
第５回 仮称中野区自治基本条例に関する審議会 

 

○日  時 ２００４年７月２６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＞ 公益通報制度 

【廣瀬会長】 第５回仮称中野区自治基本条例に関する審議会を開催いたします。 

 きょうは、行政運営について残っている項目、公益通報制度からです。第３回の資料１

「自治基本条例の構成案」、４ページの下からになります。 

 公益通報制度の関連のしくみとして、「中野区職員の公益通報に関する要綱」が既にあり

ますが、概要を示す資料が、＜資料１ 中野区職員の公益通報に関する制度について＞で

す。現行のしくみについて、事務局から説明をお願いします。 

【田辺区長室長】 ＜資料１＞について説明。 

【廣瀬会長】 中野区職員の公益通報に関する制度についての要綱は、第３回の資料２「自

治基本条例と関連のある条例・規則・要綱等」の１７ページにあります。これは、既にあ

る制度なので、制度設計の詳細は個々の分野の制度に任せ、自治基本条例の上では、どう

いった目的で公益通報や通報者を保護するというしくみをつくり、中野区という地方政府

は制度として持っていることを書くという位置づけになると思います。 

【藤原副会長】 公益通報の制度ができてから１年たちましたが、この１年の運用実績は

既に公表されているんでしょうか。 

【総務部長】 区報で年 1 回公表しますが、昨年は３件ありました。 

【渡辺委員】 要綱で定められているものを条例にするということは、中野区のしくみと

して新たにきちんと定めることにより、位置づけが変わってくるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 法形式として、要綱というのはあくまで行政限りというか、行政の法規で

す。条例化する場合にも、自治基本条例の中で、公益通報に関する制度を持つことをきち

んと定めて、その詳細設計はしくみづくりにゆだねるとすれば、制度の詳細は要綱のまま

でいくこともあるでしょうし、自治基本条例によって、この制度により強い位置づけを与

えようとすれば、要綱から条例に変えることも選択肢としてはあり得るということです。 
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【谷本委員】 公益通報制度が、法的にどれほど拘束力があるのかとも絡むのですが、自

治基本条例の中で、住民の権利や住民の参加を保障し、今後協働という形で住民と仕事を

やっていくときに、参加している住民がこの公益通報という形をとることができるのでし

ょうか。 

【廣瀬会長】 従来は、区政を運営する区の職員が公益通報という形をとって、不正な実

態を阻止することですが、協働がもっと広がっていく中で、協働の中で参加をしている市

民がその中で知り得た問題を提起することはあり得るかもしれません。問題提起があった

ときに、責任を持ってそれを受けとめ、きちんと調査をして結論を出すことについては共

通したあり方があるような気がします。しかし、不利益な取り扱いに関しては、区の職員

の処遇は人事行政の中でやっていくことなので、区の行政ルールの中で定めることが比較

的可能ですが、市民に対する取り扱いとなると、区の職員とは違ってくるのかもしれませ

ん。 

【谷本委員】 市民に対する取り扱いというか、協働している関係の中で、市民が職員の

法令違反を発見したときにどう対応するかということです。 

【廣瀬会長】 法令違反などを通報することにより、区が責任を持って対処するというし

くみをつくることはできると思います。現行の要綱は、行政の内部ルールや手続きとして

定められているものなので、主として行政の中の話です。しかし、自治基本条例で区民と

の協働を前提にするならば、今の話は当然あり得ることでしょうし、内部からの指摘・警

鐘云々というのも、その内部とは厳密に解すれば職員かもしれませんが、協働のしくみの

中にいる人という解釈をすれば区民も射程に入ってくると思います。区民との協働を前提

とした区政運営を自治基本条例の原則としていく以上、この内部通報、公益通報について

も、だれが通報者になるかを狭く解釈するのは適当でないかもしれません。 

【石神総務部長】 公益通報制度としては、住民監査請求など、区民に保障されているし

くみを、どのように自治基本条例の中で整理していくのかを検討しないと、条例でも制度

上でも二重にやれることを明記しても散漫になると思います。 

 それから、オンブズマンなどの苦情処理のしくみがありますが、どこにどう位置づけて

いくのかをきちんとしないと、職員と住民は同じだという話にはならないと思います。職

員自身が負うべき公的な制約として法の遵守などが出てきますから、全てイコールではな

いしくみになるのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 おっしゃるとおり、そういう違いはいろいろな面であると思います。今後、
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区民と行政との協働の中でいろいろな公共的な活動をしていく場合、内部の人間と同じよ

うに職員以外の人が、職員と同じ情報を知り得ることが大いにふえてくるので、それにつ

いての射程を持っておくべきです。現在の要綱は、行政の職員を対象とした内部告発のし

くみなので、これをそのまま、区民に当てはめることは難しいと思いますが、自治基本条

例の中で、ここが公、ここが区民という截然と分かれた関係ではない協働という枠組みが

できてくるとすれば、内部告発の境界線もやや広げておいたほうが実態に見合う形になる

という気はします。 

【渡辺委員】 住民からの申し立てとして、苦情処理やオンブズマン制度があるという話

でしたが、それはあくまでもサービスを受ける側としてのもの言いであって、公益通報と

は異質なものです。もし仮に、１つの事業を一緒にやっていくのであれば、オンブズマン

や苦情処理ではない何らかのしくみが必要だと思います。 

【星野委員】 これから、中野区として区民と協働していくことを考えての自治基本条例

づくりですから、職員でも区民でも、どちらにも共通する文面は考えられないのでしょう

か。 

【藤原副会長】 国の制度は走り始めましたが、公益通報制度を置いて、消費者や市民と

しての告発が、企業や行政内部にとってどのくらい機能するか、まだ何とも言えないとこ

ろです。 

【谷本委員】 具体的なイメージとして、協働ということで施設の管理運営を住民の団体

に委託するとします。その委託をしている関係の中で、受託側のメンバーがそこの所属職

員の法令上の違反を発見した場合、受託している団体の構成員がその職員を告発すること

が可能なのかどうかという事例が頭に浮かびました。 

【内海委員】 そのときに気になるのが、協働がどういう意味なのかということです。協

働する側の区民の内部告発というか、職員に対して問題を指摘することがある一方で、逆

に職員から区民に対して指摘することもあり得ます。その点は、協働のあり方と密接に関

係するので、単に職員の指摘をするだけではなく、逆の例を具体的にイメージして考えて

いく必要があると思います。 

【石神総務部長】 私は、今後、職員の概念が変わってくると思います。公設民営、指定

管理者制度ということで、公共の仕事を民間や地域の方が行うようになります。そうする

と、当然そこにはいろいろな制約条件が出てきます。ですから、職員がどうなるかという

話ではなく、公共の事業を行った人が法を適切に守るか、守らないかをどうチェックする
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かというしくみにしないといけないのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 公益通報制度というのは、１つは内部から告発をしたときに、それを理由

にして不利益な取り扱いを受けることがないしくみの制度です。秘密を保ったままで責任

を持って対策をとるしくみを保障することで、躊躇せず告発しようという環境をつくるこ

とに意義があります。協働や委託関係にも共通した面があると思います。例えば、その委

託先からある職員について告発があった場合に、それを理由として、次から受託できなく

なるのではないかというおそれを通常は持つと思いますが、そういう不利益な取り扱いを

禁ずるルールを明確にすることを通して、告発がしやすくなるという効果があるというこ

とです。 

 制度づくりの上でどういう論点があるかという点では、身分関係の点で若干異なる制度

が必要だと思います。しかし、どういう効果が期待できるから制度化するかという点でい

うと、告発することを躊躇させる要素を抑えるためのしくみをつくるという効果は、共通

しているような気がします。その範囲で、自治基本条例の中にも、そういう環境をつくる

ことが自治の運営上スムーズにいくという理由から、これを位置づけるのが望ましいと思

います。 

【伊丹委員】 自治の中で内部告発をどう扱うかは、今までも難しい問題があったと思い

ます。内部統制という意味からの中野区の位置づけであれば、職員対象にこういう規定を

つくっているのは、一定の意味はあると思います。外部からの、あるいは協働している人

たちからの告発や情報の通報などをどこまで想定するかというのは、ケースが非常に多様

化しているので難しいのではないかと思います。今や、ネット社会と言われ、いろいろな

インターネットの掲示板に、善意悪意を問わず、内部告発や組織への批判などが匿名で自

由奔放に行われています。 

【廣瀬会長】 外部に対して、例えば、その取引上の不利益な取り扱いを禁じるなどの効

果は、一定程度見込めるような気はします。 

【伊丹委員】 業者の保護というか、取引関係を保護することは、弱い者を保護するとい

う立場において職員を保護するのと同じ考えがそこにあると思います。内部告発なども含

む公益通報した職員に対して、不利益取扱いはしないと定められていますが、民間では重

大な不祥事の告発によって、企業や団体が存続できない事態に陥る例が生じています。日

本監査役協会の内部統制研究会では、「内部告発した社員や職員を不利益扱いにしないと

いう消極的な保護規定だけでなく、早期の内部告発によっては、結果的に組織を救うこと
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にもなるので、むしろプラス方向に加点主義で評価すべきだ」という意見が出されたこと

があり、驚いたことがあります。 

【廣瀬会長】 制度設計そのものについては、若干まだ検討の余地はあると思いますが、

告発した職員に対する不利益な取り扱いを禁止しているように、協働の場に参加してくる

市民や、市民の団体についても共通した要素があるので、その点は生きる形にしていくの

が望ましいのではと思います。 

 

＜議論内容＞ 区民の不利益救済制度 

 では、次の項目に進みます。次は、「区民の不利益救済制度」ですが、サービスの受け手

に対して、その上受けた不利益な取り扱いや、苦情等に関する迅速簡便な処理を制度とし

て設けるということです。 

 ここには既存の制度としては載っていませんが、個人情報保護などでも、自己情報の開

示を求めてそれが間違っている場合には訂正の申し出を行えるなどのしくみを持っていま

すので、洗い出せば、他の個別サービスの中にも不利益救済制度が入っていると思います。

不利益の救済について、こういう考え方でそういう制度を設けるということを決めておく

という趣旨かと思います。 

【渡辺委員】 ここの項目は、福祉サービスと男女平等にかかわることの２点で、範囲が

限定されすぎているような気がしますが、もう少し広い範囲で区民の不利益救済について、

区はこう考えるということを示していく部分ではないかと思います。 

【廣瀬会長】 既存の制度が、この２つについて個別の苦情処理機関というか、不利益救

済のためのしくみを持っているので、それについて説明しただけであってこれは基本的考

え方ではありません。 

【藤原副会長】 男女平等の専門委員を設けるときに、いっそのことオンブズマンを置い

てしまおうという議論はなかったのでしょうか。行政一般に対する苦情処理として、幾つ

かの市町村で、市民運動としてのオンブズマンということではなくいわゆるオンブズマン

を置いていますが、設置の議論はしたことはありませんか。 

【田辺区長室長】 ほかに救済の措置が法律上あったので、議論したことはありません。

先ほども話に出ましたが、区民の側から区政に対して不服申し立てをするという手段がい

くつかあります。しかし、特に立場の弱い福祉サービスの場合は、不服の申し出がしにく

いという状況があるので、そういう人たちに対して救済をする制度と考えたときに、全体
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的な議論というよりは、弱者の立場でこうした制度をつくろうという議論がありました。 

【廣瀬会長】 苦情を申し立てることによって、かえって不利益を受けるのではないかと

いうおそれを持つ立場に置かれている方に対して、不服があるときには第三者的な機関が

きちんと取り合ってくれるという制度が必要な場面は、福祉と男女平等の２つの領域だろ

うということですね。 

【田辺区長室長】 男女平等の専門委員については、事業者、つまり民間の企業に雇用さ

れている人たちに対しても意見を申し述べるようなしくみになっています。こちらも、企

業や社会、地域の中で、立場の弱い人が不利益な取り扱いを受けたり、苦情の申し出がし

にくい状況を改善しようという目的がありました。 

【廣瀬会長】 では、自治基本条例の中での不利益救済制度の位置づけ方を考えていきま

す。１つには、苦情の申し立てを行いやすいしくみを持つべきであるという趣旨を書く方

法があります。他方で、藤原委員から指摘があったように、行政がオンブズマン制度を設

け、区政全般に関連した市民からの苦情を受けた場合、第三者的なオンブズマンが調査を

して勧告を出すというしくみも制度設計としてはあり得ます。そこまで踏み込むと、区の

公共サービスに関しては何でも言えるという設計になります。 

【星野委員】 これからいろいろなことを区民が自分たちの力でやっていくと、今まで以

上に悩みや問題が起きると思います。それをどこに相談に行くかというときに、オンブズ

マンが必要なのではないでしょうか。中野区は弱者に対して、福祉や男女平等といった部

分だけがフォローされているように見えますが、これからの中野区が向かうであろう姿を

考えると、いろいろな意見や苦情を全般的に受け付ける制度があることを自治基本条例に

載せたほうがいいと思います。 

【谷本委員】 私が策定にかかわった、住民参加条例を持っているある市で起こった出来

事を、事例として挙げます。そこでは、市民参加の手続きを明確に条例で定めましたが、

実際に条例が動き出してから、ある市民の方がその手続きを踏んでいないと、行政に不服

申立てを進めているケースがあります。その条例を見届ける審議会はありますが、そこは

条例が適正に運営されているかどうかをチェックするだけで、その方が受けた不利益をチ

ェックするものではないので、その審議会ではフォローできないと回答しましたが、その

方は納得していません。そういった事例も、今後自治基本条例が動き出したときに、自分

たちが納得する形で市民参加手続がとられていないということが起こり得ることもあると

いうことだけ紹介します。 
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【渡辺委員】 自治基本条例の構成案では、最初から教育委員会については全然触れられ

ていませんが、弱者の区に対する申し立てというと、子供の不利益が浮かびます。議会と

同じように、教育委員会のことも条例では書けないのでしょうか。 

【廣瀬会長】 議会は区民の代表ですから、議会の自治というか、議会の振る舞いについ

てはみずから定めていくというのが筋であろうと思います。ですから、もう１つの代表機

関である区長の設置した諮問機関から、議会はこうすべきであるとは言いにくいという趣

旨のことを以前に説明しました。教育委員会も、区長からの独立性が保障されていますが、

行政部門の中なので言及しても構わないと思います。 

【渡辺委員】 児童の救済という観点が何も書かれていないということと、参加について

も教育委員会が全く触れられていないので、これは疑問を覚えるところです。 

【石神総務部長】 「中野区教育行政における区民参加に関する条例」の中では救済措置

を入れており、「意見、苦情等については、区の機関において公平かつ責任ある方法で処理

されるものとし、当該意見、苦情等を申し出た区民は、そのことを理由としていかなる差

別的取り扱いを受けないものとする」とうたっています。このことを、自治基本条例の中

でもうたうべきであるというのは、そうだと思います。 

【小林委員】 不利益救済イコール苦情、あるいは不利益の救済を申し立てることである

とすると、現状では、この案件についてはこっち、あの案件についてはあっちという切り

分けは申し立てる人本人がしなくてはなりません。逆に言うと、その切り分けができない

ために申し立てができないということがあるのではないかと考えると、包括的な救済制度

として、オンブズマンのようなシステムが必要だと思います。 

【藤原副会長】 私は、どちらかというと、オンブズマンの万能論はとっていません。と

いうのは、各自治体でも情報公開の問題なら情報公開審査会、個人情報なら個人情報審議

会があるように、審査会などが第一に来ています。そこで拾えないものがオンブズマンへ

行くことになるような設計が多いと思いますが、それは中野区全体のリソースをいかに効

率的に使うかという問題になります。例えば、今の苦情の話ならば、確かに苦情関係につ

いては交通整理をする窓口があったほうがいいとは思いますが。 

【廣瀬会長】 個別にはいろいろな制度がありますが、問題提起や相談をしたい側から言

うと、最初から制度を知っているとは限りません。どこへ行ったらいいかわからないとき

に、受付窓口で相談すればあとは適切なところにつないでくれ、担当の窓口で解決ができ

ることが非常に重要なポイントだと思います。と同時に、いろいろな公的サービスの受け
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手としての立場にあって、苦情を申し立てることによりかえって不利な扱いを受けること

を恐れなければいけないような立場の方については、特に配慮をしなければいけません。

それから、とにかく何とかならないのかと相談をしたいときのために、少し間口を広げた

しくみが欲しいという要望もありますが、それに対しては、制度として対応できる範囲を

どこに設定するかを考えなくてはいけません。非常に堅い制度としては、行政手続条例、

行政不服審査、監査請求などさまざまありますが、その制度の中でやろうとすると、問題

提起する側も、ある程度そのルールについて詳しくないとその道具はなかなか使いにくい

ことがあります。 

 何らかの回答を出すところまでやるのがオンブズマンという制度です。そこまで行かず

とも、既存のいろいろなしくみがあるので、そこに持っていき申し立てをするまでの手伝

いをして、最終決着は既存のしくみの中で行うというレベルのものを設計する考えもあり

ます。後者であれば、既存のしくみの中でも、ここまでやるという運用レベルで間に合う

と思います。みずから調査をして、実施機関に対して勧告を出すなどするのであれば、オ

ンブズマン条例を設置しないとできません。不服を受け付けて、関連のところに話を持っ

ていき、最終的にはそこで面倒を見てもらえるという、そこまでの手伝いをするというこ

とであれば、既存の組織の中に担当を置き、その担当があることを周知すれば、かなり改

善されると思います。 

【谷本委員】 苦情を受けて申し立てをするという正式な手続につなげる前段階での振り

分けが、運用の大きなポイントになってくると思います。内部の運用でもできることだと

言われましたが、組織が１つできしくみが確立すればうまく回っていくんでしょうが、そ

れまでの段階を自治基本条例の中で条文化するとすれば、そういう担当・組織を設けるこ

とを盛り込むことも提案します。 

【小林委員】 一般の企業体では、お客様センターなどがあり、いわゆる苦情受け付け窓

口は非常に重要な位置付けにあります。そこが専務や社長の直属組織になる場合があるこ

とを考えると、最終的にその組織としての意思決定機関にまで上げる権限をそのお客様セ

ンターが持っているところもあるようです。オンブズマンの機能として、１つは最終的な

提言を行う、あるいは組織に対する勧告を行うということですが、システムが何もない部

分であればそこまですることになると思います。 

【廣瀬委員】 不利益救済については、不利益の救済を求めることで、かえって不平等な

取り扱い等を恐れなければいけないような立場の方に対して、それがない状態で救済し、
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保障する制度が設置されている必要があります。もう１つは、既存のさまざまな救済のた

めのしくみがある中で、それを区民の側が十分に有効に使いこなしにくいという状況があ

るので、どこかに申し出ることによって適切な苦情処理ないしは不利益救済のシステムを

利用できるような環境を整える必要があります。この２つの論点が出てきたかと思います

が、これらをきちんと保障していくことを自治基本条例の中で明記をしていくことになり

ます。その制度設計として、確かに運用だけで解決するのは現実にはなかなか難しいと思

いますが、どこかに職責として明確にして、そこはそういう仕事をするという位置づけが

必要です。それは別途の条例というところまで行かなくてもいいでしょう。こういう機能

を区民に対して保障するという考え方を明記することによって、自治基本条例に基づいて

既存の不利益救済制度がきちんと生きるシステムを保障するという、２本立てで方向とし

てはまとまってきたという印象がします。 

【内海委員】 これは制度設計にかかわるところかもしれませんが、区民の不利益救済制

度の中に２つの内容を盛り込むということは、不利益救済に関連してということに限定さ

れてしまうわけですね。参加に際しても、救済制度のようなものを使いこなせるようなト

ータル的な相談窓口を設けることを位置づけるべきだと思います。 

【廣瀬会長】 救済というのは、具体的に困っていることに対してその解決を求めるとい

うことがメインだと思います。参加というと、いろいろ課題があることを認識して、課題

そのものを解決していくために何か積極的に問題提起をするという要素があり、別もので

ある気がします。 

【内海委員】 それをうまく振り分けて、意見を述べられればいいと思います。実態では、

それらはかなり連動していることがあるのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 これまでの議論の中でも、区民参加について、行政によって設定された土

俵の上で参加をするだけではなく、問題提起や発議などの段階から区民の側でイニシアテ

ィブを発揮できる形はないかという提案がありました。区民が進んで参加していくことを、

自治基本条例の答申に盛り込んでいきたいと皆さんお考えになっていると思いますが、そ

この中の発議のあり方の１つとして位置づけられるという気がします。実態としては、何

らかの救済を求めて、こういう弊害がありますと相談に行ったことが、最終的には個別の

苦情処理や救済ではなくて、制度そのものの新しい提案であったり、改善のためのルール

づくりのシステムが動き出すということになるかもしれませんが、制度的にはそこをあえ

て、必ずしも１つにしておく必要はないのではないかという印象を持ちましたが、いかが
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でしょうか。 

【渡辺委員】 救済の２つの観点を、不服を申し立てることによってさらに不利益になる

ことを防ぐということと、既存のものに振り分けるということでまとめてきましたが、こ

れから先、既存の法律や条例では想定されてこなかった新たな不利益が、起きてくるかも

しれません。不服を申し立てることにより、区との関係が悪くなることで躊躇する場合も

あるかもしれないということを考えると、何かしらそれも含めて相談できる場所が必要で

はないでしょうか。オンブズマンというと、調査から勧告までということで、非常に強い

権限を持った大変何か難しい組織であると感じました。職責としてであれば、振り分けも

できますし、新しいことに対応してほしいという区民の側から申し立てがあった場合、記

録として残っているだけでも全然違ってくると思います。 

【藤原副会長】 オンブズマンといっても、そのオンブズマンという制度に何を求めるか

によって違ってくるだろうということです。国によっては、会計検査院に東京地検の特捜

部をあわせたような権力を持っているところもありますし、逆に、行政相談もオンブズマ

ンということも可能です。何をどうしたらいいかわからない、新しいことが出てきたので

相談したいというのは行政相談と言えるので、それをオンブズマンと位置づけることもで

きます。ですから、オンブズマンと苦情処理について議論するならば、オンブズマン制度

は、署名したり書類を書いたりという手続きに縛られない、身近で気軽に相談できるよさ

はあります。ただ、相談に行ってそれで満足するというのであれば簡単だと思いますが、

相談に行った以上、行政に何らかの働きかけをしてほしい、議会に何かを求めたいという

ことになると、制度の設計が違ってきます。苦情を処理すると言ったときに、どういうこ

とを念頭において、あるいは中野区において将来的に何を求めているのかということをは

っきりしておけば、議論の結果、オンブズマン的なものになるかもしれないし、既存の制

度の整理になるかもしれないということです。そういう意味で、万能でないと言ったわけ

です。 

【廣瀬会長】 次の参加や政策形成のしくみを変えていくことの発動のきっかけとしての

期待ということになると、既存のオンブズマンの中にもそういうしくみのものはなくて、

全く新しいタイプの苦情処理から次の制度設計や政策開発につなげていくしくみづくりと

いうことになります。非常に魅力的にも聞こえると同時に、苦情処理という、例えば具体

的に困っている事態を抱えている方に対して、できるだけ面倒な手続なしに解決できる機

会を保障するという事柄の本質が不利益救済にあるとすれば、それとは離れてしまうので、
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統合できるかもしれないし、あえて、参加の側の発議は発議として切り離したほうが、し

くみとしてはすっきりするのかもしれないし、ここは検討のしどころだと思います。 

【谷本委員】 不利益救済制度は、入り口を広く持つことで２つの大きな機能があるとす

れば、苦情処理と市民参加の発議については常にお互いにフィードバックする関係でもあ

りますが、制度としては別々に定めて、両者がどう関係していくかというルートを明確に

しておいたほうが、その機能の中身が明確になると思います。 

【星野委員】 あまりにも窓口が広すぎて、制度を一本化するのはとても難しいのではな

いかと思います。区民としては、こういう苦情はどこへどう相談に行ったらいいのか、と

にかくわからないというのが現状だと思います。別に定める条例により不利益救済のため

の機関を置くとありますが、既に条例がある部分は安心ですが、これから私たち区民がい

ろいろなことをやっていく中で「いろいろな問題が新たに生まれるだろうな」と思ったと

きに、それをどう処理して、不利益をどこに相談したらいいのかわからない人が大多数で

す。そういう中で、どこか受けとめてくれる場所を入れてほしいと思います。 

【廣瀬会長】 参加との問題の切り分けについては、一致した方向からの意見だったと思

います。それから、この２つの機能の書き方は、行政執行により区民が受ける不利益な扱

いを簡易かつ迅速に解消させるために、何でもいいから相談できる窓口を保障することが

まず第一であり、その上で、特に不利な状況に置かれる恐れがあるような行政サービスの

受け手については、別に定める条例により不利益を受けることがない形で、第三者的な機

関による不利益救済の機会を保障するという順序でいいでしょうか。 

 

＜議論内容＞ 情報の共有 

 では、次に「９ 情報の共有」に進みます。これは、参加のための条件を９番で明確に

した上で、１０番でその共有した情報に基づいた参加のしくみを盛り込むということにな

ると思います。 

 ６ページの「個人情報の保護」は、情報共有の中に入っていますが位置づけが違うので

はないでしょうか。これは、個人情報の漏えいや不正確な個人情報の取り扱い等によって

利益が侵害されることのないようにということなので、自治基本条例の中に盛り込むこと

ではなくて、個別に個人情報保護の条例の中できちんと保障していけば済むという気がし

ます。あるいは、先ほどの整理と若干違いますが、個人情報についての不利益救済のしく

みが入っているので、区民の不利益救済制度の既存の条例の１つとして提示をしておくと
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いうことにとどめてもいいのかもしれません。 

【渡辺委員】 最初の「区民が知る権利の保障」で、住民自治と透明性の高い区政を推進

するためにと書いてあります。住民自治というと参加をしていくための情報の共有、透明

性の高い区政運営というと私たちが信託していることに対してのアカウンタビリティーと

いう側面だと思いますが、２つの面があるということをもう少し明確に書いてほしいと思

います。 

【廣瀬会長】 この項目で挙がっている文章は、実は既にある「中野区区政情報の公開に

関する条例」（第３回資料２「自治基本条例と関連のある条例・規則・要綱等」２９ページ

～）の第１条に書かれているものを踏襲しています。他の項目についても、基本的にはこ

の路線と同じで、改めてその理念について整理して簡便に述べているのがこの案文という

ことです。 

【小林委員】 この３つの文章では、少なくとも区民が求めないと情報は積極的には出し

ませんというトーンにしか見えませんが、今の説明でその理由がわかりました。住民自治

イコール住民参加を求めるというスタンスを取るならば、区が区民に知ってもらいたい情

報は積極的に理解しやすいように提供し、わかってもらうために徹底的に努力をするとい

うことまで踏み込んだ表現をすべきではないかと思います。それが、情報の共有につなが

るという位置づけになってくるのではないでしょうか。 

【渡辺委員】 開かれているということと、透明性というのはまた違うと思います。透明

だけだと見えているだけで、開かれたということより後退していると感じますが、こちら

から働きかけなければ得られない情報では不足だと思います。 

【田辺区長室長】 完結した情報を提供するだけでなく、プロセスでいろいろ示していく

という手立ては今までも、説明会などでやっています。しかし、それが事柄によって行わ

れたり、行われなかったり、回数も違ったり、文書を出したり、出さなかったりというこ

とがままありました。したがって、そういうことをシステマティックに、わかりやすい形

で提供することが、これからの区の役割だと考えています。 

【廣瀬会長】 議論の整理のために、情報の共有と情報公開との制度設計という面での違

いを確認しておく必要があると思います。 

【藤原副会長】 先ほど、会長が個人情報の位置づけを落としてもと言われましたが、私

は逆に、前回これは上げろと申し上げました。というのは、中野区で情報公開条例や個人

情報保護条例ができたときと今では、個人情報保護の意識やプライバシーに関する感覚は
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随分と変わっていると思います。自治基本条例の構成案では、８番全体が「行政運営」で

すが、私の感覚では、個人情報の保護は行政運営の基本だと思うのです。区民の個人情報

を保護しプライバシーを守ることですから、９番ではなくて全部横並び、情報公開と個人

情報の保護は、少なくとも同じウェイトでなくてはならないというのが私の感覚です。 

どう組み立てたらいいのかを２つ考えてみました。１つは、５ページの９番を取り、「行

政運営」の中に「知る権利」か「説明責任」なのかはともかく、これらも個人情報保護も

書きます。ですから９番「情報の共有」はいらないという考えです。もう１つは、今まで

個人情報保護と情報公開はセットで議論をしてきましたから、セットで置くのだったら、

９番のタイトルを替えて「行政情報の利用と保護」や「行政情報」という形で置いておき

ます。個人情報保護は条例のレベルなので自治基本条例には入れなくてもいいという考え

よりは、区民の方々のプライバシー意識は変わっているのではないかというのが私の感覚

です。 

【谷本委員】 情報の公開に対する保護という話から、それぞれの区民自身の情報をどう

守っていくのか、つまり行政運営の中で不用意に個人情報が使われないということは、非

常に重要なポイントになってくると思います。個人情報の保護を、別立てで「行政運営」

の中に盛り込むのであれば、藤原委員の考えに大賛成です。 

【渡辺委員】 「行政運営」の中に、説明責任と個人情報の保護を入れるのであれば、「情

報の共有」は参加の手続きに入ってくる話で、切り分けて整理していくと素人でも非常に

わかりやすいと思います。それらが一緒になってしまうと、情報公開が目的ということと、

私たちが参加していくために情報を知ろうとしているのとでは、性質が異なる気がして、

それを同じ項目に並べて書くということに先ほどから抵抗がありました。 

【廣瀬会長】 今、整理されたように、まず、説明責任を果たすために、行政情報は公開

するという原則で運営をしていきます。それによって開かれた行政府であると同時に、反

面それが個人情報の漏洩につながることのないように、個人情報の保護も、行政運営の大

原則として確認をする必要があります。 

 その上で、参加に必要な情報の共有のために、こういう情報を共有しなければいけない

という９番の項目がなくなります。そして、８番の中に行政情報の部分と個人情報の保護

が入り、１０番が１つ繰り上がって９番「区民の参加」になり、その前提条件として「情

報の共有」が出てくるという整理になります。そうなれば、位置付けが非常に明確になり、

行政運営の原則としての行政情報の公開と個人情報の保護という部分と、区民参加の上で
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の情報の共有ということで、きれいに切り分けができます。自治基本条例の中では、そう

いうふうに分けて規定していくということでいかがでしょうか。 

 そうなると、９番に書いてあることを整理する必要が出てくるかもしれません。透明度

の高い説明責任を果たせる行政運営という観点で説明した上で、自治という観点は参加の

側に、情報共有の原則として、あるいは情報共有の目的として、改めて別項目に書くとい

う整理になると思います。それから個人情報の保護については、「区政運営の大原則として

個人情報を最大限に保護しながら、区政を運営していく責務を負っている」ということに

なり、情報公開との関連のみではなくて、区政運営の原則として位置付けをするというこ

とになります。行政運営に関する情報公開と個人情報の保護については、今のような整理

でよろしいでしょうか。 

 

＜議論内容＞ 区民の参加 

 では、「１０ 区民の参加」に進みます。情報共有をどのように入れるかについては、６

ページにある「区民の参加」の項目をたたき台としてその上で検討します。最後に、「住民

投票」という項目がありますが、これは具体的な参加の手法についてのことであり、別個

の議論として独立させたほうがよい面もありますので、まずはそこまでの部分について検

討したいと思います。それに関連して、＜資料２ 中野区でこれまで行ってきた区民参加

のしくみについて＞がありますので、この説明を受けた上で、区民参加のあり方について

議論をします。では、事務局から説明をお願いします。 

【田辺区長室長】 ＜資料２ 中野区でこれまで行ってきた区民参加のしくみについて＞

について説明。 

【廣瀬会長】 「５ 今後の参加のしくみについての検討課題」は、まさに自治基本条例

にどう入れるかという検討の課題です。４番までは、中野区でこれまで現に取り組みがさ

れてきた参加のしくみを整理したものだと思います。法や条例に基づく参加は、個別的に

見ていけば山ほどあり、すべてを洗い出すのは不可能に近いのかもしれません。 

【渡辺委員】 構成案を読んで、参画ということが非常に限定された形で書かれていると

いう印象を受ました。中野区は、参加するためのしくみがいくつもあり、言いたいことが

あればいつでも誰でもどうぞという点に関しては、かなりしっかりしていて非常に入って

いきやすいところでした。しかし、ＮＰＯをつくって協働していこうとしたとき、一緒に

やっていくというイメージを持っていただけていないと感じました。民間企業では、ＮＰ
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Ｏなどの性質の違うものと組むことによって、新しい多様性や機動力を求めていますが、

区は、協働や参加を必要としている場面や、私たちを担い手として一緒にやっていこうと

いう必要性は感じていないのだろうかと思っています。 

 一緒にやっていくときに、協働に対する共通認識がないままに行われていくとしたら、

参加のしくみはたくさんあるとしても委託ばかりになってしまうのではという危惧を抱い

ています。しくみをしっかりつくらないと、いつでもやりたければどうぞというスタイル

で終わってしまうのではないかと考えます。 

【田辺区長室長】 今言われたＮＰＯや区民の活動団体との協働については、「市民の行う

公共・公益活動支援方針」を策定しました。今後、推進に関する条例をつくりたいと思っ

ています。構成案で提案している区民の参加というのは、どちらかというと、施策の形成

に関わる区民参加のルールをどうつくっていくかということなので、次回にそれを議論し

ていただく予定でした。 

【渡辺委員】 「○ 区民参加の原則」のアは、住民自治のことを話していると思います。

参加していくときに、行政体としての中野区の自治に加わっていくしくみをどこかで規定

してもらわないと、「自分たちのことは自分たちで決めてください」というだけで終わって

しまいます。それを区が温かく見守るという図式ではなくて、区と一体となって自治を行

っていく上で、行政の自治の中に区民が参加していくしくみを書いてほしいと思います。

このことは、別途条例があるとしても、自治基本条例の中に書くべきであると最初から思

っていました。 

【廣瀬会長】 主権者としての区民が、自治体政府としての区政の意思決定に対して参加

するということを、「区民の参加」で主に論じているのだと思います。 

 それから「新しい公共」ということで、今後の日程にある「新しい公共とその担い手に

ついて」というのは、地域を運営していく上で、自治体政府とその地域に住んでいる人々、

あるいはそこで活動している団体が一緒に公共的な活動を展開していく側面を考えていま

す。その意味で言うと、渡辺さんが言われたことは後者なのかと受け止めました。ただ、

構成案で議論のたたき台にしているものの中には、新しい公共の担い手がどこにはいるの

か明確には示されていないので、その項目が必要であるというのはそのとおりだと思いま

す。 

 この件は、繰り返しこの議論の中でも出てきていますが、毎回協議資料を改定していく

と元となるものが変わってしまうので、第３回の資料１に固定して議論をしています。そ
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の点については、意思決定への参加を確定した上で、今度は、実際に公共的な課題にとも

に取り組む場面での参加というか、あるいは協働というか、その協働のしくみについては

次の項目として議論するという整理としましょう。 

【小林委員】 今日の前段の議論として、行政体としての区と区民とのあり方がまずある

べきだと思います。その中に、たとえば対等の原則、目的や情報の共有という部分は当然

入ってきます。そして、そこから初めて意思決定への参画や施策の協働が出てきて、さら

には「新しい公共とその担い手」という部分まで発展していくのだと思います。  

【伊丹委員】 何度も申し上げていますが、職員のプロジェクトチームでは、参画と協働

がセットで使われています。つまり参画は、参加よりかなり強い意志をもって計画段階か

ら加わることだと思うのです。たとえば、ＮＰＯなどで非常に意識が高くて、一緒に考え

て計画段階から協働したいという方々にとっては、参加という言葉では弱いのではないか

とずっと思っていました。職員のプロジェクトチームは、「参画権」や「参画の保障」とい

う言葉を使っていますが、今のたたき台ではむしろトーンダウンしているような感じを受

けるので、参加と参画、協力と協働などについて、用語の定義は必要だと思います。 

【内海委員】 「区民参加」の項目のあとに、名称はどうなるかはわかりませんが、協働

に関する内容を自治基本条例として入れていくかどうかの検討をする必要があると思いま

す。それに関連して、用語についても参画と参加など内容が混乱してきているので、この

あたりの整理も必要ではないでしょうか。 

 まず１つ、参加ということでいえば、政策におけるかかわりでの参加が１０番の項目に

なると思いますが、平等性や公平性に基づいたしくみの中で、どういう方法があるのかと

いう点です。 

もう１点、公平性や平等性という意味では少し観点が違うかもしれませんが、最近、全国

的に自発的な活動や主体的な活動を政策的に正当化していくという方向性がありますが、

これを中野区としては、どのように位置付けるかという点が次回の議論になるのかと思い

ます。その中で、当初「区民の権利と責務」で、区民は区政に参画の権利を持つというこ

とがかなり議論になりましたが、会長から「主体的な活動に対する権利を、どう表現する

か」という投げかけがありました。この課題とあわせて次回の議論をしていただければと

思います。 

【藤原副会長】 では１点だけ確認します。ここにいろいろメニューがある中で協働にこ

だわっていますが、出来上がったものに協働したいということではなく、政策の初めの段
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階からということを言っているのだと思います。だとすると、構成案に書いてあることは

その原則を決めようというだけの普通のことではないでしょうか。今までは、どちらかと

いうと出来上がったものへ参加してください、協力してくださいということであったので

不満が残るわけです。何をやるのかを決めましょうというときに、ある程度の関与のしく

みがあると随分と違ってくるということです。そういう意味では、資料２の５（１）で示

された事務局案の「発意・発案を施策形成に反映するしくみ」と「住民投票」が、これま

での議論のポイントになるだろうと思うのです。協働というのは手段の１つなので、どの

段階から協働するのかをしっかりと決めておいたほうがいいと思います。 

【谷本委員】 協働と参加という言葉が何度も繰り返されていますが、１点だけ気をつけ

るべきことがあります。協働といったときに、区政とＮＰＯなり何らかの団体の組織が、

対等にかかわっていく形での協働はあり得ますが、行政体と個人が協働するというのは非

常に危険な話です。市民参加の話の中で協働が発生すると、行政組織としての責任と個人

の責任が同じレベルのものになってしまうので、そこで協働という言葉を使うことは差し

控えるべきです。もちろんイメージしているものは、区政運営を行政も区民も一緒になっ

てやっていこうということだと思いますが、それを協働という言葉にしないほうがいいと

思います。 

【藤原副会長】 今の話のとおり、協働というと責任はどうなるかというのは必ず出てく

る議論です。今までの参加は、個人も含めて、どちらかというとタイミングが遅れていた、

あるいは行政のイニシアティブによる参加でした。それを、もう少し違った角度から見て

みようという点が論点として出てきているので、先に参加のしくみを決めてから、協働の

話をしたほうが整理はつくだろうという気はします。 

【渡辺委員】 もちろん、個人の協働はありえないと考えています。団体と行政との協働

が何も書かれていないのは、おかしいのではということです。なぜそういうことになって

しまったのかというので「区民の権利と責務」で、自己決定と自己責任ということを繰り

返し言っていて、「担い手として」という言葉が多用されていたときに、すでに危険だと感

じていたのです。どこかの自治基本条例の検討の中で、個人と団体とを分けて考えていた

ところがありました。協働するか否かによって負うべき責任は違ってくるので、十把一絡

げに、「区民の責務」と論じないほうがいいと思います。区民の参加のしくみとしては反対

するところはありませんが、不十分ではないかということです。 

【星野委員】 区民参加の望ましい姿は、新たな施策などをつくろうという発議の段階か
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ら参加できるしくみがあることだと思います。そして、発議がとてもいいものであれば、

行政から言われたことにだけ区民が参加するのでなく、行政が区民の声を拾い、いろいろ

な形にしていくというしくみがあってもいいのではないでしょうか。自治基本条例には、

自分たちの意見がとおる区政になっていくということを、ぜひ入れてほしいと思います。 

【廣瀬会長】 参加という場合どのステージからの参加なのか、発議の段階からという議

論は出ていますが、その整理が今の案文の段階では必ずしも明確にはなっていません。 

 それからもう１つは、主権者としての区民が、地方政府である区の意思決定に対して、

主権の行使の１つの形態として参加して自分たちの意思をそこに反映させるという側面と、

地域運営のパートナーとして、たとえば区民が主体の団体が区という政府と対等に位置づ

けられて、対等な協力関係の中で、地域の問題を一緒に解決していこうというしくみづく

りの話。少なくとも、この２つは明確に区分をした上で、扱うべきではないかという問題

提起もありました。 

 ここで冒頭に戻るべきだということですが、実は、用語の定義については、議論はしま

したが明確にはしないまま先に進んできました。「区民」についてですが、ここは「区民の

参加」になっていますが、１ページ目の「区民」の定義には団体まで入っているので、団

体参加も含めた区民参加なのかどうかということも大きな問題です。それについても未整

理なのですが、これは問題がかなり錯綜しているのと、きょうの段階での第３回の資料と

しての６・７ページだけでは、論点の全容は見えません。次回は８月５日ですので、事務

局とたたき台のレベルで論点を整理した上で、もう１回、資料を出して議論できるように

したいと思います。 

【内海委員】 そのたたき台をつくるにあたって、協働というのは団体のみに使う言葉で

あるという話でしたが、しくみについてもそういう整理が必要だと思うのです。ただ、実

際に発議・発案が出てくるときに、自主的・自発的・主体的な活動を生み出していくため

のネットワークづくりや信頼関係の構築などの環境整備は、団体に対してだけではなくて、

個人に対しても必要です。そのあたりも視野に入れつつ、検討をしてほしいと思います。 

【廣瀬会長】 参加を実質化するための環境づくり、あるいは主体を育成していくための

環境づくりということでしょうか。 

【内海委員】 参加の面においても、自発的なＮＰＯが力をつけていくという面でも、環

境づくりが非常に重要です。公共・公益活動に関しては、具体的なルールとして条例をつ

くっているという話だったのでその中に入るかと思いますが、この自治基本条例では、そ
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のことについて何も言及をしないのか、あるいは参加との関係で議論されるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 「新しい公共の担い手の育成について」ということで検討中であるならば、

ある面での主体育成の部分はその制度が担うと思います。ただ、意思決定への参加や発議

についての主体性の育成ということになると、その条例ではカバーされていないでしょう

から、別の要素が入ってくるだろうと思います。 

新しい９番として「区民の参加」、そのあとの「新しい公共あるいは協働」に関するとこ

ろは、大体意見が出たと思います。 

【渡辺委員】 団体との協働を考えるにあたっては、平等性という部分はあわないという

のは、まさにそう感じています。行政とパートナーシップをとるときの難しさは、「誰でも

どうぞ」という平等性の区の原則に反して、選ばなくてはならない、評価をしなくてはな

らないということです。そこをどうクリアしていくのかが課題ですが、それはしくみでつ

くっていくのでしょうが、癒着などいろいろな危ない面も出てくるので、誰が責任を取る

のかという難しさもありますが、可能性としてはやることができるという環境を、自治基

本条例の中でつくってほしいという思いがあります。 

【谷本委員】 確認です。以前に出た議論で、区民参加の話の中で、参加のしくみはいい

けれども、参加して出した意見に対して行政はどのように返すかという検討が残っていた

と思います。構成案では「応答義務」という書き方でした。この部分も議論のたたき台と

して書き込んでもらえると、行政はどのように回答をしていかなくてはいけないかという

議論がより具体的にできると思います。 

【廣瀬会長】 わかりました。次回は８月５日です。では、以上をもちまして審議会を終

了いたします。 


