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第２０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３月４日（木）１９時～２１時３０分 

場 所：市役所１２階 １２０５会議室 

出席委員：２５名（委員総数３４名） 

（有識者）岩崎恭典、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、加藤 清、嶋 かをり、鈴木一司、 

髙野邦美、平野勝之、深谷孝夫、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、椿 正、横田美喜子 

（市職員）岡 憲利、岡村智子、坂本悦子、冨田佳宏、丸山桃子、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１９回会議録の確認 

 ２ 提言書の確定 

（１）市民から寄せられた意見への対応について（確認） 

（２）かがみ文について 

（３）添付資料について 

 ３ 提言書手交について 

 ４ 今回の会議録の扱いについて 

 ５ 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 

③（仮称）鈴鹿まちづくり基本条例の制定を求める提言書（案） 

④かがみ文案 

⑤提言書案の本文修正案 
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○小林委員長  皆さん、こんばんは。定刻をまわりました。欠席のご連絡をいただいて

いない方で若干おみえになっていない方もいらっしゃいますが、現在２４名で定足数に

達しておりますので、ただ今から第２０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。 

昨日はひなまつりで、いよいよ春本番です。お嬢さんがいらっしゃるご家庭では、ち

らし寿司などを作られてお祝いをされた方もいらっしゃるかもしれませんね。 

今日は雨が降ってあいにく足元が悪いですが、この雨もいかにも春の雨という感じで、

夜更け過ぎに雪に変わるという気配もなく、いよいよ春本番という感じがいたします。 

考える会もいよいよ春を迎え、本日をもって提言書を確定いたします。お手元に配っ

ていただいてあるのは提言書の案ですが、この案が取れたものを提言書として、２５日

に市長にお渡しするという段取りでいきたいと思います。 

今日は、実質的に審議をする最後となりますので、提言書の最終確定に向けていろい

ろとご意見をいただいて、まとめてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

■１第１９回会議録の確認 

○小林委員長  第１９回の会議録の確認です。 

皆さんのお手元にも速達で送っていただき、昨日ぐらいに届いたのではないかと思い

ます。場合によっては、今朝見たという方もいらっしゃるかもしれません。私もそうで

すので、まだ十分に目を通されていない方もいらっしゃるかもしれませんが、お気付き

のところがあればおっしゃっていただきたいと思います。 

○Ｉ委員  私の発言のところだけ、細かなところもありますが３箇所訂正してください。 

まず、２３ページの下から１３行目です。「最後の方のページのものです。」となって

いるのですが、「最後の方のページのものもです。」ということで、「も」を追加してい

ただきたいと思います。 

○小林委員長  全部ですか、とお伺いしたことに対して「最後の方のページのものです。」

だと、最後の方のページのものだけになってしまいますが、そうではなく、ご指摘いた

だいたものと最後のページのものも含めてという意味で、「も」を入れたいということ

ですね。 

○Ｉ委員  はい。 

○小林委員長  これは皆さんよろしいですね。 
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○Ｉ委員  ２５ページの上から２行目です。「どちらかに統一したした方がいいと思いま

す。」となっていますので、「した」を一つ抜いてもらいたいと思います。 

○小林委員長  はい。 

○Ｉ委員  それから、２７ページの上から５行目、「この時点で、もうすでに出ているの

ですが。」というところですが、「この時点で」を消していただき、「一箇所」を追加し

て、「もうすでに一箇所出ているのですが。」としてもらいたいと思います。  

以上の３点です。 

○小林委員長  ２つ目のものは異論はないと思います。 

２７ページのものも含めて３つ、どうでしょうか。 

よろしいですね。 

○Ｂ委員  ２ページの１４行目ですが、「萎縮」の「い」の漢字が間違っています。委員

の「委」ではなく、草冠で「萎」です。 

○小林委員長  そうですね。 

○Ｂ委員  それから、３ページの下から５行目ですが、「滑舌」はどういう意味ですか。

辞書で調べたのですが、このような表現は無かったのですが。 

○小林委員長  無かったですか。 

○Ｂ委員  舌が滑らなかったということは分かるのですが、その表現が無かったです。 

○小林委員長  辞書によっては載っていると思うのですが。 

○Ｂ委員  私は広辞苑で調べたのですが、無かったです。 

○小林委員長  もっと分厚い、国語大辞典などを調べていただくとあるかもしれないで

す。 

○Ｂ委員  事務局の造語か何かなのですか。 

○小林委員長  発言者が今日いらしていないのですが、一般的に使う言葉です。 

○Ｂ委員  私は初めて見ました。 

○小林委員長  この会に出ていると、いろいろな勉強になりますね。 

滑舌はお使いになる方もいらっしゃると思いますし、このままにさせていただくとい

うことでいいでしょうか。 

  「萎縮」の方は、もしかしたら常用漢字ではないということでこうしてもらったのか

もしれませんが、草冠の「萎」ではないかというご指摘はそうなのかなという気がする

ので、草冠の「萎」でいいでしょうか。 
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○Ｇ委員  ２８ページの下から１４行目の「裕度」という言葉ですが、ここはこれでい

いのでしょうか。  

○Ｂ委員  これは原文のままということですよね。 

○小林委員長  原文にこうあったのですが、意味が分からないというご指摘をいただい

たわけですね。 

○Ｂ委員  そういうことです。 

○Ｆ委員  アンケートにそのように書いているので、それは変えるわけにはいかないの

ではないかということでしたよね。 

○小林委員長  そうですね。 

○Ｇ委員  では、これはそのままですね。 

○小林委員長  ほかはいかがでしょうか。 

○Ｆ委員  ４ページの下から１３行目です。私の発言なのですが、「住民投票ができてく

るといい」となっているのですが、「できていい」という書き方でいいのではないかと

思います。話の流れからすると、できたらいいと思っていますというところの表現の仕

方ですので、「できてくると」となるとおかしいと思います。 

○小林委員長  話がかみ合うようにということで、「くると」の３文字を取ることとしま

す。 

ほかはどうでしょうか。 

２５ページの「したした」のようなミスがあると、若干の不安はありますが、単純な

ミスが今後見つかった場合には、事務局と相談させていただいて直すということで対応

させていただきたいと思います。発言の趣旨が違うのではないかというところが無けれ

ば、これで確定ということでご了承いただいてよろしいですか。 

―異議なし、の声あり― 

○小林委員長  それでは、第１９回の会議録をこれで完全稿とさせていただきます。 

   

■４今回の会議録の扱いについて 

○小林委員長  事項書では４になるのですが、先に今回の会議録の扱いについてどうす

るかということです。 

第１９回の会議録については、今後、「てにをは」などの明らかなミスについては事

務局に寄せていただき、最終確定とさせていただくという話を先ほどしました。 
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第２０回の会議録についてどうするかということを、皆さんに先にご議論いただきた

いと思います。考える会としての会議は今回で終了の予定です。今度お集まりいただく

ときは、市長さんに提言をお渡しする日なので、この考える会の会議という位置づけで

はないと思っています。そうすると、今回の会議録の確認をいつするのかということで

す。確認をしないとホームページに載せられなくて、公開できないという問題もありま

す。どうしましょうか。 

私から提案ですが、会議録ができた段階で皆さんのお手元に送っていただき、ご確認

いただいて、ここがおかしいということがあれば、いつまでという日を決めておいてお

寄せいただき、事務局と私で相談させていただいて確定するということでどうでしょう

か。ご一任していただければ、一番すっきりとするかと思っているのですが、いかがで

しょうか。 

特にご異議ございませんか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  では、いつまでというのは、いつまでに会議録ができるかによって違っ

てくるかと思いますが、皆さんのお手元に届いてから一週間ぐらいでお返事をお寄せい

ただいて、最終確定させていただくということにしたいと思います。 

事務局、これでよろしいですね。 

○事務局  はい、ありがとうございます。 

○小林委員長  今回の会議録については、そのように扱わせていただきます。 

 

■２提言書の確定 

○小林委員長  それではいよいよ本日の本題、提言書の確定という作業です。 

提言書をこのような形で取りまとめましょう。これでどうだろうかというものが、机

の上に置いてもらってあります。 

「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例の制定を求める提言書（案）」というタイトルで

すが、タイトルの議論をまだしていません。今までは「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）」という言い方をしており、市民の意見を聴く会など

のときも、そのようなタイトルでお配りしていました。しかし、この提言は一体何なの

かということを考えたときに、（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例というものの制定を

求める提言をするわけですので、それがはっきりと分かるようなタイトルにしてはどう
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かということで、このようなタイトルとなっています。 

それから、４０ページから先が資料編となっています。これまで考える会でやってき

たことをできるだけ冊子として綴じて、市長さんにお見せしたいですし、各地区市民セ

ンターなどにも置いていただき、市民の方に見てもらったときに、こういうプロセスで

これができたということが分かってもらいやすいだろうということで、これが入れてあ

ります。 

それから、市民から寄せられた意見への対応で、前回は住民投票のところをどうする

かが未解決でした。皆さんにご議論いただいたものを踏まえて私が取りまとめ、今日見

ていただくということになっていたと思います。それが、提言書（案）の４５ページ、

住民投票のところに入っていますので、ご意見を後ほどいただきたいと思います。 

それ以外の部分についても、後ろの方で若干走ったところがありましたので、もう一

度確認してきてくださいということを申し上げておりました。もし、市民から寄せられ

た意見への対応のところで、こういうお答えの仕方ではまずいのではないかというとこ

ろがありましたら、おっしゃっていただきたいと思います。 

今日これが確定いたしましたら、パブリックコメントをお願いしてから一カ月以上経

っていますので、確定次第、ホームページにこんなお答えですということを載せていた

だくことにしたいと思っておりますので、ご意見よろしくお願いいたします。 

それから、非常にドタバタで申し訳なかったのですが、提言書を市長さんにお渡しす

るときに付けるかがみ文です。 

皆さんのお手元に速達でお送りいただいたにもかかわらず、非常に恐縮なのですが、

見直してみてこれでは十分ではないと思いましたので、改めて皆さんのお手元に赤字の

入っている案を置かせていただきました。速達で送られてきたものをチェックして来ら

れた方は、見比べていただきたいと思います。赤字になっているところが変わったとい

うか、そうしようかと思っています。 

今日は赤字が入っている方をベースにご議論いただきたいと思いますが、このような

かがみ文を付けてお渡しするということでどうでしょうか。タイトルと、市民から寄せ

られた意見への対応と、これが３つ目ということで皆さんにお聞きしたいと思います。 

皆さんにお送りをした後、条例の必要性やこれまでの経過などが、かがみ文に入って

いないのではないかというご指摘を、事務局にお寄せいただいていると伺っています。

必要性については、お寄せいただいた意見も踏まえて、提言の本文でもう少し強く書こ
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うということで、前文なども書き替えましたので、私はこれで足りたかなと思い、かが

み文には入れておりません。 

これまでの経過については、あまり細々としたことは書いていません。今日皆さんの

机の上に置かせていただいたものを見ていただきますと、１行目からのところで、大雑

把な背景ということで、必要最低限のことを書かせていただいたかと思っております。

細かいことについては、この提言書の後ろの方で、この会が設置されるまでの経過や検

討の過程を資料として付けさせていただいているので、それを見ていただければ足りる

のかなと私としては考えています。 

皆さんにご議論いただいてきた提言の本体、条例の骨子にあたるような部分以外に、

資料として、今日お手元に配ったもので言いますと、２５ページ以降ですが、この考え

る会の設置根拠である「鈴鹿市市民委員会規則」や、「みんなでつくる鈴鹿まちづくり

条例を考える会運営要領」などが載っています。２７ページには皆さんが作業委員会に

入っているとか、第何部会に入ったということが分かる名簿です。そして、この考える

会の設置までの経過が２８ページにあり、考える会としてやってきたことが３２ページ

からです。見ていただきますと、全体会以外にも部会をやったり作業委員会をやったり

と、いろいろと大変だったということが見てとれると思います。そして、最後に「市民

から寄せられた意見への対応」を綴じるということです。 

添付資料も付けた構成にしてはどうかということで、用意をさせていただきました。

これを見ると、ずいぶん分厚くなっていて、見たことがないような物も入っていると思

われる方もいるかもしれませんが、このような考え方で今日はご用意をさせていただき

ました。 

これからご議論をいただきたいのですが、どうしましょう。まず、タイトルからいき

ましょうか。 

事項書に入っていないことを一番最初にお聞きしたいのですが、これまでは「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」という言い方をしていましたが、

タイトルを変えようかという提案なのですが、いかがでしょうか。ご意見があればお願

いいたします。 

それからもう一つ、ページをめくっていただいて１ページのところです。これまでは

提言として、「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例」というように条例という言葉で終わ

っていたのですが、市民の意見を聴く会でも誤解があり、これがそのまま条例になるの
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かというご意見をいただいたところもありました。ですので、あくまでも我々は条例を

つくっていただくための骨子を提言として出す。これに基づいて条例をつくってくれる

と嬉しいなという趣旨での提言だということが分かるように、提言なので案なのですが、

骨子案ということをはっきりと明記した方がいいということで、このような言葉にして

あります。このことも併せて、タイトルにご意見をいただければと思いますが、どうで

しょうか。 

○Ｆ委員  骨子に案がつくのですか。骨子は骨子ではないのですか。 

○小林委員長  そうですね、そこはちょっと悩んだところです。 

○Ｆ委員  計画などは案でいいですが、骨子に案は付かないのではないですか。 

○小林委員長  なじまないですか。 

○Ｆ委員  骨組みですよね。 

○小林委員長  骨組みですが、条例そのものがあった上での骨子だったならば、案では

ないと思うのですが、骨組みの条例をつくってくださいというこれから条例にしていく

ための案、そういう意味での提言で、条例そのものの条文の案とは言いきれないところ

もあり、骨子の案というちょっと分かりにくいものになってしまいました。 

日本語として、おかしいですか。 

○Ｆ委員  骨子に案とは付けないのではないですか。 

○小林委員長  良いアイデアがあればお願いいたします。 

○Ｆ委員  今日、これでどうですかということをお聞きになるのであれば、案でいいで

すが。 

○小林委員長  今日の会議が終わったら、案が取れるならばいいということですね。 

○Ｆ委員  骨子の案というのがなじまない感じがします。 

○小林委員長  ほかの皆さん、いかがでしょうか。 

○Ｆ委員  いろいろな計画をつくるにしても、計画は計画案で意見を委員会などに出す

のですが、骨子に案をつけた骨子案というのは、出さないのではないかと思います。 

○小林委員長  ただ単に骨子にしてしまうと、それがそのままダイレクトに条例になっ

ていくというイメージを持たれてしまいかねないと思い、この後、市でもんでいただき、

条例に向けて練り直されていくという意味では、骨子のさらに案なのかなと思っていま

した。ちょっと私の言葉の感覚がおかしいかもしれないので、皆さんのご意見もお聞き

したいです。いかがでしょうか。 
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○Ｆ委員  基本条例の案の骨子というのでしょうか。条例の案の骨子ならばいいですが、

基本条例の骨子案というと、ちょっと違和感があります。 

○小林委員長  基本条例案骨子ですね。このようなご指摘をいただき、なるほどという

声も出ておりますが、皆さんどうですか。 

こういうことの基本語力の高い方に伺いたいのですか。 

○Ｂ委員  今、言われたように、確かに基本条例案の骨子ですよね、これは。 

やはり、基本条例骨子案とすると聞き慣れないということで、先ほどＦ委員が言われ

た基本条例案の骨子とすると、皆さん理解しやすいのではないでしょうか。 

○小林委員長  分かりました。 

○Ｉ委員  骨子という意味が良く分かっていないのですが、今まで議論をして、ここに

つくりあげてきたものは、我々の思いとして絶対入れてほしいというものだと思います。

ここに書かれた精神は、絶対入れてほしいという強い思いをもって提案すべきだと思う

ので、そのときに骨子という言葉を使うことによって、市長さんがどのように受け取ら

れるのかがイメージできないのですが。 

○小林委員長  市長さんがどう受け止められるかは、誰もイメージできないと思うので

すが。 

○Ｉ委員  骨子という言葉を使うのがいいのかどうか、ということです。 

○小林委員長  いかがでしょうか。 

基本条例案骨子にするべきだというご意見、そして、そもそも骨子という言葉を使う

のはどうなのかというご意見をいただいております。 

○Ｆ委員  骨子の意味は骨組みですよね。まちづくり基本条例の骨組みを提言する訳な

ので、骨子に案というのはなじまないのではないかと思います。 

要するに、基本条例案というのは大まかな骨組みを集めてあるのですよね。その案の

骨子を出すという意味合いだと、なんとか合うような気がするのですが、皆さんのご意

見はいかがでしょうか。 

○Ｊ委員  市長からの依頼というか注文は、条例に盛り込むべき事柄を検討してほし 

いということだったと理解しています。そうであれば、条例の骨組みはこうしてほしい

という我々の意向として、骨子でいいのではないでしょうか。案を取り、骨子で終わる

ということでいいと私は思います。 

○Ｆ委員  骨組みを提言してくださいということですよね。ならば、それでいいのでは
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ないでしょうか。 

○Ｂ委員  これは、市長さんが議会に提言する案ですよね。これがそのまま議会で通る

のですよね。 

○小林委員長  いえ、違います。これがそのまま議会に出されるわけではないです。 

これは、先ず市長さんのところにいって、市長さんがこれに基づいて条例そのものの

形をつくって、それを議会にかけるということです。これがそのまま議会に出されるわ

けではないです。 

○Ｂ委員  内容が変わることもあるかもしれないということですね。 

○小林委員長  そうです。 

○Ｂ委員  そうでしたら、これは案でないといけないと思います。 

○Ｄ委員  これは提言書ですよね。ですので、ここはあえてタイトルを「鈴鹿市まちづ

くり基本条例への提言」で止めてはどうですか。そうしたら、後はすべて提言の内容に

なりますよね。ここに骨子などを入れてしまうと、難しくなりませんか。 

○小林委員長  私が余計なことをしたばかりに、難しくなってしまいました。 

提言と言っていきなり総則などがあると、ちょっと紛らわしいのかなと思い、あくま 

でも、こういうものに条例がなっていくための提言ということで、位置づけをはっきり

させた方がいいのかと思いました。そうでないと、前文が提言のはじめのはしがきと取

られかねないということがあったので、ちょっと小細工をしてしまおうかと思ったわけ

です。 

○Ｇ委員  まちづくり基本条例の骨子案、提言などいろいろ出ていますが、冒頭委員長

が懸念されていた、これがそのまま条例になるということはないということですが、中

を読めばこれは条文になっていないので、分かるはずですよね。 

○小林委員長  それが、市民の皆さんにお分かりいただけなかったのです。 

○Ｇ委員  しかし、少なくともこれが条例である訳がないではないかという話があると

思います。 

私は、「鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容」くらいでいいだろうと思っ

ていました。すみません。４案目を出してしまいました。要するに、盛り込むべき内容

が前文から条例の見直しまでで、そういうものですというのも一つの案ではないかと思

っていました。 

○小林委員長  今日お配りいただいた資料編の２５ページを見てください。このみんな
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でつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会は、何を議論しなくてはいけないのかというと、

条例に盛り込むべき内容について議論をするということになっています。Ｇ委員がおっ

しゃったように、まさに盛り込むべき内容というタイトルにしても、すっきりしていい

かもしれませんね。 

○Ｆ委員  その方が分かりやすいし、スマートですね。 

○Ｔ委員  表紙に、「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例の制定を求める提言書（案）」と

いうタイトルが付いていますが、これは、このようにしようということに決まったので

すか。 

○小林委員長  いえ、決まっていないです。これも議論をしないといけないです。 

○Ｔ委員  市長から考えてくださいと言われ、それを受けて応えるにしては、制定を求

めることが目的のように感じられます。 

この考える会は、制定を求めるためにこれを市長に渡すのではなく、基本条例に盛り

込むべき内容を提言するわけですので、先ほどから出ていますが、制定という言葉をも

う少し柔らかい言葉に置き換えられないのかと思いました。 

○小林委員長  そうすると、「鈴鹿市まちづくり基本条例の内容についての提言」とかで

すか。 

○Ｆ委員  例えば、「盛り込むべき内容についての提言」ではどうですか。 

これ一冊が提言書になるのですよね。そうであるならば、案というのは合っていない

のではないかという気がします。 

提言書に盛り込む内容について議論をしたことがまとめてありますので、そのタイト

ルに案と入れるのは、どうなのかと思わなくもないです。 

○小林委員長  そうすると、一番表のタイトルは「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に

盛り込むべき内容についての提言書」そして、中の本体というか１ページのところは

「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容」とするのが一番スマートで

はないかという意見が出ていますが、いかがでしょうか。 

私自身は、骨子という言葉にこだわる気持ちは全然ございません。 

○Ｆ委員  柔らかい、分かりやすいものが入りやすいと思います。 

○小林委員長  どうでしょうか。 

○Ｙ委員  もともとこれを考える最初のときに、誰にでも分かりやすい条例をつくろう

ということがコンセプトでしたので、誤解を招くような、一般の人には分かりにくい言
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葉は避けた方がいいと思います。先ほどから出ている、分かりやすい、誰にでもすぐ分

かってもらえるようなものがいいと思います。 

○小林委員長  我々の会が当初議論していたところに立ち返れば、条例に盛り込むべき

内容という言葉がふさわしいということですね。 

○Ｙ委員  そう思います。 

○小林委員長  ありがとうございます。 

ほかの皆さん、いかがでしょうか。うなずいていただいている方が何人かいらっしゃ

いますが、ご異論がなければこれで収束した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  すみません。余分なことに時間を使いましたが、タイトルは「（仮称）鈴

鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容についての提言書」とします。 

それと、目次のところは、「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容に

ついての提言書」、１ページの頭は「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき

内容」とさせていただこうと思います。 

 

（１）市民から寄せられた意見への対応について（確認） 

○小林委員長  続きまして、ようやく事項書の（１）です。 

市民の皆さんからお寄せいただいた意見について、我々の会としてどうお応えしてい

こうかということを議論してまいりました。今日は特に４５ページの住民投票のところ、

今まで皆さんに議論いただいたものを踏まえて案をつくりましたので、これを見ていた

だきたいと思います。 

４５ページに書いてある答えと９ページの住民投票の説明のところは、私に課せられ

た宿題だったので、前回の議論を踏まえた回答に書き改めましたが、いかがでしょうか。

ご覧いただいて、この間の議論と違うのではないか、おかしいということがあればおっ

しゃっていただきたいと思います。 

○Ｆ委員  内容ではないですが、４５ページの２つ目の回答の下から１３行目、主語は

市長のままとしましたということですが、主語は市長としたのですね。 

○小林委員長  はい、そうです。 

○ｆ委員  ４５ページには、説明と回答の後半の部分は同じように書いていただいてい

ると思うのですが、可能性などを否定するものではありませんと書いてあって、９ペー
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ジは、可能性を否定するものではありませんとなっているのですが、この４５ページの

方の「など」は何ですか。 

それと、９ページの最終行ですが、否定するものでは、ありません。となっているの

で、否定するものではの後の読点を取った方がいいのではないでしょうか。 

ちょっと戻ってしまいますが、９ページの説明文の上から１３行目です。最初は、い

ずれが望ましいかを検討した結果となっていますが、後半は、好ましいとする考え方が

大勢を占めましたとなっています。はっきり覚えていないのですが、確か前の会議のと

きにどちらかにしようという話が出ていたかと思います。好ましいと望ましいですが、

ちょっとはっきりしないです。 

○小林委員長  会議録を持ってみえる方はいらっしゃいますでしょうか。 

○Ｙ委員  １３ページのところです。 

○Ｇ委員  好ましいでいいということですねと書いてありますね。 

○小林委員長  すみません。記憶がないです。 

○Ｆ委員  好ましいでいいと言っていますね。 

○小林委員長  先ほど確定していただいた会議録の１３ページを確認すると、どうやら

「好ましい」が正しいようです。 

９ページは、いずれが好ましいかを検討した結果にしましょう。 

○Ｇ委員  ４５ページは、「など」を取りますか。 

○小林委員長  そうですね、４５ページの可能性などの「など」は要らないだろうとい

う話ですね。 

○ｆ委員  議論がはっきり分からなかったのですが、要るのかと思いました。 

○小林委員長  すみません。無意識に書いたのですが、いただいたご意見の中には住民

投票は要らないというご意見もあったので、常設型へ見直されるだけではなく、住民投

票を削ってしまうということも可能性としてはあるということで、可能性などとなった

のかと思います。９ページの本文も「など」を入れた方がいいのかもしれません。 

あまり「など」を使うなとかつて言われたお話からすると、取ってもいいのかもしれ

ないですが、どうしましょうか。 

○Ｇ委員  少なくとも９ページの説明は、会としての説明なので「など」は要らないの

ではないですか。 

４５ページはパブコメに対する回答なので、要らないと言う人がいるとそのようにな
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るかもしれませんということで、「など」を入れておいてもいいかもしれません。 

○小林委員長  若干記述が違うのは、それぞれの文章の性格が違うということです。 

○Ｇ委員  「など」が入っているのといないのでは意味があって、そこまで深いという

ことが分かってもらえないかもしれないということは辛いですが、こちらは入れておい

てもいいのではないかと思います。 

○小林委員長  要するに、両方とも原文のままいくということですね。 

○Ｇ委員  そうです。少なくとも、９ページは「など」を入れるべきではないというこ

とです。 

○小林委員長  今、Ｇ委員が言われたことは会議録にも残りますので、何だろうと不思

議に思って会議録を読んでもらうとご理解いただけるということで、原文のままにしま

しょう。 

それ以外の点でお気付きの点はございませんでしょうか。ご意見があればおっしゃっ

てください。 

○Ｇ委員  あとは、否定するものでは、ありません。でしたよね。 

○小林委員長  ありませんの前の読点は取るということでよろしいですか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  ほかに住民投票の本文とお答えの部分について、どうでしょうか。よろ

しいですか。 

では、それ以外の部分も含めて、寄せられたご意見への対応についてどうでしょうか。 

○Ｉ委員  最初から幾つかあるのですが、併せてよろしいでしょうか。 

４０ページの最初です。上から８行目ですが、意見の中には、メール等でいただいた

意見のほかにと書いてあります。それまでやその後はすべて「ご意見」という言葉が使

ってあるので、ここは「ご意見」に合わせていただいた方がいいと思います。 

○小林委員長  ここの行で３回「意見」という言葉が出てきますが、これは全部「ご意

見」ですね。ご意見の中には、メール等でいただいたご意見のほかに、３会場で開催し

た市民の意見を聴く会でいただいたご意見となりますね。 

○Ｉ委員  それが１つです。 

その下へいきまして、市民の意見募集結果が５３人１５６件と書いてあります。この

５３人１５６件はアンケートも含めての全体の数値で、意見を聴く会での意見数や意見

を述べていただいた人と、パブリックコメントで出していただいた人の両方が含まれて



 

 ―１５― 

いるわけですよね。パブリックコメント、意見を聴く会のものがよく分かるように、内

訳を入れていただければと思いました。 

具体的に言わせていただくと、市民の意見を聴く会では、４６人の方から１２４件、

メール等でいただいた意見は、７人で３２件と私の計算ではなります。パブリックコメ

ントでいただいた意見と会場でのアンケートでは、少し重みが違うのではないかという

ことで、パブリックコメントでいただいた意見がどれだけ占めたかということは、ここ

に示していただいた方がいいのではないかと感じました。 

○小林委員長  どういうふうにいただいた意見なのかは区別がなく、全てにお答えする

ということで皆さんに議論をいただいて答えをつくりましたが、一番頭のところだけは

どういうところでいただいた意見なのか内訳を書いた方がいいのではないかというご

発言でした。 

では先ほどの、３箇所の意見の前に「ご」をつけるというのは、皆さんよろしかった

でしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  今おっしゃっていただいた市民の意見の募集結果の内訳を、パブリック

コメントなのか、意見を聴く会の中で出てきた意見なのかを分けた方がいいのではない

かということについては、皆さんいかがでしょうか。 

○ｆ委員  パブリックコメントという表現が以前から気になっていました。 

通常パブリックコメントは、行政が意見を求めたときに使うものですよね。今回の意 

見を聴く会は市民からの提言ということなので、パブリックコメントという表現が適当

かどうかと考えたら、私は違うのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

私としては、メールで寄せられた意見であっても、ほかの意見募集でいただいた意見

であっても同じだと思います。もし分けるのであれば、パブリックコメントという言葉

を使わない方がいいのではないかと思いました。 

○Ｉ委員  私も、ここで内訳として書いていただくときは、市民の意見を聴く会での意

見と、メール等でいただいた意見の２つに区分していただければと思います。 

○小林委員長  パブリックコメントという言葉は使わず、市民の意見を聴く会でいただ

いた意見、メール等でいただいた意見と分けてはどうかということでしたが、いかがで

しょうか。 

○Ｐ委員  具体的にどちらでどれだけのご意見をいただいたかということで、内訳はあ
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ってもいいのではないかと思います。 

○Ｄ委員  どれがメールですか、どれが何ですかという質問は出てこないのですか。 

○小林委員長  出てくるかもしれませんね。 

○Ｂ委員  そうすると、内訳で３つに分けて何件何名と書くと、それに基づいてどの区

分で意見が出たのか分けて書かなければならないという場面も出てくるのではないの

ですか。ですので、全部ひっくるめて、一つの意見としてパブリックコメントがあると

いうことで結構だと思います。 

○小林委員長  どうでしょうか。今２通りの意見が出ております。 

お答えの方は区分もしていないのだから、ひっくるめて書けばいいのではないかとい

うご意見と、内容や内訳を分かるように書いた方が親切ではないかというご意見の両方

が出ておりますが、いかがでしょうか。 

○Ｌ委員  説明に、誹謗中傷や不適切な表現と思われる４件のご意見については、掲載

しておりませんと書いてあるので、内訳をどうするかということはあるのですが、少な

くともこの４件が５３人１５６件に入っているのか、入っていないのかは要るような気

がします。抜いて５３人１５６件なのか、１人４件が入って５３人１５６件なのかは要

るのかなという気はしていました。 

もし、件数を全部入れないのであれば、不適切な表現と思われるご意見については、

掲載していませんとして、４件を抜くのか、統一した方がいいと思います。 

○小林委員長  今この中に４件は入っていないですよね。 

○Ｓ委員  そうすると、いただいたご意見は１６０件だったということですね。そこの

ところは、数値をデータとして出すのであれば、しっかりしないといけないと思います。 

内訳というのは割合でいいのであれば、割合で出してもいいのではないでしょうか。

そういうデータを付けるかどうかは、ある程度決めなければいけないと思うのですが、

回答が分けていない以上あまり内訳を詳しく書くと、その根拠はどこにあるのかと聞か

れたとき、内訳は示さなければいけないと思います。しかしそれはしていませんので、

ざっくりともしくは割合で、どれが何パーセントという書き方で表現する方が、統計と

して出してあるということでいいのではないかと思います。  

○小林委員長  まず、不適切な表現と思われる４件については、全体の数に含めるべき

だというご意見をいただいていますので、全体としては５４人１６０件と書いておき、

ただし内４件は掲載していませんという、但し書きを付けておきましょうか。 
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○Ｆ委員  不適切な４件はどのような意見だったのですか。 

○小林委員長  前にお配りしたものには載っていると思うのですが。 

○Ｆ委員  これですね。 

５２ページの１２３番の答えに、ご意見の趣旨がつかめないため、お答えいたしかね

ますというのがあるのですが、これは不適切な意見ではないので載せているとうことで

すね。 

○小林委員長  はい。 

○Ｇ委員  不適切な４件は、ここに載せること自体ができないですよね。 

５４人１５６件という数字だけが出ていると、一般に言ってご意見募集で５４人もの

人が１５６件もご意見をくれたということは、実はかなり高い数値だと思えてしまいま

す。ところが、いわゆるメール等、行政で言うところのパブリックコメントだったら７

人というのは、残念ながら今の日本のご意見募集で言うと、平均的な数字よりちょっと

ましなくらいです。 

もしかしたら、そのことが分かった方がいいのかもしれません。２つが併せて５４人

１５６件だと、この数字だけ見ると、鈴鹿市って基本条例にとても関心があるのだと見

えてしまいます。ところが、わざわざ足を運んで来てくれて、ご意見をいただいた方は

４６人いるのだけど、ネット等でご意見をお寄せくださったのは、たった７人だという

ことを知らせる意味はあるのかなと思います。 

○Ｆ委員  それは言えますね。 

これは、やはりこのような提言書や何かの意見募集は、メールだけに頼るのではなく、

ということですよね。 

○Ｇ委員  そのようなことをすることに、一つの意義があるということが言えますね。 

○小林委員長  内訳を載せることに積極的な意味があるというご意見がありましたが、

先ほどお答えは分かれていないのだから、分ける必要はないという意見もありました。

どちらにしましょうか。 

○Ｆ委員  パーセントでどうですか。 

○Ｉ委員  内訳をパーセントにしてもらいましょう。 

○Ｆ委員  このうち何パーセントが、市民の意見を聴く会での意見ですよというように。 

○小林委員長  パーセントの場合は、人の方で出すのですか。それとも件数で出すので

すか。 



 

 ―１８― 

○Ｆ委員  両方ではないですか。 

○小林委員長  両方のパーセントですか。実数でいい気がします。 

○Ｓ委員  実数で何件となると、どれが何件ということに関心がいってしまいますので、

全部まとめて例えば計算すると、メールによる意見は１０．７パーセントだったので、

１１パーセントというように言えば、このうちの１１パーセントはメールできた意見だ

ということが分かると思います。 

○小林委員長  いろいろな意見が出てきました。 

○Ｔ委員  意見の出し方に重みをどう感じるのかということをＧ委員が言われたのです

が、私はそのことはあまり感じません。そのことを感じ取ってもらうようにここに書き

こんでも、そこまで汲み取って見てもらえるのかなと思いますので、さっぱりと合計数

で、今の件数を入れた総計でもいいのかなと思います。 

見ようによっては、そこにこだわる人はどういうふうに見てくれるかは分からないで

すよね。私は大半の人は、そのようには見ないのではないかと思います。 

○小林委員長  内訳のもっと細かいもの、どこの会場でということは会議資料としてホ

ームページに載っているのでしょうか。会議資料は全部載せていただいているのでしょ

うか。 

○事務局  １８回まで掲載しています。 

○小林委員長  会議録以外の配られた資料もですか。 

○事務局  添付資料として掲載しています。区分が入ったもので、全ての件数とその内

容が書かれたものが載っています。 

○小林委員長  そうであると、とても細かく関心をお持ちいただく方はそこを見ていた

だいて、今、Ｔ委員がおっしゃったように、ほとんどの方はそのようには見られないだ

ろうから、さっぱりと全体数だけでいいかなと思います。  

両方の意見があるので、見たい人は見れるけど、あんまり気にならない人はどうでも

いいよというのが落ち着きどころかなと思うのですが。 

○Ｉ委員  すみません。こんなことで時間を取ってもいけないので、一番簡単なように

載せないなら載せないでいいです。 

○小林委員長  それではご本人からそのようなご発言もありましたので、意見募集結果

については５４人１６０件、ただし４件については誹謗中傷や不適切なものであったた

め掲載していませんということを、書くということにします。 
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内訳については、ここには載せないということで、気になる方は、考える会の添付資

料を見てくださいということにしましょうか。 

  ほかにどうでしょうか。 

○Ｉ委員  ４０ページの３番と６番の回答に、前文に条例が制定される必要性、目的を

明記しましたとあるのですが、ちょっと明記というのは言い過ぎかなという感じがしま

すので、記載という言葉に変えておいた方がいいと思います。 

○小林委員長  そこまで明らかでもない、記載ぐらいがいいということですね。 

○Ｉ委員  はい。 

ほかにもいろいろ気にはなっているのですが。 

○小林委員長  みんな分からなくなってしまうので、一つずつ確認をしながらいきたい

と思います。 

では、明記という言葉が書かれている２箇所、これは明記ではなくて記載に変えたい

というご意見ですが、よろしいですか。 

○Ｆ委員  ７番は記載となっています。 

○Ｓ委員  １８番にもあるので、明記しましたというところについては、ほかも確認し

ないといけないですよね。 

○小林委員長  では、明記という言葉については、記載に変えるということでよろしい

ですか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  ８番と９番の回答にも明記と書いてありますし、記載してでも意味は通

ると思います。２０番から２３番のお答えにも明記という言葉があります。これを一つ

ひとつ全部見ていくか、一括変換するのか、どうしますか。 

○Ｆ委員  明記は記載に変えるということでいいのではないですか。 

○小林委員長  明記という言葉は、全部記載に変えますか。 

特にご発言がないようでしたら、よろしいですか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  では、明記となっているところは、一括ですべて記載にかえます。 

何か首をひねってらっしゃる方もいるのですが、これでいいですか。 

では、そうしましょう。 

○Ｉ委員  その次の４２ページの２４番と２５番の回答のところですが、「すべて」が漢
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字になっていますが、「すべて」は平仮名にしようということになったかと思います。 

○小林委員長  皆さん、それはよろしいでしょうか。「すべて」は平仮名ですね。 

○Ｉ委員  この文章の最後で、作業委員会案と書いてあるのですが、それを削除しない

といけないですね。 

○小林委員長  もう作業委員会案ではないですね。 

○Ｇ委員  「します」でいいのか、「しました」でいいのか、どうしますか。 

○小林委員長  そこまで時制を揃えますか。場所によって現在形のところと過去形のと

ころとありますが、会の中で意味が通じればお答えとしては十分ではないかと思います。 

  ほかにどうですか。 

○Ｉ委員  その次の２６番から２８番への回答ですが、３つに対して統一見解というこ

とで書かれています。しかし２６番のご意見をじっくり見てみますと、２７番、２８番

とは少し意味合いが違うので、２６番は別途回答がいいのではないかと思うのですが。 

○小林委員長  どんな回答ですか。 

○Ｉ委員  市民の定義をかなり広くとっているが、この後に出てくる市民は住民を想定

したような書き方になっているが、整合性はどうなのかというご意見に対しては、住民

を想定しているかどうかは、想定していないという回答をする必要があるかと思います。 

○小林委員長  住民を想定していないというのは、語弊があると思います。 

○Ｆ委員  作業委員会で、これは一緒の回答だということでまとめられたのですよね。 

○小林委員長  そうです。 

○Ｆ委員  それで、市民の関係でみんな市民に含めたという意味合いで、これを回答し

ていただくということになったのであれば、これでいいのではないですか。どこがだめ

なのですか。 

○小林委員長  私も、個人的には作業委員会で議論をしてきて、ここについては、市民

というのは住民よりもう少し広い概念を想定して、求めているものがあるということを

お答えでは言っているつもりだと思っているので、別回答にしなくてもいのではないで

しょうか。これで整合性はどうなのかというと、住民を市民に含んでいるのが整合性と

してあるということで、そういう意味の答えになっていると思います。 

○Ｉ委員  皆さんが納得されているのであればいいですが、どうかなと思いましたので。 

○小林委員長  いかがですか、よろしいですか。 

―はい、の声あり― 
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○小林委員長  それ以外の点に対していきましょうか。 

○Ｉ委員  ４３ページの３５番、３６番の回答のところです。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。としようということになっていたと思うのですが。 

○小林委員長  どうでしょうか。５５ページあたりだと、すべてご感想として承りまし

たというお答えになっています。 

○Ｉ委員  そのあたりと統一しないのですか。 

○小林委員長  統一した方がいいですか。みなさんいかがでしょうか。 

多分３５番、３６番については、考える会の考え方について積極的に評価いただいて

いるので、取り立ててありがとうございましたと言っていると思うのですが、そこもほ

かと表現を統一して、ご感想として承りますという、さっぱりした表現にした方がいい

でしょうか。 

○Ｙ委員  ありがとうございますの方が適切だと、私は思います。 

○小林委員長  会の気持ちとしてですか。 

○Ｙ委員  はい。携わっている者としてです。 

○小林委員長  ほかの皆さんはいかがでしょうか。 

○Ｐ委員  このままでいいです。 

○小林委員長  今はそのままでいいというご意見が多いようです。 

会議録を確認していらっしゃる方も見えるようですので、ちょっと待ちましょう。 

会議録を見ますと、確かに２３ページのあたりに載っていますね。 

○Ｙ委員  私の記録によりますと、ご意見ありがとうございますになっております。 

○Ｇ委員  ご意見は付けるということですね。 

○Ｙ委員  ご意見は付けて、ありがとうございますとなっています。 

○小林委員長  ご感想として承りましたも入れるのですか。 

○Ｙ委員  それは冷たい感じがします。せっかく共感していただいているのに、冷たく

突き放した感じが私はします。 

○Ｇ委員  共感していただいているところは、ありがとうございましたなのですね。 

○ｆ委員  前回にＩ委員が、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

としてはどうかと言われて、後半の方もそれに揃えようという話が出ていたと思います。 

しかし、ほかの意見も全部意見ですよね。これではない意見もみんな意見ですので、

そうであったら、一つずつの欄に全部、ご意見ありがとうございましたと書かなければ
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いけなくなってしまうということで、おそらく事務局で冒頭に、たくさんのご意見いた

だきました。本当にありがとうございましたとまとめてあると思います。また、ここだ

けに、ありがとうございましたと書くよりは、ほかのと併せて、ご感想として承りまし

たにした方がバランスがとれるのではないでしょか。２つの意見に対してだけそうする

よりは、全体のバランスを併せた方がいいと思います。 

○小林委員長  考える会の出したものを評価していただいたものについての対応と、そ

うでないものについての対応が分かれるのか、分かれないかということですね。 

Ｙ委員のおっしゃるように、評価してくれたものに対しては、とてもうれしいという

気持ちを我々としては出したいということですよね。ただ、ｆ委員が言われるように、

ありがたいのは全部ありがたいのだから、そういうことは頭に書いてあるので、これは

感想として承りますでいいのではないかというのも、一つの方法ですね。 

○ｅ委員  ご意見ありがとうございますと言うと、先ほどの意見のようなこともあるの

で、例えば、考える会の考え方に共感をしていただき、ありがとうございます。など、

ご意見ありがとうございますではなく、共感していただいたことに対してありがとうご

ざいますという回答にしたらどうでしょうか。 

○小林委員長  意見をいただいたことに対するありがとうは、すでに言っているのでさ 

らにプラスして、共感してくれたことにもっとありがとうございます、ということです

ね。 

―賛成、の声あり― 

○Ｓ委員  ５０ページの１０８番の意見も、すごくうれしいと書いてもらっているので、

これに対してはご感想として承りましたと答えていいのでしょうか。そっけない表現だ

と思います。 

意見が非常に友好的な発言であれば、それに対して共感いただきとか、賛同いただき

ありがとうございますというコメントにしても、作業としてはそんなに複雑ではないと

思いますので、そうしていただいていいのではないかと思います。 

○小林委員長  １０８番については、少し議論があって、説明責任について踏み込んで

書いてあると情報請求しなくてもいいというのは、実は、おっしゃっている意味が良く

分かりかねるということもあるのですが、嬉しいと言ってくれているので、あまりばっ

さりとはねるのもどうかということもあって、ご感想として承りましたくらいに落ち着

いたような経緯があるような気がするので、ここはこのままでもいいのではないですか。 



 

 ―２３― 

３５番、３６番のお答えを、ｅ委員もう一度お願いします。 

○ｅ委員  考える会の考え方に、賛同あるいは共感していただきありがとうございます。

でどうでしょうか。考える会の提言案にとしてもいいです。 

○小林委員長  考える会の考え方に共感いただきありがとうございましたということで

すね。 

いかがでしょうか。前回も議論したところなのですが、改めて見てみるといろいろ気

付くところもあるかと思います。 

皆さんの意見としては、積極的にプラスで評価していただいた方に対しては、我々と

しても嬉しいということを伝えたいということで、ちょっと表現を変えるということで

しょうか。 

―はい、の声あり― 

○Ｆ委員  そういう嬉しい表現の仕方をお考えいただいて、統一してもらったらいいの

ではないでしょうか。 

○小林委員長  なかなか統一は難しいかもしれませんが、今の３５番、３６番に対して

は、ｅ委員が言われたように考える会の考え方に共感いただきありがとうございます。

と言う形にしましょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  見直していただくと、意外と出るものだなと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

○Ｓ委員  ３２番の回答の最後に句点がないので付けてください。 

○小林委員長  そうですね。４３ページ、３２番の最後ですね。 

ほかにお気付きの点があればお願いいたします。 

○ｆ委員  ３８番なのですが、文章に入れたままとしますとなっているのですが、原案

通りとしてはどうですか。文章にする必要がないと言われたことに対して、文章に入れ

たままとしますというのはどうかと思います。 

○小林委員長  原案どおりとするのですか。 

○Ｇ委員  原案のままでというのでは、どうですか。 

○小林委員長  原案のままとします。そこはそのように直してよろしいでしょうか。 

なぜ文章にする必要がないのかが理解できませんでしたので、原案のままとします。

とします。 
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ほかにいかがでしょうか。 

○Ｉ委員  ８０番は先ほどの２４番のお答えのコピーですよね。 

○小林委員長  作業委員会案は消して、「すべて」は平仮名ですよね。 

○Ｉ委員  はい。ついでに９９番にも、作業委員会案とあります。 

○小林委員長  はい。 

ほかにどうでしょうか。 

市民から寄せられた意見への対応のお答えについては、以上でよろしいですか。 

○Ｉ委員  最後にいいですか。１４８番から１５２番と１５５番、１５６番ですが、回

答が同じですのでまとめた方が分かりやすいかなと思います。 

○小林委員長  セルの結合ですね。 

これは事務的なことですが、１４８番から１５２番と１５５番と１５６番は、それぞ

れセルと結合するという対応をしていただきたいと思います。 

ほかはよろしいですか。 

○Ｃ委員  ４６ページの５８番と５９番への回答の３行目から４行目に、それを集約し

抽象化することでの基本条例に向けた提言、とあります。前回、理念条例から基本条例

に変えましたが、抽象化することでの基本条例に向けた提言というのがどうかなと思い

ました。これはやはり、抽象化するということだと、理念条例の方がいいのではないで

しょうか。具体的に、抽象化することでの基本条例ということに、文章の意味で引っ掛

かったのですが。 

○小林委員長  抽象化することでの基本条例ではなく、抽象化することでこの基本条例

とする方が、意味がよく分かりますか。 

○Ｃ委員  抽象化することでこの基本条例ですか。 

ようするに、あまり具体性がないのではないかという意見に対しての答えですよね。

これは。 

○Ｇ委員  抽象化することによって理念だけを書く条例になるのか、それとも、理念よ

りももう少し、仕組みについてこうあるべきだということを書くところまでいくのかの

違いだと、私は思っています。この意味で言うと、今回の私たちのつくった提言という

のは、むしろ理念に留まるだけではなく、鈴鹿に即した仕組みの提案をしていますから、

基本条例の方かなと、私自身は思ってはいます。 

○Ｃ委員  分かりました。 
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○小林委員長  ここは、抽象化することの後に読点を打って、読みやすくしましょう。 

○Ｆ委員  すると４２ページの１９番にも、読点を打つということですね。 

○小林委員長  同じ文章なのでそうなのですね。 

ほかはよろしいでしょうか。お気付きの点があれば、どうぞ遠慮なくおっしゃってく

ださい。よろしかったですか。 

それでは以上で、市民から寄せられた意見にどうお応えしていくかは確定ということ

で、今の議論を踏まえた修正を入れて公開していきたいと思います。 

 

（２）かがみ文について 

○小林委員長  次は、かがみ文についてです。 

今日お手元にお配りした方のかがみ文、赤字が入っている方のかがみ文を見ていただ

きたいと思います。 

すでにこれまでの意見を反映させますと、タイトルは（仮称）鈴鹿市まちづくり基本

条例に盛り込むべき内容についての提言書についてとなります。内容についての提言書

についてとなってしまいますが、しようがないですね。 

○Ｇ委員  それはそうですね。 

○小林委員長  かぎ括弧をつけましょうか。かぎ括弧を付けて「（仮称）鈴鹿市まちづく

り基本条例に盛り込むべき内容についての提言書」についてにしましょうか。 

○Ｇ委員  そうですね。 

○小林委員長  そうしましょう。 

パブリックコメントと言わないのではないかというご意見がありましたので、７行目

をどうしましょうか。 

その検討の過程では、市内３箇所で市民の意見を聴く会を実施したり、メール等で意

見を求めたり受け付けたりでしょうか。また「等」を使ってしまいますが、「メール等

で意見を受け付けたりと、委員以外の市民の意見も反映できるよう、努めてまいりまし

た。」にしましょうか。 

次の段落ですね。このたび、検討結果をまとめましたので、（仮称）鈴鹿市まちづくり

基本条例に盛り込むべき内容に基づき、条例が制定されるよう提言します。ですね。 

その次の※印のところも、※「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容

についての提言書」の構成は以下の通りです。となりますね。 



 

 ―２６― 

○Ｂ委員  お願いいたししますとなってますよ。 

○小林委員長  どこがですか。 

○Ｂ委員  最後のところです。しを一つ取ってください。 

○小林委員長  そうですね。お願いいたししましたになっていますね。 

そして、※印のところは、今言ったように「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り

込むべき内容の提言書」の構成は以下の通りですとなり、（仮称）鈴鹿市まちづくり基

本条例に盛り込むべき内容の前文以下は、書いてあるとおりですね。 

今出ている意見に対しての訂正はこのようになるのですが、そもそもこんなかがみ文

でいいのかどうかというご議論も、いただかなければいけません。いかがでしょうか。 

○Ｌ委員  １行目から３行目の赤字の部分ですが、この鈴鹿市地域協働戦略会議からの

提言や鈴鹿市総合計画の内容が、考える会を受けてさらに検討を始めたというように取

れるのですが、順番はこれでいいのでしょうか。どうしてもこれを盛り込むと、順番で

違和感を感じてしまいます。あくまで考える会は、募集があって委嘱を受けてというイ

メージです。 

条例をつくらなければならないというイメージが、この中に市として盛り込まれてい

るのでしょうが、私はこれをぱっと見ると、考える会が２００５年からあるように取っ

てしまいました。 

○小林委員長  そもそも考える会がどうして設置されたのか、そこに至るまでの経緯も

かがみ文に入れたらどうかというご意見もあったような気がして、これが抜けていたと

思い赤字で入れたのですが、入れたら余計分からなくなってしまったということですね。 

○Ｊ委員  ここの文章ですね。赤字のところで、その内容を受けたのは市長ですよね。

地域協働戦略会議からの提言を受けたのは市長で，提言を受けた市長が、我々に対して

条例を考えてほしいと言ったという意味にすれば、文章はつながりますよね。 

○Ｓ委員  最初の、みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会では、という黒字の

部分を赤字の後に入れると、２００４年から始まって、提言を受けて、みんなでつくる

鈴鹿まちづくり条例を考える会では、２００８年９月２５日に発足したという意味にな

り、全部活かせるのではないですか。 

すみません。ちょっと前の意見とはあっていませんが。 

○Ｇ委員  市長から委嘱を受けたということですが、最初に２００４年から始まるのは

辛いですよね。 
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○Ｌ委員  そもそもこれがいるのかなという気もします。市長さんが受けたものをここ

で説明する必要があるのかなという気がします。これは市長に渡すのですよね。戦略会

議からの提言を受けた市長さんからもらいましたというのは、要らないような気がしま

す。 

○Ｇ委員  渡すときに、経緯については委員長に説明してもらいましょうか。 

資料には書いてあるわけです。 

○ｅ委員  ８番のご意見への回答に、過去の経過・経緯は別に記載するとなっているの

で、それを受けてそういう形にされたということだったように思いますが、それを無く

すのであれば、修正が必要なのではないでしょうか。 

○Ｇ委員  本文とは別ですが、一応あるからいいのではないですか。 

○小林委員長  提言と同時に資料を出すことにしましたので、本文とは別に記載されて

いるので嘘ではないですよね。 

最初は回答案の中でもかがみ文という言い方をしていましたが、最終形では別に記載

してとなっていますので、記載は資料の中にされるということで、辻褄は合うと思いま

す。 

○Ｔ委員  提言書をお渡しするときに話をしていただくので、書かなくてもいいのでは

ないですか。 

○小林委員長  すみません。いろいろ混乱させて申し訳ないです。 

今日お手元に配ったかがみ文の１行目から３行目にかけての赤字は取って、みんなで

つくる鈴鹿まちづくり条例を考える会では、２００８（平成２０）年９月２５日に、鈴

鹿市におけるまちづくり条例のあり方について検討するよう市長から委嘱を受けて以

来としましょうか。 

○ｆ委員  市長あての文書なのに、市長から委嘱を受けて以来と書くのかなと思うの 

ですが。 

○小林委員長  検討するよう委嘱を受けて以来で足りるのではないかということですが、

足りますね。委嘱した本人は覚えていますよね。では、市長からは取りましょうか。 

○Ｆ委員  ２０回にわたる全体での会議のほか、部会や作業委員会など、時には深夜１

２時過ぎまで議論を重ねてとあるのですが、部会や作業委員会などを開催し、時には深

夜１２時すぎまで議論を重ねてということではないのですか。 

○小林委員長  部会や作業委員会などを開催しということですね。 
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○Ｆ委員  ２０回の全体会議のほかに、こういう部会や作業委員会などを開催し、時に

は深夜１２時まで過ぎて検討を重ねて議論を固めてという書き方ではないかと思いま

す。 

○小林委員長  それでは、作業委員会などの後に「を開催し」と４文字入れましょうか。 

○Ｌ委員  第２段落ですが、このたび検討結果がまとまりましたのでとなっている 

のですが、まとめましたのでの方がいいのではないでしょうか。 

○Ｕ委員  その続きの、条例を制定されるよう提言いたしますの後、この提言を受けて、

条例が速やかに制定されることをというのと重なっていますので、条例を制定されるよ

うは無くてもいいのではないかと思います。提言したしますの後に、条例が速やかに制

定されることを希望しておりますでどうでしょうか。 

○ｅ委員  今のところですが、（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛りこむべき内容の 

とおり提言いたしますとしてはどうですか。基づきはちょっと違うような気がしました。 

○小林委員長  内容のとおり提言いたしますですか。 

○ｅ委員  「内容を提言いたします。」でもいいです。 

○小林委員長  まとめましたので、（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内

容を提言いたしますとしましょう。 

○Ｇ委員  提言を受けて、条例を速やかに制定されることを、一同、強く希望しており

ますでいいのではないですか。 

○小林委員長  いろいろご迷惑をおかけして、もうちょっと練れた原案だったらよかっ

たのですが、すみません。 

（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容を提言いたします。としまし

ょう。 

ほか、どんどん直してください。 

○Ｆ委員  もう無いでしょう。 

○小林委員長  もう無いですか。よろしいですか。 

だいぶ直していただき、皆さんのおかげでいいものができたと思います。ちょっとど

うなったか読みましょう。 

○ｅ委員  すみません。 

○小林委員長  どうぞ。 

○ｅ委員  下から３行目に、この提言を受けてとあるのですが、ここは、提言に基づき
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ではないかと思うのですが。 

○小林委員長  この提言に基づき条例が速やかに、ということですが、そうですね。 

では、一回読みましょう。日付が間違っているというのはなしですよ。 

２０１０（平成２２）年３月２５日、鈴鹿市長川岸光男様 

みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会委員長、小林慶太郎 

「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容について」の提言書について 

みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会では、２００８（平成２０）年９月２５日に、

鈴鹿市におけるまちづくり条例のあり方について検討するよう委嘱を受けて以来、２０回

にわたる全体での会議のほか、部会や作業委員会などを開催し、時には深夜１２時過ぎま

で議論を重ねて、精力的に検討をしてまいりました。また、その検討の過程では、市内

３個所で市民の意見を聴く会を実施したり、メール等で意見を受け付けたりと、委員以

外の市民の意見も反映できるよう、努めてまいりました。 

このたび、検討結果をまとめましたので、（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込 

むべき内容を提言いたします。この提言にもとづき、条例が速やかに制定されることを、

一同、強く希望しておりますので、宜しくお願いいたします。 

※「（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容についての提言書」の構成

は以下の通りです。 

（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき内容 

以下は修正なし、でよろしかったでしょうか。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  ありがとうございます。 

では、このようなかがみ文をつけて、この提言書をお渡しするということでいきたい

と思います。 

本文についてはすでに固めていただいたわけですが、その後ろの２５ページ以降に、

このような形で添付資料をつけるということでよろしいでしょうか。 

２５ページ、鈴鹿市市民委員会規則抜粋。２６ページ、みんなでつくる鈴鹿まちづく

り条例を考える会運営要領。２７ページ、みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える

会委員名簿、我々の名簿ですね。２８ページからは、みんなでつくる鈴鹿まちづくり条

例を考える会設置までの経過。３２ページからは検討の結果ということで、（１）は考

える会でやってきた全体会が２０回行われたことが、（２）は部会がそれぞれ４回から
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５回行われたということが書いてあります。３８ページからは、（３）から（５）とし

て、作業委員会が１１回、市民の意見を聴く会実行委員会が２回で、市民の意見を聴く

会が３回行われたことが書かれています。そして４０ページ以降は、さっき見ていただ

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

られた意見への対応、ということで意見への回答です。 

こういったものを資料としてお付けして、提言書として一冊でお出ししたらどうかと

いう提案なのですが、どうでしょうか。 

○Ｄ委員  体裁として、本文と資料の間に紙を入れてはどうですか。 

○Ｇ委員  なるほど。 

○小林委員長  できれば色紙がいいですね。 

そんなことは予算的に可能ですか。それくらいは、大丈夫ですか。 

この２４ページと２５ページの間に、色紙が入るのでしょうか。 

○Ｇ委員  色紙が入って資料となると、１ページずれますよね。 

○小林委員長  １ページ目の前にも色紙は入るのですか。 

○Ｇ委員  目次の後ですか。 

○小林委員長  目次と前文の間です。 

○Ｇ委員  ページ数がずれますので、まあ、そこはそのままで。色紙を入れてください

ということですね。 

○小林委員長  とりあえず２４ページと２５ページの間には紙を入れます。 

○Ｔ委員  順番はどうでもいいことかもしれませんが、色紙を入れたすぐ後に出てくる

のが、鈴鹿市市民委員会規則抜粋ですよね。これがあるので、みんなでつくる鈴鹿まち

づくり条例を考える会運営要領があるのだということだと思うのですが、１番をみんな

でつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会運営要領にして、それはこれによりますよとい

うことで、２番を鈴鹿市市民委員会規則抜粋にした方が、資料の意味が通るのではない

ですか。 

○小林委員長  そうですね、そうした方がピンときやすいですね。 

資料の１と２の、市民委員会規則抜粋とみんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える

会は順番を逆にしましょう。 

―はい、の声あり― 

○小林委員長  そうすると、２４ページの後ろに色紙で２５、２６ページが入って、２
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７ページが運営要領、２８ページが委員会規則抜粋、２９ページが名簿で、以下その通

りということですね。 

○事務局  紙にページを入れるのですか。 

○小林委員長  ページ番号は打ちませんが、そこから後のページは全部ずれますよね。 

○Ｇ委員  そのように市として、しているのかですよね。 

○小林委員長  そこはページ番号を抜いて、その後のページもそのまま無視して進んで

いくのでもいいですか。単に紙が入っているというだけで。 

○Ｆ委員  それだけでいいのではないですか。 

○小林委員長  では、そういたしましょうか。ページは変わらず、運営要領が２５ペー

ジ、市民委員会規則抜粋が２６ページということでいきましょうか。その方が混乱しな

くてよさそうです。 

そうしましょう。 

○Ｉ委員  提言書（案）と、かがみ文中の資料の名称との整合性がとりたいのですが、

かがみ文の方は、鈴鹿市市民委員会規則となっており抜粋が抜けています。 

○小林委員長  そうですね。 

○Ｉ委員  提言書（案）の方は、ただ単に検討の経過となっています。どちらかに統一

した方がいいと思います。 

○小林委員長  そうですね。３２ページは、みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考え

る会での検討経過にしていただいた方がいいのではないでしょうか。 

○Ｉ委員  提言書（案）の方を直していただいた方がいいかもしれませんね。 

○小林委員長  ３２ページのタイトルですね。 

目次のところもそうですね。鈴鹿市市民委員会規則となって抜粋が抜けています。そ

れから５は、今のに合わせて、みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会での検討

過程ですね。 

ほかに何かお気付きの点はございませんでしょうか。 

○Ｕ委員  Ｎ委員が提案されて一度勉強会をしましたが、それが入っていません。 

○小林委員長  入っていないです。 

これはどうでしょう。考える会としては公式なものではないということですよね。 

○Ｇ委員  学習会ですか。 

○小林委員長  学習会ですね。どうしましょうか。それも書いた方がいいですか。公式
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なものではないですが、入れた方がいいですか。 

これは、ホームページ等にも載っていなくて、あくまで私的な勉強会だったというこ

となので、皆さんの記憶には留めといていただいて、記録には留めないということにし

ましょう。 

○Ｕ委員  渡すときに、学習会などもしました。と言ってください。 

○小林委員長  そうですね。なるほど、たくさん言わなければならないですね。 

もし私が言い忘れたら、皆さんの方でフォローをよろしくお願いいたします。 

○ｉ委員  確認なのですが、このまちづくり条例を考える会の提言はこれをすべて指す

のですか。 

○小林委員長  提言書としてですか。 

○ｉ委員  提言書としては、資料編も含めてこれを全部で、提言は２４ページまでとい

うことにするのですか。資料はどのような扱いになるのですか。 

○小林委員長  どうでしょうか。 

かがみ文を直していただいた結果、（仮称）鈴鹿市まちづくり基本条例に盛り込むべき

内容を提言いたしますので、２４ページまでが提言になるのでしょう。 

しかし、提言書としては、付録として資料が付いているということです。 

○ｉ委員  ２４ページまでが提言ということですね。 

提言はどれですかということを聞かれたら、２４ページまでで、提言書はどれですか

と聞かれたら、これが全部ということですね。 

○小林委員長  そのように理解しています。 

○Ｌ委員  ３８ページの一番上の表題に「作業委員会１」となっているのですが。 

○事務局  そのことでお聞きしたいのですが、市民から寄せられた意見への対応案を考

える作業委員会が後で２回開かれています。作業委員会の最初の９回を１、後の２回を

２としてもいいのかなと思ったのですが、通しの作業委員会ということでよろしいでし

ょうか。 

○小林委員長  同じメンバーですので、全部作業委員会ですね。 

○Ｉ委員  ３９ページに、市民の意見を聴く会の日程などを書いていただいているので

すが、パブリックコメントの募集期間はここには書かないのでしょうか。 

○小林委員長  それは、４０ページで意見を求めたということが分かるわけですよね。 

○Ｉ委員  そうですね。 
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○小林委員長  どうしましょうか。３９ページにも書いた方がいいですか。どのように 

書きましょうか。 

○Ｇ委員  （６）でメール等によるご意見募集として、月日だけ書いておけばいいので

はないですか。 

これが平成２１年１２月２５日から平成２２年１月２５日ですね。それから件数を書

くかどうかですね。 

○Ｆ委員  市民の意見を聴く会も書いてないですよね。 

○小林委員長  全部書いていないですね。 

○Ｇ委員  では、やりましただけでいいですね。 

○Ｆ委員  やりましたということだけでいいのではないですか。 

○Ｇ委員  期間だけ書いておけばいいですね。 

○小林委員長  ほかにお気づきの点があればお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  ほかにご意見が無いようですと、いよいよ皆さんの表紙に書いてある

（案）が取れて、提言書が確定になります。 

もう一度聞きます。今日たくさん出てきた修正は事務局で作業してもらってすべて修

正しますが、修正をした上で確定し、３月２５日に市長に手渡すということでよろしい

ですね。 

－はい、の声あり－ 

○事務局  よろしいですか。 

訂正箇所がたくさんございましたので、皆さまに一度製本した、正しいものをご確認

いただいた方がよろしいかと思うのですが。 

○小林委員長  それは事務局として不安ということですか。 

○事務局  修正箇所が相当ありましたので、最終確認をしていただくのが一番いいのか

なと思いましたので。事務的にはそれほど問題はありませんので。 

○小林委員長  では、一度製本を作っていただいて、どちらにしても、皆さん、事前に

お手元にあったほうがいいでしょうからお送りいただきたいと思いますが、間に合いま

すか。 

○事務局  今日のところを皆さんにもう一度チェックしていただきたいと思います。 
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○小林委員長  今日が３月４日ですが、いつぐらいに送れますか。 

そういうご提案をいただいた以上、聞いておかないといけないので。 

○事務局  それほど期間はかからないと思います。 

○小林委員長  では、来週の半ばぐらいには送っていただくということで、来週末まで

には届くということですね。 

もし事務局から届いたもので、ここが直っていない、抜け落ちているという部分があ

れば、直ちに１７日ぐらいまでに事務局にお寄せいただいて、もしあった場合は直ちに

差し替え版をもう一度送っ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― 

 

■３提言書手交について 

○小林委員長  提言書の手交についてです。提言書をお渡しすることを手交というよう

ですが、当日どのような段取りかということですので、事務局の方からご説明をいただ

いたほうがよろしいですね。 

１９時に市長にお渡しする場所はここでしたか。 

○事務局  場所は１２０３の会議室、最初の回と同じ部屋で一番広い会議室になります。 

１９時に市長に提言書をお渡しするということで、全員できる限り出席していただき

たいと思います。一般的には、市長には全員でお渡しすることはありませんが、この会

では全員でお渡ししたいということを申し上げてあります。 

○小林委員長  １９時ジャストには市長にお渡しするということになりますので、ちょ

っと早めに、どうしても所用があってという方は仕方がないですが、１０分ぐらい前に

は会場にお入りいただきたいと思います。 

当日の進行は、最初に市長にお渡しするということですが、この日は考える会の会議

ではないので、進行は事務局になると思います。 

たぶん私の方からかがみ文を読んで、さっきおっしゃっていただいたように私的な勉

強会をやりましたとか、そもそもここに至る前に、メンバーだった方も見えますが、地

域協働戦略会議など、そんなところから綿々と経緯があってここに至りましたという説

明を私がして、お渡しをします。 

その前か後、我々一人ひとりが思いを言って、市長さんからねぎらいの言葉や、覚悟 

か決意かは分かりませんが、おっしゃっていただく感じですね。 
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その辺は事務局が進行をしていただくことになると思います。 

大事なのは何かと言うと、あまり市長さんに直接ものをいう機会はないと思いますの

で、お一人それこそ１分程度で、せっかくですのでご自分の思いなり感想なりを、参加

してきて自分が感じたこととか、ここの部分が自分の思いが一番入っているのでここだ

けは実現して欲しいとか、そういうことを一言ずつおっしゃっていただきたいと思いま

す。 

市長さんからもお言葉をいただいて、１９時から始まって２０時前には終われるだろ

うと思います。その後は、その後のお楽しみですね。 

事務局、大丈夫ですか。 

○事務局  はい。 

○小林委員長  ３月２５日についてはこんな感じでいきたいと思いますが、特にご質問

はありませんか。 

全員一言ですよ。よろしいですか。 

事項書の４については、最初に済ませました。 

会議録ができ次第皆さんにお送りして、修正箇所があればご意見をお寄せいただき、

その後は私に一任いただいて、事務局と相談して、直したものを公開という段取りでさ

せていただくことになります。 

 

■５その他 

○小林委員長  それでは、最後の５その他です。 

今日皆さんに見ていただきました、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応については、さっそく直して来週く

らいにはホームページに載ることになろうかと思います。 

それ以外で、その他ということで事務局からあれば、ご説明いただきたいと思います。 

○事務局  戻ってしまって申し訳ないのですが、今日たくさん直していただいた意見へ

の対応ですが、訂正後のものを公開ということで、意見募集をさせていただいたときの

ように、各地区市民センターなどに閲覧という形で、間違いなく直して、できる限り早

く設置するということでよろしいですか。 

○小林委員長  はい。間違いなく直してということが大事ですね。 

○事務局  はい。 
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  ほかのことを少し連絡させていただきます。 

市民の皆さんからいただいた意見への対応ということで、回答が閲覧できますという

ことと、提言書を３月２５日に市長に渡しましたということを周知、啓発するというこ

とで、広報すずかの４月５日号に載せさせていただくように予定しています。 

写真をできれば載せたいと思うのですが、４月５日号の原稿の締め切りが３月５日に 

なりますので、写真は難しいかと思います。 

○小林委員長  広報には載らないということですね。 

○事務局  担当課には掛け合いますが、校正の段階で上手くはまればとは思うのですが、

締め切りの調整によります。そこへ、市民の皆さんからの意見の対応を地区市民センタ

ーや、公民館、地域課、市政情報課、ジェフリーすずかに配置していますということも

一緒に広報させていただきます。記者提供もさせていただきますので、３月２５日に提

言書を渡しますというのは、新聞記者等に周知もさせていただく予定です。このように

やらせていただこうと思うのですが、よろしいでしょうか。 

こうしたらどうかというようなご意見があれば、皆さんからいただいて、できるので

あればそうしていきたいと思います。 

○小林委員長  市民の皆さんから寄せられた意見への答えの公表は速やかに、間違いな

く直したものを出していただき、提言書は、市長さんに我々が提言を出した後で各セン

ターなどに置いていただくということですね。そして、これらのことについて広報すず

か４月５日号に載せていただくということでよろしいですね。 

今おっしゃっていただきましたが、よろしいですね。 

広報の４月５日号には写真は載りそうもないということですが、今の話だと、マスコ

ミには市長への提言をしますという話を事前に投げ込んでいただくということです。そ

うすると、当日、新聞社やＣＮＳなどの取材が入る可能性があります。そういうことは

事前に言っておかないと、私知らなかったと怒る方もいらっしゃいますから、そういう

ことは覚悟でお越しください。 

ほかに何か事務局からありますか。 

○事務局  今後の事業について、皆さんにお知らせさせていただきます。 

通路にもチラシを置かせていただいているのですが、市民活動団体に対して市から補

助金を出させていただいておりまして、その活動報告会を３月１９日の金曜日に行いま

す。それに関連して、四日市大学の松井先生の講演をいただきます。市民活動について
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という講演を予定しております。こちらの委員の方の中にも何名か報告していただきま

す。１２０３の会議室で、夜の７時から２時間程度、開催させていただきますので、皆

さんぜひ足を運んでいただければと思います。 

もう一件ございます。 

３月１８日から３月２６日までの間に、市役所１階の市民ギャラリーで、ボランティ

ア・市民活動団体の紹介パネル展を開催させていただきます。今、４６団体の方に申し

込んでいただいております。ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。 

○小林委員長  それは、３月１８日から３月２６日ですか。 

○事務局  はい。 

○小林委員長  では、２５日に早めに来ていただくと、それを眺めてから市長さんにお

目にかかることができるということで、見ていただければと思います。 

皆さんのほうから、その他ということで何かありますか。 

○Ｕ委員  会議中に申し訳ないですが、４月２５日に「わいわい春祭り」というイベン

トを鈴鹿ハンターで行います。多文化共生の推進のために、外国人、日本人、国籍に関

係なく参加できるお祭になっておりますので、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。チラシですが、皆さんのお手元には日本語版をお

渡ししておりますが、外にスペイン語版、英語版、ポルトガル語版を用意しております。

お近くの方にチラシを渡していただけそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひお持ちい

ただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○小林委員長  中国語版はないのですね。 

あと、何かおっしゃりたいことがある方はよろしいですか。 

○Ｂ委員  さっきから心配していたのですが、せっかくみんなで考えた条例案ですが、

市の方へ提案として出した後、実際これは市長がこの案をもんでいただいて、議会に提

案するということですよね。 

場合によっては、内容が変わる場合もあり得ますが、これだけみんな一生懸命考えて

きたわけなので、ぜひこのままでお願いしたいわけです。ですので、変わるのであれば、

なぜ変わるのか、変わらざるを得ないのかを説明をして欲しいと思います。 

○小林委員長  ３月２５日にこれを市長さんに言っていただいたらいいと思います。 

○Ｂ委員  はい。 

○事務局  市民の皆さんから寄せられた意見への回答と提言書なのですが、広報の４月
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５日号で周知ということで、それから配置ということになります。その場合、どれくら

いの期間、置かせていただければよろしいでしょうか。行政で行うものは、だいたい一

カ月ぐらいなのですが、皆さんのご意向を聞かせていただきたいと思います。 

○小林委員長  その配置というのは、地区市民センターの窓口とかにですよね。 

○事務局  そうです。ずっとでも問題はないと思うのですが。 

○小林委員長  表に出ているのは一カ月ぐらいだとしても、その後それは捨ててしまう

わけではないですよね。どこかに保管しておいてもらって、広報で見てしばらく経って

いますが見せてもらえますかと言ってみえたら、出してきてもらえるということですよ

ね。 

○事務局  前回は閲覧という表示はなかったのですが、今回は閲覧ということが分かり

やすいようにしようと考えています。欲しいという方もいらっしゃいますので、そうい

うときは、センターにも予備を置いてお出しさせていただこうかとは思っています。こ

れは皆さんともご相談をしなければならないことだと思うのですが、行政としてはお出

しさせていただきたいと思います。 

○小林委員長  皆さん、そのような対応でよろしいですか。 

－はい、の声あり－ 

○小林委員長  では、そのようにお願いします。 

後はどうですか。よろしいですか。 

それでは、２１時で終われずに２１時３０分になってしまいましたが、第２０回みん

なでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会は、以上でお開きとさせていただきます。 

どうもお疲れさまでした。 


