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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８月２４日（金）  午後７時００分から９時００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、齊木博、藤田好美、松浦孝英、三浦知里、 

稲垣民夫 

 

 (2) 執行機関 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、安達企画広報課主事 

 

５ 議題 

 【協議事項】 

  ・犬山市協働のまちづくり基本条例（素案）について 

 【報告事項】 

・犬山市協働のまちづくり基本条例市民フォーラムについて 

 

６ 傍聴人の数 

   ０人 

 

７ 内容 

① 開会 

事 務 局：本日は、お忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。 

ただいまから、第２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。 

      それでは、開会にあたりまして、Ａ会長よりご挨拶をいただきたいと存じます。Ａ

会長、よろしくお願いします。 

 

② 会長あいさつ 

Ａ 会 長：皆さん、こんばんは。 

     台風が、どういう経路をたどるかということを随分心配して、予測を立てていたん

ですけれども、西の方へ随分ずれまして、関西方面は大きな被害を受けたようです
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が、こちらの方は、それに比べると被害が少なかったと聞いています。愛知県の一

番西側に位置して、関西方面に近いものですから、今回はもしかして開催できない

んじゃないかということを３日ぐらい前から事務局にメールで連絡して、延期の予

定を立ててくださいと言っていたんですけれども、大丈夫ということになりまして、

今日第２回目を迎えることができるようになりました。やはり、安易に延期ができ

ないという、大事な議題を取り扱っているものですから、これから先を見つめて、

これからのテーマを考えながら、第２回目の準備をしていただきました。 

今日は、資料の紹介をさせていただきながら、合わせて、そこのなかで議論を深め

ていくということをしたいと思いますので、限られた時間ではありますが、ご協力

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

事 務 局：ありがとうございました。 

      本日は、前回ご都合によりご欠席されました、犬山市町会長会連合会の副会長であ

らせられます、Ｄ委員がご出席されています。Ｄ様、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 委 員：羽黒地区の町会長をやっておりますＤといいます。よろしくお願いします。 

事 務 局：ありがとうございました。 

本日の会議でございますが、概ね２時間程度、９時ぐらいの終了を予定させていた

だきたいと思います。どうぞよろしく、ご協力の方をお願いいたします。 

出席委員の確認、ご報告をさせていただきます。本日は、委員総数 10名のうち、出

席委員は８名でございます。２名のご欠席となっています。Ｅ委員、そしてＦ委員

におかれましては、ご都合によりご欠席というご連絡をいただいています。 

開催にあたりまして、本審議会の規則第４条第３項に基づきまして、過半数でござ

いますので、まずは会議の成立をご報告させていただきます。 

加えまして、１点ご報告となりますが、会議の運営に関してであります。本来であ

れば、第１回目にご報告すべきことだったのですが、本審議会は、「犬山市附属機関

等の設置及び運営に関するガイドライン」に基づきまして、公開とさせていただい

ております。本日は傍聴人の方はおみえにならないのですが、傍聴人を受け入れて

公開させていただくという会議でございますので、改めてご報告させていただきま

す。ご理解をお願いいたします。 

加えて、会議録について一つご報告がございます。第１回につきましては、事務局

で作成をしてすでに公開をしております。それにあたりまして、会長の指名する２

名以上のご署名をいただくという形になっておりますが、第１回につきましては、

Ａ会長にご確認させていただきまして、Ａ会長とＢ委員に署名をお願いして、現在

公開しております。 

ついては、これ以降のご署名をどのようにということで、お諮りをさせていただき

たいと思いますが、会長、どのような形でご署名いただく委員の方を決めましょう

か？ 

Ａ 会 長：前回は私とＢ委員で署名をさせていただきましたけれども、これからは、なるべく

順番にやっていただいた方がいいのではないかなと、私もそういう経験が多いもの

ですから、是非。名簿をいただいておりますので、その名簿順に可能であればお願

いできたらと思います。 
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     ということで、大変恐縮ですけれども、犬山市商工会議所専務理事のＣ委員と犬山

市町会長会連合会副会長のＤ委員、このお二人にお願いできたらと思いますが、い

かがでしょうか。 

事 務 局：ありがとうございます。会長の指名ということになりますので、第２回につきまし

ては、商工会議所のＣ委員、町会長会連合会のＤ委員にお願いしたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。また、それ以降は、名簿順ということで、Ｅ

委員、Ｆ委員、その次は、Ｇ委員とＨ委員、続きまして、Ｉ委員、Ｊ委員という形

で、順番にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入る前に、本来ですと次第の方には、Ａ会長の方から話題提供と

いうことでお話をいただくことになっておりましたが、本日の協議事項の内容に沿

いまして、Ａ会長の方から、その後に話題提供をしたいというお話をいただきまし

た。順番を入れ替える形で、議事の方へ入っていきたいと思います。従いまして、

３の話題提供の方は、議事が終了した後で、Ａ会長の方からお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

それではここで、配布資料の確認をさせていただきます。 

～資料確認～ 

 

④ 議事 

事 務 局：では、さっそく、議事の方に移らせていただきます。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。よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：では、さっそく進めてまいりたいと思います。先ほど事務局からありましたように、

こういう時期でもありますので、時間を９時厳守ということで、皆さんのお帰りの

安全を守りたいと思いますので、議事運営、積極的にその間よろしくお願いします。 

     本日の議事については、協議事項と報告事項が用意されております。 

まず最初に、協議事項、犬山市協働のまちづくり基本条例（素案）について事務局

から委員の皆様に説明してください。よろしくお願いします。 

【協議事項】 

 ・犬山市協働のまちづくり基本条例（素案）について 

事 務 局：よろしくお願いします。 

     今回、審議会第２回目ということで、皆様に条例の素案をお示しするにあたって、

昨年度取りまとめをいたしました「いぬみらの意見集」、こちらを基に条例の素案

を作成する作業を行ってまいりました。まずは、事務局の方で条文に起こす作業を

行いまして、先週ですけれども、いぬみらに参加した職員による庁内での研究会を

開催いたしました。そこでの意見を踏まえて修正したものを皆様の方にお送りさせ

ていただいています。 

こちらにつきましては、スケジュールの都合上、順番が審議会と逆になってしまっ

たかなと思っていますが、９月にいぬみらのメンバーに集まっていただきまして、
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内容を一度ご確認いただきたいと考えています。 

今回ご提案させていただきました素案は、先行事例などを参考にしながら、意見集

をまずはそのまま条文の形にしたもので、あくまでたたき台と考えていただきまし

て、委員の皆様のご意見を踏まえながら、犬山らしい条文にしていきたいと考えて

います。 

先ほど資料の確認をさせていただきましたが、本日、説明用の資料としまして、資

料１から３の三つの資料をご用意させていただいております。資料１は、条例の構

成案を章立てでお示ししたもの、資料２は、意見集と素案を比較できるように整え

たもの、そして、資料３は条例として読みやすいように素案を条例の体裁に整えた

ものとなっています。 

まず、条例の構成案について説明させていただきたいと思います。資料１をご覧い

ください。 

条例は、６章で構成されていまして、その前に前文がつく形となっています。 

前文は、一般的に条例の中でも比較的自由な表現ができるところで、最も犬山らし

さを出せる部分です。条例制定に至る背景や理想とするまちの将来像、そして、そ

の実現に向けたまちづくりの取組みの方向性などをこちらで示しています。 

次に第１章は、「総則」となっていますけれども、目的、位置付け、条例の中で使

用する用語の定義といった基本的な事項を定めています。 

第２章は、「まちづくりの基本原則」として、理想とするまちの将来像を実現する

ためには、どの様にまちづくりを進めていけばよいのか、を具体的に記しています。 

第３章は、「まちづくりの担い手」となっていますけれども、こちらは市民、議会、

行政それぞれの役割や責務などについて定めている部分となりまして、三者が協働

してまちづくりを進めていくことをわかりやすく表現するために、見出しは「まち

づくりの担い手」とさせていただきました。 

役割を規定する対象としましては、いぬみらの意見集を参考にしまして、学生と事

業者については、もちろん市民に含まれるものではありますが、それとは別に役割

を定めています。それから議会と議員、市長と職員を分けて記載しています。 

第４章は、この条例で最も重要な部分である「市民参加と協働」について定めてい

ます。 

市民参加や協働に関する基本的な考え方や子どもの参加に関すること、地域活動団

体、非営利活動団体の活動などについて規定しています。 

17 条、18条の住民投票、選挙につきましては、第５章の市政運営に入れるという考

え方もできますが、市民の側から見れば、住民投票は市政に対する直接的な意思の

表明であり、選挙は、代表者を通した間接的な市民参加と考えることができますの

で、第４章に位置付けました。 
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第５章は、市政運営について定めています。いぬみらで議論したのは、「計画的な

市政運営」にある総合計画の位置付けのみですが、その他の項目についても、先行

事例を参考にしながら、協働のまちづくりにとって必要だと思われるものを規定し

ました。 

第６章は、「実効性の確保」として、条例の見直しについて規定しています。  

最後、「附則」は、条例の施行期日などを示す部分となっています。 

構成については、このような形にさせていただきました。 

続きまして、素案のそれぞれの条文の説明をさせていただきたいと思います。資料

２をご覧ください。全ての条文を説明させていただきますと、時間が長くなってし

まうので、ポイントを絞って説明させていただきたいと思います。 

まず初めに前文ですけれども、前文については、いぬみらのワーキンググループで

作成したものをほぼそのまま掲載しています。 

１、２段落目は、犬山市の特徴と刻んできた歴史、３段落目は時代背景と社会的な

課題、４、５段落目はそのような時代に必要とされるまちづくりのあり方とまちづ

くりに取り組む姿勢、そして、最後の６段落目は理想とするまちの将来像と条例制

定の決意表明を記しています。 

先ほど、ほぼそのまま掲載したと言いましたが、一部研究会等で修正させていただ

いた部分がありまして、そこはどこかと言いますと、まず、前文の 5段落目、「そ

のためには、地域・世代・性別・国籍を問わず」となっています。元々は「地域・

世代・性別・人種を問わず」という案になっていましたが、文脈を考えると人種よ

りも国籍の方がよいのではないかという意見が研究会の中でも出ましたので、「国

籍」に変えさせていただきました。またご意見があればいただきたいと思います。 

そして、もう一か所ですけれども、先ほどのように段落ごとの構成を整理していっ

た場合に、一番最後、６段落目の下から４行目「誰もが笑顔あふれる幸せな生活を

おくることができ」というフレーズが入っていますけれども、元々は４段落目の「こ

のような時代にあって、私たちは、豊かな自然や歴史、伝統文化と人々の営みを共

存させながら」の後に入っていたフレーズでございます。意味合いから考えますと、

こちらは、まちづくりのあり方というよりは、理想とするまちの将来像に該当する

ものであると考えましたので、入れ込む場所を移動しました。 

最後の段落に「市民憲章に掲げられた理念を胸に」というフレーズが入っています

が、市民憲章の内容につきましては、参考資料１をご参照いただきたいと思います。 

第１章の「総則」に移らせていただきたいと思います。 

第１条の条例制定の「目的」は、前回Ｂ委員のご発言にもあったように、まちづく

りの具体的な進め方や基本的な事項を定めることで市民、議会、行政による協働を

推進し、前文に掲げる理想のまち「誰もが笑顔あふれる幸せな生活をおくることが
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でき、犬山市に関わるすべての人が誇りと愛着を持ち続けられるまち」というもの

を実現すること、それが目的であろうということで、このような表記をさせていた

だいています。 

第２条の「条例の位置付け」については、条例と条例の間に本来上下関係はありま

せんけれども、現在検討している条例は、まちづくりの最も基本的な意思を表すも

のであり、最大限尊重されるべきものであろうということで、このような表現をし

ています。 

第３条の「定義」については、現在のところ六つの用語、「市民」、「行政」、「地

域活動団体」、「非営利活動団体」、「まちづくり」、「協働」を定義づけていま

す。この条例自体が、行為を禁止したり、罰則規定を設ける類の条例ではないため、

そこまで厳密に用語を定義づける必要はないのではないかと考えますが、意味が分

かりにくい言葉などで、今後の議論の中で定義づけた方がよいというものが出てく

れば、加えていきたいと考えています。 

第１号の「市民」については、一般的にイメージされる「犬山市に居住する人」だ

けでなく、条例の趣旨を踏まえて、犬山市のまちづくりに関わる人を、個人だけで

なく団体も含めて幅広く位置付けるためにこのような書き方にしています。 

第２号「行政」は市の執行機関を示しておりまして、ここでいう「市長」は、市長

個人ではなく、執行機関としての職員も含めた「市長」であり、市長部局という意

味合いで使っています。 

第３号の「地域活動団体」は、町内会、区、コミュニティ推進協議会などの地域に

根差して活動されている団体を、第４号の「非営利活動団体」は、ＮＰＯ法人や市

民活動団体などを想定して定義づけています。 

第５号と第６号では、条例の中で多く使用することになる「まちづくり」、「協働」

という用語を定義づけています。 

第２章は、第４条のみとなっていますが、まちづくりの進め方として、意見集にあ

る「情報共有」、「市民参加」、「協働」、「平等」、「信頼」の五つの基本原則

を条文化しています。 

次に第３章、「まちづくりの担い手」という部分ですけれども、第５条では、市民

の権利として「知る権利」とまちづくりに「参加する権利」を定めています。こち

らも意見集を参考にこのようにさせていただいています。 

第６条以降は、まちづくりの担い手の「役割」と「責務」を規定していますが、「役

割」という言葉には「期待されるはたらき、役目」、「責務」という言葉には「果

たさなければならない務め」という意味合いがありますので、素案では「学生」、

「事業者」を含む「市民」については、「役割」とし、「議会」、「議員」、「市

長」、「職員」については「役割と責務」としています。 
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第８条の「事業者の役割」については、第１項で社会貢献ということがありまして、

それとともに、第２項では、従業員がまちづくりに参加しやすい環境づくりに配慮

するというところにも言及していまして、それがある意味では社会貢献になると思

います。 

第９条では、「議会及び議員の役割と責務」を定めています。こちらは、いぬみら

の意見集でも、「議会基本条例の内容を要約する形でシンプルに記載する」と書い

てありますけれども、本市の場合は平成 23 年に先行して議会基本条例が制定され

ておりますので、その中の第２条、第３条にある「役割及び活動原則」をもとにま

とめさせていただきました。 

第３項で別条例への委任について定めています。先ほど申しましたように先行して

議会基本条例が制定されておりますけれども、同じく先行して議会基本条例が制定

されている岩倉市の事例にならってこのような表記としましたが、こちらにつきま

しては、「議会基本条例で定めます」という表記にしている事例等もありますので、

議会の方のご意見をお伺いできればと考えています。 

続きまして、第４章に移らせていただきます。第４章は、条例の中で最も重要な部

分と考えていますと申し上げましたけれども、本条例は基本条例という位置付けで

ありますので、大枠や大原則のみ記載することとしまして、「いぬみらの意見集」

にありますけれども、詳細については別条例に委任することとしています。 

特に第４章については、委員の皆様の活動に大いに関係する部分となりますので、

是非とも意見を頂戴したいと考えています。 

第 12条は、意見集に基づきまして、「多様な参加の機会の提供」や「市政への反映」

など、市民の市政への参加を促進するための議会それから行政の基本的な考え方を

記しています。 

第３項の委任条例は、市民参加条例などを想定しています。 

第 13条では、子どもがまちづくりに参加する権利について、権利を有することを示

すだけでなく、市民、議会、行政が子どもの年齢に応じた形で参加できる機会を設

けるよう努めることに言及しています。 

第 14 条、15 条は、地域活動団体とＮＰＯ法人などの非営利活動団体をまちづくり

の主体として位置づけ、その役割について定めています。 

こちらにつきまして、意見集では「志縁コミュニティ」、「地縁コミュニティ」と

いう言葉が使われていましたが、犬山市では、コミュニティというと各地区にある

コミュニティ推進協議会のイメージが強いこともあり、今回は使用しませんでした。 

第 16条の「協働の推進」については、市民、議会、行政による協働を推進するため

の基本的な考え方を意見集に基づいて記載しています。 

具体的な支援の仕組みなどを定める委任条例は、市民活動の支援に関する条例を地
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域活動団体を含む内容に改正することを想定しています。 

第 17条の「住民投票」については、この条例で特別何かを定めるということではな

く、住民投票を行わなければいけないような案件が発生した際には、地方自治法に

基づき条例を制定して、住民投票を実施することができることを念押し規定的に定

める部分になります。 

第 18条の「選挙」については、今回の審議会までに案をまとめることはできません

でした。前回の審議会の冒頭のあいさつで市長から言及がありましたが、市長の考

え、思いにつきましては、この後にご説明させていただきます。 

第５章は、協働のまちづくりを進めるにあたっての市政運営の基本的事項として、

総合計画に基づく計画的な市政運営、効率的な財政運営、常に市政を検証し、改善

すること、情報提供および個人情報保護、国や他自治体との連携について定めてい

ます。 

最後の第６章は、条例の実効性を確保するための条例の見直しについて定めていま

す。５年ごとに見直しを行うが、社会情勢の変化等による５年未満での見直しを妨

げるものではないこと、見直しは、市民参加による検証組織のもとに行うこととし

ています。 

私からの説明は以上となります。 

事 務 局：それでは、引き続きまして、第 18条がブランクになっていますが、選挙に対する市

長の思いということで、私の方から説明させていただきます。この件につきまして

は、次回以降集中的にご議論いただければと思っております。 

     第１回の審議会の冒頭の市長のあいさつの中で、「この条例の中で、「選挙」とい

うものをどの様に位置付けるのかという部分が核心であり、法に触れるギリギリの

ところまで踏み込んで、条例の中に位置付けたい。それが自治の高揚につながる」

という趣旨の話がございました。市長の強い思いを委員の皆様もお感じになったの

ではないでしょうか。 

では、この条例の中に選挙を位置づけることにより、市長が何を目指しているのか、

端的に言いますと「政策選択型」の選挙を目指したいということで、引いては市民

の選挙への関心が高まるのではないかというところです。 

具体的に説明をいたしますと、選挙の際に候補者が「こういうまちをつくりたい」

という政策、いわゆるマニフェストを提示し、有権者が、候補者の掲げる政策を判

断して投票する、これが政策選択型の選挙ということです。人とか、地縁とか組織

といったもので選択するのではなくて、あくまで政策によって選択する選挙を目指

すというところであります。また、候補者の掲げる政策を比較、検証できるような

公開討論の場を設けてはどうかという思いもあります。 

そして、当選後も政策の達成状況を検証して、市民に丁寧に説明するために、ＰＤ
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ＣＡサイクルを位置づけたいというところです。 

しかしながら、法律上、いろいろな岩盤がありまして、選挙の候補者に政策を提示

することを義務付けたり、公開討論会の開催を条例で位置づけることは、日本国憲

法に定める「表現の自由」ですね、21条ですが、また、「思想・良心の自由」、19

条ですが、ここに抵触するとともに、公職選挙法に定められていることを上回る部

分を条例で定めるということになりますと、条例の制定権の範囲を越えるというこ

とも考えられますので、どこがギリギリのラインなのかというところを事務局とし

て研究しているところです。 

こうしたところではございますが、自治基本条例に類する条例の市民参加の部分に

「選挙」を規定した自治体はほとんどないものと推測されます。仮にも「選挙」を

市民参加に規定した場合は極めて独自性の高い、他に類を見ない条例となる可能性

を秘めているとは考えているところです。今後、この部分につきましては、事務局

といたしまして、研究して素案をつくってまいりますので、次回以降のご議論をお

願いしたいと思います。 

以上、長くなりましたが説明させていただきましたので、よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：どうも、ご苦労様でした。 

     今日の進め方を確認しておきたいと思いますけれども、確か、第１回目に今回の審

議会のスケジュールの紹介がありまして、そこで第２回目というのは、草案の検討

の１回目、つまり草案というのは３回これから検討していくんだけれども、そのう

ちの第１回目にあたると。第１回目というと、まずは全体をざっと見て、そして、

今回の条例の構成であるとか、その中で書かれるべき文言というものが、特に昨年

行ったいぬみらでいろいろと熱心な議論をしていただいたことをうまく組み込んで

作っていくことが大事だということだったので、そういったことも比較しながら、

どう組み込んでいったらよいのか、そのあたり、議論の組み立て方をきちっとして、

どういうねらいと構成の素案にしたらよいかということをまずは、事務局から皆さ

んにお示しをする、それについて意見交換をしましょう。そのうえで、今度は一つ

一つ、例えば前文について、それから目的についてそのように一つ一つ整理をして

いきましょう、そんな組み立て方をされていると思いますけど、間違いはないです

か。 

事 務 局：はい、まずは今回の組立てですとか、そういったところをご議論いただきまして、

また細かいところは次回以降ということで、よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：もし、仮に第何条という一つ一つに関しての検討が予定された回数でできなかった

場合は、ちょっと皆さんにお願いをして、もう一回やらせていただく可能性、そう

いうこともあり得るということは念頭に置いて、そういうことで、今日は実質的な

素案の検討の１回目として、まずは全体を眺めての意見、質問、こういったところ
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を出し合いましょう。あまり細部に入って、議論が特定のところばっかりになって

しまうと他の意見が言えなくなってしまう可能性がありますので、まずは全体を見

回して、自分はどこに関心があるのか、この部分の意味がよくわからない、自分が

考えていること、或いはいぬみらで意見を言ったことがどこに反映されているのか、

そういう色々なレベルの意見交換をまずは今日は１回やってみようじゃないかと思

います。 

Ｂ委員には、ご専門の立場から、少し皆さんにご説明をしたいというところがあれ

ば、遠慮なく言っていただいて。それぞれのお立場から言えることもたくさんある

と思います。 

ということで、今日は、「前文から」などということは一切言いませんので、全体

を眺めて今回検討すべき素案、どうでしょうか。 

Ｃ 委 員：本当は、前回の時にもう少し確認すればよかったんですけれども、そもそも論なん

ですが、この協働のまちづくり基本条例ですよね、これはいわゆる自治基本条例の

位置付けですよね。まちづくりという言葉が入っているんですが、まちづくりとい

うと第２条に定義があって色々書いてあるんですけど、最終的に「公益的な活動を

いいます」となっている。単純に言うと、市政運営というんですか、自治、犬山市

がやる市政運営に関して、誰が担って、どういうやり方で進めるべきか、そのあり

方を示すという理解でいるんですが、やり方の一つとして、協働でいきましょうと。

市にお任せするのではなくて、色々なパートを協働してまちでやりましょうと。こ

こで、まちのあるべき姿を示すということがあるんですけど、それは総合計画など

で定めるんでしょうけど、まちのあるべき姿なのか、まちのつくり方のあるべき姿

なのか、後者だと理解しているんですけど、そこはそれでいいですか。住みやすい

とか、まちのあるべき姿が入ると、どこに主軸を置くのかがわからなくなってしま

う。先ほど事務局が言ったように、重要なところは、「市民参加と協働」と書いて

ありますね。新しい自治というのは、市にお任せするのではなくて、市民が参画し

て、プレイヤーが協働してというところに重点を置くということで、いいですか。 

事 務 局：ありがとうございます。 

まちの姿と市政運営、まちづくりの担い手がどのように関係するかというご質問だ

と思います。 

まちの姿というのは、前文の中に、まちがどのように成り立っているのかだとか、

背景とか、市の姿勢、市の決意というのが含まれていまして、こういうところが一

つ、まちの姿を表していると。今回の協働のまちづくり基本条例は、各主体、担い

手がどのように関わっていくのか、それぞれの責務、役割というものを明記してお

りますので、このまちの姿に向かって、各々の役割がどのように規定されるのか、

加えて、市政運営についても章立てしておりまして、第５章の中に、財政のことと
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か、総合計画であったりだとか、そういったことも踏まえています。基本条例とい

うことで、方向性を示すものなんですが、それぞれが担っていくべきものをまちの

姿に準じて表しているということです。 

なかなか説明が難しいですが、ご理解いただければと思います。 

Ａ 会 長：Ｃ委員、今のことについてご意見があればまたお願いしたいと思いますが、ひとま

ずよろしいですか。 

Ｃ 委 員：はい。 

Ａ 会 長：他、皆さんいかがですか。 

では、Ｈ委員お願いします。 

Ｈ 委 員：ちょっと気になったところがあって、第３章「まちづくりの担い手」の第５条、第

６条あたりの「市民の権利」、「市民の役割」のところで、第７条で学生が来て第

８条で事業者が来るんですが、おそらくここは、「学生が」、「事業者が」という

ことで議論が交わされた気がするんですが、技術的な話かもしれませんが、バラン

スがすごく悪い。市民で来ているのに、学生と事業者だけ７条、８条で浮いている

のは、逆に「学生、事業者以外は定めないの」という議論が起きそうなので、場合

によっては、７条、８条を上の方に盛り込むなどしてしまってもいいのか、これを

やるならもう少しほかの所属間のところを整理してもいいのかなと。これはおそら

く第４章の「市民参加と協働」のところでも、「子どもの参加」とか、「地域活動

団体」、「非営利活動団体」、「協働の推進」と来るので、組立て的に違和感を感

じるのですが、いかがでしょう。 

事 務 局：ご指摘ありがとうございます。例えば、担い手のところ、役割のところについては、

先ほども申しましたけれども、学生、事業者というのは同時に市民でもあるという

ところでもありますので、今はそれぞれ別の条として定めていますけれども、例え

ばそれを項とするだとか、ということだと思いますので、市の行政の担当者等とも

相談しながら、検討させていただきます。 

Ａ 会 長：先ほどのＣ委員にしても、すごくいい問題提起をしてもらったので、委員の皆さん

どうですか、その扱いについて、事務局は、いきなり項の条文の中に入れる方向で

検討すると言っていますが。 

事 務 局：例えば、です。 

Ａ 会 長：皆さんのお考えはどうですか。特にガールスカウトの活動で、子どもたちの社会参

加を一生懸命やっているＧ委員。子どものところをせっかくこうやって出している、

去年、いぬみらのところでも、子どもたちの参加の権利については皆さんから積極

的な意見が出ていましたが、どうですか、この辺り。市民参加、というところで、

市民とは別に子どもの参加を扱うことについて、Ｈ委員と同じように考えられます

か。 
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Ｇ 委 員：昨年いぬみらの会議でやっていた時には、市民というと、大人が中心になるので、

子どもの役割、学生の役割として定めるべきだよね、というのが皆さんの考えだっ

たかなと思うので、こうして学生の役割だったりとかその後の子どもの参加ってい

うのを定義しているのは、良いことだなと思うんですけど、確かにＨ委員が言われ

たように、市民の権利、役割と来て学生と来て事業者と来て、というと、「それ以

外は」って言われると、「うーん」となるところもあるのかなと思うと、入れ込み

方は考えた方がいいのかなと思いました。どのようにしたらよいのかは、今答えは

出せませんけども。 

     ４章の「市民参加と協働」の方で、子どもの参加というのがあるんですけれども、

これだけでは、子どもの参加と言ってもなかなか、これを制定する前と後で何が変

わるんだろうかなという、踏み込んでいるようで全く踏み込んでいないのかなとい

う感じはするので、入れるならもう少し、子どもが参加できるような何かもう一歩

あるといいのかなというのは感じます。 

Ａ 会 長：どうでしょうか。はい、Ｄ委員お願いします。 

Ｄ 委 員：今の 13条でも、これは、大人が子どもの権利を保障するという意味では、非常に大

事だと思います。ただ、括弧の「子どもの参加」という部分を見るだけですと、い

かにも子どもが参加するという様に取れるんですけれど、大人が保障するという意

味では、素案としては必要だと思っております。 

     もう１点よろしいですか。 

Ａ 会 長：はい、どうぞ。 

Ｄ 委 員：一番最初の前文の方ですけれども、犬山市は犬山、城東、羽黒、楽田、池野という

五つの地区があると書いてありますけれども、いつまでもこういうのにこだわりす

ぎてるんじゃないかと思うんですね。市町村合併してから何十年も経つのにいまだ

に地域間の格差のようなものを感じられるんですけどね。 

Ａ 会 長：どうですか。この辺りは、たぶん前向きな意思としてこのように表現したんですけ

れども、ただ、そうではない捉え方も当然あるということでね。 

     はいどうぞ、Ｇ委員。 

Ｇ 委 員：前文を考えた時にも、ちょっと話題にはなりましたよね。私たちが言った時には、

前向きな感じで、元々の犬山の地区と楽田、池野あたりは、やはり地区ごとに特色

がある。それを活かしたいということで、地区の名前を入れたんですけど、それを

うちの地域は名前が入っていないんじゃないかとか、悪く捉えられる場合もあるか

もねという意見も出されたことは出されたんですけど、それぞれが持つ特色をもっ

と生かせたらという気持ちの方が強かったために、結局残ったんじゃないかなと理

解しているんですけど、そういうふうに、言ってみればマイナスに捉えられること

も可能性としてはあるんだなというのを今の意見を伺って思いました。 



13 

 

Ｈ 委 員：今のお話ですね、実は前文の最初の段落で、固有名詞をどこまでここに入れるかと

いう議論がそもそも地域以外にもあったんです。例えば、「国宝犬山城や古墳」と

かですね、「木曽川や緑豊かな里山など」という名詞とふわっとした言葉が並んで

いる。固有名詞同士が並ぶのか、ふわっとした言葉同士が並ぶのか、この辺りの整

合は、最後まで議論していて、何となく自分たちで落ち着くところで落ち着いたん

ですけど、先ほどの固有名詞以外に、そういった話も話題には上がっていました。

最初は、この地域のなかに今井があったり、栗栖があったりという表現もあったん

ですが、今行政の中で使っている一般的な地区ということで最終的に残ったのが今

の五つ。先ほどのご指摘のとおり、それが過去の歴史をどう引きづっているかとい

うところは、我々も議論しきれていないところでは、正直ありました。名称の扱い

についてはゴールがあの時にあったかというと、ちょっとあやふやだったような気

がします。 

Ａ 会 長：Ｄ委員どうですか、そのあたり。これまでの議論の経過も言っていただきましたけ

れども。 

Ｄ 委 員：例えば、こちらの参考資料の２を見ると、４ページ、５ページの前文の中で、他の

市町村なんかを見ておりますと、そういう地域性というのが出てきていないもので

すから、敢えて犬山市はそうやって分けているのかなと思ったんですけれども。 

事 務 局：私も事務局側で前文のワーキンググループにも参加させていただいていて、まさに

今おっしゃったとおりのところ、よそは出していないけど、なぜ犬山は出している

のかというところで、我々も最近感じているのは犬山市というのはすごく多様性が

あるというか、犬山の城下町のようなところもあれば、木曽川のような大きな川が

流れているところもあったり、羽黒、楽田の方だと工業団地があったり、そして、

東の方へ行くと里山が広がっていたりという、多様性があるというところがいい意

味での犬山市の特徴だなということを考えていて。たぶん、前文のワーキンググル

ープのメンバーもそういった部分を感じていたので、敢えてそういった部分を出し

たかったというところがあるんですけど。先ほどＨ委員もおっしゃったように最初

は栗栖だとか今井だとかいうのがあったんですけど、それを言い出すと、じゃあ、

上野はどうだ、橋爪はどうだって話になって来てしまうので、表記をするのであれ

ば、合併前の旧町村の単位になるのかなというところで、このように落ち着いたと

いう状況にはなっています。 

Ａ 会 長：他のまちは、固有名詞で地域性というものを前面に出さないで、全市的な観点で一

つの理念、まちづくりについての意思を表明しているケースが多いですよね、そう

いう、他市のケースというものも研究してね、というようなＤ委員からのメッセー

ジでもあると思うんですよね。だからこそ、犬山はこうするというようなこともあ

るのかもしれませんけどね。これは検討する意義がありますよね。 
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それから、どうでしょう、他の意見も含めて。 

Ｂ委員に伺いたいんですけど、第 7条ですね、「学生の役割」というのが出てきま

した。大学、特に地元の名古屋経済大学は学生たちが地域に関わるという部分に熱

心で、最近そういう組織をつくっておられます。この辺りの受け止め方については、

どうですかね。 

Ｂ 委 員：こちらの方は、先ほどのＨ委員のご指摘から来ているのかなと思うんですけれども、

「学生の役割」とここでポンと挙げてしまうとすごく犬山市のこの条例の一つの特

徴になって、おそらく先行事例としては弘前市に掲げられているような感じだと思

うんですけど。でも、一つ一つを上げていくと、「じゃあ、学生以外は」というご

指摘になります。ここで言うと、事業者の役割と書いてあるので、「じゃあ、その

他の法人、団体は」となるので、この並び方に関しては、非常に難しいかなという

のが正直なところです。ただ、確かに名古屋経済大学が犬山市唯一の大学というこ

とで、大学としては、「学生の役割」というのを位置づけてもらうことはうれしい

んですけど、しかし、市民の定義づけでそもそも「市内に通勤又は通学する者」と

いう定義づけがある以上、敢えて市民を小分けする必要があるのかなという印象は

受けます。ですので、政策的に犬山市の特徴を出す、市民の権利、役割としたうえ

で学生、事業者を特記する、こうした意味があるなら、このまま載せていってもい

いのかなと思うんですが、なぜ敢えて７条、８条、学生、事業者を設けるのかなと

いう積極的理由がなければ、あまり設けなくていいのかなというのが率直な印象で

す。でも、これを犬山市の特徴とするなら、このまま残してもいいのかなと思いま

す。特にあっておかしいことはないんですけど。 

Ａ 会 長：犬山って、名古屋経済大学が組織として地域に密着して、様々な活動をしています

し、犬山出身の若者たちが色々な大学に行って活躍して、そこの経験も踏まえて地

元をもう一回見据えて参加をしたいという意思を、去年はいぬみらのメンバーとし

ても他大学の学生たちが参加してくれた実績もありましたし、そういうこともあっ

て、この「学生」ということが非常に大きな存在感を示しているということで、扱

ってみようということで、まずは出してみたというところがあると思うんですね。

今後の扱い方はちょっと検討を要すると思いますが。 

Ｂ 委 員：会長の意図をしっかりと理解しなければいけませんでした。そうだとすると、例え

ば産学官連携とか、そういうところの運用をしながらまちづくりを進めていくとい

う形で、例えば条文の中に盛り込むのであれば、学生を抜いていいのかなと思いま

した。 

Ａ 会 長：わかりました。どうもありがとうございました。 

Ｃ委員お願いします。 

Ｃ 委 員：市民の参加のところで、14 条と 15 条、「地域活動団体」と「非営利活動団体」の
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ところを読むと、担い手になるような感じがするんですけど、位置付けとしてはな

んで参加のところに入っているのかな。文面を見てみると「努めます」とか「行い

ます」ということで、役割っぽいことが書いてあるので。そこが言及がなかったも

のですから。 

子どもとか学生という言葉が出たんですけど、これだけ見ると定義がわからないで

すよね、「子どもって何」、「学生って何」大学生なのか、高校生まで入るのか、

注意書きにそのあたりが書かれるのかもしれないですけど、これだけ見ていると何

だろうなという気がしましたが、いかがでしょうか。 

事 務 局：ありがとうございます。 

ここは、つくっていて迷った部分でもあったんですが、どちらかというと、地域活

動団体、非営利活動団体は、今でもすでにまちづくりの主体となっていただいてい

るところ、「市民」よりも踏み込んで活動していただいている団体なのかなという

ことで、まちづくりの主体として位置付ける、市民参加、協働といった部分の主体

的なものになるのではないかなということで、ここに位置付けさせていただいてい

るんですけれども、役割が入っていたり、混ざっている部分があるのかなと感じる

ところもありますので、少し、整理は必要なのかなと思っています。 

それから、もう一点、「子ども」、「学生」の定義ですよね。先ほど説明をさせて

いただいたところと重なってしまうんですが、今回のこの条例で、用語をどこまで

厳密に定義づけるかという部分ですが、学生と言ったときに、広く捉えれば、中学

生から大学生までということもあるとは思うんですけれども、それは、ある程度ザ

クッとしていてもいいのかな。若しくは、条例をつくった時には、「これはこうい

う意味です」ということを解説する逐条解説とか、運用指針というものをつくりま

すので、そういった中である程度書いていく方がよいのかなとは考えています。 

Ａ 会 長：確かに主体と参加の方法が今のところ整理ができていないということで、整理して

いかないといけないですね。実際に市民参加という時に何をイメージするか、ここ

に書かれていることではあるんだけど、市政への参加だけではなくて、地域での公

益的な活動への参加ということもありますし、私も明日の８時から公園の枝打ちを

しないといけない。これもきちっと公共的な活動として、みんなで確認して参加す

る、大事な市民参加の一つかもしれないという気がします。 

どうでしょう、他に。 

Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ 委 員：13 条に戻りますけど、僕は普段、「子ども」という言葉は使わずに、「子どもたち」

という形で、接する場合はそうしてるんですけども。子どもというふうですと、お

母さんから見れば、子どもだし、大人から見ると小学生か保育園、そんなイメージ

を受けるんですけど、大人が責任を持って、子どもに対して権利を保障するために
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は、「子どもたち」という、僕は「たち」というのを付け加えたいなと思っていま

す。 

Ａ 会 長：どうでしょう、今のところでもいいですし、他のところでも。 

国際条約もそうだし、国の法律もそうだけど、この子どもとか若者についての法律

的根拠が準備されているんだけれども、子どもの権利条約とか或いは、全国でも若

者に関する参加の条例とか随分つくっていますよね。特に関東地方、神奈川県は非

常に多いんだけども。そういうところからすると、市民参加という扱いのところで、

参加の方法として子どもの、或いは子どもたちのというところだけでいいのかね、

何か少し補ってもいいのかなと思ったりもします。ここは、まちづくりの担い手の

部分と、担い手が参加をする参加の方法というところが、今のところ整理できてい

ないので、整理をしてから、どちらで扱えばいいかというね、少し話題にしてもい

いかな、今日はその気づきを得たというところが成果かなというふうに思いますけ

ど。 

はい、Ｂ委員。 

Ｂ 委 員：参加の方法というのは難しくて、政策選択型の選挙というと有権者の話になってし

まいますが、例えば、「市民参加と協働」の中で、住民投票があるんですけど、中

学生に住民投票を認めた自治体があったと思うんですけど、通常、市民というと、

有権者と位置付けられることが多いので、子どもがどういう形であれ、市のまちづ

くりに参加するということを犬山市として明記するということは、犬山市の一つの

特徴としてあってもいいのかなと思いますし、最初におっしゃったように参加の方

法ですよね、子どもたちにどこまで認めるのか、というところは、今後しっかり詰

めていくべきかな。子どもの権利を別途条例で定めるとか、ここで方針を明確にし

ておくと良いような気がします。 

Ａ 会 長：Ｈ委員、いかがですか。 

Ｈ 委 員：すみません、今、選挙のことをずっと考えていて、先ほど市長さんの考えの説明も

あったんですけど、今の話を聞きながら、ここに書くべき文章って、議員が立候補

する時どうあるべきかということも大事なんですけど、市民そのものが選挙をどう

捉えるのかという文面を一番最初に書かなければいけなくて、自分たちは有権者で

あって、そこに参加すること自体がまちづくりだよね、参加しなかったら、まちづ

くりに参加できていなかったのか、というところがいつも自分の中でもやもやして

いるところなんですけれども、参加しなくても、次は参加しようという人がたくさ

んいるということもありますから、先ほどの市長の話もさることながら、そもそも

の選挙っていったい何なのかということがもう少し議論されるといいかなと思いま

す。いぬみらの時にそのあたりがどう議論されたのかというところが自分も定かで

はなかったですけれども。選挙への関心の高め方という部分があるんですけど、高
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めるというよりももう一歩前がそもそもあって、そこの理解が十分でないというこ

とを感じていて、特に若者はその辺の意識が希薄になっているのかなということを

日常的に感じることも多いものですから。非常に票が集まる場所が偏っているとい

うか、世代とか、地域もそうなんですけれども、そこ自体を本当の問題にしていか

ないと協働のまちづくりにたどり着きにくいかな。若者、とくに子どもたちは票を

持っていないので、そもそもの権利の差が出てくると思いますから、そういったと

ころも踏まえて、この選挙の書き方は、もうちょっと主体のあり方のところも定義

できるとよいのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

Ｉ 委 員：私もこの第 18条はとても気になるところであります。米印で「検討中」ということ

で、やはり、なかなか庁内においても明文化するのが難しいところなんだろうなと

いう気がするんですが、先ほど事務局のお話の中で、市長の考えを聞いてみたとい

うことで、「政策選択型」、「比較検討するための公開討論」という話がございま

した。そもそもこの条例に関しては、議会というのは全く加わっていないというと

ころですので、私たち議会がというよりは、今聞くところでは首長が、という思い

がそうであるなというのは感じています。 

     この条例自体、そもそもスタートというのが、首長が誰になろうとも、というとこ

ろから始まっていて、前の自治基本条例の時には、「犬山市の憲法をつくる」とい

うところがスタートだったような気がして、今はそういう言い方はしませんけど、

今、Ｈ委員がおっしゃってくださったんですけど、いぬみらの中で、皆さんのご意

見というのが、資料２の右側に提案なり理由なり書いてあるんですが、どんな議論

をされて、他の項目を見た時には、「こんな意見もありました」っていうのが出て

いるんですが、選挙に限ってはそういう項目がないものですから、もう少し詳しく、

どんなご意見が出た、というのがあれば、教えていただければと思います。 

Ａ 会 長：まずは、いぬみらの中でどのような議論があったのかを紹介してもらうと同時に、

これについては皆さんの思いもあると思いますので、お考えがあれば是非、私もち

ょっと言いたいなというところもあるので。 

     では、最初にいぬみらの議論の説明をお願いします。 

事 務 局：昨年の議論ですけれども、先ほど、「こんな意見もありました」という部分がない

というお話がありましたけれども、基本的に「こんな意見もありました」という部

分は、主な意見を「こうしたら」という提案の部分と「その理由」というところに

書いていて、それ以外の、「とはいえ、こういう意見もありました」とか「他にこ

ういう意見もありました」というのを補足的に書いているんですけれども、選挙に

ついては、基本的にいぬみらで出てきた意見というのはここに書いてある部分とい

うことになります。そのため、「こんな意見もありました」という部分がないとい

うことになります。 
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     ここに書いてあることですけれども、やはり、市民の側は「選挙は大事だから、行

かなきゃいけないな」という意識を持たなければいけない、そして、議会、議員の

方は自分の思いを伝えないといけない、結局、それがわからないと選挙に行こうと

いう気にもならないし、誰に入れたらよいかわからないということだと思いますけ

れども、そういった部分もあります。それから、行政の役割としては、「選挙とい

うのはこういう仕組みになっていて、こういうものだから大事なんですよ」とか、

そういうことを伝えるとか、「今回の選挙というのはこういう結果になりましたよ」

ということを皆さんに伝える役目があるのではないかなというところですね。 

そして、選挙への関心を高めるには、もちろん、候補者の考え方ということもあり

ますが、犬山市において、何が課題となっているのか、選挙で投票するにあたって、

「犬山市の課題がこうだから、この人が自分の考えに合っているんだな」というこ

とがわかるように、そういった情報を共有する機会を設けていく必要があるのでは

ないかと、そういった部分が、いぬみらで議論された部分なのかなと思います。 

Ａ 会 長：では、Ｂ委員。 

Ｂ 委 員：まず、法律的な観点から申しますと、先ほど事務局から話のあった条例制定権の範

囲の問題で言いますと、条例そのものが憲法に反してはならないんですよね。そこ

で、選挙への関心を高めるということで、政策選択型、つまり候補者がマニフェス

トを提案すると先ほど説明がありました。その中で、実際に候補者を比較検証でき

るような場を設けるということは、やはり法律論からすると難しいと考えます。条

例の中で、「候補者はこうします」という義務付けをしますよね、立候補者に対し

て、「公開討論会に出席せよ」というのは、法律的に義務付けを課せるかというと、

憲法がそれを許さないと思うんですよね。それは、先ほどありました表現の自由、

思想、良心の自由に抵触するはずなので、条例で、「候補者は公開討論会に出なけ

ればならない」或るいは「努めなければならない」と努力義務型にしても、心理的

な圧迫というものを考えると、設けるべきではないのかなと思います。ですから、

18 条の選挙のところで事務局が何を提案してくるのかというところを私も興味深

く思っております。 

選挙への関心を深めるためにとおっしゃいました、「犬山市の課題はこうだよ」と。

それはむしろ情報公開、情報提供でしっかりやっていくことが大事ではないかなと

私は思います。選挙の都度、犬山市にはこんな課題があるよということを４年に１

回知らしめるよりも、むしろ継続的に情報共有していく取り組みこそ犬山市に今後

必要じゃないかな。このいぬみらの提案、資料２のところで、「市政に関する情報

を共有する機会を設ける」これをもっともっと多く設ける、そして、市民に対して

情報の提供をし、情報共有を掲げていく。これをすることで、先ほど事務局がおっ

しゃったような、有権者が「何が必要なんだ」ということも、「今の市長は何をや
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っているんだ」ということもわかってくるだろうと思うんですけど。話を戻します

と、法律学的な見地からすると、条例で政策提案型、マニフェストを出して、公開

討論会を開くというのは難しいのではないかな。もう一点、政策に対して比較検証

できるようにするということをこれまで広報ではできていなかったのかなというこ

とを逆に問いたいです。 

Ａ 会 長：今、問われましたので、事務局どうですか。 

事 務 局：Ｂ委員のご指摘のとおり、法律論の中での困難さというのは重々承知しております

し、そこを端的に書いていいのかという部分は、非常に高いハードルがあるという

認識はあります。しかしながら、総論として選挙に投票する人が多くなって、関心

を高めるというあたり、そのうえで、政策を選択して投票するのかなという流れは

理解しておりますので、情報共有という部分が、いかに明確に答えられるかどうか、

そのあたりを深く研究していきたいと思います。 

Ｂ 委 員：私が最後に聞きたかったのは、討論会をしなければ、政策を検証できない、でも、

これまで選挙公報などのように、各自治体が選挙に際して様々な広報紙を出してい

ますよね。そういうことでは、やはりできないんですか。 

事 務 局：ご指摘のとおり、討論会が唯一の手段ではないと考えますし、様々な情報の伝達と

いうものに関しては、今の社会では候補者も様々なツールを持っていますので、そ

こに固執するのはどうかというのも事務局として整理する必要があるのではない

かと。市長の思いを実現するということではなく、より良い選挙にこの条例が寄与

できるということを踏まえて、整理する必要があるのではないかと、現時点ではそ

ういったレベルでございます。 

Ａ 会 長：はい、どうぞ。 

事 務 局：先ほど、市政に関する情報を提供する機会を設けるといったところで、選挙のため

にやるものではないというお話をいただきました。まさにそのとおりで、現在もタ

ウンミーティングなどというのは、４年に一度というわけではなく、毎年数回、市

民と行政で意見交換する形でやっていまして、そういう形で政策もつくられていく

という様に考えています。こういったものをうまく運用していけばよいのかなと思

っています。 

Ａ 会 長：先ほどＩ委員がおっしゃった、選挙と書いてあるのは市長選挙のことだけでよろし

いですか。議員の選挙は念頭に置かなくていいですか。 

事 務 局：まだ未整理です。議会の方のご意見も伺いながらということになると思いますが、

今の段階で市長選挙のみという話になっているわけではないです。 

Ｈ 委 員：一市民という立場からすると、市長か議員かという議論自体がどうなのかと思って

しまっていて、選挙に両方ともに参加している側としては、今の発言自体を問題に

感じてしまうところがありまして、両方とも扱うべきだとは感じているところです。 
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Ａ 会 長：去年、いぬみらをアドバイザーとして聞かせていただいたところで、皆さんが話し

ている意見を聞き取って、自分なりに受け止めていたのは、選挙というのは、今回

18条が「市民参加と協働」のところに入っているんですよね。つまり、市民が主体

となってまちづくりに参加して、そして、市民同士が協働したり、或いは、行政な

どと協働していく、或いは事業者と協働していく、そういう様々な参加や協働を進

めていく一つの手段であって、これ自体が目的ではないというニュアンスだったと

思います。つまり、市民参加のまちづくりの一つの方法、市民がまちづくりを巡っ

て問題意識を得たり、高めたり、或いは、どういうことを今すぐ行うべきなのか、

そういう色々な情報を得るためのとても重要な場であって、たまたま４年に１回の

選挙、市議会もあるし、市長選もありますけれども、そこで、まちづくりを巡る動

向、或いはきっかけを得るためのとても重要な論点、争点というものを学ぶ場とし

て選挙というものがあるんだと、だから、第４章で描かれることの意味があるんだ

ということを去年、印象を持ちました。Ｈ委員もそんなような印象じゃなかったか

なと思いますが。 

Ｈ 委 員：おっしゃるとおりです。 

Ａ 会 長：ですので、タウンミーティングとか、まちづくり集会とかあるんだけれども、広報

だとかマニフェストだとかあるんだけれども、そういうものも含めて、まちづくり

への市民参加の一つの場としての選挙を描いていく、ということが大事なんじゃな

いかと。ですから、その限りにおいては、努力義務であるとか、法律に抵触するよ

うな内容については極力慎重に描かなければいけないけれども、あくまでも市民が

まちづくりに参加するという限りにおいて必要な内容をここに記載するという工夫

をしていくことが大事なんじゃないかという様に去年言っていたように受け止めて

いた気がするんですけどね。どうでしょうか。 

Ｈ 委 員：市長の言われた政策のところがどれぐらいのボリューム感なのかということがある

んですけれども、日常的に一市民として、地元の市議会議員の先生たちとの交流を

考えると、９条の２項が大事だなと思っていて、何が書いてあるかというと、「議

員は市民の負託に応えるため、自己の資質を高め」これも大事だと思うんですけど、

「市民全体の福利向上を目指して活動します」と書いてあるんですね。政策を選挙

の時に提案することは、どれだけでもできるんですけど、それが実効性あるものか

どうかということは、やってみないとわからなかったりする。時の話題で、票を集

めるためのキャッチフレーズだったりすることもよくあるので、それは、市民、国

民は皆さんよく理解しているところがあると思うんですね。逆に日常的な生活の不

具合だとかそういう声を聞き取って市に働きかけてくれたりだとか、そういったこ

とも市議会議員の方々にお願いすることもよくあるんですけれども、そういった意

味合いで、政策立案が全面的に出てくると、私はバランスの悪さを感じてしまいま
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す。日常の、市民という立場から考えるとですね。政策というのは大事なんですけ

ど、日常的に声を良く聞き取ってもらって、走り回ってというこれがすごく大事な

ことで、ここの部分は政策ではないと思っているんですよね。この辺りはいかがな

ものなのかなと思うんですけれども。 

Ａ 会 長：この辺りは、是非議員の方に。 

Ｉ 委 員：ちょっと耳が痛いような話もございますけれども、例えば議会で一般質問というも

のがあるんですけれども、その中で、私たちはほとんど政策提案型の質問というの

をしています。というのは、今Ｈ委員が言われたようにご相談いただいて、行政に

繋いで解決していただくようなことは、その時その時に行いまして、一般質問にお

いては、常に政策提案型で、「他市においてこのようないい事例があります、是非

犬山市でも取り入れられないか」とか、「国・県の動きはこうなっているから、市

ではどうなんだ」というような政策提案もしながら、よく言われるドブ板的な問題

解決もしているという現状でありますし、先ほどのタウンミーティングではありま

せんが、行政がやっているタウンミーティング的なことは、議会としても意見交換

会なり、各種団体との懇談会、民生児童委員さんの集まりであったり、土木の関係

であったり、水道組合であったり、商工会議所さんも含めてですけど、本当によく

「声を聞く」ということをさせていただいてはいるんですけど、まだまだ、情報共

有、情報提供という部分では、できていないなという反省はしております。 

Ａ 会 長：ちょっと話が、18条に偏ってしまいました。申し訳ありません。他のところも含め

て、どうでしょうか。 

はい、Ｇ委員。 

Ｇ 委 員：そもそもの話になってしまうかもしれないんですけど、私がいぬみらに昨年参加し

た最初の時の条例をつくる元々の理由というのが、例えば、ここにあるような地域

活動団体であったり、非営利活動団体が活動しやすい、それぞれが活動しているの

が、横のつながりができてまとまりができると、犬山市として、市民も参加してま

ちづくりが活発になる、そのための条例をつくるようなイメージでいたんですけど、

これをもう一回改めて見てみると、前文に目的として書かれているのが、「誰もが

笑顔あふれる幸せな生活をおくることができ、犬山市に関わるすべての人が誇りと

愛着を持ち続けられるまちとするため」とか、そういうためにつくられている感じ

があまりしない。これを読んでいる市民は、市から押し付けられただけの条例にな

るような印象を今持っていて、地域活動団体とか、非営利活動団体なんかは、皆さ

ん色々な問題を抱えながら、それがまちづくりに直結する活動だとは思っていない

かもしれないけれど、すごく頑張って活動されていると思うんですけど、さっきど

なたかが言われたように、４章の「市民参加と協働」のところで、「解決に努めま

す」とか、解決してほしくて市に頼りたいところを解決しなさいと言われているよ
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うな条例になっている気がして、もう少し、非営利団体とかそういう皆さんが地域

のために活動しやすくなるような条例になっていない、私が思っていたような感じ

じゃないなと、率直な今の感想でしかないんですけど、そういう感じを受けている

ところです。 

Ａ 会 長：どうですか。手厳しいご意見をいただきましたが。 

事 務 局：やはり、市民参加する中で住みよいまちをつくっていくという、大本の基本理念を

この条例の中でお示しして、それぞれ活躍する担い手が、どのような立場でどんな

ことをしていくかという役割と、あるべき姿をこの基本条例ではお示しするんです

が、Ｇ委員のご指摘の中にも市としてどのようなサポートがあった方がよいのか、

もう少し深掘りしたところのご指摘かなと思いました。第 16条の中にも「協働の推

進」ということで、基本的な方向性を示すんですが、示せない部分ですね、具体的

な手続きであったりという部分は、別の条例で定めることにするという案を記載さ

せていただいています。つきましては、支援する条例というのは、市民活動支援条

例というものを平成 13 年に制定しておりますし、こうしたあたりもこの協働のま

ちづくり基本条例の方針に合わせてリニューアルするなり、Ｇ委員のご指摘のとこ

ろをもう少し深掘りした中で、整理するのも必要かなというふうに考えております。 

Ａ 会 長：2001 年でしたかね、平成 13 年に確か、愛知県で最初につくりましたよね、市民活

動支援条例を。 

事 務 局：２番目ですね。大口町の方が一歩早かったものですから、半年ぐらい遅れてという

感じですね。 

Ａ 会 長：正直にありがとうございます。条例の正式名称は何でしたかね。 

事 務 局：「市民活動の支援に関する条例」ということで、平成 13 年の３月に施行していま

す。愛知県で２番目、総合的な支援条例としては全国で初めての条例です。 

Ａ 会 長：はい。ただ、今回新しい条例をつくるので、それを改正する必要があるわけですよ

ね。もう一つの言い方をすると、市民活動の条例とこの条例はどういう関係性を持

ってくるのかというところが、今回の会議の中であまりはっきりしていないですよ

ね。過去は過去、今は今じゃないと思うんですよね。そのあたりを次回ははっきり

させていただきたいですね。 

他はどうでしょうか。とりあえず、全体を見回して気がつくことについては、お話

をされましたか。Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ 委 員：２点。先ほどの 18条のところは、会長の言葉をそのとおりだなと思いながら聞いて

いて、選挙はあっていいんですよね。あってもいいんだけど、それを目的化しては

いけなくて。参加と公開って、民主主義を達成する上で、実はとても大事で、まち

づくりを進めていくうえでもとても大事なんだなと。そうした点で、選挙というも

のを位置づけていくことに私は全く異論はなくて、市民がもっともっと政治、犬山
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市政に関心を持ってもらって、そして、選挙を通じて行動するということには全く

異論はないので。疑問に思っていたのは、例えば政策選択型の市長選、そこだけを

特記して持ってくるのはちょっと難しいのではないかなという意味合いでお話しし

ました。その点に関しては、例えば 18条と関連するのは第５条で、市民の権利です

ね。「知る権利」そして、「参加する権利」というのは、とても新しい、いい内容

ですので、こういう市民の権利があるからこそ、努めなければならない努力義務も

容認できるのかなと思っています。ですから、そういう点では非常にバランスとし

てはいいのかなと。参加と公開もちゃんと持っているし、そういう点では評価でき

るのではないかなと思いました。 

あと、細かい点、これは今言っておこうと思います。第９条の第３項です。議会、

議員の役割なんですが、「議会及び議員に関する基本的事項については、別に条例

で定める」と。議会、議員に関する条例があるから、この委任の方法でよろしいの

ではないかという事務局の説明がありましたけど、白紙委任的な形にならないよう

にご注意いただきたいと思います。というのは、例えば第 12条の３項のところを見

ると、「市民参加に関し必要な事項」とありますし、また、16条の第４項のところ

に「協働のまちづくりの推進に関して必要な事項は、別に条例で定める」というこ

とがありますけど、何らかの形で、ある程度具体的な事案を出して、これこれに必

要な事項について定めるという書き方がされているにもかかわらず、第９条第３項

だけ基本的事項という書き方をしているのはどうかなと思いましたので、例えば、

江南市の例かな、「議会の役割その他議会運営に関して必要な事項は条例で定めま

す」とか、そのように限定して書く必要があるのかなと思います。 

あと、第２条のところの「基本的な意志」これは「志」と書いてあります。私は敢

えてこうしているのだろうと思っています。これでよろしいですよね。他市の場合

は「思う」という字が使われていますが、「基本的な意志の表明」、非常に難しい

ですが、「思う」でいいのかなと思ったり。その点ちょっとご確認ください。 

事 務 局：検討します。 

Ａ 会 長：とても重要な指摘でしたね。どうでしょうか、そのほか。 

Ｈ委員、どうぞ。 

Ｈ 委 員：先ほどのＧ委員の話と関連するかもしれないんですけど、４章の 12条「市民参加」

というところと、「地域活動団体」と「非営利活動団体」のところの文面を見ると、

まちづくりっていったい何なのかというのが実はわかりにくくなっていて、市民は

まちづくりに参加するという表現をしているんですが、一方で地域活動団体、非営

利活動団体はまちづくりの主体として位置付けるということになっていて、そうす

ると、何が言いたいのかというと地域活動団体とか非営利活動団体がつくるまちづ

くり、そこが主体で、市民はそこに参加するんだという文脈に全体的になっている
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ので、そもそも市民参加という言葉とまちづくりの主体の整合性をとった方がいい

のではないかなというところが気になったところです。これが先ほど言われた２条

のあたりとどう関連してくるかというところが、ちょっとわかりにくくなっている

と思います。さらにＧ委員の話の中で、なるほどなと思ってしまう、どうしても前

文のグループが夜通し白熱した議論をしていたので、そことの温度差を感じるとこ

ろで、５段落目の「一人ひとりが“主人公”として自発的にまちづくりに参加する

姿勢を大切にしながら」という文脈が結構時間をかけてつくっていたのが、非常に

思い出深いんですね。最初は、まちづくりを担うのがＮＰＯだとか地域活動団体だ

という論調でずっと来ていたんですけど、そもそも、一人ひとりが主人公であるま

ちづくりって何だろうかっていう議論をしていたものですから、市民が、今あるル

ールとかまちづくりの動きの中にのっていく、参加するというのは、市民が主体と

は言いにくい感じになるんではないかなと、このまちづくりという言葉の使い方と

市民という表現がわかりにくくさせてしまっているんではないかなということを感

じるんですけどいかがでしょうか。 

事 務 局：他市の事例なども見ながら、先行するところを採用するのも手法なのですが、そう

いったあたりで不整合が出てしまったかと思いますので、整理をさせていただきま

す。 

Ａ 会 長：補完性の考え方からすると、まずは、市民が、今指摘されているように一人ひとり

が主人公として、自発的に自らの志を基にして活動する。しかも、自分の利益、損

得ではなくて公共性、公益的な観点で活動する。ただ、それが及ばないところもあ

るし、力を合わせた方がいいところもあるので、自主的に地縁組織をこしらえて、

それを運営するということで長年やってきて、それが、時代の中で別の目的に利用

された悲しい歴史もあるけれども、やはり、暮らしを実際に考えると、まずは自分

の努力、それを補う形で地域との協力関係、それが地縁組織、それをさらに補う形

でＮＰＯとか市民活動というものがある。そういうやはり、近接、補完というもの

の考え方から実際の暮らしを良くしていくやり方ってあると思うんですよ。今のと

ころは、Ｈ委員が言ったようにそこのところが焦点になっていて、だから去年、前

文のところの議論で大丈夫かなと思うぐらい時間を費やして、でも一番核心の部分

を大事にしようということで、おっしゃるとおりだと思います。 

Ｃ 委 員：まちづくりって言っちゃうから、「環境にやさしい」とか、「文化が豊かだ」とか、

「安全安心のまちづくり」とか、そういう表現に行っちゃうんですよね。前回も言

ったように、自治基本条例というのは、まちづくりが目的ではなくて、どういうま

ちをつくるかというのが目的であって、それは基本構想か何かで「安心安全なまち

をつくりましょう」という、いわゆる市政としてのまちをつくるということですね。

それを達成するための方法、今まではおそらく、極端な言い方をすると、国の場合
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は、内閣なんかは選挙で選ばれて間接代表になって、彼らがやってることにはなっ

ているけど、実質的には行政がやってしまっていて、それを評価するのは次回の選

挙ぐらいですよね。自治というのは、住民自治の関係からいくと、そうではなくて、

個々の支持とか、団体の支持とかいろいろなプレイヤーが協働でやります。そうい

う仕組みをつくります。その基本的な項目、あり方を示すのが基本条例だというこ

とであると、私は常日頃、まちづくりというのを読み替えているんですけど、ある

べき市政運営のあり方という様に。そうじゃないと、まちづくりというと何かどこ

かのまちづくりというか、前回も言ったんですけど、そこをやはり共通の理解をし

ていかないと、議論がどこかで噛み合わなくなっていってしまう。 

先ほどＧ委員がおっしゃいましたよね、「やれ、やれ」と言われるって。「やれ」

って言われるのは、市が一方的につくって、「こういう社会をつくりましょう。じ

ゃあ、あなたたちもやってください」と。こういう社会をつくるというところがま

さに皆さんが、共通の目標を持ってお互いに信頼して。共通の目標をまず持ちまし

ょうね、情報を共有して。それだと、前提としてすべての人が「これはいいよね」

というのがないとダメですよね。じゃあ、これはそういうのを達成するための仕組

みづくりで、おっしゃったようにやりやすい、団体が仕事をしやすいとか、どうし

たら仕事がやりやすくなるかなということを決める条例なので、そこがよく見えな

いということは、やはりちょっと足りなくて、協働の仕方とか、どうしたらそれぞ

れのプレイヤーがやりやすくなるのかという、そういう仕組みをつくり上げる、そ

の辺の考え方を示すということであればね、おそらくそういうような疑問も出ない

かなとさっきちょっと考えていました。私だけかもしれないですけど、そのあたり

の前提が狂っていると、おかしくなってしまう気がするんですけど。そこが、冒頭

でこの条例で何を狙っているかと聞いたところ。協働のまちづくりと書いてあるの

で、変わった名前だなと。普通だったら自治基本条例なので、自治だな。自治と協

働が、ここに定義してあるように最終的には「公益的な活動」って書いてありまし

たよね。言い換えるとあるべき市政、自治の姿だと捉えれば、まちづくりはこうい

うふうに捉えていけばいいのではないか。具体的に環境にやさしいまちとか、商業

が反映したまちとかね、そういうのじゃなくて、もっと広くとらえた方が、この条

例を議論するには、接しやすいかなと。 

Ａ 会 長：これも重要なところですよね。協働という言葉をつけているし、基本というふうに

捉えている。まちづくりというのは、総合計画の策定で、ずいぶん議会も一緒にな

って、様々な場面をつくってイメージから、基本計画からつくってきて、実際に運

用してきている。まちひとしごとという事業の中でもまちづくりの考え方と実際の

実施事業というのを並べているし、そういう点からすると、まちづくりについてあ

まりくどくど言うことはここでは必要ない。まちづくりとを巡る一つの方法として、
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ベストなルールなり、方法というものをここでは端的に書いた方がよいというご指

摘ですよね。この辺り、どうですかね、皆さん。自治基本条例というような、もう

既製品をもっているんだから、地方自治の中にある住民自治に限らず、団体自治と

いうところをもっとわかりやすく表現してもいいんじゃないかというご指摘もあっ

たと思いますけど。 

Ｂ 委 員：まちづくり条例とか、自治基本条例というのは、同じように扱われていると思うん

ですね。名称は違っていても、基本的には犬山市をそのようにつくり上げていくの

か。そのためのまちづくりの基本的なルール、方法をこの条例の中で明確にしてい

く。その方針に私は全く異論はございません。ですので、まちづくりにかかる基本

的なルールですね。 

じゃあ、まちづくりって何なんだって言われたら、これは大変なんですけど、何を

もってまちづくりというのかと言われたら、難しいと思うんですけど、いわゆる「ま

ちづくり」にかかる犬山市としてのルール、方法それをこの中で定義していくとい

うことで、私もいいと思います。あと、住民自治と言われるときに、団体自治とい

うのは国と地方公共団体の間の関係ですよね。国からの干渉を受けない。一番わか

りやすいのは、沖縄県と国との関係。ですから、団体自治というのは、国から干渉

されないということなんですけど。やはり大事なのは、住民自治だと思います。「住

民の住民による住民のための市政、犬山市」をつくり上げていくことですので、ま

ちづくりの主体的な担い手はこの前文にある「一人ひとりが“主人公”」犬山市民

だと思います。ですから、前文に書かれていることは全くその通りだと思いますし、

一人ひとりが主人公として、まちをつくり上げていくルールや方法をこの第１章か

ら６章の間で定義していくということだと理解しています。 

Ａ 会 長：わかりやすく説明していただきました。そこのところをもう一度身を賭してしっか

り議論したいと思います。 

それでは、時間の関係もありますので、今日は、いただいた意見を第３回目に役立

てるという約束をしたうえで、報告事項の方に移らせていただいてよろしいでしょ

うか。 

 

【報告事項】 

 ・犬山市協働のまちづくり基本条例市民フォーラムについて 

Ａ 会 長：それでは、報告事項の方、よろしくお願いします。 

事 務 局：はい、報告事項「犬山市協働のまちづくり基本条例市民フォーラムについて」とい

うことで、ご説明をさせていただきます。 

     前回、条例策定の全体スケジュールをご説明させていただいた時に、「市民フォー

ラムを開催します。10 月 20 日を予定しています。」というところまでお話しさせ
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ていただいたと思うんですけれども、市民フォーラムというものはいったいどうい

うものなのかということを少し簡単に説明させていただきます。資料を用意してい

ませんので、口頭になりますが、ご説明させていただきます。 

     平成 29年度から協働のまちづくり基本条例の検討を開始いたしまして、平成 30年

度中の条例制定を目指しているというところです。29年度は、前回ご説明させてい

ただいたとおり、アンケート調査を実施したりとか、ワーキンググループのいぬや

ま未来会議ですね、市民会議で議論したりだとかということをやってきました。タ

ウンミーティングと言ったものも、地域でまちづくりに参加することを「活躍」と

捉えて、「活躍」をテーマに２回開催させていただいたという経緯があります。い

よいよ今年度、そこで集めた市民の方の声を基に条例制定に向けた作業を行ってい

るわけですけれども、それと同時に、条例の制定後には、今もそうなんですけれど

も、市民の方にまちづくりの担い手として、どんどん活躍していただかなければい

けないところがありますので、そういった機運を醸成するということを目的といた

しまして、今検討している条例の中身を知っていただき、また、市民参加というこ

とについて、広く市民の皆さんに考えていただくような機会とするために市民フォ

ーラムというものを開催したいと思っています。今までタウンミーティングでもそ

ういうことをやっているんですけれども、参加者同士の出会いだとか交流の場とも

なるような形で設定していきたいなと考えています。 

具体的には日時といたしましては、前回ご案内したとおり、平成 30 年 10 月 20 日

の土曜日。時間は、予定としましては、13時 30 分から 16時ぐらいを予定している

というところです。場所の方ですけれども、駅東にあります犬山国際観光センター

「フロイデ」の２階の多目的研修室を予定しております。参加対象としては、市内

在住・在勤・在学の方というところで、広く参加を呼び掛けていきたいなと。もち

ろん、市内で活動していただいているＮＰＯさんだとか、ボランティア団体、それ

から、コミュニティだとか町内会の方だとか、そういった団体の方にも声掛けをさ

せていただきたいなと思っております。 

内容ですけれども、この段階でもまだ固まっていないのですが、まずは、この条例

をつくることでまちがどう変わっていくのかと、そのような形で是非、Ａ会長にご

講演をいただきたいなと思っておりまして、それから、現在進めております協働の

まちづくり基本条例の検討経過について、企画広報課といぬみらのメンバーの方に

も是非加わっていただいて、そういった説明をしたいなと思っています。それから、

三つ目として、どうしようかなと迷っているところもありますが、例えば、「市民

参加」ということをテーマとしたワークショップをいくつかグループに分かれて参

加者にしていただく、もしくはいろいろな団体の方が市内では活躍をされています

ので、そういった地域活動団体だとか非営利活動団体の方たちによる活動報告をし
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ていただいてもいいのかなと思っていますので、そちらはもう少し、あまり時間は

ありませんが、検討をしたいと考えております。 

そのようなことを 10月 20日に開催したいと思っておりますので、委員の皆様方も

ご本人にご参加いただくことももちろんですけれども、お知り合いの方などにも是

非、ご参加を呼びかけていただければと思っております。 

Ａ 会 長：という、お知らせ的なところもありますけれども、ご紹介いただきました。 

     私はもう、講演などという立場よりも是非ここにいる皆様方と一緒に議論をしたい

なと。市民の皆さんに「今何が論点なんだ」ということをわかりやすくお伝えする

ために、意見交換するようなそんな場面をつくりたいなと思っていますので、講演

というところは削除しておいてください。皆さんと一緒の立場で、よろしくお願い

します。 

 

③話題提供「協働のまちづくり基本条例に期待すること」 

Ａ 会 長：それでは、あと少ししかないですけれども、実は冒頭、話題提供というところで、

私の方から皆さんに話題を出すお時間をいただくようにしていただきました。実は

それを後にしてきた理由がありますけれども、その理由はまたあとで少し触れると

して、今日の話の中で学んだことを一つ二つご紹介させていただいて、次回に結び

付けていけたらというふうに思っています。 

まず、皆さんへの投げかけなんですけれども、審議会の名称にある「協働のまちづ

くり」という言葉がですね、今日の話を聞いていて、いい意味で分からなくなった

ということが正直あります。協働という言葉が果たして必要なのだろうか。先ほど、

Ｂ委員が、この条例というのは、まちづくりの主人公である市民が、能動的にまち

づくりに参加していく、そのために必要ないくつかのルールをわかりやすく書くこ

とで、それが基本という言葉に象徴されるというようなお話をしていただきました。

となると、ここで協働という言葉を敢えてつけなくても、「犬山市まちづくり基本

条例」で十分じゃないかなというふうに聞いていて思ったりもしたので、協働とい

う言葉をここで扱う積極的な理由を次回是非、皆さんと議論をしていきたいと思う

次第です。 

それから、今回の素案を読んでいく中で、議会と行政の説明の文書の中で、こんな

くだりがあります。例えば、「議会及び議員の役割と責務」というところでは、第

９条の第２項「議員は、市民の負託に応える」と書いてありますね。そのもうひと

つ前の第１項にこんな文章があります。「市政運営が適切に行われているかを監視

し、評価をします」そして、議員は、市民の負託に応えるということなんですね。

第 10 条の２項で行政のトップである市長に「第４条に規定するまちづくりの基本

原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの負託に応える」ということがあり

ますね。この負託という言葉の意味を次回皆さんに専門的にわかりやすく教えてい
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ただけたらと思うんですけれども、となると、この条例というのは、協働という言

葉で市民と議会と行政が対等という表現が果たして成り立つのかなと思ったんで

すね。別の言い方をすると、非常に積極的、前向きな意見ですよ、先ほどの前文の

裏側のところの一行目、Ｈ委員が紹介してくださったところ「一人ひとりが“主人

公”としてまちづくりに自発的に参加する姿勢」をまずもって大事にする。そして、

議会や行政はその負託に応える。となると、これは決して対等ではなくて、一番重

要なところは皆さんが強調された市民の権利。まちづくりを巡って市民が自発的に

関心を持ち、参加をする、そのことをまず情報の点において権利として保障する。

そして、参加する権利を保障する。そうすると、やはり市民の権利を保障するとい

うことが、まずもって一番重要であって、その権利を保障するということに応えて

いくためにいろいろと内容を書き込んでいく、方法を書き込んでいく。市民の権利

を保障するための方法ですね、これを明文化していく。というのが、この条例の一

番大事なところじゃないかなと思いますね。決して対等ではないんじゃないかなと

思うんですよね。市民活動の推進にかかる条例であるとか、まちひとしごと創生総

合戦略の策定に関わっていろいろな人たちにご意見をいただいたとか、基本構想・

基本計画の策定に関していろいろと意見をいただくとか、タウンミーティングやる

とか、議会も開かれた議会運営をするとかやってますけれども、やはり市民が自発

的に自ら暮らすまちに関心を持ち、そして責任を持って次世代に伝えるべきことを

伝えていく、あるいは守るべきものを守っていく、つくるべきものをつくるという

点において、参加をするということが決して十分ではないかもしれない。やはり、

市民が自発的にまちの現状について知り、そして、まちの現状をより良くするため

に参加をするという権利をしっかりと保障していく、その方法をこの条例というの

は書き込んでいくというのが、まず一番重要であって、そういう一つの流れという

のが、この中に表れてこないといけないんじゃないかな。だから、まちづくりの担

い手というところでも、市民の権利、市民というものが担い手としてあって、権利

を保障することがまずは市民参加ということ。そうすると、協働ということが、今

一つよくわからないし、わからないということは、いらない可能性もあるかなとい

うふうに私は思っていました。 

繰り返しますけれども、市民が互いに協力して、対等な関係を保ちながら、自発的

にまちづくりに参加をする。そして、協力する限りにおいて、一人ではなかなか難

しいこともあるので、そこで、対等な立場でお互いに信頼関係を培いながら協力し

て参加していく、それが協働であって、その協働を後押しするのが議会であり、行

政ではないか。その協働の場というのが、地域活動であったり、市民活動であった

り、学校という場であったり、という様々な場面、或いは市民参加の方法として紹

介される部分はあるかもしれないけれども、重要なことはやはり市民が、まちづく
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りを巡っての権利をしっかりと得て、責務を果たしていくこと、そこに尽きるんじ

ゃないかなと思いますよね。今日そのことを皆さんのお話を聞いていてすごく実感

しました。そう考えるとこの条例の条文検討というのは非常に流れとしてはシンプ

ルに行く可能性があるかなというふうに私は聞いていて思ったところです。是非ま

た次回に向けてそういう捉え方が間違っていないかどうか、検証させていただいて、

次回の準備に入っていきたいと思います。 

私の方の話題提供というのはその程度にとどめて、ここまでにさせていただきます。 

 

⑤ その他 

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

しょうか。 

事 務 局：では、その他としまして事務局の方から、次回開催日についてご案内をさせていた

だきたいと思います。すでに前回、全体のスケジュールについてはお示しをさせて

いただいていますけれども、次回、第３回目の審議会は、10 月１日月曜日の 19 時

から、場所は本日と同じ 205会議室の方で予定させていただいておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

Ａ 会 長：はい、それでは、事務局にお返しします。 

事 務 局：ありがとうございました。本日は深い議論を熱心に、そしてまた、次につながるよ

うな議論が多々あったと思っております。事務局としましては、本日の議論の成果

を次につなげて、確実に次の会議に向けて成果を活かしていきたいと思っておりま

す。 

     それでは、ご案内の時間を過ぎましたので、本日の第２回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。 


