
1 

 

第５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 12 月 19 日（金）午後１時 30 分～ 

□場 所 本庁 議員協議会室 

    

 

事務局（司会） 只今から、第５回喜多方市自治基本条例策定市民会議準備会を始めさ

せていただきたいと思います。なお、苗村正委員、佐藤正道委員、佐藤洋子委員か

らは都合によりご欠席との連絡が入っております。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 12 月ということでいよいよ差し迫ってまいりました。お忙しい中お集まりい

ただきましてご苦労様です。これまで４回の会議を開催し、準備会の検討・協議事

項のうち市民会議の役割や、構成メンバー、選出方法等について決定してまいりま

した。本日の会議で残された事項はわずかでありますので、それらをすべて決定し、

まとめに入る段階ということで前回はお話をいたしましたが、その後、事務局から、

一部これまでの決定事項について再度議論を要することになったとの話がありま

したので、それらについて十分検討していきたいと思います。なおそれらのことを

すべて審議したうえで、その後の対応を決定していきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

事務局（司会） 本日、傍聴の申し出がありましたので、委員長の方でお諮りしていた

だきたいと思います。 

委員長 傍聴の申し出がありました。これを認めたいと思いますが異議はありませんか。 

  （異議なし） 

それではそのようにいたします。 

事務局（司会） それでは、次に「前回準備会の確認」に入りたいと思います。事務局

から説明をいたします。 

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。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） 

説明については以上です。 

事務局 それではここで先ほど委員長からお話がありましたように、委員の皆様方に

再度ご説明を申し上げたいことがありますので、若干時間をいただきたいと思い

ます。第 3 回の準備会で、審議会等の設置基準で新規の場合は 65 歳以下の者、

再任の場合は 75 歳以下の者をとの目安がある、拘束されないかとの質問があり、

事務局から、年齢制限があるが、運用で連絡調整等を目的とする場合については

該当しないので、この準備会は設置基準に基づかないものとしたと説明しまし

た。その後の市民会議については準備会で決めていただいてよいと説明しました

が、その部分での詳しい説明が漏れていましたので説明いたします。お手元の自

治基本条例策定フロー図をご覧ください。市は準備会からの答申を踏まえた策定

体制を考えることになりますが、想定されるものとしては３つのパターンがある
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と考えられます。一つは審議会型で、これまでのやり方です。市が原案を作成し

て委員の皆さんに諮問し、議論を経て答申を受けて決定するものです。これは市

が委員を選任して設置することとなります。もう一つは市民会議型で、今回想定

されているものですが、案そのものを策定する組織です。市が委員を委嘱します

が、公募主体で、行政と市民が協働で進めるものです。この二つは市の基準が該

当になります。第３のものは市民主体型で、市民自らが結成して運営していくも

のです。行政としては支援、協力も考えられます。今回、準備会の答申を受けて

どうするかというところは、この後の考え方となってきます。市の基準では、新

任の場合は６５歳以下の者を、再任の場合は７５歳以下の者を選任することとあ

ります。また、審議、調査の内容に密接な関係を有する団体の代表者、又はこれ

に準ずると認められる者であって、実質的な審議、調査等を行う上で欠くことので

きない時、これを適用しないという規定もあります。更に審議会の審議、調査等

の内容に不可欠かつ卓越した専門的知識又は経験を有している等により、他の者に

替えることができない時にも適用しないという規定もあります。団体の代表者等は

各種団体からの意見を聞く場合で、市議会の議員として入ってくる場合もこれに

該当します。２つ目はいわゆる学識経験者で、これらに該当する場合は、年齢制

限は適用しないとするものです。こうした規定があり、この規定を遵守すること

になっていますので、答申を受けた後、どういう組織体制にするかについては、

答申を踏まえた組織体制となります。説明は以上です。ご質問がありましたらお

願いします。 

委員 今までの議論の経過からすると、年齢制限は設けないということで進んできたと

思います。準備会での答申を受けて市長が判断することとなると思いますが、規定

を厳格に守るかどうかは市長の判断になるということでしょうか。 

事務局 市民公募の際の主体はどこになるかという議論があり、その結論がまだ出され

ていないと思います。全体の答申内容の中で、３つのパターンをふまえて市長が判

断して組織を作ることになります。 

委員 今までの議論は、市民主体で、市民と議会、行政が協働で作っていくという方向

になっているので、フロー図の市民会議型になると想定されます。そうすると設置

基準が適用になると思われるのですが。 

事務局 そうなることを想定すれば、市長が委員を委嘱することになるので、設置基準

を踏まえてこれを遵守するという考えになります。そうなると６５歳以上の者はど

うなるかという議論になりますが、そこを補完する体制づくりが必要だと考えてい

ます。その場合、ワークショップを作るとか、公開討論の場、シンポジウム等、年

齢制限を設けない様々な手段を取ることが必要だと考えています。その場合、基準

を守った上で、幅広い場を構築することを考えて進めたいと思います。 

委員 補完するやり方としては理解しますが、基本的な部分で考えていけば、そもそも

この基準の理由、背景は何か、６５歳以下とする理由は本当に正しいのかどうかを

考える必要があります。市の高齢化率は３０パーセントですから、３割の人を排除

することになります。基準そのものがこれでいいのかを考えるべきだと思います。 

事務局 ６５歳以下とした理由は、６５歳を超える方はこれまでのいろんな検討会、審
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議会に出ていただいて意見を聞く場がありました。また審議会等にはいつも同じ人

が出てきている、若い人が出てくる機会も設けたいということで年齢制限を設けた

ものです。 

委員 今まで議論してきましたが、基本条例の大切なところと、今作らなければならな

いという理由は、市民の権利をいかに大切にするか。協力と参加を得てまちづくり

をする時代になった。分権はそれを求めている。これからは、地方主権という立場

に立つ必要があります。そういう方向で行こうというのがここの出発点であったと

思います。そうすると、市民の権利をどう尊重するかが基本になると思います。こ

こに住んでいない方や外国籍の人もＯＫとし、今までの観念から枠を取り払い、市

民の権利を生かし、参加を得る、自治体を自分のものとする、という流れで議論し

てきました。今、６５歳以上は出てはだめというなら、今の段階でこの基準を出す

のはなぜなのでしょうか。これまでの議論では、６５歳の基準はあるが、これも取

っ払っていこうということできました。本来は今日成案が出せる段階にきていまし

た。これが出てくると、また一からの議論となります。これから何時間もかけてや

るというならいいのですが、こうした基本問題が何故今になってこの流れの中で出

されなければならないのでしょうか。 

事務局 第３回目の会で事務局では、一部のみの説明に終わってしまいました。答申を

受けての判断は、答申を見た上での話となることですので、簡単に答えてしまいま

した。一番想定される公募型で基準との整合性を精査しましたら、６５歳を超える

人でも例外規定はありますが、一般公募は設置基準に該当するとの懸念が出てきま

した。事務局としてはその理解をしていただく必要があると考え、申し訳ないと思

いましたが、設置基準を理解していただいたうえで、なお議論となると想定されま

したので、今回説明しました。 

委員 そもそも市民の中に６５歳で線を切って、権利に制限を加える。公募しても片方

には応じられない。権利に対する制限を加えるということです。基本条例の性格か

らすると、喜多方市としての新しい出発をするには、むしろ線引きをすべきではな

いと思います。憲法の趣旨ではないでしょうか。市の憲法を作ることですから、市

民の権利を最大限守るという方向で作らなければ意味がありません。 

委員長 議論は、会議の中できちんとやった方がよいと思うがどうでしょうか。 

事務局 それでは、議事の一つとして今の問題を議論していただきたいと思います。委

員長の進行をお願いします 

委員長 それでは議長を務めます。議論を続けます。 

委員 今回の問題は、一応こういうものがあるが、基本条例の性格上、そんなにこだわ

ってもらわなくて良かったというのが、説明ではなかったですか。準備会にとって

も基本的問題です。そこをきちんとしないと、基本条例を作るべきだということを

市長に提言もできません。この枠内で考えていこうというなら基本条例は出せませ

ん。最大の問題だと思います。 

委員 基本条例について何日間も話してきました。民主的にしようということで、市民

会議の一般公募をどうするか、住所を置いる人に限らずにともしてきました。それ

がどこに行ってしまったのでしょうか。６５歳で線を引くこと自体が、私は人権問
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題だと思います。高齢化率は、喜多方市は高いです。その中でまちづくりについて

高齢者は真剣に考え、取り組んでいます。線引きは、どういうことから出てきたの

でしょうか。そうでないと議論が最初に戻ってしまいます。 

事務局 二人からの質問は、答申の内容によって基準の見直しができるかということだ

と思いますが。よろしいでしょうか。 

委員 今日、出された基準と基本条例の準備会との格差は歴然としています。準備会と

してはむしろこれを想定していません。年齢制限して公募することはありません。

提言の中身で市長は実施すると思いますが、そうするとこの基準は消えることにな

ると思います。本来なら、年齢や地域等による市民権利の制限が正しいのかという

ことは、むしろ市民から出てきて当たり前だと思います。基準から始まっては基本

条例をつくる意味がありません。市民の権利から出発し、正しく市民に参加しても

らい、自らのものとする、そういう保障をする骨格を作るのが基本条例です。その

前にハードル作ると、最初から基本条例をつくる意義はなくなってしまうというこ

とです。 

委員 同じ考えです。議会としても、この委員会の中で、委員の皆さんの発言や当局の

話を聞いて年齢については、ものを進めてきました。今日示された基準は庁内の発

議があって市長が決めたものだと思います。経過はあるでしょうが、法の下の平等

というならば、これまで議論してきたものにあえて枠をはめるのはいかがなもので

しょうか。ここは基準を考える場ではありませんから、持ち帰って、市長の下にお

いて、この会議及び基準はどうなのかという考え方を示さないと、事務方の方で考

えを整理しないと、話が進まないと思います。 

委員長 年齢については相当な時間をかけて議論してきました。これまではそういうこ

とにこだわらないで十分に議論してほしいという説明で進めてきました。その辺に

ついてはきちんと整理し説明すべきだと思います。時間を設けたいと思います。こ

こで暫時休議にします。 

委員 その前に事務的な質問ですが、設置基準は何年にできたのですか。 

事務局 基準は合併前に旧喜多方市ででき、新市に引き継がれました。 

委員 どんな団体が適用されていますか。 

事務局 例えば条例に基づく審議会、任意の検討委員会等でも適用されています。 

委員長 暫時休議にします 

【休議】 

委員長 会議を再開します。答弁をお願いします。 

事務局 役所には色々な条例、規則、基準があります。この設置基準も事務局としては

守るべきものとなっておりますので、これの説明が不十分でしたので、今回説明し

たところです。その点、説明不足の点については深くお詫び申し上げたいと思いま

す。この基準はあるということです。 

委員長 今までの議論では、年齢は大切な部分でした。基準があるなら、最初から説明

すればよかったわけですが、今の説明に対して皆さんのご説明はいかがですか。 

委員 ここは基準を変える場ではありませんが、今回基準が説明され、今までの議論の

趣旨からすると、見直しも必要だとの趣旨で話しをしました。ある以上は守る立場
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に立つ必要があるかもしれませんが、ここではそうではない議論をしてきて、今、

基準に抵触するとの話がされましたので、皆さんの意見からすれば基準を変えなけ

ればならないのではないかとお話をしたつもりです。 

委員 これまで年齢制限は設けないと決めてきましたが、準備会でそのように提言して

も、今の答弁によれば、基準は守りますということになります。そうなれば今まで

の議論の意味がなくなる結果になりかねません。その辺をどう考えるかということ

ですが、基本的な立場に立てば基準を改めるべきと考えますが、そのことを含めて

市長が検討するとの話がないと先に進まないように思います。 

委員 その前に、条例、規則、法律、憲法をどう位置づけるのですか。議会で決めたこ

とではありません。行政機関の決めごとです。それは条例より下位です。これだけ

は守らなければならないとなると、どちらを優先するのですか。行政レベルの基準

を守らなければならないのですか。あるいはこれを取り除いて対応するのですか。 

委員長 法令、条例、規則の性格を説明してはどうですか。 

事務局 今のご質問は、見直しをするのか、守るのかどうか、どちらが優先かというこ

とだと思います。答申を受けてどうするか、私が申し上げましたのは、私たちが事

務を進めるにあたっては、勝手にできませんので、基準に基づいて進めるしかない

ということです。 

委員 例えば、公募する場合、６５歳以上は駄目と但し書きを入れてやるのですか。 

事務局 今までの公募はこの基準に基づいてやっています。公募は６５歳という基準で

すべてやっていると思います。 

委員 理解できないのは、内規を、審議してもらった準備会の意見よりもなぜ重視しな

ければならないのかということです。条例よりも強い根拠は何でしょうか。最優先

で守る根拠は何でしょうか。特別な審議会を別にして、通常の審議会で年齢制限を

して、住民から訴えられたら裁判では負けるのではないですか。よっぽどの動かし

がたい根拠がないなら、そんなに主張できますか。 

事務局 それぞれ制定の仕方があります。この時点で私が、変えるとは、立場上言えま

せん。そこは理解をお願いしたいと思います。例えば条例は議会の決定がないと効

力がありません。そのように定める手順がありますので、この段階ではそうしか言

えません。 

委員 この段階だけということですか。ここで決まり、提言が出れば見直しもやぶさか

ではないということですか。 

委員 事務方に言えるはずはありません。 

委員 今、基準があるということで、適用されるとは言わなかったですね。市民会議型

が基準の適用をされるかどうかという議論が必要です。今ある設置基準は市民会議

型を想定していないはずです。行政主導でなく審議会を設置するのは今回が初めだ

と思います。市長が委嘱するとしても基準が適用されない組織を設置すべきだと準

備会が答申すればよいのではないでしょうか。後は、市長の考えになると思います

が。今のところ、事務サイドでは答えることができませんので、後は準備会の考え

をまとめればよいと思います。 

委員長 喜多方市は高齢化率が高いです。１３５自治体で基本条例を作っています。そ
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の中で年齢制限しているところはあるかとか、高齢化率はどうかとか出してもらっ

てはどうでしょうか。時間がかかっても仕方ないですから。 

委員 今までの審議の中で事務局の説明に誤りがありました。その時点に戻って、年齢

制限をしないということが誤った事務局の説明で導き出されたことを問題にしな

いと、その先の話をしてもしょうがないと思います。 

委員 説明不足で、年齢制限を設けないとなったということでしょうか。 

委員 その結論はわかりませんが、そういうことではありません。第３回準備会で基準

に拘束されないのかと質問したところ、議論してもらってよいということでした。

だとすれば答弁は間違っていたということだと思います。基準があるということか

ら議論すべきだったのであり、その部分だけここに戻るということです。説明不足

ということでなく、その点は間違っていたと話をしないと話がややこしくなります。 

委員 重要なのは、市民の権利を年齢で剥奪する根拠がどこにあるかをはっきりさせる

ことです。そうでないと行政は権利をどう考えているのかが我々には理解できませ

ん。この場は、市民、行政、議会がそれぞれにその場で一生懸命やりながらも、枠

を超えて、全体化すべき時ではないかということで、三者全部がここに集まって話

を進めてきたのです。理解できないのは、どんな理由で制限したのかということで

す。その理由が明確にならないので、これがあること自体が壁になるのではという

不安を持ってしまいます。これはいい問題です。ここを突破しないと基本条例をつ

くる意味はありません。 

委員長 今の話は、基準を作った時の基本理念はどうだったのかということと、審議の

過程で、事務局でどう間違っていたのかということですか。 

委員 我々は議員ですから、基準があればその範囲でやるしかありません。ないのであ

ればまた議会で議論して決めていかなければなりません。ここは審議会ですから、

市の条例、規則、基準を守って結論を出さなければなりません。第３回の答弁は重

大だったと思います。基準があり、条例等の審議会もそれでやってきたというなら、

基準に従わざるを得ないと思います。 

委員 市が決めて来た基準の枠内でやらなければならないとのことですが、議会は行政

のやっていることが、権利や社会情勢から見た場合、正しいかどうかチェックする

ことが最大の任務だと思います。私たちは、基本条例について検討してきて、これ

が今出てきたので、なぜ人権を制限するような条項が存在しなければならなかった

のか、今後も存在するのかどうかが分からないので、その理由を聞きたいのです。

それを聞けば、賛成か反対かと判断できます。これは基本条例を作る時の出発点だ

と思います。行政の在り方を市民の立場でチェックするのが、基本条例の大事なポ

イントですから。 

委員長 年齢制限は人権上問題とのことですが、制限が上か下かもありますが、あると

ころもあるようです。それと第 3 回目の事務局の説明について問われていますので

再度説明をお願いします。 

事務局 間違いではなかったかということですが、3 回目の会議では、次の市民会議に

ついては準備会で決めてもらえばよいと答えました。先に、次の組織については３

パターン想定されると申し上げました。その中には今までやったことのない市民会
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議型もありました。基準があるので基準を守った形で議論してくださいということ

は、その段階では議論の誘導をするおそれがあるので、その程度の説明にとどめさ

せていただきました。説明不足により今回迷惑をかけ大変申し訳ございませんでし

た。年齢制限の理由は先の説明と同じで、同じ人の制限、できるだけ若い人の意見

を聞くという観点から設けたところです。基本条例に制限を設けるべきかどうかは、

基準がありますので、それに基づいてやるということです。 

委員 再確認ですが。基準の理由で、できるだけ沢山の人に参画してもらいたいので年

齢を制限したというのは、論理矛盾ではないですか。質が違います。１８０度違い

ます。沢山の市民を結集してやりたいというなら、６５歳以上の制限自体が、その

理由と合いません。そうなら市民会議は見直しをするいい機会です。今日変えます

とは言えないにしても、そういう受け止め方をすべきだと思います。3 回までは行

政もそういう受け止め方をしていたと思うのですが。 

委員 論理矛盾についてですが、こういう基準をもっている団体は、年齢の違いはあり

ますが、喜多方市以外にも色々あります。一般的には、市長が任命する審議会、検

討委員会の委員が、長期にわたって同じ人が務める弊害を排除することが先ず大き

な考え方です。市民会議に適用させるかどうかの問題はありますが、今の事務局の

考え方としては、基準があるので、市民会議でも適用させることになるということ

だと思います。 

委員 先の説明では、審議会型と市民会議は基準が適用になると説明がありました。そ

うすると、審議会型だけを適用するとするなら皆さんも納得できると思うのですが、

市民会議も拘束されるのでは、それでいいのかということになり議論が先に進まな

くなるように思います。 

事務局 そういう組織には、審議会なので名称は別にして基準が適用されるということ

です。 

委員 今までの準備会の議論では市民会議型となりますが、それでも６５歳が適用され

てしまうことになります。自治体の憲法を作ろうという時にそういう制限を設ける

ことはどうなのか、それをきちんとしなければ提言としてまとめることに至らない

のではないでしょうか。 

委員 ３回目の時の事務局の回答が、準備会で決めてもらえばよいということでさっと

流れてしまいました。それで年齢制限しなくてよいとなったので、そこに立ち返っ

て議論して、やっぱり年齢制限をするべきではないと準備会で整理されればよいと

思います。振り出しのところがボタンの掛け違いとなっているということです。 

委員 第３回に戻るにしても、今回こういう提起があって基本的なことで、準備会で議

論できるのであればかえってよかったと思います。ただ多くの皆さんの受けとめは、

準備会で決めればよいということだけで年齢制限を設けないこととしたとは思わ

れません。確かに議論不足はあったかもしれません。ただ結論は同じことだったと

思います。 

委員 ここで決めればよいということですが、市民が自分たちで発議して立ち上げるの

であればそれでも良いのですが、これはあくまでも市長発議でやっているものです。

市長が自分で決めた基準を守らなくて良いということになっては、それこそ論理矛
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盾になるのではないでしょうか。今は規則がありますので、その規則自体が問題で

あるというなら別な場所で規則を問題にするしかありません。市民会議について審

議してくださいというなら、市の条例等の枠組の中で考えるしかないと思います。 

委員 基本条例は市民の基本権の問題です。年齢制限を設けて公募というのはどうかと

思います。基準は絶対に改正できないというのが、事務局の考えでしょうか。年齢

制限を設けないとする提言を市長に出してみるということで、通るかはわかりませ

んが、その辺で意見をまとめるしかないと思います。基準を崩せということではな

く、見直しの可能性がないかどうかを探りながら進めるようにお願いしたいと思い

ます。 

委員 基本的に遵守する立場というものはあると思いますが、逆に変えろというような

議論をしている訳でもありません。いずれにしても整理していかなければなりませ

ん。時間がかかっても、皆さんの意見を踏まえながら当局の方で検討する時間があ

ってもよいのではないでしょうか。変えることも含めて、事務方の検討や市長の政

治的判断もなければこの場では進まないと思います。 

委員 基準は、市民会議型には適用されないと考えます。基準の審議会等の定義には、

法律、条例、要綱により設置するものとあり、市民会議については何も書いてあり

ません。基本条例に関する審議会なら適用されますが、そもそも市民会議自体への

拘束は何も書かれていないと思います。市民会議を作るに際して要綱をこれから作

ろうとしているわけですから。 

委員長 今の質問について回答をお願いします。 

事務局 準備会の提言で市民会議型となると、市民会議の要綱を制定して、市長が委嘱

して作ることになります。やはりこの基準の審議会等に該当することになります。 

委員 平行線では議論になりません。こちらで該当しないと理解しても、今の答弁では

該当するということなので。 

委員 私たちの目指している方向からすれば、市民会議型になると思いますが、そうで

あるなら基準が該当しない、適用させる必要はないと思うのですが。 

委員 我々が委嘱された時点で基準が度外視されたことは、準備会ではそういう方向で

市民会議の骨組みを作ってくださいという意識でやられたと理解しているのです

が、市も基準がありながら、基本条例を作るので、慣例を超えてやったのかと思っ

たのですが、今になって基準にこだわられているのが辛いです。ただいい基本条例

を作ろうしている上で、基本的な議論ができてよかったとは思いますが。 

委員 市民会議型は基準に該当させるべきではないというのが、ここの大方の考えだと

理解するのですが、そういう解釈について市長含めて検討するというなら次回に持

ち越すこともいいです。そこで駄目だというならまた一から議論するしかないので

すが。 

委員 自治基本条例だからいいものを作りたいという思いがあるのですが、基本的には

他の条例と同列です。そうなら、他の条例の審議でやってきたものを変えるという

なら、その前段にやるべきことをやっておかないと、やはり規則の中でやるしかあ

りません。皆さんの思いのようなことをやるとするなら、その前にクリアーしてお

かなければならなかったと思います。それを前提にするしかありません。これが議
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会の議員の立場としての意見です。議会の意見もそのようなものだと私は思ってい

ますが。 

委員 この基本条例がなくても市民は餓えたり死んだりはしません。ということなら、

今討議していることが最大限活かされるような状況が起きなければ作るべきでは

ないという答申をするというのが私の意見です。 

委員 今までこの市民会議型をもとにして考えてきました。市民から聞く耳がないので

はここで一生懸命議論してもしょうがありません。市長がそれに対して皆と一緒に

同じテーブルで考えましょうとなればいいのですが。どうでしょうか。今、議会の

考えも聞きました。私も、これまで色んな団体の人の声を聞いてきましたが、自治

に関する最も大事な基本条例を考える時に、本当に市民のものにするべきだと思い

ます。それが今迄の流れに沿ったものにするなら、これまで時間をとる必要はあり

ませんでした。事務局のレールの上でイエスかノーを言えばよいことです。 

委員 事務局の上にのってやっていればそれなりのものができます。しかし今回、市の

基本条例ということで、市のオリジナリティを入れなければなりません。自分の関

わったものに誇りをもちたいです。であるなら基準を適用しないようにできません

か。うまい方法はないのでしょうか。 

委員 今まで年齢等について多く議論されてきました。議会としてはこの議論を持ち帰

って全員協議会等で対応していきたいと思います。今日は、議会は議会の立場とし

て伺っておきたいと思います。 

委員長 他にありませんか。 

委員 基本条例は市の憲法です。既成の法体系に本来は縛られません。言ってみればこ

れから卵を育てていこうという状況です。今ある制度で縛ろうとするのでは、将来

作られるであろう基本条例が意味をなさなくなります。全くのスタートに立ってい

るとの感覚でいいと思います。基準があるからそれを踏襲しなければならないとい

う発想はないです。準備会は、それぞれ一市民として参加しています。それぞれ意

見を出し合って、答申を出すということでいいと思います。いちいち議会の決議を

待ってこの会の議論が進められるなら、最初から議会だけでやってほしいと思いま

す。議会提案の基本条例もあります。市民が参加するからこそ意味があるとは思い

ますが、議会は議会で基本条例を検討してもいいです。それを出し合う。それも市

民が何を選ぶかにかかっているのですから。いちいち議会の反応を待っていては、

議論が進みません。 

委員長 だいぶ時間も経過しました。結論を導く方向に行った方がいいと思いますが。 

委員 今までも６５歳の基準はありました。今これだけ大事な、市の基本条例を作ると

いう時に、これで拘束されたとなったら、女性の６５歳以上で活躍している人はか

なりいますが、そういう人たちは大きな憤りをもつと思います。そんなところでな

ぜ差別するのか、なぜ年齢で切るのですかということは、ちらちら出ています。こ

れは基本条例の内容として主要な課題になると思います。 

委員長 他にありませんか。なければ、市の憲法をつくるということなので、市民本位

のものを、広く市民の参加を求めるという発想の中で、今まで時間をかけて真剣に

議論してきたと思います。ですから公募は絶対必要です。今、基準があるという話
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でしたが、広く市民の登用を認めるのが筋だと思います。ですから、そういった申

し入れを入れてまとめていってはどうでしょうか。今まで議論したことを市長に十

分伝えていただく、議員の人には議会で説明していただく。そういう道筋をえらぶ

のがよいと思いますが、いかがでしょうか。 

  （異議なしとする声あり） 

そういうことで、年齢についてはそのようにしたいと思います。次にスケジュール

等について議題にします。 

事務局 今の問題が整理されないとスケジュールまでかかれません。今いただきました

ご意見については再度の会議が必要となります。会議の日程は、委員長・副委員長

と調整して決めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長 それではこれから提言書の作成に入るわけですが、委員長と副委員長で案を作

成させていただいて、事前に皆さんに配布したいと思います。それを皆さんに十分

検討していただいて、次回にいい意見を持ち寄っていただいて、最高のものが提言

できるようにご協力をお願いしたいと思います。そのようなことでよろしいですか。 

  （異議なし） 

  それでは、次回の日程は後日連絡いたしますので、よろしくお願いします。  

事務局（司会） 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） 


