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喜多方市自治基本条例策定市民会議準備会提言書 

 

はじめに 

 

近年、全国の地方自治体で、地方分権改革をはじめとする地方自治体を取り

巻く環境の変化を背景として、自治基本条例（まちづくり基本条例等の名称も

あります）を制定する動きがひろがってきています。  

喜多方市においても、喜多方市にふさわしい自治基本条例の策定の進め方、

策定組織のあり方等について検討・協議するため、喜多方市自治基本条例策定

市民会議準備会が設置され、わたしたち委員２０名は、白井市長から委嘱を受

けて、平成 20 年 10月３日に第１回の準備会を開催して以降、平成 21年２月 16

日までに合計６回の会議を開催し議論を重ねました。 

先ずテーマとしたのは自治基本条例の意義についてです。準備会として今後

の自治基本条例策定に向けて策定の具体的なあり方を検討する上で、自治基本

条例策定の必要性や意義の理解が欠かせないものとして、先ず委員間で活発な

議論を交わし、認識を深めることとしました。 

従って、この提言書にも自治基本条例の必要性について１頄目を起こすこと

としました。 

自治基本条例の必要性を確認して以降は、それを踏まえて、自治基本条例の

策定組織のあるべき姿等について頄目ごとに議論を進めました。 

この提言書においても、頄目ごとにその結論と補足説明、そして議論の中で

出された委員の意見を記載しています。 

委員会の度に全委員の発言があり、厳しい議論の積み重ねによって、準備委

員会の委員の総意として、このようにして提言書を作成することができました。 

これまでの議論の経過を十分に踏まえて喜多方市自治基本条例の策定が進め

られることを願っております。 

 

平成２１年２月２６日 

 

                喜多方市自治基本条例策定市民会議準備会 
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１ 自治基本条例の必要性 

 

  地方分権の進展もあり独自のまちづくりが求められる一方、人口減尐や

高齢化が進むなど喜多方市を取り巻く環境は厳しくなっています。市民、

議会、行政がそれぞれの知恵を出し合い、協働してまちづくりを進めるこ

とが一層必要になっています。 

  合併して間もない喜多方市においては、市民の一体感の醸成も重要な課

題です。 

  最高規範性をもち地方自治体の憲法とも言われる自治基本条例は、この

ような課題に対応する上で大きな役割を果たすものと考えられます。その

策定過程自体が市民参加の実践となります。 

  このようなことから、将来に向けて市民みんなが安心して暮らせる喜多

方市を作るために、喜多方市にふさわしい自治基本条例をみんなの手で作

り上げることが必要です。 

 

〔補足説明〕 

  地方自治体を取り巻く環境が大きく変化し、市民参加と協働によるまちづ

くりが重要となる中、市民等の行政への参加のルールや自治の基本的原則等

について市民全体の合意により定めておくことが求められてきています。  

  それを条例の形で具体化したものが地方自治体の憲法とも言われる自治基

本条例ですから、今後のまちづくりを進める上で、自治基本条例を策定する

ことには大きな意義があると考えます。 

また自治基本条例はその策定過程も大事です。従来の審議会方式のように

市当局が原案を作成するのではなく、市民自らが原案の作成過程に携わるこ

とが必要です。多くの市民の参加により市民主体で策定するため、自治基本

条例の策定組織として市民を主体とする自治基本条例策定市民会議（仮称。

以下「市民会議」と称します。）を設置することが望ましいと考えます。 

 

２ 市民会議の役割 

 

  市民会議は、自治基本条例に盛り込む頄目や内容等を検討し、条文案の

作成まで行うことが望ましい。 

 

〔補足説明〕 

  市民会議の役割としては、自治基本条例に盛り込む内容や頄目の検討まで

にとどめる場合と、具体的な条文案まで作成する場合が想定されます。前者

の場合、条文案の作成は行政に委ねることとなりますが、本市の場合は、行

政任せにせず、条例の内容についても市民の意見をより正確に反映させるた
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め条文案の作成まで市民会議が携わることが望ましいと考えます。 

 

３ 市民会議委員の構成 

 

  市民会議の委員の構成は次のとおりとすることが望ましい。 
・委員は市民、議員、市職員とする。 
・市民については、市内に在住、在勤、在学する者とする。 
・委員とは別に、専門的立場から市民会議に助言を行うアドバイザーを
設ける。 

 

〔補足説明〕 

自治基本条例は基本的に市民主体で策定されるべきものです。市民主体で

あるから、議員や職員は委員になるべきではないという考えもありますが、

自治基本条例が最終的に決定されるのは市議会であり、それに基づき市政を

執行するのが市職員ですから、むしろこれら三者が市民会議のなかで意見を

交換し合いながら、条例案を策定していくことが望ましいと考えます。 

また、市民については、市内に在住する者だけでなく、市外からの視点も

期待して、喜多方市をよくしたいという意欲を持った、市外在住で市内に在

勤、在学する者も含めること、また国籍による制限を設けないことが望まし

いと考えます。 

専門的知識、経験から助言をいただくアドバイザーも必要と考えますが、

アドバイザーは委員としてではなく、委員の他に設けるべきです。 

 

４ 市民会議委員の選出方法 

 

  市民会議の委員の選出は次のとおりとすることが望ましい。 

・市民委員については、公募を主体とし、推薦枠についても配慮する。 

・公募に際しては、出来るだけ広範な市民が参加できるよう配慮する。
応募者に作文等は求めない。 

・委員のうち議員、市職員の選出はそれぞれ市議会、市長に委ねる。議
員については公募枠には入らない。市職員は、公募を含めて５人程度
とする。 

 

〔補足説明〕 

市民委員については、意欲を持った多くの市民の参加を促す取り組みが必

要と考えます。公募を主体としますが、公募のみでは地域的偏りも心配され

ることなどから、公募以外に推薦により委員を選出してもよいものと考えま

す。 

また、応募条件としては作文等の提出は求めませんが、応募者が任意でコ

メントを添えることは差し支えないものと考えます。    
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５ 市民会議の組織体制 

 

  市民会議の組織体制については次のとおりとすることが望ましい。 

・市民会議に代表、副代表、事務局を置く。 

・事務局には、委員及び市の職員が入り、事務局長を置く場合は、委員

から選出する。 

・副代表を複数制にするかどうかは、公募により集まった人数等を踏ま

えて決定するものとする。 

 

〔補足説明〕 

  市民主体で市民会議を運営するため、委員から代表、副代表、事務局を選

出します。また事務局にはサポート役として市職員に加わってもらうことと

しますが、事務局を総括する事務局長を置く場合は、委員から選出すること

が望ましいと考えます。 

副代表は、公募により多くの市民委員が集り、分科会方式による協議を行う

ため各分科会の責任者が必要になった場合などに複数選任することとします。 

 

６ 委員の報償 

   

  委員は有償とし、報償の額は交通費等を踏まえて決定することが望まし
い。  

 

〔補足説明〕 

  委員の報償については、無償にすべきとの考えもありますが、市が広域に

なり、会場への移動にも経費がかかることなどを配慮し、有償にすべきと考

えます。 

 

７ 会議の公開 

 

市民会議の会議は公開とし、会議録を公開することが望ましい。 

 

〔補足説明〕 

市民に開かれた市民会議とするためにも、傍聴を希望する者には会議への出

席を認めるべきです。また会議の都度会議録を作成し、市ホームページ等で公

開し、会議の結果を逐一市民に情報提供していくことが必要です。 
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８ 策定スケジュール・その他 

 

  策定スケジュールやその他の事頄については次のとおりとすることが望

ましい。 

 ・市民会議は平成２１年度中に設置とするが、市民委員を公募する前に一

定の期間、市民への十分な意識啓発等を行う必要がある。 

 ・市民会議設置後の自治基本条例の検討及び条例案作成等のスケジュール

は、市民会議に委ねることとする。 

 ・市民会議の設置後においては、市民会議に参加できない市民から意見を

求める工夫も必要である。 

 

〔補足説明〕 

 自治基本条例を策定するには、十分な議論と市民への周知が必要です。そ

のためにはそれ相当の時間を要するものと考えます。市民委員を公募するに

際しても、より多くの参加を得るには、募集前に地区で説明会を開催するな

ど、市民への周知と啓発を十分に行う必要があります。 

 市民会議が設置された後のスケジュールは、市民会議の委員の協議により

決定されるべきものと考えます。 

 自治基本条例の策定はすべての市民に関わる重要な課題であるため、条例

案の策定は市民会議が担いますが、シンポジウムや地区説明会等を行って、

より多くの市民の参加により、より多くの意見を集約する中で行うことが必

要です。 

 また、市民会議の諸会議の設定は夜間や土日も含めて行うなど、集まった

委員の状況に応じた配慮が必要です。 

 市民会議において各委員の立場は平等です。一方、組織としては運営のル

ールが必要となりますが、具体的ルールの制定については市民会議に委ねる

べきものと考えます。 
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おわりに 

 

地方自治体における主権者は住民（市民）です。自治基本条例の策定は、市

民主体、市民参加が原則であり、その策定過程自体が市民主体、市民参加を実

践するものでなければなりません。そのためには、自治基本条例の策定過程に

各界、各層、各地域から広く市民の参加を得るための努力が必要です。 

 準備会は、そうした視点で議論を行い、提言をまとめました。 

市民主体の原則からすれば、準備会自身が委員の公募を行い、市民会議の設

置まで携わるべきであるとの意見も出されましたが、市民会議の設置自体は市

当局に委ねることとしました。 

 市当局には、準備会におけるこのような議論の経過を踏まえ、提言書を尊重

して市民会議を設置されることを要望します。 
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喜多方市自治基本条例策定市民会議準備会設置要綱 

                      

 （設置） 

第１条 市にふさわしい自治基本条例の策定の進め方、策定組織のあり方等について検

討・協議し、その結果を市長に提言するため、喜多方市自治基本条例策定市民会議準備

会（以下「準備会」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 準備会の委員は２０人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱

又は任命する。 

(1) 市議会の議員 

(2) 各種団体の役職員 

(3) 学識経験を有する者 

(4) 公募市民 

(5) 市の職員 

 （任期） 

第３条 委員の任期は、市長に提言を行うまでとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 準備会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は､会務を総理し会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはそ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 準備会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

 （庶務） 

第６条 準備会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、準備会に関して必要な事頄は別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年７月１０日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初に開催される会議は、第５条の規定にかかわらず、市長が招集

する。 
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喜多方市自治基本条例策定市民会議準備会委員名簿 

（項不同・敬称略） 

 

事務局：総合政策部長 

    企画政策課長 

      企画政策課政策企画班 

 

№ 区  分 氏  名 備  考 

1 

市議会の議員 

物江 一男 市議会議員 

2 渡部 孝雄 市議会議員 

3 長澤 勝幸 市議会議員 

4 瓜生 善八 市議会議員 

5 佐原 正秀 市議会議員（総務常任委員会委員長） 

6 

各種団体の 

役職員 

齋藤 忠一 行政区長会連合会理事  

7 唐橋 幸市郎 会津喜多方商工会議所会頭 

8 苗村  正 会津いいで農業協同組合代表理事常務 

9 山﨑 信子 喜多方市女性団体連絡協議会会長 

10 室井 大輔 (社)会津喜多方青年会議所理事長 

11 

学識経験者 

猪俣  慧 
前市議会議長   

◎準備会委員長 

12 富山 清光 
元市議会議員、前生活協同組合コープあいづ理

事長 

13 志田 公司 
会津喜多方国際交流協会理事 

○準備会副委員長 

14 佐藤 民子 
総合計画フォローアップ委員会委員、山都町合

併特例区協議会委員 

15 佐藤 正道 
元高郷村議会議員、元会津喜多方青年会議所理

事長 

16 

公募市民 

大野 恒夫 
 

17 佐藤 洋子 
 

18 江花 圭司 
 

19 
市の職員 

玉井  章 副市長 

20 鈴木 充正 教育長 



10 

 

自治基本条例策定市民会議準備会会議録 

 

第 1回自治基本条例策定市民会議準備会会議録 

 

■日 時  平成 20 年 10 月３日（金）午後３時～ 

■場 所  喜多方市役所 第 1 会議室 

 

 

事務局 先ず会議に先立ちまして、本日より委員に就任していただく皆様に、市長から

委嘱状を交付いたします。なお、委員の任期は、市長に提言を行うまでとなってお

ります。 

（委嘱状交付） 

それでは、只今より第１回自治基本条例策定市民会議準備会を開催いたします。

はじめに、白井市長よりごあいさつを申し上げます。 

市長 本日は、大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。また皆様には、自治基本条例策定市民会議準備会の委員をお引き受けいただき

心より感謝を申し上げます。 

さて私は、常々、市政において市民参画をいかに実現するかを考えて、市政を

預かってまいりました。一昨年度策定した当市として最初の総合計画においても、

基本的な考え方の柱の一つを「市民主体」とし、市は、市民の力を引き出すサポー

ト役と位置付けたところです。具体的には、この準備会もそうですが市民公募によ

る審議会やパブリックコメント制度を設け市民の皆さんのご意見を市政にできる

だけ反映できるようにしておりますし、市民の自主的な活動を支援するために、ボ

ランティア支援センターを設置しております。 

しかしこれで十分とは言えません。更に新たな市民参加の仕組みを導入していき

たいと考えております。今後はまた、まちづくりにおいて行政と市民の皆さんとが

一緒に取り組みを行う、いわゆる協働のまちづくりが大事であると考えております。 

 こうしたことを進めていくには、先ずまちづくりの理念、指針を明らかにし、市

民全体の共通認識にしておくことが重要です。今回策定しようとする自治基本条例

がそれに当たります。 

 また自治基本条例は自治体の憲法とも言われております。地方分権が進み、国と

自治体は対等の関係とされ、自治体は、国、即ち中央の政府に対して地方政府と称

されるようになっております。それは、自治体の自主的、自立的運営が求められて

きているということでもありますが、その運営の理念、指針を定めるものがこの自

治基本条例であります。 

 言い換えれば自治基本条例は、市民・議会・行政、市に関わるすべての者が守る

べき、市の基本的ルールを定めるものであります。その作り方については、従来の

条例や計画のように、行政が原案を作り、それに市民から意見を頂いたうえで策定

するというようなやり方ではなく、市民自らが考え、議論してつくる、言わば「手

作り」というべきやり方がふさわしいと思っております。それによってこそ、この

条例は「自分のもの」となり、市民によって今後のまちづくりに活用されるように

なるからであります。 

従いまして、本市の自治基本条例は白紙の状態から、まさに市民参画と協働の実
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践として、皆さんと一緒に作っていきたいと考えております。 

この準備会は、そのために、条例をどのようにして、どのような組織で作るべき

かを、先ずみんなで議論して決めようということで設置いたしました。従って、基

本条例の中身を議論していただくのではなくて、中身を決めるのにどんな組織で作

るかを議論していただきたいということでございます。 

市民みんなの手による喜多方市にふさわしい自治基本条例策定のために、委員の

皆様には、それぞれのお立場から率直なご意見を賜りますようお願い申し上げ、挨

拶といたします。 

事務局 続きまして、委員の皆様及び市職員の出席者の紹介をいたします。 

     （委員及び出席者紹介）  

   続きまして、委員長及び副委員長の選出に入らせていただきます。準備会設置要

綱第４条１頄で、委員の互選により選出することとなっております。どなたかご発

言がありましたらお願いしたいと存じます。 

委員 前市議会議長である猪俣委員を委員長に推挙したいと思います。猪俣委員は、政

治、行政面に精通しており、識見も豊かでありますので。また副委員長に志田委員

を推薦します。この方も国際交流協会の理事など色々な役職をされております。お

二方が適任だと思います。 

事務局 他にどなたかご発言ございませんでしょうか。委員長に猪俣委員、副委員長に

志田委員とのお話がございましたが、いかがでしょうか。 

 （異議なし） 

    異議なしの声がありましたので、委員長に猪俣委員、副委員長に志田委員をお願

いしたいと思います。 

市長 私はここで退席します。後は猪俣委員長よろしくお願いします。 

委員長 只今、委員長に選出を頂きました猪俣でございます。委員長就任に当たり一言

ご挨拶を申し上げます。 

先に市長からのあいさつにもありましたように、自治基本条例策定市民会議準備

会は、自治基本条例の策定の進め方を審議するものとなっております。自治基本条

例は、喜多方市の憲法ともいうべきもので、今後の市政、市のまちづくりにおける

最も基本的かつ重要な指針を定めるものでありますので、私たちの責任は大きく、

また市としては初めての取り組みですから議論も難しいわけですが、率直に意見を

交換する中で実りある委員会にしたいと思います。 

 皆さんのご協力をお願いし、簡卖ですが、委員長就任に当たってのご挨拶とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

事務局 それでは議事に入りたいと思います。準備会設置要綱第４条第 2 頄の規定によ

り、委員長が会議の議長となっておますので、以降の進行につきましては委員長に

お願いいたします。 

委員長 それでは、暫時、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。先ず、「（１）自治基本条例策定市民会議準備会の役割について」を議題とい

たします。それでは、事務局より説明をお願いします。 

事務局 資料１で説明します。先ず基本条例に関わるこれまでの市の取り組みの経過で

すが、市の総合計画、行政改革大綱・実施計画に「市民と行政との協働体制の確立」

や「自治基本条例制定」の方針が盛り込まれ、これをふまえて庁内での取り組みが

スタートしました。 

平成19年６月26日に、庁内に市自治基本条例庁内検討委員会が設置され、11月１

日には、職員を対象に職員研修会を開催しました。11月22日には、市民を対象に「喜
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多方市の市民参画と協働のまちづくりを考える」シンポジウムを開催しました。20

年2月には、庁内検討委員会で報告書を市長に提出しました。 

   そして庁内の議論を経て、条例策定に向けて条例策定市民会議準備会設置要綱が

平成 20年７月 10日に制定され、本日を迎えたということになっております。 

   ここで、自治基本条例についてご理解をいただくためにも更に庁内検討委員会の

報告書について、「報告書のポイント」によりご説明を申しあげます。 

   先ず、自治基本条例とは何かという頄目ですが、これは法律で決まっているもの

ではなく、定義が定まっておりません。自治体、研究者によって様々に表現されて

おりますが、この報告書では、一般的な表現として「自治の基本的原則や市民等の

行政への参加のルール等について定めたもの」としています。また自治体の憲法と

も言われ、自治体の政治・行政の行動規範、政治・行政に対して市民が規制するル

ールという考え方もあります。 

最初の本格的な自治基本条例は、平成１３年４月に北海道ニセコ町で施行された

「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初とされています。全国では、稚内市政策経

営室の調査によると、平成 19年 10月 5日現在で１３５自治体が策定しております。

県内では、单相馬市、三春町、矢祭町、西会津町、会津坂下町、三島町、大玉村が

制定しており、浪江町が、性格の似たものとして町民参加条例を策定しています。 

   次に今なぜ自治基本条例が必要なのかということですが、その背景としては、一

つが地方分権改革の進展です。平成１２年の地方分権一括法で、地方自治体の権限

が拡大すると同時に、より自主的・自立的な自治体運営が必要となっております。

次が尐子、高齢化の進展です。自治体の政策課題は増大傾向にありますが、財源や

人的資源には限りがあるという課題があります。次はまちづくりの主体の多様化で

す。地域には自治会やＮＰＯ、ボランティアなど様々な住民活動があり、まちづく

りに積極的に関わる意識が芽生えてきています。まちづくりに市民参画や市民と行

政の協働が不可欠となっています。最後は、厳しい行財政環境のため、政策立案と

実行に対する十分な検証と効率的で総合的な政策運営、政策運営の拠り所が必要に

なっているということです。 

これらを背景として、自治の基本的原則や市民等の行政への参加のルール等につ

いて、それぞれの地方自治体が定めておくことが必要となってきています。 

   次は、自治基本条例を制定する意義と課題、条例のメリットです。先ず総合的な

政策運営ができるということです。自治体の課題解決に向けて自治体の基本的なル

ールを確立することができます。次は分権で独自施策、条例を自治体が作れるよう

になっていますが、その根拠を明確化できるということです。 

次は、基本条例を頂点として市の条例、施策等を体系化できることです。 

最後は、市民の参加意識の高揚を図れるということです。その策定過程が市民参

画・協働の実践の場になります。 

次の頄目として、市におけるまちづくりの経緯と基本条例の必要性です。これま

での市民参画・協働のまちづくりの経緯ですが、広報・インターネット等々で市民

の意見・要望等を吸い上げ、各種審議会等の公募市民、パブリック・コメント等で

市の施策に市民意見を反映してきています。また一行政区一運動、ボランティア活

動支援センターで市民との協働を推進し、市情報公開条例も策定してきていますが、

それらを支える基本理念・原則については整理されていないのが現状と言えます。 

   次に市における自治基本条例の必要性ですが、市のまちづくりを進める上で非常

に有用だということです。他の自治体と同様に、市においても尐子高齢化や新市に

おける市民の一体感の醸成など様々な課題があり、将来を見通したまちづくりをす
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るのに、役に立つと思われます。 

   また市民参画・協働を進める契機となります。基本条例は、市民参画・協働が進

んでいるから必要、進んでいないから不要というものではありません。基本条例の

策定過程を通してそれらを一層推進することが期待されます。 

また市は市町村合併により新たなまちづくりを進めており、市民の一体感や帰属

意識を高めることにもつながります。 

   次に、喜多方市にふさわしい自治基本条例のあり方の頄です。先ず基本条例は、

一般的に最高規範性を持つとされています。一方で、基本条例は法規の効力の優劣

としては個別条例と同位である、条例の中で「最高規範」と明文化することには疑

問を呈する意見もあります。 

次に、条例の類型としては、フルセット型とコンポーネント型があります。一つ

の条例ですべてをカバーするのがフルセット型、自治基本条例を基本として複数の

条例群により構成されるのがコンポーネント型です。フルセット型は、条文は膨大

になります。最近は、コンポーネント型が増えてきています。ニセコ町のまちづく

り基本条例が５７条からなり、フルセット型とされます。この条例は最初から見直

しを予定しており、平成１７年に議会関連条頄を追加する改正が行われています。

宮古市の自治基本条例は、これよりコンパクトですが、他の協働条例、参画推進条

例などを１年後に制定し、これらと一体的に機能しています。これがコンポーネン

ト型です。 

   次の頄目は、喜多方市において基本条例を策定する上での基本的な考え方です。

「最高規範性」をもったものとする、施行後において真に実効性のある条例とする

必要がある、市民参画により決定する、条例に盛り込む内容、基本条例の類型は、

今後の策定組織において結論を出すべきである、としています。 

   また喜多方市の特色をふまえ、喜多方市らしさを追求すべき、条例の性格、内容

を踏まえた名称を検討するということです。条例の名称は、まちづくり条例、自治

基本条例等々様々あります。 

   また、策定経過で市民参画・協働の実践とすること、地方自治について、市の今

後のあるべき姿について、市民、議員、職員が改めて認識を深めることができるよ

うな取り組みが必要であるとしています。 

   次の頄目は、市民憲章との関係です。市民憲章は市民の行動規範を中心に定めた

もので、基本条例と若干内容が似た部分がありますが、別のものです。市民憲章を

定める場合は、基本条例をふまえたものにする必要があり、市民憲章の制定につい

ては、基本条例を策定した後で検討するとしています。 

   次の頄目は、条例の具体的構成・内容ですが、１３の要素を示しています。その

内、前文は、普通、市の条例にはありませんが、これを付けるのが基本条例では多

いようです。 

次は、議会関連事頄です。条例には、議会に関する規定を設けることは望ましい

とされておりますが、条例に盛り込む内容については、議会自身に議論を委ねつつ、

議会との協議の中で決定していくことが望ましい、としています。 

   次の頄目は、条例の策定方法及び策定上の留意点です。条例の策定過程において

は市民参画を進めることが不可欠で、意欲をもった市民が参加して、素案の段階か

ら市民が主体的に検討に関わる方式が望ましく、市にふさわしい策定体制を十分に

検討する必要があります。策定組織に参加できない市民の意見の吸い上げも検討す

べきです。 

   策定の日程については、全市的に認識を深めるため丁寧な取組が必要であり、十
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分な期間を保障すべきとしています。ここにスケジュール例も示しておりますが、

スケジュールは今後の議論の中で決めていただくべきものと考えています。 

最後の頄目は、基本条例策定に向けた留意点です。市民の意識啓発、高揚にも配

慮、行政の直接的担い手である職員、条例制定に直接関わる議員の参加が必要、学

識経験者の参画が必要不可欠、基本条例の整合性の点から、既存の条例、市政全般、

市の業務内容及びその進め方全般についての見直しが必要、としています。 

以上で報告書の説明を終わり、次に、市における策定についての基本的考え方を

申しあげます。３点あり、先ず行政側で原案を作成せず、白紙の状態から議論する

ということです。従来の審議会方式のように原案を行政側で作成するのではなく、

白紙の状態から市民協働で議論することとし、そのために仮称ですが、市民会議を

設置します。 

次は、策定の進め方、策定組織等、から協働で議論を始めるということです。そ

のために、この市民会議準備会で議論をします。 

最後は、より多くの市民が関心を持ち、策定の議論に参加できるように、丁寧な

取り組みを行うということです。市民会議に参加できない市民に対しても情報を提

供し、意見を聴取するなどの配慮が必要です。 

流れを資料のフロー図で説明します。先ず準備会を設置し、その提言を受けて市

が策定方針を決定し、新たに市民会議を設置します。地域懇談会や、シンポジウム

等を経て、市民会議で草案を作成し、それにより市が素案を作成、パブリックコメ

ントを経て議会で議決するという流れです。但し、市民会議以降の部分は、この準

備会の結果を踏まえて決めていくことになります。ただ流れとしては、市民会議を

今後作るということで、この会の名称もそのため市民会議準備会としています。 

更に補足として説明します。先ず条例とは何かということです。地方公共団体が

国の法律とは別に定める自主法ということです。憲法で、「地方公共団体は、法律

の範囲内で条例を制定することができる」とされています。条例の制定、改廃は議

会の議決によって成立し、議会への提案権は、首長、議員の双方が持っています。 

次に、条例策定の方法ということですが、第１は、行政卖独型の条例づくりです。

第２は、市民立法型の条例づくりです。第３は、協働型の条例づくりで、行政と市

民・議会の協働の過程で、条例の実効性、条例が動く仕組みをつくり上げていくこ

とになります。基本条例はこの方法になります。 

   次は、個別条例が先か基本条例が先かということですが、市民参画、協働等の個

別条例を先に制定した後に、それらの根拠となる自治基本条例を策定する手法と、

先ず、個別条例の根拠となる自治基本条例を策定した後に、そこから市民参画、協

働等の個別条例の策定に進む手法があります。本市の手法は後者の手法です。先ず、

市の基本的な原理原則を議論し定めたうえで、個別の課題に進むという手項です。

自治基本条例をコンポーネント型とするかフルセット型にするかという問題を先

に議論するためでもあります。 

   次に資料２により準備会の検討・協議事頄を説明します。先ず、準備会の目的は

要綱にあるように、基本条例を市民主体により策定するために、喜多方市にふさわ

しい策定の進め方、策定組織のあり方等について検討・協議し、市長に提言を行う、

ということです。 

   次に、準備会の検討事頄ですが、事務局で案として示したのは、市民会議の役割

として、条例についてどこまで議論するか。頄目までにとどめるか、条文案までか。

市民会議委員の構成をどうするか、全体の人数及びその構成割合をどうするか。市

民の要件、年齢等をどうするか。市民会議委員の選出方法、市民会議の組織体制、
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委員の報償、会議の公開、策定スケジュール。その他として、市民への情報提供、

準備会以外の市民参加の方法等をあげております。 

   これについては事務局の案でございますので、なお皆さんの協議により追加等し

ていただければよいと思っております。説明は以上です。 

委員長 それでは皆さんから質問、意見がありましたらお願いします。 

委員 二つ質問があります。一つは、資料に、「最高規範と明文化することには問題が

ある」という書き方をしていますが、これは国の法律との関係とか、何か理由があ

るのでしょうか。もう一つは、合併した直後ということも影響していると思います

が、具体的な条例を積み重ねて基本条例を作るやり方と基本条例から具体的な条例

を作るやり方があり、後者をとったといいますが、それは、今の市政との関連でそ

うしたのか、あるならそれは何かをお伺いしたい。 

事務局 先ず、最高規範性の関係ですが、法律では憲法が上位法令であると位置づけら

れておりますが、自治体の場合は、条例としては横に並ぶものであるとされており

ますので、その一つの条例の中で最高法規と明文化すると矛盾が生じてしまうから

です。性格としては最高規範性を持っておりますが、明文化することには問題があ

るという指摘があるということです。 

   二点目の後者の方法をとったことについてですが、やはり中心となるものを作っ

てから個別条例に向かうのが基本的な姿ではないかと考えたからです。自治体によ

っては、市民参画や協働というものがこなれていないので、そういったものの実践

の上に基本条例を作るというところもあります。これは会津美里町がそういった方

針なのですが、当市の場合は、むしろ基本条例を作ることによって一緒にそういっ

た素地ができてくるということと、合併して最初の大きなものを皆でつくることに

より、一体感の醸成も図られるということで、後者を選択しました。 

委員 準備会でやる枠組みが提案されていますが、新しい基本条例をこれから作るとい

うのなら、基本条例とは何か、喜多方らしさとは何かということを先ずやらないで

枠組みをつくるというのは、後先逆のように思います。皆さんどうでしょうか。 

委員 今のと関連すると思いますが、策定過程で市民参加が重要であるとの説明はあり

ましたが、自治基本条例についてはまだ市民全体のものになっていない気がします。

なぜ必要なのか、基本条例とは一体どういうものなのか、市民に対する啓発が前段

にないと、市民に意見を求めていっても大変だと思います。市民に対する啓発をど

のようにするかも重要になってきます。 

委員長 これらに対する事務局の考え方はありますか。 

事務局 喜多方らしさとか、必要性を含めた市民意識の浸透が不足しているとの懸念は、

確かにあると考えられます。資料の案の中にそうしたことは入っておりませんが、

本格的な策定会議の中でどう議論していくかも準備会で議論をいただき、市長に提

言をしていただきたいと思います。 

委員長 すべてこの中の議論でやってくださいということのようですが、いかがですか。 

委員 市民への周知はまだ先でしょうから、具体的な準備会の役割、検討内容に入る前

に、準備会の中で、自治基本条例とは何か、喜多方らしさなどについて、条例に盛

り込むまでの議論はできませんが、ある程度議論しないでは枠組みができないと考

えたので申し上げました。この場で時間をかけてやればよいと思います。 

事務局 説明が足りませんでしたが、今回案を示しておりますが、検討内容は次回まで

他にないか皆様に考えていただき、次回に決定していただきたいと思っております。 

委員 ここに集められたのは、どこで決まったのかわかりませんが、先ず基本条例を作

るということですね。しかしこの条文、ニセコなどのを見ると努力規定の感じがし
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ますが、いかがでしょうか。 

委員長 先ほどの説明では、この準備会では基本条例の細かい内容をつくるのではなく、

作るための組織をどうするかを決めるものであったと思うが、いかがですか。 

事務局 準備会の目的は、市にふさわしい自治基本条例の策定の進め方、策定組織のあ

り方等について検討・協議していただくものです。その結果により、仮称ですが、

市民会議を設け、その組織の中で検討していただくという流れです。準備会はあく

まで進め方、策定組織の在り方、形を決めていただくというものです。条例の中身

自体は、この後の市民会議で議論していただきます。 

委員 昨年の１０月時点で 135 の自治体で名称は色々ですが基本条例を作っていると

いうことは、今 1800 自治体を切っていますので、団体の 1 割近くが策定しており、

だんだん増えてきているという事実があります。語弊がありますが、はやりのよう

になっているのも事実です。何故かというと、今後どういう自治体を目指すかを条

例化して、議員の方々、市民の方々に示す、宣言するということにあると思います。 

その過程で、市民と一緒にやることによって、国が疲弊し、県、市町村が厳しく

なっている状況で、行政だけがやるのではなく、市民と一緒になって町づくりを進

める、協働参加社会づくりの一つのきっかけにもなります。そういう手法を使いつ

つ、色んな団体が将来像の宣言をしようとしています。例えば、矢祭町では、基本

条例に、国が法令をもって合併しろとならない限り、合併しないということを盛り

込んでいます。そこに矢祭らしさが出ていると思います。どこで決まったかは微妙

ですが、そういうことを踏まえると作った方が良いということでお集まりいただい

ていると思います。 

委員長 他に質問がありますか。 

委員  市の解決すべき地域課題、問題点を明確にし、分析し、何のための基本条例か

を示していかないと、市民の啓発云々とは出てこない。その辺を明確にする必要が

あると思いますが、いかがでしょうか。 

事務局 庁内の検討委員会で、なぜ必要なのかはある程度整理していますが、委員のお

話のように、なぜ必要なのかということは先ず前提条件となりますので、今後の議

論で内容を充実していただきたいと思います。 

委員 検討事頄の案の内容を決めるのは、簡卖に方向性が出るような部分は尐ないよう

に思います。基本条例の大きな趣旨は、市民参加をどう作るかということだと思い

ます。市民の意識の中には、何でも行政という意識が作られてきています。自治と

は自らが治めることが本来のあり方だと思います。それが国の補助金制度などによ

り、何でも行政に言えばモノが作られていくんだという関係になってきていると思

います。今、委員が言った中身は、財政的に国や県、市町村が厳しいので市民も一

緒にやろうということで、言葉は違うかもしれませんが、行政の丸投げではないか、

それとは違うと思います。本来の自治とは何かを議論していく必要があると思いま

す。こういったことに時間をかけていくことです。 

また喜多方らしさは何かということについて言葉は躍りますが、ピンとこない。

喜多方市は合併して中山間地はどうだ、農業は、観光はどうだということで、何が

喜多方市らしさなのかがおさえられないと。 

議員の立場で言うと、今は準備会なので入っていますが、市民会議ではいない方

が本来の市民参加型になるかもしれません。議員は議員として個別に基本条例に関

して自分達のことについてやるということもあるかもしれません。 

そう言った中では、柱となる部分が余りにもファジーな言葉の中で、非常に読み

取りにくいと思います。柱となるべき喜多方らしさ、ふさわしさというものをここ
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で判断するのは時間がないような気がします。まだ庁内検討委員会の報告書も読ん

でいないので、我々が熟読し、喜多方らしさが柱であるとすれば、どういうものか

を次回まで考えていただいて、この次に出してもらうというのはどうでしょうか。 

委員 合併にあたって地区懇談会に参加して市長に質問しました。このような状況で合

併になって今後どうなるか判断ができない、尐なくとも保育料や保険税など色々な

ものが地域によって違うから、それを３年後に延ばして統一するというなら、市民

は、何を持って合併の判断をすればよいのか、従って先ず基本条例を作って、基本

条例を市民に問うて合併してはどうかと提起しましたが、その頃は、合併前ぎりぎ

りでそこまでの余裕はないとの答弁でした。また昨年まで公民館の運営協議会の委

員長を仰せつかっていましたが、公民館は基礎的条件もみんな違います。従ってな

かなか噛み合った議論にならず苦労しました。 

そういうことを考えると、基本条例を先にしたということは、逆に言うと、住民

の基本的なまちづくりの方向、今一番大切なのは、生きる土台、産業をどうするの

か、医療福祉教育も含めてセーフティネットをどうするか、自治体の中でどのよう

に自ら作り上げていくのかということですが、国との関係でできないことも沢山あ

りますが、そういうことを皆で検討する必要があります。市の情報公開は基本です。

それがなければ議論はできません。 

このことも踏まえて、新市の皆さんが求心力をどこに求めるかというような状況

に来ていることを考えると、私は基本条例を評価していますが、難しいとも思いま

すが、やるんだったら積極的に進めて、将来の生きる土台とセーフティネットをど

うつくるのか、そのために皆どう協力するのかということを議論して、苦労しても

作った方が将来のために良いと思います。早く新市が一体となるよう、その出発と

して基本条例を位置づけ、宣言をしっかりした方が良いと思います。 

委員 一市民の目からみると、合併して市のスケールが大きくなって、観光的なものと

か外にアピールするものは、旧市より大きく華やかになり宣伝効果が上がっている

ように思いますが、それぞれの心の部分でどうつながっているでしょうか。行事で

盛り上がっている割には、まだつながっていないような気がします。色んな地域か

ら色んな人が集まってきて、条例を作ろうといって色々考えることが、一つの心を

作るおおもとになると考えています。みんなの気持ちを一つにする方法になると思

います。これがきっかけにしてそういう風になったらいいと思います。 

委員 今の説明を受けて私なりに感じたことを申し上げたい。現状の市の条例は、あく

まで行政の運営及び手続きに関わるものが主であります。市民がまちづくりのため

に積極的に参加するという条文がありません。その部分を今回、基本条例の中に、

例えば市民が情報公開をしてもらう条文を設けるなり、住民投票なり、市民、議会、

行政のそれぞれのまちづくりにおける立場を明確にすることが、基本条例の基本だ

と思いました。今までの条例があるからいいのではないかとの考えもありますが、

新しい条例だということを強く感じました。市民が行政にこういうことも要求する

ことできるということが、今できようとしているのだと思います。 

今回こうした組織を作るということは、そこに行政としては余り関わりたくない

が、行政が言いだしっぺでないと、皆さんに集まってもらえないということで今回

始まったのかと感じました。ですから市民会議に入ったら、行政はいなくても、完

全に姿を消してもいいのかなと思います。 

   基本的なことをお聞きしますが、資料に憲法の規定が引用されていますが、矢祭

の例では、「法令」という言葉が使われています。憲法では法律ということばが使

われていますが、地方自治法では「法令」という言葉が使われており、視点が違っ
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たように思いますが、我々が制定しようとする基本条例は、憲法に基づく条例なの

か、地方自治法に基づく法令に制限を受ける条例なのかを確認したいと思います。 

事務局 地方自治法も憲法に基づいておりますので、趣旨は同じです。法律の枠内であ

れば、条例を制定できますので、基本条例もその範囲の条例となります。 

委員 今、地方分権が進む中で、上書き権とか、横出し権とか言われており、法令の規

制を更に条例で強化するとか、法令に書いていないところを条例で書き込むという

ことまで論議が来ているはずなので、市の基本条例をどう考えるかの整理は必要だ

と思います。ただ、基本条例は、市民に何かしてくれとか、こうしてはいけないと

か、規制を加えるような条例ではないので、そういう議論は必要がないかもしれま

せんが。既存の法律の中だけで考えるというのはちょっと違うかなと思います。わ

りと自由にやってもよいのではと思います。 

事務局 失礼しました。 

委員長 他にいかがですか。 

委員 合併後の一体性はまだまだだと思います。旧町村のバランスをどのように作るか

が第一の基本かと考えられます。市の一体性を持たせるには、旧町村の問題点を出

し、議論していかなければなりません。十分に時間をかけ、そうしたことを問題提

起しながら、進めることが基本だと考えます。 

委員長 それでは、これまで議論する中で基本的な考え方は、だいたい皆さんに理解し

ていただいたと思います。この次からはもっと皆さんから活発な意見を出していた

だいて議論を深めていきたいと思います。一番の準備会の役割についてはもう１回、

この次にお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

   （異議なし） 

それでは、一番については、説明はご理解いただいたことにして、次の「（２）

自治基本条例策定市民会議準備会の運営について」を議題とします。 

事務局 それでは準備会の会議運営のルールについて資料３により事務局案を説明し

ます。先ず会議の議長と会議の庶務についてですが、設置要綱により委員長が議長

を務め、市企画政策課政策企画班で庶務を担当することとされております。次は会

議の公開ですが、会議日程を市のホームページに掲載し、報道機関へ情報提供する、

原則として公開とし、傍聴人を認めるとしています。議事録の公開は、市のホーム

ページに議事録を掲載することとし、議事録で発言者の氏名は明記しないとしてい

ます。会議の定足数は委員の過半数とし、議事の決定の仕方は、全会一致をもっ

て進めることを原則とし、ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の３分の２以

上の賛成をもって決する、資料の配布は、委員が会議に関係する資料を委員に配布

しようとする時は、あらかじめ議長の許可を得なければならないとしています。 

なおこれは事務局で考えた案ですので、皆さんで協議して決めていただければと

思います。 

委員長  それでは、今説明がありましたが、いかがですか。 

委員  基本計画が策定されましたが、各戸には配布されたのですか。 

事務局 ダイジェストを配布しましたが、委員のみなさんには本書をお渡ししたいと思

います。 

委員 資料配布の関係で、我々が検討事頄の判断をするにあたって事務局に資料を求め

ることは良いのでしょうか。ここには書いてありませんが。 

事務局 それについては事務局に申しつけてもらえば、事務局で用意したいと思います。 

委員長 資料はできるだけ提供していただきたいと思います。私の方からも要請します。

２番目については、これでよろしいですか。 
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   （異議なし） 

   それでは、この通りに決することとなりました。次に３番目、「（３）今後の会議

スケジュールについて」に移ります。 

事務局 スケジュールは資料 4となりますが、だいたい月２回開催し、１１月一杯で提

言書をまとめる形でお願いしたいと思います。次回は、準備会における検討事頄を

確認していただき、その検討事頄にそった議論を行います。その次は１１月に入っ

て、議論を継続していただき、中間的とりまとめを行い、その次の会議で提言をま

とめる予定としております。なお、会議の開催日時については、委員の皆さんが参

加しやすい日程で調整したいと思いますので、平日、夜間を問わず対応したいと考

えています。日程は皆さんの話し合いで決めていただきたいと思います。 

委員長 案では全部で４回ということですが、どうでしょうか。 

事務局 今４回と説明しましたが、先ほどしっかり議論する必要があるということにな

りましたので、回数や時期についても皆さんの議論の中でご判断をお願いしたいと

思います。 

委員 会議を１１月までとした理由は何でしょうか。 

事務局 市の方で各課の当初予算作成が始まる関係で、この頃に設定しました。 

委員長 先ほど、これは難しい、せっかくやるならまともなものを残したいというよう

なこともありましたので、これは目標ということで、それが伸びても柔軟に対応す

るといことでいかがですか。 

  （異議なし） 

   それでは、そのようにしたいと思います。以上で３つの議題は終了しました。 

   （日程調整については、委員長と事務局の調整に一任にすることとなった。） 

委員長 以上で提出議題は終わりました。貴重な意見をいただきありがとうございまし

た。将来の喜多方市にとって大切な役割をもつものでありますので、今後も皆様の

ご協力をお願いします。今日はありがとうございました。 

事務局 委員長、大変ありがとうございました。それではその他となりますが、皆様何

かございませんでしょうか。 

    （なしの声） 

   それでは以上で会議を終了いたします。皆様ありがとうございました。（了） 

 

 

 

第２回自治基本条例策定市民会議準備会会議録 

 

■日 時 平成 20 年 10 月 27 日（月）午後１時３０分～ 

■場 所 喜多方市役所 議員協議会室 

 

 

事務局（司会） 本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございま

す。定刻となりましたので、只今より第２回喜多方市自治基本条例策定市民会議準

備会を開催いたします。なお、渡部委員、唐橋委員、苗村委員、山崎委員、江花委

員からは都合によりご欠席との連絡が入っております。なお、渡部委員と江花委員

からは、事前に意見として資料を送っていただいておりますので、委員の皆様に配

布させていただいております。 
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   それでは、委員長よりごあいさつをお願いいたします。 

委員長 忙しい中ご出席をいただきありがとうございます。本日の会議は、前回の第１

回の会議で継続協議となりました、準備会での検討・協議事頄を決定したいと思い

ます。そのために、自治基本条例とは何か、喜多方市らしさは何かなどについても

議論していきたいと思います。この準備会の議論の枠組み、方向性を決定するもの

でありますから、皆さんから率直な忌憚のないご意見を頂いて、議論を深めていき

たいと思います。皆さんのご協力をお願いします。 

事務局（司会） それでは、次に前回開催しました準備会の確認を行いたいと思います。

事務局から説明をいたします。 

事務局 資料の 1となります。前回準備会の発言要旨をまとめたものです。詳しい中身

は事前に配布していますが、これにより確認をお願いしたいと思います。 

  （資料により説明） 

   前回の中身については以上です。 

事務局（司会） 皆様からご質問がありましたらお願いいたします。 

それではないようですので、早速議事に入りたいと思います。これ以降の進行に

つきましては委員長にお願いいたします。 

委員長 それでは、暫時、議長を務めさせていただきます。忙しい方が多いものですか

ら、できるだけスムーズに進めていきたいと思います。それでは先ず「（１）自治

基本条例の必要性について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

事務局 前回の準備会で、議論に入る前に、先ず前提として自治基本条例とは何か、必

要性や喜多方市らしさは何かという点について議論した方が良いとの意見があり

ましたので、今回の議事の一番目とさせていただきました。その議論の素材として

いただくために資料を 3 点付けておりますので、説明を申しあげます。 

先ず、資料２「自治基本条例の必要性」ということですが、これは庁内検討委員

会の報告書から関係部分を抜粋したものです。前回は、報告書全体のポイントを説

明しましたが、これは必要性について述べた部分に限り抜き出したものです。これ

の説明は省略させていただきます。 

次は、資料３「自治基本条例の類型」となります。自治基本条例は法律で定まっ

たものではありませんので、自治体、研究者によって色々な考え方、分類の仕方が

あります。前回、岩手県立大学の高橋秀行教授の分類に基づき、フルセット型とコ

ンポーネント型があると説明しましたが、また別の視点による分類もあります。今

回は名城大学の昇（のぼる）秀樹教授の４類型の資料を付けさせていただきました。

先ずフルセット型とコンポーネント型ですが、フルセット型の場合、市民参加条例の

要素を含む一つの条例で作られており、他にはせいぜい「パブリック・コメント手

続実施条例(要綱)」を追加作成する程度とされています。パソコンでいえば基本ソ

フトのＯＳに相当し、原則・理念を定めたものです。その例がニセコ町まちづくり

基本条例、多摩市自治基本条例などで、自治基本条例の第一世代ですが、問題点と

しては「即効性」はあるが、条文数が膨大になり、求められる内容をもれなくカバ

ーすることに限界があるとされています。 

次にコンポーネント型は、自治基本条例を基本条例とする複数の条例群により構

成されるもので、パソコンのアプリケーションに相当し、原則・理念を具体化する

ものです。例としては久喜市があり、自治基本条例の他に市民参加条例、市民活動

推進条例が一緒に作られています。 

これが、形式的なものからみた分類としますと、次は内容から見た分類と言えま

すが、憲法の視点から見た４類型です。先ず①は自治基本条例タイプで、総合条例、
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総合憲法としての自治基本条例です。②は行政運営条例タイプで、首長と執行部の

行政運営の基本となる制度等を定める条例です。③は、議会基本条例タイプで、議

会のあり方や運営方針など、議会に特化して条例化したものです。④は、住民参画

条例タイプで、住民参画、行政と住民との共存・協働に焦点を絞ったものです。②

から④については個別の条例ということになると思います。ニセコ町の基本条例は、

②でスタートし、後に③を加えて①に進化したとされます。住民参画の他に、教育・

福祉・産業など個別分野の基本条例を策定し、そのエッセンスを盛り込むことも考

えられる、①～④とも、主権者である住民から権力の運用を信託された当局・議会

への命令という性格を持つとしています。これが近代的意味での憲法ということで

す。法形式としては、卖独の条例で自治基本条例をつくるタイプと、行政、議会、

住民参画など個別分野の複数条例で構成する複数憲法方式、これはイギリスの不文

憲法方式とも言われています。イギリスの場合、憲法自体は一つの法律としては存

在していませんが、個別の法律等で、それに代わり憲法として位置づけられている

ものがあります。ですから昇教授によれば、①の自治基本条例がなくても、その他

の個別条例がちゃんと作られていれば、自治基本条例となるのではないかとの指摘

だと思います。 

次は、資料４ですが、市のまちづくりの課題や方向性を理解していただくために、

総合計画の中で１０年間の方向性が定められていますので、前回総合計画の本書を

お渡ししましたが、概要を理解していただくためにダイジェスト版の基本構想の部

分を抜き出しました。ここに、基本的な課題と喜多方市が今目指している都市像と

それを進めるための基本的な考え方が示されています。これも参考にお読みいただ

ければと思います。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の方をよろしくお願いします。 

委員長 それでは只今事務局から説明がありましたが、皆さんから質問、意見がありま

したらお願いします。 

委員 資料の中身を見ると細かいものまであるが、準備会なのでこういう細かいことま

ではどうかと思います。検討委員会で議論されるのではないでしょうか。１か月、

２ヶ月で自治基本条例ができるものではありません。 

委員長 答弁を求めます。 

事務局 おっしゃる通りです。中身につきましてはこの後の市民会議で決めていただく

ことになります。準備会は、それを検討する土台づくり、策定する組織をどうする

かを議論していただくものですが、前回の会議の中で、それを議論するためにも、

自治基本条例とは何かとか、喜多方市にとってなぜ必要かなどについて大まかで良

いから全体で確認した方が良いとの意見がありましたので、今回あえて、自治基本

条例の必要性についてということで議題とさせていただきました。議論の素材とし

ては、今日の資料に、庁内検討委員会の報告書や渡部孝雄議員が私見としてまとめ

られたものがありますので、これらを参考として議論していただければよいと思い

ます。 

委員 旧自治体には基本条例はなかったわけですが、本当に喜多方らしい行政を進める

観点からすれば、やはり自治基本条例の制定は意義があると思いますので、私は策

定することに賛成します。内容は今後色々議論されると思いますが、市民主体の行

政を進める中で、一番大切なのは市民参加だと思います。条例を作るための人数は

他町村の例を見ると、いろんな人数、２０人とか５０人とかありますが、多くの市

民の意見反映の観点から議論が必要だと思います。 

委員 大賛成ですが、イメージがピンとこないのは、準備段階の今の委員会と後に本委
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員会があって、具体的にはどういうものをつくるのかというとことが次の委員会に

引き継がれるとなると、ここでどこまで整理し、レールを敷いて、あとは具体的な

条文を付け加えなさいということになるのか。イメージがはっきりしません。 

委員 この委員会は、原理原則を決めればいいのだと思います。細かくあげてやれば時

間がいくらあっても足りません。 

委員 こういう条文が載る、こういう条文が据えられるからぜひつくらなければならな

いというようになるのだと思いますが、そういうことをしっかりしておかないと、

どこまでここに付託されたのか、次はどのようになるのかが見えてきません。そう

でないと混乱したり、必要以上に長引いたり、本委員会の足枷になってしまいます。

その辺を整理していただきたい。 

委員長 皆さんから出されたのは、必要性はあるにしても、準備段階でどうするか、そ

れがどう受け継がれるかが心配だということですが。 

委員 そのことを事務局に質問しても事務局も困るのではないでしょうか。今出された

意見では必要性で一致していると思いますが、次に引き継ぎ、どういう議論を求め

るのかという意味では、中身を整理しておくことは必要だと思います。前回の資料

の今井先生の研修会の内容を見ると、喜多方市が今後どのような地域になるかとい

うことで、人口推計について話しています。2005 年を１００とすると 30 年後には、

７７．５となり２２．５パーセント人口が減尐します。高齢化率も全体で３４．７

です。地区によっては、５５．４パーセントまで減る地区と８３．６パーセントま

で減る地域があり、高齢化率も、３１．２から４６．９までと地区により開きがあ

ります。この通りに推移するかは別にして、いずれこのようになることを想定しな

がら、そうなっても安心して暮らせる地域をどう作るかということになります。そ

れは行政だけでは絶対に無理です。市民の知恵を結集してまちづくりをしていく仕

組みを、自治基本条例ということで一本化していくことだと思います。自治基本条

例を作って市民を総結集するというような立場でとらえるべきだと思います。 

委員 基本条例を立ち上げることについての私の考えを申しますと、今までの経験上、

行政とのかかわりが強かったのは国保や介護の運営協議会で、これに参加してきた

なかで、これからは制度の決定に対して地域自らが自らの将来を決めていくことが

必要です。国が放り投げつつありますので、それを受け止められるだけの自治体に

育っていなければなりません。その中で卖なる審議会だけで物事を決めて行ってい

いのかということで常に悩んでいます。住民の意見を広く集める将来にわたる制度

をきちんと作っていかなければならない、そのためにどうすればよいのかが悩みの

種で、その悩みの種を解決するのがこの基本条例ではないかと思います。必要性は

十分感じています。この準備会の役割は策定にあたる仕組みをどう立ち上げるかと

いうことで、立ち上げるまでの準備が仕事だと考えています。条例の具体的中身ま

で縛る必要はないと考えています。条例を作る過程自体がもう基本条例の中身にな

ってくると思いますので、あまり縛らないようにして、立ち上げの手助けをするこ

とだととらえています。 

委員 自治基本条例は、自治体改革の課題全体のピラミットの中で頂点にあるものだと

思います。基本条例に対する個別の制度システムを充実していかなければなりませ

ん。あるいは逆に個別制度充実の集大成でもあります。このようなことから自治体

改革の頂点に位置づける必要があります。準備会は、立ち上げについて検討すべき

だと考えています。条例の必要性は十分にあると思います。 

委員 私も意義はあると思います。議員が選ばれており、二元代表制の中で議員がすべ

てやればいいのではないかという歴史がかつてあったと思いますが、地方分権の中
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では決してそうではありません。合併持にも住民投票を求めましたし、重大局面も

含めて市民参加でまちづくりを進めるには必要な制度だと思います。ただ会議の資

料の検討事頄の案の中に、委員の構成とか役割とかありましたが、我々に大枠の部

分で理解が必要だと思います。会派の研修で池田市に視察に行き、自治基本条例の

関係を聞きました。複数条例方式に該当すると思いますが、自治基本条例を作って

その後にまちづくり条例を別に作っています。その中で市民税の１パーセントに当

たる 7,000万円を地域コミュニティー推進に使うことにしており、市民が独自に使

うことができます。こういう独自のことをやっています。基本条例を勉強していた

なかで、この話を聞いた時に私はこういうことかと感じました。こういうことから

喜多方市らしさということを考えた場合、どうも分かりにくいと思います。合併し

てどう住民参加を作るかということもありますし、地域状況をどう考えていくのか

もあります。先の委員の方の話にもありましたように、準備会で踏み込む立場には

ありませんが、一定のイメージが必要だと思います。それがないとどこまで決めれ

ばいいかが分からないというのが私の印象です。 

委員長 他にありませんか。必要性についてということで一番基本的なことですから十

分に議論を深めていきたいと思います。 

委員 私も必要性は認めていますが、合併の前に、住民との懇談会があり地域の課題が

色々出された中で、住民からの要望についてはなるべく反映できるように努力した

いとの行政答弁があり、そういう中で住民の方は納得してきたと思います。基本条

例策定にあたっても住民の意思を尊重しながら、地域の方が納得できるようにして

いただきたいと思います。まちづくりについても、まだ旧町村の方にはこだわりが

尐し残っている気がします。僻地で高齢化が進んでいるところでは、どうせやって

もらえないとの諦めの声も聞こえます。市民の声を大切にして基本条例を作ってほ

しいと思います。 

委員 基本的には私も賛成です。構成については、もっと民間というか広く声を聞ける

構成が必要です。議員は今５人いますが、最終的にはまた議決となります。できる

だけ地域の声を聞ける構成を考えるべきだと思います。 

委員 必要性は十分に理解しますが、準備会で議論して市長に提言するわけですから、

その中で、先の委員が言われたように、旧町村の個性があるのですから、色々市民

へ周知し、必要性を訴えながら、住民をまとめていくことが我々の責務だと思いま

す。深く詰めて話すと、４回や５回の会議ではまとまらないというような感じがし

ます。 

委員 イメージ整理の意味で、行政当局は、できるだけ市民にフリー討論してもらって

考え方をまとめてほしいということだと思いますが、準備会と本委員会をどういう

理由で分けたのかを聞きたいと思います。それを聞けば、自主的にやればよいとい

う判断が出来たりしますので。 

委員長 必要性は理解したという声が多かったようですが、準備会と本委員会を分けた

理由は何かという質問なので回答をお願いします。 

事務局 分けた理由ですが、本委員会の中で、条例の中身や、フルセットかコンポーネ

ントかのような形を議論していただきます。そのやり方については、審議会方式で、

こちらで原案を作って審議していただくやり方もありますが、自治基本条例の場合、

多いのは広く市民の方を公募してやるやり方が多いです。その場合にも人数を制限

するのか無制限なのかとか、報酬があるのか、無報酬かなど、色んな課題がありま

すので、つくり方からはじめて、白紙の状態で市民の方に議論していただいた方が

いいだろうということで、別にしました。先ずそのための土台作りとして準備会を
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設置したということです。 

委員 そうしますと、庁内の検討委員会の報告にもありますが、普通なら内発性といっ

て、例えばごみ処理の問題があってやらなければならないということが住民の中か

らあって、それがインパクトになって条例を作ったというように、どこにも内発的

な理由がありますが、ここには内発的要求はないが、ぜひつくりたい。従って、オ

ープンにつくり方からも含めどんな形がいいか準備会からスタートするというこ

とですか。 

事務局 そうです。ご指摘のように住民の中にぜひつくりたいという機運はまだありま

せんが、こういうことを積み重ねていくと住民の方にＰＲになるのではないか、そ

れによって住民の中にぜひつくりたいという機運が盛り上げっていくのではない

かと考えています。 

委員長 それでは今、必要性については皆さんに理解していただけると、私は判断して

います。必要性があるということでまとめて次の段階に移ってよろしいですか。 

  （異議なし） 

委員 事務局で案を出せればいいが、事務局ではそれは出せないということなので、い

ろんな意見が出ていいと思います。準備会ですから、具体化してまとめるというこ

とにはいきません。 

委員長 合併の一体化の問題を考えると色々な問題があります。住民の課題に応えると

いうことなので住民参加が必要です。昭和 29 年に合併した旧市の合併の時も、一

体感を感じるのに相当時間がかかった気がします。住民参加ということを考えると、

相当時間がかかると思います。 

委員 これから定数を何人にするか、50 人か 100 人かという議論になると思います。

住民の声を吸い上げるには多い方がいいですが、費用の問題もあります。 

委員長 それでは必要性の議論については、委員の方からご意見をいただきご理解をい

ただいたということで、議論を終わりにしたいと思います。必要性についても提言

書に盛り込みたいと思いますがいいですか。 

  （異議なし） 

  それでは次に前回の継続協議となった「自治基本条例策定市民会議準備会の役割

について」を議題にしたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

事務局 準備会の検討・協議事頄は、前回結論が出ず、持ち越しとなっていましたので、

今回、再度ご協議をいただきたいと思います。資料の頄目１から８が、事務局案と

して前回提案したものです。 

（資料により説明） 

説明は以上ですが、これを追加修正する形でご協議していただければと思います。 

委員長 先ず検討頄目を決定するということですか。 

事務局 そのとおりです。 

委員長 それでは皆さんからご意見を頂戴したいと思います。 

委員 基本的にはこれでいいと思いますが、議会として参加するかどうかという問題が

あります。例えば、議会の役割としては市長が提案することをチェックするという

ことがあり、固定資産税の統合の問題で、要請があっても参加しておらず、そうい

う事例が何点かあります。構成メンバーとして入るかどうかは、持ち帰って議論し

この次の会議に持ち寄る形にしないと、我々５人だけの意見ではどうしようもあり

ません。そのための時間も取っていただきたいと思います。 

事務局 スケジュールの関係が出てくると思いますが、前回の会議で 11 月一杯でまと

めていただきたいと提案し、その後、臨機応変に対応するとしました。実際には、
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12 月議会が議員の皆さんが議論する機会となりますので、12 月議会後に結論を出

す日程にしたいと思います。 

委員 ニセコの基本条例の中に議会関係があります。市民主体ということで、議会関係

についても市民から意見を求める場をつくらなくてよいのでしょうか。 

事務局 議会とも議論してこの準備会の予算もとりました。議会の関わり方は、庁内検

討委員会でも提起していますが、議会の主体的な議論に委ねるとしています。その

ためには、基本条例について情報提供していきます。（議会選出の）委員の発言の

ように、5 人だけでは難しいということもありますので、12 月議会で議論をしてい

ただいて、最終的な結論は 12 月議会終了後でも大丈夫だろうと判断しています。 

委員長 他にご意見ありませんか。 

委員 市民、議会、職員の役割が本委員会で議論されて条例に明記されることになると

思います。その辺は大事ですが、この段階ではこれでよいと思います。 

委員 前回も話しましたが、なるべく合併の各地域で、条例を作る段階でいろんな意見

が出てきてだんだん一つになれば良いと思っています。手続きとしては最終的には

議会にかかるのですか。そうすると議員の意見は２回かかるということになります

か。 

事務局 条例となりますで、最終的には議会の議決をいただくことになります。準備段

階で５人の議員に入っていただいていますが、これは市当局から議長にお願いして

入っていただいていますので、個人の立場ではなく、ある程度議会の意見を受けて

いると私どもは受け取っています。本委員会に参加するのかしないのかという議論

もでてまいりますので、場合によっては３回になるという整理になると思います。 

委員 議会としても当然議会の立場で議論する場を設けることになると思います。 

委員長 他にご意見ありますか。 

委員 市民会議が成立した場合、議員の方は議員の立場を捨てて参加してもらうべきだ

と思います。議会の決定で初めから市民会議に枷をかけてはいけないと思います。 

委員長 これは色々見解があるところだと思います。議員が入って議論した内容が、議

会で別な結論になるというのはおかしなことになります。今までそういうことがな

いわけではないですが。 

委員 議会は議会として後から独自で議論するのがいいと思います。 

委員 全国的にも、議員が入らないで議会の部分のみやる、あるいは議員も入ってやる

など色々な例があると思います。合併法定協議会でもそうでしたが、勿論個人的で

はなく、議会として入り、法定協議会の議論を持ち帰って議会で議論しました。代

表ですが、１００パーセントということでもありませんでした。個人的には、固定

資産税など定例的なものは入らなくてもよいと思いますが、自治基本条例について

は、議員として選挙で選ばれた我々の役割と自治基本条例の位置づけとでかぶさる

部分があると思います。そういった部分について意見交換していくのと、条例が議

会に示された時に、事務方からどのような意見が出されたかなど聞くにしても、議

会の中で当局と議会ですべてを網羅してやりとりをして、最終的に判断するという

のはなかなか難しいと思います。とするなら私は、一定程度、我々の議員の中の議

論を踏まえつつ参加した方がよいと思います。新しいものを作るということですの

で。どういう立場をとるかは議会の中で議論したいと思います。 

委員 基本条例が本委員会で議論されます。人の数も圧倒的に増えます。今まで行政主

導型だったのが住民側に転換し、けんけんがくがくでやってもらいたいとするなら、

こういう場を通して、議会の立場、考え方、行政の考え方、市民の考え方が練り合

わさっていくというのが、この条例の本当の趣旨ではないかと思います。そうなら
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別な機関でやるのが果たしていいのかということになります。せっかくの機会です。 

私の経験上、基本条例が必要であるという立場に立ったのは、1980 年代、自治

体で市民参加という言葉が浸透し、その体制を作ろうという動きが第１期としてあ

りました。裏には財政再建問題があり、市民参加が財政再建の手立てとして使われ

たという歴史があります。住民がやるものと行政がやるものの住み分けをするとい

うことです。今後は、ボランティア、ＮＰＯ、民間団体、企業もみな一体として、

市民としてその地域をつくろうということです。だから逆に行政は今までの立場か

らもっと前進してコーディネーター役、市民の仲介役をやり、引っ張っていくとい

う、かえって重要な役割が与えられるわけです。議会もそうです。そうすると市民

参加も、卖に自分の責任は自分でやれといって切ってしまうのとは違います。そう

いう経験を踏まえると、今度は、それぞれの立場で総括をして前に向かうことにな

るのではないでしょうか。議会も行政も市民も含めてそうならないと、生きた条例

にならないと思います。そうすると分野ごとに、真剣な討議が前段に必要なのかと

思います。本当はそういう問題提起をここで準備していくのかと思いました。しか

し今は、手続き論だけということですので、力が抜けた感じがします。歴史を見る

と市民参画にはなりましたが、市民一体、市民参画、協働、自主独立ということを

考えれば、基本的なものをここで議論しなければならないと思いました。 

委員 私的意見ですが、会津若松市では議会条例ができました。議員が住民と懇談会を

開いています。ニセコもありますが、議会関係を考える上で、若松の例も素晴らし

いと思います。喜多方市では特別委員会で定数問題を議論中です。基本的には市民

の公聴会等をやったうえで、市民の意見を反映させる方がよいと発言しましたが、

結果的にはやらないこととなりました。もっと開かれた議会になるべきですし、市

民の声を反映させるべきだと思います。市民参加を進めながら、合併後のまちづく

りをどうするかということでは絶対に必要だと思います。議会に投げかける部分で

大きな意味があると思います。その意味では、条例によって短いものや細かいもの

などがありますが、これを反映したものが若松の議会基本条例だと思いますので、

先の委員のお話のように議論していければいいと思います。 

委員 議員は持ち帰って検討とおっしゃいましたが、庁内検討委員会の報告書で議員、

職員の参加が不可欠とありますが、市としては、市の職員の立場としてはどういう

形で関わるようになると考えていますか。 

事務局 職員が市民会議に参加するよりは、市の組織の中に職員がありますので、市民

会議のサポート役として関与したいと思います。議論の中に、自治体としてはどう

考えるかなどの議論の際に発言することになると思います。 

委員 仕事として職務でサポートする部分がありますが、全然違うセクションにいる人

が一市民として入るのは構わないと思います。 

委員長 他にご質問ございませんか。今日は頄目までで、中身は次回から一つずつ検討

していくということですので、これでよろしいですか。 

   （異議なし） 

   それでは中身については次から十分検討していきたいと思います。今日の協議事

頄はこれですべて終わりですが、皆さんから何かありますか。 

委員 手続き上はいいのですが、市長の冒頭のあいさつにあったように、喜多方市の心

棒をどうつくるかということです。どういう条例を作るかということをここでやる

のかと思ったのですが。 

委員 市長が言った喜多方市らしさというようなことは準備会では話しづらいです。あ

る意味では、喜多方市の現状や今後のまちづくりを考えると自治基本条例が必要だ
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ということ、こういく枠組みで議論してくださいと、レールを敷くことが準備会の

役割のような気がします。 

委員長 喜多方市らしさとか、合併後の市民の一体化が十分に検討される、どうあるべ

きかを論じてもらう、そこまで結論付けず、それを出せるような組織をどうするか

を検討することだと思います。 

委員 喜多方市らしさということであれば、なぜ喜多方市で基本条例をつくらなければ

ならないかという喜多方市の現況を踏まえることが必要です。それについて解釈という

か、基本条例に期待する中身に踏み込んだ必要性を答申にするということもあります。 

委員 それをどういう形で出すかです。前文みたいな形で、準備会での考え方を出すと

かいろんなやり方があると思います。 

委員 答申する時を想定するとわかります。なぜ準備会で基本条例が必要性かというこ

とに関して、現状と将来についての、詳しくはいりませんが、表現がないと、ぜひ

つくってほしい、本委員会で作ってほしいとは結ばれないのではと思います。 

委員長 それはまとめとして必要だと思います。事務局なにかありますか。 

事務局 今の話に関連して、提言書を作る場合には、前段に必要性の部分とかを簡卖に

付してはどうかと思います。それを作るのは、皆さんの意見を集約する形で、事務

局がつくるか皆さんにお願いするのかは別としまして。 

委員長 重要な部分ですので、表現は簡卖かもしれませんが、中身は十分に論議してい

ただいてまとめたいと思います。他にありませんか。 

   それでは次回以降は、頄目ごとに一つずつ協議していきたいと思います。その他、

皆さんになければ今日は終わっていきたいたいと思います。ご協力ありがとうござ

いました。 

事務局（司会） 委員長、議事の進行ありがとうございました。それではその他ですが、

次回第３回の準備会の日程についてです。第３回の準備会は、第 1 案として１１月

１３日、第２案として１１月１４日のいずれかで開催したいと思います。第 1 案で

よろしいでしょうか。 

委員長 １３日でよいですか。 

   （異議なし） 

委員長 それでは次回は、１１月１３日とさせていただきます。 

事務局（司会） 他に皆様から何かございませんでしょうか。ございませんでしたら、

本日の委員会は以上をもって閉じさせていただきます。長時間にわたってのご協議、

誠にありがとうございました。                 （了） 

 

 

 

第３回自治基本条例策定市民会議準備会会議録 

 

■日 時 平成 20 年 11 月 13 日（木）午後１時～ 

■場 所 押切川公園体育館 会議室 

 

 

事務局（司会） 本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございま

す。定刻となりましたので、只今より第３回喜多方市自治基本条例策定市民会議準

備会を開催いたします。なお、唐橋委員、室井委員そして鈴木教育長からは都合に
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よりご欠席との連絡が入っております。 

   それでは、猪俣委員長よりごあいさつをお願いいたします。 

委員長 忙しい中ご出席をいただきありがとうございます。前回の第２回の会議では、

自治基本条例の必要性についてご確認をいただき、準備会で検討・協議する事頄を

決定いたしました。それに基づき本日の会議から、いよいよその頄目ごとに議論し

ていくこととなります。市民参画と協働により自治基本条例を策定するために望ま

れる策定組織の在り方について議論を深めていきたいと思います。皆さんのご協力

をお願いし、簡卖ですが、委員長の挨拶とさせていただきます。 

事務局（司会） それでは、次に前回開催しました準備会の確認を行いたいと思います。

事務局から説明をお願いします。 

事務局 私の方から説明を申しあげます。資料の 1となります。前回準備会の発言要旨

をまとめたものです。 

  （資料により説明） 

   前回の中身については以上です。 

事務局（司会） 前回の中身について皆様からご質問がありましたらお願いいたします。 

それではないようですので、早速議事に入りたいと思います。これ以降の進行に

つきましては委員長にお願いいたします。 

委員長 本日の議題は「市民会議の役割等について」となっております。前回の会議で、

準備会で検討、協議する頄目を決定しましたので、今回から、項次、各頄目につい

て協議のうえ、決定していくことになります。本日の会議資料の５頁に頄目が記載

されていますので、この頄目の項で議論をしていきたいと思います。それでは、先

ず、「市民会議の役割」という頄目で、検討内容は「条例についてどこまで議論す

るか。頄目までにとどめるか、条文案までか」となっておりますが、いかがでしょ

うか。皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

委員 私は、検討内容については条文案までやるのが良いと思います。先進事例も今は

豊富にありますし、条文案を考えて十分につくっていけます。市民の意見も間違い

なく反映されるからです。 

委員 私も条例案までやることに賛成です。 

委員 当然のことだと思います。 

委員長 他にはどうですか。 

委員 本委員会としてはそこまででよいと思います。 

委員 条文についてですが、ここで作るのでなければ誰が作るのかということです。条

例案を役所が作るのでは、ここで議論する意味はありません。当然つくるものだと

思います。 

委員 本委員会としては条文まで策定してほしいと思います。 

委員 内容を伴わない頄目だけではしょうがないので、中身の分かる条文案まで検討を

すべきだと思います。 

委員長 審議会の役割を果たさないということですね。 

委員 前回の結論は、最終的に条例を決めるのは議会ですが、提案するまでのまとめを

市民会議がやるということですね。市民会議をどのようにするのかをここで議論す

るということですね。市民会議で条文案まで議論しないでは、提案する原案が弱く

なってしまうということです。市民会議の任務は条文案までだと思います。 

委員長 頄目だけでは議会に提案できないのは当然な話です。 

委員 条文案が丸投げでは困ります。 

委員長 それでは、皆さんの意見を踏まえますと、市民会議の役割としては、頄目も含
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めて条文までとしてよろしいですか。 

  （はいの声） 

   それでは、そのように決定します。 

   次に「市民会議委員の構成について」を議題にしたいと思います。委員は市民、

議会、市職員とするか、法律・行政学等の専門家を加えるか。アドバイザーを設け

るか。全体の人数及びその構成割合をどうするか。市民の場合、市民の要件、年齢

等をどうするか等々となります。いかがですか。 

事務局 補足説明をさせていただきます。先ず、市民は当然委員になりますが、議員と

職員が入るかどうかが検討課題になると思います。また法律・行政学等の専門家、

いわゆる学識経験者が委員の中に入るかどうか、委員会に入らないで外からアドバ

イスを受けるアドバイザーを置くかどうか、後は人数と割合です。市民の場合でも、

市に住民登録している人か、登録していなくても市で働いている人や学んでいる人

は認めるかなどです。年齢についても上限と下限が出てくると思います。 

委員長 ご意見どうでしょうか。 

委員 11 月 7 日に議会の全員協議会をやりましたので報告させていただきます。先ず

議員として市民会議に臨む姿勢ですが、議員としても市民会議に臨むことが必要だ

ということで意見の統一が図られました。 

委員長 合併協議会では、その都度議会に報告してきました。そういうことになります

か。 

委員 そうなります。これまでの 2 回の準備会の内容を報告しましたが、一番問題にな

ったのは、委員会に臨む姿勢で、市民会議に入る必要はないというものなど、色々

な意見がありました。最終的には委員会に臨むことになったということです。 

委員長 旧市の第３次基本構想では、議会からも選出して入っていました。では議員は

そういうことですが、職員や専門家はどうでしょうか。 

委員 自治基本条例がはやっていて色んな地域でやっており、それぞれ地域のオリジナ

リティーを出していると思いますが、法律上の堅い難しい条文はあまり代わり映え

しないのがほとんどだと思います。喜多方市らしさを入れる条文が入るわけですが、

そうした条文を作るには、その道の人、市民の中で活躍している人を入れたいと思

います。どういう喜多方市の理想像を描くかを、準備会で議論して、ある程度方向

性を示した方がよいのかなと思います。また条文を作る人を市民から選定してほし

いというのが要望です。 

委員長 後で条文を作るには、確かに難しい法律用語も使うのでそれなりに理解してい

ることが必要です。 

委員 難しいというか、条文にはお決まりのパターンがあります。それ以外のオリジナ

リティーあふれる部分を真剣に考えていただければいいと思います。 

委員 市民会議で本当に議論するには、人数は一定程度限定されるような気がします。

例えば 300 人も 400 人も集めては、本当の意味で議論になるかというと、難しい

気がします。色んな階層、年齢、地域を配慮しながらも、本当に議論できる人数と

して 50 人とか考えてから、議員から 5 人にするのか、職員は何人にするのか、数

について議論できるのではないかと思います。 

委員 あくまでも市民一人一人の参加だと思います。議員としての市民ならわかるので

すが、議会や団体を背負って出てきてもらうと、議会で決まったものがそのまま持

ってこられたり、市民会議ではこう言われたとまた議会に持って帰るということに

となり、議論が進みません。しかも議会で拘束されてしまいます。職員も市役所内

部で検討してもってくるのではなく、一市民として参加するのでないと、せっかく
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の自治基本条例を作るのに自治の言葉がなくなってしまいます。団体をバックとす

るのではなく、一市民として参加するのを基本にした方がよいと思います。但し、

議論は難しいのですが。 

委員 議会全員協議会での議論の大きなポイントは、議会として参加するかどうかを柱

として決めておこうということで、後は一市民として議論するという話もしてきま

したので、言われているようにがちがちに議会で縛るのではないと理解していただ

いてよいと思います。各議員のとらえ方もありますが。決まったことしか言えない

のでは、我々もそれではすまないという思いもあります。今回は出ることを決めた

のみで、他のことについては御意見を伺って咀嚼しながら我々が議論に参加してい

くということです。 

委員 まちづくりのこういう大きなものについては、議会は最終的に議論するからいい

だろうということで、住民と一緒の議論の場にあまり議員は出てこないということ

があります。今回議員が出ると決めた理由は何でしょうか。市民の中に議決権を持

っている人がいてはかえって整理がつかないだろうということで、住民組織の市民

会議のようなものに入らないということがありました。それが、一緒にやっていこ

うという方向になったのはなぜでしょうか。個人的には好ましいと思うのですが。 

委員 それぞれの議員の考え方もあると思いますが、条例として議会にできてから議論

すればよい、それが我々の立場だという意見や、市の憲法にあたる条例なので参画

して、前回の意見にあったように、市民、議会、行政の練り合わせのなかで策定し

た方が基本条例のいい姿ではないかという意見、私もそう思いますが、他にも幅広

く議論されました。そうした多くの議論の中で今回は参画するようになったという

ことです。固定資産税率の統合に入っていませんが、そのように入らないなかでの

議論ではなく、中心となる基本条例についてはきちんと入っていこうと。別な考え

方からすると、市民がまとめた条文に対して、我々が動議を出して変えるという場

合、どれだけ可能なのか、テクニック論としてはあるかもしれませんが、現実論と

しては一定程度補修していくことになるのでしょうから、そうなら前段に議論した

方が良いのではないかという意見です。私としてはそういったことを踏まえて参画

する立場になったと理解しています。 

委員長 議会は最終的に決めるわけですが、最初から議会からタガをはめられるのでは、

議論を十分に尽くせなくなる心配があります。もう一つは、議会から入っているの

で、委員会の内容を説明できて、最終的にはそのことが議会の役割を果たしていた

だけるということも期待できると思います。タガをはめるとなると難しいですが、

そういう考えはないのでしょう。 

委員 ないです。 

委員 そこが基本条例の一番大事なところで、全員が個人、市民として参加するのが理

想ですが、80 年代に自治体に市民参加を作ろうという動きがありました。誰でも

市長に立候補する際には市民参加を求めました。財政が苦しいので、ここは行政が

手を引きます、市民にやってくださいと線引きに終わってしまいました。これを繰

り返しては基本条例をつくる意味がありません。今までは、財政というと、職員と

議会しか分りません。広報で出されても理解できません。子供を産めないような状

況を抱えながらも、市民全体での議論にはなっていません。今度は、50 人だろう

と、100 人だろうと、立場の相反する人たちが同じテーブルで議論することが非常

に重要です。そのことの方が、できたものより価値があると思います。それぞれの

立場でそれぞれ一生懸命だったとしても、前はかみ合わなかったことを、つながら

なかったことを、時間かかってもつなげたら、次のステップに役に立つのではない



31 

 

でしょうか。そういうことを考えるとできるだけ同じテーブルで信義ある関係を作

るきっかけになればなと思います。 

委員 最終的には議会決定ですが、議会で万が一否決される可能性もあります。我々５

人は各会派から出ており、話の内容を会派に話していきたいと考えています。全体

的な方向性をお互いにわかりあいながら進めていくことは、やはり最終的に議会で

議論するときにも、経過がわかっているので、説明しても納得してもらえるのでは

ないかと思いますので、加わった方が非常に良いと思っています。 

委員 失礼な言い方ですが、オープンにして、議会の人が一市民として参加した場合、

温度差があると思います。あの議員がこの議員がと住民から評価を受けるのを嫌っ

た場合、じゃあ皆さん一緒に出ましょうかとなって、構成員が何人になるのかわか

りませんが、議員の比率が高まる恐れがあるように思います。選別も色々あると思

いますが、逆に議会で何名とかして選出してもらった方が、混乱しないと思います。

議員は行政に精通しています。市民と一緒のテーブルだと市民はそこまでわからな

いので話せないとなった場合に、果たして市民の声が網羅されるのかと心配です。

そうなら議会からは何名として出てもらい、その立場でお話をされる方がよいよう

に思います。その方が市民会議もすんなり運営されるのではと思います。 

委員 全員協議会では参加するとなったと先に報告がありましたが、人数は 5 人程度が

適当であろうとの話がありました。議会の立場を考慮し、一市民として参加して市

民と共に議論していこうというのが皆さんの意見だったと思います。 

委員 自治の基本を考えることですから、市民参加が基本だと思います。市民が参加し

て協働して地域を作らなければなりません。女性がここでは 3 人だけですが、女性

団体は今１９あり、その団体の中には、若い人から高齢者まで、食から、経済、教

育、人間社会に必要な色々な分野を網羅しています。学習、連携して市らしいまち

づくりをしたいということで、女性が頑張っています。その中で、私は代表して出

ていますが、一人の声だけではだめということで、色々な団体の人の声を、農から

はじまり商、工の声も聞いてきています。市民参加型の会議を作るには、女性を必

ず半数入れていただきたいと思います。女性団体には色々ありますので、専門的知

識を持った人もいます。市民にも有能な女性が沢山いますので、そういう方を入れ

てほしいし、入れなければならないと思います。議員も、議員の皆さんの意見を聞

いたとしても、一市民として参加してほしいと思います。 

委員長 議員も一市民的な考え方でお願いしたいということは理解できると思います。 

委員 色々な団体や年齢層があります。人数については 50 人、100 人と意見がありま

すが、階層、団体別という観点から推薦や公募していただきたいと思います。市民

と議員は一体だと感じています。基本条例を作るにはそういった観点で臨んでいた

だくのが望ましいと思います。 

委員 議員は、市民の立場でという意見や、他の委員からは、議会代表でという意見が

ありましたが、今は、中間的な立場だと思います。議会として全員協議会でこうし

なければいけないと言われた時に、果たして一市民の立場で、それは、我々は引き

受けられませんとはならないと思います。ちょっと曖昧なところもあります。基本

的に市民の立場でという思いもありますが、できない場面が出る可能性があります。

議会の代表として出る限りには、100 パーセント市民の立場でとなるかといえば、

そうはなりません。今、色々団体があると話されましたが、団体から出るのも議会

から出るのも同じではないでしょうか。 

委員 参加するのは住民ですが、住民は抽象的存在ではありません。自分の生きている

場所を背負って出てきます。抽象化して出てきても住民の声にはなりません。地域
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でも色んな関係者が色んな立場で集まる場が必要です。消費者、生産者だけでなく、

市街地の人も限界集落と言われる地区の人もみんな集まって、自分の立場で自分の

ことを率直に話して、集約していくことが必要ではないでしょうか。自分の立場を

消してきては意味がありません。立場はそんなに制限しないで、むしろ率直にこう

いう場で悩みを出してほしいです。一番行政について知っている行政の人は堂々と

出てきて、行政の立場を話してもらって、悩んでいることを話してもらった方が良

いです。 

委員 団体の意見を背負って臨むのではなく、団体の一員でも構わないので、その人個

人の意見をしゃべることです。議員も議会として参加するのではなく、それぞれが

団体を背負って団体の意見をぶつけ合ったのでは、圧力団体と変わらないのですか

ら、そんな議論にはあまり意味がありません。先の委員の意見のように、個人の生

活レベルから上がってきた意見が一番素直な意見であって、そういう意見を反映し

た条例になってほしいなと思います。ただ微妙な問題もあります。できる過程で住

民投票など議論になると思いますが、その時には議会としてではなく、一市民とし

て出てきてもらえれば議論が深まると思います。次の頄目に絡みますが、推薦制と

して委員を割り当てるとなると、市民会議らしくなくなると思います。私は公募制

にしたいと思います。 

委員長 それぞれの方に色々な経験から豊富な意見を出してもらうには、それぞれの団

体も必要だし、それぞれの立場があってよい、それを市民として出してもらえれば

ということですか。 

委員 議員はこの後でまた全員協議会で議論するのですが、皆さんの意見は、団体から

出てきてもいいが、団体の利益代表はだめ、市民としての発言ができ、決定ができ

るのではないと駄目ということで、議会も同じというなら重要なことです。だった

ら議会は議会として特別委員会を作るという意見がないわけではありません。でき

るだけ市民の立場で、しかし議会の考え方ももっていってやってほしいというのか、

代弁者では１００パーセントだめですよ、一市民として来てほしいということかど

うかは確認しておきたいと思います。 

委員 決定段階では、住民投票とか問題になると思います。 

委員 逆に、議員が市民会議に入った場合に、条例に盛り込むことを色々議論します。

それが議論になっていないで、逆にそういうものが決まってしまって議会にかかっ

ていくと問題になる。そうした場合かえって難しい問題が出てくるように思います。

ですから議員は議員ですが、こういう会議では一般市民の考え方で議論を進めてい

くということで、議会の中ではまた別ですが。 

委員長 議会選出ですが、市民会議の中では一市民として発言するという認識ですね。 

委員 条文の中には議会に関わりのあるものが出てくると思います。その中ではやはり

議会としての議論をする。全部の条文で議会の考えを押し付けるのではなく、その

問題に対しては一市民として参画させていただくということです。 

委員長 今まで基本構想でも、議会代表で入っていても、議会としてタガをはめること

はありませんでした。自由な発言を許してきました。 

委員 市民、議会、行政を練り合わせるというのがわかりやすいと思うのですが、我々

は議員の立場ですが、そういう立場で、ハートをもってやるのであれば、お互いに

理解を求めながらやっていく、それぞれの立場でそれぞれの考え方をつないでいく

ことも大きな役割だと思います。議会がこうだからこうだとがんじがらめにはなら

ないと思います。先の委員が言うようにつながっていくのであれば、懸念されるほ

どではないと思います。 
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委員 委員としては同じです。そういう感覚で。 

委員長 認識は深まりました。市の職員はどうしますか。 

委員 事務局の意図は確認していませんが、準備会では充て職で入っています。市民会

議でも職を示して充て職で入るのかどうかを決めてほしいということと、職員が一

市民として入るのを排除するのかどうかということの二つを決めていただければ

いいのではないかと思います。 

委員長 市民会議で色々なことを話すのに、やっぱり市の職員は必要ではないですか。

職員を一市民とするかどうか。 

委員 議会と同じではないですか。 

委員 そういうことからすると議会から４人か５人が出ることになると思いますが、公

募制にした時には、議会から出る議員の方を認めるかどうかについても議論の余地

があると思います。 

委員 全員協議会では、先ほど報告したように何人くらいかと議論しました。４、５人

か、多くて６人ということで、中を取って５人かということでした。議会以外の公

募で議員は入りません。 

委員 極論ですが、肩書抜きで参加するようにしていただきたい。自己紹介の時は議員

や職員と紹介するとしても、最初から副市長誰々が参加するのではなく、すべて公

募にして、但し専門家として参加することもあり、ある程度の人は必要と思います

が、それ以外はあくまでも個人、一市民として参加してほしいです。後になって集

まらなかったらどうするかということもありますが。今のところはそのように意見

を出しておきます。 

委員 公募制となると、委員を誰が決めることになりますか。 

委員 定員に満たなければ問題ないのですが。 

委員 肩書を先に出さないで一市民として出るのは理想ですが、選ぶ時どうするのでし

ょうか。 

委員長 公募の場合、どうやって選ぶかということですが。 

委員 前の資料で旧原町の取組みが紹介されていますが、旧原町では、公募したところ

３０人くらい集まった、そして最終的には職員を含む４５人でやることになったと

説明されていますが、事務局は、旧原町ではどのようにやったかを承知しています

か。団体枠があったかどうか。 

事務局 旧原町では全員公募だったと思います。但し单相馬市になって新たにつくって

いますが、その時は団体枠と公募枠両方となっています。 

委員  公募の場合、年齢の枠があると思いますが、年齢の上限は、たぶん喜多方市の

場合、65歳までが適任というようなものがあるように思いますが。 

委員長 そこまでいかずに、先ず委員の構成を決めたいと思います。今、議会の方はみ

んな理解していただきましたが、職員はどうするか、専門家をどうするかどうかな

ど。 

委員 まちづくりということなので、住民だけあるいは行政だけでは駄目だと思います。

市民と行政の協働ということで、市の職員も参画していただければ、業務に関わる

これまでの経験などを話してもらえると思います。従いまして何名か職員の方を入

れていただいた方が良いと思います。 

委員 先の委員の話にあったように、個人としては職を指定してまではという気持ちが

あるのですが、色んな団体の例を見ると行政から参画している例が多いようです。

あと後のことまで考えると、入っていた方が助かるかなという本音のところがあり

ます。事務局だけですと、事務局に発言を求められたときしか発言できない場合が
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多いので、中に入っていれば話ができます。よろしければ何人か入れてもらった方

が良いです。 

委員 職員が委員として入って市民の立場で果たして発言できますか。皆が期待してい

るのは、事務局機能がきちんとしていれば、市民と職員の差はそんなにないので大

丈夫だと思います。ただ事務局機能は十分発揮していただきたい。公募で出てくる

なら別ですが。充て職として出てきて市民の立場で果たしてできるのかなと思いま

す。 

委員 発言権を与えるという意味では、一定の枠を取っておいた方が良いということで

す。 

委員 市民・行政・議会協働で、市民の立場で参画というなら、まさに行政の立場とし

て参画をするということ、できた条例にもとづいて行政で執行していかなければな

らないわけですから、行政の立場で参画させていただいた方が良いと思います。 

委員 今の発言はもっともだと思います。行政が入っていないということで本当につく

れるでしょうか。問題は構成の割合です。全体の人数についてはまだ議論していま

せんが、全体の中で尐数なら、ぜひ入れるべきだと思います。尐数でやるのか、20、

30人か、50人、60人で臨むのか、誰かからあったように 100人規模にするのかで

割合が違ってきます。多くは市民ですが、女性を多くというのも意見ですし、そう

いう割合を全体の構成の中に入れるべきだと思います。 

委員 賛成です。 

委員 今人数の関係が出ましたが、喜多方市らしさということなら、合併して間もない

ということと、市民参加と言いながら色んな歴史がある、協働を強化するならば、

時間をかけ人数は多い方が良いと思います。50 人で議論するのは半端ではありま

せん。頄目ごとに、パートを決めてやるやり方もできます。全部一挙に一堂に会し

てやるとなると、法定合併協議会のように、なかなか皆さんが意見を出し合うとい

う状況にはなりきれないと思います。そういう交通整理の仕方も議論しておかない

と、人数の話に入りにくいのかなと思います。 

委員 ネットで各地の過程をあたってみました。色々な委員の構成パターンがありまし

た。極端なのは公募制で誰でも手を挙げた人がやる、一番無難なのは推薦制で、団

体から数人ずつ集まってきた人でやる。私の意見は、せっかくの基本条例ですから、

つくる過程で市民の自治意識をどうやって啓発していくかという課題を抱えてい

ます。初めから定員を決めてやっていくとなっては、市民の自治意識が育つはずが

ありません。従来議論してきた人ばっかりが議論するだけです。全く議論に関わっ

たことがないような市民が関わることに策定の意味があると思います。ですから門

戸は大いに広げるべきです。実際には、100人も集まるかはあやしいですが、スタ

ート時は縛りをかけないようにすべきだと思います。時間がかかるとだんだん減っ

ていくとは思いますが。 

委員長 確かに喜多方市らしさを議論したり、条文に関わる内容を十分に把握していく

には、一杯、色々な人がいた方が良いのですが、問題は仕事をしつつ実際にできる

かということです。職員は入った方が良いというのは皆さん理解できると思います

が、いかがですか。専門家はある程度の人が必要だと思いますが。 

委員 大勢の中で決めるには、アドバイザー、有識者は必要です。また交通整理するコ

ーディネーター役も必要です。地元から出てもらうか、その道に長けた方にやって

もらうかはあると思います。 

委員 そういう方は構成員ではなく、別枠の方が自由に発言をできるでしょうし、的確

なアドバイスもできると思いますので、委員以外で考えるべきだと思います。 
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委員長 アドバイザーも含めて、委員以外で応援してもらう考え方ですか。 

委員 そうです。 

委員 委員はあくまでも市民なので、アドバイザーは別に置いてとなると思います。 

委員 有識者はアドバイザーという立場でぜひ参加してほしいと思います。 

猪俣委員長 それでよいですか。 

委員 最後は地元で決定するということですが、必要なのは色んな意味でのアドバイス、

情報だと思います。外から持ってこないと。 

委員長 中身を濃いものにするには必要です。ただそれは委員の中ではなく、委員以外

でお願いするという認識でよろしいですか。 

  （はいの声） 

委員 法律、行政に詳しい人もいればまちづくりに詳しい人など、アドバイザーにも専

門があります。複数置いて構わないと思います。 

委員長 次の全体の人数、構成、市民の要件、年齢についてはどうですか。 

委員 年齢の上限は不要だと思います。 

委員 下限でしょう。 

委員 18 歳でも意欲のある人を拒む必要はないです。こんな喜多方市にしたいという

人を拒めますか。制限しなくてもよいのではないでしょうか。18 歳でも意欲のあ

る人を拒めるでしょうか。学生はどうするかという議論はありますが。 

委員 自分のふるさと、まちを愛しているという人なので制限はいらないと思います。 

委員長 子ども議会も立派な発言をしています。 

委員 子供については市民会議で話を聞きに行くことにして、下はある程度制限があっ

てもよいのでは。 

委員長 年齢制限すべきだとの考えの方とすべきでないとの考えの人がいると思いま

すが、どうですか。 

委員 議会で話題になったことで皆さんに確認したいのは、市の審議会の基準、規則で

65 歳、あるいは 70 歳という目安があります。事務局で説明をお願いします。 

事務局 審議会等の設置の基準があり、新規に選任する場合は 65 歳以下の者を、再任

する場合は 75 歳未満の者をとなっています。また女性の割合は 3 割以上にするよ

う努めるとかになっております。ただ、基準の運用もありまして、審議会の目的の

部分が、連絡調整を目的とする場合は年齢制限が該当しないとかなっていますが、

一定程度の枠、考え方を定めたものがあります。 

委員 実際には拘束されないのですか。 

事務局 今回の準備会はこれに基づかないものとして取り扱いました。方向性を決めて

いただく部分とか、内容の調整ということになりますので。 

委員 次の市民会議はどうなりますか。 

事務局 今回はこの準備会を設置し、基準を抜きにしてやりましたので、次の委員会に

ついては、準備会で議論して決めていただければよいと思います。 

委員 ここで決めていいなら、私は 18 歳以上でよいと思います。子供は、子供の意見

を聞く場を設けるということで。 

委員 あえて公募主体で考えました。年齢を限定しない方がアピール力はあると思いま

す。常識的には 18 歳未満はいないと思いますが、制限しない方がアピールできる

のではということです。但しこだわりません。 

委員 特に設ける必要はないと思います。ただ参加要件を設ければよいのではないでし

ょうか。平日の会議に参加できますかとか、夜間の会議などの要件を満たせれば誰

でもいいとして、実際には小学生では無理だなとなって、網がかかると思います。
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参加して意志表示ができないと意味がありませんので、参加要件があればいいと思

います。 

委員長 審議会はある一定の議題を審議するので年齢制限とかあると思いますが、今回

は年齢制限しなくてよいというのが大方の意見のようですがいかがですか。 

  （はいの声） 

   年齢制限しないこととします。 

次に市民の要件で、市に在住が必要か、市外の方も認めるかということですが。

また外国人ということもありますが。 

委員 住所を有する者にすべきだと思います。 

長員 同意見ですが、議論して、まちづくりについて発言して、責任をもつことになる

と思います。自ら治めるという観点からすれば、意見を言うだけではなく、住所を

持っており、自治基本条例ができてから担える人にすべきだと思います。 

委員長 外国から来て結婚している方にも立派な意見をお持ちの方、関心をお持ちの方

がいると思いますが。今は、喜多方市に住所を有する者ということですが。 

委員 通勤者がどれくらいいるかわかりませんが、仕事をしている時間は結構あると思

います。仕事をしている場所を良くしたいという人はいると思います。通勤者も入

れて良いのではと思います。 

委員 今の意見と同じです。住んでいる場所が違えば、我々と違う色んな考え方を聞く

ことができます。ですから、住所の制限はしない方が良いと思います。 

委員長 通勤者の場合、会議に出られるかということもありますが。 

委員 市民会議の運営までは、ここで昼やる、夜やるまでは規定できないので、市民会

議の設置された時点で、運営について配慮してもらえばいいのかなと思います。 

委員長 市民の要件は、住所を有していない通勤している方でもいいだろうということ

になりますか。 

委員 市民外の市内企業就業者の統計はありますか。 

事務局 国勢調査では、合併前となりますが、数字が出ます。今日は資料がありません

が。 

委員 住むところではなく、勤める所が拠点のパターンは多いです。喜多方市も市外か

ら通勤されている方は想定されますので、年齢ではありませんが、圧倒的多数は市

民ですから、公募する場合は、何ら拒む必要はないと思います。税金を払ってない

のにという意見もあるでしょうが。 

委員 門戸を広げた場合心配なのは、参加できる状況を保障しなければなりません。だ

から現実的なところで枠が必要ではと思います。そんなこと心配しないで門戸を広

げろというならいいのですが。実際の運営の時、子どもや通勤者が入ってきたら、

参加を保障しなければならないと思います。その時、対応をどうするかです。 

委員 それは仕事をやっているという意味では市民も同じではないでしょうか。 

委員 会議の運営の仕方になりますが、あまり固定的に捉えないで、委員になった以上

全部の会議に出なければならないとがちがちにするのではなく、参加できる時に参

加するくらいで考えれば。ただ事務局や核となる委員の人たちはなるべくいてもら

って。市民意見を吸い上げる過程では、融通性のある会議の運営であってよいと思

います。だとすると通勤者でも良いと思います。 

委員長 市民会議の内容を良くしたいということなので、あまり固定しなくても、市の

住民にこだわらなくても、意識の問題、市の将来をどうするかの情熱の問題。堅く

枠をはめなくても良いということでどうですか。 

委員 外の人を受け入れるとすると、外国籍の人や外国出身の人はどうなりますか。排
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除は不要と思いますが、応募があった場合に対応が必要です。 

委員長 外国籍の人はということですね。 

委員 年齢と違って難しいですね。 

委員 どこに籍があろうと、市に住んでいれば良いのでは。 

委員 議論できるレベルにあれば。 

委員長 これも枠ははめないことでよいですか。 

委員 ただそういう方には選挙権は与えられていません。難しい判断もあると多尐思い

ます。 

委員 一歩先取りをするということではどうでしょう。 

委員 生まれ育った人でも帰化しないと選挙権が与えられていないということがあり

ます。あえて帰化しないという人もいます。 

委員長 事務局に聞きますが、そういうことで何か制限がありますか。 

委員  選挙権の他は、公務員になる時に国籍が必要となっていました。だんだん緩く

なってきていますが、政策決定する部分には入れません。こういう場合の議論には

何らは支障ないと思います。 

委員 制限設けないで門戸を広げるということなので、国籍についても制限しないでよ

いと思います。 

委員長 それでは寛大にして制限は設けないこととしたいが、よろしいですか。 

     （はいの声） 

     それでは今日はここまでとします。残った頄目は次回に議論します。 

事務局（司会） 他に皆様から何かございませんでしょうか。ございませんでしたら、

本日の委員会は以上をもって閉じさせていただきます。長時間にわたってのご協議、

誠にありがとうございました。                 （了） 

 

 

 

第４回自治基本条例策定市民会議準備会会議録 

 

■日 時  平成 20 年 11 月 27 日（木）午前９時 15 分～ 

■場 所  押切川公園体育館 会議室 

 

 

事務局（司会） 本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございま

す。定刻となりましたので、只今より第４回喜多方市自治基本条例策定市民会議準

備会を開催いたします。なお苗村委員、大野委員そして鈴木教育長からは都合によ

りご欠席との連絡が入っております。大野委員からは、あらかじめ協議事頄に対す

る意見が事務局に寄せられておりますので、皆さんに配布をさせていただいており

ます。 

   それでは、委員長よりごあいさつをお願いいたします。 

委員長 お早うございます。寒い季節となってきました。本日は第 4 回目となります。

積極的に意見をいただいて進めたいと思います。 

事務局（司会） それでは、次に前回開催しました準備会の確認を行いたいと思います。

事務局から説明をします。 

事務局 資料の 1となります。時間節約のためにポイントに絞って説明いたします。 
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  （資料により説明） 

   なお補足させていただきますが、前回、公募制となった場合、委員を誰が決める

ことになるのかとのご質問がありましたが、事務局から回答しておりませんでした。

その場合、準備会は市長に提言した時点で終了となりますので、公募は市長が行う

こととなり、選考が必要な場合は、選考も市長が行うこととなります。このことに

ついて委員の皆さんにご確認をお願いしたいと思います。説明については以上です。 

事務局（司会） 前回の中身について皆様からご質問がありましたらお願いいたします。 

それではないようですので、早速議事に入りたいと思います。準備会の設置要綱

により、委員長が会議の議長となっておますので、これ以降の進行につきましては

委員長にお願いいたします。 

委員長 それでは、暫時、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。本日の議題は「市民会議委員の構成等について」となっております。先に事

務局から説明がありましたように、前回の会議から、準備会における検討、協議事

頄について、項次、頄目ごとに協議してきております。今回はその続きとなります

が、先ず資料について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

事務局 前回の協議により決定された検討・協議事頄を文章化しました。なお市民会議

委員の構成のうち、市職員の扱いや、全体の人数が未決定となっていますので、ご

協議をいただきたいと思います。 

委員長 それでは先ず今の説明に対してご質問はありませんか。 

ないようでしたら、協議に入りたいと思います。「市民会議委員の構成」の頄目

のうち、未決定の課題からとなりますが、御意見いかがでしょうか。 

委員 未決定の部分は人数に関わるものが多いようですが、市民会議の形態をどうする

かに関わると思います。大枠の頄目を設けて分科会形式でやるなら、ある程度の人

数でも網羅されて議論できますが、50人も60人もいて全体でやるならできません。

そうなら 20 名プラスアルファ程度とならざるを得ないと思います。会議の形態を

事務局としてどのように考えているかをお聞きしたいと思います。 

委員長 事務局の考えはどうでしょうか。 

事務局 両方から言えると思います。人数や形態も準備会で議論していただきたいと考

えております。人数を定め、その人数に基づいて運営形態を決めることもできます。

逆に運営形態を決めて人数を決めることもできます。そういった視点で議論してい

ただきたいと思います。 

委員長 ここで決めるということですが。 

委員 イメージとして何が良いのでしょうか。色んな審議会があって、計画の審議会な

どで分科会をやって積み上げるとか色んなケースがありますが、当局としては、や

ってきた中で、ここが良かったとか、ここが難しかったとか、例を挙げることがで

きますか。 

事務局 合併前と後で様々な運営形態で計画作りをやってきました。大きなものとして

総合計画については、条例に基づく審議会の議論の他に、地域に出ていって懇談会

をやるなどして市民から様々な意見を吸い上げ、それを審議会でまとめる取組みを

してきました。これまでの市の取り組みとしては、委員会の中に分科会等を設けて

計画作りをしてきた記憶はありません。委員会として色んな場面で意見を聞く取組

みはしてきています。 

委員 市民会議の大きな役割は自治意識の涵養です。会議をやることによって自治意識

を盛り上げることで、そのためには、やってみないとわからない。何人集まるか、

どういう人が集まるか、わかりません。ですが、覚悟してやるしかないと思います。
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人数の制限を前もって決めるのではなく、一旦集めてみてはどうでしょうか。合併

の時の地域の懇談会でもパラパラという状況でしたが、実際にはそのような状況か

もしれません。そういう状況をいかに変えていくかも主たる目的ですから、我慢し

て、尐なくても多くてもやっていくことです。会議の持ち方は人数次第で決まって

きます。 

委員長 今、募集してみて、その結果で対応するとの意見でしたが。 

委員 それでいいです。 

委員 保健センターの会議室は何人入りますか。 

事務局 大会議室ですと、イスのみの場合 150 人は入ります。テーブルが入ると 80 人

くらいだと思います。学校の教室の配置となりますが。 

委員 対面式となると何人ですか。 

事務局 70 人くらいが限界です。 

委員 私は、大人数とは考えておりませんでした。保健センターでできるくらいという

のが私の意見です。 

委員 時間がかかるかもしれませんが、全体会議と部会で議論するのはどうでしょうか。

公募で何人集まるかわかりませんので。 

委員長 分科会だとその問題について議論を深めることができます。 

委員 合併した後の喜多方の自治を考える重要な委員会です。広く募集して、集まった

中で考えるしかないのではないでしょうか。初めてのものなので、時間かかっても、

しっかりしたものを作るにはやるしかありません。男女共同参画計画の時も、ワー

クショップをやりました。男女共同とはどういうことか学習しようということで公

募しました。ワークショップをして、それをまとめて、それをまた全体で議論して、

その中から委員を構成してきた経過があります。時間はかかりますが、最初は住民

に問いかけ、募集してはどうでしょうか。 

委員 今公募が前提となっていますが、その場合、一極に、旧喜多方市にまとまる感じ

もします。募集の他に、町村の人も大勢集まる方法も必要ではないでしょうか。募

集では旧町村が余り集まらない恐れがあります。 

委員 公募となると、旧市の人が多くなるように思います。合併したので、旧町村のど

の地区からも公平に出られるような体制作りを考えることも必要ではないでしょ

うか。 

委員 私は、公募の前に何をするかが重要だと思います。公募した場合、なるほどそう

いうことをやるのかという意識をどう作るかです。そうして公募で 10 人集まった

ら、次はもっとどう集めるかとなりますが、それはそれなりに何とかできると思い

ます。その関わりを誰がやるのかのイメージが湧きません。公募するまでに誰がど

こで問題提起するのですか。それをやるのがここではないかというのが最初の私の

問題提起です。集まろうと集まらなかろうと、その中で色んな手立てを考えていく、

公募で集まらなかったら、座談会でもやっていくか、あるいは公募を 2 次、３次と

やっていく。ただ一番困るのは、出たり出なかったりした場合、議論がかみ合うか

ということです。問題は、公募するまでの、なぜ条例が必要か、公募するのかの意

義を誰がどこでやるかということです。当局はここでそういうことも含めて検討し

てくださいということだと思いますが。 

委員 公募の前段の部分は誰が決めるのかという御意見ですが、私も、ここで議論し決

めるのだろうと思います。なぜ公募が必要なのかということを。 

委員長 それについては、自治基本条例は必要性あるとの認識に立って進めてきました

ので、まとめの段階ではそれをきちんとしないとまとめることができないと思いま
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す。私はそのように進めてきました。 

委員 それは、検討事頄の「その他」で議論するのではないでしょうか。準備会だけで

なく住民の人に広くアピールするにはどうしたらいいかということで。それも大切

なことですが、先に進まないので、人数とかを協議した方がよいと思います。私の

考えでは、前回に年齢、国籍を制限しないとやってきたので、ここで人数の制限を

するのはどうでしょうか。制限せずに公募の形をとったらいいと思います。地区の

問題は、合併した新市として考えて、あえてどこどこの町と仕切らない方がよいと

思います。その方が、皆さんが喜多方市としての認識を深めるのではないかと思い

ます。100 人も 200 人も集まった場合どうするかですが、人数が 60 人集まって、

一人１分でも 1 時間かかります。その中で話がまとまるかといったらまとまりませ

ん。自ずと、分科会とか、小さいグループに分けることになります。意見をたくさ

ん出してもらうための手法はあると思います。人数が多いからまとまらないという

話ではなく、逆に今回の趣旨なら、いかにより多くの人を集めるかということを考

えたらいいと思います。 

委員 今前提としてお話しなさっているのは、すべて公募という考え方でしょうか。 

委員長 公募は公募ですが、議員は公募以外となります。職員をどうするかということ

は後の議論となります。どうでしょうか、これは自治意識の問題です。参加が多い

方が良いのは間違いありません。人数は制限しないということでいかがでしょうか。

多い時は多いなりに対応すればよいです。 

委員 色々な話がありましたが、自治意識をどうするかということが共通認識だと思い

ます。地域ごとの考え方もありますが、基本は公募だと思います。高郷の話もあり

ましたが、公募という形を取っていますが、区長を中心に内々に話をして、出して

いこうという話もできるのではないでしょうか。100 人、200 人とはならないと思

いますが、準備会として一定の整理が必要ではないでしょうか。現実的にそうなっ

た場合、制限なしとするだけで準備会としていいのか、疑問符が付きます。 

委員 昨年ここでやった市民協働参画のまちづくりのシンポジウムには何人参加した

でしょうか。 

事務局 100 人ちょっとくらいです。 

委員 昨年のものとこれはつながっていると思います。市民会議という大きな組織にな

る前に、ワークショップもありますが、昨年と同じようなものを各地域でやってみ

て、それを公募につなげてはどうでしょうか。最初に広報に載せて公募しても何だ

か全然わかりません。興味ある人は各地域にいると思いますが、広報だけでは集ま

りません。そういうものをやってみて、事務局でそこに参加した人をピックアップ

するなりして、公募につなげれば実になるメンバーが集まると思います。 

委員長 公募の前に、各地域で説明会なり、何かを開いて公募するとの考えですか。 

委員 そうです。各地域でやれれば一番いいです。 

委員 以前は原案ができてから住民や団体に聞いてこれでいいですかということでや

ってきました。今度はこれを逆にするしかないと思います。公募して沢山の人で議

論するなら、なお必要です。ここで議論をまとめて市長に提言する、提言が終われ

ばここは終わりです。逆にこれを受けた行政が、この条例が必要だとの宣伝をやる

ことになります。その間の考え方を準備して問題提起するところはなくなります。

市民主体と言っていますが、市民の手を離れ、公募の段階から市が前面に出ざるを

えなくなるということになります。そこが悩んでいるところですが、もしそうでな

いことにすれば、この準備会が市民に公募する形となれば、市民主体で行政は手助

けという趣旨につながります。今のままでは一旦全部市に渡すことになります。大
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事なところが市のイニシアティブとなります。整理が必要ではないでしょうか。誰

が市民会議に問題提起するのか、準備会は提言して後は市が進めていくのか、議論

が必要です。準備会で問題提起をするというなら、もっと時間をかけてやらなけれ

ばなりません。手続きだけ決めればいいとうなら後 1、2 回でいいでしょうが。 

委員長 今までのものだとここで結論を出すのが普通です。その結論に基づいて行政が

進めるという形です。これは立ち上げてからまた住民本位でやっていくということ

ですが。行政の進め方としては、予算など色々ありますし。 

委員 今出た意見を提言書に明記するので、行政も尊重するはずです。その中で地域座

談会をやってほしいとか、明記すれば、行政はそれに従いやると思います。準備会

でそこまでやるのは大変なことだと思います。 

委員 それは「その他」にあります。公募の前に必要だとすれば、それを盛り込んで市

長に提言する形になると思います。提言したから終わりということではないと思い

ます。受けるかどうかは市長の考えですが、現状では、提言を受けて市長が公募す

るということは、行政運営上は仕方ないのではないでしょうか。これを違う形でや

るなら、市民活動ということでやらなければならなくなりますので、現状の行政運

営に則ってやることが必要です。その中でも、住民に対する周知徹底をいかにやる

かをここで決めればよいと思います。 

委員長 心配もありますが、そのことは提言に入れて、十分趣旨が生かされるようにす

る必要があると思います。 

委員 今までは、条例は行政ベースで出てきました。地方議会では、議員から出たもの

はめったにありません。これは憲法です。憲法は、目標を掲げるものではなく、権

力を縛るものです。住民本位の政治をいかにつくるかが基本的な狙いです。そうい

うことを考えると、基本条例は、住民中心で、議会中心で条例をつくるいい機会に

なります。ここがベースになります。一旦、すべて行政にお任せにしてよいのでし

ょうか。 

委員 提言書を出すので、きめ細かく盛り込むことが必要だと思います。なぜ基本条例

が必要か、だから運営方法はどうかとか、今大事な意見が沢山出ていますので、そ

れらを盛り込んだ提言書を出すべきです。 

委員長 基本的には、住民主体と提言書に盛り込んで行政に認めてもらうという方向で

はどうでしょうか。 

委員 それでいいです。行政としては、市民ベースあるいは議会ベースで条例を作るの

がこれからの時代との認識に立ったので、皆さんで全部決めてくださいということ

で準備会を設けたのでしょうか。 

委員 時代の流れはおっしゃる通りです。国が厳しい状況になっているので、別の意味

で分権を進めるという現実もありますが、基本条例は市民の自治意識を高めるとい

うことで、作るのも大事ですが、その途中経過が大事だと思っています。先行して

いる市町村でそういう手法を取っている例がありましたので、先ず準備会を作って、

市が一方的に決めた市民会議のあり方ではなく、市民の代表の方に決めていただい

て市民会議を立ち上げ、またその中で議論を深めながら作っていきたいと考えてお

ります。手間暇がかかりますが、これはかけるべきものだと考えています。 

委員 地域づくりを考えることが条例を作る目的です。いつまでも旧市町村別という考

え方を持っていてもしょうがないと思います。新市全体の大きな新しい条例を作る

ためにも、旧市町村の意見を聞く場を設けて、かけ離れた条例にならないためにも、

末端の色々な分野の人の意見も聞く必要があると思います。 

委員 委員の公募に絞って考えてはどうでしょうか。運営方法は全体会議で進めるべき
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だと思います。また全部公募でという考えが多いのですが、公募の欠点もあると思

います。誰でも参加できるが、逆に誰でも参加できないとも言えます。それをどう

するかということで、公募の方法を考える中で色々でてきます。半分くらいは市民

会議にまかせてもいいのではというのもあるので、我々の任務としては、できるだ

け多様な市民参加ができる公募の方法を考えることだと思います。今までですと、

広報やホームページで募集して来た人だけでやるわけですが、そうすると今までの

人が参加するだけになってしまいます。自治基本条例にふさわしい公募方法を考え

るべきだと思います。 

委員長 公募というと、卖に募集するだけでよいかということです。幅広い人々の参加

を期待しているわけですが、今までのやり方ですと、どれだけ応募してくれるかが

心配です。公募の仕方に絞って考えてはということですが。 

委員 開かれた人材を選ぶには公募しかありません。 

委員 心配なのは、どんな理由で誰が公募をするかということです。今の項序で言うと、

市長が公募をやることになりますが、ここまで来たなら、準備会で公募をやるのが

いいというのが、私の本音です。時間がないので仕方ないのですが、問題は公募す

る前段をどうするかです。公募してしまったら、後は何人集まろうと知恵を絞って

やればよいです。 

委員長 人数について、事務局はどのような認識ですか。 

事務局 第 1回会議においてフロー図で示しました。この中では今の発言のような考え

など、多様な意見が出ることを想定しており、市長の委嘱が絶対ではないと考えて

おりました。準備会で議論していただければ、準備会で公募することも考えられま

す。フロー図で準備会が発展解消としている意味は、準備会が次の組織の母体とな

ることもあるということを踏まえているものです。 

委員 旧市の古い話ですが、公民館から職員を引き揚げるという時、松山地区では公民

館に集まって、市と地域の人たちがけんけんがくがくやりました。そういうことが

あって今は公民館活動が活発です。そのように地域の人が集まって、色んな話をし

て、その後に公募とかあれば、盛り上がってきて、各地域の思いもそこに乗っかっ

てくるのではないかと思います。一番最初に公募というのではない、やり方がある

のではないでしょうか。 

委員 以前、高郷の話をしましたが、こうした話しが浸透していけば、まちづくりのた

めに各地域から、各団体から出していこうということになるのではないでしょうか。

それが前提で、公募でいいというのが私の考え方です。先ほどの話にあったように、

前段に市民に理解を求めたうえで公募していくということです。それを提言で求め

ていけばよいのではないでしょうか。準備会で募集するというのも、今までにない

ものを作るのですから、今までにない形でやるのもいいのではないかと思います。 

委員長 公募の前段に準備会が見解を出し、各地区で報告会をして公募することもでき

ます。準備会として公募するという手法はどうですか。 

委員 作り方のイメージですが、開拓地に住民が集まってまちづくりをどうするかとい

うことになりますが、その時はまだ行政はありません。先ず最低の基本となること

だけを決めようとなります。これがチャーター、憲法です。最初のスタートを市民

に担ってもらおうということだと思います。議会も、大きくなりすぎたので議会制

民主主義になったわけです。最初に戻って市民一人一人がコミュニティを作る時に

どうするかということで、条例作りをしていった方がいいと思います。市民と行政

が対立するわけではありませんが、言葉は悪いのですが、便利屋として使うくらい

の市民に育つことが理想かなと思います。どうしても今までの発想になってしまい



43 

 

ますが、そこを貫くかどうかです。あるいは能率的にやってしまうか。 

委員 松山町の中では昨年、まちづくり推進会議を作りました。各行政区長、各種団体、

学識経験者、そして議員も加わっています。前の市民憲章に代わるものです。まち

づくりを目標にしています。今は公民館建設の促進をしています。市民会議との結

びつきを考えると、地域、地域に色々問題がありますので、それをくみ取れるよう

な選出方法が必要だと考えます。 

委員 基本条例の目的は、市民の役割と責任を自覚し、まちづくりを進めることが基本

になるのだと思います。そうした中で、決定事頄は、委員は市内に在住・在勤とい

うことなどで、ここからすると尐人数ではありません。ある程度の人数は必要です。

70 人、80 人が限度でしょうか。集める方法は公募だと思います。公募は、幅広く

市民から求めることが必要です。フリーの立場で公募することが必要です。あまり

制限しない形でやることです。目標の人数を集めるには、何回か公募することも必

要かと思います。多くても 80人だと思いますが。 

委員 市職員をどうするかということですが、職員も議員と同じで、市長推薦で公募に

も入らないとしては、また全体の人数は制限しないこととしてはどうでしょうか。 

委員長 職員は必要ですね。人数はどうしますか。 

委員 公募なら職員も出られるのではないですか。 

委員 二つの考えがあります。市職員の選出の方法と公募を認めるかどうか。 

委員 各地域の課題等の把握が必要なので、職員には支所の職員も入れてほしいです。 

委員長 それは公募ではなくで、別枠としてですね。 

委員 はい。 

委員 要望ですが、職員にもやりたい人がいるかもしれません。先ず公募して、それで

賄えなければ推薦として、両方してはどうでしょうか。 

委員長 職員は入ってもらう。その他、公募の中で出てくるのは別ということでいいで

すか。 

委員 それでいいです。庁内の検討委員会がありましたが、その中から選出してはどう

ですか。 

委員 検討委員会は一旦途切れています。 

委員長 市の職員として出てもらう場合、議員と同人数くらいではどうですか。 

委員 支所からとなりますと４つありますので、議会が５人となった場合、もっと数が

必要だと思います。公募で手を挙げていいとなるならいいですが、整理が必要です。 

委員長 各支所から出てもらってはどうですか。 

委員 ５人では尐ないです。 

委員 おおむね５人として、他に枠を設けるので公募に出させるというのは違うと思い

ます。職員は公募もよくて議員はだめというのは矛盾しないでしょうか。 

委員 職員は尐ない方がいいです。行政運営の色が出やすいと思います。ましてや委員

として出る場合、委員は無報酬とすると、職員も無報酬なのか、給与の対象になる

のか、時間外の場合は残業の扱いとなるのかなど、どういう立場で出るのかを考え

なければなりません。前の資料を見ると、人口 40 万５千人の藤沢市も職員は二人

しか出ていません。 

委員長 色々事情がありますが、職員は５人程度とし、あとは公募、人数制限なしでは

どうでしょうか。 

委員 行政としても市長部局と教育委員会などは別で、独立しています。いっしょくた

にはできませんが。そういう配慮も必要です。 

委員 準備会の構成そのまま本番でやったらどうでしょうか。これが推進母体となって、
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皆さんの意見を聞く集会を開くとか。ここが当事者能力を持つことが必要だと思い

ます。 

委員長 ここで議論して終わりではなく、というのは大切です。市の職員は５人程度、

公募の人数の制限はなしということでよいですか。 

  （異議なしの声） 

後は、公募の際に作文等は求めますか。 

委員 ここが推進母体ならそういう決め方もいいですが、市長に提言して終わるなら、

公募前に意識を高めることが重要であって、ここで公募の数や資格まで考えるのは

おこがましいのではないでしょうか。前段がしっかりしていれば、後は市民会議で

議論してもらえば良いのでは。公募して、最初は１０人か１００人か集まったとし

て、それからどうするかは市民会議で議論すべきであって、枠組みまでの議論が必

要でしょうか。一旦切れて、新たにまた市民会議から出発だということですので。 

委員長 これまでの議論を踏まえ、公募の場合でも職員は５名程度としたいと思います。

後は、公募は人数の制限を設けないとしましたが、公募だけでいいのか推薦も必要

なのかということですが、準備会で議論していただいて認識を深められた方はどう

なのかということもあります。 

委員 基本は公募として、結果として人数がどうかということもありますので、推薦の

方法も入れておいた方がよいのではないでしょうか。旧町村は人口割りとするとか、

各種団体もありますので、推薦があった方が良いと思います。 

委員 準備会の人は入った方が良いのではないでしょうか。 

委員 どうなるか分からない状況にある中で、がちがちに決める必要はないのではない

でしょうか。基本は旧市町村の多くの人に出てもらいたいということなので、公募

にこだわらずに推薦と両方書いておけば良いのではないでしょうか。 

委員 公募前のＰＲ活動がどれだけしっかりしているかにかかっています。募集主体に

我々がなるとするなら、市民会議が立ち上がるまで面倒を見るという覚悟ができれ

ば、ＰＲも主体となることになります。後は、一次公募して、それが発起人みたい

な形となり立ち上げてしまう。あとはそこで追加公募や推薦を行う。その発起人会

に我々が入るというならそれでもいいです。 

委員 それでいいと思います。問題は前段でどれだけ啓蒙活動ができるかです。各団体、

地域に懇談会や話し合いの場を作れれば、出したいとなってくると思います。そこ

までいかないと意味がありません。 

委員長 公募が主体だが、多くの参加を求めるには推薦等も考慮するということでいい

ですか。 

   （異議なし） 

   その場合、作文等を求めるかどうかですが、作文は書くのは難しいですが。 

委員 今は、裁判員制も抽選ですよ。 

委員 作文は求める必要はないと思います。広くやる中で、色んな意見が出てきます。

文章悪いと削ることになり、目的が薄れてくると思います。 

委員長 作文までは求めることはないという意見ですが。 

委員 公募で制限はしないので、基本条例を作ることについて、自分の基本的な考え方

を整理するうえで必要ではないでしょうか。それで制限するというのではなく。後

で議論するにしても、各人が考えなければならないことです。最低限の条件ではと

思います。 

委員長 作文を書くという趣旨ではなくて、応募する考えを述べてもらうということで

は。 
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委員 準備会でもハードルがありましたが、市民会議でも公募は一つのハードルになる

と思います。自分も、この会議に何回か出ることによって成長してきました。市民

会議でも成長していく過程が大事だと思います。ですから作文は不要だと思います。 

委員 公募だけでもハードル高いです。そこに自分の考えを書けというのも高くなりま

す。幅広く応募してもらえるようにするには、ない方が良いです。 

委員 私は公募で作文を求められたら応募しません。自己紹介や頑張りますというよう

な一言程度ならいいです。自治基本条例について述べてくださいというなら書かな

いです。 

委員長 幅広く市民を求める場合、前段に堅いことをすると制限になりかねないという

ことですか。 

委員 色々な選出の仕方があります。議論の中で成長していくのも大きな趣旨です。皆

がハイレベルではなく、色々な生活感があることに意味があります。ハードルを設

けない方がよいです。 

委員 男性と女性では考え方が違うようです。ハードルになるということはありますが、

自治基本条例を検討するために学習して参加しようという人なら考え方はもって

いると思います。漠然と応募するのではありません。作文ではなく、応募用紙に 3

行でもよいので、多尐あったらよいのではないでしょうか。応募する時、希望を書

いてくださいとかいうのはよくあります。作文までは反対ですが。 

委員長 作文までは求めない、一言あってもいいということでいいですか。 

  （異議なし） 

 

○役員について 

委員長 次に市民会議の役員についてはどうでしょうか。代表、副代表、事務局長、事

務局等ですが。 

委員 今回、まちづくり協議会という団体ができました。国から予算が出て、その中で

国が提案しているスキームの図式は、市民、行政、民間団体、ＮＰＯが参加して、

それを大きくひとまとめにして連絡協議会のような組織ができあがっています。そ

の事務局は、事務局長が民間で、その下の事務局に行政が入る形になっています。

国が提案しているそのような組織をイメージしたらわかりやすいと思います。 

委員 事務局は委員にしてはどうでしょうか。その中に職員が入ってもいいですが、事

務局長的な人は委員から選ぶべきだと思います。あと代表、副代表も必要です。事

務局は委員主体でつくるのがいいと思います。 

委員長 事務局体制は委員主体でという意見ですが。 

委員 報償とか予算、経費が出てきます。担当課も入ってもらって、あと代表、副代表

は委員から選ぶ方法があると思います。市の職員が事務局体制にないと進まないと

思います。 

委員長 問題は、事務局を市職員に任せてしまうのか、委員が主体となった事務局体制

とするのかということですが。やはり全部市に任せるのではなく、委員も職員も入

るのがいいのではないでしょうか。 

委員 事務局長は市民の方になってもらい、職員は事務局の方になっていただくという

ことでいいのではないでしょうか。 

委員長 そういう認識でどうですか。 

委員 役員はあくまでも委員から選出するということであり、事務局は委員とは別の組

織であるということ、その辺の区別を明確にしておかないと、事務局が市の職員で

あり、また委員でもあるという構成にしてしまうと、非常に行政職の強い組織にな
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ってしまいます。両者を区別して、その上で、委員から事務局に入るのか、事務局

として別枠で公募することになるのか、その辺を整理してほしいと思います。 

委員 考え方として、市推薦職員が事務局機能を兼ねて入れるのかどうか。させるなら

それでもいいですが。可能でしょうか。 

委員長 事務局どうですか。 

事務局 市でも審議会が色々ありますが、事務局は委員会とは別扱いが一般的です。委

員会の指示に基づいて事務をするのが事務局です。 

委員 今回市の職員が入るということは、事務局の機能を期待してのことかと思ったも

のですから。それは難しいのですね。 

委員 公募して人数が多い場合は、分科会を設けて、副委員長は分科会の担当とすると

か、事務局長を置くなら委員から選出し、更に委員と職員で５、６、７人くらいの

事務局体制というイメージがいいのではないかと思います。連絡体制や事務方のこ

れまで培ってきたノウハウ含め、すべて任されては難しいと思いますので。公募の

人数で変わってくるので、大枠の考え方としておいて、新たにできる市民会議で決

めてもらえばいいのかなと思います。 

委員長 事務局には、委員からも市の職員も入る。副代表は複数制になるかは公募して

からの話です。それでいいですか。 

  （異議なし） 

 

○報償 

委員長 次に委員の報償をどうするかですが。 

委員 日当程度は出したらどうでしょうか。 

委員長 市の範囲が広くなっていますので、費用弁償ではないが、何らかのものがあっ

た方がよいのかどうか。 

委員 議会で定数問題が議論されています。研修に行った時に、民主主義にはお金がか

かるという話を聞き、なるほどなと思いました。責任もって議論したり勉強したり、

移動の問題もありますので、それが無償のボランティアでいいのかなと思います。

額までは言えませんが。何らかの補償はあった方がよいと思います。 

委員 立派なものを作るには、それなりの報償、費用弁償を差し上げるような配慮が必

要だと思います。それによって責任ある言論も出来るからです。 

委員 私は、無償が望ましいと思います。金をかけるなら、会議の中に、資料の収集と

か講師、アドバイザーにかけるべきです。委員としては無償がいいと思います。 

委員長 事務局では、市民会議はどれくらい期間がかかると想定していますか。 

事務局 先進事例を参考にすると、月１回のペースで約 2 年間が平均だと思います。そ

の前後位の期間はかかると思います。住民自らの議論で策定していくので時間はか

かっているようです。 

委員長 先進事例では２年くらいということですが。 

委員 よその自治体で公募を無制限に受け入れているところは存在しているのでしょ

うか。市民会議で大量に募集して、合同でできるだけやって、朝から晩まで頄目ご

とに議論してもらうことを何回かやればいいのではないですか。 

委員長 公募を無制限としましたので、何人になるかはわかりませんが、どのような例

がありますか。 

事務局 先ず公募して取り組んでいるところは結構あります。全部公募かというと様々

あり、関係機関、団体の代表と公募で一緒にやっているところはたくさんあります。 

委員 全体の人数はどれくらいですか。 
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事務局 坂下町では１４名、旧原町市では、公募委員２８名、市の研究会職員１０名、

事務局職員３名で、全体で４１名となっています。单相馬市では各種団体推薦１０

名と公募委員、その他で構成しています。西会津町では公募１５名、自治区の区長

が５人、各種団体役員が４人、議会代表が９人、行政代表が３人、識見を有する者

が１４人で、全部で５０名の委員で構成しています。すべて無償です。 

委員 費用弁償は無償になるのですか。費用弁償は出しているというところもあります

ので。 

事務局 設置規定などを見ても費用弁償の記載はありませんので、確認しないとわかり

ませんが、手元の資料にある自治体については支給していないと思われます。 

委員長 無償という意見と有償という意見がありますが。 

委員 金額にかかわらず報酬はあった方がよいと思います。無報酬で、仕事を休んでも

出られるかというとなかなか難しいです。公募にも影響します。 

委員 地域づくりの団体が色々ありますが、民間の方は逆に会費を払って日中出てきて

います。遠い中で出るのは大変ですが、民間のこういう会議は無償です。一方で会

員減とうこともありますが、意思のある人が集まってやっているので、無報酬です。 

委員長 報酬には市の規定がありますが、日当の規定はどうですか。 

事務局 条例設置の審議会の委員はその他の特別職に該当しますので報酬となり、そこ

で金額が決められています。その他の検討委員会等は報償となります。 

委員長 色んな人に時間を割いて議論をしていただきますので、報償程度は差し上げる

べきだと思いますが、いかがですか。 

委員 有償ボランティアとなりますが、交通費程度なら話は別です。日当というのは引

っかかります。意識を上げるのに、お金目的ではない意識の上げ方を前提において、

やっていくべきだと思います。 

委員 住民主体、自主的活動でやるというなら、足枷はない方がいいです。有償にする

と、もっと会議の回数が必要だとなったり、長期間にわたるようになったとしても、

予算枠が足枷になります。そうなれば本来の意味から外れます。もっと自由に活発

な議論がなされるには、なるべく足枷をはずすべきであり、無償にすべきだと思い

ます。 

委員 両論併記ですか。 

委員長 委員も勉強が必要です。色々お金もかかります。他の委員の方はどうですか。 

委員 財政を考えると無償がいいと考えますが、委員の中には日雇いの人もいるのでは

ないかと推察されます。休んでいく人もいると思います。金額が大きくなくてもよ

いですから、何らかの補償が必要だと思います。 

委員 会議の持ち方もあります。日中か、夜間、土日を使うこともあるのかによります。

応募しやすさからすると、多くの人に出てもらうということで考えると、夜間、土

日が基本ではないでしょうか。仕事を休むから有償でというのは違うのではないか

と思います。 

委員長 場合によっては夜ということですが、夜ばかりやれますか。 

委員 夜間、土日に仕事の人もいます。そういうことも含めて考えたらいいと思います。 

委員 地域性を考えると、範囲が広いものですから無償では集まりにくいような感じが

します。ある程度の保障は必要ではないでしょうか。 

委員長 報償となるといくらくらいですか。 

事務局 半日の会議で 4,000 円が卖価となっています。 

委員 費用弁償としてはどうですか。 

事務局 報償が出る場合は、費用弁償は該当しません。出てきたことのお礼として報償
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を出していますので、こうした会議には費用弁償が出ません。その他の特別職は条

例に費用弁償の規定があります。 

委員 旅費規程ではどうなっていますか。 

事務局 ５キロ未満は費用弁償の対象になりません。５キロ以上で 1,000 円の費用弁償

です。 

委員 合併協議会の時の出席率は良かったです。報償のあるなしで一定の判断があるの

かなと思います。参加に責任を持ってもらうということでは、配慮が必要ではない

でしょうか。 

委員 自分達の条例を作るのにお金をかけようあるいはかけないということが、おそら

く市民会議で議論になると思います。報償をどうするかはそれこそ市民会議の中で

決めることだと思います。お金をかけて同じ中身のものを作るなら、面倒くさいこ

とをしないでコンサルに任せていいのではないかという意見もあると思います。そ

うなるなら、いかに参加意識を持たせるかの方が大事であって、お金をかけるから

参加する、しないではないと思います。理想論ですが。条例が出来上がったので報

償を皆で分けてくださいというのと変わらないのではないでしょうか。そういうこ

とを考えると無償がすっきりすると思います。 

委員 私は、お金がかかってもそういう進め方をすべきだと思います。基本条例には

色々な判断が必要です。費用がかかってもそういうものを作るのですから、いいこ

とだと思います。門戸を狭めないようにするという意味では、限度はありますが、

あった方がよいと思います。それが本当の基本条例につながると思います。 

委員 そうだとすると公募を無制限にするということと矛盾するのではないでしょう

か。 

委員 私は、無償にすることが制限を加えることになると思います。 

委員長 他の委員の方はいかがですか。 

委員 報酬ではなく、遠隔地から来る人もいますので、通勤に対する保障ということで

有償ではどうでしょか。広く公募するとう趣旨から。 

委員長 無報酬が理想ですが、ある程度の費用を用意する必要もあるということで、市

の報酬ではなく、費用弁償くらいのものも考慮するべきとしてはどうでしょうか。 

  （異議なし） 

   次に移りますが、公開・非公開については、公開ということでよいですね。 

  （異議なし） 

  それでは時間がきましたので、次回の会議ですが、余り時間がかからないように

思われるので、議論のまとめに入りたいと思います。原案の作成は委員長と副委員

長に任せていただいて、それで皆さんに議論していただくことでよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

委員 今は個別に協議しているわけですが、全体的にまとめていただいて、その中で整

合性が取れないような時は、修正ができるということでよろしいでしょうか。 

委員長 そうです。皆の意見が一致しないと提言になりません。次回はそういうことで

まとめてよろしいですか。 

（異議なし） 

   それでは、他になければ、本日の協議を終わりにしたいと思います。御協力あり

がとうございました。 

事務局 委員長、大変ありがとうございました。それでは以上で会議を終了いたします。

皆様ありがとうございました。（了） 
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第５回自治基本条例策定市民会議準備会会議録 

 

■日 時 平成 20 年 12 月 19 日（金）午後１時 30 分～ 

■場 所 本庁 議員協議会室 

    

 

事務局（司会） 只今から、第５回喜多方市自治基本条例策定市民会議準備会を始めさ

せていただきたいと思います。なお、苗村正委員、佐藤正道委員、佐藤洋子委員か

らは都合によりご欠席との連絡が入っております。それでは、委員長よりごあいさ

つをお願いいたします。 

委員長 12 月ということでいよいよ差し迫ってまいりました。お忙しい中お集まりい

ただきましてご苦労様です。これまで４回の会議を開催し、準備会の検討・協議事

頄のうち市民会議の役割や、構成メンバー、選出方法等について決定してまいりま

した。本日の会議で残された事頄はわずかでありますので、それらをすべて決定し、

まとめに入る段階ということで前回はお話をいたしましたが、その後、事務局から、

一部これまでの決定事頄について再度議論を要することになったとの話がありま

したので、それらについて十分検討していきたいと思います。なおそれらのことを

すべて審議したうえで、その後の対応を決定していきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

事務局（司会） 本日、傍聴の申し出がありましたので、委員長の方でお諮りしていた

だきたいと思います。 

委員長 傍聴の申し出がありました。これを認めたいと思いますが異議はありませんか。 

  （異議なし） 

それではそのようにいたします。 

事務局（司会） それでは、次に「前回準備会の確認」に入りたいと思います。事務局

から説明をいたします。 

事務局 私の方から説明を申しあげます。資料の 1となります。時間節約のためにポイ

ントに絞って説明いたします。 

  （資料により説明） 

説明については以上です。 

事務局 それではここで先ほど委員長からお話がありましたように、委員の皆様方に

再度ご説明を申し上げたいことがありますので、若干時間をいただきたいと思い

ます。第 3 回の準備会で、審議会等の設置基準で新規の場合は 65 歳以下の者、

再任の場合は 75 歳以下の者をとの目安がある、拘束されないかとの質問があり、

事務局から、年齢制限があるが、運用で連絡調整等を目的とする場合については

該当しないので、この準備会は設置基準に基づかないものとしたと説明しまし

た。その後の市民会議については準備会で決めていただいてよいと説明しました

が、その部分での詳しい説明が漏れていましたので説明いたします。お手元の自

治基本条例策定フロー図をご覧ください。市は準備会からの答申を踏まえた策定

体制を考えることになりますが、想定されるものとしては３つのパターンがある

と考えられます。一つは審議会型で、これまでのやり方です。市が原案を作成し

て委員の皆さんに諮問し、議論を経て答申を受けて決定するものです。これは市
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が委員を選任して設置することとなります。もう一つは市民会議型で、今回想定

されているものですが、案そのものを策定する組織です。市が委員を委嘱します

が、公募主体で、行政と市民が協働で進めるものです。この二つは市の基準が該

当になります。第３のものは市民主体型で、市民自らが結成して運営していくも

のです。行政としては支援、協力も考えられます。今回、準備会の答申を受けて

どうするかというところは、この後の考え方となってきます。市の基準では、新

任の場合は６５歳以下の者を、再任の場合は７５歳以下の者を選任することとあ

ります。また、審議、調査の内容に密接な関係を有する団体の代表者、又はこれ

に準ずると認められる者であって、実質的な審議、調査等を行う上で欠くことので

きない時、これを適用しないという規定もあります。更に審議会の審議、調査等

の内容に不可欠かつ卓越した専門的知識又は経験を有している等により、他の者に

替えることができない時にも適用しないという規定もあります。団体の代表者等は

各種団体からの意見を聞く場合で、市議会の議員として入ってくる場合もこれに

該当します。２つ目はいわゆる学識経験者で、これらに該当する場合は、年齢制

限は適用しないとするものです。こうした規定があり、この規定を遵守すること

になっていますので、答申を受けた後、どういう組織体制にするかについては、

答申を踏まえた組織体制となります。説明は以上です。ご質問がありましたらお

願いします。 

委員 今までの議論の経過からすると、年齢制限は設けないということで進んできたと

思います。準備会での答申を受けて市長が判断することとなると思いますが、規定

を厳格に守るかどうかは市長の判断になるということでしょうか。 

事務局 市民公募の際の主体はどこになるかという議論があり、その結論がまだ出され

ていないと思います。全体の答申内容の中で、３つのパターンをふまえて市長が判

断して組織を作ることになります。 

委員 今までの議論は、市民主体で、市民と議会、行政が協働で作っていくという方向

になっているので、フロー図の市民会議型になると想定されます。そうすると設置

基準が適用になると思われるのですが。 

事務局 そうなることを想定すれば、市長が委員を委嘱することになるので、設置基準

を踏まえてこれを遵守するという考えになります。そうなると６５歳以上の者はど

うなるかという議論になりますが、そこを補完する体制づくりが必要だと考えてい

ます。その場合、ワークショップを作るとか、公開討論の場、シンポジウム等、年

齢制限を設けない様々な手段を取ることが必要だと考えています。その場合、基準

を守った上で、幅広い場を構築することを考えて進めたいと思います。 

委員 補完するやり方としては理解しますが、基本的な部分で考えていけば、そもそも

この基準の理由、背景は何か、６５歳以下とする理由は本当に正しいのかどうかを

考える必要があります。市の高齢化率は３０パーセントですから、３割の人を排除

することになります。基準そのものがこれでいいのかを考えるべきだと思います。 

事務局 ６５歳以下とした理由は、６５歳を超える方はこれまでのいろんな検討会、審

議会に出ていただいて意見を聞く場がありました。また審議会等にはいつも同じ人

が出てきている、若い人が出てくる機会も設けたいということで年齢制限を設けた

ものです。 

委員 今まで議論してきましたが、基本条例の大切なところと、今作らなければならな
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いという理由は、市民の権利をいかに大切にするか。協力と参加を得てまちづくり

をする時代になった。分権はそれを求めている。これからは、地方主権という立場

に立つ必要があります。そういう方向で行こうというのがここの出発点であったと

思います。そうすると、市民の権利をどう尊重するかが基本になると思います。こ

こに住んでいない方や外国籍の人もＯＫとし、今までの観念から枠を取り払い、市

民の権利を生かし、参加を得る、自治体を自分のものとする、という流れで議論し

てきました。今、６５歳以上は出てはだめというなら、今の段階でこの基準を出す

のはなぜなのでしょうか。これまでの議論では、６５歳の基準はあるが、これも取

っ払っていこうということできました。本来は今日成案が出せる段階にきていまし

た。これが出てくると、また一からの議論となります。これから何時間もかけてや

るというならいいのですが、こうした基本問題が何故今になってこの流れの中で出

されなければならないのでしょうか。 

事務局 第３回目の会で事務局では、一部のみの説明に終わってしまいました。答申を

受けての判断は、答申を見た上での話となることですので、簡卖に答えてしまいま

した。一番想定される公募型で基準との整合性を精査しましたら、６５歳を超える

人でも例外規定はありますが、一般公募は設置基準に該当するとの懸念が出てきま

した。事務局としてはその理解をしていただく必要があると考え、申し訳ないと思

いましたが、設置基準を理解していただいたうえで、なお議論となると想定されま

したので、今回説明しました。 

委員 そもそも市民の中に６５歳で線を切って、権利に制限を加える。公募しても片方

には応じられない。権利に対する制限を加えるということです。基本条例の性格か

らすると、喜多方市としての新しい出発をするには、むしろ線引きをすべきではな

いと思います。憲法の趣旨ではないでしょうか。市の憲法を作ることですから、市

民の権利を最大限守るという方向で作らなければ意味がありません。 

委員長 議論は、会議の中できちんとやった方がよいと思うがどうでしょうか。 

事務局 それでは、議事の一つとして今の問題を議論していただきたいと思います。委

員長の進行をお願いします 

委員長 それでは議長を務めます。議論を続けます。 

委員 今回の問題は、一応こういうものがあるが、基本条例の性格上、そんなにこだわ

ってもらわなくて良かったというのが、説明ではなかったですか。準備会にとって

も基本的問題です。そこをきちんとしないと、基本条例を作るべきだということを

市長に提言もできません。この枠内で考えていこうというなら基本条例は出せませ

ん。最大の問題だと思います。 

委員 基本条例について何日間も話してきました。民主的にしようということで、市民

会議の一般公募をどうするか、住所を置いる人に限らずにともしてきました。それ

がどこに行ってしまったのでしょうか。６５歳で線を引くこと自体が、私は人権問

題だと思います。高齢化率は、喜多方市は高いです。その中でまちづくりについて

高齢者は真剣に考え、取り組んでいます。線引きは、どういうことから出てきたの

でしょうか。そうでないと議論が最初に戻ってしまいます。 

事務局 二人からの質問は、答申の内容によって基準の見直しができるかということだ

と思いますが。よろしいでしょうか。 

委員 今日、出された基準と基本条例の準備会との格差は歴然としています。準備会と

してはむしろこれを想定していません。年齢制限して公募することはありません。

提言の中身で市長は実施すると思いますが、そうするとこの基準は消えることにな

ると思います。本来なら、年齢や地域等による市民権利の制限が正しいのかという
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ことは、むしろ市民から出てきて当たり前だと思います。基準から始まっては基本

条例をつくる意味がありません。市民の権利から出発し、正しく市民に参加しても

らい、自らのものとする、そういう保障をする骨格を作るのが基本条例です。その

前にハードル作ると、最初から基本条例をつくる意義はなくなってしまうというこ

とです。 

委員 同じ考えです。議会としても、この委員会の中で、委員の皆さんの発言や当局の

話を聞いて年齢については、ものを進めてきました。今日示された基準は庁内の発

議があって市長が決めたものだと思います。経過はあるでしょうが、法の下の平等

というならば、これまで議論してきたものにあえて枠をはめるのはいかがなもので

しょうか。ここは基準を考える場ではありませんから、持ち帰って、市長の下にお

いて、この会議及び基準はどうなのかという考え方を示さないと、事務方の方で考

えを整理しないと、話が進まないと思います。 

委員長 年齢については相当な時間をかけて議論してきました。これまではそういうこ

とにこだわらないで十分に議論してほしいという説明で進めてきました。その辺に

ついてはきちんと整理し説明すべきだと思います。時間を設けたいと思います。こ

こで暫時休議にします。 

委員 その前に事務的な質問ですが、設置基準は何年にできたのですか。 

事務局 基準は合併前に旧喜多方市ででき、新市に引き継がれました。 

委員 どんな団体が適用されていますか。 

事務局 例えば条例に基づく審議会、任意の検討委員会等でも適用されています。 

委員長 暫時休議にします 

【休議】 

委員長 会議を再開します。答弁をお願いします。 

事務局 役所には色々な条例、規則、基準があります。この設置基準も事務局としては

守るべきものとなっておりますので、これの説明が不十分でしたので、今回説明し

たところです。その点、説明不足の点については深くお詫び申し上げたいと思いま

す。この基準はあるということです。 

委員長 今までの議論では、年齢は大切な部分でした。基準があるなら、最初から説明

すればよかったわけですが、今の説明に対して皆さんのご説明はいかがですか。 

委員 ここは基準を変える場ではありませんが、今回基準が説明され、今までの議論の

趣旨からすると、見直しも必要だとの趣旨で話しをしました。ある以上は守る立場

に立つ必要があるかもしれませんが、ここではそうではない議論をしてきて、今、

基準に抵触するとの話がされましたので、皆さんの意見からすれば基準を変えなけ

ればならないのではないかとお話をしたつもりです。 

委員 これまで年齢制限は設けないと決めてきましたが、準備会でそのように提言して

も、今の答弁によれば、基準は守りますということになります。そうなれば今まで

の議論の意味がなくなる結果になりかねません。その辺をどう考えるかということ

ですが、基本的な立場に立てば基準を改めるべきと考えますが、そのことを含めて

市長が検討するとの話がないと先に進まないように思います。 

委員 その前に、条例、規則、法律、憲法をどう位置づけるのですか。議会で決めたこ

とではありません。行政機関の決めごとです。それは条例より下位です。これだけ

は守らなければならないとなると、どちらを優先するのですか。行政レベルの基準

を守らなければならないのですか。あるいはこれを取り除いて対応するのですか。 

委員長 法令、条例、規則の性格を説明してはどうですか。 

事務局 今のご質問は、見直しをするのか、守るのかどうか、どちらが優先かというこ
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とだと思います。答申を受けてどうするか、私が申し上げましたのは、私たちが事

務を進めるにあたっては、勝手にできませんので、基準に基づいて進めるしかない

ということです。 

委員 例えば、公募する場合、６５歳以上は駄目と但し書きを入れてやるのですか。 

事務局 今までの公募はこの基準に基づいてやっています。公募は６５歳という基準で

すべてやっていると思います。 

委員 理解できないのは、内規を、審議してもらった準備会の意見よりもなぜ重視しな

ければならないのかということです。条例よりも強い根拠は何でしょうか。最優先

で守る根拠は何でしょうか。特別な審議会を別にして、通常の審議会で年齢制限を

して、住民から訴えられたら裁判では負けるのではないですか。よっぽどの動かし

がたい根拠がないなら、そんなに主張できますか。 

事務局 それぞれ制定の仕方があります。この時点で私が、変えるとは、立場上言えま

せん。そこは理解をお願いしたいと思います。例えば条例は議会の決定がないと効

力がありません。そのように定める手項がありますので、この段階ではそうしか言

えません。 

委員 この段階だけということですか。ここで決まり、提言が出れば見直しもやぶさか

ではないということですか。 

委員 事務方に言えるはずはありません。 

委員 今、基準があるということで、適用されるとは言わなかったですね。市民会議型

が基準の適用をされるかどうかという議論が必要です。今ある設置基準は市民会議

型を想定していないはずです。行政主導でなく審議会を設置するのは今回が初めだ

と思います。市長が委嘱するとしても基準が適用されない組織を設置すべきだと準

備会が答申すればよいのではないでしょうか。後は、市長の考えになると思います

が。今のところ、事務サイドでは答えることができませんので、後は準備会の考え

をまとめればよいと思います。 

委員長 喜多方市は高齢化率が高いです。１３５自治体で基本条例を作っています。そ

の中で年齢制限しているところはあるかとか、高齢化率はどうかとか出してもらっ

てはどうでしょうか。時間がかかっても仕方ないですから。 

委員 今までの審議の中で事務局の説明に誤りがありました。その時点に戻って、年齢

制限をしないということが誤った事務局の説明で導き出されたことを問題にしな

いと、その先の話をしてもしょうがないと思います。 

委員 説明不足で、年齢制限を設けないとなったということでしょうか。 

委員 その結論はわかりませんが、そういうことではありません。第３回準備会で基準

に拘束されないのかと質問したところ、議論してもらってよいということでした。

だとすれば答弁は間違っていたということだと思います。基準があるということか

ら議論すべきだったのであり、その部分だけここに戻るということです。説明不足

ということでなく、その点は間違っていたと話をしないと話がややこしくなります。 

委員 重要なのは、市民の権利を年齢で剥奪する根拠がどこにあるかをはっきりさせる

ことです。そうでないと行政は権利をどう考えているのかが我々には理解できませ

ん。この場は、市民、行政、議会がそれぞれにその場で一生懸命やりながらも、枠

を超えて、全体化すべき時ではないかということで、三者全部がここに集まって話

を進めてきたのです。理解できないのは、どんな理由で制限したのかということで

す。その理由が明確にならないので、これがあること自体が壁になるのではという

不安を持ってしまいます。これはいい問題です。ここを突破しないと基本条例をつ

くる意味はありません。 
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委員長 今の話は、基準を作った時の基本理念はどうだったのかということと、審議の

過程で、事務局でどう間違っていたのかということですか。 

委員 我々は議員ですから、基準があればその範囲でやるしかありません。ないのであ

ればまた議会で議論して決めていかなければなりません。ここは審議会ですから、

市の条例、規則、基準を守って結論を出さなければなりません。第３回の答弁は重

大だったと思います。基準があり、条例等の審議会もそれでやってきたというなら、

基準に従わざるを得ないと思います。 

委員 市が決めて来た基準の枠内でやらなければならないとのことですが、議会は行政

のやっていることが、権利や社会情勢から見た場合、正しいかどうかチェックする

ことが最大の任務だと思います。私たちは、基本条例について検討してきて、これ

が今出てきたので、なぜ人権を制限するような条頄が存在しなければならなかった

のか、今後も存在するのかどうかが分からないので、その理由を聞きたいのです。

それを聞けば、賛成か反対かと判断できます。これは基本条例を作る時の出発点だ

と思います。行政の在り方を市民の立場でチェックするのが、基本条例の大事なポ

イントですから。 

委員長 年齢制限は人権上問題とのことですが、制限が上か下かもありますが、あると

ころもあるようです。それと第 3 回目の事務局の説明について問われていますので

再度説明をお願いします。 

事務局 間違いではなかったかということですが、3 回目の会議では、次の市民会議に

ついては準備会で決めてもらえばよいと答えました。先に、次の組織については３

パターン想定されると申し上げました。その中には今までやったことのない市民会

議型もありました。基準があるので基準を守った形で議論してくださいということ

は、その段階では議論の誘導をするおそれがあるので、その程度の説明にとどめさ

せていただきました。説明不足により今回迷惑をかけ大変申し訳ございませんでし

た。年齢制限の理由は先の説明と同じで、同じ人の制限、できるだけ若い人の意見

を聞くという観点から設けたところです。基本条例に制限を設けるべきかどうかは、

基準がありますので、それに基づいてやるということです。 

委員 再確認ですが。基準の理由で、できるだけ沢山の人に参画してもらいたいので年

齢を制限したというのは、論理矛盾ではないですか。質が違います。１８０度違い

ます。沢山の市民を結集してやりたいというなら、６５歳以上の制限自体が、その

理由と合いません。そうなら市民会議は見直しをするいい機会です。今日変えます

とは言えないにしても、そういう受け止め方をすべきだと思います。3 回までは行

政もそういう受け止め方をしていたと思うのですが。 

委員 論理矛盾についてですが、こういう基準をもっている団体は、年齢の違いはあり

ますが、喜多方市以外にも色々あります。一般的には、市長が任命する審議会、検

討委員会の委員が、長期にわたって同じ人が務める弊害を排除することが先ず大き

な考え方です。市民会議に適用させるかどうかの問題はありますが、今の事務局の

考え方としては、基準があるので、市民会議でも適用させることになるということ

だと思います。 

委員 先の説明では、審議会型と市民会議は基準が適用になると説明がありました。そ

うすると、審議会型だけを適用するとするなら皆さんも納得できると思うのですが、

市民会議も拘束されるのでは、それでいいのかということになり議論が先に進まな

くなるように思います。 

事務局 そういう組織には、審議会なので名称は別にして基準が適用されるということ

です。 
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委員 今までの準備会の議論では市民会議型となりますが、それでも６５歳が適用され

てしまうことになります。自治体の憲法を作ろうという時にそういう制限を設ける

ことはどうなのか、それをきちんとしなければ提言としてまとめることに至らない

のではないでしょうか。 

委員 ３回目の時の事務局の回答が、準備会で決めてもらえばよいということでさっと

流れてしまいました。それで年齢制限しなくてよいとなったので、そこに立ち返っ

て議論して、やっぱり年齢制限をするべきではないと準備会で整理されればよいと

思います。振り出しのところがボタンの掛け違いとなっているということです。 

委員 第３回に戻るにしても、今回こういう提起があって基本的なことで、準備会で議

論できるのであればかえってよかったと思います。ただ多くの皆さんの受けとめは、

準備会で決めればよいということだけで年齢制限を設けないこととしたとは思わ

れません。確かに議論不足はあったかもしれません。ただ結論は同じことだったと

思います。 

委員 ここで決めればよいということですが、市民が自分たちで発議して立ち上げるの

であればそれでも良いのですが、これはあくまでも市長発議でやっているものです。

市長が自分で決めた基準を守らなくて良いということになっては、それこそ論理矛

盾になるのではないでしょうか。今は規則がありますので、その規則自体が問題で

あるというなら別な場所で規則を問題にするしかありません。市民会議について審

議してくださいというなら、市の条例等の枠組の中で考えるしかないと思います。 

委員 基本条例は市民の基本権の問題です。年齢制限を設けて公募というのはどうかと

思います。基準は絶対に改正できないというのが、事務局の考えでしょうか。年齢

制限を設けないとする提言を市長に出してみるということで、通るかはわかりませ

んが、その辺で意見をまとめるしかないと思います。基準を崩せということではな

く、見直しの可能性がないかどうかを探りながら進めるようにお願いしたいと思い

ます。 

委員 基本的に遵守する立場というものはあると思いますが、逆に変えろというような

議論をしている訳でもありません。いずれにしても整理していかなければなりませ

ん。時間がかかっても、皆さんの意見を踏まえながら当局の方で検討する時間があ

ってもよいのではないでしょうか。変えることも含めて、事務方の検討や市長の政

治的判断もなければこの場では進まないと思います。 

委員 基準は、市民会議型には適用されないと考えます。基準の審議会等の定義には、

法律、条例、要綱により設置するものとあり、市民会議については何も書いてあり

ません。基本条例に関する審議会なら適用されますが、そもそも市民会議自体への

拘束は何も書かれていないと思います。市民会議を作るに際して要綱をこれから作

ろうとしているわけですから。 

委員長 今の質問について回答をお願いします。 

事務局 準備会の提言で市民会議型となると、市民会議の要綱を制定して、市長が委嘱

して作ることになります。やはりこの基準の審議会等に該当することになります。 

委員 平行線では議論になりません。こちらで該当しないと理解しても、今の答弁では

該当するということなので。 

委員 私たちの目指している方向からすれば、市民会議型になると思いますが、そうで

あるなら基準が該当しない、適用させる必要はないと思うのですが。 

委員 我々が委嘱された時点で基準が度外視されたことは、準備会ではそういう方向で

市民会議の骨組みを作ってくださいという意識でやられたと理解しているのです

が、市も基準がありながら、基本条例を作るので、慣例を超えてやったのかと思っ
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たのですが、今になって基準にこだわられているのが辛いです。ただいい基本条例

を作ろうしている上で、基本的な議論ができてよかったとは思いますが。 

委員 市民会議型は基準に該当させるべきではないというのが、ここの大方の考えだと

理解するのですが、そういう解釈について市長含めて検討するというなら次回に持

ち越すこともいいです。そこで駄目だというならまた一から議論するしかないので

すが。 

委員 自治基本条例だからいいものを作りたいという思いがあるのですが、基本的には

他の条例と同列です。そうなら、他の条例の審議でやってきたものを変えるという

なら、その前段にやるべきことをやっておかないと、やはり規則の中でやるしかあ

りません。皆さんの思いのようなことをやるとするなら、その前にクリアーしてお

かなければならなかったと思います。それを前提にするしかありません。これが議

会の議員の立場としての意見です。議会の意見もそのようなものだと私は思ってい

ますが。 

委員 この基本条例がなくても市民は餓えたり死んだりはしません。ということなら、

今討議していることが最大限活かされるような状況が起きなければ作るべきでは

ないという答申をするというのが私の意見です。 

委員 今までこの市民会議型をもとにして考えてきました。市民から聞く耳がないので

はここで一生懸命議論してもしょうがありません。市長がそれに対して皆と一緒に

同じテーブルで考えましょうとなればいいのですが。どうでしょうか。今、議会の

考えも聞きました。私も、これまで色んな団体の人の声を聞いてきましたが、自治

に関する最も大事な基本条例を考える時に、本当に市民のものにするべきだと思い

ます。それが今迄の流れに沿ったものにするなら、これまで時間をとる必要はあり

ませんでした。事務局のレールの上でイエスかノーを言えばよいことです。 

委員 事務局の上にのってやっていればそれなりのものができます。しかし今回、市の

基本条例ということで、市のオリジナリティを入れなければなりません。自分の関

わったものに誇りをもちたいです。であるなら基準を適用しないようにできません

か。うまい方法はないのでしょうか。 

委員 今まで年齢等について多く議論されてきました。議会としてはこの議論を持ち帰

って全員協議会等で対応していきたいと思います。今日は、議会は議会の立場とし

て伺っておきたいと思います。 

委員長 他にありませんか。 

委員 基本条例は市の憲法です。既成の法体系に本来は縛られません。言ってみればこ

れから卵を育てていこうという状況です。今ある制度で縛ろうとするのでは、将来

作られるであろう基本条例が意味をなさなくなります。全くのスタートに立ってい

るとの感覚でいいと思います。基準があるからそれを踏襲しなければならないとい

う発想はないです。準備会は、それぞれ一市民として参加しています。それぞれ意

見を出し合って、答申を出すということでいいと思います。いちいち議会の決議を

待ってこの会の議論が進められるなら、最初から議会だけでやってほしいと思いま

す。議会提案の基本条例もあります。市民が参加するからこそ意味があるとは思い

ますが、議会は議会で基本条例を検討してもいいです。それを出し合う。それも市

民が何を選ぶかにかかっているのですから。いちいち議会の反応を待っていては、

議論が進みません。 

委員長 だいぶ時間も経過しました。結論を導く方向に行った方がいいと思いますが。 

委員 今までも６５歳の基準はありました。今これだけ大事な、市の基本条例を作ると

いう時に、これで拘束されたとなったら、女性の６５歳以上で活躍している人はか
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なりいますが、そういう人たちは大きな憤りをもつと思います。そんなところでな

ぜ差別するのか、なぜ年齢で切るのですかということは、ちらちら出ています。こ

れは基本条例の内容として主要な課題になると思います。 

委員長 他にありませんか。なければ、市の憲法をつくるということなので、市民本位

のものを、広く市民の参加を求めるという発想の中で、今まで時間をかけて真剣に

議論してきたと思います。ですから公募は絶対必要です。今、基準があるという話

でしたが、広く市民の登用を認めるのが筋だと思います。ですから、そういった申

し入れを入れてまとめていってはどうでしょうか。今まで議論したことを市長に十

分伝えていただく、議員の人には議会で説明していただく。そういう道筋をえらぶ

のがよいと思いますが、いかがでしょうか。 

  （異議なしとする声あり） 

そういうことで、年齢についてはそのようにしたいと思います。次にスケジュール

等について議題にします。 

事務局 今の問題が整理されないとスケジュールまでかかれません。今いただきました

ご意見については再度の会議が必要となります。会議の日程は、委員長・副委員長

と調整して決めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それではこれから提言書の作成に入るわけですが、委員長と副委員長で案を作

成させていただいて、事前に皆さんに配布したいと思います。それを皆さんに十分

検討していただいて、次回にいい意見を持ち寄っていただいて、最高のものが提言

できるようにご協力をお願いしたいと思います。そのようなことでよろしいですか。 

  （異議なし） 

  それでは、次回の日程は後日連絡いたしますので、よろしくお願いします。  

事務局（司会） それでは以上で会議を終了いたします。皆様ありがとうございました。 

（了） 

 

 

第６回自治基本条例策定市民会議準備会会議録 

 

■日 時 平成 21 年２月 16 日（月）午後２時～ 

■場 所 本庁 第２会議室 

 

 

事務局（司会） 只今から、第６回喜多方市自治基本条例策定市民会議準備会を始めさ

せていただきたいと思います。なお、苗村委員、齋藤委員、室井委員からは都合に

よりご欠席との連絡が入っております。また教育長は別な公務のため欠席となって

おります。 

   それでは、委員長からごあいさつをお願いいたします。 

委員長 お忙しいところ、第６回の準備会にご出席をいただきありがとうございます。

２月は寒く、荒れるのが恒例ですが、今年は暖かいです。何か起きないかと余計な

心配をしてしまいます。さて今まで 5 回の会議を開催し、準備会の検討・協議事頄

をほぼ決定してまいりました。本日の会議では準備会の提言書をまとめることにし

たいと思います。あらかじめ私と副委員長において提言書の案を作成し、事前に事

務局から配布してもらっております。この案をもとにして、他に誇れる、また喜多
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方市にふさわしい自治基本条例を策定するためには、どのような策定組織でどのよ

うに進めるべきかについて、準備会のこれまでの議論の集大成として提言書をまと

めたいと思います。それでは皆さんのご協力をお願いし、簡卖ですが、委員長の挨

拶とさせていただきます。 

事務局（司会） それでは、次に「前回準備会の確認」に入りたいと思います。事務局

から説明をいたします。 

事務局 私の方から説明を申しあげます。資料の 1となります。時間の関係でポイント

に絞って説明いたします。 

   （資料により説明） 

説明については以上です。 

事務局（司会） それでは今の説明について質問はありませんでしょうか。 

委員 今の説明にもあったのですが、前回の準備会では、今まで議論したことを市長に

十分伝えていただく、議員の人には議会で説明していただく、と委員長から話がさ

れて最終的に終わったのですが、その内容については、後で報告があるのでしょう

か。 

事務局（司会） この後の議事の中で取り扱いたいと思います。 

委員 わかりました。 

事務局（司会） それでは、他に質問はないようですので、議事に入りたいと思いま

す。自治基本条例策定市民会議準備会設置要綱第４条第 2 頄の規定により、委員

長が会議の議長となっておますので、以降の進行につきましては委員長にお願い

いたします。 

委員長 それでは、暫時、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。傍聴の願いが出ていますので、これを許したいと思います。本日の議題

は「市民会議準備会提言書について」となっております。案をそれぞれ皆さんに

配布していますので、それをもとに議論していきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

委員 議会への持ち帰りの関係で報告したいと思います。議会としては、年齢基準があ

る以上はそれを守るべきであるということを決して参りました。それを提言書では

どのように考慮したのかについて、説明をお願いしたいと思います。 

委員長 事務局では、議会に持ち帰って議論された経過は承知していますか。 

事務局 前回第５回目の準備会の後に、年末の議会の会議でどのように議論されたかに

ついては承っています。 

委員長 第５回の準備会では年齢について色々あったのですが、最終的に年齢にこだわ

らず広く登用するべきだとする意見が多く、最終的に、そういうことでどうですか

と意見を求めた時に、議員の皆さんからも特に発言がありませんでした。そこで私

はそれを尊重することにしました。その後で、事務局を通して、議員の皆さんから

議会に報告された経過は報告を受けましたが、提言書は準備会の問題ですから、皆

で話し合いながらまとめるのが最後のまとめだと思いましたので、そのことでまと

めることはできません。議員の委員の方々も苦労されています。議会も尊重しなけ

ればなりませんが、準備会の前段の議論がありますので、そのことで提言をまとめ

ることはできません。その件については議員の皆さんからここで報告をいただきた

いと思います。 

委員 その前に、議員は会派を代表して出てきています。議会代表というと、議長、副
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議長が出ますが、そうではありません。会派は本来違う意見の人が組織されていて、

全体の合意形成をしていくものですから、私の理解では、会派代表ということは、

議会一本での結論ではなく、それぞれの会派の意見を出してもらうのがこうした場

でのやり方ではないでしょうか。議会はやっぱり一本という形なのでしょうか。 

委員長 議会は、委員選出の過程で、代表者会議、議運等を開いて慎重に委員を選出し

てきました。その経過は承知しています。委員は、最初は３人でしたが、会派が５

つあるので５人になりました。議員は議会に持ち帰って全員協議会に報告して進め

てきていますので、会派はありますが、その全員協議会での意見や質問をいただい

て会議に臨んでいるのが経過だと思いますので、会派の意見はあっても全員協議会

の意見による傾向になっているのかと思います。そのようなことを踏まえながら、

どのような考えか、どのように対応しているかを議員の方々からお聞きかせ願いた

いと思います。 

委員 会派代表として出てきた経過は委員長の話した通りです。議会として統一して話

し合ったのは１点のみ、市民会議に参加するかしないかということで、おおよそ５

人で参画することは議会の総意として確認しました。年齢については、対立の構図

ではなく、基準、内規がある以上は、それを守るべき立場にいることは何度か話し

た通りです。事務局から、年齢は準備会で決めてくださいということで、年齢制限

はしないということになったことを全員協議会に持ち帰った時に、内規的におかし

いという意見があり、全員協議会に来ていただいて事務局から説明をもらいました。

その時の説明では、準備会も本委員会も基準を当てはめることになるということで

した。本委員会では年齢枠をはめるという説明でした。内規の枠で進むということ

であったので、それが変わるのでなければ、我々は、それを守る立場に立つ以外に

ありません。ここは、意見が出たとしても是非を問う場ではありません。議会とし

て是非を問う場を作っているのでもありません。説明を受けた部分で我々は動かざ

るをえません。我々はステップを踏んで今になっています。今回の持ち帰っての話

は、色々意見はありましたが、最終的には先の委員の報告のとおりです。 

委員 重要な発言です。議会で再確認してきたと話されました。この提言は、全員一致

で決まったとして市長に出します。議論してきた内容では、市に勤めている人も、

外国人も市民会議に参加できるということです。公募は幅広く対象になるとうたっ

ています。ところが、内規を守るとなると６５歳以上をカットすることになり、提

言全体についての矛盾が大きくなります。ここでは各会派の考えで臨むことになる

のでしょうか、そうでないのでしょうか。 

委員 議会代表５人は、前回の会議の内容を持ち帰って説明しました。その中で、議会

としては、内規があるので遵守は当然との結論が出たということだけで、今その内

容を報告しただけです。我々はそのことをここで強く主張したいということではあ

りません。我々は会派代表ですが、議会は、代表者会議、会派の会議、全員協議会

がありまして、議会の意志統一の手項を踏んで参加していますので、誤解のないよ

うにお願いしたいと思います。 

委員 元に戻ってしまうのでしょうか。準備会は何だったのでしょうか。内規があり、

議会の考えはこうだというなら、内規を作る行政と議会とですべてやれるのであれ

ば、準備会はいらなくなります。今までの私たちの意見はどこにいったのでしょう

か。６５歳以上はいらないとかの問題ではありません。皆さんはどう思いますか。

準備会の趣旨はどこに行ったのでしょうか。 

委員長 委員全員に発言をもらい、結論を出したいと思っています。今は、市当局から、

審議会は審議会等の設置基準があるのでこれを守ることになるという発言があっ
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たので、議会は守るしかないと発言されたということです。しかし、審議会の基準

には委員の人数、公募の割合や女性の比率など細かいこともありますが、これらを

すべて当てはめて市民会議を設置するというのはどうでしょうか。これで市民会議

を設置するのは非常に厳しいと思いますので、審議会と市民会議の性質、目的をど

のように判断されて事務局は説明したのでしょうか。 

委員 誤解されているのではないでしょうか。前回の会議の中で、年齢については持ち

帰ると言ったので、その結果を報告しただけです。 

委員長 この基準は、合併前にできたものをそのまま引き継いだものです。議会では議

論されたでしょうか。今、市が広い範囲になって、熱塩、山都、高郷などは高齢化

率が高いです。旧町村で年齢制限があったところは一つもありませんでした。この

際ですから、そのようなことも認識されたらどうでしょうか。 

委員 合併の際に臨時議会で数多くの条例が出されましたが、今回の問題は内規という

ことですが、議会が是非を議論するのは条例であって内規ではありません。このこ

とは、会派の立場でも議論しています。市長の政治判断で変えるべきではとも言っ

てきました。しかし議会とすれば、内規が悪いにしても、ある以上は守るべきだと

いうことです。議会の中で内規の是非を議論しているわけではありません。条例で

ないのでそういう立場でもありません。今回は、お互い持ち帰っているのですが、

市当局で何を話し市長がどう考えているのかがなければ、我々は破れという立場に

は立てません。 

委員長 議会はチェック機能の他に政策提言が更に大切です。この際に、基準を見直す

かどうかの議論は議会でありましたか。 

委員 今回、それぞれの会派としての個別の意見は出ました。ある会派では基準を変え

るべきとの意見、あるいは市長が変えるのはやぶさかではないという意見もありま

した。しかし市長がアクションを起こさない中では、議会で是非の議論をしている

のではないので、現時点ではこうした話しかできないということです。 

委員 議会に持ち帰ったということは、準備会の討論の経過、意見も報告されたと思い

ます。そうすると今までの議論では大方の委員の意見は年齢制限を設けるべきでは

ないということだと思いますが、市の内規なので守るしかないということだとすれ

ば、内規がおかしいとは全員協議会の中で議論されていないということではないで

しょうか。議会は、基準があるので守るべきということでしかないのではないでし

ょうか。議会としてはそれでいいのですか。 

委員 内規があると聞いた時、これとは別のものと考えました。市の色々な委員会のメ

ンバーが固定化、高齢化するので制限があると聞いた昔の記憶があります。年齢制

限があれば、新しい会議では私は対象となりませんが、私がここに入れていただい

ているのは、この枠を当てはめないものとして考えているのだと思っていました。

本来は、私は年齢的には発言できません。でもここに選ばれたことは、この会は枠

を外して考える会だと思ったのですが。 

委員 ６５歳の制限は基本条例ではあってならないというのが、最終的に採決しないと

わかりませんが、市民側の立場だと思います。その対極にあるのが行政の６５歳の

制限です。議会は、市民側と行政側のどちらに軸足を置いて考えるのでしょうか。

ある以上は守るべきとするなら、行政の方に置いていると考えざるを得ません。私

は、今回の準備会委員の選出についての見識は評価しています。内規にとらわれず

大きな視点で基本条例を作るという原点に立っていると考えたからです。しかし今

こういう風になってしまうと、どうかなと思います。ここまで議論が高まったのは、

基本条例を作ろうということで議会と行政と市民の三者関係の考えが見えてきて
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貴重だと思いますが。 

委員 最初の準備会での市長挨拶では、白紙からつくるとありましたので、まるっきり

今までとは違ったやり方でまちづくりを進めたいということで、白紙の状態という

ことを強く話されたと思います。この条例について論争があるとも聞いています。

この内規については絶対のものではないと思います。市民会議の設置基準の中で、

いかなるものも超えた条例ということで、目的や会議の位置付を明確にすれば、何

も内規に縛られる必要がないのではないでしょうか。内規を見ていないのでわかり

ませんが、内規にも例外規定があると思うので、それに基づいて設置すればよいと

思います。基本条例を作るのに必要であるとすれば、これを撤廃しましょうと提案

するのは、あくまでも市執行部がすることです。議員の意見も妥当だと思います。

内規があるので守りなさいというのは当然です。執行部から提案があれば、それを

汲むことができますが、それもないままではやはり守りなさいとなるのも仕方ない

と思います。提案も内規の枠を越えた形ですべきと思います。 

委員 議会の結論の出し方が、基準があるから、ないからで決めたのではないかと言わ

れますが、皆さんの選んだ議員が、基準があるから守れというようなことを言って

いるはずはありません。基準は平成１４年に制定されてやってきました。議員がこ

れを守りなさいというのは、その時の根拠はまだ生きているという前提に立って話

していると思います。そんな卖純な思いで主張しているのではないと考えていただ

きたいと思います。 

委員 議会では、準備会の議論経過や基本条例をなぜ制定するのかを含め議論されて、

それでも市民会議では基準を該当させるべきとするなら、同じではないですか。議

会の考え方は、基準を適用させるということですね。 

委員 基準は、６５歳以上をすべて排除しているのではありません。各種団体や学識経

験者は認めています。 

委員 学識経験者ではなく、公募の委員について議論しているのです。 

委員 全体の意見をどう反映するかということで基準はつくられています。 

委員 内規は条例ではありません。議会が賛成したのではないです。人権の制限は公共

の福祉に反する限りやむをえずされるものです。基準は、委員が固定化するのでで

きたという説明でした。できるだけ多くの人に参加してもらうにはどうするかが議

論されるべきです。今回の提言では、市民会議を夜間やるとか工夫しています。多

くの人を参加させるから６５歳以上はだめだという感覚的なものの考え方で人権

を制限すること自体が問題です。議会もそういう認識を持っていただいて、基本条

例だから撤廃してもらおうと、内規自体がよいかどうかが真剣に議論されないと駄

目だと思います。市長が白紙からと言ったように、ここはそこから出発しています。

だから私も年齢を超えていますが、それでも委嘱されたと思います。あるかどうか

ではありません。 

委員 議会は、基準があるかどうかの議論で結論を出したのではないということです。 

委員 市民から意見が出ているのなら、そういう点から議論されてもいいのではないで

しょうか。基本条例で一番大切なのは市民の参加、参画、協働です。そうならば、

６５歳で切ってよいのか、権利を制限してよいのか、これが正しいのか問題意識を

持つことが出発点だと思います。 

委員 基本的には違っていません。議会でもそのことは報告しています。ここは年齢制

限を議論する場ではありません。内規であり、それを作った市当局の姿勢が見えな

ければ、我々は動けないということです。軸足は市民の立場にあります。 

委員 理論が逆です。基本条例を作る時の最大のポイントは市民権をどう守るかです。
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内規が一番最初のハードルです。これを今議論しないで、いつ議論するのですか。 

委員 そうであれば、委員長で切り替えてもらって是々非々の議論をするなら別です。

そういう状況でもないと思っていますが。市当局の考えも示されていませんし。 

委員 卖純化して考えましょう。基本条例を作ることに、皆さん、議会も異議はありま

せん。そうすると市民会議の形は二通りです。年齢制限すべきでないとする人たち

が提案する市民会議。それから、６５歳以下の人による市民会議です。では市民は

どっちを選ぶでしょうか。そういう判断をすべきではないでしょうか。我々市民は

圧倒的多数が制限を設けるべきでないと言っているのです。 

委員長 これまでの話からすると、議会は、今ある基準を守るべきという考えですが、

市当局が基準を変えるなら、それもやぶさかではないとの考えがあるのではないで

すか。 

委員 提言は、市長の都合を聞いてやるのではありません。あるべき姿を提言するので

す。ここは、市長がやるかやらないかに関わらず、市民にとって正しいと思うこと

を提言する場です。私は７２歳で準備会に出てきています。その準備会が出した結

論が、次の市民会議には６５歳以上は駄目だという基準を適用させるということに

なったということで提言ができますか。この場で内規をどうするかを真剣に議論す

べきです。それで提言して、市長にはそれを尊重してもらうということでないと、

ここの意味がなくなります。 

委員 今出されました準備会の原点はこれまで何度も話されてきました。準備会の提言

は市民サイドで考えています。ここに私が出てきたのは、委員は団体で決めてくだ

さいとの話が事務局からあったので、会議を開いたら、初めての、大事な基本条例

のことなので会長が出てくださいとなったからです。今は年齢だけが争点になって

いますが、外にもっと大切なものがあります。年齢の問題は置いて、提言書を議論

すべきだと思います。ここは議会との葛藤の場ではありません。６５歳が問題にな

ったのは、議員の方で、議会ではこうなったと打ち出したからです。せっかく委員

長、副委員長で提言書を作成されたので、私は、６５歳は絶対反対ですが、それは

それで片付けておいて、提言に入れて、最終的に市長がそれをどのようにのむのか

のまないのかを見るべきだと思います。そしてその時にまた判断すべきだと思いま

す。ここは議会ではありません。議員も委員の一人として考えてほしいと思います。

そうでないと平行線がいつまでも続くことになります。 

委員 年齢制限について持ち帰って全員協議会で話したところ、色々発言はありました

が、現段階ではこういう基準があるので、議会としてはそれを無いものにできない

という結論が出たということです。それを絶対認めないとは誰も発言していないと

思います。 

委員長 それぞれ高度な考えで発言をされています。それぞれ立場、意見がありますが、

まだ発言をされていない方、どうですか。 

委員 基準を重視すべきとする意見と制限しないでという意見、両方の意見がありまし

たので、それをそのまま提言してはどうでしょうか。後は、市民がどちらを採るか、

市長がどちらを採るか判断してもらう。たぶん制限しない方が自然の流れだと思い

ますが。判断するのは市民なので。 

委員 現実的にはこの提言書案には年齢のことは入っていません。しかし内規の運用上

は今までの議論のような問題が出てくるということです。提言書の委員の選出方法

の部分に、「内規があるが、今回は適用しない」と一行入れればすっきりして一番

いいと思います。もう一つは、そうして提言した時に、市長には拒否権があるかど

うかです。市長だけで判断していいかどうかです。 
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委員長 市長の判断もあるでしょうが、そういう提言をした時に審議の過程が問われる

と思います。私は、提言しながら、委員会の内容を十分市長に説明して、それに沿

った対応をしていただくのが、この委員会の性格ではないのかと思います。それで、

議員の皆さんも議会に報告し議論しながら進めてきている経過があり、責任を持っ

て発言されていることもわかりますが、これは、内規があるのでこうなっているの

で、それに対して市当局には十分対応してもらうことが大切だと思います。委員会

の性格としては全会一致が大切です。口頭で議論の内容を申し上げる方法がありま

す。もう一つは、両論併記で書く方法もありますが、両論併記では審議の経過が明

確ではありません。議員の皆さんとしては、提言書の表現で委員長と副委員長が提

言する、その時に、年齢についての委員会の意見を口頭で率直に説明することで納

得してもらえますか。あるいは文章化するというなら、「審議会基準によるべきと

の意見があったが、広く登用すべきであるという意見が多かった」ということでま

とめざるをえないですが。 

委員 我々も共通認識は持っています。ただ立場があります。こうなったら市長も年齢

を撤廃するだろうという話もありますが、もしかしたら踏襲するとなるかもわかり

ません。この提言では両方に取られます。先の話にあったように、白紙である、枠

なしであるということは、我々にも認識はあります。それは共通認識としておさえ

てもらっていいと思います。ただ内規の除外規定はないと当局から伺ったので、

我々としても逃げ道がありません。市長が変わらなければ動きません。ネックとな

っているのは、内規を作った事務局と市長の考えが変わらないと動かないというこ

とです。軸足は勿論市民にあります。 

委員 人権に関わることは、市長がやるかやらないかということでは守れません。制限

する理由があまりにも薄弱です。議会サイドとしても内規を適用すべきでないとの

発言がなぜ出てこないのでしょうか。 

委員 ゼロではありません。出ています。内規に踏み込む状況には我々が全体としてな

りきれていないということです。年齢制限なしという考えは共通認識としてあると

思います。 

委員 規定はあってしかるべきです。守るべきものは守るべきです。その上で、新しく

作る基本条例は、市民が住みやすくするための条例を作るわけですので、今までの

規定にとらわれない方法を行政側で見つけてほしいと思います。広く声を聞くため

に、一番いい方法を出してもらうことが必要です。 

委員長 ありがとうございました。全員から意見をいただきました。議員の皆さんも基

準を絶対変えるなと言っているわけではありません。市長がそれを変えるのはやぶ

さかではない、阻止する考えはないと発言していると思います。 

委員 言っていません。 

委員 全体の意見ではありません。そうすると私は一人だけ反対です。制限を設けるこ

とが全体的な公平につながる場合もあるという思いもあります。現実的には制限を

撤廃することが公平性を確保することになるとは卖純にはいかないということで

す。そこで設置基準が出てきたので、今も有効かどうかを議論すべきです。市民側

とか議会とかと言うことではありません。それを考えた上で我々は全員協議会に諮

っています。議員の方は、卖純にあるのだから守れということではありません。議

会全体が、市長が変えるならそれでよいというように卖純なことではありません。

そこをどうにかしなければならないというなら、またその是非をきちんと議会でも

議論しなければなりません。提言書は工夫されていると思います。年齢は不問にし

て、口頭で両方の意見があったとまとめられるのかなと。今ここで是非を論議した
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方がよいですか。 

委員 ポイントをずらしています。この条例を作る場合のポイントは、市民権をどう守

り生かすかです。制限する理由は、同じ人だけが出てくるので、若い人が出られな

くなる、幅がなくなることが理由です。それだけの理由で６５歳以上を切るという

そんな乱暴な基本的人権の制限はあるのか、そこを議論しないと、市民の権利はク

ローズアップしないです。基本条例の基本が見えてきません。今、裁判員制度さえ

抽選です。人権を尊重するということです。こういう理由で、６５歳以上を市の審

議会から切るということ自体が時代遅れではないでしょうか。そこを超えなければ

どんな提言をしても意味がありません。そこを今やっているということです。 

委員 ６５歳以上を全部切っているのではありません。公募のみです。組織の中には入

っています。６５歳以上を全部切るということではありません。 

委員 公募が一番公平です。意味が違います。 

委員 違いますが、技術的に６５歳以上の人も全体の中で入れるということです。ただ、

公募で自由に入れないのが駄目なんだというなら、別な形で議論しなければなりま

せんが。絶対どんな形でも入れないというものではありません。 

委員長 今の発言ですが、団体では入れても公募では入れません。年齢についてはそれ

ぞれ考え方がありますが、いずれにしても市長には議論があると伝える、議論の意

義、大切さ、これまでの真剣な過程については提言書と合わせて丁寧に申し上げる、

文章は「できるだけ広範な市民が参加できるよう配慮する」ということで、その後

は市長に、審議会設置の基準について考慮してもらうよう促すということにさせて

いただきたいが、いかがですか。確かに全国的には年齢制限をしているところもあ

ります。しかし審議会には市民会議を含めないところもあります。審議会と市民会

議は違うという認識で進めているところもあります。あとほとんど年齢制限はあり

ません。下限はありますが。喜多方市は自由民権発祥の地です。そこは十分考慮し

ていただいて、そういうまとめ方でいかがですか。年齢については口頭できちんと

申し上げますので、議員の皆さんも議会にちゃんと報告していただけるように、御

了解いただけますか、どうですか。 

委員 私は結構です。 

委員 確認したいのですが、委員の数は問題になりませんか。今までの議論では制限し

ないということですが、基準には２０人以内とありますが。 

委員 基準では、２０人以内とありますが、特別の事情があればこれを除くとあります。

ここで決めていただければ特別な事情となります。年齢については、特別な事情と

か原則としてとかの書きぶりでないので、今の設置基準ではなかなかクリアーでき

ないというのが実態です。 

委員 先に色んな文案の話も出されましたが、それでは、「今回は設置基準を該当させ

ない」という文言を入れることに、議員の皆さんは駄目ということになるのでしょ

うか。聞きたいのですが。 

委員長 ここでは委員長の私のまとめ方の範囲の中でやらせていただいているので、委

員会の中で差し支えありませんかと聞いた時に、異議あるという方は一人もいませ

んでしたので、この文章のとおりとして、口頭で市長に伝えるということでまとめ

させていただきたいと思います。 

委員 何故そこにこだわるのかがわかりません。全員協議会では色んな意見があったが、

基準がある以上それでやるしかないということだったということです。議会は理解

しているといいますが、結論はそうなっていません。 

委員 それはまだこの基準が有効だと判断しているからだと思います。 
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委員長 議会はそういう経過を踏まえてきましたが、皆さんの発言を聞いていると、市

当局が基準を変えることにはやぶさかではない、市の判断に任せると言っています

ので、そういうことで理解をいただけると思うのですが、いかがですか。 

委員 今の段階では市長の確約が何もありません。確約がないものまで認めろというの

はちょっと引っかかります。 

委員長 提言は絶対こうでなければだめというものではありません。市長がそれに基づ

き１００パーセント実施するのかあるいは一部は別にするかは色々あります。委員

会としては全委員の総意をまとめて提言する、それを守っていただきたいとするの

が委員会の責務ですが、全部それをやらないと駄目だというのは難しいと思います。 

委員 市民以外の人にも非常にオープンにしています。提言を受けて、大事な市民につ

いて、６５歳以上は制限せざるを得ないと市長がするなら、大切な考えが抜け落ち

てしまうことになります。市外はどんどん受け入れて市内は制限するということは

論理的にやれません。市長は、この提言を受ければ６５歳以上の制限は撤廃せざる

を得ないことになります。そうでなければ矛盾してしまいます。議会の皆さんもそ

ういうことをこの文脈からしっかりと受け止めて賛成してほしいと思います。文脈

からすると市民と市民以外を分けることはできません。この提言をこれでよしとす

るなら、市長は市民を差別してならない、年齢で制限できないということが必然的

に出てきます。 

委員長 ですからそういう記録をきちんと添えて提出すれば、理解していただけるもの

と判断して提言したいと思うのですが、いかがですか。採決して３分の２以上で決

定する方法もありますが、それはやりたくありません。先に申し上げたようにまと

めることでお願いしたい。議論の経過の記録を残して市長に申し上げます。それに

沿っていただけるように強く申し上げますので。いかがですか。 

  （「異議なし」の声） 

   それでは反対の意見はないようですので、そのようにさせていただきます。暫時

休議します。 

  （休議） 

   会議を再開します。それでは提言書案を事務局から読み上げてもらいます。その

後ご意見をいただきたいと思います。 

  （事務局で朗読） 

   それでは、今の自治基本条例市民会議準備会の提言書の案について、ご意見はあ

りませんか。 

  （「ありません」の声） 

特別発言がなければ全会一致ということで決定してよろしいですか。 

  （「異議なし」の声） 

   全会一致の賛成を得てこの案の通り決定をさせていただきます。 

これまで十分議論していただきました。私も大変勉強させていただきました。市

にとって大変重要なものです。市民の権利を守り、これからの喜多方市を築くため

に大切だということを認識しました。市民の方々にそのことを伝えることが必要で

す。そして多くの市民の人の意見が反映できるような委員会の構成にしなければな

りません。その旨は十分に経過等を市長に提言したいと思います。それではみなさ

んから何かご意見はありませんか。 

（「ありません」の声） 

それでは以上で市民会議準備会の会議を終わらせていただきたいと思います。議

会と市民の関係など、色んな考え方で広く議論を交わしてもらいました。色んな機
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関、組織がありますが、それぞれの中で議論を交わしてもらう。すべて市のため、

市民のためですから、そのことを十分に認識していただいて、活発な議論をしてい

ただくのが基本だと思います。本当にこれからもよろしくお願いいたします。拙い

委員長でしたが、大変ありがとうございました。 

事務局 委員長、議事の進行大変ありがとうございました。皆様にも６回にわたる真剣

なご協議ありがとうございました。なお提言書につきましては、細かい字句の訂正

がありますので、委員長、副委員長と相談のうえ、事務局にお任せいただきたいと

思います。提言書は後日委員長、副委員長から委員会を代表して提出していただき

ます。日程の調整は改めてご相談申し上げたいと思います。今回の議事録は皆様に

ご確認をいただきますので、提出はその後となります。それでは長時間にわたって

のご協議に感謝を申し上げ、本日の準備会を閉じさせていただきます。 （了） 

 


