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第 9 回文化振興推進委員会会議録 

 

日時 平成 24 年 7 月 30 日（月）午後 2：00～ 

場所 八王子市役所 本庁舎 7 階 702 会議室 

 

出席委員  7 名 

欠席委員  5 名 

 事務局 市民活動推進部長  伊藤 紀彦 

     学園都市文化課長  小浦 晴実 

学園都市文化課主査 南部 かや 

学園都市文化課主任 吉岡 淳二 

 

1．開会の挨拶 

市民活動推進部長から挨拶。 

文化振興条例案について、前回の推進委員会の議論を踏まえ事務局で精査し

た案をお示ししている。 

条例の策定に当たっては、理念だけに終わらない、実効的なものにしていく

ことが大事だと考えている。既に文化振興計画は策定しているが、条例制定を

機に、八王子市として文化の振興をどう推進していくのかが問われると受け止

めている。 

内容としては、前文が市としての方向性を示す上で重要であり、他の条文に

ついては、市民の視点に立った簡潔でわかりやすい内容へと精査した。 

事務局として条例案を検討しているが、逆に事務局では気がつかない視点が

あると思う。皆様からのご意見をお聴きして、より良い文化振興条例となるよ

うに進めていきたい。 

事務局 

本日の出席者は 7 名、欠席者は 5 名。委員の過半数の出席により今回の委員

会の成立を報告する。本委員会は原則公開ではあるが、本日、傍聴される方は

いらっしゃらない。以後の議事進行を会長にお願いする。  
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2．（仮称）文化振興条例の制定 

会長 

事務局から配付資料の確認。 

事務局 

＜前回使用資料の確認＞ 

  （推－1）（仮称）文化振興条例（案） 

  （推－2）（仮称）文化振興条例制定の基本的な考え方（案） 

  （推－3）関連する他条例との関係 

  （推－4）関連する他計画との関係 

  （推－5）条例の名称についての考察 

  （推－6）文化芸術振興基本法 

  （推－7）文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 3 次基本方針）抜粋 

  （推－8）八王子市文化振興計画（抜粋） 

  （推－9）文化振興条例制定・文化振興計画改定スケジュール（案） 

  （推－10）都内自治体の文化振興条例の内容 

  （推－11）都内自治体の文化振興条例 

＜事前配付資料の確認＞ 

  （推－12）（仮称）文化振興条例（案 2） 

  （推－13）（仮称）文化振興条例制定の基本的な考え方（修正） 

  （推－14）劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 

 

事務局 

[条例資料№専-13 （仮称）文化振興条例制定の基本的な考え方（修正）につ

いて ] 

前回の推進委員会において、条例制定の目的としては、市民の皆さんにご理

解いただいて市民の方と市が連携する姿勢を出していくことが必要ではないか、

とのご意見が出たが、これに基づいて修正をした。 

[条例資料№専-14 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律について ] 

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が本年 6 月 27 日に施行された。趣
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旨は、劇場や音楽堂を整備して、貸館業務を行うだけではなく、施設の特色を

活かした公演や市民参加型のワークショップといった館独自の自主企画事業を

活性化させていくというねらいがあるようである。 

この法律の中で、具体的な地方自治体への義務付けはないが、今回議論して

いる（仮称）文化振興条例では、法の趣旨を踏まえて市の責務を定めている。

なお、オリンパスホール八王子、いちょうホール及び南大沢文化会館では、西

本智実プロジェクトやワークショップなど、既に先行して事業を実施している

実態がある。その現状や法の趣旨も踏まえ、条例を制定していこうと考えてい

る。 

会長 

文化振興条例の制定について、まず、前文から第 2 条の基本理念まで、事務

局から説明願いたい。 

事務局 

前回のご意見を反映した案 2 をお示ししている。 

市法制課の意見も聴きながら条例をつくっていく必要があるため、後日、若

干の調整が発生する可能性があることはあらかじめご了承願いたい。 

事務局 

「条例資料№専-12 （仮称）文化振興条例（案 2）」に基づき説明。 

条例全体は大きく 3 つのブロックに分けて考えている。1 つ目は、前文から

第 2 条までで、条例全体の考え方を述べている。2 つ目は、第 3 条と第 4 条で、

市と市民の皆さんとの役割分担や責務について定めている。3 つ目は、第 5 条

から第 8 条までで、個別の施策に関する事項、という組立てになっている。 

まず、前文について、一言で言えば冗長であるという前回のご意見に基づい

て修正した。また、後日、会長からいただいたご提案を基に練り直し、八王子

の特色を 4 つの切り口に整理している。1 つ目は自然環境、2 つ目が歴史と伝

統、3 つ目が学園都市、4 つ目が文化交流、となっている。次に、文化の意義、

最後に条例の目指すところを述べる、という構成にし、内容を分かりやすく簡

潔にした。 

次に、第 1 条について。八王子では既に文化振興計画に基づいて文化振興施
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策を実施しているので、「文化芸術振興基本法に基づいて」という記述は不要

ではないか、という前回のご意見をもとに整理した。「計画に基づいて推進し

ている」という考え方は、第 5 条の文化振興施策の推進についての条文におい

て、「市の計画に基づき」と記載することで、法に基づいてというよりは、既

にある文化振興計画に基づいて推進していく、という条例の精神を掲げている。 

続いて、第 2 条について。八王子市の文化振興の基本的な考え方を述べてい

る点は変わらないが、第 2 項に文化の分野を列挙したところが大きく変わった。

前回の案では、第 2 条で条例の根本的な考え方に加えて個別施策の項目につい

ても規定し、第 3 条以降でも改めて詳しく個別の事項について規定する、とい

う構成にしていた。それに対して今回提案した案は、第 2 条では基本的な考え

方、つまり自主性や創造性の尊重を主に述べ、個別施策の項目については全て

第 3 条以降の条文で規定する、という構成に変えた。 

なお、市法制課より、文化の定義をここまで詳細に規定する必要はないので

はないか、また、基本理念に文化の定義がなじむのか、という投げかけがあっ

た。事務局としては、「文化」をいずれかの条文で定義することで条例の対象

を明確にする点と、前回の推進委員会において委員からのご意見にもあった

「芸術」についての言及も必要と考え、本案の形で提案をしている。 

委員 

蒸し返すようで申し訳ないが、前回私が発言した「文化芸術」と「芸術」と

いう言葉を条例の名称に入れたらどうか、という点について、20 人ほどの知人

に聞いてみた。すると、「文化芸術」と「文化」という言葉を耳で聞いて比べ

た際、印象が全然違う、との感想が聞いた人全員から出た。 

また、自然が多いとか、歴史が古いなどの八王子らしさに関する市の施策と

しては、よくやっていただいていると思っている。だが、新しい、要するに本

当の芸術の分野、例えば音楽とか舞踊とか演劇などに対しての取組みは遅れて

いる気がする。 

鑑賞は、音楽の鑑賞などたくさんあるが、長い時間をかけて、例えば茶道教

室のように複数回、半年間などの長期間行う取組みは不足していると思う。 

個展の取組みでは、学校関係で日本舞踊、大正琴などを行っているが、新し
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いもの、例えば美術のデッサンなどは 1 回もやっていないと思う。 

舞踊は、ワークショップがあったが、やはりもっと長い時間をかけなければ

できないものがある。 

演劇は、もうほとんど皆無に近い。八王子文化連盟に演劇の団体が昔は 2 団

体あったが、1 団体に減り、あまり大きく活動はしていない。演劇に関するミ

ュージカルなどの取組みができていないように思われる。 

八王子における文化に対する取組みの問題として、古いものは重視している

が新しい分野に対する取組みは少ないのではないか、と考えている。 

カサドのチェロコンクールに関連した事業として、学校に訪問してチェロに

触って弾いてもらう、ということをしているようだが、きっかけづくりに終始

し、長続きしていない。せっかくコンクールをやっている以上は、チェロを演

奏できる初歩的なところまで身につくよう、期間を長くして企画するとか、そ

ういう芸術面の取組みが不足している。 

条例名に「芸術」という文字がなかったら、もっともっと芸術面に対する取

組みが不足してしまうのではないか、との懸念を持っている。 

委員 

私も「芸術」を条例名に入れるかどうかをよく考えたが、品川区だけが「文

化芸術スポーツのまちづくり」という条例をうたっている。スポーツもアメリ

カなどでは野球文化といって文化に入っている。スポーツ文化に関しては、当

委員会で意見は出たか。 

会長 

スポーツ文化については意見は出てはいない。 

委員 

品川区では、「文化芸術スポーツのまちづくり条例」と、文化芸術とスポー

ツを並列しており、前文でも、やはりスポーツについてかなり触れている。や

はり文化という大きな絵を描いて、そこにスポーツも入れてしまった方が良い

のではないか、と考えたが、いかがか。 

会長 

前回の委員会の議論は、「文化」と言う方が、「文化芸術」という言い方より



6 

もより広い概念だからよかろう、という話だった。それに対して、やはり「文

化芸術」の方が良い、というご意見が再度出てきた。 

委員 

体育関係のスポーツは、逆に八王子は盛んだ。私たちが羨ましくなるぐらい、

スポーツに関係して体育の方は振興していると思う。 

事務局 

スポーツなど、文化と重なるような分野が確かにいろいろとあるとは思う。

事務局で案をつくるに当たり、どこまでを今回の条例で扱おうかと議論したが、

他の条例、計画で扱っているものはとりあえずは規定せず、他で扱っていない、

文化を対象としていこうと考えた。スポーツについては、八王子市スポーツ振

興基本計画が策定されており、そちらで既にスポーツに関連する事業を取り扱

っている現状がある。 

会長 

スポーツに関しては、基本理念第 2 条第 2 項第 8 号に各号に掲げるもの以外

の文化の分野となっており、それにスポーツも入ると解釈はできるため、この

条例で考える範囲には入っていると解釈ができるとは思う。 

委員 

第 2 条に文化の分野がいろいろ書いてあるが、条例の中でここまで文化の内

容を規定することが良いのかどうか。その他の芸術に扱われた分野の人たちは、

私たちはその他という感じもあるし、茶道や華道、書道は生活文化という区分

けがしてあるが、華道の中にも生活文化と言われるような分野のものもあれば、

芸術的な、生活文化の枠の中には入れられたくないようなものもあると思うが、

どうか。 

委員 

大きく分けたら伝統的な日本文化の多くが生活文化の範疇であると、生け花

については、そう思っている。形に残る絵画、彫刻と違って、ある意味でその

季節、その時という、一瞬一瞬をとらえた生活に即したもの。とりたてて「芸

術」とうたうものと質が違うと思うので、この「生活文化」で私は構わないと

思う。 
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委員 

ただ、項目別に活字になって分けることが良いのか。こんなに列挙しなくて

も良いのではないか、と思った。 

事務局 

事務局で列挙した趣旨としては、文化振興条例といったときに、はて、では

文化とは何なのかと、条例を目にした人が思ったときに、何かしらの説明が必

要だろうと思った。では、どう説明するかだが、文化芸術振興基本法の中で芸

術文化の振興やメディア芸術の振興といった文化芸術の分野を列挙しており、

それにならい、列挙した。ただ、どうしても書き切れないので、その他という

か、第 8 号に掲げる、上に掲げた以外の分野にも触れている。 

委員 

国の文化芸術振興基本法に基づいているということか。 

委員 

文化というのは、生活文化も、いわゆる芸術もみんな心を表現するものだと

思う。茶道、華道もやはり形ではないので、そういう部分が意外と文化に当た

るのだと思う。ただ、日常生活のことだけであれば「文化」とうたう必要はな

いように思われるが、生活の中にも自分の心を表現する文化が存在する、とい

う意味で、「生活文化」というのは結構いい言葉だと思っている。 

スポーツはまた異なる性質のものであるから、体育と関連して、スポーツを

文化と並列するのはやや無理があるかとは思う。 

委員 

文化の中に芸術が入っているのは当たり前だが、やはり文化と芸術というの

は並べて書いたり、聞いたりした方が耳に入りやすい、ぴんとくる、というご

意見を多数聴いた。 

事務局 

今ある計画は文化振興計画という名称だが、芸術を入れるか入れないかと考

えたときに、現行の計画が文化振興計画という形で芸術も含んでいることから、

既にできている計画をベースとして現在も施策を進めていることを考慮に入れ、

文化振興条例という条例名でどうか、と提案させていただいている。また、事
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務局案の基本理念の中に、文化の分野を列挙している。挙げないという方法が

あり、言葉の定義として挙げるという方法もある。それから、別表という形で

巻末に載せるという方法もある。どういう形式を取るかはそれぞれだが、八王

子市が、文化をどう考えているのか、という点は明確になる。ここに載ってい

ない分野については、八王子市は文化と認めないのか、あるいは順番がどうか、

という議論も出る。ここはあくまで基本となる法律に列挙されているものを、

そのまま載せている。その点で載せ方についてはご理解いただけると思ってい

る。 

ただ、基本理念の中に分野を列挙するというのは、やや特殊な見せ方である。

この辺は議論のあるところかと思っている。 

文化の分野は具体的に載せないで、文化はそれぞれ取り組む人が決めれば良

いのだというのも一つの考え方だ。条例に掲げているとするのか、また逐条解

説で実はこう思っている、という見せ方もある。見せ方と規定の仕方はいろい

ろあると思うので、選択肢も含めて、ご議論いただければと思う。 

委員 

これまでの推進委員会では、八王子の文化はどうあるべきか、という点を議

論してきたが、文化の名称にまでは触れていなかった。今回はそれに触れてい

るので、論点として出したまでである。 

会長 

ご意見としては理解できるが、市からの説明のように、市の文化振興計画が

あって、それに基づいて名称的には文化という名前にまとめたい、という点は

尊重せざるを得ないと思う。 

ただ、市法制課でも指摘があった、基本理念の中に第 2 項以降を含めるかど

うかについては、基本理念と分けて、文化の分野に関する独立した第 3 条を立

てる、という手はある。 

基本理念のところで何を言いたいかを確認しないといけないが、恐らく文化

活動を行う者の自主性と創造性の尊重、そのうちの自主性の部分では、市民等

の役割という言い方で、市民にも責任があるということを言いたいのだろう。

そうなると、文化の列挙は第 2 条第 2 項にしないで、第 3 条に分けて載せてし
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まうというのはどうか。 

委員 

ごちゃごちゃいろんなことを決めようと考えない方が良いと思う。条例の中

で別表という形をとることがあるか。 

事務局 

条例の内容による。ただ、こういう条例にはなじまないのではないか、と考

えている。 

委員 

事務局案は、親切といえば親切である。一番最後に、前各号に掲げるもの以

外の文化といえば、みんな入ってしまうわけだから。 

いちいちこんなに規定する必要があるか、という議論はある。制定の過程で

いろいろ議論があったが、文化の列挙を無視したわけではなく、検討した結果、

最終的にこうなった、ということがわかれば良いのでは。 

ただ、決まってしまった後、議論があったかどうかについて、一般の市民が

認識できるかどうかは別の話である。だから、私は「各号に掲げるもの以外の

文化の分野」まで入れる必要があるかどうかについては、若干の疑問を持つ。

もしどうしても入れたければ、ここに置かないで別項に、つまり第 3 条にする

のかどうかわからないが、こういうことを考えています、という表示の仕方も

あるかと思う。 

委員がおっしゃった「芸術」を入れるべき、とのお気持ちは十分わかるが、

文化というのも芸術を包含する広範囲の概念だと思えば、あまりこだわらなく

ても良いのではないか、と考えている。 

再三、事務局の側がおっしゃるが、既にある計画は「文化」になっている。

そういうものとの整合性も考えないと、なぜここだけ芸術が入るのだというの

は、また別の議論が出てくる可能性は十分にある。計画が既にがあるとしたら、

それが基本なのだろう。計画に関わる条例として、こういうものを制定しまし

た、と考えるのだったら、その整合性も考えた方がいい。 

前回も出たが、芸術の範囲をどうするか、という議論を始めると、またもと

のもくあみで、まとまらなくなってしまう。名称だけ取り上げても、絶対に芸
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術を入れるべきだという意見もあるだろうし、芸術というまで入れるのだった

らスポーツも入れるべきだというのもあるし、そうするとスポーツはこうでと

枝葉になっていってしまう。すきっとするのが一番と思う。 

ところで、今、基本理念について議論していたが、前文はこのままで良いの

か。前回に比べると大分すっきりはしたが、まだなお官僚言葉がある。 

委員  

国際交流が第 2 条の文化の分野のどこに該当するかを考えた場合、第 2 項第

8 号に当たるのか。多文化交流というのは、これから先へ進めなければいけな

いものである。留学生との交流であったり、いろんな国の人が八王子に 9,000

人いらっしゃるが、その方たちとの交流、あるいは海外友好交流都市との関係

で八王子の中学生、高校生が海外へ訪問したりと、さまざまな多文化の交流が

ある。それをこの第 8 号にくくられてしまうのは、いかがか。 

会長 

今の国際交流についてのご意見だが、国際交流を含めての文化交流について

は、あえて条文が第 7 条に独立して、むしろ強調してある。第 2 条にはうたっ

ていないが、独立条文になっているという意味では、むしろ重く扱っている。

そういう意味では、人材の育成の問題と、2 つが強調されているつくりになっ

ている。 

事務局 

文化交流の推進は第 7 条に掲げているが、何を交流するかといったら第 2 条

に掲げている文化の分野でということになる。そうすると文化交流については、

この項目の中に入ってこない。第 7 条のところで、この第 2 条で掲げている分

野に関して、いろんな都市と交流しましょう、という内容になっている。 

会長 

市の方では、文化の分野を載せない、という意見もあったか。 

事務局 

当初は、ここまで列挙するのはどうか、という議論はあった。ただ、いわゆ

る八王子市が考える文化は何かというときに、市の担当者によって認識が異な

るというのもまたどうなのか、というのは 1 つの課題である。ご提案としては



11 

見せる方向だが、ないという方法もありかと思う。なければどうなのといった

ときには、それぞれに文化という思いはあるわけだから、自分がしている活動

がすなわち文化である、というとらえ方もあると思うので、文化の分野の列挙

自体を全て載せない、という究極の選択もありかと思う。 

ただ、載せるのがいいという意見もあるかもしれないし、逆に法にあるのだ

からわかっていることだという意見もあるかと思うので、それらも含めてご意

見をいただきたいということで、あえて見せる形で示している。 

会長 

今後の手順としては、本推進委員会以外の市民の方の意見も聞くのか。 

事務局 

パブリックコメントの手続きによって、市民の方の意見を聞く。 

会長 

その後、さらに市議会での議論があるのか。 

事務局 

条例案についての議論はある。 

会長 

文化の分野について言及していないと、文化の分野に関する質問は絶対出る。

だったら、なぜ規定しなかったのか、という話になる。 

事務局 

では、載せれば良い、ということにもなるかもしれない。載せている根拠は

何だ、という質問が出る。私が行っている活動が載っていないのでは、という

議論はおそらくある。重く見ていないのかと。 

委員 

そういう意味では、事務局案ではきちんと整理してあり、列挙していないも

のは第 2 条第 2 項第 8 号に含む、と言える。 

事務局 

決して重いとか、軽いという意味ではなく、それぞれ多様な文化があるのだ、

ということ。 
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委員 

第 5 号に華道、書道その他があるが、その後に、囲碁、将棋その他の国民的

娯楽とある。囲碁も将棋も、大部分が娯楽であるが、囲碁も将棋も中核にいる

人たちは娯楽とだけは考えていない。国民娯楽と言われると、ちょっと抵抗が

ある人たちもいる。だから、逆に生活文化と国民娯楽というのは要るかどうか。 

事務局 

ここは悩んだが、法律がこう定義してしまっている。細かいことを言えば、

最初は国民娯楽で後ろは国民的娯楽。 

委員 

確かに娯楽の部分が多いが、両方とも 400 年を超える歴史がある。背景から

見ると、単に娯楽と言われると何だか遊びみたいに思える。個人的に言えば両

方ともやるので、それぞれの中枢にいる人たちも知っている。抵抗を感じるの

ではないか。挙げていただくのは構わないが、国民娯楽なんて言われることに

は違和感がある。そういう意味で、何が含まれているかというのを明記するこ

とは、良い点もあれば悪い点もある。 

文化の分野を明記すると、100 人中 90 人か 95 人は、文化はそういうことか

と納得すると思うが、書かなければ文化は何だと必ず出てくる。最終的には、

制定する側の考え方で規定してしまうよりしようがない。 

事務局 

どちらに決めるかだとは思う。載せるのなら、根拠がある方を載せる。 

会長 

今の段階は法的根拠があるものを載せたということ。 

委員 

単独の条項で文化の分野を明記するなら、第 2 条第 1 項は「次項に定める」

というところは、変更する必要がある。 

事務局 

「次条に」するか「別に」か。 

委員 

「別に定める」としないと。 
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会長 

今、委員会としていろいろご意見が出たことを踏まえて、市の方で判断して

いただけるか。 

基本理念の議論はこれで終わりとし、前文に戻りたい。 

委員 

前回は、これが冗長過ぎるという意見が出たことを受け、今回の事務局案は

すっきりしてきたと思うが、あとは言葉遣いでいくつか気になる点がある。 

例えば「歴史に目を向ければ」というのは「歴史を見れば」とか「その歴史

を見れば」などの表現で良いのではないか。 

4 行目と 7 行目、「あります」「あります」とある。私は日本語の文章として、

同じ語尾が短いところに「あります」「あります」と続くのをあまり美しいと

思わない。 

また、「長きに渡る」というのは、誰でも書きそうだが「長い」で良いので

はないか。「長い歴史と伝統があります」と。 

最後の下から 4 行目、5 行目のところに、「もたらすものです」、その次も

「なりうるものです」と。「あります」「あります」「ものです」「ものです」。

本質的なことではなくて、こういうところにも気を配っていただければ。非常

に日常的な言葉で、「生活に豊かさや潤いをもたらします」でも良いのではな

いか。「土壌にもなりうるものです」の「なりうる」というのが文語的な表現

で、どうしても「うるもの」と書きたければ、「なりえます」でも良い。 

何といっても文化振興条例だから。言葉というのは文化のいわば一番中心的

なものだから、そういうところにも気を配る精神が必要ではないか。 

最終的には事務局にお任せするが、同じ語尾をなるべく使わないでもらいた

い。何々です。何々でした。どんな文章でも短い文章にすればするほど、同じ

言い方が繰り返されると気になるものだ。 

会長 

貴重なご指摘ありがとうございます。前文については以上とし、第 3 条と第

4 条、役割分担と責務のところを事務局から説明願いたい。 
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事務局 

第 3 条第 2 項について、前回は、｢施設の充実に必要な施策を講ずる｣といっ

た記述があったが、劇場法の趣旨または市の責務としては施設の充実というよ

りは、場を提供するという方が重要であろうという議論になり、修正した。 

第 4 条については、修正はしていない。 

会長 

いかがか。特に問題がなければ、次の第 5 条から第 8 条について説明願いた

い。 

事務局 

第 5 条について。第 5 条以降の順番がおかしいのではないか、というご意見

をもとに整理し直した。既に文化振興計画が存在しているのに、計画を策定す

るという条文はおかしいのではないか、とのご意見に基づき、計画の位置づけ

を規定する内容に変えている。また、「八王子市文化振興計画」という固有名

詞を条文中に使ってはどうか、というご意見をいただいたが、万が一、今後計

画の名称を変更した場合に、その部分だけで条例改正が必要になってくるため、

固有名詞はむしろ使わない方が柔軟に運用できると考え、固有名詞は入れてい

ない。 

市法制課からは、第 5 条では「計画を策定する」旨を規定した方が良いので

はないか、と投げかけられている。なぜならば、条例を制定すると、計画が条

例に基づくもの、という位置づけになってくるが、ここに計画の策定という条

文がないので、その位置づけが不明確になってしまう、と言われている。法制

課の案としては、第 5 条に計画を策定するという旨を規定し、その代わり第 8

条の後につける補足説明的な「附則」の中で、条文中の「計画」というのは文

化振興計画のことである、という説明をしてはどうか、という投げかけを受け

た。事務局としては、既に計画が存在するため現案のままにしたいと考えてい

る。 

第 6 条については、前回は子供たちの文化活動への参加機会の提供というこ

とを定めていたが、事務局で議論を重ねる中で、文化の振興には文化の継承が

重要であるので、次世代を担う人材の育成が必須であろうという議論に至り、
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条文の趣旨を「人材の育成」を強調する内容に変えている。 

第 7 条については、交流する具体的な都市名は入れないまでも、どこの都市

を想定しているのかを何となくイメージできるような感じの記述に変えている。 

第 8 条は修正していない。 

会長 

いかがか。特に第 5 条の法務部門からの文化振興計画と条例との上下関係を

どうするかという難しい問題がある。振興計画が先にあるが。 

事務局 

現状は計画が先にできている。条例を制定した後に、計画を改定した暁には、

通常の「条例に基づく計画」という関係ができあがるし、計画が先にあるとい

う現状にも対応できるため、この内容でご提案している。 

委員 

法制担当にも対抗できる考え方だと思う。第 5 条はこれで良いのではないか

と思う。第 7 条の交流についてだが、現在、海外との交流はどのくらいあるの

か。 

事務局 

中国の泰安、韓国の始興、台湾の高雄の 3 市となっている。 

委員 

これらは「歴史的なゆかり」を指しているのか。 

事務局 

「歴史的なゆかり」は、国内における交流を指している。海外の 3 市は海外

友好交流都市。 

委員 

海外との交流もある程度視野に入れるなら、この表現だと、何か歴史的に共

通のものがあるとか、あるいはお城があるまち、などのニュアンスとなる。 

事務局 

「歴史的なゆかり」に「など」をつけた表現にすることで、国際交流も包含

させた内容としている。 
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委員 

「国内外」という言葉は入れられるのか。 

事務局 

それは可能だと思う。 

委員 

「市は、国内外の市との」などはどうか。海外の都市も明確に包含できるか

と思うが。 

事務局 

「都市の人々」の前あたりに「国内外の」と入れたら良いか。 

先ほどの 3 市だけではなく、その 3 市の周辺都市との交流を行っているよう

で、3 市に限定されるものではなく、交流対象に広がりはあると思う。 

会長 

以前の条文案の方が、むしろ良いのかもしれない。 

委員 

  市内の外国籍の方々との交流、というニュアンスも薄れたような感じがする。 

委員 

今回の案の内容では「市は、市との歴史的なゆかり」となっているが、「市

との関係」という要素が強くなるように思う。 

会長 

前回の文を参考に、もう一度ご検討いただきたい。 

これで条例案を一通り見てきたわけだが、いかがか。元へ戻ったところでも

良いが。 

委員 

第 8 条で「市長が別に定める」というのは、どういう形で定めるのか。 

事務局 

本委員会の設置については、要綱を根拠として設置しているが、そうしたも

のを想定している。 

具体的に実務的なものという形で、規則をつくることは考えていない。 

 



17 

会長 

それでは、本日の委員の方々のご意見をもとに、事務局で再度修正案を作成

し、それをもってパブリックコメントに臨むこととなるが、よろしいか。 

一同 

異議なし。 

  会長 

ありがとうございます。それでは、パブリックコメントに臨んだ後の段取り

を事務局から説明願いたい。 

事務局 

市内のいろいろな施設で閲覧できるようにしたり、ホームページで公開した

りして、この委員会だけではなく、広く市民の皆さんのご意見をいただけるよ

うに公表するというのがパブリックコメントで、後日、パブリックコメントに

出す条例案を皆様にお送りする予定。10 月中に結果を公表してパブリックコメ

ントを行い、それを取りまとめていく。 

次回の推進委員会の開催は 12 月 21 日を予定していたが、最終的な議案とし

ての条例案をご提示するだけになってしまうので、前倒しし、11 月 19 日の月

曜日、午後 3 時から 701 会議室で行い、パブリックコメントで市民の皆さんか

ら寄せられた意見や、採用した意見などを皆さんにご報告をしたいと考えてい

る。 

11 月 19 日に開催する代わりに、12 月 21 日は開催しない方向で考えている。 

会長 

承知した。 

委員 

そこで推進委員会から多少の意見は言えるということか。 

会長 

ご意見をお聴きするために日程を前倒ししたということ。 

委員  

ホームページに載せたり、市民から意見を聴くのはいつからか。 
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事務局 

10 月 1 日から 10 月 31 日までを予定しているが、今後調整する。 

  委員 

     その市民の方からの意見を見て、最終的なものを作成するということか。 

  事務局 

     その予定。 

会長 

次回の推進委員会では、パブリックコメントでの市民の方の意見を反映した

修正案をご提案いただくのか。それとも、市民の方の意見はこういうものがあ

りました、という形か。 

事務局 

意見の内容はこうで、それに対してこのように反映する、しない、という案

を推進委員会にお示しする。 

会長 

要するに、パブリックコメントの、この意見は取り入れた方が良いだろうと

いう意見があれば反映する、ということ。 

事務局 

こういう意見がありました、それについてはこういう見解です、という内容

になる。 

会長 

承知した。他になければ、これで閉会とする。 

 

 


