
第９回 仮称中野区自治基本条例に関する審議会 

 

○日  時 ２００４年１０月７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） 

 

＜議論内容＞ 条例の目的 

【廣瀬会長】 第９回の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。 

資料１は、仮称中野区自治基本条例に関する審議会の答申案のたたき台といいますか、

ここまで議論をしてきた内容を踏まえて、もう一度全体を整理して、答申の書式に合わせ

て確認用につくられた資料です。答申案の１ページ目が白紙ですが、それについての説明

は資料２の冒頭に書かれています。諮問事項は、「中野区の自治の発展の方向」と「中野区

自治基本条例に盛り込むべき内容」についての２点なので、答申も２つの項目になります。 

 ここまで議論してきた中身全体が中野区の自治の発展の方向ではあるのですが、文章に

まとめるという形では議論してこなかったので、今日は、どういうまとめ方で方向を打ち

出すかについて意見を出していただきます。 

 では、資料１の２ページ目から議論を進めていきます。議論のポイントについては、資

料２のⅡ－１に書かれています。 

まず、「１－１ 条例の目的」です。たたき台の議論を始めたときには、条例制定の目的

は「中野区の目指す自治の基本原則及び、これを達成するための制度を明らかにする」こ

とを明確にすることを主な目的にしていましたが、それをここまでの議論を踏まえてまと

めたものです。前段では、中野区の自治の基本原則をうたうことと、区民の権利及び責務、

区議会の役割と責務、執行機関と役割と責務、行政運営の基本原則、区民の参加と情報共

有に関する基本的事項などについて定めたということを示した上で、最後の２行で何を目

的として条例を策定したかというまとめの提案をしています。最後の「豊かな区民生活」

という言葉自体は、ここまでの議論で、このフレーズで出てきたことはなかったと思いま

すが、いろいろな形で議論されていたことを何か一言で表現するとすれば、こういう形が

あり得るという提案ということになります。 

 要旨としては、区民の意思の反映された区政ということ、区民の自治の活動を推進する
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ということ、具体的にはその２つを推進していく仕組みを定めることによって、中野区と

いう地域における豊かな区民生活を実現していこうということです。 

【内海委員】 この条例の目的は非常にわかりやすいものになっていると思います。「区民

の参加を保障する仕組みの基本事項」については、いろいろな仕組みを議論してきたと思

いますが、基本的な考え方は、「市民の参加と情報共有に関する事項」だけにとどまってい

るように見えるので、枠組みの中で書いてあるような広い範囲の内容、あるいはさらに具

体的な内容を書き込んだほうがわかりやすいのではないかという気がしました。 

【廣瀬会長】 例えば７の１から２、３と細かく見出しがついていますが、こういったこ

とを挙げていったほうがわかりやすいということですか。 

【内海委員】 はい。⑥で具体的な項目を例示したほうが、基本的な考え方全体の枠組み

を理解してもらう意味ではいいのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 「条例の目的」として枠でくくったところは、それをもとにして条文を起

こしていくようなイメージで書かれていると思うのです。下の基本的な考え方は、さらに

こういう考えでこういうまとめ方をしましたという説明になります。内海委員のご意見は、

基本的な考え方ももう少しきちんと説明をしたほうがいいということでしょうか。 

【内海委員】 そうです。枠の中は非常にわかりやすい内容になっていますが、基本的考

え方もわかりやすくしたほうがいいと思います。 

【谷本委員】 １点、だれが推進するのだろうというところがあります。下から２行目の

前半「区民の意識を最大限反映させた区政を行う」ということは１つの事項としてあると

思いますが、後半「区民の自治の活動を推進し、豊かな区民生活を実現する」のはだれな

のかがよくわかりません。この文の頭は「この条例は」ですが、この条例が区民の自治の

活動を推進するのが目的なのか、具体的に何か主体があってそこが実現させるということ

で書くのか、それによって意味合いが随分変わってきてしまうと思うので、何かいい表現

はないかと今考えていたところです。 

【廣瀬会長】 「この条例は」というのは、「目的とする」にかかるので、例えば「区民の

意思を最大限反映させた区政を行う」というのは、条例が行うわけではありません。ただ、

区政を行うというのはまさに区の仕事ですから、ここは主語として「区」という言葉が含

意されていると思いますが、「区民の自治の活動を推進し」というときに、それは区政運営

のというか、区としてもそれを推進することを定めているということが第一義だと思いま

す。 
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【渡辺委員】 今のところですが、最初の文案では「中野区の自治を推進する」とあって、

その頭で考えていたものですから、「区民の自治の活動を推進し」と変わって、幅が狭くな

ったような感じを受けました。「中野区の自治を推進する」としたほうが、条例としてはし

っくり来るような気がしました。最初に「条例の目的」の理念的なことをうたうのではな

く、仕組みを具体的に書いていただくとわかりやすいと思います。 

 「豊かな区民生活を実現することを目的とする」というところは気になる点です。「豊か

な区民生活」といってもそれは各人それぞれ違うので、豊かな区民生活を実現することに

反対する方はいないと思いますが、どのようなことをイメージしているのか聞かせてくだ

さい。 

【廣瀬会長】 答申に載せるとするならば、私たちがこういう地域で生活できるというこ

とが豊かな区民生活だというイメージを、１ページ目に述べなければいけないと思います。

たたき台にあった「中野区の自治を推進する」という言葉のほうがいいのではないかとい

う意見ですが、「中野区の」と言ったときの中野区とは何かというのが、地域社会全体のこ

となのか、地方公共団体としての中野区なのか、ダブルミーニングになるのが難しいとこ

ろです。 

【渡辺委員】 最初に「中野区の自治」というのは、地方公共団体としての中野区を想定

して考えていくということにならなかったでしょうか。 

【廣瀬会長】 「区」という定義は次の項目で出てきますが、主語として「区が」、あるい

は「区の」と言ったときに、この案文の場合は、区政運営に区民の意見を反映させるとい

うことと、区民自体の自治を促進するということと、その２つの基本的な施策が書かれて

いますが、それはひいては、地方公共団体としての中野区の自治が推進されることになる

と思います。中野区の自治を推進するということにはもちろんだれも異論はありませんが、

特に条例の条文として「中野区の自治を推進する」という言葉で規定すると、それでは必

ずしも意味がはっきりとしないのではないかと思うんです。 

【谷本委員】 ここで話している「自治」という話と、４ページ目、「２ 自治の基本原則」

の中に出てくる、①の「区は」と、④の「区は」のこの２つの「区」は意味合いが違うの

ではないかととれた部分がありました。ですから、今の大元のところで「自治」という位

置づけについても、地方公共団体の行う「自治」なのか、区民が自主的に活動することを

規定する「自治」なのか、これは以前にも話を出したと思うのですが、はっきりわかるよ

うに書く必要があるだろうというところでこだわっています。 
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 条例の目的は一続きの文なので、１行目「自治の基本原則を明らかにするとともに」、４

行目「区政を行うとともに」、その後「区民の自治の活動を推進し」ということで、だれが

何をするのか、この条例の目的は何なのかがあいまいになってしまっています。これから、

区民に説明をし、議会での質疑をしていく中で、審議会で出した趣旨と受け取る側の意味

合いが変わってくることは避けたいので、わかりやすい表記にしたほうがいいと思います。 

【廣瀬会長】 「条例は」という主語になるべき文章と、「区は」となるべき文章が２つく

っついているところがあるので、それが明確になるように分けたほうがいいのかもしれま

せん。「自治の基本原則を明らかにする」、それから「これこれについて定める」というの

は、明らかに条例で定めるということであり、そういう条例を持つことによって、区は主

権者としての区民の意思を最大限反映させた区政を行うとともに、区民の自治の活動を推

進し、豊かな区民生活を実現することを目的として活動するということになると思います。 

【小林委員】 そうすると前段、３行目の「基本事項について定めること」までが１つの

文章になり、そこから先がもう１つの文章になるという構成、後段の部分に主語がついて

いるという形になるのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 そのほうが明確になると思います。文章を具体的にどうするかについては、

長い文章ですし、書きながら考えるのは難しいと思いますが、基本的にそういうことでい

いと思います。ただ、最後「豊かな区民生活を実現することを目的とする」という表現の

仕方はどうでしょうか。「豊かさ」の中身は、こういう表現をするとすれば、「Ⅰ 中野区

の自治の発展の方向」でどういうことをイメージしてこういう表現を使ったか、答申とし

て書かなければいけません。ただ、最終的にそういう説明文も何らかの形でつくかもしれ

ませんが、条例の条文に残すならば、多くの人が後になってから条例を読んだときに一定

のイメージがわくというか、こういうことだと納得できるものである必要があります。 

【渡辺委員】 先ほどの「区」という言葉の意味に関してはいかがでしょうか。私がこだ

わっているのは、谷本委員がおっしゃっていたように、審議会の最初から、住民の自主的

な自治と、行政体としての中野区の自治が混同されて議論されていたように思うのです。

それから「豊かな」という言葉がやはり引っかかります。私たちが自治や行政に取り組む

ときの目的とするものは一体何だろうと考えた場合、「豊かな」という言葉でそれが表現で

きるとは思えないのです。 

【廣瀬会長】 どういうところに表現しきれていない要素があるとか、こういう要素が表

現できないかとか、その辺りを話していただくと、どう表現したらいいかのヒントになる
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と思いますがいかがですか。 

【渡辺委員】 自治としての担い手になる、主体的に区にかかわることによってリアクシ

ョンが起こることや、皆さんの役に立つ提案をすることなどは、とてもやりがいがあるこ

とです。そして、自分の知識や思いを発信することによって他者まで影響が及ぶと、さら

にやる気が起きます。それは「生き生き」ということでよく表現されますが、「自治の仕組

み」といったときにイメージするのはそういうものです。 

【谷本委員】 今のニュアンスですと「活気のある」という表現だと思ったのですが、「豊

かな」という言葉は財政面で豊かだという表現にもなり、いかようにも読み取れるので、

一語で表現するのは難しいです。「豊か」の中身を２、３個並べるとか、具体的に今の「生

き生きとした」という言葉を入れるなどが考えられるのではないでしょうか。ただ、それ

を目的の条文に入れるべきなのか、前文として「この自治基本条例は」というところで入

れるべきなのかというと、私は後者、前文のほうに入れたほうがいいと思います。目的の

中には、あえてこの言葉は入れなくてもいいのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 確かに、「生き生きとした活力がある」ということと「豊かな」という表現

にはギャップがあります。ですからそれは何らかの形で、まさに「生き生きとした」とい

うことが伝わる表現をどこかに入れたいという気がしますが、それが目的規定で「これを

実現する」とするのか、それとも条例の前文をつけて、そこに「こういう生き生きとした

活力ある地域社会」、「共通の幸福を追求していく」、「幸福追求権」という言葉もあります

から、そういう言葉を通して目指す「中野区の自治の方向」を示し、「それを実現するため

にここにこういう条例をつくる」と言う。その条例の目的としては、具体的にはこういう

ことを定めて、きちんとこういう項目について保障することで区民の意思が最大限尊重さ

れる区政を運営し、区民が行う自治が阻害されるのではなくて促進されるということを保

障していくことを目的として定めるということになろうかと思います。そのほうが書きや

すいかもしれません。この案文の目的は、ある程度書き起こしていけばかなり長くなって

いくいろいろな要素を含むものを一言で言うとすれば、こうだというのを考えてたたき台

になったのだと思いますが、一言だと入れたい要素が増えてきて、どうしても入りきらな

いものが出てくるということなのでしょう。 

条例案も、最終的に前文のある条例にするのか、基本条例という位置づけなので前文が

あってもいいと私は思いますが、例えば目的について、条例の本文の中で何らの表現をし

たいということであれば、目的規定の中にどうやってこういう要素を入れるかで苦心する
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よりは、前文という形で表現したほうが書きやすいのではないかという気がします。 

【伊丹委員】 少数意見かもしれませんが、定義や細部についてはこれから後の文章で具

体的な説明が出てくるので、私はこの程度でいいと思いました。確かに「豊かな」は、「経

済的な豊かさ」と「心の豊かさ」の両面があると思います。バブル経済の崩壊後は、むし

ろ「心の豊かさ」のほうが重視されてきていると思います。 

【内海委員】 問題になっている「豊かな区民生活を実現することを目的とする」という

前段を包含する抽象的なものを入れて、後の具体的な内容につなげるというのがここに書

いてある方向だと思いますが、もし前文をつけて、そういった抽象的なものをさらにきち

んと前文で書き上げていくとするならば、ここの目的は、「主権者としての区民の意思を最

大限反映させた区政を行うとともに、区民の自治の活動を推進するためにこの原則を明ら

かにして、こういったものを定める」ということだけにすると、条例自体の目的が明確化

していくと思います。条例の目的ですから、「区政が目的とする」といったことを入れると

混乱するので、「基本的にはこういったことを推進するために、こういったものを定める」

と逆転させたほうがわかりやすいような気がします。 

【藤原副会長】 「豊かな云々」というのは地方分権推進法の枕詞でもあり、ＩＴ推進法

にも出てくるごく普通な言葉だと思います。そこでは、「ゆとりと豊かさを実感できる」と

いう言葉が使われています。 

【内海委員】 あまり抽象的なものをここに入れ込まずに、前文で「生き生き」とか「豊

かな」といった言葉で、基本原則をさらにわかりやすく示していく方法は１つあると思い

ます。 

【藤原副会長】 前文を置く場合は、前文は本文ではないので拘束力をどこまで働かせる

かという議論をしておかないといけません。 

【廣瀬会長】 制定の当初は、答申案やいろいろな形で、これはこういう目的の条例です

ということを周知徹底しますが、やがて制度として定着していったときには、条例本文を

参照して、こういうことが条例によって保障されているということを見ることになります。

そのときにどういう精神でつくられたのかが条例本文の前についていれば、それを参照で

きるということで割り切るならばいいのですが、前文に何らかの趣旨を書き込んでおくこ

とで、何らかの拘束力というか中身を規定するものを入れ込もうというのは、法の作成法

としてはおかしなことになってしまうと思います。 

【藤原副会長】 基本条例というのは基本法と一緒で、中身自体がプログラム規定です。

 6



具体的な権利義務について書いてあるというよりは、中野区としての施策の方向性を書い

たり、全体の基本条例の下にぶら下がる各条例の全体像を示すものなので、どこにあって

も不思議ではないという意味です。 

【廣瀬会長】 ということで整理すると、１つは、目的として１つの考えは「豊かな」と

いう言葉はいろいろなところに出てきているので、基本的にはこれを意識していくという

こと。それからもう１つは、前文をつけて、そして「条例の目的」という部分について言

うと、前段、後段を引っ繰り返すことによって、最終的には「目的はこれこれで、条例と

しては自治の基本原則を明らかにするとともに、これこれこういうことを定める」という

文章にするということです。 

 前文を設けるとしても、前文というのは先ほど説明しましたように、いわば条例本文の

中に制定趣旨などの説明を丁寧に表現しておくことで、後日参照するときにはそれが条例

の中に含まれているということであって、前文自体によって何らかの実態的な規定になっ

ているわけではないけれども、説明的な意味はあるという了解の上で、そういう形の条例

にしましょうという答申をするかということです。 

 「生き生きとした活力ある地域社会でこういうふうな活動が展開され、そういうことが

中野区の自治を発展させていく、こういったことを目指す」ということを表現したい、案

文も書いてみたいということであれば、前文をつけるということになります。具体的に保

障すべき手続内容等はきちんと中身を書いていくのだから、言わば抽象的な目的の部分は、

ふんわりと包み込むような形で一般的な表現をしておくにとどめても構わない。具体的な

中身で勝負すると割り切るか、その辺りが分かれ目だという気がします。 

【渡辺委員】 自治基本条例は具体的な規定をしていくものだからということですが、こ

れを審議していたときの思いがどこにあったのかというのは残しておきたいです。前文が

つけるならば、目的の中で「豊かな」という一言であいまいに表現する必要はないと思い

ます。 

【内海委員】 提示された２つのどちらでも、皆さんの要望を中心に考えるのがいいと思

いますが、もし前文を設けるとすれば、先ほど出た「生き生き」とか「豊かな」という言

葉もそうなのですが、公共性の問題についても少し議論しました。ですから、これから区

民とともにそういったものを担うといった内容も含めた形で前文を構成することも必要だ

と考えます。ただ、公共性の話を目的に入れ込むのは無理なので、前文を設けるならばそ

こに入れていけたらいいのではないかと思います。 
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【廣瀬会長】 やはりここは、区民の思いが非常に重要なポイントになるかと思いますが

いかがでしょうか。 

【星野委員】 「豊かな」という言葉がいろいろなところで使われていますが、何が豊か

なのかが問題になると思うので、目的の中ではさらりと流すのがいいと思います。公共性

については、これからの私たちの自治はこうである、自分たちのことは自分たちでやって

いくという形で前文に入れてもらえると、夢が持てるので入れていただけるとありがたい

と思います。 

【小林委員】 私も、条例の目的の中に「豊かな」という言葉を入れるべきではなく、む

しろ、前文の中に入れ込むべきだと考えています。公共性については「基本構想の検討資

料」の中でうたっている項目があるのですが、これを受けるような形で前文があればいい

と思います。本文の規定の中には、例えば「豊かな」というように、解釈が区民によって

異なってくる話を入れておくべきではないと考えます。 

【伊丹委員】 先ほど触れたとおり、私もこの箇所にはあまり細かなことを盛り込むのは

やめて、ここは条例の目的を示すわけですから、「区民生活に資することを目的とする」と

いう程度の表現でいいと思います。 

【廣瀬会長】 小林委員から、前文に基本構想との関係を入れてはどうかという提案があ

りました。この部分は、前文をつけて、この条例はどういう意味を持ち、何を目指すのか

を示して、その上で具体的な条例の規定の中身に則した目的規定は、案に書かれている結

びのフレーズをとった形で明確になるように書いておくという方向で一致を見たと思いま

す。 

 

＜議論内容＞ 用語の定義 

 次は「用語の定義」です。 

 ①「区民」は、主権者としての区民ということで限定的に定義をしています。 

 ②「区内活動者等」は、これまで関係者という言葉を使っていたものです。 

 ③「区民等の参加」は、抽象的に「参加」というものだけを定義するのは難しいので、

ここでの参加とは区の運営に区民等が参加することなので、「区民等の参加」という言葉で

定義しています。区民等というのは、①「区民」と②「区内活動者等」の両方にかかわる

ので区民等と言っています。 

 ④、⑤、⑥は機関の定義ということになります。 
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 ⑥「区」は、地域の住民まで全部含んだ形の「区」なのか、それとも地方公共団体であ

る「中野区」のどちらなのかを明確にしておかないと、常に意味が混同することになるの

で、基本的な考え方で説明しています。 

 ②の説明では、関係のある事柄について参加する権利を有している者を定義しており、

具体的には「区内で働く人、学ぶ人、事業を営む人」となっています。ここまではいいの

ですが、基本的な考え方にある「地権者」はまちづくりの関係では出てくるものですし、

法的にもいろいろな形でかかわりを持つことが定められていますが、②の定義の中で「地

権者」を読み込めるかどうか厳しいという気がします。 

【藤原副会長】 「活動者等」で読み込むことも可能です。③「区民等の参加」は、「区民

等の参加」全体としての定義ですよね。そうでないと、定義の最後が「参加すること」と

なっているので意味がわからなくなってしまいます。 

【伊丹委員】 「区民」と「区民等」との２つの言葉の定義は、はっきりさせておいたほ

うがいいと思います。最初の提案では、「区民」の中に住民と、働く者、学ぶ者、さらに事

業者を入れようという案が出てきました。他の自治体の例をみても、「区民」を住民だけと

する例を私は知りません。一般的には、当初案から事業者や活動団体などを除外して、区

民は、「住民、在勤者、そして在学者」と定義したほうがいいのではないでしょうか。 

また、「協働」についてですが、この中では４ページの上のほうに、「共同」が出てくる

だけで、いわゆる協力して働くという意味の「協働」、「参画」という言葉が除かれていま

す。区における事業に関して、これまでにも参加や参画と共に議論してきたように、団体、

ＮＰＯなどとの協働は、「区民」「区民等」、あるいは「事業者」「活動団体」などへの対応

とも関連づけながら明確にしておいたほうがいいと思います。したがって、「協働」につい

ても定義づけが必要だと考えています。 

 もう１つは、区長を含めてすべての区の機関を「執行機関」と定義していますが、「監査

委員」というのは、単に内部監査委員なのか、三様監査における「監査委員会」の監査委

員なのか、言葉の定義をもう少し明確にしておいたほうがいいと思います。 

【廣瀬会長】 まず前半ですが、案では主権者としてかかわりを持つ項目では「区民」と

いう言葉が一貫して使われています。それから、例えば施策にかかわりを持つ人の不利益

救済や参加の部分については、「区内活動者」と明確に分けて出している場所もありますし、

総称として「区民等」と区分しているところもあります。 

 「区内活動者等」は、自然人、法人や団体等も全部含めた形でまとめて書いてあるので、
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それでは表現しきれない、区別しきれない項目があれば、そこは分けた形の定義が必要に

なります。たたき台の中では、かかわりを持つ団体や自然人については、「区内活動者等」

で一くくりにしておいて、必要な規定ができるという前提でまとめられていると思います

が、その先、具体的に議論していく中で、ここはもう少しきちんと区分けして規定すべき

だとなれば、定義にも当然跳ね返ってきて分けるということになります。この後中身を見

ていき、そういう箇所がなければ、このまま「区内活動者等」とまとめるということでい

かがでしょう。 

【星野委員】 ④「執行機関」で、「補助機関」という使い方をしていますが、ここには区

の職員の方々が含まれるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 含まれていますが、「補助機関」の位置は、項目を並べていった最後で「及

び補助機関」と全体にかかる形にしたほうが正確になるかもしれません。今の位置では、

市長部局だけの職員をさすことになりかねません。 

 それから「監査委員」というのは複数いるのですが、監査委員会という組織が権限を持

っているのではなく、一人ひとりが独立して権限を持っているので、監査委員となってい

ます。教育委員会と選挙管理委員会は、委員会組織として複数の人がそこに属しており、

委員会として意思決定をしています。 

【小林委員】 ③は「区民等の参加」ですが、「参加」については規定がありますが、「区

民等」は定義しなくてもいいのでしょうか。「区民」と「区内活動者等」の２つを含むとい

うことを書く必要があると思います。 

【廣瀬会長】 なるほど。③の説明にも「区民等が」と書かれていますが、ここは区民ア

ンド・オアですね。ここは「区民等」といきなり書かずに「区民及びまたは区内活動者等

が自らの意思を反映させるために」としたほうがいいと思います。 

【内海委員】 ③の「施策の企画立案から検討、実施、参加に至るまでの過程」を確認し

たいのですが。まずは、「施策」だけでいいのか、「政策」も含まれるのかという点が１点。 

それから政策サイクルの中においては、課題設定から始まりますが、それが入っていなく

てもいいのかというのが２点目。「参加」ということではいろいろな議論をしましたが、

「参加」はあくまでも意思決定をしないということで「検討」になっています。この３点、

重要なところなので確認しておいたほうがいいのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 例えば基本構想については必ず参加の手続をとらなくてはいけないと明記

されますが、基本構想は施策だろうかと言われるとどうでしょうか。 
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【藤原副会長】 政策、施策、事務事業というルールはありますよね。 

【石神総務部長】 大きさ、単位としてはあります。 

【廣瀬会長】 １つの考えとして、「政策、施策、または事務事業の企画」と全部書きます

か。 

【内海委員】 事業を担うという意味では書いてもいいかもしれませんね。実際も区民が

担うわけですから。 

【廣瀬会長】 ここは定義規定ですから、全部についてあり得ることがわかればいいので、

これを全部並べてしまうという考え方はあります。それから、議題設定の部分がこれで表

現できているでしょうか。今回、「発議」まできちんと制度化するわけですから、「発議」

という言葉が入ってもいいのかもしれません。 

【渡辺委員】 新たな提案も盛り込むような文言にしていただきたいのと、団体が担い手

としてかかわる場合の参加の仕方について、この中には書ききれていないのではないかと

思います。 

【廣瀬会長】 自治基本条例は、主権者としての区民が区政運営をどうコントロールして

いくかが一番かぎになるところであり、それを具体的ないろいろな形の手続で保障してい

くという構成になっています。例えばともに担い手となって、公共的な活動を区とある団

体が一緒にやるような場合の関係については、この条例の守備範囲から外れるのではない

か。そうであるから、この条例の中で「協働」という言葉を使って、それについて何かを

定義したり規定したりということは、自治基本条例の範疇からは外そうというような結論

に至ったと記憶しています。 

【渡辺委員】 自治基本条例といった場合、「参加」とは自治の基本だと思っているので何

も触れていなくていいのかという思いがあります。また、この条例は一番ベースになると

いう話が最初にあったので、ほかの条例に影響を及ぼすようなことは、ここで規定してお

くという話だったようにも思うのですが。 

【廣瀬会長】 「協働」をどう定義するかという議論はいろいろしましたが、むしろ「協

働」という言葉を使わずに、例えば、執行過程を一緒に担いながら、それを改善していく

べきということであれば、施策のサイクルの中における担い手としての参加と位置づけて、

それを規定すればいいのではないか。「協働」という言葉を使わずに、参加をする側の権利

性と、参加を保障していく区の責務が明確になるような形の規定をする条例にしていくべ

きではないのか、そういう方向だったと思います。ですから、内容として「協働」とよく

 11



いわれる活動を通して、区政運営に一定のフィードバックがかかっていくということが含

まれていないわけではないのですが、「協働」という言葉を使ってそれを定義して、それに

よって何らかの手続をつくるということはしない、そういう趣旨だと思います。 

【内海委員】 「協働」というと、その中で公共性はどうかという話になります。両者の

関係が明確になってこないと、その言葉を使うと逆に不明確になるという話でした。そう

いう意味では、前文で「参加」と「公共性」の関係をきちんと明確にすることによって、

「協働」自体もあいまいにならずに表現できるのではないでしょうか。それは言葉を使う

よりも、むしろ「公共性」と「参加」との関係で実態的な「協働」という形を表現できれ

ばいいのだと思います。 

【廣瀬会長】 前回までの議論の中で、実質的にどういう方向で議論していたかを、今お

っしゃっていただけたと思います。 

【内海委員】 そういう意味で、用語の定義の③に「発議」を入れることによって、その

部分が中野区における「参加」の解釈の仕方の特徴になると思います。 

【石神総務部長】 今の話しならば、「参加」を明確にしたほうがいいと思います。それか

ら、３の区民の権利の中では「主権者としての参加の権利を」という言い方をしています。

そうすると、用語の定義で「区民の主権」が定義されたものがここでまた戻ってしまうと

いう感じがするので、ここの定義をしっかりさせることが、全体の条文をはっきりさせる

ことになるのだと思うのです。 

【廣瀬会長】 ３には「区民」だけではなくて「区内活動者等」もあり、そして「参加」

は権利保障の対象であると位置づけると思うのです、７ではそうなっていますから。そう

すると、３は主権者としての区民の権利と責務を純粋に絞り込んでいますが、それに加え

て区内活動者等にも権利を保障するのであれば、それに対する権利行使の上での責務は当

然出てくるので、３は①②③と「区民」について書いていますが、④として「区内活動者

等」についても何らかの規定が必要になるのでしょう。そして、大項目としての３は、ま

さに「区民等の権利と責務」ということになるのかもしれません。この辺りは整理が必要

です。 

【藤原副会長】 そういうふうに整理したほうがいいと思いますが、そうすると先ほどの

「地権者の責務」という問題が出てくるので、定義で「区内在住者等」と「等」を使うの

はどうでしょうか。範囲が広すぎてしまうので「利害関係を有する者」というわけにもい

かないと思います。ただ、そこで「地権者」を入れたときに「責務」を書けますか。 
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【廣瀬会長】 主権を行使すると責務を負わされるという話になるので、厳しいですね。 

【伊丹委員】 「地権者」については、以前に幹事の方から指摘がありましたし、区外に

いる人で不動産の権利を持っている人を総称していろいろ考えていかないといけません。

例えば、集合ビルを建て替える場合に、そのような区外の人たちに全部任せてしまってい

いのか、その人たちの責任をどう問うのか、こういう問題が必ず出てくると思います。「利

害関係者」としてしまうと全部が入ってしまい、職員も利害関係者の１人であり、区民も

利害関係者の重要な一翼を担っているので、非常に広い意味になってしまいます。このよ

うに「区民」「区民等」「区民活動者等」と分けるのであれば、当然不動産等における地権

者というか、区分所有者といったものを包含した形で表現していかないと、大切なものが

漏れてしまう恐れがあります。 

【廣瀬会長】 特にまちづくりの関連では、制度の中でもきちんと組み込まれていますし、

その方たちの関与なしにはできませんので、これも何かの形で定義に含める必要がありま

す。ここまで、特に「参加」についてはいろいろとご指摘があったので、それについては

反映をすることにします。例えば「発議」、「施策」のところについては、各団体全部が参

加の対象になり得るということで全部含めます。それから「評価」ですが、「評価、見直し」

とすれば、だいぶ範囲が広がりますのでそういう表現でいかがでしょうか。 

【石神総務部長】 見直しのほうがわかりやすいでしょうね。 

【廣瀬会長】 つまり、サイクルが回っていくということですね。「評価」だと点をつけて

終わりという感じがしてしまいますので、サイクルがわかるような表現にするということ

です。それから、③「区民等」といきなり書いてあるところは、①「区民」と②「区内活

動者等」の両者を含むということがわかるように書きます。 

【藤原副会長】「参加」の定義はどうなりますか。 

【廣瀬会長】 「自らの意思を反映させること」。 

【藤原副会長】 「反映させる」と言い切ってしまっていいのかということです。反映し

ない場合もあるので。 

【田辺区長室長】 「表明する」ではどうですか。 

【廣瀬会長】 「表明」だけでは少し弱いのではないでしょうか。ただ、もちろんいろい

ろな意見があって、個別に見ると「参加のプロセスを経たけれど、私が言ったことは反映

されていない」という人は必ず出ます。 

【内海委員】 意見を反映させるだけなのか、実施過程において担い手にもなるというと
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ころまで含めるのか。そういうことにすると、自らの意思を反映させるということだけで

はなさそうなので、「評価、見直しに至るまでの過程に」、その後「関与する」というのは

どうでしょうか。 

【藤原副会長】 私も、先ほどから「関与」を考えていました。 

【内海委員】 そこは重要なところだと思います。ですから、言うだけではなくて自分た

ちもやるという表現をあわせて「過程に」というところにかけていきたい。 

【廣瀬会長】 「主体的に参加する」というのでは「参加」がダブってしまい定義になら

ないのですが、意味合いとしては、実施過程の参加も表現されていると読めるのですが、

ここを完全にとってしまうと、「意思の反映」だけになってしまい定義としては少し狭すぎ

ます。 

【谷本委員】 いい言葉というか、基本的な考え方の③に書いてある「施策の企画立案か

ら」、細かい点はまた変わるのでしょうけれども、「評価に至るまでの過程への区民等の主

体的なかかわり」ととらえたほうがすっきりすると思います。 

【廣瀬会長】 「主体的にかかわること」、まさにそれが「参加」です。これで、結論が出

たような気がします。 

【内海委員】 もう１つ、⑥「区」ですが、中野区では「地方公共団体」をどうとらえる

かを示しておいたほうがいいと思います。これからの方向、自治を考えていくと、大きな

意味で区民を含んでいるということで定義づけしておくほうがいいですし、新しい基本条

例になるかと思います。 

【廣瀬会長】 ここまで、例えば「地方政府としての」や「自治体政府としての区」とい

うような言葉は審議の中で出てきたと思いますが、それは１つのとらえ方を示してはあり

ますが、定義でいきなり出すにはもう少し丁寧にしなければ伝わりにくい言葉だろうとい

うこともありこのようになっています。 

【藤原副会長】 基本的な考え方でその趣旨を書くというのはどうですか。 

【内海委員】 「地方政府」というのは、区民まで含めた意味ではないのですか。 

【廣瀬会長】 人の集団、あるいは地域社会ということではなくて、地方公共団体という

まさに政府として活動する責務を負っている団体のことを示しているのだと思います。「主

権者」という言葉を使っていますので。 

【田辺区長室長】 「地方政府としての公共団体」を定義しています。 

【廣瀬会長】 「地方公共団体」というのは法令上の言葉であり、憲法上の言葉です。 
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【小林委員】 この後ろに、「区」に「区民」を含んでいる表現があります。 

【廣瀬会長】 それは先ほども議論に出ていましたが、２の①のことでしょうか。私の理

解は、これも区民を含まないものとして規定していると読んできました。もちろん主権者

である区民が区政運営のオーナーなのですが、主語の「区」、先ほどの定義の「地方公共団

体としての区」は、区の運営を区民自治によって運営するということなので、ここの「区」

は、区民を含むというよりは、地方公共団体が区民のこういう自治によって運営されます

ということを書いているというふうに伝えたかったのだと思います。 

【谷本委員】 次のところになってしまいますが、今の話しですと、④に出てくる「自治」

と①の「自治」が、一般の方は同じものにとってしまい、差が読み取れない可能性がある

と思います。 

【廣瀬会長】 ①は、区の主人として区を運営する区民が自治でそれをやるという自治で、

④は、地方公共団体としての区に直接はかかわらないかもしれない私的自治まで含めての

区民の自治に対して、地方公共団体である区はどういうスタンスでそれに対するのか、私

的自治という部分を含めてきちんと自治を尊重しますということを言っているのですが、

確かにそこまで読めというのは難しいですね。 

【鈴木政策計画担当課長】 そのあたりは明確にしておきたいのですがどうでしょうか。 

【廣瀬会長】 基本的な考え方をもう少し書き込んで、きちんとわかるように説明をする

ことになるでしょうか。 

【内海委員】 あえて、ここで「法人」と位置づけることの意味は何でしょうか。 

【廣瀬会長】 地域社会や自然人の集合体としてではなく、団体であるということを説明

するために「法人」という言葉を使ったのだと思いますが、法人であること自体には、こ

こでは積極的な意味があるわけではなく、区別のために表現しているにすぎません。 

【藤原副会長】 これは、地方自治法の２条１項から持ってきただけです。そこに「地方

公共団体は法人とする」と書いてあります。 

【廣瀬会長】 この間の審議会で使われた言葉で言うと、「自治体政府としての区」である

ことを繰り返して言っているだけなのです。 

【星野委員】  そうであるならば、「政府」と入れるのではなく、「自治体としての区」

という表現はいかがでしょうか。 

【廣瀬会長】 「地方自治体としての区」を法令上も明確になるように表現しようとする

と結局は「地方公共団体」になります。憲法、地方自治法でも法令上の言葉としてはこう
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いう形で規定されていますから。 

【藤原副会長】 ここは考えどころというか、委員の方々の決断であり、事務局にも関係

することです。議論していることは本文に持ち込むということが１つで、それに対して、

これすべての条例にかかってくる基本条例の中の定義規定ですので、定義規定としていろ

いろな条例を使ったときに言葉が矛盾してくるような、あるいはあまりなじみのないこと

は入れないほうがいいという考え方もあります。 

【廣瀬会長】 私も、一私人としては「自治体政府」や「地方政府」という言葉は使いた

い側なのですが、こなれていないということは否めません。「政府」という言葉をあえて使

うことによって、こういうメッセージを伝えたいと丁寧に説明できればいいのかもしれま

せんが、特に条文の中に入ってくるとどうなのかと個人的には思います。 

【谷本委員】 それならば、例えば「主権者たる区民から信託を受けた議会と執行機関に

よって構成されるものを区」ということで定義できないでしょうか。 

【廣瀬会長】 区民が主権者であり、それを構成する機関として議会と執行機関があって、

その総体を区ということですね。 

【内海委員】 今の意見に賛成です。というのは、これが基本条例でいろいろな条例がほ

かにぶら下がってくるときに、一体何を指しているのかを具体的に表現しておくほうがい

いのではないでしょうか。 

 

＜議論内容＞ 自治の基本原則 

【廣瀬会長】 はい、わかりました。今の意見で結論が出たように思います。 

 もう既に議論は及んでいますが、「２ 自治の基本原則」に進みます。ここでは、この文

章自体にあらわれていない部分で、たたき台にあった言葉で削除されているものがありま

すが、それがポイントに書かれています。 

 国や都、他の地方自治体との関連を削除したのは、中野区の運営に関してのルールにつ

いて定めているところとは直接のかかわりは持たないという意味で、自治基本条例上で位

置づける必要性は低いという判断をしたためです。その一方で、分権時代において、基礎

的自治体である中野区は、どういうスタンスでそれを受けとめているかという宣言的な意

味では、国や都に対しても「他の公共団体と対等、協力」であるということを明言するこ

とに意義を見出すとすれば、あえて入れるという選択もあります。 

「自治の基本原則」の中に４項目盛り込まれていますが、先ほどからの議論は、つまり
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①と④の「区」、特に①が区民の集団としての自治という部分を表現しているとも読めてし

まうということで、そこについてはたたき台をつくったときの趣旨はそうではなくて、①

の「区」も地方公共団体としての自治体としての区のことなのですが、それを基本的な考

え方で趣旨がもう少し明確になるように説明をするか、あるいは①の文章自体を整理した

ほうがいいということになります。 

【谷本委員】 先ほど会長が言われた趣旨で①をとらえるとすれば、冒頭は「区は」とい

うより「区政は」として、「区政は、区民の意思と合意に基づき」、「自治を軸に」とか「基

本に運営される」という形にしたほうががわかりやすいのではないかと思いました。 

【渡辺委員】 先ほど廣瀬会長がおっしゃるまでは、そういう意味だととっておらず、「基

本的な考え方」を読んでこういうことだったのかと思いました。最初に自治ありきで区政

を考えていくのだとすれば、この書き方であれば、もっと書き込まなければいけないこと

が出てくると思うのです。 

【廣瀬会長】 住民自治、団体自治という話がありまして、地方公共団体という団体をつ

くることで地方自治を行うというのが１つありますが、その自治のやり方は住民の自治で

やるということで、それを端的に表現しているつもりでした。それより前に、もっと書き

込むべきことと言われているイメージはどのようなものでしょうか。 

【渡辺委員】 先ほどは割愛されてしまったのですが、私たちの身近なところで自分の決

定や自分たちの価値が生かされていくという自治とともに、自治体としての中野区全体の

自治が実現するといった場合、私たちの自治から発した中野区政を運営していくというよ

りは、一体となって自治を実現しているといったイメージもあったものですから、中野区

が独立して自分たちで「中野区はこうである」ということも表現したいことだったのです。

自治を、あくまでも全部住民自治から発したものととらえてしまうと、その辺りのところ

がすべて抜けてしまうような気がします。 

【廣瀬会長】 わかるような気がします。例えば都の下部団体ではない、独立した自治の

単体であり、自治体として対等、協力で連携はするけれども、部下として都に従わされて

仕事をしているのではないということですね。住民の自治に発する部分だけだと、そうい

う自治の単位としての中野区の確立という部分が表現しきれないと思います。 

【内海委員】 ここは「自治」という言葉をこの中に使わずに、例えば前段や１番に自治

とは何なのかというのを書き込んだうえで、それを表現する形で整理をしていくという形

もありますが、そもそもどう書くかという以前に、自治とはこういうものだという原則と
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して出てくるべきだと思います。区民は「自治により運営される」、「自治を尊重し」と言

われても何のことかわからないような気がするのですが、いかがでしょうか。 

【廣瀬会長】 「区民が、自らの意思と合意に基づき、共同して互いに共通する幸福と豊

かさを追求するために区政を運営する」ということで表現できているような気がします。

「共通する幸福と豊かさを追求する」という表現については引っかかりを持つ方もいるか

もしれませんが、自分の意思と合意に基づいて共同してこういうことを追求して運営して

いくことが、つまり住民の自治による区政の運営ということです。 

【谷本委員】 今の「自治」の混乱の１つの原因は、「自らの意思と合意に基づく」という

意味での「自治」、決定をするということでの「自治」と、基本的な考え方の④には「区民

の自発的な自治活動を尊重していく」と書いてあります。この「自治活動」と、自ら決め

ていくという「自治」は混在しやすいので、同じところに載っているとなかなか区民の理

解を得るのは難しいと思いますので工夫が必要ではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 公共的な目的で自発的に活動していることを尊重すれば、④はこれでいい

のではという気がします。「自治の基本原則」だから「自治」という言葉で表現したくなっ

てしまいますが、かえっていろいろな意味で「自治」を多用しているから見えにくくなっ

ています。つまりこういう活動、こういう活動、こういう活動、これが「自治の基本原則」

だということで、「区は、区民が公共的な課題を解決するために地域社会で自発的に行う活

動を尊重し区政を運営する」ということで④で言いたいことは表現できると思います。そ

うすることによって、区民自治による区政の運営ということと、区民の自発的な公共活動

を尊重した自治体運営をやるということとが表現できます。 

【藤原副会長】 ②「区民は、法律に定められた正当な手続で選んだ執行機関」とありま

すが、この場合の「執行機関」は首長であれば当てはまります。例えば選挙管理委員であ

れば議会選挙、監査委員なら議会の同意を得て首長の指名になりますが、「法律に定められ

た」という書き方がしてあるので、区民が間接的に選んでいるという意味で書かれたので

しょうか。しかも、監査委員や選挙管理委員について、参加及び監視となると、それで大

丈夫だろうかという気がします。首長だけを念頭に置いているのであればいいのですが。 

【廣瀬会長】 書いたときは首長のイメージなんでしょう。ただ、執行機関に補助機関ま

で含めていますから、このままの表現では難しいように思います。 

【石神総務部長】 「基本的な考え方」に書いてあるように、「長」ということをすっきり

素直に書いてしまったほうがいいのかもしれないですね。 
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【廣瀬会長】 ただ、選ぶということは手続に基づく間接的な選出であっても、民意を反

映して当然選ばれます。 

【藤原副会長】 先ほど申し上げたように、間接的に区民のコントロールが及んでいると

いう意味で使っているのならば、それが確認できればそれでいいのですが、「法律に定めら

れた手続」といえば地方自治法の規定で、議会選挙でやっていたり、あるいは議会同意で

やっていたりすることが思い浮かびます。特に議会選挙に関しては、「補助機関を含めたと

ころに参加、監視」となるといかにも無理があります。 

【谷本委員】 もともとの趣旨として、この文章の意図は、行政運営を信託した機関につ

いて区民が参加や監視をするという関係を規定したいと思うのですが、選んだ相手に対し

てどう参加しどう監視するかということで、意味が逆になっています。 

【廣瀬会長】 選んで信託して後はお任せしますというのではなくて、参加や監視という

役目を担うということをここで述べたいのです。 

【谷本委員】 そうすると、「区民は、行政運営を信託した機関に対し、参加及び監視等に

よりその目的を実現する」などという文言になるのではないかと思います。 

【藤原副会長】 最初そう思ったのですが、基本的な考え方は区長のことだけが書いてあ

るのです。区長にであれば「信託する」ということですっきりするのですが、「執行機関全

部」を規定するならば、「執行機関の適切な運営確保にかかわることが必要です」ではどう

でしょうか。 

【廣瀬会長】 区民の信託により、地方公共団体は権限を与えられ区政を運営していくの

で、区民は信託してあとはお任せではなく、参加や監視などのかかわりをその後も持つこ

とを通して、信託した目的が達せられるようにするのが区民の「自治の基本原則」だとい

うことを表現したいのです。 

【小林委員】 そういうことであれば、②は上と下を逆にしたほうがいいと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 そうですね、そのほうがわかりやすいですね。 

【渡辺委員】 信託してお任せというのではなくて、かかわっていくということを言いた

いのだとすれば、この書き方だと伝わってこないと思います。 

【廣瀬会長】 区長のことだけでいいのかという問題はありますが、説明としては「基本

的な考え方」の説明のほうがわかりやすいだろうと思います。特に「区民は信託しつつも

参加や監視により」は、執行機関に絞って書いていますが、あるいは表現を変えれば、「適

切な区政運営の敢行にかかわることが必要である」となるでしょうか。ここは、議会との
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関係で慎重に絞り込んだ書き方をしていると思います。 

【藤原副会長】 議会との関係を念頭に置いているから、逆に最初の案だと絞ってないよ

うに読めます。 

【廣瀬会長】 あとは、地方公共団体としての区の存立そのものが政府信託論という考え

方に基づけば、主権は本来一人ひとりにあって、それを公共的な事務を行うために自治体

をつくるということで信託をする。それは区長だけに信託しているのではなく、地方公共

団体として全体に対して信託をしています。その中の役割分担として執行権、行政権につ

いて区長と各執行機関、それから議決権、立法権について議会ということなのですが、こ

こはあまり細かくしないで、区政全体について表現しておいたほうがいいのでしょうか。

その関係そのものについては、議会から見てもおかしいことはないはずですし、当然の関

係を述べているだけですから、それについてあまり執行機関だけの話にしないで、区政と

区民との関係として表現できたほうがいいのではないかと思います。 

【藤原副会長】 その気分はよくわかりますし、せっかく自治基本条例をつくるのだから

それはいいと思いますが、現行法の体系のあり方からあまりにもかけ離れたことをうたっ

て上滑りだという印象を与えてもいけないという懸念もあります。議会の方々も読み、他

の自治体の方も読むので気になっているのですが、基本的な筋として「自治」を前面に打

ち出したいということは理解しているつもりです。 

【廣瀬会長】 では、「信託によって生まれた区政運営そのものに対して、信託した後、参

加や監視によって適正な運営を図る」ということを書くという方向でいかがですか。「執行

機関」「選ぶ」等の言葉を使うと、それこそいろいろな規定とのかかわりで、これは区民が

選んだといえる、いえないということでかえって伝わりにくいと思います。むしろ「地方

公共団体としての区そのものが区民の信託によって成り立っており、それを参加や監視に

よって適正に運営していく」と概括的に表現をしたほうがわかりやすいのではないでしょ

うか。 

【谷本委員】 今、会長がおっしゃった意見に賛成なのですが、あえてここで包括的に書

いて出してしまうことによって、実際条例を審議するのは議会ですから、議会でどう受け

とめてもらえるか、そこで自分たちのことは入れてほしくないという結論が出れば、議会

に修正権はありますから、審議会の提案としては、こういう形で包括的に中野区の区をと

らえたいということで出してもいいのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 具体的な責務規定のような形で、４「議会の役割及び責務」を事細かく書
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き込んでいくのは、越権行為といいますか、そこまでは踏み込むべきではないのだろうと

思いますが、基本的な地方公共団体としての区と区民とのかかわりはこういう形ですとい

うレベルの話であれば、そして今言っていることは本当に原則的な話なので、あまり神経

質に遠慮するよりは、区政というのはそういうものですという形で書いてしまっていいの

ではないかと私も思っています。上下を入れかえたほうがわかりやすいということでは、

「基本的な考え方」の形でいくと、今度は完全に区長だけの話になってしまっているので、

むしろ「地方公共団体としての中野区への信託」と、「適正な運営のための参加と監視」と

いうことを区民とのかかわりの中で②に書いておく必要があります。 

【伊丹委員】 中野区として、外部監査について取り組む方向では進んでいるのでしょう

か。 

【田辺区長室長】 区としては取り組みたいということで区議会に提案はしていますが、

いろいろ議会として合意ができにくい状況だということです。 

【伊丹委員】 そうですか。三権分立という形でいきますと、執行機関、議会の議決機関、

もう１つは監視機関が必要になってくるのではないでしょうか。執行機関は１つの独立し

た機関ですから、監視機関や監査機関が設けられれば、執行機関に対して全く権限を独自

に持って監視することになると思うのです。その重要な役割の１つが外部監査ではないで

しょうか。 

【廣瀬会長】 区民が参加及び監視という役割を果たしながら区政が適切に運営されてい

くことが中野の「自治の基本原則」の１つです。それを実現するためにはいろいろな制度

設計があって、その中に例えば外部監査、内部監査、あるいは区民監査みたいなものをつ

くるという議論もあるのかもしれません。今回の議論では、そこまでの制度化については

この条例の中には書いていませんが、基本的な区民の役割の中に監視という部分があると

いうことを書くことによって、別の条例で制度設計をして実現することが可能であるとい

う関係であるということでよろしいでしょうか。 

【伊丹委員】 それはよくわかります。その前提で条例が制定されることを望みます。先

ほど議論になった「企画立案から検討、実施、評価に至るまで」ですが、評価しただけで

終わってしまっては問題があります。評価、監視をした結果、改善が必要であれば、そこ

までアクションを持っていかないといけないと思います。 

【廣瀬会長】 そこは、きちんとサイクルが回っていくまで表現する方向でまとめていき

たいと思います。「自治の基本原則」に戻りまして、③は「執行機関は」となっていますが、
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「区は」ではいけないのでしょうか。 

【藤原副会長】 ②が定義と齟齬が生じなければ「区」でいいと思います。③は「区は」

にしても「十分な情報提供と参加の機会を保障」するのでしょうか。 

【本橋区民生活部長】 後の「執行機関の役割と責務」と絡んでいきますね。「保障する」

と書いてありますが、５「執行機関の役割及び責務」で、言い方は違いますが似たような

ことが出てきます。 

【廣瀬会長】 ５「執行機関」のところは、何カ所にもかかわってくるものですから、同

じ趣旨のものをどう規定し、どの場所に置くかが難しいところです。「自治の基本原則」に

書き込むことの１つの意義は、個別の制度保障以前の段階で、これは大原則だということ

を明確にするということと、その意味で言うと「執行機関は」というような明確な機関に

絞るのではなく、区政運営全体の原則としての書き方ができる原則規定をここに置く。機

関単位で書くことで十分であるものについては後ろに回す、そのようにして書く場所の分

担が決まるのではないかと思います。となると、「情報提供」「参加機会」を後ろに持って

いくとすれば、ここは執行機関の話だけになります。「区は」としてここに置くと、例えば

議会も当然情報提供し、参加機会を保障してくださいということにはなります。それを意

図して、あえてここに「区は」として残すというのも１つの考え方です。「執行機関は」に

なるのでれば、「執行機関の責務」のところへ書けばそれで十分だということになります。 

③の主語は「区は」にして文章は整理します。「情報提供」と「参加機会の保障」、この

２つが区としての「自治の基本原則」の一要素であるということです。④は、先ほど議論

したとおりです。 

 

＜議論内容＞ 区民の権利と責務 

ポイントとしては、「自治の基本原則」の後は「区議会の役割」に飛んでいますが、３「区

民の権利と責務」、これはこのままでよろしいですか。ここは取り上げて議論をしたいとい

うところがあれば問題提起をしてください。 

【本橋区民生活部長】 先ほど、「区内活動者等の権利と責務」という話しが出ました。 

【廣瀬会長】 先ほど出た問題で言うと、地権者にも責務を負わせるような形の規定がで

きるだろうということですね。 

【本橋区民生活部長】 地権者の場合、問題になってくるのが、大体が権利規制や施設整

備に関することなので、区政全般ではないのかもしれません。そういう事案に関して、地
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権者もかかわる部分を個別に具体的な保障の規定を設けるという手もあるのかもしれませ

ん。 

【廣瀬会長】 １つは、特に「参加」のところで「区民等」になっていて、地権者まで含

めて「区内活動者等」という人たちが一定の権利保障をされています。そのときに、それ

に伴う何らかの責務があるということを③の中に含めて書くのか、もう１つは、「区内活動

者等の権利、責務」については、保障される権利に応じて個別に規定するのかということ

です。 

【本橋区民生活部長】 「区内活動者」の中に、基本的には地権者は除外しておく。地権

者が出てくる場面ではきちんと権利を保障するけれど、区政全般の中で地権者を区内活動

者と一緒に同列に扱うという形にはしないという方法もあると思います。 

【廣瀬会長】 自治基本条例による権利保障ではなくて、個別法に基づいて、主権制限等

にかかわることについては権利が認められているのだから、自治基本条例の枠とは別個に

そういう法令に基づいた運用をして、例えば地区計画は運営しています。 

【小林委員】 私はむしろ、今後は地権者等も「区内活動者等」の中に含むべきではない

かと思っています。いわゆる関与する権利を持っている人を含んでいくような描き方をし

たほうがいいのではないでしょうか。 

【内海委員】 そのときに、これは言葉と意味も違ってくるのですが、「地権者」とするの

か、「利害関係者」とするのか、それによって地権者と、マンションの区分所有の話という

のは違ってくるのです。ですから、そのあたりをどう表現していくかなのですが、少し広

域な話でとらえておくほうがいいのではと思います。そうすると、利害関係者という形に

なりますが、活動者と同列でいいかどうかの検討も必要です。 

【廣瀬会長】 「区民」の定義をぼやかせてといいますか、かかわりを持つ人が全部読み

込めるような例えば「市民」の定義にして、それで自治基本条例をつくっているというパ

ターンのほうが多いのではないかと思います。この場合には、主権者の権利行使という部

分を明確にしたいということで、狭い定義の地方公共団体の主権者はこの人たちというこ

とをまず明確にしています。しかし、中野区政によって区政と直接かかわりを持つ人にも、

やはりかかわりを持つ範囲においては同等な権利保障をしていくのが望ましいので、それ

もここの規定に入れているという構成をとっているので、定義の仕方を明確に意識しなが

ら考えないと、いろいろなところで矛盾が出てくるので、その点では他都市の条例よりは

神経を使わないとうまく表現できないと思います。「活動者等」という場合は、「等」の中
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に入っているとは言えるのでしょうけど。 

【内海委員】 そうですね、「等」に入れてしまうという話はあります。 

【廣瀬会長】 「権利、責務」について言うと、主権者の区民がその権利を行使する上で

の責務について書いてあります。「区内活動者等」の場合には、認められている権利の範囲

において、区民の責務に準じているからかかわりを持ってもらうということを定義するく

らいにとどめないと、明確に情報を知る権利、担い手として責任を持ってということまで

は、なかなか書き込めないという気はします。 

 ただ、区民についてここまで書いてあるにもかかわらず、場面は限られるとはいえ同じ

ような権利を保障されているものに何の責務の規定もないというのも、またそれはアンバ

ランスな気がしますし、一種の「準じて」というようなことで少しぼやかして、しかし、

参加をする上ではやはり一定の同じような責務を担っていますということがわかるような

規定の仕方はできないだろうかと思っています。 

【内海委員】 範囲がかなり限定されるような内容については、「区民」という形で書いて

あるので、考え方としてはできる限りいろいろな方々に参加してもらい、情報をできるだ

け限定せずに公開していくという姿勢を示すのがいいと思いますがいかがでしょうか。 

【小林委員】 ３「区民の権利と責務」の「責務」を持つものを区民だけに限定したとき

に、「地域社会の形成に向けて努力する責務を持つ」というところに準じるとすると、地権

者にも努力義務を持ってもらってもいいのではないかと思うのです。例えば施設利用者に

も範囲を広げる場合も、少なくとも施設を使う場合に行動に責任を持ってもらい、地域社

会に迷惑はかけないということは言ってもいいのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 ③に書かれているレベルの「責務」を地権者に対して負わせるというのは、

むしろ望ましいと思うという考えがあります。 

【内海委員】 「区民の権利と責務」ですから、限定された人たちに自分たち自身で責任

を持ってということなので、区がつくる自治基本条例として、区民に責務と権利を限定さ

せておいて、参加の部分は、できるだけオープンな形で広げていく方向性がいいのではな

いかと思います。 

【廣瀬会長】 ③の規定そのものだけを取り出して読むと、こういう責務を区民が負って

いるということでは区民だけの話でも十分いいと思うのですが、他方で「権利と責務」と

セットで語られていて、①で権利とは主権者としての参加だと言っています。それから、

参加の部分については、後段で「区内活動者等」にもかかわりのある範囲で参加の権利を
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認めています。そのときに、彼らには責務はないのかということになってくるので、権利

に対して、③も一般的に区民は区のために責任を持って行動しなさいという話ではなくて、

自治の担い手としての活動の範囲においてという趣旨ですよね。参加の権利が区内活動者

等にも認められるのであれば、その権利を行使する範囲においては、同じような責務があ

っていいと思うのです。③の文章そのものをいきなり、区内活動者等も「中野区の自治に

責任を持て」という話にはならないけれども、その権利を認められる範囲において、準じ

た責務を負うという趣旨がどこかにあってもいいのではということを先ほど提案しました。 

【谷本委員】 会長がおっしゃっている趣旨には基本的に賛成です。準じた権利行使に応

じて責務があるということはわかりますが、そのときに、③だけ言葉で１つ引っかかって

いるのは、「区の自治の担い手として」という言葉が入ってしまっているのです。区民であ

ろうが、地権者であろうが、参加するから責務があるという意味で使うのだったら、ここ

に「地権者」を入れて、同じ扱い、準じた扱いにしてしまって構わないと思います。ただ、

ここに「区の自治の担い手」という言葉が入ってしまうと、先ほどの「自治の活動」とい

うことと混在してしまう可能性もあるので、「自治」という言葉を使わずに、参加という権

利に対して責務を持っている。それは区民であろうが、事業者であろうが、区政に参加し

た以上は同じように責任を負ってくださいということを明記したほうがわかりやすいので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

【渡辺委員】 今の谷本委員の意見に賛成です。③の基本的な考え方のところではわかり

やすいのですが、四角の中だけを見るとあいまいなので、地権者であれ何であれ、区政に

かかわる、主体的に参加してかかわる場合は、このような責務を負うということであれば、

非常に筋が通っているのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 その趣旨ですと、③の文章では十分に表現しきれていないので、修正の必

要があると思います。そうすると参加、区政運営の主体的な参加に伴う責務として、区民

についてだけの規定にしないで、参加をする者の責務というような形で表現できるかもし

れません。そうであれば、権利行使に伴う責務になって広がっても大丈夫です。 

【藤原副会長】 私も、「自治の担い手」という言葉がずっと引っかかって考えていたので

すが、１つの解決方法は今のようなことであると思いますが、ここで「自治の担い手」と

いう言葉を落とすのは１つの決断になりますが、「自治」という言葉を何度も消していって

いますが、またここでも消すということで、条例の性格としての大原則は大丈夫でしょう

か。もう１つ、基本的な考え方の②の「執行機関」は何をさすのですか。 
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【廣瀬会長】 これは区です。既にある情報公開条例も、区議会はその実施機関に入って

いますので、区の保有する情報を知る権利ということになります。 

 

＜議論内容＞ 中野区の自治の発展の方向について 

さて、そこで、大体方向は見えたと思いますが、最後に、「Ⅰ 中野区の自治の発展の方

向について」、どのような事項を盛り込むかについて意見がある方はお願いします。 

【星野委員】 「自治の担い手」のことなのですが、これからは区民が担い手になってや

っていくことで自治が発展していくということをぜひ載せていただきたいと思います。 

【渡辺委員】 区民と執行機関の新しい関係というか、お互いに役割を持ちながら自治を

築いていくという関係を盛り込んでいただきたいです。自治の担い手となっていくには、

連携していくことが必要だと思っていますし、それが自治の発展につながっていくと思う

のです。それからもう１つ、先ほど言いましたが、中野区全体として、国や都に対しても

独立しているという姿勢を盛り込んでいただきたいと思います。私たちがものごとを決め

て、中野区として決定したことが生きてくれば、それは豊かさにはつながらないとしても

夢はもてるということを盛り込んでいただきたいです。 

【廣瀬会長】 自治基本条例の趣旨から言うと、やや外れるかもしれないと議論されたこ

とも含めて、広く論点を整理していったことをきちんとここに盛り込み、その中で、この

部分を自治基本条例が担っていくという位置づけが明確になるような文章でありたい、そ

ういうことですね。 

【小林委員】 繰り返しになりますが、参加といわゆる新しい公共性の関係を明らかにす

るような形と、あくまでもそれがスタートしたところであり、これを育てていかなければ

ならないという部分もある程度酌み入れるべきだと思います。 

【伊丹委員】 中野区がこれからどういう方向にいきたいのか、あるいはどのような形に

したいのか、あるべき姿をこの中にぜひ盛り込んでいただきたいと願っています。特に、

地権者や利害関係者の問題が出ましたが、自治の基本を考える場合、参加を制限する方向

ではなくて、むしろどんな対応にも拡大して適用できる中野区民にとって開かれた中野ら

しい条例の姿を望んでいます。 

【内海委員】 小林さんとよく似た意見なのですが、公共性の話と自治との関係は整理し

たほうがいいというのが１つ。もう１つは、きょう議論した中で「自治」という言葉が消

えてきていますが、かわりに「参加」という言葉で整理してきていると思うのです。そう
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いう意味では「参加」というのがこの条例においてはどういう意味を持つかというのが重

要なので、「自治」と「参加」の関係は明確にして、中野区が考える「自治」をベースにし

た「参加」というのは、こういう広がりがあるということを明確に書ければ、それが特徴

になってくると思います。 

【星野委員】 伊丹さんがおっしゃっていたように、中野ならではの自治条例だというと

ころを前文の「発展の方向性」の中にも入れていただき、発議から最後の責任まですべて

区民が考えていくということを盛り込んでほしいと思います。自治は区民が担っていくけ

れども、行政と対等というか、同じ立場でやっていくというところも盛り込んでいただけ

たらと思います。 

【廣瀬会長】 いろいろと出まして、きれいに整理できるかどうか、並べてみると矛盾す

る点が出てくることもあるかもしれません。では、以上をもちまして第９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。 


