
1 

 

様式第２（第５条関係） 

会議録 

１ 附属機関の名称 

  犬山市協働のまちづくり基本条例審議会 

 

２ 開催日時 

  平成３０年７月９日（月）  午後７時００分から８時５０分まで 

 

３ 開催場所 

  市役所 ２０５会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委  員 鈴木誠、萩原聡央、鈴木秀和、森岡万朱衣、松本里美、藤田好美、松浦孝英、 

三浦知里、稲垣民夫 

 

 (2) 執行機関 山田市長、江口経営部長、松田企画広報課長、井出企画広報課課長補佐、 

        渡邉企画広報課統括主査、小枝企画広報課主査、佐伯企画広報課主事、 

        安達企画広報課主事 

 

５ 議題 

 【報告事項】 

  (1)条例制定の背景と目的について 

  (2)平成 29年度の取組みについて                 

  【協議事項】 

(1)条例検討体制及びスケジュールについて 

 

６ 傍聴人の数 

   ０人 

 

７ 内容 

① 開会 

事 務 局：ただいまから、第１回犬山市協働のまちづくり基本条例審議会を開催させていただ

きます。 

      本日は、雨の激しい中、また足元の悪い中、お集まりいただきまして本当にありが

とうございます。 

      本審議会でございますが、資料の１と２に設置の根拠を記載させていただいており

ます。犬山市附属機関設置条例及び犬山市協働のまちづくり基本条例審議会規則、

こちらに基づきまして、市長の諮問に応じて犬山市協働のまちづくり基本条例に定

める事項について審議していただくために設置いたしました。 
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      それでは、開会をさせていただきますが、本日の会議は概ね２時間程度、９時ごろ

に終了させていただきます。 

      それでは、始めに犬山市長山田拓郎よりご挨拶を申し上げます。 

 

②市長あいさつ 

市  長：皆さん、こんばんは。 

     今日は協働のまちづくり基本条例審議会ということで、足元の悪い中、お集まりい

ただき、委員の皆様に感謝申し上げます。 

     外も大変な降りでして、今もここに来る前に防災担当に「市内の状況は大丈夫なの

か」ということを聞いて、今のところ大きな被害が出ているという状況はないとい

うように聞いていますが、昨年と同じような状況で雨がずっと降り続いていますの

で、予断を許さないなということで、大変緊張感を持っています。 

     つい先日は、広島や倉敷などで災害がありましたが、近いところですと関市でもあ

りました。ちょうどここに来る前もテレビを見ていまして、関市の上之保地区とい

うところは、行政の避難指示が出る前に避難をされたということで、これは常日頃

からの防災意識、それからコミュニティですね、声の掛け合い、そして消防団の皆

さんが一軒一軒声をかけられたということもありまして、まさに協働のまちづくり

に通じるような部分が、関市の上之保地区で防災に役立ったのかな、こんなことを

感じてニュースを見ていたところです。 

     防災だけではなくて、昨今の人口減少の中で、地域コミュニティの維持と言ったこ

とを考えた時に、やはり、この協働のまちづくりといったことを条例の中でも基本

的な方向性を出しながら、もちろん、条例をつくることが目的ではありませんので、

その後の展開も含めて、しっかりと考えていかなければいけないなと思っておりま

す。 

     かつては、自治基本条例などということが言われましたけれども、自治基本条例が

流行りのように出てきた時代から、今は時代が変わっていますので、或いは、これ

からの将来を見据えて、先を見据えた協働のまちづくりの条例というものをしっか

りつくっていくことが、未来の可能性を開いていくことにもつながるのかなと思っ

ておりますので、ぜひ、皆様方にもそういった観点を含めて忌憚のないご意見をい

ただきながら、審議会を進めていただけたらと思っています。 

     それから、もう一点だけ私の思いとして申し上げておきますが、この自治基本条例

であったり、協働の条例であったりというものは、基本的な骨子はどこの自治体も

似通っています。情報共有であったり、市民参加であったり、コミュニティの関係

であったり、或いは議会の役割、行政の役割、そういった基本的なところはフォー

マットとしてあるわけですけれども、私が思うにそうしたいわゆる住民の自治意識

の高揚というものは、政治の意識の高揚とリンクしている、こう思っております。

政治の意識の高揚というものは選挙とリンクしている。すなわち、この協働のまち

づくり、自治基本条例、自治の考え方の中で、選挙というものをどのように位置付

けるのかというのが、私は実は核心の部分だと思っています。公職選挙法との関係

もございますが、法に触れるギリギリのところまで踏み込んで、この条例の中で位
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置づけをしていくことが、日本にない、先駆けの条例として犬山らしい条例になっ

ていくのではないかなと、これは私の個人的な意見ではございますが、そう信じて

おります。 

     そうした選挙というものをどう考えていくのかということについて、決して逃げる

ことなく果敢に条例の中に位置付けていくことが、自治の意識の高揚に確実につな

がっていくと思いますので、そういった観点も皆様の中でお考えいただければ、そ

してご指摘もいただければと思っておりますので、敢えてきつめの言い方で申し上

げましたが、お許しいただければと思います。 

     いずれにしましても、犬山市の大きな方向性をつくっていく極めて重要な条例です。

理念的な面もあるかもしれませんが、重要な条例だと思っておりますので、ぜひ、

皆様方には忌憚のないご意見を賜りますことを重ね重ねですが、よろしくお願いし

まして、私からの冒頭のごあいさつとさせていただきます。 

 

③ 委員委嘱 

事 務 局：ありがとうございました。 

      続きまして、次第３「委員の委嘱」でございます。本来ですと、委員お一人ずつに

委嘱状をお渡しするのが本意ではございますが、時間の都合もございますので、お

手元に配布をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

      続いて、出席委員の確認をさせていただきます。委員総数は 10名でございますが、

本日は、９名の出席をいただいております。町会長連合会のＤ委員につきましては、

どうしても都合が悪いということで、ご連絡をいただいております。 

      本審議会の規則、第４条第３項でございますが、委員の過半数の出席ということに

なりますので、本日の会議は成立していますことを前もってご報告させていただき

ます。 

 

④ 委員紹介 

事 務 局：次に、４の委員の紹介に移らせていただきます。事前にお配りしました次第には、

委員自己紹介と書かせていただきましたが、時間の都合もあり、私の方から、名簿

の順にご紹介をさせていただきます。お名前を呼びましたら、ご起立いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

              ～名簿順に事務局より委員を紹介～ 

      引き続き、事務局の紹介を私の方からさせていただきます。 

                  ～事務局を紹介～ 

      このメンバーで事務局を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

    

⑤ 会長選任 

事 務 局：それでは、続きまして、次第の５、「会長選任」でございます。審議会規則第３条第

１項に基づき互選という形をとらせていただきます。 

      従いまして、推薦をいただきまして、その後、多数決で選任をさせていただきたい
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と思いますが、よろしかったでしょうか。 

委  員：異議なし。 

事 務 局：はい、よろしくお願いいたします。 

      それでは、どなたかご推薦をいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

      では、Ｈ委員どうぞ。 

Ｈ 委 員：昨年度は、市民会議でＡ委員に非常にたくさんのアドバイスをいただいて、適切な

ご助言をいただいたというのが記憶に新しいところなんですけれども、他市におい

ても同様の条例の制定に深くかかわっているということも聞いているものですから、

私としてはＡ委員に会長をお願いできればと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

事 務 局：はい、ありがとうございます。 

      今、Ａ委員をご推薦いただきました。Ａ委員におかれましては、古くは平成１３年

から犬山市市民活動促進委員会の初代の委員長を務めておられます。また、平成２

７年には、犬山市の総合戦略検討委員会の会長、また、今現在は犬山市総合計画審

議会の会長も務めておられます。 

Ａ委員の推薦に対してご意見がございましたら、頂戴したいと思いますが。 

委   員：異議なし。 

事 務 局：それでは、Ａ委員を会長に選任させていただくことにご賛同の方の挙手をお願いし

たいと思います。 

委  員：（挙手） 

事 務 局：賛成多数ということで、ありがとうございました。Ａ委員には、会長ということで、

よろしくお願いします。 

      それでは、会長席へお移りいただきますとともに、ここでご挨拶をいただきたいと

思いますが、よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：ただいま、皆様方から犬山市協働のまちづくり基本条例審議会会長のご推挙をいた

だきました、愛知大学のＡと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

       今、最初に声をかけていただきました、Ｈさんは、昨年、市民の皆さんそれから行

政の皆さんとともに多くの方たちと一緒に検討を重ねてきたメンバーで、こちらの

方たちは、皆さんそう言うご経験をされてきた方ばかりで、今回の条例というもの

も、結局のところ、行政サイドの方で施行していく、議会の承認を得てつくってい

くわけですけれども、この条例のまさに主人公というのは市民の側にある。いろい

ろな時代背景の中で、納税し、サービスの受け手であった市民が、自らそのサービ

スの供給者、担い手となって、そして、市民の生活満足度を高めていく時代を共に

つくっていくという、その法的な根拠になると同時に、先ほど市長が言われたよう

に、政治意識の高まりというものをまさにつくり上げていくという、非常に重要な、

根幹的な条例をこれから検討していくことになるのだろうと思います。そのような

重要な作業の舵取り役の一人をこれから担わせていただきます。皆様方のご協力を

是非ともお願い申しあげます。 

     どうぞ、これからよろしくお願いいたします。 

事 務 局：Ａ会長、どうもありがとうございました。 
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      それでは、つづきまして、本審議会には副会長の職の選任はございません。ただし、

審議会規則の第３条第４項に基づきまして、会長が事故あるときのために代理の委

員を指名することになっていますので、会長に代理の委員をご指名いただきますよ

う、よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：それでは、私の方からは、Ｂ委員に是非ともお願いしたいと思います。小牧市の方

でも自治基本条例の検討委員をされておられ、地元の名古屋経済大学にお勤めで、

職員の皆さん或いは学生の皆さんと共に犬山のまちづくりに携わっておられます

ので、Ｂ委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委   員：異議なし。 

事 務 局：それでは、ご指名ということで、Ｂ委員にさせていただきたいと思います。 

 

⑥ 諮問 

事 務 局：それでは、次に次第の６、「諮問」に参りたいと思います。附属機関設置条例別表１

に基づき、山田市長から、審議会の方に諮問をさせていただきます。 

      それでは、Ａ会長、前にお願いします。 

～山田市長、諮問書を読み上げ、Ａ会長に手渡す～ 

事 務 局：ありがとうございました。それでは、諮問の方は終わりましたが、市長は引き続き

公務がございます。恐縮ではございますが、市長はこれを持って退出させていただ

きます。 

 

⑦ 議事 

事 務 局：それでは、ただいまから、議事の方に移らせていただきますが、その前に、配布資

料の確認をさせていただきたいと思います。 

～資料確認～ 

事 務 局：それでは、審議会規則第４条２項に基づきまして、議事の進行についてはＡ会長に

お願いしたいと思います。 

Ａ 会 長：では、ただいまから、私の方で進行させていただきますので、皆さまよろしくお願

いします。今日は、大変天気が悪いという状況でもありますし、今日は第１回目と

いうこともありまして、お手元に用意されたたくさんの資料、もうすでに目を通し

ておられるかと思いますけれども、改めて、これからの審議に際して、どのような

ことについて認識を深めて、私たちはここで真摯に意見交換をしていくべきなのか、

今日はその基本的な情報提供をいただく、或いはここで皆さんと共有するという場

になりますので、そのようなおつもりでご協力いただきますようによろしくお願い

いたします。 

      そんなこともありまして、進行も柔軟に対応していけるかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 
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【報告事項】 

 (1)条例制定の背景と目的について 

Ａ 会 長：それでは、本日の議事に従って進めてまいります。まず、報告事項(1)「条例制定の

背景と目的について」、事務局から委員の皆様に説明をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

事 務 局：それでは、パワーポイントでご説明させていただきたいと思いますので、会長、申

し訳ございませんが、席のご移動をお願いします。 

      それでは、まずはこの協働のまちづくり基本条例をなぜ犬山市で制定するのかとい

うところでございます。 

      実は、山田市長のマニフェストにも書かれておりまして、そういった方向性として

はあるのですが、ただ、マニフェストにあるからつくるのではなくて、なぜつくる

のかという背景、経緯を踏まえてご説明させていただきます。 

      市長も先ほど申し上げましたが、全国で 1,800 ぐらい自治体があるなかで、約 360

の自治体が、自治基本条例と言ったり、まちづくり条例と言ったり、当市のように

まちづくり基本条例というものもありますが、既につくっております。 

     平成 10年ぐらいに当時のニセコ町長の逢坂誠二さんが、走りとなり、一気に広まっ

たのですが、当市でも平成 18年に犬山市の憲法として、当時の市長がマニフェスト

型の市政運営をしたいということで発議をされ、議会に上程される寸前までいきま

した。そのころ、Ｅ委員も委員として参加されておりますので、そういった流れを

受けての議論もありましたら、よろしくお願いします。 

      ローカルマニフェスト型の市政運営をめざした議論もあったのですが、今回は協働

というものがメインになってくるというところです。 

      それでは、どのような背景があって、条例の制定に至るかというところなのですが、

まず、こちらに、人口減少、少子高齢化、それから若者の市外への流出とあります。

これが進んでいくとどうなるかというのは明らかです。地域の担い手が少なくなっ

て、いなくなって、地域のコミュニティ、それ自体の維持が難しい。これは、地縁

的な団体に言い切れるのかなというところなのですが、犬山市も相当数の自治組織

町内会や区などがありますが、機能していかなくなるのではないかという懸念があ

ります。 

      こういった時代背景を受けて、平成 27年に国が「まち・ひと・しごと創生法」に基

づいた総合戦略をつくれという動きを全国の自治体にさせたというところで、当市

もつくっていったのがスタートです。 

      人口減少というのは、今現在、74,400人ぐらいですけれども、一番ピークが平成 21

年の 75,800人ぐらいですね。1,400人も現在は減少傾向になっているというのが課

題です。少子高齢化の少子というのは、合計特殊出生率、これが犬山市は 1.57とい
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うことで、やはり低いなと。国はこれを 2.07に上げて 2060年の総人口を 1億人に

すると言っているのですが、やはり少子というのは大きな課題であって、加えて、

高齢化というものも、平成 17 年ぐらいに高齢化率が 20％に犬山市はなった訳です

が、現在は 27％なんですね。こういった状況に加えて、犬山市の特徴という部分で

すが、若者、特に 20代の女性が市外に流出する率が高いんですね。出生率が低いの

と若者世代が流出してしまう、この大きな課題を持って、総合戦略というものをつ

くりました。 

      これは、平成 72年、2060年の人口ビジョンをまずは定めるということで、犬山市は

何もしないと 75,000人から 51,000人になるんですね。これを何とか総合戦略を機

能させて、61,000人まで上げるというのが目標です。 

      その中で、色々なことを分析しました。普通アンケート調査をして定量的な分析は

するんですけど、ここで特徴的にやったのは、市職員と若者が「犬山の未来を考え

隊」というチームを結成して、幅広く－子育て中のママさんであったりだとか、夏

祭りであったりだとか、名古屋経済大学さんとか、犬山市内にある高校など 25か所

へ飛び込んで、そこでご意見をいただいたと。その意見を、定量的な分析をして、

この条例をつくるという一つの根拠が見いだされたんですが、それは何かといいま

すと、行政と市民がまちづくりのルールをつくっていきましょうと、役割分担をす

る必要があるんじゃないですか。ということで、定量的な分析をした一つの意見が

ありました。そういったことを持って、市民が主役のまちづくり、そのルールをつ

くるということを、総合戦略の中で、「自治基本条例の制定」という言葉ではあり

ますが、位置付けました。 

      これは、少子高齢化や人口減少に向けたスタートなんですね。市民が活躍する場を

つくることによって、そして、多様な主体が有機的な反応をして、要は活躍するま

ちができると。活躍するまちができることによって、そこの市民が住みたくなるま

ちになると。そこが有機的に反応し合って、外の人にとって、犬山市が訪れたいま

ちになる、ということで、この総合戦略の目的は、あくまで人口減少と経済の縮小

に対する戦略なんですが、市民が主体となるまちづくりのルールを定めること、こ

れを基本としながら、外向けの人口の定住促進を図っていこうというのが、一つの

根拠になっています。 

      続いて、平成 28年度に総合計画を見直しました。これは、28年までが、平成 23年

度から 34年度までの 12年間の計画のちょうど前期の計画になりまして、当時は人

口が右肩上がりのビジョンを描いていましたが、時代に合っていないので見直した

というところです。先ほど総合戦略の中で、市民が主役になる、これは活躍する場

をつくっていくんですが、そういうことをやる施策をつくっていくと。様々な市民

活動や起業を応援する。将来のまちづくりの担い手をつくっていく。そして、市民
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自らが地域の課題に取り組む、そんな活動を支援していく。こういった活動を活躍

の場づくりという重点施策として設定しました。これを推進するために、協働のま

ちづくり基本条例をつくっていく。ここで、基本となる市の意思を表明して、最終

的には総合計画改訂版、こちらを今回の条例をつくっていく根拠とさせてもらって

います。 

      次に、犬山市は協働のことをこの２～３年のうちに始めたのではなくて、古くは平

成 12年から取り組んでいます。平成 13年の３月に犬山市市民活動の支援に関する

条例というものをつくって、この条例の第 1条には、市民活動団体と市が協働する

関係を構築していく、そのうえで市の行政運営をしていくというようなことが、既

に書かれているんですね。基本、支援ということで、市民活動支援にあたっての基

本理念であるとか、支援センターであったりとか、基金の設置とか、そういった施

策的なものも打ち込んでいるんですが、古くは、こういった支援条例を機能させて、

今現在は、こういった市民活動の条例の中には、市民活動団体という、要は特定非

営利活動法のＮＰＯ団体の犬山市版なんですね。これが今現在 90 ぐらい登録して

います。最大 10 人はいないといけないと決めてありますので、90 団体だと 900 人

以上いるなと。そうなると、市民の 80人に一人はこういった市民活動、不特定多数

のための活動をしているということになります。 

加えて、コミュニティ推進協議会、これも市内には六つありますので、そうした方々

も踏まえると、80 人に一人どころか 50 人に一人ぐらいは、こういった公益的な活

動をしているというような現状があります。 

もう一つ面白いなと思ったのが、ＮＰＯ法人ですね、特定非営利活動法に基づいた

認証法人数を自治体ごとに、愛知県内ですけれども、１万人当たりで比較すると、

犬山市は 27 ありますので、一万人当たり 3.64 団体あるんですね。これは、県下の

自治体の中では極めて高い率になりまして、順位としては上位から５番目です。一

番目は、やはり東栄町さんは定住促進とかいろいろなことをやってみえると思うん

です、特徴的に。４団体ですが、かなりずば抜けて多い。後は市民活動が盛んな長

久手市だとか、名古屋市。それで、特徴的なのが大口町ですね。平成 12年に町民活

動促進条例というものをいち早くつくって、平成 22年にはまちづくり基本条例をつ

くっています。こういったあたりが機能したのかなということで、９法人で 3.81と

いう特徴的な数字になっています。 

近隣の小牧市も江南市も基本条例をつくっているんですけれども、今現在はちょっ

と少ないなというところです。 

ですから、犬山市のポテンシャルですね、市民活動団体、コミュニティ、そして NPO

法人、こういったポテンシャルというのは極めて高いということができます。 

ちょっと残念なところもありました。平成 22年というのは、第５次総合計画をつく
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る前にアンケート調査をした時ですね。28年は、改訂版をつくる前にやったアンケ

ート調査ですが、これを見ると、ＮＰＯ活動を行っている人の数が減っているんで

すね。10.4％から 8.7%。また、地元の町内の活動にも参加しているという市民の率

も 60.0％から 58.2％に下がっていますね。市政運営に意見を言ったこととか、意見

交換会－タウンミーティングとかに行ったことがある人というのも下がっています。 

これは、定量的な部分でポテンシャルはあるといえども、実際定性的にみると芳し

くないな、というところですね。これをクロス集計かけて、どのあたりの年代層が

少ないかなと見ると、極めて若い、若者世代が全く無関心であったりとか、参加し

ていないという人も年齢的には低いということで、こういったあたりが犬山市とし

ての弱点ですね。 

今度は行政的な話になるんですが、行政自体の現状ですね、少子高齢化とかそうい

ったあたりで行政サービスが行き詰まってしまうんじゃないかというのが、数字上

あります。ここに財政力の限界と書きましたけど、財政力指数というものですね、

その自治体が自主財源で運営できる能力を示す指数なんですが、これが、平成 28年

ですと、0.91－１を割っていて、そうなると、国から普通交付税を現在 9 億円程歳

入としていただいていると。そして、財政調整基金というものですね。これを使う

とですね、今だいたい８億円とか９億円とか。小牧市や春日井市だと 60 億とか 70

億積んでいまして、財政力指数が低い江南市や岩倉市でも 10億円以上は積んでいる

ものですから、ちょっとまずいと。市の借金、市債ですね、これも 100 億円ぐらい

ありまして、それを返す公債費を年間 20億ぐらい払っているものですから、将来負

担と考えないといけない。それから扶助費ですね、これから高齢化が進むと、介護

保険であったりとか、後期高齢であったりとか、扶助費の増加で非常に大きなリス

クが出てきます。平成 23 年ぐらいですと、扶助費全体で 23 億円ぐらいだったもの

が、 平成 28年には約 39億円と、本当に大きくなっています。行政サービスを市が

提供するのは難しいなというのが現状です。この辺りが悲観的なところですね。 

ただ、犬山市の強みですね、先ほど言いましたけど、多様な分野で専門性を持った

方々がいて、そしてまた、自発的な NPO、市民団体、コミュニティ。例えば、Ｆ委員

のところのシェイクハンズさん、外国にルーツのある子どもさんたちの学習支援を

している。こういったところはなかなか行政ではできないんですね、行政がやれな

いところを専門性のあるＮＰＯさん、公共性のあるＮＰＯさんがやる。そこを行政

がバラバラでやっていては、全く効率が悪くて、そこを協働でやっていくというの

が今回の条例の大きな意義だと思います。バラバラでやっていては、自己満足にな

ってしまうので、そういったことではなくて、犬山市の協働に対する認識が低いと

思います。それをこの機会にアップしないといけないんですけど、要は市民ニーズ

に合った目に見える公益、ただ単にサービスをするのではなくて、市民目線に合っ
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たものが、行政による公平、平等という画一的なものではなくて、市民との協働に

よる新たなサービスを見出すと。そしてまた、多種多様な公共サービスの提供主体

も、協働すればどんどん、どんどん出てくるのではないかというところです。そう

したところで、行政運営はやっぱり、市民との協働というものを入れながら目指す

ものではないかというのが結論です。それで、何をやっていくのかというところで、

仕組みづくりですね、ただ単に基本条例ができれば仕組みではないんですね。基本

条例を頂点として、さまざまな－委任する部分であったりとか、取組みも補完しな

いといけないですけれども、そういったところをつくっていくにあたっては、市民

をまちづくりの担い手に位置付けると。条例としては、市民参加と自治体運営につ

いての基本的な考えを示すと共に、市民、議会、行政の役割分担、責務を明確化す

ると。こういうところをまずは、基本条例の中に定めまして、それをベースとして

協働のまちづくりをシステムとして稼働させる、というのが条例の目的であると認

識しています。 

市の最高規範とか、そういった位置付けではなくて、まずは市の意思としてこの条

例を表明することですね、そして、それをすることによって、犬山市として総働体

制をですね、市民も行政も企業も総働体制で推進するというのが、この条例のベー

ス、根幹ではないかという様に認識しております。 

なぜ条例かという部分では、やはり首長が代わってしまうと政策が変わってしまい

ます。条例という形で未来永劫やっていく形にしないと、それを意志として表明す

ることが、この条例の意義であるかと考えます。 

長々とお話ししましたが、こういったところを踏まえてご議論いただければと思い

ますので、どうぞよろしく、お願いいたします。 

Ａ 会 長：どうもご苦労様でした。市の方から、条例の背景と目的について考え方を示してい

ただきました。この点について、何かご質問等はございますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 

 (2)平成 29年度の取組みについて 

Ａ 会 長：それでは、引き続きまして、(2)として「平成 29年度の取組みについて」、こちら

の方を事務局から委員の皆様に説明していただきます。では、よろしくお願いしま

す。 

事 務 局：では、(2)「平成 29年度の取組みについて」、ご説明させていただきます。 

      先ほどの説明の中で、犬山市の総働体制というお話をさせていただきましたけれど

も、今回の条例制定の目的は、市民の皆さんにまちづくりの担い手になっていただ

きまして、議会、それから行政と協働してまちづくりを進めることができる、そう

いった体制を構築するところにあるのかなと思っています。 
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      単純に条例の案を作成するということであれば、先ほどの市長のあいさつにも、自

治基本条例的なものにはフォーマットのようなものがありますよというお話があり

ましたが、他市の事例なども参考にしながら、市の職員のみでそういった作業を行

うということも可能なんですけれども、そうした場合には、担い手となる市民の皆

さんの思いの入っていないものになるということで、そうすると、実際に活動して

いる方々にとっては、無用の長物と言いますか、逆にそれがあることによって足か

せとなってしまうものにもなりかねないのかな、と思っております。 

      そこで、市の方では、協働のまちづくり基本条例の検討を行うにあたって、条例の

制定過程そのものを「活躍の場」と位置付けまして、条例の検討段階からできるだ

け多くの市民の方に参加していただき、たくさんの意見を集めるということを心掛

けてまいりました。 

      それでは、「資料３平成 29年度の取組み状況について」、こちらをご覧ください。

平成 29年度の取組みとして、①～④まで書いてありますけれども、まずは、①のい

ぬやま未来会議です。こちらは何かと申しますと、犬山市協働のまちづくり基本条

例市民会議というものなんですけれども、市民による条例検討の中心的役割を担う

場として、開催しています。広報などで募集して、メンバーを募ったところ、20歳

から 73歳までの幅広い年齢、中心は、30代、40代あたりの方が多かったと思いま

すけど、そういった幅広い市民の方から、男性 13名、女性 9名の応募をいただきま

した。そこに、若手を中心とした市の職員 18名を加えて、合計 40名で昨年の８月

28 日から今年の３月 12 日まで８回にわたって協働、自治について学びながら、こ

の条例にどのような内容を盛り込むべきかということについて検討してきました。

そちらの活動内容につきましては、参考資料２としてお送りしております「いぬみ

らの意見集」こちらの巻末に全８回のかわら版という形で、５７ページ以降に掲載

させていただいておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

      会議の内容ですけれども、はじめのうちは、「条例に期待すること」ですとか、夢

を語るような楽しい内容のワークをやっていたんですが、徐々に他の事例の研究で

すとか、分野ごとに分かれての議論など、難しい内容になっていきました。そのよ

うななかでも、本日ご出席のＧ委員、Ｈ委員もそうなんですが、前文を検討するワ

ーキンググループをやったんですが、夜 7 時から 11 時過ぎまで熱心に議論をして

いただくなど、多くのメンバーが最後まで真剣に取り組んでくださったと思ってお

ります。 

      そして、８回の会議で検討した結果を先ほどの「いぬみらの意見集」として取りま

とめまして、こちらは、今年度条文案の起草作業を行っていくにあたってのベース

としていこうと考えております。また、いぬやま未来会議自体は、今年度も開催さ

せていただく予定となっておりまして、起草した条文の案について、またご意見を
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いただきたいなと思っております。 

      続きまして、②のタウンミーティングについてです。こちらは、協働のまちづくり

基本条例のベースとなる考え方であります、「市民の活躍」をテーマにして、昨年

度タウンミーティングを２回開催しております。１回目は７月 23 日に「真夏のタ

ウンミーティング」という形で、約 50名の参加をいただきまして、参加者の方が普

段活動する中で感じている、いわゆる「困りごと」について、グループのメンバー

と共に解決方法を考えるワークショップを実施いたしました。様々な人と共に活動

する、協働すると言い換えることができるかもしれませんが、そういったことの素

晴らしさを皆さんには感じていただけたのではないかと思っております。 

      ２回目は、３月 25日に「活躍のタウンミーティング」、そのものズバリのタイトル

で開催いたしました。こちらは、いぬやま未来会議のメンバーにもご協力いただき

まして、会議の活動報告ですとか、概要版を使った意見集のお披露目を行っており

ます。約 30名の参加者とともに、市民参加、協働の仕組みとルールといった観点か

ら、「子どもに地域の行事に参加してもらうには？」、「災害時に知らない人同士

が助け合うには？」といったまちづくりでぶつかる課題について、どうしたらうま

くいくのか、ということを皆さんで考えていただくワークショップを実施していま

す。 

      続きまして、③グループインタビューですけれども、こちらは、２月２日に名古屋

経済大学の学生 11名を対象として、「まちを良くするために自分が今やっているこ

と」、「これからやりたいこと」に関するインタビューを実施しました。そこでの

意見としましては、「学生としてできること」については、市と大学が連携して行

うようなイベントに積極的にすることができますよ、と。逆に「行政などからの支

援を期待すること」として、「学生にボランティアの場を提供してもらいたい」で

すとか、「地域の人と外国人が仲良くなって協働するための交流会を開催してもら

いたい」、こちらは、留学生の方からの意見でしたけれども、そうした意見をいた

だいております。 

      そして、最後、④の市民意識調査ですけれども、こちらは、無作為抽出による 18歳

以上の市民 2,000人に対するアンケートを行っておりまして、約 6割に当たる 1,188

人の方からご回答をいただいております。かなりボリュームがあるアンケートだっ

たんですけれども、非常に多くの方からご回答いただけたと思っております。 

      調査項目ですけれども、「地域活動」、いわゆる町内会だとかコミュニティといっ

た部分、それから、ボランティア、NPOといった「市民活動」、そして、「市民協働」

ですね、協働のまちづくりに必要な施策、取組みなどといったことを聞いておりま

す。 

      アンケート結果の中で代表的なものを申し上げますと、例えば、74.5%、約４分の３
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の方が地域活動の必要性を認識している。そして、参加したことのあるものとして、

地域の祭りや清掃活動などと言ったものが多かったということがわかります。それ

から、今制定をめざしております、協働のまちづくり基本条例については、73.8%の

方が制定の意義があると回答されています。 

      ただ、残念なことに、「市政に参加したいと思わない」という回答をされた方が、

25.3%いらっしゃいますので、そのあたりは課題として認識しなければといけないな

と思った次第です。 

      続いて、二つ目の中点、「いぬみらの意見集について」ということで、先ほどご説

明しました、いぬやま未来会議の検討結果を取りまとめた意見集の内容をご説明さ

せていただきます。説明の方は、概要版を中心に使わせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

      犬山市協働のまちづくり基本条例は、自治体運営ですとか、まちづくりの基本的な

方向性について規定する、市長のあいさつにもありましたが、いわゆる自治基本条

例に類するものとして整理される条例ではあります。 

      資料の４、Ａ４版横の表がございますけれども、近隣自治体を中心とした類似の条

例について、どのような項目が条例に盛り込まれているのかということを整理して

おります。各自治体の条例の詳しい内容につきましては、「参考資料１ 先行自治

体の事例集」という形でまとめておりますので、こちらもまたご参考にしていただ

ければと思います。 

      資料 4を見ていただきますと、例えばですね、目的だとか用語の定義と言ったもの

はあるんですけれども、基本原則ですとか、市民の権利、そして、市民、議会、行

政の役割とか責務といったもの、それから、市民活動団体のことですとか、市民参

加だとか、そういったことをだいたいどこの市町村も定めているといったものにな

ります。 

      いぬやま未来会議では、これらの項目のうち主なものにつきまして、犬山市協働の

まちづくり基本条例にそもそも記載すべきかどうかということ、そして、記載する

のであれば、どのような形で記載するのか、ということについて検討を行いました。 

      それでは、概要版を順に見ていきたいと思いますが、まず、表紙をご覧いただきま

すと、犬山城の写真がありますが、その前に犬山市協働のまちづくり基本条例前文

（案）というものがございます。自治基本条例やまちづくり基本条例といったもの

の特徴としまして、ほぼすべての事例に前文があるということがございます。資料

４の一覧表に掲載した事例にもすべて前文があるということになっております。前

文は、条例制定の由来、目的を明らかにするとともに、まちづくりの方向性や制定

者の決意を述べるものになっております。概要版の表紙に記載された前文は、いぬ

やま未来会議のメンバーのうち、有志９名によるワーキンググループで検討したも



14 

 

ので、犬山市の特徴であります、豊富な地域資源ですとか、地域ごとに特徴のある

風土というものを大切にしながら、市民、議会、行政が対等な立場で協働し、まち

づくりを進めるという決意が示されているものになっております。 

      それでは、中の方をご覧いただきたいと思います。 

      １番は飛ばしまして、２番の「条例にはどんなことを書いたらいいの？」というと

ころで、オレンジ、緑、茶色とありますが、まず最初のオレンジのところ「総則・

まちづくりの基本原則」です。「条例の位置付け」というところがありますけれど

も、他の事例ですと最高規範性という表現で、他の条例よりも上位に位置付けてい

るところもありますが、いぬやま未来会議の検討では、法律上の観点もありまして、

他の条例と差をつけるような表現は避けた方がよいのではないかと、ただし、まち

づくりの基本的な考えとして、この条例は尊重すべきだというような意味合いで、

市のまちづくりに関する最も基本的な意志の表明という位置付けがよいのではない

かということになっております。 

      そして、隣に「市民の定義」というところがありますが、まちづくりの主体となる

「市民」については、犬山市に関わる人が協働してまちづくりを進めるというこの

条例の趣旨を踏まえまして、単に市内に住んでいる人だけではなくて市内で働く人

や市内の学校に通う人も対象にすると、そして、個人だけでなく、事業者や NPO と

いった法人も含めるべきではないかという意見になっております。 

      そして、もう一つ隣に行きますと、まちづくりの基本原則という部分がございます

けれども、こちらは、犬山市らしいまちづくりを進めるために最も大切にしなけれ

ばならない決まりというものを基本原則として定めている部分でございます。上の

三つ、「情報共有、市民参加、協働の原則」は他の事例にも多く見られる部分なの

かなと思います。その下の「平等の原則」につきましては、立場の違いだけでなく、

性別、年齢、国籍なども個性として重視する必要があるだろうということで、定め

るべきだろうということになっております。そして、「信頼の原則」は、みんなが

仲良く協働するにあたって、最も基本的なことだろうということで、必要だろうと

いう意見になっております。 

      続きまして、緑の部分ですね、「まちづくりの担い手としての役割と責務」という

ところですけれども、まず最初に「市民の権利」という部分があります。こちらは、

まちづくりにおいて担保すべき市民の権利として、「知る権利」と「参加する権利」

を規定しているところです。「知る権利」につきましては、他の条例－情報公開条

例などで既に規定されているのかもしれませんが、「保証されているんですよ」と

いうことを市民の皆さんに知ってもらうためにこの条例でも規定すべきという意

見でありました。 

      その他、まちづくりの主体であります、市民、議会、市－行政の役割を規定してお
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ります。市民につきましては、「まちづくりの担い手としての自覚を持つこと」、

「自らの発言と行動に責任を持つこと」、そして、将来のことも考えまして、「次

世代に引き継ぐこと」を規定しております。市民については、市民として一括りに

せずに、事業者や法人、それから学生などを分けて記載した方がよいのではないか

という意見もありました。 

      それから、議会につきましては、先行する条例としまして、平成 23年度に制定され

ました議会基本条例の中で議会と議員の役割が規定されておりますので、その内容

を尊重して記載するのがよいのではないかという意見となっております。行政の役

割につきましては、市長と職員を分けて書いた方が良いだろうということで、市長

の役割としては、「市民の声を聞く」だとか、「リーダーシップをとる」など、職

員の役割としては、「積極的に市民の意見を把握する」、「地域社会の一員である

ことを自覚する」などと言った意見が出ております。 

      右側のページに移りまして、「市民参加・協働のしくみとルール」です。こちらが、

協働のまちづくり基本条例においては最も重要な部分と言えるのではないかと考

えております。 

      「市民参加」ですけれども、市民参加のしくみにつきましては、協働のまちづくり

を進めていくにあたってもちろん重要な部分なんですけれども、それゆえに、今回

の基本条例のなかで、細部にまでわたって細かく記載することは難しいということ

で、この条例には基本的な考えのみを記載することといたしまして、詳細につきま

しては、市民参加条例などで定めるべきという提案が出されています。 

      あわせて、子どもの時からまちづくりに参加する、地域のことを考える機会を持っ

てもらいたいという思いから、「子どもの参加の権利」についても別で記載した方

がよいのではないかという意見がございました。 

そして、真ん中の「協働と市民活動・地域自治活動の推進」でございますけれども、

協働のまちづくりや地域の課題を地域で解決しようという、地域自治を進めるにあ

たって、基本となる単位をＮＰＯ等の市民活動団体を示す「志縁コミュニティ」と

町内会や区、コミュニティ推進協議会などを示す「地縁コミュニティ」の二つに整

理して、各種団体やその活動について定める必要があるだろうということになって

おります。犬山市には、先ほどの説明にもありましたが、市民活動の支援に関する

条例がありまして、市民活動団体については、その中で定めがありますけれども、

地縁の団体については、現状のところ定めている条例はないということになってお

ります。こちらにつきましても、先ほどの市民参加と同じように、この条例の中で

は、こちらの概要版に書いてある基本的な考え方を示すにとどめまして、具合的な

仕組み、ルールにつきましては、市民活動の支援に関する条例を改正するなどして、

別の条例で定めた方がよいという提案が出されております。 
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そのお隣に行きまして、「住民投票」、こちらも、いわゆる自治基本条例的なもので

は定めていることが多いんですけれども、常設型の住民投票条例というものを別で

定めまして、例えば、住民の何分の一の署名が集まった場合など、一定の要件を満

たした場合には住民投票を実施することができますよ、という形にしてしまうもの

と、地方自治法に従いまして、必要な案件が出てくるごとに個別に条例を定めて住

民投票を実施するという二つのものがあります。資料４の住民投票の欄に個別と書

いてあるものと常設と書いてあるものがありますが、それが、ただいま説明した常

設型か個別型かということになります。 

いぬやま未来会議からは、署名を集めるだけで住民投票が実施されるようになって

しまうというのは、制度が濫用される恐れもあるということで、案件ごとに条例を

制定する、その都度議会のチェックを受けられる個別型の方がよいのではないかと

いう意見が出されております。それから、住民投票という極端な形で決めるのでは

なくて、市民の意見が取り入れられるような仕組みがあるとよいのではないかとい

った意見もありました。 

その下の「選挙のあり方」、冒頭の市長のあいさつでもありましたけれども、実は

他の事例ではあまり選挙について定めているものはないんですけれども、やはり選

挙というものも間接的な市民参加の手段としては重要なものでありまして、こうい

ったことも条例の中に入れられたらよいのかなと思います。 

意見としましては、市民の方の選挙への関心を高めるだとか、市政に関する情報を

共有するような機会を設けて、選挙の際の判断材料にしてもらうのがよいのではな

いか、というような意見が出されております。選挙に関しては、公職選挙法の規定

に抵触しないように十分注意する必要はあるのかなと思っております。 

最後に「市政運営」ですけれども、こちらは、例えば、平成 23年度地方自治法の改

正によって策定の根拠がなくなっている総合計画について、やはりこれは必要なも

のだから、条例の中で策定について規定すべきであろう、という意見ですとか、条

例の実効性を確保するという観点から、検証や見直しについて規定すべきではない

かという意見が出されております。 

こちらの意見集をベースとして、草案を作成して皆様にお示ししたいと考えており

ますので、一度意見集の本冊全体をお読みいただけるとありがたいと思っておりま

す。中身を見ていただきますと、項目ごとに先行する事例の関係条文を掲載してお

りますので、比較をしながら読んでいただけるのではないかと思っております。 

以上で、報告事項の(2) 「平成 29年度の取組みについて」に関する説明を終わらせ

ていただきます。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。昨年、８ヵ月にわたりまして、計８回ですか、この条例

を巡って市民の皆さんと積極的な意見交換を行ってまいりました。その内容を今日
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説明いただいたように、参考資料２「犬山市協働のまちづくり基本条例 いぬみら

の意見集」こういったところに収めて、そしてそのダイジェスト版として１枚もの

の概要版をつくってお示しをいただいたということでした。そういうこともありま

すので、今後は、ここでの議論をしっかりと受け止めて、どのように受け止めたの

かを一つ一つこの審議会に提案をして、委員の皆さんのこれまでの経験や知見を踏

まえて、精度の高い条例素案をつくっていくという、提案を今日いただいたという

様に受け止めています。そのような作業を経た内容を皆様にご提示させていただく

と同時に、今後の進め方にも少し触れていただきました。この内容について、いか

がでしょうか。委員の皆さんから、ご質問や追加することがございましたら、ぜひ

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

      昨年度の会議にも参加していただいた委員の皆さん、どうですか。追加する意見だ

とか、或いは感想でも結構ですけれども。 

Ｈ 委 員：懐かしいなという思いが非常にあります。去年ずっと会議に参加させていただいて、

おそらく多くのメンバーがこの条例の意味合い自体もよくわからなくて、それをゆ

っくり紐解きながらワークショップをやっていただいたという流れがあります。で

すから、８ヵ月の流れとは言うんですけれども１個１個がすごく丁寧に紐解かれて、

そして議論をしていたという、そういう流れがございますので、これをパッと読ん

でその時の議論が読み解けるかというと、実はそうではなく、ここに至るまでに皆

さんの熱い思いが語られていたんだなということが思い出されます。それを上手に

一文一文でまとめてあって、ポイントを絞られているっていうふうに考えていけば

いいのかなと思っていますので、他の市町の事例を参考にしながら今回この提案に

至ったという背景を考えますと、この提案に絞り込むということをワークショップ

では一生懸命されたので、長い時間をかけてつくったという背景とゴールに向かっ

て動き出すために相当なエネルギーを使っていたということを踏まえて読んでいた

だけるとよいのかなということを感じるところです。本当に、これを一年かけてや

っていたんだなということが、今になるとあっという間に過ぎた時間だったと思い

出しているところです。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。そういう積極的な意見交換を踏まえて、今日情報

提供していただいたわけですけれども、もしよろしければ、小牧市でも策定に関わ

っておられるＢ委員に、今後どういうことに留意したら良いのか、この意見集をお

読みになった感想を基に少しご助言をいただけますでしょうか。 

Ｂ 委 員：アドバイスをするほどの者ではありませんが、小牧市でも同じように市民とのワー

クショップを経て、最終的には条例案を策定し議会の方に上程するという形でした。

同じようなプロセスを犬山市も踏んでいくということですが、感想なんですけれど

も、本日概要版を説明していただいた「いぬみらの意見集」ですね、とてもしっか
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りしているなという印象をまず受けました。他市と比べて変わってるな、或いは小

牧市にないかなという部分を見た時に、やはり子どもの参加の権利とかは珍しいで

すよね。あと、市民の役割責務に関しては、どの市町もおそらく書いてはいるんで

しょうけれども、選挙のあり方と結びつけながら、市長の言われた公職選挙法に抵

触しない限りにおいて市民の政治への意識の高め方をどうしていったらよいのか、

そういうことをもしこの条例の中に組み込むことができれば、犬山市としては、他

市町にないオリジナルなものになるのかなと思います。 

     平等の原則や信頼の原則というところについては、珍しいというか、私の中でいい

なと思ったところで、平等に関しては文化的な側面ということで、いいのかなとい

うところで、信頼の原則のところは、例えば市長など、選ばれた人たちと市民との

信頼というのもありますよね。だから、色々な意味でまちづくりの基本原則につい

ても、とてもいい案だという様に感じました。 

     後でまた事務局の方に聞こうかなと思っていたんですが、条例の背景と目的のとこ

ろで一つ確認したいところがありました。先ほどからの説明では、市民と行政との

協働によるまちづくりをしていく、これが目的だという様にどうしても読み込めて

しまうんですね。でも、それは一つの手段に過ぎないと思っていたんです。市民と

行政との協働によるまちづくりをしていくことによって、最終的に何を犬山市とし

て実現していきたいのか、それがおそらくここでいういぬみらの前文なんだろうと

思って、だから、市民に対していろいろ説明をしていく中で、手段を目的にしては

いけないなと、感じているところが実はあるんです。この意見集を見て、前文の最

後の文章ですよね、私たちは、これからこういう犬山市をつくっていく、というこ

とが目的。そのために市民と行政が協力していく。そこの部分をはき違えないよう

にしてもらえたらなという思いがしていました。総じていうと、非常に良い意見集

でした。これまでの取組みを審議会として、こうした市民からの、或いはこれまで

のプロセスを大事にして、議会の方へ良い案を提示していければと思います。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。どうでしょうか。自由にご意見、ご感想をいただければ

と思いますが。では、私の方からもう一方指名させていただきたいと思いますが、

今回、商工会議所のＣさんに委員になっていただきました。市民の定義の中には、

市内で活動や事業を行う法人も、ぜひ積極的にまちづくりの担い手になってほしい、

この辺りのところというのは、近年では中小企業であるとか、大手企業なども従来

のＣＳＲ、社会貢献ということではなくて、労働力の不足であるとか、より生産性

の高い仕事であるとか、働き方改革ということから、むしろ企業のより重要な観点、

従業員が生活する地域に企業が責任を持っていくということを明文化する、明記す

るということが大事だと言われるようになってきましたけれども、商工会議所の専

務理事として、これに関わっていくわけですけれども、感想などありましたら、お
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願いします。 

Ｃ 委 員：産業振興基本条例というものの委員もずっとやっておりまして、６月に議会の方へ

報告して、ようやく条例化されると思いますけれども、基本的に我々商工業、産業

の観点からは、そういう産業振興基本条例もまさに今おっしゃっているように市民

も含めた行政、それから各種経済関係者、基本になる事業者の連携と協働によって

犬山市のまちづくりを達成するというのは、産業振興基本条例の方で実際に落とし

込んでいるわけですね。私は、従来から産業振興とか、中小企業支援の仕事にずっ

と携わってきた関係がありますけど、地方自治のことはよくわからなかったので、

今回このまちづくり基本条例の委員をやってほしいということで、ほんの少し調べ

てみました。犬山市の場合は協働のまちづくり基本条例ですが、一般に言われるよ

うな自治基本条例は地方自治のあり方的な、いわゆる仕組みですとか、それぞれ誰

が担うのか、どういう格好で担うのかというようなことを基本条例として定めるも

のだと理解してきたので、まちづくりをやりますとかどうのこうのというと、目的

だと思うんですが、まちづくりというものを我々単純に考えてしまうとＴＭＯがや

っているどこかの城下町を人が来るようにしましょうとか、住みやすいまちにしま

しょうという様に、極めて矮小化した形でとらえてしまうんですけどね。犬山市の

地方自治を活性化するというか、最終的には、住みよい暮らしが成り立つ豊かな犬

山市をつくるということをまちづくりと捉えて、それの基本的な仕組み、市民はこ

れから定義されるんでしょうけど、そこに事業者も入るでしょうし、色々入ってく

る。そこと行政が協力してやっていきましょうという仕組みをつくるというものだ

と認識しているんですけど、その中で事務局の方からいわゆる少子高齢化、或いは

人口減少で財政もひっ迫してきている中で、行政サービスが行き詰ってきていると

いうお話があって、そこを市民との協働で新しい公共サービスを作り出してそれを

協働で担っていくというようなご説明があったんですけど、そこまでするのはちょ

っとどうですかね。仕組みづくりはいいですけど、具体的な行政サービス、公共サ

ービスをつくったりするということは、この条例の目的に入っているのかどうかは

ちょっと整理がつかないので、中小企業基本条例の場合だったら具体的な中小企業

施策について、こういうことやります、ああいうことやりますということを提供で

きるんですけど、そこがちょっとまだ、わからないですね。もうちょっと勉強して

いく過程の中で、自分なりに考えていきたいと思います。 

     いずれにしても事業者を巻き込んで、まちづくりの一員として役割を担わせるとい

うことが、使命だと思っています。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。それでは、Ｅ委員は、楽田地区コミュニティ推進

協議会からお出になっていただきましたけれども、市民の自治ということだけでな

く、今のＣ委員のように産業の自治ということも大事にしよう、さらには住民が日
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頃協力し合いながら生活しているコミュニティの実態もきちっとつくり上げていく、

そういう条例にすべきだと、それでなければ、前文のところに書いたような非常に

志高い内容というのはつくれないのではないか、一番やはり基本はコミュニティな

んだというようなこともあるかと思いますけど、今回の意見集の内容をご覧になっ

て、思うところというのはあるでしょうか。 

Ｅ 委 員：いぬみらの基本的な考え方というのは、とても素晴らしいなとまずは思いました。

それで、これだけの基本的な考え方があるのに、今になって私たちが集まって、何

をどうしていけるかなと、これで立派なものができているような気がしているんで

すが。それと、冒頭のところに人口の減少云々ということが書いてありますよね。

地域の担い手不足が深刻になり、地域コミュニティを維持して行くことが困難にな

りつつありますということが書いてあるんですが、正直私たちのコミュニティは、

そういったことはないんです。後継者のことも考えていますし、次世代に受け継い

でいくということも考えていますので、ちょっと私たちのコミュニティには当ては

まらないかなと。でも、市内には六つコミュニティがありますので、他のところの

方たちがいつも課題にしていることではないのかなとも思います。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。それでは、せっかくなので、この意見集の作成に

関わっていただいたＧ委員、一言お願いします。 

Ｇ 委 員：感想みたいなことでよろしいですか。この基本条例の前文のワーキンググループに

参加させていただいていたんですけど、先ほど、Ｂ委員が協働によって市が目指す

ところというのは前文にあるのではないかとおっしゃってくださって、とてもうれ

しく感じていたんですけど、この中の基本原則とか、役割責務とかありますけど、

普段の市民会議もかなり皆さん真剣にやってきたんですけどもやはり私はこの前

文のところが、時間で言うと市民会議の方が多かったんですけど、前文にかけた時

間もかなりあったので、すごくこれは気に入っていて、これを基本に皆さんが審議

会で考えてくださるとうれしいなと思っています。 

Ａ 会 長：それから、Ｆさん。今回、現在のまちから将来のまちも視野に入れて考えていくと、

一つ重要なキーワードが国際化ということなんですよね。これは、先ほどのＣ委員

もそうなんですけど、来年の４月１日からは、研修生も含めて、色々な目的で観光

客だけではなくて当面の期間ここに暮らして働く人たちも増えてくる、そして、そ

の家族も増える可能性がある。多様性に富んだまちにこれからなっていく可能性も

あるんですけど、そういう観点を含めてどうでしょう。審議会についての思いとか、

意見集についての感想など、いかがでしょうか。 

Ｆ 委 員：最近私はこういうところに関わっていなくて、自分の活動ばっかりしていたんです

けど、このすばらしい意見集をつくってくださった方々のために、例えば私みたい

に現場でやる方もいっぱいいる、でも自分の分野だけじゃなくて、多文化共生とか、
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次世代においての国際化ということも言いたいんですけど、敢えて１歩引いて、お

隣はどうなんだろうか、とか、うちはＮＰＯがやってる、でもよそはどうなんだろ

うとか、犬山市は５つの地域があって、特徴があってわかりやすいと思う。でも、

自分の地域だけでなくて、よそはどうなんだろうって、そういう目を持ちながら、

自分も今一度関わっていきたいなと思います。 

     先生に聞かれたことの答えになっていないかもしれないけど、そんなことを考えな

がら読んでいました。 

     それから、これは感想なんですけれども、これを私たちが継承というか、Ｅ委員が

おっしゃったみたいに、どう私たちがこの素晴らしいのを書いたり、議論していく

んだという中に、「最も基本的な意志の表明」と書いてあるんですが、やっぱりこ

れは市民がここに戻っていくためには、浸透していくというか納得してやれる過程

そのものを議論できるような、ちょっと違うのかもしれないけれどそれがここに反

映されるようなものにするために今集まっているのかなという様に、うまく言えな

いですけど、そんな気がしています。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。今回は、市議会議員のお二方にも審議会に参加し

ていただいています。どうもありがとうございます。委員のお二人には、最終的に

は答申をして市長の方から市議会にかけてご審議いただくわけですけれども、その

前の段階でこの審議に関わっていただくことになります。委員の皆さんにはこれか

ら議論をしていただくことになりますけど、この条例の検討のための審議会及び議

員の皆さんに期待することなどありましたら、ぜひ一言いただきたいと思いますけ

ど、まずはＩ委員からお願いします。 

Ｉ 委 員：Ｉです。お世話になります。ありがとうございます。さっきＥ委員が言ったように、

積み上げてきたものの中で、今日こうして参加させていただくということを逆に申

し訳ないなという思いが少ししております。その分しっかり審議会のメンバーとし

て働いていかなくてはいけないなと思っております。そして、先ほど事務局から、

平成 18年に自治基本条例の検討をしたという話がありました。その時に、私もまだ

議員になって２～３年目だったんですけど、最初の市民の定義、ここから引っかか

りまして、本当に長く議論した記憶があります。また、住民投票の件、この二つが

すごく記憶に残っているんですが、その時形にならなかった分、今回皆様にご協力

いただいて、しっかりとよいものにしていきたいと思います。一つ、最近の議会と

か市政の中で、まちづくりの基本原則の中の情報共有の原則というのがあるんです

が、２月に女性議会というのをやりまして、その時にいろいろな議員さんから言わ

れたことで、行政側が答弁すると「それは、もう情報として出してあります」とか、

「これは、こうなっているのを、もう広報で出しました」という、「情報は出して

るよ」って。だけど、受け手が興味のあるものはわかっているけど、そうじゃない
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ものはなかなかキャッチしていかない、だからそのあたりの行政と市民の意識の乖

離というか、そういうことをつくづく感じることがありましたので、この点につい

てはしっかりと、市民の皆さんがこの条例で市と協働していくというところを浸透

していかないといけない。そして、今会長が言われたように、最終的にこれが条例

として議会に出されますので、その時に、私がこういう言い方してはいけませんが、

議員があまりぐちゃぐちゃ言わないようにしっかりとこの段階で、私たちは５回で

すよね、情報を発信していきながら、全員協議会という場もありますので、今こう

なってますよということをしっかりと理解していただくように努力していきたいと

思ってますので、よろしくお願いいたします。 

Ｊ 委 員：Ｊでございます。まずは、いぬみらの方が本当に長期間にわたりまして、素晴らし

い原案的なものをつくっていただいたことに感謝申し上げます。お疲れ様でござい

ました。当初、当局の方では、議会の方はこのメンバーに入らない予定だったと聞

いておりますが、議会側からの要望があって我々二人がこの会議に出させていただ

くことになりました。Ｉ議員からもお話がありましたように、毎月一回議員同士で

議論する全員協議会という場がありますので、その場でこの会議の内容を報告させ

ていただいて議員からの意見もお聞きし、議案上程されたときにはスムーズに通過

するような、その役割を担いたいと思っております。いろいろご指導ください。よ

ろしくお願いします。 

Ａ 会 長：はい、どうもありがとうございます。最後には、議員の皆様にお力添えいただくこ

とになると思いますけれども、それまでのプロセスにも関わっていただきながら、

合わせてここに集まった委員の皆様の様々な経験とか、或いは知見というものを結

集して原案をつくっていきたいと思います。従来こういう審議会を行ってきますと、

色々なアンケートをとったり、或いは意見交換をしたりそして、それを行政サイド

がまとめて原案として出すということが多いんですけれども、今回は８ヵ月にわた

り非常に密度の濃い意見交換を市民の皆さんが行いまして、そして、原案をつくる

資料を用意して皆さんのお手元に出されました。したがって、ここと全く無関係の

ものが出てきたら厳しく、「違う」という意見を出していただいて、こういう非常

にきちっとした資料を基にしながら、条例の原案について一つ一つここで抽出して、

そして皆さんに審議いただく、そういう資料をいただいたと思っています。事務局

の方もしっかりそのあたりを汲み取っていただきまして、これまでの議論の積み重

ねを非常に意識して、取り組んでいただけたらと思います。今回委員になっていた

だきました皆様方のこれからの時間、第２回目に向けてですね、この資料集は他市

のものも含めてぜひ通読していただいて、これからここで審議していく中でお役立

ていただけるようにぜひお願いしたいと思います。 
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【協議事項】 

 (1)条例検討体制及びスケジュールについて 

Ａ 会 長：それでは、協議事項(1)「条例検討体制及びスケジュールについて」、こちらの方を

事務局から委員の皆様に説明していただきます。お願いします。 

事 務 局：それでは、まず、全体のスケジュールからお話しさせていただきたいと思います。

資料５、カラー刷りＡ４版横の「犬山市協働のまちづくり基本条例検討体制及びス

ケジュール概念図（案）」をご覧ください。協働のまちづくり基本条例の制定に向

けた作業は、先ほどからご説明をさせていただいておりますが、平成 29 年度と 30

年度の 2 箇年にかけて実施することとなっております。こちらの表の平成 29 年度

－平成 30 年 3 月までの部分につきましては、先ほど活動内容をご説明させていた

だきましたので、割愛させていただき、平成 30 年度の予定についてご説明させて

いただきたいと思います。 

     今年度の条文案検討の中心となりますのが、オレンジで審議会と書いてありますけ

れども、本日開催させていただいております、この審議会でございます。先ほど、

この意見集があるのに、この審議会は何をするんだろうというお話がありましたが、

意見集の方は、昨年度公募の市民の方、それから職員を含めて条例に対する考え方、

意見を聞いたという段階でございます。それを基に、先ほどＡ会長からもお話があ

りましたが、こちらの図の方にも審議会の下に条例草案というものがありまして、

職員による研究会を開催し、意見集をベースに起草する－まさに条例としての条文

の案を今年度つくっていくわけであります。ですので、条例にした時のことを考え

て、この内容が条例として相応しいのか、それとも、もっとこういうこともいるん

じゃないか、といった補足的な部分につきまして、有識者の方ですとか、まちづく

りとかそういった分野の第一線で活躍されている方からご意見を伺いながら作って

いきたいなあと思っているところでございます。 

     そして、こちらの審議会の方に先ほど市長から諮問をさせていただいておりますけ

れども、一番下に犬山市というものがありまして、そこからオレンジの線が審議会

に伸びていて、諮問をさせていただくということ、それが本日ということでござい

ました。それで、次回以降、市の職員の方で作成しました条例草案をご検討いただ

きまして、12月上旬あたりを予定していますけれども、審議会から市長の方へ答申

をいただくということを予定しています。そして、草案をつくる過程におきまして

は、審議会の上に市民会議 season２というのがありますが、こちらの会議も、今年

度２回程度を予定していますが、開催させていただきまして、メンバーからの意見

聴取を予定しています。加えまして、市民会議の右上のところに市民フォーラムと

いうものがありますけれども、こちらは、今のところ 10月 20日土曜日の午後、会

場は犬山国際観光センターフロイデで開催できたらと思って検討を進めているとこ
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ろです。基本的には、ワークショップを行いたいと思っておりますけれども、詳細

については現在未定です。またご報告させていただきたいと思います。 

     スケジュールに戻りますと、答申の後、パブリックコメントと書いてありますけど、

こちらは、条例の案について広く市民の方からご意見を伺う機会であります。３週

間から４週間の期間を持ってご意見を受けたいと思っております。そこで出てきた

意見を踏まえて修正を行い、今年度は選挙の関係がありまして、2 月議会というこ

とになりますけれども、そちらに議案として提出する。そして、議会の方で認めて

いただければ、３月中旬には条例として制定されるという流れになるのかなと思っ

ています。 

     こういった検討の過程につきましても、広報犬山ですとか、ホームページなどを活

用しまして、市民への周知を図っていきたいと思っております。 

     続きまして、こちらの審議会そのもののスケジュールをご説明させていただきたい

と思います。資料６犬山市協働のまちづくり基本条例審議会スケジュール（案）を

ご覧ください。先ほどＩ委員からもお話がありましたが、5 回を予定しておりまし

て、第１回が本日７月９日ということで、内容は今までやってきました、委嘱状交

付、会長選任、諮問、事務局から背景と目的、それから 29年度の取組みについて説

明をさせていただいております。そして、今やっているのが、条例検討体制及びス

ケジュールというところになっております。そして、第２回が８月 24日金曜日を予

定しております。こちらですけれども、草案の検討ということで、まず、全体の条

文の草案を事務局からお示しさせていただいてそれに対して、委員の皆様から全体

を確認した上でのご意見をいただきたいと思っております。次に、第３回を 10月１

日に予定しておりまして、こちらは、第 2 回に各委員さんから出された意見を基に

少しポイントを絞って、とくに重要だなという部分を検討していきたいなと思いま

す。それを第３回、第４回ということで、10 月 29 日にも行っていきたいと思いま

す。そして、最後は 12月３日の第５回ということになりますけども、条例案の最終

的なものを委員の皆様にご確認いただくとともに、間に合えば、何とか逐条解説－

この条文にはこういうことが書いてあるんですよという解説についても、ご提示で

きたらいいなと思っております。そして、最終的には審議会から市長への答申をい

ただきたいと考えております。その下の、条例案提出までの流れについては、先ほ

ど全体スケジュールの中でお示しさせていただいたとおりとなっております。説明

は以上です。 

Ａ 会 長：ありがとうございます。今、ちゃんと説明していただきました、こういう今後の体

制並びにスケジュールでこの基本条例案をですね、審議してまいりたいと思います

が、いかがでしょうか。お認めいただけますでしょうか。はい、どうぞ。 

Ｂ 委 員：認めることは全然、問題ないんですけども、１点、意見だけ。先ほど、Ｉ委員がお
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っしゃったように、市民の方にどれだけ浸透するかが大事ですよね。市長が政治に

関心を持ってもらうということもおっしゃってましたよね。私、小牧市に関わって

いて、これ全部やってるんですよ。市のホームページに載せて、広報に載せて、フ

ォーラムは向こうはワークショップやって、市長とのタウンミーティングやって、

パブリックコメントやった。でも、関心はすごく少なくて、自治基本条例を知らな

いですよ、できあがったことを。だから犬山市として、本当に市長があのようにお

っしゃるなら、これだけじゃなく別途、市民に浸透できる、２月議会では傍聴者で

いっぱいになるような、そういうところで犬山市すごいなあというところを見せて

もいいんじゃないですかね。市の取組みというものも、これには異存ないし、この

通りで結構だと思いますが、何らかの取組みをしていったらどうかなと思います。

あまり審議会とは関係ないかもしれませんけど。 

Ａ 会 長：はい、そういう意見もいただきました、他にどうでしょう。よろしいですか。又で

すね、この進め方について、ご提案がありましたら是非、事務局の方にそれぞれの

委員の皆さんから自由に届けていただけたらと思います。こういう条例をつくるこ

とは大事だし、こういう色々な場面で市民の皆さんと意見交換をしていくプロセス

は大事だけれども、果たしてこれが市民の関心を喚起するものになっていくだろう

か、なっていくように努力していくと同時に、条例が一つのきっかけとなって時間

をかけて市民がまちづくりに取り組む姿というものが随所随所で見えてくる、そし

てそれを議会も確実に受け取って、そして市民が求める様々な施策に予算をつけて

いく、こういうことが大事だろうと思ったりもします。そういうこともありますの

で、このプロセスで喚起をするということ、この条例がきっかけとなって市民が公

共心を持ってまちを自らの手で作っていくという気概を持てるような、そういう条

例の浸透を図るような取組みにこれからなるような、そういう条例に仕上げていか

ないといけないということも思います。ぜひ、これからが始まり、キックオフです

のでよろしくお願いします。 

 

⑧ 話題提供「協働のまちづくり基本条例制定の意義」 

Ａ 会 長：８番に話題提供として協働のまちづくり基本条例制定の意義というところがありま

すけれども、ここはぜひ、条例というものがどんな意義を持つのか、というところ

は、第２回目に皆さんと意見交換をしてみたいと思います。この取り組み方につい

ては、ちょっと事務局の方と一度検討させてもらいまして、どういう方法がいいの

か、時間も限りがありますので、どういう観点から意義を語り合ったらいいのか、

そのあたりを少し検討させてください。そのうえでまた、委員の皆様方になるべく

早い時期にご提案差し上げて皆さん方も準備をして臨んでいただきたけるように

したいと思います。できれば、情報を共有できた暁に、委員の皆さんとぜひ、活発

にどんな意義があるのか探り合いを一回やってみたいなという気持ちがあります。
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そのあたりについては、一度検討させていただくということでお願いします。 

 

⑨ その他 

Ａ 会 長：それでは、その他というところで、事務局の方何かありますでしょうか。 

事 務 局：いろいろとご意見をいただきまして、ありがとうございました。特に進め方の中で、

ひと工夫、ふた工夫ということは当たり前なんですが、市民の中に浸透する、また、

市民の目線でわかりやすいといったあたりを工夫していきたいと思います。 

      それでは、最後に事務局の方からは、次回の日程の確認でございます。すでに先ほ

どのスケジュールのところで触れさせていただきましたが、８月 24 日金曜日の午

後７時からということで、本日と同じ 205 会議室の方で開催させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。以上で事務局の説明を終わります。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございます。では、資料６のところを皆様方ぜひ手帳の方に明記

していただきまして、ご参加いただけるように協力をお願いいたします。 

      冒頭で、関市の上之保地区の大雨を巡って、住民の皆さんが声を掛け合って自ら動

き始めたという話がありました。今思い起こすと、関市の方で犬山の基本条例に該

当する自治基本条例策定の委員長をやった記憶がよみがえってきたというか、忘れ

てちゃいけないんですけども、あの時に一番皆さんが気に留めて、自治基本条例の

中で考えようと言っていたのがまさに身近なコミュニティづくりを充実、強化して

いく。あちらでは、自治会、町内会という組織があるんですけども、ともするとそ

れは年寄りの組織だったり或いはめんどくさい組織だと捉えがちで、もしかすると

そういう町内会、自治会の経験を踏まえながら、そこに女性が参加しやすい仕組み

をつくるだとか、それから、ＮＰＯがそこに関わっていきながら、将来の地域の見

通しを立てて、その見通しを実現していくために具体な活動をしていくだとか、実

はそのなかにも防災ということがすでに語られていました。そうやって皆さんが日

頃から地域の良いところもそうですし、異常になり、身に迫る危険ということも察

知して、どういう地域づくり、まちづくりをしていかなきゃいけないのか、そのた

めには、一部の人間がかかわるだけではなくて、住民総出で地域をつくっていく、

安全なまちをつくっていく、そのための法的根拠となるル－ルが必要であるという

意見をあの時出していたことがよみがえって来ました。ぜひ、犬山でも、昨年から、

非常に真摯な議論がありましたので、もう一度忘れかけている論点をしっかりと読

み返しながら、今回の条例案の検討に皆さんと一緒に入って行きたいと思っていま

すので、これからの時間ぜひ、ご協力をよろしくお願いします。 

      それでは、事務局の方にマイクをお返しします。 

事 務 局：それでは、本日の次第に基づくスケジュールは、全て終了させていただきました。

これからも、我々事務局の方もしっかり準備をしまして、説明させていただきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
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      それでは、これにて第１回の審議会を閉じさせていただきます。どうもありがと

うございました。 

 

 

 

 


