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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～３時 10 分 

■場 所 押切川体育館 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

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・協議する事項を

決定いたしました。それに基づき本日の会議から、いよいよその項目ごとに議論し

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、協議する項目を決定しましたので、今回から、順次、各項目につい

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頁に項目が記載

されていますので、この項目の順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」という項目で、検討内容は「条例についてどこまで議論す

るか。項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
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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 内容を伴わない項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 項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、項目も含

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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。次の項目に絡みますが、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。 

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。 
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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。但し南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

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
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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、全体の中で少数なら、ぜひ入れるべきだと思います。少数でやるのか、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。項目ごとに、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。 



9 

 

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。 

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
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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。

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
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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

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少思い

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。残った項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） 


