
第４回 仮称中野区自治基本条例に関する審議会（７月５日） 

 

○日  時 ２００４年７月５日（月） １９時～ 

○会  場 区役所４階庁議室 

○出席委員 廣瀬会長、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＞ 区議会の役割と責務 

【廣瀬会長】 第４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。 

 本日は、第３回の資料１「中野区の自治基本条例の構成案」の２ページ「５ 区議会の

役割と責務」から始めます。前回は、「区民の権利と責務」まで議論しました。 

 ただ、第２回で議論が出ましたが、この審議会は、区長からの諮問に基づいて設置され

た審議会です。その意味でいうと、二元代表制のもう一方の代表機関である議会のことに

ついて、区長部門に置かれた審議会としてどこまで踏み込んだことを言うのが適切かとい

うのは微妙な問題です。区議会を、区政、自治体政府としての、区の重要な機関の１つと

して位置付けるのは当然ですし、それについて言及できないのは問題ですが、かといって

区議会に対して具体的にいろいろな形で義務を課するようなことを、この審議会が提言す

るというのも難しいと感じています。 

 いったん提案した後は、例えば、他市の議会では、議会の中でさらに市民参加のプロセ

スを踏み、特別委員会なども設置して、そこで市民の意見も聞きながら修正案をつくった

上で、最終的に議決をしていこうという手続きを踏んだところもあります。議会について

の事柄は、議会にゆだねるのが基本的なスタンスになると思いますので、構成案には誰が

考えても議会としてあたりまえのことだけが書かれています。二元代表制の制度的な、若

干の制約を念頭に置いた上で、この項目を議論することが必要だと思います。 

区議会の役割と責務の２点は、自治体政府としての、区政全体にとっての責務の一翼を

議会も担っているということと、区政全体の中で住民と情報を共有しながら自治を進めて

いくという原則について、区議会もその一当事者であることを書いています。 

 さらに、区議会において意思決定をして行く上での区民とのかかわりについては、区議

会の制度設計や運用に任せることになると思います。そういう意味で、やや抑制した書き

方で、区議会の役割と責務について触れています。 

 1



【渡辺委員】 参加の仕組みができたら、区民の意思と区議会との整合性はどう取るので

しょうか。最後は、区議会が決定するのは当然ですが、例えば区民ワークショップで何か

をつくっていくときに、議会からの反発や権利を侵されるということが起きてくるとして、

調整する場はどこにあるのかを教えてください。 

【廣瀬会長】 自治体にとって重要な意思決定事項が地方自治法や条例によって議会によ

って議決しなければならない「議決事件」として定められています。それについては審議

などの段階で行政から説明をしたり意見を述べたりすることはあるにしても、最終的に意

思決定をするのは議会です。制度として、議会以外の場で何らかの調整機関が設定されて

いるものではありません。議会・議員は、区民全体の代表者として選挙で選ばれたという

制度的な位置付けであり、条例やその他の議決事件については、議会が公式に決めたとき

に初めて自治体政府としての決定になります。行政部門で提案を準備していくプロセスで

の区民参加は、これまでもこれからも行われていくでしょう。また、区議会も区民参加の

場であって何ら差しつかえありません。議会自身が、議会を市民参加の場として位置付け

ていくという流れは、他の自治体などでも若干出てきています。しかし、審議会として、

自治基本条例の中に、議会による市民参加を保障すべきと提言するかどうかは、議論する

必要があります。議会自らが、区民参加の議会に関する条項などをつくることになれば、

非常に歓迎すべきことです。ただし、これを決めるか決めないかは議会に任せられている

ことですし、区民の代表機関である議会の意思決定になるのだと思います。 

【小林委員】 住民参加の検討になってからだと思いますが、会長が言われた部分や、住

民参加の枠をはっきり決めて、きちんと議会との切り分けをしておかないと、渡辺委員が

言われたような問題は多分に出てくるのではというのが心配です。 

【谷本委員】 いまの話で、現実的に話を捉えてみると、議会の議決の中で決められる内

容は非常にざっくりしたものでしかありません。皆さんが住民参加で、執行機関側の会合

に参加して、アイディアを出し組み立てていく中身は、もっと細かい話にどんどん集約さ

れていくと思います。そういう意味では、議会ですべてを決めらませんし、議会の議決事

項として決まっているものと、そうではないものとの住み分けは少なくともできています。

例えば、基本構想は議会の議決事項ですが、基本計画は議決事項ではありません。そこで、

さらに議員が、「では、行政執行機関側に参加している市民の権限と、議員の権限はどうな

のだ？」と言うこと自体が、代表者としての権限をもっているので、逆転の発想ではない

かと思います。逆にいうと、議員は議会の中で細かいところまでは決められないため、行
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政もしくは執行機関側で細かい部分を決めていくことに対して、もっと口出ししたいとい

う一面があるかもしれません。がっちり住み分けようというと、個別の事項まで全部書き

込んでいかなくてはいけなくなるので、「大枠では住み分けられている」と捉えたほうがい

いと思います。ただ、行政側に市民が参加をしていくことによって、議員の意識も変わら

ざるを得なくなっていることも事実ですし、市民が行政に詳しくなっていけばいくほど、

議員も勉強しなくてはいけなくなるというのは現実的な相乗効果としてはあると思います。 

【廣瀬会長】 議会に対して区民は、行政を通していろいろな形でかかわることができる

し、議会を通してであれば、請願・陳情をはじめとしていろいろなチャンネルもあります

から、そこを通してもう１つの区民からのイニシアティブがあってもいいと思います。 

【内海委員】 草加市の場合は、市長に諮問された条例案の検討が終わった後に、議会に

１回上程をしました。そして、一旦継続審議になり、議会でもう１度その案件について検

討をする過程で、議員の中で、条例案を検討する委員会のようなものを立ち上げて、修正

案をつくりました。そして、再度、議会に上程したという形になっています。中野区議会

でも、条例案を検討する場があるのかどうかをお聞きします。 

【廣瀬会長】 区議会が条例案をどのような場で検討するかは、当然ながら議会が決める

ことですが、もう少し条例案が具体化し、議会への提出が見えてこないと、検討の仕方に

ついての具体的な話は出てこないのではないでしょうか。自治基本条例の内容については、

具体的な議論に着手したばかりですから、どういうものが出てくるのかについて想定はし

ているかもしれませんが、基本構想を見た上で、今度は議会としてどう受け止めて、どう

アクションを起こそうかということになるだろうと思います。 

【渡辺委員】 陳情という方法もありますが、どこに先に行けばいいのかまどろっこしい

気がします。参加をすることでダイレクトに行く筋道があるのなら、策定からかかわるほ

うがいいのではないでしょうか。その場合、議会の役割とは一体何なのだろうかと思いま

す。区議会と行政とはあまり連絡をとっていないように見えますが、関係は一体どうなっ

ているのだろうと疑問を感じてしまいます。 

【廣瀬会長】 議会の場で、議員からの質問に対して、区長や行政の責任者が答えるとい

うレベルでのコミュニケーションもあるし、もう少し日常的に「こういう懸案については

どうなっているのですか」ということを議員が問い合わせきて、それに対して説明するこ

とも多々あると思います。どれくらい細かいところまで、どれくらいの頻度で、どれくら

い早く流れるかなどは、それぞれの状況や案件によってさまざまで、一般論はないと思い
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ます。 

情報提供として、もうひとつ自治基本条例の議会審議についての例を紹介します。神奈

川県大和市も市民参加のプロセスを経て、行政部門でまとめた条例案が固まり、近く議会

に提案される予定です。そこで議会審議のあり方として、「市民参加のプロセスでここまで

積み上げてきたのだから、それは尊重すべきである」という考えの議員も、「いや、議会は

条例案について、さらに検討してベストのものを出していくのだから、遠慮せずに修正を

加えるべきだ」という議員もいて、議会の中で議論が進んでいるそうです。議会として、

議員１人ひとりが、有権者からの信託をどう受け止めて、どう審議すべきかに帰着せざる

を得ません。それに対して、外から意見や批判をすることも、区民として別の提案をする

こともありうるかもしれませんが、最終的に議会でどう取り扱い、どう議決をしていくか

は、選挙で選ばれた人たちの権限になると思います。もちろん、できるだけ行政と議会の

両方のチャンネルで、区民の意見が反映され、よりよいものになっていくことが望ましい

のですが、ここについては個別の自治体ごとに、それぞれの議会の考えや行政との関係の

上で決着をしていくことだと思います。 

【伊丹委員】 二元性ということであれば、議会の力は当然尊重しなくてはいけないと思

います。ただ、区民側からみると、執行機関を含めていろいろな意見があるので、区民の

動きに対して違う結果になりそうな場合は、どこかで意見を言いたいという機会は当然あ

ると思います。そういうことも含めて、例えば、苦情処理機関のようなものは自治体の中

でどうつくられているのでしょうか。あるいは、自治基本条例レベルの苦情処理委員会の

ようなものが配置されている例はあるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 具体的な公共サービス・行政サービスについて、そういうプロセスで出て

くる苦情を処理する機関は、さまざまな形で設置されていると思います。例えば、介護保

険や福祉サービスの苦情、情報公開制度の中では開示・非開示の決定について不服がある

場合など、苦情や不服を申し立てる窓口が設定されています。しかし、条例の中身をどう

していくべきかなどの政策判断そのものについては、苦情という概念はそぐわないと思い

ます。１つの意見として、区民がどういう形で意見を表明するかということになるわけで

すが、これについては苦情処理という形の制度は、まずないだろうと思います。議会で審

議されるとすれば、その過程において、例えば個々の議員や会派に対して、区民が意見や

要望を申し述べることもいろいろな形で可能だと思います。区民と代表者の間の政治的チ

ャンネルで、解決されるべきものだと思います。ですから、制度としての解決策というの
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は、難しい問題ではないでしょうか。 

【伊丹委員】 第三者機関として何かをつくるというのは、無理があるということでしょ

うか。 

【廣瀬会長】 それは無理があると思います。２つの代表機関があり、その間は常に調和

的かというとそうではなく、しばしば対立関係にあることもあります。それもまた代表制

民主主義の１つの制度設計です。それぞれに違った考えや立場が代表されていることもあ

り、お互いにそれぞれに与えられた権限があり、チェックとバランスによって、どちらか

の意志だけが貫徹することはない仕組みになっています。それによって、もどかしいこと

も、場合によっては能率が下がることもあるかもしれませんが、そういうことを通して、

権力が暴走しないようにブレーキ・安全装置がかかっているという理解をするべきだと思

います。 

【伊丹委員】 議会の議決に至らない些細な部分の意見の拾い上げや対応については、自

治基本条例では、区民が新しい自治の形として責務を負っていくことが前面に出ていると

私は感じるのですが、むしろ、区民が権利を主張できる場を担保する形の条例を、もう少

し考えるべきではないかと思います。１回目、２回目の議論で、特に渡辺委員が言われた、

参画や協働という言葉を使うことによって、かなり区民が責務を負わされることになると

抵抗を持つ区民の方もいるのではと思っています。 

【廣瀬会長】 アイデアレベルの話で、まだ実例があるわけではないのですが、議会につ

いて行政との関係というよりは、市民との関係でどういう権限を持ち、どういう参加の機

会を設けるか、という事柄については議会条例の中で決めていくべきだという考えを持っ

ている方もいます。逆に言うと、自治基本条例の中では、サービスの執行過程までも含め

て議論していきますから、実際上は、行政部門にかかわることのほうが条項の数としては、

ずっと多くなっていくだろうと思います。それは行政部門を主とした区民との関係、そし

て自治のあり方についての条例であり、もう一方では、議会部門を中心とした議会条例の

中で、議会を通して自治の基本について決めていくという考えもあるかもしれません。た

だ、議会条例を独立させる方法を取るか、それとも議会事項については議会で検討し追加・

修正した条項を１つの自治基本条例の中に入れていくべきなのか、この判断も議会自らが

するべきことだと思います。議事録が公開されるので、区民委員さんをはじめとして、議

会に期待の目を向けているという思いはメッセージとしては届くと思います。 
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＜議論内容＞ 区長の責務 

 では、６「区長の責務」に進みます。②については、第２回で出てきましたが、区長の

在任期間をこの条例の中に入れるかどうかは、まだペンディングだろうと思います。それ

と代表者として選挙によって選ばれる政治的な責任の範囲で、それぞれの選ばれた方がそ

の都度決めていくべきこと、自らに課していくべきことだという考え方もあります。 

任期の制限について、ここにアイディアとして出ている案は、議員提案として議会に出

ているものであり、区長自らは「２期」と仰っていると思います。条例の中に、区議会に

議員提案で出ていることを仮に入れるとすれば、「区長は、区民が自治について選択する機

会を広げ、自治を活性化させるために、長期間連続して在任しない」ということで、例え

ば３期までという規定も考えられます。 

 

＜議論内容＞ 執行機関の責務 

 「７ 執行機関の責務」に進みます。ここでは、説明責任や知る権利、参加にかかわる

規定が①と②にでています。構成案は、区民の保護の部分、個人の権利を損害しないとい

うことを重視して、個人情報の保護が頭に出ていますが、執行機関の責務の最初に、個人

情報の保護がいきなり出てくるのは、順序やバランスから考えると検討の余地があるかも

知れません。「区民への説明責任と区政への参加」が先にあり、そのために「情報を提供す

る」という責務を負っているのだが、そのプロセスにおいては個人の権利を侵害しないよ

うに、具体的には「個人情報の保護に遺漏がない」ようにすべきである、という順序であ

れば、すっきりと収まるのではないでしょうか。 

【伊丹委員】 区民を除いては、例えば「区民の権利と責務」、「区議会の役割と責務」と

いうように、役割部分を必ず書いています。７についても「執行機関の役割と責務」とい

うように、役割を前段に書いて、それから責務を書くというスタイルのほうがわかりやす

いのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 区民については「権利と責務」、区議会については「役割と責務」、区長・

執行機関については「責務」という形で書かれています。区長・執行機関については「役

割と責務」としたほうが望ましいかもしれません。区民には主権者としての権利があり、

権利行使の上で発生する責務があります。区議会については二元代表機関の１つとしての

役割があり、それに伴う責務があります。執行機関は区長を補佐し、行政の執行について

実務を担います。仕事の大きさでいうと執行機関が負っている部分が非常に大きいので、
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区長とは分けて、その上で「役割と責務」とするのが、議会と区長があり、それから区長

の補佐機関があり、それぞれに「役割と責務」があるという整理でいいという気がします。 

【内海委員】 区長、執行機関の位置付けの次に行政運営がありますが、各自治体によっ

てその位置付け方が違います。中野区では、区長と執行機関を分けて、それぞれの「役割・

責務」というのを示しています。その辺りはそれぞれの整理の仕方だと思いますが、あえ

てそうしている理由は何でしょうか。 

【田辺区長室長】 強いて言えば、②に任期の問題が入ったので分けて書いています。 

【小林委員】 仮に、②が消えるとすると、６の項目は区長を執行機関と読み替えて、執

行機関に組み込むこともできます。 

【廣瀬会長】 そういう括り方もあると思います。 

【田辺区長室長】 ほかの自治体では、区長を独立させているところもあります。 

【内海委員】ほかの自治体では、組織編成が入っているところもありますが、中野区はあ

りませんね。 

【廣瀬会長】 執行機関の役割や執行権については、組織編成権でしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 多摩市もニセコ町も杉並区も生野町も、基本的には組織編成

権は入っています。効率的かつ機動的なものとなるように常に組織編成を見直す必要があ

る、という押さえ方で、記述に盛り込んでいるものがほとんどです。職員の資質について

も触れている条例もあります。 

【田辺区長室長】中野区は今年から組織を大幅に変えて、課を廃止し、４ページに書いて

ある「目標と成果による管理」により、組織運営についても、それぞれが階層ごとに目標

を持って進めていく方法に変えています。組織のことではありませんが、「７ 執行機関の

責務」の「④ 効率的な行政運営を行う」に、基本的な考え方は記しています。 

【廣瀬会長】 組織編成権そのものは従前からあるものであって、効率的な行政運営に伴

う責務を、改めて負わせるかどうかということです。今日のたたき台では、執行機関の責

務の中に、効率的な行政運営という目標だけを書いてあって、そのために、例えば組織の

編成権を目標遂行のために使うところまでは書いていません。別の自治体では、そこまで

書いているところもありますが、それは選択の仕方によります。 

【伊丹委員】 組織管理・人事管理は、執行部門の大きな責任の１つですが、これだけを

独立させる意味は何でしょうか。今後、区民が頻繁にかかわる可能性があり、執行機関と

は別に独立して項目をつくっているのでしょうか。 
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【内海委員】 国はこれまで、組織自体にある程度の枠をはめていましたが、地方分権改

革により、その枠組みが緩やかになりました。例えば、ある施設を民間企業に委託するこ

とも可能になりました。そういったことは、組織編成を独自の考えに基づいて行っていく

ことだと思います。その観点からすれば、自治基本条例に組織編成も盛り込んでいくこと

も考えられるのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 区民委員会や審議会のような場については、例えば、区民参加の仕組みの

中での参加の制度の１つとして、位置付けていくことになると思うので、執行機関の責務

の中に、組織編成権をこういうふうに行使せよと書くこととは、直接にはかかわらないと

思います。また、組織編成権というような観点や、効率的な行政を目指して、固定的にな

らずに改革しながら進めていくという姿勢を示すところもあると思います。 

効率的な行政運営という目的が必要であるならば、それを示すことだけで、責務の規定

としては十分だと考えるのか、その実現方法についてもう少し踏み込んで規定するかの選

択です。具体的な目標を達成するための課題として、基本的な考えでは「目標と成果によ

り管理される行政運営」というマネージメント手法についてだけ言及しています。 

【渡辺委員】 「７ 執行機関の責務」というのは目標だと思いますが、役割を、条文と

してうたうことができるのか疑問です。区民の参加とは、区の意思決定に対して意見を言

い、説明を求めることであると書いてありますが、その最初の意思決定はどこでやるのか

と考えると、執行機関の役割を書くとすれば、そこに私たちが参加していくための情報提

供であり、説明責任であると思います。区が青写真を描くのだったら、区民とともに描け

るような行政にしてほしいという願いがあるので、そこを書いていただきたいと思います。

④で「行政運営を行う」で、行政組織を書くのだとすれば、「目標と成果による管理」とい

うことになるのかどうか。ここに書いたほうがいいのかどうかはわからないのですが、せ

っかく自治の権利として降りてきたのならば、どこかでうたうべきではないかと思ってい

ます。 

【廣瀬会長】 １つめの「役割と責務」の「役割」ですが、行政のやる仕事という意味で

いうといくらでもあるので、「責務」とまとめてもいいのかもしれませんが、目指すものが

役割であり、それを実現することが責務なのだと位置付けて考えることになると思います。 

 それから、参加ですが、これは前回の議論で出ました。用語の定義で、下案として出て

いる参加の定義はこのままでは弱いということは、すでに確認しました。議題やその決定

の時期などのスケジュールがあらかじめ確定している上で、そのプロセスにおいて区民が
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参加するというニュアンスが強い書き方になっているのが検討・改善すべき点です。 

渡辺さんは、区民が発意をし、区が案をつくっていくプロセスの中にも区民参加のチャ

ンスはあることが必要だという、問題提起をされていると思います。このことについて、

「２ 用語の定義」でも、それが反映されるような書き方を考えていかなければいけませ

ん。「１０ 区民の参加」において、参加の仕組みの中に発意という要素を盛り込むかは、

その問題の重要なポイントになると思います。 

【内海委員】 今の渡辺さんの要望を踏まえると、行政手続きと関係するのかもしれませ

んが、執行プロセスが明らかになっていることが、それに関与してくことや参加していく

可能性を拡大することになるので、ここでは情報を公開することはもちろん言及されてい

ますが、執行プロセスを明らかにしていくという表現も可能だと考えられるのではないで

しょうか。 

【廣瀬会長】 行政手続きともかかわるのですが、ある方が「行政手続き法（条例）は漢

方薬のようなものだ」と言われました。つまり、行政のプロセスが、いつどのように決め

られていくかということがあらかじめ示されていると同時に、その中で証拠を示しながら

手続き面での保障を続けていくことで、行政の透明性が高まり公正に運営されるようにな

っていくということです。情報公開のように、行政の仕組みが劇的に変わるという薬効を

持つのではなくて、長い間に行政の流れと手続きが明文化され、透明になっているという

ことを通して、適正なタイミングで権利を行使できることがはっきりするということです。

行政プロセスの明示を、執行機関の責務の１つとしてまず位置付けて、具体的な行政運営

の上では、行政手続きとして示していくという感じだと思っています。 

【谷本委員】 行政手続きに関連すると思いますが、②は「執行機関は区民への説明責任

と、区民の区政への参加を推進する」という２つの仕事が１つの文脈の中に入っています

が、手続きをきちんと保障するということを、後段の「区政への参加を推進する」という

部分に書き込むのがいいと思います。そして、執行機関が、任された仕事について「区民

への説明責任を果たしていく」というのは、また別の柱の話だと思うので、ここは２つに

分けたほうがいいのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 確かに指摘のとおり、この２つは性質が違います。説明責任は、参加のた

めだけにあるものではありません。参加を推進することの１つの重要な要素として、手続

きが進んでいくプロセスを明らかにしていくという形で、②を①にもっていくといいと思

っています。参加保障という責務の中に、プロセスのことを書き込むということです。 
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【渡辺委員】 「説明責任」という言葉ですが、裁量権を発揮する者が説明責任を負うと

いう気がしています。医者が患者に、治療に対して説明責任を負うというのはわかります

が、執行機関としての区が、説明責任を負うというのはどういうことなのでしょうか。区

長や議会が負うのもわかります。 

【廣瀬会長】 「説明責任」というのは、ここ５、６年の間に、日本で急速に定着をして

きた責任の呼び方です。もともとは英語のアカウンタビリティという言葉から来ているの

ですが、アカウンタビリティの本来の意味よりも幅広く使われる言葉になっています。英

語では、アカウントという言葉からもわかるように、会計上の原則、予算責任・会計責任

という要素が非常に強い言葉です。日本での使われ方は、そこから派生して、「責任」とい

う言葉自体が多用されてインパクトを持たないものだから、改革の議論の中では、従来よ

りもより丁寧にきちんと情報公開した上で、透明性を高めて責任を負うべきであるという

ニュアンスで語るときに、「説明責任」という言葉が多用されるようになってきました。こ

のたたき台における「説明責任」というのは、むしろ後者の側に入ると見ています。 

【渡辺委員】 情報公開とは、どのようなことでしょうか。 

【廣瀬会長】 情報公開も、説明責任の１つの手段ですが、それだけではないと思います。

情報公開というのは、行政が保有している情報は、公開すると差し支えがある特殊な事情

のあるものを除き、基本的には全部公開されるべきであることを定め、その手続きがあり

ます。 

 説明責任という場合には、現段階では行政はもっていない情報かもしれないが、ある事

柄について説明責任を果たすには、情報の編集や加工をして、こうであるということをき

ちんと理解できるように説明をすることまで含むだろうから、その意味で言うと、情報公

開よりももっと広く、積極的に行政側・執行機関側から果たさなければいけない責務とい

う要素が入っていると思います。 

【小林委員】 説明責任という言い方をした場合には、区民に対して、わかってもらえる

ような開示の仕方をしなければならないということですか。 

【廣瀬会長】 そうです。その説明だけではわからない、納得がいかないという反応が返

ってきたら、さらに納得してもらえるように説明する責任という要素が入っていると思い

ます。 

【小林委員】 ぱっと見たときにはよくわからないという状態ではじかれるような情報で

も、よりわかりやすく見せることによって理解してもらう。もともとは関心のなかったこ
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とに対しても理解してもらうということも、含まれているのですか。 

【廣瀬会長】 それは、追及されて回答するという、対話の中で出てくると思います。何

も要求しなくても、十分に説明されたものがどんどん届けられるという状況ではないと思

いますが、わからないこと、不審なこと、明らかにしたいことがあるときに、それに対す

る問い合わせをし、場合によっては追及をし、それに対して区の側が回答することで、責

務は果たされるというものです。 

 「執行機関の責務」の１番目に、参加の原則をうたい、その中で執行プロセスを明らか

にすることによる参加機会の保障という側面も触れます。２番目に、参加のためには区民

の知る権利が必要であり、それを保障していくことを書きます。その際、個人情報の保護

については、注意事項として残しておきます。３番目に、区政の執行に関して説明責任を

負うということを述べます。４番目に、行政運営の公正、区民の権利や不利益のこと。５

番目に、効率的な行政運営という目標を明記します。 

ただ、効率性を実現する手段として、組織編成とマネージメントの努力についても触れ

るかどうかの検討をする必要はあります。組織編成については、先ほどの議論のように２

つの方針があり得ると思います。自治としての編成権もあるので、具体的に触れたほうが

いいのではないかという意見がありました。それから「役割と責務」ではなく、「目標と成

果による管理」やマネージメントについては、行政運営の中で触れているので、目標を「役

割と責任」で書き、実現方法については「行政運営」に書くという書き方もあると思いま

す。ただ、マネージメントについては、８の中の「目標と成果による管理」に具体的に出

ているので８に譲ることにしたほうがいいと思います。７の構成についてはいかがでしょ

うか。 

【谷本委員】 場所には一切異論はないのですが、「効率的な行政運営」という言葉だけが

残ると、財政を最も効果的に活用するというところが趣旨だと思うのですが、「効率的」と

いう言葉が一人歩きをしてしまい、財政削減という方向だけが取られがちなことが、非常

に多いと思います。 

 中野区の外部評価委員をしていたときに感じたことですが、職員が効率性についてはと

ても重きをおいているのですが、組織の目標とそれに対する成果の部分は、視点として欠

けているケースが多かったので、どちらかというと「効率的かつ効果的に」などという言

葉を入れたほうが、より具体的なものが見えるのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 最近は、「効率性」という概念が日常語になりつつあって、「能率」と混同
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されていることが多く見られます。能率というのはインプットとアウトプットの比率で、

より少ないインプットでより多くのアウトプットを実現する、比率を一番よくするという

考えなのです。効率性というときには、資源、その他いろいろな制約がある中で、より高

い効果を目指して実現されるべきことというニュアンスが本来はあったと思うのですが、

確かに、今普通に使っている中では能率性を上げろ、より節約ができれば効率性があがっ

たというように、思われがちなことは事実です。 

【内海委員】 「効率的」という話になってくると、何を目指してということが非常に重

要であると思うのですが、自治の実現のためにといった「何何のため」というのは入れな

くてもいいのでしょうか。それはもうすでに前提として、目的や原則に書き込まれている

から必要がないということであれば、それはそれでいいかと思います。 

【廣瀬会長】 自治体政府としての中野区が区民参加を決めるとして、自治を推進してい

く中で、執行機関にゆだねられた仕事をしていく上で、役割の果たし方としてどんな責務

があるかということなのです。そうなると、責務の部分だけが条文の中には出てくるとい

う規定の仕方になるのではないかと思います。 

【星野委員】 区長や区民の責務は見えますが、執行機関と一括りで言っている中で、「職

員さん」という言葉を私たちはよく使うのですが、職員個人の責務は、④「効率的な行政

運営」に入っているのでしょうか。そういう責務というのは自治基本条例の中に含んでい

るという意味合いにとってもいいのでしょうか。 

【廣瀬会長】 ④だけではなくて、すべてにおいて。 

【星野委員】 区民が窓口に行くときや行政とかかわるときは、個々の職員と対応するこ

とになるので、職員の責務も条例に入れてほしいと思います。または、執行機関の責務の

中に、もう少し具体的に何かしら文面として「これは自分たちの責務だ」と職員の皆さん

が感じられるようなものを、入れてもらってもいいのかもしれません。 

【鈴木政策計画担当課長】 職員の責務を、条項として入れているところもあります。全

体の奉仕者としてきちんと勤めなさい、能力開発にも努めなさいということを入れている

ところは、確かに多いと思います。 

【廣瀬会長】 ④の基本的考え方で、「目標と成果により管理される行政運営を行う」とあ

りますが、これは、部門であったり個々の職員であったりするものです。執行機関の役割

と責務の中に、両者が入ってくることはありうるとは思います。 

確かに、法的に言えば、執行機関には、まず組織としての責任があり、仕事の編成の仕
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方により、個々の職員が分担するということです。しかし、個々の職員もまた、自治の担

い手であることを明記することは、１つの規定の仕方です。 

【星野委員】 私たち区民も改革について一生懸命考えている中で、職員も同じように責

務を負って考えていくほうが、改革は早く進むのではないかと思うのです。一生懸命にや

っている職員もいるのですが、皆さんに意識を持ってもらいたいという思いで発言しまし

た。 

【鈴木政策計画担当課長】 区民から見ると、職員に対する信頼感を増幅させる１つの約

束事のように受け取れるのでしょうか。 

【本橋区民生活部長】 職員自身が、きちんと区民と向かい合えということですね。 

【小林委員】 「執行機関」という言い方をしている文章を、私がスタッフとして見たと

すると、自分のことを言われているのではないように見えます。「目標と成果で管理され

る」というのは、上から管理されるだけという雰囲気になってしまい、全くの他人事にな

ってしまうのです。執行機関に対して「目標と成果」を求めるということは、そこにいる

スタッフに対しても求めていることになります。そうすると、スタッフは他人事ではなく

て、自分のことにならないとその目標も成果も達成できなくなってしまいます。それを、

自治基本条例という以上は明記をして、スタッフ一人ひとりに浸透するような文章にした

ほうが、むしろ目標は達成しやすくなるだろうと思います。 

【渡辺委員】 先ほど、区の職員は効率的だという話が出ましたが、やはりマイナスイメ

ージはあります。「効果的に活用」というのは、区の職員に関してもそうだと思うのです。

モチベーションを発揮できるような区の状態にしていくということは、区の財産を高める

ことであるし、公務員はカットされるべきものでないとすれば最大限に活用するのが、区

民にとっては最大の利益ではないでしょうか。そこをうまく引き出せるようにするには、

意識付けだけでは弱いと思います。ただ、歳出を抑えていくことだけが、効率的ではない

という点をうたっていけばいいのではないでしょうか。どのような文言になるのかは分か

りませんが、その辺りをどこかで載せていければ、区と区民の関係にも影響してくると思

います。 

【谷本委員】 「職員に責務を」というのは大事なことだと思います。それを書き込むと

いうのは非常に重要なことだと思いますが、職員だけに責務を押し付けても職員自身が動

かないということもあります。住民自治を主体とした仕事に、きちんと向き合える職員を

育成することも執行機関側の宣言として条例に書き込んでおかないと、職員としては「自
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分たちだけに責任を押し付けて、組織は何もしてくれないのか」という話にもなってしま

います。組織として、きちんと職員を応援して育てていくというところも、書き加えたら

どうでしょうか。 

【廣瀬会長】 気になるのは、本来、執行機関という組織として責任を果たさなければい

けないことを、個々の職員が責任を果たさないからだと解されることもありうるというこ

とです。逆に、個々の職員が責務を果たせるように組織編成が行われ運営されて、指揮運

用されていくことが必要なので、そういう意味では、個々の職員とは別の次元で執行機関

としての責務は明らかにあるわけです。 

しかし、執行機関の組織を動かしていく責務だけが出てくると、今度は、それの一翼を

担う個々の職員が管理される対象として、主体的な意識を持てなくなってしまうおそれも

あるので、そこは、両面をきちんと書いておく必要があると思います。と同時に、区長、

つまり執行権のトップに対する補佐機関としての執行機関であり、さらにその中の役割分

担をしている職員であるという構造なので、特に区長と執行機関を切り分けてしまうと、

執行機関が人格のない組織に見えてしまうので、区長・執行機関・職員についての基本規

定という切り分け方にして、その上で、今ここに出たいろいろな指摘を踏まえて、執行機

関については必要なことを補足し、職員については１項目加えるのがいいと思います。 

【内海委員】 「６ 区長の責務」と「７ 執行機関の責務」を１つの形にして、その中

で、執行機関、職員と分けて整理する方法もあります。ほかの自治体でも見られます。 

【伊丹委員】 職員の対応は非常に大事なので、「８ 行政運営」の中でこういうことをぜ

ひ表現してほしいと思います。区民と対面して、情報公開と説明責任を果たしていくのは

個々の職員なので、そういう役割は非常に大きいと思います。 

【廣瀬会長】 まず、「６ 区長の責務」と「７ 執行機関の責務」を統合した形で組み立

てるということでいいでしょうか。全体的な傾向として、政治的な責任の所在のようなニ

ュアンスが出てくるところは区長と表現し、機関としての分立性というか関係性を述べて

いるところでは、区長とは書かずに執行機関と書いてあります。全体の整合性については、

最終的にチェックをする必要があります。それから、職員については、今アイディアをも

っているわけではありませんので、次回までの宿題とさせていただき、他の先行している

条例を参考にしながら、６＋７に位置付けるか、８に位置付けたほうが収まるのかも含め

て、次回までにたたき台を提出するという方向で行きたいと思います。 

【伊丹委員】 先ほど、説明責任だけを独立させたほうがいいというニュアンスがあった
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と思います。会計上、説明責任とセットになっている言葉としては情報公開があるので、

基本的な考え方の中では、情報公開あるいは情報提供とセットで使ったほうがいいのでは

ないかと思います。情報公開・情報提供があって、説明責任が伴うというように理解した

ほうがいいと思います。 

【廣瀬会長】 もともとの英語で使われていた概念としてのアカウンタビリティとレスポ

ンシビリティの両方が、この責務の中には必要なのです。アカウンタビリティの部分は、

効率的・効果的というべきか、運営に関する責務と直接つながってきて、ガバナンスで効

果をあげるような組織運営にすることにかかわる責務で、レスポンシビリティはもう少し

幅広く、公共的な仕事を果たしていることについてのより幅広い意味での社会に対する責

任です。レスポンシビリティの部分は条項として整備して、必要があればそれは分けた上

で、情報の公開はアカウンタビリティを確保するためのディスクロージャーという性質の

部分と、参加のための前提条件として政策情報を公開することの２つが必要だと思います。

整理をした上で、条項としてどうまとめていくかについては、次回に確認することにして

先に進んでいきます。 

 

＜議論内容＞ 行政運営 

 では、「８ 行政運営」です。最初は計画行政についてですが、この自治基本条例は、基

本構想の策定から出てきた言葉なので、これについての定めが冒頭に出ています。 

基本構想の策定は、地方自治法で義務付けられており、基本構想は議会の議決を経るこ

とが必要です。基本構想という一番大きな長期的な目標について定めるとともに、それを

実現していくための基本計画として、例えば、５年計画などを策定するのが通常ですが、

自治体によっては、議会が計画まで関与すると設定する場合もあります。法的には、計画

は議会の議決は必要ありません。 

 それから、基本的考え方に「自治体経営を担う唯一のシステムであり」と書かれていま

すが、「唯一」というのはややミスリーディングな面もある言葉ですが、例えば、地方自治

法のシステムを考えると、自治体がどういう方針で自治体経営や自治体運営をしていくか

は一番基本的な方針であり、法律によって義務付けられています。基本構想や計画につい

ての行政運営の準備は、当然執行機関で行いますが、基本構想は議会での議決が必要です

が、策定のプロセスで区民が参加し、主体的にかかわりをもつことになっていますので、

ここで参加の要素について触れるかどうかは検討する必要があります。ただ、自治体全体
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としてのグランドデザインとして基本になるのは、基本構想であり基本計画です。それに

ついて、区民・議会・執行機関がそれぞれの役割を分担しながら、きちんと位置付けた上

で総合的な区政運営をするということをここに書くことになります。 

【渡辺委員】 後ろに「目標と成果により管理」と出てきますが、なにを目標として行政

が行われているかという行政の基本になるところですから、「区民の意見を多く取り入れ

た形で策定していく」という文言は、どこかに入ったほうがいいと思います。基本構想・

基本計画の策定にかかわっていかなければ、青写真は全部どなたかが描いてしまったとい

う思いが、区民としては残ってしまいます。 

【廣瀬会長】 これは区民参加の基本中の基本ですが、基本構想・基本計画についてだけ、

ここで区民参加について言及すると、別の個所でもう１回参加についての基本ルールが出

てくることになりますから、１０の項目に譲ってもいいかと思います。内容的には渡辺さ

んが言われるとおりで、区民参加で策定されていくのは原則中の原則です。 

【内海委員】 総合計画といわれるものには、基本構想・基本計画・実施計画があります。

基本構想・基本計画については言及していますが、実施計画については、実質的につくっ

て運用をしていますか。 

【田辺区長室長】 区政運営全体の実施計画ですが、以前は持っていました。今回の基本

構想にかかわるものとしては、１０カ年計画が基本計画になりますが、それ以外は今は持

っていません。 

 

＜議論内容＞ 行政手続 

【廣瀬会長】 では、４ページ「行政手続」に入ります。執行プロセスが明記されること

により、参加機会を含めて行政運営についての透明性をはかることになるので、この規定

の仕方は、７の変化に伴って変わってくると思います。 

 「自立した財政運営の原則・財政状況の公表」は、中野区財政状況の公表に関する条例

に基づいて、現在執行されています。考え方では、財源確保と区民負担の関係についての

規定は、自立した財政運営の原則に入るのかということですが、たたき台の案文としては、

含まれていません。自治体には一定の課税自主権があって、法定外でも条例に基づいて課

税することはあるわけですから、負担と自治体の税源確保、あるいは自治体活動のための

資源を得ることについての関係を行政運営の項目の中に改めて加えるべきかどうか、とい

う論点が残っていると思います。 
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 それから、財政状況について公表するかどうかはこの条例にゆだねられていますが、気

になるのは、将来推計についての情報がやや弱いということです。基本計画をつくる場合

は、どこでも必ず財源フレームといって、今後どのくらい歳入が上がるかという財政状況

についての予測を立て、その中でこういう事業なら展開できるという形でつくります。一

部の自治体では、例えば毎年そこから先の５年間くらいを見通して財源推計を毎年公表し

ているところもあります。ただ、地方交付税の対象であったり、あるいは特別区のように、

都区財政調整と言って、東京都の２３区全体の中で東京都も含めて財政調整をしていると

ころであると、推計しにくい部分もあることは確かです。ただ、将来についてある程度財

源の見通しを立てた上でないと、財政支出をともなう事業にかかわるところで、区民参加

を実現するのは難しいです。理想としては、参加のために必要な情報として、将来にわた

る財政についての情報の共有がうたえると望ましいと思います。 

【内海委員】 これも理想かもしれませんが、この基本構想・基本計画と財政運営、そし

て、まだ進んでいませんが財政管理というのは、何らかの関係を本来は持たせるべきもの

であると思っています。一般的に、基本構想・基本計画は、具体的に示されているものだ

けで終わるというケースも多いといわれていて、その問題点はやはり財政運営とつながっ

ていない点と、もう１点は区民の意向が反映されていないということが、一般的には言わ

れています。そういう意味で、基本構想と基本計画、そして財源、財政運営、その成果に

よる管理がなんらか結びつくような文言を入れて、実際もその運用を行えるようにしたい

という理想があります。 

逆に言うと、そういうことが関係性を持つことによって、基本構想・基本計画への参加

は、区民も厳密に財政を受け止めながら計画を検討していくことが求められます。ですか

ら、区民の要望を言うだけではなくて、財源を踏まえた上で計画を検討する必要がありま

す。この３つの関係性を、何らかの形で言及してほしいと思います。 

【廣瀬会長】 第１回目の区長の諮問にあたってのメッセージの中に、どんどん財政が伸

びていくときには、やったほうがよいことはやるのが行政としては望ましいことであり、

それが行政として責務を果たすことだったという話がありました。財政の厳しい状況の中

で、自立して自治の運営をやっていくときには、何を行うかの吟味が必要になります。そ

れは、区民の参加や納得を通してしかできないことで、それを決めていくというニュアン

スが、自治基本条例についての期待の中に述べられていたと思います。 

実現手段としての財政がここに出てきていますが、財政・財源の裏づけがなければ、多
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くの事柄は絵に描いた餅になります。財政運営の原則が総合的な計画行政の運営とつなが

り、それに伴い、参加をする上でもそれがつながって、参加をしていくための前提条件と

して、情報の提供・共有というものができていきます。財政について明確に取り出して位

置付けていることが、重要だと思います。 

【内海委員】 ここで、「区は財政を効率的かつ効果的に」とかいてありますが、「基本計

画に基づき」、あるいは「基本計画に則して」という形でつなげていく方法が１つあると思

います。 

【渡辺委員】 情報の共有化ができれば、区と区民がいっしょに考えるにあたり、話し合

いの土台も共有できますが、情報が何もないところでは、希望を言うだけで不毛の議論に

なってしまいます。条文に「基本構想達成のために」などという言葉を入れ、「目標の成果

による管理」にも「どこまでやったらこうなった」ということを書いてほしいと思います。

それと、計画が、財源がなくなったので中止になるという構造もありますが、財政状況も

明らかにしていくことで、議論の土台にしてほしいと思います。 

【廣瀬会長】 基本計画といったときに、基本構想をどういう位置付けでつくるのかとい

うのは、いろいろなやり方があります。従来の自治体でよくあったのは、とにかく基本構

想に夢を盛り込むということです。理想的な絵をまず描き、それを１０年くらいでこれく

らいできるというのが基本計画で、その中で、実際に５年間でどのくらい財源があるのか

を考えて、目標に向けてのプロセスをだんだん現実的に落とし込んでいくというパターン

がありました。どんどん自治体の財源が伸びていくと、１０年・１５年くらいかけると理

想論もほぼ達成できたという時代もありましたが、これからはそうは行かないと思います。

中野区の基本構想は、１０年でこれを実現しようという基本的スタンスは決まっています

が、実現可能性のあるものがインプットされた上で絞っていくことになります。さらに、

基本計画の前期５年分くらいは、きちんと財源フレームの中で抑えますから、基本計画自

体が財源を盛り込んでいるという部分もあるし、逆に言うと、基本計画をつくっていくプ

ロセスでの参加のために、財政情報がまた重要になってくることもあるし、循環構造にな

っています。 

【石神総務部長】 自治基本条例が必要とされている背景には、財政的な面が非常に大き

いと思います。今の社会情勢は、先行きの広がりが期待できないので、参加する場面は、

今までは計画部門だけでしたが、今後は財政的な部門でも、区民が参加し意見を言っても

らうことになる、今までとはかなり違う財政運営になると思います。財政運営の項で考え
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ている①・②は、あたりまえのことしか書いておらず、すでに公表もしている部分ですか

ら、これでは何も変わっていません。もう１歩進んだものにするには、計画をつくるため

の財源と、それを実現するための財源と両方盛り込んだ形で、書き方を工夫しないといけ

ないと思います。 

【内海委員】 それは重要な部分です。どんどん夢を実現していくということではなくて、

なにを優先順位として選んでいくかということが、区側も区民も、きちんと自治基本条例

をベースにできなければいけません。 

【石神総務部長】 自治基本条例が、区議会も規制していくのだと思います。財政状況を

反映した選択をする手順がよく見えているからこそ、議会自身も規制されてくるし、考え

方を変えていくことになると思います。 

【谷本委員】 気になっている言葉があるのですが、「自立した財政運営」の「自立」を「立

てる」で書いていますが、今の話の趣旨を入れるのであれば、むしろ「自ら律する」のほ

うが趣旨がはっきりと見えてくるのではないでしょうか。区民が決めていく、区長もいっ

しょに、議会もいっしょに決めていくという意味になります。基本的考え方の最終行に、

「財政自主権を持つ自治体として、財源確保と区民負担との関係についてどういうように

規定するかが課題である」と書いてありますが、細かいところまではここで書き込めない

と思いますが、「自分たちで決めていく方向に持っていくのだ」という書き込みは可能だと

思います。 

【渡辺委員】 そのときにアカウンタビリティが求められることになります。少ない財源

をいかに効果的に使うのか、というところまで踏み込んで参加できるならば、区民も納得

した計画ができると思います。 

【星野委員】 行政が財務に関することをするのは当然だとは思いますが、「区民も財源を

生み出す努力をする」という内容を入れたほうがいいと思います。それと、「財源について、

区民もいっしょに責任を負う」という文面を書き入れることで、区民もしっかり考えて行

動していく時代だと表すのは可能なのでしょうか。区民自身も、財源をどう使うかという

意識をもつことは、とても大切だと思うのです。 

【廣瀬会長】 この文頭での区は「自治体政府としての中野区」という意味なので、主権

者としての区民も、運営の責務を負うものとして当然入っていると思いますが、実際は見

えづらいところは確かにあります。区民としての責務に、財政という点についても自らを

律するような行動が望まれるというメッセージは、どこかにあったほうがいいという気も
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します。しかし条例の上で、一種の責務として区民に何かを課すというのは、難しいと思

います。 

【渡辺委員】 現状として頭打ちの予算があります。区民で議論をして何かを決めるとな

ると、こちらはだめで、あちらを通すという議論になってしまいます。「合意の形成」に関

連してくるのかもしれませんが、何が優先され、何が切り捨てられるのかを、区民で話し

合って自治の中でやりなさいという場合、かなり熾烈になることもあります。区民参加は、

きれいことばかりではなく、地域のしがらみなどもあるので、現状を踏まえて条項を練っ

てほしいと思います。 

【廣瀬会長】 財源の推計に基づいた上で、例えば、基本構想や基本計画策定のプロセス

に区民が参加していくことは、参加の仕方をどのように設計するかによります。最後に、

全体のフレームの中に調整して入れ込んでいくところまで区民が主体的にかかわると、熾

烈なことを区民の中でやらざるをえません。検討すべきは、その覚悟でやるという気持ち

で自治基本条例をつくるかどうかです。行政に対していろいろな要望を出して、最後の総

合調整は行政の責任でやるとなると、区民の間の調整については、対等の立場同士だから

調整するのは無理だと割り切ることもできます。現実問題として、そうならざるを得ない

場面は出てくると思いますが、理念としては区民の間で調整がつく努力をすることが求め

られます。そうでないと、行政側も区民側から投げられたからといって、優先順位につい

て判断して、こちらを優先し、あちらを削るという選択ができるでしょうか。政治責任で

政治的判断はできるかもしれませんが、行政に投げられても困ることです。 

【石神総務部長】 合意形成は、今は予算の単位でやっていますが、これからは計画の単

位になっていくと思います。そのためには、財政の運営状況を、情報として出す必要がで

てきます。 

【内海委員】 そういう意味で言うと、先ほど、「財政運営の中で財源を効率的かつ効果的

に」の１つの目標として、「基本構想に即して」などという言葉を入れたらどうかという提

案をしましたが、逆に、財源をベースに考えるとすれば、基本構想・基本計画策定の項に

「財源計画を踏まえて」というのを入れるのはどうでしょうか。そして「目標と成果によ

る管理」では、行政評価は市民等の評価を取り入れて実施するということなので、基本構

想策定の際に、財源計画を踏まえて区民が参加を行うとすれば、その評価として、区民等

の視点を取り入れて評価をしていくという流れになれば、理想的であると思います。 

【廣瀬会長】 計画論の中で、そういう方向性を打ち出している自治体はいくつかありま
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すが、自治基本条例の中にそういう要素を入れると、かなり特徴が出てくることになりま

す。議論の方向としては、大体定まってきたかと思うのですがいかがですか。 

【渡辺委員】 区民が責務を負い、議論する覚悟でやりなさい、ということで自治基本条

例をつくるとすれば、大変なことになるという気もします。合意形成の仕組みを時間をか

けてやらないと、仕組みがうまく機能していくとは思えません。 

【内海委員】 今の提案は、基本構想・基本計画策定に「財政運用を踏まえて」を入れる

のは、参加の中で直接、区民同士でやり合いなさいと言っているのではなく、基本構想・

基本計画をつくる際に、区民参加が可能であると書くということです。参加の項で、基本

計画・基本構想をどうつくるかは別途入れ込んでいくので、基本構想・基本計画をつくる

際に、区民が財政運営をどこまで検討しなければいけないかということには直接結びつき

ません。むしろ、行政側においても、そういう観点を重々踏まえなくてはいけないとも読

めます。 

【廣瀬会長】 自治体政府としての区が、財政状況を見据えて財政計画を立てた上で、そ

の枠の中で責任をもって計画行政をやります。その計画行政には、財政情報を区民と諸機

関が共有した上で、区民参加でつくるということです。それを書いていくこと自体は必要

なことであるし、弊害が直接に生じるわけではありません。 

【渡辺委員】 参加の仕組みが強固になると、運営に参加をしていない人は意見が言いに

くくなってしまうと思います。参加の仕組みと合意形成の仕組みの中でも、少数意見も尊

重するのが民主主義の基本ですから、その辺りを踏まえて議論してほしいと思います。 

【廣瀬会長】 参加のいろいろな制度をつくっても、実際にそれに積極的にかかわる人は

少数の区民であるし、そこに参加をしてくる人の意見が、多くの区民の意見であるとは限

りません。区民参加に慣れていて知識もある人たちと、あるときにある課題について関心

を持った人と、その間の調整はどうあるべきか、なども重要なポイントだと思います。 

自治体政府としての区が、参加を基調にして自治を行っていくときの参加・自治という

ことと、実際にいろいろな参加のシステムをつくったときに、そのシステムで反映されて

くる意見、例えば、審議会への公募、投票による意見の発表など、いろいろな形がありま

す。それぞれに適切な使い方、あるいはそれぞれの限界もあります。こういうことを踏ま

えて、参加の手順を組み合わせ、「参加をしないことによって、差別的な扱いを受けること

がないようにする」などの配慮すべき事項もありますが、具体的には１０の参加のシステ

ムの中で、参加の手法、それぞれについて一定の制約、配慮しなくてはいけない価値、と
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して位置付けて書いていくことになると思います。 

 

＜議論内容＞ 目標と成果による管理 

 次に、「目標と成果による管理」ですが、ここでは運営の中で、「効率的な行政運営」を

実行するための管理手法として「目標と成果による管理」ということを、条文の中にそこ

まで含めて書いていこうという考え方です。それが行政評価とリンクをしていて、かつそ

の評価は内部評価だけではなくて、区民等の視点も取り入れます。「等」というのは、ある

種の専門的な知識のある人なども含めて、ということです。外部からの視点を入れた評価

が管理プロセスの中、管理の仕組みの中に位置付けられているというたたき台になってい

ます。 

管理手法として、「目標と成果による管理」と書いてあります。現時点でのマネージメン

トを改善するための方策として、「目標と成果による管理」をやるという現在の方針がある

のだと思います。それは、どのくらい管理手法として特定されるものなのでしょうか。管

理の手法は同じものを固定してやると、その中でだけ成果がうまく出るように仕事をする

という傾向が出ないとも限りません。それで弱点があるとわかれば、それを補うために管

理手法を改善していくことも必要になりますが、「目標と成果による管理」と一語でまとめ

てしまうと、それはマネージメントの１つの技法にも読めるので、その点は気になります。

これまでの行政運営の中では、予算をきちんと適正に執行したことについてまでの責任は、

果たしてきているのでしょうが、例えば、そのアウトプットがきちんと成果を生んだかど

うかの検証がどうされたかは、よく批判されているところです。成果による管理は、そこ

をマネージメントの手法に入れろということなのですが、具体的なマネージメントの手法

としてはいろいろあるだろうと思います。 

【本橋区民生活部長】 外国の事例で、行政評価の結果を翌年度の予算に反映させること

を、行政評価と予算を連動させた形で条例をつくっているという例があると聞いたことが

あります。  

【廣瀬会長】 行政評価について条例化している場合に、そうしているところもあります

し、条例にすれば議会は議決をしているので、翌年度以降の予算について予算審議の際に、

自ら決めた条例に従っていく必要があります。条例ではなく要綱でも、予算編成において

はそれを反映するというのは行政部門の責任でできるので、それでリンクをしているとこ

ろもあります。そのレベルであれば、「目標と成果」と「成果」の部分が入っているから、
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大丈夫だと思いますが、「目標による管理」という手法自体は、とても具体的なマネージメ

ントのテクニックになってしまうので違和感があります。 

【本橋区民生活部長】 もっと進んだ手法が出てきたときに、「条例があるからそれは入れ

られません」というブレーキになってしまうといけません。 

【伊丹委員】 民間では再び目標管理がクローズアップされてきています。区もそうです

が、財政と同時に経営の資源が不足していることから、成果主義やコンピテンシー（評価）

とセットになって、目標管理を推進しています。成果主義に基づく目標管理は、成功例も

ありますが、リストラやコスト削減のための手段だけに利用していると指摘されるケース

がかなりあり、そのような場合はむしろうまくいかず、壁にぶちあたっている例が増えて

います。 

【石神総務部長】 国は再生計画の中で、自治体に対してアウトカム指標で３年から５年

の指標を持ちながらやり、その代わり、財源の使い方については、自由に使ってください

というやり方に変わってきています。財政自主権をもっと認めるために、アウトカムとい

う目標を示しています。そのことから、「目標」というと何か違うイメージがあります。成

果主義と目標管理とセットになると矮小化された感じがします。表現の仕方をどうしたら

いいのかはわからないのですが、区民が参加できる仕組み、決められる仕組みというイメ

ージがもっと強くならないといけないと思います。「管理」という言葉がよくないのかもし

れませんが、議論しているイメージとは違うのです。 

【本橋区民部長】 説明責任を果たすときに、どういう形で対応すればいいのだろうと考

えると、仕組みが出てくると思います。この辺りを、「別の条例で定めます」というだけで

済ませてしまうと、解決すべき事項を重ねていくだけで、具体的な仕組みが出てこないの

ではという心配があります。 

【廣瀬会長】 自治基本条例と、個々のいろいろな権利保障の手続きを定めた条例は、役

割分担が必要になります。各分野で、すでに現行条例がある場合は基本的にはそれがその

まま適用されていくことになるでしょうけれども、自治基本条例の中でこういう理念に基

づいてやるという役割が与えられたことによって、必要があれば見直しをする場面も出て

くると思います。具体的な制度、権利行使、あるいは権利が保障されなかったときの訴訟

による救済のための根拠になるようなものとなると、自治基本条例はその具体的な設計ま

での役割を担うものではなく、個別条例などによって詳細を設計していくべきことではな

いかと思います。 
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【内海委員】 具体的な仕組みや内容をイメージしながら、自治基本条例の文面を考えて

いかないと、言葉だけで終わってしまい、具体的に意味を持たないものになってしまうと

いう意味で、言われたのだと思います。こういう議論で出てきた内容を整理することによ

って、条文に反映しない内容を、さらに今後の施策展開に活かすという意味では必要だと

思います。特に、今後参加の議論などがあるので、実態的なイメージをして、仕組みを念

頭におきながら、議論を進める必要があると思います。 

【谷本委員】 ①の文言は、一方通行で終わっています。「区民に公表して広く意見を反映

する機会を設ける」というほうが、この条例の趣旨からすれば双方向になり、区民も行政

運営に参加できるという１つの形がつくれると思いますので、「意見反映の機会を設ける」

ということを後段にきちんと書き込んだほうがいいと思います。 

【廣瀬会長】 区民の意見反映のところまで含めての一文ですが、この表現については、

誤解を避けるために工夫をする必要があります。何を目的としてやっているのかをはっき

りとさせた上で、実際にはどういう成果が出たかをきちんと確認して、確認結果を広く公

表した上で、それについて出てきた意見を反映して行政の運営をやっていく、というサイ

クルを書くべきだと思いますし、それは今日の議論の中で皆さんが一致していたことだと

思います。 

 次回は７月２６日の月曜日、「公益通報制度」以降になります。以上をもちまして、第４

回審議会を終了させていただきます。 


