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岩倉市自治基本条例審議会議事録 

会議名称 第 1回岩倉市自治基本条例審議会 

開会及び閉会日時 
平成 26年 11月 12日（水） 

午後 3時から午後 5時 15分 

開催場所 岩倉市役所 会議室 7 

会長氏名 岩崎 恭典（四日市大学教授） 

出席委員 

所属等、氏名 

識見を有する者 

元岩倉市自治基本条例検討委員会委員長 

元岩倉市自治基本条例検討委員会委員 

公募委員 

公募委員 

公募委員（市民登録制度） 

公募委員（市民登録制度） 

岩崎 恭典 

山田 育代 

長谷川 博 

齋竹 善行 

花井 喜美子 

山崎 典子 

関戸 誠 

事務局 

職氏名 

総務部長  

企画財政課長  

企画財政課主査 

企画財政課主事 

柴山 俊介 

長谷川 忍 

加藤 淳 

須藤 隆 

会議次第 

1 あいさつ 

2 議 事 

（1）委任条例の制定状況について 

（2）条例の各規定に基づく事項について 

3 その他 

配付資料 

1 次第 

2 資料 1：岩倉市自治基本条例推進計画の進捗状況について 

3 資料 2：委任条例の制定状況について 

4 資料 3：(仮称)岩倉市市民参加条例の策定に係る基本方針等 
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会長    平成 25年 4月 1日に自治基本条例が施行されるのに併せて、平成 25年度に設置された自

治基本条例審議会は、平成 25 年度に 3 回開催した。平成 25 年度は、「岩倉市自治基本条例

推進計画」を作成するため、各担当課から出された「現状」と「課題」について事務局から

報告を受け、その報告に対して、審議会として意見をした。それを取りまとめたものが「岩

倉市自治基本条例の推進に関する報告書」であり、平成 26 年 4 月に市長に提出した。今回

は、事務局が推進計画をもとに、平成 25 年 10 月から平成 26 年 9 月までの進捗状況が記入

された資料を作成している。 

今年度の自治基本条例審議会の役割は、この資料をもとに各取組が自治基本条例の理念に

即しているか及び進捗状況についてチェックし、進んでいなければ理由を聞いていく。その

意見等を咀嚼し、来年の推進計画の策定や将来の条例の見直しに反映してほしい。 

 

◇計画番号（1）－ア・イ「市民参加と協働に関する条例、住民投票に関する条例」（企画財政課） 

事務局   （資料 2、3にて説明） 

会長    市民参加条例は、いつ議会に提出するのか。 

事務局   平成 27年度中には提出したい。市民参加条例検討委員会での議論も活発に行われており、

あまり焦らず進めていきたい。 

委員    案に対して意見が言えるのか。 

会長    審議会が意見し、案が変更されては検討委員会の立場がない。審議会としては、自治基本

条例の理念に即しているかの検証は必要だが、内容に対して意見するというより、策定状況

を審議していくものである。 

委員    市民参加手続を取る判断は執行機関がするのか。学区の変更なども対象事項にあったが。 

会長    市民参加手続をするもしないも市民次第である。市民生活に重大な影響を及ぼす事項も対

象になっているが、意見交換会などの実施を市民側から要求することもできるようになる。 

委員    市民参加手続を複数実施するように努めるとはどういうことか。 

事務局   重要な課題について執行機関が検討を進めるに際し、2 つ以上の方法を実施して行くとい

うことである。 

委員    2 つ以上とはいえ、パブリックコメントを実施して、あまり意見が出ないのに 1 回とカウ

ントされるとどうかと思う。 

会長    結局、執行機関がパブリックコメントを出したとして、意見が 0件であったとしても市民

参加手続を実施したことになる。市民参加条例を検証する機関がこの審議会ということにな

れば、そういうことを議論するということになるかもしれない。 

委員    条例に規定しても、執行機関は不都合があるとマニュアル通りに実施したとなり、市民が

困ることもあるかもしれない。 

委員    パブリックコメントを実施して、市民の意見を聞くに当たり、意見を提出する市民も何で

もいいからといって出すだけ出して、件数だけカウントされても困る。運用面での課題もあ

るだろう。 

委員    住民投票を市民参加条例の中に規定するか、別の条例にするかという議論はされたのか。 

事務局   資料 3のとおり、総則・市民参加手続・住民投票・協働の 4項目について検討していくこ

とにしている。検討の順番では、総則は最後に実施するので、条例として別にするかどうか

の議論までには至っていない。ただ、ひとつの条例にするとかなりの条数となり、ボリュー

ムがある。住民投票自体が検討し終わったところで、議論することになるかと思われる。 
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委員    検討委員は、住民投票は市民参加のひとつの手段であるという共通認識があるのか。 

事務局   そういう認識でいる。 

 

◇計画番号（1）－ウ「公益的通報に関する条例」（行政課） 

会長    条例案の提出までの間にパブリックコメントは実施するのか。 

事務局   パブリックコメントの実施は予定している。 

会長    素案を見る機会はあるか。 

委員    パブリックコメントに入る前に見ないと意味がない。 

会長    議会の議決を経て初めて条例になる。市民の意見を聞くのは案の段階なら構わないが、議

案として提出された後は、意見することはできなくなる。 

事務局   公益的通報に関する条例については、執行機関内部の検討委員会なので、議案として提出

する前に審議会に案を示すことは可能である。 

   昨年度、審議会から通報先について指摘があった。案では、まず執行機関の内部で通報を

受け付け、そこで解決できないものは外部の第三者機関に通報するという 2本立ての構成を

予定している。 

会長    それが自治基本条例の理念に沿っているかというのは、何を持って判断するか。ルールを

定め、みんなが知っていることは大切である。 

委員    第三者機関は専門性を持つ機関なので、案件により通報先が変わるのか。 

委員    通報者は保護されるのか。 

事務局   それらが一番肝心であると認識しており、条文にも規定していく。 

会長    自治基本条例の理念に沿っているか、案の段階で見せてほしい。また委員や市民から意見

をもらう機会を与えないといけないので、パブリックコメントはしないといけない。 

委員    平成 27年 3月議会は日程的に難しくないか。 

事務局   次回、条例案を委員に示すこととする。 

    

◇計画番号（2）－ア①「議会の政策立案機能の状況」（議会事務局） 

事務局   平成 25年度の審議会の指摘について回答する。①議会基本条例の推進計画はないが、月 1

回、議会改革特別委員会を開催し検証している。②視察が議員提案に活かされているかどう

かの統計はないが、議会事務局で過去の一般質問及び代表質問のデータベース化を検討して

いる。③視察の報告会は、実施されていないが、一般質問や代表質問に取り入れられている。

また、ホームページでの公開も検討している。 

委員    視察の報告会は、議員として行くのであるから、視察を経てどう思い、どう市政に反映で

きるかという意見を載せたものにしてほしい。 

委員   視察は、市の課題について何とかしたいから、行き先を決め見に行くのであって、どう取り

入れられるのか考えを議会だよりに載せてもらいたい。市民の目に触れていない。 

会長    例えば、平成 25 年度に千葉県白井市に市民参加条例について視察に行っている。現在、

検討が進められている市民参加条例の議案が提出されたら、視察の経験をベースに議論する

ことになるのだろうが、そういうことを載せるべきだ。 

委員    視察に行けば復命書を作成する。情報公開請求すれば見ることができるはずだ。 

委員    視察先やテーマを見れば、何を勉強しに言っているのかは分かる。ただ、議員個人がその

テーマに本当に関心があるのかを知りたい。他市町から岩倉市にも視察に来るということは、
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当市も優れている部分があるということか。 

委員    議会基本条例ができてから、議会への視察は増えている。 

会長    自治基本条例について視察はあったか。 

事務局   自治基本条例についてはないが、当課では現在デマンド交通とふるさと納税の視察が多い。 

会長    視察は、対応し説明する議員や職員にとって、ものすごく勉強になる。（2）－ア①につい

てまとめると、議会の質問にも視察の成果は窺える。ただし、市民に知らせる方法を検討し

てもらいたい。また、議会基本条例の推進と検証機関として議会改革特別委員会での議論の

内容について知らせてほしい。 

事務局   視察資料は議会だよりに紹介はされている。 

 

◇計画番号（2）－ア②「議会基本条例の規定の遵守状況」（議会事務局） 

会長    地方自治法第 100 条の 2 を活用しようと考え、取り組もうとしている姿勢は評価できる。

前向きに取り組んでいることに敬意を表し、今後の取り組みに期待したい。 

 

◇計画番号（2）－イ①「市民参加及び協働の機会の提供と環境整備」（議会事務局） 

事務局   議会報告会の参加人数が減少していることについて、テーマを絞るなどして、より多くの

市民の参加を見込めるような努力をしていく。 

会長    議会の協働について考えるとするとどんなことがあるのか。 

事務局   議会だよりへの協力や議会モニターなどを検討している。 

委員    ふれあいトークについてルール化するとはどういうことか。 

事務局   常連の参加者がいることは良いことだが、質問する時間が特定の人に偏ったりしないよう

にすることなどは課題である。 

委員    ルールは個人攻撃をしない。議員個人に対して執拗に詰め寄ることがあった。 

また、報告会にあたり、議会として意見を統一し分かりやすく説明することが大切だ。ま

た、資料も一般の参加者に分かりやすくしないといけない。例えば条例の一部改正について、

そのまま配布するのではなく、市民生活に直接関わる部分を抜粋するなどして資料を作成し

てほしい。現状は、市民の意見を聞く姿勢がなっていない。 

委員    司会は議員がやっているが、市民と協働で司会を立てるなどしてはどうか。 

会長    報告会自体は評価する。今後、①市民の要望に即しているか、②視察内容が活かされてい

るか、③ルールの策定に期待していきたい。 

 

◇計画番号（2）－イ②「市民参加及び協働の機会の提供と環境整備」（企画財政課） 

会長    民間委託ガイドラインの策定は、市民参加条例制定から日をおかずに取り組んだ方が良い。

検討がずれ込むと予算に反映されるのは更にずれ込む。 

委員    市民参加条例の説明会は、具体的な事例を挙げ、その事例にはどういった市民参加手続が

必要になるかを説明すると良い。 

会長    市民参加条例の職員説明会は条例制定に近い時期にやる方が良い。 

事務局   市民参加条例は、職員に対し義務を課す条例であるので、職員に徹底させないといけない。 

 

◇計画番号（2）－イ③「市民参加により得られた提案や意見の市政への反映」（議会事務局） 

事務局   市民の意見を反映させる仕組みとして、請願陳情の取り扱い状況・提出者との意見交換・
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委員間討論に付したのか・制度や予算化の要望等を行ったか等についてのチェックはしてい

ない。 

委員    今年、岩倉市では市議会の傍聴の規定が大幅に緩和された。 

会長    その効果は検証されているのか。 

事務局   傍聴規定の緩和は、平成 26 年 6 月議会から実施されている。議会と委員会において、録

画、録音、撮影の許可し、また傍聴者名簿への記入を不要とした。傍聴者用の資料として議

案は閲覧用に貸し出し、会期日程と一般質問通告要旨は配布している。リスクはあるが、傍

聴者の増加を期待したものである。 

委員    傍聴のルールをなくすことで誰でも入場ができ、記録できるので、当たり障りのない議論

になってしまわないか。 

事務局   委員会でも同条件である。傍聴者が多くいることで、きちんとした議論を尽くすようにな

ることを意図している。 

会長    傍聴者は多い方が良い。また、反問権の活用も考えでも良いのではないか。 

事務局   現在は、確認事項に留まっている。 

会長    議論が交わされるようになると傍聴者は増える。 

委員    一問一答方式と言いながら、実際は決められていることを言うだけで形式化している。 

委員    前もって答えが分かっている。 

委員    もっと活発な議論を期待している。 

 

◇計画番号（2）－イ④「市民参加により得られた提案や意見の市政への反映」（企画財政課） 

事務局   「市民の声・私の提案」のうち建設的な意見が政策に活かされているかについては集約で

きていない。 

会長    協働の取組状況シートには載っているか。 

事務局   載っていない。 

委員    苦情も意見である。 

委員    集約するべきである。 

委員    「市民の声・私の提案」と市民参加条例案にある政策提案制度の違いは何か。 

事務局   「市民の声・私の提案」は、市民サービスである。提出した本人には回答するが、必ずし

も公表されるものではない。市民参加条例の政策提案制度は、執行機関として回答する義務

が生じる。 

委員    「市民の声・私の提案」も 10人集まれば政策提案になる。 

会長    政策提案をするのに、10人の連署というのはハードルとしては低く、面白い仕組みである。

市民が意見を言える機会を確保することに意味があり、条文を読んで使い方を市民が理解で

きないといけない。知る人ぞ知るという制度ではいけない。 

      今後、苦情処理を含めて、市民が執行機関に対して意見や政策を提案できる窓口一覧をま

とめる必要がある。 

 

次回は、平成 27年 1月 9日（金）午後 2時から開催する。 


