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第13回 稚内市自治基本条例審議会 

（と き） 平成１８年１０月１２日（木） １８：００～２０：３０ 

（ところ） 市役所本庁舎３階市長会議室 

（出席者） 横山委員長、斉藤委員、金村委員、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、渡辺副主幹、佐々木主事 

〔傍聴者〕 １名 

1 開 会 

(政策経営室主幹) 

それでは、ただいまより第 13 回稚内市自治基本条例審議会を開催いたします。 

本日は５名が欠席となっております。よろしくお願いいたします。 

(会 長) 

いよいよ今日と明日でまとめるかたちとなってきました。まだ議論をしていない 

部分がありますので、委員長メモを用意しました。この他にも、「平和国際交流」「環 

境、自然保護」といったものの議論が必要ですが、この２つについては、市のほう 

でつくっています具体的な条例案の中で議論したいと思います。 

委員長メモの、①条例の目的、②条例の位置づけ、③国と道、他自治体との関係、 

④条例の見直し、⑤条例施行後の監視、ここまで一挙に議論していきたいと思いま 

す。 

メモをご覧頂きたいのですが、①条例の目的として「この条例は、市と市民の適 

切な役割分担のもと、ともに手を携えて豊かな地域社会を築くことを目的とし、そ 

のために必要な基本事項を定めるものである」と表現させていただきました。他の 

自治体を見ますと、具体的に「議会の役割及び責務」、「自治の基本理念を明らかに 

する」、「市長の責務」、「議会の権能」などの文言を入れているものが多いです。 

事務局から出されたものも 「市民の権利及び責務並びに市及び市議会の役割と責務」 

と書いています。私のメモはそれを入れていません。 

論点は、簡潔にするか、具体的に市民、市、市議会の役割や責務といったことを入 

れたほうがいいのか、ということです。 

その辺を議論いただきたいと思います。 

事務局にお聞きしたいのですが、この条例自体は、参画・協働や情報公開などいろ 

いろなことを明らかにしていますので、市民、市、市議会の役割や責務なども入れ
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るのであれば、そういう文言まで入れるというわけではないのですか。 

(事務局) 

それは 1行目の、「まちづくりに関する基本的な事項」に包括しています。やはり 

市民、市、市議会この三者が共に考え、協力し、解決するということは、「それぞれ 

の役割と責任をきちんと明らかにしたうえで」という前提があるので、そのような 

趣旨で作成しました。 

(会 長) 

三者が非常に重要になるのでということですね。参画・協働や情報公開について 

は「まちづくりに関する基本的な事項」ということに入れてしまっているというこ 

とですね。 

この辺はどうでしょうか。私は、条例の中でいろいろなことを書いているので、あ 

えて「市長と市・市議会・市民」を目的に入れるのはどうかと思い、簡単に書きま 

した。 

(委 員) 

読んでいてすんなりイメージに入ってきそうなのが、先生の書かれた簡潔な文章 

かニセコ町の文章かと思います。「自治の実現を図ること」という表現が、適切かど 

うかは別ですが。 

(会 長) 

最初に来る部分ですから、あまり長々と書くよりは、短い方がスッキリするので 

はと思いました。 

(委 員) 

目的の部分で、あまりそれぞれの部分について触れない方が読みやすいと思いま 

す。 

(委 員) 

私は、どちらかというと事務局案の方がいいと思います。当然、条文の中に市や 

市民・議会などが入ってきますが、目的の中でドンと腰を据えるほうが最高規範と 

してはいいのではという気がします。 

(委 員) 

最初の部分なので、すんなり入れるほうがいいのではないかと思います。
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「市と市民の適切な役割分担のもと～」という一文を入れると、これでかなり広 

い部分が網羅されるのではないでしょうか。 事務局案も非常にいいと思うのですが、 

条文と解説でかなりダブっている部分もあると思いますので、条文では簡単に書い 

て、解説で補完すればよいのではないかと思います。 

(委 員) 

書いている内容は二つともあまり変わりはないと思います。違いは市議会が入っ 

ていないだけではないかと思いますが、 簡単なほうが読みやすいかなと思いました。 

条文に慣れていない市民でも、すっと入ってくる文章のほうが良いと思います。 

(会 長) 

議員は市民の代表という考え方があり、ここでまた「議会と市民」とするといろ 

いろ問題があるのではないかと思い、私の案には議会を入れていません。 

(委 員) 

事務局案を読み、私はすんなり入りました。そう難しくないと思います。でも、 

皆さんの意見を聞いているうちに、簡単にした方がいいのかなと感じています。 

(会 長) 

それでは簡潔にするという方向で、委員長メモを基本に作るということにしまし 

ょう。「自治の実現」や「自治の進展を図る」などの文言は必要ですか。 

(委 員) 

あまり必要ないのではと思います。「豊かな地域社会」に入るような気がします。 

(主 幹） 

委員長メモでは市民に議会も含めているとのことでしたが、定義では市民に市議 

会は含まれていないので、別に「市議会」と入れたほうがいいのではないでしょう 

か。 

(会 長) 

議会は特に定義していませんよね。市民は、「市内に居住するもの、働く者および 

学ぶ者並びに市内で事業を営む者または活動する団体等」となっていますので、市 

民に議員も入ってくるのではないでしょうか。 

(事務局) 

後段で、議会の役割等を述べていますし、同じように市民の権利・役割、市の役



4 

割も個別に述べているので、ここにはやはり「市民と市と議会」という文言が入る 

のではないでしょうか。 

(室 長) 

まちづくりの基本原則で、「市民・市・市議会は～」と言っていますので、市民に 

市議会も含めるとなると整合性が取れなくなり、法令としての価値がなくなってし 

まうのではないでしょうか。 

それから、気になるのは、「市と市民の適切な役割分担」というのが非常に曖昧なこ 

とばだと思う点です。ここはもう条例の本文ですから、「適切な役割分担」とは一体 

何なのかということが問われると思うのですが、それは、 「責任や権利」ということ 

ばで今までやってきたのではないでしょうか。 

条例というものは、 まさしく 「ちょうちんに火をつける」 という表現ではダメで、「ち 

ょうちんの中に立っているろうそくに火をつける」と言わなければならないという 

ことを言われるのですが、やはりもう少し明確に、あまり曖昧なことばではないほ 

うが良いと思います。それで事務局案では、くどいようですが「権利と責務」とい 

う書きかたをしています。 

(会 長) 

ではこうしましょう。 「この条例は、市民、市、市議会が相互の責任と役割を理解 

し、ともに手を携えて豊かな地域社会を築くことを目的とし、そのために必要な基 

本事項を定めるものとします」でどうでしょうか。 

(事務局) 

「～基本事項を定めることとします」を前にして、「～目的とします」という文章に変えさ 

せていただいてもよろしいですか。 

(会 長) 

分かりました。次は、②条例の位置付けです。 

この自治基本条例を「最大限尊重する」という表現でいくのか、それとももっと強 

めて「最高規範」、「まちづくりの憲法」という表現にするかどうかの議論です。 

他自治体では、それぞれかなり違う表現になっています。一般に議会を規定しない 

「行政基本条例」の場合は、必然的に「最大限尊重する」になりますが、「自治基本 

条例」はそこが分かれるわけです。 

事務局案は「最大限尊重する」となっていますが、どちらがよいかの議論をしてい 

ただきたいと思います。 

また、「市は条例、規則等の制定・改廃や、まちづくりに関する計画の策定・変更
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にあたっては、この条例に定める事項との整合性確保に努めなくてはならない」と 

いった文言が必要かどうかについても議論していただきたいと思います。 

(委 員) 

事務局案は日本語が分かりづらいと思います。「又は」が入ると読みづらいなと感 

じます。 

(委 員) 

最大限尊重しなければいけないということと、整合性を図らなくてはいけないと 

いうことを分けるとよいのではないかと思います。 

(室 長) 

それは分けても問題ないと思います。 

(委 員) 

「最大限尊重」と「最高規範」の意味合いの違いはありますか。また、他の条例 

などをつくるときの拘束力は変わってきますか。 

(会 長) 

やはり強い意味だと「最高規範」でしょう。拘束力については「最大限尊重」と 

言っておいて、整合性をもう１項目起こせば問題はないと思います。 

(室 長) 

自治基本条例が出来ても基本条例とその他条例の間に憲法と法律のような差はな 

い、基本条例に違反しても罰則も何もないものを最高規範としていいのか、という 

論議が若干ありました。 

そのよう論議も踏まえ、ここでは「最大限尊重」としています。 

憲法と法律のような関係ではなく、まさしく最大限尊重するだけの話ということで 

す。 

(会 長) 

大和市でも、最高規範と言っておいて同時に「市は他の条例等の制定及び改廃に 

あたってはこの条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない」とし 

ています。
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(事務局) 

「最高規範」というと上下関係というイメージがあって「最高規範」なのに「尊 

重」程度でいいのか、という議論も出てきます。それを避けるためにあえて「最大 

限尊重」としています。 

(委 員) 

「最大限尊重」ということばでも十分伝わるのではないかと思います。 

(会 長) 

整合性の確保と一緒に考えることになるかと思います。 「最高規範」としている自 

治体も多いですが。 

(室 長) 

素直に「最高規範」と言ってしまっていいのではないかと思うが。 

(委 員) 

「最高規範」は何なのかというと、「最大限尊重」することだと。 

(主 幹) 

我々の思いとしても「最高規範」です。 

(委 員) 

現実的な取扱いが変わるわけではないので、「最高規範」と入れられるなら、その 

ほうがいいですね。 

(室 長) 

皆さんにもそのような思いで作っていただいているので、「最高規範」と入れても 

問題はありません。 

(会 長) 

むしろ、そのあと総合計画や他の条例・規則と「整合性の確保に努める」という 

文言が入らなければならないと思います。そちらの方が大事ではないかと。 

他の自治体でも、「整合性の確保」や「他の条例との体系化を図る」などの文言が入 

っています。 

ではまず、 「最高規範」と入れてよろしいですね。 

「整合性の確保」 、「体系化」の表現はどうしましょう。
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(委 員) 

私は「整合性の確保」の方がいいと思います。分かりやすい。 

(会 長) 

ことばのニュアンスとして強いか､弱いかという違いだと思います。 

(委 員) 

「体系化」というと上下関係が強い、親分子分の関係という感じがしますね。 

(委 員) 

市民向けのことばとしては、「整合性」を使ったほうが分かりやすいと思います。 

(会 長) 

では、 「整合性の確保」ということでよろしいですね。 

続いて、③国と道・他自治体との関係です。 

どのような文言で入れるかの議論になると思います。国、道との関係では、「対等な 

立場」、「それぞれの役割分担」「連携協力」「財源確保」等が盛り込まれるといいの 

かなと。 

他市町村との関係では、「住民サービスの向上や効率的な行財政運営が可能となるも 

の」 や、「経済産業の発展可能性の高いもの」 については、 他の自治体との広域連携・ 

協力を進める努力をする」といった文言が入るといいのかなと思いました。 

単なる連携・協力でもいいのですが、もう少し具体的に書くほうがいいのか、もっ 

と具体的に書くと、「施設の相互利用」などもあるがそこまで必要か、といったとこ 

ろが論議になると思います。 

他自治体との関係では、合併については書けないので「広域連携」というところが 

機軸になると思います。 

事務局案は「対等な立場」、「それぞれの役割分担」、「連携」などが入っています。 

「財源確保」は入っていません。他自治体との関係は、「地域全体の発展」や「互い 

に連携」としています。 

(委 員) 

平成 12 年の地方分権一括法の中では、財源のことについて触れられているのです 

か。 

(会 長)



8 

例えば、自治体独自の税を新設する場合、総務省の許可が必要であったが協議制 

に変わったということはありますが、財源確保ということは謳っていません。 

これから事務権限移譲などが進むと、仕事は市町村に下りてくるがお金が下りてこ 

ないとか、そういう問題があっては困ると思い、 「財源確保」を入れたというのが私 

の趣旨です。 

(事務局) 

権限移譲に関しては、道が決めた計算で交付金が出されるということになってい 

ますが、 市で受けた場合に、 果たしてそれに見合ったものなのかどうかというのは、 

まだ分かりません。 

(委 員) 

財源確保のことを書いても相手がいることなので、どうしようもならないことで 

すよね。 

(会 長) 

帯広市で議論になったときは、「確かな財源のもと～」 といった表現を使いました。 

対等な立場といっても、形式的なものになってしまうといけない。 

そこまで入れなくても、 「対等の立場」という中で当然財源は確保されるという前提 

であればそれでもいのですが。 

(委 員) 

例えば、権限移譲の金額について交渉の余地はあるのですか。 

(事務局) 

そういうわけにはいかないですね。市民サービスの観点から言うと、本当は身近 

な市町村がやったほうがいいことでも、財源が確保されなければ受けなくてもいい 

のか、という議論も一方では出てくるかもしれません。財源まで踏み込んでしまう 

と、そこが難しいです。 

(会 長) 

ただ単に権限移譲の問題だけではなく、国との関係（交付税）もありますからね。 

(室 長) 

「対等の関係にある」ということは、そういうことも包括的に含んでいるのだろ 

うと思います。
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(会 長) 

帯広では、「対等な立場、関係」だけで全てを表現できるのか、という意見が逆に 

委員の中であったので、文章表現には相当苦労しました。 

(委 員) 

頑張ってお金が増えるのであればそのような文言も必要だが、そうでないのなら 

触れなくてもよいのでは。 

(委 員) 

「対等の関係」と言っているので、触れなくてもよいのではないかと。 

(委 員) 

稚内市だけの問題ではないので、財源問題は触れなくてもいいのでは。 

(委 員) 

条例の趣旨で言うと財源は当然考えなければならないと思いますが、この条例を 

読むのは市民なので別になくてもいいのでは。 

(委 員) 

財源の確保といったことを入れると、逆に足りない分は自主財源で稼げというこ 

とになってしまうのかなと。 

(会 長) 

私の念頭には、学校の施設整備については国の補助金から税源移譲に変わったこ 

とで、 これまでの補助額の5 割程度になってしまったということがあったので、「確 

かな財源」ということを考えたわけですが、対等ということばの中に入るという考 

えであれば、それでいいのかもしれません。 

では、第 28 条第 1項については事務局案通りとします。 

次の第 2 項「市町村との関係」です。事務局案は「広域的な共通課題の解決を図 

るために連携」という抽象的な文言になっていますが、委員長メモではもう少し具 

体的な「住民サービスの向上や効率的な行財政運営が可能となるもの、経済産業の 

発展可能性の高いものについては、他の自治体との広域連携・協力を進める努力を 

する」という表現にしています。さらに「施設の相互利用」など具体的に書くかど 

うか、という議論になるかと思います。
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(委 員) 

「近隣市町村」ということばが気になるのですが。石垣市や群馬県の太田市、サ 

ハリン州とも提携しているわけだから、近隣ではなく「他の市町村」と書いた方が 

いいのではないかと。 

(委 員) 

事務局案は、 「課題があってそれを解決するため」というニュアンスが強い気がし 

ます。それももちろん大事ですが、今は問題がないけれどアイディアを持ち寄って 

一緒にやればより効率的なものができるという可能性もあると思います。 

「連携」は課題を解決するためではなく、効率的な行政運営ができるのであれば、 

その方向でどんどん検討していった方がいいと思います。 

(事務局) 

効率的な行政運営も一つの課題として捉えています。今、困っているということ 

だけでなく、連携することでより効率的になるが、それを実施するための課題もあ 

るだろうという意味ですね。 

(会 長) 

あるいは課題というものを出さないで、ともかく互いに連携するということだけ 

を入れるという手もあります。 

(委 員) 

課題がなくて連携するというか、相手が求めなくても稚内市側から連携したいと 

いうこともあるので、「必要に応じて」「さまざまな機会を通じて」とかそういう広 

い意味での連携にした方がいいのではないかと。 さまざまな願いを達成させるには、 

それぞれ課題がありますから、そういう意味では課題解決につながるのですが。 

(会 長) 

そうすると石垣市などとの連携もつじつまが合うということですね。 

(委 員) 

サハリンとの関係もそうですね。 

(事務局) 

ここで言っているのは近隣市町村との広域連携の必要性の話で、太田市などの他
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の市町村との交流とは一緒にはできないのではないかという思いがありました。 

(会 長) 

どちらにしましょう。「国・道・近隣市町村との関係」 なのか、 もう少し幅広く 「国・ 

道・他の自治体との関係」とするのか。 

(事務局) 

ここは生活空間、生活圏を同じくする市町村とこれから広域連携などが必要では 

ないのか、という意味合いで書きましたが、 「他自治体」として交流部分も含めて一 

緒に書くというのであれば、それは変えてもかまいません。 

(会 長) 

他自治体との関係にして、3項設けるという方法もあります。 

２項で石垣市など他の自治体との広い意味の連携というかたちにして、3 項で近隣 

市町村との関係を書くということもできます。 

(室 長) 

この条例の「豊かな地域社会を築いていく」という目的から考えると、 「目的達成 

のための課題を解決するために近隣市町村と連携する」ということを論議している 

のであって、国際交流や友好交流等とは違うと思います。豊かな自治体とするため 

に国・道と対等な関係で連携するし、当然、近隣市町村とも連携が必要だというこ 

とではないでしょうか。 

(会 長) 

2 項目は「市は他の地方自治体と連携してまちづくりの推進につとめるものとし 

ます。」とし、3項目で近隣市町村との関係を入れるとなると、文章的におかしいで 

すか。 

(室 長) 

それは構わないと思います。課題毎に事務組合を作るとか、災害へ取り組むなど 

ということでは、「近隣」ということばが出てくるのだろうし、効率的な行政サービ 

スを一緒にやっていこうということがあります。 

(会 長) 

道内外の自治体との関係も一つ入れたほうがいいと思います。1 項目に「国と他 

自治体との関係」、2 項目に「道内外の（近隣以外の）自治体との連携や交流」、3
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項目は「近隣市町村との関係」について事務局案のような文言で書くとしてはどう 

でしょうか。国と道があって近隣市町村もあるのに、他の市町村との関係が出てこ 

ないのはどうなのかと思います。 

(室 長) 

「国と他自治体との連携・協力」のようなかたちで入れたほうがいいのかも知れま 

せん。 

(委 員) 

最初は物産交流であっても、最終的にはまちづくりにつながる交流もあると思い 

ますので、他の自治体についても書いておいたほうがいいと思います。 

(会 長) 

では、第 2 項で「他自治体との連携・交流」、「連携・協力を深めて得られた情報 

や知識をまちづくりに活かすものとする」のような文言とし、第 3 項の「近隣自治 

体との関係」は事務局案とします。 

続いて、④条例の見直し条項です。 

条例の見直しが必要か否か、見直しが必要な場合は年数をどうするか、文言をどう 

するか、ということについての議論となります。 

事務局案は、年数を入れず「社会情勢などの変化に応じ～」という表現になってい 

ます。 

まず、見直し条項を入れたほうがいいかどうかについて議論いただきます。 

(委 員) 

入れたほうがいいと思います。 

(会 長) 

みなさん入れるということでよろしいですね。問題は、その後の見直し年数を入 

れるかどうか。ニセコは「4 年を超えない期間」 、奈井江は「絶えず点検」としてい 

ます。事務局案には、なぜ年数を入れなかったのですか。 

(事務局) 

年に関係なく、その都度変化に応じて見直しするということです。 

(会 長)
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やはり 4～5 年で検討するということは必要かもしれません。社会情勢の変化という 

ことでは、検討するかどうか恣意的なものが入ってきますから。年を決めて検討する 

ほうがいいような気がします。 

(委 員) 

先行自治体で、もうすでに見直し期限の来ている自治体はあるのですか。 

(会 長) 

ニセコ町は見直しして、議会を入れています。 

(委 員) 

見直し年限を入れると、見直しの時期に必ず注目度が高まり、自治基本条例の意 

味する広がりを作ることになると思います。 

(委 員) 

そうですね。一定期間で検討するとしたほうが、新鮮で市民の注目度が高まると 

いうことはありますね。 

ただ、年限の根拠と言われると何もないです。私は 5 年くらいがいいのではと思い 

ますが。 

(事務局) 

自治体の憲法なのに、そんなにしょっちゅう変わるのかという意見もありました。 

(委 員) 

これは 4～5 年を超えない期間に、必ず改正するという意味ではないですね。 

(会 長) 

仕組みをどうつくるかということですね。 それは別途考えるしかないと思います。 

大体の場合は、「施行状況を勘案し、検討の上～」という表現ですね。 

遠軽町は「検討機関を設置」としていますね。 

(事務局) 

一番新しいところでは 「5 年を超えない期間ごとに市民の意見を聞いた上で検討を 

加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする」となってい 

ます。
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(会 長) 

事務局案に年数をいれるということでどうでしょうか。 

(委 員) 

運用面で何か問題があったときや、社会状況の変化があったときに見直ししても 

いいのかなと思っていましたが、5 年を超えない期間としてもいいと思います。 

(会 長) 

では 「5年を超えない期間ごとに市民の意見を踏まえて、 この条例を見直すことが 

できます」と入れることとします。 

(室 長) 

それは、ある意味この条例が完璧ではないということをいっているわけですね。 

(会 長) 

そうですね。 

では、次は⑤条例施行後の監視、これを盛り込んでいくか否かということについ 

ての議論です。 

帯広市では、条例を作ってすぐに監視制度を設けてもうまくいかないのではないか 

という意見があり、見直し条項にそって、見直し時に監視制度を入れるかどうかを 

考えるということになりました。 

(室 長) 

四国の善通寺市では、 「住民自治推進委員会」を設けて調査し、意見を述べるとい 

うことです。 「まちづくり会議」など新たな組織をつくっているところはそこで検証 

しています。 

(会 長) 

今の状況の中で、自治基本条例に「まちづくり会議を設置する」となると相当議 

論が必要になってくると思います。 

私自身は、初めてできる条例なので、最初はならし運転していく中で、見直し時に 

必要があれば委員会制度のようなものを作るとしたほうがいいような気もします。 

(委 員) 

行政評価システムがあるということであれば、必ず評価されることになりますよ 

ね。
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(事務局) 

行政評価は導入していますが、条例自体がきちんと運用されているか、という行 

政評価はないです。 

(委 員) 

条例ができてすぐどうこうという話にはならない気がします。条例が浸透するま 

で時間がかかるでしょうし。 

(会 長) 

そうですね。ですから、条例の浸透度合いを見ながら、見直しの段階で入れてよ 

いのではないでしょうか。 

(委 員) 

見直し時に考えるとしたほうがいいと思います。 

(会 長) 

では、監視制度について今回は盛り込まない、とします。 

解説文の中で、こういうものを作っている自治体もあるということ、今回の議論 

の経過等を書いていただければいいと思います。 

次に、委員長メモにはありませんが、事務局で作成しました「子育て平和都市の 

推進」 についての議論です。 稚内市は子育て平和都市宣言をしているということで、 

それも踏まえた話になろうかと思います。 

これについて何かご意見ありませんか。 

(委 員) 

幼稚園や保育園の捉え方は、学校の中ですか。地域の中ですか。 

(室 長) 

幼稚園は学校でしょうね。保育所は市の中にも入りますが、思いとしては学校で 

す。学校という総称の中で捉えてもらったほうがいいのではないでしょうか。 

(委 員) 

この表現で網羅されていると思うので、これでいいと思います。
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(会 長) 

では、「子育て平和都市の推進」については事務局案でよろしいですね。 

続いて、「国際交流の推進」についてです。 

「サハリン州を初めとする海外の自治体、団体、市民との政治、経済、文化など 

多様な分野での交流の推進に努めるものとします。 」とありますが、 「～、教育・ 

文化」としてはどうでしょうか。 

(室 長) 

ここに「政治」と入ると違和感があります。 

(会 長) 

そうですね。では政治を外して「～市民との経済、教育、文化などの多様な分野 

での…」としましょう。 

続いて、「安全・安心なまちづくり」と「危機管理」です。 

「第 31 条 市は、学校、地域、関係機関と連携協力し、市民が、安全で、安心し 

て暮らせるまちづくりのため、環境の整備に努め防犯活動や交通安全の推進に努め 

ます。 」 

「第 32 条 市は、災害等に際して、市民の身体､生命及び財産を守るため、市民、 

関係機関等との連携協力及び相互支援のもと、総合的かつ機動的な危機管理体制の 

確立に努めます。 」という事務局案になっています。 

これについてはどうでしょうか。 

(委 員) 

第 31条で 「市民が、 安全で、 安心して暮らせるまちづくりのため」 とありますが、 

食では「安心・安全」と言い方をしますよね。 

(会 長) 

前文ではどの順番でしたか。 

(室 長) 

前文では、安全はなく安心だけです。 

食は「安心・安全」ですか。学校では、「安全・安心」だそうです。安全であること 

で安心するという意味のようです。 

前文は、「安心」ということばに安全も入るということで「安心」という一言にした
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のです。 

(会 長) 

「市は、学校、地域、関係機関と～」とありますが、家庭は入れなくてもよいの 

ですか。 

(室 長) 

そうですね。今までずっと「家庭」も入れていますね。 

(会 長) 

では、「市は、学校、地域、家庭、関係機関と連携協力し、市民が安全で、安心し 

て暮らせる～」とします。 

危機管理のほうはどうでしょうか。 

(委 員) 

危機管理「体制」の確立に努めるのですか。 

(会 長) 

「体制の確立」を外して、「～危機管理に努めます。」でよいのではないでしょう 

か。 

(委 員) 

消防などの常套句は、「市民の生命と財産を～」と使うのですが、「身体」も入れ 

たほうがいいのですか。 

(事務局) 

別に「身体」にはこだわらないです。 

(会 長) 

「生命と財産を守るため～」でよろしいですね。 

それから、前回、医療のことを盛り込んでいただきたいという意見が出ていました 

ね。どのような文言がよいでしょうか。 

「市は、市民が安心して健康に暮らせるために必要な医療・福祉サービスの充実確 

保に努めなければなりません」といったようなニュアンスで、「安全・安心なまちづ 

くり」の第 33条に追加して盛り込んでいただければと思います。
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続いて、「自然環境を活かしたまちづくり」です。 

「第 34 条 市民と市は、大切な環境を将来に向かって保全し、次の世代に引き継 

ぐため、人と自然との共生を基本として、本市の豊かな自然環境を活かしたまちづ 

くりを進めます。 

２ 市は、前項のまちづくりを進めるために、環境にやさしいエネルギーの活用に 

努めます。 」という事務局案になっていますが、これについてはどうでしょうか。 

(委 員) 

第 2項は、 「市は、 環境にやさしいエネルギーの活用に努める」 となっていますが、 

市だけでなく、市民も入れたほうがいいのではないでしょうか。 

(事務局) 

そうですね。 

(会 長) 

では「市民と市は、前項のまちづくりを進めるために、環境にやさしいエネルギ 

ーの活用に努めます。」とします。 

では、残りは「行政運営」だけとなりました。 

事務局の方からまず解説をしていただき、議論に入りたいと思います。 

(事務局) 

市政の運営についてです。まず第 21条「市の執行機関の運営原則」です。 

前回の審議会の中で、議会の役割があるのに市の役割がないのはおかしい、という 

議論がありましたので、市政運営の頭に入れました。 

第 1 項では、市の執行機関の役割として、地方自治法に規定されているようにもの 

をそのまま入れております。 

第 2 項では、行政サービス向上のため、総合的で計画性があり、市民に分かるよう 

開かれた市政運営を行うことを規定しています。 

第 3 項では、前段の「参画・協働」で、政策形成の計画から評価までのそれぞれの 

段階で市民が参画できる権利を規定していますので、ここでは執行機関がその市民 

の参画の権利を保障するということで入れています。また、その権利をしっかりと 

保障していくために､市民参画の仕組みや手続き等を別な条例等で定めることとし 

ています。
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(会 長) 

市政運営に「市の役割」を入れたということですね。 

(委 員) 

第 3項で、「～別に条例等で定めるものとします」は、条例を市の執行機関が定め 

ると読めてしまうのですが。 

(会 長) 

そうですね。文章がとても分かりづらいですね。「市の執行機関は、政策形成等の 

過程において市民の参画を推進する」 ということと、「市民の参画について必要な事 

項は別に条例で定める」は全く別のことですから。 

(室 長) 

これは、市民参加条例などをこの自治基本条例を最高規範として市が作っていく 

ということですね。自治基本条例が出来たのだから、それに向かっていろいろな政 

策をやっていかなければならない、市民の参画を推進するための条例をこれから作 

っていくということを、まさしく市に課しているということです。 

(会 長) 

ただ、 「市の執行機関は」というところから、 「条例で定める」までがとても遠い 

気がします。もう少し表現を変えられないですか。 「参画を推進します」で切っては 

だめでしょうか。 

第 3項の文章をもう少し考え直してみてください。 

(室 長) 

趣旨は、 「この条例に則った体系化を進めていきます」ということです。 

(会 長) 

趣旨は分かりました。 

(委 員) 

第 1項の「予算その他の議会の議決に基づく事務、法令等に基づく事務」は、 「基 

づく」が重複しています。「議決や法令等に基づく事務」にすると意味が違ってきま 

すか。 

(事務局)
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地方自治法でも「三つの事務」をこのように謳っているので、そのまま使ったの 

ですが、それにこだわる必要はないかと思います。 

(会 長) 

では、第 1項についても事務局で再度文言の検討をしていただくということにし 

ましょう。 

次に、 「総合計画」「行政評価」「財政運営」「説明責任」「組織」「附属機関」までい 

きます。事務局では「関与団体」 、 「外部監査」については盛り込まなかったのです 

か。それとも明日検討するということですか。 

(事務局) 

「関与団体」と「外部監査」については、色々な議論があり盛り込みませんでし 

た。 

(会 長) 

「関与団体」と「外部監査」については論点になるかと思いメモを用意しており 

ましたが、先に事務局で用意された提案部分について議論していきましょう。 

「総合計画」からです。 

「第 22 条 市は、この条例の理念に基づいた基本構想及びこれを実現するための 

基本計画（以下「総合計画」という。）を策定します。 

２ 市は、総合計画について、社会状況の変化に合わせ必要に応じて、見直しを行 

います。 」 

これについては、事務局案にするか、もう少し細かくするかという議論になるかと 

思います。ここでは、市民参画ということを謳わなくてもいいのでしょうか。 

(事務局) 

それについては議論がありましたが、「参画・協働」の中で計画段階から参画する 

と入れているため、あえてここに入れなくてもいいのでは、ということです。 

(会 長) 

「総合計画」 というのは、 行政運営の中でも非常に大事な部分になってくるので、 

ダブりで入れても問題ないという気がします。実際には、市民参加のかたちで審議 

会なども作るのでしょうから。 

論点の 1つとして、「市民参加」や「市民の参画する機会の保障」といった文言が必 

要かどうか、という点です。
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(室 長) 

第 21 条の第 3 項は、まさしくそのことをいっていますが、重複を避けたという 

ことです。 

(会 長) 

十分言い尽くしているということですね。 

私は、「総合計画」は行政運営の重要な部分だと思いますが。 

他に、「進行状況の公表・公開」という文言は入れなくてもいいのですか。 

(事務局) 

第 25条に「説明責任」というのを入れています。 

(委 員) 

全体の条例文を見ながらでなければ、くどいのか、くどくないのか判断がつきま 

せんね。だめ押しで何度も言ったほうがいい場合もあるでしょうし、逆にくどすぎ 

て、これはいらないということもあると思います。 

(会 長) 

全て「説明責任」に入れてしまうのもどうかという気がしますが。 

(委 員) 

くどくないのであれば、三原則に則ったプロセスでの総合計画づくりをいれてほ 

しいなとは思います。 

情報共有、 参画・協働は何度出てきてもいいのではないかと、 個人的には思います。 

(会 長) 

第22条については、 明日全体を見た上で判断するということでよろしいですね。 

次の「行政評価」へいきます。 

「第 23 条 市は、総合計画に基づき行われる政策、事業について評価を行い、その 

結果を公表します。 

２ 市は、前項の評価及び公表の方法について基準を示した指針を定めます。 

３ 市は、第1 項の評価の結果を、その政策、事業に反映させるよう努めます。 」 

これはいかがでしょうか。 

(委 員) 

行政評価に市民参加を入れなかったのは、まだそういう体制になっていないから



22 

でしょうか。 

(主 幹) 

基本的には事務事業単位の評価を今、やっています。今年度は 17 年度に実施した 

事業のうち 200 事業を評価し、19 年度は 18 年度に実施した全ての事業を評価しま 

す。また施策評価も実施して 19 年に結果を公表するという方向ですが、どういう枠 

組みで市民が評価に参加できるか、まだはっきり決まっていません。 

(室 長) 

第 2 項で「評価及び公表の方法について別に定める」とありますが、市民参加の 

方法は決めていこうということです。議会でもそういった質問があり、「検討しま 

す。」と答えさせてもらっています。 

ただ、今すぐに市民が評価に参加するというところまで整理されていないので、こ 

のような表現になったということです。 

(委 員) 

せめて解説の中で、市民参加のことが少しあってもいいのかと思います。 

(会 長) 

では、全文を見た上で、市民参加の評価について解説で加えられそうでしたら入 

れていただくということとします。 

次の「財政運営」へいきます。 

「第 24 条 市は、総合計画に基づく政策目標を達成するため、計画期間を定めた 

財政計画を策定し、健全で継続可能な財政運営を行います。 

２ 市は、総合計画に基づく政策目標を達成するため、適切な予算の編成を行い、 

効果的で合理的な予算の執行に努めます。 

３ 市は、予算の内容や財政状況を市民に分かりやすく公表します。 」 

これについてはどうでしょうか。「効率的・効果的な財政運営」や「最小の経費で最 

大の効果が上がるような財政運営に心がける」などの文言があってもいいのではな 

いかという気がします。 

(事務局) 

第 1項と 2 項ですね。 

(会 長)
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そうです。第 1 項が「～最小の経費で最大の効果が上がるように、健全で継続可 

能な財政運営を行います。」第 2 項は「効率的で効果的な予算の執行に努めます。」 

でいいと思いますが、明日もう一度やりましょう。 

次の「説明責任」へいきます。 

「第 25 条 市は、市政に関して、市民に積極的に説明する責任を負うとともに、 

市民の説明の求めに対して、誠実に応答する責任を負います。 」 

「求めに対して」という表現はどうかなと思います。 

後段については、「市民が説明を求めた場合には、 誠実に応答する責任を負います」 

としてはどうでしょうか。 

最後の「組織」「附属機関等」です。 

「第 26 条 市は、市民に分かりやすく、社会の変化に柔軟に対応できる簡素で機 

能的な組織の編成に努めなければなりません。 」 

「第 27 条 市は、審議会等附属機関の委員の選任にあたっては、その一部を市民 

の公募の委員を加えるように努めなければなりません。 

２ 審議会等附属機関の会議は、原則公開とし、その他、会議の運営に必要な事項 

は別に定めます。 」 

どうでしょうか。文章がちょっと難しいですね。できるだけ「分かりやすく」を心 

がけましょう、というのがこの審議会の趣旨ですが。 

(事務局) 

できるだけ分かりやすくしたいのですが、条例審査のときに訂正が入る場合があ 

ります。条文の考え方が変わるというわけではありませんが。 

(会 長) 

第 1 項の「～その一部を」を削除した方がいいのでは。公募委員を加えるという 

ことで十分意味は通じるのではないでしょうか。 

(室 長) 

附属機関の委員は職で決まっていたり、公募できないものもあるので、 「一部」と 

いうことばを入れました。 

(会 長) 

分かりました。では時間が来ましたので、それは明日また検討するということに 

しましょう。明日は、 「指定管理者制度」、 「外部監査」 、 「行政手続き・その他」につ
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いて、資料を使って説明してもらいます。 

若干議論したかったのは、「関与団体等」で、これは市が出資している出資法人につ 

いて規定する必要があるか否かということです。 

また、「指定管理者」、 「補助金団体」も何らかの形で書いたほうがいいのではないか 

と思っています。 

そして、全部の条文について総括的に論議することとします。 

その他、事務局から日程的な説明があればお願いします。 

(事務局) 

当初10月16日を答申予定としていましたが、 我々の作業の関係もありまして10 
月 26日に延期させていただきたいと思います。 

明日、最終的な条例審査をしていただきますが、今日出席されていない審議委員の 

方にも見ていただき、その意見を反映させるべきかな、と思っています。 

その取扱いについては会長と相談して、明日決めたいと思いますのでよろしくお願 

いします。 

(会 長) 

では、本日はこれで終了いたします。


