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（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会 第９回プラスワン会議 

会議要旨 

 
（開催要領） 

１ 日時：平成 23年 2月 26日(土) 9:30～12:00 

２ 場所：廿日市市役所 ７階会議室 

３ 出席委員：10人 

今田圭宗、熊谷 操、千原保仁、中村眞琴、吉武英彦、藤本益之、山根義広 

石津直子、槇本知則、板本麻美 

（欠席委員 20人） 

   出席スタッフ：12 人 

    職員ワーキングチーム：山本裕行、藤井健二、澤岡由起子、木下英治、栗栖靖宏、

山福美佳、佐川智弘、川下晃一 

事務局：中川美穂、和田 浩、川本 誠、倉田 忍 

   傍聴者：0人 

 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 市民ミーティング 意見一覧の確認 

 (１) グループ別確認 

 (２) グループ別発表（修正があるグループのみ） 

 (３) まとめ（全体確認） 

３ 素案 修正案の作成 

 (１) グループ別検討 

 (２) グループ別発表 

(３) まとめ（全体確認） 

４ 閉 会（感想ラベル書き） 

 

１ 開 会                                     
 
〔委員長〕 

皆さんおはようございます。定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

（仮称）廿日市市まちづくり基本条例検討市民委員会、第 9 回会議プラスワン会議です

けれども、お手元にあります次第に沿って進行させていただきます。 

まずは最初に、各市民ミーティングの会場ごとに分かれていただきまして、第９回の会

議で行った内容の確認作業をしていただくことになります。その後に、今度はテーマ別の

テーブルに移っていただきまして、素案に盛り込む内容の検討を行っていただきたい、と

いうことになっております。そして、その都度、各テーブルから、発表を行っていただい

て全員で確認していく、という流れにさせていただきます。 

今日は 2時間半で 12時終了予定ということを目標にしておりますので、ご協力をよろし

くお願いいたします。急遽会議を開くということでしたので、市民ミーティングの会場ご

と、もしくはテーマごとに集まっていただいた委員さんが少ないところもあるかと思いま

すけれども、それぞれに、市の職員の方と一緒に検討をしていただければと思います。 

それでは最初に、事務局の方から進行の説明をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 
 
〔事務局〕 

おはようございます。お手元に「次第」「かわら版」と「素案の全体の完成イメージ」
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というものをお配りしています。まず最初に、これまでつくってきた素案を最終的にどの

ようなものにするか、ということの案についてお話しをさせてください。 

素案原案としてまとめたものを市民ミーティングで意見をいただいて、その意見を反映

する、あるいは、ここで少し議論を深めて、最終の形をつくっていくというのが大きな一

つの目的になっています。それは、もちろん、原案がベースで、意見を反映する、あるい

は、「はじめに」という言葉が表にありましたけども、そこらあたりも多少の調整をして、

最終のものをつくり上げたいと思っています。 

ただ、素案原案というのは、今までたくさん話をしてきた中の一部を吸い上げたもので、

その背景はにいろんな議論があったと思います。こうしたものを、今こちらで考えている

案といたしましては、「付録（資料編）」として一緒に付けて、最終的にこの市民委員会

の意見として整理をしてはどうか、というふうに考えています。それが全体イメージに示

してあるものです。「構成は…条例の素案プラス付録（資料編）」と書いてありますけど

も、この「付録（資料編）」に付けるものとしては、これまで、市民委員会の検討の折々

にまとめとして作成をしてきたもの、例えば、１のところに「テーマⅠ『協働のまちづく

りでめざす姿』の検討の背景」の資料、というふうに書いてありますけども、これは第 4

回会議の資料として、実際には資料１と資料３という番号のものでしたけども、一つは、

めざす姿のキーワードを投票いたしました。その結果の一覧。一つは、このめざす姿とい

うのは安全安心ですとか、あるいは環境、福祉、青少年、文化交流といった、分野ごとの

テーマの検討グループで話し合ってきましたけれども、このグループがキーワードを考え

た背景をまとめたもの、第 2 回会議、第 3 回会議の記録としてまとめたものを最終の成果

として確認をしたと思いますけれども、こういったものをめざす姿の議論の背景として付

けたい。同様に、資料では２ページ目裏側にありますけれども、テーマ２の「活動主体の

担う役割」については、第７回会議でまとめとしてつくったもの、これは、素案原案には

特に大切なものとして、一部をみんなで選んで載せましたけども、その他にも個人が担う

役割とか、あるいは、コミュニティが担う役割というのがたくさん出ていたと思います。

そうしたものを、この検討の背景の資料としてつけたい。 

三つ目の仕組みについては、これは年末に各グループごとで、下にちょっと頭だけ示し

てありますけれども、方針、項目、具体案、具体策、具体策については市民や活動団体が

行うものと、行政が行うものというようなものを分けて一覧にしたものを、ＡＢＣＤグル

ープごとに確認をしていただいたと思いますけれども、これの総括というか、全部を合わ

せたまとめ、こうしたものを、テーマのそれぞれの検討の背景として付けてはどうかと。 

さらに、議論の経過といたしまして、各回次につくってきたかわら版、それから、各会

議の記録として、テーブルについている職員がその回ごとにつくってきた記録の用紙があ

ります。それと、模造紙の写真、プラス付箋の内容をおこしたものの一覧、それから、市

民ミーティングにおける意見と対応方針の一覧、こういったものを資料編としてつけては

どうかというふうに考えています。これら全部を 3 月の中旬に市長に渡して、市が受け取

って、その後の作業をまたやっていくというようなことを考えています。 

もし、これについて「こんなものも大事では」というような意見があったらまた別でも

いいので、お聞かせいただければと思います。 

今日の作業の説明に移ります。今日は、先ほど委員長からお話がありましたとおり、大

きく二つの作業があります。まずは、市民ミーティングの意見に対する、この市民委員会

の考え方の案の確認。二つ目が、それを受けた素案の修正案をつくる作業です。 

会議の前半では、市民ミーティングにおける意見の対応区分を整理、確認します。これ

は前回の会議の続き、というふうに考えていただければと思います。会場ごとのグループ

で同じように座っていただいています。ただ、前回の会議では、時間の都合によって全部

を議論できなかったグループもあったと思います。あるいは、結論が会場ごとだったため

に、ちょっと矛盾していた部分、そういった部分を事務局で再度整理したものを事前にお

送りをしています。今日まず、この内容についてのグループの確認が前半の作業です。確
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認をしていただいた後、やはり修正があるというようなことであれば、1回みんなで発表の

時間を持って共有したいと思います。 

それを受けて、後半では、修正案をつくります。修正案というのは、この対応の方針が

「Ａ」というふうに書いてある、意見を反映し原案を修正するものについての修正案をつ

くる作業です。これは、前半とはグループを変えて、第 4 回会議以降で組んできたＡＢＣ

Ｄ、人材育成をはじめとする四つのグループに分かれて進めたいと思っています。ただ、

全体に係る意見というのもいただいています。例えば、めざす姿に関する意見、あるいは、

活動主体の関係に関する意見、これまで、この委員会のテーマとして挙げてこなかった、

条例全体に望むことのような意見もいただいています。これはちょっとＡＢＣＤのグルー

プに割り振りをこちらで決めさせていただいて、数というか、作業のボリュームも勘案し

て、それぞれ割り振りをさせていただきましたので、分担を決めて話し合いをするという

ことで、最後に総括でみんなで確認をしたいと思っています。 

それぞれ、作業の進め方については、テーブルに付いている職員からも説明をさせてい

ただきます。以上です。 

 

２ 市民ミーティング 意見一覧の確認                        
 
（１）グループ別確認 
 
〔委員長〕 

はい、ありがとうございました。 

それでは、今現在、すでに市民ミーティングの会場ごとに分かれてテーブルに付いてい

ただいていると思いますが、その市民ミーティングの意見に対する市民委員会の考え方、

対応案について、グループ別に確認していただきたいと思います。資料は事前にお送りさ

せていただいておりますので、読んできていただいているということを前提に、時間のほ

うはちょっと短いんですが、15 分ほど時間を見させていただきまして、あの時計で９時 56

分までとさせていただきます。その後、各グループごとに、約 2 分ずつ、その修正点につ

いて発表をしていただきます。 

また、各テーブルごとの進行につきましては、職員さんにお渡ししたいと思いますので、

進行をよろしくお願いいたします。また、修正がある場合には、修正内容も合わせて、検

討をよろしくお願いしたいと思います。 

それでは 56分までということで、各グループで確認作業を進めていただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

また、時間になりましたら、ご案内させていただきます。 

 

〔会場ごとに確認〕 

 

（２）グループ別発表（修正があるグループのみ） 
 

〔委員長〕 

はい、それではすみません、予定の時間を少し過ぎたんですけれども、各グループごと

に、今確認していただいたところで修正箇所があるグループは、職員の方から 2 分以内で

その修正箇所、修正理由、それから修正内容を発表いただきたいと思うんですけれども、

修正箇所のあるグループがありますでしょうか。特にはありませんか。 

はい、お願いします。 
 
〔廿日市会場担当職員〕 

廿日市会場なんですが、修正ではないんですが、意見と意見用紙の中で、企業の役割に

ついて、追加をしてはどうかというものがあったんですけども、条文化する中で、雇用と

か経済活動とか具体的なものを、条文化にどう盛り込んでいくかという意見がありまして、
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素案としては分かりやすく「雇用と経済活動」というふうに、分かりやすくして盛り込ん

だほうがいいんだろうという答えにはなったんですが、ただ、企業の活動の部分が、条例

化するときには、どういった表現にしたらいいかというのを、議論の中に挙げていきなが

ら進めていったらどうか、という意見がでました。修正ではありませんが、修正する段階

での思いをどう伝えていくかというところで、伝えていくべきだろうという意見でした。 
 
〔委員長〕 

 はい、ありがとうございました。 

はい、その他。はい、佐伯会場、お願いいたします。 
 
〔佐伯会場担当職員〕 

 佐伯会場なんですが、今回のこの意見用紙については特に修正はなかったんですが、ち

ょっと追加で、住民が参加したらこうできるとか、そういったところに意見の、市民の役

割といったところに、子どもから大人まで全員が参加しましょうね、というところを、ぜ

ひ盛り込むようにできたらいいよねっていう、意見を足すということで。 
 
〔委員長〕 

 はい。その他、何かありませんでしょうか。 

 概ねよくまとまっていたと思いますので、それに沿って、今の新たに出た意見と、それ

から、追加で出たものにつきまして、また検討しながら、最終の 3月 7日の会議に向けて、

また事務局の方で織り込んでいきたいと思います。 

 

（３）まとめ（全体確認） 
 
〔委員長〕 

 はい、それでは今、各グループから発表いただいたんですが、市民ミーティングの意見

に対する市民委員会の対応、考え方の修正について、全体で確認をしたいと思いますが、

これは、今、なかったので…。 
 
〔事務局〕 

 さっきの意見をどこにどういう風に入れるというのが、ちょっと話をしとかないと。誰

が受けて、どうするか。 
 
〔佐伯会場担当職員〕 

 今のであれば、市民の役割といったところで「活動主体の役割」の中で、市民に対して

少し加えることができたらいいなと。 
 
〔委員長〕 

 ということですね。はい。では、その部分につきまして、また、検討しながら次回の会

議に提案していきたいと思います。 

 

３ 素案 修正案の作成                               
 
（１）グループ別検討 
 
〔委員長〕 

 それでは続きまして、素案の修正案について今から検討していただきますが、今、会場

ごとになっていただいているんですが、第 4回会議以降で、人材育成、Ａグループですね、

それから、地域特性を生かした連携づくり、Ｂグループ、それから、信頼関係づくりＣグ

ループ、それから、市民力と地域活動の進化ということで、主に評価についてのＤグルー

プで、四つのグループで検討していただいたんですが、そちらのグループにまた移ってい

ただきまして、修正案の作成に移らせていただきたいと思うんですが。 

机はどのように。 
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〔事務局〕 

 机はＣが一番多いので、ここに。あとはどの場所でもかまいません。 
 
〔委員長〕 

 それでは、あと、Ａ、Ｂ、Ｄの方は手を挙げていただいて、机に移っていただければと

思います。 

 それでは、時間のほうは１時間 10 分、70 分ほど取らせていただきますので、今から 11

時 15 分まで検討していただきまして、その後、各グループから 3分程度で修正案の発表を、

模造紙を使っていただきたいと思います。発表の 10分前くらいに、一度アナウンスをさせ

ていただきますので、アナウンスがあったら、発表の準備をお願いいたします。 

 

〔グループごとに作業〕 

 

（２）グループ別発表 
 
〔委員長〕 

 はい、それでは、当初の予定の時間になりましたので、みなさん、模造紙のほうも出来

上がったようですので、順番に発表をお願いいたします。 

それでは、左側から、Ｃグループからお願いします。Ｃグループは、「Ａ」の項目がな

かったので、「その他条例に望むこと」ということで話をさせていただきました。よろし

くお願いします。 
 
〔Ｃグループ（Ａ委員）〕 

 Ｃグループです。「その他条例に望むこと」ということで、堅苦しくない条例とする、

条例の文章は分かりやすく簡単なものとする、条例をつくっただけとならないよう、具体

的な取り組みを考え、実行する、条例を広めるために行政、地域、学校などで勉強会を行

う、わかりやすいパンフレットをつくる、条例の進行管理をする（目標に対する達成度や

評価など）、条例は時代に合わせて見直しをする、具体的な取り組み、進行管理、見直し

を行う委員会をつくる、ということをみんなで考えました。以上です。 
 
〔委員長〕 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは続きましてＤグループ、お願いいたします。 
 
〔Ｄグループ（Ｂ委員）〕 

 私たちＤグループは、この原案の 3ページにあるところ、3項目ほど。先ほどもありまし

たように、できるだけ、条例になると堅苦しいことばでないほうがいいかなと。というこ

とで「地域活動に積極的に参加します」というところの文章を変えて、付け足したように、

文章の前に「子どもから大人まで」、それを入れさせてもらったらいいんじゃないか、と

いうことです。 

次の 2 項目は、市民の中に、企業、民間事業所のところで、「地域貢献」というのがち

ょっと文章が堅苦しいんじゃないかいうことになりまして、これはやはり、ひらがなを入

れるということで、ちょっとやわらかくなるんじゃないんか、いうことになって、「市民

の一員として企業活動を通じ、まちづくりに貢献する」という文章に変えてはどうかな、

という感じです。 

 最後にですね、ちょっとこれ、かなり、いろいろ考え方で議論があったんですが、「学

校」のところのくくりの中で、①②はそれほど問題はないんですが、③の「大学」と言う

ところで、文章が「大学（協定締結）の専門性を生かす」と、短い文章で区切られてるん

ですが、最初の議論で、「協定締結」というのはちょっとむずかしいなあという感じもあ

って、どこまでするんだろうかという議論もいろいろ出されたんですが、文章的にちょっ
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と残しておこうということで、「地域貢献をする」というのを、どういう風な文章を追加

したらいいかなということを考えるときに、「大学（協定締結）の専門性を生かすととも

に、地域貢献をする」、この文章を付け加えたらどうかという意見、この３つを考えたと

ころです。 
 
〔委員長〕 

 ありがとうございました。 

それではＢグループ、お願いいたします。 
 
〔Ｂグループ（Ｃ委員）〕 

 Ｂグループです。Ｂグループでは、市民ミーティングにおける意見の 1 ページ目と 8 ペ

ージ目と 9ページ目の内容について検討いたしました。 

1 ページ目の佐伯会場、大野会場の二つ「はつかいちが好きと思える」「住んでよかった」、

このあたりのことを、素案の 2ページ目の 20行目、「はつかいちが好きと思える」という

ところを、文章を伸ばしてそこに盛り込んでみました。「住んでよかったと実感でき、は

つかいちが好きで、誇りが持てる」と修正しました。この「住みやすい」という言葉もあ

ったんですけども、住みやすいというのが、心の住みやすさかハード面での住みやすさか、

というところでちょっと議論になりましたので、この、協働のまちづくりでめざす姿の第 1

番目の項目のほうに大きくくくって入れてみました。 

そして、その次の 8 ページにあります、廿日市市の特徴といいますか、廿日市市のまち

づくりの構造というところですが、これは、市民委員会の意見をこのまま採用いたしまし

た。「町内会、自治会、組などを基礎に、広がる重層的なまちづくりが本市の特徴です」

というところを、「特徴」と言ってしまうと、ちょっと大げさということなので、「本市

では、そういったまちづくりとなっています」という意見そのままでございます。 

そして、この市民ミーティング意見の 9 ページ目の一番上、宮島会場で出た、廿日市市

外の方がまちづくりにも貢献している、担っているというのをどういった形で条例に盛り

込むかで、これは、素案のどこに入れるかがすごく議論になりまして、これは、担う主体 

の市民なのか、それとも廿日市市域的なものの関係性なのかということで、すごく議論に

なったんですが、一旦、この 4ページの 24行目、地域特性を生かした連携の中に盛り込も

う、という結論に至りました。23行目から 24行目における、「こうした各地区、各地域に

おけるまちづくりを、多様な主体が連携しながら」という、その多様な主体を「市内、市

外にかかわらず多様な主体」といった文章に直しております。これでご検討ください。 
 
〔委員長〕 

それでは、最後、Ａグループお願いいたします。 
 
〔Ａグループ担当職員〕 

 では、臨時に。Ａグループの人材育成です。まず一つ目は、退職者がもっと参加という

のがあって、市民ミーティングの意見にあったんですけれども、退職者という言葉に特化

するのはどうかという話もしまして、もともとＡグループの中で、議論の出発点となった

のが、30代、40代、50代というところもあったので、これを入れてはどうかと。廿日市地

域の情報交換会の中でも、50 代の退職前の助走期間というようなのもありましたので、そ

こらへんの合わせ技といった感じで、また、もともと、こういったように楽しいイベント

であったりとか、こういったものに参加する、させる、してもらうのに、議論の中にまず

こういった、退職して奥さんは地域で活動してますけども、ご主人はなかなか地域との関

わりがなかった、そういった人たちを巻き込むという意味も含まれての話だということに

しましたので、あえてどこに入れるかということで、あの 6 ページの 6 行目のところにあ

る「地域では楽しくワクワクするような行事を開催したり、伝統的な祭りをさせたりする」

だったのを、「させたりして中堅世代（30 代、40代、50代）の参加を促進する」という風

にしてみました。 
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 退職世代というのではないんですが、これは 6 ページの中にも、議論の中にあったとい

うことにさせてもらって、むしろ、退職者というか、そういった働かれていることによっ

て培ってきた知識とか技能を生かして、それをどのように活用するかといったところがも

ともとＡ班の議論の中にもありましたので、同じく 6 ぺージに具体策の追加として、「持

っている知識、技能などを生かして、地域活動に参加する」ということを追加することに

しました。 

 それから、もう一つ、市民ミーティングの意見の中で「人材育成」という「育成」とい

う言葉だけでとらえられて「発掘」も必要だよということで、「人づくり」にしちゃどう

か、というご意見がありました。当然、このＡグループのテーマがたまたま｢人材育成｣と

いうだけであって、議論の中には「発掘」もこめて話をしていましたし「人材育成」の中

には「発掘」も込みなんですけれども、たまたまこの題目として「人材育成」になってし

まった。そこだけ捉えられたのかもしれないですけども。そういったことで「人材育成」

を「人づくり」に変えることに関しては特にかまわないということなので、「人材育成」

としていたところは「人づくり」に変えていただいてもよいということになりました。 

 それともう一つ、ここには書いてないんですけれども「学校」。大野の会場からだった

でしょうか、学校と地域との関係で「協力」という言葉があるけれども「双方向」という

意見があったんですけれども、これも、言葉遊びになっているんじゃないかということで、

すでに「協力」という言葉の中には「双方向」という意味もあるので、特段必要じゃない

んじゃないかということでお返ししておきます。 
 
〔事務局〕 

 今のは「Ａ」ではなくて「すでに対応しています」の「Ｂ」に扱いも変えるということ

ですよね。 
 
〔Ａグループ担当職員〕 

 はい。 
 
〔委員長〕 

 はい、ありがとうございました。 

 

（３）まとめ（全体確認） 
 
〔委員長〕 

 それでは、今、各グループから発表いただいたんですが、今、皆さん発表を確認してい

ただきまして、全体の確認をしていきたいなと思います。時間は 20 分程度ということにな

りますが、今、説明をしていただいた模造紙が前に貼ってありますけれども、委員の皆様

のなかで、「ここはこうしたら」とか、「これはちょっとちがうんじゃないかな」と、言

うようなご意見があればお聞かせいただきまして、また、特に、先ほども少しお話したん

ですが、Ｃグループにつきましては、「条例に望むこと」と「素案に盛り込む」というこ

とで、素案から、条例の起草委員さんたちに望むことと、いう意味合いで、今までこの検

討委員会では全くお話をしていない部分ですので、みなさんのご意見も充分にお聞かせい

ただければなと思います。 

 何かご意見とかあれば、お願いします。いかがでしょうか。 
 
〔Ｂ委員〕 

 さっき、大野会場から「双方向」という面を濃くしてほしいという、これは大野の区長

会の方からも電話がいろいろありました。地域活動をする上で、区長会とかＰＴＡとか、

いろいろあるんですが、特に学校関係、子ども関係、これが、お知らせとか言うのはほと

んど一方通行なんです。区長会に入ってくるのは「これをしますよ、協力してください」

「これをしますよ、あれはありますから協力してください」。じゃ、区として何をしたら
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いいか、これは自治会でも関係あると思うんですが、その辺のところが、表現というか、

力関係とまでは言わないんですが、もう少し、濃く書いてもらったほうがいいのではない

かいう意見なんですよね。大変だろうとは思うんですが「協力だけじゃなかなかむずかし

いよ」というのが強いですね、大野の委員さんの中でも。だから、文言をちょっと付け加

えていただくほうが、非常にありがたいと思っております。 

いかがでしょうか。 
 
〔委員長〕 

 今のご意見を踏まえて、いかがでしょうか。「そういうことであれば」ということなの

か、「そうはいっても」ということであるのか。 

 他の皆さんもご意見があれば。 
 
〔Ａグループ担当職員〕 

 たまたま、人材育成のところに出ているだけであって、皆さんで、例えば、「双方向」

といった言葉がいい、と思われたらそれでもいいと思うし、無理にこのＡグループだけの

ものというふうに捉えていただかなくてもいいのかなという気がします。たまたま、それ

に、今日は、Ｄ委員さんだけしかいらっしゃらない中での結論ですので。 
 
〔委員長〕 

 ですから、他の委員の方でも、今の件についてご意見があればということで。 
 
〔Ａグループ担当職員〕 

 ただ、「全くこの中にない」とか言うことではない、ということだけはご理解いただけ

ればと思います。 
 
〔委員長〕 

 はい。いかがでしょうか。 
 
〔Ｅ委員〕 

 あの、いいです？ 

 あの、今の意見も、大野の意見もそうなんですが、Ｂのところも全部からんでくると思

うんですけど。この意見の中にも、どこのページか忘れましたが「言葉遊びをしすぎてな

いか」という意見がありましたよね。それをすごく思うんですよ。例えば「双方向」のこ

ととかって、今、作られてる案の文章を見ると、案の文章の中をいちいち、細かく細かく、

突っ込んで書く必要があるのかな、というのをすごく思って。例えば具体的に、今、学校

から一方的な思いしか届いてないというふうなものであるならば、それは現実に行うとき

に、それをその場でおっしゃればいいことであって、文章の中にいちいち「こうだからこ

うしましょう」「あっちがこういうべきじゃない」みたいな、細かい部分、日々のニュア

ンスの、人付き合いの部分についてまでは、盛り込む必要があるのかな、というのをちょ

っと個人的には思います。以上です。 
 
〔Ｄ委員〕 

 いやー、あるよね、そりゃ。なぜか言うたらね、条例化、条文をつくっていく段階でね、

われわれが検討してきた内容を反映してもらわにゃいけんわけよね。じゃけ、ここの中で

は、われわれの考え方が反映されるような、多少はくどいような書き方も必要な場合もあ

るんじゃないかと思うんですよね、条文化していくときにね。「こういう思いで今まで検

討してきたんか」というのをね、入れる必要もあるんではないか、という気がします。で

すから、ある一面ではくどいという面があるかも知れませんね。これが、文章、条文化そ

のものになっていくわけじゃないですからね。 
 
〔委員長〕 

 はい、その他、何かご意見がありますでしょうか。 
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〔Ｆ委員〕 

 すみません、前回お休みしてて、あんまり意見言っていいのかどうか、あれなんですけ

ど。市民憲章のことがたぶん出たと思うんですけども、条例うんぬんかんぬんではなくて、

前のほうにでも、この市民憲章を掲載してもらうとか、くっつけておいていただきたいな

と、これは私の希望です。これがあって、やはり条例っていうものが生きるのかなと思い

ますので、もし、前の意見と重複していたら、すみません、そういうことです。よろしく

お願いします。 
 
〔委員長〕 

 はい、ありがとうございます。 
 
〔事務局〕 

 次の話に行きかけていますが、さっきの「双方向」のことについて、ここで結論を。文

章をつくらないといけないので。 

 事務局で、さっきの大野の意見を受けて、もし入れるとすれば「人づくり」「人材育成」

原案で言えば、4ページの関係が書いてあるところ、この「人材育成」の 2段落目の「学校

と地域が協力して」の前に、あえてくどいけれども、「学校と地域が双方向で協力して」

と入れるのが一つの案になりうるかなというふうに考えていました。そこを、くどいけど

あえて入れるか。それは、日々そういう関係性がなかなか欠けている部分を、市民委員会

が強く感じておられれば入れる、あるいは「まあ、いいんじゃない」ということであれば

入れない。ここでの案はどうしましょう。他に適切な場所があれば、もう少し色濃く書く

ということがあるかもしれませんけど。この対応の考え方の案のところに、具体を書いて

いなかったので、今、例えば「ここかな、ここに直せるかな」ということを一つ提案させ

てもらいました。 
 
〔委員長〕 

 入れるとしたら、ここが一番いいかなあというふうには思うんですが。 

 はい、どうぞ。 
 
〔大野会場担当職員〕 

 一応、市民ミーティングの大野会場担当と、今、大野会場での確認を担当したものとし

て。分類をしたときに「Ａでいきましょう」と「Ａとして変えたほうがいい」と、大野会

場での確認の時点では、そういう話になっていましたので、そこはちょっと理解をしてい

ただきたいなと。それを、他の班の議論で「Ａ」を「Ｂ」にって言うのであれば、もとも

との議論を踏まえてみなさんに考えていただきたいなというのが、ここを担当したものの

思いです。 
 
〔委員長〕 

 はい、ありがとうございます。 

 ということなんですが、ここでですね、どうするかということを、結論を持って次回の

会議に持っていかなければなりませんので、委員の皆さんの思いとしてどのようにするか

ということをここで決めていきたいと思います。 

 じゃあ、委員の皆さんの方から、はい、どうぞ。 
 
〔Ｆ委員〕 

 ほんとにごめんね。あの、理解できてない。私だけなんかな、理解できていないのは。

双方向の意見とか、大野からの意見とか…。予習復習がしっかりできていないんで、申し

訳ないんですが、皆さん、分かっとってですか。私だけがわかってないんよね。そこまで

つっこんでかかないといけないのかという…。話が私のなかでごっちゃになっている。細

かいところまで書かなくてもいいんじゃないかとか、書いたほうがいいよとか、もう一つ

大野の話もあって…。 
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〔大野会場担当職員〕 

 市民ミーティングでもらった意見に対しては、確認をみんなでして、市民委員会の対応・

考え方は「Ａ」として、「素案に反映させましょう」と。「双方向っていうのを濃く書く

ようにしましょう」と。そして、全体で確認をして、特に対応の修正というのはなかった。

それで、この修正案を考えるんだったんだけれども、「双方向」を書かなくてもいいんじ

ゃないのか、という意見になった。なったんだけれども、全体で見たときに、大野地域の

ことについて藤本さんが言われたようなこんな思いがあるんですよ、という話と、そこま

で書かなくてもいいんじゃないか、という、その二つが今、意見として出ていて、私が言

ったのは、ここの担当だったので、「みなさんの思いなんですよ」ということを言って、

では、どうしましょうかという話です。 
 
〔Ｆ委員〕 

飛ぶんだけど、私たちが話し合う中で、この文言をどう入れるかなどで話し合ってきた

ところがあって、足すことは考えたけれど消すことは考えなかった。「Ａ」だからいらっ

ちゃいけないと思った。そういうふうに考えたグループと、ここまできて、消してもいい

んじゃないか、というのがあって、よく理解できない。 

「双方向」の話については、今から議論されると思うんだけど。 
 
〔委員長〕 

 そういうことをふまえて、皆さんのご意見を、ということです。 
 
〔Ｅ委員〕 

 だから、Ｆ委員がおっしゃるのも分かります。だって、私たち他のグループ、Ｃグルー

プにとっては、ＡＢＤが考えられたことを今初めて知るわけですから、それに対する意見

だから、「なんで決めたことをくつがえすの」っていうような意味合いのことも分かりま

すが、でも、こっちとしてははじめて聞くことなんですよ。 
 
〔Ｆ委員〕 

 そこがね、お互い、グループで話し合ったことが…。ごめん、また、話がややこしくな

ってくる。私の頭の中では、整理つかないなと思っただけのこと。 
 
〔委員長〕 

 ただ、今のこのお話というのは、各グループでお話をしていただいたことに対して、全

体で確認をし合いましょうと、いう部分。だから、今も言ったように、あくまでも市民委

員全体としての意見として素案を出していきたいと、いうことですので。皆さんやっぱり、

共通の認識を持って、ということでやりたいと思いますので。そのなかで、新たなね、意

見が出てくることもあるかと思います。はい。 
 
〔Ｄ委員〕 

 あれね、僕、協力でええと思う。なんでかいうたら、おかしいことを言うてきたら、お

かしいといやあええと思うんよ。学校から「こうしてくれ」「ああしてくれ」ばっかりじ

ゃったらね、例えばこっちの事情もあるわけだから「おかしい」と意見言えばいいわけで

すよ。それを黙っとったって、だーだーになっちゃうわけね。お互い協力してやっていき

ましょう、こっちからあっちにも行くし、あっちからこっちにもくる。そういう調整をし

て、進めていくということですから、そこまで、「双方向」どうのこうのって必要ないん

じゃないかと。 
 
〔委員長〕 

 はい、どうぞ。 
 
〔Ｃ委員〕 

 今、Ｄ委員がおっしゃったんですけど「互いに」ってちゃんと入れたんですよね、言葉
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では。文章には「互いに」って入ってないんで、「互いに」って入れたら「双方向」って

ちゃんと強調したイメージになるんじゃないかって。いかがでしょうか。あの大野地域の

方のご意見としても、「双方向」という言葉を入れろ、というイメージではなく「双方向」

という面を濃く、という修正なので、この「学校と地域が協力して」っていうところを「互

いに」という、ちょっと強調の意味を含めるくらいでどうかと思ったのですが。いかがで

しょうか。 
 
〔職員〕 

趣旨をきちんと伝えたいということであれば、入れればいいと思うし、なくてもみんな

に伝わると思えば入れなくてもいいんです。 
 
〔Ｅ委員〕 

 いいですか。 
 
〔委員長〕 

 はい、どうぞ。 
 
〔Ｅ委員〕 

 大野のところでは、そういうふうに話し合われて「Ａ」という結論を出されているわけ

ですよね。だったら、私たちにはそれぞれの意見があるんだけど「Ａ」のところで、やっ

ぱり何人かの人たちが集まって考えられたことに対して、そこをやっぱり尊重しようかな、

という気持ちが十二分にあふれておりますので、この「互いに」という言葉はよろしいん

じゃございませんでしょうかと思っております。 
 
〔委員長〕 

 はい。ということですが、みなさんよろしいですか。よろしいでしょうか。 

 

〔賛成〕 

 

〔委員長〕 

 はい、それでは「学校と地域が互いに協力して」と言うことで、はい、ここですね。 

 他の意見、はい。 
 
〔Ｄ委員〕 

 条例の進行管理をするっていう、当然、案文を作り出したらそのことはなされると思う

んですね、必然的にね。いついつまでに、どういうようにせんといけん、というのはやら

れると思うんです。それを公にするってことよね。例えば、広報に載って、どういうふう

にできてるとか。そこまでしたら、分かりやすいっていうか、ほんまの進行管理になると

思うよね。だから、「やる」だけじゃったらしょうがないと思う。 
 
〔委員長〕 

 ということは、具体的には。 
 
〔Ｄ委員〕 

 広報に載せるとか、この委員の中に周知されるとかね。1回解散するわけだから、広報な

どに、今こういうところまでいってます、ということをやればいんじゃないかと思うんで

す。 
 
〔委員長〕 

 だから委員会をつくらなくても、進捗度合いを広報していけばいい、ということですか。 
 
〔事務局〕 

 この目標に対する達成度や評価などを、広報などで公表する、っていうことですよね。 
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〔委員長〕 

 進行管理をして、ということになれば、進行管理をする人が必要になってくるので。 
 
〔Ｅ委員〕 

 だから、委員会というところには、行政プラス市民というのが、この班の考え方ですよ

ね。 
 
〔事務局〕 

 広報などで公表する、っていうことを追加すればよいですか。 
 
〔委員長〕 

 だから、たぶん、Ｄ委員のご意見は、そういう委員会をつくるまでもなく、進行状況を

広報することによって、周知していけば、自然といわゆる市民の方から、どうなっとるん

か、という話が出てくるので、無理に委員会を作ってやらなくても管理はできるだろうと、

いうご意見ですよね。じゃないのかな。 
 
〔Ｄ委員〕 

 そうですよ。 
 
〔委員長〕 

 そういうことですよね。それに対して、Ｃグループが今回話をされて、進行管理だけじ

ゃないんですよね。 
 
〔Ｄ委員〕 

 進行管理は具体的にいついつまでにどうなんかというのは、当然つくられる思うんよね。

それを公にすることによって、より確かなものになる、という感覚。 
 
〔委員長〕 

 ということはプラスアルファでということですか。 
 
〔Ｄ委員〕 

 条例をつくる人たちが、例えば来年度末 3 月の時点で、議会にかけるんなら、それに間

に合うように、こんなんやってとか、どの部分をどこまでで、どういうようにしようとい

う…。 
 
〔事務局〕 

 今、Ｄ委員がおっしゃっていることは、つくることの公表ですよね。で、こっちは実行

することの公表を言っていると思います。 
 
〔Ｅ委員〕 

 その後のところなんですよ。議会にもかけられた後、その後。 
 
〔事務局〕 

 やっていく上で、条例を具体化していく取り組みを進めていくための進行管理。 
 
〔Ｄ委員〕 

条例の進行管理をする役よ。 
 
〔事務局〕 

 はい。条例の実施状況の進行管理、作成の進行管理ではなくて。 

 

〔Ｄ委員〕 

 できた後は、当然見直しをするというのはありますよね。3年なり、5年なりでね。 
 
〔事務局〕 

 千原さんがおっしゃりたいのは、とにかく、進行管理してそれをみんなで共有しましょ
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うということを載せてくださいということで、委員会組織がいらんとかいうことではない

んですよね。 
 
〔委員長〕 

 すいません。「公表」いうことですね。 
 
〔事務局〕 

 進行管理をするだけではなく、きちんと公表する。 
 
〔委員長〕 

 失礼しました。はい。 

 というご意見ですが、当然必要ですよね。では、「進行管理をし、公表する」というこ

とにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 その他、何かございませんでしょうか。だいたい、よろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 
 
〔Ｅ委員〕 

 ごめんなさいね、Ｆ委員ごめんね。やっぱりＢ班、Ｄ班さんごめんね。言葉遊びという

か、なんか、突っ込みすぎませんかと。1 から 10 まで 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 と

書く必要があるんだろうかという、Ｂ班さんに対してすごく思うんですよ。なんか 1 から

10 まで書いて「市内、市外にかかわらず」みたいな、何か「そんなところまでいちいち言

わなくちゃいけないの？」という、すごく言葉に頼りすぎてませんか、みたいなところが

あって「原案でいいんじゃないの」とすごい個人的には思います。Ｄ委員もごめんね。以

上です。 
 
〔委員長〕 

 はい。というようなご意見も出ましたが。 
 
〔Ｂ委員〕 

 すみません 
 
〔委員長〕 

 はい。 
 
〔Ｂ委員〕 

 すみません、Ｂグループの、今の言われたとおりのその、言葉遊びになっちゃいけない

いうのはこの中でもちゃんと出ました。条例としてどうなんだろうか、短い文章でいいん

ですか、いう話になって、市民の方、例えば小学生、小さい方から大人まで、文言を見て

ちゃんと理解できるだろうかな、というのが最終的な結論で、ひらがなを入れて、言葉じ

りをやおくする。それも条例の一つじゃないかなと思う、で、そういうのでＤグループの

場合は、ちょっと条例を長くして、物事がわかりやすいように、簡単明瞭な文章で。固有

名詞だけあると、何でもいろいろな想像ができる、それでもいいんですが、やはり、ある

程度は突っ込みのある条例でないと、行動ができないんじゃないかと思うんですよ。そう

いう観点から、こういう文章にＤグループはさせていただきました。で、よろしいでしょ

うか。 
 
〔委員長〕 

 はい、法令ということになれば、解釈が二つも三つも出てくるようなものだとちょっと

困るようなところもあるので、実際に、条文というようなことになると、かなり回りくど

い言い方をするような書き方がしてあるようなものも当然出てくるんですけれども、今、

Ｅ委員が言われたのは、分かりやすい条例にしようというような意見が、市民ミーティン

グの中で出てきたことで、それが、説明をすることによって、分かりやすく、間違いのな

いようにという意味合いと、それから、簡素にすることによって分かりやすくと、という



 

 

 14 

意味合いとの二通りのものがあると思うんですが、素案として、条例の今から起草委員会

が始まって、そこへの意見というか、条例をこういう風につくってほしいよ、ということ

なので、例えば、その他条例に望むことの中に、条例の文章は分かりやすく簡単なものに

するという一言があるんですが、それを踏まえて、ただ委員会としては、こういう思いを

もった条例をつくってほしいんだよということで、たぶん、Ｂグループ、Ｄグループ、Ａ

グループが検討されていらっしゃると思うので、後は、起草委員会のほうで、それをふま

えて、分かりやすい条文作成をしていただければいいかなあと、それを、また、市長さん

とか、起草委員会さんとかに、持って行くときに十分に説明をさせていただければ、と思

うんですが、いかがでしょうか。 
 
〔Ｄ委員〕 

 はい、よろしいですよ。 
 
〔委員長〕 

 はい、そのようにさせていただきたいと思います。 

 はい、その他に何かございますでしょうか。 
 
〔Ｄ委員〕 

 ありません。 
 
〔委員長〕 

 はい。ありがとうございます。 

 

４ 閉会（感想ラベル書き）                             
 
〔委員長〕 

 それでは、今のご意見を十分ふまえたうえで、まとめさせていただいたものを、また第

10 回の、最後の会議なんですけれども、提示させていただいて、委員の皆様に最終確認と

いうことで、素案の最終原案をそこで決めていきたいというふうに思います。 

 はい、それでは、ちょうどいい時間になったんですが、以上を持ちまして、本日の作業

は終了とさせていただきたいと思います。 

 それでは、最後に、ポストイットを用意させていただいておりますので、今日の感想を

お書きいただくようにお願いいたします。 書いていただいた方から、今日は、解散とい

うふうにさせていただきますので、気をつけてお帰りくださいませ。 

ありがとうございました。 


