
第８回 仮称中野区自治基本条例に関する審議会 

 

○日  時 ２００４年９月２７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、星野委員、渡辺委員（区民委員） 

 

＜議論内容＞ 区民合意の施策発案のしくみについて 

【廣瀬会長】 第８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。 

 議題１「区民合意の施策発案のしくみについて」から始めます。この項目については、

これまでたたき台にしてきた第３回資料１、その後で追加した第６回資料５の議論を経て

も、どういう形で取り上げるかについてまだ確定に至りませんでした。今回、「資料１ 区

民合意の施策発案のしくみについて」として、制度化する提案がまとまってきました。こ

こでは、施策の各段階における参加を制度的に引き受け、実行していくという関係にもな

りますし、地域という単位だけでなく、テーマという切り口でも提案できるようになって

います。もちろん、地域という単位で発案する道も開かれるので、地域を単位とする自治

の仕組みとの関連についても、この制度の枠組みで実現していこうというものです。その

意味では、地域をめぐってこれまで議論してきましたが、参加、それも単に枠組みが設定

された後の参加ではなくて、区民の側から発議していくことを含めての参加という２つの

側面が１つの制度の中で担われているという位置づけができるのではないかと思います。 

 １「新たなしくみをつくる意義」ですが、地域単位の合意、あるいは特定の公共施設の

使い方についての合意や取り組み等の中で、地域でプライベートに、あるいは地域に住ん

でいる区民同士で合意ができれば、その中で完結しているものについては私的な自治の範

囲ですが、その中から区政に反映させる必要があるものについては、区がきちんと反映さ

せていく仕組みを保障していくということになります。ですから、地域ごとにこういった

意思決定をしようという行政側からの発議に限らず、地域でいろいろ取り組んでいる間に、

例えばある公共施設をこういうルールで使っていくことにしたいとか、実際に利用してい

る地域で独自ルールの合意ができていることがあれば、地域の区民の側から提起して、そ

れを区政に反映させていくチャンネルをつくるという形になります。 

 １人でも問題提起をすれば、それが即ルール化されるわけではないので、一定の枠組み
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や地域の合意を確保する仕組みが要るだろうということで、２で施策発案の制度の枠組み

が提起されています。 

 制度の枠組みを流れ図で示したのが裏面の下の図です。区民の発案がまずあって、最初

は１人でも構いませんが何らかの形で発案して、それをほかの区民に呼びかけて議論をし

ます。そして、賛成する方の署名をつけて、議論の過程についての説明も付して発案書を

提出します。これが提出されたところで、区民からの求めに応じて区が適切に対応するこ

とになります。ここの段階では、例えばルールをつくっていく上で既存の条例等はどうな

っているのか、実際の公共施設のことであれば利用状況はどうなっているのかなどの情報

を得たり、専門的な見地からのアドバイスを求めたりすることが、この発案までのプロセ

スの間でも必要だと思いますので、区は適切な対応を行う責務があります。これらは、こ

れまで既に検討した情報の共有ともかかわるところですし、制度化の上では何らかの支援

が、例えば職員が相談に応じたり、出前講義の形で出ていくことが必要になるかもしれま

せん。情報共有というところだけで、そこまで含めて書き切れるか、あるいは、例示的な

形で支援の範囲を示していくことが必要になるかもしれません。 

 発案書が提出された後は、区民からの発案内容を公表し意見を募集します。ここからは

区が対応します。そして、発案者の提案趣旨を直接聞く機会をもつので、発案者の区に対

する説明を公開の場で行います。その上で、区の検討と意思決定ということですが、議会

の議決事項にかかわるもの、例えば条例化が必要なことであれば、今度は、区からそれを

議会に提案し、区議会において審議・議決を行います。その審議・議決のプロセスで、例

えば提案された区民からの意見を聞くような場を区議会として設けるのかどうかについて

は、区議会の審議の運営方法の中で区議会の判断で決めていただくことになろうかと思い

ます。 

 行政的な意思決定で関係することについては、ここまでのプロセスで区の検討と意思決

定を行って、その結果を発案者に通知し、区の決定内容とその考え方を広く区民に公表す

るという流れを制度化してはどうかというたたき台です。 

【渡辺委員】 区民発案のこういう仕組みがあることは画期的なことで、区民が何か提案

したら、手続を経て一定の決定を得る方法もいいとは思いますが、区民による呼びかけ・

議論、連署による賛同者の集約等々、手続のことを考えると、実現可能なことがあるのだ

ろうかと考えてしまいました。というのは、同じカラーの人たちが集まった中で一定の提

案が生まれるのはわかりますが、広く一般に呼びかけて、それが１つの地域の合意になる
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かというと、一体だれが呼びかけるのかから始めて、その会の進行はだれがやるのか、事

務局はどうするのか、会場はどのぐらいの規模をとったらいいのかとか、これはとても手

間がかかることだと思うのです。自分たちだけでこの手続を踏むとなったら、簡単なルー

ルでさえ提案できないだろうという気がします。 

【星野委員】 今、渡辺さんが無理ではないかと言われましたが、私たちが進めようとし

ていることがあります。基本構想のワークショップを終えたメンバーが「自治を進める会」

というのを立ち上げ、会議を何回も重ね、どういう動きをしようかと模索している中でそ

ろそろ動き出そうとしています。１つの地域を対象に、自分たちで町の調査をして、町を

活性化させるためにという意識のもとに、これから町にいろいろな提案をしたり、でき上

がったものを公表して広く中野区じゅうに呼びかけたりという、漠然としたものですがと

りあえずやってみようというものです。ただ、区としての仕組みができていない中で、私

たちが仕組みまでつくりながら、本当に受け入れてもらえるのかという不安があります。

そして、私たちがつくり上げる町の活性化の提案が、そこに住んでいない人たちの提案に

なるのですが、そういうものを受け入れてもらえるのかという不安もあるのです。自治基

本条例でその仕組みをきちんとつくってもらえることによって、私たちがやろうとしてい

ることが一歩先へ進めるのではないかと期待しています。ほかの自治体で、こういった形

でのまちづくりの提案が、全く住んでいない人のものであっても受け入れられたようなと

ころはあるものなのでしょうか。 

【廣瀬会長】 住んでいないという事例は、ないかもしれませんね。 

【星野委員】 全く住んでいないということではありませんが、住んでいる人たちだけで

考えたものではなくて、いろいろな人たちがかかわってそこのまちづくりを提案したとい

う意味で受け入れてもらえたところがあるのかと思い、お聞きしました。 

【谷本委員】 成功例として知っているわけではないのですが、実際、今のような例があ

ります。私は、都内の自治体の外郭団体が助成している事業の審査委員をしていますが、

その区域の町づくりにかかわる人たちであればＮＰＯ活動に助成するという制度があって、

区民に限らず、在学・在勤でも応募できる仕組みにしたのですが、やはり区民の公募委員

からは、「自分たちの町なのだから、外から入ってきた人に好き勝手なことを言ってもらい

たくない」という意見も一方でありました。ただ、初めから地域に入っていて、その地域

の方と一緒につくっていこうという連携を組まれているケースに関しては、理解があるよ

うです。私の個人的な見解としては、外から入ることは大事だと思っています。しかし、
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地域の方たちの主体性も尊重しつつかかわっていかないと、いきなり入ってきた人に、こ

この地域はこうするべきだと言われると当然抵抗が発生します。きっかけは外から入った

方がつくることは可能だと思いますし、８０年代の全国のまちづくりにしても、外から入

った人たちが仕掛けているケースもあったわけですから、最初の入り口としてどうやって

地域の制度をつくっていくかがかぎになると思います。 

【星野委員】 町会の方に協力をお願いをするという形で進めるつもりですが、もちろん

地域の方も一緒にどうぞという呼びかけはしていこうと思っています。 

【谷本委員】 地域の方がどういう印象を受けるかが、いちばん怖いところです。 

【廣瀬会長】 皆さん、この制度は非常にハードルが高いという印象を持ったのではない

でしょうか。率直に言って、フルにこのサイクルが回っていく例はそんなに頻繁には起こ

らないぐらいハードルは高いと思います。他方で、これに向けて努力をしていく、このハ

ードルの幾分かでもクリアしようという取り組みが進んでいった中で、区政に反映させる

べきものが出てきたときは、最初は区民の側で動き出したものでも、区から見てもこれは

価値がありそうだと注目した場合には、そこから後は、共同作業で区政の提案をつくって

いってもいいわけです。ただ、区の側としては、仮に特にそういう発想をしていなかった

としても、これだけのハードルさえクリアすれば、もはや絶対に無視はできません。きち

んと提案を受けて、それをほかの区民の人にも周知し、提案者からの意見も聞かなくては

なりません。そうした上で、区民の前できちんと説明できるような形で決定するところま

で責任を負うという形ですから、この中ですべての発案、あるいは区民の中から出てきた

いろいろな提案がすべてこの制度をフルに通った上で実現されなければ、途中で断ち切れ

てしまうというものではないと思います。 

【渡辺委員】 この制度を使って何かやってみようとか、事業を提案したいと仮に思った

とします。そのときに、だれに呼びかけるのかというところで疑問がわいてきます。例え

ば、区の施策の説明会をやったとしても微々たる人しか集まってきません。そうなると、

そこで話し合って半数が賛同したとしてもそれでいいのでしょうか。この手続の中に、影

響を受ける範囲は提案者が決めていいという文言がありますが、それでいいのだろうかと

いう疑問と、どの範囲までで賛同を得たことになるのかと、そこは非常に難しいところで

はないでしょうか。区民が集まって話してみるといっても、選ばれているわけではないの

で、あの人に託した覚えはないと思う方も大勢いるだろうと思います。その突き合わせが

地域なのです。だから、あまり強引に物を決められないことから、今までどおり、区役所
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のルールに従ってとなってしまう嫌いがあります。そこを一歩突き破るための仕組みは欲

しいのですが、区の職員がどのようにかかわるかにもよると思いますが、実現可能だとい

うことで提案しているのでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 確かに、ハードルは高いと思っています。例えば児童館につ

いて、自分たちはこういう提案をしたいというのは、オール児童館ではなくて特定の児童

館ですよね。その場合、この仕組みがあれば、地域の人に声をかけるにも、「中野のこうい

う制度を使ってみんなの意見を聞きたいので」と説明するのではないでしょうか。そこか

ら、今までなかなか話し合う機会のなかった人たちともコンタクトをとりながら、より広

範な人に呼びかけるのにはどういう方法があるのだろうかということも含めて、発意を持

った人たちが中心になって、知恵を出し合い、議論を重ねというプロセスがこの仕組みで

はとても大事なことだと考えています。そのプロセスが、自治そのものにつながっていく

でしょうし、そういう仕組みがあって、それにチャレンジしていくことが中野の自治の発

展にきっとなるだろうということで、１年にいくつも提案があるとは考えられませんが、

挑戦していくという積み重ねが住民の地域経営の力をおのずとつけていくことにつながる

ということで、ハードルが高いのです。 

【渡辺委員】 区民と区の職員とのかかわり方はどのように想定していますか。 

【鈴木政策計画担当課長】 事例によって違うと思いますが、裏面の「区民からの求めに

応じて適切に」ということであれば、例えば児童館ならば、ここの利用者の人たちとどの

ように話し合いを持とうかといった相談から、一緒に議論する中で情報を提供するといっ

たことは考えられると思います。ただ、毎回、職員がいなければならないということでも

ないと思います。今までも、住民の自主的な自治活動を側面支援するというところでは中

野区は一貫しています。そのために必要な学習の機会や情報提供を行政は進んでやりまし

ょうということでこれまできています。 

【谷本委員】 合意形成を地域の中で図っていくときに何らかの調整役は必要です。本来、

調整役は内部から出てくるのが一番好ましいことですが、合意形成の場で、異なる意見を

やりくりをしていくときに、必ずしも調整役はその中に存在するとは限りません。だれか

が調整役にならざるを得ないといったときに、これはある１つの役割として、行政職員が

調整役を担ってきた側面も否めないと思います。それが自治を阻害したという言い方もあ

ると思いますが、むしろそれは行政の職員という中立の立場でいるからこそ調整役に回れ

るということで、「側面支援」という言葉の使い方にもなるのですが、積極的に入っていっ
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て調整したり、その場にいて客観的な意見をきちんとサジェスチョンしたり、そういう役

割も側面支援の中に含まれると思います。 

 いわゆるボランタリーで無償の活動をしている人が、その調整役を積極的にできるかど

うかという話になってくると、かつては地域の中で、「長老」という言い方が適切かどうか

わかりませんが、例えば町内会の自治会長が積極的にそういう役割を担ってくれた時代も

あったかもしれませんが、今の時代において地域活動でその役割を担う方が、ボランタリ

ーな活動だけでやり切れるかというと、かなり厳しいと思います。 

 そうなったときに、やはり自治体職員の仕事の１つとして、側面支援を「引いて見守る」

という話ではなくて、「私も地域の人間です」というかかわり方がこれからはあるのではな

いでしょうか。つまり、そのために税金で職員を雇っているという考え方もあると思いま

す。そこは、今後、中野の中で地域の自治をどう運営していくか、非常に大きなかぎにな

ってくるところですし、「それは行政の仕事ではないから地域でやってください」となって

しまったら、協働という言葉はあまり使いたくないようですが、ある意味でその地域をど

うやって運営していくのか。つまり、行政という職場にいる人たちと、地域の住民と、そ

れから企業もあるでしょうし、そういったもろもろの人たちが一緒に地域をつくっていく

というのはどういうことなのかという原点にかかわる話です。 

 今、各地の協働の話を伺っていますと、行政が引きすぎてしまっているケースがかなり

あって、住民が、行政は何も見てくれなくなってしまうのではないかという不安感を覚え

ているところもあります。 

【田辺区長室長】 職員の役割も議論しなければいけませんが、星野さんが書かれた中に

ファシリテーターの養成講座の話がありましたが、事務局では、区民の人たちでそういう

役割を果たせるような人を育てていくことも必要ではないかという議論もしていました。 

【星野委員】 中野区になぜファシリテーターが必要かというと、他区では、豊島区も板

橋区も区民活動が結構進んでいます。中野区が他区と同等になるにはだれかの手助けが必

要ですが、その役割を担うのがファシリテーターだと考えています。ファシリテーターは、

地域活動もしていて、行政ともかかわり、両方をわかっている人がやらなくてはいけませ

ん。区民活動をしていくときには、そこが手助けをして調整役になり、何をやろうとして

いるのかを引き出したりまとめたり、連携をとる仲介が必要です。 

この提案の仕組みは、区民が行政へ発案するということを想定していると思います。そ

うではなくて、行政へ持っていく前に、こういう提案をしたいという思いのある区民が、

 6



相談ができる場が地域の中に必要だと思います。 

【渡辺委員】 ファシリテーターは職能なので、そういう中間支援型のＮＰＯなどがあれ

ば、その職能集団に進行を任せればいいと思います。調整役というのは、私たちが区の職

員に依存しているのではなく、自立してやろうと思えばやれるものです。しかし、それは

私たちのテリトリーの中での話です。もっと大きな話をしていく場合には、考え方がいろ

いろある中で、それを調整する人間が区民の有志だとしたら、話し合いがこじれたときに

うまくまとめられるのでしょうか。地元地域は力関係が大きいので、それをまとめるのは

ファシリテーターの職能の方でもいいですが、中立的な立場にいて全体が見渡せる区の職

員が必要だと思います。 

【内海委員】 全国的に、市民参加推進条例や協働の条例のなかで、市民参加や市民によ

る発意をつくり上げて、それを拡大していこう、それを支持していこうという動きが出て

きています。それを自治基本条例としてどのような形で保障していくべきかについては、

私もこの間いろいろと考えてきましたが、この仕組みはその１つの形ではないかと思って

います。これは、基本的な自治基本条例という規範の中で、区民と行政の役割を明確にし

て、その意見を実際に反映していく１つのプロセスを示しています。もちろん、自治基本

条例なので細かい内容は書けません。私は、こういった形を条例の中で見るのは初めてで、

自治基本条例で提案制度を設けているところはありますが、提案できるということで具体

的な合意形成の割合なども含めて書いているものはないですし、一方、推進条例において

は、協働の関係性や支援の方法は書いてありますが、自治として受けとめるというものは

ありません。そういう中間的なものを仕組みとして描いているという意味ではおもしろい

と思いました。 

 その反面、大和市や横須賀市で、市民参加推進条例の中で提案制度の運用にかかわって

いるのですが、最近、事業提案が出てきて、具体的にＮＰＯの方々が事業を行うというケ

ースが２年目、３年目になってふえてきています。一方では、政策提案もたくさん出てき

ています。それは自分たちが何かを一緒にやろうということではなくて、政策としてこう

いうものをやったらどうだろうかという提案が頻繁に起きてくるようになり、政策提案制

度もつくらなければいけないということで検討しているところです。中野区においても政

策提案があり得るのではないでしょうか。その意味でも、この仕組みはもう少し検討を深

めていく必要があると思っています。 

この仕組みに関して、気になる点が４つほどあります。 
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 まず、１の「区政に反映させる必要のあるもの」というのは何なのかというのが１点目。 

 ２点目が、２（３）の「施策等で影響を受ける」というものをどうとらえるか。これは

非常に問題ですし、この仕組みの急所にもなるでしょうが、ここが明確になれば制度とし

てうまく使っていけるだろうと思います。 

 ３点目が、裏面の（５）、２段目の「区民による呼びかけ・議論」です。この仕組みの趣

旨からいくと、能動的、あるいは自発的にやろうという一部の人たちの意見を充実させて、

それを政策に反映させていこうということでは、議論する際にいろいろな支援がなされな

ければいけません。その意味では、例えば条文として書くのであれば、発意を充実させる

ための支援の規定を一言入れておくと、条文上ではファシリテーターや場という言葉が出

てこなくても、それらを保障するようになっていくのではないでしょうか。 

 ４点目が、図の下の「区の検討・意思決定」というところです。確認ですが、「意思決定」

というところは区長が意思決定をするということですね。 

【田辺区長室長】 組織決定ということです。 

【内海委員】 そうですね。ですから、基本的にはあくまでも提案であって、区民は決定

せず、最後の責任は区長にあり、区長が選ぶか選ばないかということです。そのときに、

最後の「区の決定内容とその考え方の公表」とも関係するのですが、施策として受け入れ

られない場合は、それはなぜかという説明を明確にする必要があります。受け入れられる

場合でも、こういうふうにして受け入れ、どのように展開していくのかを示すことが必要

なのではないでしょうか。この仕組みも、そのあたりが明確になり充実してくれば、１つ

の新しい制度の形になっていくのではないかと思います。 

【藤原副会長】 これが前回から議論している住民投票の流れにあることはわかりますが、

特定の公共施設の運用方法等々をわざわざ書いているのは何か意図があるのでしょうか。

それは、指定管理者制度とＮＰＯが施設を運用するということまで念頭に置いているのか、

それとも、施設運用から始めようという意味なのか、どちらでしょうか。 

 ２つ目は、確かにいい試みですし、育てていただきたい試みではあると思いますが、先

ほど来出ている要件が問題になると思います。特定の地域の、しかもかなり特定のテーマ

に限って使えば、範囲はおのずと決まってくるし、半分というハードルはそれほど高くな

いと思います。ただ、最初の問題に戻りますが、「施設ですか」と伺ったのは、これは政策

の話に限ってないのでここには抽象的に書いてありますが、政策の話になってきたら、影

響を受けるところの半分というのは、特定のテーマの特定の施設の運用という話ではなく
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なってくると思います。もしそうなってきたときには、半分というのは、「地方自治法の要

件さえ一番きつくて３分の１なのに」という話は必ず出てくるので、どうだろうかという

感じがします。ですから、どこに使うかを決めてしまい、自治基本条例に載せて、中野区

の中での地域合意をとるための新しい手法を開発していくという立場でスタートするのか、

もう少し大きな枠組みで自治基本条例に書き込むのかで少し違うという気がします。 

【伊丹委員】 今の「その施策等で影響を受ける区民の半分以上」という問題については、

全区民が対象になると、３０万人の区民がいるとして１８歳以上は２０万人以上にはなる

のでしょうか。それに全部及ぶ可能性があるとすれば、１０万人以上の同意を得なければ

いけないということになります。こうなってくると、ファシリテーターとか調整役という

以前に、その中で議論をしている人たちがどこかで客観的に審判みたいなものをやっても

らいたいと思う可能性は十分あります。その役割は区の職員が適任なのかもしれませんが、

客観的に冷静に判断して議論の道を進めてもらえるようにすることが必要だと思っていま

す。 

 もう１つ、以前に、地権者の権利をどうするかという問題が大きいという話がありまし

たが、非常に切実な問題です。私が住んでいるところは代替わりや高齢化が進んで、区分

所有者という今は区外に出た方が、管理組合の総会になると出てきて、いろいろ自分たち

の意見を通そうとします。そういう利害関係者を調整していく機能が必要だと思います。

この点も含め、施策が及ぶ範囲とは一体どの程度の範囲なのか、母集団として分母にはど

のぐらいの人数がくるのか、そういうことも判定できる機関があったらいいと思いました。 

【石神総務部長】 区民が発案したときの受け方として、自治体自身がもう少し柔軟な受

け口を持つこと、話し合いをしたときに、行政がいろいろなことへ支援を義務づける形で

話をしていく、間口を広げることが必要だと思うのです。今までだと、施策をつくり、説

明して、全部行政がやっていましたが、区民としてはそれではなかなか納得ができません。

もう少し議論した上で、もう少しいいものをつくりたいという話が十分聞かれないまま手

続だけが進んでいってしまうことに対して、ちょっと待てよという提案なのだろうと思う

のです。１つは行政側の柔軟さを求める規制があり、もう１つは、住民が判断をして提案

ができる仕組み、その両方があるのではないでしょうか。 

 それから、この案は施策の発案のしくみですが、政策の発案の場合には少し違ってくる

のではないでしょうか。政策提案としてアイデアを出したときには、行政がきちんと受け

とめて応えていく、できないものはできないと説明する、それが行政に義務づけられない
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と、知らないうちにどこかに消えてしまうということになりかねません。 

 もう１つが、まちづくりのような形で手続が別個に必要なものがあります。それはそれ

できちんと用意しなくてはいけないと思うのです。行政の役割としてきちんと用意しない

からまちづくりもうまくいかなかったり、個人の方が困ってしまうということが出てきま

す。自治基本条例で全部を解決しようとするのではなくて、もう少し行政側に柔軟さを求

める部分をしっかり手続に置いておかないと、こういう手続がなければ受けませんという

形では行政は楽をしているように映ります。 

【藤原副会長】 今の点に関連して言えば、住民の意向を酌む大枠をつくるというのは非

常に大事なことで第一歩としてはいいと思いますが、発案にあたっての要件などを見てい

ると、かなりかたいという感じがします。 

【廣瀬会長】 これは、発案者側だけを見ていると、非常にハードルが高くてかたい制度

ですが、もう一方で、施策の各段階における住民参加を十分にするというのは、行政側の

責務として、区側の責務として、１つの車輪として規定されています。ただ、その場合に

は、区政運営の中で、きちんと住民に説明し、住民の意見を聞かなくてはいけないという

イニシアティブが区の側にあります。そうではなくて、イニシアティブが区の側にない領

域から新しい提案を出したいときに、例えば区民サイドで発案し、議論の途中で一定の支

援を区から受けながら、地域やテーマを持ったグループの中で合意がつくられていき、そ

れを区に提起した場合には、それはきちんと正面から受けますと。ただ、すべてここまで

きちんと受けるという形の義務づけは厳しいので、ただ提案できますというだけになると、

今度は目安箱みたいになってしまう可能性もあります。ハードルは少し高いけれども、区

民の側が主体的に頑張った場合は、とにかくきちんと制度的に責任を持って保証できる形

で受けますというのをつくります。この二輪を合わせることによって、もう一方の側でも

柔軟に区民の意見に耳を傾けながらということにはつながっていくと思います。 

【藤原副会長】 頑張れというのはよくわかりますが、施策等で影響を受ける区民の半分

というのは頑張りすぎだと思います。 

【星野委員】 区民自身が発案して区民に呼びかけるときですら、どうやって呼びかけた

らいいのだろうという人が大勢いると思うのですが、区民の半分の賛同を得なくてはいけ

ないというのはとんでもなく大変ではないでしょうか。もう１点気になるのは、発案でき

る人は１８歳以上と年齢が明記されていますが、子どもや青少年の意見を吸い上げるのが

地域ではないかと思います。子どもが行政の中央まで来て意見を言うことはあり得ません
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が、地域の中で区民の意見を聞いたり提案をしたりするときは、青少年や子どもたちも意

見が言いたいと思ったときに、１８歳以上と区切ってしまうことが、中野区独自のすばら

しい新しい区民合意のしくみをつくるのに、足かせになりはしないでしょうか。議案によ

っては、青少年や子どもも提案ができるように少し緩やかにしてほしいと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 テーマによって、年齢もきっと変わるだろうという議論はし

ていました。 

【谷本委員】 ハードルが高いというのは、私もひっかかっていました。区民が施策を発

案する仕組みが必要だという大前提はあります。その際、要件が必要だということもわか

りますが、ここでなぜ区民の合意が必要なのかということです。つまり、この制度が求め

ているのは、区民が合意をする仕組みをつくりたいのか、区民が提案をする仕組みをつく

りたいのか、両者がまざってしまい、区民合意の施策提案になっていることで、合意があ

るから前提として半数以上の賛同が必要であるという条件が出てきているのかという気も

しました。 

 例えば児童館の利用者にかかわる話であれば、過半数の合意を得ることは、やってやれ

ないことはないだろうと思いながらも、例えば図書館のように不特定多数の人たちが利用

する場所では、利用者の半数の同意をどうやって得るのでしょうか。つまり、議論の場に

入ってくれるかどうかがまず前提としてあるわけで、半数の合意が果たして必要なのでし

ょうか。人数の要件であるとか、もう少しハードルを実現可能なレベルに下げたほうがい

いのではないかと思います。 

【藤原副会長】 施設が云々というのに最初にこだわったのは、今の意見と一緒で、外国

のイニシアティブなどは、普通、人口何人までは何％という人口比になっています。重要

な案件で人口が多くなれば、相当なパーセンテージになりますが、そうでないものは提案

という方面を重視するならば、１０％の署名を集めてきたら立派なものだから行政として

対応するというのにするのか。そうではなくて、もう少しがっしりした仕組みにしたいの

か、そこの辺りがよくわかりません。年齢については、子どもの意見は大人が聴けばいい

ので、行政は大人がすればいいと私は思っています。 

【鈴木政策計画担当課長】 先ほど、政策提案に重きを置くのか、住民合意に重きを置く

のかという話がありましたが、私たちは、区民合意の仕組みづくりという言い方を当初し

ていました。ですから、政策提案を広く求めるためではないのです。基本的に自治の営み

の実践があって、その中から出てきた発意が、行政に関係する部分、区の今やっている仕
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事の変更や修正を求めるとか、そういうもので初めてここで接点が出てきます。ですから、

この表現が適切でない部分があるかもしれませんが、区民のいろいろな取り組み、区民の

意思の一定の合意の結果、行政に対して、住民の総意を受けとめる仕組みをつくろうとい

うのがねらいだと思っています。公の施設の運営について指定管理者になるのではないか

という話もありましたが、地域の区の直営の施設であったとしても、そこで何か地域の人

たちが事業をやる場合に、その地域の中で合意を得た提案として、施設の運営時間などを

変更したいということを想定しています。ですから、中野区全体のテーマは、この制度上

では大変なことですが、いろいろネットワークを組むことによって、また、いろいろな組

織が地域やコミュニティが多様にあるので、全くなきにしもあらずだと思っています。 

【藤原副会長】 基本的には、地域内における先ほど申し上げたようなテーマについて、

地域内分権というか、地域内で合意をするためのツールであるところまではわかりました

が、最終的には、区の意思決定があった上での条例化なので、ここは決定をさせるわけで

はありません。そこで決定できるというハードルならば、半分というのはルールとして１

つありますが、そこで完結するという話ではないので、今の地域内分権の話だとしてもハ

ードルが高いのではないかという気がします。 

【田辺区長室長】 ただ、反対に提案を受け取る仕組みなので、半数が適切かどうかは別

にしても、集まってきたものについては、私たちとしてはそう簡単に無下に否定はできな

いだろうと考えています。 

【廣瀬会長】 半数というのは、もうここまで出てきたらよほどのことがない限り否定は

できませんよというぐらいの設定ですね。 

【藤原副会長】 半数というのは、事実上の拘束力があるという感じがします。 

【内海委員】 実質的には、区民の発案の段階で受け取るというか、検討し始めるという

ことですね。 

【田辺区長室長】 先ほどの目安箱ではありませんが、いろいろなかかわりがある中でこ

のしくみが１つあります。いろいろな政策形成過程の段階で区民参加をしていくというの

も１つの手段です。 

【渡辺委員】 私は自治というものは、住民がやっているのを区政が見守るというのでは

なくて、行政体と一緒にやることだと思っています。私たちが自立的にやっていく上で、

区の職員が地域にいてくれるのはとてもありがたいことです。みんなでどうしていこうと

いうものがあったときに、そこに一定かかわりを持ち合意までいくのだったらいいのです
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が、住民だけでやろうとしたら大変なことです。 

【内海委員】 この手続は、２つの仕組みがあるのではないでしょうか。 

 １つは、連署までのプロセスです。このプロセスで自分たちが考えている、あるいは団

体が考えていることを区民に公表するだけでも、ネットワークができたり、同じような考

えを持っている方々と議論が始まります。さらには、この区民の発案を行政側が真摯に受

けとめてくれるとするならば、この「呼びかけ・議論」で充実した参加というか議論が始

められます。その議論によってネットワークも広がっていき、理解が深まります。ひょっ

としたら、最終的には政策反映につながらなくても、いろいろなものを生み出してくる可

能性があるのではないでしょうか。そういう意味では、１つ目の上の「連署」までのとこ

ろについては、できるだけ議論の内容をオープンにしていく、あるいは、手厚い議論の場

を設けていくというのが重要なのだろうと思います。 

 もう１つが、先ほどから議論になっていた、連署をして、合意形成を図って、意思決定

をしていくという部分ですが、やはり区民の半数以上というのはかなりハードルが高いで

す。ハードルの話でいくと、地方自治法レベルでは３分の１という話だと思いますが、ま

ちづくりの分野ではハードルがいろいろな形であり、地区計画は１００％です。ただ、そ

れは申し出制度の段階で８０％ぐらいの合意で申し出て都市計画決定していくという話で、

それが最近、都市再生などで提案制度がありハードルが下がってきています。それが地区

の３分の２という形になっています。さらに条例などでは、ある一定の地区に限定しない

テーマ型のまちづくりなどがあります。逗子市などが条例で定めているのは、例えば川で

あったり、重要な木であったり、全市的にかかわるような問題については、市民の５０分

の１の連署で計画に反映するという形になっています。例えばマスタープラン、計画など

に、その木は重要なので位置づけるという形です。そのあたりなどもこの対象範囲に入っ

てくるとすれば、単に政策におけるハードルということだけではなくて、いろいろなハー

ドルのあり方が内容によってはあり得ると思います。 

【藤原委員】 ただ、この条例は合意に重点がありますが、合意にしても、選挙のフィク

ションは投票率掛ける過半数です。それを考えれば、これは全住民の半分です。選挙と比

べてもどうだろうかという理屈として残りますが、このしくみはお金が絡む話は対象にす

るのですか。 

【田辺区長室長】 予算などですか。 

【藤原副会長】 そうです。「事業の創設・変更」と書いてあります。 
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【田辺区長室長】 予算が伴うものも対象です。 

【藤原副会長】 ということは、例えばある特定の地区で、駐輪場についてそこだけは無

料にしてほしいという要望があったとします。そこの人たちは、無料にする話ですから、

圧倒的同意を集めてきた場合は、これは逆に、最後の３段ぐらいのところでチェックがか

かるという話になるのですね。 

【鈴木政策計画担当課長】 発意になじまないというか、法律で禁止されていること、使

用料・手数料にかかわること、あるいは税金にかかわることなどは除外するというのは、

想定はしています。 

【藤原副会長】 それで、最初、「住民投票の延長か」と申し上げたのはそういう趣旨なの

ですが。 

【内海委員】 個別の財産権を侵害するようなこともひょっとしたらあり得ますね。１番

目に指摘させていただいた「区政に反映する必要のあるもの」の内容がイメージできない

ので、ハードルもイメージできないというところです。 

【廣瀬会長】 ハードルも、例えばまちづくり関係で財産権に対する制約をかけることに

つながる部分などはもともとハードルが高くて、提案するだけでも３分の２という形です。

それは、それだけの重い結論が待っているからで合意のハードルも高いのです。それに対

して、政策としてどうかという是非の判断を、政策決定権を持つ者が最終的にするような

計画に反映したり、条例を制定したりということであれば、従来の条例制定などでも５０

分の１でいいわけですから、そういう提案型であれば少しハードルが低いだろうと。それ

から、私権制限等の部分についていうと、かなり重いハードルでないとそう簡単には受け

られないということがあるでしょうし、このハードルの設定の仕方は、性質によって多様

性が必要なのかもしれません。 

【田辺区長室長】 今、事務局の中で議論しているのは、施設の統廃合反対というのがど

うなのかという点です。 

【橋本総務担当参事】 この流れだけを見ていくと、どちらかというと、提案型の流れか

という感じがします。ある一定の連署を集め、条件が整えばきちんと意見を公表できる、

また意見を求められる。それからもう１つは、公開の場で区に対して説明ができる。それ

を受けた区は、意思決定するかどうかはともかくとして、最後のところで、区の決定内容、

あるいはその考え方について、責任を持ってきちんと応えていかなければいけないという

ことで、後段の部分は、１つの提案型の部分だろうと思います。 
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【藤原副会長】 私は最初にそう思いましたが、考えているのは提案型というより合意に

重点を置いているように感じました。思いはそれぞれ詰めていけばいいと思いますが、条

例化が必要な事項について議会が拒否したり、意思決定を区長にしたりというところにも

う１つ矢印を引いて、その場合は直接住民投票をやるという例は、外国にたくさんありま

す。ですから、まさしくおっしゃったような提案型で、それを途中で切ったものかと思っ

ていました。しかしながら、提案された側はそうではなくて、地域内における合意形成と、

そのハードルという話なので、読んだときには事務局が意図したものには受け取れません

でした。非常にいいものだと思いますが、実際に立案者が意図したように使われないかも

しれません。このままでは提案型という運用で使われるという問題があるので、そこは、

当初意図したものでないのであれば、当初の意図のような流れにすべきでしょうし、この

ままでもいいのであれば、今おっしゃったような受けとめ方はあり得るということも最初

から計算に入れておいたほうがいいのではないかと思います。 

【内海委員】 今言われた流れで、政策提案的なものが住民投票に流れていくことは、１

つの道筋としてあるだろうと思い聞かせていただきました。もう一方で、地域を限定した

とき、特にまちづくりの場合が多いのですが、この仕組みにもうワンクッション、連署を

する前に、一定の地域の協議会を立ち上げるということが入ります。地域の協議会を立ち

上げることで、その範囲が決まります。そうすると、連署の割合も決まってくるという形

で、地域が連署に当たらないものを地区とか地域に限定する場合は、前段で母数を設定し

てしまうというやり方をとる場合もありますが、それは今の政策提案から住民投票とは違

う流れのものだと思います。イメージされているのがどういうものなのかがわからないの

で、そういう方法もあるということで、１つの方法として提案したいと思います。 

【渡辺委員】 協議会が立ち上がるのであれば、住民が自分の思うところに呼びかけるこ

とでその後の手続につながりわかりやすいです。 

【星野委員】 協議会が立ち上がると、その後の仕組みは楽になるかもしれませんが、協

議会をつくるのに発案者がとても大変な思いをするという部分が出ますよね。 

【内海委員】 そうです。そこが一番のハードルになるのです。 

【星野委員】 そうなると、区民の自由な発案が少し抑えられてしまうのではないでしょ

うか。そこは気をつけていただきたいと思います。 

【内海委員】 ですから、どちらかの形になると思います。政策提案であれば、区民が個

人で、割と自由に提案できることになります。 
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【星野委員】 このしくみを見たときに、個人の意見や小さな声でも区のことを一生懸命

考えている人たちの意見はどう吸い上げてもらえるのだろうかといった部分でとても不安

になりました。せっかくつくるのに活用されないのではないかという部分もあるので、相

談窓口のような受け皿的なものがあるといいと思っています。 

【田辺区長室長】 このしくみは、一定の地域やテーマを持った人たちの集まりが、その

地域で生活していく上で独自のルールを提案する制度です。そうやって地域の中で暮らし

ていく中では、区に対する一方的な提案だけではなくて、ある程度地域の合意がないとそ

の後うまくいかないと思います。あまりいい例が思い浮かびませんが、ごみの収集のあり

方や街路灯の問題など生活密着のイメージでそもそもは議論していかなくてはいけないの

ではないでしょうか。 

【藤原副会長】 問題はこの文言が、区の一定の地域について、過半数の賛同を得て自分

たちがやりたい方法があるのだから区は認めてくださいという意味での合意形成を認めま

しょうということだと読めるかどうかです。ただ、おっしゃる意味は、今までの議論で非

常によくわかりました。つまり、特定の地域なり特定のテーマで、中野区以外のルールを

使いたいという人がいたときに、あるいは一般的な区全体のルールをつくりたい、オール

中野ではなくて、自分たちは自分たちのルールでやりたいというときは、せめて半分の我々

の仲間が合意しているのだから区は認めろという手続であると、そんなイメージでとらえ

ればよろしいのですね。 

【鈴木政策計画担当課長】 中野区内の地域特区のイメージです。 

【星野委員】 一定の地域という話がありましたが、現在でも地域には、町会、地区委員

会、住区協議会といろいろな組織がありますが、全体のことを考えるのは住区協議会とい

う認識で生活しているのですが、例えばそういう組織を別につくるということでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 一定の範囲といっても、スケールはいろいろです。ですから、

既存の団体だけでなくて、日常の暮らしをスケールにとった場合に、それは商店街の５０

メートルぐらいの距離の人たちの関係もあるかもしれませんし、数軒のことでも私的自治

の範囲にとどまらないような提案や自治の実践の結果が出てくるかもしれません。 

【星野委員】 そうしたら、例えば少人数で「こうだよね」とか、立ち話で「ごみの出し

方がとても変だよね」というような話になって、「これをどこかに提案しないとね」となっ

たときに、この表を見てどこが受け皿になってどう進めていくのか、区民の発案はあって

も、どう地域に呼びかけるのか、そこでどう議論するのかなどがわかりません。 
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【鈴木政策計画担当課長】 例えばごみの収集であれば、週３回収集をしているところが

「いや、うちはもったいないから週１回でいいよ。だけども、その１回は夜間にしてほし

い」などの意見があったときには、まずはそこの集積所を使っている人たちに呼びかける

のではないですかというようなイメージで話しているのです。 

【星野委員】 それはわかります。仕組みなのに仕組みが見えてこないということを言い

たいです。 

【廣瀬会長】 だれにどう呼びかければいいのか、「呼びかけ」と単に書かれていても見え

ない、そういうことでしょうか。 

【内海委員】 しかし、あまり細かく固定化してしまうと対応できなくなるので、このぐ

らい緩やかにしておいて、運用上、規則やガイドラインのようなものでいろいろなケース

を想定して設定してみたらどうでしょうか。 

【廣瀬会長】 あるいは、個別に相談に応じる、例えば「その議題だったらこういう範囲

の人に呼びかけてみられたらどうですか」というような機能が区の中にあるといいのかも

しれません。 

【内海委員】 むしろ、条例上そういうものを位置づけたり、呼びかけと議論のところで

支援などをうたっておくと、いろいろな柔軟性を持って具体的な仕組みになっていくので

はないでしょうか。 

【藤原副会長】 もしそういうことを実験的にやってみるならば、多数決で侵害できない

ものがあり得るということだけはどこかにきちんと明記しておいたほうがいいと思います。

母数が小さくなってきて多数決というのはある意味危ないところがあります。 

【廣瀬会長】 全員一致につかなければならないという無言の圧力というのが一番厳しい

ですからね。 

【谷本委員】 例えばその地域で１区画は「週３回ではなくて毎日集めに来てくれ」、「戸

別収集してくれ」という意見も出てこないとも限らないですよね。 

【内海委員】 それは意思決定のところで、あるいは、全体の公共性との関係で公正では

ない、公平ではないという話で断ることはできますね。 

【谷本委員】 特定の地域だったらそれを断ることはできると思いますが、それが拡大し

て全区的な話になったときにはどうなるでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 特定の地域の案件でも、広く全区民から意見を聞く場は設け

ますので、その中で出てくるかもしれませんね。 
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【伊丹委員】 先ほど、ゲームのなかで審判みたいな人がいてくれるとありがたいという

ことを言いましたが、一方で、非常に能力のあるプレーヤーがプレーをしやすいような場

が必要だと思います。発案というと、組織のなかでは「実用新案」や「特許の対象になる

発明」などがまず思い浮かびます。わが国では、「個」と「組織」の関係では、どうしても

「組織」が優先され、たとえ異質ではあっても優れた発案を拾い上げるという対応が苦手

です。これは、日本の評価制度に問題があると思っていますが、ノーベル賞受賞の田中さ

んや２００億円訴訟で有名になった青色発光ダイオードの中村さんは、外国で評価されて

成果が認められた良い実例です。信頼できる機関で、簡単に相談に乗ってもらえるという

道でもいいと思いますが、そのようなことがないと数は力なりということで片付けられて

しまい、個人のすばらしい発案が埋もれてしまう恐れがあると思います。 

【渡辺委員】 地域の提案を、区民同士で地域の合意をしてから区に持ってくるというこ

とは、そこでふるいにかけることであり、新しいことや今までにない考え方で何かを発案

したいときに、住民の合意はなかなか得られないと思います。いきなりトップへ行ったほ

うが話が早いということはたくさんあります。合意形成が付加されているという意味では、

当然のものしか拾っていかないのではないかという危険性もあります。このやり方と、も

う１つ一本釣りできる仕組みと、その両方がないといけないのではないかと思いました。 

【石神総務部長】 この図の流れでいくと、自治の流れなので上の４つ目までは間違いあ

りません。その下の流れは、今の仕組みの中でいえば、議会への請願・陳情など、いろい

ろな形の戦略があります。ですから、この新しい流れで発案した場合には、請願・陳情よ

りももっと実現性が高いというメリットがないと、つくっている意味があまりなくなって

しまいます。（５）の③では、やらないという意思表示が幾つもみられますが、考え方とし

ては「区民の合意結果を反映させる」であり、逆に言うと、やるのだろうと思います。や

れない場合にはきちんと説明するという形にしないと、区の側に選択肢はないはずです。

やった成果を行政が受けざるを得ないという仕組みにしたほうがいいのではないかという

感じがします。 

【藤原副会長】 私もそう思います。そうであるとすると、半数の同意というのは、事実

上の拘束力が働くのにという主張を認めることになり、行政の側に選択の余地がなくなる

ような気がします。合意をとってきたものについて反映させるという仕組みですから、逆

に、なぜ反映しないのかについては相当きっちり書けなければいけません。もう少しそこ

をやわらかく、「こういう修正でどうですか」とか、「その前の段階でどうですか」などと
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できるような余地はあったほうがいいと思います。 

【谷本委員】 いろいろなチャンネルをつくって１人だけでも発案ができるという話をト

ータルで考えたときに、この表題は「区民合意の施策発案のしくみについて」となってい

ますが、むしろ区民合意を経た提案については特別な扱いにしますという位置づけなので

すよね。ですから、そういったことがわかるような書き方、この仕組みは、一般の１人の

方が発案するよりも地域の合意を経ている場合は、行政側としてもきちんと対応するもの

ですという意味に書きかえたほうが、今後皆さんで検討するのでもわかりやすいと思いま

す。 

【廣瀬会長】 区民からの意見等への応答義務は、以前に議論した区政運営の原則の中に

もう入っています。ここでは、それとは違う、地域で合意をつくってきた場合にはどのよ

うな受けとめ方をするかということが必要です。ただ、それでもできないことについては

もう少し明確に書く必要があります。財政についてはここに書かれていますが、公正さ等

にかかわることやどうしてもできないことはあるでしょうから、何でもやらないで済ませ

る理由に使われては困りますが、行政、あるいは自治体という立場からするとこれはでき

ないという基準は示した上で、そうでないものは「最大限」というか「可能な限り」と書

くしかないのでしょうね。 

【渡辺委員】 私がイメージしたのは、まず議論を呼びかけても人が来ない、集まらない

ということです。その次に、つじに立って署名を呼びかけることをしても、半分以上集ま

らなければいけないわけです。それで、だめだなと思ったのです。考え方が違う方が一緒

に集まっているのが地域ですから、その中で今までは穏やかにやっていたものを、署名を

訴えられたときに反対したら、「あの人は違う」という色分けになってしまうと思うのです。 

【藤原副会長】 そうお考えになるのは、この案にまだ詰めるべきところがあるからだと

思います。このしくみで念頭に置いているのは、みんなの合意が得られやすいような地域

のテーマについては、区にもっと簡単にものを申せる制度ができるというイメージから始

まっているという気がします。一番難しい例から考えていらっしゃるだろうから。 

【渡辺委員】 独自の発想を提案していきたいと思ったときには、多分、合意は得られな

いでしょう。ただ、今まではどこに持っていけばいいのかわからなかったこともあるので、

手がかりにはなると思っています。 

【内海委員】 「どうなってしまったの？」ということって結構多いと思うのです。この

しくみで発案すれば、連署までいかなくても、発案の段階からそれがどうなっていくのか
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が見えてくるのではないでしょうか。そこが非常に重要だと思います。 

【石神総務部長】 手続を明確にすることがブラックボックスをなくすことにつながりま

す。そうなれば、何をやっているかわからず、結論だけが出てくるということがなくなり、

どこの段階で何がつくられるのか見えてきます。 

【星野委員】 どんなにいい提案であっても、だれか聞いてくれる人がいなければ表には

出ません。例えば子どもに関すること、一部の世代のこと、また違う視点からものを申し

たいときに、どこに発案したらいいのか、どうやって仲間を集めればいいのか、そういう

ことがわからない方も大勢いると思います。活動の母体があれば、そこで発案ができます。

そういうことから、区の支援が受けられる相談窓口があったほうがいいと思います。 

【田辺区長室長】 これは、先ほど星野さんがおっしゃった、場がどこか必要ではないか

ということだと思うのです。どんなことが想定されるのかわかりませんが、どこかそうい

う場があったほうがいいと私たちも思っていますし、職員が適切なのかわかりませんが調

整役も必要だとは思っています。 

【星野委員】 この表の流れはとてもわかりやすいのですが、「区民の発案」という最後の

１行がなかなか見えてきません。 

【廣瀬会長】 「呼びかけ・議論」ということのギャップ、これをどういうプロセスでつ

なげていくかですね。 

【石神総務部長】 ここで職員がどのようにかかわるのか、しっかりフォローするという

保障がないといけないのかもしれないですね。そこに言えば、人を紹介してくれたり、必

要な資料をくれたり、呼びかけるときに場が提供されたり、ホームページへ載せられると

か、そういうことが必要なのでしょう。 

【田辺区長室長】 地域センターのこれまでのかかわり方ではない、職員のあり方という

か役割をきちんと見せていかないと当然不安になりますよね。 

【星野委員】 やるのは区民なのですが、行政に口を出されることを区民は嫌がると思い

ます。そうではあるのですが、ある程度、相談窓口や場の提供など、今までと違う形の支

援をぜひ望みたいということだと思います。 

【谷本委員】 今後、自治基本条例ができた後の運用の話になってくると思いますが、た

だ、そろそろ来年度の組織体制を考えるでしょうから、そのあたりを念頭に置いて、自治

基本条例の運用をサポートするような組織というか、区民がそこに行けばとりあえず相談

ができる、次の手続がわかるというところを確保していただけると、この成果がより生き
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るのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 他方で、受け皿といったときに、課題が先にあって初めて範囲ややり方が

決まる部分もあって、課題より先に、例えば地域割りなどで設定をすると、逆に場だけが

あって議題があいまいなままに論議だけがされるということにもなりかねません。そうで

はない形をつくりたいというものも反映されているのだと思うのです。そこは、実際の設

計上は難しい面でもあります。ただ、非常にいいアイデアが出てきたときに、そのアイデ

アをつくることが得意な人もいれば、それを広めて合意をつくるのが得意な人もいます。

そういう間の取り持ち役というか、そういう部分についての支援も必要になってくるだろ

うと思います。 

【藤原副会長】 無難なモデルを既に念頭に置いているならば、抽象的な形で書いてあげ

ると一番いいですね。仮想事例として、このような流れで使えることがありますというふ

うに。 

【星野委員】 これから地域で何かをやるときに、議案によっていろいろな組織ができて

くると思うのですが、そうすると、その地域だけではなくて、違う地域の人たちと一緒に

なってやっていくことがこれから多くなります。そういう面からも相談窓口というのは本

当に必要だと思います。 

【渡辺委員】 この提案の仕組みのいいところは、匿名制ではないことです。だれが言っ

たのか、どこへ行ってしまったのかわからないという扱いではなくて、言った者に返って

くるという公開性を重視してほしいと思います。そうしたら、これはそぐわないだろうと

いう意見に対しては、区民から「それは違うだろう」という声が上がると思うのです。 

【廣瀬会長】 表現の仕方、趣旨がきちんと伝わる書き方をすること、あるいは、運用に

向けてどういう要素が必要か等も含めて課題がだいぶ見えてきました。あとは、すべて半

分以上の同意が必要であるという合意のハードルのつくり方、範囲の判断については確か

に難しいところで、ここについては若干の検討の余地があると思います。特に、権利制限

とのかかわりで、重みづけはある程度差があるべきなのではないかという気がしました。 

 それから、ここは住民ということになっていますが、利害関係者という枠をどこかに置

くべきものも出てくるのだろうと思います。制度化するときにどういう形でそれを盛り込

めばいいかはまだ検討課題で残っています。 

 先ほどから繰り返していますが、いろいろなチャンネルが置かれる中の１つとして、区

民の側が主体性を持って一定の合意をつくってきたものについては、それ以外の形の参加
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のチャンネル以上にきちんとした形でそれを重んじて受けとめる。それを受けとめられな

いような場合があるとすれば、どういう場合には自治体は受けとめられないのかについて、

ここでは財政だけになっていますが、公正さの問題や、踏まえなければいけない原則につ

いて明記をする。しかし、それをクリアしていれば、よほどのことがない限り、きちんと

受けとめるものとして扱うことがはっきりわかるような位置づけの制度を盛り込んでいっ

たらどうか。それに一定の意義があるのではないかという議論であったと思います。 

 ＜前回、区民委員の方へ依頼していた、地域における住民の側での取り組みや合意につ

いての具体例や問題提起の紹介 略 ＞ 

 どういう要素を条例に盛り込むかについての第１段階としての議論は、これで終了とな

ります。１０月 7 日と２１日の２回を使って、全体を整理しなおして答申の形に持ってい

きたいと思います。では、以上をもちまして、第８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。 


