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第１７回みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会会議録 

 

日 時：平成２２年１月２８日（木）１９時５分～２１時４０分 

場 所：市役所１２階 １２０５会議室 

出席委員：２０名（委員総数３４名） 

（有識者）小林慶太郎、森田明美、吉島隆子 

（公募市民）大石幸生、角井多万紀、吉川勝敏、坂本久海子、嶋 かをり、 

鈴木一司、平野勝之、深谷孝夫、福本悦子、山本峯生 

（関係団体の代表）井田輝門、伊藤輝義、川出薫平、北川正敏、椿 正 

（市職員）岡村智子、三井かおり 

    （事務局） 磯部和生、市川春美、宮崎由美子、市川英二、山崎 愛 

議 題 

 １ 第１６回の会議録の確認 

 ２ 市民の意見を聴く会の報告について 

 ３ 市民から寄せられた意見の整理について 

 ４ 今後のスケジュールの確認について 

５ その他 

 

公開及び非公開の別：公開 

傍聴者：１名 

配付資料  ①事項書   

②市民の意見を聴く会のまとめ 

③みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会からの提言（案）へ市民か

ら寄せられた意見への対忚 

 

○小林委員長  それでは、あらためまして皆さんこんばんは。 

  過半数に達しましたので、今から第１７回みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考え

る会を開催したいと思います。 

  今日はあいにくとご欠席の方が多く、少し顔ぶれが寂しい感じです。市民の意見を聴

く会を終えて、やれやれ終わったというように気が抜けている方もみえるのかもしれま
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せんが、３月の提言の提出に向けて、ラストスパートです。 

意見を聴く会やパブリックコメントでいただいたご意見にどのように会としてお答え

していくのか、提言書に反映できる部分についてはどのように反映していくのか、とい

う非常に大事なことをあと数回でやっていかなければなりません。今日は少数精鋭の委

員の皆さんになりますが、熱心にご議論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。 

 

■１第１６回の会議録の確認について 

○小林委員長  第１６回の会議録の確認についてです。 

  あらかじめ皆さんのお手元に第１６回の会議録がお送りされているかと思います。す

でに目を通していただいていると思いますので、直すべき点があればご指摘いただきた

いと思いますが、どうでしょうか。 

  無いようですが、私が見つけたところだけ申し上げさせていただきます。 

まず、３ページの上から１３行目です。「市長が議会に」を「市長や議会に」というよ

うに直していただければと思います。と書いてあります。ここは、市長と議会の両方に

提案権があるということをはっきりさせた方がいいので、「市長が議会に」を「市長や

議会に」と直していただければと思います。直す前のものは「市長が議会に」ですので、

「市長が」と濁らないで、「市長か議会に」と訂正をしていただきたいと思います。 

もう一カ所、１９ページです。下から９行目「どっちらに統一されていればいいです

ね。」というところですが、「どっちら」を「どちらか」に訂正していただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

  あと、お気づきの点ございませんでしょうか。 

○Ｉ委員  大変細かい話なのですが、２２ページの下から１０行目、「作業委員会なのに

このようなことを聞いて」というところですが、作業委員会の「会」は要らないのでは

ないかと思ったのですが。 

○小林委員長  ご自分のことをおっしゃっているのに、作業委員会となっているという

ことですね。 

○Ｉ委員  「会」を入れるのであれば、作業委員会のメンバーという方がいいのではな

いかということで、ここは「会」を取っていいのではないかと思ったのですが。 

○ｆ委員  はい、取ってください。 
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○小林委員長  では、ｆ委員からもそのようにというご発言がありましたので、「会」と

いう字を一文字削っていただくということにしたいと思います。 

  ほかにこのように細かいところでも構いませんので、いかがでしょうか。 

  それと、会議の冒頭で申し忘れましたが、お気づきかとは思いますが、本日この部屋

はマイクがありません。会議録を作成するために、いつものとおり録音していますので、

ご発言をされるときは大きめの声でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

  ほかに会議録で特に修正のご意見がなければ、ご指摘いただいたところ、私が申し上

げたところの３カ所を修正した上で、第１６回の会議録の完全稿にさせていただきたい

と思うのですが、いかがでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  ご承認ありがとうございます。 

 

■２市民の意見を聴く会の報告について 

○小林委員長  続きまして、市民の意見を聴く会の報告についてです。 

白子と牧田と神戸、３カ所でやらせていただきました市民の意見を聴く会についてで

すが、その会で寄せられた意見の整理は事項書の３番でしますので、まずはこの会の報

告です。 

市民の意見を聴く会の実行委員長が、本日残念ながらご欠席ですので、副委員長から

ご報告していただければと思いますが、よろしいですか。 

○Ｂ委員  では実行委員長の替わりに、市民の意見を聴く会の報告をさせていただきま

す。 

  第１回白子地区市民センター、第２回牧田コミュニティセンター、第３回ジェフリー

すずかの３回とも出席させていただきました。日程的にちょっと接近していたかとも思

うのですが、 地区によっては、やっぱりまだまちづくりについては、あまりよく分か

っていないのかなという印象を持ちました。 

  白子地区市民センターの参加者の方は、自治会の方が多かったようです。牧田コミュ

ニティセンターは、地域の方も来ていただいていました。神戸ですが、市役所の地元で

すので、自治会の方もたくさんみえるかと期待していたのですが、少し参加者が少なか

ったようです。 

関心の度合いは、本当に地域差があるということを感じました。余裕のない日程が組
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んであったことも関係しているのかなとも思いました。 

今日は、皆さんのお手元に事務局で意見をまとめていただいたものがありますので、

これも参考にしながら、まとめに向かって進めていきたいと思います。 

○小林委員長  はい、ありがとうございます。 

  今ご報告いただいたように、期待したほどにはお越しいただけなかったというのは残

念だというところがありました。委員の皆さんにそれぞれ２０部ずつチラシをお持ちい

ただいていたので、チラシの枚数分の人が来ていただいたのならば、大変なことになっ

てあの会場に入らなくなるのではと思いましたが、皆さんのお友達も残念ながら来てく

れなかったということですね。 

まだまだ十分に関心を持っていただけていないところもあろうかと思いますが、アン

ケートや意見をたくさん寄せていただきましたので、それに対してどう答えをしていく

かということを、今日は考えていきたいと思います。 

アンケートを集計したものを配っていただいていますが、３回の市民の意見を聴く会

について、確認しておきたい点があれば、おっしゃっていただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

特にないようですので、事項書の３にいきます。 

  

■３市民から寄せられた意見の整理について 

○小林委員長  市民から寄せられた意見の整理について、です。 

  お手元にホッチキスで留めていただいた「みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考え

る会からの提言（案）へ市民から寄せられた意見への対忚」というものが配られていま

すが、意見への対忚の仕方について、これから我々が考えるところです。今空欄になっ

ている「提言案への反映等の対忚」のところを、我々としてどうするのかということを

埋めて、ホームページで公表していく、お答えをしていくということになるのかと思い

ます。 

対忚としては次のようになろうかと思います。 

一つ目のパターンは、いただいた意見を受けて、提言書の中身を修正するのかどうか

を検討する必要があるもの。二つ目のパターンは、意見はいただいたけれども、その意

見については我々としては対忚しがたいので、その意見は提言には反映できないとお答

えするもの。三つ目のパターンは、ご意見よりはご質問に近いもの。市民の意見を聴く
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会の場合には、すでにその会場でお答えをしているので、あらためて文章化して載せれ

ば足りるもので、すでに回答済みのもの。四つ目のパターンはこの場で検討できて、質

問の答えをこの場で書けるもの、大体、この四つのパターンに分けられるのかなという

ように思います。 

  もう一回言うと、一つ目は、いただいた意見を踏まえて修正を検討する。二つ目は、

いただいた意見は採用しない。三つ目は、すでにおおむね回答済みである。四つ目は、

もう今日この場で回答をすぐに出せる。そのようなパターンかなと思います。 

  提言書の構成の流れに沿って、出てきている意見をだいたい整理していただいていま

すので、頭から順番に意見を見ていって、一つひとつ決めていきたいと思いますが、そ

んな進め方でよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  それでは、上の方から順番にまいりたいと思います。 

１番と２番の意見は、両方とも「始めとした」と「はじめとした」の漢字と平仮名が

使われているが、平仮名の方がいいのではないか、違いは何なのかということです。 

これはもうこの場で、平仮名にしましょうというふうに言えばいいような気がするの

ですが、よろしいですか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  では、ここはもう平仮名にします。 

 続いて３番目です。横に当日のお答えが書いてもらってあって、再度見直して議論を

していくとお答えがしてありますが、どうしましょうか。 

我々３４人が、会議ではこの前文を一忚みんなで議論して合意して、これで条例の必

要性がわかるというように思っていたのですが、あらためて市民の方に見ていただくと、

ちょっとこれでは伝わらないというご意見があったということですね。 

  次の４番もそうですね。条例がどうして必要かということを書くときに、暗いことは

なるべく避けたということに対して、アンケートでこう書いてきていただいているとい

うことですね。 

 今日この場で検討はしなくてはいけないだろうけれど、この場でどのような成案にす

るのか、なかなか案が得られないものについては、また作業委員会なりを開いて、案を

つくっていかざるを得ないのかという気もしています。作業委員のメンバーだった人た

ちは、今びっくりしていますが、誰かがもう一回案を検討し直さなければいけないのか
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とは思います。 

今のところ、必要性についてもう少し書くかどうかですが、皆さん押し黙ってしまっ

たので、ちょっとどうしましょうということであれば、作業委員会に一回送るというこ

とにしましょうか。 

反論があったら言ってくださいね。 

○Ｅ委員  これだけのものを全部で議論をしていたら、相当な時間かかりますからね。

やはり少数でたたいていって、それから確認していく方がよっぽど早いような気がしま

す。 

今日気が付いた点があれば、こうしたらという意見だけを出していくというのも、無

責任な話だけれども、そのような感じでやった方がいいかもしれませんね。 

○Ｎ委員  一点確認をしていいですか。これの回答期限は書いてありましたか。 

○小林委員長  いつ回答するということは、はっきりとは言っていなかったと思います。

提言を最終的に出すのは３月２５日ですから、それより前には、こういう形で提言を出

すことにしましたということを言うとは思いますが。 

一般的に市役所がやるパブリックコメントというと、大体、一カ月程度で回答してい

るということのようです。 

○Ｎ委員  ２月２５日ですか。 

○小林委員長  ２月２５日ちょうどかどうかは分からないけれど、２月１８日と３月４

日に考える会の日程が用意されていますので、３月４日のときに遅くとも答えが確定し

ていれば、その日程が許されるのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○Ｂ委員  前文の下に、なぜこういう前文になったのかという背景だけでも書いた方が

いいのではないでしょうか。 

  前文はそのままでいいと思います。ただ、前文の背景、出てきた意見を加味したもの

であるということだけ言った方がいいと私は思います。 

○小林委員長  では、市民の方からいただいているご意見としては、この必要性を書き 

加えるということでしたが、前文自体はいじらないで、前文にも解説など、説明で背景

を書けば、それで足りるのではないかというご発言でございました。 

その辺も含めて、これからどう対忚していくのか、背景を書くなら背景を書く、必要

性を書き加えるなら書き加えて、どんな文言にするかというのは、先ほどおっしゃって

いただいたように、少数の作業委員会でベースの案をつくって、それを次回の会議で皆
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さんにお諮りする、そんな形でここはいきましょうか。それとも今ここで考えますか。 

○Ｃ委員  質問が戻ってしまうようなことで申し訳ないと思うのですが、条例をつくる

にあたって、やはりどちらかと言うと、なぜ条例がいるのか何をするのかという部分が

ないまま、議論が進んでいったような気がするのです。 

例えば、環境、少子高齢化、安全安心、外国人といった諸々のものが全部入ってしま

っています。言い方が悪いかもしれませんが、極端にいったら、市民からの盛り上がり

でできたものではないですよね。いろいろいきさつはあったみたいですが、市長から委

託されているということもありますね。 

 それで、僕は思ったのですが、やはり、鈴鹿をどういうふうにしていかなければなら

ないのかというものが見えてきて、この条例ができてきたというのであればいいです。

全体を見たらこういうものだねということで、ここまで来てしまったような気がします。

それで、幅が非常に広くなった部分と、やりにくくなった部分もあると思います。 

このことを言ったら全体のことになってしまうのですが、いろいろな研修の中で、Ｐ

ＤＣＡとか５Ｗとか、すぐやる課の話とかがあまり生かされないまま、必要だからつく

った、できたというような感じではないかと僕は思いました。 

だから、この人が言わんとしていることは、やっぱりそうなのか、ほとんどの人がそ

ういうふうに思うと思ったのです。何をやるかというのはもっと明確にしておく、いつ

までに誰がどういうことをやるとか、５Ｗではないですが、そういうものがここに入っ

てきて、これやるんだなという具体的なものがいるのかなと思います。 

ですので、提言案というのは、これを出してもう終わりではなく、そこからもっと具

体的なことが出てくるわけですよね。行政がされることは、そういうことをされるので

すよね。 

 そういうことも、書いておいてもらわないと分かりにくいと思います。これは、よく

書いてあるけど、抽象的で具体性がないということをみんなが言っているのですから、

先ほど言われたことができるのであれば、前文の下に書いたらいいのではないでしょう

か。 

しかし、本当に必要性があって条例をつくるのであれば、前も発言したことがあるの

ですが、鈴鹿市は住みよいか住みよくないかということから、ここをこうした方がいい

のではないか、あんまり住みやすくないと言う人はこういうことを言っている、だから

それを解決しようとしてつくる条例であれば、そういう目的がここに入ってくると思い
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ます。 

そうではなく、いいところ悪いところでやりましたが、それは単なるデータであって

それを無視して、何が悪いところでここに反映されたのかということを見比べていくと、

何か甘えている部分があるのではないかと思います。やはり、つくるにあたっては、マ

ストではなくモアということで、もっとよくするんだというふうに考えたので、難しさ

があったような気がします。 

○小林委員長  すると、このいただいている意見への会としての対忚ですが、どう対忚

させてもらうのかというと、前文に少し書き加えるということですか。 

○Ｃ委員  ですから、必要があるかどうかをみんな検討してもらいたいです。 

僕が今言ったのは取り止めがなかったけれど、要はそういう目的に向かっていないか

ら、持っていき方が難しくなってしまっているということです。極端に言うと、こうい

うものをつくろうと言って、みんながあった方がいいのでつくろうと言ったわけではな

いですよね。もっと簡単に言うと、よそにはあるけれど鈴鹿にはなぜないんですか。や

っぱりあった方がいいねということですよね。 

なくても何も変わらないかどうかはわかりませんが、大体の方は無いよりあった方が

いいと思いますよね。でもつくるにあたって、みんながどう思っているかというと、例

えば、外国人と市の問題があるのであれば、メンバーを選ぶときに外国人を入れるとか、

地区の問題があるのであれば、総代さんが忙しければ副総代さんに出て来てもらうよう

にするとかして、人が偏っていないように鈴鹿市全体から出て来てもらって、その中で

いろいろやってきたとしなければならないのではないでしょうか。 

ものすごく戻った話になりましたが、ここの部分に、条例をまとめる難しさというの

が出てきたと僕は感じています。 

○小林委員長  抽象的になって難しいというところはあるかもしれませんが、基本条例

ということになりました。例えば、今おっしゃった地域の問題とか外国人の問題など、

皆さん個別の問題には、よいところと悪いところ、強みや弱みといった話をして、いろ

いろなものを出していただきました。ただ、細かいことを一つひとつ書いていこうと思

うと、大量になってしまいますので、それをできるだけ大くくりに抽象化して、理念的

なものを、まずまとめました。 

さらに、必要であれば個別の外国人のための何とか条例とか、もっと細かい個別テー

マごとの条例は、この後できてくるのかもしれないので、まずは、鈴鹿市のまち全体に
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かかる条例をつくっていく必要があるのではないかということです。 

この会は、３４人の皆さんに鈴鹿市の良いところ悪いところを、それぞれ全然違う観

点で出していただいた全部のものを、エキスだけ取って集約するとこうなりますよとい

うことでつくってきたというのが、これまでの経緯だと私は思っています。 

 ただ、そのような経緯が書かれていないので、これ何かよく分からないと言われてし

まうのであれば、この前文にたどり着くまでの経緯を、書いておくのもいいのではない

かとは思います。 

必要性自体があるのか無いのかをここで話をすると、我々は今までやっぱり必要だと

いうことで動いてきたと思うので、ちょっとそれは辛いかなという気がするのですが、

ほかの皆さん、いかがでしょうか。 

○Ｎ委員  なかなか分かりにくいというか、理念条例なので具体性には欠けるというご

意見は、会場でもたくさんいただきました。しかし、この理念条例があって、それでさ

きほど委員長が言われたように、子どもであったり外国人であったり、今後出てくるか

もしれませんが、その後で、行動計画なり具体的に何をしていくかという計画ができて

くると思って、私はここに参加しています。 

ですので、分かりにくいと言われれば分かりにくいかもしれませんが、これから５年、

１０年後で変わってくると期待しています。 

  パブリックコメントに対する答えをどうするか、というところに話を戻さないと、ま

た最初からの議論になってしまうので、作業委員会でするということはいたしかたない

と思っています。ただ作業委員会だけで回答するのも何なので、ざっと皆さんに見てい

ただいて、ご意見をいただいて、それで作業委員会で練っていきたいと思いますので、

まず、最初のページから見ていっていただきたいと思います。 

○ｆ委員  Ｎ委員と同じ考えですが、後の方へいくと文章が長すぎるというような意見

も出てくるので、前文なら前文全体を見てやっていかないと、一つひとつ個別にこれを

こうするああするではなく、全体を見るとこれは要らないという意見というのもあると

思います。この前文なら、前文に寄せられた意見全体で、見直すか見直さないかという

ことをした方が早いのではないかと思います。 

基本的には、一旦作業委員会で出した案を、全体会で諮るのがいいのではないでしょ

うか。この提言案に載っている前文案は、会で一旦まとめた正しい形ですよね。それに

対しての意見を一行ずつ一つの項目ごとに、これを見直すこれを見直さないとするので
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はなく、全体のバランスを見てからの方が、全体を見直すのか部分だけを見直すのかと

いうことが、できるのではないかと思います。 

先ほど、説明みたいなのを入れたらどうかという意見をおっしゃっていましたが、当

初、前文は説明が要らないという議論があったと思います。それにまた戻ってしまうこ

とになると時間がもったいないのではないかと思います。 

特に前文は全体でやっていただき、全部の意見の報告を見た中で、バランスで考えて

いただいた方がいいのではないかと思います。 

○Ｎ委員  ちょっといいですか。このようにパブリックコメントに対する回答を発表す

るとき、一つの意見に対して一つの答えを入れていっていますよね。 

○ｆ委員  一つずつ入れていきますが、結局こことここは同じ意見なのでとか、これは

もう反映されているなど、すべての意見を一つずつ反映するわけではないと思います。 

○Ｎ委員  反映はさせないとしても、回答は出さないといけないでしょう。 

○小林委員長  例えば、さっきの１番と２番の意見は、どちらも「はじめ」を平仮名に

してはどうかというように同じことを言っているので、これはまとめて一つにして、平

仮名にしますというようにお答えすればいいので、このように似ているものについては

括っていけばいいと思います。 

前文すべてを一つの意見として受けて、回答するということにはなれないでしょう。 

○ｆ委員  前文すべてを一つの意見として見るのではなく、ここにもっと書いてという

意見があれば、下の方には長過ぎというものもあるので、一つずつ見ていって、ここを

見直してもっとたくさん書きますというように、先に対忚を決めてしまうと、後の方で、

長すぎる簡素化するべきではないかというときにバランスが崩れてくると思うので、も

う少し、全体を見てから対忚した方がいいのではないかと思います。 

○小林委員長  まず全部の意見を読んで、それから一つずつどうするか考えていくとい 

うことですか。 

○ｆ委員  もう時間がなく、いきなり資料を渡されているので、一つずつやっていくと

矛盾が出てくると思うのですが。 

○Ｈ委員  すみません。スケジュールについての質問です。 

次回、２月１８日に市民からの意見の整理と回答作成となっていますよね。今日と次

回で意見の整理と回答作成をすべてするということですか。 

○小林委員長  いえ、先ほど申し上げたように、２月１８日と書いてありますが、ここ
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で回答が全部完成するとは思えないので、３月４日に最終完成をして、お答えできれば

いいのではないかということです。 

○Ｈ委員  それで、今日の目標というか、時間配分を考えながら議論していった方がい

いのではないかと思うのですが、その場合、今日はどのくらいまでするのですか。 

○小林委員長  もちろん、目標は今日最後まで全部です。 

○Ｈ委員  今日は全部ですか。 

○小林委員長  ですので、最初に申し上げた４つの類型で、今日ここですぐ答えが出せ

ないものについては、作業委員会に送るということで意見をいただきたいということを

申し上げています。一忚、皆さんにその進め方でいいとおっしゃっていただいたのです

が、今ちょっと足踏みをしているという状況です。 

○Ｈ委員  それと、表の左の列と、その次の列の数字は人数か何なのでしょうか。 

○小林委員長  そうですね、表の欄外の上のところを見ると、５４人の方から１５９件

の意見をいただいたと書いてあります。つまり一人の方が、複数意見を出していただい

ているということですが、意見の件数としては一番左からずっと追っていくと１５９番

まであるわけです。では、誰の発言かというと、番号がめちゃくちゃなのですが、多分

これは受け付けた順番か何かになっているんだろうと思います。 

  例えば４ページ、５ページですが、９番という人が二つの意見を言っています。この

ような感じで、一人で複数の意見を言っていて、全然違う場所に書いてある人もいるだ

ろうと思うのですが、そのような経緯があるだろうと思います。 

おそらく、ここはこの第何番目の人が言っているとか、それはどこで出てきた意見だ

というのは、判断するときにはいらないだろうと思います。どんな意見にどういう答え

をするかということだけでいいだろうと思いますが、今日は、参考までにということか

と思います。 

 それでは、今、意見番号の３番、４番のところで、必要性を書き加えるべきなのかど

うかということを言っていましたが、ｆ委員からもご発言があったように、それに加え

てさらに長くなるということに対して、長過ぎだという意見もあるわけなので、前文は

前文ですべての意見を見てから、一つずつ見ていこうということでした。 

 それでは歩調を合わせるために、前文に対する意見も読んだ上で、全体をもう一回見

ていきたいと思います。 

  前文に関しては、１番から１９番までです。１６番の意見ですが、これは前文ではな
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く定義のところですね。前文についていただいているのは以上です。どう対忚していき

ましょうか。 

  まずは、必要性を書くべきだというご意見についてです。先ほどはこの意見を受けて、

必要性はやはり前文に書き加えるべきだという意見と、背景や必要性などのより詳しい

内容については、前文の説明として書けばいいのではないかという意見です。 

そして、これらを含めて、作業委員会で検討して案をつくってから、全体会でもう一

回考えればいいのではないかという意見がありましたが、何からしましょうか。 

○Ａ委員  この前文ですが、もう少し強い魅力ある言葉を最初ポンと言っておいてはど

うでしょう。「私たちのまち鈴鹿市は、伊勢湾と鈴鹿山脈の間に位置し」と書いてあり

ますよね。例えば「我がまち鈴鹿市は、鈴鹿山脈から伊勢湾まで一望でき、温暖な気候

と豊かな自然環境に恵まれ、地域に適した農林業、そして新鮮な海産物、漁業も栄え」

としてはどうかと思います。 

○小林委員長  このようにしたらどうかということですね。 

  今、具体的に前文の最初の段落をこう直してはどうかということでご発言いただきま

したが、どうしましょうか。 

○Ａ委員  山から下を、陸から海を見ると、「鈴鹿山脈から伊勢湾まで一望でき、温暖な

気候と豊かな自然環境に恵まれ、地域に適した農林業、そして新鮮な海産物、漁業も栄

え、また、先人たちから引き継がれた伝統工芸、伊勢型紙や鈴鹿墨などの全国的に知ら

れた文化が養われた。」このようにしたらどうかというのが、私の意見です。 

○Ｅ委員  １０番にも関連しますね。 

○小林委員長  そうですね。 

○Ｎ委員  関連するもので分けていいですか。１０番、１１番、１４番、１２番が関連

しますね。 

○Ｉ委員  ちょっと何か変な意見ですが、今回のはあくまでも条例のベースとなるもの

を提言しているのですよね。前文についても、こういう前文にしてほしいということで、

これが条例にそのままなるわけではないですよね。 

○小林委員長  そうです。 

○Ｉ委員  そうなると、ここで細かいことまでやっていっても、条例委員会のときにど

うなっていくか全く分からないので、私はあまりああだこうだというのではなく、この

委員会としてこう決めました、こうなりましたという意見を、市民の意見を聴いた結果
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こんな意見がありましたというまとめ方ではいけないのでしょうか。 

すごく時間が足らないので、収拾することができないような感じがするのですが。 

○小林委員長  内容的に、もっとこういうことを入れるべきだというようなご意見につ

いては、当然対忚しなくてはいけないと思います。 

内容の変更ということになって、言葉の表現を言われるようなところについては、そ

こがきれいだったら直せばいいでしょうし、全体にかかわらなければ流していってもい

いのだろうと思います。  

進め方としては、一忚３４人の意見の合意で提言案としているものですから、それは

重みがあると思います。ここでどっちの表現がいいかまとまらなければ、もとの表現の

ままいくしかないだろうとは思います。 

今、Ａ委員からせっかく具体的な案をいただいて、その方が格好いいような気もしま

すので、その辺も含めてどうですか。 

一回作業委員会で議論をしてから、あらためて２月１８日に前文のここの部分はいた

だいた意見を踏まえて直して、ここの部分はこのままいくことにしたいという案を出さ

ないと、何か収拾がつかないような気がするのですが、いかがでしょうか。 

○Ｊ委員  委員長のおっしゃるとおりでいいと思います。 

皆さんの意見を聞いていても、このままでいいとは決しておっしゃってみえないです

よね。何か見直した方がいいのではないかということをおっしゃっていると思うので、

作業委員会でもう一度検討してもらおうということです。 

○小林委員長  前文のところは非常にいろんな意見が出ていますので、それを全部反映

するという意味ではないですが、全部見渡した上でどう直すのかということがこの場で

難しければ、作業委員会でもう一度検討するということです。前文についてご意見など

はよろしいですか。 

では、今日の時点の対忚としては、とりあえず作業委員会送りとします。 

○Ｊ委員  全項目を、もう一度作業委員会で見直していただいて議論することが一番簡

単だと思います。 

○小林委員長  今日はどうしますか。 

○Ｊ委員  今日は、分けたら終わりです。 

○小林委員長  多分ものによっては、今日この場で、全員で答えを決められるものがあ

ると思います。 
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○Ｊ委員  あるでしょうね。 

○小林委員長  それから、作業委員会だけでは答えを出せないものというのもあると思

います。ですので、今日全部の意見を見て、それでほとんどが作業委員会送りになって

しまうかもしれませんが、一忚見ていただくということでよろしいでしょうか。 

  では、そのように進めさせていただきます。 

  さっき言った前文の１６番の意見は、前文ではなくて総則の定義に関するところだろ

うと思いますので、後ほどもう一回します。 

  では次、総則の方を見ていただくということでよろしいでしょうか。２０番は総則全

体にかかわる意見で、２１番から２６番が条例の目的に関する意見です。 

  この中で、ポンと今対忚できるというところはありますか。 

○Ｏ委員  総則全体に対する意見の２０番と、条例の目的に対する意見の２１番、 

２２番、２３番、２６番ですが具体性に欠けるということでつながると思います。この

条例は理念条例という言葉が出ていましたが、そういう位置づけで持っていこうという

ふうにした以上は、目的が包括的なものであるのもやむを得ないところかと思います。

ですので、私はもうこれ以上詳しく目的を書く必要はないという意見です。 

私は、意見を聴く会に出なかったのでよくわからないのですが、市民の意見を聴く会

当日の対忚では、もっと議論をさせてほしいということをこちらとしては出しているの

で、今の私の意見は、全くこれに逆行する意見で議論する気はないということです。そ

の辺はどちらがいいのかという感じで議論していただいたらと思います。 

○小林委員長  この場で議論して、抽象的というのは、仕方がないと皆さんが言えば、

Ｏ委員のおっしゃったように、議論はしたけれど結局このままいくことになりましたと

いうお答えになるだろうと思います。 

○Ｌ委員  おそらく、これは当初の作業委員会で作業するときに条例の目的については、

前文で詳しく述べているのでここでは簡単に言いますということにして、前文がもう少

し長かったです。しかしかなり短くなりましたので、前文への意見に、必要性がちょっ

とよくわからないというご意見があります。少し前文を見直して、なぜこの条例が要る

かというのをわかりやすくここへ書き込めれば、目的のところはこの解説のとおり、前

文で言っているので、もうこれでいいですという話になるのかなと思います。 

前文をもう一度作業委員会で議論する中で、そこを入れることができたら、解決でき

るのかなと思います。 
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○小林委員長  では、作業委員会でそれをやるようにということですね。 

○Ｌ委員  予想はしていましたけど。 

○小林委員長  おそらく、今おっしゃったように、基本的にはそんなに具体的なことは

書けないだろうとは思います。ただ、抽象的な文言ではあっても、もう少し、わかりや

すい表現が追求可能なのかどうかということは、少し検討の余地はあるだろうと思いま

す。 

もう少し前文に分かりやすいように書ければ、解決するのかもしれないということで、

具体性、抽象性ということに関連して、２０番から２４番までの意見については、もう

一度作業委員会で検討するということでよろしいでしょうか。 

○Ｎ委員  ２１番の意見ですが、これは市民の意見を聴く会のときに、実行委員長から

条例をつくることになった経緯の説明がありました。急に出てきたものではなく、地域

戦略協働会議で住民参加条例を制定したらどうかという提言を受けて、条例の検討に入

ったという経緯があります。この経緯のようなものを条例の中ではなく、どこかで説明

をしておくと、５年前からの鈴鹿市の流れがわかってもらえるのではないかという気が

します。 

○小林委員長  提言書を出すときに、条例の原案の前文ではなく、さらにもう一つ前に

提言書としてのかがみ文のところに、そういう経緯のようなことを書くということは必

要でしょうね。 

○Ｅ委員  この条例の目的はシンプルになり過ぎているところがあるので、ほとんどの

方がこれを見られて、条例の目的がよくわからないというのは、ここを読んで皆さん言

われたと思います。 

基本的原則などを定めることによって、「市民や市が協力して住みよいまちづくりを

していくことを目的」と書いてありますが、それは一体どういうことなのかという感じ

なので、ここをもう少し平易にするとすっと入っていきやすいのではないかという気も

します。 

基本原則を定めると書いてありますが、基本原則は何だったのかということを、もう

一度考えてみるということではないかという気がこの意見からしています。法律の専門

家の方なら、そうかとすっと入るのかも分かりませんが、もう一回原点に返ると分から

ないようになってしまいました。本当に分かりやすい条例であるべきものなのに、一般

市民にはどういうことを言っているのか分からなくて、説明してほしいと言われると、
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きっと躊躇してしまうような気がします。みなさん分かりますか。 

○Ａ委員  全体ですが、文言が「します」とか「いいます」となっていますよね。それ

を「いう」とか「規約とする」というような終わり方にしてはどうかと思います。 

○小林委員長  文章の終わり方をどうするかという決まりはないと思います。ただ、こ

の会での議論で、できるだけやわらかい表現がいいというご意見があって、多分この様

な書き方に今のところ落ちついているのかなと思います。一般的な規約とかに慣れてい

る立場からすると、何か妙にこそばゆいような感じもします。 

  では、Ｅ委員のご発言もありましたので、条例の目的についてはもう少しわかりやす

い表現ができないかどうか、もう少し必要性が伝わりやすいような表現を検討してみる

ということにしましょう。 

  目的のところなのか、その後のところに関係しているのかよく分からないのですが、  

２５番と２６番で議会についてのご意見もいただき、表のように当日お答えさせていた

だいております。市民の声を聴く会にお越しいただいた皆さんが、「議会のことはもっ

と書くべきだと言われるのであれば、持ち帰って検討します。」というような発言をし

ているわけですが、それに対して書くべきだという声が沸き起こったということはあり

ませんでした。特にそれ以上の追及はなかったので、議会のことについてはこのままで

いいのかなという気はするのですが、皆さん、いかがでしょうか。 

  特にご発言が無いということは、譲歩されたということですね。 

○Ｉ委員  あまり記憶していないのですが、ジェフリーでいただいたご意見の中で、議

会のことを少しこだわっているみたいな感じのものがありましたよね。この提案の中で

は、今委員長がおっしゃったようなことで私はいいと思うのですが、少しその発言が気

になっていました。 

○小林委員長  ２６番がその方の発言を要約したものですね。 

○Ｎ委員  ２６番は違うと思います。 

○小林委員長  違いますね。これは白子での意見ですね。 

○ｆ委員  ２６番は、多分２５番と同じ方です。 

○小林委員長  いや、でもＡ－ａとＡ－ｂだから、会場がちがいますよね。 

○Ｎ委員  ９番の方なので同じ方だと思います。 

○Ｉ委員  １３番の方ではないですか。 

○小林委員長  同じ方なのですね。表がまちがっていますね。 
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○Ｎ委員  常設型のことを話されていたと思いますので、１３番の方です。 

○小林委員長  １３番の方は、第３段落が長いというご意見ですよね。 

○Ｎ委員  １０ページ、１１ページのご意見です。 

○小林委員長  それはそうですね。住民投票についてはたくさんおっしゃっていました。 

○Ｉ委員  議会のことについては、無かったのですね。失礼しました。 

○Ｔ委員  条例の目的と住民投票のところですが、確かに住民投票のことは言われまし

たが、その前に、例えば議会自らが議会基本条例を話し合おうとすると、なかなか前に

進まないというような話をしてみえました。ここで議会のことをもっと時間をかけてや

ってほしいという趣旨のご発言もあって、どうもそこは連携していたような気がします。

それをそのまま持ってこられても困るというお話が、委員長からあったと記憶していま

す。 

 それからほかのところでも幾つかあります。例えば、議員は市民の代表者ですが、代

表者は市長一人ではないのかというご質問もあります。私は、市長も議員も選挙で選ば

れているので、それぞれが提案する側とチェックする側の機能を持っていると思ってい

ます。それぞれがそういう立場での代表者であるという考え方であって、議員さんも代

表者であれば、市長も選挙で選ばれた代表者であるということが、二元代表制の大事な

ところですね。 

多分この方は、そうはおっしゃっていなかったのですが、市長と議員を一緒に議論さ

れると、何のための議会の場なのかというようにも取れます。別の質問ではそういうこ

とが出ていますので、そこだけを議論してしまうと、議会の機能についてここで議論を

してしまうことになってしまい、もう少し全体を議論しないとしづらいですね。 

これから議会基本条例を考えようという議会側の動きあったわけですから、市民とし

てはそこを尊重して、どんどん議論していってもらえばいいのではないかと思います。

私はそのように発言を理解しています。 

○小林委員長  よろしいですか。 

  では、次の定義のところ、２７番から３１番を見てみましょう。 

  定義については、先ほどの１６番のご意見の旅行者のことについてです。このご意見

は定義にかかわることだろうと思いますので、定義のところでやります。 

  まず、「まちづくり」の定義を入れるべきかどうかということです。当日は表のように

お答えいたしました。もう一度会の中で検討したい。と答えているのですが、まちづく
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りの定義にについて、このようなご意見を聞いてやはり入れたほうがいいというお考え

の方がいらっしゃるかどうか、お諮りしたいと思います。 

○Ｎ委員  市民の意見を聴く会当日の対忚の欄に書かれているような、対忚でいいと思

います。 

○小林委員長  そこには、もう一度会の方で検討したいと書いています。それを今検討

しているのですが。 

○Ｎ委員  それでいいと思います。 

○Ｊ委員  目的でいろいろ検討していただくわけですね。 

まちづくりそのものを目的としているわけですので、目的を本文や説明ではっきり書

かれれば、おのずとこれも定義づけられ、すべてはっきりするのではないですか。 

○小林委員長  目的のところで、まちづくりがもっとしっかり書かれて定義づけられる

という前提で、この定義という項目のところには入れないという発言ですね。 

○Ｐ委員  ここで委員長がお答えいただいているように、まちづくりというのは非常に

多面的というか多岐にわたるものなので、議論の中でもずっと、既成概念化というか、

言葉では非常に表現しづらいものだというふうにとらえています。言葉にすることによ

って範囲を狭めるのではないかということで、今までも議論をしてきているので、この

ままでいいのではないでしょうか。 

○小林委員長  あえて狭めない。定義しないということです。 

○Ｐ委員  はい、そう思います。 

○Ｂ委員  地域づくり、まちづくりの違いをはっきりさせること、まちづくりはこうい

うものですよということをはっきりと定義づけしたものがいるのかなと思います。 

地域づくりは、まちづくりではないのかと思われる方もいますので、地域でいろいろ

活動されている方は、これもまちづくりではないのかととらえる方も多いと思います。

しかし、ここで検討しているまちづくりは、それと違うのではないのかなと思いますが。 

○小林委員長  地域づくりも含まれるといっていると思います。 

○Ｂ委員  そういうことも定義の中に書いてもらえばいいと思います。 

○Ｎ委員  まちづくりの定義に関してですか。 

○Ｂ委員  私はそう思います。とにかく分かりやすいようにしてもらえばいいですね。

○Ｔ委員  私は地域で、ここ３年間に何十回という話し合いを持って、この地域づく        

りとまちづくりということを検討してきました。いよいよ来年度に地域づくり協議会を
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立ち上げる段階になって、メンバーが代わるたびに、またその議論が出てくるのです。

それは、みんなそれぞれが違っていいんです。まちづくり委員会であろうが地域づくり

委員会であろうが、やろうとする目的がしっかりしていれば、言葉はそんなにこだわる

必要がないと思います。 

ここでいわれるような定義を決めるというのは、例えば、人によってまちづくりとい

うのは、ハードの面で理解する人もいれば、ソフトの面で言う人もいます。それを避け

るためにわざわざ地域づくりという言葉を使おうという議論もあります。どこでもそう

ですが、条例でも、地域づくりの条例になったり、あるいはまちづくり条例になったり、

委員会もまちづくり委員会になったり地域づくり委員会になったり、これはもうみんな

違います。 

これは話し合いでどうしようということを決めていって、その目的を実現していくと

いうことがきちんと理解されるように、これから持っていくと考えれば、この条例であ

まり言葉にとらわれ狭めるようなことをする方が、かえってまちづくりや地域づくりは

しにくくなると、私はそういうふうに議論の中では理解してきました。説明するときも

そういうふうにしています。そこをもう少しこの中の共通の理解として、言葉の定義だ

けにとらわれない地域づくり、まちづくりをみんなでした方がいいのではないかと思い

ます。 

○小林委員長  どうしましょうか。 

○Ｕ委員  目的のところの説明に、このまちづくりについてこの会ではどのように考え

ているかということが書いてありますので、そこを読んでいただいて、それぞれがどの

ようにとらえるかという考え方を持っていただければ、そんなにぶれたものにはならな

いという気がします。あえて定義でもう一度出す必要はないのではないかと思います。 

○小林委員長  いかがでしょうか。今、それは別のところで書かれるだろうということ

も含めてですが、定義をやはり書いた方がいいというご意見をいただいております。 

○Ｊ委員  ちょっと待ってください。 私は定義に書くというのではないのです。 

まちづくりは何を目的とするかといったら、まちづくりですね。どんなまちをつくる

かというのは、ある程度書いていくわけですよね。それで十分だということです。 

○小林委員長  なるほど、それで定義はあえて書かなくていいですね。 

○Ｊ委員  そうです。 

○小林委員長  そうすると、今、定義をやはり書いた方がいいよという方は、お一人で
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すね。定義はない方がどうとでも取れていいのではないかという意見を、５人から出し

ていただきましたが、どうしましょうか。 

○Ｎ委員  私も定義がないというようにしてほしいです。 

○Ｅ委員  全体を見直した段階で、本当に必要だったらまた考えるということで、この

場では意見をまとめればいいと思いますが。 

○小林委員長  とりあえず、現時点では定義は無のままにしておいて、最後にもう一度

見ることにしましょう。 

  市民の定義についてはどうでしょうか。要らないのではないかという意見、それから

こんなに広くしてしまっていいのかという意見がありましたが。特にご意見がないとい

うのは、つまり我々の定義のままでいいのではないかということでしょうか。 

○Ｉ委員  もう何も議論することないので、現状でいいのではないかと思います。 

○小林委員長  どのように答えるかは、作業委員会で答えの案をつくることになるので

しょうが、定義を変えることは、今は想定しないということですね。 

  ３１番の職員の範囲を層別に考える必要はないかというご意見ですが、これもここで

の意見なのかよくわからないですが、これは考えるときりがないので、このままにして

おきましょう。 

次は条例の位置づけについて、３２番から３４番です。 

３２番については、最高規範とは書かなかった経緯をお答えして、発言者の方には納

得いただいたと思いますので、このお答えした内容をもとに回答すればいいのかなと思

います。 

３３番については、当初から住民自治基本条例なのかまちづくり条例なのかという名

前で議論をしてきたのではなく、中身で議論しましょうということを言ってきたという

経緯を書いた方がいいだろうと思います。その上で、この住民自治基本条例だと考えて

おいていいのかということですが、「住民が自発的にまちづくりに参加するということ

の基本を定めている条例という意味では、住民自治基本条例ととらえてもいいでしょ

う。」というお答えになると思うのですが、しかし、他市の住民自治基本条例とイコー

ルかと言われると、それは中身を見てくださいとお答えをするしかないのかなと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

正確な答えの文言はこのテープから起こしてもらうとして、そのようなことをお答え

するとしましょう。 
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３４番は、質問ですね。全部ということでしょうか。「そうです。」ということでいい

でしょうか。 

続いてまちづくりの基本原則、３５番から３８番です。 

  ３７番と３８番は、いいと思いますという意見なので「ありがとうございます。」とい

うお答えしかしようがないと思います。 

  ３５番と１４４番ですが、どうでしょうか。責任ということをもう少し書いてはどう

かということかと思うのですが。 

○Ｐ委員  これは、十分に議論をしてきましたし、書いてあるというふうに理解してお

ります。 

○小林委員長  そうですね、市民・議会・市・職員の役割のところは、役割という言葉

ですが責務や義務的なことも書いてあるので、「義務についてはすでに書いてありま

す。」というお答えでよろしいでしょうか。 

 ここまでのところですが、よろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  では、３６番の議会の位置づけは必要かということについては、さっき

の話にもありましたが、２５番のご意見に対しての答えに書いたような内容でいいとい

うことでよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  次のすべての人の尊重のところですが、これは特に意見がなかったとい

うことでこのままです。 

  次の市民参加、３９番ですね。どうでしょうか。 

○Ｐ委員  市民参加に関することは、市民が考えることであって、ここでそんなに事細

かく書くことではないと思うのですが。 

○小林委員長  「どういう形で参加するかというのは、押しつけられるものではなく、

市民が考えるものだということと、基本原則ですからあまり細かく書く必要ないのでは

ないか。」という回答をしてはどうかというご意見ですが、いかがでしょうか。 

○Ｄ委員  いいと思います。押し付けられるのは嫌です。 

○小林委員長  そうですね。では、これは「市民が考えること。」とお答えしましょう。 

  次は、市民の権利についての４０番から４２番です。 

  ４１番は、参加しないことの例を確認されていますが、そうですということですね。 
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  どうも、参加しないことを理由として不当な扱いを受けてはなりませんというところ

にご意見が集中したようですが、いかがでしょうか。 

○Ｐ委員  ここは議論の中で出ていたと思いますが、私たちの一方的な提案ではないの

で、あえて入れるべきだと思います。 

○小林委員長  ４０番の意見に対しては、文章として入れておくということですが。 

○Ｐ委員  はい。 

○小林委員長  「文章を入れておく。」ということとします。 

４１番、４２番の意見や質問にあたるようなところですが、これについてはどうでし

ょうか。 

○Ｐ委員  ご自身で判断をしていただくことで、お答えする義務はないような気がしま

すが。 

○小林委員長  というご意見もありますが、皆さんどうでしょうか。 

○Ｐ委員  ちょっと何か答えになってないとは思いますが、基本的にはご自分で判断し

ていただくことかと思います。 

○Ｔ委員  確かに、本当に民主的に運営されているかということになってくると、その

議論がいろいろされているのですが、絶えず集まってやれるところもあれば、１年に一

回しか集まらず今までのルールどおりに、ただやっているというところもあります。 

赤い羽根などの共同募金を、知らないうちにいつの間にか取られていると批判する人

もいれば、これはそういう地縁的な団体が良好な関係を持つためにそれでいいという考

え方もあり、その辺の話し合いをするとなかなか結論がつかないというのが実態です。 

本当は民主的にやってほしい、市民参加も自主的に参加できるような仕組みを、みん

なで話し合ってつくっていくというのが本当の地域づくりだとは思うのですが、こうい

うところが実態だと思います。だからと言って、それを書かずにいて不当な扱いがあっ

てはいけないということなので、意味はわかった上で多分おっしゃってみえると思うの

ですが。 

○小林委員長  個々のそれぞれの地域の実情、実態というのは、地域によって、自治会

によっても違うというのがあるでしょうから、これはいい、悪いというのはあまり軽々

しく批判はできないと思います。 

○Ｔ委員  干渉するわけにいかないですよね。 

○小林委員長  そうですね、直接的にお答えすることはやっぱり難しい部分もあると思 
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いますが、ここに書いたような参加できないことを理由として不当な扱いを受けてはな

らないというのが、どういうことかというのは「それぞれの区域で考えて、自治会で自

発的にやっていただきたい。」ということになりますね。 

  では、続いて次にいってよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  子どもの権利、４３番から４７番です。 

ご質問が１件と不要だという声が３件、それから、４４番は説明文のところで、すべ

ての人と書いてあるが保護者とそうでない人とは違うのではないかというご指摘でし

たが、どうでしょうか。  

○Ｌ委員  子どもの権利については、次の世代を担う子どものことを鈴鹿のまちづくり

の条例の特色として、あえて入れるということを議論して、外国人とともに特出しした

ような記憶もあるので、そのような言い方でいいのではないかと思うのですが。 

○小林委員長  特出しをするのであれば、高齢者や障害者にも当たるのではないかとい 

うご意見については、どうですか。 

○Ｏ委員  今の意見の続きなのですが、子どもの権利や高齢者の権利はもともと第３部

会で話し合ってきた部分です。あえて子どもは特出しにして高齢者はしなかったという

経緯があったのですが、高齢者をあえて外したというのは、高齢者といってもすごく元

気で活発な活動をしていらっしゃる方もいらっしゃれば、病気がちでという方もいらっ

しゃいます。いろいろな方がいらっしゃる中で、高齢者と括ることができるのかという

問題と、括る必要があるのかという議論があって、それはそこまでする必要はないとい

うことで特出ししなかった経緯があったと記憶しています。私の意見としては、このま

までいいと思います。 

○小林委員長  ご意見をいただきましたが、「この会としては議論してきた中で、子ども

についてはあえて別記したいということで意見をまとめてきた経緯があるので、これを

このまま残したい。」それ以外のものについて、あれもこれも全部特出ししていくとわ

けがわからなくなるので、「この会では一番議論や思いがある子どもについてのみ、特

出しをしました。」ということをお答えしていくということでよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

子どもは何歳ですか。というのがありますね。 

○Ｔ委員  権利は０歳からありますよね。ただ、発言するとか主張することができる年
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代はこれとは違うと思いますが、権利は生まれたらすぐにあるものだと思います。 

○小林委員長  子どもの権利条約も念頭にという説明でありますから、お答えするとす

れば、「権利条約は１８歳までが子どもですが、どんな活動に参加するしないについて

は、発達段階やそれぞれの子どもの状況に忚じて参加すべき。」というぐらいのお答え

でしょうか。  

ポツンと何歳から参加するというのは、なかなかここでは言えないと思いますので、

発達段階と子どもの状況に忚じて、参加できる子はしてほしいというぐらいだと思いま

すが、そんなところでよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○Ａ委員  説明文の、子どもは社会の一員であり市民です。というところなのですが、 

子どもに限定した感じになっているように思うのですが。 

○Ｎ委員  すべての人にというところが説明ではないのですか。 

○小林委員長  説明文の３行目のところですね。 

○Ａ委員  はい、そうです。子ども以外は社会の一員ではないのかという感じがしたの

ですが。 

○小林委員長  子どもも鈴鹿市のまちづくりに、能力に忚じてかかわることができ、参

加できることができると言っていますね。これは同じことを言っているにすぎないのか

もしれませんが、子どもは社会の一員であり市民ですというところは、ちょっと子ども

だけが社会の一員みたいに取れてしまって、違和感があるというご発言がありました。

わざわざ書く必要がないというささやきが、後ろの方から聞こえてまいりましたが、ど

うしますか。この一文取ってしまうと困るという方もいらっしゃれば、やっぱり要らな

いという方もいらっしゃると思うのですが、どうですか。 

○Ｂ委員  一員ではなくて、構成員としてはどうですか。 

○小林委員長  子どもはとすると、子どもだけが社会の一員や構成員みたいに聞こえて

しまうのが、ちょっと違和感があるというご発言だと思います。 

○Ｎ委員  別に取ってもおかしくはないと思います。 

そういうご意見があれば、また作業委員会で話し合えばいいと思います。 

○Ｉ委員  取るのが一番分かりやすいですよね。 

○小林委員長  では、説明の「子どもは社会の一員であり市民です。」という１７文字は、 

削除するということでもう一回、全体の整合性を見て作業委員会で考えるということで
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よろしいですね。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  次は多文化共生社会の実現、４８番４９番です。 

どうでしょうか。真逆の相反する二つの意見をいただきましたが、この会としては特

出しするということで提言案をまとめてまいりました。異なる意見が二つある以上、「も

ともとのこの会としての意見のまま書いていく。」ということでいきたいというお答え

でよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  続いて、住民投票について、５０番から５７番です。 

  教えてほしいという質問の部分５０番、５１番はすでに会場でお答えしています。 

  ５２番、５３番、５４番、５５番は常設型にする。あるいは市民が住民投票を実施で

きるような形にするのがいいのではないかというご発言です。５６番は、書かれる場所

がここじゃなくて手段のところ、まちづくりを実現する仕組みに書かれるべきではない

かというご意見でした。５７番は、住民投票というのはそもそも要らない、ここに書く

必要はないというご意見でした。 

これについては、この会でもある程度議論があったところで、意見が分かれていたと

ころでもあるので、市民の声をいただいた上で、あらためて住民投票はやっぱり常設型

の方がいいのか、それとも非常設型のままでいいのかを、もう一度この会で議論をしな

くてはいけないだろうと思っております。皆さん、いかがでしょうか。 

  方法として、５３番のご意見に対して、当日お答えした内容のところに書いてあるの

ですが、この提言案の中に、具体的に何歳だとか外国人が投票できるということを含め

て、常設型的な文言を入れるのは現実的に無理だろうと思います。ただ、ほかのところ

で書いている、別に定めなければならないという形で、住民投票条例をつくってくださ

いということを行政に言う常設型の住民投票条例が、この条例とは別に今後つくられる

必要があるという書き方で、常設型を担保するということは手法としては有だと思いま

す。 

まだ、常設型も非常設型も選択の余地としては残っていると思いますので、あらため

て皆さんにどちらがいいかご議論いただきたいと思います。 

今日、ここが一番大きな山だと思っているのですが、いかがでしょうか。 

○Ｊ委員  私はもう、常設型だと思っていますので。 
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○小林委員長  あらためてご発言があるかなと思ったのですが。 

○Ｊ委員  そうですか。しつこいと言われないかと思いまして。 

○Ｎ委員  今だったら、常設型という意見も出てきていますから言えますよ。 

○Ｊ委員  ただ、委員長もおっしゃるように時間的な問題があるので、後で常設型を前

提として検討するということしかもう方法ないでしょう。 

○小林委員長  もし常設型を前提とすればね。 

○Ｊ委員  すればです。 

○Ｔ委員  第３部会でいろんな意見が出てきて、最終的に常設型にせずにいこうという

ことで提案しました。作業委員会でもそのような話があったのだと思いますし、今あら

ためてこういうことを申し上げるのは何かと思いますが、個人的にはこういう議論をす

る前から、私はこれからの時代には常設型というのも念頭に入れる必要があると思って

いました。 

なぜそういうことを言うかというと、ここにも出てきますが、いわゆる住民自治基本

条例で細かいところまで全部つくっていくということになれば、当然そのところは時間

を取ってやっていくべきだと思います。一方では理念条例としてつくり上げていくまち

づくり条例であれば、そのことまで細かく議論し出すと、相当深いところまでする必要

があります。例えば年齢の問題や外国人の問題ですが、今世界では平均的に１８歳です

がさらに若くなっていて、日本だけがいつまでも２０歳というのはないと思います。ま

た、外国人の地方参政権の問題が法律にまで挙がってこようとしているときですので、

しっかりした議論をしないと煮詰まってこないと思います。 

  そうであるなら、ここは理念条例のままでこれを提言していくときに、そういう意見

もあるということをしておいて、今後これを運用していく場合に、さらにその部分が独

立した条例になるということも十分考えられると思います。 

しかし、そのことを同時に提言していくには、それを議論する時間的余裕がなかった

ということです。例えばオープンにして、もっと議論していたら相当時間かかります。

それをする値打ちのある内容だとは思いますが、３月というタイムリミットを考えると

難しかったというのが本音です。 

○小林委員長  どうしましょうか。 

○Ｉ委員  私も第３部会で議論した際、最終的に非常設型でいこうということで賛成し

たのですが、その理由の一つとしては、今回の条例の中に常設型でいろいろな条件まで
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含めるというのはバランスからいっておかしいと思ったからです。 

条例か規則の中で、別に定めるのが本来の進め方だろうということで、当然見直しを

していくことになって、５年後には見直しをするわけですから、その際に常設型の文言

を入れるのであれば入れると決めればいいのではないかと思いました。今の私の考えと

しては、やはり２年から３年の範囲の中で、今回の条例の中で別途定めるということで

進めてもらえれば一番いいかなと思います。 

○小林委員長  そうしますと、協働のルールなどと一緒で、住民投票についてはルール

を別の条例で定めてもらえるように、今回はしておけばいいということですね。 

○Ｉ委員  はい。 

○小林委員長  今出ているご意見からすると、雲行きがひっくり返って、別に定める条

例に従って市民から住民投票を請求することができるみたいな書き方で、住民投票条例

を別に定めてもらうような方向にしていった方がいいのかなという雰囲気になってま

いりましたが、ほかの皆さんはいかがですか。 

○Ｌ委員  ５６番の、住民投票は書かれる場所が違うのではないかという意見に関係す

るのですが、確かに指摘のように原則の中に入っているのはやはり場所がおかしいので

はないかというように思ってはいます。住民投票の部分を担保させるという意味で、ど

こに入るのかということを考えたのですが、やはり行政運営のところに住民投票という

項目を入れてはどうかと思います。 

行政運営のところは、ほとんど市がしなければなりませんとか努めますという表現で

統一していますので、例えば、住民投票を実施するよう努めますという表現で、もう少

し表現をきつくするような形で入れるのはどうかと考えました。 

○小林委員長  今のご意見だと、行政運営のところはみんな主語が「市は」となってい

るのですが、一方でここの主語を市民にした方がいいのではないかというご意見もいた

だいていると思うのですが、どうでしょうか。 

○Ｌ委員  たぶん、地方自治法で市民には条例を請求する権利があるはずです。そもそ

もこの住民投票の部分は、当然市民に請求権もあるのですが、市長が必要だと思った場

合にはそれにかかわらず別に条例を定めることができるという項目なので、常設までは

いかないのでしょうが、市はその必要があると考えた場合には条例をつくって、住民投

票をするように努めますというくらいの表現を入れるのでどうなのかと考えたのです

が。 
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○小林委員長  今のご発言だと、あくまでも市民は地方自治法に基づく住民投票条例の

制定の請求ということでいくというのですから、非常設型ですね。 

○Ｌ委員  そうですね。 

○小林委員長  非常設型でいいのではないかというご発言です。 

  これは、このままの状態で作業委員会でということになると辛いと思いますので、常

設型か非常設型かをはっきりと決め直した上で、作業委員会に送りたいと思うのですが、

どうしましょうか。 

○Ｏ委員  私も第３部会だったのですが、非常設型がいいという意見を言っていました

し、今でもそう思っています。私がそう思う理由は、やはり柔軟性というところです。

いろいろな課題が出てきて、その都度柔軟にこういう課題であればこういう範囲で選挙

権を与えて、こういう人に投票してもらえばいいというような対忚ができるのは非常設

型だと思うからです。常設型で、例えばこの範囲の人に選挙権を持たせるということを

決めてしまった場合は、やはり柔軟性は失われるだろうと考えます。 

今、別に定めることを義務付けるというやり方はどうかという案も出ていますが、定

めなければいけないということは、何らかのものをつくらなくてはいけないというわけ

ですので、やっぱりそれで柔軟性が失われるような気がします。 

何かつくることによっての常設ですので、柔軟性に富んだ常設型ということがありえ

るのかがちょっと分からないのですが、私は柔軟性が失われると思うので非常設型で、

かつ別に定めなければならないではなく、今の提言案どおりの義務付けすらしないとい

う考えです。 

○Ｄ委員  私は常設型で、条例を別途つくることを求めるべきだと考えています。これ

は市民のためのまちづくりであるし、市民の権利として成熟した市民社会を考えるので

あれば、その権利を謳わないというのはおかしいと思っています。 

何かあったときに条例をつくってくださいでは、これは社会としては成熟していない

という考えです。 

○小林委員長  意見を聴く会のときにいただいたご意見でも、何かあってからつくりな

さいというと、実際にはもうそれですでに議会はもめているからつくれないのではない

か。あるいは、住民投票を求める声が出てくるときというのは、住民と市長や議会との

意見が食い違っているようなときだから、市長や議会はそれを通さないだろう。結局、

住民投票ができないのではないかというご意見もありました。そういう意味でいうと、
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柔軟性が無くなってしまうような気もするのですが、どうでしょうか。 

○Ｊ委員  あれはショックでしたが、あの発言はそのとおりだと思います。 

○Ｏ委員  意見が分かれているときには、つくれないのではないだろうかということで

すか。 

○小林委員長  要するに、政治的にということです。 

○Ｏ委員  政治的にはそうでも、住民側からの要求でカバーできるのではないですか。 

○Ｄ委員  でも、住民投票条例は無いのですよ。 

○小林委員長  そういう状況であれば、住民の側から条例の設定を請求しても、結局そ

の条例は通らないのではないですか。 

一定の署名が集まったら否忚なしに住民投票が実現しますという仕組みがあれば、住

民側からも、もめているときに住民投票をしてほしいということが言えると思います。

しかし、単に条例の制定を請求するだけだったら、そんなものは通さないということに

なってしまって、結局、住民投票は永久に行われなくなると思うというご意見をいただ

いたわけですが、それに対してどう答えるかというところが難しいですね。 

○Ｊ委員  それこそ、リコールでもしないといけないのではないですか。市長はできて

も議員はリコールできるのでしたか。 

○小林委員長  できます。議員も議会の解散もできます。 

○Ｊ委員  市民からの要請でですか。 

○小林委員長  ３分の１の署名を集めれば、市民からできます。 

○Ｔ委員  なぜ、非常設型になったのかというのは、第３部会の議論がきっかけです。 

  市を二分するような大きな議論というのはめったに起こらない。そういうのは、例え

ば合併などで賛成、反対があって議会もそうですが、市民の側にもそれがあるというこ

とです。そういうことはこの先あまり起こらないということで、もし起こった場合には、

できるようにしておけばいいのではないかということで、そこから議論が始まりました。 

ところが、住民投票をやった方が早い決着が見られる場合もありますが、住民投票を

やって結果が出たのに、首長選をすると全く逆の結果が出て、ねじれがあったというこ

ともあるので、住民投票を乱用されるようになって混乱もあるということです。 

 そういうことを考えると、言われるように非常設型で必要なときにだけ必要な議論を

して、それに合うような方法でやっていくというところで落ちついたのですが、現実は、

これからはそういうことも含めてある程度考えておくことによって、乱用されると困り
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ますが、活かすことができるのではないかと思います。実際にそんな場面はあまりない

方がいいのでしょうが、備えあればというところで、そのような流れになっていくんで

はないかと思いました。 

○Ｂ委員  これは非常に難しいことですが、市民が求める住民投票と市長が求める住民

投票ということを考えると、すでにそのような制度があるということなので、住民投票

の内容によってはあまり時間をかけてはいけないということなので、そういうことを考

えると、迅速に実施できるということから、私は常設型がいいと思います。 

○小林委員長  何か問題が起きてから、時間がかからないようにするということですか。 

○Ｅ委員  この条例の中で、私が一番関心を持っているのが実は住民投票です。私は当

初から住民投票はすべきであるという前提でありました。先ほど、柔軟性の話もありま

したが、そういうことを言っても市民が本当に言える場というのは住民投票ではないか

と思います。 

運用の仕方というのはいろいろあるのかもしれませんが、常設型というのか言い方が

よくわからないのですが、住民投票ができていいというような書き方で、できたらいい

と思っています。 

○Ｈ委員  私も一緒で、今は常設型がいいと思っています。 

普段活動をしていて、いろんな予算が組まれていて、特に外国人のことですが、自分

たちが活動していることと随分遠い、現状と離れたところで予算が組まれているという

ことが、今結構起きているのでもっと政治の議論に市民の声が届くようにしないといけ

ないと思っていて、いくら予算をつけても無駄に使われるということも、最近すごく思

っています。何かあったからというのではなく、常にそうやって働きかけるということ

が大事なのかなと思います。 

○小林委員長  今のところ、常設型に傾いているご意見の方が７名、それから、もとも

との案のように非常設型の方がよいというご意見が２名という感じなのですが、残りの

皆さんはいかがでしょうか。 

○Ａ委員  これまでの鈴鹿市の例で、鈴鹿市と鈴鹿郡の合併する場合や、白子の場合で

も市長選で敗れたので鈴鹿市から分離しようということで住民投票をやりましたが、そ

のことで、まちが１０年ぐらい割れました。 

今回でも、鈴鹿市が亀山、四日市と合併するという議論のときも、住民投票という声

が上がりましたが、やはり鈴鹿郡と鈴鹿市とが合併するときに大きな痛手を受けている
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ので、そういったことはもう二度とする必要はないといって行わなかった経緯もありま

す。何でもかんでも住民投票というのではなく、話し合いでうまくいけば一番いいので

はないかと思います。 

○ｂ委員  今までの議論で、住民投票という言葉を市民投票にしなかったのも、小林委

員長のお話で、市民というのは概念を広く捉えているので、あえて住民投票にしていま

すということでした。 

ここで主語を「市民」にすると、広い意味の市民が出てきて、「市民は」を主語にし

て、「住民投票」という言葉を「市民投票」に変えて使うのか、「住民投票」はそのまま

で「市民は」にすると「市民とは」の議論が出てきて、かなりデリケートな部分もある

と思います。 

「市民は」「住民投票を」とすると、市民の定義も影響するのでどうなのかと思いま

す。上手く言えないですが、私は非常設型でいいのではないかと思います。 

○小林委員長  仮に、「市民は」が主語になると、それこそ旅行者も請求できるのかとい

うことになりかねないということが出てきて、その部分も整理をし直さないといけない

かもしれません。 

  時間も９時を回ってしまいましたが、今意見が割れているという状態で、収拾策とし

ては、どうさせていただきましょうか。 

○ｆ委員  この条文はこのまま生かした形で、説明の中で常設型も非常設型も今後検討

できるような書き方はできないですか。今話を聞いていても、私は今のところは非常設

型なのですが、常設型の意見をたくさん聞いていると、そっちもいいのかなと思うので

すが、やはりここで議論する時間が全然足らないと思います。 

○Ａ委員  作業委員会で議論してもらって、それをさわるという形でどうですか。 

○小林委員長  作業委員会にしたら、それは辛いです。 

○Ｎ委員  確かにｆ委員がおっしゃったように、説明の中でも非常設型が好ましいとす

る考え方ですと書いてしまっているので。私も非常設派ですが。 

○Ｊ委員  住民投票については、結論が出なければ住民投票について条例をつくるとい

うように提案をしたらどうですか。そうしたら、その条例をつくる委員会でどういう条

例をつくるかというのを、あらためて検討してもらえばいいではないですか。 

常設だとか非常設といわないで、というのは無責任過ぎますか。 

○小林委員長  いや、それは有でしょうが。 
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○Ｍ委員  提言案では非常設型にするというふうにみんなで考えたのですが、今日皆さ

んの意見を聞いていると、本当は常設型が本意だったという意見がたくさん出てきて、

これはどういうことなのか、そういう思いは全部抑えて非常設型と提言したこと自体、

私たちは無責任なことをしてしまっているのではと思います。 

私は常設型がいいなと思って話を聞いていたのですが、段々とまた分からなくなって

きてしまって、これって作業委員会に渡すわけにもいかないし、皆さんのそれぞれの意

見がいろいろあって、はっきりとしている方もあれば迷っていらっしゃる方もいるわけ

ですから、もう一回次のときにここの部分だけ何か話し合った方がいいのではないかと

思えてきました。 

○Ｎ委員  ２月に話し合うのですか。 

○Ｍ委員  そうです。 

○小林委員長  住民投票についてはもう一回みんな考えてきて、２月１８日に話そうと

いうことですね。 

○Ｍ委員  だめですか、遅過ぎますか。 

○小林委員長  いや、それも有かもしれません。 

○Ｅ委員  抽象論で話し合っているので余計分からなくて、例えば自販機を全部取って

しまうとか、お酒売り場を一切なしにするとか、住民投票をする場合の具体例を出して、

住民投票が合うのか合わないのかということを考えたらわかりやすいと思います。 

どんな事例になったら住民投票が行われるのかということは、本当は分からないです。

何となく賛成、反対があったときに、住民投票でと気楽に思ったとしても奥は深いもの

なので、市町村の合併がどうなのかということになると、市民の条例で決めるものかも

しれませんが、ちょっと話が大きいですね。 

  何か、ごちゃごちゃに考えて、住民投票になっているような気がしないこともないで

す。みんなで考える鈴鹿まちづくり条例というものに、国会議員が言っているようなこ

とを議論するものなのでしょうか。 

シンガポールだったらたばこを吸ったら罰金ということが決まっているのは、市民が

みんないいといったからそうなったのですね。鈴鹿市民として、みんなで決めるような

やさしい問題で決まっていないことがたくさんあるのではないでしょうか。 

○Ｌ委員  それにも関連するのですが、住民投票は一見するとすごくよさそうに見える

のですが、これからまちづくりでもめた課題の中で、○か×のどちらかにきれいに分か
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れるものはほとんどないと思います。逆に、合併というのも分かりやすそうなのですが、

○か×で決めてはいけないと思っています。それを○か×にしてしまうので、そういう

意味であまり住民投票の項目を私は重視していません。 

それよりも、みんなでつくっていくまちづくりを進めることを重視したいと思ってい

るので、あまりこだわりはないです。 

ただ、常設にしても、例えば○×でやってもそれで解決するかというと、絶対解決し

ないと思いますので、それも含めて非常設型で、もういいと思っています。 

○Ｈ委員  合併とかだと、ほかの市の選挙を見ていると市長選で合併賛成派と反対派と

いうように分かれているような気がします。住民投票にする内容は、実際何なのかとす

ると、自動販売機とかそういうことなのかということが具体的にはイメージできない部

分もあります。 

  今、共生を考える議員の会というところに事務局で入らせていただいていて、国会議

員や県会議員、市会議員の人たちと話す場があり、市民の意見としていろいろなことを

言うのですが、政治参加できるというか、何かそういう場があって自分はいろいろ活動

ができています。 

この住民投票とちょっとつながらないかもしれませんが、市民がもっと議会任せでは

なくて、予算のつけ方など行政がやることに対しても、自分たちのイメージに合ったも

のが反映されるような場所が、あまり周りにはないと思っています。 

ほかの県の人たちと話していて、外国人の問題だとそういうことがやれる場というの

は、今三重県では私たちの場所しかどうもなさそうなのです。そのように考えると、や

はり市民がもっと政治に参加できる形として、私は常設型というのは一つの方法として

あってほしいと思います。 

議会とか市の上の人たちがもめるようなことが起こりそうなときというのは、市民も

もめていると思います。ですので、それを自分たちでやりましょうというプロセスがい

るのではないかと思いました。 

○Ｎ委員  でもそれだと、投票に行くまでの過程の中に、話し合いでとか、そういった

テーブルがあればいいことであって、すぐに住民投票にはつながっていかないと思いま

す。 

○小林委員長  住民投票を常設型にするか非常設型にするかということは、今ここで言

っていても収拾はつかないということは良く分かってきつつあるので、方法としては二
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つです。 

今日は無理ということで、２月１８日までにもう一回みんな考えてくるということで

先送りにする案です。もう一つは、常設とも非常設ともつかない、要するにそれも含め

て、今後市で考えてもらうような文言にして、お茶を濁す。多分そのどちらかだろうと

思います。 

○Ｎ委員  今回、こういう議論をするということを皆さんに周知徹底していないので、

これはかなり議論した問題で、今回欠席の方たちにもやはりご報告して、ご意見を聞く

機会が必要だと思うので、一度持ち帰って宿題にしたほうがいいのではないかというの

が私の意見です。 

○Ｅ委員  さらにお願いできるのであれば、常設型と非常設型を対比したときに、長所・

欠点、こういう事例というような表があると、ひょっとして私も常設型と言っているけ

れども、よくよく見たらやっぱり非常設がいいという場合もあるかと思いますので、自

分でそれを見て変わるのではないかという気もします。そういうことで、もう少し分か

りやすくマトリックス式に書いたものがあって判断したいです。 

非常に大事なことだと思うので、その辺を法律の先生方も含めて、作っていただくと

いいなと思います。その他の意見のところに、常設型にすべきであるという意見もあっ

たと書いてあり、前に私も提案をしたこともあるのですが、やはり市民がこれを見ると、

中身が分からないだけに、やはりそうかなと思うかもしれません。 

しかし、実際としては常設型にしたら、大変なことがあるというのは全然私たちには

わかりませんので、気楽に常設型と言っているのかもしれないということで、もう少し

深く、この際勉強してみたいという気もします。ですので、もし送っていただけるので

あれば、その辺をマトリックスにした表も付けてもらうと判断がしやすいかなと思いま

す。それで賛否をとって決めてはどうでしょうか。 

○小林委員長  それでは皆さんのご意見として、今まで結構長い時間かけて議論をして

きましたが、今日ここでは結論は出さずに、２月１８日に出すことにします。 

今日ご欠席の方も多いので、２月１８日に皆さんが議論をするための材料として、マ

トリックスをつくるのは難しいかもしれないですが、以前、岩崎委員が常設型と非常設

型の違いのようなことを述べたことがあったと思います。それから、今日の会議で、そ

れぞれ常設、非常設について皆さんからこういう意味がある、こういうところは問題が

あるというご発言もあったと思いますので、それを抜き書きしたような形でしたら作れ
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そうですよね。 

事務局がうなずいてくれていますので、そういった資料は併せて皆さんにお送りする

ということです。 

これで一忚５７番までは見たところですが、思いがけず意見が分かれていろいろとご

意見をいただいたので、なかなかはかどっていないのですが、もう９時半です。どうし

ましょうか。 

最後までそれでもやるのがいいか、いや、もう勘弁してくれなのか、どうでしょうか。 

○Ｎ委員  私は作業委員会に入っているので、そちらのことも考えたいのですが。 

○小林委員長  皆さんに謝礼を払ったりする関係なのですが、事前に今日の会議の前に

事務局とお話をしたところでは、今までずっと月一回ペースで会議をやってきましたが、

今日は特にたくさんの欠席者がいらっしゃったりして、予算的にもう一回分ぐらいは会

議が開催できるそうです。ですので、２月１８日より前にもう一度会議を設定するとい

うのも一つの案ですね。  

例えば、来週あたりにもう一回会議を行って最後までいって、それから作業委員会を

して、２月１８日にもう一度やるということもできるのではないかと思うのですが、ど

うですか。 

○Ｎ委員  その間に作業委員会が入ってくるということですか。 

○小林委員長  来週であれば、例えば２月３日ぐらいにもう一回この会議をやって、そ

れから作業委員会を再来週にやって、１８日に全体会をやります。 

  例えば２月３日に会議をやるときに、過半数の方に出席いただかないと会議が開けな

いのですが、今日お集まりの皆さんのご都合はどうですか。 

○Ｎ委員  参加できる方、手を挙げますか。 

○小林委員長  いや、欠席の方が少ないことを祈って、欠席の方に手を挙げてもらいま

しょう。２月３日、欠席の方、挙手をお願いします。 

－該当者挙手－ 

○小林委員長  ４人ということですが、今日欠席の方でそれを補えそうですか。 

○Ａ委員  ３日と４日、どちらが人集まりそうですか。 

○小林委員長  ３日と４日ですか。４日でも場所は大丈夫ですね。 

 ４日だと出席できないという方、挙手をお願いします。 

－該当者挙手－ 
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○小林委員長  ４人で同じですね。では、ちょっとでも早い方がいいですね。 

○ｆ委員  全部作業委員会ですると考えたときに、作業委員会の日程はどうなるんです

か。 

○小林委員長  これから考えます。 

○ｆ委員  内容によっては、ちょっとでも早くしてもらった方が、後が楽かなと思いま

す。 

○小林委員長  では恐れ入りますが、もう今日は皆さん疲れた顔をされているので、問

題の先送りではありますが、２月３日の水曜日に行います。 

場所はどこになりますか。 

○事務局  この部屋が取れます。 

○小林委員長  では、２月３日水曜日に、ここの部屋だそうですので、もう一回、全体

会をしましょう。 

  それで私からの提案なのですが、保険を掛ける意味で今の状況からすると、万が一 

２月３日に過半数の委員さんがお集まりになれないという可能性があります。その場合

に、流会になるというのは非常にもったいないので、２月３日にお集まりいただいた

方々に、ここから先の部分の議論は一任するということを、ここで了解を取り付けてい

ただければ、定足数が足りていなくても集まった人たちの会議で、一任いただいてやれ

ます。 

○Ｅ委員  委任状を取るということですか。 

○小林委員長  ここで決議していただければ、委任状は要らないと思います。そういう

形で、２月３日は仮に集まれなかったとしても、会議は非公式な形であっても開いて、

この後の部分の議論をするということでいいでしょうか。 

－異議なし、の声あり－ 

○小林委員長  ありがとうございます。 

○Ｂ委員  特例としてですね。 

○小林委員長  特例としてです。それが常態にはならないようにしましょうね。 

  では、そういうことにしましょう。 

○Ｅ委員  この一番最後の４８番さんの意見というのは、こんな失礼なことを書いて、

一回ここへ来て説明してくれるというぐらい、反発してもいいのではないですか。 

○小林委員長  そうですね。 
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今日は全部読みながらやっているので、時間かかったという部分もありますが、配っ

ていただいていますので、残りの部分については目を通してきていただきたいと思いま

す。 

先ほどＥ委員が憤られたように、非常に無礼なご発言もあるわけですが、そういうも

のは切るという見当でいいかと思います。 

そういうことで、次回までによろしくお願いします。 

 

■４今後のスケジュールの確認 

○小林委員長  今後のスケジュールの確認です。 

今申し上げたように、とりあえず２月３日水曜日にお集まりいただきます。 

それから、全体会議としては、その次は１８日だと思います。それで、３月４日には

最終的にどう回答するか、修正も全部終わります。 

修正も全部終わり意見書の最終案を確定して、２５日に市長に提言書をお出しすると

いうことです。残りあと何回になるか、ちょっとよく分からなくなってきましたが、限

られた回数ですので、よろしくお願いいたします。 

 

■５その他 

○小林委員長  その他ですが、何かこれだけは今言っておかなければならないというこ

とはありますか。 

○Ｎ委員  確認ですが、２月３日は非常設か常設かというのも議論の議題に含めておい

ていいのでしょうか。 

○小林委員長  ２月３日には多分資料が出来上がらないと思いますので、１８日にやり

ましょう。 

○小林委員長  常設、非常設の話はちょっと一週間ではなく、資料が出来上がらないと

いう都合もあるでしょうから、期間を置いて２月１８日にしましょう。 

２月３日は、意見番号の５８番から先、まだあと１００個ぐらい残っていますから、

それをやるということですね。 

  ほかによろしいでしょうか。 

○Ｌ委員  できたら、作業委員会の日程調整をお願いします。 

○Ｎ委員  終わった後、やりましょうか。 
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○小林委員長  それでは、作業委員会の方はちょっと残ってください。 

○Ｋ委員  作業委員会って、作業委員会ですよね。 

○小林委員長  はい、かつての作業委員会です。 

○Ｋ委員  参加したいという方はいないのでしょうか。 

○Ｎ委員  新たにですか。 

○小林委員長  新たに作業委員会に参加したいという方があったら受け付けますが、よ

ろしいですか。辞めたいというのは無です。 

  事務局から何かご連絡はありますか。よろしいですか。 

○事務局  特にありません。 

○小林委員長  それでは非常に長くなってしまいまして、申し訳ありませんでした。 

以上で、第１７回みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会はお開きとします。

お疲れさまでした。 


