
第６回 仮称中野区自治基本条例に関する審議会 

 

○日  時 ２００４年８月５日（木） 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） 

 

＜議題内容＞ （仮称）市民の行う公共・公益活動に関する推進条例について 

【廣瀬会長】 第６回仮称中野区自治基本条例に関する審議会を始めます。本日は、何点

か新しい資料が出ています。その中の「資料５ 中野区の自治基本条例の構成案（補足資

料）」は、前回まで第３回の「資料１ 中野区の自治基本条例の構成案」に沿って議論をし

てきましたが、特に参加については、第３回の時点で出したものなので十分にまだ整理さ

れていませんでした。そこで、前回までの議論を踏まえてもう一度整理した上で、構成を

練り直したものが本日の資料５です。ですから、「参加」以降については、きょうの補足資

料をベースにして議論していくことになります。 

 では、本日の議題に入っていきます。まず、前回、協働と参加について議論がありまし

たが、協働については自治基本条例で詳細な設計をするのではなくて、独立した条例が構

想されているということです。まず、協働に関連する条例の構想について、行政側で現在

検討中と聞いていますので事務局から紹介していただきます。それが個別の条例として自

治基本条例より先に成立していくだろうという前提で、しかし、自治の基本原則を定める

自治基本条例の中に、どういう形で協働について基本的な規定を置くべきなのか、そうい

う順序で議論をしていくことが必要だと思います。まず、「資料１ （仮称）市民の行う公

共・公益活動に関する推進条例について」の説明を事務局からお願いします。 

【鈴木政策計画担当課長】 ＜資料１ （仮称）市民の行う公共・公益活動推進条例につ

いて＞について説明。 ＜資料２ 市民の行う公共・公益活動支援方針＞について説明。

＜資料３ （仮称）市民の行う公共・公益活動推進条例と（仮称）自治基本条例の位置づ

け＞について説明。 

【渡辺委員】 「市民の行う公共・公益活動推進条例」と「自治基本条例」の２つの条例

がありますが、自治基本条例は上位にあるという話でしたが、資料３の図だと並列に記載

されています。自治基本条例に反していることは推進条例に書けない、理念をうたってお
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く必要があるなど、そういったことはないのでしょうか。並行でいいのでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 この図は、条例間のヒエラルキーを示しているのではなくて、

守備範囲を示していると理解してください。自治の基本を決めるので基本条例であると言

いましたが、必要な個別条例も自治基本条例の趣旨にかんがみれば、当然修正もしなけれ

ばいけないという議論もありました。推進条例についても、その関係では、自治の理念を

踏まえる必要があると思っています。 

【渡辺委員】 この２つの条例は守備範囲が違うということはわかりますが、自治基本条

例が上位にあるということは、推進条例をカバーするというイメージを持ちますが、条例

同士の位置づけを教えてください。 

【廣瀬会長】 自治基本条例というのは、基本的な原則、制度の枠組み、基本になる理念

を規定するもので、基本原則を実現するための幾つかの制度について、制度が果たす役割

をきちんと定めます。詳細な手続き等を定める必要がある場合は、大半のものについては

個別の条例に譲ることになると思います。ですから、協働についても、中野区の自治の基

本原則の中で、市民の自発的な公共的活動との協働をどう位置づけて、それに対してどう

向かい合うのかという原則は自治基本条例が位置づけることになります。しかし、それを

実際に実行していくためにどういう取り組みをするかについては、個別に条例をつくる、

あるいは施策を展開することになります。そういう形で大きな枠組みと基本原則という意

味で、上位に自治基本条例があって、その下にそれぞれの条例が位置づけられます。ただ、

現実問題としては、下に位置づけられる条例が、先に策定され長い間動いているものもあ

ります。それについては、改めて自治の基本原則を定めたときに、どう位置づけられるの

かということを自治基本条例で確認していく必要があります。そして確認後に、これまで

の制度のあり方で直すべきところがあれば直すことになります。推進条例のように現在ま

だ検討中であれば、仮にこれが先に決まるとしても、齟齬のないように内容を詰めていく

ことになると思います。 

【伊丹委員】 前回、会長から、区民の定義を今回はっきりさせようという話がありまし

た。今日配られた資料５には、区民の位置を狭義に定めるという案が出ています。私はこ

れでいいと思っていますが、新たに今回、市民と区民を使い分けています。市民を比較的

広義にとらえているのかもしれませんが、一般的な概念としては、いわゆる市民派、市民

的な感覚という意味での市民というとらえ方ではないかと思います。同じ項目の中で区民

といったり、市民といったり、あるいは市民団体といってみたり、区民団体といってみた
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り、混乱しないように用語の定義をすることも必要ではないかと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 普通、区民というと、区に在住・在勤・在学という意味だと

思いますが、私たちは、公共・公益活動をする団体を、いわゆる区民の構成員から成る団

体活動だけとは思っていません。中野区外の人がたくさんいる活動団体もありますので、

そういう人たちが中野で活動することも想定していますし、そのことが中野にとって決し

てマイナスではないだろうと考えていますので、区の方針の段階からあえて市民という言

い方を使っています。 

【廣瀬会長】 市民社会、市民派という言葉が出てきましたが、市民派というとまた違う

ニュアンスも出てくるかもしれませんが、まさに市民社会というときの市民という趣旨だ

という説明でした。ここまでのところ、自治基本条例の側では、市民という言葉は、条例

上の定義が必要な形では使っていません。区民や主体の概念の定義については、参加のと

ころで本格的に取り上げたいと思います。 

【内海委員】 公共・公益活動推進条例というのは、自主的・主体的・自発的な活動を行

っている団体や人に対して、政策的に位置づけをして支援などを行っていくことを規定す

る条例なのでしょうか。自発的な活動をしている方は、区民との関係から見たら一部です。

ですから、どこの推進条例も自発的・自主的な活動を地域にとってプラスと考えて、ある

一定の信託の関係とは違う政策的な位置づけをして、バックアップしていこうというもの

だと思います。そのときに、区民との間に、信託の関係だけでは存在し得ないような関係

も出てきます。その関係の違いを含めて自治基本条例の中で整理をしていくのか、あるい

は、推進条例が対象としている方々に対しての政策的な位置づけはこのしくみだけにとど

めて、自治基本条例では信託の関係だけを位置づけていこうとしているのか、そのあたり

を教えてください。 

【鈴木政策計画担当課長】 私たちは、団体に着目しているのではなく、活動に着目して

います。信託の部分だけを自治基本条例で規定するのではなく、ここの図で示した関係が

自治の全体の発展に必要だということを、自治基本条例の中では触れる必要があると思っ

ています。 

【内海委員】 ほかの自治体で議論をしているときに、その辺りを一緒に考えてしまいか

なり混乱しました。ですから、一般の区民と行政との信託という関係と、活発に、主体的

に、自発的に活動している団体の活動とは同じものではなくて、後者については、政策的

に活動を引き上げようという位置づけの中で、いかに自治との連携を図って反映させてい
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くかというところを理解して位置づける必要があります。 

【渡辺委員】 区民にとって参加する目的が、一般的な参加というか、信託を受けている

側が参加して何かを享受しようというのと、一緒に自治をやっていこうとして参加してい

くのとでは、目的が全然違ってきます。その辺りを、どこかで書き分けてもらい、こちら

にはこんな条例があるということを盛り込む必要があると思います。 

 

＜議論内容＞ 参加と協働に関する概念整理図について 

【廣瀬会長】 前回の議論を受けて、概念の整理が必要だろうと思い、資料４をつくりま

した。それを見ながら、まず概念の整理をしておきたいと思います。 

・私的自治…区民は、公共的なことではなくて、完全に私的な領域において自由に、自分

の意思に基づいて行動する領域。 

・地域自治…中野区全体よりは、もう少し狭い領域である特定のエリアの中で、自分だけ

の私的な関係ではなくて、地域の中での一定の公共性を持ったような関係。その中でどの

ようにまちや地区をつくっていくかについての領域。 

・関係者…地域自治は居住者が主になると思いますが、地域にある団体や企業など、さま

ざまな関係者がそこにはかかわってきます。その関係者と居住者との間でも地域自治があ

ります。 

・公共サービス…区民は、中野区全体について公共的なサービスを実行してもらう、ある

いは、規制等の公共的な事務を行うために、居住者が持っている権利の一部を信託するこ

とにより中野区という地方自治体を構成し、地方自治体の公的な権限を使って公共サービ

スを行います。地方自治体の構成について、区長と議会に対する代表機関を通しての間接

的な運営の仕方と、区民が区政を動かすことに直接関与する、主権者としての参加という

領域。区長に対する信託、議会に対する信託、そして区政に対する直接参加の３本の矢印

を通して、中野区という地方自治体を運営し、地方自治体を通して公共サービスが実行さ

れます。 

・共通課題…地域社会の公共課題の中には、一面で区の広義的な責任はありますが、他方

で、個々人の私的生活が地域社会に対応していかないと課題の解決が図れないものがたく

さんあります。例えば、循環型社会をつくることを考えてみると、そういう社会をつくる

ことについて区としての責任があると同時に、それを実現するためには、一人一人のライ

フスタイルやいろいろな行動において、私的生活の中でも同じ課題に対する取り組みがな
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いと、結果としては目的が達成されません。地域の共通課題への取り組みが公共課題の中

では比重を増してきており、これがきちんと実施されていく地域社会をつくっていくこと

が非常に重要になってきています。 

・網掛けの楕円（狭義の協働）…地域社会の中で、区民と区内で活動している諸団体や、

在勤・在学者と中野区という自治体が協働して、対等の立場で一緒に取り組む関係。 

・白い楕円（広義の協働）…今一般に協働と言われている中には、もう少し幅の広い概念

が入っており、推進条例の中でも委託の推進ということが書いてありました。委託という

のは何かというと、「共通課題取組」よりもう少し公共サービスにかかっていて、本来自治

体である区が責任を持って実行すべきことについて、責任は区が負いながら、実施につい

ては一定の契約関係や協定などによって、区以外のだれかにその実行をお願いする関係を

いいます。委託は、実行段階を担っていくことや、自発的な区民の地域社会の中における

活動基盤を強めるなどのいろいろな間接的な効果もありますし、あるいは公共サービスに

受託の関係で取り組むことを通しても、直接公共的な課題にかかわりを持つチャンスは増

えます。より広い領域をカバーするものとして、一般的には協働という言葉が使われてい

ます。 

次に、自治基本条例がそもそも決めるべき範囲は、区民から区におりてくる３本の矢印、

それから区から２本おりている矢印、さらに関係者から区に対して関係がある課題につい

ての参加を示す曲がった矢印、基本的にはこの６本の矢印の関係における基本原則を定め

ることだろうと思います。 

この図では、区民を主権者として位置づけたいと思ったので、これまでの議論の中での、

在勤・在学、諸団体も含めて区民という概念でのくくりとは区別しています。それと同時

に、区の課題と密接に関連し利害関係を持つ人たちを「関係者」と位置づけて、それらに

対しても、関係のある範囲で参加の権利を明確にする必要があります。ただ、その権利は、

区に信託した権限の本来の所有者である主権者が持っている直接参加の権利とは種類が違

うので、区民とは区別しました。白い楕円の領域についても、区は市民自治や自発性・自

立性を損なわない範囲で関与をして、活発な活動が展開される地域社会をつくることにか

かわりを持つことになります。その領域が推進条例の守備範囲になるのではないかと考え、

整理のためにこのような図を書いてみました。 

【谷本委員】 推進条例の中でどう取り扱っていくかという問題になると思いますが、公

共サービスの中に、委託という部分での協働が、従来の民間委託と同じくくりに入れられ
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ているため非常に混乱を招いています。支援方針の目的では、今の図でいう、公共サービ

スの担い手を増やしていくという委託と、広義の協働である環境整備を１つの条例の中に

盛り込もうとしているので、この扱いを自治基本条例にどう持ってくるかが区がどうかか

わるかという姿勢になってきます。委託については、民間企業があることも視野に入れな

ければいけませんし、市民活動のメリット・デメリットも明確にしておかなければいけま

せんし、そのあたりをこれからの議論の中で整理をしていく必要があると思います。 

【廣瀬会長】 推進条例に対する意見ですね。 

【内海委員】 この図だけでは理解できないところがあります。狭義の協働を、ここの図

が示していることを言葉にするとどういう表現になるのでしょうか。説明では、この楕円

の範囲という話であったり、共通課題の取り組みの範囲であったりということでしたが、

そこを言葉にして共通の認識にしていく必要があろうかと思います。 

【廣瀬会長】 狭義の協働については、資料５の１ページ「３ 自治の基本原則④」をみ

てください。以前から議論の下敷きにしてきた第３回資料１「３ 自治の基本原則」には

①から③までの原則が書いてありましたが、追加した④は、協働についての自治基本条例

としての規定の仕方についての提案で、狭義の協働を言葉にして示したものです。 

受託関係を協働と呼ぶことで概念がやや混乱しているので、協働という概念自体がまだ

それほど熟しておらず範囲が明確に定まるものではないので、共通の課題に対等の立場で

取り組むという関係と、区民の信託を受けて自治体として責任を持って取り組むべき関係

と、２つの領域を区別して考えます。そして、２つ目の領域は、受託関係、委託関係をど

うするかに限らず、責任を持って公共サービスを行うことは従来から区の責務であり当然

のことですが、それだけではなくて、対等・協力の関係の中で地域課題に一緒に取り組む

という関係にも積極的に取り組みますということを自治基本条例の中では考えています。

狭義の協働についてのスタンスをはっきりさせようという趣旨の提案です。 

【内海委員】 広義の協働とはどういうものなのでしょうか。 

【廣瀬会長】 広義というのは、一般的に協働という概念が幅広く使われているというこ

とと、他方、委託・受託の関係の中でも市民活動の基盤を厚くしていくことが、ひいては、

狭義の協働を推進する関係があることは確かなように思うので、そういうレベルを一般社

会で言われているよりも狭い定義にこだわって、協働という概念に当たらないと言い切っ

てしまうのも、またかえって中野における協働とは何なのかという混乱を招くので、協働

という言葉をどう定義するかにあまりこだわらず、言葉の外できちんと明確に説明して、
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原則を確立すればいいのではないかということです。 

【内海委員】 信託の関係自体を協働と定義している方もいるし、もともと区民と行政と

いうのは協働の関係であるべきということを前段にしている方もいるし、協働の概念はさ

まざまです。協働という言葉を使うとすればいろいろと議論しなければいけないし、あい

まいであるから扱わないという方法もあるのかもしれませんが、使うにあたっては、一般

論はまだ固定化されていないので、中野区ならではの位置づけをしっかりとする必要があ

ると感じました。 

【星野委員】 実際、これから協働という形でいろいろな施策をやっていくと思いますが、

今の中野区では協働についての認識が全然されていないのが現状です。そういう中で、協

働という言葉がひとり歩きするほうが心配なので、補足資料「自治の基本原則④」の書き

方であれば、皆さんの理解が得られるのではないでしょうか。先々は、協働という形にな

るのかもしれませんが、いい書き方だと思っています。 

【藤原副会長】 この④は、協働の定義らしきものですが、「他方」以下はあえて書く必要

があるでしょうか。「他方、本来区の責任において」というのは、従来区が責任をとるとい

う意味で外部委託の話だと思いますが、それとは区別するというと、共通の課題について

はだれが責任をとるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 なるほど。共通課題に対等で取り組んでいるときには、区には従来の公共

サービスのような責任はないと読まれてしまうと、本意ではありませんし、また問題です

から、「他方」以下は表現を考える必要があります。 

【渡辺委員】 支援策を検討する際にも、やはり安直に出てくるのが委託です。そもそも、

予算的な煮詰まりから発想を持っている方もいます。そうなると、区はこれ以上できない

から民間活力でという言葉で、受け手がだれかによって市民活動が抑制されてしまうこと

もあると思います。ですから、協働に至るような委託の仕方というか、市民活動を促進し

ていくような委託をどこかで分ける必要があると思います。ただ、委託というのは、受託

の関係なので支援してもらうものでもないし企業と争うものです。委託から支援につなが

る場合もあるという話が先ほどありましたので、そこが混同されて民間活力などが論じら

れることもあったので、この際きちんと論議して整理してほしいと思います。 

【廣瀬会長】 受託関係を、共通の課題に対等・協力で取り組んでいくという意味での協

働と一緒にしてはいけないと思いますし、これは違うことだという趣旨はどこかで説明し

たいと思います。例えば、公募による事業の提案を受け、確かに地域が公共的にプラスに
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なるという判断があれば、その責任を区として引き取った上で、委託・受託の関係の中で

提案してきたところに実施をゆだねることもあるでしょう。この場合、ある程度公共課題

を発見し、それに対する有効な事業を提案するという力が受託者側についていきますから、

経験を積むことによって、最終的に、委託・受託の関係ではないところで自立的に地域の

公共課題に取り組む団体に育つことも可能性としてはあるので、そういう環境をつくるこ

と自体は、区として一定の公共性を認めてそれにかかわっていく意義はあると思いますが、

それは推進条例の趣旨であろうと思います。自治基本条例の領域と、支援や環境を整える

こととの役割の違いをどこかで明確にしておけばいいのではないでしょうか。 

【内海委員】 まだ検討中だと思いますが、推進条例で言う区民と行政との関係における

事業は、私の認識では協働ではありません。委託はあくまで行政側のものを区民が手伝う

ことなので、委託関係とは違うパートナーシップの組み方を手続きとして位置づけるのが

推進条例なのではないでしょうか。安易に委託をすればいいということではないと思って

います。パートナーシップを組むときには、役割分担・責任分担をしなくてはいけないと

いうことで手続きを経るわけですが、その関係自体が協働ではないでしょうか。委託あり

きの推進条例が今回の協働との関係で位置づけられていくと誤解されていく可能性がある

と思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 先ほど、推進条例が推進すべき方向が委託だというのは違う

のではないかという話でしたが、私どもも委託をするために持ちたいと思っている条例で

はありません。市民活動の中で提供される行政や企業とは違う価値観や発想で、公益性の

高いサービスを提供できることが豊かな地域社会の営みに必要だろうというのが基本的な

認識です。 

【谷本委員】 提案されている協働の方針で、資料２の４ページ目の「４ 基金の創設と

事業助成」は、市民が自主的にやっている活動に対して、それが先駆的な活動であれば行

政側として、活動の自立性を保ちつつそこにお金を出して促進していくという話ではない

でしょうか。そして、ある一定の力がついた段階で、行政と対等の立場で、委託という責

任において仕事をやってもらうという関係づくりをするほうがよいと思います。環境を整

備する意味では主体性がどちらにあるかというのは非常に重要で、自主的な活動を促進す

ることでは主体は団体にあります。また、行政側が認めたものだけではなくて、区民がこ

ういう活動が必要だと思ったところに助成していく制度が先にあると非常にわかりやすい

です。たまたま今、基金の創設が後回しになり委託が最初に挙げられているので、その順
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序が逆になってしまい、受け取る側の認識が違うのではないかと思います。 

【橋本総務担当参事】 委託や受託の話がありますが、委託というのは、事業実施の手法

ではないでしょうか。つまり、個々の事業について直接自治体がやるのが望ましいのか、

自治体の責任において事業を契約の中でほかにやってもらうのが望ましいかということで、

個別具体的な事業に伴っての実施手法であると私は考えています。委託といっても、事業

実施主体は、あくまで自治体であり責任はそこに帰属します。実施の手法として事業者が

それをやっていくという関係だと思っています。 

【渡辺委員】 今の話は、事業を実施する側からみたらそのとおりですが、担い手として

の委託はまた違うと思います。自発的に活動している団体は、それぞれの目的で活動をし

ています。自治基本条例が、区民が参加していくための条例であるならば、委託はまた別

分に規定する必要があって、実施の仕方の違いだとは思えません。 

【廣瀬会長】 今の話は、共通課題の取り組みの真っただ中にいるという視点から見たと

きにはおっしゃるとおりだと思います。しかし、他方で、区は公的な権限があるので上か

ら降ってくる感じもありますが、区は何の資格があってそれができるかというと、区民か

らの信託であり、代表者を通してのコントロールであり、限られた手段ではあるけれど直

接参加をした結果として区が動いています。その区の動かし方についての原則が、自治基

本条例のもっとも主要な役割ではないでしょうか。しかし、主権者である区民が、区にこ

のように働いてもらいますという原則を決めるときに、共通課題の取り組みについてはこ

ういうスタンスで区に取り組ませましょうということは当然書かなければいけません。そ

して、区がこれを責任持ってやりますといったことを委託にするか、外部委託にするかと

いうのは、いわば実施手法の話で区から見てということではありますが、ひいていえば、

区に仕事をさせている区民から見て、区の責任できちんとやりなさいと言ってやらせてい

ることでもあります。自分たちの地域社会の課題は自分たちで基本的に解決するけれども、

公的な権限がないと支援できない部分については、区も役割をもって支援してくださいと

いう関係とは違うということについて、今いろいろと議論をしているのだと思います。 

【伊丹委員】 会長がつくった資料４の「関係者」はどういう定義でしょうか。これは、

「共通課題取組」と「地域自治」だけに矢印が出ていますが、それ以外には関係者は矢印

が出ない理由は何ですか。先ほど、諸関係者に区民を加えるとの補足説明がありましたが、

区民を除く関係者をどういう定義で使っているのか教えてください。 

【廣瀬会長】 関係者とは、区民以外であって、かつ区政と深くかかわりをもつ者という
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感じになると思います。具体的には、在勤・在学者、区内で活動をしている団体、区内に

事業所を持つ企業などが想定できますが、今のカテゴリーに入らない場合でも区政と密接

なかかわりを持つ場合もあり得ますから、諸関係者とぼかして書いています。かかわりが

あって利害関係が発生する場合には、その範囲においては一定の関与の権利を認めるべき

であるという趣旨で取り上げる主体であると思っています。 

 矢印については、地域の中に事業所があれば当然地域自治にかかわりを持つだろうし、

共通課題に取り組んでいくこともあるだろうし、そして、公共サービスについては、受託

の関係はここで矢印が入るようなものではないと思いました。それは、区をコントロール

する範囲では区民というのは、フルセットで区全体のことにかかわりを持つ権利があるけ

れども、関係者というのは、自分がかかわりを持つ範囲において区に参加する権利がある

と考え、右端に曲がった矢印が書いてありますが、ここはほかの直線と同じ意味ですが、

区への参加という点で、在住者としての区民とは区別されるという意味で補足的に説明が

ついています。 

 定義ですが、最終的にもう一度用語の定義に戻り確定する必要があります。考え方とし

ては、資料５の９に、主権者としての区民を「区内に住所を有する者」と狭義に定め、区

内在勤・在学者、区内で事業を営む者、または活動する団体を「関係者」としました。 

【本橋区民生活部長】 私も、区民の定義は少し説明不足だと感じていまして、実際に仕

事をしている中でいろいろ問題になるのは、土地の所有権を持っている地権者のことです。

売った土地の所有権・使用権を持っている方は、そこに住んでいない方もいるので、その

地域での共通体験をしていない、生活を共有していない地権者が政策形成の中でどうかか

わっていくかというのが課題になると思います。そういう意味では、関係者としてやはり

意識していく必要があるのではないでしょうか。 

【内海委員】 神奈川県大和市の事例を紹介。 

＜それに対する質疑＞ 

【渡辺委員】 狭義の協働という言葉を定義した上で、委託の推進が書いてあるならばわ

かりますが、自治基本条例と推進条例との位置づけも協働がポイントだとも書いていない

ので、対等ということを発想してもらえていないのではという気持ちです。ＮＰＯとして、

その辺りをアピールしていく方策がないので、何か事業を提案していくしくみがないのが

現状です。ですから、公共の範囲を少し広げてもらわないと、協働が委託におちてしまう

危険性があると思っています。 
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【谷本委員】 担い手という言葉が、非常にややこしい使われ方をしているように思いま

す。委託だけをとらえて担い手となると下請けというイメージになってしまいますが、行

政側が提案した事業を条例による制定プロセスの中に位置づけていることが、ＮＰＯ側と

しては、行政が聞く耳を持っているということになるのではないでしょうか。区民が参加

することとは別に、協働で公共の問題を解決していくときに、ＮＰＯ側からの発意で何か

を提案して、それを行政側と一緒に考えていけるようなしくみを入れてほしいということ

ですよね。 

【廣瀬会長】 支援方針の４ページの「２ 共催・協力の推進」は対等型です。市民側が

主体性を持つものとしては公募による事業がありますが、これは受託したい事業の提案と

限定されているので、受託という枠組みの中に入ってしまいます。提案した事業に対する

公共的な位置づけが認められれば、お金を出すわけではないけれども、お互いに何らかの

プラスになるように協力関係でやることもできると思います。そういう内容も入っている

とすれば、２では収まり切らない部分があると思います。この点は、推進条例、あるいは

推進の施策の中ではぜひ検討してほしいところですし、そういうものを導き出すための基

本的な考え方については、自治基本条例でも書いておく必要があると思います。推進条例

が別個にできるということになると、パートナーの組み方等は推進条例に譲り、対等・協

力の中で一緒に地域課題に取り組むという姿勢を区政の基本原則の中に明確に位置づける

という部分については自治基本条例に盛り込むという役割分担にするのがいいのではとい

う気がします。 

 

＜議論内容＞ 区民の参加 

 では、区民の参加に移ります。これは、第３回資料１の補足部分を補強した形で書いて

あります。第３回資料１では「９ 情報の共有」、「１０ 区民の参加」となっていました

が、行政運営の中で行うべきものと、参加のための情報の共有として扱うべきもののどち

らかになるということで、後段が上がって９に加わります。 

 しくみについては、細かく一つ一つのしくみを列挙する条例もありますし、ここにある

よりももっと大きく直接参加の権利があることを書き、具体的な手法については、事柄の

性質に応じて選択するということだけを決めるものもあります。補足資料での書き方はそ

の中間というか、条文を分けることまではせずに、これまで中野区で現に取り組んできた

直接参加の形態については網羅できる形で列挙をした上で、その中から事案に応じて適切
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なものを選択することと、重要な決定に関しては必ず参加の手続きをとらなければいけな

いということを示す形で決めていこうと思います。 

 選択の時期や手続きの方法の時期については、具体的にどういうルールに基づいて決め

るべきか、ガイドラインのようなもので具体的な細目を定めることを区の執行機関に義務

づけるという形になります。前回は、参加に対する定義が少しあいまいでしたが、今回の

提案では、議題設定も含めて、施策の立案から決定・実施・事後評価に至るまでの施策の

サイクル全体をカバーして、各段階において参加の権利があることを書いています。それ

から、主権者の区政全般への参加の権利に対して、ステークホルダーと言われるかかわり

のある人たちは、かかわりの範囲において同じように参加の権利があります。逆に、参加

というのはあくまで権利の行使であって、不参加の者がそれを理由にして不利な取り扱い

を受けることもありません。ただ、これについては区民の権利と責務の項でも出てきまし

たが、どこの位置で明記するかについては、最後に、全体構成を確認する際に確定します。

きょうは、参加についての方針を確定しますので、そういう原則があることを確認するた

めに、二重になりますがここで入れています。 

【谷本委員】 区民参加のしくみの①で、しくみを幾つか例示している中に「意向調査の

実施」というのが入っています。区民が主体的に参加をして意見を表明するという位置づ

けと、意向調査というのは、どちらかというと受身というか、行政側からの提案に対して

どうお考えですかという形で使われることが非常に多いと思います。これを、参加の手続

きとしてしくみの中に盛り込むことは疑問に思います。 

【藤原副会長】 区民参加のしくみは住民投票とは切り離してありますが、意向調査とい

うのは住民投票の前段階に成りうるものです。機能としては、参加のしくみと次に出てく

る住民投票をつなぐ役割があるので、どこに置くかは難しいところです。 

【谷本委員】 意向調査という言葉がどうとられるかです。単純にアンケート調査という

意味合いでとられることもあるし、自分にとって意思確認という意味での意向調査という

こともあると思います。このまま載せた場合、アンケート調査をしたので区民の参加手続

きを経たという説明もできます。楽をしようと思えばそういう方法もとれるので、もし入

れるとすれば、例示的なものをここに書きこむか、ガイドラインのレベルで書くか、どち

らかは必要だと思います。 

【廣瀬会長】 実際に合併等の事例では、市長は住民投票をやりたいと思っても、議会が

その条例を通してくれないという場合に、行政の責任において、住民意向調査と称して、
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実態は限りなく住民投票に近いものをやっている例もあります。その場合は、直接参加の

手続きといっていいと思います。逆に、いろいろな計画をつくる前段階で要望をとるため

にアンケートや調査を行うことを意向調査と呼ばれたのでは、直接参加ではなくて情報分

析程度のことではないかという気はするので、ここの書き方は注意を要するかもしれませ

ん。その趣旨がわかるように書くべきだと思います。 

【本橋区民部長】 区民参加のしくみにいろいろなしくみが書かれています。重要な施策

については、基本的にこれだけの手順は踏むという最低限のレベルとして規定するのであ

れば意味はあると思いますが、それをしないで、いろいろなやり方があるので適切な方法

と思ったものでやればいいでしょうというだけでは、あえて自治基本条例の中で参加のし

くみを規定する理由が薄くなってしまうという感じがしました。 

【藤原副会長】 今の点に関連してですが、何が基本的な方針であり、何が重要事項であ

るということを例示するのか、あるいは、手続きを決めて、これに対応するものはこの政

策であると決めるのか、どこまでやるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 どちらかといえば、制度保障型理念にとどまらずに、きちんと道具として

使えるものを書くという考え方ですから、こういうときには少なくともこういう手続きが

保障されるという側面を明確にしないと、わざわざ重要事項について具体的な案件までは

挙げていないけれども、こういう基本的なことについては必ず参加の手続きをとるように

と言いつつ、参加の手法についてはかなり幅広く挙げた中のどれかであればいいというこ

とになってしまうので、その点では少し弱いと思います。参加の権利があり、参加のしく

みとしてはこういうものがあり、案件に応じて選べるけれども、こういう重要事項につい

ては、少なくともこの重み以上の手段をとらなくてはいけないということを整理できるか

どうかです。住民投票は、かなり重いことであり、かつ、二者択一できるものに向いてい

るので、住民投票条例では、こういう場合に必要に応じて住民投票ができるというふうに

明記されていることが多いです。参加手続きについては、対話集会、公聴会、パブリック

コメント、どちらが重いと選択し切れないところがあります。そこのところは、いわばこ

の場の議論にまかせる意味もあってこのまま出ています。 

【藤原副会長】 対応関係が問題です。それぞれの場合において適切にやるといっても、

具体的に書き込み過ぎるとそれに縛られるというデメリットがあります。それを避けつつ、

しかし、枠組みぐらいは決めておかないと、メニューが並んでいるだけではないかという

意見も必ず出てきます。 
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【廣瀬会長】 ここには、中野区ではこれまで既に具体的に取り組んでいるものが挙がっ

ていると思いますが、それだけ挙げてもかなり幅はありますし、参加度の高低で一次元上

に並ぶとは限りません。タイプの違う参加手法が含まれていますから、確かにこれでは弱

いようにも思いますが、かといって、変な定め方をすると、本当はもっと適切な手法があ

るという異論が出ることにもなりますから、そこはなかなか難しいというのが正直なとこ

ろです。 

【谷本委員】 今の話に関連して言いますと、施策のプロセスと、実際にどの参加手続き

を盛り込むのかは、ある程度マトリックス化せざるを得ないと思います。この審議会の中

でも、物事が決まってしまう前に参加させてほしいという意見が随分出ていたと思います

ので、重要な案件に関しては、ある程度案ができた段階で決定以前に必ず意見を聞かなけ

ればいけないなど、最低限のルールだけでも書き込めるとより自治基本条例が有効に使え

ると思います。 

【内海委員】 今、マトリックスで整理ができるのではという話でしたが、具体的に示さ

れていると実施しやすいという側面もありますが、少し気になることがあります。課題設

定、立案・検討・実施・評価については、直接参加というイメージができますが、決定に

はどう参加するのでしょうか。意思決定というのはあくまで議会でと考えていいのですか。 

【廣瀬会長】 決定権限はそれぞれにあります。行政の範囲にもありますし、議会が議決

しなければいけない事柄もたくさんあります。最終決定が議会の議決になる場合は、それ

を縛ることはできませんから、尊重すべき結論を参加のプロセスによって出すことになり

ます。それを尊重しつつ、権限を持つ者が決定権を行使するという構えになるのが一般的

なことだと思います。住民投票をやったとしても、その結果を尊重するだけであり強制力

はありません。 

【渡辺委員】 参加のしくみについて参加して決めていくというか、これを決めるときに

はこういうやり方でやるべきかどうかという話に、区民は参加できないのでしょうか。例

えば、審議会や協議会、基本構想ではワークショップもありましたが、それらのどこまで

をどこが決める権利があるのか、そこで決めたことがどうなるのかということは区が決め

ることになるのでしょうか。審議会の構成や範囲、これを決めるときにはこれがあったほ

うがいいなどの手続きを参加で決めて、提案したり、意義を言ったりというチャンスはど

こかに保障されるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 参加によって参加の手続きを決めていくことになると、何重にもなって、
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きちんと整理できない部分も出てきます。とはいえ、実際、直接公募の委員も加わった審

議会をつくり、その場で、そこから先の参加手続きについてどうすべきか審議するという

ようなことは現に行われているし、むしろそういう議論があるのが普通のことです。ただ、

そこまできめ細かく条例に書き込んでいくと、限りなく煩雑な条文になってしまいます。 

【渡辺委員】 ただし、あり得るということですね。 

【廣瀬会長】 あると思います。その部分については、条文そのものはかなりシンプルな

形で参加の権利を保障することと、手法の列挙にとどめることになる場合もあります。た

だし、解説や提案趣旨や、あるいは答申の中で、答申をした趣旨はこうであるという説明

をきちんと書き込んでいくという方法があると考えています。 

【谷本委員】 今、手続き論が先行してしまっており心配なのですが、区民参加の原則の

中に、区民は参加する権利を有する、差別的な扱いを受けないなどとありますが、参加の

手続きの中で区民が出した提案をどうするかということを、原則の段階では書いていませ

ん。３ページ目「区民からの意見等への応答義務」では、苦情等に対して迅速かつ誠実に

対応するという執行機関の義務は書かれていますが、区民参加をうたうのであれば、手続

きを保障したというだけではなくて、そこで出された意見を区政にどのように反映するか

というところは書き込んでおかないと、それこそ今の意見のように、これを決めるまでに

どこまでに参加手続きをとっていくという話だけに終始してしまいます。参加したからい

いではないかという話ではなくて、出した意見がどうなったのかが、参加の意味としては

非常に重要なはずなので、それをどこかに盛り込むべきだと思います。 

【廣瀬会長】 最も一般的に、いろいろな手法についてカバーできる形をとると、そこに

示された区民の意見を尊重することになるのでしょう。ほかの条例をみても、参加の手続

きをとることを尊重するのは当たり前のことであって、わざわざ条文上そこまでは書いて

いない例もあるように思いますし、あるいは、参加条例を別立てにすることを通して、参

加手続きについてもう少し細かく制度化して、その中で示すというやり方もあるかもしれ

ません。 

【渡辺委員】 今の話に関連してですが、手続きを行うことが仕事になっているというか、

区民参加をすることが目的の参加と感じてしまい、参加した目的は何だったのかと思って

しまうことがあります。 

【内海委員】 参加で出た意見を、いかに政策に反映するかという点は何らかの形である

べきだと思います。しかし、そこで出された意見をすべて反映することはできない場合が
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多いと思います。ですから、その場合、なぜ反映できないのかという説明をしっかりする

ことが保障されていればいいのではないでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 執行機関の責務の中では、説明責任に触れていますが、今の

指摘は、参加のしくみの中でそれにこたえるものも入れたほうがいいということですね。 

【内海委員】 はい。参加の場合は、それを反映する書き方はいろいろあると思います。

もうひとつは、参加に対する反映の結果を明確にして、それに対する説明をすることを位

置づけます。特に後者についてはしっかりと保障すべきです。 

【廣瀬会長】 今の話は、３ページの「区民からの意見等への応答義務」に当たりますが、

ここには趣旨としてはそういうものが含まれていると思います。いわゆる参加手続き以外

でもいろいろな形で、要望、苦情、意見などは寄せられますから、それらを参加手続きが

とられていないからと却下すべきではなくて、それも含めて書いているので、かえって弱

くなっている部分があるのかもしれません。ですから、規定としては参加との対応関係を

もう少し明確にすると同時に、狭義の参加手続き以外に対しても同じように応答責任があ

るということを明記することにしたいと思います。「③ 区民参加手続き」では、時期や選

択についてだけ書いていますが、結果についてどうするのかということも書き込みます。

そして、結果は尊重し反映に努めるけれども、すべてというわけにはいかないので、反映

された、されないにかかわらず、どういう結論に至ったかについて説明責任を果たすこと

を手続きの後段に明記するということです。 

【藤原副会長】 区民参加の原則で、年齢にかかわらずと書いてあるのは何らかの意味が

あるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 例えば、１８歳以上で住民投票をやるような場合、あるいは、学校教育に

かかわる何らかの方針を決めていくときに、子供たちの意見を反映する機会を設けること

も区民参加の１つの形態としてやる場合、年齢にかかわらず、いわゆる主権者としての権

利を行使するというのは、選挙権でいうと２０歳以上の成人ですが、それを外して、実質

的な平等を追求する必要があるときにはそれを実現しようということを表現したくて載せ

ています。 

【藤原副会長】 教育に関係していえば子供たちが対象になるという議論があることはわ

かりますが、ここは一般論として書いてあったので、住民投票の年齢のことだと思ってし

まいました。 

【廣瀬会長】 そうですね。「区民は」になっていますね。 
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【藤原副会長】 「区民は」になっているので、あらゆる場合に年齢にかかわると読まれ

てしまうこともあると思います。住民投票の年齢については、後に議論になると思います

が、そういうことは意識していますか。 

【廣瀬会長】 住民投票の年齢も意識していると思いますが、確かに書き過ぎの部分があ

るように思います。 

 以上、区民参加の原則としくみについて議論をしてきました。３ページに出ている部分

は、参加のしくみの後段に取り込む形で取り扱いたいと考えています。それから、より一

般的な部分は行政運営の原則の中に書き込んでいく形にしたいと思います。住民投票と情

報の共有が残ってしまいましたが、それと、住民合意のしくみづくりを次回検討していき

ます。 

以上をもちまして、第６回仮称中野区自治基本条例に関する審議会を終了いたします。 


