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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～４時５０分 

■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。 
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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、簡単ですが、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
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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

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、南相馬市、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。

次が少子、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
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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、市においても少子高齢化や新市に

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

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。 
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   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

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
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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、行政単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、

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
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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

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。 
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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、簡単に方向性が出るような部分は少ないよう

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

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
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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、少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
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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
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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。 

   （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） 


