
平成２７年度第５回市民自治推進会議 

会   議   録 

日 時：平成２８年２月２９日（月）午前１０時開会 

場 所：札幌市役本庁舎  １４階  １号会議室 
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  １．開  会 

○事務局（福澤市民自治推進課長） ただいまから、第５回市民自治推進会議を開催いた

します。 

 本日はお忙しい中、また大雪の中、ご出席をいただきまして、まことにありがとうござ

います。本日の会議は、１２時をめどに議事を終了したいと考えておりますので、皆様の

ご協力をお願いいたします。 

 それでは、佐藤座長、よろしくお願いいたします。 

  ２．議  事 

○佐藤座長 猛吹雪の中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 今回は５回目となりますが、これまで議論いただきましたことを踏まえまして、自治基

本条例の見直しを必要とするかどうかの議論を中心に、また、報告書の作成に向けた整理

を行ってまいりたいと思います。 

 まず、議題に入ります前に、事務局から、今後の流れや配付資料について、説明をお願

いいたします。 

○事務局（茂木推進係長） おはようございます。市民自治推進課の茂木です。本日もよ

ろしくお願いいたします。 

 まずは、資料の確認です。 

 資料１は、自治基本条例の現状評価・課題についてです。これは、いつもの作業シート

で、Ａ３の紙を折ったものが束になっております。前回の第４回会議でいただいたご意見

などを加えました。また、枠の幅を調整しまして、１３枚だったものを１２枚におさめて

おります。 

 続いて、資料２は、第３次市民自治推進会議報告書の構成について（案）、Ａ４の紙が

２枚ホチキスどめになっております。資料３は、第３次市民自治推進会議報告書作成に向

けた論点整理、Ａ４の紙が４枚ホチキスどめになっております。 

 そして「市民によるまちづくり会議報告書」左側２カ所がホチキスどめになったもので

す。前回お伝えしましたとおり、１月１６日に市民の方３１名によるワークショップを行

いまして、その結果を載せております。この報告書は、つい先日、業者からもらったばか

りですので、中身の細かい精査はまだできておりませんが、一旦お示しさせていただきた

いと思います。この資料の結論的な部分は、２４ページ、２５ページに載せております。

今年は「まちづくりへの市民参加を考える、幅広い世代の市民参加を進めるため」にとい

うことで、市民参加をより広めるためにはどうしたらいいかを議論していただきました。 

以上が市民によるまちづくり会議の報告書です。後ほどご覧いただければと思います。 

 最後に「札幌市国際戦略プラン」という冊子です。こちらは、条例についての議論の中

で引用している部分がありますので、今回配付いたしました。 

 配付資料は、以上でございます。 
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 それでは、今後の流れについてご説明いたします。 

 前回までの会議で、条例の前文から最後の第８章まで、一通り議論をいただいたところ

です。あと残り２回の会議で、これまでの議論を踏まえ、報告書をつくっていく必要がご

ざいます。そこで、今回は、報告書作成に向けた話し合いを行っていただきたいと考えて

おります。 

 今後の流れといたしまして、まず今回は、報告書のアウトライン、報告書に載せる項目

を決めますとともに、条例の見直しをどうするのか、見直すべきなのかしなくていいのか、

見直すのであれば、どこをどう直すのか、この会議としての意見の方向性を決めていただ

きたいと考えております。 

 それを受けて、報告書の原案を、事務局を中心に作っていきます。その原案を次回の第

６回会議までに委員の皆様にお示ししますので、第６回会議で最終的に報告書の内容につ

いて確認していただきたいと考えております。 

 今後の流れについては以上です。 

 それでは、今回の会議で皆様に議論していただきたいことを、資料の説明も兼ねて、具

体的にお話しさせていただきます。 

 資料２をご覧ください。 

 報告書の構成案ということで、報告書に載せる項目の案を示しております。 

 まずは、報告にあたってという前書きがありまして、目次がありまして、１の評価及び

検討の概要を掲載いたします。概要については、（１）の目的で、右側に３点ほど書いて

あるようなことを記載したいと考えておりまして、何を評価して、何を検討するのか、そ

して、それをするために市民自治推進会議を設けている、という内容を考えております。 

 ここで、評価といいますのは、第３１条に基づいて、札幌市の施策や制度について、市

民自治を推進する観点からきちんと取り組みが行われているかどうかを評価することを示

します。また、検討といいますのは、第３２条に基づいて、条例の規定を検討することを

示しております。 

 （２）の施策・制度の評価方法です。ここでは、どのような方法や観点で評価したかを

記載したいと考えております。 

 （３）の条例の検討についての視点です。ここは、本日議論していただく項目です。 

 （４）の評価及び検討の工程についてです。これは、第１回会議で事務局から説明を受

けて、第２回から具体的な議論に入りました、そして、第６回で最終的なまとめを行いま

したというようなことを書きまして、併せて、これまでの会議の開催状況を簡単に表にし

て載せたいと考えております。 

 続いて、２の札幌市の施策・制度の整備及び運用の状況です。 

 この項目では、主に第１回の会議で事務局から説明いたしました札幌市の取り組みや実

績、成果について掲載したいと考えております。 

 記載例といたしまして、１枚めくっていただき、右上に資料２別紙と書いてあるものを
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ご覧ください。 

 例えば、（１）の第２章市民です。条例第８条第２項では、市民の責務が書いてありま

すが、条例でどんなことが規定されており、札幌市でどのような取り組みをしているかと

いう文章がありまして、その下に具体的な取り組みの内容と実績を表にしております。以

下、各条項に対応させる形で記載したいと考えております。 

 資料２に戻りまして、３の条例第３２条に基づく条例の規定についての検討です。 

 ここが本日のメインテーマとなる部分です。条例の見直しについて記載いたします。 

 次に、４の第３１条に基づく施策・制度の評価結果です。 

 ここでは、札幌市の取り組みに対する評価、取り組みが足りないものは改善すべき点な

ども併せて記載いたします。具体的には、あちこちに飛んで申しわけありませんが、資料

３の６ページから８ページをご覧ください。 

 ３の札幌市の施策・制度の評価という項目がございます。条例第３１条に基づく市の施

策、制度につきまして、これまでいただいてご意見を踏まえ、１０の項目に大きく分けさ

せていただきました。各項目では、ご意見を箇条書きで記載しておりまして、括弧にどな

たのご意見だったかを記載しております。報告書は、箇条書きではなく、これらをつなげ

て文章にして掲載したいと考えておりまして、もちろん括弧もとります。 

 ここでお願いがございます。もしここに載っているご意見のうち、自分が言ったことと

違うことが書かれている、そういう意味で言ったのではない、あるいは、自分が言ったは

ずのことが抜けている、この分類の仕方では変だなど、ご意見などがございましたら、今

日はそこまで時間がとれないと思いますので、後日にでも、できるだけ早目に私どもまで

ご連絡いただければと思います。 

 報告書につきましては、このような構成にしたいと考えておりますので、ご意見がござ

いましたら、この後、ご議論をいただきたいと思います。 

 それでは、本日行っていただきたいと考えております条例の見直しに関する議論につい

て説明いたします。 

 資料３をご覧ください。 

 １に条例改正についての基本的な考え方を参考に載せております。条例改正の要否につ

きましては、条例の目的である、市民自治によるまちづくりの実現のために現時点で条例

の規定が有効に機能しているかどうかという観点から評価、判断をする必要がございます。 

 そして、条例は、市民にとってわかりやすいものであることが望ましい、これは当然の

ことではありますが、一方で、自治基本条例は最高規範として位置づけられるものですの

で、非常に多くの分野にわたる市民自治に関する事柄を、包括的に規定する必要がありま

す。このため、それなりの抽象度や包括性を持つこともどうしても必要になってきます。

あまり個別具体的になり過ぎると、広い範囲をカバーできなくなる場合もありますので、

最高規範として幅広く対応する必要があります。 

 個々の具体的な事柄については、それぞれ個別の条例で定められております。例えば、
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自治基本条例の第７条では、情報公開や知る権利について概括的に定めておりますが、具

体的な事柄については、別に情報公開条例という条例で詳しく規定されております。 

 こういったことを踏まえますと、自治基本条例の改正の要否については、札幌市の取り

組みが不足していて、かつ、条例の規定を直さなければ取り組みを進めることが困難な場

合に改正を要するということになります。 

 以上が基本的な考え方です。 

 続いて、２の条例の規定についての検討項目です。 

 これまでの議論で、条例改正について検討すべき事柄として挙がったものを整理させて

いただきまして、６つの検討事項として記載いたしました。 

 １ページから４ページにかけて、検討項目（１）から（６）までございます。 

 簡単に見ていきたいと思います。 

 検討項目の１つ目は、前文に、防災など、市民の関心が高いまちづくりの観点を盛り込

むかどうかということです。その下に現状が書いてありまして、さらに、その下にはこれ

までの会議でいただいた主な意見を載せております。 

 ２ページです。２つ目の検討項目は、第２条の市民は、現状では、札幌市に住んでいる

人や仕事や学校などのために札幌に通っている人、または、札幌で活動している人を指し

ますが、新たに市内に固定資産を所有するだけの人を加えるかどうかです。 

 ３つ目は、職員の責務として、職員が地域活動に率先して参加するような内容を加える

かどうかです。 

３ページにまいりまして、４つ目の検討項目は、地域の意見の反映に向けて、まちづく

りセンターと区役所と本庁の連携を推進するような記載を盛り込むかどうかです。関係条

文が非常に多いので、ここの部分はかなり多くなっております。 

 ４ページ、検討項目の５つ目は、第２４条、青少年や子どもの参加を進めるために必要

な配慮に努めなければならないということを具体的にするかどうかです。子どもの参加に

つきましては、子どもの最善の利益を実現するための権利条例、いわゆる子どもの権利条

例により詳しく規定しておりますので、参考として、下に抜粋して記載しております。 

 最後に、５ページをご覧ください。６つ目の検討項目は、第３０条の海外を含めた他都

市との連携によって市民自治や市民にどう影響するかを明確化するかどうかです。これに

つきましては、先ほど紹介しました札幌市国際戦略プランに、海外交流とまちづくりに関

して詳しく基本方針が書かれておりますので、参考にしていただければと思います。 

 以上、本日議論していただく条例の規定の検討項目について説明させていただきました。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 続きまして、２の報告書作成に向けての論点整理です。 

 最初に、報告書の構成について、資料２で説明していただきましたけれども、これを後

回しにして、そもそも、条例改正が必要かどうかという資料３の議論を先にしたほうがい

いのではないかというふうに思います。それが終わってしまえば、報告書の構成について
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はそんなに大した話ではないかと思います。 

 それでは、資料３についてです。 

 今、事務局から説明がございましたことについて、ご質問はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 それでは、第３２条に基づく１の基本的な考え方です。 

 これは、このようなことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 大きな枠組みが基本条例で定められており、個別のことについてはさまざま

な条例や計画で整備していくということです。 

 それでは、２の条例の規定についての検討項目に入ります。 

 今までいくつか意見が出されてまいりましたが、それを６つの項目にまとめていただき

ました。これ以外にもということがあるかもしれませんが、それは６つの検討項目の議事

が終了した後で出していただきたいと思います。 

 まず、検討項目（１）の前文です。 

 防災など、市民の関心が高いまちづくりの観点を盛り込むことについてです。これは、

国際的な要素、あるいは、福祉、防災などでありますが、いかがでございましょうか。こ

れまで出た意見が一番下の欄の左側にあるものです。これに対して、そうではないという

ご意見が右側に書いております。 

○飯田委員 ここについての議論を私がしたもので、考え方についてお話しします。 

 その上の１の条例改正についての基本的な考え方と関わるのですが、この条例を変えな

ければ取り組みを進めることができないような重大なことがあるかです。 

 最初の条例ができた段階で市民の認知度があまり広がらなかったのは、抽象度が高く、

包括性があり、言ってみれば、当然そうだと納得するような内容だったからです。しかし、

これまでに大きな社会情勢の変化があり、札幌市はこれからの危機にこれではまずいもの

があるかです。 

 そこで、私が考えるに、これから人口が減ってくることがあります。その中で町内会の

持続が危ぶまれており、てこ入れをしなければ続いていかない、また、災害発生時に市民

の総力でどうやって立ち向かっていくかが見えないところがあると思うのです。 

 それが非常に重要だと謳い、フルモデルチェンジしたような条例を見せ、こう変わった

のだと鐘を鳴らそうということなのか、そうではなく、前文をいじらず、ほかをいじるよ

うなマイナーチェンジでいいのか、それも必要ないのかという分かれ目なのだろうと思う

のです。 

 私の意見としては、大きな曲がり角にあるのではないかと思います。ただ、個別具体的

に防災だ何だという言葉遣いは避けるべきだろうということはわかるのですが、札幌市に

おいても、今までと違う、これから先は大変だということを見せるべきであれば、前文を

変えて、その上で大きく認知度を高めていけばいいと思いますし、認知度を高めることが
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必要なわけではなくても、そうしたタイミングかと思っております。 

○佐藤座長 ありがとうございます。具体的にどのようなことがありますか。 

○飯田委員 やはり、人口が減っていき、今までの地域住民の自治のあり方と市役所の連

携でできたことがなかなか難しくなる、そこに防災がにおうぐらいでいいと思うのですけ

れども、除雪や福祉でも、もうちょっと知恵を絞って市役所の連携を考え直し、力を入れ

ていかなければならないという言い方を見せるべきなのかなと思うのです。 

 今までの前文は格調が高く、私も誇らしく思うものですけれども、もうちょっと弱気で

もいいのかな、心配しながら頑張っていきましょうというにおいがあってもいいという感

じがしたのです。ただ、それが全くないわけでもありません。 

○佐藤座長 今のご意見につきましていかがでしょうか。 

○飯田委員 前文からどうしようかという議論より、ほかの項目を見た上で、だったら前

文はこうなのかなという流れもあるのかとも思います。 

○佐藤座長 ただ、各項目は前文と関係はないかもしれませんね。 

○森田委員 今、飯田委員のご意見は理解いたします。 

 私が初めて委員になったとき、若干弱いかなと思って、防災という文言を入れてほしい

という意見を言ったような記憶があります。ただ、こういう議論の中で、ここにも書いて

ありますように、最高規範ということで、１つの大きなものがしっかりと出ていればいい

のかなと思います。私も防災などを入れたほうがいいかと最初は思ったけれども、安全・

安心、まちづくりという一番の基本的なことが出ていますよね。具体的に言えば、防災な

ど、市民の関心が高いまちづくりの観点を前文に盛り込むことは、この議論からすると、

なくてもいいかなと感じました。安全・安心というのは、大局的に見た言い方ですし、個

別的なものはそれぞれのセクションでやらなければならないこともありますよね。ですか

ら、そういうところに力を入れていただくという考え方も一つだと思います。 

 そのため、最初の意見と違ってしまいますが、基本条例として、安全・安心がついてい

れば、改めて変える必要はないというわけではないのですが、理解をしてもらえるのでは

ないかと思いました。 

○佐藤座長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

○梶井委員 飯田委員がおっしゃったように、時代の過渡期ということで、人口減少が急

にピックアップされましたし、具現化されましたので、タイミングは重要だと思います。

ただ、自治基本条例は、この事態を予知して、今まさにこれを活用するために、むしろ早

目にできたのかなという感じがします。 

 何を申し上げたいかというと、これを見ても古くさくはないということです。ですから、

このタイミングで活用をもっと広げるべきではないかという感じがします。その意味では、

先取りしたものであるので、このままでも活用できるのではないかと思います。 

 また、市民へ周知がされていないことについてです。考え方としては、周知されていな

いのに文言を修正することもいかがなものかと考えるのです。よほど古くさくて、時代に
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合わないのであれば別ですよ。ただ、基本理念として築いてきたものであれば、周知に努

める必要はあるけれども、周知のために変えるのは違うような気がします。前文に関して

いえば、決して古くさくないし、これが活用できないものでもなく、時代に合わないもの

でもないと感じるので、このままでいいのかという感じがしております。 

○佐藤座長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

○木村委員 先ほど梶井委員がおっしゃったように、この文章を見ても古くさくはないと、

私も思います。 

 私の両親はともに関西人で、１０歳のときに大阪から北海道に来たのですが、北海道は

懐が深いイメージで、受け入れる体制があり、人も温かいですし、いろいろなところから

来ているということに対して、堅苦しく考えず、発展性のあるような土地柄だと思います。

ですから、この文章を子どもたちにも残していきたいと思います。 

○佐藤座長 松本委員、いかがですか。 

○松本委員 私は旭川市出身で、札幌には学生のときに来たのですけれども、飯田委員も

お好きだとおっしゃっていた「わたしたちは時計台の鐘がなる札幌の市民です」という文

面だけは知っていて、あとは知りませんでした。でも、わかりやすく、響きやすいキャッ

チフレーズは耳や記憶に残るのです。ここで、もし防災という言葉を入れると、怖いイメ

ージというのでしょうか。確かに、防災のことも考えないといけないのですけれども、そ

れは、前文ではなく、後ろの項目に入れるほうがやわらかいイメージになり、札幌市とい

うイメージが伝わりやすいのかと思いました。 

○佐藤座長 ありがとうございます。石黒委員はありませんか。 

○石黒委員 特にありません。 

○佐藤座長 ご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 飯田委員のおっしゃった人口減少について、今までは、前文の第１段落の最後にありま

すように、「飛躍的な発展を遂げてきました」というところが当てはまるわけですけれど

も、これをどう読むかです。この言い方は、読みようによってはそろそろ危ないぞと。先

ほど梶井委員がおっしゃったように、予測していたのではないかというふうに読めなくも

ないということです。 

 それから、１段落飛ばしまして、３段落目です。その中に「先人の築いたまちを、更に

よいまちにして未来の世代に継承していく責任があります」という文言が入っております。 

 まさに、これから人口が減少するだろうと思います。これは、どこもそうです。また、

北国特有の災害もあれば、どこの地域にも共通するような地震や噴火など、いろいろな災

害が予想されますけれども、そういう中にあっても負けないで、さらによいまちにして、

未来の世代に継承していく責任があると書いてあるのだと読めなくもありません。 

 そういう意味では、飯田委員のおっしゃることはわかりますし、そのとおりだと思いま

すけれども、どうやってこの中に入れ込んでいったらいいかは非常に難しいと考えました。 

 また、今さらですが、自治基本条例の説明資料のようなものがありませんか。条文はこ
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のとおりですけれども、それを市民に提示する際、ここの条文はこういう意味ですよとい

うものがありますね。前文についてもあると思いますが、いかがでしょうか。 

 前文の説明はありませんでしたか。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 前文についてはありません。 

○佐藤座長 それでは、今の飯田委員のご意見について、前文を読めば、このとおりわか

るのですけれども、ここの部分を改正するとはいかないまでも、解説書をつくるような段

階において、今のような懸念について、いろいろなことが起こることが考えられますけれ

ども、さらによいまちにして、未来の世代に継承していこうということを高らかに宣言し

ているのだというようなことを入れていただければよろしいのではないかと考えますが、

よろしいでしょうか。 

○飯田委員 納得いたしました。 

○佐藤座長 それでは、解説がどうなっているのかは、精査いたしましょう。 

 前文について、解説を入れるべきか前の会議でも議論になっていたと思います。 

○石黒委員 解説書はつくらなければだめだという議論になったかと思います。条文にお

いて、どういう内容で、どういうことを目指しているのかは、条文だけを見てもわからな

いのでという話はありました。ただ、前文についてはそのような議論はなかったように思

います。分担して部会をつくってやったのですが、前文に関して私は入っておりませんで

したので、ちゃんとわかっていないところはあるのですけれども、多分、なかったように

思います。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 前回の見直しのときには、議論は今回と同じで、あ

まり浸透度してないので、周知度の目標設定をすべきだというご意見はいただいてますが、

前文をいじることに対しての議論は報告書にも載っておりません。 

 そもそも、条例を制定するとき、条例の構成につきましては、市民の方も参加した札幌

市市民自治を進める市民会議、自治のルールはみんなでつくろう委員会の報告書がござい

まして、これがベースとなっております。その中では、前文は必要で、前文の意義は、自

治基本条例で目指すまちの姿や条例を定める目的、意義を明らかにするということで、報

告書としては若干違うのですけれども、特に目指すべきまちの姿ということで言いますと、

１つは市民憲章の中でも掲げている世界と結ぶ高い文化のまち、また、札幌市基本構想で

環境と調和した活力と創造性に富んだまちづくりということで、当時は環境と共存できる

持続可能なまちが素案でした。 

 ただ、最終的な案にするときには、目指す姿には多様な姿がありまして、先ほどござい

ました地域課題についても、人口問題や福祉など、今後はいろいろなことが出てくると考

えられますので、特定のものに固定するより、いろいろな課題が生じてきたとき、市民力

を結集して、市民自治によるまちづくりでしのいでいこうという理念条例といいますか、

基本条例ということで、素案になる経過の中で整理がなさました。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 
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 他の項目についてもいろいろと議論がありますけれども、各条文の説明を若干見直して

いく過程の中で、前文については、先ほど言いましたように、今さらかもしれませんが、

ここで挙げられているのは、市民憲章にある「時計台の鐘がなる札幌の市民です」しかな

いのです。でも、このほかにもあるわけです。あまり長くなっても誰も読まなくなること

があると思いますが、そういったものは、ここに入れるのではなく、前文を解説するよう

なものの中に入れていくということも考えられるのかと思います。 

 今、小角室長がおっしゃるように、例えば、人口減少について直接的に入れてしまうと、

最初に何でそんなことを言うのだという声が聞こえてくる可能性もあります。そこで、い

ろいろな困難に立ち向かっていく、先人の築いたまちをさらによいまちにして、未来の世

代に継承していく責任が私たちにありますとしておき、それ以下にもいろいろと書いてあ

りますけれども、そういったことで、この文章は変えないということでよろしいでしょう

か。解説書をつくるかどうかは、後で議論することにいたしましょう。 

 それでは、検討項目の（１）は、そのようなことにいたします。 

 前文は非常に格調が高く、汎用性があり、現在でも古臭くなくなっていないし、この理

念は継承することにいたします。 

 続きまして、資料３の２ページの検討項目（２）の第２条についてです。 

 市民の範囲に固定資産税を払っている人がどうして入っていないかと申し上げたのは私

でございます。固定資産税というのはやや象徴的に申し上げたのですが、いわば市税を払

っている人というようなイメージだったのです。 

 もう１つ、そこから派生的に考えますと、形式的には税ではありませんが、一般にふる

さと納税と言われているものがございまして、ふるさと納税をしてくれる人も考えられる

から困ったと思ったのです。 

 これについてはいかがでしょうか。 

○森田委員 考え方はいろいろとあると思うのですが、固定資産税は、不動産というイメ

ージになってしまうのです。 

 札幌市も人口が１９５万人になりましたよね。マンション持っていて固定資産税を払っ

ていても、そこに住んでいない方がいるのです。東京でそのことが問題となっているのは、

今言ったように、その自治体ではないと固定資産税が把握できないからです。札幌市の人

が東京都で物件を持っていても、東京都でなければわかりません。ですから、固定資産税

という文言を加えることに抵抗があり、なじまないのではないかと思います。 

○佐藤座長 ありがとうございます。他にご意見はございませんか。 

○飯田委員 私は、入れることが必要かなという意見です。 

 というのは、私は除雪の問題を専門に勉強してきているのですけれども、アメリカのコ

ロラド州に行ったとき、固定資産を所有している人は家の周りの除雪をする義務があり、

冬でも歩けるまちをつくらなければならないのです。小学生やおじいちゃんやおばあちゃ

んが車道を歩くなんてあり得ないという考え方です。それは誰の責任かというと、家の所
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有者だというルールがあって、びっくりしたのです。 

 札幌市は、これだけ雪が降るまちですので、そんなことは最初から諦めています。市民

のできる範囲としていて、誰もやらなくていいということになっているような気がするの

です。今まではそれで過ごしてきたのですが、空き家問題が出てきて、その家が潰れてお

っかないということもあるのですが、除雪されておらず怖い、危険だということがあると

思うのです。 

 倶知安町の比羅夫地域では、外国人が増えて、電灯の維持費を取れず、また、除雪費用

はそこに住んでいる人だけで賄っていて、それでは大変だということで、エリアマネジメ

ント条例が動き出しているのです。でも、実際にお金を集めるのは難しいようですが、そ

うした問題も大きくクローズアップされてきているのです。 

 これに関して、札幌市がどう対処するかが議論されていないのに、第２条でいきなり入

れるかという気もしますが、前向きに考えるべきだとは思っています。ただ、具体的にど

うするかは難しいですね。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 固定資産を所有されていて、仕事、通学、ましてや

居住もされていない方についてですが、昨今のまちづくりの大きな課題として、今お話が

ありましたように、空き家の問題があります。これは、確かに関係者となります。 

 ただ、自治基本条例は、全体的に、課題の解決手法の条例ではなく、市政を推進してい

く上での市民参加の考え方を規定しています。情報提供や参加創出など、それらの目的を

達成しようとしたとき、手段の周知やアプローチするチャンネルをつくりづらいのは事実

でございます。 

 居住されている方には、広報さっぽろなどによって周知しておりますし、通勤・通学さ

れている方には、広告の掲示などがございます。固定資産だけを持っている不在地主の方

についても、極端に言えば、税の台帳を見て、そこに送ればいいだろうというご意見もあ

ると思うのですが、税の情報の目的外使用になってしまい、使えないという現状の制約が

ございます。 

 もう１つに、不動産を所有されている方は、除雪や何かの義務を課すような制度をつく

る場合、根拠となる条例が必要となりますけれども、それは自治基本条例ではなく、除雪

何とか条例になるのかなと思います。 

 だから、やめてくださいというわけではなく、問題になったものを実現するためには、

この条例だけではかなり厳しい性質があるということだけは述べさせていただきました。 

○佐藤座長 それはおっしゃるとおりで、問題解決の条例ではないのです。 

 他に条例をつくればそれでいいのですけれども、いろいろとごねてくる際、そんなこと

を言っても、自治基本条例で我々を市民と言っていないではないかと。そんなことを言っ

ても裁判所は認めないでしょうけれどもね。税金だけをとって何も言わせないのかという

話にはならないでしょうね。 
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○森田委員 飯田委員がおっしゃるように、人口減少はこれから目に見えてきますし、高

齢化社会になりますので、不在であっても税金を払っている方でも、市民として、今後の

課題をいろいろと考えなければならないことは理解します。 

 でも、今おっしゃったように、市民が市政に参加することがこの基本条例の根っこだと

思っております。ですから、残念ながら参加できないことを否定するのではなく、今の段

階ではまだかなという気がします。ただ、今後の課題として、人口減少、高齢化のために

考えていかなければならないとは思います。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 飯田委員がおっしゃるように、アメリカではそういうところが多いのです。先ほどは除

雪の話をしていただきましたけれども、除雪だけではないのです。アメリカの場合、芝生

をちゃんと刈っていないということでも警察が来るのです。どちらがいいのかはよくわか

りませんけれどもね。ここでは固定資産と限定していますけれども、先ほど申し上げまし

たように、税金を納めているのに、住んでいない人と考えたらどうかということでした。 

 ただ、おっしゃるように、この条例の市民だと。先ほど私が言ったことに対しては、札

幌市民とかなんとかは関係なく、固定資産、あるいは、そのほかの新たに義務を課す条例

が根拠としてあり、法律もあると。あくまでも自治基本条例において市民と言っているだ

けにすぎないので、限定されているわけではなく、あなたの言っていることはだめよと私

が裁判官なら言うでしょう。ですから、あまり気にすることではないでしょう。 

 また、いくつか調べてみますと、そういうことが書いてある基本条例はないので、私が

言い出したことは取り下げます。しかし、議論としては、納税しているだけで、住所もな

く、働いていない、学んでいない、事業活動も行っていない人たちが札幌市に対して何ら

かの意見や見解をおっしゃった際にどう扱うかというような課題があるというぐらいにし

ておきましょう。 

○横江委員 今のことに関連してお話しします。 

 白老に土地を持っているのですけれども、白老町から雑草の除去を高齢者事業団に委託

しており、毎年、お願いする方は申し出てくださいということでやっております。そうす

ると、毎年１回、高齢者事業団が入り、その金額を払います。 

 今後、いろいろなことを含めて、まちの環境を維持する、まちづくりする、参加しても

らうということについていい制度ができればいいなと思います。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 ふるさと納税はあれだけいろいろなものをあげるのだから、固定資産税を払っている人

にも何かあげてもいいかなと。それは冗談ですが、今後、そういう声が出てくるかもしれ

ません。 

 まとめとしては、先ほどのようなことにしたいと思います。 

 続きまして、検討項目（３）の第１４条の職員の責務の中に地域活動に率先して参加す

べきといった内容を入れるべきではないかについてです。 
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 これについてはいかがでございましょうか。 

○松本委員 先ほどのお話を踏まえますと、自治基本条例は、広く札幌市民ということで、

職員だけにフォーカスするのはどうなのかと思ってしまいました。職員も市民ですが、基

本は市民が一生懸命まちづくりをしていこうということなのだと思うと、そんなに職員と

謳わなくてもいいと思います。 

 ただ、職員の方にはぜひとも模範として市民を引っ張っていってほしいので、そういう

ニュアンスのことが入ったらいいなと思います。また、職員の方に伝わったらいいなと思

いました。 

○佐藤座長 ありがとうございます。他にご意見は何かございますでしょうか。 

 今、松本委員がおっしゃったとおりだと思います。多分、第１４条、第１５条は、自治

基本条例を実現していくために必要な体制を市役所側もきちんと整えるべきであるという

意図で、市長の役割や責務、職員の責務、職員の育成ということが入っているのではない

かと思うのです。したがって、今、松本委員がおっしゃったようなことに尽きるのではな

いかと思います。 

 何か他にご意見があれば、お願いいたします。 

○飯田委員 とりあえず、見直すという立場で全部見てみたいと思います。 

 市民自治を支える職員、主役は市民だという考え方と、下に出ているように、職員も市

民の１人ではないかという考え方の振り子があると思うのです。そこで、市民を支える立

場だから、私たちは直接のプレーヤーにはなりませんという言いわけになってしまうこと

への危惧なのです。そんなふうに考えず、町内会に入って、役員をやればいいのではない

かと思い、何が正しいかがよくわからない状態なのです。 

 そこで、前の議論で出したのは、北見市で災害のときに問題になっていたことで、みん

ながボランティアで水くみをしているとき、市役所の職員は大変な思いをして、体を壊し

ながら、めちゃくちゃ働いたのですけれども、大変大きな時間外手当をもらい、市民感情

として納得ができないということでした。そんな場面で、仕事なのか、市民としての動き

なのかが明確ではないのです。 

 災害のときにはいろいろな体制があるのだと思うのです。こういうレベルだったら、職

員は地元のことをやらず、まちセンに行って、こうしなさいとなり、あるいは、そうでは

ない人もいるので、そういう議論と関係があるのではないかと思うのです。 

 模範になってやってほしいと松本委員がおっしゃっていましたけれども、職員として、

自分は何をすべきなのか、何が模範なのかがよくわからない場面が多いにあるのだと思う

のです。そうしたことに関して、指針みたいなもの、あるいは、基本条例でこういう考え

方があると参照できるものをつくれるかどうかだと思うのです。 

○佐藤座長 その辺はなかなか難しいというか、決着がつきにくい議論のように思います。

我々は、行政学で行政責任論をやるのですけれども、その中でこういうことをしてはいけ

ない、ああいうことをしてはいけないというネガティブリストで職務を果たしなさいとい
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うことはそれなりにできるのですけれども、どこにも規程がないけれども、何かをしなけ

ればならないとき、どういうふうに行動したらいいのか、あるいは、規程自体が必ずしも

整合性がとれていない、規程はこうなっているけれども、上司は違うことを言った場合に

どうするかなど、いろいろと考えなければなりませんし、なかなか正解がありません。 

 今のお話で言いますと、札幌市でも、大きな災害は幸いにして今のところはありません

が、某球団が優勝し、パレードをしますとなったとき、その準備は、担当部局の職員は時

間外勤務手当をもらっておりますけれども、それ以外に動員された職員はボランティアで

したね。このように、その辺の線引きが北見市でもできていたのではないかなと思います。 

 こうしたことは、公務員法なり、それに基づく札幌市の勤務条件条例や給与条例のほか

服務規程などで定まっていると思うのです。ですから、参照するものがないわけではあり

ません。ただ、何でも規程等を参照して、行動していれば、行政職員はオーケーですとは

ならないので、指針になるものがないかということが飯田委員のおっしゃることだろうと

は思います。 

 ただ、市役所職員も市民であるというのは、先ほど議論になりました第２条でも、市内

で働く人を市民と言っていますが、当然、市外から来て働く人たちも入ってきますので、

先ほど議論になりました自治基本条例の前文の理念をそれぞれに解釈していただき、行動

していただくことになるのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。 

○森田委員 私も官公庁の職員をやっていたのですが、私の持論としては、地域活動に行

政職員の方も積極的に参加していただきたいと思います。しかし、地域に住む方が役所の

仕事の延長と見る方もいます。そこが危険なのです。 

 これから行政に何でもかんでも委ねることをやめなければいけないときに、職員の方が

積極的に参加してくれるのを逆手にとって、と言ったら言葉が悪いかもしれませんが、市

の職員だからこれをやりなさいとなる危険性を感じるので、表現が大変難しいです。私と

しては、行政職員の参加は心の底からお願いしたいけれども、市民の意識改革が熟成され

ているかどうかでいろいろな問題が出てくると思うのです。 

 ですから、松本委員がおっしゃるように、町内会に入ったとしても、行政職員も同じ町

内会員だからという意識を地域の人たちが持つこともこれからは大事だと思います。 

○佐藤座長 ありがとうございます。この項目について、関連して何かございませんか。 

○梶井委員 私は、このままで十分だと思います。むしろ、率先なんて書き込んで、率先

していただきたくない、とおっしゃる方もいるかもしれませんので、条文に書き込むこと

にはかえって抵抗があります。 

 座長がおっしゃったように、職員も札幌市で働いている限り、市民なので、それは当然

にやってくださるのだろうと思います。ですから、とりたてて、率先してということをう

たわなくてもいいということが１つです。また、同じ市の職員でも、関係部局の方は時間

外で、それ以外の方は動員されてもというのは気の毒だとは思います。ただ、それは職員

規定で解決していただき、その中で災害が起きたときにはどういうふうに市民と協働すべ
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きかをしっかりと書き込んでいただきたいという感じがいたします。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 では、この条文は、議論はきちんとしたけれども、このままにいたします。 

 次に、３ページの検討項目（４）の第２１条、第２８条、第２９条にかかわってくるこ

とです。 

 これは私が言い出したことですが、要は、まちづくりセンターがあるということが、第

２８条の条文に出ております。そのまちづくりセンターを拠点にして地域住民との協働に

より云々とあり、主語が「市は」になっているわけです。それはそれでよろしいのですが、

第２１条の第１項に、「市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に

努めなければならない」とあり、第２項に、「市民の参加を進め、市民の意見が適切に反

映されるよう努めなければならない」とありまして、このようにやや大ざっぱな文言にな

っております。さらに、第２９条には区役所について出ております。 

 市民個人の声は全体として市に反映されるような仕組みとして、アンケートをとるなど、

いろいろとあるわけですが、地域の声についてです。地域の声というとなかなか難しいの

ですが、先ほど話がありましたが、町内会などが、反映すべき１つの主体であろうという

ふうには思うのです。 

 では、そこがどのような議論をして、どのように地域の代表として意見を市に言ってい

くのかがどうも欠けているのではないかというようなことについて、昨年１０月にポート

ランドに行って、そうした会議を見て、思ったのです。恐らく、形式的には、札幌市でも、

連合町内会や各町内会に投げかけはしているのだろうと思うのです。ですから、市側から

見れば、あとは町内会の中の話であるし、我々は、当然、町内会長やその他の人たちに申

し上げているので、どうやって取りまとめてくるまでは口出しできませんとなると思いま

すし、それはそのとおりだと思うのです。 

 そこで、基本条例の中に盛り込む話なのか、市民の参加をどのように具体的に進めるか

という別の条例になるのか、それはともかく、地域の課題に対して、その地域にいる人た

ちがどのように参加して、意見なりを取りまとめていくのかという視点も必要なのではな

いかというふうに考えて、問題提起したわけです。 

 もちろん、個人でもできます。ただ、ある区域の問題について、個人として、市役所は

こう言っているけれども、そうではないのではないかという声を出せる仕組みはあるので

すが、市側からみれば、町内会に問い合わせると、町内会長はこう言っていましたよ、そ

れはあなたの個人の問題でしょう、解決は町内会でしてくださいとなりかねないのです。

これはその地域で解決する話ですけれども、そういう仕組みとして、まちづくりセンター

という書き方だと、必ずしもそうなっていないのではないかということです。 

 わかりにくいかもしれませんけれども、そんな意図で問題提起をさせていただきました。 

 何かご質問がございましたら、よろしくお願いします。 

○石黒委員 佐藤座長のご指摘についてお聞きしたいのですけれども、第２９条の第２項
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は区におけるまちづくりについてですけれども、区民の意向を把握し、それを市政に反映

させているという表現ですが、これでも足りないようなことがあるのでしょうか。 

 もう１つは、第２８条の町内会などの小さなレベルのものについて、確かにそういう内

容になっていないのですが、まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくりという見

出しもそうですし、条文もそうなっていますよね。これは、市長の意向が強く反映された

結果ではないかと勝手に思っていますが、こういうふうに限定してしまうことに問題があ

るのか、変えることを検討すべきだという具体的な内容として何かお考えがあればお聞き

します。 

○佐藤座長 第２９条の第２項は、区なのです。区というのは、皆さんもご承知のように、

人口が少なくても十数万人がいるわけで、道内で考えれば市レベルです。そこで意見を反

映するというのは、当たり前といえば当たり前ですが、私が先ほど来申し上げております

のは、もう少し小さな、それこそ、まちづくりセンターぐらいの地域でうまく意見をまと

めるような仕組みづくりが必要なのではないかということだったのです。 

 第２８条の第２項は、まちづくりセンターはという主語になっておりますよね。確かに、

自主的、自立性を尊重して支援を行うということがあるわけですし、第４号にあるように、

「前３号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資する取組に関係すること」でまとめら

れているといえばそうだと思うのです。 

 活動の場及び機会の充実、情報の共有、団体間の連携と挙がっているわけでして、すぐ

に文言は考えられませんが、この中に地域の人たちが市に対して何らかの要望を上げると

き、それをまとめるために支援を行うなど、そうしたことが入ってもいいのかなと思った

のです。 

 ここは非常に難しいのはわかっています。課題によって地域の範囲は違ってきますから

ね。ただ、条文を起こさなければならなくなってしまいますけれども、そうしたものがあ

ってもいいかなと思ったのです。 

 別にごり押しするつもりはありませんで、そういうことはこれで大変だということがあ

れば出していただければと思います。 

○石黒委員 質問の続きです。 

 私は、今の規定でいいのだ、変えなくていいのだ、変えるべきではないと思っているわ

けではありません。ただ、別の大学の先生から、自治基本条例としてこういうことを言う

のはおかしいのではないかという意見を聞いたことがあるのです。「まちづくりセンター

を拠点として」とありますが、誰が市長になってもやっていくような内容が入っていない

とおかしいのではないかということです。それは、確かにおっしゃるとおりではあります

けれどもということですね。 

 そこで、お聞きしたいのは、今、市長がかわりまたが、まちづくりセンターを拠点とし

たまちづくりをやっていくという自治基本条例の規定があるわけですが、それをどんどん

進めていくのだということは変わっていないのでしょうか。 
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○事務局（小角市民自治推進室長） 前の市長が就任した際、まちづくりセンターと名称

が変わりましたけれども、以前から連絡所という組織でございました。 

（追加資料「まちづくりセンターの事務分掌」を配付） 

 今お配りしたものは、まちづくりセンターの事務分掌です。上のほうにございますが、

証明書の発行取り次ぎ、市政情報提供、市民集会施設建設に係る相談及び要望等の集約、

地区に係る要望等の集約、地域住民組織の振興とあり、これらはもともとあったものでご

ざいます。 

 そういうことから言いますと、４つ目の「地区にかかわる要望等の集約」は、事務分掌

上、はるか昔から位置づけられていて、機能としてございます。また、今後もまちづくり

センターを核としてというのは、そうしたシステムで長らくやってきたこともあり、市長

がかわっても変わりません。 

 これは変更を抑えようというお話ではなく、前回にご意見をいただき、見てみますと、

確かにそうなのです。第２１条の第２項で、「市は、各段階において、市民の参加を進め、

市民の意見が適切に反映されるように努めなければならない」と書いてあり、どう意見を

集約し、反映するかというシステムについては、第２９条となります。区では、区民協を

使い、あるいは、区役所には広聴係が、本庁には市民の声を聞く課があり、市民からご意

見をいただけるようになっております。 

 また、組織については、第４回会議で資料をお配りさせていただきました。実際には、

ここには書いておりませんけれども、地区懇談会や地域への説明会などにおいて、団体単

位で意見を聞く場面がございます。 

 ただ、第２８条は、地域で自立的にまちづくりを、要は、平成１６年度にまちづくりセ

ンターに移行したときに付加した機能が入っているのです。もともと持っていた地域の意

見の要望の集約は、区民協を通じてとあるので、地域の意見を把握し、集約し、最終的に

本庁で施策に反映していくという流れについて、実態としてはやっているのですが、条文

の流れを見たときにこれで本当にわかりやすいのかという論点はあろうかと思います。 

 我々も検討項目（４）が本日の議論の中心になると思っておりました。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 今、事務分掌を出していただきましたが、私は知りませんでした。機能としてはあると

いうことです。そこで、どうするかです。 

 今お出しいただいた事務分掌と第２８条の第２項の第１号から第３号を並べてみますと、

例えば、市政情報提供は、第２号の活動に資する情報の共有に関すること、あるいは、地

域の情報交流促進として入っているのです。あるいは、活動の場及び機会の充実について

も、大きく言えばここに入るのだと言われればそうかもしれません。 

 これがまちづくりセンターの業務なのかどうかが非常に難しいと思います。しかし、こ

うして出していただくと、地区に係る要望等の集約と既にあるということです。だとすれ

ば、入れたほうがつながっていくというのですか、第２１条の全体の市政への市民参加を
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保障するものが区というところでぶつりと切れず、まちづくりセンターぐらいのところで

もう１つあると、形としてはつながっていくような気がいたします。 

 まちづくりセンターを入れるかどうかについては、最初のときに相当な議論になったの

だろうと推察しますけれども、どうでしょうか。 

○石黒委員 記憶が薄れているところがあるのですが、まちづくりセンターを入れること

についての議論は、水面下ではあったかもしれませんけれども、表立って議論になったと

いうことはありません。別のところから、条例が出たときにおかしいのではないかという

ふうに言われたことがあったということで、市民会議の中で出たわけではありません。 

 これは、よくわからない話です。 

 ただ、第２９条と第２８条で違いが出ている１つの理由は、これも薄れてきていますけ

れども、住んでいる小さなところでは、市が介入するのではなく、住民の自治というか、

自分たちの考えでやっていき、市がそれを支える、支援することにとどめるべきだという

感じが強かったように思います。しかし、区レベルになると、行政的なことが出てくるの

で、第２項みたいなものが入り、第２８条には、それを吸い上げて、市政に反映していく

という話が入っていない１つの原因かと思います。 

 ただ、先ほども言ったように、だからこのままでいいのだという趣旨ではなく、座長が

おっしゃるような内容を盛り込む改正が必要だというのは別におかしくないと思います。 

 ただ、まちづくりセンターをどうするのかとか、今の文面を変えてしまうと、前の人か

ら引き継いでいるものもあるでしょうし、議会もそうですし、前の市長のときですから、

こういうことに熱心な人がいると思うのです。条例をつくるときに政治的な問題で大変だ

ったのです。私は別に大変な思いをしておりませんけれども、条例化するときにすごく大

変だったと聞いているので、そうしたことにつながるようなことはやらないほうがいいか

なと思います。 

 ただ、座長がおっしゃるような内容については、先ほど事務方からも足りないというか、

入っていないところがあるということでしたので、改正は必要といえば必要なのかもしれ

ません。 

 自分の意見が余りなく、補足的な話ですみません。 

○佐藤座長 ほかに何かございませんか。 

○飯田委員 地区に係る要望等の集約を第２８条の第２項の（１）から（４）までのどこ

かに入れるのはいいと思います。ただ、要望というより、市にお願いするというより、意

見の集約だろうなという気がします。それが入って、初めて自立性という言葉が生きてく

る気がします。前の議論の中では、経済的な自立とあり、これは補助金のことですとなっ

たはずです。しかし、そうではなく、意見集約、自己決定という意味が見えるようになる

ためにも必要だと思うのです。 

 また、まちづくりセンターを取り扱うことについてです。自主運営をしているところが

９カ所あって、そうではないところがありますよね。また、まちづくり協議会は、まちセ
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ン単位のものがあるところとないところがあります。清田区は区単位のものしかありませ

ん。まちづくり協議会に入って初めて意見を言えると見えてくるのだけれども、清田区で

はそうではなく、連合町内会が力を持っているのです。そういう居心地の悪さがあります。 

 また、先ほど石黒委員がおっしゃったように、今の市長がこれを進めていく気があるの

かどうかにかかわってきます。これをなくすと、政治的な問題が大変大きくなるのです。 

 ですから、居心地は悪いけれども、どちらでも通るようになっていますと言えなければ

いけないというのが現実的なことなのではないかと思います。自主運営であろうが、そう

でなかろうが、市はまちセンを拠点として、自主性、自立性を尊重してやっているのです、

納得してくださいと言って、わかってもらえれば、何とかセーフということなのだろうと

思います。 

○梶井委員 今、飯田委員がおっしゃったように、まちセンは常に期待が先行しているの

です。市民の期待が先行して、まちづくりセンターを拠点にということで、区よりも小さ

い単位で住民の意見が集約される、そういう回路にしたいという期待があるのです。しか

し、実質的にはマンパワーが絶対的に足りていない、まちセンごとに温度差があるなど、

常に課題が指摘されているのですけれども、ここで逃すわけにはいかないと思います。 

 ですから、ぜひ残して、住民の意見がボトムアップできるような回路が築かれるべきで、

それは区規模ではなく、まちセン規模で必要なのだということは確認しておくべきだと思

います。なおかつ、期待が先行しているのですから、さらに期待すべきものを入れてしま

えという感じがいたします。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 石黒委員が最初におっしゃったことで、当時の雰囲気が何となくわかりました。私は何

も関わっていないのですが、そうした政治的な問題があったということを思い出しました。

確かに、石黒委員が心配されるように、変に何かをつけたり消したり、問題にして、藪を

突いて蛇が出てきてもらっても困るということもわかります。 

 ただ、今、いろいろとご議論があり、私が申し上げたこともそうですが、第２９条は区

全体のことしか書いていないということがあります。もともとはまちづくりセンターも区

役所を核としてやっていますが、第２号では区民全体を相手にしているように読めるので

す。そこで、もう１項ぐらい入れてはどうかと思うのです。 

 第３項は、いきなりに複数の区に関する区民の調整となっておりますので、文言は難し

いのですけれども、全体の把握はもちろんそのとおりで、各地域の意向の把握、声の反映、

地域単位の調整は区役所の業務としては当たり前だと言われそうですけれども、区のとこ

ろでぶつりと切らず、その辺に加えるのが１つです。 

 これは、新しい仕組みをつくるのではなく、現にまちづくりセンターではやっているよ

うですから、流れとして、区のところで切れないようになるものを考えられないかという

ことです。でも、難しくて、ぱっと思いつきませんね。 

 一番簡単なのは、第２８条の第２号の中に入れるということでしたけれども、よくよく
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考えてみると、それはなかなか危険であるということでした。あえてこだわるなら、先ほ

ど別条を起こすということをちらっと言いましたけれども、皆さんのご意見を聞いている

と、第２９条にということですね。 

 せっかく複数の区に関すると書いてあるのです。当たり前だから書いていないと言われ

ればそうですが、区全体ではなく、区の各地域のさまざまな地域の意向を把握するととも

に、地域の人たちの合意を形成するための意見調整の場を設けるなどの支援を行い、その

合意された云々ということはありかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○森田委員 私は、賛成です。 

 ただ、文面はなかなか難しいですね。今ここで決めるということはどうでしょうか。こ

れがいいかどうかは別として、座長と事務局で調整していただくということはいかがでし

ょうか。私は、区全体というより、その中の地域の意見をきめ細かく集約するということ

があればと思います。 

 なぜかというと、豊平区で、つい最近、区全体でパートナー制度をやりましたね。あれ

は、区としては初めてです。市全体にパートナー制度はあるけれども、豊平区では地域と

企業でのパートナー制度を立ち上げたのです。逆に言えば、佐藤座長がおっしゃるように、

地域できめ細かく考えていかなければならないという考えが出てきました。 

 そういうことでよろしくお願いします。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 多分、それはまちづくりセンターになるのだろうと思うのです。 

 飯田委員が先ほどおっしゃいましたように、まちづくりセンターをどう運営するか、違

う方式があって難しいということもおっしゃったとおりです。例えば、ポートランド市も、

日本でいう連合町内会みたいな意見集約をするコアリッション・ボードというのが７つあ

るのですけれども、そのうちの２つが自主的にできないというか、そこは信用できないと

いうことで市が直接入っているのです。 

○梶井委員 座長がおっしゃったように、第２９条の第３項の「市は、複数の区や区内の

各地域に関する課題について」というところで、区単位ではないことを担保するというこ

とですね。そして、区内の各地域に関する課題を解決すると。ここを関係する区民と言わ

ないで、市民や地域住民でもいいですが、区民を外して、調整が図られるようにと。それ

は穏便な感じですし、いいのではないかと思います。 

○石黒委員 第２８条の第３項をつけるのは難しいのでしょうか。つまり、まちづくりセ

ンターを拠点とした地域のまちづくりという見出しですし、第１項や第２項を見てもそう

なので、かかわる話にならないとおかしいと思うのです。 

 ただ、第２９条は区全体のことですし、さらに、第３項は、区を超えたというか、複数

の区にわたる問題ということなので、ここにもっと小さい区域の話を入れると、この条文

の構成は何だとなってしまうように思います。 

 ですから、できれば第２８条でやれたほうがいいという感じがします。ただ、先ほどあ
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ったように、それは練っていただかないと、ここでやるのは難しいかと思います。 

○事務局（小角市民自治推進室長） ご意見をどうもありがとうございます。 

 全体のご意見としては、地域レベルでの意見の集約、市政の反映を担保すべきだという

ご意見だと賜りました。 

 私がそうなったらと思っていたのは、今の石黒委員のご意見に近いです。第２９条の第

１項、第２項は区役所機能でして、第３項は、当事者として関係する区はあるのですが、

調整するのは、本庁になります。そうすると、第２９条で区役所あるいはそれ以上のこと

を言っているのに、第２８条のまちセンのところに戻るのかということがあるのです。 

 第２８条の第２項の各号について言いますと、これも定義の話になるのですが、まちづ

くり活動に対する支援の内容です。意見の集約といったとき、地域が行うまちづくり活動

なのか、地域の意見を市政に反映するための、市政への参加というジャンルになるのかと

いうと、多分、後者です。ですから、第２項に号を足すより、別の項を足すことになるの

かなと思っておりました。 

 ただ、いずれにしても、今いい案があるわけではないので、皆様のご意見として、この

場ではということがあれば、私どもと座長で調整させていただければと思います。 

○佐藤座長 わかりました。 

 そうなのです。流れとしては、第２項の（１）から（３）に入れるより、第３項をつく

るほうが体裁はいいのです。ただ、先ほど石黒委員がおっしゃったような問題がありそう

なので、どうかなということでした。 

 それでは、諸般の事情についていろいろとアドバイスいただきながら考えてみたいと思

います。したがいまして、この場ではまとまらないけれども、どう変更するかの検討を引

き続き行うというまとめにさせていただきたいと思います。 

○横江委員 区役所に行って、区の担当課がよくわかっていると、区の役割、意見の集約、

企画はわかります。また、まちづくりセンターに関与していれば、まちづくりセンターの

ことがわかるかもしれませんけれども、市民参加ということでは、どういった方が市にか

かわってくるかはさまざまで、今言われていた方向で整理していただくと、今までかかわ

っていなかった人も何かの機会でどこかに触れることによって参加しやすくなる、あるい

は、違った形で役割が果たせるかと思いますので、今の話は非常にいい方向性だと思って

います。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 それでは、検討項目（４）につきましては、そのようにいたします。 

 次に、検討項目（５）の青少年や子どもの参加を進めるための必要な配慮をより具体的

な表現に改めてはどうかについてです。 

 これは、資料の下に出ておりますように、子どもの最善の利益を実現するための権利条

例があり、その中にいろいろと書かれておりますが、いかがいたしましょうか。 

 先ほどの最初の１のところで出てまいりましたが、自治基本条例では大きな枠組みを示
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し、ここの具体例については個別の条例がぶら下がるというか、くっついて、自治基本条

例に書かれているような理念なり項目が実現されるようになるのだという構造からすると、

こういうふうに子どもの権利条例があるということになろうかと思います。 

○飯田委員 下にある子どもの権利条例を見ると、権利条例だからだと思うのですけれど

も、意見を表明したり、体を動かして何かをやるより、参画に話が終始しているのです。

そうではない書き方もちらっとはあるけれども、結局、どの文章も意見を形成することに

なっているのです。 

 自治基本条例の第２４条ではそれを言っているのかを見ると、参加することができるよ

う、必要な配慮に努めるということで、意見だけではなく、ボランティアなど、いろいろ

な機会で動いてみることも言っているのです。しかし、下は権利の話だけなので、そのバ

ランスですね。 

 ですから、第２４条をもうちょっと具体的にと言うと、意見や権利だけではないものも

あるかなと思います。まちづくりに参加することできるよう、必要な配慮をですから、参

加したり意見を表明できるようにしたりということです。 

 また、意見ともう一つ対峙して、実践的な活動に入っていくということを見えるように

したらいいと思います。 

○佐藤座長 市民活動促進条例がありますが、その中に書かれているのではないですか。 

○飯田委員 これもかなり政治的な問題になったことで、子どもに権利、権利と言わせて

いいのかという意見がありましたよね。そこばかりが見えないように配慮しなければいけ

ないかなという気がしたのです。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 促進条例では、子どもに特化した条文はございませ

んね。 

○佐藤座長 １つの例として、権利条例で参加の保障がしてありますから、必要な配慮に

努めているのではないかと。でも、これではだめで、いろいろとつくらなければだめだと

いうご意見があろうかと思います。最終的に我々が検討するのは、条文に手を入れなけれ

ばいけないかどうかでして、ご意見としては、必要な配慮というのは非常に漠然としてい

るので、もう少し具体的なものがあってもよいのではないかということでした。 

 １つは、子どもの最善の利益を実現するための権利条例の中で子どもの参加機会の提供

があるということです。 

 それから、先ほど、市民活動促進条例の中では特に子どもということはないということ

でしたけれども、もちろん、子どもあるいは青少年が活動を促進することに参加すること

を拒んでいるわけではないと思います。表現だけを見ると漠然としておりますが、これに

基づいてこうした条例ができていますということが言えるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

 これは、木村委員のご意見でしたでしょうか。 

○木村委員 市が参加する機会を設けるように努めるというのは、子育てをしている身と
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してはすごく遠いような気がするのです。前から言っているのは、事業に取り入れて、子

どもの意見が聞けるような状況をつくってもらえると、子どもももっと身近に感じるかと

思っています。そして、まちづくりセンターも身近な存在として子どもの生活に寄り添っ

てもらえるといいかと思っております。 

 現状として、子ども会が消滅しつつありまして、子どもたちが集う場所がなかなかなく、

町内会に携わる者として、子どもが参加できるようなものを町内会ベースでつくっていけ

たらと思っております。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 補足として事務局から説明はございますか。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 例示した第４節は、第４章の生活の場における権利

の保障の中の一節になりますが、この１つ前の第３節で地域における権利の保障がありま

す。その中では、地域における市民及び事業者の役割として、地域が子どもにとって多様

な人間関係を通じて豊かに育つために大切な場であることを認識し、権利の保障に努めな

ければならないとされております。また、地域において自分らしく過ごすことができる居

場所づくりに努めるなど、地域における子どもの居場所づくりに関するものが規定されて

おります。 

 飯田委員がおっしゃられた趣旨は、地域のまちづくりへの参加に対する規定がどこかに

担保されているのかという理解でよろしいのでしょうか。 

○飯田委員 第２４条は、ぼやっと必要な範囲にいろいろとあると示していない感じが残

るのです。ただ、いろいろとあるだろうからそれでいいのだということでいけるのならそ

れでいいと思います。それまでの文章は、前に議論したように、意見反映に向けてとか、

意見集約でとか言っているので、ここだけがぼやっとするのですが、それでいいのだと押

し切ってしまうかどうかですね。 

 権利条例にはもう少し膨らみがあるのはわかりました。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 第３章で子どもにとっての大切な権利として、大き

く四つがあり、安心して生きる権利、自分らしく生きる権利、豊かに育つ権利、参加する

権利ということです。これは、あくまで市政だけではなく、家庭、育ち学ぶ施設、地域、

行政等のあらゆる場で自分の意見を表明する、あるいは、表明した意見について、年齢や

成長に応じたふさわしい配慮、適切な情報提供の支援、仲間をつくり集まるというような

内容になっております。 

 また、先ほど言った話で、第４章では、家庭あるいは育ち学ぶ施設、地域、そして、こ

こで例示しております意見表明の機会は、この規定で言いますと、どちらかといいますと、

行政システム上のことが多いですが、それぞれについて、先ほど申しました四つの権利に

ついて担保するよう配慮するというような構成になっております。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 飯田委員のおっしゃるようなご意見をよく耳にするわけですけれども、自分の考えを言
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うだけではなく、いろいろな形でまちづくりに参加することをどのように保障していくか

ということだろうと思います。 

 今、権利条例についていろいろとご説明いただきまして、なるほどと思ったのですが、

必要なのは、子どもたち一人一人がこういうことをしたい、あるいは、こういう活動をし

たいというようなことをむげにだめだと言わない、あるいは、あなたはだめだと言わない

ことが大事で、それが実現できれば、飯田委員がおっしゃるようなことにつながっていく

と思うのです。 

 ただ、その辺は権利条例において反映されているようですから、ここの文言をあえて変

えなくても、必要な配慮について、いろいろと具体的な条例の規定が置かれていますとい

うことでよろしいのではないかと思うのですが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 それでは、ここはそのようにさせていただきます。 

 続きまして、検討項目（６）の第３０条の海外も含めた他都市との連携についてです。 

 第３０条にもう少し具体的なことを含めてはどうかということです。 

 こちらは、きょう配られました札幌市国際戦略プランにおいて書かれているということ

ですが、いかがでしょうか。 

 私は、第３項について、情報や知恵を全然使っていないではないかということです。 

○森田委員 海外も含めた他都市との連携による市民自治や市民への影響を明確化する内

容を加え、情報を提供するということで、今の時代に情報提供が必要かなと思っただけで

す。当たり前ですけれども、これからは情報提供が大事だと思いましたので、明記しても

いいのではないかと思った次第です。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 得られた情報や知恵を札幌のまちづくりに生かすものとあるとなっているのですけれど

も、海外の他都市の情報を市民に提供するということはないですね。 

 事務局として、今の点について何かございますか。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 情報提供や理解促進でいいますと、例示のところよ

りも、１８ページを見ていただければと思います。 

 基本方針Ⅱとして、多文化共生社会の実現がございます。課題の取り組みの方向性を掲

げておりまして、国際都市札さっぽろを支える人材の不足という課題に対し、国際感覚豊

かな人材の育成・活用ということで、いろいろな教育プログラムへの理解の促進という内

容に取り組んでいるところです。 

 また、地域レベルでの交流や共生について言いますと、課題２に対して、地域での交流

と共生の促進があります。 

 次のページに行きまして、外国籍の方の地域活動への参加促進ということで、コミュニ

ケーション・生活支援の充実ということで、外国籍市民のまちづくりへの参加を促進して

いこうということで、このプランの中に言われている趣旨のことが盛り込まれているかと
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思っております。 

○飯田委員 最後におっしゃった外国籍市民とのかかわりは、第３０条に入っていないの

かなと思います。ほかの自治体との連携の話であって、札幌に住んでいる外国人のことに

は触れておらず、こちらにはたっぷりあるので、何かもったいない気がしました。 

○佐藤座長 恐らく、市民と同レベルの扱いになるので、そちらで対応していると考えて

いいのではないでしょうか。 

○石黒委員 今の点は、佐藤座長がおっしゃったとおりの考え方でつくられていると思い

ます。 

 もう１つ、情報の関係でいえば、情報共有の推進という節に第２６条として情報提供と

あって、「市長等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、わかりやすく

市民に提供するよう努めるものとする」とあります。 

 これは、国際的な問題ではないのです。ただ、それだけしかないから、第３０条に入れ

ないと、外国のことについては関係ないという意識を持ってしまう危険があるということ

はあるのかもしれませんけれども、考え方としては、それら全てを含めて情報を提供する

ようにしていくという考え方で条例がつくられているかと思います。 

 ただ、それで足りるかは別の話ですね。 

○佐藤座長 そうなのです。 

 第２６条で、まちづくりを広く捉えればそのとおりで、いろいろなものが入ってくるの

ですけれども、まちづくりに必要な情報となっているのです。しかし、第３０条は、市が

生かすというところはそのとおりですが、情報や知恵について、広くいえば、まちづくり

に生かすという中に入るのかもしれませんし、市民に提供することもまちづくりに生かす

ものの中に入っていると無理やり言えなくもありません。 

○石黒委員 確かに意識が弱かったかもしれません。どちらかというと、そういう情報は、

市政を推進する上で積極的に使って、やってくださいと。それを市民と協働でやっていく

という意識が弱かった結果の条文構成かもしれませんね。 

○森田委員 意識は十分にわかりますし、市民全てを網羅したという考え方は私も十分に

わかります。ただ、これだけ札幌市が国際化し、現実に外国籍市民のお子さんも結構ふえ

ています。そういうことを市民の皆さんに共有してもらう、情報を知ってもらう、いろい

ろなことを考えもらうということで、私の個人的な考えとしては、もうちょっとインパク

トあるものにしたいという考えです。 

 現実に、観光客ではなく、全体的な話として、外国の方にも札幌市のまちを一緒に考え

てほしいのです。外国から来た方の印象もしっかりと受けていかなければいけないでしょ

うし、こちらからも情報を提供しなければいけないのです。要するに、そうした共有をも

っと打ち出していく必要があると思ったのです。 

○佐藤座長 おっしゃるとおりかと思います。 

 第１項と第２項は国際化とは関係のない話ですので、第３項ですね。例えば、「市は、
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海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、得られた情報や知恵を」の後に、

「市民に広く提供するとともに、札幌のまちづくりに生かすものとする」というふうにす

ると意図が入るのではないでしょうか。 

○森田委員 今おっしゃったことに賛成です。 

○佐藤座長 「市民に広く提供するとともに」という文言を入れるのですね。 

○森田委員 今おっしゃったことでお願いしたいと思います。 

○飯田委員 今のことはすごくいいと思います。 

 今年、札幌でウインターシティフォーラム（世界冬の都市市長会）をやるのです。これ

は札幌が提唱しており、今までは海外でやっていたので、市民にはなかなか伝わってこな

かったのですが、今回、札幌でやり、市民に見えるように発信してくだされば、こういう

ふうなことだとわかるチャンスになるので、市民セッションをどんどんやってくれればと

思います。また、ことしで終わる心配をしているのです。一通り回ってきて、最後に盛大

にやれば続かなくなってくるのではないかなと思うのです。 

 学ぶことがないという意見が聞こえてくるのです。札幌市は先進地で、百何十万人が住

んでおり、雪が５、６メートルも降るところで、ほかに学ぶことがない、もうそろそろい

いのではないかという言い方をする人もいるのですが、そうであれば、それにかわる何か

など、言葉も変えるのだったら、市が見えるようなことをやってくださるといいと思いま

す。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 取り組みとしては、このプランの２０ページと２１

ページです。海外ネットワークの活用の課題２に対する取り組み方向性２の「また」の段

落にありますように、特徴的なまちづくりを行っている都市との相互交流ということで、

まちづくりに関する記述があります。また、２１ページの３で言いますと、課題にはっき

り書いているのですが、国境を越えた市民同士、都市同士の交流、学び合いということで、

信頼を基礎として、互恵的関係の構築について計画上に盛り込んでいるのです。 

○飯田委員 文言が悪いのではなく、ぴんとこないだけで、うまくいっているのかという

心配があるだけの話でして、条例の問題ではない気がします。 

○佐藤座長 条文そのものがどうのこうのではないですね。 

 ただ、国内の情報であれば、あえて書かなくてもいいと思うのです。第１項に「連携を

図りその解決に努める」とありますので、大丈夫かと思います。しかし、海外の情報とな

ると、手に入れるチャンスも少ないですから、そこに関して、得られた情報や知恵を札幌

のまちづくりに生かすのは今までどおりですけれども、プラスして、広く市民に提供する

ということですね。順序が逆だと変だと思うのです。提供してまちづくりに生かすではな

いと変だと思います。 

 ですから、この会議としては、そのように変更してはどうかということでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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○佐藤座長 ありがとうございます。 

 それでは、検討項目を整理いたします。 

 １は変更しない、２は変更しない、３は変更しない、４は変更する文言を検討させてい

ただきます。５は変更しない、６は、先ほど言いましたような変更を提案してはどうかと

いうことです。 

 資料３は、６ページ以下もありますが、先ほど事務局からもご説明がございましたよう

に、ここに書かれてあることで、言っている意見と違う、あるいは、こう言ったはずなの

にそれが取り上げられていないというようなことがありましたら、ご意見を事務局に伝え

ていただければと思います。 

 続きまして、報告書の構成についてです。 

 これは、資料２でご提案いただきましたが、ご意見やご質問はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 おおむねこういった方向で報告書を作成していきますということです。 

 ただ、ちょっと気になりましたのは、だらだらとこういうことをやってきました、ああ

いうことをやってきましたと書いていて、最後にこういうことになりましたというよりも、

結論部分を最初のほうに持ってきたほうがいいのかと思ったのですけれども、いかがでし

ょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 それでは、その方向で考えてみます。 

 それでは、その他です。 

 忘れていることはありませんか。 

○石黒委員 条例の規定の見直しに関する報告のところで、先ほど整理した検討項目につ

いて結論が出たと思うのですが、資料の続きの７ページの一番上の第２１条関係として、

二つ目のポツが佐藤座長からとありますね。これは、そういう形で整理されたと思うので

すが、そのときにその内容によっては自治基本条例の第２１条の条文の改正も連動してい

き得るのでしょうか。つまり、この規定のところも検討したという言い方は大げさかもし

れませんが、どうするかということがあって、それは市民参加条例的なものをどうするか

ということと連動するから、今回改正するしないとか、結論を出せる状態ではないですと

いう整理でいいのかどうかです。 

 そうだとすると、条例の第３２条に基づく既定の検討結果の一つとして触れなくていい

のかどうか、気になっております。 

○佐藤座長 第３２条の改正に関連して、市民参加については、その名目の条例がないの

で、必要ではないかという意見が出ましたが、今回の報告書は、条例を変える変えないの

話なので、そこで一旦切って、来年度までの初めぐらいまでに報告書を出すスケジュール

でいきまして、前の会議でも言っていたかと思いますが、その後、参加条例が必要かどう

か、私は相変わらず必要だと思っているのですけれども、それについて検討することにな
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ったのではないかと記憶しています。 

 それは、第３２条の検討項目になりますか。 

○石黒委員 どうしろという話ではなくて、どうなるのかなということです。 

 ちなみに、今回は触れなかったとして、時間をかけて市民参加を進めるための条例を検

討したら、条例をつくる必要がありますと。そして、こういう内容を盛り込んだ条例をつ

くる必要がありますとなった場合、自治基本条例の幾つかの規定と同じですよね。だった

ら、自治基本条例を改正する必要があるのではないかという話になったとき、今回は、自

治基本条例の改正のことは何も言っていないのですけれども、途中段階の見直しとは関係

ない時期に自治基本条例を改正すべきだという話を出せるのでしょうか。 

○佐藤座長 第２１条の第１項にある市政への市民参加を保障するものとして云々という

ことで、あくまでも私の感覚ですが、これはやや大ざっぱ過ぎて、条例をつくる場合には、

第２１条や第２２条について、もう少しブレークダウンしたといいますか、これを受けた

具体の条例を検討しなければならないのではないかと考えていました。したがって、自治

基本条例のこれらの条文を改正することは考えていなかったのです。 

○事務局（小角市民自治推進室長） 前回、この部分についてご議論したとき、参加条例

の要否を含めて、かなり慎重な検討が必要でして、全体の条例改正の議論が終わった後、

改めてということでした。そのとき、もしつくるとすれば、参加理念については自治基本

条例に盛り込まれているので、新たにつくられるものは手続条例的なものになりますとい

うことがありました。そして、それにはメリットとデメリットがあるということでした。 

 その話を受けて、メーンは手続条例だとしても、理念的な部分を前段で盛り込む盛り込

まないということで条項を移す、あるいは、表現のすみ分けをするという議論があるかも

しれないというご意見は確かにいただきました。 

 ただ、現段階については、参加条例でどこまで盛り込むのかはもちろん、要否について

まだ結論が出ておりませんので、この部分について云々という判断を下すのは難しいので

はないかと思います。 

 新たに条例ができたとき、５年に一度の見直しのタイミングではなくても見直せるのか

ということでいえば、かなり説明は必要になりますけれども、合理的に移すべきだとなれ

ば移すことはできますが、個別条例に基本条例の条文を移すのかということがあるので、

現実的には理念の部分は残したまま、個別具体的な手続条例にしていかざるを得ないのか

なと思っております。 

○佐藤座長 私もそのように考えたおりました。したがって、理念については、基本条例

第何条第何項に基づき云々としておけば、文言そのものを移す必要はなくなります。 

○石黒委員 わかりました。確認だけでした。 

○佐藤座長 ほかに何かお気づきの点はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○佐藤座長 それでは、時間も若干過ぎましたので、本日の議事はこれまでといたします。 
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 議論した内容を踏まえまして、事務局と私により、報告書の案、また、先ほど出ました

検討事項を検討してまいりたいと思います。 

 それでは、私ども事務局で検討するということが出ましたが、次の会議をどうするかを

含め、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 次回の第６回会議につきましては、ただいまお話が

ありましたように、本日の議論を踏まえまして、報告書の案が整い次第、開催したいと思

っております。準備ができ次第、担当から日程調整のご連絡を差し上げますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 また、先ほど担当からもご説明しましたとおり、資料３の５ページ以降の札幌市の施策・

制度の評価の部分につきまして、記載内容に何かございましたら、できるだけ早目に事務

局までご連絡をいただきたいと思います。 

○飯田委員 私は、３月いっぱいで国際大学を退職して、４月から青森大学に移ることに

なりました。第６回は４月以降ですが、何とかこちらに伺いたいと思っております。もし

ご迷惑をおかけいたしましたら、大変申し訳ありません。 

  ３．閉  会 

○事務局（福澤市民自治推進課長） 以上でございます。 

 本日は長い時間、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


