会議資料５−２

第 ４回

豊島区自治基本条例検討委員会

◇詳細・・・政策経営部企画課自治基本条例担当係
附属機関又は

豊島区自治基本条例検討委員

会議体の名称

（第４回）

事務局（担当課）

会議録

電話０３－３９８１－４２０２

政策経営部企画課

開催日時

平成１７年８月２３日（火） 午後６時３０分～９時００分

開催場所

生活産業プラザ多目的ホール

学識経験者

小原隆治（委員長）、江上渉（副委員長）

区民委員

石川智枝子、石森宏、伊藤登、上野容子、尾上多喜雄、角本史夫、田

委員
出席者

村壽重、寺山賢照、濱口惠子、春田稔、楊林凱、吉崎桂子
事務局
会議公開の可否

政策経営部長、企画課長
公開

傍聴人数 ０人

１ 開会
会議次第

２ 条例原案について（検討の続き）
３ 閉会
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１ 開会
・第２回会議録公開の承認

２ 条例原案について（検討の続き）
・委員提出意見（会議資料４−３）をもとに検討を進める
○委員

論点 1 の区民と住民をどう定義するかということについては、前回の会議ではＢ案という

ことで大体決まっていたと思いますが、住民と区民を区別するのは立場が異なるという点で、
こうした定義をする必要があったのではないかと思うのですが、住民自治の理念を前文または
基本原則に入れるということになった場合、そこで立場の違いが明らかになってくるので、こ
こで敢えてこういう定義をする必要はなくなってくるのではないかと思います。また、条例の
文章から言っても、Ｂ案では、何だか住民の説明を上に持ってきたというようになってしまう
のではないかと思いますので、ここはやはり、Ａ案のようにひとつにまとめておいた方がいい
のではないでしょうか。その場合には、Ａ案の文章をＢ案の（２）のようにしていただけたら
と思います。
○委員長

Ａ案Ｂ案というのは事前配布資料のことですね。それで、前回においてはＢ案だろうと

いう議論だったのだけれども…
○委員

Ｂ案にするということは、あくまでも住民と区民とで立場が違うということで必要があっ

たと思いますが、しかし、論点 2 のように住民自治の理念を入れ込むことができれば、あえて
住民・区民と定義を分ける必要はないのではないか、条文の形から言いましても、ひとつにま
とめたＡ案の方がスッキリすると思います。住民自治の理念を規定する必要がないということ
でしたら、また違ってくるとは思いますが。
○委員

Ａ案は、区民は豊島区の区域内に住所を有する者（法人を含む。以下「住民」という。）

ということは、法人は住民なんですね。これを読むとそういう規定になりますよね。Ｂ案では
法人は住民ではないということですか。
○委員

Ｂ案にも法人を含むと入れないといけないと思いますよ。

○委員

Ｂ案にしても法人は括弧して法人を含むと、入れないといけないということですね。私は

そこのところでＡ案とＢ案は決定的に違うなと、読んだ時にそう思っていたんですけれども…。
○委員

やはり、自治の第一義的な立場である住民というものを、住民自治の理念の中ではっきり

謳った方がいいのではないでしょうか。
○委員長

Ａ案というのは、どこから出てきたんでしたっけね。

○事務局（課長）
○委員長

Ａ案は、法規と相談して事務局で作ってきたものです。

Ｂ案の（１）で法人を含む云々というのを特に入れていないのは意味があるのですか。

○事務局（課長） ここでの住民というのは、地方自治法上の住民というものを準用するという考
え方ですので、自然人であると法人であるとを問わず、住民といった場合には原則として入る
ということです。Ａ案の方で敢えて法人を含むと言っているのは、住所を有する者という表現
が地方自治法上の住民とはちょっと違っている…そこで法人を含むと補って以下は住民と呼
びますよという言い方をしているのだと思います。言っていることは同じなんですけれども、
Ｂ案の住民といった場合には、通常法解釈上初めから法人が入っている、ただＡ案の場合には
初めから法人が入っているという理解ばかりではないだろうということだったと記憶してい
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ます。意図しているところは、法人を含むと同じことを考えているということになります。
○委員

Ａ案でも、敢えて法人を含むという言葉を入れなくてもよろしいのではないですか。それ

を入れると余計分かりにくくなりますし。
○事務局（課長） そうですね。ただ、住所を有する者と言った場合に、法人を初めからその表現
だけで明らかに含んでいると言えるかどうか…法規の方からも、厳密の考えれば、住所を有す
る者というだけでは、法人を含むと明らかに受けて取れないのではないかという指摘がありま
したので、ここでは敢えて入れています。
○委員

今のご意見も踏まえてですが、住民をここで定義するのは何故かと言えば、本文の中に用

語が出てくる、それで用語の定義をしなければまずいからということがあったわけですね。最
初の時には住民投票のところでしか使われていないから、ここで定義すべきかどうかというこ
とも含めた論点になっていたと思うのですが、論点 14、15 のところで提案したのですが…論
点 14、15 で何が問題になっているかと言うと、公選法に基づき議員を選出するのは有権者で
ある「住民」の権利であり、議会設置の主語を「区民」とすると矛盾が生じる…ということで、
たたき台は「区に」という、もとの会議案のような「区民は」といった主語のないものになっ
ているのですけれども、ここで「区民は」というのを「住民は」に置き換えてしまえば全て一
発で解決するということになると思います。それで、使うところによって使う言葉に合わせた
定義をしていくというところから、この意見に賛同していただければ、そこから逆算して自動
的に住民の定義も納まりつくと思います。条例の中でどう使われているのかということを前提
に考えていく必要があると思いますし、ここで区民ということで住民の定義をしておかないと、
論点 14、15 のところで置き換えによる解決というのもできなくなるというようにリンクして
いる問題なので、敢えてここで言ってみたわけです。ご検討いただければと思います。
○事務局（課長） いずれにしてもＡ案Ｂ案は言おうとしていることは同じなんですが、表現の問
題でどちらの方が受け取り方として自治基本条例の理念をよく表すかといったところでご議
論いただければと思います。
○委員

Ａ案の（法人を含む、以下「住民」という。）という定義で、論点 14、15 を住民に置き換

えた場合に意味が通じるのでしょうか。
○事務局（課長）

それは確かにセットではありますけれど、論点 14、15 のところを住民に替え

るかどうかということは、それぞれに議論した上で方向性を出すべきだと思うのですね。ここ
で論点 14、15 があるからということでは…
○委員

考え方のひとつのあり方として、本則でどう使われているのかというところに問題がある

と思うのですが…
○事務局（課長）
○委員

今のところはまだ使ってないですよね。

そうなんですが…ここで予めそういうことを全く無視した形で住民の定義をしてしまっ

て後に持っていかれるというのも…もしかしたら議論の考え方として先に出すべきかなと思
ったので。
○委員長

なぜ「法人を含む」という言葉を入れたのかな。

○事務局（課長） 基本的に、Ｂ案のところでは表現上は入ってはいませんが、法人を含むという
前提で理解はされますよね。
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自治法上の広い概念ではね。ただ自治の主体としては普通は自然人を考えるわけでしょ。

法人にもコーポレートシチズンではないけれど、そういう自覚を持ってほしいなという発想で
あったのか…なぜわざわざこういう…ちょっと、これはペンディングにさせていただけません
か。もうちょっと頭の中を冷静になって整理して、法律用語もよく検討して考えてみたいので、
今のご意見、論点 2 との関わりで考えていかないとというご意見はメモしていただいて、先へ
進めさせてください。
論点６の事業者の責務ということでもご意見があったわけですが、前回お諮りした通りで、ご
意見は併記する書き方にしたいと思います。そこで今日は論点７から 15 までになりますが･･･
○委員

論点５についても前回ペンディングになっており、ここでまた議論されると思ったので意

見を出さなかったのですが、意見だけ言わせていただいて先に進めていただければ･･･確かに
子どもの権利を載せる必要がないというご意見があるのもわかりますし、逆に色々お聞きして
いると、議会とかでは子どもの権利というところに非常に引っ掛かりを持っている方が多いよ
うな感じを受けます。子どもの権利というのは、この文章を読めば誤解であるというのは一目
瞭然なのですけれど、そういう向きで子どもの権利という言葉だけに引っ掛かって議論が進ん
でしまうと、せっかく豊島区が子どもということを考えようとした時にこれが全部抜けてしま
うのは残念かなと思います。そうすると、ちょっと最初の区民会議案とは変わってしまうので
すが、大和市の自治基本条例を見ますと、
「子ども」というかたちで、
「市は、子どもが健やか
に育つ環境をつくる責務を有する」という風になっていますので、子どもの権利については子
どもの権利条例に任せ、第 7 条の１として「区は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を
有する」とし、２として「区民は、子どもが安全かつ健全に成長できるよう･･･」のようにし
た方が、いろいろな議論の中ですっきりするのかなと思います。区と区民が子どもたちのため
に良い環境を残さなければいけないというところだけを自治条例に残せばいいのかなと思い
ます。
○委員長
○委員

具体的に手を入れるとするとどういうふうになるのでしょうか。
７条の見出しを「子どもの権利」ではなくて大和市に倣い「子ども」とし、第７条として

「区は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有する」と、これは大和市の自治条例とま
ったく同じ文章なのですが、その第２項として、
「区民は･･･」の部分はそのまま残して、子ど
もの権利については権利条例の方に回してしまうということになります。何らかのかたちで豊
島区の自治条例に「子ども」という視点は入れたかったので。
○委員長
○委員

今仰られたのは、必ずしもそれがベストということではなくて･･･
そうではないのですけれども、なくなるより、そういう形の方が･･･逆に色々な方が読ん

だ時にすっきりするのではないかなということです。
○委員長
○委員

なるほど。そのご意見も、併記する形でよろしいですか。

○委員長

結構です。
では、論点７に移りますが、議論のベースはどうしたらいいですか。前回頂いたもので

はなくて、事前配布資料の方がいいのでしょうか。
○事務局（課長）

違う考え方を書いているわけではありませんので、どちらでもいいのですが、

事前配布資料の方がより議論がしやすく整理されているかと思います。
○委員長

それでは論点７コミュニティをどう定義するかで、区民会議案では「コミュニティとは
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人と人とのつながり」をいい、（２）で「地域における活動及びそれを担う組織・集団はコミ
ュニティを基盤として形成される」ということでしたが、Ａ案の原案たたき台では、「地域に
おける活動及びそれを担う組織・集団はコミュニティ（地域における多様な人と人とのつなが
りをいう。）を基盤として形成される」、
（２）
「区民は、コミュニティを基盤とする活動を通じ、
地域におけるまちづくりを主体的に担う」ということなんだけれども、Ｂ案はどういうことか
というと、総則の第２条にコミュニティの定義を回して、第３章コミュニティ第９条のところ
で、「区民は、コミュニティを基盤として形成される多様な活動を通じ、地域におけるまちづ
くりを主体的に担う」ということですよね。これを分けたのは、理由は考え方のところですか。
○事務局（課長） 分けたのは、内容的なことではなくて、法規の整理の仕方として、定義は総則
に置くものだと、特に条例全般に係る考え方を示すような用語の定義は総則に置くべきだとい
う、形式的な議論です。法文としてはどちらでも、駄目ということではないと思います。
○委員長

これは事前の意見も出されていますが、どちらかというと、書き方の問題ということに

なりますかね。どうぞ皆さん、ご意見ありましたら。事前に出されたご意見を改めて紹介して
くださっても結構ですから。
○委員

事前に意見を出した者ですが、条項見出しのみを「コミュニティの意義」とし、後は区民

会議案のままがよいという立場にたつものです。考え方を最大限に生かすという場合に、何が
問題となっていたかというと、コミュニティがイコールで組織集団でないということがイメー
ジしづらい、どうしても組織集団と考えがちであるということがあって、その意味の誤解から
会議の中で何度も何度も誤解から生ずる意見の食い違いが起こって、新しい概念をつくるとい
うのはすごく大変なことだと思うのですけれども、やはりコミュニティが組織集団ではなくて、
人と人との多様なつながりだということ、組織集団とは別だということが、この自治基本条例
の核だと思うわけです。これをいかに誤解無しに使えるかということに細心の注意を払うべき
だと思うので、もし定義は総則でないと規定できないというのであれば、敢えてここはコミュ
ニティの意義とちょっとぼかして、誤魔かしっぽいかもしれないけれど、ここは区民会議案に
あるような書き方のほうが一番よく伝わる方法だと私は信じています。例えば括弧付けで書い
た場合に、人は括弧の中を読み飛ばします。また、離れ離れに置いた場合に、人は前に書いて
あったことを覚えていません。だから、ここで出す、しかも別々に出すというのが一番意味を
正確に伝える方法だと考えます。
○副委員長

今課長の話を聞いていても、条文としての形式を整えるためにＡ案Ｂ案があるのだと

すれば、どちらもやはり分かり易さという点で言うと少し劣るような気がするのですね。一番
分かりやすいのは区民会議案だと思いますので、もし特別不都合がないのであれば、９条の１
と２で、区民会議案の（１）と（２）をそのまま並べていただくというのが一番読んで分かり
易いのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
○委員長

Ａ案が法規で考えたものですか。

○事務局（課長） 法規はＢ案を主張しています。Ａ案は、もし譲れるとしてもＡ案だということ
を言っています。いずれにしても、分かり易さということでは、私ども企画課としても区民会
議案でじゅうぶんだと思ったのですが、他の条例はすべてＡ案かＢ案のように整理されている
のだと、そういう意見です。Ｂ案が一番いい、次にＡ案ということですが、ただそれが法文上
整理する上で、絶対に駄目ということではないとは思います。ただ、一般論から言えば、そう
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いう答えになるということですので、ここは内容というより形式ですから、法規の方もＡ案Ｂ
案でなければ駄目で、区民会議案ではまかりならんというように強く言うことはないと思いま
す。
○委員長

コミュニティというのは、これ以外でもあるのでしたっけ…

○事務局

第３章のところが中心です。

○委員

コミュニティに他のところにはない特別な意味を持たせているのだということであれば、

法文上おかしいとかおかしくないとかではなくて、それが分かりやすい方がいいと思うので、
先程仰られたように、区民会議案をそのまま素直に見せるのがいいと思います。ただ、コミュ
ニティというのをこれだけ力を入れてこうだと定義したことが、この条文の中でどこかに活か
されているのかなというと、そうでもないのかしらという気がします。ここでコミュニティに
こだわったことが、この条例のどこにどう活きてくるのかがあまりよく見えないのですが、ど
うなのでしょうか。
○委員

それは論点８の問題だと思うんですね。後でまた説明させていただきますけれど、簡単に

言えば、区長が協議の場を設置するようなやり方というのはトップダウンなわけですよね。そ
れでやはり、自発的にしようじゃないかということで、何人かがやろうじゃないかと手を上げ
た時にやれるようにしたいというのがあって、それには地域における活動は必ずしも組織を前
提としないという考え方があるわけです。思いついた人がやろうぜというのが活動の始まりで
あって、組織が前提ではない、それと結びつけて論点８を考えていただければと思いますが、
だからこそコミュニティという概念をすごく大事にしたいんです。
○委員

その考え方はよくわかります。そういうことであれば、私も区民会議案のままでいったほ

うがいいと思います。
○委員長

区民会議の議論の時はどうでしたっけ…第２章の定義のところでは、出していなかった

のでしたっけ。キーワード中のキーワードということであれば、形式で言うと定義で揃えるの
が確かにスッキリはしていますけれど。
○委員
○委員長

２段階方式に分けて書かないと分からなくなるよということなので…。
それはその通りで…区民、住民、区長というよなものと並べては書いてない。自治基本

条例の中のキーワード中のキーワードということを考えると、形式的には前に置くのも悪くは
ないですよね。定義で出せばかなり目立つ感じはしますね、スタンスを示しているということ
になりますから。
○委員

ただひとつ恐れてしまうのはやはり、忘れられる、途中まで行く間に。やはり、コミュニ

ティに関心ある人はコミュニティのところしか見ませんから。２度定義するというのはどうな
のでしょうか、そういう意味では。
○委員

特に引っ掛かる人は、そっちを見るのでないですか。

○委員

前に戻ってということですか。

○委員

そう思います…言葉が自分ではっきりしていないという時は…私なんかも、区民と住民の

ところを何度読んでいるかというぐらい戻っています、分からなくなってしまって…そういう
意味では、前に出ていた方が、言葉をきちんと定義したものなのかなというふうに、インパク
トがあると思います。私はＡ案を取るのだったらＢ案の方がいいと思います。それで私みたい
に、言葉の意味がはっきりわからないという人間には、Ｂ案のようにきちんと分かる形で出て
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いた方が分かりやすいなとは思ったのですけれど、さっきどうしてこの区民会議のほうがいい
かというお話を聞いて、それはそれで納得するところもありましたが、私個人、こういう条文
の形になれていない者にすると、やはり最初に出てきたＢ案の方が、自分で分からなくなった
時に戻れる場所がはっきりしていていいと思うんですね。
○委員

やはりひとつ懸念されるのは、一度作ったら先行条例として後に作る人たちに見られるわ

けで、コミュニティの規定はどうなっているのかとなった場合に、総則でコミュニティの規定
があるところを抜き出して議論されることはおそらくないだろうと思います。というのは、総
則とか、参加とか、コミュニティとか、それぞれパーツパーツで切ってあって、じゃあ、コミ
ュニティについてはどう考えましょうかといった時に、コミュニティについて書いてあるとこ
ろを全部つなげるのではなく、コミュニティの章だけ抜き出して説明することは間違いないと
思う。関心のあるところしか人は読まない、戻るという手間を本当にやるのか…今後見る人た
ちがおそらく関心のあるところしか見ない、そうしたら徹底的に労力を省力化してしまえば、
定義は見ない、コミュニティに新しい意味がついていることすら知らないということになって
しまう可能性がある。だからコミュニティのところで一緒にまとめておいた方がいいと思うわ
けです。
○委員長

書き方としてはＢ案か原案かなという気がします。Ａ案は表現としても美しくない。括

弧の中に定義を押し込んでしまっていて…そういう法律がない訳でないのですけれど。ただ、
総則の定義でコミュニティの定義を持ってくると、ちょっと思いつきで言って申し訳ないのだ
けれど、どちらかというとこれは社会学的な定義をしてますでしょ、法律的・制度的な定義と
いうよりも。それに対して第２条の定義は比較的制度的な定義をしていますから、ちょっと座
りが悪いところはありますね。住民とか区とかと並べてしまうと座りが悪いなという気がしま
すよね。形式だけの問題というなら原案の方がいいかなという気もするんですけれど…とりあ
えず原案ということで先に進んでもよろしいでしょうか。これももう少し考えさせてください。
では、次の論点の８、地域の開かれた話し合いの場をどう形成するか…区民会議案ではコミュ
ニティを基盤とするまちづくりという節があって、それで区民によるまちづくり、区の役割と
いうのを書いているのだけれども、それに対してＡ案Ｂ案を出してきていますが、これについ
ては事務局から何か説明ありますか。
○事務局（課長）

Ａ案の方は、ここはもともとコミュニティの章ということですから、区長が

コミュニティに口出しするのはおかしいのでＡ案の方がこのコミュニティの章にはふさわし
いと思います。Ｂ案の方は、区長が主語になっていますので、ここではなくて区政への参加な
ど別の章で規定する内容になってしまうのではないか…ただ、ご意見の中でもいただきました
ように、地域の中の開かれた話し合いの場ということをコミュニティ的に捉えれば、区政とか
区長とか議会とか関係なく自由にやっていただいて、地域の中で多様な活動が行われればいい
のだと思いますが、今、地域内の分権というような形で、例えば豊島区のある地域で起こって
いる様々な問題を総合的に検討するような場があるかと言えば、今はなかなかないというのが
実態です。唯一が区政連絡会という町会の皆さまと、区が様々な情報提供をしてまた意見を聴
くという場がありますけれど、それもこの自治基本条例が志向している、町会の皆さまだけで
はなく地域の様々な主体の参加を有しているわけではないので、コミュニティという視点から
すればＡ案でいいと思いますが、将来的に、総合的な話し合いの場も必要ではないかという、
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７

視点に立てば、コミュニティとは別の章だとしても、こういった規定が必要ではないかという
こともあろうと…そういうことが本日のご意見の中にも出されていると思います。区民会議案
の中でも、ここについては付帯意見が付けられており、もっともっと検討してくださいといっ
たことが申し送りになっています。ですから、非常に対応に苦慮する部分でありますけれど、
コミュニティのところに置くのであればＡ案、コミュニティのところに置いてあったとしても、
また別に区政への参加という意味で、地域の総合的な話し合いの場、しかも開かれた場という
ことでシステム化するということになれば、コミュニティとは別のところにこういった条文を
置くというような選択肢もあろうかと思います。非常に大きなテーマです。Ａ案Ｂ案という形
でお示ししてありますけれど、いずれにしてもＢ案の場合は場所が違うと思います。
○委員

私も今、事務局の方で説明されたように、Ｂ案は必要だという意見を出したのですが…当

然地方分権の流れから言うと、地域自治組織というものが想定されているのではないかと思い
ますし、その中にできる自治協議会のようなかたちのものを考えた場合、どうしてもＢ案が必
要になってくると思います。しかし、それは今仰られたように、区政のほうに関わってくるの
で区政への参加の章に入れることに賛成です。
○事務局（課長）
○委員

Ａ案もＢ案も両方活かすと…

将来のことを考えると両方入れておかないといけないのではないでしょうか。今の区政連

絡会がそれに似たような機能を持っていますけれど、将来的には今のように町会だけという形
にはいきませんし、そこに新しい組織が当然できてくると思いますけれども、やはり地域全体
の自治ということを考えると、やはり区の方がある程度主導権を持って組織づくりをしていく、
そうなると多少なりとも区政に関わってくることですから、Ｂ案は区政への参加の章に入れた
方がいいのではないかと思います。
○委員

私も今仰られたことに大枠で賛成です。地域の区民自治が非常に盛り上がって熟成された

場合には、色々と地域の、例えば町会とか、ＮＰＯとかそれ以外の地域の団体が声を掛け合っ
て自発的に協議の場が出てくると思いますが、現在の状況を見ますと、そういうことが自発的
にできるとは考えられない。例えば私は町会の役員をしておりますけれど、町会の方で現時点
でＮＰＯとか他の団体に呼びかけて、果たしてこういうものがうまく機能し立ち上がることが
できるかということになると、非常に疑問があるわけです。しかし、区から、区長が声を掛け
てということなら立ち上がりはできると思うのですけれども、どうしても区から委嘱されたよ
うな形で議論し、結論を出していくような形になりかねませんので、どうもそういうのは官主
導型というか、トップダウン型になってしまう可能性があるので、立ち上がり時期についての
必要性は、区の方のある程度のサポートは必要だと思うのですけれども、基本原則はやはりＡ
案だろうと思います。Ｂ案をどこに入れるかはともかくとして、基本的な考え方としてはＡ案
だろうと思っております。
○委員

今のご意見なんですけれど、Ａ案の方は、先程仰られたように、この指止まれといって皆

さん集まって出来てくる、純粋にコミュニティの形式だと思うのですが、Ｂ案の方は性格がち
ょっと違うのですね。先程申しましたように、当然両方必要だろうと思います。Ａ案とＢ案と
性格が違う以上、Ａ案はこのままの場所でこのままの形で載せていただいて結構なんですけれ
ど、Ｂ案の方は、やはり何回も申しあげているように、区政への参加の章に入れていただいた
方が間違いないと思います。それだけ性格に違いがあると思います。
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○委員

８

論点８の下の方の、原案たたき台を「区民は、地域社会の共通課題をともに考え…云々」

という意見を出した者ですが、基本的にＡ案をこういう風に変えて使っていくということ、あ
と書いてないのですけれど、Ｂ案のみたいな形も必要なのではないかと思います。その理由は、
ひとつには現時点でこの指止まれ方式でやれるかということに不安があるという認識は正し
いと私も思いますが、だったら５年後１０年後をめざして成長していく、そのための条例だと
思うわけです。今の時点で駄目だから、そのレベルで条例を止めてしまうというのではなく、
区民とともに自治の力が成長していくような仕組みをこの条例の中に盛り込みたい、という気
持ちで私は作っています。それはまた後で学習機会の向上といったところに盛り込んでいきた
いと考えているのですけれども、現時点で考えるのではなくて、将来的にどう盛り上がらせる
のか…最初は官設のところで経験を積んでもらって、また学習機関ですとか、推進機関ですと
か、そういったところで自治の力がレベルアップしていくという仕組みを盛り込みたいので、
現時点がそうだからといって悲観する必要はないと思っています。それともうひとつが、とは
言っても、この指止まれでやってうまく行くというのは、解決の仕方がひとつだということが
自明の場合にはそうなんですけれど、途中でも書いたんですが、マンション建設賛成反対とい
うように解決の方向が二つあるような場合には、この指止まれでやったら、都合のいい方にし
か集まらない。こういった場合、二つに割れてしまった場合に、一緒のテーブルに着いて話し
合う、これこそが開かれた話し合いですけれども、それもなかなか難しい。そういった時に、
区長設置だとかその場で仲裁に入るような何らかの話し合いの場を設けるような場合も出て
くると思うので、そういった意味で、区長が設置できるという規定を入れた方がいいと思いま
す。ただし、それだけでは困る、Ｂ案を入れるというのであれば、この指止まれ方式でやれる
Ａ案も一緒に入れて欲しいというのが、私の意見です。
○委員長

Ａ案Ｂ案の後にその他とあるのは…囲みの記事があるのは、これはどういうことですか。

○事務局（課長） 囲みにありますのは、もしＢ案のような形でそういった地域自治組織のような
ものを規定していくことになりますと、その組織の所掌といいますか、アウトラインというか
…特に第２項に掲げてありますように、次に掲げる事項について区長に提案することができる
といったようなところまで規定をする方法もあろう。また、そこまで規定しませんと全然前に
進んでいかないのではないかということで、囲みの中にありますような、Ｂ案で設置する協議
の場について、もう少し具体的に、こんな機能を持った組織ですといったことを言っておくこ
とも可能だろうという趣旨です。
○委員長

重たいですね、入れるとしたら重くなりますね。このＢ案は、法規というよりも事務局

の考え方ですか。
○事務局（課長） このＡ案とＢ案については内容の問題でありますので、法規の方はどちらとい
うことで意見を言ってはおりません。いずれにしても、法規の方はＢ案の場合でも、枠囲みの
中のようなことまで規定していないと…とは言っても自治基本条例というのは包括的な部分
もあるわけですが…ただ、そこまで規定しないと、なかなか条例で言わんとしていることが明
確にならないということもあります。いずれにしても、Ａ案かＢ案かというのは内容の問題で
すのでどちらでも…。
○委員長

規律の密度をこのＢ案にまで高めることが適当かどうか…あとは密度の問題だけでは

なくて置き場所の問題ですよね。Ａ案にしても色々いじっているので、整理できなくなってき
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９

ましたが…時間もありますので先に進めなければならないのですが…原案とＡ案はそんなに
距離が遠くありませんので、むしろ問題はＢ案まで密度を高めるか、それをよしとする場合は
どこに置くか、今決すべきはこういうことでしょうかね。いかがですか…努力義務ではなくて、
具体的に制度をこうしろという話になってきますから、かなり細かい規定になりますけれど、
それが必要という判断をするのかどうかということと、もうひとつは自治基本条例全体の規律
密度を考えて、同じような密度で来ていて、ここだけ重いということにならないのかというの
も考慮すべき点かと思いますけれど…。
○委員

例えば、後段に挙げられている論点 11 の「参加の形態」のところのような形で、協議の

場の設置ということの機能を考えて、もしそれが必要だということであれば、これは意味があ
るのではないでしょうか。
○委員長
○委員

置くべしと…？
いえ、他のやり方でこの協議の場というのができるのだろうか、これが必要なケースとい

うのはどんなものをイメージしているのか…私のイメージしているのはさっき言ったみたい
な解決のための、賛成反対で分かれちゃった時におそらく使うのだろうなというイメージなん
ですけれども、それでいいのかということと、その場合に他の方法で解決できないのだろうか、
他の方法で解決できるのであれば、敢えて載せるリスクよりは載せない方を取った方がいいの
ではないかとも思います。どうしても必要がないのであればＡ案で。
○委員長
○委員

Ｂ案を必ず入れるべしという方は？

○委員長

将来の地方分権まで考えていくとなると、入れておいたほうがいいのではないかと…
その場合には場所を変えるということですね、区政への参加の章に。他の皆さんはいか

がですか、ここで芽を出すべし…ちょっと場所の問題は置くことにして、Ａ案でいくか、Ｂ案
のような重いものも入れたＡプラスＢ案でいくか、ということなのですけれど。Ｂ案まで入れ
るべしという風にお考えの方、ちょっと手をあげていただけますか…。やたらにペンディング
ばかりで申し訳ないのですが…一応Ａ案ということにして、Ｂ案はもう 1 回眺めて考えてみて
…絶対眺めて考えた方がいいので、規律密度という点でもね。少なくとも併記するという点で
は必ず入れることとして、それで本則の部分で入れるかどうかはもう一回考えてみるというこ
とで勘弁してください。
それでは論点の９、説明責任・応答責任は区議会にも規定するか…区民会議案と事務局原案の
違いを簡単に説明していただけますか。
○事務局（課長）

基本的に区民会議案と条例原案の間には違いがありません、同じです。ただ、

ここでは「区は」という主語になっていますので、区議会にも同じ責任を負わせたいのか、と
いうことを確認したいという趣旨で、論点として挙げたわけです。この部分については、区議
会の方でも意思表示するよという予定がありまして、議会としてもここはこうしてもらいたい
というご意見を 9 月中にはいただける予定になっておりまして、事務局としては、個々の検討
委員会の意見も勿論最重要の意見なんですけれども、区議会の意見も踏まえた上で今後考えて
いきたいと思っております。今のところ、応答責任というのは非常に大変な責任だなというご
議論が議会の方でもあります。区長の立場からしても大変な責任なんですけれども、この 16
条のところをご覧になって頂いても、「区は、区民から要望、意見、苦情等の申し立てがあっ
たときは、速やかに事実関係を調査し、これに答えなければならない」と、当たり前のような
10

№

１０

規定なんですけれども、どこまでこの規定を盾に、遅いとか何とか言われることはあるかもし
れませんが･･･根本的に区議会にも一緒に責任を担ってもらったからといって問題があるとい
うことではないと思いますけれども、この部分についてはぎ議会の意思表示のあるということ
を申しあげておきたいと思います。
○委員長 論点 10 も同じことですか、同様の問題ですよね。
「参加の保障は区議会まで広げる必要
があるか」ということですから。それで区民会議案と原案を比べると、表現で「義務を負う」
というのが「･･･ねばならない」ということに替わっている程度ですよね。主語は区はとなっ
ていますので･･･区の定義は第 2 条に出ていまして、区議会及び区長等をいうとなっています
ので、この規定を当て嵌めれば、「区は」には区長他の執行機関と同時に区議会も含まれると
いうことになるんですよね。
○事務局（課長） 参加の保障のところで、区民会議案の区長等を区に変更していますが、これは
考え方のところをご覧になっていただければ分かります通り、本来ここは･･･これは区民会議
メンバーの方にお聞きしたいのですが、区民会議としてはここは主語を「区は」という認識で
取り組んでいらっしゃったか、それともここは議会は別のものとして考えていらっしゃったか
ということなのですけれども、事務局としての感触というか考え方としては、もともと分かれ
ていたものを一つにしたわけですから、ここは区民会議案の方でも「区は」ということを主語
にすることでお考えになっていたのかなと考えておりますがいかがでしょうか。そういう前提
で、区民会議の皆様の意図を斟酌して替えたということで、意図的に替えたわけではありませ
ん。
○委員長

ちょっと待ってください。区民会議案では「区は」となっているわけでしょ。

○事務局（課長）
○委員長

いえ、参加の保障の方は「区長等は」になっています。

論点９、10 はまったく同じ問題ではないわけですか。論点９の方は原案は「区は」です

ね。それで論点 10 の参加の保障云々のところで「区長等」になっているわけですよね。
○委員

参加の保障というのは次の参加の形態にも絡んでくる話なのですが、その形態を通じて区

政への参加の機会を保障するということを述べているので、参加の形態を見ると、アンケート、
公聴会、ワークショップのようなものが具体的なやり方として入っていますので、これを区議
会に対して行うわけではないので、ここは区長等が正しいのではないでしょうか。
○委員長 論点 10 で言っている参加というのは、イメージは主に所謂行政参加ですよね。
○委員

それで参加の形態のところに挙げてあるもので権利をリストアップしているというのが

ここの構成です。
○委員長

ワークショップとか、アンケート調査とか、議会への参加ではないわけですよね。それ

を想定して書いている、だから区長等になっているということですね。それはどう考えるかは
ちょっと置いておいて、論点 9 をまず片付けてしまいましょう･･･と言っても連動しているわ
けか。
○委員

論点 9 で区長等とする方が望ましいと書いたのですが取り下げます。色々書いたときはこ

んがらがっていましたが、やはり説明責任、応答責任はあって問題ないのであれば区議会も含
めたいと思います。
○委員長

論点 9 は、私は特にどうという問題だという気はしないのですけれど、区議会にも説明

責任、応答責任はあってしかるべきと思いますので。
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○事務局（課長）

１１

ただ、論点 9 の 15 条の「政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程におい

て･･･」といった規定内容で、立案はいいのですけれど、実施及び評価というのは、議会その
ものは直接的に実施する立場にない、ただ間接的に区長がやることを区議会も一緒になって分
かりやすく説明しろということであればおかしくないような気もしますけれど、サラッと読む
とこの「区は」という部分は「行政は」と読むのが普通ではないかなと思います。評価につい
ても、議会が評価するということは議会の機能として当然あるのかもしれませんけれど、現在
言われている行政評価ということを前提にすれば、それは直接的には区長の仕事であってその
経過、内容、効果について説明するのも区長がまず第一義的に区民に対しても議会に対しても
説明責任を負っているという考え方もあると思います。ですから、ここは主語は「区は」にな
っていますが、その内容は、区民会議の中でも元々は二つに分かれていたものをひとつにする
過程で、区民会議も議会は議会で規定していた、区長は区長で規定していた、それを一本化す
る過程で、条文のひとつひとつについて、一語一語についてどこまで十分な議論がされたかど
うかというところがあると思います。議会からすれば、区民に分かりやすく説明しろというこ
とは、政策の実施とか評価については区長が区民の代表である議会に説明しているのだという
理解もあるというご意見もいただいています。サラッと読むと「区長等は」というのが一番い
いような条文になっているのかなと思います。
○委員長

いずれにしても、９と 10 の主語というのは同じ方がいいですよね。それがナチュラル、

自然な感じがするんですけれど。勿論執行機関と議事機関とでは性格が違いますから、参加な
り、説明責任といっても、その言葉のもつ意味、濃淡が違ってくるということはあると思いま
すが、「区長等」と言ってしまった場合には、それはそれでまた問題があるわけですよね。区
議会に関しては応答責任にしても参加にしても免責されると捉えられなくもないわけでしょ。
○事務局（課長） その場合には、区議会の方に改めて、区議会の機能にふさわしい説明責任、応
答責任のあり方を規定する必要があると思います。区民会議が一本化したものを元に戻すとい
うようなことになりますが･･･中間のまとめの段階では区民会議案の中でも議会は議会で規定、
区長は区長での規定があってそれを一本化してきたということですので。
○委員長

それを説明責任、応答責任という言葉、参加の保障という言葉で一本化したんだけれど

も、ちょっと表現が股裂きになった格好になっているわけですよね。区民会議案で揃えにした
のに主語は別々に書いたというのはどういうことだったのかな。区議会への参加ということで、
例えば傍聴の仕組みだとか、参考人の仕組みだとかを活用するということも考えられるでしょ。
○委員

ひとつは議会との関連では想定していなかったというのが確かにあったと思います。なの

で、区民参加のところで主語が区長等になっているのは、そういう想定で書いたことは間違い
ないと思います。それでやはり、保障した上で形態を例示して、どのような権利が明らかに示
してみせるという構成にしたいと考えていたので、もしそこで区はということで議会も含めて
ということであれば形態を増やすということも考えられるのでしょうけれども、主体が違う、
区議会はこうで、区長はこうでという別々のものをこの中でリストアップするというのは想定
していなかった。つまり区長等で統一できたからこそ、このリストアップができたというよう
にも思われます。
○委員長 論点 11 の形態のところですよね。
○委員

説明責任では区議会の話は確か出なかったですよね。特に説明責任ということでは、区民
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１２

ひろば構想、これが非常に話が出たと思います。区民ひろば構想についてこういう議論をしな
ければいけないというようなひとつの想いからこういった条文ができたのではないかという
気がしましたけれどもね。区はという形で統一してもいいのではないかと思います。
○委員

区議会を入れた場合に、区議会で参加できるという形態というのは、傍聴というのは違う

と思うんですね。それも参加といえるのかもしれませんが所謂意見表明できるということでは
ないので、それを参加に入れてしまうと話がややこしくなってしまうのではないかと思います。
なので、参加の保障のところに区議会を入れるというのは意味合いが違うように思います。他
に何かあるのかということがちょっとまだイメージできていないのですけれど。
○委員長

区議会主催で公聴会をするとか、参考人制度とかさっき言いましたけど･･･或いは場合

によっては、議員提案の条例もあるわけですから、区議会でパブリックコメントをするという
ことも考えられますよね。パブリックコメントというのは必ずしも区長だけ、執行機関だけし
かできないという話しではないですからね。
○委員

あと、もうひとつ、20 条のところで「区は区政への区民参加を促進しなければならない」

というのがあって、この一言が非常に引っ掛かるんですけれど、私はこの表現がちょっと強制
のニュアンスを感じるので要らないのではないかと思います。言わんとしているところは、参
加の保障の３のところにあるように、区民自らが自治のスキルをアップしていくという、ただ
この書き方だと「区政に参加し、区民主体の自治を実現できるよう」にとしてしまいますと、
単なる資料提供で終わってしまう可能性があって、これは意見提出の時も書いたのに、こっち
には書いてないので敢えて強く言いたいのですけれど･･･自治のスキルが足りないということ
で、コミュニティに対してもそれができるかどうか疑問と思っていると仰る方がいらっしゃる
という気持ちはわかるのですが、成長してほしいと思いますので、こういう参加の機会を通じ
て自治の力というのを身に付ける必要があると思います。そういった意味での区民参加の促進
ということであれば第 3 項にありますので、ここでは省いていいのではないか、また 20 条に
入れることで、２の「参加できない区民に対し特段の配慮をしなければならない」というのと
は相反する意味もありますし、強制のニュアンスもありますし、そういう意味でなくした方が
いいのではないかということを提案したいと思います。
○委員

論点の９と 10 に関しては、出だしは「区は」ということで全くいいと思います。論点 11

の参加の形態になりますと、「区長等」と出てくるわけですが、9 と 10 に関しては「区は」と
いうやり方でいいと考えています。説明責任、応答責任云々ということは、「区は」という出
だしで統一した方がいいとし、区民会議の時にもやはり、議会、執行機関も含めてという考え
方があったと感じていますので、そういった考え方で進めたいと思います。ただ、区議会の方
から出てくるのが出てきてから考えればいいのであって、今そこで論議しても議会が入ってき
てうちは違うんだと言った時にもう一回ゼロからやらなければならないので、ここはそういう
風にして次の方に移った方がいいのではないでしょうか。
○委員長

論点９、10 を「区は」で揃える、そうするときっと論点 11 も「区は」で揃えていって、

書き方の工夫をしていく、そういう風にするか、それとも「区長等」で揃えて、なおかつ区議
会は適応除外ではないということを示すために区議会のところで何かを書いておくという、基
本路線はこのふたつですかね･･･という整理でいいでしょうか。事務局としては後者を取りた
い、「区長等」でいきたいということですよね。
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○事務局（課長）
○委員長

１３

そういうことではないのですが･･･

そうした方がスッキリする･･･区長等で揃えて、その場合に区議会は免除されるわけで

はないので、区議会のところで書き込みをする･･･そういうことなので、区民会議の最終案で
はなくてもう一つ前の案に戻った方がいいのではないかということですよね。さて、そうする
と、区議会も区長も同じように応答責任があるんだ、参加を保障する必要があるんだという書
きぶりで･･･このままではちょっと収まらないので論点 11 のところをもう少し書き直すとする
か、それとも区長等でいって、他所で直すというふうにするか。
○委員

単純な質問なんですが、区議会に応答責任をもたすということですが、区会議員は区民の

信託を得て色々な立法を行うわけですが、その立法過程においてそれに不満足な人たちが結構
色々な層から出てくると思うのですね。それでそれが要望であったり意見であったり苦情であ
ったりと色々あると思うんですが、これに対して応答責任があるということは分かるのですが、
不利益を被るという仮に個人や団体が必要な要望なり反対なり唱えて、これをこの字句どおり
真面目に応答していくと、立法そのものがかなり脅かされたり、非常に遅延するとかというこ
とが出る恐れがあると思うのです。応答責任の限界といったらあれですが、そのようなことは
どのように考えたらいいのでしょうか。区長の応答責任と区議会の場合はちょっと違うのかな
という気がしないでもないのですが、その点はどういうふうに考えたらいいでしょうか。
○委員

私は区ということで統一して、区長も区議会も同じような立場で同じような責任を負わな

ければいけないと、そういう見解を取りたい。区議会議員も、区民からの質問なり要望なりを
謙虚に受け入れなければいけないし、それをまた議会に反映させなければいけないという立場
を貫くという点では、行政も区議会も同じような責務を持つという気持ちなので、敢えてここ
で区議会を分けて書く必要はない、一括でもっていいと思う。区議会議員というのは、もっと
謙虚でいいと思います。
○委員 それは誠にその通りで、そうは思うのですが、重要な立法を行うという場合に･･･
○委員

それはそれでもってある程度の権限というか、けじめというのは、問題問題に応じてはっ

きりと区別すればいい話であって、別に尊厳を損なうというところまでは、この条項だけでは
行かないのではと考えます。
○委員

どのような応答してみても、反対する人は反対してくるだろう･･･だからある程度の割り

切りは必要なんですけれども、こういうところで応答責任というようなことでボンと出てきま
すと、まだ俺たちの質問に対して、要望に対して応えてないと、いうことをガンガン仮に出て
きた場合に、議会で最終議決するのが極めて遅延したりして、効率性が損なわれるのではない
かという懸念が私は若干するので不安を持つのですけれど、それでちょっと質問したのですが。
○委員長

大変申し訳ないのですが、今日も 30 分延長させていただいていいでしょうか。それで、

これもこの場では決しないと思えるので、事務局で両論整理してください。区はで揃えて書く、
その場合はもう論点 11 もスキップしますからね。論点 11 はそれに合わせて区長等の参加の形
態だけではない、区議会への参加の形態も合わせた案を考えてみる。もうひとつは区長等で揃
える、その場合は区議会の応答責任、参加の保障をどういうふうに書くことになるのか、その
ふたつですね、それを次回に決し･･･決することができればいいですが、できなければ両論併
記という形になる、そういう処理でまいりましょう。
では論点 12 に移らせて頂いて、
「自治推進委員会の必要性と運営のあり方」について、これは
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１４

原案は密度をもっと高めるということですか。
○事務局（課長） これは、自治推進委員会という組織体を規定する以上、その組織がどのような
役割を果たすかといったところまで書き込みませんと、条文として組織を設置したことにはな
らないと、それで最低限の所掌事項を書く必要があろうということです。
○委員長

先ほどのまちづくりの提案と同様のこと、ここまで規律密度を高めておかないと言った

意味がないということですね。そういうことですが、これも全体の密度を横目で見ながらとい
うことになりますが、いかがでしょうか。必ず置きなさいということですからね、これは。
○委員

具体的に密度を高めて設置しようということを考えた場合に、やはり常設型にするのかま

たは個別型にするのか･･･問題が起こった時に一々召集するのか、或いは固定型のメンバーで
やるのかということでありますとか、この条例に関しては、議会に諮る前に意見を言う権利が
あるとした場合に区議会との関係ですとか、イマイチイメージが膨らまないというのが正直な
話でありまして、推進機関の設置というのを区民会議でやった時にグループで固めていないで
ポンと出してしまったのが悪かったのですけれど、事務局はどういう風な感じでイメージされ
ているのかまずお聞きしたいのですが。
○事務局（課長）

自治推進委員会･･･機関という名称は別として、他の自治体でもこういった組

織を設けているところがありますので、実際どんな運用がされて、どんな議論がされているの
かまでは調べておらないのですが、やはりこういった自治基本条例をつくっただけではなかな
か住民自治を進めることにはならない、またこの条例が検討委員会でも一定の議論がされたと
いっても、まだたくさんの宿題が残っているわけです。そういったものを推進組織を設けるこ
とで、自治基本条例の理念的なものを前進させていくという趣旨からすれば非常に意味のある
組織だと思っています。機能としても、4 項のところで必要な事項は条例で定めるという規定
も置いてあります。所掌事項についても条例で定めるということでもいいのですが、そこまで
やってしまいますと、そもそも自治推進委員会というのは何のために置いているのか分からな
いということになってしまいますので、この程度であれば逆に非常にバランスのいい規定なの
かなと、他の自治体の条例を見まして考えたということです。非常に意味のある委員会だと思
います。
○委員

そうすると、ここで定めなければならないのは組織を置くということ、置く場合にその目

的は何かということのふたつを書いておく必要があるだろうということですね。それでその目
的についてなんですが、これはこの部分については所属していたグループのメンバーからご提
案あった部分だと記憶しているのですが、その時になぜこれを置くのかと質問したことがあり
まして、置くかどうか厳密に可能性があるのかは分からなかったのですが、住民から提案があ
がってきたときに、その提案をどこでまとめるのかというのがないとということで、この推進
機関で取りまとめをして重要意見の提案として区長に提出するということを想定していると
いう話だったんですね。ということで、区民からの提案制度の受け皿、ひとつのパイプをつく
るようなかたちをイメージしていたという経緯を出しまして、何とかその受け皿としての機能
を目的に載せるのか載せないのかを議論して考えていきたいなと思います。
○委員長

私は、この自治基本条例のモニタリングをする、チェックしていくそういうことが主た

る役割と考えていたのですがもっと広いイメージなのですか。自治一般に関して、自治を推進
するという役割だとするとちょっと変な感じがしますけれどね。
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○委員

１５

もとの会議案だと、自治の円滑な推進を図るためとなっているのはそういうことなんです

ね。吸いあげるひとつの装置として設置したいということだったと思います。確か記憶では、
全く違っていたらどうしようかと思いますが。
○委員長 原案で出されている第 23 条の第 2 項の（１）とか（２）とか見るとそういうイメージ
ですよね、モニターをしていくという。その他という諸々実状に応じて飲み代をつくっておく
というその程度の意味でしょうから、狙いは（１）（２）ということでしょ。それで諮問に応
じてということですから、いつもかもということでは必ずしもなくて、この条例の運用にあた
って何か改めて考えてみるべき、直した方がいいかもしれないというのが出てきたら登場しま
しょうという、そんなイメージですよね原案は。区民会議案で言うとそこまで行かなくて、も
っと広い漠としたイメージなので、規定を置くとすると原案みたいになるかなという感じはし
ますけれどね。ここまで書くのだったら先ほどのまちづくりの提案に関しても、同じような濃
さの緊密度を持った方がいいかなという気はしますけれどね。いかがですか。
○委員

敢えて私はここまで細かく書く必要はないのではないかという気はしますけれど、区民会

議案でもっていいのではないでしょうかね。
○委員

他で条例で定めるというのは、具体的にはどこで定めるのですか

○委員長

自治推進委員会の設置に関する条例というのを別に作ってですね、それで構成は何名で

学識は何名で区民代表何名でということを書いていくということですね。ここで書いたら必ず
置かなければならないということなので。
○委員

現実にかなり、条例があるかないかは別にして、こういったような推進委員会、審議委員

会みたいなものはかなり実在していますよね。
○委員長

名前はともかくとしてこの推進組織を置くことに関してはよろしいですか。

（各委員了承）
○委員

ここまで細かく書く必要があるかどうか。

○委員長

そこはどうですか。この原案ぐらいに書くか･･･会議案と原案の間にものすごい距離が

あるわけではないですけれどね。足して 2 で割ったぐらいが･･･
○委員

敢えて言えば、目的のところだけですよね。それも「その他自治の推進に関する重要事項

について」とあるところと「自治の推進に関する事項」ということで、持たせている幅がある
だけで･･･むしろあまり変わりはないのでは。
○委員長

条例設置ということですよね原案は、区民会議案だともう少し幅広く要綱設置もあるし、

区長の裁量の範囲がやや広めですね。
○委員

よく分かりませんけれど、自治基本条例が最高規範性ということで、条例の一番原点のよ

うな、一番重要な事項だといっていて、それがスムースにいっているかどうかをチェックする、
さっき仰られたように自治推進委員会がそれをチェックする機能を持っている。国で言います
と、最高裁判所みたいな、ここに適合しているかどうかを常にチェックする、そういうイメー
ジの仕方でよろしいのでしょうか。もしそうだとすると、この条例の運用に関すること、この
運用ということは色々複雑だと思うのですけれど、正しくこの自治基本条例に沿ってそれぞれ
の活動がきちんとなされているかどうか、その中味にまで立ち入るということはないのでしょ
うか、この運用ということは。ただ形式的なそういうようなことが整っている、行政なり何な
りの各活動が形式的にということをみるのか、或いは多少なりともその内容にまで立ち入ると
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１６

すると、この自治推進委員会を現場が常に意識してしまって、区長を見るのと同時に自治推進
委員会を頭に描きながら活動することになったのではおかしなことになるかなと･･･必要性は
じゅうぶんあると思うのですが、この条例の運用に関するというところが、当然の文章だとは
思うのですが、実際にどういうところまで立ち入れるのでしょうか。
○委員長

ただこれは、組織体としての形式としては長の附属機関として置くしかないので、それ

以外にはありえないので、自分で提言することはできるのだけれども、所謂ここと同じ諮問機
関ということになりますので、そこが独自の役割をするということはない。そういう意味では
第三者とは言い切れない、あくまでも長の附属機関ということですので、モニターをする、チ
ェックをするといいましても。国の場合でも例えば地方分権推進委員会のようなものを作って、
今から 6 年前に自治法その他大改正をして、しかしそれをちゃんと後追いしなければいけない
ということで、地方分権推進会議というチェックする機関を作ったんだけれど分解しちゃった
という話もありますが、司法なんていうそんな大それた話しではない。
○委員

この（１）と（２）はおかしいね。ここまで規定しなければいけないのかと、疑問があり

ますね。
○事務局（課長） 先ほどの開かれた話し合いの場という論点がありましたけれど、ああいったも
のがこの条例の中では抽象的にしか規定されていないけれども、それをどういう風に具体的に
運用していって自治を発展ささていくかということ等、それが改正の方に結びついていくかも
しれませんけれど、抽象的な定めをどう具体化するかという･･･
○委員

４項で必要なことは条例で定めるとなっていて、それとダブってしまうのではないか。

○事務局（課長） この４項で考えていますのは委員の数ですとか、任期ですとか、また会議体の
会議の諮り方といった形式的なことを考えていまして、この４項と２項がダブルという趣旨で
書いたわけではないということはご理解いただきたいと思います。
○委員長

ご意見踏まえてどうですか、第 23 条２項はもう少し薄めて書けるでしょ。
（１）
（２）
（３）

なんてしなくて、この条例の改正その他自治の推進に関する重要事項について、区長の諮問に
応じて･･･とちょっと長ったらしいですけどね。
○委員

項目立てしないで重要事項でまとめるという･･･他はたたき台の書き方そのままでという

やり方でやっていけばいいのではないでしょうか。
○委員長
○委員

それでいかがでしょうか。

○委員長

結構です。
ではあと３つ、論点 13、14、15 とあるのですけれど、14、15 は同じ問題ですので実質

ふたつということですが、しかし大物で 13 は住民投票の問題です。
「住民投票の請求要件に外
国人と 18 歳以上を含めるべきか」ということで、区民会議案は含める、それで原案は修文し
ただけですかね。法律に馴染むかたちに。考え方を変えているわけではありませんよね。
○事務局（課長）
○委員

そうです。考え方を変えているわけではありません。

結局 25 条の２項は１項の住民の資格要件に対抗して所謂区議会議員と区長ということを

項目を設けて書いたのでしょうけれど、敢えてこれは書く必要はないのではないと、私は思う
のですよね。というのは、これは自治基本条例ではっきり謳われていますから、ある程度必要
ないと私は判断しました。それから特に１項の年齢 18 歳、それから外国人の請求権の問題で
すが、これは前に区民会議以前の話で議論があったと思いましたが、今非常に次から次へと問
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題点が出ているんですよね。例えば学校統廃合の問題、それから議員定数の問題、ごみの問題、
災害の場合の避難場所とか細々とした内容に関する問題、それから教育基本法の問題とか、具
体的な問題が出てきていてかなり色々な人に影響が出ていて大きいわけですよ。犯罪から見て
もそうですが、低年齢化しているし、色々な面から考えて 18 歳というのは妥当だと思います。
憲法では 20 歳ですが、敢えて条例では 18 歳で私はいいのではないかと･･･それからさっき挙
げた諸問題、かなり色々多岐に及んだ条件の中で、私は妥当だと考えます。
○委員長

ここは非常に意見の分かれるところだと思いますので、端的に申しあげますけれど、制

度の考え方として直接請求を認めるということは当然投票権に直結する話しですので、両者が
分かれるということは制度としてありえない話ですので、18 歳以上、定住外国人に請求権を認
めるということは、当然住民投票の資格もあると考えなければならざるを得ないと思います。
問題はどうか、問題を整理しますと、ここまで詳しく書く、それは 18 歳以上、定住外国人に
も開かれた区政運営をしていきますよというアナウンス効果も考えて書くということにする
か、ここは色々難しい論点もありましょうから、敢えて書かずに、住民投票を実施するという
ことだけ書いておいて、具体的な権利の問題、資格の範囲の問題は別に条例で規定しますよと
書くか、そのふたつにひとつです。
○委員

私がさっき言ったのは、このたたき台通りの話で、個別の条件というのは敢えて書く必要

はないという考え方です。例えば、議員の定数の問題ですとか、災害、教育の問題なんてこと
までは書く必要がないということ。
○委員長

それは案件、住民投票に問うべき案件ということですね。ここでは配置分合その他区政

の重要事項という、ここはこれでいいということですね。それではご意見を。
○委員

事前配布資料 11 ページの参考のところで挙げられている川崎市では「住民投票制度検討

委員会」を設けて 3 年に渡り検討を重ねていると、それを踏まえて以下のようになっていると
いうのを参考に、私は 25 条を抜いて 24 条、26 条でいいのではないかと思っています。必要
な事項は別条例で定めると。区民会議でも本当にこの根拠、ふさわしい、ふさわしくないとい
うことで揉めまして、これが一朝一夕にこの場で決まるとは思われませんし、是非とも、やは
り住民投票検討委員会のようなものをつくって、1 年なり 3 年なり議論を重ねた上でないと結
論が出ない問題だと認識しておりますので、私は住民投票制度を置くという、これだけ書けば
いいのではないかと思います。
○委員長
○委員

というご意見がありましたが如何でしょうか。
私もまったく賛成です。

○委員長

この第 31 条というのが川崎市の…これは条例案ですか。

○事務局（課長） いえ案ではなく、もう通っています。これは川崎市の自治基本条例の中のです。
○委員長
○委員

川崎方式と仮に言って、川崎方式で行くかどうか。
できれば区民会議のように区民が多数参加してできればいいのではないかと思います。

○事務局（課長） 川崎市のこの住民投票制度検討委員会というところで出している資料もあるの
で、またもし必要であればお出ししようと思いますけれど、川崎市さんの場合は、本来は非常
に前向きなんですね。ただ、前向きだけれども、やろうとすると様々なハードルがある。例え
ば外国人登録というのは閲覧ができないのですね。そうしますと、発議するについても、選挙
人名簿のようなものを職権で作ることができない。そうすると、まず外国人の皆さんの中で、
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住民投票の発議に参加したい人はいませんかということで、申請方式でリストを作るのですね。
作らなければいけないというような制度の壁があったりで、川崎市はできれば外国人も入れて
住民投票を確実にやりたいという意思で検討していますけれど、様々なハードルがある。本当
に他の自治体と違って真剣に考えているなということが見て取れます。そういう中でも、やは
り住民投票制度というものが、なかなかまだ未成熟なものであるということをですね、一方で
認めていらっしゃって、ひとつひとつのハードルを検討していかないとという意思で書かれて
いまして、それは豊島区でも同じでありまして、住民投票が必要な制度であるということは事
務局でも同じ気持ちであるのですけれども、やはり気持ちだけでは難しい面もあるのかなと思
っておりますので、先程の自治推進委員会等とかもございましたけれども、そういったところ
で制度をもう少し煮詰めていくということが必要なのかなと本当に思っているところであり
ます。それについては、事務局の感想としては、川崎市さんはまじめに取り組んでいるけれど
も難しい問題がたくさんあるといったことをお認めになった上で、こういった規定に留めてい
るということでご紹介したいと思っております。
○委員長

色々考えなければならないことがあるというのは全く確かですね。もう時間がありませ

んので事前資料の説明をしていただく時間はなくなってしまったのですけれど、簡単にひと言
で言ってしまうと、現在市町村合併をめぐる住民投票を、住民の発議または首長の発議で制度
化して、その中で 18 歳以上であり、或いは定住外国人、もっと正確に言いますと永住資格を
持っていて特別永住の方ですね、日本の旧植民地の出身者の方々に限って申請主義、手を挙げ
る主義で投票資格ありとしているのが、大多数とまでは言えないけれど多数です。5 割以上、6
割か 7 割近くあると思いますね。住民投票条例というのは、ちょっと今手元に資料を持ってい
ないのですが、合併をめぐって 100 本、100 本というかなりの数で制定されましたので、定住
外国人、正確に言うと特別永住の方に投票権を認める、18 歳以上の方に投票権を認めるという
のは、もう例外的なことではないってことは確かですね。しかし、その制度を具体的に設計し
ていくとなると、今課長から紹介がありましたけれども、公職選挙法では選挙人名簿を作って
縦覧することになっており、それで自分でもチェックできるということになっていますけれど
も、外国人登録法では閲覧、縦覧ということはありませんからチェックできないということに
なりますし、また、永住資格ある方の中でも特別永住の方に、全部保障することにするのか、
或いは手を挙げる主義にするのか、色々考えていかなければなりませんよね、それは確かです。
ちょっとゴチャゴチャっとした話をしてしまいましたが、そこで、書くとしたら定住外国人と
いうことでなくて、特別永住者ということになってくるかと思いますけれども、プラス 18 歳
以上に、ここでは直接請求の権利ということになっていますが、具体的に書き込んで芽出しを
する、頭出しをするということにするのか、それとも諸々難しい問題がありますので、ここは
住民投票の制度を置きますよ、それは条例で必ず定めなければならないというふうにしておい
て、後は議会をはじめとして、もう少し議論が熟するのを待つという方式にするのか、その二
つにひとつですけれども、今伺った中では、機が熟するのを待ち、ここでは住民投票をやるの
だということだけを言っておく、それは条例で決めるのだということだけ言っておく、あるい
はその制度を検討するために委員会を作るということも書けるかも知れませんけれども、その
路線を支持するというご意見がありましたが、区民会議の経験者の皆さんいかがですか。
○委員

ちょっと質問なんですけれども、事務局の方から出してきていただいた 11 ページの真中
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ですかね。最後のところで「18 歳以上で永住外国人を含めるとする合理的な根拠が必要ではな
いか」と書いてありますが、投票権との関係で 2 年の年齢差が出てくるのですけれど、先程先
生は、これは世の中の大勢がそうだから特に問題はないというふうに仰ったわけですか。18
歳にするという、或いは外国人の永住者にもということが、今大多数の趨勢がそうだからとい
うのが合理的な根拠と理解して宜しいのですか。
○委員長
○委員

特別な理由云々というのは？
事前配布資料に事務局が書いていただいた、少なくとも 18 歳以上で永住外国人を含める

とする合理的な根拠が必要ではないか…というこれが実は色々と定義の問題から何から含め
て一番大きな問題だと思っておりまして、私が聞き漏らしたのかもしれませんけれども、先生
の仰ったのは、世の中の動きがこうだからそれが合理的な根拠みたいなことのように仰られた
のかどうか…私の聞き違いでしたら申し訳ありません。
○委員長

ある種これは見切りの問題ですよね。合理的な根拠という、何が合理的かというのは、

あまりはっきりしていない。では何故日本は 20 歳以上で、フランスは 18 歳以上なのか、これ
は説明のしようがないのだけれども、社会的にそれを認める人が多数になってくれば、それは
それでいいんじゃないということになってまいりましてですね。これはあまり答えにはなって
ないか…ご質問の趣旨は？
○委員

当然のごとく 18 歳以上の国籍を有するものは、制度はともかくとして投票する権利を有

するというふうに、或いは外国人で 3 ヶ月以上ですか、永住外国人で 3 ヶ月以上区に住所を有
するものは、当然のごとく住民投票権を持っているのだという見方がですね、国で定めた憲法
とかから言ってかなり差があるので、次の各区の、自治体の一覧を見ても様々ですよね。必ず
しも先生の仰られたことが一般的ではなくて、自治体によっては一切認めてない、有権者のみ
というところがかなりあるわけですよね。流れとすればそういう方向かもしれないけれど、そ
ういうことで果たして区民を納得させることができるのかどうかですね。今現実的に、豊島区
の人口は 25 万人いて、そのうち 1 万 6 千人は外国人で、3 点何パーセントかいるわけですよ
ね。それで直接請求は有権者の 50 分の 1 以上、つまり有権者の 2％ぐらいでいい。おそらく
有権者というのは区民の 0.7 掛けぐらいだと思うのですけれど、そういうことになると、こん
なこと言っていいかどうか分かりませんけれど、直接請求を仮に外国人がした場合に、4 千人
前後で請求権が成り立つということになりますから、現実にいらっしゃるのが 1 万 6 千人、そ
のうちの 4 分の 1 が仮にまとまって発議すれば住民投票の請求ができるという形に一応なるわ
けですよね。豊島区が特殊なのかどうかわかりませんけれども、そういう点も含めて慎重に考
えるべきではなかろうかと思うわけですが、いかがなものでしょう。
○委員

全体的に、私は区民会議の中に入っていなかったので、話の流れというのがちょっとよく

分からなくて、難しいなと思いながらずっとお聞きしていたのですけれど、やはりあまりはっ
きり決めてしまうと、逆に私たちがこれから自治を進めていく上で、すごくやり辛い面がある
場合には緩めて、できるだけ大枠で決めていった方がいいかなと思います。基本的なところで
すが、豊島区の地域の特性だとか、外国人がどうこうではなくて、外国人も含めての住民だと
思うので、自治というのは結局、私たちが自治に対して責任を持つということだと思いますの
で、それを少しでもしやすくするためにどうするかということを考えていくべきだろうなとい
うことを思いながら聞いていました。この住民投票に関しては、後ろ向きとかそういうのでは
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なくて、非常に難しい法的な問題も絡んでいると思いますので、さっき仰った慎重にというの
は消極的になるという意味ではなくて、きちんとその権利を保障され、権利を獲得していける
ように、少し慎重に時間をかけた方がいいのかなとは思います。考え方の背景は色々あると思
いますが、私はそのように思いました。
○委員長

では、公約数的にまとめますと、おそらく、次のステージに具体的な規定は送ることに

して、ここでは住民投票をやるのだということ、それは条例に基づいてやるのだということで
しょうかね。しかし、両論併記ではないのだけれども、議論の経過はこういう議論があった、
区民会議ではこういう経過もあった、しかし、だから諸々考えて、こういう具合に公約数をま
とめましたというふうに申し送りというのでしょうか、議会に送るということでよろしいで
しょうか。
では、最後ですが、議会の設置、区長の設置、これは同質の問題ですけれど、区民の信託でお
くのだということを明らかにするために、「区民は」ということで書くのが区民会議案、これ
は区長についても同じことですよね。それに対して原案の方は、区に、法令等の定めにより区
議会を置くだとか、区長を置くだとか、そういう定め方ですよね。区民会議の趣旨というのは、
それは勿論、国の憲法なり法律があって、それに基づいて区議会を置き区長を置くのだけれど
も、しかしある種の神話を作りたいといいますか、国会が国民の信託によって置かれるように、
区議会や区長も区民の信託によって置かれるのだという、今は分権の時代ですから、国は国と
して国会を置くように、自治体は自治体として首長や議会を置くということを改めて書こうで
はないかというのが区民会議案ですね。しかし、それは現行憲法や制度の考え方と必ずしも馴
染まないので、区民はなどという主語は省いて、区にこういうもの置くというだけにする、そ
のどちらがよいかということですが、ご意見ございましたらどうぞ。
○委員

先程、最初にも言いましたけれど、「区に」というような主語のない文を置くのが果たし

ていいものなのかどうか…これも形式だけの問題ですが、文章として無駄なのではないかとい
う問題意識がひとつと、もうひとつは、区民ということに矛盾があるというのが論点であると
いうことなのであれば、
「区民」を「住民」に書き直せばいいだけの話ではないかと思います。
○委員長
○委員

区民会議案の通り、それで区民を住民に替える…

○委員長

それを書き替えるだけで全て意味が通ると思います。
というご意見がある一方で、そうではないというご意見がある方もいらっしゃると思い

ますが…
○事務局（課長）

一点だけ…事前配布資料の 12 ページのところでもお書きしましたけれど、こ

れは非常に大きなテーマでありまして､豊島区の法規担当は、これは条例制定件の範囲を越えて
いるという見解です。そこについては、色々な学説もありますし、そうとも言い切れない部分
もあるからと、今協議中です。ただ、今の法規の考え方で言えば、憲法が法律で定めると書い
てあるんだと、逆に豊島区として選択の余地があるのであれば、ＡかＢか選択の余地があるな
らいいが、今はできないわけですよね、議会を置かないというような選択はできない、また区
長を置かないという選択もできない、またその規定を置いたとして改正ができるかというと改
正もできない、そういう改正もできない規定を置くことについて、法規担当の方から非常に強
い反対があります。これは解釈の問題だと思いますし、区長が解釈権を持っているという、地
方分権の中ではあるとは思いますけれども、非常に大きな問題なので事務局も非常に苦慮して
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います。事務局としては、こういったものがあっても、先程委員長からも神話というお言葉を
いただきましたけれど、ある種の取り組みとしてはいいのかなという気持ちは持っているので
すけれども、そういう法律を担当しているところからすると非常に違和感があるという指摘を
受けています。何度も交渉しているのですけれど、ここだけは絶対譲れないという見解なんで
すね。
○委員長

従来の憲法や行政法の普通の学説を教科書で勉強した人はそういう発想をするのだけ

れども、間違っても、こう書いたって憲法違反や法律違反だということはあり得ないですよ。
不利益が生じるわけでも全くないのでね。憲法でも、前文で我ら国民は憲法を制定するんだ、
国会を置くんだと、そういうことを書いている、これもある種の神話ですよね。じゃあ、一体
国民って、いつ誰が決めたのだということになるとそれは分からないということなのだけれど、
そういうある種の神話を作ってみんなで理念を共有しましょうということを言っているわけ
です。それと同じような意味で、区民会議が考えたのが、そういう神話というか理念を共有し
ましょうということで、国会同様に私たちが区議会や区長を信託しているということを書きま
しょうということなんですよね。なので、これは判断の問題でしょうね。これは書いちゃいけ
ない、書くと変だということにはならない、考え方の問題ですから。従来から言いますと、地
方自治体というのは憲法の産物、国法の産物ということでありましたので、学説で言うと制度
的保障説という話になるんですけれど。それを改めて、制度的保障説は多数説ですけれども、
少数説ではこういった考え方もあるのですよ、自治体は私たちが置くのだという。
○委員

時間がないので 3 点ばかり提言したいのですが、最初は参加・協働のところの第 4 節の協

働のところなんですが、第１項は「区は」になっていて、２項は「区長等は」になっていて、
たたき台の方ですが、この３項に、特に地域活動団体同士の連携の問題を何とか書いていただ
きたいという気持ちがあります。３項として、敢えて「地域活動団体同士の連携を図らなけれ
ばいけない」というような文言を付け加えてもらいたいという気持ちが私はします。それから
もうひとつは、議員の責務のところで、第 35 条、36 条どちらでもいいのですが、特に 35 条
にですね、経費の節減に努めてもらう、そういうことは当然の義務である、義務として守って
いただきたい、「浪費を省き経費の節減に努める」という文言を是非とも入れていただきたい
と思います。議員の海外出張でもってよく新聞にも出ますよね、出張に大変なお金を使って、
どこの自治体でもお金がないという中で多大な浪費をしているというような問題があります
ので、経費の節減に努めるというようなことを入れることができたら入れてください。それか
らたたき台の 39 条、区長の役割のところですが、区長は豊島区の自治を担う代表機関という
文言ですが、これは代表機関という言い方でいいのかどうか、豊島区のといえば機関は必要な
いのではないかという気がしますので、敢えて提言をいたしたいと思いました。
○委員長

論点 14、15 ということではないですね。ちょっとこれはメモしておいて。それでどう

でしょうか、時間も時間ですし、皆さんお疲れのことと思いますので、これは次回決する、考
え方の問題ですので、どっちが正しい正しくないということではないので、法規担当の方が言
うような問題ではないと思いますので、書き方を替えたことによって自治基本条例の意味が大
きく変わってくるということではなく、よくよく読んでみたらわかるというようなことで、先
程言いましたような神話のような、まじないのような効果があるというような、そういう性格
の問題ですから。
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では、今までの議論を踏まえて、事務局を中心に次回 9 月 13 日までに素案を作っていただき、
9 月 13 日にペンディングになっていたところを一応決するということですね。それでペンデ
ィングはペンディングとして結論を出せない場合は、両論併記ということでご理解をしていた
だきたいと思います。
では、どうも長い時間ありがとうございました。
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