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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２９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、 

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 

 【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 

 

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。ご案内の時間よりは５分弱早い時間ではございますが、皆様お

そろいでということで、ただいまから第４回犬山市協働のまちづくり基本条例審議

会を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。        

はじめにＡ会長からご挨拶をいただきたいと思います。 

 

② 会長あいさつ 

Ａ 会 長：皆さん、こんばんは。今日が第４回目になりまして、いよいよまとめの日を迎えて

まいりました。予定では第５回目が市長への答申ということになりますので、本日

の審議が実質的には最後ということになるかと思います。この間、皆様方からいた

だいたご意見とか、それから前回のフォーラムで市民の皆さんと意見交換をする中

で感じ取ったことを今日、多岐に盛り込んで再提案をさせていただく形になります。
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限りある時間ではありますけれども実りある審議になるよう、皆様よろしくお願い

します。 

事 務 局：どうもありがとうございました。 

     本日の会議につきましては手元の次第にしたがいまして概ね時間どおりということ

で、９時には終了させていただきたいと思います。それでは、本日の出席の確認を

させていただきますと、今日は 10名全員にお集まりいただきました。審議会規則第

４条の３でございますが、本日の会議は成立していますことをまずもってご報告さ

せていただきます。本日傍聴人の方はいらっしゃいませんが、この会議については、

犬山市附属機関設置及び運営のガイドラインがございます。こちらに基づきまして

公開とさせていただきます。後ほど会議録を公開させていただきたいと思います。

なお本日の会議録の署名が名簿順ということで、Ｇ委員、そしてＨ委員でございま

すが、またご署名の方よろしくお願いいたします。それでは会議の前に資料の確認

をさせていただきます。 

～資料確認～ 

 

③ 議事 

事 務 局：それでは、議事の方に移らせていただきます。進行の方をＡ会長、よろしくお願い

いたします。 

Ａ 会 長：ではただいまから私の方で進行させていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。はじめに今回提示していただいた案の修正点を事務局の方から説明

していただきたいと思います。 

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、10月 20 日土曜日に開催しました、「犬山市協働のまち

づくり基本条例市民フォーラム」の報告を簡単にさせていただきます。 

     当日は、市民や市議会議員、事務局以外の市職員など合わせて約 30名の方がご参加

くださいました。議会からは、Ｉ委員はじめ５名の議員がいらっしゃいました。 

     内容としては、最初にいぬみらメンバーによる、これまでの条例の検討経過の報告

を行った後、Ａ会長、Ｅ委員にご参加いただいて、クロストーク「市民協働でまち

が変わる!?」を行いました。クロストークでは、Ａ会長からは、「今どきの学生は、

地域に見向きもしないというのは大間違いで、地域に関心を持ち、関わりたいと思

っている。」という意外なお話があり、Ｅ委員からは、「学生と一緒に活動するため

のコツは、ひとりで来ている子に声をかける。学生の思いを引き上げること。」など

のお話を伺うことができました。 

     最後に「たくさんの市民がまちづくりに参加するにはどうすればよいか」を考える

ワークショップを４つのグループにわかれて行いました。 

     各グループからは、「情報発信」、「クチコミ、声掛け」、「相手の立場を考えること」、

「きっかけづくり」などの意見があり、障害のあるお子さんといらっしゃったお母

さんからは、「障害者や高齢者も出かけられるような環境づくり」という意見があり

ました。 
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     その方が、「今回のワークショップに自分たちが来てもいいのかなという思いがあ

ったが、実際来てみたら話を聞いてもらえてよかった。」とおっしゃっていたのが印

象に残りましたが、「行ってもいいのかな。」、「行っちゃだめだよね。」と思う人がい

ないようにすることが、市民参加を考える上で重要なのではないかと思いました。 

それでは、前回の審議会でいただいたご意見を踏まえて、また、事務局で用語の統

一などの観点から修正させていただきました点について、ご説明いたします。 

     申し訳ありません、資料番号が逆になってしまいますが、資料１につきましては、

後ほどご説明させていただくということで、資料２－２、見え消しになっているも

のをご参照ください。 

     １ページ目の下から３行目、「地域・世代・性別・国籍を問わず」となっていたとこ

ろに、Ｆ委員からいただいたご意見を踏まえて、国籍の前に民族を加えさせていた

だきました。 

     関連して、３ページの下から 12行目、第４条第４号、平等の原則のところにも、国

籍の前に「民族・」を入れることにしていましたが、資料の方で抜けておりました。

お手数をおかけいたしますが、修正をお願いします。 

     そして、５ページの３行目、第 12条第２項ですが、条文の中に同じ意味合いで「定

める」という言葉と「規定する」という言葉が混在していましたので、「定める」に

統一させていただきました。 

     同じく５ページ下から 10行目のところは、後ほどご説明させていただきます。 

     ５ページ下から３行目のところは、ここだけが行政と議会が逆になっていましたの

で、統一しました。 

     １ページめくっていただきまして、６ページの下から６行目、選挙に関する部分で

す。この 19条第３項につきましては、前回の審議会でＢ委員から「市民への積極的

な情報提供を行い、市民の知る権利を保障するという観点からすると、主語に市民

というのが必要なのか。」、「議会及び行政だけではいけないのか。」というご意見を

いただきました。 

     先週Ｂ委員と打合せをさせていただきまして、第３項の主語に市民が必要かどうか

ということにつきましては、市民が選挙への市民の関心を高める取組を進めたり、

候補者の掲げる政策等に関する情報を提供することがないのか、と考えた時に、例

えば、投票済証－選挙に行って投票しましたよということを証明する紙ですね、そ

れを持っていくと、スーパーで割引があるだとか、そういったことも選挙への関心

を高めることでしょうし、情報の提供という観点では、候補者も市民であるという

ことや、市では開催することが難しい公開討論会を民間の団体が主催して行うとい

ったこともありますので、事務局としては、主語として市民は必要だという考えを

お伝えしました。 

     それでは、主語に市民は入れましょうとなった時に、Ｂ委員から、市民が市民の知

る権利を保障することはできないのではないかと言われました。 

     確かに、保障するという言葉は、「ある状態が損なわれることのないように、保護し

守ること」という意味になりますので、市民の方にそこまでのことを求めることは
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できないと考えて、「市民の知る権利に基づく要求にこたえる」という表現に変えさ

せていただきました。 

     合わせて、「選挙に係る」となっていた部分も、今回の条例では「係る」という言葉

を使っていませんので、「関する」で統一しています。 

     そこで、先ほど後で説明しますと言いました、５ページの 15条のところですが、Ｂ

委員とお話しさせていただいた後で、15条も市民が権利を保障するという形になっ

ていることに気づきまして、少し弱い表現の「守る」に変えさせていただきました

が、委員の皆様に資料をお送りさせていただいた後で、Ｂ委員にご相談させていた

だく機会を得て、「市民と市民という対等な立場で、市民の権利を市民が保障するこ

とはできないけれども、第 15条の場合は子どもの参加の権利だから、市民というの

を大人もしくは親と読み替えた時には、例えば子どもが夜のこういった会議に出た

いといった時には、親の判断で連れていく、一緒についていくということはあり得

るんじゃないか」とのご助言をいただきました。 

     なるほどと思いまして、それであれば、子どもの参加という部分は、この条例の中

でも特徴的で、重要な部分ですので、「守る」よりも「保障する」の方がふさわしい

のではと考えました。従いまして、こちらはもとのまま「保障する」とさせていた

だきたいと思いますので、お手数ですが、修正をお願いします。 

     そして最後、８ページは、前回Ａ会長から宿題としていただきました「条例に書か

れた事項を推進する組織」です。 

     市民協働を所管するセクションであります、地域安全課とも協議をいたしまして、

やはり、協働のまちづくりを推進する組織は必要だろうということで一致はしたの

ですが、現状、市民活動支援条例に基づく促進委員会という組織もありまして、そ

ちらとの関係ということも整理していかなくてはいけないということで、この条例

の中で、会議の詳細な名称まで書き込むことはできませんが、第３項で条例の見直

しだけでなく、協働のまちづくりの推進に関することについても、審議会等で審議

すること－審議会等とさせていただいているのは、名称については「委員会」や「会

議」なども考えられるためですが－そういった内容を定めています。 

     第４項は、別条例への委任ですが、こちらにつきましては、市民参加条例、もしく

は市民活動支援条例の改正といったことを想定しています。 

     そして、25条の内容が、見直しだけでなく、推進組織に関することも加わりました

ので、7ページ下から６行目の見出しを「実効性の確保」に変更しました。 

     修正箇所の説明は以上ですが、その他、前回の審議会でいただいたご意見について。

まずは、Ｄ委員からご提案をいただきました、条例名の英語表記につきましては、

公文書の書き方について定めた犬山市公文例規程というもので条例の書き方という

ものが定められておりまして、現状ではできないとのことでした。何か別の形で外

国人の方にも周知できればと思っています。 

     また、19条の選挙に関する部分について、公職選挙法に照らして問題がないかどう

か、愛知県選挙管理委員会に照会をかけましたが、「条例の判断は担当外であり、判

断できかねる内容である。」とのことで、ご回答いただけませんでした。 

     そうなると、総務省も同様の見解を示されると思いますので、何か別のチャンネル
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を検討しているところです。 

     事務局からの説明は以上です。 

Ａ 会 長：どうもありがとうございました。 

     冒頭申しましたように今日がですね、実質的な審議の最終回になりますので限られ

た時間ではありますけれども皆さんと最終の確認をしていきたいと思っております。

特に今、話にあったとおり大幅に修正があったところは第 19 条第３項の部分とそ

れから第 25条ですね、実効性の確保に関すること。このあたりが大きく関わってい

ます。このあたりを十分踏まえていただきながら委員の皆さんにご意見をいただき

たいと思います。 

     まず今事務局の方から説明のあった修正内容については、この間の皆さんとの意見

交換も踏まえて修正した箇所ですので、未修正であるとか不十分なところありまし

たらご指摘いただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

     Ｅさん大丈夫ですか。前回ご指摘いただいたところ。 

Ｅ 委 員：はい。ありがとうございます。 

Ａ 会 長：よろしいですか。それから 19条について、Ｂ委員のもとで何度か出してもらいまし

て一応確認の作業をした、ご専門の箇所ではありますので。Ｂ委員の方で補足の説

明なり、今の市の説明で不十分なところがあったら言い換えをして皆さんに説明し

ていただけると。いかがでしょうか。 

Ｂ 委 員：「保障」だのあるいは「知る権利に基づく要求」だの言葉遊びですよね。本当申し

訳ないかぎりなんですけど、この前審議会でもありました、恣意的ではないけれど

も意図的だ、意図的ではないけれど恣意的だという話と同じように本当に言葉遊び

のようですよね。だけど、詰めて考えていくと、例えば第 19条３項、「知る権利を

保障する」としてしまうと、実は原則開示、「私達何か知りたいよ」と要求する権

利が市民にあって、それに対して原則開示なんですね。市民対市民の間で保障とい

うのはやはり良くなくて、行政だからこそ行政財産は公有財産、共有財産だよ、だ

から僕たちに原則開示するんだ、この発想だから知る権利を保障すると行政や議会

には言えると思うんですよ。一般市民に対してそれを言ってしまうと、やはり言葉

としては適切ではないというふうに考えましたので、もともと市民が主語になるっ

ていうのがおかしいってところから発想したんですが、議会及び行政だったら市民

の知る権利を保障するということで十分だと思います。でもここに市民を入れなき

ゃいけないよ、それに対して私は説得されましたので、説得というか納得しました

ので。だとすれば、市民を入れるとしたら、市民対市民の間で権利保障というのは

あり得ないだろうから、始めは事務局は「知る権利というのがなければいいですか」

とおっしゃいましたが、でもそれはやっちゃいけないと思うし、知る権利を残すし

かない。そうするとここで突き詰めて、「これはどうですか。」っていう事務局の

案に「いいね。」っていう話で、「知る権利に基づく要求にこたえる」というとこ
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ろで落としどころ、ここまで至るのにも結構な時間を事務局と話しまして、たった

この１条文のわずか数字、本当に何文字かなんですけど、長らく話をしまして、こ

れなら私も納得するし、皆さんに提案するものとしてはよろしいのではないかと落

ち着いた次第です。もちろんこの場でまたご検討いただいて、この内容が変わると

いう形もありですから。一方で 15条、これも事務局の方から保障っていう言葉はよ

くないんじゃないかっていう話があったんですけど、実は子どもの権利条約ってい

うのがそもそもあって、この権利って社会的弱者の立場で考えつつ、それを大人が

どう保全していくっておかしいですけど、大人がその機会をどう実現たらしめるか

っていう。そういう理解で考えたら子どもがまちづくりに参加する権利を守るとい

うより保障するっていう、ここでいう市民っていうのは、子ども同士で保障するわ

けではない、通常一般的な理解ですよ。だから一般常識的に考えて、ここでいう市

民っていうのは大人が、子どもがまちづくりに参加したいよっていうことをいかに

保障していくのか、実現、サポートしていくのかっていう意味合いで考えていけば、

守るという受け身よりもむしろ積極的な行使であるこの保障というところの方がす

っきりするのではないかという感じがしました。私としては事務局と何回か電話を

とおして落ち着いた次第です。これが事務局が先ほどおっしゃったことの補足です。 

Ａ 会 長：はい、どうも先生ありがとうございました。 

     皆さん今お聞きになって、この特に 19条第３項のところですね、ここでは市民を除

いて議会及び行政はという主語でいいのではないかという意見があったんですけ

ど、やはりこの選挙については市民が主催をしてその市民が主催する選挙、市民の

価値を高めるためのいろいろな取組を行政及び議会が強力にサポートしていくと

いうことが、これまでもあったし、これからも重要である。その後どうなのかなと

いうところで、もう一度考え直していただいて、今先生に説明いただいた形に落ち

着いたというところ。さてどうでしょうか、委員の皆さん。市民が主体というとこ

ろに非常に重きをおいた構成ということを意識しています。 

Ｈ 委 員：ちょっといいですか。 

Ａ 会 長：はいどうぞ。 

Ｈ 委 員：前回休んでいたのでこの文面で議論があったかどうかというのは確認ができていな

いんですけど、文言の統制という意味合いでちょっと気になるところがありまして、

公益的活動ってあったり公共的課題ってあったり、地域課題という表現があるんで

す。例えば第９条は、地域における公共的課題。24条では共通する地域課題となっ

ているんですね。これは主体が地域活動団体なのか議会なのかと考えると、公共的

と書くのか、公益的と書くのか。例えば 10 条だと公益的活動、16 条でいくと公益

的活動、この表現が、自分が普段活動している内容でいくと、公益なのか共益なの

か公共なのか公なのか共なのかとかの議論がいつもあるので、このあたりの文言の
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使い方はちょっと統一された方がいいのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

Ａ 会 長：皆さんどう思われますか。事務局の方いかがですか。委員の皆さんもお考えがあれ

ば、ぜひ積極的にお答えいただければと思います。 

事 務 局：ちょっと整理はさせていただきたいとは思いますが、９条を公益的課題っていうよ

うにはしないと思うので、こちらは公共的課題ということでいいのかなと。地域課

題と公共的課題ということで同じ課題の中で違いはあるのかもしれないですけども、

それに関してはもう一度確認の上で整理させていただきます。 

事 務 局：補足させていただききます。公共的、公益的という使い分けをですね、先行する自

治体の中でなかなか明確にはやってなかったというところです。ただ、横浜市でそ

ういった使い分けがありましたが、それも会議の中の検討資料の中での事務局の意

見ということであって、その例にならって今回使い分けをしたというところですが

もう一度確認させていただきたいと思います。 

Ｂ 委 員：私は明確に区分けして記載してあるのかと実は思っていて、公共的っていうと、要

するにパブリックなスペースで考えたらいいのかなと。公益っていうのはインタレ

ストのことだと思っていて、２つは明確に違うんだろうと思っていたんですよ。だ

から、おそらく各自治体でも公共的な課題と公益的な課題、その内容は違ってくる

だろうから、その内容を明確に区分けして。特にここでいうと第３条の定義づけの

ところでは、公益的活動ですよね。だから公共の利益って言ったらいいのか、そち

らの方にはなるんだけど、一方第９条の方ではそれが地域の特性っていう発想が出

て来ると思うんですよね。ですから、そこの所は他の自治体先行事例も踏まえてど

ういう議論がなされたかって踏まえると、区分けが明確になってくるんじゃないか

と。 

Ｈ 委 員：私も今言われる話はなるほどと思って。どうしても市民活動を行う団体としては共

益という表現の方がどうしても相応しくて、地域が限定されていたりとか、特定の

人たちを対象にしてたりすると共益と言われることが非常に多くて、公共サービス

を提供できるかというとなかなかそれは現実的に難しい。そういう意味でインフラ

のような考え方でいく、公と地域を特定した共の違いというのは我々の中ではかな

り明確に最近なってきているんだなというのは感じているので、公と共の扱いとい

うのが、まちづくりをしていく上では市民がとらえる概念としても、みんなが公正

と言いながらも実は地域によって特性が出てしまうというちょっとしたジレンマが

出るところだろうなと思っていたので、ちょっとこのキーワードが気になったとこ

ろでした。ありがとうございます。 

Ａ 会 長：ここは一度ちょっと。 

事 務 局：すみません。そこは、第２回くらいの会議にはしっかり答えられるよう準備してい

たんですけどちょっと時間たってしまって。とりあえず一番核となる部分で、公共
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的・公益的活動というこちらの住み分けといいますか、使い分け。横浜市が市民協

働推進委員会っていうのを設置した中で、そのあたりも中心的に議論されています。

そこの中身を踏まえまして公共と公益、そのあたりの使い分けをしっかりさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：次回前までに、そのあたりの解釈を整理してそれで文案をつくって、委員の皆さん

に紙面でお送りして確認をいただくと。事務局からの提案を確認いただいて、それ

でまとめるということでよろしいですか。 

そのあたりの整理をしっかりとして、先行事例も参考にして内部も整理して皆様の

もとに返したいと思います。ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。           

ちょっとそれでですね今気が付いたところなんですけど、３ページ。今Ｈ委員が公

共的活動、公益的活動という内部整理をしっかりするべきなんじゃないかとおっし

ゃっていましたが、このまちづくりの概念を、今の公益的活動以外にも、こういう

定義でいいかな、わかりにくいんじゃないかなと皆さんにちょっとお伺いしたいと

ころなんですけど。「地域を活性化し、明るく住みよいものとすることを目的とす

る地域課題の解決、地域の価値の創造その他の公益的な活動をいいます」と書いて

あります。これは、この間のフォーラムでパワーポイント使って説明した時に、皆

さんがちょっとわかりにくい表現だなっていう反応をされていたので気になってい

たんですね。読み返してみても、地域を活性化するというのと明るく住みよい町に

するというのはこれは同質概念なので繰り返す必要もないだろうと。むしろ地域を

活性化するというのは取ってもいいかなと。「明るく住みよいまちをつくることを

目的とした地域課題の解決、地域の価値の創造その他の公益的な活動」この公益的

な活動というのはそのままにしておきました。不特定多数の人が利益を得られると

いうことで。このあたり、今一例をあげたんですけど皆さんどうお考えでしょうか。

原文どおりでよければそれでいいと思いますし、少々この間のフォーラムでは皆さ

んの反応を見ている限り不安に思って、皆さんにご提案をしたいなと、いかがでし

ょうね。この第３条はすべて「～をいいます」という表現に統一されているので、

それを借用するとしたら今私が提案したような形もあるかなと思ったんですけどど

うでしょうか。 

     Ｅさん、この間ご一緒したんですけどまちづくりというところについてＥさん自身

はどんなふうに思いましたか。 

Ｅ 委 員：今先生がおっしゃったことの方がよくわかります。まちづくりとは明るく住みよい

まちをつくることを目的とするという方がよくわかるんですが、私自身公益的な活

動と公共的な活動っていうのが、公益とつくとなんか利益を得る言葉なのかなとい

うふうに思ってしまう。第９条のところに地域活動団体があって公共的課題の解決

に努めますというふうな文言もそうなんですが、公益と公共の違い。だから私たち
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の団体だと公益ではなく公共の方が合うのではないかな。公益というと利益を伴う

とどうしても思ってしまいがち。なのでそこのところはどうなのかわかりません。 

Ａ 会 長：さっきＢ委員がおっしゃった地域負託ということを意識して考えると、公共的なん

だけどもそれは委員のおっしゃったように、まちをつくっていく際にまちに暮らす

人たち誰もが元気でやれるというか、良い環境を選んで、そういうことで考えると、

共益という概念からすると、まあ公共的－ 

Ｂ 委 員：私も学生のころ憲法・行政法をやっていると、公共福祉とか公共の利益とか本当言

葉遊びなんですよね。公共の利益っていうとどうしても財政的な利益っていうのを

考えるんでしょうけど、実は私たちの権利保障っていうのも公共の利益と考えてい

ただければいいのかな。公共っていう言葉のほかに行政法には公共性っていう言葉

も出てきて、本当は条文の中でまずはしっかりと事務局に定義付けしてもらえれば、

公共的でも公益でもいいと思うんですが。ただしっかりと初めに定義付けをしても

らったうえで、それが私たちのためになるっていう。そういう意味合いで公益とか

使ってもらえれば、Ｅさんの疑問にも答えられるし、その点しっかりと定義付けを

事務局の方でしてもらう。ここでいう公益っていったら、私達のためになる。だか

ら利益じゃないよ、私たちの権利が実現できるんだよと、そういう意味合いで受け

止めてもらえればいいのかなと思います。 

Ｈ 委 員：せっかくなので、議論の中にひとつだけ言葉を入れていただけるといいなと思いま

すけど、公益的という表現ともう一個、社会的という表現を敢えて検討の中に入れ

ていただけるといいなと思って。多分私たちの市民という立場でいくと、社会的な

活動っていうのは地域も公益も共益も指している気がします。最近ソーシャルって

いう表現が一般化してきているのもありますし、もし検討する余地があるとすれば、

社会的という表現もちょっと検討いただけるといいなという気持ちがあります。私

もそれがいいかどうかというのがよくわからないんですけど。 

Ａ 会 長：わかりました。公共的、公益的、さらに社会的。そのあたりの整理を一度事務局の

方でしてみてください。ということを宿題にしまして、まちづくりの定義というこ

となんですけども、このように変えてよろしいかどうか、「明るく住みよいまちを

つくることを目的とした地域課題の解決、地域の価値の創造その他の公益的な活動」。

この文面を活かすとするなら。 

Ｃ 委 員：この条例の名前が協働のまちづくり基本条例。一般的に言われるところの自治基本

条例。自治のあり方を決めようということですよね。そのまちづくりという言葉に

代表されている。私はまちづくりっていうのは市政、市の行政、市の自治っていう

か、市政っていうふうに捉えちゃって、いろいろ書いてあります。公益的だろうが

公共的だろうが市の行政ですから、これは定義の仕方ですから全部並列的に並べて

おいても、地域活性化にしておいても全然僕は問題ないと思う。基本はまちづくり
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のあり方、ですから問題は協働、公益的な活動をするのはまちづくり。まちづくり

を協働でやりますよ。従来はまちづくりというのは市か、あるいは市議会が主体と

なって彼らがやる行政、自治。市民とか団体とかその他いろいろな主体が、平等な

立場で一緒になって協働して自治をやるというところが従来の自治とは違う新しい

自治のあり方と理解している。そういう新しいやり方をこれで決めましょうという

ことだと理解している。市だけがやる従来の市政というのではなくて、全体も含め

てそれぞれが主体となってやるということ。ただバラバラに役割に書いてあるのは

それぞれバラバラに書いてあるだけ。あなたはこうだよこうだよ。役割がどうであ

れそういう役割を持ったそれぞれの主体がそれを理解して、３条の７号にあるんで

すけど、自立性を尊重して、補完し合いながら協力して活動することが協働だとい

うこと。補完しながら協力して活動する。本来であれば、それをどうやるのという

やり方が本来必要だと思います。ただ協働しなさいよ協力しなさいよって言われま

してもどうするんだって話でこれがまあこの条例の範囲から外れるかもしれない。

別途協働なんとか条例というものを一つつくっていただいて、個々のプレイヤーな

りインターフェース的なのをきちっと書いていただかないと、これは、はっきり言

って動かないと思います。成果が出ないと思いますので、そういう意味ではあまり

こういうまちづくり、単純に市の行政というふうに理解してますが、書いてあるこ

とみれば行政が担うことですよね。全くのある団体の私益を追求するってなったら

確かにおかしいですけども、公って言葉があれば、公益でも公共でもいいと思いま

すね。 

Ａ 会 長：そうしましたらまちづくりのところの定義については、第３条のくだりのところは

若干整理するとして、その前のところについては、私の方で少し提案させていただ

いたものを活用して修正していただくということでよろしいですか。皆さんにもお

示しをしますので改めてご確認ください。 

     それでは続きまして、市議会の議員の方からご意見をいただいています。このあた

りについて説明をさせていただこうと思います。これはまずは事務局ということで

よろしいですか。 

事 務 局：それではご説明させていただきます。10 月 18 日に開催されました、犬山市議会全

員協議会の際に、協働のまちづくり基本条例の制定に向けたこれまでの取組と制定

の意義、そして、条例素案についてご説明させていただきました。資料として提示

させていただいたのは、第３回の審議会時点の素案に一部字句の修正を行ったもの

です。 

説明の後、その場でいただいた意見を資料１としてまとめさせていただきました。

説明後、短期間ではありますが、１週間程度でご意見をいただけるようお願いしま

したが、本日までのところ、ご意見はいただいていませんので、現状で議員の皆様

からいただいている意見は、資料１に記載したものということになります。 

     資料１で網掛けになっているものは、条例の内容ではなく、作業の進め方に関する
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意見になります。また、ビアンキ・アンソニー議長につきましては、立場上、全員

協議会のその場では意見を出せないということで、事前に説明を行った際にいただ

いたご意見を掲載しています。 

     それでは、資料１に基づき、いただいた意見についてご説明申し上げます。 

     久世議員からは、学生の役割という部分についてご意見をいただきました。まちづ

くりへの参加は、学生の自発的な意思に基づくものではないかということ、そして、

若者の流出を抑えたいのであれば、義務を課すのは逆効果なのではないかとのご意

見です。 

     続きまして、３番の岡議員からのご意見にまいります。第 11条の議会の役割と責務

のところで、議会に関する基本的なことは、議会基本条例ですでに定めてあるので、

「別に条例で定める」とせずに、議会基本条例の名称を明記した方が良いのではな

いかというご意見です。こちらは、議長からも同様のご意見をいただいています。 

     同じく、先行する市民活動支援条例についても、条例名を明記した方が良いとのこ

とでしたが、市民活動支援条例については、場合によっては一旦廃止してつくり直

すという可能性もあるため、そうなると本条例の改正も必要となってしまうことか

ら、改正があるのであれば、現状のままでもよいとのことでした。 

     三つめは、住民投票に関する記載が、常設型なのか、個別型なのかわかりにくいと

のことでしたが、この件に関しては、「その都度、条例で定める」としていることか

ら個別型である旨をご説明し、ご理解いただいたと考えています。 

     上村議員からは、社会福祉協議会の位置付けについてご質問をいただき、非営利活

動団体に含まれることをご説明させていただきました。 

     最後にビアンキ議長から主に三つのご意見をいただいています。 

     一つめは、市民に対して義務を課すような表現が多いということ。 

     二つめは、条例制定の目的が前文を読んでもわかりにくいということ。 

     三つめは、別条例に委任する－「別に条例で定めます」という部分が多いというこ

とで、最後にまとめて一括して委任してはどうかとのことでした。 

     また、議長からは、前文２段落目の冒頭と第６条第２項に出てくる「先人」という

言葉について、「宗教的な意味合いがあるかもしれないから、確認した方がよいので

はないか」というご助言もいただきましたが、「先人」という言葉の意味は、「昔の

人、古人（こじん＝ふるいひとという漢字）」という意味と、「亡父（亡くなった父

親）、祖先」ということのようです。この条例では、「昔の人、かつて犬山に暮らし

た人々」というような意味合いで使用しており、特に宗教的な意味合いはないので

はないかと考えています。 

     他市の条例の前文でも、一宮市、安城市、小牧市などで使用されており、条例の中

で使用することについても、特に問題はないと思われます。 

     こうしたご意見に対して、どのように扱ったらよいのか、委員の皆様のご意見を伺

いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。今説明をいただいたわけですけども、本日は議員の方も

いらっしゃいますので、できれば先にお話しをご説明いただけるっていうのであれ
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ばお願いしたい。 

Ｉ 委 員：こうやって審議会も含めてまたいぬみらの中でたくさん議論してきていただいてい

るということを思いまして、全員協議会というのは月に一回程度開かれていますが、

審議会でこういうことをしっかりやっていますという情報発信はしておりました。

そしてフォーラムにも参加していただけるとありがたいですという声かけで、私を

含めて５人の方に参加していただいたんですが、なんせ議員が 20人おりまして、そ

れぞれ考え方はいろいろありますので、議論しながら。ただ私がいつも思っている

のが、これが何月に出てくるのかわかりません、３月に出てくるのか、 田議員の

ような考え方もあります。ちょっと慎重にというようなこともあっての発言だと思

いますので。何月に出てきてもせっかく皆さんが検討していただいたことを無駄に

はできないなという思いが私の中には強くありますので、こうやって全協でいろん

な意見を出していただけるのはありがたい。ビアンキ・アンソニー議長の二つめ、

条例制定の目的がわからないということをおっしゃって。これは全協の中ではなく

って、前もって担当課が説明をされた時のこと。私も議会事務局にいたものだから

同席させていただいて、この審議会が始まった当初、ここでパワーポイントで説明

していただいた、今から人口減少社会で本当に行政の力だけではまかなえないよと

いう部分をこういう条例をつくることによって、市民の方々にも協力していただい

て本当の協働をつくるんだということを説明させていただいたところ、それは理解

したとおっしゃってくださいました。申し訳ないですが議員の今のレベルって本当

にこういう条例が出てくるとしっかり読み込むとか、またどうやって出てきたかっ

ていうバックを十分理解していない部分があるものですから、私たち、ここに出て

いる２人がしっかり説明をしていかなければいけないなとは思っています。今５名

の議員の発言がありますが、逆に皆さんからこれについてどうだっていう発言をい

ただけるとありがたいなって思っています。 

Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。Ｊさんお願いします。 

Ｊ 委 員：この全協で議員から意見をもらったんですけど、今Ｉ委員が申されましたように 20

名の議員それぞれの考え方がありますので、議員の意見をまとめたものではなくて

それぞれ自分の意見、思いがあったら話してほしいということで。 

ただ、Ｉ委員が申されましたように、ここまでくるのに非常に大勢の皆様方が慎重

に議論しているということを私としては一番強く感じております。ただ、どうして

も修正する箇所があれば、当然その意見はいただいて皆さんで共有をしていただけ

ればいいですけど。私としては非常に素晴らしいものができあがっているとそう思

っておりますので、意見は意見として聞いて、これを参考にして進めることができ

るところがあれば進めていただければいいと感じています。 

Ａ 会 長：お二人の議員には、この間の議論の蓄積とそこから出てきた原案について、非常に
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高い評価をいただくと同時に、この意味合いを議会に対しても説明していただける

ようなそういう話もいただきました。今の５名の議員の皆さんからいただいた意見

についてどうでしょうか。皆さんのお考えも言っていただければと、Ｉ委員からも

おっしゃっていただきましたので、この５名の議員の皆さんがお出しになった意見

について、賛同するあるいは違うんじゃないかと、それぞれ委員のお考えがありま

したらここでご披露いただければと思いますがいかがでしょうか。 

Ｃ 委 員：ビアンキ議長に対しては事務局の方でしっかり理解してもらえるように説明してい

ただければいいんじゃないかと。 

Ａ 会 長：ありがとうございます。はいお願いします。 

Ｄ 委 員：ぼくは第１回欠席したんですけれども、その中で例えば、この協働のまちづくりこ

の協働はなぜ働くという文字なのかと思って。普通ならば「同じ」という字を使う

んですけど、どうしてこの字を使うのかと最初に思ったんです。その後は他の市町

村のいろんな事例をパソコンで見たところ、なるほどなと思ったところが非常に多

くてね、この条例をつくるにあたりとてもいいものだという気はしたんですね。そ

れで、議員さんの意見を見ると協働の意味がわかってらっしゃるのかなとそういう

ふうに思いました。 

Ａ 会 長：はい。三浦さん今の聞いていかがですか。 

Ｉ 委 員：答えるという点ではなく本当にしっかりと条例自体を勉強していきたいと思ってお

ります。この協働という言葉はこの条例だけに限らず、議会の中でもたくさん出て

きますので、最近言われるように。一番最初にやっていただいたパワーポイントを

議員が皆見なければいけないという気はしております。 

あともう一点ですね皆さんもうご存知かと思いますが、この住民投票に関しては犬

山市と姉妹都市提携をしております篠山市さんで、あの丹波篠山という市の名前を

巡って 11月に、住民投票が行われます。市長は住民投票、市の名前を職を賭してと

いうことで辞職されて、住民投票と市長選挙が同時に行われると、そういうような

ことも含めて、住民投票するということになるといろんなことが起きてくるんだな

と。今回身近な例で、全く縁がなかったところではないものですから見ておりまし

た。すみません、情報だけ。 

Ａ 会 長：それはすごく興味が湧いてきました。ありがとうございました。はい、どうぞ。 

Ｄ 委 員：今月にですね犬山市産業振興基本条例というものが施行されたものですから、これ

に続けじゃないんですけど、僕も読ませていただいたんですけどね、非常に似通っ

た点もありまして、ぜひともこの協働のまちづくり基本条例を制定していきたいと

思っております。 

Ａ 会 長：どうもありがとうございました。ちょっと私の方から委員の皆さんにお伺いしたい

点が一つ、よろしいでしょうか。久世議員の学生の役割の扱いについて、久世議員
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が学生の役割を市民とは別に設ける、学生に対して特別に義務を定めるということ

に違和感があると。確かに学生だから市の公益的なことに協力してほしいという気

持ちはわかるけれども、学生の自発的な意思に基づく姿勢によるもの、これを無視

してはいないかと。むしろ今回の条例でいうと４条のまちづくりの基本原則、第４

号の平等の原則、「市民は、年齢、性別、国籍等に関わりなく、まちづくりに平等

に参加できます。」という原則に反するような気がすると。ですから若者の流出を

抑えたくてこういう項目を入れたのであれば、全くの逆効果になる、方向性が違う

のではないかというそういう問題提起もしていただいたんですね。これについてど

うでしょうかね皆さん。 

     学生というのは２ページのところで定義「市民のうち、市内に居住し高等教育機関

に在学する者又は市内に在する高等教育機関に在学する者」をいう。高等教育機関

ってこれは、大学、短大・・・。 

事 務 局：そうですね。高専、専門学校。 

Ａ 会 長：つまり高校よりも上。 

事 務 局：出た後。 

Ａ 会 長：はい。高校を卒業した後の最終教育機関ですね。そのあたり久世議員の考えについ

て、私の考え方も述べていきたいと思うんですけど、確かに平等の原則に反する、

そういう気がしなくもないですが。しかし犬山市の過去のまちづくりのいわゆる実

態というところですね。学生の存在を非常に重視して、もう一ついうと、学生や女

性の参加。市民というふうに括れなくて、実は市民の中にも、これまで意思はあっ

てもなかなか参加の機会というのを促してこられなかった、若者や学生や女性の参

画を非常に重視して、このまちづくりを巡って取組をした。具体的にいうとまち・

ひと・しごと創生総合戦略は、まさにこの犬山市内で生活する大学生、学生たちの

参加を積極的に促してつくったものだったんですよ。私はそこにいましたんで、非

常にそのことを実感しているということがまず第一点ありまして、この間の犬山市

のまちづくりを巡る取組において学生の役割を非常に重視してきたのに、ここでそ

れを表現しないというのは犬山市の特性というものを十分表現していないのでは

ないかという気がする。この間Ｅさんが、楽田のコミュニティの活動を紹介してく

れた時も、実は楽田ふれあいセンターの委員会ですか、学生たちが入って運営して

いる、運営の側に入っているという、そういう広く犬山市全体の発展、楽田という

地区のまちづくりを巡っても学生が活動するだけでなく、センターの運営にも広く

関わっている。むしろ犬山市の特性を表現する部分があった方がいいのではないか

という意見が一つ。   

それともう一つ、簡単にいいますと、大学の事情ですね。小・中・高までとは違っ

てですね、校種連携では触れない、実は大学側の条件もあって、実は文部科学省が、
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地方大学に対して地域の自治体や企業との連携を重視した教育研究活動を非常に

強く推奨している。そういうことから大学の第三者評価の評価基準にも、実はまち

づくりに関わることというのは非常に重きをおいて、むしろ組織を挙げてまちに関

わっていかないことに対しては、評価を下げるというこういうことが実際に起きて

いるんですね。知の拠点は文部科学省ですけども、そこでも地域との連携を非常に

重視している。大学が独自につくっている第三者評価機関もそれに基づいています。

そして何よりもこれは名古屋経済大学もそうかと思いますが、大学はよそからとや

かく言われることなく、大学の教育理念の中に地域貢献というものを非常に重視し

ている。ですから高等教育機関として、これまではむしろ理念があったり国や第三

者機関が求めてもそれが十分できなかった。ところが近年様々な改革をとおして学

部をつくったり学科をつくったりコースをつくったり、それから大学の中に地域連

携センターをつくったりして、教育研究を通じて地域社会に貢献するというのはも

はや義務であるという観点に立って、学生たちとともに自分の地域の連携を重視す

るようになった。それを追うようにして文部科学省は知の拠点づくりということを

掲げたり、第三者機関を全国共通の基準にまで高めたりということがあったので、

むしろそういう時代背景からしても学生の役割っていうのは、挙げておいた方がい

いし、ないことは今日的にはむしろおかしいと言えると思います。平面的にとらえ

ると確かに平等の原則に反するんだけど、犬山の実績と大学の地域に対する姿勢－

大学に限らず短大もそうですしね、専門学校も高専もそうです。学生にそういう役

割を求めています。すみません少々長くなりました。 

     それではよろしいでしょうか。 

Ｇ 委 員：今話に出ていた学生のことと全体的なことなんですけど、いぬみらでも学生の参加

がすごく多かったので、学生や若い人たちがまちづくりに参加しようとする気持ち

があるっていうのが私もいぬみらに参加してみて、実際目の前にしてよくわかって、

先週のフォーラムでも本当に学生が積極的にまちづくりに参加しようとしている

のが目の前で見ていてよくわかって、そういう学生とか若い人たちを応援する気持

ちもあって、この条文の条例の中に学生という若い人たちをもっと盛り立てるよう

な気持ちで、役割とか学生のことを入れたんじゃないかな。私はそういう風に理解

しているんですけども。だから久世議員の意見はちょっといぬみらで条例を考えて

いるときの感じとは反対の感想を持たれたんだなというふうには思います。ビアン

キ議長のところにも書いてあるように、「市民に対して義務を課すような表現が多

い」ってこれ私が前回言ったことと同じになるんですけれども、久世議員が言って

いることとビアンキ議長が言っていることは結局同じことなんじゃないかなと思

ってしまって。応援したい気持ちをこの中に取り入れたいんだけど、義務として読

む人は読まれてしまうという文面になっちゃってるんじゃないかって思うと、その
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盛り立てたいっていう気持ちなのにそう読まれてしまうのは、とても残念な気がす

るので、その文章なのか使い方なのかこういうものだからしょうがない。前回もこ

ういうものですとおっしゃられてその時は納得したんですけれども、この議員さん

の意見を読んでいるとやっぱり学生に義務を負わせることとか、市民に対して義務

を課すようなとかそういうふうに読まれてしまうのは、とても残念じゃないかなと

いうふうに感じました。 

Ａ 会 長：ありがとうございます。とても重要な指摘だと思います。そういうご意見をいただ

けたということでぜひ伝えたいと思います。ほかよろしいでしょうか。それでは、

皆さんからいただいた意見をまとめまして、従来からの考え方も再度整理をして委

員の皆さんにもう一度最終文案をお届けするようにします。そこで今日の意見、あ

るいは皆さんの意見を再度確認していただいて、もしご意見がありましたら事務局

の方に提出してください。最終的には皆さんからいただいた意見を私とＢ委員、事

務局で整理してまとめていくようにしたいと思います。そういう流れでよろしいで

しょうか。 

ありがとうございます。あと事務局から何か。 

事 務 局：第 11条の３項で、こちらについては特に岡議員から直接議会基本条例と銘打ってと

いうお話しをいただく中で、事務局としてもそういった制度を前向きにと当日も答

えさせていただきました。入れるかどうか迷ってはいたんですが、やはりここは直

すべきだろうということで、この場で大変恐縮なんですが、修正案ということでお

示しさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

Ａ 会 長：失礼しました。第 11条第３項の修正案ですね よろしいでしょうか。事務局の方か

ら説明いただけますか。 

事 務 局：それではただいまお配りさせていただきました、第 11条第３項の修正案について説

明をさせていただきます。今課長からもお話させていただいたように議会の方、岡

議員、ビアンキ議長からいただいた、すでに犬山市には議会基本条例があるのでそ

れをこの条例の中にも例示すべきではないかという部分で、元々は先行する事例の

岩倉市の条例も同じく議会基本条例が先にできていて、その後に自治基本条令をつ

くってという犬山市と同じ順番でもともとの案のように別に条例を定めるという

書き方をしておりましたので、それを参考にしていた部分もありましたが、やはり

そういったご意見をいただいたのでこの修正案のような形で、議会基本条例を位置

付けたらどうかなというところです。 

第３項のところを修正させていただいているんですけど、議会基本条例の第１条で

議会基本条例の目的がありまして、その中に市民福祉の向上と持続的で豊かなまち

づくりの実現に寄与することを目的としますと書いてありますのでこちらを引用

させていただく形で、「議会及び議員は、市民福祉の向上と持続的で豊かなまちづ
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くりの実現に寄与するため、犬山市議会基本条例に掲げる原則に基づき活動します」

と加えると、そういった形に修正させていただきたいということになります。以上

です。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。皆さんそういうことで、議会及び議員の役割と責務は第

11 条３項ですね、このように追加修正したいということですがいかがでしょうか。 

Ｂ 委 員：議会の方で慎重に審議ご検討いただくことになるかと思いますが、元々議会基本条

例があるから、今回まちづくり基本条例をつくる時にこの基本条例をメインにとい

うことが、議会から要求されるとは思うんですけど、そう考えると一般的な理解で

いうと同列ですよね。私としては犬山市の議会の方で慎重にご検討いただければそ

れで充分。ご意見があった上でここで議論するわけではないが、なかなか通常では

ありえないと一言だけ私言っておきます。単に別に定めるというところでどうして

違和感があるのかなと思ってるところがあるんです。それは言っておかないと。た

だこれが法令上何か問題があるとか、憲法上問題があるとかいうわけではないと思

いますので、議会の方で議論されると思います。 

Ｃ 委 員：ちょっといいですか。また引っかかっちゃうんですけど、豊かなまちづくりってい

うのはこの協働のまちづくり基本条例で使うまちづくりとはちょっと違う。そこは

読み込めと言われちゃいそうですが、整合性を取らなくてもいいんでしょうか。取

る必要があるんじゃないかと感じましたけれども。 

Ｂ 委 員：その点についてはまちづくりっていう定義づけを先ほど会長の方がおっしゃいまし

た。まずは、会長の意見に賛同するということを言っておきます。同列ではないか

なというところで、そこでこの犬山市議会基本条例の前文ですよね。市民のより良

い暮らし、むしろこうした言葉で集約してこれがまちづくりだよって言っていけば

多分いいのかなと。そこでまちづくりの定義、会長のご発言のような言葉でさせて

第３項のところを「議会及び議員が本条例－協働のまちづくり基本条例の目的を達

するために」と置き換えてもいいのかもしれないですね。第３項、Ｃ委員のご発言

を踏まえれば「市民福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に」っていうと

ころは、この協働のまちづくり基本条例のまちづくりっていう言葉に置き換えて、

やっていくとスッとおちるんじゃないかなと。ですからまず宿題、まちづくりって

いう定義づけをしっかりやっていかなくちゃならないかもしれません。 

Ａ 会 長：Ｂ委員、ちょっと確認なんですけれども、今日の追加資料で第 11条の第３項、犬山

市議会基本条例に掲げる原則のもと活動しますと。「議会及び議員は、市民福祉の

向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与するため、犬山市議会基本条例に掲

げる原則に基づき活動します」という一文ではなくて別に条例に定めるものとする、

ということでもいいと。 

Ｂ 委 員：これが今回の議員さんの発言を受けて変えるとするならば、それは議会の方で有効
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に議論されていればいいのかなという思いがあります。元々の条文には異論が無か

ったです。もう一言だけ。そもそもこのまちづくり基本条例の中には議会及び議員

の役割責務というものが第１項のところに書かれていますよね。ですからこのまち

づくりについても、議会議員の役割を協働のまちづくり基本条例で定めていて、そ

れに対して第 11 条の３項のところで「議会及び議員は寄与するためにこの議会基

本条例に基づき活動します」ってなったときに、議員さんがそもそも議会基本条例

に基づいて活動するよって気がしませんか。協働のまちづくり基本条例に基づいて

活動するんじゃないですかって思っちゃうところが私の中にはあって、だからこれ

は議員さんの中で慎重に審議を重ねていただければいいと思うんですよ。別で定め

るふうにしておけば、私としては問題ないのかなと。何でこれが気になるのかなっ

ていう思いはあります。ですけど考えていただければいいです。とにかくまちづく

りに係る議会及び議員の責務はこのまちづくり基本条例に定めてあるんだから、こ

れに基づいてまちづくりしてくださいね、ですよね。にも関わらずここで議会基本

条例と書いちゃうことで、そこでもし齟齬があったらまずいんで、そこだけ慎重に。

だから第３項の方で、そこでＣ委員の発言も大事で、議会及び議員は、市民福祉の

向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与するために活動するんですかって

なっちゃうんですよね。そうじゃなくてまちづくり基本条例の目標を達するために、

議会基本条例に基づいてやってくよっていうことならまだわかる。そこの齟齬、矛

盾のないようにだけしてくれたらいいと思うんです。 

Ｃ 委 員：だから前２項に定める事項をなんとかするために、具体的に実施するために議会基

本条例を定めるというふうにできれば、これで完結する。普通はそう書くんですよ。 

Ｂ 委 員：別途定めるというのがダメなんですよね。議員さんは別途定めるんじゃなくて、名

称が欲しいと。 

事 務 局：おそらくですけれども、「別に定める」っていう表現だと今から何か別の条例をつ

くるのかなっていう印象を持たれちゃうかなっていう。 

Ｃ 委 員：それなら、具体的な活動が、犬山市議会基本条例によるということで。 

Ｂ 委 員：一言だけ。すみません話の途中で。岩倉市では元々議会基本条例があったんだけど

「別に定める」でしょ。その議論だと基本条例をつくり直さなければいけないって

なるけどつくり直してないでしょ。だって拘束されないから。だからそんな議論し

なくてもいいんだよって私思うんですけど。他市において「別に定める」ってなっ

たら、今まであった議会基本条例が無くなって効力を失うというわけではない。 

Ｊ 委 員：この意見を言われた議員は単純に、現実として議会基本条例ができているんだから、

別途定めるという表現はいかがなものかなという、そこの感覚の違いだけだと思い

ます。 

Ａ 会 長：それでは議員さんの趣旨というのは、議会基本条例があるし議会基本条例の目的と
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いうのは協働のまちづくり基本条例の目的と合致するものであるという理解に立

って、別に定めるというところは議会基本条例という名称を犬山の場合は入れてい

いのではないかと。そういう提案ですのでその提案を受けて、この審議会の中では

別に定めるということで問題ないんじゃないかっていう提案と、議会の方から意見

があるということについては理解できるので、そこは事務局の方で再整理をしてい

ただく、そういうことでいきたいと思います。よろしいですか。 

     我々の考え方としてはどちらかにしますか。Ｉ委員どう思われますか。 

Ｉ 委 員：Ｂ委員の言われたように、私も最初の「別に条例で定めるものとします」というふ

うで個人的にはいいと思ってます。ただ全協でこうやって意見が出た時も、本当に

申し訳ないですけどその日に出されてその場で見てということで、しっかり読み込

みができていない部分もありますし今Ｂ委員が言われた説明を受ければ、私は納得

できると思うので、議員に言われると失礼ですけど当局はやっぱりしっかり考えざ

るを得ないので、追加資料として出していただいたのはありがたいんですが、この

審議会としてはやはりそういうご意見がもし多ければ、もともとの案でまた出して

いただければ。それこそまた集中審議というか、ここを審議しながら、条例として

上程された時にはしっかり議論したいというふうに思っています。 

Ｂ 委 員：余計なこと言っちゃってごめんなさい。ただやはりここすごく大事だと思ったので。

どのような形でも、この原案であっても、私としては慎重に審議してくだされば結

構ですし、「別に定める」というところを確認できるようにしてもらってもいずれ

議会で議論を検討していただけるので、その件に関しまして私はもとのままでいい

と考えています。 

Ａ 会 長：わかりました。Ｉ委員が議会側の発言の趣旨というか背景に少し触れていただきま

したのでそれは参考として伺わせていただくとしても、我々の審議の経過を踏まえ

てここの部分は現行のままでまずはいきたいと思います。 

     そのうえでもし意見がある場合にはご連絡いただければということでよろしいでし

ょうか。追加資料については現行の条文で進めていきたいと思います。事務局の方

からの追加は以上でよろしいでしょうか。 

事 務 局：もうひとつ意見をいただきたいと思っているところが。こちらもＢ委員になるかも

しれないが議長からの３つめのところですね、別条例への委任のところで一括で委

任したらどうかというお話しをいただいているんですが、ちょっと事務局の方で過

去の事例なんかも確認はしてみたんですけれども、基本的に条例の一番最後の部分

とかそういったところで一括委任している例というのはほとんどなくて、以前委員

の皆さんに第１回でお渡ししている先行事例集ですね、そちらの方を見て委任とい

う条項が入っているのは、日進市の条例だけということなんです。日進市の方で第

29条本当に一番最後なんですけど、「この条例の施行に関して必要な事項は市議会
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及び市の執行機関が別に定めるものとします」という言い方をしているところはあ

るんですけれども、ただその日進市の例であっても、例えば 27条のところでは「こ

の条例の遵守に関して必要な事項は別で定めることにします」という、個別で委任

をした上で施行に関して必要な事項なので、手続き的なこととかそういった部分に

限定して委任という条項を設けている状況になっています。    

ですのでこの条例はまちづくりの基本的な考え方をこれで定めていきますよとい

うものなので、一括委任してしまうと、以前別のところでもＢ委員にご意見いただ

いたんですけど、白紙委任のような形になってしまうのかなというところも考えて

いまして、委任する部分を逆に限定することで、それ以外のところで不都合が生じ

てもあくまでこの条例を改正するんですよ、別で条例をどんどんつくって変えてい

くことはできないんですよっていう意味合いになり、一括はしない方がいいのかな

と事務局は考えていますが、そのあたりはどうでしょうか。 

Ａ 会 長：皆さんの意見も聞いてみたいと思いますがどうでしょう。専門的な意見も。 

Ｂ 委 員：失礼いたします。まず結論から申し上げますと一括委任はやめた方がよろしいので

はないかというところで。その理由ですけど、例えばこの日進市の事例でもあくま

でもこの条例の施行に関して必要な事項とありますので、実態的に側面を定めたも

のではない。手続き的な運用上の条例を定めるとか、そうでなければ 27条が出てこ

ないわけで、あくまでもこの文言にこだわるならば、条例の施行に関する手続き的

な内容、技術的な側面を他の条例に委任するっていう方針を日進市はとっているわ

けで、具体的な実態的な権利等を全て一括委任するようなそうした条文を設けるこ

とは絶対よくないし、また手続き的な中身もこれまで犬山市の条例を見る限り、も

う必要十分だと思うんです。ですので私としては一括委任する必要は全くないと思

います。 

Ａ 会 長：皆様どうでしょうか。「別に定める」という、この条例に関して必要に応じて別に

定めますという文言がやたらと多いけれども、むしろ一括で委任したらどうかとい

う意見ではありますが、しかし、今Ｂ委員からあったように一括という言葉はやっ

ぱり保守的にはなってしまう。必要な時に別に定めるという表現ではありますので

言い方としては現行どおりでいきたいと思います。よろしいですか。じゃあそのよ

うに対応したいと思います。 

     それではそのほかいいですか。委員の皆さんの方からいかがでしょうか。たくさん

確認事項、新規事項ありましたけれども。それでは、本日論点、争点になったとこ

ろについて再度慎重に検討して、皆さんの方に一度お届けするようにいたします。

それについてご意見がありましたらお願いしたいと思いますけれども、文書で行き

ますので現行のままでよいという場合もご連絡いただければ助かります。 

     ありがとうございました。それでは本日の審議事項は終わりましたので事務局の方
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にお返ししたいと思います。 

事 務 局：本日は本当に内容の濃い集中した議論をありがとうございました。作業といたしま

しては今回の審議会の意見について、再度整理する必要がありますので、今会長の

話にありましたように最終の文案を急ぎとりまとめ次第お送りさせていただいて、

そこでまたご意見を個々にいただくという形にさせていただきたいと思います。ご

協力よろしくお願いします。 

     次回は最終の答申ということになりますが、第５回審議会につきましては 12 月３

日 19時から、同じ会場で開催しますのでよろしくお願いします。 

     これにて今日の会議を閉めさせていただきます。どうもありがとうございました。 


