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第１９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１８日（木）１９時～２１時２０分 

場 所：市役所１２階 １２０５会議室 

出席委員：２４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、加藤 清、吉川勝敏、平野勝之、深谷孝夫、福本悦子、

山本峯生、米田奈緒子 

（関係団体の代表）井田輝門、伊藤輝義、川出薫平、北川正敏、辻 親德、椿 正、 

 南条和治、横田美喜子 

（市職員）岡村智子、小川国彦、冨田佳宏、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 第１７回・第１８回会議録の確認 

 ２ 市民から寄せられた意見の整理 

（１）住民投票について 

（２）回答案について 

 ３ 今後のスケジュールの確認 

 ４ その他 

 

公開及び非公開の別：公開 

傍聴者：２名 

配付資料  ①事項書   

②住民投票に関する資料（資料１～資料４） 

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応（２２．２．１８） 

④提言書案の本文修正案 

 

○小林委員長  定刻になりました。皆さん、こんばんは。 

欠席の連絡がない方でまだいらっしゃらない方もみえますが、現在２１名の方がいら
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っしゃいますので、定足数に達しておりますので、ただ今から第１９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てまいりたいと思います。 

立春も過ぎ、歌の歌詞の「春は名のみの風の寒さや」という感じではありますが、よ

く見てみますと梅の花が咲き始めていて、もうそこまで春がやって来ているような感じ

です。 

我々の会も残すところあと二回となり、今日中には提言のあらかたが決まっていくと

思います。そういう意味では、今日は最後の山場になるのかと思います。作業委員の方

に、前回の会議から今回までの間に、市民の皆さんから寄せられた意見にどう答え、直

すところはどう直すのかを検討していただき、案をいただいております。前回の作業委

員会も日をまたいでまで残っていただきましたので、今日で何とか片がつくと作業委員

会をもうやらなくてもいいなという思いを、おそらくお持ちだろうとは思います。だか

らと言って、今日は発言を遠慮されて、いまいち自分の思いとは違うという納得のいか

ないものになってしまっても、せっかくこれまでみんなでやってきたものがもったいな

いと思いますので、萎縮はなさらずに、最後までみんなでつくるまちづくり条例にして

いければと思います。 

本日も盛りだくさんではありますが、できるだけ円滑に進行を務めてまいりたいと思

いますので、どうぞご協力をお願いいたします。 

 

■１第１７回・第１８回会議録の確認 

○小林委員長  第１７回と第１８回の会議録の確認です。 

会議録が皆さんのお手元に届いたのがかなり直前だったということもあり、十分に目

をとおしていただいているか不安なところもありますが、先ず第１７回からご覧いただ

きたいと思います。 

実は皆さんにお送りした後に、事務局で気づいた部分の訂正箇所表が、机の上に配っ

ていただいてあり、第１７回については５箇所訂正としていただいてあります。まず、

それをご確認いただきましょうか。 

３ページの下から１０行目、形式の問題です。「■２」と「市民の意見を聴く会の報告

について」の間にある空欄を詰めるということですが、これはどうでもいい感じですね。 

それから９ページの上から８行目、私のところです。「全体にかかる条例」というとこ

ろで、「かかる」を「かかわる」に訂正するということですが、このままでもいいよう
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な気はします。発言者としてはそう思っているのですが、「かかる」だと意味が通じな

いですか。 

ご意見がないので、発言者の意向を尊重させていただいて「かかる」のままでいかせ

ていただきます。 

１０ページの下から１０行目、また私のところですね。「はじめるを平仮名にしてはど

うか」というところですが、「はじめる」ではなく「はじめ」が正しいということです

ので、「る」をとってください。 

続きまして、１５ページ下から４行目、これは、単純な打ち間違えですね。「なり過ぎ

ていることころがあるので」となっていますが、「こ」が余分なので、「なりすぎている

ところがあるので」に直していただければと思います。 

２５ページ上から１３行目、私のところです。なぜか突然女性言葉になっております。

「提言をまとめてまいりましたの。」皆さんに気持ち悪がられるといけないので「の」

は取っていただきたいと思います。 

以上が、事務局が事前に気づかれた修正です。 

二つ目の「かかる条例」というところは、そのままでいかせていただくということに

させていただきたいと思いますが、残りは事務局から出していただいているものどおり

に修正させていただく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  それ以外に、ここがおかしいとか、直してほしいというものはございま

せんか。 

○Ｎ委員  １７回の会議録ですが、日時と場所が間違っているので直していただきたい

です。日時は「平成２２年１月２８日」、場所は「１２０５会議室」ですね。 

○小林委員長  よくぞ気づいていただきました。これは単純な間違いですね。 

○Ｎ委員  もう一点よろしいですか。 

私のところで、９ページの下から１０行目ですが、「混同で出てくるかもしれませんが」

とあります。滑舌が悪かったのか、聞き取ってもらえなかったのかは分かりませんが、

「今後出てくるかもしれませんが」ということを言いたくて発言したつもりなのですが。 

○小林委員長  では、「混同で」を「今後」と直すということですね。 

  ありがとうございます。 

  ほかにお気づきの箇所はございますか。 
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○ｂ委員  すみません。自分の発言で、３１ページの下から１４行目です。 

自分でも話をしていて混乱しているなと思ったのですが、市民とはの議論が出てきて

の後、「住民投票を」というところから、「つじつまが合わなくなるまで、」を取ってい

ただきたいです。そうすると、言いたいことはそういうことなのだという意味が通じる

と思います。 

○小林委員長  この段落を読むと、「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。」ということですね。 

○ｂ委員  それでお願いします。 

○小林委員長  はい。 

○Ｂ委員  ３０ページの下から１０行目、「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。」

というところの表現の仕方ですが、「常設ということの言い方が」だと思うのですが、

どうでしょうか。 

○小林委員長  どうでしょうか。 

○Ｅ委員  こんな言い方をしたのでしょうかね。 

○Ｆ委員  常設型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書き方でい

いのではないですか。 

○Ｅ委員  そういうニュアンスですね。 

○小林委員長  常設型という言い方をするのかどうかは良くわからないが、住民投票が

必要だということですよね。このままでも通じるような気はします。 

○Ｂ委員  あと、３３ページの下から４行目、「あまり回りにはないと思っています。」

の「回りは」周囲の「周」ではないでしょうか。 

○小林委員長  周囲の周だと思いますので、周囲の周にしましょう。 

３０ページのところはもとのままで、３３ページのところは周囲の周に直しましょう。 

ほかにお気づきの点はございますか。 

無ければ、私から申し上げたいと思います。 

１ページの下のところから私の発言が始まっていて、２ページ目の頭に１名到着とあ

ります。そこのところは内容を読んでいただくと分かるように、定足数を超えてから会
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議としては成立していますので、前段の 1 ページのところから２ページの頭のところは、

会議は始まっていないので削除してください。   

ほかはお気づきの点はないでしょうか。 

皆さん、ご自分のご発言のところはチェックしていただいていると思いますが、私み

たいにのべつ幕なしにしゃべっていますと、とてもチェックしきれていないので、もし

私の発言で気がついたところがあったら言っていただきたいと思うのですが、どうでし

ょうか。 

○Ｂ委員  第１８回のところでいいですか。 

○小林委員長  今は第１７回の方でお願いいたします。 

  では、特に無いようでしたら、修正したものを第１７回の会議録の完全稿とさせてい

ただきたいと思います。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  続いて、第１８回の会議録の確認をさせていただきたいと思います。 

こちらもあらかじめ事務局が気づいた、４箇所の訂正箇所表が机の上に置いていただ

いています。 

まずは、２ページの１３行目、私のところですが、これは単純に技術的な問題です。

「、」が二つ続いているということで、一つを取るということです。 

次は４ページの最終行ですが、これも「，」か「、」かということで、「、」にするとい

う技術的なミスです。 

１２ページの下から６行目、Ｘ委員のところですが、「開かれた市政」とあるべきとこ

ろが「聞かれた市政」となっています。これはどうしてこう間違えたのかというところ

ですが、当然「開かれた市政」でいいですね。 

４０ページの下から１５行目、私のところです。「１５５番と１５６番については」と

いうところですが、「１５４番と１５５番については」が正しくて、一つ番号がずれて

いるのではないかということです。そうですね。いろいろな資料があって何を見たらい

いかわからないですが、前回の資料を見ると１５４番と１５５番が正しいようですので

直していただきましょう。 

これ以外に、第１８回の会議録で修正やおかしいのではないかというところがあった

らお願いします。 

○Ｂ委員  ２７ページの上から６行目、小林委員長の発言のところです。「情報が見られ
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るようになるだろうという期待だろうと思うのですが。」というところですが、「だろう」

が二つ続いていますので一つにしてほしいと思うのですが、どうでしょうか。 

○小林委員長  きっとそのように話しているのでしょうね。 

○Ｂ委員  「見られるようになるという期待だろうと思うのですが。」ということでどう

でしょうか。 

○小林委員長  そうしましょうか。 

○Ｙ委員  自分が言ったところで、２６ページです。読んでいてあまり覚えがないので

すが、変だったので直していただきたいと思います。 

２６ページの下から４行目に「この会で考えること自体がお話にならないと思いま

す。」と書いてあるのですが、「この会で考えることではないと思います。」に変えても

らってもいいでしょうか。 

それから、同じページの下から２行目「このようになったということを相手の方に分

かってもらえたらいいので」の「相手の方」を取っていただいて、「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」としてもらってもいいですか。 

○小林委員長  相手の方だけではないということですね。 

○Ｙ委員  はい。 

○小林委員長  もう一度繰り返すと、２２ページの下から４行目の「この会で考えるこ

と自体がお話にならないと思います。」を「この会で考えることではないと思います。」

にしていただくのと、下から２行目の「相手の方に」を削っていただくということです

ね。 

  ほかはよろしいでしょうか。 

○ｆ委員  同じく２６ページの上から８行目で、私が「情報公開条例には処分がないと

思うのですが。」と発言しているのですが、「処分の規定がない」と直してください。 

○小林委員長  処分の規定ですね。規定というのは、規則の規に定めるでいいですよね。  

○ｆ委員  はい。 

○小林委員長  ほかにどうでしょうか。お気づきの点があればお願いします。 

○Ｂ委員  ４ページの下から１５行目、小林委員長の「皆さんで検討をいただきたいと

思うのですが、どうしますか。」というところですが、これは「して」は入れなくてい

いでしょうか。「検討をいただく」ではなくて「検討をしていただく」と使いますよね。 

○小林委員長  そうしていただいたほうがきれいですね。このように言ったのだとは思
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うのですが、「検討をしていただきたいと思うのですが」としましょう。 

  私の日本語の乱れを指摘していだだきました。 

  そんなところでよろしいでしょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  では、第１８回の会議録についても、以上の意見を修正させていただい

たものを完全稿とさせていただきます。 

 

■２市民から寄せられた意見の整理 

（１）住民投票について 

○小林委員長  いよいよ今日の本題であります。 

  住民投票についていろいろいただいた意見を受けて、どうするかというお話でした。

我々の提言でいいますと、まちづくりの基本原則の（６）、提言案でいうと９ページ目

になります。 

どのような意見をいただいていたかというと「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（２２.２.１８）」の   

１０ページから、住民投票についていただいた意見が載っています。 

ここについては宿題になっていましたので、いただいた意見を踏まえながら、考える

会としてはどう対応していくかという議論をしていただきたいと思うのですが、どうで

しょうか。 

「市民から寄せられた意見への対応」の１０ページ、１１ページをご覧いただいてい

ると思いますが、１０ページの一番最初の意見番号５０番の意見は、知識的なことを教

えて欲しいというご質問でした。常設型になるとどのような文章が入るのかイメージで

きないので、教えて欲しいということでしたので、例えば近隣の条例にはこんな文章が

入っていますよということをお教えしたので、これでよかろうということです。 

５１番から５７番のご意見は、長いものも短いものもたくさんありますが、これを受

けてどう考えるかを考えていただきたいと思います。 

○Ｎ委員  いろいろなご意見をパブリックコメントなどでいただきましたし、意見を聴

く会でも常設型がいいというご意見が多かったのですが、今まで議論してきた中では非

常設型で提言案を出しました。事務局からいただいた資料で、メリットとデメリットを

見ると、私としては個別設置型といわれる非常設型で、その都度課題があったときに条
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例をつくっていくという柔軟性を持ったもので、今回は提言を出していきたいと思って

います。 

○Ｘ委員  提言案どおり非常設型で私もいいと思います。 

  市民の皆さん方はどうしても、市民参加ということで住民投票に願望があると思いま

すが、私の経験からすると、議会があって、そして議会には陳情と請願というものがあ

ります。 

事務局から送ってもらった住民投票の実施事例を見ると、産廃などいろいろあります。

産業廃棄物については、陳情と請願書をいただいて議会でものすごく検討して、採択し

て設置を阻止したということが３例あります。高塚町、八野町、高岡町です。この３地

区においてそういうことをやっているので、ここに書いてあるように、合併や鈴鹿市を

二分するようなときは住民投票をしてもいいのかと思います。しかし、それ以外のとき

は、私の経験では住民投票をしてまで、しなくてはいけない鈴鹿市の問題はないと思っ

ていますので、私は非常設型でいいのではないかと思います。 

  市民の皆さん方に対して、請願という非常に重い参加をしていただく局面があるわけ

です。それを大いに活用していただいて、議会も一生懸命、各委員会で現地に足を運び、

住民の方々にも当然参加いただいて判断していくわけですので、私はそういう考え方で

おります。 

○小林委員長  お二方から、我々の当初の提言のどおり非常設型というか、個別設置型

というか、それでいいのではないかというご意見をいただいておりますが、ほかの方は

いかがでしょうか。 

○ｇ委員  私も個別設置型という意見に賛成です。 

非常設型というか個別設置型といって、個別の問題について、例えば外国人に関する

問題については、外国人登録をされている２０歳以上の外国人の方を入れて行った方が

いい場合もあると思います。また、今は市民をかなり広く取っているので、鈴鹿市に住

んではいないが通っているような人を入れるか入れないかですが、個別の案件によって

入れた方がいい、これは入れなくてもいいという、いろいろな場合が出てくると思いま

す。 

将来、そのような課題が出てくるかどうか分からないのに、今の時点で外国人を入れ

ようとか、あるいは年齢を１８歳まで下げようとか、勤めてみえる方まで入れようとい

うのは問題があって、今の段階でどのような場合も想定しておくというのは現実的に不
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可能だと思います。 

自治法の７４条第１項に、５０分の１以上の署名を以て条例の制定を請求できるとい

うことがありますので、私としては今のお二人の意見と同じ意見です。 

○小林委員長  ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

事務局からあらかじめお送りいただいた資料の説明を先にするべきだったのかもし

れませんが、皆さん目を通して来ていただいているだろうということで、あえて説明を

しませんでした。ご意見をおっしゃる上で、この資料の説明がほしいということであれ

ば説明をさせていただきたいと思います。 

○Ｂ委員  これは私の案なのですが、個別設置型と常設型のどちらかということになっ

ておりますが、この二つを併用するというのは考えられないのですか。 

○小林委員長  資料の説明を少しした方がいいのかもしれません。 

あらかじめ皆さんにお送りさせていただいている、住民投票の資料の４を見ていただ

くと、ほかの市でどのように書かれているかの例が出してあります。具体的な制度を盛

り込んでいる条例と盛り込んでいない条例があるわけですが、おそらく今の段階では、

３月の我々が提言するまでに具体的なことを書き込んでいくことは、常設型であれ非常

設型であれ、難しいのではないかと思います。 

見ていただいて分かるように、具体的なことを書こうとするとかなり文言を書かなけ

ればならないですね。岸和田市や大和市などは常設型ですし、静岡市は個別設置型です

が、かなり具体的なことを書いています。ここまで書いていくことは難しいと思います。

そういう意味では、いずれにしても具体的な制度は盛り込まず、別のところで定めても

らうことを委任するような形で、我々の提言をしていかざるを得ないだろうと思います。

その中で、非常設型なのか常設型なのかも含めて、今後じっくり検討してもらおうでは

ないかというやり方も有だと思います。 

川崎市の条例も、文言を読むだけでは常設型なのか非常設型なのか、どちらともいえ

ないような感じです。ただ、この条文に基づいて検討した結果、現在は常設型の住民投

票条例を定めるという答えが出たということですが、ここに行くまでにもう一度しっか

り検討をされているということです。 

そんなやり方も有なのかなと、今ご指摘いただいたとおりです。 

そんなところですが、ほかの方はご意見いかがでしょうか。 
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○Ｓ委員  欠席をさせていただいたので会議録を読み、十分に議論されて結論としては

どちらがいいか選びづらいという状態で、今日出席をさせていただきました。 

Ｂ委員がおっしゃる意見に近いと思います。どういう形になるかは分かりませんが住

民投票という制度は欲しいということだけは言わないと、住民投票の制度がないという

ことになるとずいぶん後戻りになってしまうと思います。入れていきましょうというこ

とで終わる形になっても仕方がないけれど、入れたいという意見です。 

どちらも説得力がある意見が出ていて、とにかくつくっておこうという意見と、つく

るには時間が足らないというジレンマがあると思うので、住民投票制度はいります、つ

くってくださいという文脈にしていただきたいです。 

○小林委員長  住民投票をすることができるということは書いておきますが、それがど

ういう制度か、常設型なのかその都度定めるのかということまでは触れないというか、

踏み込まないというＢ委員と近いご意見ですね。 

○Ｓ委員  できるというよりつくらなければいけないというか、どこまで提言するのか

というレベルの問題だと思います。 

○小林委員長  制度としてつくらなければいけないと言うのであれば、それは常設型と

いうことになると思います。 

○Ｓ委員  そうなのですか。 

○小林委員長  制度として常に置いておくということなので。 そうではなく、必要にな

ったときにそのテーマについてだけ住民投票の条例をつくり、一回住民投票をやったら

それでお終いというのが個別設置型というか非常設型です。個別設置型は、やることが

できるという規定がどこかにあるにしても、普段は住民投票の仕組みがなく、住民投票

が必要になったときにそのテーマについてどういう人たちで住民投票をするというの

が違ってくるかもしれないので、そのときにつくるという考え方です。 

○Ｓ委員  そうすると、どんな常設型かは分からないですが、つくっておくという意見

なので、常設型になるのでしょうか。 

○小林委員長  ここで具体的な中身には踏み込まないが、常設型のものを別に定めると

いう提言にしたいということですか。 

○Ｓ委員  はい。 

○Ｘ委員  提言案に「反映させる必要があると考える場合には、別に条例を定め、住民

投票を実施することができます。」とあります。今言われたように、我々が条例をつく
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るのではなく市長に提言し、さらに議会に出すわけで、もしもそれが否決されたら条例

ができなくなるので、私は可能性があるものを出した方がいいと思います。後は行政で

考えてもらうしかないと思います。 

ここで条例をつくらなくてもいいと思います。ああせいこうせいと言う権利はありま

せんが、自分の気持ちとしては、ここに書いてある提言案はベターだと思います。 

我々が提言して市長が考えて議会に出すわけなので、きちんと書いてあるわけですか

ら、そこで練ってもらえばいいのではないでしょうか。 

○Ｊ委員  私は、５３番の意見の方がおっしゃる意見が現実味を帯びるとすれば、常設

型しかないのではないかと思います。 

結局議会が割れてしまった、市長と議会の意見が合わない、住民がどれだけ言っても

聞いてもらえない、永遠に住民投票は実施されないでしょうというのは議員さんがおっ

しゃった意見ですよね。これが現実味を帯びるとすれば、非常設型を決めた方々の責任

は重いと思います。 

○小林委員長  今のところ、原案どおり非常設型でいこうというご意見がお三方、常設

型の方がいいのではないか、何らかの制度は設けておいた方がいいのではないかという

方がお二方です。常設型か非常設型かも含めて今後の議論にゆだねる、ここでは結論を

出さないという方がお一方ということで、意見をいただいております。 

ほかの皆さんのご意見はいかがでしょうか。一応宿題でしたので、皆さん考えてきて

いただいているかと思っているのですが。 

○Ｉ委員  前回も市民の意見などで、少し考え方が変わったというお話をさせていただ

いたのですが、５年以内に必ずこの条例を見直すことになるので、今ここで常設か非常

設かの結論を出さなくても、先送りにしてもいいのではないかと思います。今回は非常

設型の原案で、５年以内で見直しをしていただくときに、再度将来の鈴鹿市はどうする

のかということを決めていただければいいと思いますので、原案どおりでいきたいと思

います。 

○小林委員長  第１７回のときにもおっしゃっていただいていますが、とりあえずは原

案のままいって、見直すときにもう一度考えてもらおうということですね。 

○Ｆ委員  見直しのときに、必要があれば常設型にすることもできるので、非常設型が

好ましいという表現が今のところ適当ですというというようなことなのではないです

か。 
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○小林委員長  微妙なニュアンスですね。 

Ｆ委員のご発言は、Ｉ委員のご意見に賛同の趣旨、５年以内に見直しの規定があるの

でそれを使っていただければいい。そういうことの説明を書き足しておけばいいという

ことですね。 

○Ｆ委員  別に条例で定め、住民投票をすることができますという説明が出てくるわけ

ですよね。ですので、それでいいのではないかと思います。 

○小林委員長  ありがとうございます。ほかの方はいかがですか。 

○Ｐ委員  私も原案どおりでかまわないと思っています。 

○小林委員長  理由は何ですか。 

○Ｐ委員  皆さんがおっしゃっているように、状況やいろいろなことを考えますと、あ

まり決めすぎて、今いろいろなことを書き込まないほうが、柔軟に対応ができるのでそ

れで十分なのではないかと考えます。 

○Ａ委員  皆さんの意見が出たので、この際採決を取ったらどうですか。 

○小林委員長  採決を取ったらどうかというご意見をいただきましたが、どうしましょ

うか。 

○ｇ委員  住民投票の本文はそのままにして、非常設型が好ましいという考え方ですと

いうことまでは書かずに、当面のところは非常設型としましたという程度の書き方でど

うですか。 

確かに常設型がいい部分もあるので、完全に非常設型が好ましいという考え方ですと

いう書き方ではなく、当面のところは非常設型としましたという形にしておいて、本文

のところは私もそのままがいいような気がします。 

○Ｂ委員  多数決を採ってはどうかということでしたが、賛成です。しかし、多数決を

採るにはまだ意見が足らないと思います。一言ずつでもいいから意見を今から言ってい

ただいて、それで多数決を取ってはどうかと思います。 

○小林委員長  一周り、一言ずつ意見を言うということですか。 

○Ｂ委員  皆さん考えてきていると思うので、それを言っていただいて、それでどう思

っているか採決してもらいたいと思います。 

○小林委員長  Ｂ委員から、皆さん一回ずつ発言をということでしたが、よろしいでし

ょうか。 

そういうことで、皆さんにおっしゃっていただくということですね。 
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今、順番を決めていただきましたので、こちらからいきましょうか。 

○Ｐ委員  私は賛成と申し上げたように、原案どおりでいいと思っています。 

○Ｊ委員  私は何回も言うように、常設型しかないと思います。 

○Ｆ委員  私は先ほど少しお話をしましたが、今話していただいたように、当面のとこ

ろは非常設型としましたという表現の仕方がどうかと思います。好ましい、でいいので

はないかと思います。 

○小林委員長  好ましい、でいいということですね。 

○Ｅ委員  私はどちらかというと常設型を考えていたのですが、いろいろ対比したり、

他の条例を見たりしたところ、結論としては非常設型にしておくということです。この

解説をどのように表現するかですが、その他の意見で常設型にすべきであるという意見

がありますよね。それを少しやんわりとした方がいいのではないのでしょうか。現状ど

おりでやんわりとということです。 

○Ｃ委員  宿題だったので考えてきたのですが、非常設型ということでＩ委員の意見と

同じです。要するに、今はっきりしなくてもいいということで、どちらかといえば、非

常設型です。 

○Ｂ委員  私は先ほど言ったように併用型です。 

○小林委員長  常設型か非常設型かも含めて、今後にゆだねるということですね。 

○Ｎ委員  非常設型です。個別の課題に対し、対象者を誰にするかをその都度考えてい

った方が、私はベターだと思っています。 

○Ｉ委員  先ほどもいったように、原案どおりでいいと思います。 

○Ｓ委員  先ほど私が言った意見は、常設型に当たると委員長がおっしゃったのですが、

条文を見ていますと常設型でもないように思います。非常設型と常設型といったときに、

これは言葉のイメージだと思うのですが、非常設型という言い方だと無くてもいいと思

われやすいので、個別設置型という言葉を使っていただけるのであれば、それが一番近

いと思います。 

○ａ委員  私は原案どおりが好ましいと思います。 

○ｆ委員  私もです。 

○ｇ委員  私も原案どおりなのですが、先ほどの個別設置型というのが、非常設型とい

うより受けるイメージが優しいのかもしれません。 

○ｈ委員  私も原案どおりで、言い方は個別設置型の方がいいのではないかと思いまし
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た。 

○ｂ委員  順番に回ってきまして、私もやはり原案どおりで、個別設置型と名前を変え

た方がいいのではというように思えてきました。 

○Ｙ委員  第３部会でも時間を取って議論をしたところで、この原案どおりでいいと思

います。だた、いろいろな意見を伺って個別設置型というのが好ましいと考えます。 

○Ｘ委員  個別設置型です。 

○Ｗ委員  個別設置型の方がふさわしいのではないかと考えます。 

○Ｖ委員  私も個別設置型で、先ほども言われましたように、名前は個別設置型の方が

いいのかなと思います。 

○Ａ委員  私も原案どおりです。Ｉ委員の言われたように５年後に見直しができるとい

うことで原案どおりでいいと思います。 

○Ｕ委員  私も個別設置型の方が好ましいと思います。 

ただ、個別設置型で今の文面のままですと、例えば地方自治法では、外国人は住民投

票は請求できないということはないですか。 

○小林委員長  今の文面だと、そもそも誰が請求できるかということすら書いていない

です。 

○Ｕ委員  今の私のポジションからすると、誰が請求することができるのかということ

で、すべての者とあえて書き加えることはできないのかと思うのですが。いただいた資

料の静岡市のものを見て、そういう書き方もできるのかなと考えました。 

○Ｔ委員  第３部会で議論したことを、私が持ちかけたということもあって、十分ここ

で議論をしたということがここで見えて、外へ向けて出していくことができれば、別の

ところで議論があったとしても、この会としてはそういうことを想定して議論をしたと

いうことがはっきり言えるので、私は自分の考えはすでに言っていますので、ここでは

できるようにしてあるということで落ち着いたと考えて、原文のままでいいと考えます。 

１８歳とか外国人ということは、国ではしたくてもできないということがあるようで

すので、自治体で議論をすることは大切だという理解をしています。 

○Ｄ委員  前回意見を述べているのですが、常設型です。 

  両刃の剣かもしれませんが、市民も行政も緊張感の中で大人になるべきかと考えます。 

○Ｏ委員  私も前回から申し上げているとおりで、非常設型です。原案のとおりでいい

かと思います。個別設置型という言葉を使うことについても賛成です。 
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○小林委員長  一巡りしてきました。 

私の個人的な意見を言わせてください。委員長としてではなく、私は個人的には常設

型の方がいいと思っています。先ほどおっしゃっていましたが、実際に意見が割れてい

がみ合うような状況になると、そのための条例をつくることがどっちに有利、不利とい

うような状況になって、条例がつくりにくいのではないかということもあり、制度とし

て用意されていた方がいいのではないかということです。 

それから、政府、民主党の中には、各自治体に住民投票条例をつくらせようとしてい

る動きもあると報道されているのを見ますと、どうせ迫られるのであれば、国に言われ

たからするのではなく、鈴鹿市として先に積極的にそういう条例をつくっていますとい

う方が、格好がいいかなというのが一つの理由です。 

ただ、私はもう少し皆さんの意見が拮抗するかと思っていました。常設型の人もいれ

ば個別設置型の人もいて、この考える会である程度議論をしましたが、この問題だけの

議論をしている訳にはいかないので、先送りというか、別にゆっくり市民の声を聴きな

がら考えてもらうという意味で、個別か常設かも決めずに、そこも含めて今後の議論に

ゆだねる型の提言をするのがいいのかなというふうに、私としては思っておりました。

ここまでが個人の意見です。 

  それはそれとして、今皆さんのご意見を伺うと圧倒的に個別設置型の意見が多いよう

でありますが、一応多数決を採った方がいいですか。その方がすっきりしますか、それ

ともこれで多数はもう分かったのでそれでよしとしましょうか。 

よろしくない感じの人もいますね。 

  常設か、個別設置か、それも含めて先にゆだねるか、三つしか回答はないわけですが、

会としてどれかに決めなければならないという中で、常設ではなく、個別設置というご

意見が圧倒的に多いということです。もちろんその他の意見ということで、言い方は柔

らかくしますが、常設型を押す意見もありましたということを入れておかないと、その

方の存在が無視されるのは具合が悪いので入れますが、会としては個別設置型が好まし

いという意見が多数だったということで、いかせていただいてよろしいですか。 

－はい、の声あり－ 

○Ｆ委員  好ましいとしてください。 

そして、委員長が言われるように、どちらかというのは行政に判断してもらえばいい

という意見も少数意見としてください。貴重な意見であると思いますので、決めてしま
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うのではなく、望ましいと提言には書いたらどうかと思います。 

○小林委員長  説明文のところは、少しいじった方がいいということでしょうか。 

  市民の方から意見をいただいた上で検討をしたわけですので、このままでは何も検討

しないまま突き返したという印象を受けられてもいけないので、検討した経緯が分かる

ような説明文をつけて、「会としては原案どおり個別設置型としましたが、今後見直す

ことができるという規定もあるので、その時々の状況で見直してもらう」というように

説明文に書き足すということですね。 

  そうすると、市民から寄せられた意見への対応のところも、５１番から５７番までは

一括して、「検討したけれど原案のままいきます。会としては今のところ原案のほうが

望ましいと思っているが、先々には見直してもらう」ということを、書き方は考えなく

てはいけませんが、そのようにお答えをしていくということでよろしいでしょうか。 

では、住民投票については以上にさせていただきます。 

 

（２）回答案について 

○小林委員長  「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（２２．２．１８）」ですが、住民投票以外のところに

つきましては、「提言案への反映等の対応」という右の欄に、前回、前々回のときに皆

さんから出していただいた意見を受けて、作業委員会がつくった回答案が入っています。   

「ひらがな表記に統一します。」のように緑字で入っているところは何かと言います

と、提言の本文に修正を加えてはどうかという作業委員会からの案です。本文を修正す

る部分だけ抜粋したものが、机の上に置いてもらってあります。 

前文でいうと、２段落目の「自動車産業をはじめとした」の「はじめ」は漢字ではな

く平仮名に統一されているという変化があります。 

  黒字のところは、基本的に第１７回、第１８回の会議で皆さんからいただいた意見を

もとに、作業委員会で文言をお答えにふさわしいように文章として作り直していますが、

基本的には考える会の全体会の中で出されたものが入れてあるのが黒字のところです。 

  前文についても、1 番と２番の意見については「ひらがな表記にします。」とし、３番

から１０番までは、以前この会で考えていただいたお答えをもとに文章を作らせていた

だきました。１１番から１９番までについては、言われた意見もごもっともということ

もあり、お答えとしてはこの緑字のものなのですが、今日配っていただいているような
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修正を施してはどうかというのが、作業委員会の案です。 

  どうでしょうか。まず、前文のところだけを見ましょうか。 

  前文は、分かりにくいとか、一つの文章が長いとか、目的をはっきり書いた方がいい

などのいただいた意見を踏まえて、作業委員会で作業をして、書き換えてはどうかとい

う案をお出ししてありますので、そちらを見ていただきましょうか。 

○Ｆ委員  前文で、「農林水産業の代表は、お茶と花木なのか？」というご意見を受けて

変えていただいたのが、「水稲やお茶、花木をはじめとする農林水産業」という表現な

のですが、水稲は農業ですが、水産業のことはどうしたのでしょうか。 

○小林委員長  これは１１番の意見に対応する話で、「農林水産業の代表は、お茶と花木

なのか。栄えてきたとするならば、稲作と漁業ではないのか。」という意見をいただい

て、そうですねという部分もあって、作業委員会で水稲を入れました。漁業をどう入れ

るのかということで、稲やお茶、花木、さつきといった具体的なものではなく、大まか

に漁業という感覚で、それが農林水産業に含まれるという意見もあり、具体的には書き

にくいというのが作業委員会の議論だったと思います。 

妙案があれば出していただきたいと思います。小女子をいれましょうか。 

○Ｓ委員  あなごと言っていた人もいましたね。 

○小林委員長  そうですね。 

○Ａ委員  魚介類が豊富なので、魚介類ではどうですか。 

鈴鹿の方では海産物が一番元ですから。 

○Ｆ委員  水稲などというところに、代表はそれだけなのかという意見も出ていたと思

うので、水産も代表で一つ入れておいた方がいいのではないでしょうか。鈴鹿の漁業と

いえば海苔や魚、貝もありますので、全体を見ると海産物かと思います。 

○小林委員長  どうしましょうか。 

○ｆ委員  今水産業の部分で、海産物や魚といろいろ言われていると思うのですが、こ

の花木というのはさつきで林業ではないので、林業はどうなのかということになります。

個別に一つずつあげていくということになると、林業についてもあげなくてはならなく

なるので、代表するものだけを出して、それをはじめとするとし、農林水産業は全般を

カバーするものとして、そのままでもいいのではないかと思います。 

○ｇ委員  私も同じ意見です。鈴鹿市は畜産もわりと有名なので、林業を入れて、畜産

を入れてとするのではなく、何々をはじめとするというように、まとめた方がいいので



 

 ―１８― 

はないかと思います。 

水稲を入れたのは、周りが田んぼばっかりでさすがに水稲を抜くのは都合が悪かろう

ということで入れたのですが、全部入れるとキリがないので、はじめとしたということ

でどうかと思います。 

○Ｂ委員  いろいろな意見が出ていますが、キリがないですね。 

私は、ここの表現を思い切ってカットしまして、「温暖な気候と豊かな自然環境に恵

まれており、農林水産業が栄えてきました。」でいいと思います。水稲やお茶、花木を

はじめとするというのはいらないと思います。 

○小林委員長  いろいろなご意見を言っていただいていますが、どうしましょうか。 

○Ｅ委員  頭を全部切ったら寂しいですし、「豊かな自然環境に恵まれており、農林水産

業が」とすると海も山も全部含むので、物をあげたらいろいろな物が出てきて、カルガ

モまで入れなくてはいけなくなってしまうのではないですか。 

○ｇ委員  ある程度言葉があった方がいいと思います。あまりそういうものを抜いてし

まうと、例えば、農林水産業、伝統工芸、自動車産業も抜いて輸出用機械と言ってしま

いますと本当に、市役所の文章みたいになるので、ある程度、人が連想するような言葉、

身近な言葉を入れたほうが柔らかくなると思います。 

○Ｓ委員  それでしたら、農林水の代表を一つずつ入れるのが、読んだ人が自然に受け

取れるのではないですか。確かにこれを読むと、農業ばかりだというように受け取られ

かねないと思います。 

○ｇ委員  もし入れるのであれば海苔養殖だと思います。水産物出荷高の６割ぐらいな

ので、海苔養殖は入れてもいいのかなと思います。 

○小林委員長  農林業と水産業は、分けることはできないですか。「水稲やお茶、花木を

代表とする農林業や、海苔、小女子などの水産業が栄えてきました。」というような言

い方でどうですか。 

○Ｓ委員  林業の代表がないですよね。 

○小林委員長  林業の代表といえるようなものが中々難しいのでしょうが、農業として

しまって林業を完全に削るのもどうでしょうか。森林組合もありますので。 

○Ｘ委員  林業は亀山、関ですよ。 

○小林委員長  鈴鹿には、もう一件もないのですか。 

○Ｘ委員  一件もないということはないですが、亀山、関に吸収されています。 
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○小林委員長  森林組合は鈴亀地区で一つですよね。やっている方はいらっしゃるので

はないですか。 

○Ｘ委員  庄内の方はみえますよ。 

○Ｎ委員  杉は三重のブランドになっていますよね。 

○Ｙ委員  あれはここら辺ではなく、もっと南の方です。 

○Ｓ委員  農林水産業を一つの言葉として受け止め、農林水産業は第一次産業を綺麗に

言った言葉なのだと読んだ人が取ってくれれば、この三つの例に矛盾はないので、この

会としてはそういう意味ですと固めればいいのではないかと思います。しかし、知らな

いですっと読んでいくと、三つも例があるのに農業ばかりと取られかねないというのが、

一般的な感覚としてあります。 

○Ｙ委員  白子に住む者としては、漁業が入っていないということは思いました。 

○Ｂ委員  前文なので、やはり鈴鹿を代表するものや特徴となるものを、名産物という

イメージで読む人は受け取ると思います。ですので、もう少し表現できればいいと思い

ます。 

○Ｎ委員  何か案を出してください。 

○Ｂ委員  農林水産業という表現になると、水稲とかお茶とか花木だけかなと思います

よね。ほかにも鈴鹿にはもっといいものがあるのではないかと思いますので、前文には

それぐらいの思いというのがあると思います。 

○Ｔ委員  花木の後に海苔と入れ、その後で全部まとめるとしたら「など」としてはど

うですか。ほかにもあるので全部入れ出したらきりがないので、水産業の代表的なもの

として海苔も入れて、「など」としてまとめていただいたらどうでしょうか。 

○小林委員長  今のご意見ですと「水稲やお茶、花木、海苔などをはじめとする農林水

産業が栄えてきました。」ということですね。 

○Ｎ委員  ここは「など」を使うのですね。 

○小林委員長  海苔だけで大丈夫ですか。 

○Ｆ委員  鈴鹿の海苔は有名なので、海苔が入ればいいのではないですか。 

○Ｓ委員  知らない人と、それを扱っている人との認識の差が出ていると思います。 

何で決めたかといったら、貢献度というかシェアと考えれば、例えば海苔は６割と言

われれば根拠になりますよね。そうやって三つほどあげて絞るしかないのではないかと

思うので、花木というのはそれほどシェアがあるのですかと聞かせていただきました。 
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データで、ある程度の根拠で二つか三つかなと思います。第１部会から出してきた時

点ではいろいろあったと思うのですが、思い出せません。 

お茶、花木でこの会は提言しましたが、水稲も入れて欲しいというリクエストにお答

えした感じですので、二つか三つに絞るという意味では、売り上げや生産の多いものを

三つぐらい選ぶことになると思うのですが。 

○小林委員長  ここに単純に海苔を足すというのはダメという意見ですね。 

○Ｓ委員  そうではないです。 

○小林委員長  三つに絞れということですよね。 

○Ｓ委員  三つぐらいに絞った方がいいというのが一つです。海苔が６割というように

シェアが高いのであれば、そういうものを優先するべきだということです。 

○小林委員長  単純に海苔を加えて四つにしてはいけない、何かを削って三つにしてく

ださいというのがご意見ですよね。 

○Ｓ委員  そうです。 

○Ｎ委員  ちゃんとしたデータがいるのであれば、次回にした方がよくないですか。 

○Ｓ委員  その結果、上位三つが農業だった場合、どうするのかということになります

よね。 

○ｇ委員  上から三つというのが出荷高でいうのか従事している人でいうのか、そこは

あまり厳密に考えなくてもいいのではないでしょうか。例えは、「水稲お茶、花木をは

じめとする農林業や、海苔養殖をはじめとする水産業が栄えてきました。」としてはど

うでしょうか。先ほどの白子が寂しいという話もありましたが、二つに分けてもいいの

かなと思います。 

必ずしも、出荷額で上から取らなければならないというのも難しいところがあると思

いますので、両方とも立てるというのでどうでしょうか。 

－異議なし、の声あり－ 

○小林委員長  農林業と水産業という並列は、言葉としては大丈夫ですか、問題はない

ですか。言葉としてするすると入るようであれば、そうしましょうか。 

―賛成、の声あり― 

○Ａ委員  「恵まれた地域でお茶や花木をはじめとする農林業、そして新鮮な海産物漁

業も栄え」としてはどうでしょうか。 

  海苔の養殖は最近鈴鹿では少ないです。工業用地にほとんどなっているので、鈴鹿よ
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り津市の方がずっと栄えていて、代表的なものではないと思います。 

○Ｓ委員  実情と一般的に持たれるイメージが、かなり違うということが分かったので、

そのどちらを前文に取り入れるのか、ということを論議したらいいと思うのですが。 

○Ａ委員  海産物や漁業といっても海苔は時期的なものなので、じゃこや岩海苔などの

加工業の方が一年を通じて長いです。 

○Ｘ委員  ｇ委員のおっしゃったものでいいのではないでしょうか。 

○小林委員長  それでは、今のご意見でも農林と漁業は分けるということでしたし、あ 

まりたくさん言い始めるとキリがないので、農林業と水産業は分けさせていただきます。

「水稲や花木をはじめとする農林業や、海苔養殖などの水産業が栄えてきました。」と

おっしゃっていただいていたと思いますが、そのご意見に賛同する方が多いようですの

で、厳密にシェアや出荷額ということは止めて、それでいかせていただいてよろしいで

すか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  前文についてですが、赤字で書いてあるところは作業委員会での修正案

で、１１番から１９番までの意見に答えての修正ですが、いかがでしょうか。このよう

な修正でよろしいですか。 

第３段落のところで赤字になっていない箇所がありました。第３段落の２行目です。

提言案では「市民の声を活かしながら、課題を解決して、より住みよい鈴鹿市を目指し

ていくまちづくりをどう行っていくかが問われるようになりました。」となっていたの

ですが、より住みよい鈴鹿市をめざして、という話は次の段落に送ったので、短く縮め

て「市民の声を活かしながら、どう課題を解決していくかが問われるようになってきま

した。」としました。 

本来ならばここは赤字になっていなければならないところです。「第３段落の一文が

長すぎて分かりにくいと思います。」という１３番のご意見があったので、シンプルに

させていただきました 

目的が良くわからないという意見もあったので、第３段落に目的を明示しました。 

  もう少し親しみやすいものにできないのかという意見もあったので、第５段落に、「こ

の条例を活かして、みんなで協働してまちづくりをすすめましょう。」ということを入

れたいということです。 

  では、前文だけをしているわけにもいかないので、特にご意見がないようでしたら次 
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にいきたいと思います。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  ２０番から２４番の回答は、前回、前々回に皆さまからいただいたご意

見を文章に直したところです。 

２７、２８番のまちづくりの定義をどうするかということについては作業委員会に送

られていたと思いますので、青字になっています。「まちづくりについては、人によっ

て、道路や施設の整備などのハード系の事業をイメージしたり、ＮＰＯ法の１７分野の

一つとして受け止めたりと、いろいろな捉え方がありますが、考える会としては、あえ

て定義づけしないで、どんなときにも使えるようにしておく方が良いという考え方をし

てきました。定義がないと分かりにくいというご意見もありましたが、より良いまちを

つくっていくことが全てまちづくりであると大きく捉え、このまま定義しないこととし

ます。」というのが作業委員会の案ですが、いかがでしょうか。 

特にご意見はないでしょうか。 

○Ｏ委員  この案でいいと思いました。 

あえて定義づけをしないということがこの会でまとまった意見かと思いますので、上

手くまとめていただいたと思いました。 

○小林委員長  ありがとうございます。 

○Ｆ委員  私もその意見に賛成です。 

○小林委員長  今、Ｏ委員とＦ委員に賛同のご意見をいただきましたが、皆さんよろし

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。 

続いて２９番、１６番、３０番です。番号が行ったり来たりしていますのは、第１７

回で皆さんにお配りした最初の「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」の意見番号と合わせてあるためです。 

もとの表では別のところにあった意見なのですが、アンケートでは別のところに書か

れていた意見で、この意見の内容は明らかに定義に対するものだということで、１６番

の意見がここに飛んできています。番号が行ったり来たりしているところが何箇所かあ

りますが、そのようにご理解いただければと思います。 

２９番、１６番、３０番は、市民の定義に対するご意見です。これと３１番は、皆さ
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んが会議のときに言っていただいた意見を整理し直したものです。 

続いて３２番から３４番、このあたりは全部黒字で、皆さんから出していただいたも

のをそのままあげております。 

すみません、ちょっと作業委員会の方に確認したいのですが、３７番、３８番のお答

えが「ありがとうございます。」になっているのですが、これでよかったでしょうか。

場所によっては「ご感想として承りました。」となっているのですが。いいものについ

ては「ありがとうございます。」で、気に入らないものについては「ご感想として承り

ました。」となっているのですが。 

○Ｉ委員  ３７番、３８番のご意見ですが、ここは最後のところと整合性をとって、「ご

意見ありがとうございます。ご感想として承りました。」としたほうがいいかと私は思

います。 

○小林委員長  「ご意見ありがとうございます。」は入れるのですね。 

○Ｉ委員  入れて「ご感想として承りました。」とし、最後の方に出てくる「ご感想とし

て承りました。」というところには「ご意見ありがとうございます。」と入れて少しへり

くだったほうがいいかなと思います。 

○小林委員長  全部ですか。 

○Ｉ委員  最後の方のページのものもです。 

○小林委員長  いっぱいありますが、３０、３１ページあたりのものはすべて「ご意見

ありがとうございました。ご感想として承りました。」に直したほうがいいということ

ですね。 

○Ｉ委員  そのように私は感じました。 

○小林委員長  いきなり言われてもわからないという人もいらっしゃると思うのですが、

皆さんいかがでしょうか。 

整合性を取るということで、３７番３８番のお答えと、３０、３１ページの１４６、

１４８番から１５５番のところは、全部「ご意見ありがとうございました。ご感想とし

て承りました。」としてはどうかというご意見でした。丁寧な感じにはなりますね。 

○Ｙ委員  優しい感じになりますね。 

○小林委員長  今、優しいと言っていただいたので、そんな感じに直しましょうか。 

ありがとうございます。 

３７番、３８番も「ありがとうございました。ご感想として承りました。」とさせて
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いただきます。 

次のすべての人の尊重には特にご意見がありませんでしたので、ここを空欄で置いて

おくのがいいのかどうか、これはなくてもいいのかなという気もしますので、この３行

はなくしましょう。 

市民参加と市民の権利のところはすべて黒字で、皆さんからいただいた意見を文章に

直したものです。 

続いて子どもの権利で、４３番、４４番は黒字です。４５番から４７番については、

子どもの権利は書く必要はないのではないかという趣旨のご意見でした。本来はセルを

全部くっつけられればいいのですが、ページをまたいでいるので４５番のお答えのとこ

ろに「回答はＮＯ．４６、４７へ」と書いてあります。緑の字がお答えの案です。「子

どもも高齢者も障がい者もすべての人が社会の一員であり市民ですが、議論してきた中

では、特に子どもは次世代の鈴鹿市を担う大きな財産であるということから、あえて特

出しをしています。なお、説明文で子どもは社会の一員であり市民です。と書いてあっ

たのは、子ども以外が一員ではないようにも捉えかねないことから削除しました。」と

いうことで、先ほど前文を見ていただいた資料を見ていただくと、本文はいじっていな

いですが説明文、これは以前の会議でＡ委員からもご意見をいただいたところだと思う

のですが、確かにそうだということで「子どもは社会の一員であり市民です」は取ると

いう修正を入れたいと思います。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  続いていきましょう。４８番と４９番、多文化共生社会の実現は、以前

の会議で言わせていただいたとおり、相反する意見があるので原案のとおりです。 

○Ｉ委員  ４９番ですが、意見のところに「この項目は不意と思われます」とあるので

すが、これは不要ではないかと思うのですが。 

○小林委員長  持参されている意見なので、もし原文がそうなっているのであれば不意

のままでもいいのかもしれません。原文はそのままですよね。 

○Ｐ委員  そういう場合は、原文のままと表記しておいてはいかがでしょうか。 

○小林委員長  ここは「不意（原文のまま）」と入れておきましょうか。 

○Ｉ委員  回答のところですが、「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、特筆するということでまとめましたので、このままとします。」としていただい

ています。「考える会としては」というものと「この会としては」というものの二通り
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ありますので、どちらかに統一した方がいいと思います。 

○小林委員長  作業委員会では、力尽きてここまではできなかったのですが。 

○Ｉ委員  私としては、「考える会としては」に統一した方がいいと思います。 

○小林委員長  「この会」となっているところは、全部「考える会」と統一してはどう

かというご意見ですが、よろしいでしょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  ここは文言を統一しましょう。 

５０番からの住民投票は、先ほど議論いただいたところです。 

５１番から５７番については、全部まとめて回答をしなければならないのですが、ど

うしましょうか。 

  今日、全部見ていって、作業委員会をもう一度しなければならないということであれ

ば、この住民投票のところも作業委員会で考えることにしてもいいですが、これしかな

いのであれば、そのためだけに作業委員会をするのも大変な感じになるので、ここの答

え方をどうするかについては、先を見てから考えましょうか。 

  続いて５８番の情報共有の、「この会としても、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。」は、皆さんのご意見のとおり

です。 

  次の５９番の協働への意見ですが、どうもこういう答えではなかったような気がしま

す。不参加型の人への接し方というのは、不参加の人も不当な扱いを受けないようにと

いうことを言っていて、この文言は次のところのものが張り付いてしまっているような

気がします。作業をしているときにトラブルが発生したのだろうと思うのですが、そう

するとここはどう答えるかということですが、消滅してしまったのでしょうか。 

  どんな議論をしていたかというと、先ほど皆さんにご承認をいただいた第１８回の会

議録の４ページを見てください。上から４行目の、今日お休みの岩崎委員の市民の権利

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。というご意見がありました。 

  一応私が「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。と確認を
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しているわけです。 

  皆さんがなんとなくうなずいていただいているということと、このいただいたご意見

の表記についてはどうなのか。そのままのほうがいいのではないかという会話が、Ｉ委

員との間にありました。 

次の５ページの上のところを見ますと、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。と私が言って、皆さんにいいとおっしゃっていただいていますので、それをベー

スに少し考え直さないといけないと思います。 

○Ｎ委員  消える前の意見が残っているのですが。 

○小林委員長  どこにですか。 

○Ｎ委員  作業委員会で使ったものです。 

○小林委員長  何と書いてありますか。 

○Ｎ委員  「まちづくりの基本原則（３）市民の権利のところに、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。と書いてあるよう

に、会としましては、参加しないことを理由に不当な扱いはしないという対応を望みた

いと思っています。」です。これではだめですか。 

○小林委員長  では、「２まちづくりの基本原則（３）市民の権利」を括弧でくくって、

「この会」を「考える会」としましょうか。「『２まちづくりの基本原則（３）市民の権

利』のところに、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。と書いてあるように、考える会としては、参加しないことを理由に

不当な扱いはしないという対応を望みたいと思っています。」でいかがでしょうか。 

作業委員会の作業をしているときに、消え失せる前の案ということになります。第 

１８回の会議録にあがっているような意見を整理して、文章にする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  続きまして、６０番から６２番、市民・議会・市職員の役割の全体にか

かわるところです。これもすべて黒字ですので、前回の会議で出てきた意見を文章にし

てあります。 

○Ｉ委員  確認なのですが、この回答の４行目に「理念条例」という言葉があります。

この前にも出ているのですが、「理念条例」という言葉でいいのでしょうか。まちづく
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りの基本条例の提言案ですので、「理念条例」という言葉を使うよりも「基本条例」と

いう言葉を使っていただいた方がいいのではないかと思います。 

○小林委員長  皆さんいかがでしょうか。 

○Ｉ委員  もうすでに一箇所出ているのですが。 

○小林委員長  どこでしたか。 

○Ｉ委員  ４ページの２０番への答えです。ここの４行目にもあります。 

これは貼り付けているので、同じ文章を使っているところはみんなですね。 

○小林委員長  具体性にかけるというご指摘についてはみんな同じ文章ですね。 

「理念条例」ではなくて「基本条例」とした方がいいのではないかというご意見です

が、提言のタイトルが「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例」ですので「基本条例」に

しておきましょうか。 

では、Ｉ委員からおっしゃっていただいた部分については「基本条例」に致しましょ

う。 

○Ｉ委員  ４ページと１３ページ、２９ページですね。 

○小林委員長  ２９ページにも同じ記述があるということですので、そこも直していた

だきましょう。 

○Ｉ委員  合計３箇所です。 

○小林委員長  ありがとうございます。 

市民・議会・市職員の役割の全体にかかる部分については、以上でよろしいでしょう

か。 

では、６３番から６６番の市民の役割に対してですが、これもすべて前回いただいた 

意見を基にしています。意見の趣旨が良くわからないところについては、無理に答える

のは止めています。６５番６６番は何が言いたいのか良くわからないというご意見でし

たので、あまりこちらの憶測で答えて、かえって的外れな答えになっても良くないと思

い、こういう形になっています。 

○Ｉ委員  ６５番６６番はこの回答でいいのですが、これは併せて一つにしたらいいの

ではないでしょうか。 

○小林委員長  そうですね。セルを併せるというかたちですね。 

続いて議会の役割のところです。２５番、２６番、３６番というのは、前のほうから

飛んできている意見です。議会のことに関するご意見がほかのところで出されていたの
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で、それが全部こちらに来ています。 

お答えとしては、皆さんからいただいたとおりです。６７番と６９番も同じです。そ

れから、市の役割と職員の役割も皆さんからいただいた意見のままです。 

７８番からは、まちづくりを実現する仕組みです。 

７９番が青字になっていて、まちづくりの定義の話で、先ほど皆さんに見ていただい 

たものと同じです。先ほどご承認いただいているということで、回答のままでよろしい

ですね。 

８０番から８２番までは、皆さんからいただいた意見をもとに文章を直したものです。 

○Ｉ委員  ８１番の３行目ですが、（仮称）まちづくり活動センターの「活動」が抜けて

います。 

○小林委員長  そうですね。ありがとうございます。「（仮称）まちづくり活動センター

は、誰もが利用できる施設で」ですね。 

○Ｎ委員  ほかにもありますので、後で確認するということですよね。 

○小林委員長  たぶん、抜けているところがあるでしょうね。 

  ８３番ですが、これはいただいた意見を受けて直したところであります。 

○Ｂ委員  「裕度」というのは意味が分からないのですが、どう使うのでしょうか。 

○小林委員長  どこですか。 

○Ｂ委員  「地域の特性を最優先させる裕度」というところです。辞書で調べたのです

が、分からなかったです。 

○小林委員長  どこですか。 

○Ｎ委員  ８３番です。 

○小林委員長  ８３番のいただいたご意見についてですね。これは原文のままです。こ

れを受けて、説明文を直しましょうというところです。 

先ほどの前文を見ていただいた資料です。どこが直ったのかというと、地域づくりの

組織の説明文の①のところです。 

「地域づくりの組織の範囲は、基本的には地区市民センターの所管区域あるいは公民館

などの区域とし」としました。地区市民センターと公民館の範囲だけに限定しない方が

いいのではないかというご意見でしたので、確かにそうだということでそれを活かして

説明はいじりましたが、本文は変わっていません。どうでしょうか。 

このような修正を入れてもよろしいでしょうか。 
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－異議なし、の声あり－ 

○小林委員長  市長さんにあまり「など」を使うなと言われた気もしますが、これは仕

様がないということで使わせていただきます。 

○ｇ委員  回答欄と、提言案の修正案が違うのですが、「公民館の区域など」と「公民館

などの区域」は、どちらになりますか。 

○小林委員長  「区域など」ですね。提言案が間違っています。 

いただいた意見を活かすということなので、「地域づくりの組織の範囲は、基本的には

地区市民センターの所管区域あるいは公民館の区域などとし」ですね。 

すみません、市民の皆さんからいただいた意見に対するお答えは、もう一度、次の３

月４日の会で最終確認をしてから出すと前に申し上げたとおりです。今日見落としがあ

るだろうと思いますので、次回までに見ていただければと思いますが、今日はいけると

ころまでは行きたいと思います。 

８４番から９６番までは、第１８回で皆さんからいただいた意見をもとに文章に直し

たところです。 

９７番、９８番は行政運営全般にかかわるところで、苦情処理の規定をどうするのか

ということでした。 

これは前回で作業委員会送りになったもので、作業委員会で検討の結果、行政運営の

市民の声の反映のところに、もともとの文章を①として、②を付け加えて「②市は、市

民から提出された意見や提案、要望、苦情等には、誠実に対応します。」という文言を

入れることにしたいと作業委員会として考えていますが、皆さんいかがでしょうか。 

実は入れた文言は、提言案の説明の一番末にあった文言です。説明文の末にあった文

言に苦情を加えそれを本文へ入れれば、いただいたご意見に答えられるだろう。苦情の

規定は入れられるだろうということで、作業委員会として考えたのですが、いかがでし

ょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  ありがとうございます。 

２０ページ、９９番から１０４番は、すべて皆さんからいただいている意見のとおり

です。２１ページも１０８番まではそうです。 

１０９番の行政評価ですが、説明文の２行目の「、」の位置がおかしいのではないか

という意見をいただきました。意見のとおり直そうということでありますので、ご確認
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をいただきたいと思います。説明文の２行目のところは、もとは「透明性を高めること

を目的とした、市民参加の方法を別に定めることを明記しました。」だったのですが、「透

明性を高めることを目的とした市民参加の方法を、別に定めることを明記しました。」

と意味をとおりやすく直しました。よろしいでしょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  ２２、２３ページはすべて皆さんからいただいた意見のままです。 

先ほどご意見がなかったところについては削ろうという話をしましたので、２０ペー

ジの市民の声の反映や、２２ページの総合計画のところは、特に意見がありませんでし

たので削っていきましょう。 

続いて２４から２８ページも、全体会で皆さんからいただいたとおりです。 

２９ページの上のお答えですが、「理念条例」を「基本条例」に直すということでし

た。 

後は、すべて皆さんからいただいた意見を文章に直したものです。 

９時を回ったので最後は走っていますが、皆さんからいただいた意見を文章に起こし

たところについて文章がおかしいのではないか、表現が違うのではないかと、全体で表

現の統一が取れていないというところがあれば、次回までに目をとおしていただいて、 

３月４日に提言書の最終案を確定させるときに、併せてこの回答についても最終案を確

定したいと思っています。 

最後に市民の方にこれをどう公表するかということですが、作業委員会ではこの真ん

中の市民の意見を聴く会当日の対応は要らないと考えています。 

最終的には右側に同じようにお答えとしては載っており、当日いただいていない部分

が空欄になって、それでは間が抜けてしまいますから取ってしまおうということです。 

一番右の意見の区分についても、要らないと思います。我々が考えるときには、どこ

で出た意見というのは見てまいりましたが、どこで言っていた意見だからというのは、

差別せずお答えしていますので、区分も無しでいいかと思います。 

左端の意見番号ですが、今は考えていく便宜上、前と番号が変わると厄介なので、番

号が行ったり来たり、飛び飛びになっているところがありますが、公表するときは全部

通し番号に直しましょうということです。 

その隣の意見を出してくれた人を示す番号は、要らないだろうということで削り、一

番左に意見の通し番号が入ります。そして、左にいただいた意見が、右に我々のお答え
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が入る、そういう３列の構成でお答えしたいと考えていますが、どうでしょうか。 

―異議なし、の声あり－ 

○小林委員長  ありがとうございます。 

住民投票の、さっき皆さんに個別設置型の原案のままでいこうと決めていただいたと

ころのお答えと、説明文をどう直すのかということが、残された課題であったわけです

が、どうしましょうか。 

今日の話をずっと見てくると、基本的にはこれでよろしいというところで、皆さんの

意見が集約されてきています。先ほどの「この会」か「考える会」かというような表現

の修正というのは３月４日にやりますが、それ以外は住民投票の説明文と答えの文章の

確認ぐらいしか残っていません。 

提案ですが、あえて作業委員会はやらずに、皆さんから今日までにいただいた意見を

踏まえて、私の方で住民投票に関しては説明文とお答えの案をつくって、皆さんに事前

にお送りして見て来ていただいて、３月４日はそれについて意見を言っていただくとい

うことで、作業を簡略化させていただくのがたぶん望ましいのかなと思うのですが。 

○Ｎ委員  ありがとうございます。 

○小林委員長  ぜひ作業委員会をしたいというのであれば、また深夜までやっていただ

いても結構ですが。 

○Ｆ委員  よろしいです。 

○小林委員長  よろしいでしょうか。 

○Ｆ委員  一つ聞きたいのですが、アンケートの中にまちづくり活動センターがいいの

か、何活動センターがいいのかという話がありましたが、何か適当な名称は出てきたの

でしょうか。 

○小林委員長  それ以外の名称は結局なかったのですよね。 

○事務局  はい。 

○Ｆ委員  どちらがいいかというのはどうでしたか。 

○小林委員長  数ですか。 

○Ｎ委員  アンケートにありませんでしたか。 

○事務局  アンケートの結果は第１７回のときに皆さまにお配りしたのですが。 

○Ｆ委員  すみません。欠席していたもので。 

○Ｎ委員  まちづくり活動センターが２１人、市民活動センターが１０人、その他が９



 

 ―３２― 

人です。 

○Ｆ委員  そうですか。 

○小林委員長  まちづくり活動センターの方が多かったということで、ここでは「（仮称）

まちづくり活動センター」を使っています。 

○Ｆ委員  わかりました。 

○小林委員長  １８ページの回答を見ていただくと、「市民の意見を聴く会や、市民の意

見の募集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推す意見が多か

ったことを踏まえ」というかたちで書かせていただいています。 

ほかはどうでしょうか。 

いただいた意見に対する回答の仕方、および提言書の修正についてご意見はございま

せんか。よろしいでしょうか。 

 

■ ３今後のスケジュールについて 

○小林委員長  次回は実質的には最終回ですね。 

３月４日の１９時からですが、まだ確定申告をしていて隣が使えませんので、引き続

き狭い部屋で恐縮ですが、ここ１２０５会議室で最終案の確認です。 

もう一つ、私は自分の首が絞まることを思い出しました。この提言書を出す際に、提

言書の上に委員長名で市長様充てに、この会としてはこれまでこういう経緯で検討を重

ねてきましたという、かがみ文をつけるということでしたね。それについても今までい

ろいろとご意見をいただいているところですが、これはたぶん委員長名で出すので私が

原案を作ってこないといけないと思っております。これも、事前に皆さんにお送りして、

３月４日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。 

とりあえず宿題としては、今日の資料を見直していただいて、表現がおかしなところ

などがないか確認をしてきていただく、それから、先ほどの住民投票の回答と説明文、

そしてかがみ文に目を通してきていただきたいと思います。 

  そして３月４日に晴れて、最終的に意見が合意できましたら、できないといけないの

ですが、いよいよ年度末の大詰めの２５日に１２０３会議室で川岸市長に考える会とし

ての提言案をお渡しして、せっかくの機会ですので一人一言ずつぐらいは思いを市長さ

んに伝えていただいて記念撮影ぐらいするのかな、というような段取りになっています。 

スケジュールについて何かご質問はありますでしょうか。 
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よろしいですか。 

 

■４その他 

○小林委員長  何かご発言されたい方はございますでしょうか。 

○Ｄ委員  前回、皆さんの手元にＮＰＯ支援講座のチラシが配られていたと思うのです

が、話題になっているまちづくりセンター、市民活動センターの違いを話すのではなく、

市民活動センターについて経験ある実践者の話を含めて、パネルディスカッションをや

りますので、ぜひご参加いただきたいと思います。 

２９日は、市民会館、文化会館でいろいろなイベントがあって大変だと思いますが、

ぜひこちらの方に来ていただきたいと思います。 

○小林委員長  我々の考える会のＤ委員が運営していただいていますし、Ｍ委員も、市

川課長もお出になるということですので、皆さんご都合がつく方はぜひご参加いただき

たいと思います。 

テーマが市民活動センターという名前になっていますが、我々の仮称と違うのではな

いかということは言わないでくださいね。名前はともかくとして、どういうことを求め

ているのかということの意見を伺って、いろいろ考えを深めていただければと思います。 

ほかに何かご発言はありますでしょうか。 

○Ｆ委員  ご提案なのですが、３月２５日に市長へ提言書が提出され、一応この会は終

わりということになるのですが、そのまま、はいご苦労さま、さようならというのもど

うかなと思いますので、打ち上げ会のようなものをやらしてもらったらどうかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○小林委員長  今までみんな頑張ってきた、ねぎらいの会ということですね。 

○Ｂ委員  会費制ですよね。 

○Ｆ委員  会費制です。 

○Ｂ委員  賛成です。 

○Ｆ委員  みなどうですか。 

○Ｅ委員  賛成です。 

○小林委員長  ご都合が付かない方は仕方がないでしょうが、せっかくご提案をいただ

き、賛成という声も出ていますので、あらためてその日行けるか行けないかというのを、

事務局にやってもらってもいいですか。 
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○事務局  はい。 

○小林委員長  本業ではないことですが、それも含めて事務局にお伝えください。 

人数は３月４日に分かれば大丈夫ですね。３月４日に３月２５日は出られるというこ

とを確認しますので、それで人数を確定して、場所を確定していただいて、こういうご

時世ですので、当然、市のお金ではなくて皆さん個人で会費を払っていただくというこ

とで、よろしくお願いします。 

○Ｆ委員  ありがとうございます。 

○小林委員長  ありがとうございました。いいご提案でした。 

  その他ということで何かご発言がある方はいらっしゃるでしょうか。 

よろしいですか。 

事務局、なにか連絡はありますか。 

○事務局  特にありません。 

○小林委員長  それでは、以上を持ちまして、第１９回みんなでつくる鈴鹿まちづくり

条例を考える会は、お開きとさせていただきます。 

お疲れさまでした。 


