
1 

 

第５回伊達市市民憲章検討委員会 会議録 

 

日 時 平成 28年３月 23日（水） 15時～16時 30分 

場 所 伊達市役所本庁 委員会室２ 

出席委員  髙野委員長、八島副委員長、宍戸委員、桑名委員、酒井委員 

欠席委員  石井委員、三浦委員 

事 務 局 総務部（斎藤、髙橋、坂本、菊田） 

会議事項  

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 協議 

（１）市民憲章(案)について   資料１ 資料２ 

（２）市民憲章推進活動について     資料３ 

（３）その他 

 

４ 閉会                         

 

事務局    それでは協議に先立ちまして、事務局よりパブリック・コメン

トについての説明をさせていただきます。パブリック・コメントを

実施するという前提で進めてまいりましたが、２月 25 日に委員長

と事務局で市長を始め三役に対し、市民憲章の素案を中間報告とい

う形で報告した際に、今回の市民憲章の策定に関しては、パブリッ

ク・コメントにそぐわないという意見が出され、実施しないことと

したことついて説明させていただきます。パブリック・コメントと

いうのは、皆様もご承知の通り、市民から広く意見を求めるために

一定の期間を定めて実施するという制度でありますが、まず、今回

の検討委員さんを選定させていただいた段階で、旧５町にお住まい

の方、また各分野の代表者の方をそれぞれ選任させていただいてお

ります。そのため、市民の代表者の方々でありますので、この検討

委員会での話し合いで、すでに十分市民の意見が反映されているの

ではないかということです。また、有識者の方々が議論を重ねて作
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成した素案は十分に尊重されるべきものであり、パブリック・コメ

ントは通例的に行われているものでありますが、これによって変更

されるべきものではない。また、今回の市民憲章に関しましては、

やはり全体的なバランスをもって作成されているものであります

から、意見を取り入れ一部分だけを手直しするというような次元の

ものではなく、検討委員会で十分議論を重ね、市民の意見がすでに

反映されているということであれば、完成品として尊重すべきでは

ないかということで、パブリック・コメントは行わず、市民の代表

の方が作った憲章案として報告していくということになりました

ので、ご理解を賜りたいと思います。それでは、検討委員会を次第

により進めさせていただきます。まず委員長よりご挨拶をいただき

たいと思います。 

委員長あいさつ 

       今日は小学校の卒業式ということで、皆様には公私ともどもお

忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。おかげ

さまで本日をもって最後の検討委員会となりそうです。委員の皆様

には本当に短期間の中でご意見と感想を寄せていただきまして、な

んとか最後までこぎつけることができました。これも委員の皆様、

それから事務局の丁寧な心配りがあって出来たことだと思います。

それから、ただいま事務局のほうから説明がありましたけれども、

先月 25 日の市長への中間報告でパブリックコメントを検討したと

いうことですが、市民の代表としての意見としてまとまったという

ことで、あえてパブリックコメントは必要ないのではないかという

ことで、よろしくお願いしたいということの報告であります。そう

いったことでいろいろご意見はあろうかと思いますが、議論の中で

ご意見あれば頂戴したいと思います。それでは限られた一時間程度

の会議になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。   

 

協議 

委員長    それではお手元の資料１をご覧ください、前回の２月 17日の会

議でこれとは違った改訂版という形で案が出されて、それについ

て委員の皆様からいろいろと意見を頂戴しました。それを受けて、

中間報告に間に合うように事務局と私と副委員長さんで、短期間

ではありましたけれど、18日、19日あたりで少し調整させていた

だいて、委員の皆様から出していただいた意見をなるべく取り込

む形で整理をしたところです。前回の委員会の中で出されて修正
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したところを復習も含めて振り返りたいと思います。伊達市民憲

章「素案」ではなく「（案）」ということにしました。それから前

文の表現で「大きな困難をのりこえ」を「さまざまな困難をのり

こえ」としました。それから「伊達なまちづくり」を強調すると

いうことが前回からの話に出ていましたのでこれを「 」で括っ

て強調すると。それから「まもりましょう」から始まって「めざ

しましょう」まで、その順番についても意見を頂戴しまして、「ま

もりましょう、そだてましょう」となっていましたけれども、「ま

もりましょう、つなぎましょう、そだてましょう、きずきましょ

う、めざしましょう」というふうに２番目と３番目の順番を入れ

替えてみてはどうかといったご意見を頂戴しまして、なるほどな

といったところで、そこの案にあるような形でまとめました。そ

れから前回ご意見をいただいて検討した結果、ルビは省略しよう

と、漢字の読み仮名については省略しようと、なるべくわかりや

すくということを心掛けながら、それから「学ぶ心」というのは

漢字で。本文での変更点はだいたいこんなところでしょうか。そ

れから解説のところ憲章名のところで、ご意見を頂戴したのは「そ

れぞれ旧町の個性を生かしつつ」という案がこの前出たところで

すが「旧町それぞれの個性を生かしつつ」と言葉のリズムで直し

ました。それから前文のところで、「さまざまな困難を」をどうい

う形で示すかといったところで、「市民みんなの力で大震災、原発

事故の」とこの前まで出ていましたが、その後悩んだ末、事務局

からの知恵をお借りしながら「人口減少に伴う社会問題など」と

いうふうに、今後予想される問題を前文の解説に組み込んで、そ

ういった「社会問題などの困難を克服するとともに、地域も人も

輝き、豊かで明るい未来をめざす伊達市の実現のために定めるも

のです」と、これを前文の解説を二つにして、そして後段は「伊

達なまちづくり」について、やっぱり解説が必要だろうというこ

とで、「伊達なまちづくり」をそこにあるような表現にしました。

「健康で誰もが自分らしく」としたところを「誰もが健康で自分

らしく」という表現にしたほうが素直にいくのではないかと、こ

ういうご指摘をいただいて、ここも修正いたしました。それから

本文のところは、説明のところで、この前意見を頂戴した形でま

とめてみました。それから本文の「一～」という５つの項目のと

ころで、「そだてましょう 支えあいと思いやりの気持ちを」とい

うところの意見を頂戴しまして最終的には「自らを高め、地域ぐ
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るみでお互いを支え合い、安心な子育てを実現し、住み慣れたふ

るさとで自分らしく明るく暮らせる社会づくりをめざします」と

いう形で、「自助、共助」という言葉も初めはありましたけれども、

自ら自覚しながら、しかし共に支えあいながらというそこのとこ

ろを少し言葉で補っていくということで、最終的にはこのように

落ち着きました。それから最後のところ、「スポーツ」ではなく「運

動」という言葉で少し幅を持たせようということでご意見いただ

きました。それから当初は「活気あるまちづくり」ではなくて「社

会づくり」という言葉を使っていたのですが、３番目にも「明る

く暮らせる社会づくりをめざします」と同じ言葉がここで重複す

るので、別な表現はないかということで、「地域も人も輝く活気あ

るまちづくりを推進し」というふうに少しそこのところの表現を

手直しさせていただきました。その後ですね、「ゆるぎない」とい

う言葉を入れられないだろうかとご意見いただいて、本文、解説

文の中で検討してみました。伊達市というこの共同体の中で、「ゆ

るぎない」という言葉は、地域の学校とか企業であれば社訓とか

校訓とかそういう形で考えた場合には「ゆるぎない」という表現

も生きるかもしれませんが、様々な世代、様々な価値観を持った

そういう人たちが住んでいるこの共同体の中で「ゆるぎない精神

で」というのはちょっと馴染まないかなと、そういうことで外さ

せていただきました。ただし概ねそういう気持ちが生きるような

形で全体を総合的に見直して最終的に資料１のような形で落ち着

きました。こんなところが前回の第４回から第５回の協議、そし

てその間に中間報告があり、そこでパブリックコメントをかけた

場合の扱いの難しさ、あるいは、こういった基本精神をうたうの

が、そもそもパブリックコメントに馴染むのだろうかといったご

意見をいろいろ頂戴して、事務局から説明のあった方向でやりま

しょうと。問題はパブリックコメントを当初から考えていたのは、

市民憲章が伊達市民一人ひとりに深く浸透するにはどうしたらい

いのかと、こういうところに主眼があったわけで、問題はこの後、

市民憲章が作られたそのあと、市民の中にどのように理解して共

通認識をしてもらうか、またそれを踏まえてどういった推進活動

に取り組んでいただけるかと、実はこの先が大事なところですか

ら、パブリックコメントをかけなくても、どのような形で新たに

市民憲章を設けたのかという趣旨と、それを踏まえて今後市民が

自覚的、主体的に、また積極的にそれに関わっていくかというの
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が、今後の課題になるわけです。以上、市民憲章の案について、

ここまでまとまった経過を前回の会議から途中経過も含めてご説

明しました。これについて委員の皆様からの考え、ご意見を頂戴

できればと思います。この間副委員長さんには事務局との話し合

いにも参加していただきいろいろ貴重なご意見を頂戴しました。

副委員長さんから何かありますか。 

委員     大変簡潔でまとまった文章になったと思っていますし、先程も

ありましたように旧町の憲章との関連性も非常に盛り込まれてい

るかなと思いまして、網羅できたなと、良かったなと思っていま

す。 

委員長    「ゆるぎない精神」というところでのご意見も頂戴しましたが。 

委員     協働の精神のところに修飾語をつけたほうがいいのかなとも思

ったのですが、あとは仮名と漢字の割合で聞いた話では７：３や

６：４の割合が読みやすいと聞きました。 

委員長    憲章はどうでしょうか。 

事務局    今、調べてみます。 

委員長    活字の大きさなんかはどうでしょうか。以前レイアウトについ

ても話が出ましたが。デザイナーの意見なんかも聞いたらどうだろ

うかと。 

委員     それは市役所のどこかに掲示するとか、そういうことになった

ら考えてもいいかなとは思うのですが。今はそこまでやらなくても

いいのかなと思います。 

委員長    他の委員さんどうでしょうか。 

委員     素晴らしいものができたなと拝見しております。さすがに国語

の先生がいらっしゃると違うなと思いました。先ほども漢字のこと

が出ましたけれど、小学校６年生くらいになればだいたい読めるか

ら浸透するかなということと、いかに一般市民の人たちがこれに馴

染むというか、その方向についていろんな団体がありますので、機

会があるごとに説明してあげられれば良いのかなと思います。声に

出して読んでみたのですが、調子がいい言葉でわかり易いと思いま

した。 

委員長    他の委員さんお願いします。 

委員     一つ目は、前文と本文で「伊達市民憲章」ということで、どこ

かに掲示するときに、解説文はまた別で示されるのかなと思いまし

た。一つその本文の中で、「まもりましょう、つなぎましょう」は

全文平仮名を使って、その次の文が漢字を使っているんですけど、
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一つ思ったのが、「支えあい」」というのは漢字がいいのか平仮名が

いいのかと思いました。他は全然思わなかったんですが、ここだけ

気になりました。世代は漢字のほうがいいなと思ったのですが、「さ

さえあう」は、漢字ではちょっと固いかなと。子供たちが習ってい

ないとかそういうことではなくて、見た印象です。読めるし意味も

分かるのですが平仮名の方が柔らかいのかなと。「活力」も「学ぶ

心」も漢字のほうが良いかなと思いましたし。 

委員長    むしろ「支えあい」の「合」を漢字にするといいのかもしれな

いですね。 

委員     そうですね。その方がいいかもしれませんね。「合」を漢字にし

て「ささえ」を平仮名にする。そうすると本文の説明文のところも

そうなるのかなと。 

委員     私もそれは賛成です。 

委員     長さからすると、「支えあい」はこのままでも良いかなと思いま

す。 

委員     長さからすればそうですが。 

委員長   「ささえあい」と全部平仮名にすると落ち着かないね。「ささえ」

を平仮名にして「あい」を漢字にするか。「ささえ」も漢字にして

「あい」も平仮名にするか。両方漢字にするか。 

事務局    今両方のパターンで作ってきます。 

委員     それから活字は、やわらかい活字を使うと少し印象が違います

ね。これは少し強く感じる。これは明朝体ですか。 

事務局    普通の明朝体です。 

委員長    本文の解説の文章は、どちらかというと一般市民向けの解説で

すね、子供たちだけというよりは。 

委員     そうですね。 

委員     お伺いしますが、例えば各旧町の中央交流館みたいなところに

掲示するとか、そういう予定はあるのですか。 

事務局    大きなパネルを作って、小学校や中央交流館に掲示したいと考

えているところです。 

委員     そうですか。それでしたら丸い字のほうが固い字体よりいいで

すね。柔らかい字のほうがいいですね。 

委員長    活字によっても印象が違いますね。 

委員長    それと本日の資料で、５町の町民憲章を整理したものがありま

すが、これを整理してくださって、今回の５つの柱とどこでどうい

うふうに重なっていくか。こう見ると、２番目の「つなぎましょう
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世代の絆とたしかな信頼を」というのは、新しい震災や原発事故そ

の他を含めて浮上してきたもの、その中で改めて共同体としてのよ

りどころというか。 

事務局    これがやはり協働の精神の重要さというか、委員長おっしゃる

ように、原発後被災をしてそういった経験がここで新しい視点とな

っていると思います。 

委員長    旧霊山町の憲章なんかは何らかの形で今回 5 つの中に入ってい

るといった意味で、よく考えられていたのかなと思います。 

委員     先程の「支えあい」なんですけれど、「ささえ」がひらがなで「合

い」が漢字というのは変ですね。いろいろ見ると社協さんの「暮ら

し安全地域支えあい推進事業」というのがあって、「支え」が漢字

で「あい」が平仮名になっています。両方が漢字というのが多いの

ですが「ささえ」が平仮名で「合い」が漢字というのはあまりない

ですね。 

委員長    なるほど、落ち着かない感じがするかもしれませんね。 

なるべく漢字を少なめにということですね。実際書いていくと

やっぱりこれは平仮名で置き換えられないのがありますね、「自然」

とか「歴史」とかね。「絆」も最初は平仮名かなと思ったのですけ

ど、「絆」を平仮名にするとちょっと弱くなるというか、その辺が

漢字の問題、漢字かな交じりのバランスのとり方の難しさですね。 

委員     「絆」は幼稚園生も分かりますね。 

委員長    「支えあい」を「支え合い」にしただけで、漢字の割合が多く

見えますね。不思議ですね。 

事務局    ちなみに、先ほど漢字の割合という話が出ましたので数えてみ

ましたが、前文が全部で 79文字あります。そのうちの 25文字が漢

字です。約 30％が漢字です。それから本文は 96文字で、そのうち

19 文字が漢字ですからそうすると 20％ほどです。全部平均すると

30％弱ですから、先ほど委員さんが言われた数字を若干下回るとい

った状態です。 

委員長    それでは、「支えあい」の部分は、原案通りでいくとしましょう。

「あい」の部分も漢字にしてしまうと、全体的に漢字の印象が強く

出てしまう。たった一文字で不思議ですけれど。 

委員     「あ」という平仮名が柔らかいんでしょうね。 

委員長    それでは、貴重なご意見頂戴しました。ありがとうございまし

た。 

       資料の２のところをまず事務局から説明をお願いします。市民
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憲章検討経過報告書というものです。 

事務局    市民憲章の案を市長へ報告いただく際の資料がこちらになりま

す。これを市長に報告するという形になります。まず鏡の部分をめ

くっていただきますと、委員さん方のお名前が載っています。次の

ページには委員会はこういったことで発足されました、２番ではこ

ういった経過を踏まえて素案を作ってきましたと、１～５回までの

検討委員会でだされた意見等を時系列でまとめてあります。次には

市民憲章の解説を含め載せてあり、最後に結びという形で今後の啓

発に努めてくださいと、委員会としてまとめたものです。 

委員長    それでは協議の二番目の、「市民憲章を定めた後の活用方法につ

いて」意見を頂戴したいと思います。それに関わって参考資料とし

て資料３があるのですが、これは元早稲田大学の客員教授の三輪先

生がホームページに載せているものを抜粋していただいたもので

す。これについて補足的な説明があればお願いします。 

事務局    今お話があったように、三輪先生のホームページから抜粋した

資料です。 

       （資料の概要を説明） 

       推進活動を推進していくにあたって、全国的に模範となるとこ

ろがいくつかありまして、そのうち福島県の会津若松市が模範とな

るべき点が多いということで、美化活動、緑化運動、健康運動、イ

ベント、コンクール等を中心とした推進活動の歴史を持っています。

そして地味ではありますが、こういった推進活動の積み重ねが地域

のまちづくりにしっかりと根を下ろしていくことを教えてくれて

います。参考に、会津若松市の市民憲章だよりを付けさせていただ

きましたので、委員の皆様からも伊達市でこういった活動をしてい

くうえで、どういった展望というか、ご意見をいただければと思っ

ております。 

委員長    ありがとうございました。市民憲章について、全国に目配りし

ながら研究整理されている三輪先生のホームページからの引用で、

今後市民憲章をどう活かしていく、こういった示唆的なコメントが

書いてあります。会津若松市の取り組みは、市民憲章を作る過程で

３つの部会に分かれて取り組み、それの再結集として市民憲章がそ

ういう活動を踏まえて出来上がってきた。長い取り組みの中で市民

憲章が根の中に生き付いてきている。だから逆に言うと市民憲章も

また、それぞれの市民の生活の中に戻っていきやすいような、そう

いう仕組みになっているのが会津若松市だということです。具体的
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な取り組みを資料に従って見ると、まず市民憲章を啓蒙していこう

と、こういう柱があるんですね。啓蒙活動をどう進めるか、それか

ら広報ということも。作文コンクール、花園コンクール、それから

同じようなことを進めているところとブロックの研究会などをや

りながら、その全体として市民憲章表彰式ということを進めている。

この前新聞に出ていた福島市なんかも作文コンクールはやってい

るようですが、花園コンクール、花づくり、環境美化、どんな取り

組みをしているかちょっと詳しくはわかりませんが、いづれにして

も、花壇愛護会というのが会津若松市ではあって、市民憲章のモデ

ル花壇が市内にはあるようです。それから二つ目の柱が「自分たち

の手で美しいまちを作ろう」という環境美化計画に特化した花いっ

ぱい運動、グリーン鶴ヶ城作戦、こういう取り組みがある。三つ目

の柱が、「教養を高め文化のまちを作りましょう」、文化財が会津若

松市はいろいろあるわけで、文化財研修会、裁判所見学などこうい

った３つの柱を立てて市民レベルでさまざまな取り組みがなされ

ています。作文コンクールで、おやっと思ったのが小学生から、中

学生からということではなくて、低中高というそういう部門に分け

てそれぞれの優秀賞を決めている、そんな取り組みをしていますね。

また会津若松市の「市民憲章便り」というものがある。皆さんも一

緒に活動しませんか、ということで推進委員を募集中だと、活動は

３つの部会に分かれて部会ごとに活動していると。社会福祉部会と

都市美化部会、文化教養部会、こういう部会に分かれてそれぞれの

ところで活動している。作文コンクールはこの文化教養部会で行っ

ているようです。都市美化部会では花いっぱいコンクールとか花園

コンクールとか、社会福祉部会では小さな親切運動とか生活簡素化

運動とか、ペットの糞害をなくす運動とかに取り組んでいる。「市

民憲章だより」で定期的に広報を行っている。 

委員長    会津若松市も全国的に見てもよくやっている方だと、ほかにも

湯沢市など例はありますが。それでは伊達市で、今後市民憲章を生

活のレベルにどう活かしていくかということについて、アイディア

を委員の皆様からいただけたらありがたいなと思います。 

委員     こういう広報活動を続けながら、作り上げた市民憲章を実現に

向けて活動していくということは大事だと思います。 

委員長    こういった市民憲章ができましたよと、広報紙の配布に合わせ

て全戸配布するということはできるでしょうね。 

事務局    解説の部分も含めたパンフレットを作成できるように予算を取
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ってありますので、全戸配布でお知らせしたいと考えています。 

委員長    そういった意味では啓蒙をどうするかといったことで、まあ最

低レベル認知してもらうことはできますね。認知して、それで終わ

りではだめじゃないかと。 

委員     市民に浸透させるには、広報活動と推進委員のような仕組みを

ボランティアで、そういった意味では、私は社協にも関わっていま

すから、社協でもボランティアについて中身をどうしていくとか、

いつも話題になっているところですから、そういうところとタイア

ップしていくと、推進委員というのは割合活動しやすいと思います。 

委員長    他の委員さんどうでしょうか。 

委員     各地区で特色ある事業をなさっていますよね。そこに市民憲章

を抱き合わせてといいますか、そういった形で推進していくのもい

いですし、あとは学校あたりだと、花いっぱい運動とか人権作文と

か、人を思いやる意味で作文を書かせていますよね。そういうとき

に合わせて、市民のことを考えた作文ですとか印刷物で紹介すると

か、各学校から市民憲章にあったような、地域を育てるとか地域を

盛り上げるような作文を募集して表彰するような、今までやってい

るものに抱き合わせてやっていくと上手くやれるのかなと。新たに

いろいろやろうとすると、いつも学校で夏休み近くなると作文の宿

題がとても多くなったり、子供たちも大変になりますね。作文は社

会を明るくする運動、それから人権のおもいやり、納税、そういっ

たものに合わせて伊達市を考える作文を出していただければ良い

のかなと。それから花いっぱい運動も各地区でやってくださってい

るので、市民憲章ができたので社会を明るくする運動の一環にする

とか、今あるものを上手く活用していければ啓蒙していかれるのか

なと、こういったことを思っていました。 

委員     まず、知ってもらうというのが一番大事ですよね。こういうも

のがこういう意味で作られたのだよと、まずは知ってもらうのが一

番なので、まずは公的機関とかで知ってもらうことが大事だと思い

ます。それから地域の関連団体でいうと文連協とか、総会の時には

こういうものがあると言ってそこで啓蒙するとか、団体もいっぱい

ありますよね、それがすべてここに繋がってくるわけですよね。交

通安全協会もそうだし、委員会もそうだし、そういうところで広め

てもらう方策をとっていただけることが一番良い。あくまで憲章は

スローガンなので、図面化して実現していくことは難しいと思うの

ですが、学校で何かしていく場合には逆に校長に何かやれないでし
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ょうかと、投げかけていただく方が面白いかなと思います。 

委員長    他の委員さん、こんな取り組みはどうだというものはあります

か。地域包括ケアの理念も含まれていますね。 

委員     こういったスローガンがあると、これを基にこうした方が良い

かとか、イベントを起こしやすい。町内会単位などで動く際にこの

市民憲章を基に、何かやることによって人同士が結びつく、それが

一番の目的になる。結びつきがあったところで支え合いができ、高

め合うとかが出てくると思うので、バラバラになりがちな人と人と

の結びつきを作るために、市民憲章があるから町内会等でいろいろ

考えていただくといったことが良いのかなと思います。花づくり運

動から皆が集まり絆ができて、そこから健康推進活動が起こり、そ

の絆の中でそこでお互いに健康維持のことを注意喚起し合うよう

な関係を作り上げる、それが見守り合いだとかに発展する。とにか

くネットワークを作ることが大事だと思います。そのきっかけにな

ればいいのかなと思います。伊達市の市民憲章だからというので進

めやすいのかなと思います。これはいろんな課、健康推進課等も合

わせて取り組んでいければ良いと思います。現在は、保健師が結果

のよくなかった市民に対し個別訪問を行っていますが、どうしても

限界がある。これ以上の底上げは難しいので、市民の方々の自覚と

行動というのが必要なんですが、そういったネットワークができる

きっかけになれば良いと思います。そういうことに市民憲章を使っ

ていただきたいと思います。 

委員長    今日、私は伊達東小学校の卒業式に出てきたわけですが、来賓

席に飯舘のお年寄りが３人招待されていました。なんだろうと思っ

て見ていたら、私の知り合いの学校の栄養士さんが福島の学校へ勤

めているのですが、こちらも来賓として招待されていました。また、

なんだろうと思っていたら、子供たちが飯館のお年寄りから味噌づ

くりを教えてもらったそうなんです。そこから子供たちと飯舘のお

年寄りたちの交流が始まって、単なる味噌だけの問題ではなくて、

食の問題、和食の問題、そういう風に繋がっていく。味噌づくりと

いう「きっかけ」が与えられたことによって、小さな輪がどんどん

広がっていく、それで卒業式にぜひ来てくださいと、そういうこと

になって、３人の代表の方が招待された。今、委員さんのお話を伺

いながら花壇を一緒に作るとか、何か共通の目的で行動するとみん

なが寄り集まると、そういう中からネットワークの下地ができてい

く、そういったことをこの市民憲章は、ある行動を促す重要なきっ
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かけになるのじゃないかと、こういうふうに思いました。 

委員     NPO 法人の資料がありますが、「霊山楽しもう会」は、私が関わ

っている霊山掛田地区健幸都市協議会、この中から生まれました。

これは一般公募なんです。自分たちでワーキンググループを公募し

たらその中から５人くらい集まりまして街づくりについて喧々

囂々やっているうちに、きっかけは行政かもしれませんが、私たち

のまちを良くしたい、そういうことならバックアップしましょうと、

そういうことで起こった NPO法人です。それで今、掛田のまちの中

に「ヨッテミ」という建物を作ってもらって、そこで活動していま

す。私も理事の一人に入れられましたけれど、全部一般市民で活動

している。ですから、市民の方々だけでも十分やっていける力がそ

れぞれの地区であると思います。自分たちのまちに誇りをもって何

とかしていきたいと、そういう気持ちはみんなそれぞれ持っている。 

委員長    そういったことを今後の活動に期待しながらということで、そ

れでは予定していた時間が近づいてまいりました。他に皆様から何

かありますか。それでは事務局にお返しします。 

事務局    それでは以上をもちまして、第５回市民憲章検討委員会を終了

いたします、どうもありがとうございました。 

 


