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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～３時 

■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。 

   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・協議事項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
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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、

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、単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
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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

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少します。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
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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。その中で単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

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

料の検討事項の案の中に、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。 
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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

少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

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
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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・協議事項は、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。資料の項目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 先ず検討項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、

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。 
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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

議会に係るのですか。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、単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。今日は項目までで、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

項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。 
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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

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単に

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、表現は簡単かもしれませんが、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、項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） 


