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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・協議事項

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

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、簡単ですが、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 項の規定により、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
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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

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
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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順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

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
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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

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
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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。そんな単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。

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 単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
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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。 

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
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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単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、単純にあるのだから守れということではありません。議
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会全体が、市長が変えるならそれでよいというように単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

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
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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。 

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
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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

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） 


