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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１０月１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、齊木博、森岡万朱衣、松本里美、藤田好美、 

三浦知里 

 

 (2) 執行機関 江口経営部長、松田企画広報課長、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 

 【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：皆さんこんばんは。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、本当にありがとう

ございます。  

     昨日未明、台風 24号が当市にも来襲いたしましたが、そのような折で、後片付けな

ど大変な時とは存じますが、皆さんご出席いただきまして、本当にありがとうござ

います。 

     それでは、ご案内の時刻になりましたので、ただいまから第３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。 

     最初に、Ａ会長から、ひと言ご挨拶をよろしくお願いします。 
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② 会長あいさつ 

Ａ 会 長：皆さん、こんばんは。 

     本日、第３回目になりました、犬山市協働のまちづくり基本条例審議会であります。 

     前回は、皆様方から大変有意義なご意見をたくさんいただきまして、それをもとに

して、たたき台の修正を大幅に行いました。私自身もその検討の中に入りまして、

非常に時間をかけて検討して、今日の会議に臨みました。今日皆様方に、前回出し

ていただいたご意見をどのように扱ったのか、そしてまた、もう一度検討すべき点

があるのかどうか、いろいろお伺いしながら議事を進めてまいります。 

私事で恐縮なんですけれども、昨日の台風の影響で、電車の予測がつかない区間に

家があるもので、帰れるかどうか心配なものですから、申し訳ないですけど少し論

点を絞って協議を進めることをお許しいただけますでしょうか。大変申し訳ありま

せんけれども、今日のところは、昨日災害対策本部が設置されて、職員も帰れてい

ない方もいるでしょうし、そういった事情も勘案して、今日は論点を明確にして、

それについてお諮りするような進行をさせていただきたいと思います。ということ

で、今日は時間を少し短縮させていただくことになるかもしれませんけれども、ご

容赦いただきながら進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

事 務 局：Ａ会長、ありがとうございました。 

     通常ですと、２時間の会議ということでございますが、本日は、論点を絞って進め

させていただくということで、よろしくお願いします。 

      本日の出席委員の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

者は８名でございます。２名のご欠席となっています。Ｈ委員につきましては、席

はご用意させていただいているのですが、急遽ご欠席との連絡がございました。ま

た、Ｊ委員におかれましても、ご欠席ということでご連絡をいただいております。

ということで、８名のご出席でありますが、審議会の規則に基づきまして、過半数

の出席をもって成立となっておりますので、本日の会議は成立ということを前もっ

てご報告させていただきます。 

     本日、傍聴人の方はおみえになりませんが、会議につきましては、犬山市附属機関

設置及び運営のガイドラインに従いまして、公開という会議でございます。併せて、

会議録を後ほど公開させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

１点、前回の会議でお取り決めをさせていただきましたが、会議録への署名者でご

ざいます。名簿の順番に従ってご署名いただくことになりましたが、本日、第３回

の会議につきましては、Ｅ委員とＦ委員にご署名をお願いしたいと存じます。どう

ぞよろしく、お願いいたします。 

それでは、さっそく議事に入りますが、資料の確認を前もってさせていただきます。 

    ～資料確認～ 

 

③ 議事 

事 務 局：では、ここからは、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
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長、よろしくお願いいたします。 

Ａ 会 長：では、さっそく議事を進行させていただきたいと思います。はじめに、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、事務局から説明をしていただ

きたいと思います。 

【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。 

     素案の説明に先立ちまして、今回の審議会の前、9月 21日金曜日に市民会議であり

ます「いぬやま未来会議」、「いぬみら」を開催しましたので、その結果を簡単に

ご報告させていただきます。 

     昨年度最後に会議をしたのが３月 12 日ということで、半年以上経過していたこと

もありまして、出席者は少なかったものの、その分、一人ひとりの意見を時間をか

けてお聞きすることができました。 

     資料としては、第２回の審議会でのご意見を踏まえて修正したもの、今回委員の皆

様に配布させていただいたものと同じ内容のものをご覧いただいて、それについて

ご意見をいただきました。 

     いただいた意見としまして、全体的には、条例の素案にはいぬみらで議論した内容

が反映されており、大枠としては良いのではないかというものでした。 

     一方で、「市民参加や協働のしくみ、ルールに関する具体的な内容が入っていない

のではないか？この条例ができて、みんなが活動しやすくなるのかな？」という意

見もありました。 

     この件につきましては、現在議論している「犬山市協働のまちづくり基本条例」は、

あくまで市民参加や協働に対する基本的な考え方やルールなどを定めることとなっ

ておりまして、具体的な仕組みやルールについては、別の条例に委任することにな

っています。それは、いぬみらの意見としても出てきているわけなんですけれども。 

従いまして、この条例ができたからすぐに何かが変わっていくというものではあり

ませんが、条例を制定することで、まずは市民、議会、行政の「協働」、「まちづ

くり」というものに対する意識が変わっていく。そこからの動きとして、市民参加

条例の制定や市民活動支援条例を改正することで、具体的な仕組みやルールを整え

ていくということになるのかなと。ただですね、参考資料１として、江南市の市民

参加条例を一つの事例として提示させていただいていますが－こういった時には市

民の方の意見を聞きますよ、例えば計画をつくるときなど。そして、意見の聞き方

というのは、パブリックコメントだとか、タウンミーティングを開催するだとか、

アンケートをするだとか、色々な方法を採りますよ。そして、それぞれは、このよ

うにやりますよという手続き的な部分を定めている条例ですけれども、こういった
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条例とか、参考資料２の「市民活動の支援に関する条例」ですね、こちらの条例は 

平成 13 年に既に本市で施行されている、団体や市民活動に関する支援について定

めている条例ですけれども、こういった条例をつくっていくということが、具体的

な仕組みやルールを定めることになるのかなということで、これを「市民参加条例」、

「市民活動支援条例」としてそれぞれ定めていくのか、「市民活動支援条例」を改

正するなりして、この中に市民参加を包含するような形でつくっていくのかという、

やり方は二通りあるのかなと思いますが、こういった動きを一連のものとして、セ

ットで捉えていただけるといいのかな、と考えています。 

     いぬみらにつきましては、残念ながら９月 21日に欠席となったメンバーにも、同じ

資料をお送りして、ご意見、ご感想をいただくようお願いしているところです。  

     それでは、前回の審議会でいただいたご意見を踏まえて修正させていただきました

協働のまちづくり基本条例の素案について、ご説明させていただきたいと思います。 

     資料としましては、資料３－２、見え消しになっているものをご参照いただければ

と思います。 

     １点目は前文のところですが、１段落目の４行目のところで、元々は「犬山・城東・

羽黒・楽田・池野の各地区に」という表現がございました。こちらは、昨年度ワー

キンググループで議論していた時に、犬山市の持つ多様性を表現するために、地区

名を入れて、元々は、今井だとか栗栖などの地名も挙がっていたんですが、そうす

ると、膨大な数の地区名を入れなければいけなくなるということで、旧町村名であ

るこの５地区の名称を入れていたんですけれども、やはり、地区にこだわっている

というようなご意見もいただいたことで、地区名は入れずに多様性を表そうという

ことで、「地域ごとに様々な表情を見せる」という表現に変えさせていただきまし

た。 

     次に、５段落目の２行目、元々は、「対等な立場で協働して」となっていましたが、

Ａ会長から「議員、市長は市民からの負託を受けているのであれば、対等と言える

のだろうか？」というご意見をいただきました。意図としては、ＮＰＯなどの団体

と協働する際に、最近は少なくなってきているのかもしれませんが、行政が上から

の物言いをしたりということがあったりするので、そうではなくて対等ですよとい

うことで、表現していた部分ですけれども、確かに会長のおっしゃるように負託を

受けていながら対等というと、違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれないと思

いましたので、「お互いに尊重し合いながら」としました。 

     関連して、第３条の第７号に「協働」の定義が定めてありますが、その部分も「対

等な立場で連携し」という表現を「補完し合いながら」に変更しています。 

     続きまして、第２条の「最も基本的な意思の表明」という表現がありまして、元々

は「志」という字が入っていました。お恥ずかしい話ですが、元々意見集を作成す
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る段階で誤植となっていたものであり、参考とした自治体の条例では、「思」を使

っています。「志」の方ですと「～したい」という意味合いが強くなり過ぎまして、

まちづくりの「基本的な考え方」を定めるという条例の意味合いからすれば「思」

を使うべきだと考えましたので、「思」という字に修正してあります。申し訳あり

ませんでした。 

     そして、第３条の「定義」ですが、第２号に「学生」の定義を加えました。学生と

聞いたときに、ひょっとすると高校生も入るのかなということをイメージされる方

もいるかもしれない、そうしたときに、第７条で定める学生の役割「犬山市を学び

と実践の場として、その成果を地域に還元するよう努める」ということを高校生に

求めるのはちょっと重いのかなと感じますので、高校生は入らないということを明

確にするために「高等教育機関に在学する者」としました。 

     高等教育機関というのは、大学、大学院、短大、高等専門学校、専門学校を指す言

葉でして、市内の高等教育機関－名古屋経済大学さんがありますけれども、ここに

通う学生だけでなく、市内に住んでいて市外の高等教育機関に通う学生も含む内容

で定義づけさせていただいています。 

     また、子どもの定義がわからないというご意見もいただきました。こちらにつきま

しては、児童福祉法や児童の権利に関する条約に基づけば、18歳未満が子どもとい

うことになりますけれども、本条例におきましては、子どもに関しては第 15 条で

「年齢に応じて、ふさわしい形でまちづくりに参加できる機会を設ける」というこ

とを定めていますが、何かを制限したりする内容ではありませんので、そこまで厳

密に子どもの定義を定める必要はないのではないかと考えます。 

     また、子どもの定義を 18歳未満とした場合には、高校生であっても 18歳になると

子どもではないということになってしまったりするので、この辺りはむしろ、ある

程度あいまいにしておいてもよいのかなということも感じております。表現の方法

も、Ｄ委員の方から「子どもたち」としたほうが良いのではないかとのご意見をい

ただきまして、なるほどと思いましたが、法令上の用語として、単純に「子ども」

といった場合には、不特定多数の子どもを示すとのことですので、そのままにさせ

ていただいています。 

     続きまして、第９条、第 10条です。前回の素案では、地域活動団体、非営利活動団

体に関することを第４章の「市民参加と協働」の中に定めていましたが、それぞれ

の役割に関することも含んでいましたので、整理する形で、役割に関する部分につ

いては、第３章のまちづくりの担い手の中に入れ込みました。 

     これによって、３章については、市民の役割という形で、市民全体に期待する役割

を定めさせていただいて、その中で学生、事業者、地域活動団体、非営利活動団体

については、属性に応じて期待する役割を定める、そして、それぞれを条立てして
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定めることで、見出しも付けられるようになり、強調されるのかなと考えています。 

     関連して、市民参加という観点では、16条で「公益的活動を推進するために重要な

役割を果たす団体」という位置づけで、地域活動団体、非営利活動団体の活動に市

民が積極的に参加すること、議会、行政はこれらの団体を必要に応じて支援するこ

とを定めています。 

     16 条の第３項で、市民活動支援条例への委任について定め、それに伴って、第 17条

第４項を削除しました。 

     修正点の最後になりますが、11条の第３項、議会基本条例への委任について定める

部分ですが、前回の審議会で、Ｂ委員より「白紙委任にならないように」とのご指

摘をいただきました。もちろん、既に議会基本条例がありますので、実態としては

白紙委任ということにはならないかと思いますが、議会基本条例制定の目的を踏ま

えまして、「議会及び議員の活動原則その他の基本的事項については」という表現

に変えさせていただいています。 

     素案の修正点に関する説明は以上となります。 

     引き続きまして、前回は、検討中となっていました、選挙に関して定める部分につ

いて、今回は案をご提示させていただきました。 

     ポイントとしましては、まずは、市民の皆さんに選挙に関心を持っていただき、投

票に行っていただくことが大事。そして、市長の思いを第１回の審議会で委員の皆

様にもお伝えしましたが、政策選択型の選挙の実現につながるような内容を条例の

中でどこまで盛り込むことができるのか、ということで知恵を絞った結果が今回の

案ということになります。 

     愛知県選挙管理委員会や弁護士、大学教授など様々な方から見解を伺いましたが、

マニフェストの作成、提示や公開討論会への参加を条例で義務付けることについて

は、例えそれが努力義務であったとしても、日本国憲法に定める「表現の自由」、

「思想・良心の自由」や公職選挙法が目的とする公平、公正の確保という観点から、

問題があるのではないかとのことでした。 

そのような前提のもと、我々も検討する中で、ある職員の「候補者への義務付けで

はなく、有権者の側に政策による選択を促すという形であれば、条例でも位置づけ

ができるのではないか。ひいては、それが実質的に政策選択型の選挙の実現につな

がるのでは。」という発想から、今回の素案を作成しました。 

     第１項は、「市民は、選挙が議員及び市長を通じた市政への参加の重要な手段であ

ることを認識し、選挙に関心を持つとともに、選挙権を有する市民は、投票の機会

を積極的に活用するよう努めます。」ということで、選挙というものが、代表者を

通じた間接的な形での市政への参加であることを認識していただく。そして、選挙

というものに関心を持ち、投票の機会を積極的に活用していただく。まずは、「選
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挙に行きましょう」ということを定めています。 

     第２項は「市民は、選挙において投票を行うにあたっては、市の直面する課題、候

補者の掲げる政策等に関する情報の積極的な収集及び理解に努めます。」というこ

とで、ここが政策選択型の選挙につながる部分になります。もちろん、何をもって

投票先を決めるのかということは、投票する方の自由です。そこは大事なところで

すが、投票にあたって、市が直面している課題や、候補者の掲げる政策などに関す

る情報を積極的に収集し、理解した上で投票しましょうということです。 

     第３項は、第２項に対応する内容となりますが、「市民、議会及び行政は、選挙へ

の市民の関心を高めるための取組を進めるとともに、選挙に係る市民の知る権利を

保障するため、前項に掲げる情報の積極的な提供に努めます。」前項に掲げる情報

というのは、第２項の「市の直面する課題、候補者の掲げる政策等に関する情報」

ということになりますが、市民が選挙への関心を高め、情報を積極的に収集すると

いうことを１項、２項で定めていますので、では、それに対して市民、議会、行政

が関心を高めるような取組を進め、積極的な情報提供に努めましょうということを

定めています。 

     情報提供する側にも市民が入っているのは、候補者も市民であるということもあり

ますし、公開討論会なども市がどこまで関与するかということは難しいのですが、

民間団体が主催するものであれば、現在でも実施されていますので、そういった意

味合いもあります。 

     そのほか、具体的な内容につきましては、逐条解説の中でどこまで書き込むことが

できるかというところになりますが、前回Ｂ委員からお話のありました「選挙公報」

を選挙の際に各世帯に配布するということも行政が候補者の政策に関する情報を提

供するということになるでしょうし、もちろん、議会からも市政の課題に関する情

報等は「議会の手帖」をはじめとして積極的に発信していただいていますので、条

文の内容としては、現状に即しても問題はないのかなと考えています。 

     こちらの内容につきましては、市長にも確認しまして、マニフェストや公開討論会

というものを条例の中で直接的に位置づけることは難しいということについては理

解したということで、そのうえで、条文の内容としてはこれでよいのではないかと

のことです。 

     ただし、この内容が法的な問題をクリアしているかどうかを関係機関に確認するよ

うにとのことですので、まずは、愛知県選挙管理委員会に確認したいと思っていま

す。場合によっては、愛知県選挙管理委員会の方から、総務省の選挙課というとこ

ろがあるそうですが、そういったところに上がっていくことがあるかもしれません

が、しかるべき機関に確認を行ってまいりたいと思います。 

     事務局からの説明は、以上となります。 
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Ａ 会 長：どうもありがとうございました。 

     それでは、今日、論点を絞ると言ったのはこの２点です。まずは、いただいた意見

を踏まえて修正を図ってみました。その修正箇所について、皆さん、改めて見てい

ただいていかがでしょうか、ということです。 

     それから、選挙の部分ですね。ここのところは、非常に慎重を期して検討してみま

した。その案を本日皆さんにご提案したというところです。 

     それでは、全体について皆様からご意見を賜りたいと思います。いかがでしょうか。 

     ちょっと先に口火を切らせていただいて、前回、Ｅ委員とＦ委員は欠席でしたので、

今、修正したものが出されていますけれども、ご覧になって、お考えがありました

ら、率直にご意見をいただきたいなと思います。では、まずＦ委員から、それから

Ｅ委員にということで。いかがでしょうか。 

Ｆ 委 員：ありがとうございます。私は前回欠席しまして、今言うのは申し訳ないかなと思い

つつ。すごく細かいことで申し訳ないんですけれども、１ページの下から２行目の

ところですけど、前文のところですかね。「そのためには、地域・世代・性別・国

籍を問わず」というところがあるんですけど、多文化共生の世界では、民族と国籍

がセットになっていて、民族も国籍も両方とも並列でいつも書いているものですか

ら、できれば「民族・国籍」というふうに書いていただけるとありがたいなと思っ

ています。民族性ってとても大切だなと思っているんです。 

     それに伴いまして、３ページの４章、下から９行目になるんですけど、同じように

「市民は、年齢、性別、国籍等」とあるのを「民族・国籍等」と直していただけれ

ばと思います。細かい点なんですけど、お願いします。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。 

     それでは、Ｅ委員、どうでしょうか。 

Ｅ 委 員：ごめんなさい、今、Ｆ委員が言われたことがよくわからなくて。ここのところです

よね「地域・世代・性別・・・」、ここを民族－。 

Ｆ 委 員：民族も入れてほしいなあと。民族・国籍というところで、はい。 

Ｃ 委 員：並列がいい。それとも「民族並びに国籍」。 

Ｆ 委 員：並列がいいです。どちらでもいいんですけど、国籍だけでは抱えられないものがあ

るので、民族性ということを入れていただきたい。なかなか日本人にはわかりづら

いかなと思うんですけど。 

Ｃ 委 員：今、Ｆ委員から指摘していただいた部分について、どうでしょう。委員の皆さんの

お考えがあれば、ご紹介いただきたいと思いますが。 

     Ｆ委員に説明をしていただきたいんですけど、わかっているようで、なかなか皆さ

んも、それぞれいろいろな考え方があって。まるで小学生が聞くようなことで申し

訳ないんですけど、民族と国籍ってどう違うのか、Ｆ委員はどのようにお考えにな
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って、ここで表現したいと思いましたか。 

Ｆ 委 員：うまく説明できるかどうかわからないですけど、自分の中では常にセットになって

いるものですから、敢えて説明するなら、国っていうのは、たまたまボーダーで分

かれた、その時の時代背景だとか、戦争だとかで国境が変わったりすることがある

んですね。民族性というのは、それぞれの民族のルーツに基づいて－アイデンティ

ティに基づいて形成された一つの集団というか、意識というか、そんな感じがする

んですね。例えば、日本で言うと、これがあっているかどうか自信がないんですけ

ど、自分の中で思っているのは、アイヌの方の民族があります。でもそれは、日本

という国の中では消えてしまうんですよね。そういうことではなくて、やっぱりそ

の人の持っているルーツ、先祖の営みや文化というものはやっぱり消えるものでは

ないのかなという、やっぱりここの中でこれを言い出すと、すごく大げさなことの

ように思うんですけど、でも、人間ということの中では、大事なことだなと思う次

第です。わかりますか。すみません。 

Ｅ 委 員：国籍っていうのは。 

Ｆ 委 員：国籍というのは、どこに帰属するかということです。例えば外国の方が結婚されて、

日本に生まれても、日本の場合は、血統主義ですから、お父さんの国籍で。アメリ

カに生まれても、日本人のお父さんだと、日本国籍なんです。でも、アメリカとか

ブラジルとか、多くの国でそうなんですけど、アメリカに生まれたら、アメリカの

国籍なんです。でも、いろいろな国籍を持っていらっしゃる中で、それぞれの背景

が、今言ったみたいに日本だとこの民族性を持っているとは限らないです。比較的

日本は－また言いにくいんですけど、相反する民族が一つの国家を形成していると

ころもあるかなと思うんですよね。そういったときに、国としての認識だけではな

くて、民族の伝統とか文化も大切にしてほしいと言って本当にこの中に入れると、

そんな細かいことっておっしゃるかもしれないんですけど、これから日本もどんど

ん、いろいろな血が混ざって、外国の方が増えてくると思うんです。ですから、こ

こに一言欲しいなと思った次第です。すみません、わかりにくいかもしれません。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。非常にわかりやすく説明していただけたので。趣

旨についてよく理解できたと思いますが、どうでしょうか、事務局も含めてご意見

があれば。 

事 務 局：はい、ありがとうございます。事務局としましても、民族という視点、先ほどのア

イヌのように、国籍が日本であっても、そのあたりは出生が違う、そういった民族

があるよと。そういった観点は非常に大事であると思っています。Ｆ委員のご活動

が、フェアトレードとか、国際交流、そして、多文化共生、そうした視点の中で指

摘をいただいたということを踏まえると、民族という表現を加えるのが妥当かなと

考えます。また細かい部分は再整理させていただくんですが、現時点では、妥当で
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あると判断させていただいております。よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。 

     それでは、前回お休みされたお二人の委員からコメントをいただきましたので、今

回修正した箇所も含めて、或いは、新たに追加した選挙の部分も含めて、どこから

でも結構ですので、ご意見がありましたら、お願いします。いかがでしょうか。 

Ｄ 委 員：前回と比べて変更点がありましてね、かえってその点については、いいなという感

じがいたしました。いぬみらでしたか、大枠で賛成というふうに聞いておりますけ

れども、私もそのように賛成したいと思います。 

     それから、先ほどＦ委員が国籍ということを言われましたが、私もそのことを思っ

たんですけど、例えばこの一番頭の「犬山市協働のまちづくり基本条例」このとこ

ろに英語表記があったら、より一層わかるかなという気がしたんですけど。 

Ａ 会 長：なかなかいい提案をしていただいたんですけど、まずどう扱うか。英語だけでなく

て、何言語かで表現することは当然必要だと思いますけど。ここでどう扱うかとい

うことも含めて一度検討したいと思います。事務局何かありますか。 

事 務 局：そうですね、やはりそういった意味で、犬山市内にたくさんの国籍の方がおられる

ことを踏まえると、今後この条例を周知するにあたっては、やさしい日本語だとか、

多言語化ということも当然踏まえる必要があります。条例の中に英語表記を活かせ

るかどうかというところは少し難しいかなと思うんですが、逐条解説であったりと

か、パンフレットであったりとかですね、そういったあたりは工夫を要すると考え

ています。 

Ａ 会 長：それでは、Ｉ委員。 

Ｉ 委 員：はい。追加資料でいただいた選挙の関係でございますけれども、市民の立場から見

たと言ったら変ですけど、そういう文章にまとめられたという感じがします。やは

り、３項のところで「市民」というのが出た時に「市民、議会及び行政」この市民

は何だろうと思って、今説明をお聞きしたときに、候補者であり、公開討論会を主

催する民間団体であったり、市民であったりというところはよくわかったんですが、

この辺りの表現をさらっと読むだけではなかなか理解し難いかなというところがあ

って、本当に知恵をよく絞ってくださった文章だと思うんですが、もう少しここを

何とかならないかなという気がしています。 

     また、この部分で、市民が選挙に興味を持ってくださるというところが、議会なり

行政なりに本当に興味を持っていただけるようになるような－政策も難しいし、文

章化するのもすごく難しいんですけど、そのあたりをもう少し考えないといけない

かなという気がします。具体的にはなかなか、すみません。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。例えばですね、この条文の中で、今、Ｉ委員がおっしゃ

った意図を表現することができるようだったら、是非ご提案をしていただきたいと
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いうことと、それから、条文は条文として、これが最大限であるという理解に立つ

ならば、例えば逐条解説でこの辺りの意図をきちっと表現するということで進める

べきだというお考えでよろしいのであれば、それで受け止めさせていただきます。

いかがでしょうか。 

Ｉ 委 員：やはりそういった、少し何か工夫が必要かなと思っています。このまま、やはりさ

らっと読むと、市民というところが引っかかってしまうのではないかなという感じ

はしますので、どういう形が一番ベストなのか、具体的にはわからないですし、今

日初めて見せていただいたというところもあるので。ただ、今回、公選法の改正も

あって、私たち議員も－市長もそうですけど、公費負担か自己負担か、そのあたり

はありますけど、チラシを配布できるようになるというような、やはり公選法につ

いても、皆さんにもう少し選挙をわかってもらいたい、中身をわかってもらいたい

という努力をされてきつつあるので。そういう雰囲気も踏まえて、選挙を入れるこ

とというのは、最初は「どうなんだろう」と思ったんですけど、検討中が続くのか

な、今回も出ないんじゃないかなと思っていたら、一応は出てくれたので、そのあ

たりは評価したいなと思いつつ、早めにきちっと形にはしなければいけないなと思

います。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。 

     この辺りについて、他の委員の皆さんからもどうでしょうか。Ｂ委員には、あとで

ご専門の立場からここのところは諸点述べていただきたいと思いますけれども。委

員の皆さん、どうでしょうか、他に。どんな点でもいいですよ。 

Ｅ 委 員：わからないところでもいいですか。 

Ａ 会 長：いいですよ。どうぞ。 

Ｅ 委 員：３項目のところの「取組を進めるとともに選挙に係る市民の知る権利を保障するた

め」というところがあるんですけど、意味がよくわからないのですが、これは、市

民が、選挙に出る方の政策を知るという権利をということなんでしょうか、具体的

にどういうことを言っているんでしょうか。すみません、わかりません。 

Ａ 会 長：まず、事務局の方からお願いします。 

事 務 局：選挙に係る市民の知る権利ということ、これは、その前の２項に対応する内容にな

ってくるんですね。では、２項は何かというと、選挙において投票をするにあたっ

て、「今、犬山市ではどういうことが課題になっているのかな」とか「今回の選挙

に立候補している候補者はどのような政策を掲げているのかな」という、そういっ

たことに関する情報を市民の側としては収集、それから理解してくださいね、とい

うことをお願いしているというか、定めている。では、そういった情報を収集、理

解するということは、市民の側がそれを知らなければいけない。ということは、「選

挙に係る市民の知る権利」というのは、市民が情報を収集、理解するということは、
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市民にはそれを知る権利がありますよね、という意味なので、基本的には、何を知

る権利かというと、今言ったような投票するにあたって必要な情報－市の課題であ

ったり、候補者の政策等であったり。そういうことを市民は知る権利を持っている

ので、それを保障するためには、市民も議会も行政もそういった情報を提供しなけ

ればいけませんよということです。 

Ｅ 委 員：「保障する」とあるので、そのことだけなんですけど。知って当たり前－選挙に行

くときには、例えば議員さんの政策を知って当たり前だと思うし、それを知るため

の、例えばいろいろな情報を得たりとか、ネットで調べたりとか、お話を聞いたり

とか、そういうことに対する支障が何か生じることがあって、保証すると言ってみ

えるのか、それがよくわからない。知って当たり前だと思いますし、知らなきゃ投

票に行けないじゃないですか。ですので、そういうことをすることが、例えば今の

世の中で言う個人情報をということに関わってくるということなのかなと。そうい

うことではないですか。 

事 務 局：もちろん積極的に自分から取りに行く方は、そういった情報を何らかの形で得るこ

とができると思うんですけれども、やはり情報を持っている側がちゃんと出してい

かないと、なかなか一般の方には届かないと思うんですね。そういった方に対して

も知る権利というものを保障するためには、どんどん積極的に情報を持っている人

が出していかないといけない。そういう意味の「保障する」ということです。 

Ｅ 委 員：すみません。大丈夫です。 

Ａ 会 長：一言で言うと「情報格差を生んではならない」ということだと思います。今お話に

あったように、積極的に情報を取得するということは当たり前で、とおっしゃって、

まさにそういう時代性というのはあるんだけども、一方で、何らかの事情があって、

積極的に情報を取得できない。判断をする材料が得られないという、そういう市民

もいる可能性がある。また、今回のように災害が多く発生する状況下では、やはり

情報の入手が難しいこともある。いろいろな状況を想定して、情報格差をとにかく

生まないという前提に立った環境づくり、条件づくりということが条例づくりでは

とても重要なポイントだと思いますね。そのことをここでは言っていると理解して

ください。 

     それでは、今のご意見もいただきましたので、この辺りでＢ委員からぜひコメント

いただきたいと思いますけれども。 

Ｂ 委 員：たいしたコメントをする自信はないのですが。 

     まずは、事務局の説明のとおり、選挙に関して「マニフェストを提示せよ」或いは

「公開討論会に出席せよ」ということは、憲法違反であると考えています。そこで、

今回提示していただいた内容が憲法に抵触するのか、公選法に抵触するのかという

ことに関して言えば、市民が主体的に選挙に関わっていくということで、市民が主
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人公ですよね。そういう意味では、義務付けをするものではありませんし、スロー

ガン的なもの－ここでは努力義務的な形だし、それによって、候補者が委縮すると

いうことは、まず考えられないだろう。だから、法的な部分はクリアされるだろう

と思っています。あと、この選挙を通じて市政に参加するという意味合いは 19条１

項、２項に書いていますので、これは非常に素晴らしい表現の仕方かなと思う一方

で、３項に関しましては、実は私もＩ委員がご指摘してくださったように、市民が

最初にあることがすごく引っかかりましたね。これは私も異存を持っていたところ

でありまして、３項目で「議会及び行政は」というのを主語として使ってはダメな

のかな、もちろん事務局は市民を主人公として、市民は候補者になり得るからとい

う発想かもしれませんけど、その部分は２項に集約されるんじゃないかなと思って

いまして。議会及び行政が選挙を通じて行動する市民に積極的な情報の提供を行い、

知る権利を保障するという観点であるならば、この市民というのがちょっと座りが

悪いなと私も思った次第です。ですので、３項目で市民がないことによるデメリッ

トが生じるかどうか、それを検討のうえで、もし「議会及び行政は」で行けるので

あれば、市民は必要ないし、逆に市民をここに掲げるなら掲げるで、その積極的理

由を提示しないと、一般市民がわからないかもしれませんね。逐条解説で説明した

としても、これがわかりにくいかもしれません。私は、条例策定の後に、先ほどの

一般市民にもわかりやすい、英語表記－外国の方にもわかりやすくするという話が

ありましたが、小学生にもわかりやすくしてほしいです。せっかく「子どもの」っ

て書いてあるんだから、小学生でも理解できるような。そうした観点から考えると、

19条の第３項の部分も難しいんじゃないかなと思います。全体的にはよろしいかと

思いますけど。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。この辺り、どうでしょうか、事務局の方は。 

事 務 局：はい、ありがとうございました。Ｉ委員、Ｂ委員のご指摘、市民の位置付けについ

て、候補者も市民であるという位置付けでの整理が、着地点を見出す一つの手法と

いうことで、苦肉の策というところでございます。一方で、市民が積極的に提供に

努めるという中に、議会と行政が並立することによって、市民の役割が何か説明し

づらいなというのも、本音としては自分として思っておりまして、ここで即答はで

きない部分なんですが、先ほどの説明の中でも、関係機関ですね、県の選管であっ

たりとか、また、そこを経由した総務省の選挙担当のセクション、そういったあた

りの経過も踏まえて対応させていただきたいと思います。ここで、市民という部分

を－苦肉の策と申し上げましたが、多方面からのあらゆる見解と、ギリギリの線と

いうところを踏まえた提示でありますので、研究させていただきたいと思います。

以上でございます。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。どうでしょうか、だいたい、ポイントのところと
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いうか、ここのところは、実際に「議会及び行政は」という主語を用いることでの、

選挙に関わる説明が、何等か問題を発生させる可能性があるのかないのか、という

ところも一度しかるべき機関に確認していただくというプロセスを持つということ

と、もう一方で、もし、市民という言葉を仮につけるとしたら、上の部分の市民と

いうところとの解釈の相違というものをどのように説明するか、或いは、解釈の相

違というものは特になくて、これはこれで、いろいろな捉え方があるということで、

使っていいのかどうか。この辺り、色々な捉え方ができると思いますので、一度検

討していただくということで、どうでしょうかね。事務局どうでしょうか。 

事 務 局：そうですね。今の考えとしては、市民は情報を受け取る側でもあり、発信する側で

もあるのかなということで、両方に入っているんですけれども、そういった表現が

何か問題があるのかどうかということは、確認をさせていただきたいと思います。 

Ａ 会 長：そうですね。今回ここで市民という言葉を使った。確かに解釈という点においては、

どちらなんだろう－上の市民と相違があるのかどうか、いろいろな捉え方ができる

と思いますけど、今事務局が言ってくれたように、市民は常に受け取る側の立場に

立つものなのか。今回の協働のまちづくり基本条例の中では、市民の主体性という

ものを大事にして、それを尊重するという姿勢に立っているので、むしろ 19 条の

「市民は」というところは、相当幅を持たせた解釈ということも意識して使っても

よいのではないかという－憲法とか、公選法に抵触するか否かという観点よりもむ

しろ積極的に活用したいという意図が、実はここにはあったので、その部分が逆に

皆さんにとってはわかりづらいという捉え方にもなっているので、どう表現したら

よいかは一度事務局に持ち帰って検討していただいて、次回、第４回目に再提案す

るということで行きたいと思います。よろしいでしょうか。 

     では、その他のところについてはいかがでしょうか。では、Ｃ委員。 

Ｃ 委 員：前文について、まず、お祭りのところで、「地域に根付く伝統ある祭り」ってある

んですけれども、ここを例えば「犬山祭をはじめとした地域に根付く伝統ある祭り」

にならなかったのは、敢えて犬山祭という固有名詞を使わなかった理由を聞きたい

なと思いました。 

     あとは、「そして、一人ひとりが“主人公”として」という文章。 

Ａ 会 長：資料の３－２で行きますと、２ページ目の一番最初の文章ですね。 

Ｃ 委 員：「そして、一人ひとりが“主人公”として」というところから、最後に「人材を育

てます。」というところになる。この部分の主語述語の関係なんですけど、私たち

は「一人ひとりが、人材を育てます。」なのか、主語は隠れているんですが、一人

ひとりが「参加する姿勢を大切にしながら、理想をまちを創造することができる。

そういった人材を育てます」なのか、文章的に曖昧だなと思います。 

     それと、最後の段落の「愛着を持ち続けられるまちにするため」と書いてあるんで
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すけど、これは目的語は「犬山市を」だと思うんですが、ここも文章的には、何か

を「まちにするため」という目的語がどこかに入るよね。そうすると、「犬山市」

なのか「このまち」なのかよくわからないですけど、文章的に意味は通るんですけ

ど、入れておいた方が、どうかなというところです。 

     とりあえずその点を。 

事 務 局：今、３点あったと思いますが、１点目「地域に根付く伝統ある祭り」というのは、

例えば「犬山祭をはじめとした」というふうにならなかったのかということですよ

ね。 

Ｃ 委 員：普通は「犬山祭などをはじめとした地域に根付く伝統ある祭り」と書くんだけど、

敢えて犬山祭という固有名詞を－国宝犬山城があってですね。 

事 務 局：そのあたりは、確かに前文をつくっている時にも「どうしようかな」というのはあ

りました。前回Ｈ委員も言ってみえたんですけど、木曽川というのが入っていたり、

国宝犬山城というのが入っているんだけれども、他は古墳であったり里山であった

りという表現になっているというところで、統一されていないよねという話はあっ

たので、逆に皆さんの意見をお聞きしたいというのもありますけど、犬山祭という、

国指定であり、ユネスコに登録されている祭りなので、入れた方がいいということ

なのか、逆に統一できないのであれば、犬山城も取ってしまった方がいいのか－統

一感を求めるのであればという部分ですよね。 

     その時にそこまで議論をしたわけではないですが、国宝犬山城や古墳をはじめとし

た歴史遺産、歴史遺産という言葉は、国宝犬山城であろうと、古墳であろうと歴史

遺産に違いないというところです。もちろん、「地域に根付く伝統ある祭り」犬山

祭もそうなんですけど、ここで想定しているのはもちろん犬山祭も含みますし、本

当に限られた地域に伝わっているような祭り－御神楽などが犬山市にはあったりも

するし、そういったものをいろいろ含んで「地域に根付く伝統ある祭り」なので、

それを「犬山祭をはじめとした」という書き方がいいのかなというのは少し感じる

ところではあります。国宝犬山城というのは歴史遺産ということで間違いないとこ

ろなんですけど、「地域に根付く伝統ある祭り」というのはいろいろなものがある

ので、犬山祭を代表としていいのかなというのは少し感じるところですね。 

     ２点目ですけれども、「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」というところ、この部分の主語は、「私たちは」ということになると思いま

す。決して「一人ひとりが」というのが主語ではなくて、「私たちは、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ます。そして、

育てます」という意味合いになってくるので、これも入れ込んだ方が良いというこ

とでしょうか。 

Ｃ 委 員：文章としては、主語があった方がいいと思いますけどね。 
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事 務 局：わかりました。検討させていただきます。 

     ３点目ですけれども、これについては、「犬山市を」そういったまちにするためと

いう意味合いになりますので、「犬山市に受け継がれてきた」という表現があって、

その後に「犬山市に関わる」というのがあるので、ちょっとしつこくなるかなとい

うことで、入れていないというところですけれども、そのあたりもどうかなという

ところです。前文のワーキンググループの意図としては、そのようなところかなと

思いますが。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。その他のところでどうでしょうか、遠慮なく。 

     はい、Ｇ委員お願いします。 

Ｇ 委 員：先ほどの選挙のところにも全部に絡んでくるんですけど、選挙のところの第３項の

最初に市民を入れるのはどうかということにも関係してくると思うんですけど、全

体を通して読んで、私が受け取った感覚なんですけど、条例というのは市民のため

につくるんじゃないかなと私は思っているんですが、市民だとか、ここで言うと地

域活動団体とか非営利活動団体がやらなきゃいけない、努力的なことが多いような

気がしてしまって、例えば、市民やそういう活動団体の方がこれを読んだときに、

「よし、がんばってやろう」と思えないような気がしてならないんですけど。条例

っていうのはこういうものなのかなっていうのが、改めて全体を読むと違和感を感

じてしまって、そのあたりはどうなんでしょう。感想になってしまうんですけど。 

Ａ 会 長：市民の役割や努力義務やそういったところが多い。 

Ｇ 委 員：そのような印象を受けるんです。「大変だな」みたいな気持ちにだんだんなって来

てしまうんですけど。「条例っていうのは、こういうものなんです。」って言われ

れば、「あっ、そうなんですか。」ってなるんですけど。一般の皆さんがこれを読

まれたときに、自発的に「じゃあ、がんばろうかな」となかなか思えないような気

がするんですけど、どうでしょうかね。 

Ａ 会 長：どうぞ、Ｆ委員。 

Ｆ 委 員：本当にもっともなご意見だと思うんですけど、私たちはやはり条文とか－市民活動

支援条例も何の疑いもなく作ってきたんですけど、よくよく読むとやっぱりこれは

文書言葉というか、専門用語ではないって言いながらも、やっぱり日本人でも読み

にくい、でもそれは、致し方ないのかなと思って、我慢して自分も何回も文章を読

み下すんですけど、それってこの後の、前も言ったんですけど市民の方に分かりや

すいようにするためにはどうしたらいいんだろうっていうことがあって。例えば、

気に入った本の輪読会とかしますよね。そこの中で、自分はどう解釈するって。や

っぱり人なので、この条文を見てもいろんな解釈をする人がいると思うんですよ。

それは、本当はこういう意味で市は作りましたよ、こういう意味で審議会では文章

にしましたよ、みたいな。やっぱりみんなもいろいろな角度からこれを読み下すと
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ころがやっぱり必要かなというのがあって、どんな文章にしてもきっとわかりづら

いかなというのがあります。じゃあ、あきらめていいかという問題ではなくて、こ

の後の－私たちなのか、いぬみらなのか、それとも新しい、やろうというグループ

ができるのか、行政がやるのかわかりませんけど、そういったアクションが次にい

るのかなって、すごく思います。 

Ａ 会 長：はい。という説明も今いただきましたが、先ほどＢ委員は、子どもたちに関わる文

言が第 15 条にあると。「子どもがまちづくりに参加する権利を保障するため、市

民、議会及び行政は、年齢に応じて、ふさわしい形でまちづくりに参加できる機会

を設けるよう努めます。」という子ども向けのメッセージがあるんですが、これを

子どもたちが理解できるような、そういう文言に直して伝えなきゃいけない。です

から、誰が読むか、その読み手を意識した説明をきちっとやり遂げていくというこ

とがやはり必要だと思いますけど。この辺り、先ほどＢ委員にコメントをいただい

たんですけど、子どもたちがやはり、参加しようという気持ちを持つような方法と

して何かいい提案というか、こんなやり方があるんだという、そんなコメントをい

ただけますか。 

Ｂ 委 員：すごく難しいフリをいただいて。子どもたちが喜んでまちづくりに参加する－でも、

犬山市は、子ども議会とかありませんか。子どもたちが実際に政治に参加するよう

な体験を通したり、例えばイベントですよね、子どもたちって自分の体を通じて参

加する、それをきっかけに政治に興味を持ったり、そういう取組を犬山市はしてい

ると思うので、子どもの参加に関する機会の保障をこれからももっともっと増やし

ていくということになるだろうし、あとは、最近の学生って、字だけだと読まない

ですよね。例えばキャラクターを使って、わん丸君がアニメーションして広報した

っていいだろうし、子ども向けの周知、広報活動はしっかりしていってほしいと思

います。 

     会長からの無茶ぶりはこれで終わりたいと思います。それで、Ｇ委員の言うところ、

難しいですよね。これが義務付けみたいな感じで、何か窮屈だなと思うかもしれな

いけど、実際に憲法そのものを考えてみた時に、憲法って国家に対するルールで、

私たちに対するルールじゃないよってよく言うんだけど、結局、憲法を守るも何も

私たちにかかっているっていう－憲法の守り手なんですよね、私たちは。だから、

そういう意味では、この条例そのものも私たちが守らなければいけない、私たちが

大事に育てていく。市民の役割が第６条に書いてある。「市民はこういうことをす

るんだよ。私たちはこういう責務を持っているんだよ、役割を持っているんだよ。

だから、逆に市はしてよ。」って言えるきっかけになるんですよね。一つ一つ書く

ことによって、窮屈になるかもしれないけど、役割をしっかりと明記してくれるこ

とによって、私たちにも役割があるんだから、市は積極的にやってくださいねと言



18 

 

うことができる。ですから、これを窮屈と捉えず、私たちにとって大きな財産とい

うか、武器になるんだと思ってもらえるといいのかもしれません。そういう方向で、

市は広報してくれると思いますので。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。Ｇ委員どうですか、少し気持ちが楽になりました

か。もし、条例がうまく制定されたときには、それを活用しながら実感の部分を増

やしていくと、真意が読み取れていく部分もあると。この文面を読むだけだと、気

が重たくなるし、まずもって目に入って来ないということが、往々にしてあります。

今のＢ委員の説明、非常によくわかりましたね。戦前の「大日本帝国憲法」なんて

言う部分では、今Ｂ委員がおっしゃった自分の立場からこうして欲しいっていう請

求をすることは国民の立場からは許されていなかったんですよね。ところが、さっ

きＦ委員がおっしゃった人権とかね、そういう話が憲法第 25条に設けられた。そし

て、国民の色々な請求を国は受け止めて物事をしていかなきゃいけないというふう

に大きく変わってきたんですよね。ですから、条例というものも、こうやって見て

いくと、市民の役割・責務、或いは市民活動団体とか、地域活動団体とか多様な主

人公の役割とかが書かれている一方で、ただこうしなさい、ああしなさいというこ

とではなくて、そういう役割を明記する一方で行政の責務ということが随所に述べ

られていて、むしろ行政がこういうことをやらなければならないということは非常

にあって、市民の皆さんはいろいろなことをやらなければいけないというふうに見

てください。しかし、その中で疑問に感じたこととか、なかなかかなわないことな

どは、行政がしっかり請求して、行政はその声にこたえて責任を果たさなければな

らないということが、非常に一方ではありますので、自らが取り組むことで、わか

らないこととか、至らぬこととかについて積極的に請求をするということができる

というそういう文面の構成になっています。ぜひ、前向きに捉えていただいて、こ

れから考えながら活用していただけるといいのかなと思います。そのためにもぜひ、

Ｉ委員はがんばってください。よろしくお願いします。 

Ｉ 委 員：一個だけすみません。Ｇ委員の言われることはすごくよくわかって、これ、優しい

日本語に置き換えてもやっぱり難しいものは難しいなと思って見てたんですけど。

犬山市の議会基本条例を作った時に、平成 23年にできたんですけど、それをつくる

ときにも議員の間で「こんなの理念条例だから、つくったってどうなんだ」という

話はいっぱいあったんです。しかし、7 年経って、やっぱり条例というのが一つの

指針になり、自分たちが軌道修正できるというか、条例にこうあるからこうがんば

ろうとか、常に基本条例というのが頭にあって、何か動いているような気がするの

で、条例の意味っていうのは、やっぱりつくってみて、動き始めると何かわかるか

なという気がしています、現実。 

Ａ 会 長：実際活用しているご本人が言うんだから、間違いないですね。 
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     他、いかがでしょうか。 

Ｃ 委 員：第１条の意思の表明というところなんですけど、誰の意思の表明なのかな。私たち

の意思の表明。犬山市の意思の表明、市長の意思の表明じゃないよねというところ

であれば、私たちとか市民とか、全体の意思の表明っていうのを入れてもいいかな

っていう気がします。 

     それから先ほどちょっとお話に出てきた、前文では「役割と責任を自覚」なんです

けど、その後のところではですね、役割と責務って出てくるんですよね。特に役割

と責務が出てくるのは、市長とか議員、議会とか職員ですか。日本語の問題なんで

すけど、役割と責務って基本的に同じじゃないかな。役割っていうのは与えられた

仕事で、やらなければならないこと。責務ってまさに責任と義務。そうすると、敢

えて前文でですね、役割と責任という言葉を使っていた以上、後の方で敢えて役割

と責務という日本語を使われている意味がいまいちわからない。ここは、整理する

必要があるかなと。 

     あと、７条、８条。７条「学生の役割」、８条「事業者の役割」。定義の中では、

市民の定義があって、事業者の定義はない。市民の中に入っちゃってる。もちろん

学生も入ってるんだけど、学生は敢えて定義を起こしているからあとは流れるんで

すよね。位置付け、ここに書いてある順番なんですけどね、市民、学生、それから

地域活動団体、非営利活動団体。これに合わせれば、市民の役割が来て、市民の中

の一つである事業者の役割、それから次に学生の役割と言った方が、定義の流れ、

役割の流れからきれいじゃないかなっていう、単純に形式的なお話し。 

     その事業者の役割なんですが、まずは１項で、「社会貢献に努めます」、第２項で

「環境づくりに配慮します」ということで、だいぶトーンが違うんですけど、配慮

の方が若干弱い、弱いっていうとおかしいんですけど、なぜここの用語を使い分け

られたのかなっていう疑問ですね。以上のところで。 

Ａ 会 長：どうですか、事務局の方。 

Ｃ 委 員：もう１点いいですか。第５条で「議会及び行政が保有する情報について知る権利」。

これだけ見るとすごいなあと思っちゃうんですけど、ここでいうのは、情報開示で

黒塗りになるところを除いた部分、単純に言うと。そういう理解でいいですか。そ

れ以上のことをやろうということは。 

事 務 局：まず、最後の部分についてはそのとおりです。基本的には情報公開条例、個人情報

保護条例がありますので、それに従ってということです。 

     先ほどのお話の中で順番に。まず役割と責務の話ですね、前回簡単にご説明させて

いただいたんですけれども、敢えてここは役割だけのところと役割と責務というと

ころを書き分けています。市民に関係するところは役割としていて、議会、行政に

関連するところは役割と責務としています。いぬみらの中でも、先ほどＧ委員から
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も「努めます」、「努めます」ばかりで重いな、という話がありました。 

     役割と責務ということですが、正しいかどうかというところはありますが、役割と

いうのは、期待される働きとか役目、責務というのは果たさなけらばならない務め

と捉えています。そう捉えた時に、市民に対して責務というところまでを言ってし

まうのはなかなか重いのかなという意見がいぬみらの中でもありまして、それを参

考にして市民に対しては役割－「期待される働きや役目」ですよという形で役割と

いう言い方をしていて、議会・行政に対しては、それに加えて役割と責務「果たさ

なければならない務め」という意味合いの責務というものを加えているというとこ

ろです。 

２点目が、順番ですかね。こちらは、正直に言ってそこまで検討できている部分で

はないところもあるので、逆に皆さんの意見で順番がおかしいんじゃないかという

ところがあれば、そこはフレキシブルにというところではありますが－ 

Ｃ 委 員：市民の後に学生が来て、学生の方が上にある。より上位の方が重要だという意識は

ないのかもしれないですけど、市民の次に学生が来た意味合いが－同じ市民のジャ

ンルに学生もいるし事業者もいる。事業者は特に「重要な担い手」と書いてある。

そういう観点から行くと、なぜ学生が先に来ちゃうのかな。定義の順番から行って

も、何でかなという素朴な疑問。別にこれで間違いっていうわけではなくてね。 

それと、第１点目の話ですけど、じゃあ、前文で役割及び責任－敢えて「責任」と

書かれたのは、責務ではなくて責任と書かれたか。全部役割と責任と書いてあれば、

すんなりと入ってくる。 

事 務 局：前文のところは、市民、議会、行政がっていうことになっているので、これを厳密

に分けて書こうとすると「市民は役割を、議会、行政は役割と責務を」という表現

になってしまうのでここはひとつにまとめさせていただいているところですが－上

か下かという話は、市民の中に事業者も学生も地域活動団体も非営利活動団体もあ

るんですけど－ 

Ｃ 委 員：定義では、市民の定義があって、次に事業者の定義がなくて学生の定義がある。そ

の順番で行くと、市民、学生なんだけど、事業者は、定義では出てこない。そうい

う順番にやるとしたら市民、事業者、学生、団体と並べた方が流れからきれい。 

事 務 局：事業者の定義をした方が良いという話ではなくて、ですね。３条の定義のところは、

市民があって、学生があって、地域活動団体があって、非営利活動団体があるとい

う順番ですよね。その順番とあっているかどうかという話ではなく、ということで

すかね。事業者は定義づけをしていないので、順番としては同じ順番になってはい

るんですが－ 

Ａ 会 長：今、Ｃ委員の方は、定義のところで事業者の定義を求めているわけではないんです

ね。定義のところの順番で行くと、事業者は市民の中に含めて考えられているので、

市民の役割を述べるのであれば、そのあとに事業者の役割を述べておいた方が素直

じゃないかということ。ここで出すのであればね。そのあとで学生の役割でしょ、

そういう意見として出されたわけです。どうでしょう、事務局の意見があれば、説
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明ください。そうですね、Ｃ委員。 

事 務 局：わかりました。そういうことですね。ちょっと、そこは、検討させていただきたい

と思います。 

Ａ 会 長：とは言っても、実はこれ、いぬみらでもあったかな。犬山の場合は、若い世代特に

学生の世代のまちづくりへの参加の実績と意欲が非常に高くて。今日、Ｂ委員みえ

てますけど、名古屋経済大学が、大学として、学生が地域に出て様々な活動をする

－つまり、能動的に地域に出て活動するっていう部分が非常に強いんですね。そう

いうこととか、犬山市民で、市外の大学、専門学校に通う若者たちが、いぬみらの

議論以外にも、例えば、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の検討会議の中でも非

常に意欲的に出ていたりとか、それから、「多様な市民の意見を聴取する活動に参加

しませんか。」と言われたときに手を挙げて実際に活動したりとか、その能動的、主

体的姿勢というのが、犬山のまちづくりの仕組みの影響かもしれないけど、非常に

顕著であるというところを、実は考えて学生の役割ということを特段大事にしてい

こうという趣旨でここに挙げたということがあるんですね。ですから、いろいろな

細かなことを言わずとも、学生の役割というものは、これからも大事にしていきた

いということで、市民の役割の次に市民の中の学生というものをここに敢えて出し

てですね、これは定義の部分とも関係するんですけどね、このように意識的に置い

たというのがいぬみらでもどこかあったような気がしますけどね。 

決して事業者を蔑ろにしているわけではなくて、そこのあたりはこのまちづくり条

例というこの条例の性格を考えて実は出しているというところは、一定の評価をし

なければいけないということはこの間の議論の積み重ねで感じていたところではあ

ります。 

Ｃ委員のご意見について、委員の皆さん、ご意見がありましたらお出しいただいて、

また事務局で一度検討してもらいましょう。 

それから、ほかのところでは、役割と責務。そこについては何かありますか。 

事 務 局：先ほどご説明した内容ですね。 

Ａ 会 長：前文というのは、宣言というかな。法律用語では表現できない、市民に直接伝える

日常用語で書くというのが一般的なんですよね。それに対して条文というのは、法

律－先ほどＩ委員もわかりにくい表現とおっしゃいましたけど、一定の使用上のル

ールがありますので、その違いというのはやはり、責務、責任という言葉の違いと

してある。我々日常的には責務なんて使わない、責任という言葉で表現をする。し

かし、法律用語としては、これは責務という表現が一般的である。この辺りは、Ｂ

委員どうですか。 

Ｂ 委 員：おっしゃる通りです。 

Ａ 会 長：その違いとしてね、ここでは違いが出ているということをご了解いただければと思

います。 

はい、それでは、どうでしょうか。よろしいでしょうか、皆さん。 

それでは、たくさんご意見いただきましたので、事務局の方で再度検討していただ

く部分、とりわけ、公選法とか、憲法にかかわる部分については慎重に検討してい

ただくということと、委員の皆さんからたくさんお出しいただいた意見も整合性を
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図るという観点から見直してください。 

それでは、協議事項については、以上のとおりとさせていただきます。 

 

【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：二つ目の報告事項に移らせていただきます。こちらの方、事務局から説明をお願い

します。 

事 務 局：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」についてですけれど

も、本日お配りした資料４のチラシをご覧いただければと思います。 

こちら、事務局の職員が作成しました作品でございますけど、非常に柔らかい感じ

でいい雰囲気でできているなあと私は思っておりますが。 

前回もご案内をさせていただきましたけれども、10月 20日土曜日、午後 1時 30分

から 4時までということで、この条例に関する市民フォーラムというのを開催させ

ていただきたいなと思っております。まずは、市民と議会、行政がみんなでまちづ

くりをしていこうという条例ですので、そもそもこういう条例をつくっているよ、

ということを市民の皆さんに知っていただくことが非常に大事なことかなと思って

おります。 

場所は、犬山国際観光センターフロイデ２階の多目的研修室で行うということで、

こちらについては、広報 10月 1日号、おそらくもうほとんどの家庭に届いているか

と思いますけれども、そちらの方でも、これまでの活動報告と合わせてご案内をさ

せていただいているところです。 

内容ですけれども、前回ご説明させていただいたときに、今回までに固めますとい

うことをお話ししたような覚えがありますが、実は、まだ完全に固まりきってはい

ませんが、ある程度見えてきました。 

三つあります。まず一つ目は、先々週いぬみらを開催したときにメンバーにもご参

加を依頼しましたけれども、これまでの条例の検討経過の報告をいぬみらメンバー

とさせていただきたいなと思っております。 

それから、２番のクロストークですけれども、パネルディスカッションというと固

い感じがしますので、もう少しやわらかい雰囲気でやっていきたいなと思っており

ますが、「市民協働でまちが変わる!?」というタイトルで、Ａ会長にコーディネータ

ーをお願いしまして、地域活動団体の方、非営利活動団体の方、そして、行政の市

民活動を担当するセクションの職員でお話をしていただこうかなと思っております。

その中のおひとりとして、Ｅ委員にご出演いただくということで、ご内諾いただい

ているという状況で、もう一つの非営利活動団体の方については、現在調整中とい

うことになっておりますので、また、決まりましたら、Ｅ委員、Ａ会長ともご相談

させていただきながら、固めていきたいと考えております。 

そして、３番としまして、ワークショップ、１番、２番の内容とつながるような形

で、「コラボで進めるまちづくり」と書いてありますが、協働をテーマにした形で、

市民の皆さんに一緒に考えていただけるようなワークショップを企画していこうと
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その様に考えております。 

参加の対象としましては、市内在住、在勤、在学の方ということで、託児について

は、申込みを 10 月 10 日までにお願いすることになっておりますが、参加について

は、申込み不要となっておりますので、こちら、ぜひぜひ本日ご出席の委員の皆様

方にも、お知り合いの方などもお誘いいただいてと思っておりますので、チラシが

必要であれば、お送りさせていただきますので、大勢の皆様にご参加いただけるよ

う、ご協力をいただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。ぜひ、皆さんにご参加いただいて、ご発言いただく場面

も作りたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

最後に、一言皆さんに、今日ここで議論をするつもりはないのですが、事務局に提

案したいことがありまして、皆さんの非常に積極的で熱意あるご発言を聞いている

中で、前文の一番最後の段落の中で、「犬山市に受け継がれてきた豊かな財産を次世

代へつないでいく」ことであるとか、「誰もが笑顔あふれる幸せな生活をおくれるよ

うにする」ことであるとか、「犬山市に関わるすべての人が誇りと愛着を持ち続けら

れるまちにしていく」そのために、市民の皆さんの積極的な活躍を期待しますとい

う文言と合わせて、議会並びに行政の責務というものをいろいろと中に入れ込まれ

ている、こういう条文だと思うんですね。 

じゃあ、それが、ここに書かれただけで、資料３－２の８ページにある第６章「実

効性の確保」につながるだろうかということを見たときに、ちょっと心配だと思っ

たんです。ですから、まさにここに書かれた事柄を積極的に進めていくための推進

組織と言いますか、きちっと進めていく推進組織、場合によっては、協働のまちづ

くりを進めるうえで、何か問題があった時には、市長から「検討してほしい」とい

う諮問というか、そういう要請があった時に受け止めて、この条例の内容に即して

積極的に検討していくようなそういう組織というものが、本来あっていいんじゃな

いかなというふうに私は聞いていて思いました。ですから、推進組織の必要性、あ

るいはあり方についても、ぜひ事務局に次回までに検討してもらうということをこ

こで要請したいなと思いますけど、それをちょっと皆さんに、いかがですか、とい

うことぐらいです。お諮りしたい。事務局に宿題を出したいと思いますけど、いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。実効性の確保という観点で。条文に書いて、

もちろんこれは重きがあるわけですけれども、これを誰がどうやり、見届けていく

のか、そして、問題がある場合は、それをやりなさい、やるべきだ、ということを

しっかりと市長に意見を申し添えるというような役割を持てるような制度設計が必

要じゃないかなと思いますね。そのあたりについて、一度検討してもらえるように

お願いしたいと思います。 

事 務 局：会長の方から、お言葉をいただきました。やはり、Ｇ委員の言葉が一番ズシリと響

いているんですが、つくっておしまいじゃないよと、この条例は、つくるのが目的

ではなくて、あくまでも犬山市のまちづくりを協働に向けてやっていこう、そのう

えで犬山市をもっともっと進化させていこうというところが目的でありますので、

そのためには何がいるかという部分ですね、非常にいいご指摘をいただいたと思っ

ています。つくっておしまいではなく、その中でやっていく、法律論ではない条例
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なんですが、そこをもっと噛み砕いて市民に分かりやすく運用上どうなのか趣旨は

どうなのか、そういたところを解説させていただいて、先々のあるべき姿について

市民と行政と、そしてまた議会。そのあるべき姿を実際のアクションに移すと、そ

ういう意味では有意義だと考えておりますので、精力的に考えていきたいと思いま

す。また次回、そういった見解を示させていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

Ａ 会 長：はい、ではよろしくお願いします。 

それでは、そろそろ時間になりましたので、委員の皆様方から、何かありますでし

ょうか。 

Ｆ 委 員：よろしいでしょうか。先ほどと打って変わってわかりにくいチラシで申し訳ありま

せんけれども、今差し戻して作り直しているんですけれども。一日後の 10月 21 日

なんですけれども、同じくフロイデの同じ会場になります。多目的研修室で、時間

も全く同じですよね。内容はちょっと違うんですけど、犬山市ではフリースピーチ

ということを今年４月からしてくださっているんですけど、これを説明とかではな

くて、もちろん説明の部分もあるんですけど、市民がどう使っていったらいいか、

どう市民の方に分かりやすく伝えていったらいいかという、このチラシでは本当に

伝わりにくいんですけど、広報にも載ってしまったんですけど、1 回作り直してポ

スターにして貼り出そうとしているんですけど、議会のシステムをどうやって市民

サイドが利用して自分たちの意思を議会とか市に伝えていけるかっていうところに

落としどころを持っていきたいと思うんですね。そのための説明とか、実際にフリ

ースピーチをした経験者３名が、自分達がしたことについて、その後どうなったか、

具体的に皆さんにご説明をして「市民も使おうよ。」って。逆に使えるようになると、

一般の市民の方が私も含めて議会に出ていく、やっぱりドキドキしますよね。じゃ

あ、市民活動を応援する団体として、プレゼンテーションとか、５分間スピーチを

どうやって組み立てていこうという、これはそのあとなんですけど、そのあとのセ

ミナーみたいなものにつなげていきたいという意味があって、やったことです。本

当に二日間、で両方とも同じようなことなんですけど、もしご興味があったら、皆

さんにどなたでも参加していただきますようにお願いしたいと思います。 

Ａ 会 長：それでは、長時間にわたりまして、熱心なご審議ありがとうございました。では、

本日の議事が整いましたので、事務局にお返しします。 

事 務 局：長時間になりましたが、活発なご議論ありがとうございました。本日いただきまし

たご指摘またはご意見を踏まえて、次回修正版を作成してまいりますので、よろし

くお願いします。 

それでは、次回の会議のご案内になりますが、次回は、今月でございます。10月 29

日月曜日、19 時いつもと同じでございますが、この会場、205 会議室で行います。

同じ月に２回目ということで、ご負担をおかけしますが、よろしくお願いします。 

それでは、これを持ちまして、第３回犬山市協働のまちづくり基本条例審議会を閉

じさせていただきます。どうも、本日は、ありがとうございました。 

  

 


