
⑨市民会議資料  

 

 

■ 第８回市民会議（１月１７日開催）の検討事項 
 

テーマ     担当班 趣 旨 結論・方向性 主な意見

「 障 が い 者 な ど に 対 す
る差別をなくす制度」に
ついて 

Ａ班 

・差別（人権）のことを制度で変え
ていくことが可能と考えるか。 

・前文の中に障がい者に限定しないか
たちで記載を検討。 

・制度があると、みんなが差別をなくす
るのではないか。 
・自治基本条例そのものが、そのような
差別をしないというものではないか。 
・条例の目玉になると思う。 
・条例をつくったからと言って差別がな
くなるだろうか。 
・「差別」、「自立」という言葉を条例で使
う場合、反対の意味として捉えられる危
険性もあるので注意が必要だと思う。 
・国連の条約（日本は批准していない）
に盛込まれたので、今後、あちこちで条
例などもできると思う。先を見越した形
で入れても良いのではないか。 
・差別は障がい者に限らないので、全て
の市民が不利益を生じないと言う形の方
が良いのではないか。 
・前文のなかに盛込むことでよいか。 
 

「協働を担保する制度」
について 

Ｂ班 

・「協働を担保する制度」とあるが、
市民参加制度は市がやろうとするこ
とに対して市民の意見を聴くだけで
あり、協働を担保するとまでは言え
ない。他にも何か考えがあるのか。

・｢市と市民が協働を進めていくために
は様々な課題が生まれる。それらの課
題を解決する過程では制度も必要とな
ってくる。｣と言うようなことを提言に
盛込む。 

・市民参加制度を指したものであるが、
必要があれば拡充することも可能だと考
えている。 
・市民が協働をやろうとしているときに
市民が困ったときに相談やアドバイスを
してもらえる制度があれば良い。 
・Ｃ班では制度ではないが、組織として、
行政と市民の間に入るものを考えた。 
・協働の各主体が互いに育つ制度があれ
ば良いのでは。 
・表現の仕方を考える。 
 

「市民との情報共有」に
ついて 

Ｂ･Ｃ班 
・情報の共有と言うと双方向という
意味で捉えるのが一般的だが、情報
公開制度だけとなると市から市民へ

・Ｂ班の情報共有とは、「制度」として
考えたもので、行政からは市民に対し
ての情報提供ということがあげられ

・Ｂ班は制度について議論したので、こ
こでは情報公開だけをあげた。 
・行動原則としての情報共有は当然ある
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の一方通行の情報提供でしかないの
ではないか。 

る。加えて、行政には市民ニーズを把
握しなければならないという「行動原
則」もあるというイメージ。 
 
・Ｃ班の情報共有については、協働の
範囲として行政と市民、市民と市民、
市民とＮＰＯなどの団体が考えられる
ことから、協働を進めるうえでの信頼
関係を構築するために、「情報共有（公
開）が原則」であると言うイメージ。

と考えるべき。 
・Ｃ班は情報公開条例をベースに、市と
特定の地域の市民、企業、団体などとの
協働に関する情報を他の市民と共有する
ことと協働までの経緯などを明らかにす
ることとした。また、目的を達成するた
めには信頼関係を構築することも重要で
あり、そのためにも情報の共有が必要で
あるということで話し合った。 
・市民のもっている情報を行政に知らせ
るというものが「制度」になるのか。ま
ちづくりの基本原則であれば理解できる
が。 
・基本原則というのは、一つのルールで
はあるが制度ではない。 
・Ｂ班では、市民のニーズを行政が集め
る必要があるのではないかということ
で、新たな制度ということではないが、
市民意見を拾うようなことが必要だとい
う意見はあった。 
・Ｃ班の協働は市民と行政だけではなく、
市民と市民の協働なども含めている。 
・自治基本条例の中に「市民同士の協働」
まで含める必要はあるのだろうか。 
・前文の段階で、地域の行動原則として、
市民・行政が補完するとなっていて、そ
の中の市民には個人、団体などが含まれ
る。 
・町内会の役割は大きいことは分かるが、
町内会への参加は自由ではないか。 
 

「 協 働 に つ い て の 情 報
を他の市民が共有」につ
いて 

Ｃ班 

・「お互いに情報を共有」する狙いは
なにか。 

・「様々な主体が他の様々な主体の情報
を持つ」と言うイメージ。 

・ＮＰＯの活動や町内会の活動が共有さ
れていれば活動の助けにもなるし、他の
市民や団体などの参考にもなる。 

 

「議会のあり方」につい
て 

Ｂ班 

①「市民に開かれた議会運営」の趣
旨はどういうものか。 
 
②議会を傍聴する機会がないからと
言って、なぜオープンな議論の場が
必要となるのか。 

① 議会の基本的な行動原則を規定す
るイメージ。 
 
② 提言の段階では、「議会機能をより
一層向上させるために、●と●と●の
観点についても議会で検討してほし

①について 
・議会の活動を市民にわかりやすく、で
きるだけたくさんの情報を出すことや市
民（子どもを含む）に解かりやすく情報
を提供することが必要だろうという趣
旨。 
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③現在の議会からの情報提供は不十
分だということか。また、どのよう
な層への情報提供が必要だと考えて
いるのか。 
④「ｵｰﾌﾟﾝな議論の場」とあるが、ど
のようなイメージか。また、「議会を
見る機会が少ないから」とあるが、
そのこととどうつながるのか。 
⑤議会主導の政策提言のために、な
ぜ会派を超えた議論が必要なのか。
他にも方法はあるのではないか。 
⑥「効率的な議会運営」のイメージ
とはどのようなものか。 
⑦議会に関する提言のしかたについ
て、なにかイメージはあるか。 

い」というイメージ。 
③ ①と同様。 
 
 
 
④ 具体的な例示はせず、議会自らが
市民との距離を近づけるための何らか
の方法を考えてもらうと言う方向で記
載。 
⑤ ④と同様に記載方法を検討する。
 
 
⑥ 議会の一般的な活動原則を規定す
るイメージ。 
⑦ 議会のことは議会が決めると言う
のが原則であり、必ずしも条例に規定
しなければならないわけではないが、
市民として議会に期待していることや
市民は議会をどのように見ているかは
提言で述べたい。 
 

・基本的には議会が自ら考え、行動すべ
き事項と考えている。 
②について 
・議会機能の充実が必要だと言う議論は
あったが、法律で規定されていることを
あらためて記載する必要まではないと考
えた。 

さらに必要だということであれば、全
体会議で議論してほしい。 
③について 
・個々には議員としての情報提供をして
いると思うが、議会全体の活動をより詳
細な情報提供を考える必要があるのでは
ないかと考えた。①と同様。 
④について 
・オープンな議論の場とは、議会と市民
が対話をできる機会があってもよいので
はなかという意味で、具体的な方法をイ
メージしたものではない。 
・市民に近い地方議会であってほしいの
で、要望として入れることがあってもよ
いのではないか。 
⑤について 
・議会がもっと政策を立案、提案してほ
しいと言う思いを表したもの。 
⑥について 
・議会の活動原則を述べているのであっ
て、議会に注文を言うということではな
い。 
⑦について 
・必ずしも条例に規定しなければいけな
いということではないが、市民からはこ
のように見られているということは言っ
ておきたい。 
 

「行政のあり方」につい
て 

Ｂ班 

①この部分の書き込みとして十分な
のか。 
②「他機関との連携・協力」という
のは、執行機関(行政)に言うことで、
市長に言うことではないのでは？ 

① 他市と同様、一般的な事項を規定
するイメージ。 
② 市長を含めた執行機関とする。 
 

①について 
・他のまちと同様なことは記載した方が
良いと考えるが、特にこれを記載してお
かなければならいということまでは無か
った。 
②について 
・関係機関との連携は行政の行動原則と
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理解してほしい。ただ市長についても、
「国や道、近隣市町村の動向を常に意識
し、必要な時には連携・協力に努める」
という部分は、念押し的に述べたもの。 
・市長と執行機関を分けている意味はな
にか。 
・文言の整理は必要と思う。 
・執行機関のトップにそこまで言うのか。 
・必ずしも全てを条例に規定するわけで
はない。ただし、トップだからあたり前
なので何も書かないと言うことにはなら
ない。 
 

「協働の定義」について Ｃ班 

・協働とは公共性を持つ課題につい
て、複数の主体が補完性の原理にの
っとり、相互に補完し、協力すると
いう考えで良いか。 
・また、「協働」をまちづくりの基本
理念に据えると言う考えで良いか。
 

・協働の定義としては、Ｃ班が検討し
たことを基本とする。 
 
 
・Ｃ班のイメージは確認された。 

・市民以外の主体にも協力を求めながら
協働を進めるというのは言い過ぎではな
いか。 
・市民と行政だけではなく市民間での協
働もあり得ると言う趣旨。 
・例えば自治会に入っていない人に対し
ても、自治会が協働しなければならない
ということか。 
・あくまで、協働の定義をいっているも
のであり、行動原則として協働が義務だ
ということを言っているわけではない。 
・Ｃ班としては、まちづくりには「協働」
が必要不可欠という考え。 
 

「協働の主体」について Ｃ班 

・協働は、市民と市が、市民以外の
主体にも協力を求めながら進めてい
くというイメージで良いか。 

・条例案を作る段階で事務局が、文言
を整理しながら検討していく。 
・Ｃ班のイメージは確認された。 

・Ｃ班では一時的市民として市内に住む
個人と団体など、二次的市民として市内
出身者などとしており、それを市以外の
主体という捉えをしている。 
・市民と市以外の主体は全てにおいて対
等の立場ではないというのは前提として
ある。 
・前の議論で、広い意味での市民とその
まちに住む市民（住民）をどのように分
けるかということがあり、文言の整理が
必要だとなっていた。それに加えて、市
民以外の主体となると、誰を指すことに
なるのか。 
・市内に権利関係をもった人などもいる
が、その人たちが必ずしも他の市民と対
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等の立場とは言えない。 
・前回のときには、石狩市民とは、市民、
通勤通学者、縁故者などまで含むという
ように広く市民を捉えていた。 
・このことについては、文言の整理が必
要なので、この先、事務局にその整理を
してもらってはどうか。 
 

「 協 働 の た め に 大 切 な
こと」について 

Ｃ班 

①まとめの中で、「協働への参加は強
制される事なく」と言っている一方
で、「協働への参加は、市民にとって
も義務的側面」があるとなっている
が、どういう意味か。 
②行政にとって、協働は責務になる
のだろうか。 

・市民については「協働するように努
める」というイメージ。 
 
 
 
・行政については「協働することが責
務である」というイメージ。 

・参加することを努力する義務があると
は思えない。 
・参加するかどうかは、あくまで本人の
自由ではないか。 
・参加すれば、そこで責務のようなこと
は生じる。 
・行政についても参加することは責務な
のか。テーマによるのでは？ 
・参加を自由としてしまうと、行政がな
にかをやろうとしても、だれも参加しな
いということを容認してしまうのではな
いか。 
・原則としては自由だが、お互いに努力
しなければならないことだと思う。（努力
義務） 
・「努力義務」というよりは、「努める」
ではないか。 
・ 

 


