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○２０１０年（平成２２年）１２月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

(１) 住民と行政における協働の推進について 

 

◆藤川 稔 

 それでは、質問に先立ちまして、現在の私の心境を述べさせていただきたいと思います。 

 国政においては、この臨時国会が 12 月３日に閉会となりました。野党が熟議を目指した国会運営

でありましたが、前国会からの繰越分も含めると、法案の成立率が実に 37％という非常に低い結果

となり、課題を多く残すこととなりました。尖閣諸島や北方領土問題、あるいは北朝鮮の砲撃事件な

ど、政府の対応、危機管理の失敗などがあり、度重なる予算委員会での追求などに追われ、各委員会

での審議が進まなかったこともあるでしょう。また、民主党内部では、政治と金の問題で、小沢一郎

氏の国会招致問題が混沌とし、政局が不安定な業態となっております。 

 こうしたことが地方自治体に尐なからず影響を及ぼしかねない状況であり、心配されるところであ

ります。 

 いずれにしても、臨時国会で得た教訓を１月から始まる通常国会に生かし、国民のための政治を早

急に取り戻して、正常な国政運営をしてほしいと切望をしているところであります。 

 それでは、議長よりお許しをいただきましたので、通告に基づきまして一般質問をさせていただき

ます。 

 今回は住民と行政における協働の推進について、一本に絞り質問をいたします。 

 まず、１点目といたしまして、協働のまちづくりについて、当局のご見解を伺います。 

 ますます進展する尐子高齢化により、私たちを取り巻く社会情勢は刻々と大きく変化をしておりま

す。今まで経験したことのない社会構造の変化と、経済の低成長、あるいは環境問題などから様々な

地域の問題が生じ、これまでの行政主体のまちづくりが限界のところまできておるところと認識をし

ております。まあまあ今まで以上に住民との協力が必要不可欠となっております。協働は、私たちが

身近な暮らしの課題に積極的に取り組む姿勢を持ち、地域の力は住民の力と行政が一緒になってまち

づくりを進めていくことが重要であると認識をしております。 

 そこで、当局としてこれからのまちづくりについて、どのようなスタンスで住民の協力を仰ぎ、協

働を確立し、推し進めていかれるのか、そのお考えや思いをお伺いいたします。 

 

◆村長 

行政と住民との係わりということですが、本来はですね、住民の皆さんが自らその地域をマネージ

メントしていくという形の中からですね、いろいろまちもおおきくなってきたとか、いろいろな共同

体のサイズが大きくなってきたとか、いろいろな専門的なことも必要になってきたというふうな中で、

地域の皆さんが自分たちでやってきたことを一部請け負うような形が行政というものではないかと
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いうふうに思います。だから、行政が決めるのではなくて、住民の皆さんは行政の方に、「この部分

はちょっとやっておいて」というふうな形で預けているというのが本来の形ではないかなというふう

に思っています。 

 それで、最近協働ということがよく言われるんですけれども、この言葉も耳障りはいいんですが、

下手をするとですね、行政側から住民の皆さんに責任転嫁をすると、あるいは丸投げをするというよ

うな、そういう便利な言葉に行政サイドが使うというふうな傾向も全くないとは言えないのではない

かなというふうに思っています。よく地域主権という言葉が最近言われておるんですけれども、この

間、ちょっと名前はあれですみません、出てこないんですけれども、立命館の先生のおっしゃった地

域主権という言葉は、言葉上おかしな言葉だと。主権というのは国民にしかなくて、地域に主権があ

るなんていう考え方は、憲法解釈上どうしたって出てこない考え方だと。にもかかわらず、地域主権

が言われているということは、国の側からすると地域に、ここにあるように、自分たちでやりなさい

というふうな形でやらすことによって、ナショナルミニマムという国がなさねばならないところを、

ギブアップしたやつを地方に責任転嫁していくというふうなことにもつながりかねないんではない

かというふうな問題提起がありました。自治体にですね、十分な財源があって、かつ住民が人件とか

福祉とかについて深い考えがなければですね、その両方の条件が揃っていなければ福祉の切り下げ合

戦みたいなことにもなりかねない。合理化、合理化みたいなことにもなりかねない。それを国ができ

にくいので、地方にやらせるためではないかみたいなことを、そういう穿ったことをおっしゃってい

る先生もいらっしゃいました。 

 これまで中川村の場合はですね、私もこの１年伍長という立場だったんですけれども、地区によっ

て名前とか制度が違うかもしれませんが、毎月伍長が集まっていろいろな課題を相談する。伍長と総

代さんと集まって相談する。そして、また折々のところで地区総会があって、その伍長会等で諮った

ものをですね、地区の皆さんに「どうでしょうか」というふうな形で提起して、賛同を得るというふ

うな、そういう仕組みができていって、非常にある意味自治の形というのが中川の場合はあるのでは

ないかなと。都会の隣組なんかよりも、もっとしかりした規約なんかもできておって、中川の中でも

いろいろな地区によって違いがあるのかもしれませんけれども、尐なくとも私のいるところではそん

なふうなことを思っています。そういう民主的なというか、地区の規約に基づいた運営管理のことの

みならず、やっぱりみんなで地域をマネージメントしていこう、道を直したり、草刈りをしたり、環

境整備もしていこうというような機運が、高齢化しつつあってだんだん力が衰えているとは言え、ま

だまだ意識の面では大変高いものがあるというふうに思っています。ですから、それが中川村の良さ

であり、強みだというふうに思っておりますので、そういう各地区の底力というようなものをですね、

何とか維持していくことを考えていくというふうなことが大事なことかなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 
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◆藤川 稔 

ただいま村長から答弁をいただきました。先ほども申し上げましたとおり、今まで行政主体でやっ

てきたことが、なかなか財政的な問題、あるいは尐子高齢化によってまちづくりに限界が出てきてい

るということを私の方から申し上げましたが、そういった意味では住民が主体となって、いまの村長

の答弁ではありますけれども、マネージメントをしていくという意識、そういったものが非常に大事

かなと思うところであります。ただ、協働は住民と行政との連携・協力が前提でございますので、い

ま村長が答弁ありましたとおり、行政サイドが丸投げをするというのはちょっと考えすぎではないか

なと、そのような感じを受けたわけであります。 

 次に、協働と関連をしまして一歩踏み込んだ質問をいたしますけれども、自治基本条例の制定、あ

るいはもう尐し柔らかい言葉で言いますと、まちづくり条例、そういった条例の制定について、制定

の意思がおありになるかどうか、伺ってまいりたいと思います。 

 協働のまちづくりの拠り所となります自治基本条例は、自治体の憲法とも言われておりまして、近

年各地の自治体において、その地域における自治の基本原則や基本理念、あるいは行政の基本ルール

などを規定した条例が制定をされております。平成 12 年の地方分権一括法施行以来、全国的に地方

分権が進む中、自己決定、自己責任の考え方に基づき、それぞれの自治体はそれぞれの思い描くまち

づくりができるようになりつつあります。まちづくりにおける住民参加の必要性自体は、すでに 1960

年代から唱えられおり、1980 年代には自治体の基本計画や地区の整備計画、あるいは基本構想など

の策定過程における住民の参加や、まちづくり協定のルールの締結も各地で見られました。 

 まちづくりの基本条例で有名なのが、皆さんもご存知のように全国で初めて制定をされました、平

成 13 年４月に施行された北海道のニセコ町まちづくり基本条例であります。ニセコ町まちづくり基

本条例について、ニセコ町では町のミニ憲法としてニセコ町のまちづくりすべてに係わる条例と位置

づけをしておるようであります。この条例は、ニセコのまちづくりを進める上での町民の共通ルール

です。このルールは日本国憲法や地方自治法などの法の精神に基づき、町民がまちづくりの主役とし

て行動するためのものであり、中身を見ますと、条例の名前にありますまちづくりとは、道路や上下

水道の整備、あるいは市外景観形成などの目に見えるハードの側面だけでなく、情報共有や住民参加

などの仕組みづくりといった、目に見えないソフトの側面も含んでおります。そこから、町民が住む

ことそのものが誇りに思える暮らしづくりを発展させること、それがまちづくりに込められた思いと

なっております。私はニセコ町同様、村民と議会、また行政が手を取り合って、中川村に住むことが

誇りに思えるまちづくりを推進する上で、こうしたルールづくりが必要と考えております。自治基本

条例、あるいはまちづくり基本条例の制定の意思がおありになるか、お伺いをいたします。 

 

◆村長 

自治基本条例、いまお話にありましたとおり、自治体の憲法だというふうに言われています。憲法

というのは、住民に対してああしろ、こうしろ、どうこうしなくてはいけないというふうなものでは

なくて、逆に、特に行政サイドのあり方について規制をする。情報公開をきちんとしなさいだとか、
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そういう行政の仕方等をまず第一にルールづけていくものだというふうに思います。住民の皆さんが

判断できるように、住民の皆さんに対して何々せよじゃなくて、住民の皆さんが権利として何々でき

るように情報公開をしたりしていくというふうな、そういう取り決めを決めるものが憲法であり、自

治体の憲法である自治基本条例の性格かなというふうに思っています。 

 そう考えるとですね、役場サイドでつくるというのもどうなのかなというふうなところを思ってい

まして、いろいろこのご質問をいただいて考えたことは、行政がやるのでなくて、行政を縛る方であ

るから、立法の府であるところの議会の皆さんと、それから何よりも住民の皆さんとの中から行政の

あり方をこうあるべきだというふうなルールというふうなものがつくられてくるというのが、それこ

そ本当に住民自治のあり方かなというふうなことを思いましたので、行政サイドでつくるよりは、そ

っちの方が話の流れとしても筋が通るのではないかなというふうに思います。 

 

◆藤川 稔 

確かにいま村長の言われるように、行政サイドといいますか、行政が一本で主体的につくるという

ことで、私もなかろうかと思います。ただ、素案についてはですね、こうしたものはどうしても専門

的な条例の作り方、あるいは文言のとらえ方、表現の仕方、当然行政サイドに知識・経験がおありに

なるものだと思いますので、素案については行政サイドでおつくりいただいて、あとの中身について

は後でも申し上げたいと思っておりますけれども、パブリックコメントなどを、意見捕集等々を行う

中で住民、議会、また行政と、この三位一体でまたつくり上げていくところにこの条例の意義がある、

そんなふうに感じております。そういった意味を込めまして、いろいろな条件がやはりこういった重

要なそれぞれの自治体の憲法でありますので、すぐには飛んで行くようなわけにはいきませんけれど

も、時間をかけて十分に議論しながら、そういった期が熟した時期には、早い時期にこうした条例が

制定され、それを拠り所としてよりよいまちづくりが進められていくことが非常に大事かと思ってお

ります。 

 そういった意味では、もう一度ちょっとお聞きしますけれども、行政サイドということでなくて、

いま申し上げたとおり三位一体の中で条例化策定について進めていく考えが尐なからずおありにな

るかどうか、いま一度その点について再度お伺いをしたいと思います。 

 

◆村長 

自分たちではですね、情報公開等々も気持ちの上では徹底的にやっているつもりのところがござい

ますので、それでそういう我々サイドの主観では「やっているではないか」というような気持ちがあ

るわけなんですけれども、なかなか住民の皆さんとか議会の皆様方にはその辺が不十分であると感じ

ておられるところがあるかと思いますし、その辺をですね、こういうルールにすれば改善されるので

はないかというところをですね、いまいろいろなところですでに結構多くのところで基本条例という

のが制定されているかと思いますので、その辺の条例を突き合わせて、多くのものを突き合わせてい

く中からでもですね、中川村に適切なもの、その辺参考にする形でも随分いろいろなことができるの
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ではないかと思いますので、議員立法的な形で行政を縛るというふうなことを、住民の方々と一緒に

主体的な形で、議会主導でやっていただるというふうな方が何かと筋が通る形になるのかなというふ

うにやっぱり思うところでございます。 

 

◆藤川 稔 

いま議会サイドという回答もありましたけれども、議会については議会基本条例というまた別の条

例もありまして、自治基本条例あるいは議会の基本条例等々、いまの時代に即応するとすれば、検討

を両者共にしていく必要性がある時期にきているかなと、そんなふうに感じます。ただ、全国的に見

ても、長野県下を見ても、ちょっとこの条例のですね、制定についてはまだ低い上程率でありまして、

県の総務部にも照会をいたしましたが、自治基本条例という名称を付けているところ、あるいはまち

づくり基本条例と付けているところがありまして、ちょっとアバウトでしてね、率がきちんと把握で

きていないと。そういうような回答でした。それで、私が独自で調べた中で、これは一部かなと思う

んですけれども、高森町につきましては町民参加条例というのが平成 15 年４月に施行されておりま

す。茅野市においては、これはちょっとまたしゃれた名称ですけれども、パートナーシップのまちづ

くり基本条例、これもやはり平成 15 年、岡谷市におきましては市民総参加のまちづくり基本条例、

これが平成 16 年、飯田市につきましては、これは県下で唯一かなと思います。ここは自治基本条例、

これは平成 19 年４月１日から施行をされております。あと千曲市、軽井沢町がそれぞれまちづくり

基本条例という名称でありまして、それぞれ平成 19 年に施行をされております。 

 こんなことで、まだまだ各自治体の制定率は低いわけですけれども、よそはよそとして、現実的に

協働を推進する意味では当村においてもこういった課題について、拠り所となる条例化については検

討を推し進めていっていただきたい、そのような思いでございます。 

 なぜこの基本条例が必要なのかということでありますけれども、１つには先ほど申し上げましたと

おり地方分権の改革があります。地方分権改革の一連の中で、先ほどの村長の答弁にもありましたけ

れども、検討地方の関係ということで見ますと、それ前の上下、主従から対等、協力の関係と改めて

きた感がございます。この背景には、ＩＴの普及、あるいは尐子高齢化問題、住民ニーズやライフス

タイルの多様化、そしてコミュニティの希薄化があり、従来の仕組みではこれらの課題への対応が困

難な状況となっています。これまで国の言うとおりにしていればよかった自治体が、これからは地域

のことは自分たちで考え、また自分たちの責任で決めていかなければなりません。地方自治体が特色

を出して個性を競い合う時代の中で、国に頼ることなく、先ほども申し上げましたとおり、いわゆる

自己決定、自己責任による行政運営が求められていると思います。最近では地方政府という言葉がよ

く使われていますが、これは地方を国家として見立てている考え方であり、逆に地方国家という考え

方があるならば、そこには基本法となる地方の憲法が必要であろうと考えられます。 

 ２つ目として、行政への住民参加やＮＰＯと行政との協働、あるいはコミュニティ活動などの必要

性がますます高まる中、参加や協働によるまちづくりの仕組みを定める必要性が増大してきたことに

もあります。条例で仕組みを定めないと参加や協働が継続しない、つまり、首長や担当者が替わって
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参加や協働の取り組みが後退しないようにすることが重要と考えます。 

 ３つ目といたしまして、財政問題など、行政サービスの限界がございます。これまで公共的なサー

ビスは行政のみが担うものと考えられてきましたが、これからは村民、ＮＰＯ、コミュニティ組織、

これは各地区のことでございますが、民間の企業などが行政と共同して一緒に担う時代が到来したこ

とにあります。 

 本村においては、「ずく出し協働事業」というのがございまして、まさに行政と地区との協働によ

る村づくりを進めるため、地区が主体となって実施する地区の生活道路、あるいは農道等の改良、舗

装、維持工事について、村が補助金を交付して地区が施行する協働の仕組みと思います。この事業効

果としては、地区の協働による村づくりの意識啓発が図られること、また村道及び農道未舗装箇所の

舗装化や道路・施設の改善が図られ、交通の安全性が確保されることにあります。さらに、道路の維

持管理に係わる行政経費の節減が図られる効果があります。 

 以上、長々と申し上げましたが、今後においてさらに検討をしていただくことを望むわけでござい

ます。 

 次に、３点目でございます。協働によるまちづくりの指針策定について、先ほどの自治基本条例同

様、策定の意思があるかお伺いをいたします。 

 自治基本条例と言いますと、ちょっと硬い重要な条例という、重要ではありますけれども、硬いイ

メージがありますけれども、もしかしてこの基本条例の制定がいまどうのこうのということでないご

認識があれば、もう尐し下げた段階での、柔らか味のある協働を推進するための指針の策定、これに

ついてお伺いをしたいと思います。 

 私は、住みよいまちづくり、先ほど申し上げましたが、村民と行政がよきパートナーとして連携・

協力していく必要性から、協働について指針を定めて、協働の拠り所となる手引書、いわゆる協働の

指針の策定も必要と考えます。この指針の策定については、次のような効果が期待できると思ってお

ります。 

 住民活動の意義を十分理解できること、また、なぜ協働が必要なのか。また、協働によってどのよ

うな効果が期待できるのかを理解することができること。 

 ２つ目として、住民との協働において、中川村がとるべき行動の基本ルールを明確にできること。 

 ３つ目として住民参加の促進、あるいは協働推進のための当面の施策を提示できることなどが挙げ

られると思います。 

 以上のことから、せめて村民と行政の協働推進のための基本指針を定め、これからますます増大す

る協働の環境を確保する必要があると思いますが、この協働の指針の策定について、見解をお伺いし

たいと思います。 

 

◆村長 

若干、根本的なところのスタンスの違いみたいなものがあるのかなというふうに思うんですけれど

も、住民参加というのも、住民参加の条例とかというものは、住民に参加しなさいよということでは
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なくて、住民がいつでも参加できるような、権利として参加しなければいけない、義務ではなくて、

住民が参加したいときに参加できるように、どんな問題についても参加できるように行政サイドが情

報公開するなり、物を言ってこれるような状況をつくっていくということがルールではないかなと思

うところでございます。それから、協働についても村民の皆さんに、住民の皆さんに対して協働をし

なさいとか、協働だから自分らでやれというのではなくて、基本的には住民の皆さんが生活上困って

いる問題があって、これは行政の方でやってくれないかといふうなお話があって、その中で実際にそ

ういうふうな形で進んでいるわけですけれども、「ちょっといまなかなかいろいろな予算のこととか、

スケジュールこととかでできないので、ここまでのことを行政からはするから、可能であれば地元の

方々でできませんかね」というのが「ずく出し」だと思うんですね。ずく出しも何でもやれというの

ではなくて、まず最初はこういう道のこと、あるいは川のこと、困っていることがあるんだけれども、

何とかならないのかというふうなお話があって、その中で行政的に対応できない部分については地元

の皆さんにもやっていただけたらありがたいというふうなところだと思うので、参加せよとか、協働

せよとかいうことではなくて、あくまでも最初申し上げたように住民の皆さんが主権者であって、そ

こから依頼をされているのが行政だというふうに思いますので、こちらからああしろ、こうしろじゃ

なくて、主権者の皆様が行政に対して理解し、指示し、こうすべきではないかというふうなことを的

確に言えるような状況をつくっていく。それで、住民の皆さんは参加したければ参加できるし、そう

いう主権者としてのあり方というふうなことを一番最初に大事にしなくちゃいけないのではないか

なというふうに思います。ただ、そういう意味で言うと、協働のまちづくりというふうな形で住民の

皆さんに協働をすることを訴えかけるということよりも、住民の皆さんの中で本当に単なる民主主義

ですよね、民主主義の基本に則ってまちづくりをこうしたら、向こうで困っているとか、こういうふ

うにした方がよくなるんじゃないかみたいな話があって、それが行政に対して問題提起されて、それ

でそれが「では、こういうふうにしましょう」というふうな形で改善されていくというようなのが本

当の民主主義のあり方だと思うし、そうじゃなくて、いま何か言われているのは、協働とか、住民参

加と言われているのは、何もしない住民を、何もしないから住民に働かせるみたいな雰囲気の、ちょ

っと極端な言い方をしましたけれども、そういうようなニュアンスが感じられるので、そうじゃなく

て、やっぱりあくまで主人公は住民の皆さんで、住民の皆さんが行政をどう使うかということだと思

います。国に頼ることなく自己決定、自己責任で地方は生きていかなくてはいけないというふうなお

話もありましたけれども、そうではなくて、国がすべき仕事はちゃんとあるわけだから、国側に対し

てこういうふうにすべきだというふうなことを地方の方からですね、言っていくというふうなことが

本来の民主主義のあり方ではないかなというふうに思います。国にするべき仕事をさせていくのが地

方自治体なり、住民のあるべき立場かなというふうに思うところでございます。 

 

◆藤川 稔 

いま私の質問に村長、何か頭を抱えながら聞いておられたので、何か考え方の違いがあるかなとい

うようないま答弁をいただきましたけれども、ちょっと私もやっぱり村長の考え方と若干ピントがず
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れているのかなと、そんなふうに思います。 

 先ほど冒頭でも私申し上げたように、これはあくまでも住民の主体的な、いわゆる行政のまちづく

りについては、住民が自らそういった協働への取り組み、参加といいますか、積極的にそういった協

働の形をつくっていくということも含まれての基本条例あるいはまたまちづくり条例、あるいは指針、

それを私は言っておるわけでありまして、冒頭に述べましたように、私たちが身近な課題に積極的に

取り組む姿勢を持つということ、こういったものの取り組みをそういった条例・指針に盛り込むと。

それによって、それが拠り所となってそれぞれが積極的にまちづくりについてアクションを起してい

くと、そういうことなので、行政サイドから強制的に、「それでは住民の皆さんもっと動いてくださ

いよ」、「もっとまちづくりのために汗をかいてくださいよ」、そういう強制的とか、そういったもの

を私は言っておるのではなくて、そういったものをこういったルールづくりの中で盛り込んで、それ

を拠り所としてそれぞれがシステム的といいますか、連携・協力をして、うまくまちづくりについて

動けるように、そういったことを私は言っておるわけでありまして、ちょっと村長のご答弁とはやは

り違ったもののとらえ方となっておるのがちょっと残念なところでございます。 

 次に、最後の質問をさせていただきますが、４点目はパブリックコメントの制度化についてでござ

います。 

 パブリックコメントとは、意見広報手続のことを言います。ご存知のとおり、パブリックコメント

制度とは、住民サービスに変化あるいは影響を及ぼす重要な施策の立案に当たって、素案の段階で公

表をして広く村民の意見を求めて、それらの意見を参考にしながら施策などの案の意思決定を行うと

共に、出された意見などに対する村の考え方を公表する手法といいますか、手続であります。すでに

多くの自治体がこのパブリックコメント制度を取り入れて、いろいろな事業の進め方、また方針の決

定などに活用をしております。数だけでは物は言えませんけれども、議会においては議員定数が 16

名から 10 名となり、村民の声が議員を通じて行政に反映できる範囲は限られつつあります。行政と

住民が遠くならないように、そうした意味でもパブリックコメントを通じ、広く住民の声を行政へ提

言できる仕組みの確立は必要と考えます。 

 そこで、このせめてパブリックコメント制度を導入して事業の中身をより一層充実したものにして

いく仕組みづくりの考え方があるかどうか、その点について伺いたいと思います。 

 

◆村長 

村政をやっていくに当たって、いろいろなご意見を聞くということについては、我々行政側として

は常に節目節目で積み重ねておるという気持でいます。第５次総合計画もしかりでしたし、それから

もっと個別の問題ではいろいろな委員会で御意見を聞いたり、それから特定の地区に関係するような

ことでしたら、地区に行って地区説明会をして御意見を聞いたり、あるいは特定のグループの方々に

説明会をしたり、あるいは懇談会みたいなものをやったりというふうなことをやっていますし、いろ

いろなそれぞれの地区をはじめ、いろいろな団体の方々から当然のことながら要望・陳情というふう

な形でいろいろな声というものは上がってきておるというふうに思っています。もちろん、一番大事
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な議会というものもございます。それから、また村長への手紙というような形で、「匿名というよう

なものもでも構いませんよ」というような形でご意見をいただいておるところでございます。 

 そういう形で、多分役場の職員みんな同じだと思いますけれども、その中で「やっているつもり感」

というのはあるんじゃないかなというふうに思っておって、だからそこで改めてパブリックコメント

制度というものをつくらなければいかんというような気持ちがですね、実はあまりその必要性を実感

していないところがあるかと思います。それは当然そうであってですね、いろいろ問いかけたり、ご

意見を聞いたりする側の立場としては、「やっているのにな」というふうに思う立場ですから、住民

の皆さん方の方からすると非常に不足しているというふうに思っていらっしゃる点があるのかもし

れないというふうに思います。ですので、これにつきましても先ほどのお話と、基本条例と同じです

ね、ぜひ公開なり、説明をする側の我々サイドではなくて、議会の皆さんの方の主導というふうな形

で、実際議会の立場で行政のやり方を見ておられて、あそこのところの情報公開なり、意見を聞いた

りするところはですね、足らないのではないかというふうに思っていらっしゃるところがきっとある。

我々は十分やっているつもりだけれども、皆さん方の方からはこれは足りないぞというところがある

と思うので、その辺を反映していただいた形で提案していただく、議員提案みたいな形で出てきてと

いうふうな形がよい形のものができるのではないかなというふうなことを、やっぱりこれについても

感じる次第でございます。 

 

◆藤川 稔 

確かに生の声で聞くということも１つは大事なことだと思いますけれども、やはり重要政策に反映

するものの中でのパブリックコメント制度でございますので、やはりきちんと紙ベースで意見捕集を

行って、それをきちんとしかる組織の中で閲覧しながら検討し、それを生かしていくというような手

法が大事かと思います。 

 そこで、本村においてこのパブリックコメントは制度化はされておらないけれども、このパブリッ

クコメントに類似したといいますか、そういったもので過去において紙ベース等で意見捕集をされた

経過がおありになるかどうか、またその手法についてお伺いをしたいと思います。 

◆村長 

いまこちらで、もじょもじょと相談いうか、あれをしておりましたが、紙ベースででき上がった素

案みたいなものをお示しをして、それに対して紙ベースでご意見を求めたというのは、なかなか思い

つかないなというふうな話をしていました。ただ、例えばチャオ周辺活性化なんかの場合には、手を

挙げていただいた方に集まっていただいて、何度も何度もどういうふうな形の、あの辺りを活性化し

ていくにはどういう形のものが、どんな形であればいいのかというふうなことをみんなで議論してい

ただいて、形ができてきたというふうなのはありますし、それは逆に言うとパブリックコメント制度

よりももっと手前の段階から参加していただいているケースかなというふうに思いますし、そんなこ

とを思います。 
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◆藤川 稔 

いまのチャオの周辺の活性化については、確かにホームページ等でも意見を求めておるのを私も認

識をしております。ただ、これは単なる中を見ますとアンケート調査であって、本来のパブリックコ

メントと言えるものでは到底ございません。こういったアンケートは行政から与えられた項目につい

て答えるだけでありますので、そういった意味ではパブリックコメントは行政から与えられた項目に

ついて答えるものでなく、住民自ら考えや思いを記述して、書いて行政側に提出する手続であります。 

 ここにちょっと某市町村の、パブリックコメント制度を取っておる市町村の意見捕集のホームペー

ジの中から、様式をちょっと２市町村ほど見てみました。ちょっとそちらは全然見えないと思うんで

すけれども、これを見ると、特に津久見市、九州ですね。この津久見市においては、過疎地域の自立

促進計画、これは平成 22 年度から 27 年度の促進計画を策定すると。素案ができたと。それで、そ

の素案に対する意見捕集のパブリックコメントをやっております。ここでは、住所、氏名、電話番号、

年齢、職業、各項目を入れて、あとはもう大きな余白がありまして、ここにご意見、ご提案を記述し

てくださいよという欄を設けております。もう１つについても同じような項がここであります。これ

が本来のパブリックコメントを求めていく手法かなと、そんなふうに認識を持っております。 

 アンケート調査が、その方法が悪いということを言っているわけではありません。やはり村民の生

の声を耳で聞くということも大事でありますけれども、もうこういった記述式で出していただいて、

それでそういった意見をその組織でもんでいくということ、それで事業の充実度を上げていく方法と

しては、１つの最善の取り組みかなと、そんなふうに思っております。 

 また、パブリックコメント制度は、村民の村政への積極的な参加を促進するメリットもございます。

また、村の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るという意味でも非常に有益かなと

思っております。もって、村民との協働による豊なふるさと中川村のまちづくりの推進に資すると私

は確信をしております。 

 そこで、再度、最後に伺いますが、どんな方法であれ、村民の声をこうしたきちんとした記述をす

る方法の中で政策に反映できる仕組みづくりができないものかなと。その点について検討をしていく

考えがおありになるか、最後お聞かせをいただきたいと思います。 

 

◆村長 

先にちょっとチャオ周辺のことについて誤解があるようなので、チャオ周辺は手を挙げてくださっ

た方が単にアンケートに答えたのではなくて、役場に夜中にですね、何度も何度も集まって、チャオ

の周辺にはどういう施設があったらいいのか、どういう場所になればいいのか、どんな人に来てもら

いたいのかというようなことを議論をしてですね、では公園はどんなふうな形がいいのかというふう

なことをみんなで議論し合いながら、一体ターゲットとしてする人は誰なんだ、どこから来てくれる

んだと。それが村にどういう効果をもたらすのかというような議論を積み重ねて、いろいろな規制と

かもある中でですね、その中でベストなものを揉んでいってつくっていったというふうなことでござ

いますので、チャオ周辺の検討委員に自主的になっていただいた方、それは村内の方だけじゃなくて、
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飯島の方もいらっしゃいましたし、それから東京から交通費も自分持ちで駆けつけてくださっていた

方もいらっしゃるというふうなことで、そういう形でできたので、決してアンケートでやったという

ことではございませんので、それはその後の話かというふうに思いますので、そういう形で一番最初

の揉む段階から参加していただいてやったというふうなことでございます。 

 それから、文書でご意見をもらうというふうなことで、当然パブリックコメントというのは、恐ら

くは「これこれについてこういう素案なり、考えがあるが、これについてどう思いますか」というふ

うな形でご意見を求めるというのがパブリックコメントだと思いますけれども、別に考えてみるとで

すね、村長への手紙なり、メールなり、そういう文書でいただいて、しかもそれは公開しても構わな

いというものについては公開をしておるというふうなことございますし、それについてはですね、文

書でもらっているし、しかも「このテーマについてご意見をください」ではなくて、住民の皆さんが

主体的にこれが問題だと思ったことについて問題提起ができる手法だと思いますし、そういうものも

あると。だから、原理的に考えてパブリックコメントの方が立派かどうかというのはわからない。パ

ブリックコメントは「このテーマについてご意見を求めます」だけれども、どんなテーマであれご意

見をいただける、現にいろいろいただていておるというふうなことで、そういう方法もあるかと思い

ます。それから、パブリックコメントにこだわってこういうメリットがある、あるいはこの部分が行

政サイドには不足しておるから、パブリックコメント制度を導入することによってそれが改善される

というふうなご視点があれば、ぜひそれは取り組んで、我々をそういう形で義務付けるというか、縛

るというか、行政サイドの義務というのをつくっていただければいいのではないかなというふうに思

います。 

 

◆藤川 稔 

どうも私の質問が下手なのか、なかなか思いが伝わらないように思います。先ほどのチャオ周辺に

ついての種々いろいろな協議、会議を設けてということは私の認識不足でございますので、いまお話

をしていただきまして、認識を新たにいたしました。 

 ただ、それはそれで私はいいと思うんです。ただ、それは限られたメンバーの中での協議でありま

して、パブリックコメントは広くすべての住民から、意見を出すかどうかはその方の考えやらあれで

すので、あれですけれども、広く住民に意見を求めるという意味がパブリックコメントなんですよ。

村長の言われるのは、それは検討会議でありますとか、そういった組織の会議の中のことであります

ので、それはそれでいいんです。ですから、それに加えて広く住民からもいい考えや意見を持ってお

られる方がおると思うんです。そういったやっぱり声をですね、吸い上げて施策に反映していくとい

うことも大事だと思いますので、そんなご検討も今後されていくことを期待をいたします。 

 いろいろと協働について質問をしてまいりましたけれども、なかなかちょっと当局とかみ合わない

部分が多々今回はございました。そういった意味ではそういうものの捉え方の違いはあるかもしれま

せんけれども、ぜひ私の言わんとしておることをもう一度ちょっと対していただきまして、ぜひ住民

とよりよい協働の中で、また住民の素晴らしい考え、会議には参加できないけれども、素晴らしい考
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えや意見をお持ちの方が多々あると思います。議会でも一生懸命各議員が意見を申し上げておるつも

りではありますけれども、もういかせん 10 人という中ではなかなか 100％ベスト、あるいはベター

な意見が出るとは限りません。村民の方々からもぜひそういったいい考え、いい意見を吸い上げる意

味でも、ぜひそういった制度化を今後もぜひ検討をしていただくことを切望いたしまして、私の質問

を終了させていただきます。 

 

◆村長 

しつこいようですが、チャオ周辺は庁内でやったとか、こちらから選んだ委員にしてもらったので

はなくて、公募をして広くご意見を反映させてください、ご意見を聞かせてくださいということで募

集して、その中に村民の方も、若い方も、いろいろな議員の方もいらっしゃったし、その他に村外の

方もいらっしゃった。その方が何回も集まって議論をしたということでございますので、何かこちら

から委員を委嘱して、その方だけでつくったということでは決してございませんので、おっしゃって

いるとおりこんなふうになればいい、村のためにこういうものができたらいいなと思うその気持ちの

ある方々が集まってくださったというふうなことでございますので、どうぞご理解のほどをお願いし

たいと思います。 

 

◆藤川 稔 

先ほど終結を宣言いたしましたけれど、もうちょっと一言だけ。 

 そうですね、村長の言われることもわかりますけれども、公募でのそういった組織づくり、これは

私は全く否定しているつもりもございませんし、それはそれで十分意見がそこで出てくることもいい

んですけれども、プラスアルファですね、プラスアルファ、そこに参加できない、それは公募ですか

ら、参加しようと思っていきたいけれども、なかなか行く時間がない。あるいはなかなかその会議と

の曜日が合わないという中で、もっとソフトに、ホームページやなんかでそういった用紙を貼り付け

ていただいて、自由にそこから意見やなんか回答ができるというような、そういった部分をプラスア

ルファまた付け加えていっていただければ非常にありがたいと、そういうことですので、ひとつご理

解を私からもお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 

 

◆村長 

繰り返しになりますけれども、パブリックコメントというのは、このテーマについてご意見のある

方はくださいということですよね。それに対して村長への手紙というのはどんなテーマであれ、自分

が困っていることであれ、村への提言であれ、コンプレーンであれ、何でも匿名であれできるという

仕組みですので、公募して意見を言ってもらうこともあるだろうし、委員になって公募の委員に応募

してくださるということもあるだろうし、それからそういう匿名でも問題提起をする。それをホーム

ページにオープンにしてくださいということもできるし、オープンにしないで問題提起だけしたいと
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いう方もいらっしゃるし、だから、いまおっしゃっているパブリックコメントいうのはその中間じゃ

ないかなと思うんですけれども、こっちでカバーされている部分もあるのではないかなというふうに

思いますし、もし私の理解が間違っていて、やっぱりわかっていないと。パブリックコメントの必要

性をわかっていないということであれば、何度も申し上げているように議会主導でその制度をつくっ

ていただければありがたいなというふうに思います。 


