 

【鈴木政策計画担当課長】 環境基本条例を持っています。 

【藤原副会長】 環境基本法に対応する環境基本条例を策定するというブームが、十数年

前に起きました。環境基本条例があることで、区の施策に効果を上げていることが具体的

にありますか。私は、どこの自治体でもメリットはなかったのではないかと思っています。

今の議論の前提は、理念的なことを書くのか、自治の行政運営に効果を及ぼしたいことを

書くのか、ということの分かれ目だと思います。中野区全体の自治をこれから展開させて

いくための基本になるのであれば、理念的なことよりは、実践的なことをきちんと書くべ

きです。この点は、議論の出発点になると思うので、区民代表の方をはじめとして、事務

局に忌憚ないところを言っていただいて、慎重に議論をしたほうがいいと思います。 

【内海委員】 前々回の議論では、自治基本条例には、具体的に自治体運営に反映してい

くような仕組みも盛り込むという話だったと思います。ただ、この構成案を見ると、理念

的ではあるけれど、あくまでも施策の体系化を重点にしつつ、基本的な考え方をベースに

示しているようなイメージで受けとめました。もう一度、そこを確認することが、「自治」

と表現していることへの回答の１つになるのではと思います。 

【渡辺委員】 ②の基本的な考え方に、「区民の参加を保障するしくみ」と書いてあります

が、この表現では少し弱いと思います。というのは、何か目的があるところに参加するこ

とを保障するだけでなく、区民が主体となって一緒につくっていく仕組みも規定しないと、

今までと同じではないかと思います。そして、主体として一緒にやるとなると、ただ参加

するだけの場合と違い、区民の責務も変わってくるのではないでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 自治基本条例の位置付けとしては、具体的な仕組みに力点を

置いて、基本構想で描く中野の将来像を実現するために、区政運営にかかわる住民参加の

手続きや権利を法規として確立したいと思っています。「自治」という言葉の使い方があい
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まいならば、そこは明確にしないといけないでしょう。 

【藤原副会長】 私も同じ理解です。今の趣旨ではっきりうたい、理念的なものを上乗せ

してあいまいにしないほうがいいと思います。 

【内海委員】 仕組みは手続きだけではないので、具体的なイメージを表現していくこと

も必要です。そのことが、行政運営にも地域運営にも関係してくるので、耳ざわりのよい

言葉で示すだけではなく、何を言っているのかわかるような形がいいと思います。 

【廣瀬会長】 学識経験者委員から、自治基本条例の内容を、自治体政府としての区政運

営の中での自治の仕組みについて、基本原則や基本的な手続きなどを含めた条例として明

示したい、という方向で議論が出てきました。先ほどの渡辺さんからの指摘は、この構成

案での「参加」が、自治体政府が提示した枠組みが用意されているところで初めて参加で

きる、というニュアンスが強いのではという問題提起であったと思います。 

【藤原副会長】 ただ、先ほどの意見は違いましたよね。中野区の目指す自治に理念を入

れた方がよいというご意見ではなかったのですか。 

【内海委員】 中野区にとって「自治とは何なのか」という位置づけをはっきりしておく

必要があるという趣旨で言いました。 

【伊丹委員】 自治をどう位置付けるかということは、用語の定義と随分重なっていると

思います。職員プロジェクトチームの「自治基本条例策定に向けた検討の報告」（第 1 回目

の資料６）の５ページでは、「参加」ではなくて「参画」を前面に出して、「参画及び協働」

という用語を詳しく定義しています。参加ではなく参画には、積極的な意味で企画段階か

ら育てていくという要素が非常に強いと思います。さらには、区民をどう定義するのかが

問題です。構成案では、区民の中に事業者も含んでいるようですが、一般的には、区内に

住み、働き、または学ぶ人とし、事業者や活動団体を区民とは区別している例が多いと思

います。 

【廣瀬会長】 参画という言葉について指摘がありましたが、確かに、参加という言葉に

対して、職員プロジェクトチームはやや反省的にとらえています。従来、行政が参加を用

いる場合は形式的だったので、より実質的な参加を目指すため、参画という表現を用いて

います。どういう用語をどの局面で使うか、プロジェクトチームでも、後半の手続き的な

部分になると、参画ではなくて参加という言葉になっていくように、表現上難しい面もあ

るのかもしれません。形式的、あるいは用意された手続きに参加できるというだけでなく、

自治の主体になるという趣旨が読み取れる形にしていくのがいいと思います。 
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【谷本委員】 ほかの自治体で自治基本条例をつくるときに、市民をどう定義するかとい

う議論がありました。その際、冒頭で市民を定義すると、例えば、条例の中に住民投票と

いう項目を入れたときに、その対象が冒頭の定義とは一致しないという点で、最終的に議

論を詰めていった結果、その自治体は、用語の項目では「市民」を定義しないという手法

をとりました。ただ、それを中野区でやるかどうかは、区民をどう定義するのかを含めて、

皆さんと詰める必要があると改めて思いました。 

【内海委員】 狛江市は、「市民」を定義しない方法をとったということですが、制度設計

として処理するという方法があります。理念的な内容や個人を拘束しない内容である場合

は、「区民」として広範の範囲で設定します。そして、住民投票のようなものについては「住

民」という定義をして、行政区域内に住んでいる人という位置づけをしていきます。そう

いう形で幾つかに分けていくという方法もあると思います。それを考えるときに、先ほど

の議論が非常に重要になってきて、例えば、参加、参画、協働、信託などそれぞれの場面

で、定義づけした言葉がどう関係してくるのかについても関連づけながら展開していった

ほうがいいのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 中野区の自治基本条例では、住民投票という項目を入れるかどうかの結論

は出ていませんが、項目としては挙がっています。例えば、住民という概念と、自治基本

条例で自治の主体である区民としての区民が定義されているとすれば、それは性質の違う

主体になるので、違うものとして定義される必要があるでしょう。さらに、中身によって

項目的な内容を見ていく中で、もう少しきめ細かく見ていく必要があるところが出てくる

と思います。 

 先ほど、伊丹さんからご指摘があったところで言うと、職員プロジェクトチームでは、

個人は区民と呼び、事業者は事業者として区別をするという方針で書かれています。他方

で、事業者とくくれないある種団体、地域で活動している団体、あるいは既に中野にある

住区協議会などの組織・団体については、事業者とはまた違ったくくりであり、かつ個人

ではありません。けれども、ある場面では自治の担い手であろうと思います。資料１の用

語の定義では、区民とは、区内に在住・在勤・在学する者、区内で事業を営む者、または

活動をする団体を言うということで、かなり幅広く、地域の自治の担い手になり得る存在

を規定しており、個人及び団体を含めて一番広く押さえるとすればこうなります。 

 「区」の定義もされていますが、条例の目的に書かれている「中野区のめざす自治の基

本原則」でいう「中野区」とは、この「区」を指すのだろうと思いますが、そうすると自
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治基本条例とは、自治体政府としての中野区の目指す自治の基本原則及びこれを達成する

ための制度を明らかにする条例といえます。学識経験者委員からは、自治基本条例で基本

原則や、制度としての自治体政府の運営を自治で行うための仕組みを定義するという方向

が望ましいのではという意見が出ています。 

【渡辺委員】 仕組みの定義ですが、参加か参画かの言葉の違いで規定することが変わっ

てくるのではないでしょうか。「意思決定にかかわる」とは、区の意思決定に対して事前に

説明を求める、意見を言うことであるとの規定がありますが、もう少しプロセスからかか

わることについて規定しないと、これでは従来どおりではないかと思います。 

【内海委員】 目的の②の性格を変えるという考え方ができるかもしれません。行政運営

だけでなく、地域の自治を実現するためということで、両者の言い分けをするという方法

が考えられます。行政体自体が国の制度などとの関係も含めて、自分たちの自治を基本的

にどう考えるかというスタンスと、地域レベルでの自治を行政体だけでなく、地域自体を

促進、推進していくためにどうすればいいかというものです。さらには、後者をいかに担

保するか、保障するかといったことを、②の中に行政体の役割として入れていくような整

理はできると思います。そうすると、趣旨が違うかもしれませんが、行政体におけるそれ

ぞれのあり方と、区民とのかかわりが盛り込めます。あるいは、行政体としての自治と、

地域としての自治を、書き分けていくという方法もあります。 

【小林委員】 行政運営としての自治と、地域の住民や区民自身が運営をしていく自治と

いう区分けは、前文でも目的でもいいですが、冒頭ではっきりとしておくべきだと思いま

す。自治の概念が２つあることを書き分けておかないと、内容に入っていったときに混同

するケースが出てくると思います。 

【藤原副会長】 目的の２つ目は、だれを縛るんでしょう。 

【渡辺委員】 目的の２つ目の責務は、自治政府としての区にしか言えないことだと思い

ます。区が支援するといったように一緒にやるものではありません。自治の定義を２つに

分けた場合、住民自治といったとき、条例によって責務が生ずるなど、区民が縛られるも

のなのでしょうか。区は何か規定するとしても、支援や担保という保障しかできないので

はと思いました。そして、前段の地方公共団体として、政府としての自治であるならば、

そこに区民がかかわっていくためのきちんとした規定が必要になってくると思います。 

【内海委員】 自治の定義を２つに分けた場合、２つ目も行政体を縛るものになると思い

ます。ただ、行政体の自治ではなくて、地域の自治を推進するために何をするかという行
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政体を縛る形になるのではないでしょうか。そうなると、目的は違いますよね。 

【星野委員】 目的が違っても、条例の目的に２つ載せるとなると、今議論している後者

の定義がとても難しいと思います。明確に分けたときに、私たちの区民自治を、行政がど

う責任を負うのかというかかわりを、しっかりした仕組みを載せないと、とらえ方が変わ

ってくると思います。 

【谷本委員】 地域の自治を推進するといった場合に、だれがという主体を明確に書く必

要があります。入れるとすればやはりきちんと主体を書いておかないと、どちらの話なの

かと非常にあいまいな理念になってしまうと思うので、そこは書き込んだほうがよろしい

ですよね。 

 

＜議論内容＞ 中野区の自治基本条例の構成案「自治の基本原則」 

【廣瀬会長】 これまで、既に中野区では、区の中のさらに狭い定義ですが、地域それぞ

れにコミュニティのいろいろな意思決定と言うべきか、あるいはいろいろなコミュニティ

で活動をしていくための基盤、組織づくり、支援体制など、区政として取り組んできまし

た。それから、基本構想の中で、区の中の教育としての地域をどうつくっていくか、地域

で地域をつくっていくという権利の保障についても触れています。それを保障するための

仕組みや、そのときの地域と区全体としての自治体政府との役割分担は、当然必要になっ

てくることだと思います。ただ、そのときに自治基本条例が何をするかというと、その目

的のために自治体政府は何をすべきか、また何をしてはならないかということを規定する

趣旨になるだろうと思います。それは３のところともかかわりますが、「補完性の原理」と

いう言葉がここに出ています。 

【藤原副会長】 「補完性」というと、ＥＵでは国家と地域、日本では国の政府と地方政

府の関係を言うときなどに使います。中野区で、区民とその中のさらに細かいところで言

う場合は、適当な表現とはいえないと思います。区と家庭や地域を考えておられるのでし

ょうが。 

【廣瀬会長】 補完性の原理の理念は、一番狭いエリアで自己決定し、自分たちで運営で

きるものは自分たちでやり、それよりより広いところで協働してやったほうがいい場合に

は、自分たちで自分のことを決めるという権利の一部を信託して、政府を構成してそこに

ゆだねるということです。それよりもっと広域政府が必要なものは、自治体ではなくて国

でやり、あるいはヨーロッパであればＥＵというヨーロッパ全体でやろうということです。 
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【鈴木政策計画担当課長】 住民が自分たちで決める権利もあり、責任もあるということ

を、侵してはいけないという意味で使いましたが、この表現では飛躍があるでしょうか。 

【藤原副会長】 目的規定の入れ方で、私がだれを縛るのかと聞いたのは、書き方によっ

ては、非常にパターナリスティックに、でも、関与してくださいと言っているように思え

てしまうのではないのかと感じたからです。目的のところに、区民がどうのこうのといろ

いろ書くと、だれを縛るのかによっては関与してくださいとも読めます。区が、区民はこ

こまでやらなくてはいけないと言い出すと、それは、自治とは反対方向になります。しか

し、皆さんの普通の意識として出てくる中で、補完性の原理という言葉が飛び出してくる

と、これはまた逆に、パターナリスティックだからやめておこうという話になれば、反対

になると思います。言っていることはよくわかりますが、それを補完性の原理という言葉

を使うのかという気がしました。 

【廣瀬会長】 地方自治体と国との関係であれば、地方自治体は地域を運営していますが、

国から、法令や財政等を通して縛りがかかったり、誘導されたりします。それに対して、

地域で自己決定することによってよりよい成果が出る場合は、国から地方に対して関与す

べきでないという議論をするときには非常にいい武器になります。今の日本の地方自治の

仕組みでいえば、市区町村よりも狭い領域に自治体はありません。総合行政機構として、

地域の公共サービスを提供する地方自治体が、各エリアでいろいろな活動をしています。

それに対して、理念としては、そういう活動はもともと家庭や地域社会が担うべきである

から、それに制約を加えたり、勝手に関与してくるなという議論ならば、補完性の議論と

いうことでいい整理ができます。しかし、逆に、地域にあの権限もおろします、これもや

ってください、場合によったら下請けとして、地域のいろいろな住民組織を活用して、自

治体行政を行うための根拠になりかねない部分も出てきます。その辺りを、むしろ自治体

政府である区を、いかに住民がコントロールするかという観点で貫徹して書いていくこと

が重要です。地域に対して支援をするとか、それを促進するためにあれもこれもしなけれ

ばいけないとなると、かえって、一定の地域でできることに枠づけすることにもなります

し、そこのバランスはかなり慎重でないといけないという気がします。 

【渡辺委員】 区民が、区が決めたことに参加することに抵抗があると言いましたが、区

は一緒につくっていくというイメージが持てていないと感じています。一緒にやっていく

ということは、仲良くパートナーシップではなく、全く役割分担が違います。何を一緒に

どのようにやっていけばいいのか、役割分担や領域設定のイメージがわいてきません。 
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【鈴木政策計画担当課長】 渡辺委員がおっしゃる、一緒にとは、職員と一緒にという意

味で使っているんでしょうか。 

【渡辺委員】 物事を決めていくときに、区の職員だけが考えていくのにも限界があるし、

区民だけで自治といって任され、責任を持って決めなさいと言われても限界があります。

それぞれテリトリーが違うのだから、早い時期から双方の提案をぶつける機会をつくって

もらわないと、これは地域自治でやりなさい、それは支援しましょうというのでは、どん

詰まりになっていくのではという気持ちです。この文の中では、参画のイメージがわいて

こない、手続きにつながっていくとは思えません。 

【谷本委員】 渡辺委員の発言は、行政とＮＰＯというか、行政と市民との協働で重要な

部分です。行政側が間口を広げて、どうぞ市民に参加してくださいと言っても、受け取る

側の市民意識からすると、全部任されてしまうのかという不安が一方であります。つまり、

住民はきちんと税金を払い、自治体にゆだねている部分もあるのに、それを何でまた市民

に返してくるのかという疑問を各地で耳にします。自治基本条例の中にそこまで書き込む

のは表現が非常に難しいので、条例をつくる過程の中で、行政側と市民側とでわからない

ことをぶつけ合っていくことが必要だと思います。条例づくりは手間がかかると思います

が、文化の違いを認識し合っていくことが、まさに参画や協働の本来の意義だと思います。 

【伊丹委員】 自治の定義について２通りあるという話ですが、定義は、自治の基本原則

の中でやるべき項目だと思います。構成案を読むと、何箇所かに自治の言葉を住民自治と

限定して使っています。目的の中に、住民が責任を負うような自治を入れてしまうと、住

民に負担が、あるいは区民の側に制約ができると思いますので、定義的なことは盛り込ま

ないほうがいいと思います。 

 

＜議論内容＞ 中野区の自治基本条例の構成案「区民の権利と責務」 

【内海委員】 言葉の意味があやふやであることを直接的に明示しているのが、２ページ

目の４「区民の権利と責務」です。①の地域社会の担い手とは何なのか、あるいはその権

利とは何なのか、豊かな地域社会の形成に向けてとは何に向けていくのかなど、ここは何

を言っているのかよくわかりません。そのあたりは、一般的な条例をつくるときの責任を

設けるために規定しているだけのような気がしますが、もし必要ないのであれば、なくて

もいいという考えもあると思います。どういう領域を拘束していくかによって、区民の責

務が変わっていくならば、明示しなくてもいいと思いますので、そのあたりはしっかりと
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議論をした上で、また目的や、用語の定義、基本原則に戻って議論をしていただければと

思います。 

【廣瀬会長】 区民の権利と責務については、区民をどう位置づけるかという自治との関

係で避けて通れないので、中身を合わせながら自治の基本原則のところまで確認をしてい

きたいと思います。執行機関の責務や行政運営に入っていくと、かなり具体的な制度の話

になっていきますが、その手前までは、理念とのかかわりで書かれている部分、区民の権

利と責務の項目は、まさに自治とは何かということと直結しています。区民の権利につい

ては、後ろに権利保障のための手続きが具体論として出てきますから、２ページ目の４で

はまだ理念です。若干補足をしますと、２ページに出てくる住民自治は、団体自治と住民

自治という言葉でよく使われる住民自治という項目です。自治体という団体として自治で

やるという団体自治の側面と、自治体は住民が自治をして運営していくことを指し示す言

葉として伝統的に使われてきた住民自治という言葉が、定義なくここに出てきたことで、

住民自治という言葉が、区民の権利と責務の説明としていきなり出ることはミスリーディ

ングだったのかもしれません。 

 ②は情報を知る権利であり、③が参加をする権利ですから、これらはかなり明確です。

しかし、①の区民の権利と責務というのは、一体だれがだれを縛り、何のためにあるのか

と言うと非常に難しい問題です。一面で、自治体政府という自治を待たずに、それ以前の

社会の当たり前なあり方として地域において自治があると言っています。しかし、その中

で自治体政府に信託する部分があり、住民が自治体政府の運営に参画し、自治として自治

体政府を運営していく関係の中で区民を位置づけようとしたときに、この理念が出てくる

のだろうと思います。ただ、自治基本条例の中で、責務としてこういう形で定義をするの

かということになると、この場だろうか、それとも個々のいろいろな参加であるとか、制

度的な保障について定義されているところで、その権利行使に伴う責務という形であるべ

きなのかは、４が条文構成を想定しているとすると、それぞれの主体である区民、区議会、

執行機関の責務や役割について書こうということだと思いますが、区民の責務について一

般論、抽象論がいきなり出てくると、条例として規定することで何をしようとしているの

かということではあいまいにならざるを得ない、難しい位置づけだと思います。 

【渡辺委員】 責務というのがやはりとても抵抗があります。権利があるから責務が生じ

るということをよく言われますが、責務とうたわれるほど、そこまで私たちは権利を有し

ているだろうかという気持ちもあります。 
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【廣瀬会長】 一人ひとりの区民が区長であるかのように振る舞えというのは無理な話で

す。逆に言うと、それぞれの事情についてそれぞれが声を上げたものを、全体を見るべき

立場の人が個々にそれを調整することで、地域としての自治が成り立っています。ですか

ら、個々の区民はどう縛られるのか、縛られるべきなのかということを責務という形で、

一般的な理念を書いてしまうのは難しいという感じもします。 

【鈴木政策計画担当課長】 ここが理念になっているので、直接的に責務と言うと、行政

サービスに伴う納税等の負担など、当たり前のことになってしまうのかもしれません。こ

こで責務とどうしても入れるのであれば、義務を明記したほうがいいんでしょうか。 

【藤原副会長】 私は、基本条例にあえて入れなくてもいいと思います。 

【廣瀬会長】 個々の権利保障の中で、権利の行使に伴う責務は当然出てくるとは思うの

で、区民の責務を、その視点から書くこともできると思います。 

【石神総務部長】 私どもも、住民参加をいろいろなところでやっていますが、実際に何

か問題を提起し、参加を提案するのはほとんど行政側です。渡辺委員が先ほど言われたの

は、問題自身を住民と一緒に探ってもいいのではないかということでしたが、今まで区で

やってきた内容は、常に行政側の主導という状態であって、いろいろなことが消化不良を

起こしていると思います。今までとは違った仕組みが必要であるという認識はありますが、

どうしたらいいのかは実はよく分かりません。参加という言葉でお互いに何となくわかっ

たような感じになっていますが、中野区の責務だとか、行政側は何をするのかとか、何か

言ったときに、結局見えなくなってしまいます。出発点の議論は、職員と住民が一緒にな

って議論をする場面があってもいいのではないか、ということだろうと思います。住民と

一緒の議論がいつもなく、決まって説明をして、意見を聞いてという関係がわかりにくい

のだろうと思いますが、私もそんな感じはしています。 

【谷本委員】 何か事業をやるときには、必ず区の側が具体的な手続きとして、案をつく

る前に市民の意見を聞く場を設けなければいけない、などという条項を盛り込むことも１

つの方法です。そのことによって、逆に、行政側がある意味で拘束され、行動を起こさな

くてはいけないと盛り込むことも可能だと思いますので、むしろ、区側がそういう姿勢で

いるのであれば、積極的に入れたほうが、区民の側も積極的に使えるでしょう。 

【廣瀬会長】 これまでも、条例の直接請求や議会の解職請求などの非常にハードルが高

い方法がありますが、参加の手続きとしては、基本的には意思決定手続きが動き出した段

階で、土俵は行政側が設定をした上で、さあどうぞ、という形がほとんどです。それに対
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して、その手順に乗らないところで、問題を提起したり一緒に行動したりというときに、

なかなか使える制度がありません。あるいは、どこへどう話を持っていけばそういうこと

が提起できるかというのも分からなかった、という問題提起だと思います。少なくとも、

理念やあるべき姿として、これまでよりももっと生かせるようなものを目指していること

を読み取れるように、まず目的や自治の基本原則の中でうたうことが必要だと思います。

参加については、意思決定にかかわる定義としては弱いと思います。これでは、区が意思

決定をすることを決めて、それについてどうですかと、事前に説明をして、意見を聞くと

いう感じだと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 区民も発意として、政策提言をできるということですね。 

【渡辺委員】 信託と協働ということがありましたが、そこまで信託し切れないという面

もあります。全部信託し切ってしまうのではなくて、かかわっていきたいと思うなら、今

までは個人的に意見を言うのみだったんですが、参画の仕組みもつくってほしいというこ

とです。それと、意見に対して必ず応答するということを、条例の中に書き込んでほしい

と思います。パブリックコメントをしても、やりとりの行き来がなければ、言った意味が

ありません。 

【内海委員】 協働的な考え方も含めてこの条例に盛り込むという考えですね。私も、自

治基本条例で可能であれば、今後やはりそういった方法を検討することが重要ではないか

と思っています。というのは、地域が自治を、あるいは区民が自治をと言ったときに、具

体的にはどういうことをやっているのか、あるいは、やろうとしているのかというのがイ

メージできず、むしろ自治自体を育て、推進していくためには、協働していこうという熱

心な人たちがネットワークを通して輪を広げていくことが必要ではないのかと思います。

そういう意味から、渡辺委員が言っているような考え方を検討して、視野に入れたほうが

いいと思います。ただ、それを入れるためには先ほどの意見として申しましたように、工

夫が必要になってきますので、信託と協働をどのように位置づけるかの議論が必要である

と考えます。 

【橋本総務担当参事】 参加というところで、意思決定にかかわるだけでなく、意思決定

そのものの主体になり得ないのかと思っています。今の問題は、翻って考えると、最初の

自治の基本原則に戻ってくると思います。つまり、行政の運営体としての意思決定、地域

での意思決定をどうしていくのか。その場合は、もしかしたらその地域の住民が意思決定

の主体になり得る場合もあるのではないのか。そう考えると、自治の問題をもう少し掘り
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下げて、１条で言えなければ、自治の基本原則のところで手入れをしておいたほうがいい

という感想を持ちました。 

【藤原副会長】 今のことに関連して言うと、参加と言っていますが、区民主体の自治活

動のみでは解決が困難である分野は何かということ、あるいはどこで決定するのかという

ことがやはり問題だと思います。決定そのものを一緒にやってもいいと言われましたが、

そのときは責任はどこで受けるかということはきちんとしておかなければいけません。住

民投票の項目が白地になっているのはそういう意味かなという感じがしました。というの

は、先ほど、中野のいろいろな施策に対する決定にもう少し事前に関与できる方法はない

だろうか、という話が出ましたが、それはやり方次第です。今、政府でパブリックコメン

トの正式な導入の議論をしていますが、さきほどの議論で、事前に関与して、意見を吸い

上げて決定していくというのであれば、考え方は計画策定手続きに近いんでしょう。そう

であれば、今後、新たな条例を制定する場合だけではなくて、基本条例の趣旨にのっとっ

て重要な条例は見直さなければいけないという規定が入れば、当然それにのっとって、手

続条例の中に策定手続きへの参加についての項目を起こすという議論はできます。だから、

そういうきっかけを与えるようなものが基本条例であると思っています。具体的な細かい

ことはなかなか書き込みにくいと思うのです。その意味では、条例の位置付けや住民投票

をどう書くかという議論のときに、今言ったことが明らかになるのではと思っています。 

 

＜議論内容＞ 中野区の自治基本条例の構成案「自治の基本原則」 

【廣瀬会長】 この項目として検討すべき事項として意識されている中で言えば、区民、

あるいはその地域住民が意思決定の主体そのものになるという領域が、区民による地域経

営であるとすれば、地域にゆだねられていくのであり、区内全域等しくこうであるという

ことを保障するものではありません。自治体政府としての中野区として、中野区内全域で

この水準は等しく達成されなければいけないという責任があると判断される領域であれば、

自治体政府としての決定という要素が確保されなければいけないと思います。そういうこ

とについて、区と地域との役割分担の目安になるものを立てられるかということになって

くると思います。自治の基本原則の中に、補完性の原理を書き込むということは、実はそ

ういうことなのです。地域格差はよくない、全体で最低限この水準は確保しなければとい

うことになれば、より広域である中野区という単位に信託すべきだということになると思

います。区民、議会、執行機関の役割と責務について、本文そのものは何も具体的に説明
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してはいませんが、それぞれの役割と責務と書いてあるのでそれで構いません。しかし、

基本的考え方については、かなり重大な論理がこの中に入っていて、区民による地域経営

について言うと、地域の役割と区の役割が何であるかを決める基本原則が、条例に書ける

かどうかということが問われると思います。あるいは、そのことを決めるための方法にな

るかと思います。一般則として、原則が書けるのでないとすれば、例えば、一つひとつの

事柄について、これは地域ごとにしましょう、あるいは、これは区として全体としてやり

ましょうということを、だれがどういう手続きで決めるのか、決め方について基本条例で

書いておくという役割分担についての決め方の基本原則ということです。 

【渡辺委員】 これは事務局案ですよね。住民がみずから判断して決めていくとは、地域

住民にとっては一番難しいことで、住民が合意形成をしていくことを前提に書かれている

と理解しています。地域に決定をゆだねると、それに伴う責任も生じてきて、地域格差が

あっても、それは住民が決めたことだからということになると、決定することは非常に重

要です。住民自治を否定するわけではありませんが、危険も感じており、それを称して区

政と呼べるのだろうかと思う場面もないとは言えません。自治に任せるとはそういうこと

なのでしょうか。住民がみずから判断して決めていくことを補完していくというと、そん

な不安も感じてしまいます。 

【廣瀬会長】 とても規模の小さい自治体を持っている国を見ると、やっていることの規

模も小さいんです。例えば、地域の財産として小さなコミュニティ施設を持っていて、そ

の運営をするということです。ただ、その財源は、徴収はより広い領域の自治体に任せて

いることも多いのですが、課税権は地域が持っています。徴収した税金を何に使うか、ど

ういう管理制度の仕組みでいくか、何時から何時まで運用するかといったことは、その地

域が決めます。何がその地域の資産であり、どういうことを決めて、何ができるのかが具

体的に見えていて、隣の村のコミュニティ施設とは運営の仕方も、持っている機器も全然

違うことになります。地域自治を一般的に言えば、もう少し地区のエリアが広く、動かせ

る資源が大きければ、その分だけ規模が大きくなっていくということです。それと、より

広域の自治体レベルで決めることについて、発言の機会を保障されるなどが考えられると

思います。例えば、都市計画決定であれば、地域までおりている例はあまりなく、もう少

し広域で決めるので、その場合に、その地区にかかることについて意見を述べることにな

ります。上位の自治体は、その地区にかかる都市計画に関する特定の決定をする際には、

必ず地区の意見を聞くという事前の意見聴取を保障します。ただ、地区が言ったからそう
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決めるという義務は大抵ありません。日本とは違う制度の話なので、直接中野でこれをイ

メージして、仕組みをつくるということにはならないかもしれません。非常に狭いエリア

で自治と言うときには、このようなイメージではないかと思います。 

【藤原副会長】 ただ、言葉自体はいかがなものかと言いましたが、言わんとすることは

わかります。渡辺さんは逆の方向からの指摘でしたが、区としてのリソースも限られてい

るので、重点的にどこかに力を注いだほうがいいわけです。そうすると、本当に小さな地

区でできることも全部、行政が関与したほうが今後の自治のためにいいんだろうか、と言

いたいというのはよくわかります。 

【内海委員】 権限を分散していく議論とは違うのではないかと思います。今とてもわか

りやすい説明があったように、地域を細分化し、そこで責任を持っていくという議論と、

先ほどから出ている、自治体政府に対して参加や意見を述べる機会、あるいは発意などの

権利が保障されていくこととは異なるのではないかと思われます。 

【廣瀬会長】 しかし、協働ということまでくると、自治体政府は自治体政府としての責

任を負っていますが、その責任を果たしていくプロセスにおいては、また地域で自発的に

活動をしている組織や個人もそれぞれ責任を担いつつ、共通する目的について活動する場

面は幾つもあります。協働の場における役割分担をしながら、一緒に何かをやるという回

路を見つけていかなくてはいけません。あるいは、自治体政府としての中野区の責任で、

それが地域社会にとって望ましい地域のあり方だから、そういう関係をできるだけ広い範

囲に、いろいろな仕事の領域でできるような環境づくりに取り組みましょう、ということ

も出てくるでしょう。そういうことは、協働に関する別の条例があるとすればそれとの役

割分担しつつも、理念的には、区と自発的活動や区民の活動との調整は成り立つと思いま

す。それもまさに中野の自治のあり方ではあるわけです。 

自治の基本原則の１における区民、区議会、執行機関、それぞれの役割と責務、自治体

政府としての区ということで言えば、議会、執行機関と分けたそれぞれの機関もあります

が、それを総合しての区の役割と責務もここに含めたほうがいいかもしれません。その中

には、補完性の原則で見えるような形の役割分担と、協働の関係の中における分担と２つ

が入るということだと思います。 

次に、３の②と③の情報共有や自立した財政運営についてが、今の議論の中には含まれ

ていないので押さえたいと思います。 

②については、情報の共有の上でないと、実質的な意味での参加の保障はないので、そ
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の原則を確認する必要があります。③の基本的考え方については、後段は基本的な考え方

です。前段は経営責任にあたる部分ですが、区民が責任を負えという話ではありません。

自治体政府としての区が、信託にもとづいて区民の納税した税を活用しながら、区政運営

をしていくにあたり、自立した財政運営のもとで総合的な区政が遂行できるような経営を

する責務を負っているということです。その上で課題を担っているというのが、国や都や

ほかの地方自治体と対等・協力の関係でやっていくということです。後段の趣旨は賛成で

すが、区における自治の基本原則について決める際に、自治体政府としての区が経営責任

を持っているということはまさにそうですが、都との関係は、自治基本条例と性質は違う

という感じがします。 

【内海委員】 後段は、法の解釈を自主的に、独自にするということにつながるとすれば、

意味があると思われます。 

【廣瀬会長】 自立した自治体政府としての自治体は、自治による運営の中で果たすべき

責任を負っています。その中の経営責任というか、財政的な意味が前段です。後段は、自

治解釈権ととれます。法令を解釈して運用する際には、法令を無視したり違反することは

できませんが、解釈権は自治体にあります。自治事務であってもその多くは法令に基づい

ているため、全国共通のルールである法令の文言に縛られています。２０００年に、機関

委任事務の廃止等も含めて分権改革が実現されています。団体自治の確立としての地方分

権によって、その自治権を区政の自治の原則を実現するために行使する責務を負っている

と解釈できるようにここの文章をつくっているのなら、意義は感じます。 

 

＜議論内容＞ 中野区の自治基本条例の構成案「区民の権利と責務」 

４「区民の権利を責務」の②を確認します。この文章では、少し言葉足らずな感じもあ

ります。だれと情報を共有するのかが明確ではないので、もう少し丁寧に書き込むことも

必要です。場合によれば、地域で暮らしている区民のほうがより多く持っている情報もあ

るかもしれません。条文化することで、情報を自治体政府である区と共有をする回路がで

きるということになるかもしれません。この場合、政策情報は区が独占をしていて、なか

なか区民に知らされないという面もありますが、逆のことも言えると思います。区民が提

供する情報、あるいは区民から受信する意見の中にも、政策情報は含まれているので、双

方向的に解釈することもできるかと思います。 

【谷本委員】 区政に参加する権利を持つという項目が３番目で、１番目が地域社会の担
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い手としての権利ということになっています。地域社会の担い手としてみずから行動する

ことの期待が大きく先に書かれていますが、むしろ意思決定に際して権利があるというこ

とを最初に書いたほうがいいのでと思います。順番としては、③②①がいいのではないで

しょうか。 

【廣瀬会長】 区政に参加する権利を持つ、とさらっと書いてありますが、自治体政府と

しての区の主権者として自治の過程に参加をする権利ということだと思います。 

【田辺区長室長】 ①のところは、先ほども鈴木が話しましたが、市民が行う公共公益的

サービスを支援する条例の策定を考えています。その中身を確認した上で、議論していた

だいたほうが整理しやすいと思っています。 

【廣瀬会長】 ①ですが、「自らの発言と行動に責任をもち、豊かな地域社会の形成に向け

て努力する責務を持つ」というのは、生活全般において２４時間責任を背負って生きよと

いうふうにも読めてしまうので、むしろ自治体政府の主権者としての権利行使の上で背負

うべき責務と限定した書き方で、区民の責務という理念を伝えるという主旨であるべきで

はないかと思います。 

【本橋区民生活部長】 ③の「区民の区政に参加する権利」を、条例の中で書くことの意

味は、一体何だろうかと感じます。住民が主権者であることは、憲法から当然のことでは

ないでしょうか。ここで言う権利は、わざわざ条例の中で書くほどの内容だろうか。具体

的な仕組みの上に総論が乗っていないと、抽象的になってしまうような感じがします。 

【廣瀬会長】 住民自治あるいは地方自治の本質がそのまま書かれていますが、具体的な

権利保障について、自治基本条例の中で書いていきますが、それを導き出すために必要な

権利として条例が保障しているということです。具体的には、参加の制度が保障されます

が、それを導く根拠としてここに定めるということです。 

【本橋区民生活部長】 各論のイメージがある程度できた上で、４に言葉を足して表現を

工夫していかないと、区民の権利を条例でわざわざ規定する意味はないのではないでしょ

うか。そういう意味で、全体を見なければいけないですね。 

【小林委員】 区政に参加するという言い方以上に、意思決定プロセスの中に組み込まれ

て参加をしていくという言い方で何か上手くできないかと思います。 

【藤原副会長】 資料の中に情報公開条例の１条がありますが、これはどういうつもりで

書いたのでしょうか。 情報公開条例の１条はもう少し書き込んでありますが、請求権、

救済権、知る権利の保障と共有、住民自治と開かれた区政運営という書き方がしてありま
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すが、今のが「当然のことを書いても仕方がない」という意味の意見であるとすると、逆

にどの程度までのイメージなのか、聞いてみたいと思いました。この１条よりももっと書

き込んだ方がよいという主旨ですか。 

【本橋区民生活部長】 基本条例の中で参画の仕組みをつくっていくと思いますが、それ

を踏まえながら、ここの表現をする必要を感じています。「区政に参加する権利」とだけ言

っても、さらっと流れてしまうと思います。各論から、もう少し言葉を足していくという

ことをしていかなくてはならないのではという主旨です。 

【藤原副会長】 私は、理念的なものについて言葉を補うのか、具体的な参加の仕組みの

カテゴリーを具体的に書けというのか、どちらの趣旨なのだろうかと思ったのです。 

【本橋区民生活部長】 理論は原則からではなく、基礎からつくるのではないかと思って

います。中身が伝わるような区民の権利を、総論で言えるような工夫はした方がいいかな

と思いました。このままでは、区民の権利が軽く流れてしまうという感じがしました。 

【廣瀬会長】 条文として「区政に参加する権利を持つ」と一言だけ、４の冒頭に出てく

るだけでは不十分ということですね。 

【渡辺委員】 ３番が最初にくるというのは賛成です。主体的に参加しよう、かかわって

いこうと思ったときに、参加する、参画する権利があることを保障してほしいのです。情

報の共有は当然として、最後に、主体として、担い手としてかかわるならば責任を持つと

いうことであればとてもわかりやすく納得できます。主体的にやろうと思えば、そのツー

ルが保障されているということがどこかに表現されていたら、後のことが胸に落ちていく

ような気がします。その上で、責務とは、主体として担い手になる場合のことであって、

場面ごとに住民をわけて、責務を負う場面と負わない場面があると考えるという手もある

と思います。 

【廣瀬会長】 それは、そのとおりだと思います。まさに公的な事柄に主体的にかかわる、

あるいは意思決定にかかわりを持つということを通して、一定の責務が生じるということ

です。 

 それから、参加そのものの定義として、重要な意思決定にかかわることおよび主体的に

かかわり行動すること、この両面を含む表現として、参加と参画とどちらの言葉がいいの

かを含めて検討する必要があるのではないでしょうか。あるいは、もう少し言葉を丁寧に

して、ここの定義で書いているような自治体政府の意思決定のかかわり方と、地域の自治

へのかかわり方、その両方を含むような表現を模索しつつ、そういう主体になる権利があ
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るのだということも考えなくてはいけません。その前提条件として、情報を共有すること

が保障されます。そして、主体的にかかわる行動の上での責務ということで、区民の権利

と責務は成立しています。即文言を起こすことはできませんが、考え方を確認したという

ことでいかがでしょうか。 

【藤原副会長】 ４の①の基本的な考え方の４行目の「持続可能な中野の未来」とはどう

いう意味なのでしょうか。「持続可能な」というのは環境基本法などに出てくる用語です。

それから、この議論の素材は、よく考えられたたたき台だと思いますが、５ページの９の

条文に４つ丸があって、４つ目の丸として「個人情報の保護」が出てきていますが、この

項目は、上に上げるべきだと思います。区政情報の公開に当たってではなく、区政の運営

において個人情報の保護をはかるというのが一般的だと思います。 

【廣瀬会長】 個人情報の保護が言われ始めた歴史の中では、情報公開をきっかけに、適

応除外事項に個人情報が入っているので、ついこの順序になりがちですが、藤原委員の指

摘のとおりです。項目や理念で言うと、個人情報の保護は、区政運営における責任のあり

方になります。 

 それでは、きょうは非常に重要な出発点における確認であったと思います。自治という

ことも、どういう自治であるかというイメージあわせができました。自治基本条例という

のはどういうものか、どのようはバリエーションがあり得るかという整理も出来ました。

その上で、まだ言葉の上では詰まっていない部分もありますが、総論的な部分、最終的な

詰めは、先ほどの問題提起にもありましたが、具体論の中で、例えば、権利がどう保障さ

れるか、そこにどんな課題があるかということを検討した上で、最後にもう一度戻ってく

るということにしました。 

 特に、区民の権利と責務については、考え方の整理をしたということを確認して、次は、

項目ごとに具体論を議論したいと思います。次回は、７月５日の１９時です。 

【伊丹委員】 目的の②に、区民の区議会、区長等の役割というところで、ここだけは区

長等になっていますが、あとは執行機関と表現が統一されていると思います。これは全く

同義語ということでいいですか。②の基本的考え方の中に「区民、区議会、区長等の役割」

と、ここは３つの言葉を並べていますが、そのほかは「区民、区議会、執行機関」と統一

されています。目的の②だけ、表現を区長等と変えたのには意味があるのでしょうか。 

【田辺区長室長】 区長と執行機関を総称して、区長等と書いています。 

【廣瀬会長】 区長の在職期間のことが書いてあるので、表現が混在しているのではない
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でしょうか。ここは整理が必要ですね。 

 では以上を持ちまして、第３回中野区自治基本条例に関する審議会を終わります。 


