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●第 12 回稚内市自治基本条例審議会 議事録 

（と き） 平成１８年１０月３日（火） １８時００分～２０時３０分 

（と こ ろ） 市役所本庁舎３階市長会議室 

（出席者） 横山委員、中田委員、斉藤委員、金村委員、飯田委員、花田委員、 

岡部委員、渡邊委員、今田委員、田辺委員 

〔事務局〕 政策経営室 表室長、中川主幹、布施副主幹、渡邊副主幹、佐々木主事 

〔傍聴者〕 なし 

１ 開 会 

（政策経営室主幹） 

それでは、ただいまより第１２回稚内市自治基本条例審議会を開催いたします。 

本日は２名が欠席となっております。よろしくお願いいたします。 

２ 審 議 

（１）条例項目に盛り込む内容・考え方 

(会 長) 

今日が第１２回目の審議会です。一昨日に引き続き、お忙しいところありがとうござ 

います。 

前回は、『市民の権利』、『市民の責務』、『市長の責務』、『市職員の責務』まで終わ 

りました。コミュニティの部分で「まちづくり委員会」の扱いをめぐり、かなり意見が分か 

れているということでペンディングになっています。市（事務局）から、もう少し「まちづく 

り委員会」について説明させていただきたいとのことですので、その上で審議会の中で 

「まちづくり委員会」の扱い方、コミュニティ全体をどのように考えていくかということを議 

論したいと思います。 

それでは事務局から説明して下さい。 

(室 長) 

先般の審議会でも、「まちづくり委員会」についての議論がなされましたが、自治基 

本条例を作ろうという大きな考え方の基本となったのは、やはり、本市においては「まち 

づくり委員会」という考え方があったからです。そういう中では、稚内市の持つポテンシ 

ャルとして、是非「まちづくり委員会」の位置づけを明確にしたいという思いがあって、 

当初から庁内的にもこういう発言をさせていただいておりました。それについて説明を 

させてください。 

資料はまず、時系列になっています。
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平成 11 年 6 月、現市長が当選したときの所信表明の中で、「地域のコミュニティ活動 

を充実すれば地域の教育力も回復する。このため、拠点となる多機能なコミュニティセ 

ンターが必要である」と述べております。地域活動拠点センターという考え方はここから 

来た話であります。 

平成 12 年 3 月、市長が初めて一年分の予算を作るという際の市政執行方針の中で 

「市民一人ひとりが自分の街を愛し誇りを持てることが大切」という意味で、『まちづくり 

委員会』を設置するということを述べました。この組織は、市民の主体的なまちづくりを 

推進するための母体となるものだということで、稚内市を一定の地域ごとにゾーン化し、 

そこには市民として職員も入って、共に考えて解決していこうとするものです。 

平成 12 年 9 月には、民生文教常任委員会で石川市民生活部長（当時の担当部長） 

が、地域の住民の自主的な検討組織である「まちづくり委員会」を提案しました。市民 

と行政を繋ぐパートナーシップを築く上で、これを核として充実化し制度化して確立を 

図っていくとしておりまして、ここで初めてパートナーシップという言葉が使われました。 

同じ年の（平成 12 年）9 月の一般行政報告の中で市長は、「市民が市政に参画して 

いただく」ということばを初めて使い、「まちづくり委員会」を提案しました。「市民と行政 

が一体となり、地域が抱える問題を市民の視点から話し合い、解決策を検討していた 

だき、その結果が市民に反映されることを期待する」ということを述べています。 

それから、平成 13 年 3 月の市政執行方針のなかで、「市民の皆さんがまちづくりに 

参加できる市政の仕組みを作るという意味合いで、「まちづくり委員会」を提案した」と 

言っております。 

平成13年12月の一般行政報告では、「市民と行政が協働で取組む。元気いっぱい 

の稚内をつくるために「まちづくり委員会」を提案した」となっております。 

このような形で、市長の発言で一貫しているのは市民参加ということです。 

まちづくり委員会の目的は、過去の発言からすると、地域コミュニティづくりの一環と 

いう考え方と、パートナーシップということを重点として協働のまちづくりをしていこうとい 

う 2 点が、大きなまちづくり委員会の目的だと考えております。これは今も変わっていな 

いと考えております。 

そういう中で、当時からまちづくり委員会条例をつくるという話をずっとしてきました。 

議会の中でも「それであれば、条例をつくるべきだ」という話がありました。当時は、コミ 

ュニティ条例、市民協働条例、市民活動推進条例、市民参加条例などといったものを 

念頭において、まちづくり委員会条例のようなものをつくろうという考え方でずっときま 

した。
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それから、第 3 次総合計画の中にも、「地域のことは自らが選択して決定するという、 

地域の主体性と責任に基づくまちづくりを進めます。」ということが入っています。 

ただ、実際にはこれをつくると言いながら、なかなか条例が出来ないできたというの 

が現状で、「まちづくり委員会」そのものが、皆さんのご指摘があったようにまだ市民の 

中にきちんとした方向付けがされなかったということについては、我々も率直に認めな 

ければなりません。しかし、「まちづくり委員会」の理念というのは、当然稚内市が今後 

協働のまちづくりを進めるために核となる手段であり、そして、「参画・協働」という理念 

はまさしく住民自治そのものを実現するためのものだと考えています。 

（そのような反省に立って、今後市としてどう進めていくかですが、）だからこそ、自治 

基本条例というものの中に「まちづくり委員会」というものを明確にし、その中で新たに 

個別条例を作っていくというかたちで市民参画の活動をより充実させていく必要がある 

のだろうと考えております。我々としましては、皆さんには申し訳ないのですが、自治基 

本条例の中に送り込んでしまったという中で、この条例を制定する前に、自治基本条 

例の中で明確にしようということで庁内的に論議をしてきたところです。 

我々としましては、是非自治基本条例の中に明確に「まちづくり委員会」というものを 

規定していただきたいということです。 

(会 長) 

ありがとうございました。前回、審議会ではこの「まちづくり委員会」をめぐって、色々 

な議論がありました。 

ただ、1 つは定着していないこと、将来の方向性としては「まちづくり委員会」というの 

は重要な意味を持つのかもしれませんが、当初想定していたビジョン通り進んでいな 

い、また今問題なのはこれを実現していく手法が制度として定着していない、と課題も 

たくさんありますので、定着させる努力をする方が先なのではないかという気がしない 

でもないですし、町内会などとの関係をまだ整理しきれていないのではないかという気 

がします。いずれにしましても、自治基本条例の中では「まちづくり委員会」をどのよう 

に考えていくべきなのか、ということで少し議論をしていただきたいと思います。 

自治基本条例というのは、これから条例の位置づけをする時に、一般的には「まちづ 

くりの憲法」や「最高規範」としているところが多いわけです。そうしたときに、まちづくり 

の憲法である自治基本条例に「まちづくり委員会」を規定することが必要なのか、また 

規定するとしたらどのように入れ込んでいくのがいいのか、ということについて議論して 

いただきたいと思います。 

(委 員) 

今の説明を聞いていて話はよくわかりましたが、「まちづくり委員会」の設置、推進と
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いったことが、純然たる市民活動には遠いなという感じがしたのと、現在、様々な問題 

を抱えている（認知の低い）中で、これを自治基本条例の中で明記するというのは…。 

各種市民活動の中の1つということであれば、捉えることはできると思いますが、独立 

させて表現することには問題が多いような気がします。 

(会 長) 

つまり、あまり定着していないものを最高規範性のある自治基本条例に入れるという 

のは時期尚早ということでしょうか。 

(委 員) 

内発性が薄いと思います。住民が主体というわりには行政主導で始まったものです 

し、それであれば「まちづくり委員会」があるということは厳然たる事実ですので、並列 

にして扱うということであればいいと思います。 

(委 員) 

先日のお話で、並列で「まちづくり委員会」を書いて、次に「まちづくり委員会」とはこ 

ういうものです、とピックアップするような意見がありましたが、私はそれがいいと思いま 

す。 

(会 長) 

これは非常に難しい問題なのですが、まちづくりの憲法ということになりますと、どうし 

ても、定着していないものや市民の間で普遍的になりきれていないものをピックアップ 

して入れるというのはちょっと馴染まない感じはします。 

いわゆる「まちづくり委員会条例」などがあれば別ですが、そうではないので、どうか 

なという感じがします。今まで自治基本条例はいろいろな自治体で作っていますが、 

具体的な自治体の施策で成果を収めてきたものなどを踏まえて、それを自治基本条 

例に組み込むというのが一般的です。入れるとしたら並列でという考え方が多いので 

すが。他の委員の方はいかかですか。 

(委 員) 

「まちづくり委員会」についてどんなものか初めて知りました。大枠では理解していた 

のですが、実際に「まちづくり委員会」に参加しても具体的に説明していただけなかっ 

たのでわかりませんでした。 

ただ、この「まちづくり委員会」の趣旨を読んでいると、一体的な地域住民の意見な 

どを反映していけるかもしれないと思ったのですが、項目をつくって条例に組み込むと 

なりますと、自分としては実感が湧きません。今の活動をどう発展させていくかというこ 

とを、一住民として改めて考え直しましたので、（議事録の中にありました）並列的な扱 

いをして、「そのまちづくり委員会を発展させていきます」ということまでであれば、納得
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できます。 

(委 員) 

前回の意見と変わっていません。○○委員がこの「まちづくり委員会」に重点をおい 

て考えてらっしゃったと思います。市のほうでは、どういうかたちで入れることを希望さ 

れているのか、はっきりわからないのですが、入れるとしたら、今の□□委員と同じよう 

に、まず、ある条文の 1 項に並列的にコミュニティの 1 つとして書いて、その後の項（第 

2 項）でこのまちづくり委員会を今後どのように活用していくか、このように努めていくと 

いうようなかたちで入れるまでであればいいのではないかと思います。 

というのは、逆にいうと、市民は「まちづくり委員会」というものを、存在なり内容なりを 

知らないという人が多数だと思いますので、むしろこういうものが行政（市）と市民との協 

働を推進するものとしてあるのだという存在を、少しピックアップして示してもいいと思 

います。ただ、それを今まるで正規に動いているかのような書き方をすると誤解を招く 

ので、「こういうものを設置してあって、それが今後このようになっていくよう努める」とい 

った表現であればいいのかなという気がしています。 

(委 員) 

私は当初より、この「まちづくり委員会」に参加している一人ですが、今でも元々ある 

町内会との区別がなかなかつきづらいのが悩みです。一般住民の方々もやはり同じ感 

覚であり戸惑っている部分はかなりあります。ですので、本当はやはり「まちづくり委員 

会条例」のようなものが最初にあるべきだと思う。作っておいて欲しかったと思います。 

それで具体的にこの基本条例にどのように盛り込んでいくかですが、本当に市として、 

真剣な気持ちで市民の参画なり協働の場としてこれから「まちづくり委員会」を発展さ 

せていくよう努力する、という強い意気込みがあるのなら、各団体の中に並列させて名 

前を載せた上で、2 項に載せるのか、説明に載せるかはわかりませんが、「こういう団体 

があり、市としては今後これを中心として、協働のまちづくりを進めていきたい」というの 

はあってもいいと思います。 

(委 員) 

確かに「まちづくり委員会」ができた時に、それぞれの町内会の方々が、行政懇談会 

や地域懇談会といったものが過去にあったのになぜ今更「まちづくり委員会」を作らな 

ければならないのか、ということを心配されていました。また、理解されていない部分は 

あったと思います。皆さんの意見を聞いて、総合的に判断をしますと、並列がベターで 

はないかと感じます。 

(委 員) 

町内会やボランティア活動と「まちづくり委員会」とは違うものではあると思うのですが、 

如何せん、今まで浸透してきませんでした。たぶんこれは、行政主導でまちづくり委員
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会の中に夢中になる人間を一人でも二人でも作っていればこういうことにならなかった 

のでしょうけれども、今更そういうことを言ってもしょうがないことですから、「町内会やボ 

ランティア活動とまちづくり委員会は違う」と言う上での並列といいますか、「別なコミュ 

ニティなんです」という表現ができればと思います。 

(委 員) 

並列でいいと思います。しかし、今まで何年かかけてやってきたものを、あまり実りは 

なくても、進行しているものであれば尊重したほうがいいと思います。ただ、並列型で 

載せておいて、何年か後に見直しをしていけばいいのではないでしょうか。 

(会 長) 

おそらくこの自治基本条例の場合は、これから議論する「見直し条項」もありますので、 

そういう手法は十分取り入れることが出来ると思います。 

それでは、皆さんほとんどといいますか全員と言っていいくらいですが、並列というご 

意見でした。私の方で以前の議論から最大公約数でまとめようということで第 4 回の委 

員長メモを用意したのですが、この前の議論の雰囲気と全く同じですので、これをその 

ままご提案したいと思います。コミュニティの（３）になります。 

『市民と市は、町内会、ボランティア団体、老人クラブ、文化・スポーツなどの団体や 

サークル、まちづくり委員会など、コミュニティ活動を担う団体を守り育てるように努め 

る必要があります』という表現でどうでしょうか。○○委員などから、並列させた上で、 

まちづくり委員会をピックアップして、という意見がありましたけれども、それについて 

は説明文（解説文）の中で入れるのが適当ではないかと思います。ピックアップという 

方もそんなに多くはないので、そのように収めたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

つまり、項目には入れないということです。 

文章もこういう表現でよろしいでしょうか。では、（３）について、「町内会、ボランティア 

団体、老人クラブ、文化・スポーツなどの団体やサークル、まちづくり委員会」と書きま 

したが、これ以外に具体的に入れたほうがいいものはございますか。 

(委 員) 

「まちづくり委員会など、多様なコミュニティ活動～」としてはどうでしょうか。 

(会 長) 

わかりました。 

(事務局) 

「市民は～」という表現をしていますが、最初の「市民」の定義で各種団体も含めて定 

義していますので、ダブった表現になるのではと考えられますが。
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(会 長) 

それでは、「市民」を取って、「市は・・・」でいいですか？ 

でも、ここではどうしても曖昧な部分もあると思いますので、「市民」をいれていいので 

はないでしょうか。 

(委 員) 

わたしはいいと思います。「各種団体が各種団体を守り育てる」ということであっても 

おかしくないと思います。 

(会 長) 

では、ここはそのままにして、コミュニティ活動の前に「多様な」という文言を入れると 

いうことでよろしいですね。 

全体的に「コミュニティ」をまとめましたが、具体的な活動を書いた方がいいというご 

意見が多かったので、その内容について議論していただきたいと思います。私のメモ 

では「市は、市民相互の親睦、高齢者の介護、子育て、防犯・防災など、まちづくりの 

担い手である地域のコミュニティの重要性を認識し、その自主性・自立性を尊重しな 

がら、必要な支援を行う必要があります」としています。 

この文章でどうでしょうか。他に何か入れるべきものありますか。 

(委 員) 

前に○○委員がおっしゃっていた「生涯学習」を入れるのはどうでしょうか。 

コミュニティの中で、文化・スポーツを含め、生涯学習は大きいのではないかと思い 

ます。 

(会 長) 

順番も含めてあとで考えますが、入れてもいいかもしれませんね。 

(委 員) 

「団体間の連携」について必要だと思うのですが。 

(会 長) 

活動団体間の連携は、『協働』の方でいれました。 

(委 員) 

その件で、「市民の義務」というところで言及し忘れていたことがあるのですが、前に 

入れた文というのは、「市」があくまでも団体同士の連携が図れるようにという、主体が
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「市」だったと思います。活動団体や個々の市民を主体にした言い方をどこかで入れ 

なくては、と思っていたのですが、前回言うのを忘れてしまい、申し訳なかったのです 

が・・・。たぶん、活動団体や市民を主体にした文章は入っていないと思います。 

(会 長) 

わかりました。それはあとで議論しましょう。 

では、続いてコミュニティについてですが、用語の定義についてするか、しないかで 

す。いきなりコミュニティ活動と入ってしまうのがいいのか、用語の定義をするほうがい 

いのかということで、私のメモでは、参画・協働などと一緒に、用語の定義をしたら良い 

と思いまして書いています。ただ、そのときに、用語の定義といっても、「コミュニティと 

は・・・」という定義よりは、もう少しコミュニティ活動に力点を置いて定義をしたら良いと 

思いまして、「コミュニティには、居住する地域を単位とした町内会などや、テーマ別に 

活動しているボランティアグループをはじめ、多様な組織を含みます」という表現にし 

ています。どちらかというと、団体や組織というニュアンスで書いています。 

(委 員) 

私はいいと思います。やはりコミュニティについて何かしらの説明がないと市民の 

方々もわかりにくいと思います。前々回、○○委員から社会学的にコミュニティの説明 

をなさっていた部分はわかるのですが、あくまでもこの条例における定義ということであ 

れば、ここではこう取り扱うということであればいいと思います。 

(会 長) 

そうですね。皆さんの議論もコミュニティ活動が基軸になったものでしたので、学問 

的にはいろいろとあるとは思いますけれども。 

(委 員) 

私も、自治基本条例の三原則を補完するためにも「コミュニティ」を総則で謳って欲し 

いと思っていましたので大賛成です。 

それから、コミュニティの解説の中に「～ボランティアグループをはじめ、心豊かにす 

る多様な市民活動～」という表現を入れていただけたらと思います。多摩市のコミュニ 

ティの解説が私にはすごく良かったので。 

(会 長) 

多摩市は「コミュニティとは、市民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目 

的として自主的に結ばれた組織をいいます」としていますね。 

「心豊かな生活を目指して自主的に結ばれた多様な組織」ぐらいのほうがいいので 

はないでしょうか。
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(事務局) 

町内会は「自主的に結ばれた組織」としていいしょうか。もう一つ、「心豊かにする」と 

いうのはどういうことを言っているのかを解説で説明しなくてはならない部分がありま 

す。 

(会 長) 

「心豊かな生活を目指した」ならば、問題ないと思いますが、まずいでしょう 

か。「心豊かな」を定義する必要はあるのでしょうか。 

(事務局) 

定義ではなく、説明が必要になるのではと思ったものですから。 

(委 員) 

それぞれが感じればいいことだから、「幸せになる」ということとイコールなわけですか 

ら。それぞれ違うと思います。 

(会 長) 

「自主的な」という部分はどうしましょうか。 

(委 員) 

「心豊かな生活を目指して結ばれた・・・」としてはどうでしょうか。 

(会 長) 

いいですね、ではそうしましょう。 

「心豊かな生活を目指して結ばれた多様な組織を含みます」という表現にします。 

それから、独立した章ではなく、『参画・協働』の章の中に 1 条設けるとしましたが、 

「コミュニティ」を独立した章にするのかというのも議論になりましたが、どうでしょうか。 

文量のバランスを考えても、「コミュニティ」を『参画協働』へ入れたほうが落ち着きが 

いいのかなと感じまして、私は（２）のとおり、１条ということにしたのですが。 

ここも皆さんで議論いただきたいと思います。 

(委 員) 

イメージとしては、自治基本条例の基本原則は「市民参加」「協働」「共有」であるとい 

うお話であったので、それを進めていくために、一番大切なものがコミュニティ活動だと 

思います。先ほどのまちづくり委員会の説明にもありましたけれども、まちづくり委員会 

を進めていくうえで、条例化して進めていければ、もっと浸透度も高まるだろうというお 

話でしたが、純粋な市民活動を市民発議のもとに進めていくには、たくさんの障害があ 

り、なかなか難しいと思います。まちづくり委員会を進めていくうえでの難しさもそこに
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出てきたと思います。だから自治基本条例が必要になってきて、なお且つまちづくり委 

員会の個別の条例も必要だということに行き着いていると思います。であれば、コミュニ 

ティ活動が絶対に必要だと思うので、できたら章立てにして欲しいと思います。 

(委 員) 

市民の理解度の問題だと思います。さきほどの「まちづくり委員会」と同じで、いい事 

を言っているのだけれども実施していない、あるいは意味がわからない、というものは 

前面に出すべきかどうかということだと思います。「コミュニティ」という言葉が市民に浸 

透しているのであれば章立てでもいいですが、これからやっていくという目標的な意味 

合いであれば『参画協働』へ含めるべきという感じがします。 

(委 員) 

色々な自治体の条文を見ていて思ったのですが、突然「コミュニティ」が章立てで出 

てくると、コミュニティの意味はわかるけれども、コミュニティが自治基本条例の目指す 

ものの中で、どういった役割をしているのか、なかなか出てきません。 

先ほど○○委員から『参画・協働』の協働のなかでものすごく重要だということでした 

が、それはその通りだと思います。そうだとすると、むしろ協働のところに入れたほうが 

コミュニティの役割が明確になるのではないかと思います。 

(会 長) 

参画・協働というのは、自治基本条例の非常に重要な要素です。私も参画協働をし 

ていく上で非常に重要なものであるがゆえに、むしろ参画協働に入れていったほうが 

よいのではないかと感じました。 

コミュニティというのはなかなかわかりにくいものでありますから、だから用語の解説も 

するのですけれども、ただ、思いはあるけれども、なかなか住民全体に浸透しづらい部 

分はある、ということが言えると思います。 

(委 員) 

手段として扱うのであれば、章立てではなくて、協働の条文の中でいいと思います。 

(会 長) 

それでは、多数意見が参画協働へいれるということですので、「参画の推進」「協働 

の推進」の次に「コミュニティ」を入れる形とします。 

他に、大きな問題として議員の責務、子育ての関係、活動団体の連携等があります。 

先に、活動団体の連携について議論しましょう。 

これについては、先日、事務局の方から案が出され、活動拠点の確保など、「市」の 

ほうの話は出ていました。それに対して、市民同士・活動団体同士の連携についてど
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こかに入れられないかということですね。どのように入れましょうか、「参画」「協働」の条 

に入れるか、「コミュニティ」という条に入れるかということになりましょうか。 

(委 員) 

この問題は、団体相互だけではなく、個々の市民相互の問題もあると思います。前 

文の検討をしたときに、「互いに信頼し合って～」という文言がありました。それはまさに、 

市民個々が互いに信頼し合って参画していきましょうという趣旨だったと思います。そ 

のあたりと関わってくる気がしますので、「コミュニティ」に入れてしまうとちょっと狭いと 

いう気がします。『参画・協働』の推進か、『市民の権利・責務』のどちらかがよいのでは 

ないかと思います。 

(会 長) 

『市民の権利・責務』については、どのようにまとまりましたか。 

(事務局) 

「市民は、個々の実情に応じ、自分のできる範囲でまちづくりに参画するよう努めま 

す。」「参画にあたっては、自らの行動および発言に責任を持つものとします。」という 

文章です。 

(会 長) 

その後に、市民同士・活動団体同士の連携について入れることは可能ですね。 

(委 員) 

2 項を、「参画にあたっては、自らの行動および発言に責任を持ち、互いにそのまち 

づくりの活動を尊重し合い、対等の立場で協力してまちづくりに参画するものとしま 

す。」としてはどうでしょうか。 

(事務局) 

「市民は、参画にあたっては、自らの行動および発言に責任を持ち、互いにそのまち 

づくりの活動を尊重し合い、対等の立場で協力してまちづくりに参画するものとします」 

となりますね。 

(委 員) 

「助け合い」は入っていませんね。 

(委 員) 

入っていません。尊重しあい、協力するということです。
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(会 長) 

『市民の責務』に入れたほうが、すわりはいいでしょうね。『協働の推進』には市の側 

から書いていますから。 

もう少し短くなるといいのですが。「参画に当たっては、～参画するものとします」という 

のは重複していますね。 

(委 員) 

「協力するよう努めるものとします。」でいいですね。 

(事務局) 

第 1 項では「自らの行動」、第 2 項では「まちづくりの活動」と言う表現になりますが、 

問題はないですか。 

(室 長) 

「発言と行動」を 1 つの意思疎通の慣用句だと考えればいいのでは？ 

そして、「互いにまちづくりの活動を尊重し合い～」としてはどうか。 

(会 長) 

そうですね。 

では、「市民は、参画にあたっては、自らの発言及び行動に責任を持ち、互いにま 

ちづくりの活動を尊重し合い、対等の立場で協力するよう努めるものとします」 

となりますね。 

次は、『議員の責務』です。 

私が帯広で条例を作った時には外していました。これは、議会でなかなか合意を得ら 

れないということもあり、行政基本条例とし、議会の部分を除いてしまいました。実際の 

自治体の中には行政基本条例も多いのですが、稚内市の場合は自治基本条例でい 

くということがあるので、議会は入れるという形になるかとは思います。 

先に、事務局の方から、「各地の自治基本条例における議会関係条文」が資料として 

出ています。資料を見ると、『議会の責務』としているところが多いですね。 

(事務局) 

これ（資料）をご覧いただければ、ということです。 

「議員の責務」と「議会の責務」を分けているところも結構ありますね。 

(会 長) 

そうですね、「議会の責務」としているところが結構多いですね。委員長メモでは「議 

員の責務」としているのですが、「議員の～」としているところは資料 23 ページ草加市
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です。あとはほとんど「議会の責務」となっていますね。 

(委 員) 

議会と議員両方入れているところも多いです。「議員の責務」、「議会の責務」と分け 

て入れています。 

(会 長) 

そうですね。参考にしていただければと思います。 

北海道では、ニセコ町、奈井江町、登別市、札幌市などが出ています。 

委員長メモをご覧下さい。 

議員の責務として、 

１ 市民から選ばれた公職者としての自覚、自ら研鑚する努力、公益のために活動、 

市民の信託に応える、といった文言は最低限必要か。 

２ 自治基本条例を誠実に守る、市長等の行政機関との緊張関係の維持、市民のさま 

ざまな意向を把握して市民の声を反映させる、といった文言は必要か。 

３ 議会活動に関する情報や市政の状況について市民に対して説明する、といった文 

言は必要か。 

当然、この他にもあるかと思いますし、各地の議会関係の条文を見ても、非常に細 

かく規定しているところ、簡単に書いているところ、いろいろありますのでどの程度書い 

ていけばよいのか。 

また、『市民の権利・責務』、『市職員の責務』『市長の責務』については既に議論済み 

ですので、それらのバランスもあるかという気がします。 

つまり、ほかの個所は簡単に書いてあるのに、議会についてはやたら詳しい、というこ 

とではどうかと思いますので、そのことも考えて、ということになります。 

(委 員) 

前提として当然、「議会の役割」というかたちでまず入れるということですね。 

「役割」というのは権能ですね。「議会とはこういうことができ」ということが、まずあった 

上で、だからこそこういう責任が発生するという話になると思います。 

ですから、同じ議論は市にもいえるのかと。責務が先に出てくるのではなく「行政とい 

うものはこういうもの」という説明があった方がいいのではないかという気が前回もして 

いました。 

他の自治体を見ると、行政は「責務」で、議会だけ「役割・責務」としているところが多 

いです。しかし、市民から見れば、「市というのはこういう役割を果たす、だからこのよう 

な責務がある。」、「議会とはこういう役割を果たす、だからこういう責務がある」というよう 

に、対のかたちにしたほうが分かりやすいと思います。 

市民レベルから見ると、イメージとして何となくわかっているものも、実際役割として示 

されると、そうなのかと思うのでは。そのようなことも必要ではないかという気がしていま
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す。 

(会 長) 

各自治体のものを見ていると、役割と責務が一緒になっている感じですね。 

(委 員) 

もっと基本的な役割で、「議会とは意思決定をする場所である」、行政は「議会の議 

決に基づいた執行」という、本当に基本的な部分を一言入れたほうがわかりやすいの 

ではと思います。 

(会 長) 

鳩山町のような感じですかね。「議会は、条例や予算等の議決をとおし、町の重要な 

政策決定を行う。」、「議会は、町が町民の多様な意思を反映し適正な運営を行ってい 

るかを監視するとともに、必要な調査を行う。」となっていますが。 

議会の権能ということになりますか。 

(委 員) 

私の中では、権能と役割は同じ意味で使っていいと思っていますが、「役割」とした 

ほうが分かりやすいかなという感じはあります。 

大きな柱としては、意思決定機関であるということと、行政に対するけん制の役割、 

その二点が柱だと。それを簡潔に入れることで事足りるとは思いますが。 

(会 長) 

意思決定機関であり、行政に対しての監視・けん制、というのが議会の役割ですとい 

うことですね。 

その上で、議会の責務と議員の責務は、皆さんからもかなり出されており、ワークショ 

ップでも意見が多かった部分です。 

(委 員) 

私も議会の役割をまず入れて、責務が入ってくのがいいと思います。次に、議員の 

責務になると思うが、委員長メモの 1～3 すべてを入れて欲しいと思います。 

(会 長) 

これは『議会の責務』と『議員の責務』に振り分けできるものもありますね。 

(委 員) 

伊賀市の条例はすべて網羅しているが、ちょっと細かすぎるのですが全て入ってい 

る。
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(委 員) 

市民から見て、議会とはそういうことをするところなのだと、わかるからこそ議員には 

何を求めればいいのかという話になっていくのではないかと思います。 

(委 員) 

ワークショップのときには、議会について皆よくイメージが見えていなかった。 

何をいったらいいのかわからないというか、一部の人の意見だけを吸い上げるような議 

員とは一体何なのか、というような迫り方しか出来なかった。 

今のお話のように、役割や権能、どのようなことを果たすのかについて、わかりやすい 

文言が最初にあればよいと思います。 

(委 員) 

市民の皆さんも再認識してくれていいかもしれませんね。 

(室 長) 

伊賀市の条例を見ていると、すべてこのような詳細な書き方をしています。 

これまで考えてきた条文とのバランスというものがあります。 

(委 員) 

条例の制定改廃、予算､決算の認定はまさに意思決定だし、検査及び監査請求 

はけん制だとすれば、伊賀市の第 1、2 項があればいいのではないでしょうか。 

(会 長) 

意思決定機関であり、市政運営の監視やけん制が入っていればよいような気はしま 

すね。 

(事務局) 

太田市の条例 26 条を見ていただけますか。 

(会 長) 

非常に簡単に書いていますね。稚内市の場合は、「市職員の責務」について結構書 

きましたので、書き方にもよりますが意思決定機関、監視・けん制以外に、政策形成の 

ようなものは必要ありませんか。 

(委 員) 

政策形成というのも一種の意思決定ですからね。
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(室 長) 

太田市の場合は、政策形成については議員のところに載せていますね。議会は議 

決機関であり、監視機関であり、議員は政策決定をしなさいといれています。 

(会 長) 

政策提案とか、よく勉強しなさいということですね。それは『議員の責務』の方に入り 

ますかね。地方自治法の改正がこの度会って、議員は政策立案能力をより一層高め 

なさい、という方向性は出ているようですね。 

では、議会の役割（権能）を入れる、その中には議会は意思決定機関であるというこ 

とと、監視・けん制するということの二つを盛り込むということでよろしいですか。 

(委 員) 

それを入れるとすると、行政の方にも同じように役割というのを何か一言入れたほうが 

いいですよね。 

(会 長) 

市長の役割ということですか。 

(委 員) 

市長ということでなく、「市」の役割ですね。 

(会 長) 

それは行政運営の方で少し入れますか？ 

(委 員) 

それで市民から見えてきますか？ 

基本的な役割として言えば、「議会の議決に基づいた執行」と、「法令に規定されて 

いる事務の執行」ということになると思うのです、それが議会の役割と対になるのではな 

いかなと思います。 

その細かい中身が行政運営や市長の責務に入ると思うのです。項目として議会だけ 

役割があって、行政の方に役割が書いていないのはどうなのかなと。 

(会 長) 

前回は市長と市職員という論議をしました。執行機関というのは、どちらかに振り分け 

るということで、執行機関の役割のようなものを書くとなると、どうですかね。 

(委 員) 

執行機関ではなく、市長と市職員全てを含むものとして、ピンと来るのが「行政」とい
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う言葉なのですが。 

(室 長) 

市長というのは、まさしく執行機関ですよね。 

(委 員) 

本当はそうなのですが、執行機関という言葉だとわかりにくいかと。 

「行政」という言葉を使うとまずいでしょうか。三権といえば行政と議会というのがまさ 

に対かなと思うのですが。 

(事務局) 

「市」の定義には、市長、行政委員会なども入れています。 

(委 員) 

では、「市の役割」ということになりますか。 

市長も行政ですので、市を定義したのであれば「市の役割」として、市長も市職員も 

すべて行政が全部含まれるというかたちにはまとめられませんか。 

(会 長) 

『市長の責務』『市職員の責務』の前に『市の役割』を載せるということですか。 

行政を執行しなさいという話ですよね、書くとしたら。 

(室 長) 

どちらかと言えば、太田市の 25 条「市の執行機関は、その権限と責任において公正 

かつ誠実に職務の執行に当たる」のような書き方にしかならないのではないかと思うの 

ですが。 

(委 員) 

でもまさに、「議会の役割」で、議会が意思決定機関であるとしているので、その意思 

決定に基づいて職務を執行するというところは、市民の側からすると重要という気がし 

ます。 

(会 長) 

事務局どうですかね。『市長の責務』『市職員の責務』の前にうまくおさめられそうで 

すか。 

(事務局) 

『市の役割』ということで、『市長の責務』『市職員の責務』の上に入れるということです
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か。伊賀市の項目にあるようなものですか。 

(会 長) 

「公平公正かつ誠実に市政を執行しなければならない」ですね。実際には、行政の 

責務のようなものと重なるのですね。 

すわりがどうなのか。どうしても、行政のトップが市長ですからね。「市長の役割」という 

のも変ですよね。 

(委 員) 

そうする必要はないと思います。あくまでも議会と行政ということなので。 

(会 長) 

伊賀市第 42 条「行政の役割と権限」では、「市の執行機関は法律で定めるところに 

より、条例予算その他の議会の議決に基づく事務および法令に基づく事務を、自らの 

判断と責任において誠実に管理し、執行する機関である」としています。 

(委 員) 

長い気はするけれど、そういう説明はあった方がいいと思います。 

そっくりそのままでなくてもいいとは思いますが。そういうのがまさしく市役所なんだと。 

ワークショップでも、市役所って何をするところ？という疑問は出ていました。 

(事務局) 

条文審議のときに、決めていただくということでどうですか。 

(会 長) 

そうですね。『行政（市）の役割』については、『市長の責務』と『市職員の責務』の前 

に入れてみて、条文の審議の際に再検討するということでよろしいですね。 

『議員・議会の責務』の方ですが、これはどのようにしましょうか。 

『議員の責務』と『議会の責務』とをそれぞれ分けたほうがいいと思うのですが。 

『議会の責務』の中で、皆さんから出されたものが 5 点あります。 

①高い公開性、②独自の政策提言、③情報公開、④説明責任、⑤応答責任、です。 

私のメモで言えば、④説明責任、⑤応答責任は『議員の責務』に入るのかなと思いま 

す。 

まず、『議員の責務』と『議会の責務』は分けた方がいいのか、一緒にした方がいい 

のか。議会という組織体で責務を設けるのか、議員個々の責務としてしまうのか。どち 

らかにしか絶対に入らないというのであれば分けたほうがいいですし。 

全て議員の責務に入れられるなら、一まとめにしたほうがいい。
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「議会」にしないと入らないものはどれくらいあるのか、条例案などを見ながら考えて 

みましょう。 

(委 員) 

行政の方に関して、執行機関をあえて作らなかったのは、市長が執行機関のトップ 

だということで、行政に関しては市長のところで述べ、市職員に関しては個人職員のプ 

ロパーの問題を扱いました。その方式をそのまま動かしてくると、議会は議会で 1 つ責 

務を設けて、議員個人のプロパーの問題は『議員の責務』としたほうがバランスはいい 

のかなという気がします。 

(会 長) 

そうすると、どう振り分けたらいいですかね。 

(委 員) 

多少ダブる部分があっても仕方ないとは思いますが、市民の意見を反映させるという 

のは代表者として当然の責務であるし、「情報公開・説明責任・応答責任」は議会の責 

務に入れて、議員の責務としては「自己研鑽」なり市職員と同じような内容が入ってくる 

と、簡単な振り分けはできないでしょうか。 

(委 員) 

「説明責任」は議会のものだと思うが、「自己研鑽」というのは議会で相当議論が出る 

のではないかと。 

先ほどの伊賀市は『議員の責務』について相当厳しいことを書いていますね。そうい 

うのはどうなのかなと思います。 

『議員の責務』と『議会の責務』はやはり分けて書いた方がいいのでは。 

あとは「情報公開」など議会としてなすべき事というのは、きちんと責務として出して、 

『議員の責務』というのは当たり前のことを議員の皆さんにわかっていただくような文言 

を残した方がいいと。 

特に、現状の稚内市の議会を見ると、一人会派、二人会派などたくさんありますから、 

そのような中では議会と議員の責務というのは分けた方がいいと思います。 

(会 長) 

では、議会と議員の責務は分けるというやりかたにしましょう。 

皆さんから出していただいた『議会の責務』の①～⑤についてはすべて必要でしょう 

か。 

(委 員) 

③と④については、議会があったときに「議会だより」で市民にわかりやすく説明され



- 20 - 

ているので、あれで十分なのではないかと思うのですが。 

(委 員) 

質問は載るのですが、答弁が載っていないですよね。 

(委 員) 

「応答責任」は、色々な自治体で出てきていますが、入れることで反発されたりする 

でしょうか。 

(会 長) 

それはないと思います。要望があったら応えていき、またそれに従ってやっていくと 

いうことになるかと思います。書き方の問題はあるでしょうけど。 

(委 員) 

「応答責任」とは、どういうものがあるのでしょう。 

(会 長) 

「応答責任」という表現ではなく、要望や苦情に対して誠実に対応していくということ 

だと思います。「応答しなければならない」というレベルではないと思います。 

(委 員) 

議会としてどうやって応答していくのか。 

(委 員) 

そうですね。どういう手続きでやっていくのか、よく分からないです。 

(委 員) 

「応答責任」という言葉を使うかどうかは別にして、要望・提案・苦情に対して誠実に 

対応するというのが、具体的にどういった手続きの中で市民が議会に要望を出して、 

それに誠実に対応してもらうのか、流れのイメージが湧かないので、そういうものを入 

れることで、議会から反発がくる可能性があるのかなと。 

(委 員) 

陳情、請願なども含まれるのですよね。 

(会 長) 

『議員の責務』の方に入るのであれば、住民が個々の議員に対して要望や提案して、 

それに対して対応する、とできますが。
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「開かれた議会運営」、「情報公開」は議会に入れていいでしょうし、「立法活動、独 

自の政策提言及び政策立案強化のための立法活動、調査活動の実施」といったとこ 

ろは入れる必要があるか議論はあると思いますが、これも『議会の責務』になると思い 

ます。「説明責任」はどうですか。市民に分かりやすく説明するということでは、個々の 

『議員の責務』になるのではないでしょうか。 

(委 員) 

議会としては、政策提言は出来ますが、立法活動は出来ないですよね。議会立法 

ではなく、議員立法ですから。 

(会 長) 

あと、委員長メモで言えば、２の「自治基本条例を誠実に守る」、「市長等の行政機 

関との緊張関係の維持」については、『議員の責務』でいいと思います。 

それから、「市民のさまざまな意向を把握して市民の声を反映させる」は議会、「議会 

活動に関する情報や市政の情報を、市民に分かりやすく説明する」というのは議員に 

なりますか。「公職者としての自覚」、「市民の信託に応える」、「公益のための活動」は 

議会のほうに入るでしょうか。 

どの程度入れるか、という範囲の問題です。 

私のメモの 1 番（「公職者としての自覚」、「市民の信託に応える」、「公益のための活 

動」）はどこの条例にも入っているような文言ですから入れていいと思います。 

皆さんから出していただいた『議員の責務』については 9 点あり、①市民に対しての 

説明、②市民とのパイプ役、③市政調査、議案提出等の権能の活用、④議会の権能 

を踏まえて議会及び議員の責務を果たす、⑤自己研鑽、⑥市民に不利益を与えない、 

⑦一部の意見ではなく幅広い市民の意見を聴く、⑧市民のまちづくりの意欲、意識の 

底上げ、⑨市民の代表であることを自覚し市民の意見を反映させて市民全体の福利 

のために公正かつ誠実に職務を遂行、とあります。 

あまり文言を厳しく入れるのも、問題があると思います。つまり、議会と言うのは 1 つの 

独立した機関で、行政との緊張関係をもって活動するということですから、議会の独自 

性を失わせるということもあると思いますので、むずかしい部分ではありますが。 

『議会の責務』は、「開かれた議会運営」と「情報公開」は非常に似ていますので、あ 

えて情報公開と入れずに、「議会は開かれた議会運営に努め～」とすることでいいでし 

ょうかね。それから、「市民のさまざまな意向を把握して市民の声を反映させる」という 

のも入ってくると思います。あとは、表現の仕方は色々あると思いますが、議会の独自 

性という点では「行政機関との緊張関係の維持」の文言が入る必要があるのではない 

かと思います。 

どうでしょうか。
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(委 員) 

議会は最終的に市民一人ひとりが豊かな生活を送れることを望んで信託しているわ 

けですから、最終的な目標のようなところがもう少しあってはどうかなとも思うのですが。 

(会 長) 

どのように表現したらよいでしょうか。まちづくりの推進とか？ 

(委 員) 

そうではなく、市民一人ひとりが豊かな生活を送れるというようなことです。 

(委 員) 

それは「市民の声を反映させる」というところにうまく組み込ませると良いのでは。 

(室 長) 

29 ページの豊田市では「市民の意思が市政に反映されるように努力します」としてい 

ます。今の話にあった最終目標というのはそういうことだと思います。 

(委 員) 

そこに、今〇〇委員がおっしゃったことが、「～を目指して」という言葉で一言入って 

もいいのかどうか。 

(室 長) 

そうですね、「市民の幸福を目指し～」というのが入る、というのも 1 つの案ですね。 

(会 長) 

では『議会の責務』としては、1 点目「議会は開かれた議会運営に努め～」、2 点目 

「行政機関との緊張関係の維持」、3 点目「市民の幸福を目指して、市民のさまざまな 

意向を把握して市民の声を反映させる」この三つのかたちで入れることとします。 

『議員の責務』についてはどうしましょう。たくさんありますが、①市民に対しての説明、 

②市民とのパイプ役、③市政調査、議案提出等の権能の活用、④議会の権能を踏ま 

えて議会及び議員の責務を果たす、⑤自己研鑽、⑨市民の代表であることを自覚し 

市民の意見を反映させて市民全体の福利のために公正かつ誠実に職務を遂行、この 

6 つは必要ではないでしょうか。 

(委 員)
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⑨の場合は、「市民の代表者であることを自 
・ 

覚し 
・・・ 

～」というところは、議員さんたちは 

抵抗を持つのではないでしょうか。 

(会 長) 

その言い方がキツイのであれば、「市民から選ばれた公職者としての自覚」という言 

い方もあります。 

(委 員) 

委員長メモの「自覚」を外し、「信託」を「信頼」に変えて「市民から選ばれた公職者と 

して自ら研鑚する努力、公益のために活動、市民の信頼に応える～」ではどうでしょ 

う。 

(会 長) 

そうですね。では、『議員の責務』には、①～⑤と、「市民から選ばれた公職者として 

自ら研鑚する努力、公益のために活動、市民の信頼に応える～」という文言を入れる 

ということでよろしいですね。 

他に付け加えるものはありますか。 

(委 員) 

「説明責任」に関して、議員の方に入れるのですよね。 

(会 長) 

そうです。「説明責任」と「応答責任」についても表現は変えて、事務局の方で条例 

案を作って下さい。 

次は、『子ども』の部分ですね。他の自治体の条例では出てこない部分なので、逆に 

いうと稚内はそこでオリジナルな部分が出る可能性もあるということです。 

皆さんから出していただいたのは、①年齢に応じた役割と責任、②こどもの安全を守る 

責任と役割、③市民ぐるみの子育て支援の推進、④地元・社会への貢献を心がける、 

⑤年齢に応じてまちづくりに参加する権利、⑥市、学校、地域、コミュニティ、家庭の協 

働による子どもの安全の確保と教育の充実、の 6 つです。 

子どもの責務とか権利というのは表現としてはどうかな、と思うのですが、今は少子化 

の問題などもありますから、『子ども』で章立てをするのはいいと思います。 

⑤､⑥については、『子育て推進』ということで出ています。 

(委 員) 

稚内市は、「子育て平和都市宣言」をしていますね。
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(会 長) 

そうですね。 

どうでしょうか、「子どもの権利と責務」というよりも「子育て」とか「将来のまちづくりの 

担い手」だとか「少子化への対応」、「子どもを通じた地域の教育力充実」などになるの 

ではないかと思いますが。章でも条でもいいのですが。 

(委 員) 

私は「権利」の中に入れるよりは、「章」として 1 つ起こすのがいいと思います。『子育 

て推進』でも何でもいいのですが。 

別に「子育て平和都市宣言」があるのですが、あえてこの自治基本条例の中に位置づ 

ける意味は、「協働してそれをやっていきましょう」という内容を中心に入れるといいの 

ではないかということなのです。 

(会 長) 

『参画・協働』に入れるのではなくということですか。 

(委 員) 

ではなくて。「協働」という言葉は使ったほうがいいとは思いますが。 

市がやるとか、そういうことではなくて、市と市民がまさにこの条例の言わんとしてい 

る通りに協働してやっていきましょうというような内容で入れれば、なぜ、あえて章を立 

てているのかが見えてくるのではないかと。 

(会 長) 

どんなことが入りますかね。「子どもの安全を守る責任と役割」、これはむしろ地域と 

いうことですかね、地域や親や家庭や学校等ということですか。 

(委 員) 

そうですね、それは当然、市の方にも関わってもらわなければならないですね。 

(室 長) 

太田市が本市と同じような考えをしております。条例の 29 条を参考にして下さい。 

「市は、子育てに社会が共同で参画し、安心して出産や子育てが出来る環境整備を 

進め、全ての子どもたちがよい環境のもとで、健やかに成長できるように努めます。」、 

「市民は、地域で一体となり、未来を担う子どもたちを育てます。」となっています。 

(会 長) 

遠軽町は、「町が子どもたちの意見がまちづくりに反映される環境整備に努める」とし
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ています。 

大和市は「市は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有する」となっています 

から子どもの権利ではないですね。 

こう見ると、子どもの権利をうたっているのはニセコ町くらいですか。 

遠軽も、「町は、子どもの最善の利益及び権利の尊重について啓蒙啓発を図る」とし 

ていますが。 

太田市は、子育てに市が努力するということですね。それから良い環境で子ども達 

が健やかに成長できる努力をすると。市民は地域一体で未来を担う子ども達を育てる。 

「権利と義務」というのは難しいですよね。子どもが何歳というのを定義するか、という問 

題も出てきます。 

(室 長) 

稚内市の「子育て平和都市宣言」で言っているようなこととほとんど同じですね。 

それを条文にするとこういう形になるのかなと思います。 

(会 長) 

こどもの権利と義務の話ではないですね。 

「権利と義務」というのは難しいですよね。子どもが何歳というのを定義するか、という問 

題も出てくる。 

(委 員) 

やはり権利と義務がメインではなく、「地域全体で子どもを育てましょう」ということなの 

ではないでしょうか。 

(委 員) 

まちづくりに参加する権利というのは、市民の権利として謳っているわけで、市民に 

子どもも入るわけですよね。だから、あえてここでピックアップしなくてもいいと思います。 

仮に、住民投票で年齢の若い人を入れるとしても。 

(委 員) 

子どもの権利を謳うと、それを逆手にとって主張する大人も出てくるかもしれません 

し。 

(委 員) 

よその子を怒れなくなってしまう。 

(会 長)
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「子どもの安全」というのは大事ではないかと。 

では、②子どもの安全を守る責任と役割、③市民ぐるみの子育て支援の推進、この 

辺は入ってくるのではないでしょうか。 

④地元・社会への貢献を心がける、というのは高校を卒業したら地元に残れというこ 

とですか。 

(委 員) 

ボランティア活動とか、そういうことではないでしょうか。 

(委 員) 

ふるさとに誇りを持て、ということではないでしょうか。 

(会 長) 

なるほど。それでは、この辺を盛り込みましょう。 

1 つは太田市のものを参考にして作る必要があるということと、私が非常にいいと思っ 

たのは、⑥市、学校、地域、コミュニティ、家庭の協働による子どもの安全の確保と教 

育の充実ですね。これは入れたほうがいいのではないかと思いますので入れましょう。 

では、子どもの安全を守る責任と役割、市民ぐるみの子育て支援の推進、地元・社 

会への貢献を心がける、これはボランティアをニュアンスしているようなので、文章的 

に少し整理して事務局の方で出していただきましょう。 

ただ、あえて年齢に応じた責任と権利は言わないと。 

(委 員) 

『市民の権利』というところで、まちづくりに参加できる権利というのがあったと思いま 

すが、説明文の中で、子どもも参加できるのだということを入れてはどうでしょうか。 

(会 長) 

では、説明文（解説文）の中に、子どももまちづくりに参加できるということを入れま 

しょう。 

(委 員) 

ニセコ町の条文はそのようなことを強調したかったのではないかと。 

(会 長) 

おそらく 20 歳未満で切っているということは、20 歳以上は選挙権があるからということ 

なのでしょうね。 

では事務局の方で、子どもについてはそのような感じで入れていただきたいと思いま 

す。



- 27 - 

時間になってきました。今日で項目の議論を全部終わらせてしまいたかったのですが、 

終わりませんでした。 

それで、事務局へお願いしたいのですが、『平和と国際交流』、『自然環境との共 

生』についても条文を考えていただきたいと思います。 

他に『安心・安全なまちづくり』がありますね、これについては別途議論する必要があり 

ますので、私の方で委員長メモを用意します。 

(委 員) 

その中に、医療のことも含まれると話していましたよね。 

(会 長) 

そうですね、医療の問題も皆さんの方から「安心医療の確保」と出ていますので、こ 

れを踏まえて委員長メモを作成したいと思います。 

それから、『条例の目的』と『条例の見直し条項』についても私の方で委員長メモを用 

意します。 

(委 員) 

『最高規範性』については、皆さん「まちの憲法」と捉えていらっしゃるということです 

か。 

(会 長) 

その辺も、表現の問題としてもう少しやわらかくするか、「最高規範性」を謳うか、とい 

うことがありますから。 

では、「安心医療の確保」を踏まえた『安心・安全なまちづくり』、『条例の目的』、『条 

例の見直し条項』、『最高規範性』は私の方で委員長メモを用意し、次回、簡潔に議論 

していただきます。 

『平和と国際交流』、『自然環境との共生』については、事務局で条文案を用意すると 

いうことにいたします。 

『行政運営』は次回、条例案を出してください。 

ということで、次回は項目の議論が少し残りますが、後半は条例文の検討に入れるの 

ではないかと思います。 

いよいよあと 2 回となりました。10 月 12 日、13 日で条例文の検討をし、何とかまとめて 

16 日に市長へ提出するというかたちになります。では終わります。お疲れさまでした。 

３ その他なし 

４ 閉 会


