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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２月５日（火）  午後７時００分から７時４０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 

 

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

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 内容 

 【協議事項】 

  ・犬山市協働のまちづくり基本条例（案）について 

 【答申】 

  ・犬山市協働のまちづくり基本条例について 

 

６ 傍聴人の数 

   ０人 

 

７ 内容 

① 開会 

事 務 局：ただいまから、第６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。 

     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、事務局が第６回と言われました。第６回をはるかに通り

過ぎた、ずいぶんとたくさんの審議をしてきたような気がしています。 

     昨年から考えれば、確かにそのとおりだと思いますが、内容も濃く、そして、皆さ

んの意見もたくさん聞きながら、条例案の検討をしてきたということでした。今日
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は、最終日となりますので、最後にもう一度確認していただきまして、市長の方に

答申できればと思っています。最後まで、どうぞ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。それでは、本日の会議につきましては、お手元の

次第に沿って進めていきたいと思います。 

本日、Ｊ委員よりご欠席の連絡をいただいています。本日の出席委員は９名でござ

います。「審議会規則」第４条第３項の規定に基づきまして、本日の会議は成立いた

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、一回りさせていただきましたので、改めま

して、Ａ会長とＢ委員にご署名をお願いしたいと思います。 

     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～ 

 

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

務局から説明していただきたいと思います。 

     前回の審議会では、この中の前文について、皆さんと議論を交わしてまいりました。

その結果を踏まえて、事務局と私の方で修正した案を事前に皆さんにお送りさせて

いただきまして、ご意見をいただくように進めてまいりました。その結果を踏まえ

て、皆さんに説明していただくように事務局にお願いしたいと思います。それでは、

よろしくお願いします。 

事 務 局：前回、第５回の審議会で、「他の事例にはない、特徴的な文言を前文に加えられな

いか」という観点から、前文について皆様にご議論いただきました。 

その際に事務局から、ＳＤＧｓの考え方や千年村プロジェクトのお話などをさせて

いただき、たたき台として、「誰一人取り残されることなく」、「持続可能都市犬

山」といったフレーズを入れ込んだ案をご提示させていただきました。 

それに対して、委員の皆様からは、「誰一人取り残されることなくというのは非常

に大事な考え方である。」というご意見をいただく一方で、「実際にやろうとする

と難しい。行政にその覚悟があるのか。」というご意見もいただきました。 

また、「持続可能都市犬山」という言葉は、固有名詞として既成概念化されている

と誤解される可能性がある。独り歩きする可能性があるのではないかというご意見、 

そして、昨年度開催した市民会議は「いぬやま未来会議」として、「犬山市の未来」

について考えてきたので、「犬山市の未来」という言葉を入れられないか、などの
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ご意見もいただきました。 

全体としましては、 

 ・耳になじみにくい言葉を使うよりも、子どもでもわかるような優しい言葉で伝

えた方が良い。 

 ・いろいろな解釈をされる可能性があるので、文章はなるべく短い方が良い。 

というご意見だったと認識しています。そこで、今回、そういったご意見を踏まえ

て３つの観点から修正させていただきました。 

１点目、ＳＤＧｓは、世界的な取組みであり、市としても今後力を入れていきたい

と考えていることから、「誰一人取り残されることなく」というＳＤＧｓの基本理

念を踏まえたフレーズは採用させていただきたい。 

２点目、既成概念として捉えられたり、独り歩きしたりするような言葉は用いず、

わかりやすい言葉で表現する。 

３点目、いぬみらの意見を尊重しつつ、可能な範囲で文章を短くする。 

以上の３つの観点から、Ａ会長、Ｂ委員とご相談させていただき、資料１として、

前文の４段落目を修正した案をご提示させていただきました。 

私たちは、市民憲章の理念を胸に、このまちに受け継がれてきた豊かな財産を次世

代へとつなぎ、誰一人取り残されることなく、笑顔があふれ幸せな生活をおくり続

けられる「持続可能なまち」を実現するため、ここに犬山市協働のまちづくり基本

条例を制定します。 

という文章になります。 

主な修正箇所としましては、 

「持続可能都市犬山」を「持続可能なまち」という平易な言葉に修正しました。「」

は固有名詞という意味合いではなく、「誰一人取り残されることなく、笑顔があふ

れ幸せな生活をおくり続けられるまち、すなわち、持続可能なまち」という意味で

使用しています。 

また、元々の「笑顔あふれる幸せな生活をおくり続けられる」という表現は、「笑

顔あふれる」が「幸せな生活」にかかり、犬山市で生活する人のみを対象としてい

ると誤解される可能性がありますので、「笑顔があふれ幸せな生活をおくり続けら

れる「持続可能なまち」」とすることで、「笑顔があふれるまち」、そして、「幸

せな生活をおくり続けられるまち」となるようにして、観光客や「市外に住んでい

て犬山市で活動する人」などの「犬山市に関わる人」も笑顔になれるまちであるこ

とを表現しました。 

「犬山市に関わる人」というのは、長いということで泣く泣く削除させていただい

た「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」というフレーズ

に含まれていた概念になります。 
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「犬山市の未来」という言葉も、いぬみらの語源となる象徴的な言葉でありますの

で、何とか入れ込めればと考えましたが、なかなか文章をうまくつなげることが難

しかったことと、「犬山市の未来を○○なまちにする」という表現をした場合、「未

来っていつ？ずっと先のことなの？」というように思われる方もいらっしゃるかも

しれないので、今回は入れられなかったんですけれども、前文の最後の段落の「豊

かな財産を次世代へとつなぎ」という部分に未来志向が含まれているということで、

ご理解いただければと思います。 

こちらの案につきましては、市長とも調整したうえで、以上のような形で修正させ

ていただいたものを事前に委員の皆様にご送付させていただき、１月 30 日の水曜

日までにご意見をいただくようお願いしていましたが、ご意見はいただいておりま

せんので、概ねご了承いただけたのかなと考えております。 

最後に補足として、資料１の６ページ、第 20条をご覧ください。 

前回、表現をわかりやすくするために、「及び」を「、」に、「等」を「など」に

修正させていただきたいということで、委員の皆様からご了承をいただきましたが、

その際に、第 20条「計画的な市政運営」のところで、「基本構想」「基本計画」の

策定の部分については、「、」で繋ぐと「又は」という意味で捉えられる可能性が

あるため、「及び」のまま残すというご説明をさせていただきましたが、その後見

直しをする中で、３ページ第７条で「学びと実践の場」という形で「と」を使用し

ていること、他の条例でも「と」を使用している例があったことから、第 20条の方

も「基本構想と基本計画」という形でつながせていただきました。これで、全体と

しての統一感は出たかと思います。 

また、本日お配りした資料２の逐条解説につきましては、前文の修正に合わせて修

正を行ったほか、再度全体のチェックをかけたうえで、細かな字句の修正をさせて

いただいております。 

事務局からの説明は以上です。 

Ａ 会 長：ありがとうございました。ただいま、事務局から皆さんに説明をしていただきまし

た。前文の修正案については、皆さんからは特にご意見がなかったということです。

今説明してもらった内容は、実は逐条解説に随分盛り込まれています。そういうこ

ともありますので、もし、皆様方のご意見、よろしければ、こちらの条例案を答申

書に添えて市長にお渡しさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 ありがとうございます。それでは、犬山市協働のまちづくり

基本条例の審議会としての案は、可決したということにさせていただきたいと思い

ます。ただいまご承認いただきました内容で、市長に答申を行うということですの

で、審議会としての議論は以上で終了となります。 

条例の規定によりまして、私たち委員の任期が市長に対して答申を行う日まで、す
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なわち今日までということになります。委員の皆様方には長きにわたりご議論いた

だきましたので、ここで、答申する前に最後に皆様方からこの審議会にご参加いた

だいた感想でも結構ですし、この条例に寄せる思いということで、過去を振り返っ

ていただいても結構ですし、これからに向けての提言でも結構です。一言ずついた

だいて、まとめにしていきたいと思います。 

     それでは、今回最終案を私と一緒にチェックしていただいたＢ委員からお願いした

いと思います。最後がＦ委員ということで。 

Ｂ 委 員：それでは、感想ということで、言わせていただきます。 

     この犬山市協働のまちづくり基本条例という素敵な条例の原案作成に携われたこと

をとてもうれしく思います。と言いますのも、子どもの権利、選挙という他の条例

にはないものが盛り込まれていますよね。前文もそうですけれども、いぬみらの人

たちの意見を全面的に取り入れているというのはすごいことだと思います。だから、

市民の意見を踏まえながら、こうした犬山市の特徴が盛り込まれている基本条例に

少しでも関わることができたことで、すごく勉強になりました。簡単ですけれども、

私の感想とさせていただきます。 

Ｃ 委 員：それでは、私からは１点お願いしたいと思います。 

     この条例の目的というのは、今の時代にあった新しいまちをつくるための自治のあ

り方、課題提起からどのような格好で犬山市は自治のあり方を求めるか、それをど

う展開するのかっていうことが書いてあります。まちづくりのあり方というのは、

市民、行政、議会が協働してやりましょうということ。そこをポイントとすると、

協働して公益的な活動を行い、地域の課題を解決して、まちづくりをする。協働と

いうのは、第４章の 17条に書いてある。２項に市民、議会、行政は、相互に交流の

機会を設ける、３項で、人材の発掘や育成に努める、最後に行政は仕組みを整える

とあります。 

この条例を実効性のあるものにするためには、具体的なインターフェイスをつくら

ないと。行政には、ここに書いてあることを措置していただくということをお願い

したいと思います。 

Ｄ 委 員：これを検討している中で、事務局の方が字句を一個一個丁寧に、何度も何度も修正

されて。僕らはだんだんこんがらがった部分がありましたけど、ご苦労様と言いた

いですね。 

     土曜日に市長と会いまして、「今度、火曜日に協働のまちづくり基本条例の答申をし

ます。」と言ったら、「ご苦労様でした。」という言葉をいただきましたけれども、町

内会としてもこれを一つの指針として、これから活動していきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 
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Ｅ 委 員：私は、10年以上前にも基本条例の検討に参加させていただきました。その時とは全

然雰囲気が違って、和やかに意見が言いやすいように進めていただいたことをとて

も感謝しています。 

     条例もとてもわかりやすい文章に考えてくださってありますし、この条例を多くの

方に見ていただけるように、これから先も続けて考えていただければと思います。

本当にありがとうございました。 

Ｉ 委 員：皆様、お疲れ様でございました。本当にありがとうございました。 

     議会としましては、議会基本条例に続く条例として、議会のあり方や姿勢を示して

いただき、また、選挙に関しても条文として盛り込まれておりますので、上程して、

また議員からいろいろな意見を聞きながら、ということになるんですが、やっぱり、

前文に込められた「誰一人取り残されることなく」、また「持続可能なまち」という

ことが本当に大きいかなと思っております。 

     いつも、行政に対して議会からも言うんですが、情報提供している、情報共有して

いると。行政はしているつもり、また議会もしているつもりなんだけれども、受け

手の方が全く受けていないというか、情報としてキャッチしていないという部分を

これからしっかりと課題というか、そういうところをしっかりと考えながらやって

いく必要があるのではないかなと思っております。また、事務局に関しても、途中

ちょっと段取りで少し「うーん」と思ったんですけれども、最後まで一生懸命やっ

ていただいたことには感謝し、また、いぬみらの皆さんがこの審議会が始まるまで

に基礎とか基盤とかをつくっていただいたことに大変感謝しております。ありがと

うございました。 

Ｈ 委 員：２年間にわたって参加させていただいて、私は改めて市民という立場ってどんなこ

となんだろうと思いながら、去年１年間は学びながら参加するというスタンスでき

ました。これまで市民活動を自分が主体的にやっているんだという自負だけで活動

していたんですけれども、まちというのは非常に多くの人が関わっていて、非常に

複雑な仕組みの中で成り立っているということを改めて感じた２年間でした。 

     今回の会議をずっと見ていて、非常に複雑なプロセスを事務局を含めてマネジメン

トされている。本当に貴重な場所に参加させていただいたなということを感じてい

て、この市民との協働というところの議論に参加できたことに非常に感謝していま

す。 

     ＳＤＧｓの話題が後半の方に出てきて、これは私の中でもすごく衝撃的で、要する

にまちづくりというのが、一般的に日本人が地域でつくっていくと、ある一方通行

の見方しかできないところに、国際的な視点からまちを分析するという視点が入っ

てきたんだということが、おそらくこれは非常に斬新であるし、これから重要にな

ってくる。これまで見えなかったことを可視化していくという取組みが始まるんだ
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ということを考えると非常に興味深いことだなと思っています。 

     最後に、「誰一人取り残されることなく」という言葉と、これまでの「公共」とか「公

平性」というところが、おそらくかなり相反する文言になるのではないかと考えて

いて、「公共」とか「公平性」というものが元々万能ではなくて、限界があるもの、

協働のところで行くと、それらを補完する仕組みをこれからつくっていく。その姿

勢、公共とかそういうものが足りない部分をどうやって補完するかという、こうい

った議論がこの中ですごく重視されたんだなということを感じています。そういう

意味では、多くの人との議論が一つ一つ拾い上げられた貴重な条例になっているの

ではないかなと考えております。参加させていただいてどうもありがとうございま

した。 

Ｇ 委 員：お疲れ様でした。 

私も昨年のいぬみらから参加していました。参加する前はおもしろそうだという思

いもあって参加を決めたんですけれども、結論から言いますと私にはとても難しい

もので、途中「私は何のためにこの会議に参加しているんだろう」とか、「この条例

は何のためにつくるんだろうとか」、そんなことも考え始めると訳が分からなくなっ

てきて、頭の中がぐちゃぐちゃしていたんですけれども、事務局のおかげもありま

して、こうして形になって、まとまってくると、２年間やってきたんだなという思

いがしています。 

     この後もいぬみらの活動が少し続きまして、先ほども言われたように、できておし

まいではなくて、これをどのように市民の方にお伝えして、どのように活かしてい

くかというのは、たぶん今後にすごくかかっていると思うので、それをまた、いぬ

みらで考えるということなので、私も一端を担えたらいいなと思います。ありがと

うございました。 

Ｆ 委 員：ありがとうございました。 

私も、途中ちょっと試行錯誤とかで自問自答した時期もあったんですが、結果、こ

ういう素晴らしい条文で誰にもわかりやすくて、しかも斬新な条文が入っていると

いうことに関しては、たぶんとても誇れるんだろうな、たぶんと言いましたけれど

も、これから市民の方と一緒に、自分も市民なので、ちゃんと理解しつつ、また、

ＮＰＯとしても実践していきたいと思います。まだ条文になっただけで、協働って

いうのはものすごく広い範囲というか、いろいろな協働の仕方があると思うんです

ね。それを模索しながらいろいろな団体とやっていくんですけれども、まだ混乱を

すると思うんですけれども、それを説明しながら、失敗を恐れずに協働していきた

いと思っています。 

あと一つ、反省なんですけれども、最初にいぬみらの議論を十分に自分の中で落し

込んでなかったなという、もしかしたらこの場全体にもそれが不足していたなとい
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うことを今反省しています。１年間本当にお世話になりました。ありがとうござい

ました。 

Ａ 会 長：皆さんどうもありがとうございました。私も一言だけ。 

     まだ見てないんですけど、最近、「こんな夜更けにバナナかよ」という映画をやって

いますよね。今週の土曜日に見に行こうかなと思っているんですけど、オジサン同

士で深夜映画を見に行く仲間がいるものですから。月に１回は行くんですけれども。

とにかく、遠慮せずに自分の思うところをしっかりと伝えて、それを受け止めて、

許容して、また自分の意見を出して、いろいろなもみ合い、へし合いをしながら一

つの形をつくり上げていく、社会をつくり上げていくというかですね、そういう試

みの１年間であり、さらには、その前の１年間であったかなというふうに思いまし

た。犬山では、かつて市民活動の支援に関する条例の策定の段階から、そういう試

みを重ねてきたのではないかなと思いますけど、その志というものは、やはり今回

に至るまで貫かれているように思いました。私からすると、「こんな夜更けに会議か

よ」という形に受け取れるほど、たくさんの宿題をここでいただいて、そして、持

ち帰って一風呂浴びてから皆さんの意見を読み返して、翌日そのまとめに入って、

忘れたころにまた事務局と打合せをする、ということの繰り返しをさせていただき

ました。そういった点でも、思い出というよりもこの中身について非常に受け止め

るには大きいものがあります。これから、この内容を策定のメンバーの一人として、

自分で実践をしてみて、一つ一つ検証していく作業をしないといけない。そこのと

ころは、委員の皆さんも同じだと思います。まだ、案の段階ではありますけれども、

策定に関わった委員として、市民としてまちづくりに関わっていく実践を今度は皆

さん方と一緒に取り組んでいけたらと思います。 

最後に、こういう非常に努力を重ねてきた内容です。ぜひ、英語とか、ハングルと

か、中国語とか、スペイン語とか、さらには手話や動画、それから点字とか、こう

いう形で様々な人が共有して活かしていく、一つの手立てとしてこれを活用してい

くことが大事かなというふうに思います。そんなこともこれからみんなでやり遂げ

ていけたらというふうに思います。どうもありがとうございました。 

事 務 局：皆様、本当に貴重なお言葉をありがとうございました。事務局も今のお言葉を忘れ

ずに進めたいと思います。 

     それでは、これで条例案についてご承認いただきましたので、次第の４、答申に移

らせていただきます。市長がまいりますまで、しばらくお待ちください。 

 

～市長入場～ 

 

④ 答申 

事 務 局：それでは、さっそく答申に移らせていただきます。会長と市長、正面にご移動いた
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だきたいと思います 

 

～会長、市長移動～ 

 

事 務 局：それでは、Ａ会長の方から、答申をお願いします。 

Ａ 会 長：犬山市協働のまちづくり基本条例について（答申）。 

     平成 30年７月９日付け、30犬企第 83号にて諮問のありました犬山市協働のまちづ

くり基本条例について、本審議会において慎重に審議を重ねた結果、別添のとおり

取りまとめましたので答申します。 

この答申書の趣旨を踏まえて犬山市協働のまちづくり基本条例が制定され、市民、

議会、行政の協働により、「誰一人取り残されることなく、笑顔があふれ幸せな生活

をおくり続けられる「持続可能なまち」」が実現することを望みます。 

よろしくお願いします。 

 

～会長から市長に答申書を手渡す～ 

 

市  長：ありがとうございます。しっかりやります。 

 

～出席委員全員と市長で記念撮影～ 

 

事 務 局：続きまして、先ほどＡ会長からは感想をいただきましたが、ここで、審議会を代表

しまして、改めてお言葉をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

Ａ 会 長：皆さんからご了承いただきまして、いよいよ、答申をとりまとめて提出することが

できました。市長にお渡しさせていただきましたので、これから、手順に従って制

定に向けた準備をしていただくことになると思います。 

     私共は、先ほど申しましたように、これに関わったメンバーとして、この条例が有

意義なものであるということを市民の皆様に受け止めていただけるように、実践し

ていくことが大事だという様に思います。本当に、長い時間熱心にご審議いただき、

ありがとうございました。また、事務局の皆さんも、我々の多様な意見をうまくま

とめていただきまして、本当にありがとうございました。そして、市長には、お忙

しい中、本日答申を手渡す場にご同席いただきまして、誠にありがとうございまし

た。どうぞ、これからよろしくお願いします。 

事 務 局：ありがとうございました。それでは、続きまして、市長の方から委員の皆様方にお

礼の言葉を述べさせていただきます。よろしくお願いします。 
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市  長：皆さん、こんばんは。お忙しいところ、この会議に臨んでいただきまして、本当に

ありがとうございました。また、先ほどは、まさに皆さんの思いがぎゅっと凝縮さ

れた答申をいただきまして、私としてもこれをしっかり受け止めて、最初の時に申

し上げたと思うんですが、条例をつくることがゴールではありませんので、まだス

タートラインにも立っていない、条例が議会でお認めいただければまさにそこから

スタートラインに立って、具体的なアクションを並行して思い描きながら、実際の

次の行動と施策展開につなげる、これが非常に重要なところですので、今日いただ

いた答申をしっかり受けとめて、皆さんの思いを形にできる、私どもとしても市民

の皆さんと連携して取り組んでいきたいと思っています。 

     そして、言うまでもないですけれども、今、社会情勢も目まぐるしい変化の時代に

入ってきていますので、その変化に対応するという中でも、支え合うということ、

それから、そうした中で、全ての人たちを取り残さないということ、ともに地域の

仲間として支え合っていくことが重要です。そういう地域風土につなげていくため

にもこれからの施策展開の中で、今度は市民活動とか、地域コミュニティの支援の

あり方をしっかりと考えながら、展開をしていきたいと思っておりますので、皆さ

んも今日ここで答申して終わりということではなくて、この先の行く末をまたしっ

かりと見ていただきながら、折に触れて、またご指導いただきたいと思っておりま

すので、今後とも皆様方にはご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、

長きにわたって議論を重ねていただきましたことに心から敬意を表し、お礼を申し

上げたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

⑤ その他 

事 務 局：それでは、最後に次第の５、その他に移らせていただきたいと思います。 

     これからの条例制定に向けた動きを簡単に説明させていただきたいと思います。本

日答申を受けた案をもって、パブリックコメントを３月に予定させていただきます。

期間は３週間ほど、ここでしっかりと市民の皆様に意見をいただきながら、その意

見をもとに調整をいたしまして、最終的な案を構成したいと思っています。そちら

を市の例規審査会で法務的なところをしっかりと確認いたしまして、最終の上程案

を完成させるというところでございます。上程につきましては、31年の６月議会を

目指しております。ここで、議会の方の審議をいただきまして、議決をいただけれ

ば、7月１日からの施行を予定しております。また、Ｇ委員、Ｈ委員のいぬみら、こ

ちらの皆様と今度はわかりやすいパンフレット等の策定に向けた動きに今月から着

手したいなというふうに考えています。このような動きの中で、市も展開していき

たいと考えています。 

以上を持ちまして、本日の審議会のすべての次第、スケジュールは終了しました。

改めて答申いただきましたことに感謝を申し上げるとともに、皆様方の今後のご活
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躍をご祈念させていただきたいと思います。 

これを持ちまして、第６回の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。本当にありがとうございました。 


