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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３１年１月９日（水）  午後７時００分から８時４５分まで 

 

３ 開催場所 

  市役所 ２０２・２０３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 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（案）について 

 

６ 傍聴人の数 

   ０人 

 

７ 内容 

① 開会 

事 務 局：委員の皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

定刻となりましたので、只今から「第５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たいと思いますが、開始に先立ちまして、当初、昨年 12月３

日に開催が予定されておりました第５回の審議会が、本日に延期されました経緯を

ご説明させていただきます。 

12 月３日の審議会で答申をいただく予定で準備を進めておりましたが、市長を含め

て最終的な内部調整を行う中で、弁護士への確認が必要な点、それから委員の皆さ

んにご議論いただきたい点が出てまいりました。 

     詳細につきましては、後ほど担当から説明させていただきますが、本日の審議会で

十分に委員の皆様にご議論いただき、審議会の回数を予定よりも１回増やして、２

月５日開催予定の第６回に答申をいただければと考えております。 

それに伴いまして、２月議会への条例案上程は日程的に間に合わなくなりましたの
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で、６月議会を目指すこととなります。どうぞご了承いただければと思います。 

     それでは、Ａ会長より、ごあいさつをいただきたいと思います。Ａ会長、お願いい

たします。  

 

② 会長あいさつ 

Ａ 会 長：皆さん、こんばんは。明けましておめでとうございます。 

     第５回目になりましたこの審議会であります。今若干延びた理由も事務局から説       

明があったとおりであります。その分皆様方に確認をいただきながら、更にご提案

をいただける機会が増えたということでもあります。 

     今日は皆さんからこの間いただいた意見、更に市長の方からも疑問が出された部分

もありますので、こういったことを皆様に紹介しながら内容を詰めていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

事 務 局：どうもありがとうございました。それでは、本日の会議につきましては、お手元の

次第に従って進めていきたいと思います。   

本日はＥ委員がもうすぐご到着かと思いますが、現在の委員出席人数は９名でござ

います。Ｅ委員が後ほど到着し出席者が 10 名になるということで、本日の会議は

「審議会規則」第４条第３項の規定により成立いたしましたことをご報告いたしま

す。 

また、本日は傍聴人の方はおみえになりませんが、本会議は「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、公開とさせていただいております。 

そして、本日の会議録につきましては、Ｉ委員とＪ委員にご署名いただく番となっ

ておりますので、よろしくお願いします。 

     それでは、議事に入ります前に、配布資料の確認をさせていただきます。 

 

～資料確認～ 

～Ｅ委員到着～ 

 

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

長、よろしくお願いいたします。 

Ａ 会 長：それでは、本日の協議事項、犬山市協働のまちづくり基本条例（案）について、事

務局から説明してください 

事 務 局：課長からもお話させていただきましたように、当初は 12 月 3 日の開催を予定して

おりましたので、11月 21 日、22日の二日間で委員の皆様に事前確認用として資料

をお渡しし、11月 27日を締切として意見をお伺いしました。 

     11 月 21 日時点での資料につきましては、お渡しする際に皆様にご説明をさせてい

ただきましたが、その中の大きな修正点のみ再度確認をさせていただきます。本日

お配りした資料は、今からご説明する内容については修正した後のものとなります

が、参考として資料２をご覧になりながらお聞きいただければと思います。 
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     １点目は、第３条の「定義」について、第２号として「学生」について定義づけて

いましたが、厳密に定義づけることが非常に困難であること、また、定義づけるこ

とにより、例えば意欲のある高校生などを排除してしまうことにもなるため、条文

中では定義せず、逐条解説に想定している対象を記載することとしました。 

２点目は、各主体の役割に関する部分です。４ページ、第８条の事業者の役割につ

いて、事業者だけが「重要な」担い手という表現になっていましたので、産業振興

基本条例などを参考にして表現を改めました。 

また、第 10条の非営利活動団体の役割についても、１項と２項を入替え、「専門的

な知識を活かして」という文言を加えるなど、一部修正を加えています。 

そして、３点目です。第 11条の議会及び議員の役割と責務の中の、「議会及び議員

の活動原則その他基本的事項については、別に条例で定めます」という表現につい

て、議会から「先行する議会基本条例の名称を明記すべきでは？」という意見が出

されたことについて、第４回審議会では、協議の結果、現行のままとすることにな

りましたが、その後、Ａ会長、Ｂ委員、Ｉ委員と調整させていただく中で、議会の

意見を尊重することとし、「この条例の目的を達成するために犬山市議会基本条例

に掲げる原則に基づき活動します。」という表現に改めさせていただきました。 

４点目として、第 17 条「協働の推進」のところで、２項に一括して含まれていた

「情報発信、交流の機会」と「人材の発掘、育成」という部分を２項と３項に分け

て整理しました。 

５点目としまして、第 19条の「選挙」の部分で、第３項について、「情報を要求さ

れた市民が要求した市民を訴える」、又は「条例を制定した市を訴える」可能性が、

限りなく低いがゼロとは言えないという弁護士の見解を踏まえて「市民の知る権利

に基づく要求にこたえるため」という表現を改め、「市民が投票の機会を十分に活用

できるように」としました。 

そして、全体的な部分として、「公共的」、「公益的」という文言の使い分けにつ  い

て、「公共的活動」は、「行政が行う活動」、「行政との協働による活動」という限定

した捉え方をされる可能性があること、「公益的活動」の方が、「益する」という部

分で「みんなのためになる活動」、「まちを良くするための活動」というニュアンス

が伝わるという観点から、「公益的活動」に統一することとしました。 

その他の修正点につきましては、字句の統一、修正といったものですので、説明は

割愛させていただきます。 

それに対して委員からいただいた意見ですが、Ｇ委員から前文について２点ご意見

をいただいています。 

１点目は、１段落目と２段落目は、犬山市の豊富な地域資源と地域ごとの多様性に

ついて説明している部分なので、段落を分けずに一つの段落とした方がわかりやす

いのではないかというご意見。 

     ２点目は、２ページの３行目、「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、未来を担い、理想のまちを創造することができる人

材を育てます。」というところは、「自発的にまちづくりに参加する」ことと「人材

を育てる」ということの関係性がわかりにくいということでした。 
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     以上の２点につきましては、ご意見を踏まえて修正を行いました。 

その他の委員の皆様からは、具体的な修正に関するご意見はありませんでした。 

     それでは、今回お配りしました条例案の修正点についてご説明させていただきます。

引き続き、資料２をご覧ください。 

委員の皆様に事前確認をお願いするのに合わせまして、全職員を対象として本条例

の情報共有という意味合いも含めて条例案に対する意見募集を行いましたので、そ

の中で出てきた細かな字句の修正や統一といったものもありますが、今回修正させ

ていただきました点のうち、大きなものは２点となります。 

１点目は前文について。前文は、いぬみらのワーキンググループでかなりの時間を

かけて検討していただいたもので、メンバーの思いが詰まったものです。それゆえ

に、みんなの思いを入れ込もうと他の事例に比べて全体が長めになっており、「なぜ

条例が必要なのか？」、「何のために条例をつくるのか」という部分がわかりにくい

という意見がありました。 

とはいうものの、前文は一文一文が吟味された文章になっており、これを短くする

のは非常に困難でしたが、断腸の思いで修飾語にあたる部分をカットする、Ｇ委員

の意見を踏まえて１・２段落を一つの段落にするなどにより、少し全体のボリュー

ム感を落としました。 

また、「なぜこの条例が必要なのか」という部分をより明確にするために、４段落目

を一部組み替えて、「犬山市が将来にわたって活力あるまちであり続けるためには、

市民、議会、行政が協働してまちづくりに取り組む必要がある」「そのためには、活

躍の場づくりを進め、一人ひとりが自発的にまちづくりに参加すること、そして未

来を担う人材を育てることが必要である」という流れにしました。「するとともに」

というつなぎ方にしたことで、自発的な参加と人材育成が同列の関係にあることが

少しわかりやすくなったかと思います。 

できるだけオリジナルを残して、いぬみらの皆さんの思いを壊さないように修正し

たつもりですが、後ほどご意見をお伺いできればと思います。 

また、この前文に対して、市長の方から「もちろんこの前文はよくまとまっていて

素晴らしいものになっているけれども、何のために条例をつくるのかという部分で

さらに他の事例にはないような特徴的な文言があるともっと良くなる。それを考え

てもらいたい」という要請がありました。こちらにつきましては、ぜひ委員の皆様

からアイデアをいただければと思います。 

詳細につきましては、後ほど改めてご説明させていただきます。 

     そして、もう１点が、選挙に関する部分です。第 19条で、「市民が選挙に関心を持

つこと」、「投票に際して市の課題や候補者の政策などに関する情報を収集し、理

解すること」、「候補者を含む市民と議会、行政がそういった情報を積極的に提供

すること」を定め、候補者の政策や市の課題などを十分理解した上で有権者が投票

できるような選挙のあり方を位置づけましたが、市長から「市政の担い手を確保し、

有権者の選択肢を増やして選挙が活性化するように、行政による支援を位置づける

必要がある」との指示がありました。 
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もちろん、行政が候補者の支援をするということは、公選法の公平性という観点か

ら問題になるのではないかと思われるかもしれませんが、市長の意図はそういうこ

とではなく、選挙に立候補する際の手順や手続きをわかりやすく説明する、政策を

立案しようとするときに必要な市の行政計画などの公開可能な情報を積極的に提

供する、もちろんそれを誰にでも平等に行うことで、「難しそうだからやめようか

な」という人をなくし、「それだったら出てみよう」という気にさせたいというこ

とです。 

そうした考えを条文にしたものが、６ページ、第 19条第４項として追加した部分に

なります。「行政は、選挙への立候補に関する手続きについて明快に説明し、立候

補予定者の政策立案に必要な情報を提供する等、誰もが立候補しやすい環境を整え

るよう努めます。」ということで、「誰もが立候補しやすい環境づくり」という文

言で市長の意図することを表現しました。 

選挙に関することですので、万全を期して弁護士の先生にも確認を行いましたが、

この条文が法に触れたり、訴訟に発展するような可能性はないでしょうとのことで

した。 

     その他の修正点につきましては、先ほども申しましたように用語の統一、字句の修

正といった類のものとなりますので、説明については割愛させていただきます。 

また、条文の修正に合わせまして、資料３の逐条解説についても修正を行っていま

す。修正点につきましては、朱書きで見え消しとしていますので、ご確認いただけ

ればと思います。また、解説部分を見え消しとした影響で、ページ数が増加し目次

と合わなくなっていますが、最終的には整合させる予定ですので、ご容赦ください。 

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。 

     ただいま、事務局から条例案の修正点についての説明がありました。 

大きく変更があった部分は、前文と第 19条の選挙のところで２点、前文は制定の目

的を明確にする観点から、この間の審議会の議論を踏まえながら、庁内で検討して

少し全体を短くして組立てを明確にした、選挙については、手続きについてわかり

やすく説明し、政策を立案するために必要な情報を提供するなどの支援を行政が行

うことで、誰もが立候補しやすい環境を整えるということを第４項として加えたと

いうことです。 

前文については、市長の方から我々に対して他の条例の前文にはないような特徴的

な文言を加えてほしいという要請がありましたので、後で皆さんにご意見を伺うと

して、先に第 19条の選挙のところについてご意見を伺いたいと思います。 

委員の皆様、いかがでしょうか。 

     これについてはよろしいでしょうか。趣旨について特段ご意見はないでしょうか。
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弁護士の方にも確認をとっていただいて一番心配な訴訟に発展する可能性の有無に

ついて詳細に詰めてみたということでもあります。したがってこの内容について了

解いただけるようであれば、第 19 条は４項をこのまま入れてみるということでよ

ろしいでしょうか。ここは手続きを随分詰めてみたということで、尊重していただ

けたらというふうに思います。ありがとうございました。 

     続きまして、市長から要請のありました、前文に他の事例にはないような特徴的な

文言を加えるという点について、事務局から２箇所案として出してみたというとこ

ろです。これについて、事務局から趣旨を説明してもらえますか。 

事 務 局：最初に、市長の思いをご説明させていただいたうえで、たたき台としての事務局か

らの案をご提示させていただきたいと思います。 

この条例に対する市長の思いとして、人口が減少し、若者が少なくなり、場所によ

ってはコミュニティが衰退しつつあるなかで、地域活動団体や非営利活動団体、事

業者や個人など様々な人たちが協働して地域課題の解決にあたることで、まちを持

続させていきたいということがあります。 

「持続させる」という考え方は、現在世界的なものとなっており、皆さんもお聞き

になられたことがあるとは思いますが、「誰一人取り残さない」を基本理念として、

ＳＤＧｓという「持続可能な開発目標」が国連サミットで採択されました。そこに

は、環境や貧困、ジェンダーなど多岐にわたる 17の目標が設定されています。 

また、国内では「千年以上にわたり、災害や社会の変化を乗り越えて、生産と生活

が永続的に営まれてきた地域」を認証する「千年村プロジェクト」の取組みも進め

られています。 

それでは、ただいまお手元に「追加資料１」としてお配りしました「修正案のたた

き台」をご覧ください。 

条例の目的は最後の４段落目に集約されていますので、その部分に文言を加えさせ

ていただきましたが、元々「誰もが笑顔あふれる幸せな生活をおくることができ」

という部分に「誰一人取り残さない」というニュアンスが、そこに続く「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」という部分に持続させるという

ニュアンスが含まれています。 

そこで、「誰もが」を「誰一人取り残されることなく」に、「愛着を持ち続けられ

るまちにする」を「「持続可能都市犬山」を実現する」に変えることで、ＳＤＧｓ

の概念を打ち出したというのが、事務局からのご提案です。 

「持続可能都市」という言い方については、例えば、「持続可能○○都市」のよう

な形で、なにかもう一言加えても良いのかなとも思いますし、その他、全く別のも

のでもっとふさわしい文言があれば、ぜひ皆様のご意見をお伺いできればと思いま

す。よろしくお願いします。 
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Ａ 会 長：はい、ありがとうございました。 

     ただいま事務局から説明と提案がありましたが、そういった点も踏まえて、また、

先に説明のあった修正点についても委員の皆様からご意見を伺いたいと思います。 

Ｈ 委 員：これ素晴らしいなと思って見ていてですね、持続可能な社会の構築ということで今

サステナブル、ＳＤＧｓの目標が掲げられていて、17ある大きな項目のうち日本は

８まで挙げていると思うんですね。ちょっと気になっているのは言葉の表現の仕方、

持続可能都市といくとすごく機械的に見えてしまっていて、ＳＤＧｓが言うサステ

ナブルな社会づくりということでいくともう少し正確に表現しなければまずいんじ

ゃないかなと。サステナブルデベロップメントのことを指してますので、しかもそ

れにはゴールがあって、社会構成の 17 項目と更に 100 近いいろんな細目がありま

すが、これには本来目標、目的がそれぞれにあったりすると思いますので、この表

現の仕方が気になっている。先ほど申し上げたとおり、世界的な潮流の中で「誰一

人取り残されることなく」という貧困層をなくしていく考え方ということは社会を

作っていく上ではすごく重要なことだなと感じるので考え方はすごくいいなと思う

のですが、ちょっとこの表現の仕方が、すごく気になってしまっているところです

がいかがでしょう。 

Ａ 会 長：むしろＨさんに提案をしていただいては。ご専門の分野でもありますので。「持続

可能都市犬山」という非常に無機質な表現は良くないという、ぜひお願いします。 

Ｈ 委 員：まずおそらくですね、正確に日本語らしくいくと、持続可能な社会づくりを目指し

ていることを犬山市がやっているということを言わなければいけないと思うんです。

で「どんな」っていうのがおそらく必要で、おそらく犬山らしさはその「どんな」

の部分を表現しなければいけない。こんな社会づくりを持続的に可能にする犬山市

であるとするとここにはやっぱり主語がなくて、持続可能なというのはあくまでも

手法論でしかないと思いますので、そこの「どんな」を議論した方がいいのではな

いかという、問題提起になってしまうんですけれども。ちょっとそこが僕は検討も

していなくて今日ここに来てしまったので、ただどうしてもこのタイトルにある協

働という表現があって、持続可能なというところのキーワードを拾っていくとおの

ずとこのオリジナリティという部分は追及ができるのではないかなと思う気持ちだ

けがある状態です。ちょっと曖昧な表現なんですがいかがでしょうかね。具体的な

提案は考えないと出ないような感じなんですけど。 

Ａ 会 長：では少し時間をおいてですね。また後でご発言いただくことにしましょう。他の委

員の皆さん、ではＣさん。 

Ｃ 委 員：「持続可能都市犬山」というところおそらく説明されたと思うんですけど、こう書

いて知らない人が見るとですね、こういう既成概念があって、これでこうこういろ

いろ中身見て、こうこうこういう面で持続可能な社会を作りますっていうところが
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あってですね、これが書いてあるんだったらまあそういうことなんですけど。これ

なんなのかってちょっと疑問に思っちゃうので、日本語にしろ書き込みについてこ

れでいいんだろうか。じゃあどうしたらいいのかってあるんですけど。ただごめん

なさい、字面を見ただけで率直に感じるのは、これ何か特別なそういった特殊名詞

のものがひとつあるんだな、概念があるんだな、取組みがあるんだなっていうのを、

そこをどう説明するのかっていうところがあります。 

Ａ 会 長：そういうご意見もいただきました。後で皆さんと調整を探ってみたいと思いますけ

ど。皆さんどうでしょうかね、ほかに。 

Ｄ 委 員：僕はまあ詳しいことはわかりませんけど、この持続可能といった場合にね、いわゆ

る市町村合併の問題は抜きにした考えでよろしいのかなという気はしたんですけど。 

Ａ 会 長：ここ市町村合併ということが前提と・・・ 

Ｄ 委 員：ただ持続可能と書いてある以上、全く市町村合併は抜きということでいいのかなと

いう気はしたんですけど。 

Ａ 会 長：僕はそういうふうに見えてますけど。まず市町村合併を追及することなく自らのま

ちが自立した都市として行財政をしっかりと運営していくだけじゃなく、職員もし

っかりと仕事をする、市民の皆さんにも力を発揮していただく、そこで協働のまち

を作っていくという視点が入っているんじゃないかなと思いますけど。 

     他の皆さんどうでしょうか。 

Ｉ 委 員：私もこの「持続可能都市犬山」というのがポンと、ひとつだけなんだろう、浮彫に

というかちょっと違和感を感じざるを得ないんですが、先ほどＨ委員が言われたよ

うなこれに変わるようなソフトなというか、ちょっとそういうものがなかなか見つ

からないなと思うと、その２つ目の「誰一人取り残されることなく」というのはこ

れはＳＤＧｓの理念に基づいてはいるのですが、今回市長選の中で昔から言われて

きたことですけど、南の方へ行くとなかなか南のことを考えてくれないという声を

聴き、今回市長選の中で北の方へ行ったら、北の方でもそう言うんですね。北のこ

とを考えてくれんと。で、そういう寂しい思いをしている市民が意外と多いんだな

と。そんなこと言ってみたら私東に住んでいるので、東でも一緒だという思いがし

ますので、こういうこれだけの規模のまちであってもそういう思いをしている人が

いるっていうこと自体がやっぱり寂しいなと思うので、この一文はとても大事かな

と思っています。みんなが犬山にいて幸せだなと思ってくれることはとってもいい

ことなので、そのあとに続く「持続可能都市犬山」というのをもう少しソフトなイ

メージでというか、わかりやすいイメージでつなげていけたらなと。「誰一人取り

残されることなく」っていうのは北とか南とか西とか東とかっていうんじゃないん

だよってことも含まれているんじゃないかなっていう思いがしております。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。他の委員の皆さんどうでしょうか。 
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Ｇ 委 員：私はこの両方ともが少し強すぎる言葉のように感じて、とても大切なことではある

んですけれども、「誰一人取り残されることなく」っていうのは本当にそのとおり

なんですが、ちょっとなんていうかそれを実際やろうとするととても難しいことだ

と思うんですね。「笑顔あふれる幸せな生活をおくる」っていうのも実際とても難

しいことなのかもしれないんですけど、言葉としてここに載せるのは強い言葉かな

って私は思うので、どうなんだろうっていうのは思いました。「持続可能都市犬山」

っていうのも少し言葉として強すぎるし、市長としては犬山らしい言葉を入れてほ

しいということだと受け止めたんですけど、持続可能というのはここ数年割とあち

こちで聞くような言葉のような気がして、それが犬山らしさにつながるのかといわ

れると別にそうでもないような気もするので、さっきＨ委員や皆さんもおっしゃっ

たように、ちょっとこの言葉だけポンって浮いているような気がするので、だから

といってどんなのがいいっていうのは私も出ないんですけど、ちょっと私にとって

はこの両方が強すぎる言葉だなと感じました。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。委員の皆さんいかがですか。Ｊ委員、いかがでしょうか。 

Ｊ 委 員：私も思いはよく似ておりまして、前の文章の方が良いと思っています。それぞれの

特徴が、追加資料１の網掛けの部分二つの言葉があるんですけども、あまりに市の

特徴を出さんがために、なんとなくちょっと耳になじみにくいというそういう感情

を受けまして、ほかに何かいい言葉があれば入れるのもやぶさかではないですけど。

私はもう一回「誰一人取り残されることなく、しかも誰もが」の方が耳に受け入れ

やすいように感じます。「持続可能都市犬山」は犬山らしさを出している言葉にな

るのかわかりませんけども、私としては違和感がありますので、原文のままの方が

自分としてはいいような気がします。以上です。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。Ｆ委員いかがですか。 

Ｆ 委 員：私もこの「持続可能都市犬山」というのが唐突に出てきてしまって、この何が持続

可能なんだっていうことをこの前文の中で全部表すことはできないと思うんですね。

そしたら文章の中で、多分市長さんはほかの文言にない所で「持続可能都市」とい

うことで犬山らしさを表したかったのかなと思ったら、もうこれをつないで違和感

がないって、すごく側部的なんですが、でも思いが多分皆さん一緒なんですよね。

じゃあ実際どうしたらいいかって言ったら、ちょっとわからなくて、今文章を足し

たりつないだりしていたんですけど、例えばですけどごめんなさい、専門的な知識

がないので、文章だけがおかしくないかなってところで組み立ててみたんですけど、

例えば「犬山市に受け継がれてきている豊かな財産を次世代へとつなぎながら、誰

一人取り残されることなく、笑顔あふれる幸せな生活をおくれるよう持続可能な」

って入れた方が柔らかくて耳障りはいいのかなって思うんですよ。具体的な作業に

入っちゃったんですけど、思いは多分一緒だと思うんです。じゃあ何が持続可能か
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っていうのは私たち十分、先ほどＨ委員がおっしゃたような 17 項目の中を１個１

個点検したわけではないんですよね。ただ持続可能な世の中を目指したいっていう

のはみんながそう思っていることで、１個１個取り出されることなく、こういう言

葉で包括、やんわり包括できるようなみんなが幸せになれるような生活を目指せる

犬山っていうのはこれを包括する言葉なんじゃないかと思っているものですから。

今ちょっとそれくらいしか言えなくて。 

Ａ 会 長：Ｅ委員。あ、少し待って。 

事 務 局：ひとつだけ確認というか、決して市長が「持続可能都市犬山」というのを入れろと

いう話ではありませんので。市長の思いを受けて、事務局の中で特徴的なという部

分に引っ張られすぎたところもあるのかもしれないです。なので逆に浮きすぎてし

まったということなのかもしれないですけど、それで「」であえてくくったりとか

っていうふうにしてしまっているところはあるので。ただ、今申し上げたように市

長がこうしろと言っているわけではない。先ほど言ったように、持続できるという

そういった観点から特徴的な文言を入れられないかなというのが市長の考えです。 

Ａ 会 長：まだ市長は知りませんので。あくまでもこの審議会の中でということで、もう少し

あえて意図的に強い気持ちを表現するということも可能かどうかという、そういう

可能性の追求ですので。Ｅ委員すみません。 

Ｅ 委 員：私が思ったのは、まず前文とそれから考えてくださったと思うんですけど、すごく

小学生が見てもわかりやすいように説明がしてあるんです。例えば「受け継がれて

きた豊かな財産を次世代へとつなぐとともに」とかものすごく親切に言葉が書かれ

ているのに、突然「持続可能都市犬山」という言葉が出てくるっていうのが、どう

かなあと思うのとともに、文章が長いと思う。ですからもうちょっと短くできない

のかなと。コンマコンマであれですこれですああいうふうですこういうふうですと

いうようになっているのがどうなのかなという、その２点が自分が気付いたところ

です。 

Ａ 会 長：なるほど、わかりました。さあそれではＢ委員。 

Ｂ 委 員：何も出てこないです。事前に事務局から何か言っていただければ勉強してきたんで

すが、僕も今日何の予習もなく来たので。今一生懸命皆さんがご発言される中で少

しでも何か意見を言おうかなと思って考えていたんですが、犬山らしさ、市長がそ

ういうふうに言うのならば市長の思い言ってほしかったなと思うんですね。それを

この場で言ってもあれなんですけど、それはちょっとグチですけど。この資料のと

ころ見ていくと、もし犬山らしさというか、この今までにない自治基本条例である

とするならば、スローガン的なところをもっと前面に出していいのかなと思ったん

ですね。どうしてかというと、この文章一覧、この追加資料１のところで、１・２・

３段落のおそらく「私たちは」の前までは、その背景と問題と課題が書かれている
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だけで、何かをするためにこの条例を作ったということがないです。何かというと

ほかの基本条例ずっと見ていくと、一番最後のところにちょろちょろっと「私たち

は～するためにこの条例を定めます」という２行３行で書いてあるだけでしょ。も

しそこの他市との条例の違いを掲げるとすれば、本当の意味でまちづくりするぞと

いうところをここに書いちゃう、そのために条例を作ったよということがわかるよ

うにするならばいいのになと思ったところです。ほかの犬山らしさっていうと私ち

ょっとわからないので、今のところ「持続可能都市犬山」に対しては委員の皆様の

意見が出ていますので、それ以外でもし言うとすれば、本当の意味で市民がまっす

ぐに参加できるようにするぞとかまっすぐにするためにこれをやったぞっていうの

がもっとスローガン的に楽しくする方がいいのかなと。あとＳＤＧｓって不勉強で

よくわからなかったので、またあとでちょっと勉強しておきます。 

Ａ 会 長：ありがとうございます。また後でＨ委員にお渡ししますので、その前に一言言わせ

てもらいたいと思います。実は今ですね、いきなりこれが出てきて確かに皆さんも

戸惑われたと思いますけれども、事務局の方も今朝まで考えたということもあって

随分苦労されたということを先ほど聞きました。苦労しても、主張をもう１つ２つ

工夫してみてもいいのではというようなそういう庁内での議論もあったということ

で、それにこたえるとこの間のいぬみらの皆さんの積み上げてきた内容のある文言

と他市との比較の中で相違点を出せるような観点があるかどうかというせめぎ合い

の中で追及されたんじゃないかなと思っています。そこでそういう流れの中で見て

いった時に、まずこの「誰一人取り残されることなく」という表現はよく考えたな

というふうに僕は見てて思いました。先ほど言われたんですけども、貧困の克服、

現代的な貧困、子どもの貧困、あるいは外国人の市民の貧困、先ほどＩ委員が南・

北・東どうだってお話が非常に市民の中の生活格差をめぐる意識の違いというのが

あるとお話しをされました。その中にも入り切らない、あるいはそこの認識にも実

は拾ってもらえない世帯や、生活があるという現実を無視してはいけないというふ

うに立つと、「誰一人取り残されることなく」という文言は非常に強い言葉なんだ

けども、決意が感じられると思うんです。賑やかな観光都市とか皆が協力していく

という力強さ以外にですね、もっといわゆる社会の底辺なり競争の中で遅れてしま

いがちな人たちに、目を向けることというですね、あえて後ろを向くぞ下を向くぞ

という決意をなすというのは勇気のいることだし、心配な点もあるけれどもしかし

それは決意として大事なことだと思います。ですからこういう表現よく考えたなと

思うし、社会的な排除とかそれからなくして誰もを包み込むという言葉として力強

さがある一方で少々とがってはいますけれども、「誰一人取り残されることなく」

というのは意味合いとしては非常に大事な現代の貧困をなくしていくという市の決

意が出ている。実はこの協働の条例というのは、理念条例ですよね。ですから市の
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ほかの条例なり政策の根幹をなすものですよね。犬山市の様々な政策の中において

も、力強さ、成長の競争の中で勝ち残るということだけではなく、市に暮らしてい

る市民、新たに暮らそうとする命というものを大事にしていくということを表明す

るというのは理念条例としてとても大事なことじゃないかなと思っていました。こ

の表現でいきなり見たのでいいかどうかというのはわからないけれども、しかしこ

の中に含まれる社会的な排除なく誰もを包み込む社会的包括の概念が入っていると

いうのはとても意味のあることだと思いました。そういう観点で見ていくと下の「持

続可能都市犬山」というのが少々唐突な感じがするし、一体どこを目指していくの

かということが心配だったのですが、さっきＦ委員が「私たちは市民憲章の理念を

胸に、犬山市に受け継がれてきている豊かな財産を次世代へとつなぎながら、誰一

人取り残されることなく、笑顔あふれる幸せな生活をおくれるよう持続可能な都市

犬山を実現するためここに」というようなそういう流れを作ってくれたので、つま

りこの「持続可能都市犬山」というのが特別にあって、それを説明しきってこれを

目指すということが目標ではなくて全ての人たちを守りながらしかも犬山のまちを

つくっていくということの中の、自然な普通名詞として持続可能な都市という言葉

を使う。これが何かということはこの条例の中では説明がつけられないと思うんで

すね。理念条例ですから。他の条例の中でも持続可能なというサステナビリティを

追及していくわけですのでほかの所でもしかしたら、あるいは逐条解説で説明をし

てもいいかもしれない。ですからここの中でもしこの言葉を使うとしたら、ひとつ

の文章の流れの中で漠然としているけれども、持続可能都市犬山ということを表現

しておいて、それの定義については逐条解説。あるいはより政策的な、先ほどＨ委

員がおっしゃったような持続可能な都市づくりとはどういうことなのかというのは

例えば、他の条例の中でその辺を表現していくということでもいいのではないか。

これはあくまでも理念条例ですので、理念のところ、つまり他の政策の根幹を成す

という観点の条例であまり特定の概念の深掘りをすべきではないという原則があり

ますので、そういった点で落ち着かせるというやり方もあるかなと思いました。ほ

かに何か観点があるかと聞かれたら、無いとしか言いようがないので、提案された

ものについての解釈で申し訳ないですけども、そういうふうに思いました。 

Ｈ 委 員：ものすごく難しくていろいろ考えていたんですが、先ほどのサステナブル－要する

にＥＳＤっていわゆる教育をどうするかって議論があったんですけど、言葉の発祥

とか今なんで日本がこういうことを言っているのかとか、あと世界的に何を言って

いるかっていう話を少し理解するとこの言葉の意味がもうちょっと解釈できるよう

な気がしているんですね。持続可能な社会を目指さなければいけないと言っていた

背景には、万博があった前後から特に大きな話題になったんですけど、エネルギー

問題とか地球環境自体が維持存続するのが困難であるので、持続可能な社会を作る
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ためには、みんなが一体となってものを考えていきましょうという発想で、持続可

能な社会を作っていくためにはそもそも社会システムを変えないといけないという

パラダイムシフトのことを言っていたのがここの概念だと思っています。それから

あらゆる社会問題も当然それと同じ概念であるということで、持続可能な社会を作

っていくためにはほかにも要素があるよねというような話の中で、とにかく社会シ

ステム自体の変革を求められているという前提がここの言葉にもともと含められて

いるはずなんです。一方で社会課題が発展途上国のような国と、先進諸国では当然

違っていて、日本の社会は先進諸国なんだけれども、一部そういう課題の多いとこ

ろが山積している、解決に向かっていないことがあるんですね。子どもとかジェン

ダーの問題もまだまだ課題が多いかもしれないんですが、あと老人のこととかです

ね。そういう意味で持続可能という表現は現状どういうふうにこう打破していくか

という考え方が強いので、持続可能という言葉を出して違和感を感じる人が多くな

るのは当然だと思う。ＳＤＧｓという表現を知っていてそれの日本語が持続可能と

いうことを知っている人はそんなに違和感なく入るんですけど、日本語が入るとこ

ろに違和感が出るんです。どちらかというと貧困のところから考えていくとすると、

持続可能なもしくはそれより発展的に、ここの前文の中で議論していた時に、ある

いはその前の市民会議の時にあったのは犬山らしさというのは非常に高尚なという

か、皆さんそれぞれポリシーを持っている状態なので、それを持続していくのかよ

りよい方向に持っていくのかというこういう概念を一番最初に我々議論していたん

ですね。ずっと資料をさかのぼって見ていて市民会議でやっていた時に一番私が印

象深かったのが、名称を考えようと言っていた１番最初か２回目あたりの時にあら

ゆるキーワードを出していたんですね。市民 20何人、あの時非常にインパクトがあ

って最終的にみんなで選んだ言葉にあった２つのキーワードが「犬山の未来」だっ

たんです。いぬみらという言葉ができあがり、いぬみら会議になっていったんです。

今回の２年間に及ぶ大きな流れというか潮流を僕的に考えていくと、多くの市民の

特に代表的に活動している人たちが使っていた言葉、これは引用しない手はないん

じゃないかなと。探し出して今から０から作るというよりは、その時に上がってい

たキーワード、確か 20ワードか 30ワードくらいあったので、そこの中で活用され

た言葉を拾い上げていくと、例えば犬山の未来を考えていくことを実現する条例だ

よね条文だよね、こういう話でいけばもっともっとストレートに伝わっていく気が

する。しかも子どもでもわかるような。でも未来っていうのは非常にいろんな意味

を含んでいるので、そういう意味で犬山未来という言葉はどこかに盛り込めないの

かなと感じたりはするところです。先ほど言った語源と今の解釈と今回の会議の流

れを考えたところのキーワードの拾い方をご提案させていただいているところ。今

去年の会議資料がなく、あの時どんな単語があったかとかっていうのを少しご紹介
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いただけるか。ＫＪ法でバーっとキーワードが出ていたと思うので、ひとつの参考

として。 

Ａ 会 長：ちょっとＨ委員にひとつ確認したいのですが、「持続可能都市犬山」というところ

を「犬山の未来」と単純に置き換えるという提案でも。 

Ｈ 委 員：それも有りだと思います。 

Ａ 会 長：非常にシンプルだけども犬山の未来を実現するその修飾のところは今の「誰一人取

り残されることなく、笑顔あふれる幸せな生活をおくり、このまちに関わるすべて

の人が誇りと愛着を持ち続けられる犬山の未来」、まあ「持ち続けられるような」

なのかよくわからないけれども、犬山の未来を実現するというね、犬山の未来が随

分たくさんの修飾で覆われますけれども、しかしそれほどまでにいろいろとイメー

ジがしやすい、多くの人が犬山の未来にかけた思いが多いということですかね。 

Ｅ 委 員：もっとなんか幼稚な言葉でというのはダメですかね。私も「誰一人取り残されるこ

となく」っていうのはとても好きですし、あとは先ほども言いましたけど小学生が

見てもわかりやすく書いてある。だから愛着を持ち続けられる、ゲーム的な、子ど

もでもわかるような「永久的な不滅なまち犬山を作るため」とか、ゲーム感覚みた

いなバカバカしいことではダメなのかなとチラっと思いました。 

Ａ 会 長：今Ｅ委員から問題提起をしていただけました。（資料）ありましたか？皆さんに紹

介していただけますか。 

Ｇ 委 員：会の名称を考える時のアイデアでグループでひとつずつ出してくださいって言って

まとまったものとしての資料しかないのでそれを紹介すると 

       

～会の名称案を紹介～ 

 

     そこに至るまで皆さんがいろんな言葉を出したのですがグループでまとめて発表し

ようという時にはこの名前が出てきて、ここから何にしましょうかってところで皆

さんでまた議論して、犬山の未来というのがいいねということで略して「いぬみら」

という名前に落ち着いたと思います。 

Ｈ 委 員：かなり幼稚な言葉でやってました。 

事 務 局：という会の名前を決めるという部分と、Ｈ委員が言っていたのはもうひとつあると

思うんですね。最初に名前を考えるということをやったのと１回目は、この会、条

例に期待することっていうのを市民会議のメンバーの皆さんに聞いていて、そちら

のことも含めて言っていらっしゃるのかなと思うので、その資料を印刷して用意し

ます。 

Ａ 会 長：わかりました。それではその間にほかの箇所の確認を進めましょうか。皆さんもこ

の間なるべくわかりやすい表現とかですね、そういう要望もありましたのでそうい
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ったことに関わって皆さんの方に事務局の方から紹介していただきたいので、よろ

しくお願いします。 

事 務 局：条例が市民にとってはわかりにくいというご意見をこの審議会でもいただいており、

もちろん、パンフレットなどで工夫して解説・周知していこうと考えていますが、

条例そのものについても可能な範囲でわかりやすく、そして読みやすくできないか

というご提案です。 

     先に制定されました産業振興基本条例でも同様のことが行われていますが、日常的

な会話であまり使われることのない「及び」、「○○等」という表現を使用せず、「、」

や「や」でつないだり、「など」という表現に改めるものです。 

     追加資料２としてただいま配らせていただいたものが、そうした観点で修正したも

のです。網掛けしたところが該当部分になっていますが、第３条と第２０条に下線

と太字のゴシック体で表現している部分があります。これは、「、」や「や」でつな

いだ場合に、「及び」の意味なのか、「又は」という意味なのかがはっきりしないと

いう状態になるため、定義を定める部分については、厳密性を持たせる意味合いで

「及び」、「又は」という表現を残し、２０条につきましては基本構想と基本計画い

ずれかではなく両方を策定するという意味合いで「及び」としています。 

     こちらを読んでいただいて、皆さんの印象をお伺いできればと思いますので、よろ

しくお願いします。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。まずこの点について確認を今日しておきたいと思います。

皆さんのこの間のご要望も反映して第３条の定義以外のところについてはなるべく

皆さんが親しみをもって読み進められるような表現にしてみたところです。これに

ついては庁内でも検討して間違いがないという法令等の審査でも確認をとっている

ということですので、皆さんの受け止め方を今日聞いて確定としたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

     よろしいでしょうか。今回皆さんのご要望も踏まえて直してみたところについては

この形で進めたいと思います。ありがとうございました。 

     それでは先ほどの点についてどうでしょうか。 

事 務 局：先ほどの資料用意できましたので配ります。 

 

～追加資料３を配布 

 

Ａ 会 長：じゃあこれを事務局から説明していただけますか。 

事 務 局：こちらの資料は、先ほども申しましたように、いぬみらの会議第１回目をやった時、

メンバーに、まずはいぬみら、それから協働のまちづくり基本条例にどんなことを

期待されますかということで、裏面に写真があるんですけれども、リンゴ型のふせ

んにそれぞれの思いを書いていただいてそれを希望のリンゴ、リンゴの木のような

形で貼ってあるんですけど、ふせんに書かれた内容をとりまとめたものになります。
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この中からＨ委員がフレーズでいいものがあるんじゃないかというお話だと思うん

ですけども、例えば４番の若者や子どももまちづくりに参加できるまちになったら

いいなあとか 16 番の来てよかったまち楽しいまちになるといいなあとか、期待す

ることっていうのが含まれているので自分磨きやスキルアップにつなげたいとかそ

ういった部分もあるんですけど、その条例に期待することと、この会議自体に自分

が参加して期待することっていうのが入り混じっているのでそういった話にはなる

んですけれども、市民活動に携わる若者がもっと増えるとか、本当の幸せを求めて

みんなが幸せにとか、そういったところがこの中からこの条例の前文に使えるとい

いなあと思えるような言葉なのかなあと思いますけど。 

Ｈ 委 員：１回目、２回目あたりは名前をつけるのにすごく奔走した会だったのですが、興味

深かったのはいぬみら研修、最初の会議の時に出されたものなんですが、公募によ

る市民 22 人と市職員有志 18 人によって構成され、20 歳から 73 歳まで幅広い年齢

層の人が参加したという時の割と最初の方の会議になるんですが、先ほどいった名

称が決まるまでの過程とか思いとかそういったものをものすごい長い時間議論して

いたので、その時に使われた言葉とかっていうのは重みがあるなという１つの見方。       

この文章を仮にどうするといいかなとあれから考えたんですけど、先ほどＦ委員が

言われた持続可能という部分を文脈に入れてしまうというのはものすごくいいと思

うんです。社会づくりを持続可能的なというところでいくと、愛着を持ち続けられ

るとあってここにさらに持続持続となっているものですから、「愛着を持ち続けら

れる犬山の未来まちづくりを実現するためにこの基本条例を制定します」というよ

うなもうちょっとシンプルな文脈に変えてしまうのはありかなと思うんですね。あ

えて市長が外に発信するときはいぬみら宣言とかっていうそういう愛称にまでいけ

ばストーリーとしてものすごく大きなものが、で、いぬみら宣言はなにかといった

ら、持続可能な社会を作るために、市民と行政と議会がまち全体をあげて協働的に

やっていくんだというこういうシンプルな説明ができるような、愛称も作り出せる

ような、そんな言葉になっているような気がして、もったいない言葉だなと、さっ

き言った「」の中は「犬山未来まちづくり」だとどうでしょうかね。わかりやすく

てタイトルにも合っていて、ずっとこれを議論していた気がしていたのでちょっと

思い出してご紹介させていただいております。 

Ａ 会 長：今提案をいただきました。皆さんが議論を積み重ねてきた中で、あるいは積み重ね

ていくための強い思いを表現したというところがあったと思いますけれども、犬山

未来まちづくり、例えば「」の中ね、こういう言葉に置き換えてはどうかという話

でした。この条例が理念条例、基本条令ではあるのでいぬみら宣言というものを作

る土台にもしていけるというようなそんな発展可能性も言ってもらいました。どう

でしょうか皆さん。せっかくなので資料を１分ほど見てもらい、それから意見交換
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しましょうか。 

     １分になりましたのでどうでしょう。どなたからでも結構です。Ｊ委員お願いしま

す。 

Ｊ 委 員：いい言葉があればいいんですけども、持続可能都市犬山のところを会長言われまし

たように犬山未来まちづくり、例えばひとつの例として、この言葉を入れても私は

よりわかりやすいのではないかなと。今までもいろいろ議論してきた経緯の犬山と

未来、犬山未来も入りますし、いいのではないかと思います。 

Ａ 会 長：Ｈ委員が提案してくれた内容ですので、そういうご意見もＪ委員からいただきまし

た。 

Ｅ 委 員：どんな犬山のまちづくりをしたいかっていう言葉がここの犬山市に受け継がれると

ころから意味がいっぱい出てきているので、それをひっくるめて「犬山の未来を実

現するためにここに協働のまちづくり基本条例を制定する」ということでいいんじ

ゃないかなと思います。ただ今おっしゃったように犬山未来まちづくりというと私

は次のまちづくりをっていうふうに思うので、「犬山の未来を実現するため」でい

いかなというふうにも思いますけれども、 

Ａ 会 長：ありがとうございました。どうでしょうか他の委員の皆さん。 

Ｆ 委 員：Ｅ委員のおっしゃっていた誰でもわかるというフレーズがとても大切かなと思って、

その犬山の未来のまちづくりっていうのもやっぱりそこにいぬみらの方たちがいっ

ぱい議論してこられたのはすごく今聞いてよくわかるんですけど、この条文を見て、

それをやっぱり唐突って思う、どうしてもそういう固有名詞的なものを使うとまた

そこに背景にあるものを説明しなくちゃいけなくなってしまうんですよね。そうす

るとやっぱり誰もがこれを見てうんって素直にうなづける、ありきたりになっちゃ

うかもしれないけれども、でもその未来っていうキーワードはすごく大事にしたい

という思いがあって、そうすると例えばですけどまた直していただきたいんですけ

ど「犬山の未来が誰一人取り残されることなく幸せな生活をおくり続けられるよう、

ここに犬山市協働のまちづくり基本条例を制定します」というとちょっとなんとな

く平易だけれども未来が入るかなって。 

Ａ 会 長：そうすると「私たちは、市民憲章の理念を胸に」っていうところは無しで。 

Ｆ 委 員：修飾する言葉がすごく多くて、ボケてしまうのかなと 

Ａ 会 長：ですからあえて主語は、「犬山の未来が誰一人取り残されることなく幸せな生活を

おくり続けられるよう、ここに犬山市協働のまちづくり基本条例を制定します」。

非常に文章をつないで短くしていただきました。主語を犬山の未来がというふうに

変えたんですけど、Ｈ委員どうですか。 

Ｈ 委 員：皆さんの意見を聞かせていただけるのがうれしくて、逆に僕は先ほども申し上げま

したように２年前からの会議の流れの中で皆さんの思いっていうのをずっと耳にし
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ていたものがあったので、やっぱりすごく大きな議論の中で未来に向けて動き出す

という思考についてものすごく重要視していた皆さんの会話が今でも懐かしいし、

多分おそらくこれは非常に共有すべきことだなってことをあらためて再確認させて

いただいているところです。文章の校正の仕方は逆に、検討していただければいい

のかなと思うんですけども、先ほども申し上げたとおり去年の会議のすごく重要な

キーワードであったのは間違いないということですね。 

事 務 局：ひとつだけ考えていただいている中で、ちょっと注意点ではないですが、犬山の未

来まちづくりだとか犬山の未来を実現するというふうにした時には第１条を見てい

ただくと、条例の目的を書いてあるんですけど、ここが前文に掲げる理想のまちを

実現することを目的としますというふうになっているのでそれが例えばまちづくり

を実現することを目的とするのか、犬山の理想とする未来を実現することを目的と

するのかそういう所に関わってくる部分にはなってくるかなと思います。 

Ｅ 委 員：事務局の人たちが一生懸命考えてくれた文章だと思うんですね。だから私はこれが

とてもいいと思いますし、わかりやすいと思っています。なので申し訳ないですけ

どＦさんが言ったように簡単にしてしまうのはほかのところの条例とあまり変わら

ないかなというふうになってしまうので、先ほど言ったような犬山の未来を実現す

るためで私はここにあてはめるという形で一番いいと思います。 

Ａ 会 長：このあたりをどう表現するかというのは時間を要しますので、今日は皆さんのお気

持ちだけ聞かせていただいて、まとめてみたいと思いますけれども。はいどうぞ、

Ｆ委員。 

Ｆ 委 員：理念条例とおっしゃって、いろんな条例の考え方のもとになるもの。一本に絞るも

のではないって話を、要は良くなるような議論ができるような条例なのでこれに沿

うんですけれども、１個１個の表現をこうしてるからこうだ、さっきみたいな「、」

と「及び」だからどうだっていう議論になるような条例なんでしょうか。だんだん

今話しているとわからなくなってしまって、理念条例ってあるところの理念ってい

うのは、細かな議論をしていくということは申し訳ないですけれどナンセンスのよ

うな気がして、それって一言一句のところに日本語なので日本人が使うと本当に事

細かな定義とか、会議の仕方みたいなところが出てきてしまうんですけど、今のい

ぬみらの思いを大切にするとっていう議論になってちょっとわからなくなりました。 

Ａ 会 長：はい、Ｇ委員。 

Ｇ 委 員：Ｆ委員の考えてくださった文章は残念な点といいなと思った点がそれぞれ１つずつ

あって、前文を考えているグループに私も入っていたんですけど、私はずっと市民

憲章を入れたいっていうのを言ってきて、それを入れてくださったままでずっとき

ているんですけれども、市民憲章が今回の資料にもあったと思うんですけど、本当

に犬山らしい犬山をすごく的確に表したとてもいい文章だと私は思っているので、
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市民憲章ということを入れたかったんですね。それをずっと汲んでくださって、ず

っとこの市民憲章っていうのが入っていたんですが、Ｆ委員の案だと市民憲章の部

分が削られてしまうのでそれがとても残念だなと思ったんですけれども、いいなと

思ったのは私はさっきから皆さんがいいとおっしゃるこの「誰一人取り残されるこ

となく」っていうのがとてもひっかかっていて絶対そうなんだと思うんですけど、

会長さんも決意を感じられるっておっしゃってたんですけど、本当にその決意が行

政にあるんですかって問いたくなる一文でもあるので、私だったらこれをつつくと

いうか、昨年まで私も不登校の子が通う適応指導教室というところに通っていたん

ですけど、そういう子たちを見ていると本当にその覚悟があってこの文章を載せて

いるんですかって言いたくなるので、でもＦさんの文章だとすんなり割と入ってき

たので私にとって、その点ではいいかなと思いました。私だけの感想で申し訳ない

です。 

Ａ 会 長：Ｆ委員の言われたところをもう少し補足すると、「私たちは、市民憲章の理念を胸

に」というところを入れてもつながっていきますよね。そのあと犬山の未来、犬山

市の未来をどういうまちにするかという表現でつなげていくことは可能だと思うの

で、そこを上手く調整はできるだろうなという印象を受けました。今そういう文章

をすぐ作ることはできないですけど。どうでしょうか。では事務局。 

事 務 局：今の話を聞いていてどうかなと思って言ってみるんですが、恐れながら申し上げま

すという感じですが、どうしても第１条との整合性ということを考えてしまって、

そうすると最後のところはやはりまちというふうに戻した方がいいのかなって思っ

てしまったりもしたんですが、やっぱり今の未来というフレーズはすごく大事だな

と思ったので、例えば市民憲章という部分を活かしながらというところでいくと、

ほぼ原文と一緒なんですけど、「私たちは、市民憲章の理念を胸に、犬山市に受け

継がれてきた豊かな財産を次世代へつなぐとともに、未来の犬山市が誰一人取り残

されることなく、笑顔あふれる幸せな生活をおくることができるまちとなるよう、

ここに犬山市協働のまちづくり基本条例を制定します」っていうふうにすると、最

後のまちっていう部分も入れつつ未来がという文言も入れられるのかなと思うんで

すが、いかがでしょうか。「このまちに関わる全ての人が誇りと愛着を持ち続けら

れる」っていう部分はＧ委員とＨ委員、わかりやすくという部分であれば削除する

という意見も出てきてますけど、どうですかね、よろしいでしょうかね 

Ａ 会 長：一文をあまり長くしてほしくないですね。良くないですね。現行でもすでに５行使

っていますので、１文は本当は３行くらいにした方がいい。いろんな解釈が入って

きます。ではＨ委員、何かありましたか。 

Ｈ 委 員：「持続可能都市犬山」というここに代わる言葉というところで、僕はちょっと逆に

そこをあえて追及してみたいところがあってですね、これって何だよということを
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明確にするのは一言のキャッチフレーズは大切なのかなということは一方では感じ

ます。一般的に文章を流していくというこれひとつの作文の仕方だと思うんですけ

ど、議論としてこれはこの言葉っていうもしそういうことができて、しかもその言

葉に多くの思いがつめられるのであればやはりそのキャッチフレーズである言葉と

いうのを浸透させる。この後のブランディングではないんですけども、政策を一言

で市民に伝えていくっていうわかりやすさは僕はとっても大切なことかなと思うこ

とが、市民の立場でよく感じます。 

Ａ 会 長：重要な視点ですよね。そのへんのお気持ちも踏まえて具体的な表現というものを考

えてみようということで、ではどうでしょうか。ほかに追加のご意見あればぜひ紹

介いただいて。 

     それではですね、多分エンドレスになっていく可能性がありますので、ここらでこ

んなご提案をしてみたいと思います。今日第 1回のいぬみらまでさかのぼってこの

間の重要なキーワードなりというものを拾い出して再検討してみたわけです。そこ

に今事務局の方からも、皆さんの気持ちを踏まえてひとつ提案をしてもらいました。

そのあたりを基本線にして、他の政策において根幹となるような意味合いを持った、

文章表現が最後の段落でできるように一度作ってみたいと思ってます。それで皆さ

んにお伝えをしてそれで修正があれば修正をしてまとめるところは任せていただけ

るということでお願いできないでしょうか。どうでしょうか。 

各 委 員：お願いします。 

Ａ 会 長：今日皆さんからいただいた意見を踏まえて整理していきたいと思いますので、一任

していただけますか。 

各 委 員：お願いします。 

Ａ 会 長：それではこれ以降ご意見がなければ今までの意見を踏まえて一度まとめてみます。

皆さんのところに、皆さんのご意見をまとめたらこういうふうになるということで

一度案を送りますので、そこに更にご意見があれば追加をしていただく。なければ、

それでいいというような回答も含めて、必ず回答いただくという前提で最終的には

とりまとめをしたいと思います。よろしいでしょうか。 

各 委 員：はい。 

Ａ 会 長：ではそのようにさせていただきます。ありがとうございました。 

それでは逐条解説について事務局の方から何かありますか。逐条解説の方は今回の

条文の修正に合わせて修正をさせていただいていて、その部分は朱書きになってい

ますけども、もしこの逐条解説についても見られた中で皆さんからご意見があれば

というところですけれども。 

事 務 局：逐条解説については先ほどご覧になったということもあったと思いますけれど、ど

うでしょう、今何かお気付きのことがありましたらお出しいただいて。こちらにつ
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いては答申に添付するというものではありませんので、また後日でも。 

Ａ 会 長：それでは時間もありますので、見ていただいてご意見がありましたら事務局の方へ

お寄せください。それでは本日の審議事項は以上だと思います。その他で事務局の

方何かありますか。 

事 務 局：次回最終という形で、本日出された宿題を事務局としても整理させていただいて最

終的には答申という流れにしていきたいと思いますが、その日程についてまずご案

内させていただきます。次回２月５日火曜日の19時からということで会場は205会

議室で予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。 

     本日の会議・審議につきましてはどちらかというと、作業、ブレインストーミング

中心になり、前文に対するアイデアをたくさんいただきありがとうございました。

行政マンとして画一的な視点、見方の中でなかなかいい特徴的な言葉を見いだせな

い中で苦渋の選択として本日ある意味では乱暴な形で会議の方をお願いして大変

申し訳ありませんでした。ただしその結果いろんな視点から多数のアイデアといい

ますか、見方の中で、我々にとってはサイクルをすすめるひとつの要素をいただき

ましたので、サイクルをすすめていきたいと思います。それでは次回の会議をご案

内させていただきましたので、本当に長い時間になりましたが、本日の審議会どう

もありがとうございました。これをもちまして本日の審議会を閉じさせていただき

たいと思います。本日はありがとうございました。 


