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第１８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２月３日（水）１９時～２２時 

場 所：市役所１２階 １２０５会議室 

出席委員：２１名（委員総数３４名） 

（有識者）岩崎恭典、小林慶太郎 

（公募市民）大石幸生、角井多万紀、吉川勝敏、嶋 かをり、髙野邦美、 

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、南条和治、 

横田美喜子 

（市職員）岡 憲利、小川国彦、三井かおり、森川洋行 

    （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 市民から寄せられた意見の整理について（前回の続き） 

 ２ 今後のスケジュールの確認について 

 ３ その他 

 

公開及び非公開の別：公開 

傍聴者：０名 

配付資料  ①事項書   

 

○小林委員長  皆さんこんばんは。定刻がまいりました。 

前回の会議は定足数ギリギリで冷や冷やしましたが、今日は皆さんにご出席をいただ

き、今２０名ほど集まっています。定足数に達しておりますので、今から第１８回みん

なでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会を始めたいと思います。 

  今日、２月３日は季節の変わり目，節分で、明日はもう立春です。暦の上では春とい

うことになりますが、我々の条例に向けての提言も、後数回となり、いよいよ大詰めを

迎えますが，長い冬を抜けてなんとか春にやっていて良かったなと、朗らかな気持ちで

市長に提言できるよう、今日もたくさん残っておりますので、引き続きいろいろとご協

力をよろしくお願いいたします。 
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■１市民から寄せられた意見の整理について 

○小林委員長  それでは事項書に基づきまして進めてまいりたいと思います。 

本来ですと、前回の会議録の確認を冒頭にやらなければならないのですが、先週の会

議で市民からお寄せいただいたご意見の整理が全部できるかと思ったら到底間に合わ

なくて、今日の開催ということになりました。ということで，前回の会議録は、一週間

しか経っていないということもあり、まだ準備ができてないということですね。 

○事務局  申し訳ありません。次回、まとめて会議録の確認をしていただきたいと思い

ます。 

○小林委員長  そういうことですので、皆さん申し訳ありませんが前回の会議録の確認

は、今回はなしということでご了解をいただきたいと思います。 

  前回の続きということですので、「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応」の中身を見てきていただいていると

思いますので、前回よりはスムーズに進めるだろうと期待して今日は進めていきたいと

思います。 

  前回、住民投票については、２月１８日の会であらためてどうするか検討しようとい

うことでした。２月１８日の会にお集まりいただく前に、常設型なのか非常設型なのか、

それぞれについてこれまでこの会で出されたメリット、デメリットを事務局で整理をし

て、ご参考のために皆さんに事前にお送りいただくということです。 

  １２ページ５８番の情報共有からです。この意見ですが、これはどうしますか。 

○Ｊ委員  これはこの会で協議することではなく、今後の市のあり方の方で、市として

整理してもらうことではないですか。 

○小林委員長  市としても受け止めなければならないのではないでしょうか。 

○Ｊ委員  この会は、条例の中でここに書いてあることをしてはいけない、だからだめ

だということができるようなものなのでしょうか。 

○小林委員長  基本的には違いますね。 

ただ、このようにおっしゃっていただいているので、例えば「我々としても情報共有

のあり方については、今後見直されていくことを期待したいと思っています。」という

ぐらいのお答えにしておきましょうか。 

○Ｊ委員  そうですね。 

○小林委員長  ほかの皆さんどうでしょうか。 
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○Ｂ委員  そういうようなことは、たくさんありますよ。 

○小林委員長  これから出てきますね。 

○Ｇ委員  この条例ができることをきっかけにして、ということを強調したいですね。 

○小林委員長  では、ここのお答えとしては、「私たち考える会としても、今回の条例の

検討をきっかけとして、情報共有のあり方が見直されるように期待しています。」とい

うぐらいのお答えにしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

―異議なし、の声あり― 

○Ａ委員  説明文の方でよろしいでしょうか。 

○小林委員長  そうですね、これは本文を変えるというこということではなく、あくま

でいただいたご意見に対する回答ということです。 

○Ａ委員  説明文の「この情報の十分な活用を努めるとともに」のところですが。     

○小林委員長  説明文の上から４行目ですね。 

○Ａ委員  「この情報の活用を努めるとともに」ではどうかと思います。 

○小林委員長  説明文を直すということですか。 

○Ａ委員  文章のつなぎがどうかと思って。 

○小林委員長  「情報の活用」ということですか。 

○Ａ委員  「十分な」がいるのかと思って。 

○小林委員長  一応考える会として提言案をまとめた経緯があります。それに対して市

民の方からいただいた意見について、直す所は直していかないといけないとは思います。

この部分は、特に市民の方から意見をいただいた訳ではありませんが、直した方が具合

はいいでしょうか。 

○Ａ委員  いつも私は、説明文の中ばかり意見していますが。 

○小林委員長  より分かりやすいものにしていく必要はあると思います。 

  皆さんどうでしょうか。 

  この説明文は、明らかな間違いとは言えないので、ご意見は、そのままにしておいて、

先に進んでいきたいと思います。 

  よろしいですか。 

○Ａ委員  はい，結構です。 

○小林委員長  では、次の協働にいきたいと思います。 

５９番のご意見というか、ご質問というか、アンケートでいただいておりますが、こ
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れについてはいかがでしょうか。アンケートに書かれているだけなので、どのような意

図、背景でいただいた意見かが尐しわからないところもあると思いますが、いかがでし

ょうか。 

○Ｇ委員  市民の権利の所に、「市民は、まちづくりに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。」と書いてあります。それを基本にして、不参加の方

への接し方というのは個人が考えればいいことなのではないですか、という言い方なの

かと思っているのですが。   

○小林委員長  考える会としては、不参加の方に対しても市民の権利であげているよう

に、不参加を理由として不当な扱いをしてはならない、ということでしょうか。 

○Ｇ委員  と思っています、くらいにしてほしいと思います。 

○小林委員長  このようなお答えでよろしいでしょうか。 

  皆さんうなずいていただいているので、よろしいですね。 

○Ｉ委員  いただいたご意見は「接し方は？」というように「？」になっているのです

が、実際まとめていくときには、いただいた質問や意見は、それをそのままもっていく

のですか。それによって答え方も変わってくるかと思うのですが。 

○小林委員長  それもどうさせていただくか、皆さんで検討していただきたいと思うの

ですが、どうしますか。 

いただいた意見について、多分このような趣旨だろうということで直すのがいいのか

どうか、この形で資料をつくるにあたって事前に事務局と話をしたときには、それをし

てしまうと文言がいじられてしまっているので、ご本人が出した意図と違ってしまい、

意見を出した人の中には自分が出した意見がないとおっしゃる方がみえるかもしれま

せんという話をしました。せっかくこちらは一生懸命答えたのに、そのように言われる

方がみえるのは本意ではないので、分量は多くなってしまいますが、できるだけ原文を

尊重した方がいいのではないかとは思っていたのですが、どうでしょうか。 

―いいです、の声あり― 

○小林委員長  では、原文をできるだけ尊重ということにいたします。 

  そうすると、ここもおそらくそういう形で書かれてきていると思うので、あまり補足

などをしないで「接し方は？」という「？」がついた形で書かせていただいてよろしい

でしょうか。 

―異議なし、の声あり― 
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○小林委員長  それでは、協働のところのご質問については、不利益な扱いはしない、

不当な扱いはしないという対応を望みたいということでよろしいですね。 

  続いて「市民・議会・市・職員の役割」についてまいりましょう。まず、全体に関わ

るご質問ですね。 

○Ｎ委員  ６１番の「議会基本条例との整合性は？」と言われましても、これは鈴鹿市

には無いですし、何に対しての整合性なのか分からないと思います。他の市町のものは

関係ないですよね。ですので、これはちょっと答えようがないと思います。 

○小林委員長  そうするとどう表現しましょうか。言われても答えようがないと書きま

しょうか。 

○Ｇ委員  答えようはないですが、答えようがないとは書けないですよね。 

○小林委員長  もっともらしいお答えを用意しないといけないとは思うのですが。 

○Ｎ委員  事実を書くだけですか。 

○Ｇ委員  強いて言えば、「議会基本条例は今のところ存在していないので、整合性につ

いては考えておりません。」 

○小林委員長  あるいはもう尐し加えて、「今後議会基本条例が制定される際に、議会で

ご検討されることになると思います。」くらいにしておきましょうか。 

あまり言わない方がいいですか。どうでしょうか。 

○Ｔ委員  私が聞くところでは、議会基本条例は、議会が検討を始めていたのですが、

考える会で十分な議論をして提言が出来上ってくるということを聞くと、議会だけが先

行するのはどうかということで、こちらの動きを見て、それに基づいてやっていこうと

していると聞いています。 

ですから、もしかしたらこの人はできるということを前提におっしゃってみえるのか

もしれませんが、できるかどうかということは分からないので、あまり突っ込む必要も

ないのではないかと思います。 

○小林委員長  今動きが無いというようなことは、あんまり言わない方がいいですね。 

○Ｎ委員  現在ないという事実だけですね。 

○Ｇ委員  議会基本条例が無いということは確かです。 

○Ｎ委員  この条例ができて、５年を越えない期間で見直しがありますよね。その時点

でできていれば、整合性ということは考えたらどうでしょうか。 

  でも、今は無いということだけでもいいかもしれませんね。 
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○小林委員長  無いのですが、もしかして議会基本条例をつくろうという動きとの整合

性ということを問われているのであれば、無いから知らないという言い方をすると、ど

う取られてしまうのかわからないので，もう尐し加えてもいいのかなと思ったのですが。 

○Ｂ委員  現時点では無いので、仕方がないのではないですか。答えようがないので、

それでいいのではないですか。 

○Ｎ委員  現時点では議会改革の委員会があって、 条例をつくるというのはそこなので

すか。 

○小林委員長  皆さんのご意見をうかがっていると、現時点では、「議会基本条例は鈴鹿

市にはありません。」ということでいいのでしょうか。 

○Ｇ委員  無いので、「整合性については特には諮っていません。」と書いてしまっては

いけないですか。無いものの整合性を諮りようはないという言い方ですよね。 

○小林委員長  諮りようはないのですが、議会基本条例をつくるという動きも一部であ 

り、それと併せていかなくてもいいのかいというご指摘だったとすると、それは諮りよ 

うがないというだけでは、ご質問をされた方にとっては、答えになっていないと思われ 

てしまうのかなと思うのですが、よろしいですか。 

 例えば、「現時点では議会基本条例は鈴鹿市には無いので、考える会としてはそこま

で踏み込んで考えていませんが、条例の制定、改廃は議会で最終的にご議論いただくこ

となので、仮に今後議会基本条例がつくられる場合には、整合性を含めてご議論いただ

けることになると思います。」というのは、ちょっと言い過ぎですか。 

○Ｎ委員  それは、議会の方が整合性を併せてくれるということですか。 

○小林委員長  最終的には、条例は議会が審議するので、議会で考えてくれるというこ

とになると思うということまで言わない方がいいですか。 

○Ｂ委員  そのような含みを持たせるということですよね。 

○Ｊ委員  仮に議会で議会基本条例をつくるような考えがあったとしても、私たち一般

市民は知らされていないですよね。知らないということは、そのような動きはないとい

うことに等しいということだと私は思います。 

  ですから、無いということは事実ですし、それでいいのではないですか。それが議会

の情報公開の一つだと思います。 

○Ｎ委員  公開していないことはないですよね。 

○Ｊ委員  すると言っていますか。 
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○Ｎ委員  ３年前から議会改革委員会の中でいろいろなことが検討されている中で、議

会基本条例を視野に入れた改革をしていこうということは、情報公開をすれば会議録も

見れますので、知らされていないということではないと思います。 

○Ｊ委員  市民には公開されていないですよね。 

○Ｎ委員  議会の議事録は公開されていますよね。 

○Ｊ委員  議会の議事録はどのような形で公開されていますか。 

○Ｎ委員  ホームページを見てもらえば、全部出ていると思います。 

○Ｊ委員  それは、ホームページを見なければ分からないということですね。 

○小林委員長  制度的に情報公開ということはあるのですが、十分に情報提供されてい

ないということですね。 

○Ｊ委員  紙面でされていないですよね。 

○小林委員長  情報提供というか、情報共有できるようなあり方でお答えされているか

というと、システム的にはそういう形にはなっていないという趣旨のご発言ですね。 

○Ｊ委員  そうですね、それではしたことになっていないと思います。 

○小林委員長  そこを議論し始めると大変になるので、ではここはどうしましょうか。 

  「議会基本条例についてはまだ鈴鹿市には無いため、それとの整合性というのは特に

この考える会では考えておりません。」というようなものでいいですか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  そのようにさせていただきます。 

  では、６０番、６１番です。 

  具体案、意見を十分にということですが、考える会でも相反する多様な意見が出てき

た中で、十分に意見を出し合って議論をしてこの提言に落ち着いたという経緯があるの

で、これ以上十分にと言われて、３４人全員が一致できるようなものがつくれるのかと

いうと、現実的になかなか難しいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○Ｇ委員  先ほど個別に一つひとつ答えていくということは決まったのですが、そのと

きに質問の表現をそのまま活かすのかどうかという問題提起がありました。 

例えばこの６０番と６１番は、多分答えは一つでいいのではないかと思います。小林

委員長がおっしゃったように、議論の過程ではたくさんのさまざまな具体案が出てきま

したが、これをここで議論してみんなで合意がとれるようにしていく過程では、この提

言のような形で今まとまりつつあります。ただ、私たちの議論はそこにとどまっている
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のではなく、議事録などでもたくさんの意見が出ていますし、具体案が出ています。市

にはこれを含めて、策定の際には参考にしてほしいと思っているぐらいの言い方でいい

のではないかと思っています。 

○小林委員長  「具体的なご意見は会議録に載っているので、それを参考にしてくださ

い。」ということですね。 

○Ｇ委員  市には、それを含めて参考にしてほしいと、常々申し上げています。 

○小林委員長  ６０番と６１番に関しては、このような答え方でよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  では、次の市民の役割にまいりましょう。 

  ６３番から６６番のご意見をいただいていますが、いかがでしょうか。 

○Ｎ委員  ６３番ですが、権利に対するものは責務ではないかと書かれています。最 

初、第３部会では「市民の役割と責務・権利」というタイトルで話し合ってきましたが、

ここに関しては、全体会で特に深く掘り下げて議論することもなく役割となったのです 

が、責務の方が良かったのかなとこれを見て逆に思ったのですが。 

○小林委員長  どこかで議論しませんでしたか。 

私もいつの会かという記憶は定かではないのですが、確かにこの権利の対になる言葉、

責務、義務ではないかという議論は会の中でありました。 

皆さんで議論する中で、この条例は義務的、強制的に何かを縛る、させるという条例

ではなくて、むしろ主体的に自分から担っていくということを期待していきたいという

趣旨の条例なので、責務ではなくて役割の方が柔らかくていいのではないかというよう

なことで、落ち着いたような記憶があるのですが。 

○Ｉ委員  先ほどの話は、作業委員会で話をして決まっていったと思います。 

○Ｇ委員  今のようなことを説明して書いておけばいいのではないでしょうか。 

○小林委員長  もう一度申し上げると、「考える会の中でも、権利の対になる言葉は責務

や義務ではないかという意見はありましたが、この条例は、義務的、強制的に縛るとい

う趣旨の条例ではなくて、主体的に担っていっていただくことを期待したい。そういう

趣旨の条例なので、役割の方が柔らかくて妥当なのではないかという結論になりまし

た。」このようなお答えをさせていただきたいと思います。 

  ６４番の主役としての責任というところの説明をということですが、ここはどうしま

しょうか。 
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  説明文に「自分たちで課題を解決していくことを認識し」とありますが、認識するこ

とがまさに自覚することだと思うので、説明はあるといえばあると思うのですが。 

○Ｇ委員  説明文にあるように、としてそれをもう一度繰り返すという方法もあります

よね。 

○小林委員長  回答で、答えるのですが。 

○Ｇ委員  主役としての責任なので、「最も重要な担い手で課題を解決していくというこ

とが主役としての責務だと解説文に書いてあります。」ではどうですか。木で鼻をくく

ったように答えるのはだめですかね。 

○Ｎ委員  「説明文にもあるように」と付けるのですか。 

○Ｇ委員  私なら付けますが、それは会の総意で決めましょう。 

しかし、出典は明らかにした方がいいと思うので「説明にあるように、主役としての

責任は、自分たちで課題を解決していくという責任の意味です。」ということですかね。 

○小林委員長  そんなところでよろしいですね。 

  ６５と６６番は、いまいち意味が取れていないのですが、事務局、今，アンケートの

原本はありますか。  

○事務局  はい。持っています。 

○Ｎ委員  この６６番の方は、牧田の会場でも同じようなご意見をおっしゃってみえた

方がいらっしゃったと思うのですが。 

○Ｇ委員  何が何に対して、後出しジャンケンなのですか。 

○ｅ委員  牧田の意見は、１３２番に書いてありますね。 

○Ｎ委員  市民を強制するものにはしないでほしいというようにおっしゃったことに対

して、小林先生が、そうではなくて逆に主導権を得るのだよというようなことを説明さ

れていました。 

その人と同じ人かは分かりませんが、牧田の会場でちょっと早く終わってしまったの

で、その後で実行委員会の委員長のところに、後出しジャンケンはやめてほしいと言い

にみえた方がいました。 

○小林委員長  ６５番も６６番も原文のままですよね。 

○事務局  そのままです。 

○小林委員長  参考までに市の職員の皆さんに伺いたいのですが、パブリックコメント

を行って、このような日本語の意味が通らない、何が言いたいのかが良く分からないご
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意見をいただいた場合というのは、市の場合はどのように対応しているのですか。 

○ｆ委員  すいません。６６番の横に書いてある３２というのは意見を言った人のこと

ですよね。その人の全体の意見を見たら分かるのかなと思ったのですが。全体を見たら、

その部分の行政としてのやらせというのも、ちょっと分かるのではないかと思うのです

が、どんな感じなのか事務局のアンケートはどうでしたか。 

○事務局  アンケートをお示しした方がよろしいですか。 

○ｆ委員  これは上から順番に書いてあるのですよね。その順番がどの意見なのかと思

ったので。 

○Ｎ委員  パブリックコメントを市が募集するときは、住所、名前、電話番号と年齢を

書いてくださいと言いますよね。 

○Ｉ委員  ３２番さんはアンケートですよね。 

○Ｎ委員  アンケートには名前などは書いていないので、提出された意見と同じ比重で

真摯にお答しなければならないのでしょうか。 

○小林委員長  アンケートには答えないということですか。 

○Ｎ委員  そんなことは言っていませんが、誰が書いたかが良く分からないのに、一生

懸命答えるものなのかと思いました。 

○Ｘ委員  自分がこうしたいということがあり、この提言案を見たときに、行政がやら

せていると思うのであれば、自分たちはこういう条例をつくっていきたいという対案を

出して質問をしてくるべきです。 

このような訳の分からない質問に、時間をかけて議論するのはどうかと思います。自

分が対案を出せばいい訳で、このようにみんなが見ても分からないような意見に対して

は、議論する必要はないのではないでしょうか。 

何か言ってくれば、それに対して回答すればいいのではないですか。 

○Ｔ委員  私の知る範囲では、専門的なことについてパブリックコメントをかけると、

相当突っ込んだ専門的な知識を持って質問してくる人がおり、その場合はかえって答え

は見つけやすいということです。 

ところが、ぼやっとした内容のものは、捉え方が違うととんでもない答えになって、

逆に一般の人が見たときに余計訳が分からないものになります。 

分からないものに答えるということ自体が、無理なので、答えなかったときに、何か

言ってきたら分かるように質問してくださいと言った方がいいのではないでしょうか。
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そうしないと、答えを見つけるのに、かえって間違った判断をされるときがあるという

ことだと思います。 

ですので、パブリックコメントとして出てきたからと言って、全てに適正に答えると

いうのはかえって難しいと思います。 

○Ｘ委員  無理ですよ。後から出てきますが、人がつくったものを批判するのは、簡単

です。それでは、自分はどうするのかと言うことが肝心で、ましてや訳が分からない文

面だったら、議論する必要はないのではないですか。 

○小林委員長  では、６５番と６６番については、「申し訳ないですが、ご意見の趣旨が

わかりかねますのでお答えいたしかねます。」というぐらいにしておきましょうか。 

○Ｘ委員  世の中にはいろいろ文句をつけてくる人がいるので、文句をつけてくるので

あれば、自分だったらどうするんだということを言わなければならないと思います。 

○Ｂ委員  混乱するだけなので、分からないものに無理に意味を求めようとしなくても

いいと思います。 

○小林委員長  「考える会としては、意味が取れないのでお答えいたしかねます。」そう

いうことでいきましょう。 

  次に，６７番～６９番の議会の役割ですがあまり関連がないようですので、一つずつ

答えていきましょう。 

○Ｇ委員  見つけられないのですが、６７番の議会の機能の活性化というのはどこに書

いてあるのでしょうか。 

○Ｎ委員  アンケートではないですか。 

○Ｇ委員  括弧がついているということは、どこかに書いてあるか我々が使ったという

ことだと思うのですが。 

  議会の機能の活性化が必要なことはわかりますが、書いていないものはお答えできな

いですね。 

○Ｎ委員  では、お答えできないということですね。 

○小林委員長  ６８番についてはどうでしょうか。 

仮定のことなので、制定されることによってこうなると考えていいのかということに

ついては、なかなかお答えしにくいかなと思うのですが、どうでしょうか。 

○Ｘ委員  役割や公開に関係があるかと思うのですが。 

実際、各派代表者会議は非公開ですので、そのことは合っているのですが、この会議
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を公開することが議会の役割かというと、それは情報公開ということとなります。そこ

との兹ね合いをどのようにもっていくのかが問題だと思います。 

○小林委員長  原文のアンケートでは、情報公開のところではなくて議会に書いてある

のですよね。 

○事務局  はい，そうです。 

○Ｘ委員  各派代表者会議は、議長が招集して各派の代表者を集めて議論する会なので、

行政がどうのこうのということではないです。確かに非公開ですが、ほかにもたくさん

会がありますので。 

もう一つ言わせてください。我々がまちづくり条例をつくると、絶対議会の刺激にな

ると思います。絶対、議会も議会基本条例もつくってくると思います。そのときに、こ

ういう文言も議会で議論していくと思います。 

○小林委員長  そこで議論されることですよね。 

○Ｘ委員  そういう動きが議会にもありますが、実際は様子を伺っているというところ

があります。 

○小林委員長  ６８番の意見を出された人は、議会の役割にこの質問を書いてきている

のですが、それが良く分からないですね。 

○Ｔ委員  条例ができたら市議会のあらゆる会議が公開されるかといえば、それは受け

止め方によって異なり、全て公開でできるわけではないので、そういうところまでこれ

は想定していません。 

個別の条例ができてきてそれを判断して、議会は議会の公開のあるべき姿を議論した

上で、この会議は公開しよう、これは非公開にしようということは今決めているわけで

す。特にここに情報公開を謳った訳は、今の情報公開条例のどこかをいじるということ

ではなく、それによって、議会の会議の公開が変わるというのはあまりないとは思いま

す。やはり議会側の判断が一番大きいのではないでしょうか。 

○Ｘ委員  平成９年に鈴鹿市情報公開の条例ができて、行政も議会もそれに沿って開か

れた市政を推進しておりますが、それではまだ不満足なのでしょうか。 

○小林委員長  どうでしょう。例えば、「情報公開、情報共有についてこの会の考え方は、

別の項目に書いてあるとおりですので、ここではあえて議会の役割の項の情報公開の事

を盛り込む必要はないと考えております。」くらいにしましょうか、 ここでこの質問を

されてもよく分からないということもあります。 
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では、ここはこのようなことにしましょう。 

６９番はどうでしょうか。議員も選挙で選ばれていますので、二元代表制の考え方か

らすると、議員さんたちも市民の代表者なのだという理解で私はいたのですが。 

○Ｘ委員  市長は執行権者で議会は審査機能ですので、間接民主主義で、執行していく

者と審査する者の両方を市民が選んでいるわけですので、この人の考えがどうなのかは

分かりませんが、両方とも代表ですよね。 

○Ｇ委員  「二元代表制なので、両方とも代表です。」と書くしかないですね。  

○小林委員長  考える会としては二元代表制と考えているので、議員さんたちも市長と

ともに代表だということをもう一度説明しておくということですね。 

  次、市の役割のところです。 

  ７０番はどうですか。「何が適切かはさまざまな意見があり得ます。具体的には今後市

で市民の声を反映させながら検討されることを期待しています。」くらいしか答えよう

がないかと思います。 

○Ｇ委員  「その検討をするときに、市民がどう参画するかの手続を決めたのがこの条

例です。」ということですね。市民の声を反映させるためにこの条例をつくっている、

そういう言い方をするしかないですね。 

○小林委員長  では、そういうことにしましょう。 

  次に職員の役割のところについてです。 

  ７１番から７７番までですが、もっと書けという意見といらないという意見がありま

すので、これはまとめてお答えしてもいいような気がします。 

○Ｐ委員  それでいいのではないでしょうか。 

○Ｔ委員  これも第３部会で意見が分かれたのですが、そこへ行くまではかなり紆余曲

折があったと思います。一つは、職員には本来やるべきことがあって、かなり明確にな

っているので、それをしっかりとやればいいということです。例えば市外に住んでいる

職員もいることを考えると、全ての職員に地域づくりに参加する役割を求めることは、

尐し無理があるのではないかという意見でした。もう一つは、もし自分が別のまちにい

たとしても、これは鈴鹿市の条例であっても、職員全体としてこれからの地域づくりに

対する意識を持っていってもらわないといけないので、自分のまちで活躍してもらって

もいいのではないか、という支援の側の立場で参加するという二つに分かれ、最終的に

は後者になったということです。 
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  どちらの言い分も分からないではないですが、あえて取り上げたということに、この

条例のちょっと踏み込んだところがあるというわけですね。 

○小林委員長  もっと書けという意見といらないという意見とあるので、間を取って

我々の提言のままでいいような気がするのですが、お答えとしてどうでしょうか。 

今、おっしゃっていただいたように、「ここの文章は、職員の気構えというか姿勢、

意識について書いているものであり、あくまでも、努力目標ですので、仮に参加しない、

できない職員がいたとしても、それで不当な扱いを受けることはありません。」このこ

とが一応全体のお答えにはなるかと思うのですが。 

よろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  続いては、まちづくりを実現する仕組みの全体に通じる意見です。 

  ７８番は、この条例の守備範囲のようなものをお聞きになっていると思いますので、

「地域活動も全市的な活動も含んだ、鈴鹿市をより良くする活動をすべて含みます。」

というようなお答えでいいかと思うのですが、いかがでしょうか。 

―はい，の声あり― 

○小林委員長  ７９番は、まちづくりの定義を入れるか入れないかということです。前

回、全部を見た後でもう一度まちづくりの定義について話しましょうということでした

ので、これは後で考えたいと思います。 

  ８０番はどうでしょうか。地区市民センターに期待しますということですので、「考え

る会としても、地区市民センターに期待しています。」ということですね。  

  ８１番は、並び順を考えるということなのでしょうか。 

○Ｔ委員  まちづくり活動センターのことを、地域づくり組織の前に書いてはどうかと

いうことではないですか。 

○Ｇ委員  （２）の地域づくりの組織と（３）の（仮称）まちづくり活動センターを入

れ替えるという意味ですか。 

○Ｉ委員  それもありかと、これを見て思いました。 

○小林委員長  私のイメージとしては、協働のルールはどちらかというと、地域を越え

た市民活動みたいなものも含めて考える話ですよね。 

  地域づくり組織は、地域的な地縁の組織ですので、ＮＰＯ的な話もあれば、地縁的な

活動もあれば、そういうさまざまなものを全部ひっくるめての組織です。（仮称）まち
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づくり活動センターが支援する場ですよということですので、この両方があってからで

ないと協働のことはなかなか言えないという気がしていたのですが。 

○Ｎ委員  作業委員会でも、今委員長がおっしゃったような話になりましたよね。 

全市的な活動をするものが（仮称）まちづくり活動センターで、活動もできるしいろ

いろな情報も得られるということで、流れ的にもそれが良いということでしたので、今

説明していただいたことを書けばいいのではないですか。 

○小林委員長  しかし、この方はまちづくりと地域づくりは別のものみたいなニュアン

スで、書かれているような気がします。この会の理解では、まちづくりというのは非常

に広い概念で、その中に地域づくり活動も含まれているということだったと思うので、

そのことを説明してお答えに変えましょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  では、個別の内容にいきましょうか。 

○Ｊ委員  ８１番に、総則などで地域づくりについて触れていただきたいということが

書いてあります。これは前文かどこかで見直すということですか。 

○Ｇ委員  今の説明の中で言うと、まちづくりの中に地域づくりが包含されているとい

うことで、総則のことについては答えなくてもいいのかと思って聞いていました。 

○Ｊ委員  では、そういう解釈にします。 

○小林委員長  前文でも地域コミュニティのことは書いてありますので、もし丁寧に言

うのであれば、「前文でも地域コミュニティの重要性については書いています。」という

ことですね。 

○Ｊ委員  人によって意味が同じでも言葉が変わってくるということですね。それだけ

のことですので、あらためて説明をする必要はないと思います。 

○小林委員長  総則をいじるということはしなくていいのではないですか。 

  よろしいですか。 

  続いて８２番、協働のルールづくりです。 

 これは、文章としてどういうことをおっしゃりたいのかよく分かりませんが、それこ

そ「説明にあるように、この条例に定められている『市民参加』『市民の声の反映』な

どの考え方に従って、広く市民の声を聴いてつくられていくことを期待しています。」

というお答えですね。 

○Ｇ委員  「その中で、おっしゃるようなことは具体化されていくのではないでしょう
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か。」ということも、これしかないのではないでしょうか。 

○小林委員長  ここでは今具体的なことは書けません、ということですね。 

○Ｇ委員  それだけ言っておけばいいですね。 

○小林委員長  次にいってよろしいでしょうか。８３番地域づくりの組織ですね。 

  具体的に、我々のこの提言案の文章の内容を変えてほしいというご提案ですね。修正

案１だったらいいという気が私はしていますが、いかがでしょうか。 

○Ｎ委員  １だったらいいですが、「等」はなるべく使わないでほしいと市長が言ったの

ですが、使いますか。 

○小林委員長  地区市民センター区域、公民館の区域に必ずしも限定されない可能性も

あることから、いただいたご意見を活かして文言を修正し、「公民館の区域などとし」

としましょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  次の８４番ですが、これも上手くイメージが伝わってなかったのだろう

と思うのですが、地区市民センターは、これまでどおりと言ってしまうと語弊があるの

かもしれませんが、これまで以上に役割を果たしてもらう必要があります。「地区市民

センターは地域づくりの核となる組織ですが、（仮称）まちづくり活動センターは、個

人もＮＰＯなどのさまざまな市民活動団体も、そしてもちろん地域づくりの組織も、全

市的に利用というか活用できる場。」ということですね。 

○Ｎ委員  自治会もですよね。 

○小林委員長  もちろん自治会もです。そういった「あらゆる団体や個人が活用できる

場となることを期待しています。」ということで、多尐住み分けは違うということも説

明すればいいという気がするのですが、どうでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  ８５番はどうしますか。「センター長の質的・量的負荷の対象が必要か？

人材はいるか？」 

○Ｎ委員  お答えできません。 

○小林委員長  適材適所されることを期待していますとしか言いようがないですよね。 

「適材適所の配置をされることを期待しています。」ですね。 

それでは次のまちづくり活動センターです。 

８６番と８７番、は要らないということですね。 



 

 ―１７― 

どうしましょうか。まず、８６番８７番は要らないという意見ですが、まちづくり活

動センターが設けられることを前提としたご意見も多数いただいておりますので、「考

える会としては、この提言の中でまちづくり活動センターの定義も位置付けていこう。」

という回答でよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  続いて名称ですがどうでしょう。 

市民の意見を聴く会のアンケートも参考にしながら、最終的に名称については我々の

案を決めなければなりません。 

  ここまでの今あがっている意見は、８８番はまちづくり活動センター、８９番も市民

活動だと既成概念があるので利用しにくいので、まちづくり活動センターでいいという

ご発言でした。９１番もＮＰＯ法なんて知らない、関係ないからまちづくり活動センタ

ーでいいという趣旨のご発言かと思います。 

  一方、９０番は、まちづくりを狭い範囲で捉えてしまう市民の方もいらっしゃるかも

しれないという懸念を示されています。９２番は、一般公募してはどうかというご意見

でした。 

  意見を聴く会の会場でのアンケートですと、まちづくり活動センターでいいのではな

いかという方は２１名、市民活動センターの方が良いとされる方が１０名です。 

事務局、その他の具体的な自由記入というのはありましたか。 

○事務局  なかったと思います。 

○小林委員長  その他というところに○だけ付けて、具体的な提案はなかったというこ

とですね。 

○事務局  一般公募で決めるとか、特に具体的なものはなかったです。 

○小林委員長  ということだそうですが、皆さんどうしましょうか。 

○Ｊ委員  ここでいう市民活動というのは、どういったことを言っているのですか。 

８８番と８９番は。市民活動というと従来の市民活動をイメージしてしまう、と書か

れていますが、市民活動のイメージの意味が分かりません。 

○Ｎ委員  このお二人はまちづくり活動センターでいいのですよね。 

○小林委員長  それではこのような答えはどうでしょうか。 

「市民の意見を聴く会や、パブリックコメントでお寄せいただいた意見の中では、ま

ちづくり活動センターを押す意見が多かったことも踏まえ、考える会では、提言の中で
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は、(仮称)まちづくり活動センターとして提言していきますが、実際に拠点施設がつく

られる際には、提言の中でも書いた市民の声の反映という観点から、名称自体の一般公

募も含めて検討されることを期待しています。」でどうでしょうか。 

公募してはどうかという人にも配慮をしつつ、提言に名前がない状態で出すわけにも

いかないので、（仮称）まちづくり活動センターという名称で、本体の方はいじらない

という回答でいかがでしょうか。 

○Ｔ委員  最近の手法ですが，ジェフリーのように、条例上の名称は（仮称）まちづく

り活動センターとするけれども、できた後は愛称を募集して、それでみんなに活用して

もらうという手法が取られるのではないかということを期待しています。 

○小林委員長  そういうことも含めて、市民の声の反映を求めていく提言ですので、聞

いていただけるだろうと思います。 

  このような答えでいいでしょうか。 

―異議なし、の声あり― 

○Ｘ委員  また話が戻るようなことになるかも知れないですが、地域づくり組織という

のがありますよね。これは、２３地区の地区市民センターを中心に動いているところと、

そうでないところがありますが、それでいいですね。 

  まちづくりセンターというのは、ＮＰＯやボランティアさんなど地域から出て鈴鹿市

内でまちづくりのために活動していただくところ、その受け答えをする拠点ですが、は

っきり言ってジェフリーの場合は課題が残っていますが、それ以外の所で行政と対応さ

れている方もいいのですよね。 

  拠点をつくりますということになると、鈴鹿市内に何箇所かつくるのですか、それと

も市役所の中につくるのですか。 

  その辺をはっきりしておかないといけないと思います。例えば、地域のＡさんが、鈴

鹿市とは違うところでボランティアしており、また鈴鹿市の文化課と対応してみえて上

手くいっているとします。まちづくり活動センターというのは、全市的にこれから地域

づくりを始めようとする方やいろんな方が相談にみえるところでそれをつくろうとし

ているわけですね。それを対応する場所はどこでやるのですか。 

○小林委員長  具体的な箱物はどこに置くのかということですか。 

○Ｘ委員  箱物はつくってはいけないと思っています。 

  それは本庁でやるのか、どこかの場所に拠点をつくるのかで箱物を新しくつくるとい



 

 ―１９― 

う意味ではないです。 

○小林委員長  おそらく、具体的にどこの場所でということではないですね。 

○Ｘ委員  具体的にどこの場所かということは、分からないということですね。 

○小林委員長  具体的にこのスペースを使いなさいということや、拠点の数ということ

は、考える会としては今まで検討してきていないと思います。 

  これまでのように、市役所の個別の窓口で相談されたり、市との関係でやっていかれ

る方がいてもそれはそれでいいと思いますが、団体さん同士のマッチングみたいなこと

をする場所がないので、そういう機能ができてくることを期待されているのだろうと思

います。 

○Ｔ委員  まちづくり活動センターの役割については、今度２８日に開催されるＮＰＯ

支援講座で、市民活動センターのことだと思いますが、それをどういうふうにやってい

こうかということをテーマに、いろいろ議論されるのですよね。 

まちづくり活動センターや市民活動センターは、どういうものを想定して書き込まれ

たのかということを想定したとき、自治会の活動のもとである自治会連合会を市民活動

の一つだと捉えれば、今は出ていませんが、ここに事務局を置くという話がもし出てき

たら複雑な難しい話になる要素はあります。 

  市の中に自治会連合会の事務局があります。地域づくりの方は地区市民センターに事

務局を持っている所もあれば、独自に事務局を持っている所もあります。地区市民セン

ターが全部やっている所もあります。 

  独り立ちして活動をしていこうと思ったら、行政から離れて独立していくのがいいの

ですが、支援をしてもらう必要はあります。一般のＮＰＯ団体や市民活動をしているい

ろいろな団体は独自でやっていますが、どこかに仮に箱物を整備するとしたら、どこか

を拠点にし、共通の目的で何か使えるような施設にすれば、今は拠点がないところも、

拠点とする、活躍する場ができるということがこれから検討されるのですね。 

○Ｄ委員  パネルディスカッションの後に、グループに分かれて意見交換会をします。 

ただ、まちづくり活動センターの範囲は広いということをこの場では言っておられた

のですが、実際にそれは鈴鹿市の中での活動に限定しているのか、限定できるのかとい

うと、ＮＧＯはどうなるのですかということになるので、ＮＧＯの人たちはまちづくり

かと言われても違うと思います。考えているミッションや広さが違いますし、そして他

県にも事務局がある場合は、ＮＰＯ法人は内閣府が認可することになります。ですので、
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市民活動というのは、いわゆる自治会も含めていろいろな活動団体がみんなが入らなけ

れば意味がないのです。 

それにもかかわらず、みなさんはこのまちづくりは広いよと言われると、私はちょっ

と、ということで抵抗感があります。 

○Ｔ委員  名称はともかく後にして、これがどういうイメージでこれから動いていくの

かは、意見がまだまだ成熟していない中で何を想定したのと言われると、分かりにくく

なるとは思っています。 

これは必要ないという意見の方もアンケートでは二人みえますが、何らかの形でまと

まってやる場が必要だということを多くの人が思ってみえると思います。 

○Ｘ委員  必要あると思いますし、現在やってみえる方もみえるわけですね。 

私が言っている地域づくりの組織というのは、私の地区の例で話がまた逆転して申し

訳ないのですが、自治会の全員が入っていて、自治会を含めてまちづくりを行っていま

す。その中にも、平田に行って介護のボランティアをやっていますという方も見えます。 

そういう方は、ありがたいことですので、そのような活動をしてもらえばいいわけで、

我々の活動に囲うことではございません。 

まちづくり活動センターというのは、これらの人たちをまとめるところなのですか。 

○Ｊ委員  ちょっとよろしいですか。 

  これは、第２部会でだいぶ検討いたしまして、最終的にはセンターというからには、

鈴鹿市に一箇所くらいあればいいだろうと思います。ボランティア活動というのは、世

界的な規模から隣近所の活動まで幅広くて、そういうもの全てを指して、それらの情報

交換ができるというのが一番の大きな役割ではないかと思います。ボランティアを募集

するとか、そこに行って募集記事などを掲げる、やりたい人がそこへ行けばこういうボ

ランティアがありますといって情報交換ができる、またボランティアとはこういう気構

えでやらなければならないなどの、ごく初歩的な話や研修が受けられるなど、そういう

多様なものが行われる場所だと思います。 

現在は社会福祉協議会で、ボランティア連絡協議会もつくっておりますが、それをも

う一歩も二歩も発展したようなものをイメージして話し合いを進めました。その中には

当然自治会や地域のグループも入りますし、介護関係からあらゆるボランティアが入っ

てくる、そういうイメージでつくりました。 

○Ｄ委員  ご参考になるかどうかは分かりませんが、確かに地区市民センターは各地区
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の地域づくりの拠点ということで、それがなければなかなか活動ができないし、必要な

ものだと思います。 

  ただ、ここのチラシにあるように、市民活動センターをつくることについては、社会

福祉協議会のボランティア連絡協議会の方々、ジェフリーすずかに登録してみえる方々、

それとまちづくり協議会の方々もみんな関係するので意見交換会のようなものに参加

いただきました。 

  私は、まちづくりの方々に、市民活動センターについての意見交換は難しいかと思っ

ていたのですが、お伺いすると今日は面白かったと言っていただきました。私自身も面

白くて、なぜかというと、まちづくり協議会をやっている方々が、自分たちの課題や相

手がどんなことをやっているかということを話す機会がなかったということなのです。

こういうことがセンターの機能なので、情報共有をしたり、発信したり、そして、それ

を自分たちの活動に持ち帰れるということをイメージしないと、市の中で必要なものは

イメージできないかと思います。 

○Ｘ委員  余分なことを言ってしまって。 

○小林委員長  どうしても限られた時間の中でまとめてきていますから、市民の方から

ご意見いただくと、これはどういう意味だろうと疑問に思うので、共通理解を諮ってい

かなければならないことが出てきます。決して余分なご意見ではないと思っております。

ありがとうございます。 

  今ご発言いただいているように、具体的な活用方法や機能などは、正直まだ詰められ

ていないところはありますが、どのように思いますか。 

今後改めて条例の趣旨に則って、市民の声を聴きながら市の方でご検討いただくこと

になるだろうと思いますが、まだ議論が煮詰まっていないからと言って、まちづくり活

動センターを整備してほしいという文言をここに入れないのかといえば、そうではない

というのが大方の意見だろうと思います。（仮称）まちづくり活動センターということ

で、今おっしゃっていただいたように、市域を越えて、地球規模のことを考えているＮ

ＧＯなどの団体はどうなるのかということですが、そういった団体も鈴鹿市の中で活動

されることがあるのであれば、利用できるようなものになっていくべきであると補足で

書き加えておく形でいかがでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  ９４番も、今後既存の施設の活用等については具体的に検討いただくと
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いうことで、それも今の答えに含まれるだろうと思います。 

  次は人材育成の９５番と９６番です。 

  これは、どうでしょうか。 

○Ｄ委員  センターに求められる機能の一つに，人材育成があげられますので、そうい

うことも入っています。そのような意味でもセンターは必要です。 

○小林委員長  「ご意見をいただいたように、非常に厳しい状況にある人材確保や、リ

ーダーの育成を進めていくことが必要であることからも、この人材育成の項目を書きま

した。同時に、今おっしゃっていただいたように、人づくりの機能を担うためにもまち

づくり活動センターが機能していくことを期待していく。」というお答えにしましょう

か。 

―はい，の声あり― 

○小林委員長  行政運営にいきます。まず全体を通して９７番から１０１番までですが、 

まず、９７番９８番の苦情処理規定ということですが、いかがでしょうか。 

○Ｉ委員  苦情処理規定はすでにあるのではないのですか。苦情処理の規定はあって当

然だと私は思っているのですが。今の鈴鹿市にはないのですか。 

○小林委員長  条例でということですか。 

○Ｉ委員  条例というか、規則みたいなものでないのですか。 

○ｅ委員  市民の声対応マニュアルというようなものはありますが、苦情に限ってとい

うのは、ちょっと覚えがないです。 

○Ｘ委員  なくても苦情処理はしているのではないですか。 

○Ｔ委員  それはしていますよね。しかも文書は、個人情報は別にして情報公開の対象

となっていますので、システムとして入ってきたものは、メールであろうと市長への手

紙であろうと、個人への要望であろうと、公開しなさいということになっていると思い

ます。 

○Ｉ委員  そのような要綱や規則というものが、当然あるように思ったのですが。 

○小林委員長  あれば、こういうのがすでにありますということで、ここであえて書か

なくてもいいですよね。 

○Ｔ委員  確認を取ればそういうことはありますよね。 

○Ｇ委員  ただ、ここは条例として苦情処理の条例がいるのではないかということが言

いたいので、それが要綱や規程で行っているのであれば、条例化すべきなのではないか
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ということだと思います。 

○Ｘ委員  市民から行政に電話がかかってきますよね、ほとんどが苦情です。規程をつ

くらなくても要綱がなくても、それを処理しているので、わざわざ条例化しなくてもい

いのではないかと思ったのですが。 

○Ｔ委員  ちょっと突っ込みすぎるといけないかと思うのですが、前回住民投票の話が

出ましたので。 

行政運営の市民参加の手法でのところですが、パブリックコメントも市民参加の手法

ですし、公聴会もそうです。そういう意味では、住民投票も一つの手法です。 

  私が提案したいのは、行政運営に市民の声の反映が含まれるので、行政運営そのもの

を市民参加の行政としてはどうでしょうか。なぜかと言うと、それを、これから議論さ

れる市民参加条例に持っていくということです。 

市民参加条例のことはここには書けません。何もかも書き上げるということは非常に

難しいので、住民投票や苦情処理のことなどをそちらに持っていって、一つの手法とし

てそういう形にしたらどうかという提案をさせてもらっています。そこに苦情処理は広

い意味での市民参加の手法として謳ったらどうかということです。 

あくまで市長が整理しなければならない、市民参加の行政のところに書き込んでいっ

たらどうかということです。市民参加条例はあちこちでつくっていますよね。鈴鹿市は

住民自治基本条例の中で謳ってはどうかということだったのですが、あまりにも多すぎ

てここには書き込めないので、だったらそれとは別のところにゆだねるという形を取っ

てはどうでしょうか。 

行政運営は非常に大事なところなので、また意見を出し合ったらどうかと思います。 

○小林委員長  そうすると、苦情処理のことについては、どこか別にそのことを定める

条例をつくるように文言を変えるということですか。 

○Ｔ委員  そこではそんな細かいことは書きません。 

○小林委員長  では今おっしゃったのは、５の行政運営というタイトルを変えるという

形で対応しようということですか。 

○Ｔ委員  住民投票がどのような議論になっていくかが分からないので、もしそうなる

ならば、市民参加の行政というタイトルで、そこにいろいろ移ってくるのではないかと

思います。そこに仕組みを整理し、市長は活用しなければならないと書いておけば、そ

れを全部包括したものが、市民参加条例のようなものになるのではないでしょうか。 
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○Ｇ委員  考え方としてはすごく分かるのですが、住民投票をどのように考えるかでだ

いぶ変わってきます。それは次回のこの場で、最終的な議論をしようというときに、生

じるのであって、今の段階では、提言案の章立てで議論をしていた方がいいような気が

します。 

○Ｔ委員  ちょっと、突っ込み過ぎましたか。 

○Ｇ委員  それは記録しておいて、忘れないようにしようということですね。 

○小林委員長  苦情処理はどうしましょうか。 

○Ｎ委員  ９８番のご意見というのは、白子地区市民センターでいただいたものですよ

ね。 

○Ａ委員  発言された方は、地域でマンションができたときに、行政の方へ相談に行っ

たら回答がなく、独自で業者と折衝をしたのですがなかなかはかどらずに、業者は自治

会を通さずに個々の家を回って承認を得ました。 

そのときに、自治会は行政としてはどのように対応するのかということを言ったので

すが、回答が得られず、今後そのようなことが起こった場合に、どうすればいいかとい

うことでのご発言です。 

○小林委員長  確かに、この会ではあまり苦情処理は考えてこなかったですね。 

○Ｎ委員  他市の自治基本条例を見ると、ということを言われていましたよね。 

  今見ているのですが、他の市では苦情等への応答義務等ということで、話を聞き、説

明をして、救済をするという三本立てで条例を書いているところもあります。鈴鹿市は、

その観点では考えていなかったので、見落としたかなとも思います。 

 一度検討して欲しいと書かれていますね。 

○小林委員長  一度作業委員会で検討してみましょうか。 

○ａ委員  やはり盛り込まないといけないでしょうか。 

○小林委員長  今まで我々が検討してこなかったことで、検討した方がいいということ

が出てきましたので、検討した上でどうお答えするかということにしたいと思います。 

  今日は比較的スムーズに進んでいて、今まで一つも作業委員会で検討するということ

にはなっていませんので、これは仕方が無いですね。 

  次に９９番ですが、答えようがないと思いますが。 

○Ｇ委員  「そうは思いません。」でいいかと思います。 

○小林委員長  １００番は、「この章は必要だと考えたから書きました。」ということで
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すね。１０１番は、「意味が分からないのでお答えいたしかねる。」ということです。 

  よろしいでしょうか。  

  では，次、肝心の市民の声の反映のところですが、皆さん納得したのか満足したのか

は分かりませんが、ご意見はいただいておりません。 

    次の説明責任のところ、１０２番です。「説明責任はどこまで求めるのか。広報に出

した、ＨＰに載せたということで説明責任を果たしたといえるのか。」ということです。 

○Ｇ委員  文書をよく見ますと、そのようなことは書いていません。 

○小林委員長  「説明文にあるように、その内容や効果に至るまで、市民の理解が得ら

れるようにわかりやすく説明することであると考えています。」としか書きようがない

ですね。 

  続いては情報公開です。１０３番から１０７番までどうでしょうか。 

  １０４番はジェフリーで会場から出たご意見でしたので、すでに会場で、「名簿の公開

ということについて具体的なことまで想定していませんが、担当課の対応や担当者によ

って変わるのはおかしいという議論がありましたので、そのようにならないためのルー

ルを別につくる必要があるということだけが書いてあります。名簿によって公開するの

かしないのかということを、細かく場合分けした規定がつくられていくはずだというお

答えをしております。」そのようなことを改めてお答えすればいいのかなと思うのです

が、それでよろしいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  ありがとうございます。 

  よろしくなかったと言われると、ジェフリーでの私の回答はダメだったということに

なってしまいますので、ありがとうございます。 

  １０３番は「どのような情報を提供してくれるかよくわからない。」ということですが、 

どのような情報が提供されるかも含めて、別に仕組みが定められることが期待されるの

で、分からないのは当然ですよね。 

○Ｎ委員  １０３番の回答を１０４番の回答につなげていくのですか。 

○小林委員長  そうですね、「どのような情報を提供されるかは分からないが、担当課に

よって対応が異なるということがないように、ルールが明確になることが期待されてい

る。」ということですね。 

  １０５番、具体的に処分がということは答えようがないと思うのですが、 これはどう
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答えればいいのでしょうか。 

○Ｇ委員  尐なくとも、そのように考えておいていいのかと言われたら、それは違うと

言わざるを得ないのですが、そんなことを言う必要もないと思います。 

○小林委員長  個別の処分のことについては会としてはわかりかねますが、すべて条例

に基づいて処理されることになるのは当然である、ということですよね。 

○Ｇ委員  個別の案件については触れないということですよね。 

○ｆ委員  情報公開条例違反というのがよくわからないです。情報公開条例違反をした

場合に情報公開条例に基づいて処分ということですが、情報公開条例には処分の規定が

ないと思うのですが。 

○小林委員長  ですので、このような個別の処分のことについては答えようがないです

よね。この会の管轄を超えている話でもあります。 

○Ｔ委員  情報公開条例に違反して公開しないのではないかということになった場合は、

不服申し立てをして、情報公開審査会にかかることになります。審査会で公開決定の判

断が出ると、非公開の決定を覆して公開されるということになります。それを自分の判

断で違反だと言ったところで、それは共通の違反とはまだなっていません。結果として

そうなった場合に、それを正しいものに変えるために多分審査会があるのだと思います。 

○Ｇ委員  もしそれが不満であれば、裁判を起こしてもらっていいのですが、しかし、

せいぜい是正したほうがいいよというぐらいですね。 

○小林委員長  仮の話に踏み込んで、具体的に審査会がありますとまでは言えないし、

言う必要もないと思います。 

考えておいてもいいのかというところは、条例ができることのメリットと書いてもら

ってあるので、「個別の処分のことについてはここでは判断いたしかねますが、この条

例ができることで、仕組みなどはより明確になることは期待される。」としておきまし

ょうか。 

○Ｙ委員  それくらいでいいのではないですか。これには個人感情がだいぶ入っている

のではないかと思いますので、この会で考えることではないと思います。この会として、

情報公開のそういったことに対してどのように取り組んでいくか、考えるかということ

で、このようになったということを分かってもらえたらいいので、その人の感情にまで

答える必要はないと思います。 

○小林委員長  １０６番は、なんとも言いにくいのですが。 
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○Ｇ委員  これは、情報公開請求でいいですか。情報公開しなくてもいいという認識が

あるので、と書いてあるのですが、誤植ではないですよね。 

○小林委員長  これは会場でのご発言で、情報公開請求しなくてもいいという言い方で

したよね。情報提供がされるようになれば、いちいち請求をしなくてもいろいろな情報

が見られるようになるという期待だろうと思うのですが。 

○Ｎ委員  嬉しいという感想ですよね。 

○小林委員長  「ご感想をいただきました。」ということですね。 

１０７番は憶測なので、「そうはならないことを祈っています。」ということですね。 

よろしいでしょうか。次は個人情報の保護です。１０８番ですが，これは思い込みで

ご発言をいただいているようですので、「このような事実は確認できていないので、お

答えのしようがありません。」ですね。 

○Ｇ委員  確認する立場にもないわけなので、「確認できていない。」は言い過ぎではな

いですか。 

○小林委員長  このような事実を知らないので。 

○Ｇ委員  知らないといったら、教えてくれるでしょう。 

○小林委員長  ではどういいましょうか。 

「お答えのしようがありません。」でしょうか。 

○Ｉ委員  「答える必要はありません。」はどうですか。 

○小林委員長  答える必要がないと言う方で大丈夫ですか。 

○Ｎ委員  今まで議論で、答えなくていいとしたものを確認しているのですが、それに

対しての統一的な言い方を考えて答えればいいのではないですか。 

○小林委員長  では、統一の答え方を後で考えることにします。 

次の行政評価です。 

まず、１０９番の説明文について、どうでしょうか。 

○Ｇ委員  これは、おっしゃっているように「、」をずらさなくても、取るだけでいいの

ではないですか。「方法を」と「別に定める」の間に「、」を入れなくてもいいのではな

いでしょうか。 

○小林委員長  ご意見を受けて検討した結果、「、」は削除することとしました。 

○Ｇ委員  ちょっと長いですけどね。 

○小林委員長  「を」が二回出てくるので、「、」があってもいいような気がしますので、
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ご意見のとおりにしましょうか。 

○Ｇ委員  そうしましょう。 

○小林委員長  「方法を」の後に「、」を打ちましょう。 

○Ｇ委員  「ご指摘のとおり修正いたしました。」としておきましょう。 

○小林委員長  １１０番は行政評価の方法を具体的にということですが、どうしましょ

うか。 

○Ｇ委員  その都度、対象は拡がったり狭くなったり大きかったりするので、一概には

言えないですよね。 

○小林委員長  具体的にどのような対象というのは、別に定める仕組みにゆだねたいと

思います。 

○Ｎ委員  そうしましょう。 

○小林委員長  １１１番、このようなことを言うのは行き過ぎではないかということで

すが。まちづくりの主役が市民であることから、市民が行政をチェックするのはいいと

は思うのですが、これはどう答えましょうか。 

○Ｇ委員  行政評価は、議会が本来するべきであるということは、一つの形式ではあ  

ります。今は一切言わないですが、民主党さんはそうですよね。国会に行政刷新会議を

置いていたぐらいなので、事業仕分けであれだけ蓮舫議員が言うということは、そこに

理由があるわけです。ですので、「議会で行うということも一つの形式ではありますが、

私たちは市民の目線で行政評価を行うべきだと考えて、そういう観点から別に仕組みを

定めて欲しいと思いました。」ということではないでしょうか。 

○小林委員長  役割分担の事で言うと、「市民・議会・市・職員の役割」に関係すると思

うのですが、「考える会としては、まちづくりの主役は市民だと考えていますので、議

会だけではなく市民も、まちづくりに関係する行政評価で一定の役割を果たすことが必

要だと考えました。」ということでいいでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  総合計画については、特にご意見はいただきませんでした。 

次は、市町村や県，国との関係です。 

１１２番ですが，この方のご意見を取り入れるのであれば、積極的な連携、協力、働

きかけに努めますにしましょうか。 

○Ｇ委員  働きかけと言われていますが、その前に対等な関係に立ちと言っているので、
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対等な関係に立っている以上それでいいのではないでしょうか。 

○小林委員長  対等な関係の場合に、連携や協力を求める以外の働きかけがほかにある

のでしょうか。 

○Ｇ委員  ないと思います。 

○Ｙ委員  これで充分ではないですか。 

○Ｊ委員  説明文の最後から４行でいいのではないですか。 

○Ｇ委員  上下関係で言えば働きかけと言うのはありますが、対等な、横並びの関係で

働きかけという関係はないのではないですか。 

○小林委員長  それでは，「他の市町村や県、国との関係が対等であることを前提とすれ

ば、連携協力を求める以外の働きかけは想定しにくいことから、この提言案のままでお

っしゃることの趣旨は含まれていると私たちは考えます。」これでいきます。 

ようやく終わりが見えてきました。１１３番１１４番の条例の推進についてです。 

どうしましょうか。 

○Ｎ委員  １１３番は、分からないですよね。 

○Ｇ委員  分からないですが強いて言えば、この条例の位置づけの解説の「他の条例や

規則などの制定改廃や運用、まちづくりに関する計画の策定や変更などのよりどころと

なるものです。」というところですね。この条例は、「他の条例のよりどころとなる条例」

ということだけ書いておけば、今ある条例とのかかわりの説明が足りるのかなと思いま

す。 

○Ｎ委員  １１４番は、小林委員長がジェフリーでコメントされていませんでしたか。 

○小林委員長  したような気がするのですが、当日の回答というのがないので、回答し

ていないのかと思いまして。 

○Ｎ委員  回答されていますよ。 

○小林委員長  記憶が定かではないのですが、どんなことを言いましたか。 

○Ｎ委員  「おっしゃるとおりです。」と言われたように思います。 

○Ｇ委員  「おっしゃるとおりです。」と言いましたか。 

○Ｎ委員  条例が埋もれないように見守っていきたいし、一緒にがんばりましょう。と

いうようなコメントでした。 

○小林委員長  条例が埋もれていかないように、みんなで見守っていきましょう。チェ

ックしていきましょう。ということを言ったようですね。 
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○Ｔ委員  見直し規定に応じて、できるだけ埋もれていかないように、と言うことです

ね。 

○Ｇ委員  そのために見直し規定があるのですということで、見直し規定をもう一度説

明してもいいかもしれないですね。 

○Ｔ委員  言っていることは良くわかりますし、そういうものは多いですので、そうい

うことにならないように歯止めをかけています。 

○Ｇ委員  見直し規定のところでですね。 

○小林委員長  そういう懸念もあるので、条例が確実に推進されるようにということを

言っているのではないでしょうか。 

では、次の条例の見直しにいきましょうか。 

１１５番については、当日持ち帰るということを言っていますので、ここでもう一度

検討していただきたいのですが、どうしましょうか。 

見直しの期間については、４年間とか５年を超えない期間とか、けっこう議論しまし

たよね。 

○Ｉ委員  ５年を超えない期間なので、２年で見直しても、３年で見直してもかまわな

いので、必要ならば２年で見直してもいいですよね。 

○小林委員長  １１５番と１１６番の両方にかかわることなのですが、「５年を超えない

期間なので、世の中の変化などで必要性が出てきた場合は、５年にこだわらず、より速

やかに検証することも可能なので、このままの文言で行きたいと思います。」というの

でどうでしょうか。 

１１７番は、あらかじめ委員会の設置を条文に盛り込んで置いてはどうか、というこ

とです。そのような自治体もありますが、そこまでするかどうかです。 

○Ｇ委員  この条例に定める仕組みに従うことになるので、見直しにあたっては、何ら

かの市民参加の仕組みを設置しなければならないことは確かです。その中に、委員会組

織などが考えられるのではないですか、というような言い方でしょうか。 

○小林委員長  条例の推進のところでは、当初は委員会の設置のような話もありました  

が、委員会が何をするかということが分からないということもあったので、実のある方

法でということで、今のような書き方で落ち着いた経緯があります。 

○Ｇ委員  そのことは、１１７番も１１８番も同じですよね。見直しに当たっても、こ

の条例に定めた市民参加の仕組みが適応されるに違いないと信じています、ということ
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ですね。 

○小林委員長  １１７番と１１８番については、逆に委員会を求めるというような方法

ではなくて、「この条例に定める仕組みに基づいて、意見を聴いていくことになること

を期待している。」ということでしょうか。よろしいでしょうか。 

―はい，の声あり― 

○小林委員長  次のその他の項目への意見、１１９番です。「活動に対する自己決定、自

己責任の条文は？補完性の原理がない。」 

○Ｇ委員  確かにないですね。 

○小林委員長  この会が始まる前のタウンミーティングで、補完性の原理の話をしてい

ましたがどうでしょうか。 

○Ｇ委員  最初の方では、確かに補完性の原理があるということの紹介はしましたが、

その後ここで使っている用語で言えば、地域づくり活動をまちづくり活動が補完すると

か、市がまちづくり活動を補完してそれを県が補完するという、小から大にいたるプロ

セスで何かが発展していくということでは基本的に考えていないですよね。 

地域づくり活動がいろいろなところでやられて、それで鈴鹿市全体が良くなっていけ

ばそれでいいのではないですかという言い方で、ことさら、補完性の原理を強調するこ

とはここではしていません。ということになると思うのですが。 

否定する必要はありませんが、ことさらそのことを言っていないということです。 

○小林委員長  自己決定、自己責任、補完性の原理というそのものずばりの言葉は使っ

ていないですね。 

○Ｔ委員  自己決定、自己責任というのは、市民・議会・市・職員の役割のところで 

触れていますよね。補完性の原理の説明が前段にありますが、こういうものを条文に入

れるとすると、補完性の原理と言うことだけが飛び出てしまうので、非常に挙げにくい

です。地方分権の流れの中でそういうことが言われていて、それに対する取り組みが、

これからされるべきということですよね。 

○Ｇ委員  この条例全体が補完性の原理を表現していますという言い方をしてもいい 

のではないですか。 

○小林委員長  まず、市民が主役ということを言っておいて、その後お互いに理解する

とか尊重すると言っているので、補完性の原理につながっていくとは思います。「文言

としては、そのような表現は入っていませんが、そういった趣旨は条文を読んでいただ
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ければこの中に反映されていると考えています。」ということですね。 

この後全体に対する意見がたくさんありますが、どうしましょうか。 

○Ｘ委員  全体に対する意見ですが、大体がこうしていただきたいという意見ですよね。

それに対して、先生に答えていっていただいてはどうでしょうか。 

○小林委員長  意見を聴く会でいただいたご意見については、その場でお答えしていま 

すが。 

○Ｘ委員  ほとんどが、そうですよね。 

最後のページのものは、問題提起にすらなっていないではないですか。 

○Ｇ委員  最後のものは、そもそも出してもいいのですか。 

○Ｎ委員  意見自体をですか。 

○Ｘ委員  １５６番から１５９番です。 

○小林委員長  最初事務局からも、この意見は出すに値しないので載せないでおきまし

ょうかというご相談をいただきました。しかし、いろいろな立場の者が集まって、苦労

をしながら議論を重ねてここまでやってきたにもかかわらず、このようなことを言う人

がいるということ自体を、ぜひ市民の皆さんに知っていただく必要があるのではないか

と思います。市民参加で物事を進めていこうとするときに、そういうことを理解しない

で言いたい放題というか、無礼なことを言う人が世の中にはいるが、真摯な対応をしま

したということを見てもらうことで、我々が提言していくものに重みが出るのではと思

います。とりあえず、皆さんにこういうものがきていますがどうしますかということを

お諮りするために、資料として出してもらいました。 

こんなものは公開する必要はないということであれば、公開しなくていいかもしれま

せん。しかし、できるだけ情報提供をしていくということを言っている建前からすれば、

公開した上で、我々としては頑張りましたということを見せたほうが逆に応援してくれ

る人もいるかなと思います。 

○Ｂ委員  この場で見るだけではないのですか。 

○小林委員長  この場だけではないです。ですので、「みんなでつくる鈴鹿まちづくり条

理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応」の１ページ目に、

「不適切と思われる意見もありますが、原文のまま掲載してあります。」と入れてあり

ます。文責は我々にあるのではなくて、差別的な発言をする人がいたということが書い

てあるのですが、出さない方がいいですか。 
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○Ｂ委員  私は出さないほうがいいと思います。このような傍若無人なことを言うのは、

こんなことは恥だと思います。公開しなくても、この場の皆さんが知っておくだけでい

いと思います。 

○Ｘ委員  こういう人は、出さないことに対して文句を言ったりしますよね。 

○Ｇ委員  これに対してどのように回答を付けるのですか。 

○Ｎ委員  お答えはしない、というのでどうですか。 

ご意見としていただいたことは確かなので、黒塗りで隠すということは私はしたくな

いと思います。 

○Ｇ委員  これは、メールできたものですよね。往々にして、このような意見を持って

みえる方というのは愉快犯なので、ホームページなどでこれを公開したら、載せてくれ

た、真っ当に答えてくれたということで嬉しがると思います。 

ネットでこれが公開されることによって、誰がこれをどう使うかは分からないという

ことの方が心配です。そのような心配をしたくは無いのですが、ネットは無責任な目線

にさらすところなので、そこが尐し心配です。 

○Ｎ委員  このメールにお名前は書いてなかったのですか。 

○事務局  一応書いてありましたが、その名前の方が実在されるかは分かりません。 

○Ｔ委員  公開してもらえるとなると、こういう人はパブリックコメントやこのような

形で意見を求めたら、これからも書き続けるのではないでしょうか。 

この条例に直接関係のないところでの、不適切な意見や差別的な発言を繰り返してい

ますので、このようなコメントに対しては、一切お答えしないことにしています、くら

いは書いてもいいのではないでしょうか。 

○小林委員長  お答えに値しません、でいいのではないかと思うのですが、パブリック

コメントを行うと、このような人もいるということを、表に出していかないといけない

のではないでしょうか。逆にそれだけのコストがかかっている、このようなものを受け

付けるという嫌な思いもして、対応しているということを含めて理解していただいた方

がいいのではないかと思います。 

これを出さなければ全然目に触れないわけで、綺麗な良い意見だけがきて我々が答え

ましたとなるよりは、こんなことを言ってくる人もいるということを、一般の人に知っ

てもらったほうがいいのではないかと私は思いました。 

○Ｇ委員  私もそう思います。そう思いますが、これをコピー＆ペーストする人がいる
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だろうということです。 

○Ｂ委員  「お前らは、アホか。」という言葉はどうするのですか。 

○小林委員長  原文のままです。 

○Ｕ委員  ホームページと紙ベースでは、同じものが出た方がいいですか。 

○小林委員長  公開の形としてですか。 

○Ｕ委員  ホームページは、不適切な意見は削除して、閲覧は地域課でできますという

ようにするのはどうですか。 

○Ｄ委員  ホームページの場合は、鈴鹿の市民が見るだけではないですよね。 

○Ｇ委員  全国で見れますね。 

○Ｄ委員  わざわざ自分たちでそこまで公開する必要があるのかなと思います。 

○Ｇ委員  確かに、ホームページと紙ベースのものを区別して考えるというやり方もあ

るかもしれません。しかし、ネットは怖いですよ。 

○Ｊ委員  記録だけ残しておいて、ホームページはやめた方がいいですね。 

○Ｄ委員  かなりウェブは危険です。これ以上のことも起こってくると思います。 

○Ｂ委員  匿名性だからよけいですね。 

○Ｇ委員  これは、我々が独自にドメインを持ってホームページを出すわけではなく、

市のものですよね。そうすると、市がかかわっているホームページにこれだけの差別発

言が載っているということで、そのことで大騒ぎになるのが一番怖いです。 

ホームページのものは、不適切な部分については削除しましたと書いておいて、紙ベ

ースのものは別にかまわないと思います。この部分に回答拒否と書いてあっても別に構

わないと思います。 

○Ｔ委員  情報公開の原則では、こういうものを出すこともあり得るのでしょうか。出

しても何もプラスにもならないのにそれでも出すということになると、今後行われるい

ろいろなパブリックコメントに、書き続ける人が増えるということを心配しています。 

これから、もしパブリックコメント条例をつくったならば、このようなものは一切扱

いませんくらいのことを条例で謳ってあれば、このような議論をする必要はないのです

が、何でも出てきたものは公開するのかどうかということですね。 

間違った扱いがされるというのは怖いですね。 

○小林委員長  それではホームページの方は、このほかお一人の方からメールでいただ

いた意見がありましたが、文面が極めて差別的な表現であり、公開することが適切では
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ないと考えましたのでホームページには掲載しません。なお、地域課の窓口にお越しい

ただければ文面のコピーは見ていただけます。でいいですか。 

○ｆ委員  これは出せないのではないですか。 

○小林委員長  これは墨塗りになりますか。そこあたりのことは市としてどうですか。 

○ｆ委員  人権政策課ではないのではっきりとは分からないのですが、市が出す文章で

すので、差別的な発言が含まれているのはダメなのではないでしょうか。 

○小林委員長  市が作成したものではなくてもですか。 

○ｆ委員  今度は市が出すことになるので。 

○Ｇ委員  これは、市が取得した文書になるのですよね。 

○Ｎ委員  では、ここは全部真っ黒になるのですか。 

○Ｙ委員  まちづくり条例に関したことではないというのは、理由の一つではないので

すか。 

○事務局  これは、人権政策課とも協議させていただかなければならないことですが、

部落差別や人権差別に関わる用語が入っておりますので、これをこのまま外に出すこと

は検討させていただきたいと思います。 

○小林委員長  では事務局で、市としての対応も検討いただくということで、このこと

については終わりにしておきましょう。 

それ以外のところ、条例には関係ないような意見も多々あるので、今この場で結論が

出されるものは終りにして、対応を考えなければならないものについては、考えるとい

うことにしたいと思います。 

１２０番は全体に関するものではないですね。まちづくり活動センターの話に近いご

意見だと思いますので、これは先ほどのご意見とまとめて回答をしたいと思います。 

１２１番は「女性の方たちも市民ですので、市民の声が反映されていくことを我々も

望んでいます。」ということですね。 

もし、それはまずいというのがあれば、途中で声を挟んでください。 

１２２番は、「そうですか。」ではだめですか。 

○Ｇ委員  「前文に盛り込みました。」でいいですよね。 

○小林委員長  「我々が前文で挙げた考え方とも一致するご意見をいただきました。」で

どうですか。 

次の１２３番に対する当日のお答えですが文字に起こすとかみ合っていないような気
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もしますので、尐し整理します。 

１２４番ですが、これは、白子でいただいた意見で、安全安心のまちづくりのこと、

２３地区の地域づくりのこと、行政のことの、三つが書いてあるのではないかという意

見で、それがあちこちに飛んでいて分かりにくいということですね。並び順は検討しま

すというように答えています。 

どうでしょうか。今ざっと全体の中身を見ていただいています。まちづくりの定義と

住民投票については、もう一度１８日にご議論いただくことになっていますので、それ

も含めて最終的に並び順をどうするかということについて、皆さんで考えられればと思

います。これは今の時点では先送りということで、よろしいでしょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  その次の１２５番です。なぜこういう条例をつくることになったのか、

提言することになったのかということでしたが、これはもうお答えしてあります。 

１２６番「条例は市民の活動を制限するもので、市がつくるものではないか。」という

のは、むしろ逆で、「行政も一定のルールに乗っ取って活動して欲しいということで、

市民を縛るといいよりは、むしろ役所を縛りたいという提言をねらっています。」とい

うことでお答えしてあります。 

職員の皆さんからすると、ちょっと厳しいと思われるかもしれませんが、一応当日と

してはそのようにお答えさせていただきました。 

当日お答えしたものについては、その場で聞かれていますので、もしそのままでまず

いところがあれば、修正補足を言っていただきたいと思います。 

１２７番はこれも当日説明をしてあります。 

１２８番については、委員はどう受け止めたのかと言うことでしたので、それぞれの

委員が所感を述べました。 

１２９番は，どうでしょうね。市長に聞いてくださいという感じですが、「我々の委員

としては、１２８番のお答えのような所感を持っていますが、市長自身ではないので、

意図などについてはお答えいたしかねます。」ということになるかと思います。 

１３０番は、これは意見を聴く会の進め方についてのご意見でしたので、既にその場

で回答しました。 

１３１番は委員長としての考えとして、「市長から依嘱を受けた以上その枠の中で考え

るのが本位だということで、今年の３月までという期限は動かせないと思っています。」
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とその場では述べましたが、考える会の皆さんとしてもそれでいいでしょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  １３２番については、先ほども言ったように、「市民を強制するものでは

なく、むしろ行政の側を縛っていくというようなことを述べています。」でよろしいで

しょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  １３３番は、「会としても、市民の意見を聴く会にあまり多くの人に来て

いただけなかったのは、反省すべき点も有りますが、今後条例がいい形でできることを

祈っています。」でよろしいですか。 

―はい、の声あり― 

１３４番は、「会としても、早く成立することを願っています。」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１３５番ですが、どのように答えましょうか。「今後市主催で条例の

パブリックコメントなどをされる場合は、このような方法も検討いただければいいです

ね。」というぐらいにしておきましょう。 

そこまで市を縛らないほうがいいですか。「意見を聴く会の反省点として受け止めた

いと思います。」でいいですか。 

○Ｉ委員  提言案は、センターと公民館においてもらってありましたよ。 

○Ｎ委員  １２月２５日には置いてもらってあったので、取りにいかれなかったという

ことですよね。 

○小林委員長  各センターのものは、持ち帰ってよかったのですよね。 

○Ｇ委員  インターネットでも見られたのですよね。 

○小林委員長  お答えは、「インターネット上のホームページや各センターでは、１２月

２５日から提言案はご覧いただける状態になっていましたが、充分に周知できなかった

ことが残念です。」ですか。 

○Ｉ委員  広報にも書いていただいていました。 

○Ｇ委員  これ以上ないくらいですよね。 

○小林委員長  では、「事前に１２月２５日から各地区市民センターや公民館においてい  

ただいてあったので、我々としては充分なことをしたつもりです。」ならいいですか。 
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○Ｕ委員  チラシに、中にホームページのＵＲＬが書いてあったり、そこで見ることが

できますという文言はなかったような気がしますので、周知が足りなかったということ

があるかもしれません。 

○Ｎ委員  市のホームページから閲覧できますではダメなのですか。 

どこかしら私たちにも欠点があったということですね。 

○小林委員長  多尐は否を認めるということにしましょう。 

１３６番は、「個別具体的な問題については、考える会の会議の中でいろいろ出され、

それを整理して集約したものがこの提言案なので、ホームページ等で会議録を閲覧いた

だくと、ある程度ケーススタディもご覧いただけると思います。」これでいいですか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  次いきます。１３７番どうしましょうか。「本年３月までという提言の期

限は動かせないものと考えているので、時間は難しいです。」でしょうか。 

○Ｇ委員  具体的なご指摘がいただけなかったのが残念だ、ということを書かないと。

これだと修正に活かせないですよね。 

○小林委員長  「どこの部分をどう直すか、具体的な提案をいただけなかったのが残念

です。」ですね。 

○Ｇ委員  パブコメとしては、一番稚拙な問いで、文句としかいえないですね。 

○小林委員長  では、そのようなことを書いておきましょう。 

１３８番は、「今後、市のほうで説明されることを期待する。」しかないでしょうね。

１３９番は，「一般常識的なことが必ずしも守られていないので、ルールとして明確に

する必要があると考えました。」でいいですか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  １４０番は、１３９番と同じようなことですよね。そのことを言って、

あと、「議論をしたことを踏まえてこの提案なので、ごみの出し方や景観、荒地は、会

議録を見てください。」ということですね。 

１４１番は、全体として具体性にかける。ということですが、これは理念条例ですか

らどうすればいいでしょうか。 

○Ｇ委員  これを起点にして、具体的な仕組みをつくっていただきたいという検討を重

ねてきたのだから、具体性に欠けるといわれても仕方がないですね。 

○小林委員長  具体的なことも検討したなかで抽象化しているので、理念条例としてま
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とめられたものなので、具体性が薄くなっているのは当然ですね。 

１４２番は、「我々の提言を活かした条例ができれば、今後は重要な条例の策定の際に

は、事前に市民の声が反映される機会ができることが期待されます。」ですね。 

１４３番については、どうお答えしましょうか。 

○Ｇ委員  我々は、条例に反映される提言に主力を置いているので、「条例に反映させる

意見に主力を置かせていただいております。」ですね。 

②については、おっしゃっている意味が良く分かりませんということなのですが、一

般的「法概念」とは何ですか。 

○小林委員長  それを考え始めるとキリがないのではないですか。 

○Ｇ委員  キリがないですね。 

○小林委員長  「考える会としては、条例に反映させる提言に主力をおいて考えてきま

した。」でどうですか。 

○Ｇ委員  それでいいのではないですか。 

○小林委員長  １４４番は「我々もこの提言を活かし良い条例ができ、それが活かされ

ることを祈っています。」でどうでしょうか。ここまでよろしいでしょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  １４５番は、「まちづくりへの支援の有り方も含めて、今後ルールが明確

になることを望んでいます。」ですね。 

１４６番については、「ありがとうございます。」ですね。 

○Ｇ委員  「桑名市でも働きかけてください。」ですね。 

○小林委員長  １４７番はどうですか。 

○Ｎ委員  申し訳ございません。 

○小林委員長  先ほども広報不足というものがありましたね。同じようなことだと思い

ますので、同じような答えをしておきましょう。 

１４８番は，「そうですね。」ですね。 

○Ｇ委員  「会の運営に貴重なご意見をいただきありがとうございました。」 

○小林委員長  一応挙手での意見が出尽くしたところで打ち切ってるのですが、そこま

で言わない方がいいですよね。 

１４９番は、ご意見をいただけたかどうかは分かりませんが、「私たちとしても、多様

な方に条例のことを知っていただければと思います。」としましょう。 
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１５０番のアンケートの記入はむずかしいというものについては、「今後の参考にさせ

ていただきます。」 

１５１番は、「ありがとうございます。」でどうですか。 

―はい，の声あり― 

○小林委員長  １５２番は「既存の施策や計画を活かすような提言を期待します。」でど

うですか。 

○Ｇ委員  必ずしも、既存の施策や計画を活かすための条例ではないと思いますが、総

合計画の話が入っていますね。 

○小林委員長  逆に、まちづくりに関わる全ての計画や施策のよりどころとなっていき

ますので、既存の施策や計画も関わっていますよね。 

○Ｇ委員  それを判断した上で活かすということですから。 

○小林委員長  相反するものは活かせなくなってしまいます。 

既存の施策計画と、この条例との関係を説明で書いておきましょうか。 

○Ｇ委員  それが親切といえば親切ですね。 

○小林委員長  １５３番は、「我々も早期に条例が制定されることを祈っております。」 

１５４番と１５５番については、「ありがとうございます。」ですね。 

１５６番以降は，市として対応を検討していただきます。 

一時間ほど超過しましたが、これでひととおりいただいた意見についての方針は固ま

りました。 

ここまででよろしいでしょうか。 

―はい，の声あり― 

 

■２今後のスケジュールの確認について 

○小林委員長  それでは、これからのスケジュールの確認ですが、具体的にどう回答す

るか、また方向が定まらすに作業委員会送りになったものについては、明日作業委員会

でやります。明日で終わらなければ２月８日、これでもだめなら１０日に作業委員会を

開いて、そこで検討させていただきます。 

２月１８日が全体でお集まりいただく機会になりますので、そのときには、作業委員

会で話し合ったことを反映させて、このように答えますという案を入れたものをお配り

します。 
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作業委員会で考えて提言書本体の本文や解説文をどうしても修正するという部分が出

てきた場合には、こんな形で修正したいというものも併せて皆さんにお出ししたいと思

いますので、ご議論いただきたいと思います。あと、住民投票についてとまちづくりと

いう言葉の定義を入れるかどうか、それから全体の並び順も考えていただきます。 

議論すべきことが盛りだくさんで１８日には終わらないだろうと思いますので、３月

４日が用意されています。３月４日に最終案を確定して、この後ホームページ等に、い

ただいた意見へのお答えを載せると共に、３月２５日に市長に提言書を提出するという

段取りになっています。 

ここまでで、これを言い忘れたとか、ちょっと念押ししておきたいとかございますか。 

実は今、会議が終わるにあたって密かに人数を数えました。 

途中で時間が遅くなって、帰られた方もみえましたので、これで定足数を割っていた

ら怖いなと思ったのですが、定足数に達しておりました。ご協力ありがとうございまし

た。 

それでは以上を持ちまして、第１８回みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会

をお開きとさせていただきます。 

皆様、長時間お疲れ様でした。 


