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自治基本条例職員研修会 
 

日 時 平成１９年１１月１日（木）午後１時３０分～ 

会 場 喜多方市役所大会議室 

 

市長挨拶 

 

 今井先生には以前、合併に係る講演会に来ていただいた。庄子さんは、原町で自治基本条例を

作られた方。本日は、ありがとうございます。喜多方市でも基本条例を作ることにした。地方分

権で自分のことは自分で決めろと言われている。今は慣れていないが、今後は大事になる。試行

錯誤しながらやっていきたい。その最も基本となる基本条例を作る決意をしたということ。私の

思いとしては、あちこちで作られ色々なことが盛り込まれている。住民投票制度が典型だが、市

にとっていいのかどうか議論してほしい。よく前例を並べ、いいとこ取りで、これでできあがっ

たということにしてしまう。それでは自分の身体に合わない。実行できない。内容が稚拙なもの

でも自分で作ること。他と比較して程度が低いと言われるかもしれないが、それでもいい。積み

重ねていいものになる。ぜひ考えてほしいのは、喜多方市の特色。喜多方の歴史、文化が盛り込

まれること。例えば、中江藤樹は喜多方の精神的バックボーン。知行合一。そういったものが特

色。オンリーワンの世界。そうしたことをこれから市民交えて議論していきたい。今日は、きっ

かけ。ヒントをもらう。問題意識を持って聞いてほしい。今日が、喜多方市の分権を考える出発

点となることを祈念する。 

 

 

講演① 

 

演 題 「自治体基本条例の論点～市民による自治体政治、市民による自治体行政～」 

講 師  福島大学行政政策学類 教授 今井 照（あきら） 氏 

 

■市民参加は歴史的必然 

市民参加はこれから避けられない。昔から比べると、行政がやっていることは市民生活にダイ

レクトに影響することが沢山ある。道路・学校等々。市民生活はあらゆるところで政策が関わっ

てくる。昔は55年体制のように政治的対立の論点は安保・自衛隊などで生まれたが、今は、生活

の中のあらゆる面から論点が出てくる。問題は常に身の回りから発生する。市民一人一人が政治、

行政に関わらざるを得ない。これが前提となっている。 

■自治体の行政（役所）の事情 

 【人口減少と高齢化】 

 新しい人口推計が5月に発表された。2005年を基準として100とすると、2035年の人口は、秋田

県が68.3になり都道府県では一番低い。福島は78.9。全国平均は86.6だが、平均を上回る県は東

京・沖縄など数県のみ。ほとんどは全国平均を下回る。県内を見ると、地域によって数字に幅が

ある。我々が想定している以上に低い率で人口は推移していく。喜多方市の数字を出してみたが、

市の平均は77．5だが、地区によっては55.5から83.6までとなる。高齢化率も同様。県の平均は

31.1で、喜多方市全体は34.7だが、地区別では最低が31.2で最高は46.9。65歳以上が二人に一人

になる。喜多方市の５歳別人口をみると、85歳以上の人口は、間もなく25歳～29歳までの人口を

上回るようになる。2030年はこのようになることを踏まえてまちづくりをしてほしい。喜多方市

の場合、85歳以上の人口は2020年頃がピークで後は下がるようになるが、通常はこれ以降も増え
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ていく。これは人口全体が減っていくからだと思われる。 

 【自治体財政の逼迫】 

 次に財政を見ると、90年代から国債が伸びてきた。橋本内閣で尐し減ったが、小渕内閣でまた

上がった。小泉構造改革は地方にインパクトを与えたと言われるが、借金で有名な小渕内閣と同

様に小泉内閣も国債を発行している。にもかかわらず地域格差があることがより深刻である。こ

の構造は変わらない。長期債務残高は、増え方は減っているが、今後も増えていく。せいぜい現

状維持で、先送りしか対策がない。地方重視論が出ているが、国からお金が来ることはあり得な

い。今後プラス要因はない。 

 自治体の歳出決算額の推移をみると、この10年間規模は変わっていない。変わっているのは、

建設費で半分くらいになっている。扶助費は、介護保険導入時に一時見かけ上減ったが、増えて

きている。人口構造を見れば分かるように、扶助費は何もしなければ増えていく。 

【暮らし続けていける地域社会を作ること】 

こうした状況で自治体が今しなければならない使命は何か。それは暮らし続けていける地域社

会をつくること。人口減になると、実は役所の仕事の幅は増える。官民役割分担論で、役所はも

うできないので住民にお願いするということが言われるが、そういう関係はむしろなくて、例え

ば、今までプライベートでやってきた高齢者の介護とかゴミ出しとか生活のこまごまとしたこと

が、自治体の政策課題にならざるを得ない。しかし財政や役所は大きくなれない。スケールダウ

ンせざるを得ない。やることは増えるのにそれを賄う資源はむしろ減る。こらからの地域社会の

現状をどうするか。皆さんもいずれ退職し地域で生活するようになるが、その時に、2030年にど

ういう地域社会を作るかを想像しながら今の仕組みを変えていかなければならないということ

が今の役所の最大の課題である。 

【喜多方市の現状は】 

 喜多方市の現状はあまりいい環境にない。最大は実質公債費比率が悪いこと。普通会計以外の

要素で過去に何かあったのかと想像できる。財政力指数は市の中では良い方ではない。低いのは

会津美里など合併したところ。ここ数年の決算を見ると、喜多方市は堅実な経営をしている。全

国的には、合併市町村は、地方債残高が伸びている。合併した後の特例債ではなく、合併前に発

行したものである。積立金は逆に合併前にどんどん減らしている。こうした面では喜多方市は堅

実である。新市総合計画とは齟齬が出ているようだが。人件費・職員数も合併市町村は増加傾向

にある。職員数は、全国では概ね100万人くらい。2000年以降は減り始めている。 

【自治体の破綻とは】 

 夕張市の破綻で感じるのは、市長、市議会議員、役所職員、市民、誰の責任かということ。債

務はどこにも回せない。市の中だけで返すしかない。市民サービスが犠牲になり、職員も人件費

がカットになり責任を取っている。自治体は破綻しても、企業のように倒産はできない。債権放

棄をさせることができない。責任追及はできるが、取れる人はいない。 

■自治体基本条例／市民側の根拠 

【市民自治の成熟（｢地方公共団体｣から地域社会を自治体として取り戻す）】 

 地域の現状をふまえると、役所の職員だけで地域社会を作ることはありえない。皆でやるしか

ない。それは役所側の事情。市民の側から言うと、地域社会を自分たちで作る作業が始まりつつ

ある。自治体を「地方公共団体」という行政機構から、市民の立場から自らの地域として再編す

る作業が始まっている。 

 数年前、喜多方市の市民団体をヒアリングしたが、非常に力強かった。そういう作業が地域を

作るのだと思う。喜多方市にもそういう流れがある。 

【自治体の政治・行政の行動規範（自治体の憲法）】 

 基本条例は自治体の憲法といわれる。憲法とは、そもそもは主権者である市民が首長・職員を
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規制するもの。首長・職員の行動を、主権者の意向に沿ったものにするもの。 

 各地での基本条例の動きだが、名称は色々ある。まちづくり条例、自治基本条例、市民参加条

例等々。市の行革大綱に載っている定義は、私の考えと尐し違う。違っていてもいい。考え方は

色々ある。今日は私の定義で話したい。自治体の憲法として考えたい。市民がまちの政治と行政

の方向性を定め、それに向けて、役所にこの通りにやれというもの。｢自治体基本条例｣とう名称

にはこういう意味が込められている。ニセコから始まって色々な条例ができてきた。多様な条例

の中で、流れとしては今トータルな意味で自治体としての基本条例に向かいつつあると、私は理

解している。 

 県内では坂下に始まり、原町、三春、矢祭でできてきている。自治体の憲法であることを職員

の皆さんには理解してほしい。これを分かっていないと作り方を間違える。自治体基本条例とは

政治・行政に対して市民が規制するルールであり、違反するなら辞めてもらうということ。 

日本国憲法では、公務員に遵守する義務がある。市民ではない。基本条例も同じ発想で考えて

ほしい。喜多方市の職員の宣誓に関する条例でも、「憲法を尊重することを誓う」と書いてある。

三鷹市では、憲法とともに自治基本条例の尊重を宣誓させている。それくらいの意味がある。基

本条例はそれに応じた作り方をしなければならない。 

【自治体基本条例は日本国憲法に隠されている】 

実は、基本条例は日本国憲法の中に隠されている。92条は、地方自治の本旨であるが、これは

マッカーサー草案にはないというのが通説であったが、最近の研究では、マッカーサー草案にお

けるcharters・チャーター（憲章）が変遷したものと言われている。アメリカでは、住民が共通

ルールであるチャーターを定めて自治体を作る。それを州に届けて承認されて自治体ができる。

このチャーターが地方自治の本旨という文言に変わってきたとされる。ということは、地方自治

の本旨とは全国で今作られ始めている自治体基本条例のことを指しているのではないか、という

のが私の説。本旨についての通説は、住民自治と団体自治であるが、これらは要素であり、原理

の意味にならない。なぜこのような解説になったかというと、内務省の解説であり、明確な根拠

はない。実際に憲法を作る過程にいた内務省の人の話から通説となった。 

マッカーサー草案は、当時の内務省に読み替えられて、地方自治についてはほとんど生きてい

ない。草案は住民が主語だが、憲法では主語が住民の条文は一つもなく、地方公共団体が主語。

チャーターは条例という文言になったり、地方公共団体もそもそも英語の原文では、

government・ガバーメントだが、これは消えていって地方公共団体になった。内務省が旧憲法に

近い形に押し戻して行ったもの。 

地方自治の本旨を生かすとすれば、まさに喜多方市で始めようとしている基本条例の形で、地

域の人たちが自らの地域のことを決定する権利を確立していく作業であろうと思う。 

■色々な市民参加 

市民参加は大変手間や時間がかかる。わけの分からないことを言われる、自分でやった方が良

い、という声も聞かれる。しかし原理原則からすると皆が作るしかない。役所の人があちこちか

ら引っぱってきて日本で最高水準のものを作れるかもしれない。それは文章上のもの。それは本

来のチャーターではない。皆で議論して決めていくプロセスの中にすべてある。そしてチャータ

ーを通して役所を変えていく。人口・財政を考えたら、今までのようには行かない。皆で物事を

作ることを習慣にしなければならない。市役所にとっても市民にとってもトレーニングになる。

こうしたことは今後永続的にやっていかなければならない。その繰り返しの中で暮らしていける

地域はできてくるのだと思う。 

政治参加は選挙の投票も一つであるが、物事を決めるプロセスに関わることも政治参加である。

基本計画、行革の委員会に市民の方が関わるのも重要。もう一つは、物事を執行していく時の参

加、行政的参加。施設を作るとか、運営するとか、どういう公園を作るかを決める時などに参加
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していくことも必要になる。そうでなければ、職員だけで広くなった喜多方市をカバーする事は

できない。今、体力あるうちにトレーニングすることが必要。他に、役所に関わりのないところ

での、市民自身の公益活動、社会的な役割を果たしている活動がある。この三つの軸を組み合わ

せて地域社会を作ることが求められている。 

市民参加の場を皆さんも経験していると思うが、喜多方市の行革の委員会の議論を拝見した。

やり取りが議会答弁のように感じた。市民と一緒に変えるポジティブなスタンスが必要だと思う。

あるべき地域とか役所に向けて一緒にやっていくことになるので。 

しかし現実はどろどろとしたものもある。最初は集まらない。集まった市民はばらばらな考え

である。会議が成立するまで時間がかかる。共通の理解が出来上がってきた時に始めて議論が始

まる。そのプロセスは、職員にとってはしんどい作業。奇麗事で市民参加と言っても伝わらない

ことがあるので、この後の南相馬市の庄子さんの経験を聞いていただき、合わせてご理解いただ

きたい。 

 

【質疑応答】 

  

市長 憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、

法律でこれを定める」、第94条は「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、

及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」とある。

この枠の中で基本条例を定めなければならないということになると、あくまでも地方公共

団体の職員のいわゆる自治の条例を憲法に従えば定めなければならないことになると、先

生が話された住民が自治の、自ら色んなことを決めることを定めるとなると、それは憲法

違反にならないのか。 

今井 違反にならない。原案であるマッカーサー草案の中にこうした趣旨が含まれていることを

話したわけで、それが整理されてこういう形に納まったということ。それをふまえても、

自治体の職員のための基本条例ではなく、住んでいる人たちの自治体の運営について定め

る、基本を作ることは当たり前であり、この条文に反することはない。 

補佐 基本条例は今までと異なり、市民参加の条例ということだが、市民に対して条例に参加さ

せる雰囲気作りなどの参考事例はあるか。 

今井 今でも市民サイドで提案できる。地域、地区計画は、住民が合意すれば条例を作れる。そ

の条例が規範性を持つ仕組みはある。後からその地区に入ってきた人も制約をする。仕組

みとしては住民側から条例を立案して合意をしたものがそのまま条例になるというもの

がある。仕組みとして別の次元のものができたのではない。ただしそうした運用はされて

こなかったとうこと。重要なのは基本条例がどういう意味を持つかということ。住民サイ

ドの動きがあって作る時は問題ない、自然なことだが、そういう環境にない時は問題。数

を重ねるしかない。市長や役所がこう思っているということを繰り返し主張するしかない。

策定プロセスに時間をかけて合意形成していかなければならない。職員の過剰な関与はだ

め。会議室を貸すなどは可能だが、議事録や草案を作るのは、市民に分担させてやっても

らった方が良い。そうでないと、結局、誰かにやってもらうかということになってしまう。

事務的作業を含めて分担をした配慮が必要。それ以前、そこに至るまでは、何かこう決め

ましたからとは、この条例では絶対ならない。何回も話をして、共感者を集めること。役

所で日程を決めて、このとおり動いてくださいでは駄目。集まった方のペースに合わせて

やるしかない。案を出すのはいいが。 
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講演② 

演 題 「市民自治社会形成のための市民参加の実質化へ向けて 

～原町市・南相馬市の取り組みから～」 

講 師  南相馬市役所総務企画部企画経営課 庄子まゆみ 氏 

 

Ⅰ 旧原町市の取り組み 

■政策形成過程の市民参加 

平成 18 年 1月 1日、原町市と相馬郡小高町、鹿島町が合併して南相馬市が誕生し、旧原町で

つくった自治基本条例はなくなった。今また条例づくりを進めている。 

今日の講演の狙いは、①条例制定過程の市民参加の意義を考えること、②自治体における市民

参加の課題と今後のあり方を考えること。 

 先ず、旧原町市の取り組みであるが、旧原町市は、政策形成過程への市民参加が進んでいた

自治体だと思う。審議会・委員会等で必ず市民公募を行っていた。更に民設民営で市民活動サポ

ートセンターを、町中の空き店舗を利用して開所した。市民文化会館建設を 16 年に建設したが、

その検討の過程で市民ワークショップを開催した。市民が苦労して作った会館なので、皆でオー

プニングに参加したいと 400人によるテープカットを行った。壁面にも市民作製のレリーフを使

っている。市民運営も行っている。 

市制施行５０周年の記念事業の計画策定も、公募市民と若手職員で一緒に行った。公開審査に

よる市民主催事業の選択なども行った。 

■自治基本条例制定のきっかけ 

 その中で、基本条例制定のきっかけであるが、平成 14年に市議会で、（北海道の）ニセコで制

定したので市でもつくらないか、と質問があった。ニセコの条例は今までの総まとめとして作っ

たと聞いていたので、答弁は、市民参加をもう尐し醸成してから作りたいと書いた。庁内にも基

本条例を知っている人はあまりいない状況で、まだ早いと思っていたので。 

その後、市民懇談会で市民から意見があり、市長は前向きで検討すると回答したとのことで、

指示があった。しかし、それまで基本条例を作っていた自治体は、確固とした信念のある市長、

スーパー職員がいる自治体であり、そうした環境がないので、どうするか考えていたら、50 年

記念事業で、新たな自治を作るために基本条例を作ろうということになって、記念事業の一つと

なった。結果、平成 16 年 12 月に議決され、17 年 4 月 1 日に施行された。この期間は、合併の

嵐の時で、任意協議会が始まり、段々協議が進んでいったことから、合併するのに作るのかとい

う話もあった。しかし、してもしなくても市民自治は重要と考え、策定をしてしまおうとなった。 

■条例の基本的な考え方・特徴 

 条例の基本的な考え方であるが、先ず合併後に新市の市民にも納得の得られるものにしようと

いうこと。理念だけでなく、それを具現化する内容も、もたせたい、まず職員間で十分議論して、

条例制定過程を通して分権型社会に対応した政策形成に努める、市民と職員で同時に学習の機会

を持たせて、情報を共有化し情報をできるたけ公開しよう、など。 

条例は当たり前のことしか書いていない。市民からも、なぜ条例化したのかとの声もあった。

特徴としては、原町市の環境基本条例にも前文はなかったが、市の条例で始めて前文を採用した

こと。平易な条文で、です、ます調としたこと。当時としては珍しかった。 

 7 条に市民の責務があるが、宣言的な表現とした。普通は、「・・しなければならない」とい

う表現となる。確かに当たり前の内容だが、一つ一つの表現については、市民と激しいやり取り

があった。 

■策定体制 

策定体制としては、①庁内研究会。上司を説得して、30 歳代の若手を一本釣りして作った。

http://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%BA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E9%83%A1_%28%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E9%83%A1_%28%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E9%83%A1_%28%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%90%88%E4%BD%B5
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②開放型（全員公募）の市民委員会。市制施行５０周年の記念事業の時も、来た人は誰でもいい

という公募をかけた。これは明るいイメージで楽しい市民参加で終わったが、条例については、

そうはいかないと上司から言われた。ただ庁内研究会で 1年ほど議論する中で開放型の市民委員

会方式がいいとなっていた。自分も三鷹市の市民委員会をいいなと思っていた。希望する人はど

んな人でも良い。上司からは大変だと反対されたが、研究会の後押しがあり、市長まで説得して

実現した。 

■「みんなのまちづくり基本条例をつくる会」の設置と進まない会議。 

 公募をしたところ、30 人くらい集まったが、特定の政治団体の関係者、色々な団体の人も来

た。公募の前から、情報公開請求の嵐となっていた。公募の内容に疑義があるとか、これから職

員と議論するうえで、職員と同じ情報がほしいので出してほしいとか、毎日のように請求があっ

た。庁内研究会の資料や、今井先生の講演の内容なども先生の了解を得て出した。 

 これで気づいたのは、市民も議論するには、やっぱり職員と同じ情報が必要だということ。 

それから、そうした行動をする人は、行政への不満・不信がある人なので、第 1回の会議から

相当荒れた。３、４回まで会議にならなかった。 

まちづくりのルールを一緒に作りましょうとのキャッチフレーズで募集したが、市が規則に沿

ってやっていたことに不満を持っていた人が、そうしたルールを変えられるといった期待、条例

という、これまで市民が関わったとのないことに関われるという期待があったと思う。 

こうして総勢、職員含め 45人でやることになったが、通常は 25、6人程度の参加であった。

最初のころは、会議では、期間の問題、市民委員会の担任事項－委員会は、条例に盛り込む項目

を検討することとしたが、条文まで作って提案すべきといった意見―等について色々議論した。

「つくる会」という市民委員会の名称の変更の要求もあった。 

■市民×行政の対立から市民×市民の調整へ 

そのうち、ある市民がこっそりレコーダーを使い会議を録音したり、デジカメを使って、会議

の記録を自分のホームページに載せてしまった。ホームページに職員の中傷も載せられた。これ

が委員会で非常に問題になり、これがきっかけで委員会に自治ができてきた。ホームページの件

は、委員会の自治の問題との提起があり、委員会の議論が変わってきた。委員会のルールを先ず

作り、勝手なことをしないようにしようとなった。 

最初は会議にならず、やめるか、市民の自治に任せようかなど非常に悩んだ。しかし全員公募

の委員会は、結果的には、すんなり進むより、市内で噂になるくらいもめた委員会でもあり、一

般の市民からは注目された。そのうち会議で、市民から、私たちは条例を作るために集まってい

る、そろそろ条例を作りましょうという話があり、時間はかかったが、過労で倒れた時もあった

が、徐々に会議は進んでいった。 

会議では、具体的な政治課題について市民間の対立があった。ある政治団体の人からは、日の

丸掲揚を入れたいとの意見があったのに対して、退職教員の委員が、県の学習指導要領を持って

きて、県は強要していないので、不要との反論を行った。他の自治体の対照表を持ってきて意見

を言う人、私案を作った市民などもでてきた。そのうちグループもできて、独自に学習会を行う

人たちもいた。子どものまちづくりに参加する権利は市民から要望があった。子どもの定義につ

いての議論もあったが、権利の付与に制限はいらない、自分で子供だと思えばそれで良いと、あ

えてしないことで決着した。 

他の争点としては、今もそうだが、住民投票は、常設型と非常設型で議論があった。結果は、

常設型ではなくなったが、そこで住民投票について勉強が始まる。職員としても大変勉強になっ

た。 

庁内研究会では、市民と職員が一緒に作るとき、職員がどこまで発言してよいか、誘導になら

ないか、と議論になった。しかし誘導ととられても、思っていることを発言しないと真の協働で
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はない、共有して作り上げることにはならない。この辺の感覚は、場数だと思う。 

■議会参加 

一番最初に作ったニセコでは、議会の条項を入れていなかった。議会も自治体を担う一つのセ

クターなので私は入れたいと思っていた。市民からも議会の責務をもう尐し明確にしてほしいと

いう意見もあった。委員会からの意見として、議会について盛り込む事項について議会に考えて

もらうこととした。議会では、執行部の案を出してくれということになった。議論になったのは、

議会は「最高意思決定機関」と位置づけてほしいという意見があったこと。自治体は、二元代表

制なので、私たちは、議会は「最高意思決定機関」にはならないだろうと考え、代表者会議と事

務局で議論をした。一部議員は、議決権を持っているといって、最後まで譲らなかった。全国で

例がないので、視察に来た時にそれなりの見解を出してくださいと話したら、議員の方から「今

回は『最高』を抜くか」となり、納得してもらった。 

議会事項を入れるのは大切なことなので、できればもっと市民と執行部と議会でやりとりがで

きればよかったと思っている。 

議会での条例の議決においては、共産党は反対したが、後は賛成となり条例が成立した。議会

での質問で多かったのは、条例でどう変わるか、どう良くなるのかということ。何回も言ったの

は、条例で町が良くなることはない、ということ。この条例が生きるのは、市民も議会も町をよ

くしたいと思った時。作っただけでは良くならない。それぞれの責務、役割とか、まちを良くす

るための一つのツールとして使うべきだと言った。 

■条例の周知 

 4 月までの 3 ヶ月間、周知期間を設け、ものすごく周知した。3ヶ月集中的に広報した。広報

はらまちで特集を連読３回やり、毎回６ページとったり、公式ＨＰで情報提供を行った。合併の

地区説明会に乗じて説明したり、出前講座も行った。小中学生には子ども市民会議があったので、

子ども専用リーフレットを作成して説明をした。リーフレットは全戸配布と公共機関への設置を

した。全職員対象で職員説明会を３回やり、職員研修会も開催した。 

■条例制定後の原町市の自治のゆくえ 

制定に関わった市民が、条例に関わる勉強会をやろうとなって、対立していた市民同士が手を

組み市民サポートセンターを拠点に活動を始めた。 

この条例により、政策の形成過程に市民が関わってくるので、職員は非常に規制される。職員

に緊張が走ったと思う。審議会等の市民委員を増やすことやパブリックコメントで政策の決定期

間が長くなったりで、職員の考え方も変わってきた。 

新しい図書館建設を市は検討していたが、建設のためには今ある図書館で利用率を上げる必要

があると、市民の中に運動をする人がいた。市では、利用者の便を考えて閉館日の変更や時間延

長を行ったが、図書館運営協議会に諮らずに実施したことからこの人たちが、図書館長に、私た

ちは行政サービスの拡大を求めているのではない、単に時間を長くすればいいのではない、なぜ

市民の意見を聞かないのかと申し入れをした。その人たちのすごいのは、自分たちの会報誌で、

図書館の時間変更をお知らせしていること。 

これが自治の姿だと思う。また議会の傍聴が若干増えたということもある。図書館が、資料を

展示したりして、役所の政策の広報の場になっているが、これも市民の提案だった。 

■合併後の市民参加の課題 

 地域によって市民参加が異なっている。旧町は行政と市民が本当に近い。それに対して旧市は

仕組みを通しての関わり。旧町は市民公募をしていなかった。自治会（地縁）とＮＰＯやボラン

ティア団体（知縁）が、なかなかつながっていかないというのも課題である。 
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Ⅱ 南相馬市の取り組み 

■これまでの経過 

 前と同じく職員研究会と市民懇談会を設置したが、市民懇談会は半分を公募とした。前にもめ

たからではなく、全員公募では旧町の人が出てこないおそれがあったから。 

前の条例は、コンポーネント型、フルセット型どちらでもない。コンポーネント型は市民参加

条例などを別に作り委ねるもの。今の担当者は、コンポ型にして、今度は、市民参加条例を作り

たいと言っている。自治体に合った作り方でいいが、自分は、南相馬市にはフルセット型がいい

との考えである。 

市民委員会では、「最高規範性」を明記したいという市民の意見があった。これに対して、普

通の主婦であるが、法律的には上下関係がないというのであれば、最大限尊重するとの表現で十

分、肝心なのは私たちがこの条例に基づき実践すること、それが最高規範性をもつことになる、

との意見が出され、みんな納得したという。 

罰則規定がないので、効力がないという市民もいる。性善説に立つのはどうかなど。色んな意

見が出て、職員としても目を覚まされる 

■市民自治社会形成に向けた市民参加の課題と今後のあり方 

予算編成や行政評価における市民参加など市民参加の制度化と組み合わせの工夫、市政運営の

情報提供の工夫（情報なくして参加なし）、市民とキャッチボールができる職員の育成などが課

題である。市民参加では多様な参加の手法の実践と柔軟なプログラムの変更も必要。 

皆さんのところでも条例を作るということだが、色んな悩みがこれから出てくると思う。喜多

方市は喜多方市らしい条例を作り、自治体の再構築をしてほしい。自治の一歩ということでいい

条例を作ってほしい。 

 

【質疑応答】 

 

企画政策課長 全員公募は勇気があることだ。会議にならない会議が続き、行政側のスケジュー

ルをさておいて市民の盛り上がりを大事にしたようだが、その辺の感想をお聞かせくださ

い。 

庄子 全員公募だが、行政に協力的な人も来ている。恣意的に集めたのではなく、まちづくりに

関わっている人たちが目につくところにパンフを置いたりと工夫はした。公募して口を明

けて待っていたのでもない。今まで友好的関係にあった人と条例で対立したこともある。

こちらも言うべきことを延々と言い続けて、ちょっと待っていた。たままたうまくいった

のではとも言われるが、担当として、研究会でやってみたかったということに尽きる。だ

から庁内の気運もある。今も、旧原町と同様に、２、３回は会議が進まなかった。私たち

もこんなもんだと思っている。 

質問 条例にパブリックコメントがあるが、政策策定のどの時点で実施するか議論はあったか。 

庄子 パブリックコメントの内容については委員会で議論にならなかった。旧原町では要綱で実

施していたが、素案の段階で意見を求めることとしていた。パブリックコメントは一回で

なくてもよい。丁寧な自治体では、総合計画の基本的な決め方までパブリックコメントに

付している所もある。素案の固まる前にかけるところもある。うちではだいたい素案の段

階で実施している。国は、パブリックコメントを行政手続き法で義務付けているが、市町

村は任意である。 


