
第７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９月２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、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＞ 住民投票について 

【廣瀬会長】 第７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。 

 前回から、第６回資料５「中野区の自治基本条例の構成案（補足資料）」をたたき台にし

て、区民の参加の原則と情報共有について、参加や協働の概念などの議論を含めて検討し

てきました。その中の２ページ目、参画、参加、協働等の概念と手続きについて一定の議

論をしましたが、まだ確定には至っていません。全体を通して検討した上で、第９回、第

１０回で改めて全体を振り返って議論することにします。 

きょうは「住民投票」から進めます。住民投票については、第４回のときに資料１「住

民投票について」が既に配付されています。 

 第６回資料５の２ページ目「住民投票」では、①、②で、区政に係る重要事項について

必要に応じて住民投票を実施することができることを定めていますが、その結果について

は、区長は住民投票で得た結果を尊重しなければならないという形の取り扱いです。これ

については、地方自治法のいろいろな制約があるので、投票結果がすなわち決定になると

いう決め方はできません。したがって、地方自治法上の権限は、区長の決定権について、

住民投票を尊重して最終的な権限は区長が行使するという形になります。いろいろなタイ

プの住民投票の条例がありますが、いずれにも共通することだと思います。 

 住民投票の決め方について、このたたき台では、個別の住民投票は別条例で定めるとい

う考え方に基づいています。自治基本条例では、住民投票という区民の意思を確認する手

続きが想定していることを規定し、具体的な手続き、例えば、この住民投票については公

職選挙法上の有権者に限るといった、住民投票の成立要件については個々の住民投票に関

する条例にゆだねる案となっています。 

 ④は、基本的には、既存の制度である住民の条例制定請求権と同じです。区議会におけ

る議員による条例提出権、区長による条例提出権も、既存の制度と同じものとして改めて
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確認しています。ただ、発議権者は既存の制度によるものですが、発議権は住民と区議会

と区長にあることが確認できます。そういう意味で、改めて自治基本条例の中に明記しよ

うというたたき台になっています。これにつきまして委員の皆さんからご意見をいただき

たいと思います。 

【伊丹委員】 住民投票の投票率によってその取扱いを規定する場合、これは自治基本条

例で定めておいたほうがいいのか。あるいは、住民投票の条例を別につくったときにそこ

で規定しておくのがいいのか。これはどちらになるのでしょうか。教育委員選びの区民投

票の経緯を見ると、１回目はまあまあの投票率ですが、２回目以降どんどん減ってきてい

ます。投票率が３割程度になると、住民は、投票を「ノー」と言っているのではないかと

も思えます。そういう点についてはいかがなものでしょうか。 

【廣瀬会長】 それは、いろいろと考え方はあり得ると思います。住民投票にかけなけれ

ばいけない案件でも、その重大性についての判断は案件によって異なりますから、半数以

上の有権者が投票しなければとても有効とはいえないと判断する場合もあれば、区長選挙

や区議会議員選挙の通常の選挙の投票率でもそれほど高くないのが普通なので、それとの

関連において、例えば３分の１以上であればいいのではないかと判断できる案件もあるか

もしれません。それを案件ごとに判断したほうがいいと考えれば、このたたき台のように、

そこも含めて個別の住民投票条例にゆだねるという考え方になります。住民投票にかける

というのは非常に重い案件に限るべきであり、成立要件も非常に厳しく重く見るという姿

勢を自治基本条例の上でもはっきりさせておきたいと判断すれば、自治基本条例の中でそ

の方向について書いておくという考え方もあります。 

 ただ、個別の条例で個別の住民投票についての手続きを定める場合には、一般法と特別

法という考えがあるので、個別の住民投票の定めの条例をつくるときに、自治基本条例で

は例えば投票率が５割以上の場合に開票すると規定していても、今回の住民投票に限って

はもう少し敷居を下げてでもやろうという条例が出てきたときに、それは法的には規制で

きないだろうと思います。一般的な住民投票条例、すなわち常設型の住民投票条例に当た

るような規定を自治基本条例の中に盛り込めば、常に住民投票を行う場合にはカバーでき

る条例になります。 

【谷本委員】 今提案されている例でいくと、住民、区議会議員、区長とそれぞれ住民投

票の発議の要件が例示されていますが、この項をあえて条例に入れるかどうかについては、

皆さんの意見をお聞きしたいと思います。私は、あえて条例の中に盛り込む必要はないと
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思っています。条例には盛り込まないけれども、その後皆さんに周知する際に、具体的に

こういう手続きがあるということを広めていくのも１つの方法です。もし盛り込むとすれ

ば、例えば有権者の５０分の１とあるものをもう少し緩和して、緩やかな形で住民投票が

発議できる形にするかという議論をしたほうがいいのではないでしょうか。 

【渡辺委員】 有権者の５０分の１以上の連署をもって住民投票が発議できるというのは、

地方自治法と同じ規定になりますか。 

【廣瀬会長】 はい。このたたき台の規定の仕方は、条例制定についての直接請求と同じ

ですから、区長に直接請求の署名が有権者の５０分の１以上集まれば、直接請求は成立し

ます。そうなると、区長は必ず意見を付して区議会に付議します。そこで議会が審議し、

議決を経て成立するかどうかが決まります。それとは別に、第４回資料１にある表のよう

に、住民投票条例を常設している自治体もあり、住民投票をやるかどうかの発議の手続き

を規定しています。この場合には、例えば投票資格者総数の１０分の１以上の連署をもっ

て請求できるなど、条例の直接請求よりハードルが高くなっていますが、そのかわり、こ

の請求が成立すれば住民投票を実施することが決まることになります。 

【小林委員】 区民の権利として住民投票のしくみがあることを、ある程度うたっておく

べきだと思います。少なくとも、住民投票の権利があることを、区民に通知しているとい

う形態はあってもいいのではないでしょうか。 

【谷本委員】 杉並区の自治基本条例は、同じ５０分の１でも、年齢満１８歳以上となっ

ており、地方自治法で決められているものよりも若干広がっています。項目としては、区

民参加の原則と情報共有など、その手続きの１つとして住民投票が入っていることを考え

ると、小林委員が先ほど言われたように、住民の権利としての書き方を工夫したいと思い

ます。もちろん、発議の権利のある区民を広げるか広げないかということは議論を呼ぶと

ころですが、書き方を「住民の権利」というように変えて書いてはどうでしょうか。 

【廣瀬会長】 杉並区の例は、確かにおっしゃるとおりで、満１８歳以上に拡大されてい

ますから、その部分でいうと、通常の条例制定の請求ではなくて、自治基本条例に基づい

て区長に住民投票の実行を請求する手続きになると思います。規則まで確認しないとわか

りませんが、区に住所を有する者ということで、定住外国人まで拡大できるように設定さ

れている条例です。ただ、その場合には、いわゆる地方自治法上の直接請求の手続きでは

なくて、自治基本条例上で設定された、区民が区長に対して請求できる権利として位置づ

けることになるので、条例の制定を請求するという規定ではなく、住民投票の実施を請求
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する規定になります。 

 また、この案では、自治体としての中野区の執行機関の責任者として、執行機関の執行

権の行使として住民投票ができると書いてあるので、区長は住民投票を実施することがで

きるとなっていますが、区民側からみて、重要な案件について区民の意思を表明するため

に、住民投票によって意見を表明する権利を有するという方向から書くことも工夫をすれ

ば可能です。条文をつくる上での技術的な面については藤原委員にアドバイスをいただき

たいのですが。住民投票を実行する際に、通常の規定では、首長である執行権のトップが

それを実施することができるという形で各条例上は表明していると思いますが、住民投票

によって意見を表明する権利があるという形で表現できないかという問題ですが、いかが

でしょうか。 

【藤原副会長】 住民が求めることができるかということですが、住民投票で大事なのは、

何が対象でできるかということですから、住民が重要だと思ったらできるのだということ

にして、要件を例えば１０分の１にするなど地方自治法の直接請求と違う要件を書けば、

それだけ集めれば自動的に住民投票の条例の請求ができるという区民の権利を認めたのと

一緒のことです。 

【廣瀬会長】 常設型住民投票条例でそう規定すれば、そういう形の手続きになると思い

ますが、杉並区の場合やや変則なのは、個別の住民投票はあくまで個別条例に基づくとな

っており、かつ、その住民投票の請求について、条例の制定請求とは違う手続きを書いた

ところが特徴だと思います。ただ、あくまでそれを受けて区長が実施するために、例えば

みずから請求を受けて条例を議会に提出すればいいということです。そういう別途の手続

きに基づいて、住民から発議されたものを区議会にかけて条例にして住民投票をすること

ができるという、手続き、手順になっていると思います。 

【藤原副会長】 ただ、この辺りは、規則まで読んでいないのですが、区政の重要事項と

いう、その重要事項はどこかで定義してあるでしょうか。 

【廣瀬会長】 そこまでは恐らくないと思います。発議をする権利を持っている者がその

発議をすることによって、これは重要事項だから住民投票にかけるべきであるという判断

を示して、「議会の議決を経て当該議決による条例で定めるところにより」ということです

から、最終的に議会が決定することになります。 

【藤原副会長】 「議会の議決を経て当該議決による条例で定めるところにより」という

のですから、特に目新しい話ではありません。区長と議会は二元制ですから、もし、カウ
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ンターパートとして考えるならば、区長のイニシアティブだけでなくてもいいのではない

ですか。いずれにせよ、自治基本条例で、住民投票条例ではないわけですね。 

【谷本委員】 住民投票を実施しなければならないような大きな問題は、しょっちゅうあ

るわけではありません。今最も使われているのは、市町村合併の際に、最終的に住民の意

思を問うという形で使われているケースが一般的ですが、今後、１０年間に中野区でどれ

ほどそういうケースが起きるかというのをまずイメージしていただきたいと思います。実

際、住民投票を実施するときには、イエスかノーか二者択一の方法、３つの選択肢を入れ

る方法などいろいろなやり方が想定されます。具体的に住民投票をというほどの大きな問

題になったときには、仮にここで相当使いやすい形で決めておいたとしても、場合によっ

ては議会から違った議員の条例提案が出てくる可能性もあります。ただし、せっかく自治

基本条例をつくるので、区民がこれを使いやすいように発議権を書いておくことは重要な

ことだと思います。 

【小林委員】 杉並区の事例のように、例えば１８歳まで拡大するというやり方は、区民

参加をより促進するために拡大するという方向性です。住民投票をしなければならないほ

どの重大な案件はというと、まず大きな買い物をするという話があります。もし買い物を

するのであれば、本当に区民もこれが欲しいのか、逆にリスクを背負うという選択肢があ

ったときに傍観者のままでいいのかと考えると、何らかの意思表示ができるものを担保し

ておくことは必要であると思います。住民投票が自治基本条例の中に書かれていることで、

参加の仕方の１つの方法であるという認識になると思います。 

【渡辺委員】 住民投票による参加は、今まで検討していた区民参加とはまた別項目では

ないかという気がします。例えば、国が決めたことに対して中野区として異を唱えるなど

の非常に重要な案件であるときに、区民の意思を直接問う意味でこういう書き方になって

いるのではないかと思います。住民投票は、もう少しハードルの高いものである必要もあ

るのではと考えます。 

【藤原副会長】 先ほどの年齢の問題は、公職選挙法外の問題です。そのときの視点は、

参加の拡大につながるという考えもありますが、年齢をどこまで下げるかというのは、子

どもをどこまで大人として扱うかの話であり、下げればいいというものでもないので、い

ろいろな効果を考えたほうがいいと思います。杉並区は１８歳と考え、長野県は中学生に

も参加をという場合もありますが、それに対しては、大人が決めることに子どももきちん

とした判断ができるという考え方もあるし、それは媚びにしかすぎないという判断もあり
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ます。 

 それから、住民投票について、ハードルを上げるという話は最近の傾向とは逆だろうと

いう気がします。さまざまな案件について、間接民主制なのだから自分たちが選挙した議

員が決めるのだということですが、住民投票が出てきたのは、それがうまく機能しないし、

決めてくれないし、決まらないからなのです。ただ、中野区でどんな問題が起こり何を想

定するかを、具体的にシミュレーションをしておくのか、一般的なことを書いておくのか

ということになります。要するに、自治基本条例に何を書くか、どこまで権利として保障

しておきたいかという問題については、何がいちばん、中野の住民参加のためにいいのだ

ろうかということで考えればいいのではないかと思います。 

 事務局に対する質問ですが、このたたき台は、区長だけではなくて議員にも発議権を認

めるというものです。これは、中野だからこのほうがよく機能するのかもしれませんが、

あり様によっては今の地方自治の矛盾したところを真っ向から指摘するという形になりま

す。 

【廣瀬会長】 自治基本条例で書かなかったとしても、議員提案で住民投票条例が出てき

たときには、既存の制度上では議員の当然の権利です。 

【藤原副会長】 ただ、発議権者として条項を書くかどうかはまた別でしょう。首長主導

でやる話とは書いていませんが、議員が自分でやるというのは少し意識が違うという気が

します。 

【谷本委員】 住民投票は経費がかかります。もちろん、私個人的には、きちんとしたよ

り住民が使いやすい制度として保障していくことに反対するものでは全くありませんが、

実際、住民投票を中野区でやった場合に、通常、区長選挙や区議会議員選挙と同じぐらい

の費用がかかります。つまり、それだけの経費をかけてでも住民がきちんと投票して、議

会では成立しなかったものに対して住民の意見を聞こうという中身のものでないと、かえ

って税金のむだ遣いになってしまうと思いますので、住民投票をやろうやろうという積極

的推進論者ではありません。バランスの中で、住民意見をきちんと聞かなければならない

ものについて、住民側から発議ができるということは書いておいたほうがいいと思います

が、先ほど藤原委員が言われたように、区政に係る重要事項をどこまでここに書き込んで

おくのか、皆さんのご意見を伺いたいですね。 

【伊丹委員】 今の指摘にあった経費の問題は、私は非常に大きな問題だと思います。教

育委員選びの区民投票のときにも、最初は区役所まで行ったと思いましたが、その次から
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郵送による投票に切り替えたと記憶しています。経費の面もあったと思ったのですが。 

【田辺区長室長】 はじめから、区施設での投票と郵送のどちらも可能です。 

【伊丹委員】 住民投票があるということは、民主政治の中で１つの担保であって、しか

も、区に対して意見を住民が申し立てる機会を与えられたということで評価はされると思

いますが、あまり細かく規定すると、結局、区長は決定権を持っていないのかという批判

が一部の区民から出る可能性があると思います。例えば、先ほど小林委員が言われたよう

な大きな買い物があるとか、警察大学校の跡地をどう利用するかとか、学校の再配置、統

廃合などをどのように進めるかといった区民にとって重大な問題は、住民投票の対象にし

てもよいと思います。 

【廣瀬会長】 いろいろな論点が出てきました。まず、いちばん基本に立ち戻ると、自治

基本条例の中に、住民投票についての規定を置くかどうかということです。次に、置かな

いのと置くのとで何が違うか。置いてあれば、少なくとも住民の意思表明の手続きの１つ

として、重要事項についてはあり得る制度だということは位置づけられます。いつどのよ

うにやるかについては、個別の案件ごとに条例をつくることになります。置かない場合は、

厳しい視点からいうと、住民投票は代表制民主主義の手続きであるから、地方自治法上の

直接請求以外に直接民主主義的な手法は要らない、基本的に住民投票は要らないという考

え方の議論も成り立ちます。実際、どういう重要案件であっても、基本的には代表機関が

信託された権限の中で行使していくべきであるという考え方で運営されることもあり得ま

す。代表機関がそう考えずに、みずから住民投票を、例えば条例を提案して進めることも

もちろんあり得ますが、いずれにしても、自治基本条例に書くということは、基本的な制

度の中に住民投票を位置づけるかどうかについて選択することになります。次に、規定の

仕方として、自治基本条例の中で常設型の住民投票を具体的な手続きまで書いてしまうと

いう例はまだないと思いますが、理論的には不可能とは言えません。 

 住民投票については、位置づけだけを自治基本条例に規定して、常設型の住民投票条例

を別個に持つこともあり得ます。順序は逆ですが、たしか埼玉県富士見市が常設型の住民

投票条例を持っています。その上で、自治基本条例もできたところです。これは、順序と

しては住民投票条例が先にありますが、常設型住民投票条例に住民投票の詳細は規定され

ます。住民投票が重要案件についてはあり得るということが自治基本条例の中に書いてあ

るという形です。それから、自治基本条例には、重要事項について書いてあり、事案ごと

に条例をつくって住民投票をやるという書き方をしています。その上で、さらに自治基本
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条例上で特徴あるやり方を、例えば杉並区の請求権の拡大といった、既存の制度とは違う

ことをやろうとする部分だけ、さらに自治基本条例に規定するということになるかと思い

ます。 

 そのときに、例えば重要事項のイメージ、どういうものをそれにかけるのか。別途の条

例に基づいてやる場合には、少なくとも自治基本条例の中で細かく重要事項とは何かを詳

細に規定しないと思いますが、例示的に、どれぐらいの重みを考えているのかを表現する

ことはあり得ます。あるいは、これは別個の条例を定めると自治基本条例に規定するとす

れば、別の条例の定めるところでそれに値するかどうかにゆだねて、非常に原則的な規則

に関する重要事項という抽象的な表現で自治基本条例上は位置づけることもできます。 

 これまで出てきた議論の中で、少し慎重に扱うべきだという議論もありましたが、自治

基本条例の中に住民投票を規定しないほうがいいのではないかという意見は今のところ出

ていないと思います。 

【本橋区民生活部長】 私の意見を述べておきますと、住民投票の規定については慎重に

考えたほうがいいと思っています。相反する意見があるときは、それぞれに正当性と不完

全さを持っています。どちらをとるか、最初から結論づけるのは簡単ですが、大事なこと

は、それぞれの正当性、違う経過についてもお互いに論じ合い、その中でよりいいものを

つくり上げていくことです。ですから、結果としてどちらがいいかを選ぶだけではなく、

住民投票は最後の最後の手段、いろいろ議論を尽くしても結論が出せないときに住民投票

という形になってくるだろうと思います。地方自治法の中でも一定の規定があり、住民投

票を使うことができる仕組みはできているのだから、わざわざ自治基本条例の中で、最後

の手段の住民投票を規定するのはどうなのかと思います。むしろ政策形成のプロセスをし

っかりつくっていくほうが大事なのではないかと思います。 

【星野委員】 私も、自治基本条例に住民投票の規定を入れるのはどうだろうかと思って

います。住民投票を書き込まないことによって何か弊害があるのかと考えてみると、そこ

へ行き着くまでのプロセスが大切であり、最後の最後でどうしようもないときに実施する

ものだろうと思います。住民投票の規定を入れないとしたら、自治基本条例として何か弊

害が生じるのでしょうか。 

【谷本委員】 弊害が生じるかどうかということよりも、ほかの自治体の自治基本条例を

みると、実際に必要に迫られて住民投票の条文を入れたというよりは、パフォーマンスに

近いという印象を持っています。ある自治体で、市民参加条例に住民投票の項を盛り込み
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たいという意向があり審議会の中でいろいろ議論しましたが、入れたいという気持ちだけ

は尊重しましょうということで条文が入りました。ですから、実際やる場合は、別に条例

で定めるという方法を取りました。皆さんがどう考えるかですが、これは絶対入れておか

なければだめだと思うか。そうではなくて、条例制定は直接請求できるという形があるこ

とを皆さんが認識して、今後広めていく形をとるかということだと思います。 

【藤原副会長】 教育委員選びの区民投票をどう評価していますか。住民投票の問題は、

中野区のその頃のあたりから続いていると思いますが、どうなのでしょうか。 

【本橋区民生活部長】 教育委員選びの区民投票とここでいう住民投票は質が違うと思い

ます。候補者を選ぶというのは、いろいろな思想があるでしょうから、どういう人がふさ

わしいかということを選んでいけばいいのですが、住民投票は、政策としてどれをとるか

という選択の問題になってくると思います。特別区の区長はもともと公選でしたが、一時

地方自治法の改正により都知事の同意のもとに議会が選任するという形になりました。そ

れが昭和５０年にまた選挙制になりました。その中で、本当は選挙をしたいけれども、現

行法の中で認められていないから、準公選という形でやったという経緯がありました。ど

ちらがいいかという政策を決めるのとは質が違うと私は認識しています。 

【藤原副会長】 しかし、もし選挙をということであれば、先ほど地方自治法上いろいろ

な手段があると言われましたが、逗子市や高知の窪川にしても、選挙でやろうと思ったら

できる話です。また、選挙の結果がそれぞれころころ変わったりするところで、１つの政

策だからということを言い出せば、候補者を見ているのか、政策を見ているのか、公選、

あるいは教育委員はこうしますという一点が争点になった選挙というのは、ある意味で言

えば、住民投票と一緒ではないかと思います。 

 それともう１つ、リコールにしても、イニシアティブにしても、我が国ではそれは機能

不全であるというところから全部出てきたという話です。住民投票は、原発から始まって、

環境問題、日常的なことに徐々に広がりを見せています。自治基本条例の中に置いておく

かどうかを考えたときに、先ほど谷本委員はパフォーマンスだと言われましたが、どうな

のでしょうか。中野区の自治基本条例に、住民投票条例がなかったら、これまでの中野の

自治の歴史を知っている方は、「あれっ」と思うだろうというのが正直なところです。それ

から、先ほどの星野委員の質問の、置かなければ何か害があるのかというのは、今の形で

は特段に害がないのかもしれません。 

【渡辺委員】 住民投票というのは多数決の論理で、ＡかＢかどちらかに選択せよという
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ことが民主的だとは思いませんが、自治基本条例にそういうやり方もあるということを提

示することで、必要になったときの選択肢として考えられるので盛り込むことには賛成で

す。住民投票を手続きとして規定しないということはできないだろうと考えます。 

【廣瀬会長】 自治基本条例の中に盛り込むべきか否かという点について一定の意見が出

ましたが、弊害があるかないかについての私の意見を言いますと、弊害という表現には当

たらないのだろうけれども、規定があるとないとで、例えば何らかの事案について区民の

意見が二分されるような非常に大きな事案が持ち上がったときに、いろいろな立場の人が

区議会や区長に対して意見を申し述べようとするけれども、どうもその声が十分に届いて

いない、反映されていないと、かなり多くの人たちが思うような事態が生じたときに、例

えば直接請求で住民投票条例案を区議会が区長に対して制定を請求したとします。そのと

きに、自治基本条例の中に一切触れていない場合には、そもそも住民投票によって区民の

意思を問うことは、どう位置づけるべきかという段階から議論しなくてはなりません。そ

こで、区民の意思を住民投票で表現することが望ましいということで説得した上で、多数

決で勝って条例をつくっていきます。しかし、自治基本条例に書いてある場合には、自治

基本条例を議決したときにきちんとそういう趣旨の説明をして賛同したから、議会として

も、ある場面においては、住民投票という手段をとるという手続きを自治の仕組みとして

位置づけたという事実があるので、そこから先のところから議論がスタートしていきます。

その差は出てきます。自治基本条例に「住民投票」という言葉だけ載せるということであ

れば、その差ぐらいになる。しかし、全く差がないということではありません。 

【星野委員】 何か問題が起きて早急に住民投票が必要だとなったときに、自治基本条例

の中に入れておくことで、手続きが早まるというか、そういう意味合いで入れておいたほ

うがいいととってよろしいわけですね。 

【廣瀬会長】 そうですね。例えば、極めてまちのあり方が大きく変わってしまうかもし

れないような大規模な公共事業を中野区の中でやるかやらないかの選択を迫られたとき、

あるいは合併するかどうかというまちの命運がかかることについていろいろ議論してきて、

やはりこれは最終的には住民投票でいくべきだという意見が出てきたときに、自治基本条

例に規定が置いてあれば、これぐらい重大な案件が出てくれば最終的には住民投票になる

ことが当然期待されるということなります。置いていなければ、ここはやはり住民投票に

よるべきではないかというところからスタートして、住民投票まで持っていく必要が出て

くる。そういう違いが出てくると思うのです。 
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【伊丹委員】 先ほど、私は、基本条例の中にはあまり細かいことは盛り込まずに、住民

投票をやるという程度の基本条項を入れるということでいいのではないかと言いました。

区長の中には、住民投票という制度があれば、その結果を参考にして自分の方針を決めて

いきたいと思うような制度でもあろうかと思うのです。ただ、区長が住民投票を行った場

合、自分の理念や方針に沿った結果が出ればプラスになると思いますが、逆の結果が出た

場合は区長として非常に苦しいものになると思います。そういう両面があることを認識し

たうえで議論する必要があるのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 有権者にマニフェストが支持されて当選したものの、その後いろいろ議論

していく上で住民投票を実施することになって、区長の意向と違う結論が出た場合には、

非常に緊張関係になってくると思います。他方で、１つは、二元代表制の関係の中で、例

えば区議会のチェック機能があります。区議会では反対意見、区長はやりますとなったと

きに、そこで住民投票にかけて区長と同じ方向の結果が出た場合には、それがよいという

判断もあるでしょうし、あるいはまた、直接民主主義の形で独断先行等を正当化していく

手段として使われるという批判もあります。このように住民投票に対してはいろいろな評

価がありますが、こういう批判的な評価が歴史の中では確かにあり得るということを踏ま

えたうえで考えていきたいと思います。 

それから、参加と住民投票の関係についても、条文に入るというよりは、例えばガイド

ラインの中でどういう考えがあるのかを位置づけるべきだと思います。例えば行政部門も

区議会も、それぞれきちんと住民参加を行い、住民の意見を反映しながら、それぞれの役

割を果たして、結果としてある結論が出ていくことになれば、それに加えて、なぜ住民投

票が必要なのかという議論も当然出てきます。他方で、いろいろな参加の手続きをとった

としてもなお、案件によっては、どこかで白か黒かということについて住民投票のような

形で決着をつけるのがふさわしい案件であるという判断もまた議論の上ではあり得ます。

代表制民主主義をとる以上、信託をした人に最終的には任せるべきだという考えもあるで

しょうし、基本的にはそれで決めていくけれども、どうしても最後の手段として、直接投

票で決める、この道が残されるべき案件もあるという判断もあり得ると思います。自治基

本条例の中に、参加についてもきちんと書き、さらに住民投票についても書くことが後者

のような考え方を取るということです。案件によっては、どれだけ参加をきちんとやって

いたとしても、どのように展開されたかという状況によって、住民投票という手段はあり

得るものとして位置づけようとする考え方です。 
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【本橋区民生活部長】 私は、慎重にという考えは持っていますが、会長の話も伺いなが

らなるほどと思いました。規定が要らないということではなくて、やはり置いておく意味

はあるだろうと思いました。私は小金井市に住んでいますが、今、小金井は市長と市議会

が膠着状態になっています。年度予算を何度提案しても否決されて、どうにもやむにやま

れず、市長が辞職をして選挙に出ました。そして、また当選しましたが、予算を提出した

らまた否決されたのです。そういうものは住民投票の制度があれば、そこで決着したのか

もしれないとも思います。そういうときに、地方自治法の規定としてはありますが、提案

したときに否決されてしまう、住民投票したいという条例自体が議会に提案すると否決さ

れてしまうこともあるかもしれませんから、そういう意味では、重要な事案について区民

の意見を聞くという選択肢もあるということを自治基本条例の中に入れておくことの意味

は確かにあります。運用という意味では慎重に考えなければならないでしょうけれども。 

【藤原副会長】 住民投票条例が世の中で問題になっている多くは、今言われた最後の点

です。住民投票条例をつくろうとして、あるいは直接請求に係るいろいろな制度をつくろ

うとして、その条例自体が否定されたら、自主投票になったというのが巻町にいくまでの

新潟の流れです。その意味で、会長が言われたように、最低限のことであれば書いておい

たほうがいいと個人的には思っています。 

【廣瀬会長】 現実的な話として、今のたたき台にある表現で書いたとして、住民投票に

何でも頼ってくるような乱用的な運用が起こるだろうかと考えると、１本ずつ条例を通さ

なくてはいけないので、その意味でいうとハードルはなお高いといえます。例えば常設型

の住民投票条例になると、少し話は違ってくる可能性はありますが、このたたき台の形で

あれば、そちらの方向からの心配はやや心配をしすぎかなという気はするところです。 

 ここまで出てきた議論では、少なくとも最後の手段としては、あり得る手続きとして入

れておいたほうがいいだろうということについてはおおよそ一致があると理解してよろし

いでしょうか。ただ、詳細について自治基本条例の中に書き込むのではなくて、個別の案

件は個別の条例にゆだねる形の制度の仕方をすべきであって、自治基本条例をつくるにし

ても、常設型の条例を別につくり得るような規定の仕方にすることも考えられます。この

たたき台の提案では、「事案ごと」にという言葉が入ってきますので、条文上も個別の事案

ごとの条例を求める規定の仕方になっていくと思うのです。ここで「事案ごと」と書くと、

常設型の住民投票条例をつくろうとすれば、自治基本条例の修正もあわせてするようにな

ります。そこのところで少し違いが出てきますが、これについては何かご意見はありませ
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んか。 

【渡辺委員】 この書き方によって、住民投票を規定した条例を区民から区長に提案する

のですよね。区長は実施することができると書いてありますが、それは議会を通してでき

ることで、議会が否決することはあり得るのでしょうか。 

【廣瀬会長】 はい。事案ごとに条例に基づいてやりますから、その条例の議決権は議会

にだけありますので、最終的にそれを議決するかどうかは議会に権限があります。 

【渡辺委員】 議員が住民投票を要求するというのは、例えばどのようなことを想定して

いるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 政治的にあり得る場面とすれば、区長の方針と議会の多数の方針が違って

いて、議会の多数派が、住民投票にかければ議会の多数派と同じ意見を有権者が持つので

はないか、そのようなことを期待している場合にあり得るかもしれません。 

「事案ごと」ということを明記したほうがいいのか、それとも、それは明記しないで「別

途定める条例に基づく」という条文にしてしまうのか、それについていかがでしょうか。

常設型の条例の制定も、場合により余地を残しておくべきと考えるか、それとも個別の案

件ごとにやるかやらないか判断をするべきだと考えて、個別の住民投票の決定について、

個別条例を義務づけるか。 

【谷本委員】 住民投票については、皆さんで一度きちんと議論をすべき問題だと思いま

す。自治基本条例を検討する期間が仮に１年なり２年あって、その間に住民投票が必要な

のかどうなのかという議論を踏まえて住民投票条例を常設でつくろうという話になったの

であれば、きちんと議論を尽くしたという意味でいいと思います。ただ、今回はそうでは

ないので、事案ごとにみんなで議論を尽くすという余地を残しておいたほうがいいのでは

ないでしょうか。 

【渡辺委員】 私も、これからいろいろな問題が出てくる中で、事案ごとに決めていくほ

うがいいという考えです。 

【廣瀬会長】 何か違う意見はありますか。ないようでしたら、基本的にこのたたき台の

選択、個別の事案ごとの条例に基づいて住民投票ができるということを確認します。それ

から、④についてあえて書いておく必要があるのか。もう１つは、これは通常の法手続き

だから、これよりもさらに幅を広げるような修正を加えるべき点があるかどうか。そのあ

たりについていかがでしょう。                    

【渡辺委員】 発議できる区民を拡大して、１８歳でもいいことにするのであれば書かな
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ければいけないのでしょうが、それを今ここで決めていいかどうかの議論が足りないと思

いますので、年齢の引き下げについて今はうたえないのではという気がします。 

【廣瀬会長】 そういう意味では、住民投票自体を中心として議論が展開しているわけで

もないし、これまでもそれについて議論してきた経過はなく、自治基本条例の中での位置

づけにすぎないので、そこまで細かく、この場で議論するのは難しいということですが。 

 もう１つ、個別の案件ごとの条例にゆだねるということは、その条例の制定手続きにの

っとった取り扱いをすることを通して、条例１つを成立させていくという重い決定をしな

ければいけないと思いますので、それにゆだねるというハードルを課していることから考

えると、変える必要はないとも考えられます。特段の必要性について明らかに認識してい

る、こう選択すべきだということがないのであれば、とりあえずは条例制定に関する意見

を通常の制度どおりの運用にしたらどうかと思います。 

 そのままであるとすれば、こういう書き方、あるいは住民は自治法何条に基づく手続き

に従って発議できるとか、そういう書き方もあると思いますし、それについては最終のま

とめの段階で全体の再確認をするところで確認していけばいいかと思います。きょうの時

点では、たたき台の①、②、③に出ているような選択で住民投票について自治基本条例の

中に盛り込む。④については、きょうの時点で特に請求権の枠を拡大しようという具体的

な提案はない。今後、そういうことについての提案や議論がない限りは、この審議会の段

階では基本的な条例制定の請求権、かつその手続きにのっとって住民投票の発議ができる

というように結論をしておきたいと思います。条文といいますか、条例の要項レベルでど

のような活字になるかという点については、最終の確認結果にゆだねたいと思います。 

 

＜議論内容＞ 情報の共有について 

 続きまして、「情報の共有について」に移ります。基本的考え方の中で、財政について、

財政の情報に関して公開をする要項が別途定められているのは重要性が高いからです。情

報の共有を前提として区民参加が初めて有効なものになるということをここで明確に押さ

えていくということです。 

 以前の議論の中でも一度出ましたが、いわゆる情報公開条例に基づく、既存の区政情報

は、特別に見せられない条件があるものを除いては、全部区民に開かれだれでも見られま

す。ただ、参加のための情報ということになってくると、例えば既存の区政情報にはまだ

なっておらず、行政執行の上で必要に応じて情報を把握していて、行政文書になっている
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ものを、政策判断のための資料として使う場合には、それにふさわしい形で、例えば編集

加工してわかりやすくすることによって、区民の参加のための前提条件として情報を共有

することが必要なのだということを明確にしています。その意味では、既存の情報公開条

例にとどまるものではなく、参加のための検討素材の共有が保障されるべきであると、自

治基本条例の中で明確にされるように位置づけられています。この点についていかがでし

ょうか。 

【谷本委員】 言葉の問題で、①「区は、施策形成の各段階における区民の参加を保障す

るために情報を公開する」とありますが、参加を保障するための情報公開ではなくて、参

加する前提となる情報を区民が得られるという意味合いだったと思います。ここの表現が、

情報を公開することで参加を保障するというニュアンスではなくて、参加をするにあたっ

ての情報を区民が得られる。つまり、たたき台とは逆で、参加のために情報を得られるこ

とを保障するということではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 なるほど。おっしゃることはよくわかります。たたき台は、実質的な参加

を保障するためには、情報の共有が前提条件になりますという方向から書こうとしていま

す。他方で、参加が権利として明記されているのだから、情報共有もまた保障されるべき

内容と考えれば、谷本委員が今言われたような書き方になると思います。指摘されている

ように、少し言葉が足りないという気もします。「参加を保障するために」という書き方に

なってしまうと、表現しきれてないかもしれません。 

【谷本委員】 条文化される段階でその辺が整理されればいいのですが、言っているニュ

アンスが違わなければ問題ないと思います。 

【渡辺委員】 ここに書いてあることは、施策の最初の提案から区民が参加できるように、

その話し合いがあったときに発議からかかわれるように、そのための材料として区の職員

が中で検討していくときに使っている情報を区民も共有するというものです。こちらが提

供してもらうのではなくて、今こういうことが懸案なのだという時点で情報を出してほし

いということで、区民参加の中に入れた条項だと思うので、その辺りがもう少しわかるよ

うに表現してほしいと思います。 

 また、「情報の共有」というのは、「住民投票」の前でなくてもいいのでしょうか。参加

の仕組みがあって、手段として情報も共有できるということがあって、区民が参加して、

行政と一緒にやっていくことが保障されている。それでもうまく機能しない場合に、住民

投票もあるということではないかと思っていました。 
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【廣瀬会長】 順序について言うと、参加について決めたところのすぐ後のほうが文章と

してもつながりますし、そうあるべきだと思います。参加の手続きを尽くした上で、最後

の手段として住民投票があるという位置づけです。基本的な考え方には、施策形成の各段

階における検討素材等をわかりやすく情報提供していくことを通して、提案の段階から区

民が参加していくことが実現されていくことが期待されています。ただ、谷本委員の指摘

も含め、①の文章は、ここで議論している実質的な参加を保障するためにこういう前提条

件として情報共有するのであり、それは、早い段階から各段階においてきちんと情報提供

されていくべきだということを、十分に表現しきれていない面もありますので、最終的な

報告書原案をつくっていく段階で再検討したいと思います。趣旨としては、今言ったよう

な方向で、発議の段階も含めて各段階についての政策情報がきちんと検討素材として提供

される。それを使いながら区民が発議や決定プロセス、あるいは評価のプロセスまで含め

て参加ができるようにするということです。この部分は、情報の共有や知る権利等のとこ

ろで一度議論をしており、その中で、参加のための情報共有は参加の中で扱うべきである

という結論になりましたのでここに位置づけられています。 

 

＜議論内容＞ 区民からの意見等への応答義務 

 次に、「区民からの意見等への応答義務」ですが、いろいろな提案、要望、苦情等を聞き

っぱなしのままではいけないという区側の受けとめ方についての確認という条項になって

います。ここでは、公共サービスの受け手としての、顧客としての非常に不適切なサービ

スの提供に対する個別的な苦情等と、それに対する迅速な対応と区民の利益保護という側

面と、区政の主権者である区民として参加し、ある政策提案をしようとする場合のそれに

対する応答義務、２つの意味があるだろうと思います。 

【谷本委員】 １段目の後段の「迅速かつ誠実に対応し」というところが、行政側と住民

側との間にいちばんギャップがあるところで、行政側の方はよく「私どもは誠実に対応し

ました」と言いますが、住民は納得がいかないケースが多く見られます。これはほかの市

でも実際にそういう事例があり、行政側はどう対応しようかと悩んでいるのですが、ここ

がもう少し具体的に書けないかと思います。手続きを書いたからといって、それで必ずし

も住民が納得するものではありませんが、「誠実に対応し」というだけで止めてしまうのは

誤解を招きやすいと思います。 

【伊丹委員】 財務指標などいろいろなものが出るにつれて、アカウンタビリティ（説明
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責任）が必要になってくると思いますが、ガバナンス（統治）の問題があります。その意

味では、情報の公開と説明責任とがセットになる言葉がガバナンスであり、ディスクロー

ジャー（情報公開）とアカウンタビリティということです。利害関係者（ステイクホルダ

ーズ）というのは、ガバナンスについては非常に大きな位置を占めており、区民も区の職

員も利害関係者です。その点からいうと、中野区の利害関係者間でも、情報の公開と説明

責任はセットにして考えてもいいのではないでしょうか。つまり、迅速かつ誠実に対応す

るということに納得性が含まれてきます。応答だけということになると、非常に淡白な感

じを与えてしまいます。 

【廣瀬会長】 その点については、行政運営のところでもご指摘いただいています。一般

的な意味でのディスクロージャーとアカウンタビリティの原則については、行政運営上で

の責任として基本原則の中に１つ入れるべきですが、応答に関しての説明が、このたたき

台では少し不足しています。単に「誠実に対応し」ということではなく、一般的な提案と

要望についてであれば、それをどう評価しどのように対応するかについてきちんと説明を

付して、対応について公開するべきだということです。「迅速かつ誠実に対応し」というだ

けでそこまで表現できているかというと厳しいところがあり、説明を尽くすということが

わかるような書き方がいいのではないかという気がします。 

【渡辺委員】 苦情に対して迅速かつ誠実に対応するということは、行政の責務に入るこ

とであり、応答義務に入れるべきことは手続きだと思います。区民が積極的に提案したこ

とや意見を述べたことに関して、聞きっぱなしにならないということが次の区民参加を促

進すると考えると、提案とは全く反対の結論に達したとしても、なぜそれが採用されなか

ったのかという理由が返ってくることが「区民参加」という項目では必要だと思います。

参加する側の区民としては、提案とは違う結果になった場合は誠実に反論してほしいので

す。 

【谷本委員】 「具体的な理由を付して」という言葉を入れるのも１つの選択肢だと思い

ます。つまり、区民の側は何が理由で、提案が通らなかったのかを説明してもらえないと

ころに非常にストレスをためる傾向がありますし、行政の側はある意味では出せない情報

も従来はあったのかもしれませんが、この情報化の時代は、基本的にはすべて説明をする

ことが原則ですから、「きちんと理由を付して」ということを入れたらどうでしょうか。 

【廣瀬会長】 谷本委員の指摘された、「具体的な理由を付して」という文言を入れるのは、

よい案だと思います。 
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 それから、参加との関連ですが、確かに不利益救済の制度を行政運営の中で規定してい

ますが、少し整理したほうがいいかもしれません。苦情等に対する対応というのは、制度

の上に乗るかどうかは別として、いろいろな形での不利益救済の原則だと思います。他方

で、参加・提案についての対応については、主権の行使ですから分けたほうがすっきりす

る気がします。ただ、参加のプロセスをどう考えるかによりますが、区民同士の討議と、

それによる一定の合意をつくっていくプロセスもまた参加ですから、参加の中に、区民が

言ったことに対して区は応えるということだけが入ってくると、逆に、ここで言っている

「参加」は、区と区民との間のやりとりだけということにもなりかねません。確かに、区

がきちんと対応する責務を置いておくことに意味がありますが、参加の一環としてここの

部分だけが出てくると、参加の姿が限定されてしまうのではないでしょうか。むしろ、こ

れまで各委員さんが指摘していた参加というのは、行政が設定した枠組みの中で行政に対

してああしてくれこうしてくれと言うことではなく、こういうことを決めるべきだという

ところから区民が主体性を持ってかかわりを持ちたいということでした。それを踏まえる

と、参加の一段階としてだけ位置づけてしまうと、むしろ、参加の幅を狭めてしまう懸念

もあるような気がします。 

【谷本委員】 苦情等ですが、権利救済も主観的な参加です。区民の参加はまさしく苦情

等に反応することから始まるのかもしれません。あるいは、権利救済に資することが、今

度、客観的な制度にプラスになるかもしれないという意味では、そんなに違和感はなかっ

たです。 

【廣瀬会長】 一般性を持つという面では、それがきっかけになって、いろいろな問題点

が浮上してきて、それに対する対策をとっていくことを通して政策そのものが改善されて

いくということですね。 

 参加そのものについて、参加を経て意思決定をせよと言っているときに、聞きっぱなし

でも参加とするということは想定されておらず、実質的に区民の意見を踏まえて決定して

いくということは当然のこととして入っています。その意味で言うと、条例にはそれだけ

で救いきれない部分を、さらに確認として公表義務を念押ししているという位置づけで見

たほうがいいのかもしれません。その点では、苦情処理の部分は不利益救済と重なるかも

しれませんし、参加への対応についてはこれだけでは不十分なのかもしれません。しかし、

参加の規定を置いて、重要な意思決定は必ず参加の手続きをとることを踏まえているとい

うのは、当然、それを尊重しながら進めていくことが前提になっています。そして、その
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手続き的な参加に乗らない部分まで含めて、個別的なものを含む提案、要望、苦情等に対

してもきちんと誠実に物を言って、具体的な理由を付してそれに対する対応を説明する責

任を持ちます。そのようなことを規定しておくことでいかがでしょうか。 

【藤原副会長】 先ほど谷本委員が言われた理由の提示ですね。付記が大変重要なところ

だと思いますが、その場合、考えとしては、ここを区政に対する提案、要望、苦情等につ

いて一般的に付記が必要であるというイメージでしょうか。それとも、あらゆる苦情につ

いて理由をきちんと書くということでしょうか。 

【谷本委員】 「ありとあらゆる」というのをどこまで含むかにもよりますが、少なくと

も、窓口の些細な苦情であろうとも何らかの理由を言うのは通例だと思います。私が申し

上げたのは一般的な形だととらえていただいたほうがいいと思います。 

【廣瀬会長】 個別の苦情に対して、苦情を申し立てた本人への具体的な理由を付しての

回答は、どの範囲でも必要だろうと思います。他方で、一般性を持ったことに対しては、

こういう提案があったけれどもこういう理由によって採用する、しない、このように修正

した上で受け取るなどの説明をすることは、一般的に公表する形にしたほうがいいと思い

ます。不利益救済のところで、個別的なことについてきちんと対応するということは目星

としてあったほうがいいかもしれませんが、応答義務の部分は一般性を持ったことになる

と思います。 

【藤原副会長】 不利益処分や申請に対する処分は、行政手続法上のものです。行政手続

条例に基づいてきちんと書くのは当然ですし、その実務をやっているかどうかはともかく、

法律がある以上それ以外のところだろうと思ったので、ここでは理由提示をどこまで求め

るのかと思い伺いました。 

【谷本委員】 執行機関が、応答について「誠実」ということをどのようにとらえるかと

いう部分で、具体的に理由を示すことが誠実の１つのあらわし方だということを条例の中

に１つ書き込んだほうがいいのではないかということで申し上げました。 

【藤原副会長】 もちろんそうです。付記か提示か申し上げたのは、文書化するのか、口

頭でもいいのかということで、それは場合によるのではないかと思います。 

【谷本委員】 それは場合によります。重大な案件だったら文書によらなければならない

ものも出てくるでしょうし、通常の業務内のことについては口頭で済む場合もあるでしょ

うから、これは場合分けという形になるのでしょう。 

【渡辺委員】 自治基本条例の上では、応答義務は一般的なことで、参加に限定されてい

 19



ないということはわかりました。参加手続きに関することで、私が気になっているのは、

パブリックコメントに関しての応答義務です。パブリックコメントの手続実施要綱はあり

ますが、応答する義務がなく、回答がなかったような気がしますがいかがでしょうか。 

【田辺区長室長】 個別には回答してなかったのではないかと思います。 

【渡辺委員】 個別でなくても、一定の見解を公表するべきではないでしょうか。 

【田辺区長室長】 それはやっています。区報などで回答しています。第３回資料２にパ

ブリックコメント手続実施要綱が載っています。６２ページの第１０条第２項に書かれて

いますが、区報等で実施の状況と、全部ではありませんが、主な意見に対する意見を公表

しています。 

【谷本委員】 最後に「区民参加を推進するものとする」という言葉が入っていますが、

これはないほうがわかりやすいと思います。むしろ、執行機関が区民の意見をきちんと政

策に反映させたときに、「努力する」などの形に書きかえたほうがいいのではないでしょう

か。 

【廣瀬会長】 そうですね。むしろ、参加の条項の基本的な考え方の中で、参加の中にお

ける対応義務は当然の前提であることをきちんと押さえ、その上で、ここの条項はその枠

におさまり切らないものを想定していると考えれば、参加の推進についてはこの条項から

外した方がいいでしょう。 

【渡辺委員】 今の提案は、区民参加の原則の中にも応答義務を入れ、ここの最後では、

それには当てはまらないような、もっと広い範疇も含めて押さえておくということですか。 

【廣瀬会長】 そういうことです。区民参加の原則の基本的な考え方の中に、区民の参加

に対する区の責務として、その参加の結果を踏まえ、尊重することを原則の中に明記する

ということです。 

それでは、区民参加の原則のところで参加の上での応答義務を明確にして、その上で、

最後の条項では区民参加とのかかわりは外すという扱いにしたいと思います。ディスクロ

ージャーとアカウンタビリティについては、区政運営の原則に入れるということです。 

 

＜議論内容＞ 区民の発議の区政への反映について 

 次に、「区民の発議の区政への反映について」という前回と次回とにまたがった議題です

が、資料１についての説明を受け、それについてどういう形で条例の中に位置づけていく

べきだろうかということを宿題とすることにします。では、資料１について事務局から説
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明をお願いします。 

【鈴木政策計画担当課長】 資料１は、最初から、構成案では地域合意のルールや仕組み

づくりなどと言っていたものです。この部分は、事務局レベルでもまだまだ議論をしなけ

ればいけないものであり、この審議会でも、区民の発意を提案するところから受けとめる

というあたりはどうなのだろうかというご意見も出ていたので、それも取り込みながら、

何とかたたき台をつくりたいと思っているところです。議論半ばのまま出しているという

点で十分練れていないため、もう１回少し整理をした上で次回の議論に間に合うようにさ

せていただきたいと思います。 

【廣瀬会長】 ここは、基本構想の中の議論や、中野の長い参加の取り組みの歴史などを

踏まえての項目になります。他の団体にはない、中野区が自治基本条例を持つときの特徴

が出てくるところの１つなのですが、そこが非常に難しいですね。 

 資料１の２「区民の発議や取り組みの施策や事業への反映」は、区が、区民の自治活動

をさらに発展させる視点からどういう形でかかわるのかということですが、地域でやって

きたものを踏まえ、区としての施策に反映すべきものもあるだろうということです。 

 それから、逆に、区が一律にやっているものを、特定の地域についてはそこの意思決定

に基づいて、区が地域ルールを認めるというものです。 

 ただ、これで想定されるような場面が全部カバーできているのか、もう少し検討する必

要があるような気がしますし、共通のルールと部分的なルールの関係もいろいろなタイプ

があると思います。例えば地区計画で強制力を持たなければならず、地域合意に基づいて

地区計画ができたときにそれを条例化していくような場合には、一般条例ではなくて、そ

の地域の地区計画を踏まえた条例です。しかし、区の中の特定の地域だけに条例をつくる

権利はないので、区の条例としてつくるという場面もあります。 

 他方で、区域ごとに、例えばコミュニティセンターの運営方針や利用時間などの決定に

ついて全部地域におろしてしまう場合は、権限ごと地域におろすことになるでしょう。も

う少し具体的な案件をイメージしながら、それぞれによってそれぞれの地域におろせるも

の、地域における合意決定についても、どういう手続きであれば区民が設定したことを決

定として認めることができるか、それらについても必ずしも一概にはなかなか決められま

せん。例えば何割の賛成があればいいのかということは決められませんし、土地利用等に

ついては、住民だけではなく、地権者やいろいろな形の利害関係者が出てきます。そうい

うことを踏まえていこうとすると、現時点ではまだ集めきれていないところが残っている
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ということだと思います。 

 きょうの時点では、討議素材もまだこういう状態ですし、論点として明示されているわ

けではありません。ただ、既に基本構想のワークショップで議論されていた方は、現時点

での意見を持っていると思いますので、基本的な考え方としてこういうことを踏まえたい

ということで提起しておきたい論点がありましたら、提示してください。 

【藤原副会長】 この「区民の発議の区政への反映について」という部分はどこに位置づ

けますか。 

【廣瀬会長】 今までの議論では、「参加」とは独立させて、「参加」の次の項目として想

定されています。 

【藤原副会長】 これまでの区民委員の方の意見は、結果について、何が反映されて、何

が反映されない、また、なぜ反映されなかったかというフィードバック機能がないから、

そもそも不満がたまっていくという話だったので、それを組み入れる形ができるといいと

思います。先ほどの谷本委員の「迅速に具体的な理由を付して応答するものとする」と、

書くかどうかともかくとして、そういったところと続くところかなと思います。 

【廣瀬会長】 資料１のⅣ―１は基本構想の構成案ですが、それぞれの地域で自治があり、

中野区全体というよりもう少し狭い単位でも、きちんと自治を築いていて、それを踏まえ

た地域づくりがなされるという位置づけになっています。その部分を、自治基本条例の中

ではどう制度化していくのかが問われています。 

 さらに、この資料では「反映」という言葉が使われていますが、過去の資料の中では、

例えば「区民による地域経営」という表題が付けられており、ここをどのように自治基本

条例の中に位置づけたらいいのかについては現時点ではまだ論点が定まっていないと思い

ます。区全体の権限や公共サービスにかかわりがない事柄であれば、自治というのはまさ

にそこがみずから、各地区それぞれに独立してやればいいのです。しかし、区の権限や仕

事とかかわりを持つ範囲では、ある観点から言うと、区として地域ごとの意思をきちんと

反映して、区の権限や仕事のやり方の中で踏まえていくことを中野区の自治にしていこう

ということで「反映」という表現になっています。ただ、「反映」という言葉ではなくて別

な言葉で位置づけるべきだという意見もあり得るかもしれません。 

【渡辺委員】 地域のことは地域で決めるといった決定の仕組みが、区民の発議や取り組

みをしていても、協働の仕組みとはまた別であって、両者が混同しているような気がしま

す。ごみ出しのルールなど、住民の皆さんで決められることは地域で話し合って決めまし
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ょうというルールがあってもいいと思いますが、区が行っている事業を、ＮＰＯや地域活

動団体が施設運営等を区の事業として行う場合のルールとはまた別だろうと思います。提

案事業というのは、区民が実行主体となって自主的にやる場合のルールと、職員や他の団

体と連携関係を持ちながらやるルールとの二本立てにしていかないと、協働の仕組みと地

域の自主性は違うので、ここは分けて考えるべきではと思っています。 

【鈴木政策計画担当課長】 私たちがここで提案したかったことの１つは、協働の仕組み

ではなく、イメージされているのは区と区民との協働だと思いますが、そこでの合意や発

議とは別に、区民の人たちが主体的に行動していくという場面で、区の地域を限定した施

策として展開するには、条例や何らかの区のルールを施策の中に盛り込んでいくための発

議の仕組みです。協働のルールというのはまた別の場面で語られることではないかと思っ

ています。 

【渡辺委員】 自主的な活動をしている側にとってみると、活動している中で必然的に協

働の仕組みが必要になってくる場合が多々あります。自主的にやるときに、１００％やる

ことになってしまったら仕事になってきてしまいます。そのときにどのように役割分担を

決めていくのか、細かいことですが、日常的にやっていく上では分けて考えることができ

ません。行政というものがあって、そこに自主活動も存在するならば、そのルールづくり

を抜きには書けないのではないでしょうか。また別でということであれば、それはこのよ

うに規定しますというような文言が入っていればいいのですか。 

【廣瀬会長】 どういう関係でどんな事柄を展開する場面を想定しているのかがまだ十分

にイメージできませんし、地域で活動されている方からも、こういう場面では区とのかか

わりでこういうことが必要だと思いますと、事前に思いつくような具体的な例を提起して

いただき、次回の検討素材を具体的にイメージできたらと思います。この後１０日ぐらい

の間に、こんな場面を想定してほしい、こういうときにこういうルールだったらいいので

はないかなどというアイデアをぜひ提出していただき、それに基づいて審議をします。行

政の側だけからは踏み切れない部分になると思いますので、特に区民委員さんから具体的

な位置づけを定義していただかないと、なかなかうまく進まないと思います。よろしくお

願いいたします。 

【藤原副会長】 中野区内における自立的な分権やアウトソーシングなどをイメージして

いますか。 

【田辺区長室長】 そのイメージも語りにくいのですが、アウトソーシングとは違うと考
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えています。 

【廣瀬会長】 次回が９月２７日月曜日です。今、議論していたことについて詰めていき

ます。条例の位置づけが最後の項目として残っていますが、そこまで進むと、想定されて

いた自治基本条例に盛り込むべき内容については全体をカバーすることになります。それ

を踏まえ、答申案という形になるかどうかは、第９回、第１０回で、もう一度全体の答申

案のような形でまとめたものをみながら議論していきます。 

 では、以上をもちまして、第７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。 


