第２回 自治基本条例づくり講演会＆懇談会
「自治基本条例とは！」
谷本有美子先生
平成 20 年 5 月 31 日（土）

■講演概要
１． 自治 という言葉の意味
【日本の農村型共同体では、自治は「おのずから治まる」ものであった】
・ 「自治」という言葉は、「自分たちのことは自分たちの責任において処理する」という
意 味合い があ り、こ れを訓 読す ると、「おの ずか ら治ま る」 という 意味と 、「 みずか ら
治める」という二つの意味にとれる。
・ 「 おの ずから 治まる 」と いう意 味で の自治 は、日 本の 農村型 共同体 の中 では「 暗黙 の
了 解」 のよう な地域 の意 思決定 ルー ルを基 調に、 地主 や名望 家のよ うな 地域リ ーダ ー
を中心に運用されてきた。
【戦 後、欧米 型の市民 が「みずから治める」自 治制度 を導 入したが、まだその仕組 みを活 用しきれ
ていない】
・ も う一 つ、自 治に「 みず から治 める 」とい う意味 合い がある 。これ が戦 後の地 方自 治
制 度に おける 大きな 考え 方の転 換点 といえ る。そ れは 「自分 たちが 自分 たちの 地域 意
思 をも って政 府を設 立す る、あ るい は政府 を運営 して いく」 という 市民 自治の 考え 方
だ。
・ た だ、 制度が できた から といっ て、 私たち の意識 や行 動様式 が急激 に変 わるわ けで は
なく、戦後 60 年が経過した現在でも、４年に１度の首長や議員の選挙でしか民主主義
の機能を使っておらず、「みずから治める」ための意思決定、合意形成を図る経験が不
足している。
【自治基本条例にコミュニティの運営ルールを盛り込まないほうがよい】
・ 地 域社会 の中 には、「お のずか ら治ま る」こ とを 志向す る人 々と、「み ずから 治めな け
ればいけない」という意見を持った市民が混在している。「おのずから治まる」ことに
慣 れて きた人 々は、 異な る価値 観を 認め合 いなが ら、 合意形 成を図 りつ つ、地 域社 会
を運営していくという経験が極めて少ない。
・ 一 方、 自治基 本条例 をつ くると いう ことは 市民が 「み ずから 治める 」こ とを予 定し た

地 方政 府（自 治体） の制 度設計 の問 題であ る。主 権者 である 市民が 主体 的に地 方政 府
（ 自治 体）を 設計し てい く作業 と地 域社会 での合 意形 成のル ールを つく る作業 は、 次
元 の異 なる問 題とし て捉 えてお いた 方がい い。自 治基 本条例 に地域 社会 のコミ ュニ テ
ィーの運営ルールを盛り込むことは、慎重に考えるべき。

２．今、なぜ自治基本条例が求められるのか
【1970 年代まで、 法令先占論 の影響もあり自治体独自の条例制定は消極的であった】
・ 地 方自 治体に は、憲 法に おいて 「法 律の範 囲内で 」条 例制定 権が、 地方 自治法 にお い
て、「法令に違反しない限り」条例制定権が明記されている。かつては、「法令先占論」
と 言い 、法律 がカバ ーし ている 領域 の物事 につい ては 条例を 制定で きな いとい う行 政
法 学の 解釈が 通説で あっ た。戦 後憲 法は自 治体に 行政 権限の 行使を 含め た条例 制定 権
を認めたにもかかわらず、1970 年代前半頃まではこの解釈が主流であり、自治体が法
律の範囲を超えて条例をつくることに対しては否定的な見方が長く続いた。
【地方分権改革につながる前段の動きとしての 準則条例 】
・ 80 年代に入ると、先進的な自治体が国の施策に先駆けて情報公開条例などの条例を制
定 する 動きが 見られ る。 それで も、 多くの 自治体 では 法律に 定めが あっ て、法 律が 委
任 した 部分を それぞ れの 自治体 がつ くるの が主流 だっ た。自 治体が １か ら条文 をつ く
って組み立てていく作業をトレーニングしていなかった実態がある。
【ニセコ町まちづくり基本条例の先駆性】
・ 分 権改 革の流 れの中 で先 駆的に 自分 たちの 地域の ルー ルづく りをし よう と取り 組ん だ
の がニ セコ町 まちづ くり 基本条 例だ 。ニセ コ町で は、 情報共 有と町 民参 加を基 本的 な
考え方に据えて、この条例づくりに取り組んだ。
・ 従 来の 、たと えば準 則条 例のほ とん どは、 個別政 策分 野に対 応した 、縦 割りの 条例 で
あ る。 それに 対しま ちづ くり条 例の ような ものは 、行 政課題 を総合 的に 捉え、 個別 分
野にも横断的に適用されるので、これまでとは異なる工夫が必要になる。
【自治基本条例づくりにおいて、どう市民とキャッチボールするかが課題】
・ 「 自治 基本条 例」は 「自 治体の 憲法 」とも 言われ るも のであ るため 、市 民の参 加、 関
与が大前提として行われている。
・ そ のた め、た とえば 半年 程度の 期間 でつく るとい うの は拙速 で、十 分に 市民参 加で 議
論できない。自治基本条例づくりにおいてそれが一番の課題である。

３. 自治体基本条例 の発案
【 自治体基本条例 をイメージした「市民による政治の設計図」を】
・ 自 治体 の統治 機構を 政治 主体で ある 市民が どのよ うに 構想し ていく か、 それを 書く の
が 自治 体基本 条例だ 。現 在、自 治体 の執行 機関等 のし くみを 定めて いる のは地 方自 治
法 であ り、全 国共通 に適 用され る。 しかし 、自治 体と 地方政 府と捉 えた ならば 、地 域
ごとに政府の構想、「市民による自治体の設計図」を描くことが必要ではないか。それ
は まさ に松下 圭一氏 が提 唱した 「自 治体基 本条例 」の 意図し たとこ ろで あると 捉え て
いる。
【政治主体としての市民の権利を書くことの重要性】
・ 地 方自 治法で は政治 主体 として の市 民の権 利が参 政権 と直接 請求権 程度 で、限 定的 に
し か書 かれて いない から 、むし ろ政 治主体 として 、市 民が参 加・参 画す る権利 はも ち
ろ んの こと、 その前 提と して行 政側 が情報 公開・ 情報 提供す ること を行 政の責 務と し
てきちんと盛り込んでいくことが重要だ。
【行政を執行する部門（執行機関）と、議決し意思決定する部門（議会）の両方の設計が不可欠】
・ 現 在、 各地で つくら れて いる自 治基 本条例 は、執 行機 関側か ら提案 され 、議会 の項 を
入れないか、せいぜい自治法の中身をそのまま転記するケースが多い。
・ し かし 、自治 体基本 条例 におい て市 民が地 域自治 政府 の制度 設計を する という 視点 に
立 つな らば、 行政を 執行 する部 門と 、議決 し意思 決定 をして いく部 門の 両方の 設計 は
不可欠だ。
【自治基本条例に総合計画の位置づけと運用を規定して二つを関連づける方法もある】
・ 自 治基 本条例 の中身 を議 論する 中で 、政策 分野別 のい ろいろ な理念 も盛 り込み たい と
い う意 見が市 民から 出る 。しか し、 政策に かかわ る部 分は時 代に応 じて その考 え方 が
変わるものだ。それを自治基本条例の中に盛り込むのはなじまないだろう。
・ た だ、 個別政 策を条 例と 全く切 り離 してし まうと 、条 例がう まく機 能し ないし 、今 の
時 代に 合わせ た市の 政策 が見え てこ ない。 岐阜県 多治 見市の ように 自治 基本条 例の な
かに総合計画を明記し、その運用のルールを規定するというやり方もある。
【自治基本条例に盛り込む内容のメリット、デメリットを考える】
・ た とえ ば住民 投票の よう な使用 頻度 がそれ ほど多 くな いもの は、具 体的 な手続 きの よ
う に細 かな規 定まで 基本 条例の 中に 盛り込 んでし まう と、経 験がな いた め想定 でき な

い こと が多々 あり、 逆に 本当に 必要 なこと が出て きた ときに 、かえ って 使い勝 手が 悪
い 事態 が発生 する可 能性 はある 。住 民投票 の規定 を盛 り込む メリッ トと しては 、個 別
案 件が発 生す るたび に住民 投票 実施の 条例を 制定 する必 要が なくな るとい う点 がある。

４．市民は自治基本条例をどう使う？
【市民が使いやすい自治基本条例の検討は、今の条例が使いやすいかどうかの整理から】
・ 市 民が 政治を 設計す る図 として 条例 を考え ていく なら ば、今 あるも のの 使い勝 手が い
い のか 悪いの か、よ けれ ばその まま 条例に 盛り込 む、 悪かっ たら修 正す る、こ のよ う
に議論をスタートさせたい。
【条例の中で個々の市民の行動を制約することの可能性と懸念】
・ た とえ ば、市 民に地 域活 動への 参加 を義務 づける など 、個々 の市民 の行 動を制 約す る
内 容を 条例に 規定す るこ とには 懸念 がある 。仮に 規定 すると しても 、多 数の市 民の 意
見 を聴 いて相 当な議 論を された ほう がいい し、そ のう えで合 意形成 を図 りなが ら、 時
間をかけてつくられることが重要だ。
【自治基本条例づくりは、これからの地域社会を運営していくトレーニングの場】
・ 条 例づ くりに おいて 、市 民同士 が合 意形成 を図る トレ ーニン グが実 は重 要だ。 意見 が
違 うと ころか らスタ ート し、お 互い の考え 方をぶ つけ 合って 、なぜ そう 思うの か、 ど
う して それが 必要な のか という 意見 を交わ しなが ら、 合意で きる到 達点 を見出 して い
く 。こ れに慣 れてい かな いと、 これ からの 地域社 会で 多様な 価値観 を持 つ人々 が共 生
するのは難しい。
【市民の参加について、子どもや外国人市民などをどう位置付けるかの議論は大切】
・ 子どもや外国人市民の参加をどう担保するのかという論点がある。参加を考えるとき、
マ ジョ リティ ーの参 加だ けでは なく 、参加 できな い人 、参加 の権利 を持 ってい ない 人
た ちを どうす るのか とい うこと も、 ぜひ議 論した ら今 後の地 域社会 の運 営に役 に立 つ
と考える。
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