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第４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 27 日（木）午前９時 15 分～12 時 15 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４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。なお苗村委員、大野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。大野委員からは、あらかじめ協議事項に対す

る意見が事務局に寄せられておりますので、皆さんに配布を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 お早うございます。寒い季節となってきました。本日は第 4 回目となります。

積極的に意見をいただいて進めたいと思います。 

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。

事務局から説明をします。 

事務局 資料の 1となります。時間節約のためにポイントに絞って説明いたします。 

  （資料により説明） 

   なお補足させていただきますが、前回、公募制となった場合、委員を誰が決める

ことになるのかとのご質問がありましたが、事務局から回答しておりませんでした。

その場合、準備会は市長に提言した時点で終了となりますので、公募は市長が行う

こととなり、選考が必要な場合は、選考も市長が行うこととなります。このことに

ついて委員の皆さんにご確認をお願いしたいと思います。説明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。準備会の設置要綱

により、委員長が会議の議長となっておますので、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ので、よろしくお願いいたし

ます。本日の議題は「市民会議委員の構成等について」となっております。先に事

務局から説明がありましたように、前回の会議から、準備会における検討、協議事

項について、順次、項目ごとに協議してきております。今回はその続きとなります

が、先ず資料について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

事務局 前回の協議により決定された検討・協議事項を文章化しました。なお市民会議

委員の構成のうち、市職員の扱いや、全体の人数が未決定となっていますので、ご

協議をいただきたいと思います。 

委員長 それでは先ず今の説明に対してご質問はありませんか。 

ないようでしたら、協議に入りたいと思います。「市民会議委員の構成」の項目

のうち、未決定の課題からとなりますが、御意見いかがでしょうか。 

委員 未決定の部分は人数に関わるものが多いようですが、市民会議の形態をどうする

かに関わると思います。大枠の項目を設けて分科会形式でやるなら、ある程度の人
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数でも網羅されて議論できますが、50人も60人もいて全体でやるならできません。

そうなら 20 名プラスアルファ程度とならざるを得ないと思います。会議の形態を

事務局としてどのように考えているかをお聞きしたいと思います。 

委員長 事務局の考えはどうでしょうか。 

事務局 両方から言えると思います。人数や形態も準備会で議論していただきたいと考

えております。人数を定め、その人数に基づいて運営形態を決めることもできます。

逆に運営形態を決めて人数を決めることもできます。そういった視点で議論してい

ただきたいと思います。 

委員長 ここで決めるということですが。 

委員 イメージとして何が良いのでしょうか。色んな審議会があって、計画の審議会な

どで分科会をやって積み上げるとか色んなケースがありますが、当局としては、や

ってきた中で、ここが良かったとか、ここが難しかったとか、例を挙げることがで

きますか。 

事務局 合併前と後で様々な運営形態で計画作りをやってきました。大きなものとして

総合計画については、条例に基づく審議会の議論の他に、地域に出ていって懇談会

をやるなどして市民から様々な意見を吸い上げ、それを審議会でまとめる取組みを

してきました。これまでの市の取り組みとしては、委員会の中に分科会等を設けて

計画作りをしてきた記憶はありません。委員会として色んな場面で意見を聞く取組

みはしてきています。 

委員 市民会議の大きな役割は自治意識の涵養です。会議をやることによって自治意識

を盛り上げることで、そのためには、やってみないとわからない。何人集まるか、

どういう人が集まるか、わかりません。ですが、覚悟してやるしかないと思います。

人数の制限を前もって決めるのではなく、一旦集めてみてはどうでしょうか。合併

の時の地域の懇談会でもパラパラという状況でしたが、実際にはそのような状況か

もしれません。そういう状況をいかに変えていくかも主たる目的ですから、我慢し

て、少なくても多くてもやっていくことです。会議の持ち方は人数次第で決まって

きます。 

委員長 今、募集してみて、その結果で対応するとの意見でしたが。 

委員 それでいいです。 

委員 保健センターの会議室は何人入りますか。 

事務局 大会議室ですと、イスのみの場合 150 人は入ります。テーブルが入ると 80 人

くらいだと思います。学校の教室の配置となりますが。 

委員 対面式となると何人ですか。 

事務局 70 人くらいが限界です。 

委員 私は、大人数とは考えておりませんでした。保健センターでできるくらいという

のが私の意見です。 

委員 時間がかかるかもしれませんが、全体会議と部会で議論するのはどうでしょうか。

公募で何人集まるかわかりませんので。 

委員長 分科会だとその問題について議論を深めることができます。 

委員 合併した後の喜多方の自治を考える重要な委員会です。広く募集して、集まった
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中で考えるしかないのではないでしょうか。初めてのものなので、時間かかっても、

しっかりしたものを作るにはやるしかありません。男女共同参画計画の時も、ワー

クショップをやりました。男女共同とはどういうことか学習しようということで公

募しました。ワークショップをして、それをまとめて、それをまた全体で議論して、

その中から委員を構成してきた経過があります。時間はかかりますが、最初は住民

に問いかけ、募集してはどうでしょうか。 

委員 今公募が前提となっていますが、その場合、一極に、旧喜多方市にまとまる感じ

もします。募集の他に、町村の人も大勢集まる方法も必要ではないでしょうか。募

集では旧町村が余り集まらない恐れがあります。 

委員 公募となると、旧市の人が多くなるように思います。合併したので、旧町村のど

の地区からも公平に出られるような体制作りを考えることも必要ではないでしょ

うか。 

委員 私は、公募の前に何をするかが重要だと思います。公募した場合、なるほどそう

いうことをやるのかという意識をどう作るかです。そうして公募で 10 人集まった

ら、次はもっとどう集めるかとなりますが、それはそれなりに何とかできると思い

ます。その関わりを誰がやるのかのイメージが湧きません。公募するまでに誰がど

こで問題提起するのですか。それをやるのがここではないかというのが最初の私の

問題提起です。集まろうと集まらなかろうと、その中で色んな手立てを考えていく、

公募で集まらなかったら、座談会でもやっていくか、あるいは公募を 2 次、３次と

やっていく。ただ一番困るのは、出たり出なかったりした場合、議論がかみ合うか

ということです。問題は、公募するまでの、なぜ条例が必要か、公募するのかの意

義を誰がどこでやるかということです。当局はここでそういうことも含めて検討し

てくださいということだと思いますが。 

委員 公募の前段の部分は誰が決めるのかという御意見ですが、私も、ここで議論し決

めるのだろうと思います。なぜ公募が必要なのかということを。 

委員長 それについては、自治基本条例は必要性あるとの認識に立って進めてきました

ので、まとめの段階ではそれをきちんとしないとまとめることができないと思いま

す。私はそのように進めてきました。 

委員 それは、検討事項の「その他」で議論するのではないでしょうか。準備会だけで

なく住民の人に広くアピールするにはどうしたらいいかということで。それも大切

なことですが、先に進まないので、人数とかを協議した方がよいと思います。私の

考えでは、前回に年齢、国籍を制限しないとやってきたので、ここで人数の制限を

するのはどうでしょうか。制限せずに公募の形をとったらいいと思います。地区の

問題は、合併した新市として考えて、あえてどこどこの町と仕切らない方がよいと

思います。その方が、皆さんが喜多方市としての認識を深めるのではないかと思い

ます。100 人も 200 人も集まった場合どうするかですが、人数が 60 人集まって、

一人１分でも 1 時間かかります。その中で話がまとまるかといったらまとまりませ

ん。自ずと、分科会とか、小さいグループに分けることになります。意見をたくさ

ん出してもらうための手法はあると思います。人数が多いからまとまらないという

話ではなく、逆に今回の趣旨なら、いかにより多くの人を集めるかということを考
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えたらいいと思います。 

委員 今前提としてお話しなさっているのは、すべて公募という考え方でしょうか。 

委員長 公募は公募ですが、議員は公募以外となります。職員をどうするかということ

は後の議論となります。どうでしょうか、これは自治意識の問題です。参加が多い

方が良いのは間違いありません。人数は制限しないということでいかがでしょうか。

多い時は多いなりに対応すればよいです。 

委員 色々な話がありましたが、自治意識をどうするかということが共通認識だと思い

ます。地域ごとの考え方もありますが、基本は公募だと思います。高郷の話もあり

ましたが、公募という形を取っていますが、区長を中心に内々に話をして、出して

いこうという話もできるのではないでしょうか。100 人、200 人とはならないと思

いますが、準備会として一定の整理が必要ではないでしょうか。現実的にそうなっ

た場合、制限なしとするだけで準備会としていいのか、疑問符が付きます。 

委員 昨年ここでやった市民協働参画のまちづくりのシンポジウムには何人参加した

でしょうか。 

事務局 100 人ちょっとくらいです。 

委員 昨年のものとこれはつながっていると思います。市民会議という大きな組織にな

る前に、ワークショップもありますが、昨年と同じようなものを各地域でやってみ

て、それを公募につなげてはどうでしょうか。最初に広報に載せて公募しても何だ

か全然わかりません。興味ある人は各地域にいると思いますが、広報だけでは集ま

りません。そういうものをやってみて、事務局でそこに参加した人をピックアップ

するなりして、公募につなげれば実になるメンバーが集まると思います。 

委員長 公募の前に、各地域で説明会なり、何かを開いて公募するとの考えですか。 

委員 そうです。各地域でやれれば一番いいです。 

委員 以前は原案ができてから住民や団体に聞いてこれでいいですかということでや

ってきました。今度はこれを逆にするしかないと思います。公募して沢山の人で議

論するなら、なお必要です。ここで議論をまとめて市長に提言する、提言が終われ

ばここは終わりです。逆にこれを受けた行政が、この条例が必要だとの宣伝をやる

ことになります。その間の考え方を準備して問題提起するところはなくなります。

市民主体と言っていますが、市民の手を離れ、公募の段階から市が前面に出ざるを

えなくなるということになります。そこが悩んでいるところですが、もしそうでな

いことにすれば、この準備会が市民に公募する形となれば、市民主体で行政は手助

けという趣旨につながります。今のままでは一旦全部市に渡すことになります。大

事なところが市のイニシアティブとなります。整理が必要ではないでしょうか。誰

が市民会議に問題提起するのか、準備会は提言して後は市が進めていくのか、議論

が必要です。準備会で問題提起をするというなら、もっと時間をかけてやらなけれ

ばなりません。手続きだけ決めればいいとうなら後 1、2 回でいいでしょうが。 

委員長 今までのものだとここで結論を出すのが普通です。その結論に基づいて行政が

進めるという形です。これは立ち上げてからまた住民本位でやっていくということ

ですが。行政の進め方としては、予算など色々ありますし。 

委員 今出た意見を提言書に明記するので、行政も尊重するはずです。その中で地域座
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談会をやってほしいとか、明記すれば、行政はそれに従いやると思います。準備会

でそこまでやるのは大変なことだと思います。 

委員 それは「その他」にあります。公募の前に必要だとすれば、それを盛り込んで市

長に提言する形になると思います。提言したから終わりということではないと思い

ます。受けるかどうかは市長の考えですが、現状では、提言を受けて市長が公募す

るということは、行政運営上は仕方ないのではないでしょうか。これを違う形でや

るなら、市民活動ということでやらなければならなくなりますので、現状の行政運

営に則ってやることが必要です。その中でも、住民に対する周知徹底をいかにやる

かをここで決めればよいと思います。 

委員長 心配もありますが、そのことは提言に入れて、十分趣旨が生かされるようにす

る必要があると思います。 

委員 今までは、条例は行政ベースで出てきました。地方議会では、議員から出たもの

はめったにありません。これは憲法です。憲法は、目標を掲げるものではなく、権

力を縛るものです。住民本位の政治をいかにつくるかが基本的な狙いです。そうい

うことを考えると、基本条例は、住民中心で、議会中心で条例をつくるいい機会に

なります。ここがベースになります。一旦、すべて行政にお任せにしてよいのでし

ょうか。 

委員 提言書を出すので、きめ細かく盛り込むことが必要だと思います。なぜ基本条例

が必要か、だから運営方法はどうかとか、今大事な意見が沢山出ていますので、そ

れらを盛り込んだ提言書を出すべきです。 

委員長 基本的には、住民主体と提言書に盛り込んで行政に認めてもらうという方向で

はどうでしょうか。 

委員 それでいいです。行政としては、市民ベースあるいは議会ベースで条例を作るの

がこれからの時代との認識に立ったので、皆さんで全部決めてくださいということ

で準備会を設けたのでしょうか。 

委員 時代の流れはおっしゃる通りです。国が厳しい状況になっているので、別の意味

で分権を進めるという現実もありますが、基本条例は市民の自治意識を高めるとい

うことで、作るのも大事ですが、その途中経過が大事だと思っています。先行して

いる市町村でそういう手法を取っている例がありましたので、先ず準備会を作って、

市が一方的に決めた市民会議のあり方ではなく、市民の代表の方に決めていただい

て市民会議を立ち上げ、またその中で議論を深めながら作っていきたいと考えてお

ります。手間暇がかかりますが、これはかけるべきものだと考えています。 

委員 地域づくりを考えることが条例を作る目的です。いつまでも旧市町村別という考

え方を持っていてもしょうがないと思います。新市全体の大きな新しい条例を作る

ためにも、旧市町村の意見を聞く場を設けて、かけ離れた条例にならないためにも、

末端の色々な分野の人の意見も聞く必要があると思います。 

委員 委員の公募に絞って考えてはどうでしょうか。運営方法は全体会議で進めるべき

だと思います。また全部公募でという考えが多いのですが、公募の欠点もあると思

います。誰でも参加できるが、逆に誰でも参加できないとも言えます。それをどう

するかということで、公募の方法を考える中で色々でてきます。半分くらいは市民
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会議にまかせてもいいのではというのもあるので、我々の任務としては、できるだ

け多様な市民参加ができる公募の方法を考えることだと思います。今までですと、

広報やホームページで募集して来た人だけでやるわけですが、そうすると今までの

人が参加するだけになってしまいます。自治基本条例にふさわしい公募方法を考え

るべきだと思います。 

委員長 公募というと、単に募集するだけでよいかということです。幅広い人々の参加

を期待しているわけですが、今までのやり方ですと、どれだけ応募してくれるかが

心配です。公募の仕方に絞って考えてはということですが。 

委員 開かれた人材を選ぶには公募しかありません。 

委員 心配なのは、どんな理由で誰が公募をするかということです。今の順序で言うと、

市長が公募をやることになりますが、ここまで来たなら、準備会で公募をやるのが

いいというのが、私の本音です。時間がないので仕方ないのですが、問題は公募す

る前段をどうするかです。公募してしまったら、後は何人集まろうと知恵を絞って

やればよいです。 

委員長 人数について、事務局はどのような認識ですか。 

事務局 第 1回会議においてフロー図で示しました。この中では今の発言のような考え

など、多様な意見が出ることを想定しており、市長の委嘱が絶対ではないと考えて

おりました。準備会で議論していただければ、準備会で公募することも考えられま

す。フロー図で準備会が発展解消としている意味は、準備会が次の組織の母体とな

ることもあるということを踏まえているものです。 

委員 旧市の古い話ですが、公民館から職員を引き揚げるという時、松山地区では公民

館に集まって、市と地域の人たちがけんけんがくがくやりました。そういうことが

あって今は公民館活動が活発です。そのように地域の人が集まって、色んな話をし

て、その後に公募とかあれば、盛り上がってきて、各地域の思いもそこに乗っかっ

てくるのではないかと思います。一番最初に公募というのではない、やり方がある

のではないでしょうか。 

委員 以前、高郷の話をしましたが、こうした話しが浸透していけば、まちづくりのた

めに各地域から、各団体から出していこうということになるのではないでしょうか。

それが前提で、公募でいいというのが私の考え方です。先ほどの話にあったように、

前段に市民に理解を求めたうえで公募していくということです。それを提言で求め

ていけばよいのではないでしょうか。準備会で募集するというのも、今までにない

ものを作るのですから、今までにない形でやるのもいいのではないかと思います。 

委員長 公募の前段に準備会が見解を出し、各地区で報告会をして公募することもでき

ます。準備会として公募するという手法はどうですか。 

委員 作り方のイメージですが、開拓地に住民が集まってまちづくりをどうするかとい

うことになりますが、その時はまだ行政はありません。先ず最低の基本となること

だけを決めようとなります。これがチャーター、憲法です。最初のスタートを市民

に担ってもらおうということだと思います。議会も、大きくなりすぎたので議会制

民主主義になったわけです。最初に戻って市民一人一人がコミュニティを作る時に

どうするかということで、条例作りをしていった方がいいと思います。市民と行政
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が対立するわけではありませんが、言葉は悪いのですが、便利屋として使うくらい

の市民に育つことが理想かなと思います。どうしても今までの発想になってしまい

ますが、そこを貫くかどうかです。あるいは能率的にやってしまうか。 

委員 松山町の中では昨年、まちづくり推進会議を作りました。各行政区長、各種団体、

学識経験者、そして議員も加わっています。前の市民憲章に代わるものです。まち

づくりを目標にしています。今は公民館建設の促進をしています。市民会議との結

びつきを考えると、地域、地域に色々問題がありますので、それをくみ取れるよう

な選出方法が必要だと考えます。 

委員 基本条例の目的は、市民の役割と責任を自覚し、まちづくりを進めることが基本

になるのだと思います。そうした中で、決定事項は、委員は市内に在住・在勤とい

うことなどで、ここからすると少人数ではありません。ある程度の人数は必要です。

70 人、80 人が限度でしょうか。集める方法は公募だと思います。公募は、幅広く

市民から求めることが必要です。フリーの立場で公募することが必要です。あまり

制限しない形でやることです。目標の人数を集めるには、何回か公募することも必

要かと思います。多くても 80人だと思いますが。 

委員 市職員をどうするかということですが、職員も議員と同じで、市長推薦で公募に

も入らないとしては、また全体の人数は制限しないこととしてはどうでしょうか。 

委員長 職員は必要ですね。人数はどうしますか。 

委員 公募なら職員も出られるのではないですか。 

委員 二つの考えがあります。市職員の選出の方法と公募を認めるかどうか。 

委員 各地域の課題等の把握が必要なので、職員には支所の職員も入れてほしいです。 

委員長 それは公募ではなくで、別枠としてですね。 

委員 はい。 

委員 要望ですが、職員にもやりたい人がいるかもしれません。先ず公募して、それで

賄えなければ推薦として、両方してはどうでしょうか。 

委員長 職員は入ってもらう。その他、公募の中で出てくるのは別ということでいいで

すか。 

委員 それでいいです。庁内の検討委員会がありましたが、その中から選出してはどう

ですか。 

委員 検討委員会は一旦途切れています。 

委員長 市の職員として出てもらう場合、議員と同人数くらいではどうですか。 

委員 支所からとなりますと４つありますので、議会が５人となった場合、もっと数が

必要だと思います。公募で手を挙げていいとなるならいいですが、整理が必要です。 

委員長 各支所から出てもらってはどうですか。 

委員 ５人では少ないです。 

委員 おおむね５人として、他に枠を設けるので公募に出させるというのは違うと思い

ます。職員は公募もよくて議員はだめというのは矛盾しないでしょうか。 

委員 職員は少ない方がいいです。行政運営の色が出やすいと思います。ましてや委員

として出る場合、委員は無報酬とすると、職員も無報酬なのか、給与の対象になる

のか、時間外の場合は残業の扱いとなるのかなど、どういう立場で出るのかを考え
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なければなりません。前の資料を見ると、人口 40 万５千人の藤沢市も職員は二人

しか出ていません。 

委員長 色々事情がありますが、職員は５人程度とし、あとは公募、人数制限なしでは

どうでしょうか。 

委員 行政としても市長部局と教育委員会などは別で、独立しています。いっしょくた

にはできませんが。そういう配慮も必要です。 

委員 準備会の構成そのまま本番でやったらどうでしょうか。これが推進母体となって、

皆さんの意見を聞く集会を開くとか。ここが当事者能力を持つことが必要だと思い

ます。 

委員長 ここで議論して終わりではなく、というのは大切です。市の職員は５人程度、

公募の人数の制限はなしということでよいですか。 

  （異議なしの声） 

後は、公募の際に作文等は求めますか。 

委員 ここが推進母体ならそういう決め方もいいですが、市長に提言して終わるなら、

公募前に意識を高めることが重要であって、ここで公募の数や資格まで考えるのは

おこがましいのではないでしょうか。前段がしっかりしていれば、後は市民会議で

議論してもらえば良いのでは。公募して、最初は１０人か１００人か集まったとし

て、それからどうするかは市民会議で議論すべきであって、枠組みまでの議論が必

要でしょうか。一旦切れて、新たにまた市民会議から出発だということですので。 

委員長 これまでの議論を踏まえ、公募の場合でも職員は５名程度としたいと思います。

後は、公募は人数の制限を設けないとしましたが、公募だけでいいのか推薦も必要

なのかということですが、準備会で議論していただいて認識を深められた方はどう

なのかということもあります。 

委員 基本は公募として、結果として人数がどうかということもありますので、推薦の

方法も入れておいた方がよいのではないでしょうか。旧町村は人口割りとするとか、

各種団体もありますので、推薦があった方が良いと思います。 

委員 準備会の人は入った方が良いのではないでしょうか。 

委員 どうなるか分からない状況にある中で、がちがちに決める必要はないのではない

でしょうか。基本は旧市町村の多くの人に出てもらいたいということなので、公募

にこだわらずに推薦と両方書いておけば良いのではないでしょうか。 

委員 公募前のＰＲ活動がどれだけしっかりしているかにかかっています。募集主体に

我々がなるとするなら、市民会議が立ち上がるまで面倒を見るという覚悟ができれ

ば、ＰＲも主体となることになります。後は、一次公募して、それが発起人みたい

な形となり立ち上げてしまう。あとはそこで追加公募や推薦を行う。その発起人会

に我々が入るというならそれでもいいです。 

委員 それでいいと思います。問題は前段でどれだけ啓蒙活動ができるかです。各団体、

地域に懇談会や話し合いの場を作れれば、出したいとなってくると思います。そこ

までいかないと意味がありません。 

委員長 公募が主体だが、多くの参加を求めるには推薦等も考慮するということでいい

ですか。 
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   （異議なし） 

   その場合、作文等を求めるかどうかですが、作文は書くのは難しいですが。 

委員 今は、裁判員制も抽選ですよ。 

委員 作文は求める必要はないと思います。広くやる中で、色んな意見が出てきます。

文章悪いと削ることになり、目的が薄れてくると思います。 

委員長 作文までは求めることはないという意見ですが。 

委員 公募で制限はしないので、基本条例を作ることについて、自分の基本的な考え方

を整理するうえで必要ではないでしょうか。それで制限するというのではなく。後

で議論するにしても、各人が考えなければならないことです。最低限の条件ではと

思います。 

委員長 作文を書くという趣旨ではなくて、応募する考えを述べてもらうということで

は。 

委員 準備会でもハードルがありましたが、市民会議でも公募は一つのハードルになる

と思います。自分も、この会議に何回か出ることによって成長してきました。市民

会議でも成長していく過程が大事だと思います。ですから作文は不要だと思います。 

委員 公募だけでもハードル高いです。そこに自分の考えを書けというのも高くなりま

す。幅広く応募してもらえるようにするには、ない方が良いです。 

委員 私は公募で作文を求められたら応募しません。自己紹介や頑張りますというよう

な一言程度ならいいです。自治基本条例について述べてくださいというなら書かな

いです。 

委員長 幅広く市民を求める場合、前段に堅いことをすると制限になりかねないという

ことですか。 

委員 色々な選出の仕方があります。議論の中で成長していくのも大きな趣旨です。皆

がハイレベルではなく、色々な生活感があることに意味があります。ハードルを設

けない方がよいです。 

委員 男性と女性では考え方が違うようです。ハードルになるということはありますが、

自治基本条例を検討するために学習して参加しようという人なら考え方はもって

いると思います。漠然と応募するのではありません。作文ではなく、応募用紙に 3

行でもよいので、多少あったらよいのではないでしょうか。応募する時、希望を書

いてくださいとかいうのはよくあります。作文までは反対ですが。 

委員長 作文までは求めない、一言あってもいいということでいいですか。 

  （異議なし） 

 

○役員について 

委員長 次に市民会議の役員についてはどうでしょうか。代表、副代表、事務局長、事

務局等ですが。 

委員 今回、まちづくり協議会という団体ができました。国から予算が出て、その中で

国が提案しているスキームの図式は、市民、行政、民間団体、ＮＰＯが参加して、

それを大きくひとまとめにして連絡協議会のような組織ができあがっています。そ

の事務局は、事務局長が民間で、その下の事務局に行政が入る形になっています。
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国が提案しているそのような組織をイメージしたらわかりやすいと思います。 

委員 事務局は委員にしてはどうでしょうか。その中に職員が入ってもいいですが、事

務局長的な人は委員から選ぶべきだと思います。あと代表、副代表も必要です。事

務局は委員主体でつくるのがいいと思います。 

委員長 事務局体制は委員主体でという意見ですが。 

委員 報償とか予算、経費が出てきます。担当課も入ってもらって、あと代表、副代表

は委員から選ぶ方法があると思います。市の職員が事務局体制にないと進まないと

思います。 

委員長 問題は、事務局を市職員に任せてしまうのか、委員が主体となった事務局体制

とするのかということですが。やはり全部市に任せるのではなく、委員も職員も入

るのがいいのではないでしょうか。 

委員 事務局長は市民の方になってもらい、職員は事務局の方になっていただくという

ことでいいのではないでしょうか。 

委員長 そういう認識でどうですか。 

委員 役員はあくまでも委員から選出するということであり、事務局は委員とは別の組

織であるということ、その辺の区別を明確にしておかないと、事務局が市の職員で

あり、また委員でもあるという構成にしてしまうと、非常に行政職の強い組織にな

ってしまいます。両者を区別して、その上で、委員から事務局に入るのか、事務局

として別枠で公募することになるのか、その辺を整理してほしいと思います。 

委員 考え方として、市推薦職員が事務局機能を兼ねて入れるのかどうか。させるなら

それでもいいですが。可能でしょうか。 

委員長 事務局どうですか。 

事務局 市でも審議会が色々ありますが、事務局は委員会とは別扱いが一般的です。委

員会の指示に基づいて事務をするのが事務局です。 

委員 今回市の職員が入るということは、事務局の機能を期待してのことかと思ったも

のですから。それは難しいのですね。 

委員 公募して人数が多い場合は、分科会を設けて、副委員長は分科会の担当とすると

か、事務局長を置くなら委員から選出し、更に委員と職員で５、６、７人くらいの

事務局体制というイメージがいいのではないかと思います。連絡体制や事務方のこ

れまで培ってきたノウハウ含め、すべて任されては難しいと思いますので。公募の

人数で変わってくるので、大枠の考え方としておいて、新たにできる市民会議で決

めてもらえばいいのかなと思います。 

委員長 事務局には、委員からも市の職員も入る。副代表は複数制になるかは公募して

からの話です。それでいいですか。 

  （異議なし） 

 

○報償 

委員長 次に委員の報償をどうするかですが。 

委員 日当程度は出したらどうでしょうか。 

委員長 市の範囲が広くなっていますので、費用弁償ではないが、何らかのものがあっ
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た方がよいのかどうか。 

委員 議会で定数問題が議論されています。研修に行った時に、民主主義にはお金がか

かるという話を聞き、なるほどなと思いました。責任もって議論したり勉強したり、

移動の問題もありますので、それが無償のボランティアでいいのかなと思います。

額までは言えませんが。何らかの補償はあった方がよいと思います。 

委員 立派なものを作るには、それなりの報償、費用弁償を差し上げるような配慮が必

要だと思います。それによって責任ある言論も出来るからです。 

委員 私は、無償が望ましいと思います。金をかけるなら、会議の中に、資料の収集と

か講師、アドバイザーにかけるべきです。委員としては無償がいいと思います。 

委員長 事務局では、市民会議はどれくらい期間がかかると想定していますか。 

事務局 先進事例を参考にすると、月１回のペースで約 2 年間が平均だと思います。そ

の前後位の期間はかかると思います。住民自らの議論で策定していくので時間はか

かっているようです。 

委員長 先進事例では２年くらいということですが。 

委員 よその自治体で公募を無制限に受け入れているところは存在しているのでしょ

うか。市民会議で大量に募集して、合同でできるだけやって、朝から晩まで項目ご

とに議論してもらうことを何回かやればいいのではないですか。 

委員長 公募を無制限としましたので、何人になるかはわかりませんが、どのような例

がありますか。 

事務局 先ず公募して取り組んでいるところは結構あります。全部公募かというと様々

あり、関係機関、団体の代表と公募で一緒にやっているところはたくさんあります。 

委員 全体の人数はどれくらいですか。 

事務局 坂下町では１４名、旧原町市では、公募委員２８名、市の研究会職員１０名、

事務局職員３名で、全体で４１名となっています。南相馬市では各種団体推薦１０

名と公募委員、その他で構成しています。西会津町では公募１５名、自治区の区長

が５人、各種団体役員が４人、議会代表が９人、行政代表が３人、識見を有する者

が１４人で、全部で５０名の委員で構成しています。すべて無償です。 

委員 費用弁償は無償になるのですか。費用弁償は出しているというところもあります

ので。 

事務局 設置規定などを見ても費用弁償の記載はありませんので、確認しないとわかり

ませんが、手元の資料にある自治体については支給していないと思われます。 

委員長 無償という意見と有償という意見がありますが。 

委員 金額にかかわらず報酬はあった方がよいと思います。無報酬で、仕事を休んでも

出られるかというとなかなか難しいです。公募にも影響します。 

委員 地域づくりの団体が色々ありますが、民間の方は逆に会費を払って日中出てきて

います。遠い中で出るのは大変ですが、民間のこういう会議は無償です。一方で会

員減とうこともありますが、意思のある人が集まってやっているので、無報酬です。 

委員長 報酬には市の規定がありますが、日当の規定はどうですか。 

事務局 条例設置の審議会の委員はその他の特別職に該当しますので報酬となり、そこ

で金額が決められています。その他の検討委員会等は報償となります。 
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委員長 色んな人に時間を割いて議論をしていただきますので、報償程度は差し上げる

べきだと思いますが、いかがですか。 

委員 有償ボランティアとなりますが、交通費程度なら話は別です。日当というのは引

っかかります。意識を上げるのに、お金目的ではない意識の上げ方を前提において、

やっていくべきだと思います。 

委員 住民主体、自主的活動でやるというなら、足枷はない方がいいです。有償にする

と、もっと会議の回数が必要だとなったり、長期間にわたるようになったとしても、

予算枠が足枷になります。そうなれば本来の意味から外れます。もっと自由に活発

な議論がなされるには、なるべく足枷をはずすべきであり、無償にすべきだと思い

ます。 

委員 両論併記ですか。 

委員長 委員も勉強が必要です。色々お金もかかります。他の委員の方はどうですか。 

委員 財政を考えると無償がいいと考えますが、委員の中には日雇いの人もいるのでは

ないかと推察されます。休んでいく人もいると思います。金額が大きくなくてもよ

いですから、何らかの補償が必要だと思います。 

委員 会議の持ち方もあります。日中か、夜間、土日を使うこともあるのかによります。

応募しやすさからすると、多くの人に出てもらうということで考えると、夜間、土

日が基本ではないでしょうか。仕事を休むから有償でというのは違うのではないか

と思います。 

委員長 場合によっては夜ということですが、夜ばかりやれますか。 

委員 夜間、土日に仕事の人もいます。そういうことも含めて考えたらいいと思います。 

委員 地域性を考えると、範囲が広いものですから無償では集まりにくいような感じが

します。ある程度の保障は必要ではないでしょうか。 

委員長 報償となるといくらくらいですか。 

事務局 半日の会議で 4,000 円が単価となっています。 

委員 費用弁償としてはどうですか。 

事務局 報償が出る場合は、費用弁償は該当しません。出てきたことのお礼として報償

を出していますので、こうした会議には費用弁償が出ません。その他の特別職は条

例に費用弁償の規定があります。 

委員 旅費規程ではどうなっていますか。 

事務局 ５キロ未満は費用弁償の対象になりません。５キロ以上で 1,000 円の費用弁償

です。 

委員 合併協議会の時の出席率は良かったです。報償のあるなしで一定の判断があるの

かなと思います。参加に責任を持ってもらうということでは、配慮が必要ではない

でしょうか。 

委員 自分達の条例を作るのにお金をかけようあるいはかけないということが、おそら

く市民会議で議論になると思います。報償をどうするかはそれこそ市民会議の中で

決めることだと思います。お金をかけて同じ中身のものを作るなら、面倒くさいこ

とをしないでコンサルに任せていいのではないかという意見もあると思います。そ

うなるなら、いかに参加意識を持たせるかの方が大事であって、お金をかけるから
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参加する、しないではないと思います。理想論ですが。条例が出来上がったので報

償を皆で分けてくださいというのと変わらないのではないでしょうか。そういうこ

とを考えると無償がすっきりすると思います。 

委員 私は、お金がかかってもそういう進め方をすべきだと思います。基本条例には

色々な判断が必要です。費用がかかってもそういうものを作るのですから、いいこ

とだと思います。門戸を狭めないようにするという意味では、限度はありますが、

あった方がよいと思います。それが本当の基本条例につながると思います。 

委員 そうだとすると公募を無制限にするということと矛盾するのではないでしょう

か。 

委員 私は、無償にすることが制限を加えることになると思います。 

委員長 他の委員の方はいかがですか。 

委員 報酬ではなく、遠隔地から来る人もいますので、通勤に対する保障ということで

有償ではどうでしょか。広く公募するとう趣旨から。 

委員長 無報酬が理想ですが、ある程度の費用を用意する必要もあるということで、市

の報酬ではなく、費用弁償くらいのものも考慮するべきとしてはどうでしょうか。 

  （異議なし） 

   次に移りますが、公開・非公開については、公開ということでよいですね。 

  （異議なし） 

  それでは時間がきましたので、次回の会議ですが、余り時間がかからないように

思われるので、議論のまとめに入りたいと思います。原案の作成は委員長と副委員

長に任せていただいて、それで皆さんに議論していただくことでよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

委員 今は個別に協議しているわけですが、全体的にまとめていただいて、その中で整

合性が取れないような時は、修正ができるということでよろしいでしょうか。 

委員長 そうです。皆の意見が一致しないと提言になりません。次回はそういうことで

まとめてよろしいですか。 

（異議なし） 

   それでは、他になければ、本日の協議を終わりにしたいと思います。御協力あり

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） 


