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会 議 田川市協働のまちづくり市民検討会議（第７回） 

日 時 平成２７年８月７日（金） １８：００～１９:３０ 

場 所 田川市役所１階 大会議室 

公開又は非公開 公開 

 （委員） 

南 博、松嶋 義秋、渡辺 一廣、原田 清隆、佐藤 利幸、武井 晋 

石井 美登里、平田 繁子、大場 恵美、秋吉 亘 

（欠席委員） 

二場 孝宜、大森 敏宏、鈴木 栄子、佐々木 さゆり、井上 雅美 

（執行機関） 

安全安心まちづくり課 課長 奥 優子、課長補佐 手嶋 伸久 

係長 大瀬 瑞穂、主事 渡辺 阿津子、前係長 清水 礼 

傍聴人員 

（公開した場合） 
０人 

議事・協議結果 

 
会議次第内容 

１ 開会 
２ 議題 

 ⑴ 第６回会議の総括 

 ⑵ 「田川市協働のまちづくり市民検討会議 中間報告」 

３ その他 

４ 閉会 

審議の内容 

（会長） 

第７回目の会議を開催いたします。 

（事務局） 

田川市協働のまちづくり市民検討会議設置条例第６条第２項の規定により、出席委員数

は１５名中１０名のため、本日の会議が成立していることを報告します。 

本日の議題について説明します。 

一点目は前回の会議において班形式で協議し、田川市らしいまちづくりについてルール

が必要と意見をいただきました。本日の会議では皆様からの意見を表にまとめております

ので再確認をかねて総括いたします。 

二点目はこの会議は市長から諮問を受け協働のまちづくりを進めるにあたっての条例等

の必要性について答申を求められています。事前に郵送した田川市協働のまちづくり市民

検討会議中間報告により市長に答申を行います。協議いただきたいのは内容についてです。 

一点目の資料は、前回の会議で出た意見を班ごとに色分けして記載しています。地域活

動、ボランティア活動、美化活動、見守り活動、教育、その他の６点です。 

「地域活動」では、地域活動への参加、社会参加の機会づくり、地域の行事への後援・支

援等の意見をいただきました。「ボランティア・美化活動」では、ボランティア活動への参

加・支援・育成等について意見をいただきました。「見守り活動」では、防犯防災活動や市

民の治安を守る取り組み等について意見をいただきました。「教育」では、子育てに関する
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情報について子どもの教育の底上げ等について意見をいただきました。「その他」では、行

政に関する意見や提案、まちづくり計画の策定等について意見をいただきました。 

次はルールの必要性についての話し合いで皆様が発表したものを記載していきます。各

班とも市民と行政との協働のためのルール作りが必要であるとの意見でした。以上です。 

（会長）  

事務局が前回の会議で各班にて検討したものを説明しました。これにつきまして、どこ

の部分でも構いませんのでご意見あるいはご質問等がありましたらお願いをいたします。 

基本的には前回の議論がほぼそのまま載る形ですが、いかがでしょうか。それから先ほ

どの事務局の説明で、協働のまちづくりに関するルールが必要だということについて、各

班とも同じ認識でよろしいでしょうか。もし異議がありましたら、それも含めてご質問ご

意見等あればお願いします。 

（委員） 

前回休みましたので、送っていただいた資料に目を通しました。提案ですが、橘通りを作

兵衛さん通りするというのは。それと関連し、日田彦山線を作兵衛ラインと改名あるいは

愛称にできないかなと思っております。よそから来るときに伊田で降りる時、作兵衛とい

う名前を使う方がいいかなと思います。アメリカに去年出張した時に石炭資料館の冊子を

10 枚持っていきまして、こういうのがありますよという説明する時に、アンネの日記と言

っても分からない。アンネ・フランクリンと言うとみなさん知っていました。作兵衛さん

の名前を全世界に広げるために作兵衛ラインというのを提案します。 

（会長）  

今のご指摘は「その他」の所です。日田彦山線の話は行政だけで頑張ってもいかんともし

がたい部分がありますので、日田彦山線を作兵衛ラインにすると加えていただければと思

います。その他いかがでしょうか。それでは今の一点を追加し、事務局の資料通りという

ことでご了解いただきたいと思います。 

（委員） 

これからの会議のスタートの確認として。前回皆さんと一緒にグループワークをやった訳

ですが、結果として何らかのルールが必要だろうというところに行き着いて、それは市民

が理解できる田川らしいルール作りというところで落ち着いたと思いますので、その辺だ

け意思確認をして、これからの中間答申が終わった後の方向性と思っていただければいい

なと思うので、そこだけ確認をお願いします。  

（会長） 

委員からご指摘があった「市民が理解できる田川市らしいルール作り」ということでよろ

しいでしょうか。それではそこの部分の共通認識をもって今後の議論進めていきたいと思

います。それでは議題の２番、田川市協働のまちづくり市民検討会議中間報告につきまし

て事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

この検討会議の意見として答申する案をご覧ください。 

１番の「市民と行政の協働のまちづくりに関する取り組み」は、この会議の委員の構成や

今までの検討事項を簡潔に記載しています。 
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２番の「市民意識」は、アンケートの回答で協働に関する部分を記載しています。 

３番の「会議での意見」は、会議で出た意見を記載しています。 

４番の「まとめ」は、今まで議論を重ね、市民と行政との連携協力が必要であると結論い

ただいたことを記載しています。 

これらの内容に変更、追加の箇所がありましたら意見をいただきたいと思います。 

（会長） 

事前に送付していたようですので、ご覧いただいていると思いますが答申に関わる部分で

すので改めて読みつつ、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

（委員） 

これを最初に読ませていただいた時の率直な感想は、簡単な報告だなという印象でした。

それで先ほど事務局に、こういうものなのですかとお聞きしたら、こういうものとお答え

がありました。こういう形をとるのであれば、ちょっと気になる所だけ申しあげます。 

２番の項目の、協働のまちづくりの取り組み方に関わる意向の項目です。その最後に、こ

れらの結果を総合的に勘案すると市民と行政等が協働してまちづくりを推進していくこと

について、「市民の理解が進み、あるいは要望は高まっていると考えられます」というのは、

私はそうは感じていないです。というのは、先日ある議員さんから今度このお話をお聞か

せ下さいということを言われましたけど、どうも田川市協働のまちづくり市民検討会議を

勘違いなさっているということがよくわかりました。この会議も議会を通して承認いただ

いているはずですけど、十分理解できていないということもありまして。この書きたい気

持ちは分かるけれど、皆さん市民の理解が進むというふうに感じられているのか。と申し

ますのも、データが１２００人に対するアンケートで３３５人。回収率が非常に低いとい

うこと。それからこれが世代別にかなり分布していますので、本当にその世代を代表した

回答になっているかどうかというところの責任は我々あるんじゃないかと。何か文章にす

るにはね。だからここは慎重に検討した方がいいかなととりました。 

（会長） 

今のご指摘は２番のところで、アンケート結果について総合的に勘案して市民と行政等が

協働してまちづくりを推進していくことについて市民の理解が進みあるいは要望が高まっ

ていると考えられますという表現が疑問であるというご指摘でした。皆さんからご意見を

伺う前に具体的に例えば修正の文案等がありましたらお願いいたします。 

（委員） 

この形で中間報告を行うとすれば、例えば市民の理解は少しずつ進んできているのではな

いかと想定されるとかちょっとトーンを落として表現された方がいいのではないかと。 

（会長） 

今、「これらの結果を総合的に勘案すると、市民と行政等が協働してまちづくりを推進して

いくことについて市民の理解は少しずつ進んできているのではないかと想定されます」と

提案です。事務局から説明があればお願いします。 

（事務局） 

「少しづつ」の場合、元があってそれから進む形になります。1 回目アンケートから 2 回

目アンケートで数値が進んだのであれば、「少しづつ」を使えると思うのですが。 
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（委員） 

私も本当は、ここの項目は市民の理解が進んでいるとは思ってないです。このアンケート

の結果から、要望が高まっているとも思っていないです。市民の理解が進んだという前の

データがないので、どこをみて進んだとおっしゃっているのですかっていうふうなことも

いえるのではないか。だからここは表現としては消した方がよろしいのではないかなと思

いました。総合的に勘案すると、市民と行政等は協働してまちづくりを推進することにつ

いて例えば「検討は進めていく必要がある」と、さらっと流す工夫はどうでしょうか。 

（会長） 

他の委員の方どうでしょうか。  

（委員） 

私はこの２行は削除した方がいいと思います。この２行はアンケート等の内容から非常に

率が低いし、全体的にみて市民の意識が高まっているとは言えなと思います。したがって

この２行は削除した方が良策と思います。  

（会長） 

他の委員の方、ご意見、関連するご意見ございますか。 

それでは今の部分について皆様にお諮りしますが、アンケート調査について一番下の段落

は全面的に削除するということでよろしいでしょうか。 

(委員より同意の声) 

（会長） 

では最後の段落は削除したいと思います。事務局は削除によって何か課題等はありますか。 

(事務局) 

この段落の削除については皆さんのご意見どおりで大丈夫と思います。 

（会長） 

それではこの２行については削除いたします。 

アンケートの有効性ですが、通常市民意識調査を実施すると、これが限界と個人的には思

います。３３５サンプルというのは有意水準＋－５％で有意な結果となります。確かに数

が少ないとか、偏りがあるという可能性は捨て切れませんけど、これをもってきちんと反

映してないということはないのかなと。市の実施したアンケートとして私は適正に行われ

たと思っております。私の個人的なコメントとして申し上げたいと思います。  

その他の部分ご意見等ございますか。 

（委員） 

３番の項目がよくわからなかったのですが、「会議の中では他市における条例や市民アンケ

ートを参考にした結果、市民がまちづくりに参加しやすく意見を出しやすい環境作りや市

民参加による地域力アップが重要であるとの意見が出されました」とありますが、他市に

おける条例や市民アンケートを参考にしたというのは、ちょっと私記憶にないのですが。

条例を参考にした結果こういう結論がでたのではなく、いろいろな意見を皆で出しながら

前回のグループワークの中で自分たちの考えが高まったと理解しています。条例や市民ア

ンケートを参考にした結果というのは私の記憶違いかと思っています。 

（会長） 
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今のご指摘、これについて委員あるいは事務局でご意見等ございましたらお願いします。 

ご意見がないのであれば 

・「会議の中では」を「会議においては」 

・「他市における条例や市民アンケートを参考にした結果」を「会議においては市民がまち

づくりに参加しやすく意見を出しやすい環境作りや市民参加による地域力のアップが

重要であるとの意見が出されました。様々な議論を重ねる中で市民と行政が協力してま

ちづくりを行うためにはなんらかのルールが必要であるという共通認識に至りました」 

でいかがでしょうか。他市の条例や市民アンケートを参考にしたというのは「検討体制」

で述べていますので、削除でよろしいでしょうか。 

ではそのようにさせていただきたいと思います。その他ご意見ありましたらお願いします。 

（委員） 

前回の議事録を見ていて、他の人から、どういうことを「田川市らしいという意見」が出

たか、と質問されたら答えに困るので。「田川市らしい」とはどういうことですか。 

（会長） 

まず事務局にご意見ありましたらお願いします。 

（事務局） 

田川市らしいというのは地域のコミュニティを育てていく、そういうまちづくりをしてい

くという意見が多くありました。 

（会長） 

私の方から少しコメントさせていただくと、第二回の会議で協働のまちづくりに期待する

ことで、田川市のまちづくりの現状と課題とか、田川のまちづくりに求められる視点とい

うことで様々な意見をいただきました。それから前回の会議でも、田川市らしいまちづく

りに関する色々な意見、先ほどの作兵衛さん通りとか意見をいただいております。そうい

う意味では、田川市らしいを議論しておりますので、そういう方向でのルールが必要だろ

うということだと思います。ただ、「田川市らしい」が具体的に何なのかという所まで意見

の集約はしていませんので、具体的には今後それも含めて議論していくということなのか

なと、あるいは協働のまちづくりのルールというよりも、もう少し大きな話だと思うので

それをどこまで検討会議の中で詰めていくかというのはありますけど。第二回、第六回の

議論を踏まえると田川の地域特性を活かした田川らしいまちづくりは必要だろうという意

見が皆さんから出されたというと私は思っております。 

（委員） 

他市の条例を私たちは一応検討・勉強いたしましたが、条例を作る方に頭が行って、形と

か言い回しとか他の条例規則に抵触してないかとかをかっちり作っているような感じがあ

って、現実にボランティア活動をされている方々となじみにくい条例ができている市もあ

りました。だから田川の人達がボランティア活動をするときに分かりやすいルールを作り

ましょうと、私達のルール作りという意味での田川市らしさっていうことかなと。文言と

か言い回しに気を取られず、ということも入っていたかなと思います。 

（委員） 

わかりました。 
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（会長） 

その他全般的にいかがでしょうか。 

それでは、先ほど２点修正の指摘がございましたが、そこを直した上で中間報告として取

りまとめるということでご異議ございませんでしょうか。 

ではそのように確定をさせていただきたいと思います。事務局それでよろしいでしょうか。 

（事務局） 

はい。先ほどの２点を修正いたします。 

今後市長に答申となります。答申は平日を予定し、会長、副会長と出席いただける委員で

行いたいと考えております。皆様には一言感想などを述べていただき、報道関係にもお知

らせする予定です。今後日程調整等を行い、改めてお知らせします。 

（会長） 

今の事務局のご説明についてご質問等ありますか。市長答申は、副会長と私、ご参加いた

だける委員で答申したいと思います。それでは次第の四、その他、事務局お願いします。 

（事務局） 

以前、自治基本条例等を作成している市町村の条例を配布しましたが、追加配布します。

後でご覧いただければと思います。 

今後のスケジュール等についてですが、条例案について検討していただくことになります。

まずは事務局がたたき台をお示しし、皆様が検討するという形を考えております。開催ス

ケジュールは可能な限り毎月開催と考えています。次回の日程は答申後に連絡します。 

（委員） 

今事務局から条例案のただき台を出すという説明がありました。まず条例案を作る前に市

民に例えば基本方針案か何かで説明して案を作った方がいいのでは。市民の理解を求める

のは条例案がある程度固まってから説明会か何かをするのでしょうか。 

（事務局） 

一般的な形ですと条例を作ってからの説明になると思います。 

（会長） 

作ってからというか、議会にかけてから。 

（委員） 

今の説明ですとある程度まとまって市民との意見交換となるのですか。それでは市民の意

見が私共の考えた内容と大幅に違ったら市民に押し付けるのですか。 

（事務局） 

押し付けはしません。 

（委員） 

最初に、この市民協働のまちづくりがどういうものですという資料を作って、説明会で皆

さんに意見をもらいながら条例を作っていきますと説明した方がいいと思います。 

（委員） 

私も意見があります。まず市民の方達が求めている形が見えなければ、私たちはそのルー

ルに関して責任が取れないというか、先ほどこういうふうにはならないようにということ

で田川らしい皆にわかりやすい条例っていうふうなことを目指すと言ったばかりで、条例
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先行、作るが先行になってくるとなると、どんどん違ってくるという意見には私も賛成で

す。それでこの間いろいろ個人的にもいろんなグループと接触をしてまいりました。そう

いうグループの方達と私達ミーティングみたいな形で場をもうけていただければ、やって

いてどういうふうなことが支障になって、手続きだとかはどういうふうにしたらいいと思

う？ と生の声が聞けると思います。先にニーズをもらって、その上で、いわゆる事務局

先行の条例ということではなくて、最初の基礎固めはちょっと我々にさせてもらえないか

なという気はします。あと肉付けは条例用語とかあるでしょうから行政の力を借りるとし

て、まずはボランティアグループの全部は無理としても、いろいろ意見を聞きながら基礎

を作っていく、そして段々と柱を立てて肉付けをして田川らしいルールを決めるというふ

うな手順は無理ですか。そうさせていただけると私達も胸張って、これ田川のルールです

よって皆さんに言えるという気がします。 

（会長） 

そのほか委員の方からご意見ありますでしょうか。今のことに関しまして。 

私の方から会長としてというより個人的な意見として申し上げます。 

事前説明との意見は非常にもっともだと思います。ただ、今の時点で説明会を開いた時に、

何をもって市民に説明するかというと説明するものがない。ルール作りが必要であると報

告するしかなくて、その状態で市民から意見を頂くというのが技術的にどういう形になっ

ていくのかというのが私にはイメージしづらい部分です。ある程度まとまった段階で何ら

かの形で意見を聞く、説明をするということにならざるをえないのではないかと思います。 

もう一つの意見も非常によくわかります。ボランティアに実際に関わっておられる方、協

働に関わっておられる方、自治会などのニーズを拾うというのは非常に重要なプロセスで

すので、それは今後どこかでやっていかないといけないと思いますが、条例とか方針をま

とめる手続き的な条例に批判的ですが、条例まで踏み込まないような理念的なものでまと

める、それが今までの議論でいくと田川の条例なりルールなりをまとめることになるのか

なと私は理解していたのですが。 

手続き的に、どういうふうなことに困っているのかとか、そういうことを聞いていくと条

例の枠が非常に広がると思います。すごく細かな条例を作るのか、理念的なところだけに

留めるのか、その辺りを中間報告の後に検討した上で、どのような形で意見を抽出してい

くのか。もし細かなところまで決めていくのであれば、どの段階で意見を聞くことが必要

なのかと思っています。事務局、ご指摘があった点についていかがでしょうか。 

（事務局） 

条例案の作成では、最初にどういう条例にするかというところを検討していただいて、そ

の中でどういうふうな進め方をするか考えればいいと思います。 

（会長） 

今後の進め方について他の委員の方ご意見などいかがでしょうか。 

（委員） 

我々委員会が条例を作るのではない。条例の必要性を説いて、どういう基本的な考えで作

った方がいいかというのを答申して、それを元に骨格は行政が作っていく。そうしないと、

今出ている意見ではこの会で全て作っていくとなる。意見を聞くのはいいことですが、は
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たしてそれでまとまるのか。色々な意見を全て網羅するのは難しい。骨格の基本的なもの

をこの会議で検討し、行政は大変ですが具体的な条例は担当でどんどん作っていただいて、

という進み方をしないと、はたしてできるのか。聞いていて大変な任務を負ったと。 

（委員） 

今、おっしゃったことと先ほど私が話したことは基本的には変わってない。骨格作りの中

で私達がニーズを拾っているかどうかです。条例に私は関わったことあります。作るとな

ると本当に細かいところにいってしまう。他とどう関わるかとか。そういうふうなところ

は先ほど申し上げたように、行政の方のお力を借りながら、田川らしさを残していく、皆

のやりやすい動きやすいボランティア活動しやすい条例が何かということを、私たちもう

少し現場を知ったほうがいいのではないかと申し上げたつもりです。 

（会長） 

それでは次回、答申を終えて次の段階に進む時にどのような形で進めていくかについて、

事務局からスケジュールなり進め方なりをお示しいただいて、それに基づいて次のステッ

プの検討を始めるということでよろしいでしょうか。事務局よろしいでしょうか。 

（事務局） 

よろしいと思います。次回は進め方を検討し、約一年を目処にしたいと思っております。 

（委員） 

最初の会議で、いわゆる市民協働のまちづくりの条例を作ると我々は任務を与えられたと

理解をしております。で、少なくとも細かいところまでは無理だとしても、やはりある程

度責任を持った形は出さなければならないのかなと私自身は解釈をしておりました。 

（委員） 

この委員会で場合によっては案まで作りますとなっていたと思います。先ほど事務局が案

を出すとおっしゃいましたが、その前にどういう内容で、どういう骨子かというところま

で委員会で固めて、それから形にしていく。条例を作るには骨組みが決まっていますので、

それは行政のプロに任せると。しかしある程度の目的、内容、決まりまでは、この委員会

の意見を出すべきではないですか。 

（委員） 

設置条例の中にありました。読み上げます。 

田川市協働のまちづくり市民検討会議設置条例、第二条に市民検討会議は市長の諮問に応

じ、本市における協働のまちづくりのあり方に関し必要な事項について調査を行い、検討

し、意見を取りまとめ、さらに必要に応じ条例議案等を策定し、市長に答申するというふ

うにきっちり書かれています。これが我々の任務です。だから細かいところはちょっと事

務局の力を借りなければいけませんが、やはり我々のところから条例案を出していかなけ

ればならないという任務を受けたと理解をしております。 

（委員） 

ちょっと、まとまってないじゃないですか。皆さんの考えが一致している？ 我々はそこ

までと思ってなかったのでは。 

（会長） 

基本的に必要に応じ条例素案などを策定し、ということですので、そもそも条例を作るか
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どうかというのは、中間報告の段階では決めていなくて、条例ではない形でまとめる可能

性も当然あると思います。次のステップで議論を始めていくということだと思います。 

（委員） 

この任務に関して、私たちは現場の声を聞きながらやっていきたいという思いがあって、

私イメージがよくわからなかった。ここの会議の。一番冒頭の方で事務局に言われたのは、

会議の内容は皆さんで話してくださいということでした。事務局からの提案はありません

ということだったけど、それだと進まないから、最初のうちは事務局からお話があった方

がいいんじゃないかという意見を申し上げた記憶があります。それで、一応この条例を作

らなければならないのではないか、何らかの形で今ルールづくりというふうにずっと言っ

てきましたけど、任務として受けながら、いろんなところに出て行っていろんなボランテ

ィアされている方たちと接しながら自分なりに学習してきて、その上で意見を言っている

つもりです。だから、言葉が足りなければ申し訳ないですが、事務局が作ってきた、提案

してきた、それをさらっと流してぽんと決めていくという形ではなく、前回のグループワ

ークで提案して皆さんが考えてこういうふうになりましたというふうに、個々の気運が盛

り上がったのではないかなというふうに思っております。 

（会長）  

それでは、今後の進め方について意見をお持ちの委員は次回進め方を具体的に書いた資料

をぜひお持ちいただいて、それと事務局が出すスケジュール案を議論して次に進むという

ことでお願いします。基本的にはご指摘の通り、共通認識が得られてない部分があるとい

うのは非常に重要です。そのようなことも次回決めていきたいと思います。 

（委員） 

条例を作る時の一般的な手順といいますか、こういう手順でやりますとか、そういうこと

を説明していただけると考えやすいかなと。よろしくお願いします。  

（会長） 

事務局から回答お願いします。 

（事務局） 

この条例は通常法律と言われるものとは少し違います。これはまちづくりについての考え

方を条例としますので、各市町村で作り方が違います。それで他市を勉強していただきま

した。作り方は同じように見えますが、どこを大事としているかが違ったはずです。 

（副会長） 

色々意見が出されているようですが、協働のまちづくり検討委員会というのは、田川市の

諮問機関として条例案をそれぞれの立場で作り上げて、答申すると私は考えました。だか

ら私らが条例を作るのではなくて、骨子を整理して最終的に市長に答申するということ。

それから先条例を作るとか、いろんなやり方ありましょう。我々がここで意見統一しない

と。皆でやってきたこと、積み重ねてきたことを整理する中で、皆が一つの考えだったと

意識しないと。私はそんな気持ちでやったのではないとなってくると思います。一つにま

とめ上げるのが検討委員会の趣旨じゃないかと思います。 

（委員） 

それでは、この議会を通っている市民検討会議設置条例の第二条について事務方から明確
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にしていただければ私達がやるべき任務というのがはっきりするということで意思統一が

できると思います。これから次のステップに行く前に、ここをご説明いただいて、ここを

共通認識として進んでいきませんか。ちょっとご提案です。 

（委員） 

平成２６年２月３日に市長がお見えになり、私達に委嘱状をくれました。下の四行目に、

「田川市協働のまちづくり市民検討会議設置条例第二条の規定に基づき」今言われている

ところですね、「協働のまちづくりを進めるにあたっての条例等の必要性についてこの検討

会議の意見を求めます」です。次に「また条例等が必要との結論に至った場合には、合わ

せて本市にふさわしい条例案等の作成を求めます」となっています。ルールが必要という

ことは決まりました。そうすると、ルールとは条例と思われますので、検討委員会で市長

にこういう条例案はいかがでしょうと答申しないといけないのではないかと考えておりま

す。 

（会長） 

事務局から考えがあれば意見を伺った上で他の委員の皆様にお聞きしたいと思います。 

（事務局） 

必要に応じ条例素案等を作って市長に答申するということ。「必要に応じ」です。皆さんの

意見が「必要」なのかをまず決めないと。中間答申は「ルールが必要」という段階で、条

例が必要かどうは実際決まっていません。 

（委員） 

中間答申でルール作りが必要とされたわけです。ルール作りが条例ではないのですか。 

（副会長） 

委員会で協働のまちづくりのルール作りを色々検討してきた。だから皆で原案を作って市

長に答申すると。しかし、我々が条例を作るとなると難しいですよ。 

（委員） 

行政の方が基本線を出さないと進まない。これ以上は。 

（委員）  

それで、私共委員はこういう部分は必ず条例の中に入れてくださいということをまとめて

出せばいいんじゃないですか。あと第何条第何項とかは、行政と専門家が作るでしょうし。 

（副会長）  

我々の意見は、一つの参考資料みたいなものと思う。 

（委員） 

条文まで決めることはないと。今他市の条例がありますが、全文から第○条から全部作ら

なければいけないのかということ。前文、目的、協働のまちづくりとはどんなもので何が

必要かを私共がまとめて市長に答申する。あと条文づくりは行政の仕事と思う。 

（委員） 

条例というと難しいとイメージされているような感じがありますが、骨格というか本当に

基本的なところを我々の方から提案しましょうと。もしも幼稚ではあるかもしれないけど

条例を作るとすればこれだけたくさん他所の条例がありますのでスタートはここ。これか

らこう決めていこうとかいうふうな形でそこに置いていくということぐらいはできるだろ
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うと。皆で協力すれば。これだけ参考資料があるわけですから共同作業をやれるかなと。

この前のグループワークのようにと思っています。ある程度骨格を作ってあとは事務局の

方に逆提案すれば、向こうはプロですからアドバイスをくださる。我々が皆さんに意見を

聞く場面を作るという意見もありましたけど、そういうふうにしながら最終的に答申をす

る手順を踏めると、そんなに難しいことではないような気がします。条例というとものす

ごく法律作るみたいですけど、我々の設置条例を見ても、そんなに難しいものではないの

で、できるかなと思っています。 

（会長） 

皆様方の意見を総合すると、 

・ルールが条例なのか 

・条文を決め込むのは行政の仕事 

・どういう要素を盛り込むかを次の段階で検討していく。ただし何もないところから議論

するのは厳しいので、どういう要素を盛り込むかという「たたき台」を事務局が作る 

（委員） 

事務局が今後どのように進めていくのか、一年ぐらい先に答申ができればと説明がありま

したが、それまでに委員会がどうステップアップしていくかを知らせてもらえれば。 

（事務局） 

まちづくりにルールが必要ということは意見が一緒したと思います。次回どういう進め方

をしてどこまでするかを打ち合わせて、それ以降進めて行ったらいかがでしょうか。 

（副会長） 

私達でここからここまでやろうとのプランがないと訳がわからんようになる。こうしても

らいましょうとかいうことがあると分かりやすい。 

（会長） 

副会長のご指摘は、細かな条文まで作るのであれば一年程度ですよ、要素を盛り込むこと

を最終的な答申とすればもう少し短いでしょうと。その辺は事務局としてどう考えるかと

いうのは多分お示した方がいいのかなと思います。 

過去の議論で、どうも事務局が誘導しているのではないかというご懸念を示される委員が

おられましたが、私としては全く逆の印象を持っていまして、事務局として方向性を委員

に示していなさ過ぎると私は認識をしています。それは進め方にしてもアウトプットにし

てもそうだと思います。それに加えて私の会長としての力量が無いが故に共通認識が得ら

れず、大変申し訳なく思っているところです。次のステップは、そこを明確にしながら進

めさせていただければと。そうすれば今副会長ご指摘の部分もう少し払拭できていくのか

なと思っております。 

（委員） 

先ほどご指摘があったので、２月３日付けの市長からこの検討会議会長あての文書。その

中の第５次計画の第５章第 1 節第１項の市民が活躍するまちづくりを進める基本方針とし

て、そのルールや仕組みを市民と一緒に作りますと、市民にわかりやすい市民と行政が協

働するためのルールや仕組みを作りますというのが一番目的にあって検討しているわけで

す。それが条例という言葉になっているんですけど、この第５次の総合計画は先だっての
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議会の中でも踏襲していきますと、小さなところは変更になるかもしれないけど基本的に

は踏襲しますと市長から意見が出されていますので、私達もこのまま続けていくと思いま

す。それでどういうニーズがあるか、どういう形でというところを私としては是非知りた

いところなので、この会議として無理であるならばお願いです、事務局で、田川市で協働

作業に関わっているグループを教えていただければ意見を聞きたいと思います。それは先

ほど事務方から言われた、どんな要素を盛り込んで次回から進めるかの検討の意見が欲し

いというところに繋がると考えます。 

（委員） 

ここで話してきたことを具体的に考えますと、市民の意見とかアイデアを市が積極的に吸

収してくださいという意見が強く響きました。条例を作るにあたって、市民がアイデア、

意見、要望を市のどこに持って行くのかと。 

（委員） 

骨子の案を担当が次回出すので。おまかせしていいんじゃないですか。  

（会長） 

今まとめていただいたように、次のステップではまず共通認識を持った上でどういう要素

を盛り込んでいくのか、あるいは進め方をどうするのかというのを議論していきたいと、

それにあたって事務局で十分検討して資料を作成いただければと思います。それでよろし

いでしょうか。 

以上を持ちまして第七回田川市協働のまちづくり市民検討会議を終了いたします。どうも

ありがとうございました。 

 

 


