
様式第２号（５条関係）

審議会等会議録

発 言 者 会議のてん末・概要

久喜市自治基本条例推進委員会　委員委嘱式

１　委嘱書の交付

　　（田中市長から１人ずつ委嘱書を交付）

２　委員及び事務局職員の紹介

　　（委嘱書交付後、委員及び事務局職員の自己紹介）

平成２６年度第２回久喜市自治基本条例推進委員会

１　開会

司会（落合課長） 　それでは、久喜市自治基本条例推進委員会を開催させていただ

きます。

　なお、会議に入ります前に、本日の配布資料を確認させていた

だきたいと存じます。本日の資料につきましては、事前に郵送い

たしまして、本日ご持参いただくようにお願いしたところでござ

いますが、お持ちいただいておりますでしょうか。

　（確認終了）

　それでは、確認をさせていただきます。

　はじめに、会議次第

　資料１　久喜市自治基本条例推進委員会条例

　資料２　久喜市自治基本条例推進委員会委員名簿

　資料３　久喜市自治基本条例推進委員会について

　資料４　久喜市自治基本条例推進委員会の開催状況及び継続協

　　　　　議事項について

　資料５　傍聴要領

　参考資料１　久喜市自治基本条例逐条解説

　参考資料２　久喜市自治基本条例について

　参考資料３　久喜市自治基本条例パンフレット　

　参考資料４　平成２６年度第１回久喜市自治基本条例推進委員

　　　　　　　会会議概要（会議録）でございます。

　資料に不足はございませんでしょうか。

（確認終了）

　続きまして、会議の開催にあたり、皆様にご了承をいただきた

いことがございます。

　本市では、審議会等の会議の公開に関する条例を施行しており

まして、会議は原則公開とし、会議の傍聴を認めております。

　また、会議の傍聴に関しましては、審議会等がそれぞれに、そ

の手続や遵守事項を定めることになっております。

　つきましては、自治基本条例推進委員会におきましても、他の
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審議会等にならいまして、お手元に配布させていただきました　

「資料５傍聴要領」のとおり定めたいと思いますがいかがでしょ

うか。

（異議なしの声有り）

　よろしいでしょうか。それでは、傍聴要領に従いまして、傍聴

を許可したいと思います。

　なお、今後の委員会におきましても、同様に、傍聴を許可して

まいりますので、よろしくお願いします。

　また、会議の内容につきましては、議事録を作成して公開する

こととしております。そのため、会議の録音及び写真撮影につき

まして、あらかじめご了解をいただきますよう、併せて、お願い

します。　

　本日の会議につきましては、傍聴者がおりませんことをご報告

いたします。

２　市長挨拶

司会（落合課長）

田中市長

　それでは、次第の２でございます。

　田中暄二久喜市長から、ごあいさつ申し上げます。

　皆様、こんにちは。

　久喜市長の田中暄二でございます。

　本日は、ご多用の中、久喜市自治基本条例推進委員会にご出席

をいただき、ありがとうございます。

　ただ今、皆様に久喜市自治基本条例推進委員会委員の委嘱をさ

せていただきました。

　自治基本条例は、多くの市民の皆様のご意見やご提案をお伺い

し、協議を重ねる中で、平成２４年４月１日に施行されました。

　この条例の内容は、久喜市のまちづくりの基本的な考え方や進

め方、市民の皆様と市がお互いに協力していくためのルールなど、

市政運営の基本原則と具体的な仕組みを定めたものでございます。

　地方分権時代の到来、また少子高齢化時代を迎える中で、市民

の皆様と市が、それぞれの役割と責任を果たして、課題の解決に

当たる協働のまちづくりの実現を目指すものでございます。

　このたび、皆様にお願いします委員会につきましては、自治基

本条例の運用に関する事項や普及に関する事項、さらには、条例

の見直しに関する事項につきまして、ご審議をお願いするもので

ございます。

　皆様は、公募により選出された方、各種団体からご推薦をいた

だいた方、学識経験者としてご依頼した方と様々でございますが、

今後の委員会におきまして、それぞれの経験やお立場など、様々

な視点から、忌憚のないご意見を頂戴できれば幸いでございます。

　さて、早いものでございまして、１市３町が合併いたしまして

平成２７年度で６年目を迎えるところでございます。

　３月１６日、平成２７年度予算案をはじめとした４９議案につ
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きまして、可決成立いたしました。これにより、新たなスタート

がきれるわけでございます。

　新市として６年目を迎えますことから、具体的な事業の進行状

況が見えてくる１年になると考えております。

　菖蒲地区におきましては、旧菖蒲高校の土地と建物を市で取得

いたしまして、本年１月５日から建物の解体工事が始まっており、

まもなく終了するところでございます。解体工事が終了した跡地

につきましては、市民の皆様のための総合運動公園のような施設

にしたいと思っております。

　理由といたしまして、現在の菖蒲総合支所の前にございますグ

ラウンドは、埼玉県から下水道工事が始まるまでという条件で借

りておりました。

　現在、県の下水道工事が始まっており、グラウンドを返還する

ことから、菖蒲高校跡地につきましては、総合運動公園のような

施設を整備したいと考えております。

　鷲宮地区につきましては、東鷲宮駅の改修でございます。合併

当時駅を視察をしましたが、連絡通路である地下道や、駅のホー

ムなど障がい者の方などに非常に使い勝手の悪い駅であると感じ

たところでございます。

　このようなことから、早期に駅の改修について計画をいたしま

した。

　改修にいたるまでの間、色々とございましたが、JRと国から多

くの補助金をいただくことになりまして、具体的な工事に着手い

たします。エレベーター、エスカレーターを設置いたします。

　栗橋地区につきましては、南栗橋の液状化の問題でございます。

東日本大震災直後から国に要望し、埼玉県で唯一の特定被災地と

して認定を受けることができました。その結果、平成２７年度予

算で国から４３億円という大きな金額をいただけることになりま

して、具体的な工事に着手をしてまいります。

　久喜地区におきましては、合併直後の大きな懸案でございまし

た圏央道の沿線開発でございます。

　幸いにも、埼玉県は、圏央道沿線の工業団地の造成、企業誘致

につきまして、久喜市が沿線開発の３分の１程度の面積の許可を

いただき、これが大きなバックアップにつながったと私は思って

おります。

　民間の開発もございましたが、埼玉県の大きなバックアップ、

そして久喜市の企業誘致の努力の結果、予定をしておりました企

業のすべてと売買契約が終了し、キッコーマン、コカコーラ、ハ

ウス食品がすでに操業を開始しております。ハウス食品は、５０

０名程度の職員を採用したいという見通しのお話しをいただいて

おりまして、将来、市民の雇用確保につながるとともに、固定資

産税の歳入増も期待できところでございます。

　少子高齢化が進む中、歳入の確保は大事な問題でございますの

で、このような企業誘致に成功したということは久喜市の発展に

寄与するものであると認識をいたしております。
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　前置きが長くなって失礼をいたしました。折角の機会でござい

ましたので、現在の市政の一端をお話しさせていただきました。

　それでは、自治基本条例推進委員会でのご協議、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

　本日は誠にありがとうございました。

３　会長、副会長の選出

司会（落合課長）

田中市長

石井委員

田中市長

石井委員

田中市長

　続きまして、会長、副会長の選出でございます。

　久喜市自治基本条例推進委員会条例第６条の規定によりまして、

本会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定めるこ

とが規定されております。

　本日は、委員改選後、１回目の会議ということで、会長、副会

長が選出されておりませんので、田中市長を仮議長として、会

長・副会長の選出までの間、議事を進行させていただきます。

　それでは、田中市長、よろしくお願いします。

　それでは、会長、副会長が選出されるまでの間、私が議長を務

めさせていただきますので、よろしくお願いします。

　久喜市自治基本条例推進委員会条例第６条におきまして、推進

委員会に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選によってこれを

定める、と規定してございます。

　まず、会長の選出でございます。委員の自薦、他薦がございま

したらお願いします。いかがでしょうか。

　石井委員どうぞ。

　前回の会長であった、小林委員を推薦したいと思います。

　ただ今、石井委員から、会長には小林委員がよろしいのではな

いかという、ご推薦がございました。いかがでしょうか。

（異議なしの声有り）

　ご異議なしと認め、会長は小林弘和委員と決定させていただき

ます。小林委員、どうぞよろしくお願いします。

　続きまして、副会長の選出でございます。委員の自薦、他薦が

ございましたらお願いします。いかがでしょうか。

　石井委員どうぞ。

　前回の副会長であった、大豆生田委員を推薦したいと思います。

　ただ今、石井委員から、副会長に大豆生田委員がよろしいので

はないかという、ご推薦がございました。いかがでしょうか。

（異議なしの声有り）

　ご異議なしと認め、副会長に大豆生田委員と決定させていただ

きます。

　それでは、改めて申し上げます。会長には小林委員、副会長に

は大豆生田委員と決定させていただきます。

　私は、ここで議長の任を解かせていただきます。ご協力ありが

とうございました。
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司会（落合課長）

小林会長

司会（落合課長）

大豆生田副会長

司会（落合課長）

　ありがとうございました。

　それでは、会長、副会長が選出されましたので、恐縮でござい

ますが、お二人には、前方の会長席・副会長席にお移りくださる

ようお願いいたします。

　（席移動）

　それでは、ここで会長、副会長それぞれに、就任のご挨拶をい

ただきたいと存じます。

　はじめに、小林会長、よろしくお願いいたします。

　引き続きというお話しで、大役を勤めさせていただきます。

　皆さんのご協力をいただきながら進めてまいります。よろしく

お願いします。

　続きまして、大豆生田副会長、よろしくお願いいたします。

　引き続き、小林会長を補佐する形で、できるだけ今までの成果

を活かしていきたいと思っています。よろしくお願いします。

　ありがとうございました。

　ここで、大変恐縮ではございますが、市長は、次の公務がござ

いますので、退席をさせていただきたいと存じます。

（田中市長退席）

　それでは、これから議事に入る訳でございますが、５分ほど休

憩をとりまして、準備をさせていただきたいと思います。

　３時に再開したいと思いますので、よろしくお願いします。

４　議題

司会（落合課長）

小林会長

事務局（榎本課長

補佐）

　皆様、お揃いでございますので再開をさせていただきます。

　続きまして、議事でございますが、会議の進行につきましては、

久喜市自治基本条例推進委員会条例第７条の規定により、「推進

委員会の会議は、会長が議長となる」ことになっておりますので、

小林会長に議長をお願いしたいと思います。

　それでは、小林会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。

　それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。

　円滑に議事が進行いたしますよう、皆様方のご協力をお願いし

ます。

　それでは、本日の議題に入ります。

　議題（１）「会議の運営について」、事務局から説明をお願い

します。

　議題（１）「会議の運営について」、ご説明します。

　自治基本条例推進委員会の委員名簿の公開、会議録の作成方法

などの４点につきまして、ご確認、ご協議をいただきたいと思い

ます。

　１点目は、委員名簿の公開についてでございます。

　まず、市民参加条例第７条第２項で定める委員名簿の公開でご

ざいますが、市のホームページの中の自治基本条例のページにお
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いて、公開する予定でございます。

　公開の範囲につきましては、お手元にお配りした資料２の委員

名簿の備考欄を除いた氏名及び選出区分となります。ご了承をお

願いしたいと存じます。

　また、もう一つ、市では、他の附属機関とあわせて一覧にしま

した「公職者名簿」というものを毎年度作成しており、公文書館

において、閲覧することができるようになっております。

　この公職者名簿につきましては、お名前の他に、ご住所、電話

番号も公開の対象としておりますが、個人情報保護の関係から、

ご住所、電話番号につきましては、ご本人の了解が得られた場合

に限り、公開することとしております。

　公開または非公開は、委員の皆様それぞれのご希望によって、

個別に対応させていただくことも可能でございますので、公職者

名簿の住所･電話番号の公開・非公開につきまして、ご協議をいた

だきたいと存じます。

　なお、参考でございますが、過去の公職者名簿は、氏名と町名

までの住所を公開し、住所の地番と電話番号は非公開としており

ました。

　次に２点目の会議録の作成及び公表についてでございます。

　本市では、審議会等の会議の公開に関する条例第９条、第１０

条により、審議会等の会議録は速やかに作成し、その写しを閲覧

に供することとされております。このため、会議の際は録音をし、

発言者の氏名を含めまして、会議録を作成しているところでござ

います。

　また、会議録の作成形式でございますが、原則として、全文記

録方式、または、できるだけ全文に近い形で作成するようにとの

内規がございます。

　当委員会におきましては、これまで「テニオハ」や「繰り返し

の発言」などを整理させていただく、できるだけ全文記録方式に

近い形で会議録を作成してまいりました。この作成方法でよろし

いか、ご協議をお願いしたいと思います。

　次に、３点目でございますが、会議録の確認・署名方法につい

てでございます。

　会議録につきましては、事務局が原案を作成した後、委員の皆

様に原案の写しをお送りします。　

　委員の皆様には、原案がお手元に届きましたら、内容のご確認

をお願いします。その際、校正期限のお知らせを同封しますので、

確認の結果、原案の修正が必要な場合は、指定の期限内に事務局

までご連絡をお願いします。

　なお、校正期限までにご連絡がない場合は、ご了解をいただい

たものとさせていただきますので、よろしくお願いします。

　また、会議録は、皆様のご了解をいただいた後、当委員会で指

名する委員にご署名をいただき、会議録を公開することになって

おります。

　委員会で指名する委員につきましては、会長に確認・署名をお
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小林会長

事務局（榎本課長

補佐）

小林会長

車田委員

小林会長

車田委員

小林会長

願いする、あるいは、各委員の持ち回りにより確認、署名をいた

だく方法などがございます。

　この会議録の確認・署名をお願いする委員と人数を、併せてご

協議をいただきたいと思います。

　なお、参考でございますが、過去の委員会における会議録の署

名は、会長を除く委員が、委員名簿順に、お二人ずつ署名をいた

だいておりました。

　最後、４点目でございます。この委員会では、これまで委員の

意見交換の場として、委員会終了後にフリートークの時間を設け

ておりました。今後も同様に実施することでよろしいか、ご協議

をお願いしたいと思います。

　以上でございます。

（平井委員入室）

　ただ今、事務局から協議・確認事項として、４点の説明があり

ました。

　１点目が「委員名簿の公開について」、２点目が「会議録の作

成形式について」、３点目が「会議録の確認・署名について」、

４点目が「委員会終了後のフリートークの実施について」です。

　それでは、順次、協議したいと思います。

　はじめに、１点目の「委員名簿の公開について」ですが、市の

ホームページに掲載する委員名簿につきましては、市民参加条例

に基づき、氏名と選出区分を掲載するとのことですが、それとは

別に、公職者名簿として公開する場合の住所・電話番号の取り扱

いについてです。

　皆様のご希望を踏まえて、住所、電話番号も含めて公開するか

どうかですが、個人情報の問題もあるかと思います。いかがいた

しましょうか。

　ちなみに前回はどのように行ったのですか。

　これまでの委員会では、住所の地番と電話番号は非公開として

おりました。　　

　前回の公開の状況を踏まえて、ご協議いただければと思います。

　前回の公開の方法で不都合はなかったのですか。

　はい。不都合はありませんでした。

　それでは、前回と同じでよろしいのではないでしょうか。

　よろしいですか。それでは、公職者名簿の住所・電話番号の取

り扱いでございますが、公開の範囲は、過去の例と同様に住所の

町名までとし、地番及び電話番号は公開しないことに決定させて

いただきたいと存じます。

　次に、２点目の「会議録の作成形式について」でございます。

全文記録による作成、或いは「テニオハ」や「繰り返しの発言」

について整理する、全文に近い形での作成とのことですが、この

点につきましては、これまでの委員会と同様に、全文に近い形と

いうことでいかがでしょうか。
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布川委員

事務局（榎本課長

補佐）

車田委員

小林会長

事務局（榎本課長

（出席者同意）

　それでは、会議録の作成については、過去の例と同様に、全文

に近い形で作成するということにさせていただきたいと存じます。

　次に、３点目の「会議録の確認・署名について」でございます。

　事務局から、当委員会の過去の例ということで、会長を除く委

員が、名簿順にお二人ずつ、会議録に署名してきたとの説明があ

りました。　

　会議録の公開は速やかにということですので、あまり多くの方

の確認・署名をいただくのも、時間がかかろうかと思います。

　これまで同様、名簿の順でお二人の委員を指名して、持ち回り

で確認、署名をするということでいかがでしょうか。

（出席者同意）

　ありがとうございました。

　それでは、名簿順に２人の委員が会議録を確認し、署名するこ

とに決定します。

　なお、本日の会議録の署名については、竹内委員と布川委員に

お願いします。

　次に、４点目の「委員会終了後のフリートークの実施につい

て」でございます。

　委員会終了後のフリートークは、委員の皆さんがお持ちの考え

や意見などを交換・共有し、今後の委員会において議題やテーマ

として採り上げることも念頭に実施してきたものでございます。

　この点につきましても、これまでの委員会と同様に、フリー

トークの場を継続して設けるということでいかがでしょうか。

　フリートークは議事録に掲載されるのでしょうか。

　委員会終了後に行いますので、議事録は公開いたしませんが、

フリートークの記録として事務局で作成しております。

　私は、今回初めて委員となりますが、昨年のフリートークの資

料をいただいてとても参考になりました。

　それでは、委員会終了後のフリートークは、引き続き実施して

いくこととでよろしですか。

（出席者同意）

　ありがとうございます。

　委員会終了後のフリートークは、引き続き実施していくことと

で決定させていただきます。

　議題（１）「会議の運営について」は以上でございます。

　続きまして、議題（２）「自治基本条例推進委員会について」、

事務局から説明をお願いします｡

　それでは、議題（２）自治基本条例推進委員会につきまして、
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補佐） ご説明します。資料３をご覧ください。

　はじめに、「１　久喜市自治基本条例推進委員会の設置とその

役割」でございます。

　（１）として設置の根拠でございますが、自治基本条例第２７

条の規定を受けまして、別に定める条例、これは、資料１の「久

喜市自治基本条例推進委員会条例」でございますが、これらに基

づき設置するものでございます。

　次に（２）、推進委員会の所掌事項でございます。

　推進委員会条例から抜粋しておりますが、推進委員会条例第２

条におきまして、所掌事項を規定しております。

　１点目として、自治基本条例の運用に関する事項

　２点目として、自治基本条例の普及に関する事項

　３点目として、自治基本条例の見直しに関する事項

　これら３点について、市長の諮問に応じ、調査・審議を行うと

の規定でございます。

　なお、第２項の規定により、市長からの諮問の有無にかかわら

ず、これら３点の所掌事項に関しまして、推進委員会は、調査・

審議を行うとともに、これらの事項に関し、推進委員会が自ら必

要な提言を行うことができることとされております。

　次に、「２　今後の審議事項とスケジュールについて」でござ

います。

　次回以降の推進委員会の予定でございますが、自治基本条例の

運用状況についてということで、条例第８章のコミュニティの推

進にございますコミュニティ活動への支援、第９章の参加と協働

の推進にございます市民の市政への参画などの運用状況、また第

６章の市政運営に関する市の取組状況などについて、ご説明をさ

せていただき、ご意見を伺ってまいりたいと考えております。

　また、推進委員会からご提案をいただきました自治基本条例の

啓蒙普及に関しまして、引き続き、ご協議をお願いしたいと考え

ております。

　なお、今後、推進委員会を開催する中で、委員の皆様から、新

たに課題やテーマなどが挙げられました場合には、ご協議をいた

だくなどして、必要に応じて、提言書などの形をとらせていただ

くことを考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

　次に（２）スケジュールでございます。

　平成２７年度１回目の会議でございますが、８月頃に開催をさ

せていただきたいと考えております。会長・副会長と調整させて

いただきまして、日程が決まりましたなら、改めてご案内したい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。

　それから、資料にはございませんが、委員の皆様は、久喜市の

非常勤特別職の職員でございまして、会議１回の出席につき、　

６，０００円の報酬をお支払いします。

　また、支払い方法につきましては、口座振込みにてのお支払い

となりますので、よろしくお願いいたします。
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小林会長

事務局（榎本課長

補佐）

　なお、振込先の口座につきまして、変更のある方は、この委員

会終了後、事務局にお声がけください。よろしくお願いします。

　議題（２）自治基本条例推進委員会についての説明は、以上で

ございます。

　ただ今、事務局から推進委員会の役割や今後の予定等について

説明がありましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。

　よろしいですか。

（出席者同意）

　ありがとうございます。

　よろしければ、続きまして、議題（３）「自治基本条例推進委

員会の開催状況及び継続協議事項について」、事務局から説明を

お願いします。

　議題（３）「自治基本条例推進委員会の開催状況及び継続協議

事項について」、ご説明します。資料４をご覧ください。

　はじめに、資料の修正をお願いします。３ページの囲みのイ

メージ図ですが、１行目の市民参加推進員制度のイメージの

「ジ」が改行され、欠けております。

　また、同じく枠内右下の市民参加のはたらきかけの「け」の字

が欠けております。お手数をお掛けしますが、加筆をお願いしま

す。誠に申し訳ございません。

　それでは、本題に戻らせていただきます。

はじめに、自治基本条例推進委員会のこれまでの開催状況です。

平成２４年１２月２５日に、鷲宮総合支所におきまして、設置後、

初めての推進委員会を開催しました。

　本日と同様に委員の委嘱式、その後、会議の運営、自治基本条

例や推進委員会を議題に、会議を行いました。

　なお、本日は、改選された委員１２人のうち、９人の方が再任

ということで、自治基本条例の概要説明は除かせていただいてお

りますが、新たに委員となられました３人の方には、委嘱式の前

に、短時間ではございましたが、その概要説明をさせていただい

たところでございます。

　次に、平成２４年度第２回の推進委員会を、平成２５年３月２

６日に、久喜市役所で開催しました。この時は、議題を「市民参

加について」として、自治基本条例第２３条に規定される「市民

の市政への参画」を受けて制定されております、市民参加条例の

概要と運用状況について、ご説明をさせていただきました。

　年度が替わりまして、平成２５年度第１回の推進委員会を平成

２５年８月５日に、久喜市役所で開催しました。

　議題は、「市民活動について」と「市民参加の状況について」

として、自治基本条例第２２条に規定される「コミュニティ活動

への支援」を受けて制定されております、市民活動推進条例の概

要と運用状況、また、市民参加の状況について、ご説明をさせて

いただきました。
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　次に、平成２５年度第２回の推進委員会を、平成２６年３月　

２５日に、鷲宮総合支所で開催しました。

　この時は、議題として、自治基本条例第１７条に規定される

「危機管理」とし、久喜市の防災対策について、ご説明をさせて

いただくとともに、平成２５年度上半期の「市民参加の状況」と

して、その運用状況をご説明しました。

　年度が替わりまして、平成２６年度第１回の推進委員会を平成

２６年８月１９日に、鷲宮総合支所で開催しました。

　議題は、「市民参加及び市民活動の状況」として、平成２５年

度における実績等について、ご説明をさせていただきました。

　以上が、自治基本条例推進委員会のこれまでの開催状況の概要

でございますが、各回とも、委員の皆さんから、様々なご質問や

ご意見を頂戴してきたところでございます。

　このほか、推進委員会では、委員の発案により、委員会終了後

にフリートークの時間を設け、今後採り上げる議題やテーマなど

につきまして、ご協議をいただいてまいりました。

　資料の裏面になりますが、これまでのフリートークの中で、ご

提案いただいた「自治基本条例の啓蒙普及」をテーマに、平成

２６年度第１回の推進委員会において、その他の議題としてご協

議をいただきました。

　今後につきましては、このテーマを議題として、さらに議論を

深めていただき、できれば２回程度の推進委員会で、協議内容を

お取りまとめいただければと考えております。

　お手もとの資料には、これまで委員皆様から頂いた「自治基本

条例の啓蒙普及」に関する意見等を参考に列記させていただきま

したが、今後の推進委員会での議論を深めるために、次回の推進

委員会までの宿題という訳ではないのですが、これからお配りす

る「提案書」に思い浮んだアイデアをお書きいただき、事務局あ

てにＦＡＸやメールでお知らせいただければ幸いと考えておりま

す。

　ここで、追加資料として「提案書」を配布させていただきます。

少々お待ちください。

（追加資料を委員に配布）　

　よろしいでしょうか。

　それでは説明を続けさせていただきますが、資料に列記されて

いない新たなアイデアはもちろん、資料記載のアイデアを参考に

ご提案いただいても構いませんし、特になければ、無しというこ

とで、ご回答いただいても構いません。

　自治基本条例の啓蒙普及について、容易に取り組める方法、予

算のかからない方法、何か面白い方法など、自由な発想のもと、

少しお考えをいただきまして、ご提案をいただければ幸いです。

　事務局では、この提案書を次回の推進委員会開催日の２週間位

前を目途に、皆さんからお預かりして、会議当日には資料として

お配りできればと考えています。
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小林会長

事務局（榎本課長

補佐）

小林会長

布川委員

事務局（榎本課長

補佐）

布川委員

小林会長

布川委員

　以上、「自治基本条例の啓蒙普及」に関する今後の対応という

ことで、事務局の案を申し上げましたが、このテーマに対する推

進委員会の取り扱いや進め方、また代替案なども含めまして、ご

協議をお願いしたいと思います。

　事務局としましては、推進委員会の方針やご了解をいただいた

上で、今後、対応に努めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いします。

　議題（３）自治基本条例推進委員会の開催状況及び継続協議事

項についての説明は、以上でございます。

　ただ今、事務局から、これまでの推進委員会の開催状況や、協

議事項等について説明がありましたが、何かご意見・ご質問等は

ございますか。

　会長が発言するのはどうかとは思うのですが、折角、提案書と

いう良い考えを持つのでしたら、委員だけではなく、広報で意見

を募集するということも考えたらいかがでしょうか。

　ご提案として承ります。

　

　ご自由にご意見をいただきたいと存じます。

　お話しをお伺いしておりまして、継続協議事項の中の「自治基

本条例の啓蒙普及」の啓蒙という言葉あります。この啓蒙という

言葉はいかがなものかと思います。

　前回の推進委員会などで、使われていた言葉だと思いますが、

私は啓蒙という言葉がしっくりこなかったので、皆様のお考え方

をお聞かせ願えればと思います。

　啓蒙普及とは言わずに普及だけで良いのではないかと思ってい

ます。

　啓蒙という言葉は、何も知らない方に教えるという意味がござ

います。啓蒙と言わず啓発という言葉もございますが、このこと

について、委員会の中でご協議いただければと思います。

　引き続き発言させていただきますが、ここで啓蒙という言葉を

使わずにパブリックコメントですとか、パブリックプロポーザル

などの言葉を使用することで、問題の趣旨である啓蒙につながる

のではないかと思います。皆様はいかがでしょうか。

　いかがでしょうか。

　啓発でも普及でも全く問題はありませんが、現実は市民の方が

知らないということもありますので普及ではないというお話しも

ありました。

　１市３町で知識度がかなり違うということがございます。

　旧久喜市では認知度が高いのですが、他の３町では今でも「自

治基本条例とは何ですか」というところがございますのでご理解

いただかなければならないところもございますので啓蒙という言

葉を使用しています。

　言葉の使用に決め事はございませんので、他の言葉でも問題は

ありません。

　啓蒙という言葉では市民の方が構えてしまうのではないかと思
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佐世委員

小林会長

益山委員

布川委員

小林会長

石井委員

小林会長

布川委員

事務局（榎本課長

補佐）

小林会長

布川委員

小林会長

います。

　もともと自治基本条例というのは、今の時代の流れの中で、市

民との協働を進めるために作ったものです。旧久喜市で制定した

当時、市民の皆さんが知らないということがございました。

　啓蒙という言葉のニュアンスが気になるということであれば、

会長が仰ったとおりになりますが、市民の皆さんに知ってもらい、

市民参加や協働を進める必要があるという声がある中で、啓蒙と

いう言葉が使われたと思います。

　啓蒙という言葉を言い換えるなら、例えば周知普及など良い言

葉があれば変更するのは良いと思います。

　言葉の変更については、皆さん意義はないと思います。

　私も、知らない市民の立場として考えると、そのような方達が

自然に受け入れられるような言葉を使うのも一つの案かと思いま

す。

　どのような言葉が良いのかというこはわかりませんが、市民の

皆さんが興味を持つようなやさしい言葉というのも必要かと思い

ます。

　資料を読んだときに、違和感を感じたのが啓蒙だったものです

から。

　啓蒙という言葉を使わずに何かございますか。

　普及促進などはどうでしょう。

　普及だけというのはどうでしょうか。啓蒙という言葉は、上か

ら下へ教えるというイメージなので。

　資料４の協議事項について啓蒙という言葉は市ホームページに

アップされたりしているのですか。すでに出ていると難しいと思

いますので。

　資料４の過去の開催状況につきましては、会議録や配布資料を

市ホームページに公開しております。

　２ページ目の継続協議事項につきましては、一部会議録に残っ

ているところございますが、基本的にはフリートークの中でのお

話しとなっております。

　推進委員会条例を見ますと、運用や普及という言葉がございま

すので、啓蒙をこのような言葉に代えてしまうことでよろしいで

すか。

　提案書につきましては、何かお考えいただいて事務局までお送

りいただければと思います。

　事務局は、次回の委員会に提案書を出す場合、委員氏名は墨塗

りで提出をお願いします。議論の活発化を図るためにもお願いし

ます。

　提案については、予算がかからないものでしたら、失敗しても

これ以上悪くなることはございませんので、色々とお考えいただ

ければと思います。

　早速記入例を参考に、考えてみたいと思います。

　市民参加推進員さんに意見を聞くとか、私たちだけではなく、

他の人達も巻き込むような提案でも良いと思います。
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布川委員

小林会長

事務局（榎本課長

補佐）

小林会長

竹内委員

事務局（榎本課長

補佐）

小林会長

大豆生田副会長

小林会長

　最近は広報など、行政の職員が記事を書くと市民には理解でき

ない専門用語などが出てきます。そのため、市民の方に事前に記

事を読んでもらい、市民が理解できる言葉に置き換えるという動

きも出てきています。市民の目線で条例の普及を考えることも必

要なのかもしれません。

　それは大事なことだと思います。

　啓蒙という言葉を直すということで、事務局にお願いしたいと

思います。

　はい。

　他にご意見はございませんか。

　よろしいですか。基本的なことなのですが、なぜ自治基本条例

だけが他の条例では無いような普及という言葉を使用しているの

ですか。

　普及ということに関しましては、フリートークの中で、まず、

条例を市民の皆様に浸透させる必要があるのではないかというお

話しがございました。

　このことについて、ご協議いただいた結果、委員会として取り

組んでいこうということで、現在に至っています。

　このことにつきましては、副会長が経緯を良くご存知ですので、

ご説明いただいてよろしいですか。

　色々な条例がある中で、自治基本条例は協働のまちづくり、こ

れは行政と市民の皆さんが一体となってまちづくりをしていこう

というものです。主体は市民の皆さんです。そうしますと、市民

の皆さん個人でまちづくりというのは難しいと思いますので、市

民の皆さんで構成する団体でまちづくりを進めると考えることが

できます。

　その中で、コミュニティ協議会が、協働のまちづくりを推進す

る団体の一つとして活動し、市も助成をしています。

　市の助成については、自治基本条例の協働のまちづくりの一環

として助成しておりますが、団体にその意識がないということに

歯がゆさを感じたことから、自治基本条例をわかりやすくＰＲを

しなければいけないと思いました。　

　例えば、コミュニティ協議会の活動のＰＲの必要性やその活動

には自治基本条例の協働のまちづくりの考え方があることを知っ

てもらいたいということで普及について提案したものです。

　今お話しをいただいたように、パンフレットにも記載されてい

る協働のまちづくりは、行政だけではなく市民の皆さんや他の人

達を含めてまちづくりを進めていこうというものです。

　行政が条例を作っても、主役である市民の皆さんに伝わってい

なければ意味がないので普及をしていこうということです。

　行政が作った条例を市民の皆さんは知らないという現実があり

ますので、この条例だけは委員会を作って市民の皆さんに普及し

ているのかをチェックするという形になっています。

　普通ならば、条例を作って終わりという形になりますが、そう
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石井委員

車田委員

石井委員

車田委員

事務局（榎本課長

補佐）

佐世委員

ではないということがポイントでありまして、そうしないと市民

の皆さんが主役のまちづくりが出来ないという大きな問題が発生

します。

　市民が抜けたまちづくりでは、ハードは出来てもソフトは出来

ません。自治基本条例は市民の皆さんの役割も書いていますが、

普通このような条例はありません。

　一般的な条例は法律などに基づいて施策などを実施する事を明

記しますが、自治基本条例は違うということでお考えいただけれ

ばと思います。

　この委員会の難しいところは、条例をいかに市民の皆さんに

知っていいただくかというところです。

　今、副会長さんからコミュニティ協議会の助成のお話について、

初めて確認しました。

　合併して、１市３町それぞれにあったコミュニティ協議会の会

長が集まりまして、久喜市コミュニティ推進連絡協議会を立ち上

げました。

　しかし、旧３町のコミュニティ協議会の会長は、市からの助成

が自治基本条例に基づいて交付されているという認識は誰もあり

ません。

　菖蒲地区のコミュニティ協議会の補助金は、合併後、旧菖蒲町

と同様の予算を出しますという話しを聞きましたが、自治基本条

例に基づいた補助金という認識はありませんでした。

　このようなことから、資料４の２ページ⑮に書いてある１市３

町の均一化を図り、普及するということは最も大切なことだと思

います。

　久喜地区の方は条例を理解していると思いますが、旧３町の住

民は理解していないと思います。

　自治基本条例のパンフレットも、ほとんどの方が目を通してい

ないと思います。

　だからこそ、言葉は悪いですが啓蒙が必要ということになりま

す。

　広報で掲載しているものは、身近な記事なので見ると思います

が、自治基本条例のパンフレットは菖蒲地区でどの程度の方が読

んでいるかということを、胸を張って言えません。

　事務局として、久喜市と旧３町の差というのは明らかになって

いるのですか。

　明らかになっているかどうかは、はっきり申し上げられません

が、そのようなお話しは過去の委員会でも出ております。

　そもそもなぜ自治基本条例かという議論が旧久喜市でもありま

した。地方分権が進んできた中で、従来、地方自治というものは

行政が市民に対して施策を施すという伝統的な感覚がありました。

　しかし、それはもう財政的にも時代感覚にもあわないというこ

とで、市民の皆さんが行政に係るべきだという大きな時代のうね

りとなっていました。

　その先駆けとして、北海道のニセコ町で、自治基本条例を制定
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小林会長

竹内委員

小林会長

し、住民参加の町おこしの試みが始まりました。

　その後、時代の流れの中で、あちこちで市民参加を進めようと

いう動きがあり、旧久喜市も割と早い段階でそのような動きをと

りました。

　当時、市民参加については条例で定めるべきであるということ

で、ワークショップを開催し、市民で条例を作成するということ

で１００人単位の人達が集まり、議論を重ねて結構盛り上がりま

した。空回りをする部分もありましたが、紆余曲折の上、自治基

本条例は制定されました。

　この条例は、理想的な面がありまして、現実から遊離している

部分もあり、修正などもいたしました。

　この根底には、市民の皆さんの盛り上がり当時あったというこ

とです。

　条例については、合併と同時に無くなり、合併後、新たに自治

基本条例を策定しましたが、内容はある程度平坦なものになって

いると思われます。

　今後、自治基本条例に基づいて市民の皆さんがまちづくりや市

民参加にどのように関わってもらうかを考える必要があると思い

ますので、これまでの経緯について知っていただければと思い、

お話しました。

　フリートークで色々なご意見をいただくことも出来ますので、

今後、少しずつ進めていければと思います。

　このお話しは、これでよろしいですか。

　はい。

　よろしければ、本日の議題は全て終了しました。これをもちま

して、議長の任を解かせていただきます。皆さん、ご協力ありが

とうございました。

（途中入室した平井委員に委嘱書を交付、平井委員紹介）

５　その他

司会（落合課長） 　それでは、「５　その他」でございますが、ここで次回の委員

会について申し上げます。

　次回は、委員会の開催を８月に予定したいと考えております。

　今後、日程の調整をさせていただきまして、改めてご通知申し

上げますので、よろしくお願いします。

６　閉会

司会（落合課長）

大豆生田副会長

司会（落合課長）

　それでは、閉会のあいさつを大豆生田副会長からいただきたい

と存じます。

　本日は、メンバーが変わった１回目の委員会ということで、積

極的な意見交換が出来たと思います。これからも、よろしくお願

いします。

　ありがとうございました。

　本日の会議は、以上で全て終了いたしました。これにて閉会と
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させていただきます。ご多用の中、自治基本条例推進委員会にご

出席を賜り、誠にありがとうございました。

　会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注)
　

　　　平成２７年　４月２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　進次　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　布川　　勇　　　　　　
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(注 )　特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。


