
第１０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２１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＞ 区議会の役割及び責務 

【廣瀬会長】 第１０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。 

 前回の第９回の資料１として配付された答申案に基づいて、前回の続きから審議をして

いきます。最初に確認です。予定外なのですが、第１１回の審議会を２４日の日曜日の午

後１時からこの場所で開催しますのでよろしくご出席のほどをお願いします。 

 それから前回、中野区の自治の発展の方向について、どういうことについてということ

で議論だけはしましたが、文案そのもの、たたき台については現時点ではまだありません。

こちらについても、文案を固めるところまでできるかどうかわかりませんが、少なくとも

こういう趣旨を盛り込むのだということについては、最終的な審議会としての合意を確認

したいと思っています。 

 それでは、４の「区議会の役割及び責務」から始めます。 

 論点としては、第４回のときに、区長のもとに設置されている審議会としてどこまで書

くのかという議論をしたかと思いますが、そこでは、区議会自身についての詳細な自治の

基本原則についての設定は区議会の判断に任せることになりました。しかし、地方自治法、

あるいは情報公開条例で区議会が実施機関になっている等、既に区議会の意思決定も踏ま

えて、自治基本条例で扱う事項にかかわる事柄で、議会についての基本的な原則で既に定

まっていることについては明文化しておこうということになりました。その上で、さらに

議会としてはどのようにしますかということで、いわば問いかけをした形でこの審議会と

してはとどめるというスタンスで書かれているかと思います。 

基本的な考え方の一番上の○で、「区議会の役割及び責務について言及することは適切

でないと判断しました」といきなり書かれていますが、「地方自治法や既存の条例の範囲を

超えて区議会の役割及び責務について言及することは適切でない」と限定をつけておいた

ほうがいいかと思います。 
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【谷本委員】 最終的に議会で審議されることなので、審議会としてどこまで言うかとい

うこともあるのですが、区議会は「議決機関としての機能とともに、執行機関の行政運営

を監視し、及び牽制する機能を果たす」と限定的に書いてあります。ここは、地方自治法

で定められていることなのでやむを得ない部分なのですが、今、議員も積極的に自分たち

で条例提案をしていこうとか、積極的な議会としての機能を果たそうという動きも出てき

ていますので、審議会としてこのあたりを書き込んで、あえて議会で審議してくださいと

投げるかどうかというところだけは確認が必要だと思います。 

【廣瀬会長】 そうですね。例えば議決機関の中には、条例の議決ということが入ってい

て、当然これは議員立法の条例提案や、政策をつくっていくプロセスから議会が主導権を

とってという部分も含まれている概念ではありますが、条文の中にこう書いてしまうと、

非常に消極的なチェック機関としての方向ばかりが見えるかもしれません。既に定められ

た議会の役割ではあるけれども、自治の中の機関の役割としての表現の仕方を工夫する必

要があるかもしれません。 

【鈴木政策計画担当課長】 区民から直接選ばれた議員によって構成される議会も、区民

の信託によって区政運営を担っているという位置づけであるからこそ、この自治基本条例

で規定する意義があるという説明をしたほうがいいという気がしています。 

【廣瀬会長】 確か第４回で、議会の規定の仕方としては、自治基本条例の中の代表機関、

二元代表制の２つ、この両方を含めて自治基本条例一本で書くという条例のつくり方と、

議会条例との２本立てにするという方法があるという話しがありました。その場合は、も

う一方は行政運営条例なのか自治基本条例なのかという問題はありますが、ここでは、区

長の附属機関なのでそれほど踏み込めないかもしれませんが、自治の機関として一翼を担

っているので、両方カバーする形の自治基本条例のほうがいいのではないかという議論を

したかと思います。ですから、そのメッセージははっきりと報告の中に出したほうがいい

と思います。 

【伊丹委員】 冒頭の「用語の定義」で、区議会というのは「区民の直接選挙により選ば

れた議員により構成される」というはっきりとした規定があります。ですから、「執行機関

の行政運営を監視し」というのは、区議会だけが一方的に監視するというのではなくて、

情報公開や区民との情報共有などの責務に触れているのですから、区民から監視されると

いうこともこの中に一言あってもいいのではないかと思っています。 

【廣瀬会長】 選出している母体は区民ですから、それはある意味で当然のことであり、
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他方で、区全体がそうだと思うのです。そういうものとして、自治基本条例で書いている

中の区の機関の１つとして当然そういう責務があるということだと思います。 

【渡辺委員】 以前に、区議会に対する参加の仕方、私たちのかかわり方についても議論

になったと思いますが、ここでは「情報の公開」という言葉だけが出てきています。区民

が参加していくに当たっていろいろなやり方があるということで、区議会に対する陳情な

どのことも話し合った覚えがあります。開かれた区議会というか、「監視」という言葉だと

違うのかもしれませんが、一緒に参加していくということが少しでも触れられていると、

中野らしいというか、もっと活力のある感じは出ると思います。 

【廣瀬会長】 １つは、やや消極論でいうと、４ページ「自治の基本原則」の③「執行機

関は、区民に」云々と書いてあったところを「区は、区民に十分な情報提供と参加の機会

を保障する」と変えようという結論が前回出ましたが、「区は」というときには、区議会は

枠の外ではないと私たちは考えると思います。ですから、その意味で、自治の基本原則と

いうことについては、当然、その中に入ってきます。その上で、こんな形、こんな手続を

保障するとか、こんな議事運営の中でこういうふうに参加をしてもらおうとか、そういっ

た仕組みの設計については議会に任せるという分け方でいいと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

【内海委員】 今回、自治基本条例では、参加や協働などいろいろな形で市民の意思を反

映するという内容、そのプロセスが重要であるという話で、具体的な仕組みまで一部入っ

ているところがありますが、最終的な意思決定は議会でするという話を何度か議論してき

たと思います。その意思決定が非常に重要で、議会の役割としては大きいのですが、そこ

は言及する必要はないのでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 「行政運営を監視し、及び牽制」というより、区民の代表と

して、議決権や調査権などを活用して、区政における重要な事項の意思決定に関与してい

るという感じでしょうか。 

【内海委員】 特に意思決定について強調した部分があったので、ここにかかわる部分に

ついては、地方自治法のままではなくて、わかりやすい表現にしたほうがいいのではない

か思います。 

【廣瀬会長】 ここで提起している自治基本条例の自治の基本原則にのっとって、例えば

具体化すべきところがあれば、ぜひ議会として審議検討した上で具体化していただきたい

という期待の表明はしてもいいと思います。 
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【谷本委員】 条例の表現として適切かどうかはわかりませんが、議会に関しても、「中野

区の自治の基本原則にのっとり、自治の執行の一翼を担うものとする」というような書き

方も１つの選択肢としてはあると思います。 

【廣瀬会長】 自治の基本原則については、特に「区は」という言葉で何カ所か表現して

いますし、「区は」と言ったときには、議会は区の一機関ですから当然含まれるわけですが、

それを改めて４でももう一度「自治の一翼を担う機関である」と書き込むということです

ね。そうであってほしいという期待を込めて表現したものを、具体化するのは議会の権限

だと思いますので、ぜひそれを検討していただきたい、期待しますという答申文にするこ

とは可能でしょうね。 

大体方向は決まったかと思いますが、４「区議会の役割及び責務」について、今までの

方向でよろしいでしょうか。 

【星野委員】 「牽制」と一言で書くのではなく、わかりやすい文面でもう少し詳しく書

いてほしいと思います。ここだけが少し浮いて、区議会は別ものだとさらりと流すのでな

く、やはり仕組みですから、区議会議員は私たち区民が選び、区民自身も区議会に参加し

ているというような言葉が入れられると、全体の中でのバランスがとれると思いますが、

無理でしょうか。 

【内海委員】 区議会は参加ではないと私は思っています。ですから、先ほどから、意思

決定と言っているのは、ほかのところは参加なのでプロセスなのです。議会の場合は、意

思決定までというような組み立てを以前議論しました。それを確認する意味でむしろ少し

整理をしたほうがいいのではないかと思っています。 

【廣瀬会長】 議事のプロセスで、区民参加を踏まえるような議事運営というのがあり得

ると思いますが、最終的に代表機関の役割としては、最後はこの人に信託するという形で

選ばれた人が区民全体の立場に立って自分の最もよいと思う決断を討議し、それによって

意思決定をするというのが代表民主主義の基本的な考え方なので、そういう役割を担う機

関なのだということもまた出てきます。 

【小林委員】 先週、志木市の市民委員会に参加し、市民委員会の意見を行政サイド、い

わゆる執行機関のサイドがどういう取り上げ方をするかというのを聞いてきました。それ

によると、稟議書の中に、市民委員会の意見を聞いたか、公聴会を開いたか、審議会を開

いたかなどという項目があって、そこにチェックが入ってないと市長が稟議を通さないら

しく、そこがプロセスの中に入っているのです。そうであれば、議会は逆に市民参加のプ
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ロセスを行政側がきちんと踏んでいるかどうかをチェックするべきだというような言い方

はどうでしょうか。 

【廣瀬会長】 執行機関に対する義務づけを自治基本条例でしますから、この条例にのっ

とって動いているかどうかということは、当然、議会がすべき監視の一部分です。ですか

ら、それは議会の責任というよりは、議会の、ここに書かれている広い責務の中の一部分

として含まれてくるということになるだろうと思います。区議会は、区民の信託によって、

区民の意思を代表して意思決定をすべき自治の機関の１つであるという位置づけはもう少

し明確に確認する必要があると思います。その中で区民の意思をどう反映するかというこ

とについて、具体的な手だては区議会で判断していただくことになりますが、そのときに

ぜひこの自治の基本原則を踏まえていただきたいということを答申することになります。 

 

＜議論内容＞ 執行機関の役割及び責務 

それでは、次に進みます。５「執行機関の役割及び責務」ですが、ここは構成上の変更

がありました。区長の責務と執行機関の責務が、たたき台の段階では別の項目になってい

ましたが、最終答申案の中ではそれを合体させるということになっています。⑦に入って

いますが、以前に、「執行機関」と単に組織として言うだけではなく、職員が自治基本条例

の中でどういう位置づけになるか、職員の責務を明確にできないかという議論がありまし

たが、それをここに盛り込みました。それから、審議のプロセスで、情報を公開する部分

についても、１つめは、参加のために当然政策情報は公開されなければいけないという性

質から、情報の共有という観点で議論した部分。２つめは、アカウンタビリティを確保す

るためのディスクロージャーとしての部分、つまり説明責任を果たすための不可欠の条件

として情報公開が必要であるということ。同じ情報公開といっても性質のやや違うものが

あり、この２つを区別して明記しています。議題としては、討議の対象になりましたが、

自治基本条例本体の中に入れることはいかがなものかという方向の議論が多かったと思い

ますので、区長の在任期間についてはこの項目には入れていません。 

【内海委員】 これは⑤までは執行機関、⑥が区長、⑦が職員ですが、教育委員会などは

どうなるのでしょうか。 

【廣瀬会長】 この中で職員というのは教育委員会も含めて全部そうですから、どちらか

というと、区長についてだけは、区政の代表者としての責任を明記するという意味で⑥が

あります。それから、①から⑤までは執行機関全体にかかわっている、区長以外の執行機
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関も含まれていますし、⑦もその職員も含めているということだと思います。 

【谷本委員】  ②は消極的に書かれているような気がしますが、どちらかというと、区

民に対して区政情報を積極的に提供する責務を持つということではないかと私は理解して

いたのですが、このあたりはいかがでしょうか。 

【廣瀬会長】 個人情報の保護についても、非常に重要な保護されるべき利益なので、こ

れも重んじて書くべきだという議論もありました。それから、知る権利に関連する事柄が、

この後の「説明責任を果たす」というところについても該当しますし、「施策形成過程を明

らかにし、区民の参加を保障する」という部分にも含まれていることなので、そういう意

味では、個人情報という項目を頭に出して書いたということになると思います。 

【谷本委員】 個人情報の保護については私も異論はありません。ただ、後半の「区民の

区政情報を知る権利を保障する」という言葉が、権利を保障してあげていますということ

ではなくて、執行機関が積極的に情報提供することを責務に義務づけたほうが、区民にと

って情報がより得やすくなるのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 私の理解では、例えば、施策形成過程の未成熟な情報等も参加のために必

要であればやはり提供すべきで、そういう部分は①が表現しているのではないかと思って

います。それに対して②は、知る権利の保障なので、義務的に開示しなければいけないと

いう義務がまずあります。しかし、その中で個人情報を侵害してはいけないという制約が

かかります。これは情報公開制度のことをどちらかというとかなり特定して言っていると

いう感じがあります。施策形成過程で、決裁をとった文書化されていないようなものも含

めて、いろいろな情報がありますが、そういうものも①で積極的に参加のために区民と共

有すべきであるという趣旨が表現できていると理解しているのですが、少し弱いでしょう

か。 

【谷本委員】 おっしゃっていた意味でとると、①は「施策形成過程を明らかにする」と

いう言葉の中にそれが含まれているとは少し理解しづらいと思います。できれば、施策形

成過程に関しても、本来でしたら「あらかじめ明らかにする」とか、つまり、終わったこ

とを報告するということを明らかにするのではなく、事前にそれを情報として出すという

ところまで書き込んであると意味があるのではないかと思います。 

 それと、②は、個人情報のほうを重視するということであれば、区民が区政情報を知る

権利を保障する際に、個人情報を保護する責務を持つとしたほうが違いがはっきり見える

と思いますが、いかがでしょうか。 

 6



【廣瀬会長】 情報公開の制度の中には必ず、開示できない情報として個人情報が一番に

入ってくるのでこういう書き方になりますが、知る権利の保障と個人情報の保護は、それ

ぞれの独立した目的であって、情報公開という制度の中ではそれがオーバーラップしてあ

る種の適用除外が生まれてくるだけですから、情報として分けたほうが、どちらが主でど

ちらが従という話ではないのでわかりやすくなるかもしれません。個人情報の保護につい

ては、次の６「行政運営」にも原則として入っています。ただ、そうはいっても、これま

での議論の中では、執行機関の責務のところで、これは非常に大きいことだから個別の制

度に落とし込むのではなく、項目の１つとして責務を明記しておくべきだろうという議論

もありました。二重になりますが、②を２つに分けて、個人情報の保護の責務と、知る権

利の保障、情報の公開の責務、これを別々に並列して掲げるということはあり得ます。 

【渡辺委員】 ここではどちらかというと、後に出てくる個人情報の保護が大きな柱にな

っているように読めます。まず情報提供があって、それと別で情報公開を書くに当たり、

「個人情報を保護しつつ」という文章になっていればわかるのですが、先ほどの「区民の

参加を保障するための情報提供」というのと２つあるということがわかるようにもう少し

わかりやすく書けばいいのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 「自治の基本原則」の③「十分な情報提供と参加の機会を保障する」とい

うことを、具体化する責務として①をもう少しくわしく、「施策形成過程を明らかにし」と

いうだけではなくて、参加のための十分な情報の提供がわかるような形で書くということ

ですね。 

【内海委員】 施策形成過程というのは、施策を何かつくろうとしたときというような狭

義の意味でだったでしょうか。それが、「政策形成過程」であると、それは課題設定から、

政策立案から、政策実施から、政策評価、すべての政策にかかわるサイクルにおいて情報

が明らかになるということになります。そのプロセスも、さらにその条文もということで、

情報公開を原則とすることになるので、「施策」という狭義に入るのか、「政策」と広くと

らえるのか。 

【鈴木政策計画担当課長】 前回の議論を踏まえて、それを反映させるように事務レベル

で調整している中では、「政策」ということを入れ込んだほうが、皆さん方の意見の趣旨が

生きると思っています。 

【内海委員】 そうですね。今は、課題設定や政策立案だけに参加する、例えば基本構想

だけに参加するという話ではなくて、意思決定に参加とはどういう参加なのかということ
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がありますが、実施や評価、特に区民が公共を担うという側面からであればそういう場面

もあり得るし、評価にかかわることもあり得るということを考えると、政策形成過程とい

うところで保障しておいたほうがいいのではないかなと思います。 

【廣瀬会長】 その点でいうと、「形成」というのは、形成だけでいいのかということにも

なりますし、参加のところでは、課題設定から始まって、政策のサイクルをきちんと書こ

うということになるものですから、それを踏まえた表現にしたほうが望ましいですね。た

だ、少し気になるのは、「政策」と書いてしまうと、非常に大きな方向性については参加で

きるけれども、具体的な施策や事業のレベルについては、あとは任せてくださいというこ

となのかと読めなくはないものですから、そこの表現は難しいですが、両方含まれるよう

に書きたいわけですね。３では「施策等」という形である意味でぼかしてあります。それ

によってもう少し大きな政策から、場合によったらもう少し小さい事業レベルのものまで

必要に応じて参加の機会を保障する、参加の権利があるということになりますが、サイク

ルを示す何かいい表現はありませんか。 

【星野委員】 １－２「用語の定義」では、③「区民等の参加」のなかにとてもわかりや

すく書いてあり、この定義をいろいろなところで使いたいのですが、そのたびにこれを持

ち出してくるのは大変です。ここに載っていませんが、施策の見直しまでできるといいと

思っているので、「施策の企画立案から見直しに至るまですべての過程において」というよ

うに、もう少し短くなるといいと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 前回、指摘いただいたので、それを盛り込む形で修正に反映

させようと思っています。そのときにも、「政策」「施策」の見直しに至るまでのすべての

過程に主体的にかかわるというようなことで整理をしています。 

【内海委員】 意思決定するまでで終わりではなく、その先、それが実施されて、それを

評価して、評価の結果が課題決定になってくるというサイクルが重要であるということで

す。そのことを表現する意味では、「形成」だとつくるところだけというイメージがありま

す。「政策及び施策過程」というのを１つの言語にして、このサイクルなんだという意味で

定義しておくと必要があると思います。 

【廣瀬会長】 片仮名はどうかという気もしますが、例えば「政策サイクル」として、こ

れ全体を示すのはどうでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 「政策サイクル過程」というのはどうでしょうか。 

【廣瀬会長】 「過程」というと、執行までいって終わりということもあり得ます。 
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【内海委員】 「政策サイクル」でいいのではないでしょうか。施策も包含されているの

で、回るというイメージが重要です。 

【渡辺委員】 「用語の定義」で、そういうサイクルを「参加」ということで書くのであ

れば、ここはやはり、参加のための情報提供の条文であるということもはっきりさせてお

かないといけないと思います。「明らかにし」というのではわかりづらいです。 

【廣瀬会長】 どういう手続でそのサイクルが回っていくか、そのプロセスがわかるよう

にしなさいということもあるし、それと同時に、参加のために必要な情報共有をしなさい

ということがあって、その２つを通して参加の機会を実質的に保障しますということを①

で表現したいということですね。それが①に入ったとして、先ほどの宿題になっていた②

を分けるかどうかですが、①で情報共有が出たとすれば、②はこれでいいような気もしま

すし、いかがでしょう。 

【谷本委員】 ①との差が明確になれば、②はこのままでもいいのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 ③から⑦の条項は６「行政運営」ともかかわってきますので、具体論を見

ながら、もし必要があればさかのぼることにして先に進みたいと思います。 

 

＜議論内容＞ 行政運営 

 ６「行政運営」ですが、まず６－１で「基本構想・基本計画の策定」という項目が入っ

ています。ここでは、「財政見通しを踏まえたうえで」という趣旨を踏まえ、構想・計画の

ことに言及するという形になっています。「計画的な行政運営」とありますが、そこに財政

の見通しを踏まえなさいということが義務づけられたということです。 

 ６－２「行政手続」は、既に条例のある部分ですが、それを自治基本条例の自治のルー

ルの中の一部分として位置づけているということになるかと思います。 

 ６－１から６－６まで、「行政運営」についての規定として６項目を挙げて規定をすると

いう答申案になっております。 

【藤原副会長】 この６全体のトーンというのは、現状でいろいろな制度があるので、一

応大丈夫ですというスタンスなのでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】 すでに、幾つか仕組みはありますが、これからの分権時代の

自治体運営の中で万全かということになると、課題は若干あるという認識は持っています

けれども、現行持っている仕組みの中では一応そうほころびはないと思っています。 

【藤原副会長】 ５は、最後に何々を提案しますとなっていますが、例えば、６－５「不
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利益救済」については「望ましい」とか「提案する」という表現ではなく、「必要です」「現

在なっています」と書いているだけです。もう 1 つ、６－２「行政手続」も、「処分、行政

指導及び届出に関する手続に関し」となっていますが、これは正確に言えば、「処分、行政

指導及び届出に関してはあります」だと思います。しかし、最も重要なのは、例えば計画

策定手続等ですが、それについては全然触れていません。 

【鈴木政策計画担当課長】 まず 1 つの不利益救済は、今出ている基本的な考え方では、

記述が不十分であるというのは少し感じています。今後の公共サービスの提供主体が多様

になってくるということをにらめば、そこから受ける区民の権利救済の仕組みについて、

もっと万全な方向を考える必要があるとは思っていますが、直ちにそれがどういう形で構

築できるかは、今のところは難しいです。行政手続についてはおっしゃるとおりで、計画

についてどうかということまでは、今持っている条例だけでは踏み込めていないという認

識はあります。ですから、このままで本当に万全かと言われると、直ちに何かが直せると

いうことではありませんが、課題は認識しています。 

【星野委員】 ６－１「基本構想・基本計画の策定」の最初ですが、私たち区民委員は、

基本構想をつくるときに、区民ワークショップに参加させていただきました。そこに参加

したことで、基本構想を一緒につくっているという意識がとてもあります。「区は」という

中に私たち区民も入っているのでしょうが、区民も一緒になって参加し、区民の意見を取

り入れた基本構想が今つくられていますので、そういうことをこの文面の中に落とし込む

というのは可能でしょうか。区民の意見を取り入れて基本構想をつくるという、こういう

参加の仕組みは初めてだったと思うのです。 

【廣瀬会長】 それについては、７－２に「区の基本的な方向を定める構想」とあります

が、基本構想というのはまさにそれですね。それから、「区の政策に関する基本的な計画及

び行政分野別計画の策定又は改定」等々については、「必ず区民等の参加の手続を経て意思

決定する」ということで義務づけられていますので、行政運営上、まず計画に基づいて将

来の見通しもしっかりして、それで運営していきますということをここで定めています。

その定め方については住民参加でやることなので、７ということだと思います。 

【渡辺委員】 ６－３の意味がよくわかりません。例えば新しい自治の時代にふさわしい

執行機関のあり方というか、目標を設定して成果を目指すということは伝わってくるので

すが、どういうことなのかもう一度教えてください。 

【廣瀬会長】 １つは、単なる手続的に正しい、間違いのない行政ということではなくて、
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どういう成果を目標としてこの施策を行っているということを明確にした上で、それを実

現していくためのマネージメントをきちんとやりましょうということです。もう１つ、い

わゆるマネージメントの技法としての目標による管理という手法がありますが、そのこと

だけを言っているのか、それとももっと成果志向で行政のマネージメントをやりますとい

うことを宣言するという趣旨なのか。それが、前回のたたき台でははっきりしていないと

いう話しをしたかと思います。 

【鈴木政策計画担当課長】 この項目は、行政改革の取り組みの 1 つの成果ということで

新たに盛り込められるメニューだと思っています。ただ、「効率的かつ効果的な行政運営」

という言葉ではなくて、そのことがもっと真に迫ってわかるような表現が一言入ると違う

のかなと思いました。区民の具体的な生活や質がどう変わったか、そういうことを目標に

するために、などと言ったほうがいいのかもしれません。 

【渡辺委員】 区民活動をやっている側から言うと、よくやってくださる職員が報われる

ような仕組みにしてほしいという願いがあります。 

【鈴木政策計画担当課長】 新しい仕組みを１つ、マネージメントの道具立てとして導入

したときに、区政運営の基本というところでは、なぜ自分たちの組織が存在するのかとい

うところに立ち返って仕事を考えましょうということを、庁内で職員にも徹底していきま

すが、それにのっとった人事評価の仕組みもあわせて今つくっているところです。 

【伊丹委員】 ６－３は、改善までのサイクルの過程が唯一示された文言だと思います。

これも、企画・立案、あるいは検討・実施、チェック・評価のステップを踏んで、改善・

行動に結びつくようないわゆるＰＤＣＡのサイクルが回るようなシステム、納得性のある

成果主義に基づく目標管理制度が構築されることが求められるので、そういう表現を少し

入れたほうがいいのではないでしょうか。ただ、一般的に書く、しかも基本的な条例にな

りますと、なかなか細かい規定をつくるわけにはいかないと思います。あるいは、基本的

な考え方の中にそのような趣旨を盛り込んでもいいと思いますが。 

【内海委員】 今、表現という話がありましたが、６－３が評価の内容であるとすれば、

中野区の行政評価実施要綱と外部評価委員会要綱があります。ここの基本的な考え方では、

「区政運営管理規定」という名前が出ていますが、実質的には、この評価というのは、実

施評価要綱の中にも「マネージメントサイクル」という言葉が入っていて、そのあたりは

自治基本条例と整合させていく必要性が今後あると思います。さらには、内部的な評価だ

けではなくて、外部評価委員会が学識経験者プラス公募委員も入っています。つまり、参
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加の機会はもう既に要綱では保障されているので、ベースとそういう基本的な施策をきち

んと位置づけておいたほうがいいのではないかなと。場合によってはこの要綱も少し見直

す、条例化するという考え方でさらに発展的な方向に考えていただけたらいいと思います。 

【区長室長】 そういう方向では検討しています。 

【内海委員】 行政手続のところが私も気になっています。行政手続条例を念頭に置いて

議論しているのですが、共通の内容事項となると、行政手続条例に示されていることだけ

ではなくて、今回議論しているプロセス、サイクルの中での参加というか、いろいろな段

階での手続も一方であるので、その辺りはあえて触れていかないのか、あるいはそれに関

することを抽象的な意味で示しておくのか、具体的に少し書き込むのか、その辺は判断す

る必要があるのではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 この答申案は、もう既にある行政手続条例を自治基本条例の中で位置づけ

るという役割に集中して書かれています。そうではなく、計画策定やまちづくり等のプロ

セスについて一定の枠組みを整理し、その上での手続上のいろいろな権利保障について定

めていくということを加えて、答申の中に行政運営のルールとして入れるかどうか。ある

いは、参加にかかわることなので、参加のところで触れることでよいと判断するのか。そ

れがこの課題です。内海委員、例えばまちづくりなどの領域について、盛り込んだほうが

いいと思いますか。 

【内海委員】 まず１つは、すべての計画策定、あるいは施策策定において共通する事項

として、一定の手続における参画を今後していこうとしていると思うのですが、それを「別

に定めるところにより」ということで示してしまうと、そういった手続も別に定めるのか

という誤解が生まれます。まず初めに、どういうスタンスでここを書くかというのを決め

た上で、あえて手続条例の範囲にするならば、書き方を変える必要があるのではないでし

ょうか。今の質問は、まちづくりの範囲でここに入れておいたほうがいいかどうかという

ことですが、まちづくりだけに特化して書く必要はないと思いますが、全体の施策を策定

していくときに共通しているものであるならば、その領域の中で手続をとらえていくとい

う必要性はあると思いますが。 

【廣瀬会長】 例えば「計画策定手続」みたいなことということでしょうか。 

【内海委員】 そうですね。「施策策定手続」。 

【廣瀬会長】 「施策策定」というとかなり広くなります。 

【内海委員】 条例は計画ではないので、条例の策定にはかかわらない。手続はその範囲
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の中ではないということになるわけですね。 

【廣瀬会長】 共通する手続をくくり出すタームとして、「条例策定手続」というのはまた

１つあり得ると思います。「施策」ということだと対象がいろいろありすぎて、共通の手続

としてくくりにくくなると思いました。計画に関しては７－２の①で、必ず区民参加をす

ることが義務付けられています。その際は、手続の対象としている活動方法、実施時期等

は明示しなさいということですから、その意味で、どういう手続で区民参加をやり、どの

時期に何に参加できるのかということは示されるようにはなっています。施策、政策のサ

イクルにかかわる参加の手続という点でいうと、７－２でカバーしています。 

【藤原副会長】 今のような整理をするのも１つだと思いますが、６－２には手続が３つ

しか書かれていないと言ったのは、手続というのは、入札等の契約締結手続も手続である

し、幾らでも共通事項はくくり出せるので、その余地を残しておかなくていいかというこ

とです。それから、パブリックコメント、行政立法手続等は７－２で書くというのも１つ

の整理の仕方だと思いますが、参加を念頭に置いたパブリックコメントなどがいわゆる一

般的な条例をつくるのと同じなのかどうかというのはまた別の問題だと思います。 

【廣瀬会長】 ６－２の「基本的な考え方」で、既存の行政手続条例は、上の四角の中に

入っている「別に条例で定めるところにより」の１つであって、それこそ入札手続とか、

今指摘があったようなものについて別途条令が定められる余地もある、あるいは必要があ

るのかもしれないということも含めて、基本的な考え方が、この項目だけではないですが、

こういうことで既にこれはもうありますと読み取れるような表現にやや傾いているので、

そこは検討する必要があります。条例の中で、既にあるものとしてはこういうものがあり

ますということを事実として注記しておくような形で書くのが、自治基本条例の答申の考

え方の説明としてはいいような気がします。 

【谷本委員】 ５の⑦「執行機関の職員は、本条例の趣旨の実現に向けて、常に努めなけ

ればならない」は職員の責務として書き込まれていますが、ここに書き込みが可能であれ

ば、例えば、職員も区政運営の担い手であるということをきちんと言葉として書き加えた

らどうかと思いました。表記でいえば、「執行機関の職員は、区政運営の担い手として、本

条例の趣旨の実現に向けて、常に努めなければならない」というようなことで、職員の役

割を少し明確に言葉で書けば、その上の区長のところは、「区長は、区政の代表者」という

ことで位置づけられているので、職員もきちんと自治の中での１つの役割を担っていると

いうことをここに書き込んだらいかがでしょうか。６に書き込むのは少し難しいと思いま
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す。 

【廣瀬会長】 それはそれでいいような気がしますが、区政運営の担い手としての職員の

当然の責務だと思うんです。 

【谷本委員】 もちろん、当たり前のことだと思っている場合もありますが、意外と気づ

いてないというケースもあると思いますので、あえて言葉として書き込む意味は大きいと

思います。 

【廣瀬会長】 ６－５ですが、「基本的な考え方」が、どちらかというと、こういうものが

ありますというのを並べてあって、具体的な窓口というか機関があることを示しています。

下の段落は「一本化して開設されていることが」となっており、これは、前回この部分を

議論したときに、いろいろあったとしてもやはり一本化して受けてくれないことには、区

民としてはどこへ持っていけばいいのかわからないという話もしました。その意味で、と

にかくここに相談すればいいという場が設定されるべきだということを表現しているので

すが、このままだと、広聴担当に何でも持っていけばいいということで、もう既にあるも

ので十分という表現に読めてしまいます。それから、先ほどもありましたが、実施を実際

に担う者が区だけでなく、いろいろな形で民間に委託することもありますし、市民協働も

ありますから、そういうふうに実施が多様になっていく中で不利益の救済を手当てしてい

くということで、これから先もいろいろな形の具体化が必要になってくる部分があります。

そういうことも必要に応じてやっていくことがこの条文によって基本的に義務づけられて

いるという趣旨だということを、基本的な考え方で明記することが必要だと思います。 

 

＜議論内容＞ 区民等の参加 

 次に、７「区民等の参加と情報共有」に進みます。 

発案の部分、住民投票の部分は性質が違いそれぞれ独立性があるので、まず７－１から

７－３までを議論することにします。７－１で原則、７－２で対象や手続、７－３でその

実質的な保障のための情報の共有について規定をするという構成になっています。 

【谷本委員】 ７－１の①と②の「区民等」、「区民活動者等」は、いずれも適正な手続に

より参加することができるとありますが、この「適正な手続」が、ここだけ読むと非常に

あいまいですが、これはこの条例が定める適正な手続ととらえていいのでしょうか。もし

そうであれば、そういう文言を入れたほうがいいと思いますが、いかがですか。 

【廣瀬会長】 例えば、７－２に何が使われるかが書いてあるのですが、そこは「適正」
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という言葉ではなく、「適切な形態及び方法によるものとする」となっており、そこでも少

し言葉の上でずれもあります。 

【谷本委員】 「この条例が定める」というぐらいの文言が入っていればわかりやすいの

ではないでしょうか。 

【廣瀬会長】 先ほどから議論が出ているサイクルの表現方法ですが、場所によって若干

ずれがあります。評価結果の反映というのが、評価のところにでは目標による評価、ある

いは、マネージメントのところでは基本的な考え方に入っていたかと思いますが、行政評

価や政策評価に区民参加をということも含まれてきますから、その反映までここに明記し

ておいたほうがいいか。あるいは、別のところで「サイクル」という言葉を使うのであれ

ば、それを別途定義して、ここに、対象がそのサイクル全体であるということを明記した

ほうがいいかもしれません。 

【伊丹委員】 区民等の参加については、「区民」と「区民等」との線引きをはっきりさせ

るとか、ＮＰＯの参加が協働という形でずい分前面に出てきた議論があったと思いますが、

それをどこかに明確に規定することができないものかと思いました。 

 実際に個々の条例をみても、中野区のパブリックコメントの手続実施要領の中には、「協

働」という言葉が、中野区の男女平等基本条例の前文や第２条に「参画」という言葉が使

われています。 

 それから、「区民」というのは、最初の提案は、在住・在勤・在学、それから事業者まで

入っていましたが、それが在住だけに絞られました。これもほかで見ると、中野区の男女

平等基本条例の中の区民の定義は、家庭、職場、学校などを広くとらえているように見受

けられます。情報の関連規定の中でも、「区民」は区内に住所を有する者のほかに、実質上、

在勤・在学者も含めているような表現もありますので、この辺りの用語の使い方もどこか

で整理する必要があると思います。 

【廣瀬会長】 主権者としてのかかわりと、ステークホルダーとしてのかかわりについて、

特に何に参加できる権利を保障するかという点で差があって、それを区別するために定義

上も「区民」と「区内活動者」とステークホルダーの人々を別々に定義し、参加のところ

でも、７－１の①は「主権者」による参加について定め、②がステークホルダーの参加に

ついて定めるということなのですが、確かに定義の説明にも必ずしもそこまで明確には出

ていませんし、その意味でいうと、もう少し早い段階で、区政の運営にどういう人たちが

かかわりを持っているか、どういうかかわり方の違いがあるかという整理をきちんと文章
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化したほうが理解しやすいですね。７－１の「基本的な考え方」を読んだときに、初めて

いろいろな言葉の意味がわかる、なぜ分けられているかの意味がわかるという点では、確

かに不親切だと思いました。ほかの条例との言葉の整理はできたほうが望ましいとは思い

ますが、既にあるものを変えるのも難しいですし、この条例の規定上、区別する必要があ

って、別の概念を定義したものについては整理しきれない部分も残らざるを得ないのが現

実という気がします。 

 「協働」については、前回、自治基本条例が扱う主権者の区民が区政の運営をどうコン

トロールするかというかかわりの中で、条例上の権利保障等には直接は結びつかないけれ

ども、自治の構造全体の中ではこういう位置づけですという位置づけで、最初の「自治の

発展の方向」の中に、この条例には自治の発展の中のどこの役割が担われているのかとい

うことを示すように書きましょうという議論があったと思います。その中で「協働」と、

自治基本条例における「参加」等の関係は整理することになろうかと思います。 

【渡辺委員】 すべてのサイクルにおいて参加が保障されていれば、「協働」や「参画」と

いうことは解決するのではないかと納得してきたのですが、７－１「区民等の参加」は、

立案や検討の次に実施、評価というサイクルを思い浮かべるようになっているので、それ

を念頭に置いてと思うのですが、７－２の手続になると、「審議会・協議会等」と書いてあ

り、これだと、意見を申し述べるとか、既にあるラインに乗っかって、ところどころで各

段階で区民としての意見を述べ反映させていくことを想定しているにすぎないのではと思

えるのです。実施、評価に至るところまで参加することを想定するのであれば、手続の例

示としてさらに何かあってもいいのではないかと思います。 

【廣瀬会長】 １つには、７－４なのだろうと思います。ここも規定の仕方としては、ど

ちらかというと、特定のテーマ、あるいは特定の地域にかかることで、そこでみずから決

め、みずから実施するということはかなり想定されていますが、これだけ見ると、意思決

定を提案して、意思決定するまでというニュアンスが出ていることも確かで、そういう意

味では、どこかにサイクルの意思決定までの前半だけではなくて、そこから後についてが

メッセージとして明確に出るような規定の仕方ができないかとおっしゃるのはよくわかる

ような気がします。７－２の①は、重要な意思決定については必ず参加しなさいという義

務づけ規定なので、そこでは少し違うという気がします。 

【内海委員】 この７－１と７－２ですが、かなり書き込まれていると思います。そして、

位置づけとしては、７－１は参加の範囲を、７－２は参加の方法を決めていると思うので
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すね。ですから、範囲という意味では、そのサイクル全部なので行政の全部ですという話

になります。７－２は、その中で「基本的な考え方」に表記してある内容以外にも、ワー

クショップとかいろいろあるので、これだけではなくてさらにいろいろな方法があります

という紹介があれば、条文上ではそういう手法を使うことが前提の内容にはなっていると

思います。具体的に、手続の内容まで立ち入って書いてあるので、私としては、文言や言

葉の整理などの問題が出ましたが、内容的にはいいと思います。 

 さらに「協働」という話の中で、主体的な、自発的な活動をいかに支えるかというのが

前回議論した７－４のところです。ここについては、前回も言いましたが、自治基本条例

としてとらえた場合、発案をどう具体的に保障していくかという意味では、興味深い制度

として盛り込めたのではないかと思っています。ただ、前回も議論があったように、この

発案だけではなくて、その前段でそういった活動をいかに支えるか、サポートできるかと

いう点が非常に重要なのですが、そこについてはあまり触れられていません。もちろん、

行政に支えられなければやらないという話でもありません。区民が自立的にやるべきです

し、それを前提とした場合に、それが政策に反映される道筋としてこの制度があるわけで

す。ただ、その一方で支援も必要だと思いますので、その辺を少し書き込むとすれば、そ

の前段の支援をどういうふうに自治基本条例として表現するのか、あるいは表現しないの

かという程度でいいのではないか思いますが、いかがでしょうか。 

【渡辺委員】 参加と発案の間に隔たりがあるような気がします。行政に対して発案する

ことも、今あるところに参加して意見を申し述べることも自分の活動の中からやっていく

のですが、その間も、自立してやっていくということも何か表現してほしいと思います。 

【内海委員】 それが今話した、本来は自立してやっていくことを、政策的に位置づける、

評価するというスタンスであるならば、支援という言葉があるのではないかと思います。

それをこの条文に書き込むのか、今、検討されている共存の制度もありますので、その辺

との関係を示しておくだけにするのかは、検討する必要があると思いますけれども。 

【鈴木政策計画担当課長】 この自治基本条例の中で、区民を主権者と圧縮したのが、そ

もそも主権者たる区民はということを明確にしたかったからです。ここで言っている区民

の区政参加は、信託した区政が区民のコントロールの効く、区民による管理の道筋ではな

いかと私たちは思っています。ですから、区民参加のいろいろな方法、手続を決めるとい

うことは、区民の自治による区政への管理運営にかかわってくることだという気持ちもあ

りました。 
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【星野委員】 今の話を聞いて、今までもそうだと感じつつやっているのですが、７－１

の③「執行機関はどうするか」というところで、「区民の各段階の参加により示された意見

を尊重し、区民の総意もしくは合意点を見極めるよう努めなければならない」でとまって

いますが、従来、行政が行ってきたものを区民が自分たちのものとしてやっていく自治を

目指すときに、すべて区民ができるのかといったら、そうではないような気もします。区

民が自立して自治ができるようになるまで、ある程度の支援や見守りをするという一言が

ほしいと思います。 

【小林委員】 プロセスとしてそのままほうり投げてもうまくいかない点があると思いま

すが、前文、いわゆる方向性の部分の中に盛り込むべきで、ここであえて言う必要はない

と思います。本文については参加についての最終的な位置づけであって、冒頭の自治の発

展の方向の中に、育てていくということがはっきり明記されていればいいのではないでし

ょうか。「育てる」という言い方は変ですが、区民が区民を育てるようなイメージを持って

います。 

【廣瀬会長】 例えば循環型社会をつくるとします。区政の課題としても、循環型社会を

推進していくために、区民の信託を受けて、主権者である区民の意思に従ってそういうこ

とを取り組んでいます。と同時に、区政がやっているからということではなくて公共的に

考えて、こういう世の中になるべきだと思って自発的に活動している人たちがいます。例

えば区の中だけでやっている人もいるかもしれないけど、もう少し広域的にある程度の専

門性を持ってやっている市民の自発的な活動があったりします。それとの間で、そういう

自発的な公共的活動とどういう形で連携をするのが、区政運営として中野の自治の発展の

ために望ましいのかという点での位置づけというのが、協働の位置づけの１つだと思うの

です。 

 そのときに、区民というのは、一方では市民側で活動している人かもしれませんが、そ

れと同時に、そういう活動と一緒にやりなさいと命令を区にしている主権者もあります。

その関係の中で、この条例の答申案はどちらかいうと、区に命じる部分の手続がもっぱら

集中して書かれていますが、そこで区が何をすべきかというと、今みたいな部分があって

なかなか条例の中に書き込みにくいのですが、そのために答申の四角の中だけ見ていると

浮かび上がってきません。だけれども、それを何のためにどういうふうに制限していくべ

きなのかというところで表現をしておくという必要があると思うのです。 

 もう１つは、この答申の中で前文をつけるかということについては、答申自体の諮問は
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２つの課題がありますが、その１つである自治の発展の方向についての答申の部分で書く

として、例えば条例案に、自治基本条例の前文の中に自治の取り組みの姿を表現するとい

うのも 1 つの表現の仕方かもしれません。 

【谷本委員】 今の話の追加なのですが、参加の手続の話ではなく、行政運営の中の１つ

のやり方として、自治を実現していくために、当面、今制定を進めている条例の中で支援

していくことを盛り込むのも１つの方法ではないかと思います。ただ、今はまだもう一方

のＮＰＯの推進条例の進展ぐあいが見えないので、それができた段階でここにはめ込むと

いう方向がとれるかどうか。 

【内海委員】 この参加にかかわるところについては、いろいろなケアというか、具体的

には市民参加推進条例の中に書かれていくと思います。こういった手続も重要ですが、支

援といっても、具体的には活動する資金であったり、あるいはコミュニティセンターとい

うか、ＮＰＯが活動する場所であったり、技術的な、専門的な知見であったり、ここに位

置づけられている情報であったり、そういったものが自治の基本になってくると思うので

す。さらに、それがネットワークされていくことがこういった制度を具体的に意味あるも

のにしていくのだろうと思います。そういったことをここに書き込むということではない

ので、先ほど谷本委員がおっしゃったように、基本的な考え方の中に入れるとしたら、支

援なのか、何なのか、言葉は一言しか入らないかもしれませんが、条文の中に言葉として

少し入れておく必要性があるのではないでしょうか。そういったものを政策的に位置づけ

て、今後方向性としてもっていくということは示してもいいのではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

【鈴木政策計画担当課長】自治基本条例も、新しい豊かな中野をつくるための１つの道具

だてとしてのもう一方の公共公益の活動の推進条例も関連がありますから、それはいいの

だと思います。ただ、自治の発展のためにそういう新たな活動領域がある、必要だという

ことを、自治基本条例の中で触れておく必要があるというのが皆さんの発言の趣旨だと思

いますので、そういう意味では、この２つの条例が非常に濃密に関連しているということ

の関係性をどこかに入れるのはいいと思います。 

【廣瀬会長】 抽象的には、「自治の基本原則」の④がそれに近いです。ここは「自治を尊

重する」ということだけしか書いてないので、それを行政運営上のルールの中にどう書き

込むかという検討は必要です。例えば「支援する」、「促進する」という部分もあるだろう

し、それと対等協力の関係の中で地域課題を解決するために積極的にそういう課題の解決

 19



 20

の行動をとるようなことを規定するというのもあると思います。自治の基本原則の④の具

体化した行政運営原則に落とし込んで、６の項目の中にそれを明記することになるでしょ

うか。 

【鈴木政策計画担当課長】 新たに入れるということですね。この自治基本条例ができた

ら、これを見れば、中野の中でどういう仕組みがあって、どういうふうに区民が参加でき

るのかという一覧性をもたせたものでありたいとは思っています。 

【谷本委員】 なぜ、行政運営のところでと申し上げたかというと、従来、行政というの

は職員等の執行機関が中心になって担う領域でしたが、今度、それが公共的な領域に広が

っていくと、今後は中野の行政運営は、公共的な領域まで視野に入れているというところ

を、この行政運営の中に盛り込んだらどうかという考えがあったからです。 

【廣瀬会長】 ７－４については連署の比率などと、条例の最高法規性というか、一番基

本的なものであるという位置づけの部分が残りましたが、参加、協働等の関連について一

番重要なポイントは、今のところでヤマ場があったかと思いますが、どういう方向でとい

うことについては見えてきました。それとあわせまして、日曜日には、中野区の自治の発

展の方向について、基本条例の中には必ずしも位置づかないけれども、重要な自治につい

ての議論を反映させた文章をつくるということになっています。 

７－４以下、それから、今出ました６の、枝葉が何番になるかはわかりませんが「行政

運営」に追加をする項目、そして「中野区の自治の発展の方向」についての議論を、最終

回にしたいと思います。 

この審議会が答申しても、それで条例が完成するのではなく、そこから委員の皆さんと

もいろいろな形で、どういう趣旨の自治基本条例なのか、それを制定することによって何

を実現していこうとするのか、そういうコミュニケーションが広がっていかないといい条

例になっていきませんし、その後、条例案ができてからパブリックコメント等もあると思

いますので、この審議の場に参加をしたメンバーから、こういう趣旨でこんな思いで参加

をした、こんな議論をしてこういうふうに思っているというメッセージがあったほうが、

答申はこうですという部分だけ区民の皆さんに公開するよりも、もっとメッセージが伝わ

ると思いますので、そういう点でもご協力をいただければと思います。 

では、これで第１０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。 


