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第３回伊達市市民憲章検討委員会 会議録 

 

日 時 平成 28年２月 10日（水） 15時～16時 30分 

場 所 伊達市役所本庁 庁議室 

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、

三浦委員 

欠席委員  石井委員 

事 務 局 総務課（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）市民憲章素案の作成について   資料１ 

（２）その他  

 

４ 閉会                         

 

委員長あいさつ 

       みなさんこんにちは、お忙しいところありがとうございました。

今週に入って、委員の皆様のお手元に予め資料が届いたかと思いま

すが、これを副委員長ともご相談しながら今日の素案を準備しまし

たのでよろしくご検討いただきたいと思います。今日あたりが一番

の討議としては大事なところかなと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 

協議 

事務局    ありがとうございました。ただいま委員長よりお話があったと

おりです。事前に皆さんのほうから私案を出していただきまして、

前回の検討委員会で、事務局でまず機械的にまとめる作業をさせて

いただいたうえで、委員長、副委員長に、先日お送りしました案を

作成していただきましたので、これをさらに詰めていただく作業を
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お願いします。それでは進行につきましては委員長にお願いしたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

委員長    それでは早速３番目の協議に入りたいと思いますが、（１）市民

憲章素案の作成についてということで、私から大きく今日の会の

進め方について４点ほど申し上げたいと思います。本日の会議の

おおよその流れですけれども、まず、本日の資料の素案ができる

までの経緯について簡単に申し上げたいと思います。そのあと、

会議の前半では、お手元にお届けしました前文と本文の表現につ

いて、それぞれご意見を頂戴して微調整、或いは追加修正を加え

ていきたいと思います。それから後半の約 30 分から 40 分くらい

の時間で、今度はそれぞれ前文と本文に解説文を付けましたので、

解説文の表現の仕方が妥当かどうか、委員の皆様から感想や意見

を頂戴しながらより良いものにしていきたいなと考えております。

おおよそそんな流れで進めていきたいと思いますが、前回の会議

を受けて事務局から大きな塊でこの前整理しましたけれども、た

たき台を作っていただいて２月４日に、私と副委員長と、事務局

と少し相談をいたしまして前文と本文について、おおよそのとこ

ろを確認させていただきました。その時点では解説文がついてい

なかったのですが、その後、事務局と私と双方で文章を揉んで、

今週のはじめに皆さんのお手元にお届けした素案という形になり

ました。今日はその素案について前文と本文についてご意見を頂

戴したいと思います。最後に本日欠席された委員から事前にメー

ルでコメントをいただいておりますので、それを最後にご紹介さ

せていただきたいと思います。 

それでは早速ですけれども、お手元の２枚目の資料（１）市民

憲章の素案についてですが、大きく憲章素案の「憲章名」を「伊達

市民憲章～心をひとつにして～」としました。前文としては３行で

まとめて、本文としては５つの項目を立てて、それぞれ前半で倒置

法の表現を使いながらまとめてみました。まとめるについては※１

で、北海道にも伊達市があるので北海道の伊達市とここの伊達市の

区別をどうつけるのか、こういう問題があるのかなと思うのですが、

後程ご意見を頂戴したいと思います。一応サブタイトルで「心をひ

とつにして」とつけていることと、それから前文の中に「伊達なま

ちづくりを目指して」この文言などをふまえると、北海道とちょっ

と違うニュアンスを出せるかなと。それから「心をひとつにして」

という表現には合併するときのそんな思いも込めてと素案を考え
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てみました。それから※２、本文の「一、何々」「一、何々」とい

う言い方をしていますが、声に出して読むときに「ひとつ、なにな

に」と言った方が言いやすいのかなと考えまして、少し硬いと指摘

もあるかと思いますが、一応そのようにしてみました。それから前

文については、そこにありますように、この前いろいろと意見を出

していただきまして、そのことを踏まえながら表現したつもりです。

それから５項目の本文についてもまとめてみました。解説文は、会

議の後半にご意見を頂戴するとして、前半のところでそれぞれ感想

なりご意見を頂戴したいと思います。それでは時計回りで、この憲

章名や前文、本文についてお願します。 

委員     最初の憲章名は「伊達市民憲章」にした方がお話ししやすいし、

伊達市市民とわざわざ繰り返さなくてもいいのかなと思います。

それから「心をひとつにして」というのが、合併ということで全

体をまとめるという意味で良い言葉だと思いながら読ませていた

だきました。それから前文のところで、「伊達なまちづくり」とい

う言葉の意図はわかるのですが、子供たちから何からお話しする

とすれば、私もこちらへ転勤してきたときに、伊達は一枚岩とい

って、「伊達」という言葉がたくさん使われていて、伊達の特徴な

のだなと思いながらも、「伊達なまちづくり」と聞いて、子供たち

はどのように捉えるかなという思いがあって、使い方がどうかな

という感じがしました。それから本文のほうで、上から４つは

「何々と何々」という形でまとまっているのに一番下だけ「健や

かで何々」となっていて、どうなのだろうと思いつつ、自分で読

んでみての感想でした。 

委員長    文章のスタイルとして、「と」で４つは繋がっているけれども最

後だけ「と」で繋がっていない。そういうことですね。一通り感

想ご意見伺いたいと思います。 

委員     私はまず感謝を申し上げたいと思います。よくこんな風にきれ

いにまとめていただいたなと、相当な努力があったのではないか

と思います。あれだけいろいろあったものをここまで集約してい

ただいて感謝申し上げます。「伊達な」っていうことが問題となり

ましたけれども、私はどちらかというと賛成の意見を持ちました。

憲章という堅苦しい雰囲気の中に「伊達な」という言葉が入って

くると、まず伊達政宗をパッと思い出すんですよね。あの歌舞伎

者の姿が出てくるのですが、それと引き続いて、江戸時代の言葉

遊びというかゆとりがこの中に私は浮かんでくる。堅苦しいなか
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に「伊達な」という、なんだこれはと思わせるくらいのゆとりが

あって、ちょっと解説すれば面白くなってくるのではないかと思

います。堅い中に遊び心が入ってくるような感じがして私は賛成

です。 

委員長    本文のほうの表現ではなにかありますか。 

委員     本文のほうでは、呼びかけの形にしてもらったっていうことは、

すごく良いなと思っています。非常に響きがいいし子供たちが読

んだとしても「まもりましょう」と一言で心の中に食い込んでく

るそういうことだなと思います。前に出た例では「まもりましょ

う～○○」と、○○が一つだけだったのですが、今回は二つの項

目が入っているのですが、比較してみて二つの項目の方がなんと

なく安定した感じがするなと。一つでは力が弱いなと。私は一つ

で私案を作りましたが、二つの方が良いなと、これで良いなとい

う感じがいたします。ただ、もう一言、なぜこういう言葉が集め

られたのか、思いやりという言葉はどこからでてきたのか、或い

は世代の絆と信頼という言葉はどこから出てきたのか。どこかに

付け加えたほうが良いのではないか。私自身も考えた時にどこか

ら引っ張り出してきたかというと「活力あるまちづくり」の「活

力」とか「いきいき」とかそういう言葉はだいたい定番なんです

よね、どの町も。「活力」とか「いきいき」とかいったいどういう

ところから出てくるのだろうと、一つは私は個人だろうなと、も

う一つは環境、社会、まちという環境だろうなと。それぞれが伸

びていく力なのだといういう視点から私の場合には、こういう言

葉を集めてきたのですよね。ですから、ここでもそういうことに

ついてはどこかで解説したほうが良い、こういう考えでこういう

分析でこういったものが生まれてきたんだということが必要では

ないかなと。こういうふうに思います。 

委員長    例えば「思いやり」なんかは二次総合計画の中の「将来都市像

の実現に向けた５つの柱プラス特別対策」に挙げられていますね。

この中に心よりそう健やかなまちづくりなんていうものがありま

すね。 

委員     それの根本になる示唆がないのです。思い付きで出したんです

かといわれてもしょうがないのじゃないかと。もっと根本にある

ものに触れて、だからこれを持ってきましたとしておいた方が良

いのではないかと思ったのですが。 

委員長    後程また意見交換したいと思います。ありがとうございます。
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では次の委員さん。 

委員     すっきりまとまっているな、というのが正直な感想です。素晴

らしいなと思いながら読ませていただきました。感想なのですが、

実は前回もお話したことで、一つは前文の中の「大きな災難を乗

り越え」といった表現をどう扱うかというところが一つ、これは

当然震災と原発、放射能事故のことだけを指しているのか、それ

ともそれ以外の例えば少子高齢化とか、様々な困難がありますよ

ね。それも含めて指しているのかどうか、ということで、個人的

には原発の問題とか、あまり私は大きく構えたくないと個人的な

意見を持っているのですが、それを抜かすわけにはいかないとす

れば、それも含めた、それだけじゃないと捉えれば、私はそれで

いいかなと。問題はそれだけじゃないので、これから２１世紀ま

すます様々な困難が起こってくるので、それに限定して述べてい

るのであれば説明も必要になってくるかと思いますが、ただ最初

に説明していますよね、前文の説明の中で、素案の解説の中で。 

それからもう一つは「伊達なまちづくり」という言葉なのです

が、伊達市では結構使っている言葉ですね。「伊達な」っていう言

葉。どういう意味で使っているのかきちんと説明することができれ

ば良いかなと思います。言葉の洒落じゃなくて。要するに伊達独特

の良さとか恰好良さとかをもしかしてイメージさせているのかな

と気がするのですけれど、ただ具体的ではないので、その人の気持

ちの中でどういった解釈をするのかという問題は確かに残るのだ

ろうと思います。それについての説明がないので、どうかなと思い

ました。表題については当然伊達市民憲章のほうが良いです。ゴロ

がいいですし、読んだときにすっきりします。 

委員長    「伊達市市民憲章」より、「伊達市民憲章」の方が良いというこ

とですね。 

委員     そうです。本文は５点でまとめてあるところが素晴らしいと思

います。ただ、「！」（エクスクラメーションマーク）が必要かと

いうことですね。これを子供に読ませるときにはいいですよ、意

志の強さとか前向きな気持ちとか、ここで切れて強調になってい

る。ただ文章として見た時にどうなのかなあと。文章としては無

いほうが自然なのかなという気がしますし、丸じゃないよなとか

思いながら見ていました。また、「一、」の「、」が必要かどうかで。

ほかの市町村を見ると付いている方が多いですね。意味があるの

だろうなと思ってみています。私は個人的には無い方が好きなの
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ですが。中身についてはよく５つにまとめてくださったので、私

としてはそれくらいです。ありがとうございました。 

委員長    表記上の問題というのが一つありますね。「大きな災難」の中に

込めている意味、それから「伊達なまちづくり」の意味付けです

ね。では、次の委員さん。 

委員     非常にまとまっていて、私の口からはこれといってないのです

が、たしかに「大きな災難」とは何を指すのか、天災とか所謂自

然災害とか、そういったものがイメージしやすいのかなと思うの

ですが、そればかりじゃないなと、いろんな苦難とかそういった

ものを含めるといいと思います。天災ばかりじゃなく、苦難とか

困難とか何が起きるかわからないですが。 

それから「伊達な」という言葉ですが、一般的には伊達政宗、

伊達男の「伊達」だと思うんですが、僕らが使っている意味は「自

分らしさ」という意味を込めています。伊達に住んでいる人たちが

自分らしさを保ち続けて生きるといったことがこの「伊達な」とい

う意味に入っています。それが思いやりとか支えあいとか地域包括

ケアの概念で「伊達な」というのは「自分らしさ」ということです。

伊達市民としての「自分らしさ」という意味が込められています。

確かに説明は必要だなと思いますが、意味合いとしてはそういうこ

とです。普通に使われている「伊達」という意味の他にそういう意

味も入っているということです。 

委員     伊達政宗とは違うのですね。 

委員     伊達政宗の「伊達」からきているのですが、結局はそこに人間

性というか生活というか、ここで生活する人の姿をここに込めて

いるということです。 

委員     伊達市の 10周年記念のロゴマークも「兜」をモチーフにしてあ

りましたね。 

委員長    そうですね。 

委員     私は川柳をやっているものですから、江戸の川柳というのは全

くの言葉遊びですから、これも言葉遊びなのかと捉えていました

が、今の説明の方がずっと説得力がありますね。それについては

解説に入れたほうが良いと思います。私のように伊達政宗と解釈

する人もあれば、別に解釈する人もいる。 

委員    「伊達な」を取っても文章は続くのですね。ただ、「伊達な」を取

ってしまうとたしかにオリジナリティーが無くなるのかなと思い

ます。 
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委員長    なるほど。健康に暮らせる活力あるまちづくりに繋いでもいい

わけですが、そこに「伊達な」が入ることによって意味合いが強

調されるということですね。 

委員     そこでおっしゃった先ほどの意味を「自分らしさ」とかオリジ

ナリティーとか本当の伊達の良さをここで強調されるのかなと思

います。 

委員長    伊達市らしさをどういうふうに表現するのか、地域としてある

いは個性が輝くとか或いは住んでいるまちということよりそうい

う意味合いを込めて「伊達な」というところに入ってきている。

ちょっとここは面白いと感じるか抵抗あると感じるか、両方あり

うると思います。大きな災難だとか困難、あるいは自然災害や天

災、人災、両方含めた時「大きな災難が」という言い方がいいの

か、別な言葉がいいのか、大きな困難を乗り越えという表現が良

いか。 

委員     大きな災難というと、「震災」なんでしょうけど、様々な困難と

すると大きくなる、大きな災難と指定したのは下の説明でもある

とおり強調したかったのかなと 

委員     苦難という言葉のほうが当たっているかもわかりませんね。 

委員長    その辺りは後でまとめるとして、次の委員さんお願いします。 

委員     皆さんと同じで引っかかるところはこの「大きな災難」という

というところと「伊達なまちづくり」。宮城県に「伊達な道の駅」

というのがあるのですが、そういうところと引っかからないよう

にと思いましたが、それこそ「伊達なまち」というのが歌舞伎の

「粋」とかそういうことを感じるような気がするんですね。独特

な表現といいますかいわゆる歌舞伎の粋というようなものに、こ

こが表現されるならばいいんじゃないかなと思いました。それか

らもう一つは前文の解釈の中に「つなぎましょう」の中にも大震

災や原発事故とこういうふうにありますから、大震災によっても

たらされた原発事故であるならば、自然災害だとか、苦難とかど

ちらかを書かれたほうが重複した文章にならないかなと思いまし

た。せっかく再案を検討いただきながら今になってなんですが、

並べてみると「苦難」のほうが良かったのかなと思いました。 

委員    「自分自身」と出てくるところもあるんですね。 

委員長    安心して暮らせるんだろうかという悩みですね。１ミリシーベ

ルトの悩み環境大臣が発言をしていますけど、そういった悩みは

ついてまわる、また同時に我々の望まないものが降って沸いたよ
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うに起こった。そしてそれが５年 10年で解決できるものではなく、

30 年 40 年もしくは 50 年続くであろうというそういう性質の事態

に我々は直面しているんだと、そういったことをどういう言葉で

表現していくかという問題ですよね。 

委員     個人の苦難もお互いの助け合いとかあるいは絆によって克服す

る、助け合いながらね。これもやっぱり市民協働の精神の一つか

なと思われるんですね。今は自殺の多い時代ですから年間見ても

交通事故以上に多い、そういうことの中ではそういった助け合い、

励まし合いが求められる一つかなと思います。 

委員     私は今の話と同じだと思うのですけど、例えば苦難という言葉

を考えると、苦難という言葉があるから本文が生きてくると思う

んですよ。その苦難を乗り越えるためにこの本文があると、だか

らこの一文を削ってしまったならば、綺麗になっちゃうんですよ

ね。綺麗、綺麗で力がないと。だから是非これは必要な文だなと

思いますね。これがあることによって本文が力強くなっていると

思います。それから先ほどの「伊達な」という部分を「粋」と捉

えるわけにはいかないでしょうか。私は賛成なのですが。 

委員長    「粋」と捉えても良いのじゃないでしょうか。あの時代に天正

少年使節団を送っているという目は、はるか遠くを見ていたとい

うことですね。そういう意味も含めていると思うのです。 

委員     ただ、江戸時代にあって今の時代に無いのは、「粋」とか「通」

とか、その感覚がないんですよ、今の日本人には。消えてしまっ

ているのです。でも言えばわかると思うのです。 

委員     伊達氏発祥の地ですから。 

委員長    それでは本日欠席の委員さんからも意見を出していただいてい

るのでご紹介します。市民憲章名のところの「心をひとつにして」

とサブタイトルのようにして使われているのですが、これは「心

をひとつにして」よりは「心をひとつに」ともっと短くしたらど

うかと。「何々して」という説明的なものを取って「心をひとつに」

という憲章名のサブタイトルのところで意見がありました。それ

から「緑豊かな自然と、ふるさとの歴史と、伝統と～」のところ

をもう少しすっきりさせたほうがいんじゃないだろうかというこ

とで「緑豊かな自然と故郷の歴史に誇りを持ち」とする提案が一

つあります。 

    確かに、なぜこういう表現になったかというと、自然と歴史とそ

れから伊達らしさという古き良き伝統のようなものをやっぱり踏
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まえながら大事にしてという、こういうことを考えたのでそういう

文章になったんですけどね。「伝統」を取ってもいいのか残した方

がいいのか、ここの違いかなと思いますが皆さんいかがですか。 

委員     語り継ぐということであれば意味がある、「伝統」はほしいです

ね。 

委員長    ほかの委員さんも「歴史と伝統」は大事にしたいということも

言われていましたね、「緑豊かな自然と、ふるさと・・。」ふるさ

とは漢字で書いた方がいいですか、ひらがながいいでしょうか。

故郷と書いてルビを振りますか。あとでルビの問題をどうするか

という話も出てきますが。 

委員     ルビを振るなら平仮名でいいと思います。小学生も読むという

ことですよね。 

委員     広くとらえられますよね、平仮名がいいですね。 

委員     「ふるさと」というと漢字でいろいろあるんですよね。ですか

らひらがなで書いて幅を持たせたほうがいいのではないでしょう

か。 

委員長    その他ご意見ありますか。 

委員     「緑豊か」という言葉に「自然」が含まれているので、「自然」

を消してもいいのじゃないかと。「緑豊かなふるさとの歴史と」と

いうように。読点が入りすぎて印象としてどうかなと。 

委員     一口で言える方がいいですよね。 

委員長    なるほど、「自然」をとるね。 

委員     「歴史と伝統」はやっぱり対になっていたほうがいいと思いま

すが、「自然」を削ってみてはどうかなと。 

委員長    良いですね。それでは「緑豊かなふるさとの、歴史と伝統に誇

りを持ち」でいきましょうか。それでは前文の一行目は修正を加

えます。ありがとうございました。「緑豊か」で十分「自然」が表

されているなと。 

       それから、「協働のこころで大きな災難を乗り越え」とあります

が、これは「困難」という言葉か「苦難」という言葉か、私の意

識で最初の前文のところに「苦しみ」がでてくるのはちょっと辛

いなと気がして、「困難」という言葉だったらそこはいいかなと思

いまして「大きな困難を乗り越え」と災害という直接的な言い方

よりも、それも含めて今後起こるかもしれないことも含めて「困

難」という言葉で良いでしょうか。 

委員    賛成です。 
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委員     そこの「協働」という言葉はいいのでしょうか。辞書には載っ

ていないんですよね。行政の用語ではないかと思っているんです

が。 

委員     最近出てきた「健幸都市」「健幸」といった言葉もそうですね。

しかし最近パソコンには出てきますね。 

委員長   「協働」も辞書に出てきています。「協力して働く」といったこと

で。 

委員     ただ子供がどうかなあと思いまして。 

委員長    子供が唱和するときは前文も唱和するんですか。 

委員     するとしたらした方が良いと思いますが、説明すれば良いと思

います。 

委員     本文にこうあるんですね。２番目のところに支えあう心とある

んですが、ここも「支えあう心」では繋がらないのかなと。 

委員長    ここで「協働のこころ」と入れたのは、困難を乗り越えるとき

にそれぞれ世代を超えた人々、あるいは市町村という垣根を超え

た、そういうお互いに助け合うというか協力し合って困難を乗り

越えようっていう思いが、つまり被災してこちらにも避難者が来

ていますし、伊達市民も山形に行ったり新潟に行ったりしていま

すよね、そういう意味で、お互い支えたり支えあったりというこ

とです。 

委員     なるほど、わかりました。 

委員     これは将来の都市づくりの政策の中にも「ともに紡ぐ協働」と

いうことにもあるんですね。 

委員     これにもあるんですよね、だから私は「これは「行政で作った

言葉なんじゃないか」と思ったわけです。 

委員長    授業なんかにも実際出てきますね、グループの話し合いなんか

でも。 

委員     健幸なんかも辞書に出てこないんじゃないかなんて言う人がい

ますが、最近のパソコンにはちゃんと出てくる。 

委員長    では、これは生かして前文の中で使ってもいいでしょうか。 

委員     全員賛成 

委員長    それから石井委員さんは「伊達なまちづくり」は良いぞと。も

っと強調したらどうかと、〈山カギ〉をつけたらいいんじゃないか

と言っています。活力ある「伊達なまちづくり」「鉤カッコ」です

が、私は〈山カギ〉のほうがいいんじゃないかと思うんですが皆

さんどうですか。役所は〈山カギ〉ですか、「鉤カッコ」ですか。
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どちらも使うような気がするんですが。 

事務局    役所の文章の中では「鉤カッコ」が多いですかね。飛び出させ

るときはやっぱり「鉤カッコ」かなと思います。 

委員     前文の中に、「鉤カッコ」って入るんでしょうか。 

委員長    強調するときですね。 

委員     文章が短いから、こう通しで読んで、その「伊達な」という言

葉が最初あれっと思ったんですけど、それだけこの言葉がインパ

クトのある言葉だから特別強調しなくても短い文章の中で、と思

ったんです。あったほうがいいならあったで。 

委員    「“だてな”」ではどうですか。すうっと読むと「伊達なまち」と

いうのは気が付かないですよ。ですから「伊達なまちだよ」とい

うことで「鉤カッコ」まではいかなくても「“ ”」で、やはり強

調したい。 

委員長    強調したいんですね、石井委員さんもこれは強調しても良いん

じゃないかと言っていますし、ここをどういう形で強調表現にす

るか。今は「鉤カッコ」、〈山カギ〉、「“ ”」の三種類出ています。 

委員     ほかに使うところがなければ一般的に「鉤カッコ」でいいかな

と思います、それはなぜかというと、私個人としてはすうっと流

したい方なんですが、「伊達なまち」というのは確かにオリジナリ

ティーというか特別な言葉なので。 

委員    「鉤カッコ」を付けるとすると「～まちづくり」までですか。 

委員長    「伊達なまちづくり」でしょうね。 

委員     私は「伊達」を強調したいんですが。「伊達な、まち」。 

委員長    ここは「まちづくり」なんでしょうね。「伊達」な、まちづくり

ではなくて、「まちづくり」なんだと思います。 

委員     結局「伊達なまちづくり」はサブタイトルにもなり得ますね。

考えようによっては。だから「伊達なまちづくり」で一つなんじ

ゃないかと思います。 

委員     そのままでね、「伊達なまちづくり」サブタイトルになりますね。

ここでしか使えない言葉ですね。 

委員長    それではほかの市町村と違って、伊達らしさをこういうところ

に出してみようと、粋なところもチラッと感じさせて。それをま

ちづくりにも活かしてるんだと、そういうことを強調させるため

にも「伊達なまちづくり」まで鍵で括ってみると。こういう風な

表現で。 

       それから、先ほど出された意見で感嘆符「！」はいらないんじ



12 

 

ゃないかと、あるいは「一、」の「、」はいらないんじゃないかと

いう考え方が出されましたよね。ご意見を頂戴したいと思います。 

委員     私は感嘆符はないほうがいいと思います。一字空ければ。 

委員長    つまりこの言葉遣いで倒置表現になっていることがわかるから、

ひとマス空けるだけでも十分強調表現になると。「、」については。 

委員     どうですか、読むときには「ひとつ」と読ませたいのでしょう

か。 

委員長    「ひとつ」でしょうね。 

委員     だったら、「一つ」と書いたらどうでしょう。「、」を取って「一

つ」と。 

委員     普通は入らないですよね、入れないで読ませますよね。 

委員     普通は入りませんが、素直に読ませたらどうかなと。 

委員長    全国的には「、」がある場合とない場合がありますね。両方ある

んですよね。 

委員     文字質が違うから無くても分かるんじゃないかなと思います。 

委員     慣例的にはこれは「ひとつ」と読ませるんでしょうか。 

委員長    多分ね、では、この「、」も取りましょうか。感嘆符と「、」は

取る。 

委員     賛成 

委員長    そして「しぜん、こころ、きずな、ぶんか、くらし」というふ

うに全部ひらがなで行こうというこういう提案もあります。素案

の原案は「自然と歴史、思いやりと支えあう心、世代の絆と確か

な信頼、学ぶ心と豊かな文化、健やかで活力あるまち、ここだけ

「と」ではないんですけれど、健やかで且つ活力のあるまちとい

った構成になっているんですが、ここは基本的なところですので、

ふるさとの自然で切ってしまうか、自然と歴史、あるいは「思い

やりと心」でいいか、「思いやりと支えあうこころ」としていくべ

きか、これについてご意見いただきたいと思います。 

委員     提案のほうが深まりがあるしわかりやすい。子供たちも覚えや

すいと思いますが、プラスアルファの部分が抜けちゃいますよね。

私は原案のほうがいいのかなと思います。 

委員     私個人としては漢字の使い方、というのはあまりにも低学年の

子供たちに合わせすぎるとかえって良くない、むしろ市民憲章を

教材にして、いろんな勉強というか学習ができる。わざと低学年

にはひらがなにして読ませる、高学年にはひらがなを漢字に直さ

せる、あとは自分の好きな言葉を入れて読ませるとか、教材とし
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て市民憲章を使っていただければ。ただこう覚えましょうという

よりも自由学習の中で教材として取り上げていただいければ非常

に良いと。教材として使えればいいのかなと思います。 

委員長    ただ暗唱させるんではなくて、使い方を工夫したら良いんじゃ

ないかと。 

委員     それぞれの教室で、それぞれの学年に応じたやり方で、そうす

ると漢字でも良いんじゃないかと。 

委員長    漢字仮名交じり文でもいいんじゃないかと。こういうことです

ね。 

委員     私も原案で良いと思いますけどね。 

委員長    それから良くお調べになったなと思うのですが、漢字の数が１

８あるとか、絆と頼は教育漢字に含まれていないとか、常用漢字

に「絆」という漢字は出てこないとか、やっぱりルビを振る必要

があるのかなとか。 

委員     私も３・４年生に 20年総合学習を教えていますけど、習わない

漢字でも一般的に使われているような用語は結構理解しているん

ですが、どうですか。 

委員     そうですね。 

委員     一度黒板に書いて「これは習っていないですか」と聞くと「習

っていないけれども意味は分かりますよ」と言ってくれる。３・

４年生でよく。 

委員長    それが漢字の良さでもあるんですね。 

委員     だから必ずしも全部平易な言葉にしなくても十分理解できので

はないかと思うんですが。 

委員     平仮名より漢字の方が意味が伝わってくると思うんですが。 

委員     漢字のほうがイメージがわいてくることもあると思うので、む

しろ全部平仮名にしなくても良いと思うのです。 

委員長    それでは、ふるさとの自然と歴史を、このスタイルでずっと通

して良いということ、それから漢字と仮名が混じっているほうが

良いのじゃないかということ、それから、漢字を低学年の子供が

読むときに、教材としての使い方も一つあるんですけれど、これ

を声に出して読むときには読めるようにしてやるのが最低限とい

うことで、漢字にはルビを振ると、こういうことを原則にすれば

いいかなということで、いかがですか。 

委員     ルビは振る市町村のほうが多いですか。なぜかというと、振る

ことによって、かえって見た印象がごちゃごちゃしてしまうんじ
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ゃないかと。漢字は子供も覚えるので、学年に関係なく覚えさせ

ればいいかなと思っています、ルビ振ったほうが親切なんですけ

ど、一般的には振らない。 

委員     例文だとこんな風にかっこしてあります。 

委員     それは多分インターネット上だからそうなっているのかなと思

います。 

委員     「絆」っていう字、今あちこちでのぼり旗とか、上っています

ね。 

委員長    「絆」は常用漢字でないのでこれはルビを振る必要があるなと、

「頼」という字も確かに教育漢字から出ているとすれば「頼」だ

けルビ振るわけにいかないので「信頼」とルビを振るようになり

ますね。 

事務局    「信頼」は一般的に使われている言葉なのかなと思っていまし

たけど、そうではないんですね。 

事務局    全国的には、ルビという形ではなくて、かっこで後ろにひらが

なをつけているところが多いです。 

委員     時代を「とき」と読ませるときや特別な時ですね。 

委員長    それでは絆と信頼の２か所くらいで良いですか。また「思いや

りと支えあう心を」で「心」の漢字を使っていて、４番目に「学

ぶ心」ですが、本文のまとまりの中で同じ言葉は普通使わないと

いうご指摘もあります。 

委員     では、「支えあう心」を「支えあう気持ちを」に。「学ぶ心」は

結構使っていると思うので。 

委員長    案を考えていて、確かに２回あるなと気にはなっていたんです

が。 

委員     学ぶ心は外せないなと思います。 

委員長    思いやりと支えあいを、ということも考えたんですが、「支えあ

う心」を「支えあう気持ち」に組み替えていいですか。「思いやり

と支えあう気持ち」に修正しましょう。 

       まだ先の話ですが全員揃ったところでパブリックコメントかけ

る前にもう一度議論しないといけないだろうなと思っていますが

最後日程調整の時にご相談したいと思います。 

       それでは次に解説文のところをご検討いただいていいでしょう

か。解説文は唱和する文章と違って、説明する文なので敢えて漢

字は使っています。 

       【解説文を読み上げる。】 
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       先日ご相談した時には解説文については言っていなかったんで

すけど、改めて解説文についての感想いかがですか。 

委員     解説文も発表するんですか。 

委員長    なぜこういう表現になったのか、その背景、考え方は何かとい

うことですね。 

委員     ちょっと引っかかるところは、伊達市の将来都市像というとこ

ろの「都市像」はこの私たちの市民憲章というのは、市民が目指

していくものであるので、それを憲章としたのだから「都市像」

というよりは「市民像」というものであるのかなと思っているの

です。確かに第二次総合計画なんかには、伊達市の将来像という

のもあったと思いますが、ここで言っているものは個人的なもの、

伊達市に住んでいる人の個人的な精神像を言っている感じがする

ので、いわゆる精神的なものに呼びかけをしているんですよね、

ですから、都市像というとちょっと違和感があります、いかがで

しょうか。 

委員     確かに都市像というとレベルが低くなってしまう。我々はこの

上の段階の人間像を見ていると思うんですよね。ちなみに本文の

解説を私なりに考えてみたんですが、人間関係に触れられている

ところが３つあるんですね。その本文のところは、学ぶ、それか

ら世代間が一つ、まちの成長に関することは４つあるんです。健

康というのも一つあるんですが、全部個人的なものです、内面的

なもの、そして共に伸びていきましょうという構えが、私たちの

提案するものなんだよと、だから「都市像」ではちょっと低いか

なと。 

委員長    なるほど、まずここが一つひっかかるところ。その他にざっと

見て、引っかかるなというところ出してみてください。 

委員     前文の解説で、素案の「原発事故からの再生」に何かを、震災

とか人災ばかりじゃないということを加えてみても良いかなと。

あとやっぱり「伊達なまちづくり」の説明もここに入らないと、「安

心して暮らせるまち、伊達市の実現」なんですが我々が使ってい

る「伊達な暮らし」というのは、先ほどもお話ししましたが「自

分らしさ」ということなので、安心して暮らせるっていうところ

は絶対譲れないところなので、その表現は入れていただきたいな

と。 

委員長    「伊達なまちづくり」その表現にどうしてこだわるのか、説明

のところで触れておかないとだめだと、こういうことですね。 
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委員     余計な質問をします、伊達市には自殺者はどれくらいいるもの

なんでしょうか。 

委員     日本全国では３万とか、交通事故よりも多いと。大きな問題だ

と言いながら、何も手は打っていないというか、打てないのが現

状ですよね。災害のところはその人たちの苦難や苦しみも含めて

おかないといけないのかなと思います。 

委員長    「伊達なまちづくり」には、安心して自分らしく暮らせるまち

づくりの実現を目指す、この原案の中には「地域も人もともに輝

き、より安心して暮らせる伊達市の実現を目指すために、という

なんとなくそれに触るような表現はあるんだけれども、そこをも

うちょっと「伊達なまちづくり」っていうことを強調するような

表現がほしいのではないかと。 

委員     具体的にはなんですか。 

委員     自分の尊厳を保ったまま生活していくということです 

委員     もう少し具体的にはなんですか。例えばこういう姿だというの

があれば。 

委員     ずっと今まで生きてきた生活を、このまま続けるということ。

今はいろんなことで今の生活が続けられなくなってしまう、それ

をみんなで支えあいながら最後まで。例えば具合が悪くなって一

人で生活できなくなると、施設に行ったりして住み慣れたまちを

離れたり、どこかへ行ってしまわなければいけないような状況に

なる。しかしそればっかりでは困るということで、住み慣れたま

ちであって、自分の家ですよ、自分の住み慣れた家で生涯を全う

するということですね。 

委員     共同体としての絆が強いというような意味として捉えるという

ことですね 

委員     それが無いと、一人暮らしの方とかが、最後まで自宅で生活す

ることは難しい。家族がいる方ばかりではない。そのためには皆

で支えあうことが必要だよ、ということです。 

委員長    市民講座なんか担当していて、受講生が 20 代から 80 代の人も

勉強したいといって来ている。これが自分らしさというか、生き

ているときの支えになっている。学びたいとかそういう気持ちで

聞きに来ている。そういった気持ちで勉強したいという気持ちが

あちこちで感じられるんですよね。学生とは違った生き生きとし

た感じでこちらがやりやすいんですね。学びたいとか向上したい

とか今までやれなかったことを自分の時間ができたのでやりたい
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という気持ちも中にありますね。 

委員     そういう人を増やしたいんだけど先ほどのようなまったくの独

りぼっちという人もいるんですよね。 

委員     「伊達なまち」というのは先ほど前文の解説の「地域の人もと

もに輝く安心して暮らせる伊達市の姿なんでしょうけど、それを

具体的には難しいですよね。イコール健幸都市なんだと思うんで

すが。 

委員     だから健康でないとだめなんですよね。ちょっと具体的になに

か言葉が入るとイメージ化されるのじゃないかと思うんですけど。

そうでないと「伊達なまち」が理解されないまま終わってしまう。 

委員長    憲章前文にはあるけれども、どういう思いを込めているのかが

弱いぞと、こういうことですね。 

       今日はすぐに言葉が浮かばないので、時間をいただくというこ

とで、あるいは皆さんからこんなふうにしたらどうだという意見

が事務局へ寄せてもらっても良いなと思います。そうすると前文

についての説明の文章、本文のところの「将来都市像」の表現が

引っかかるという指摘と大きく二つ。そのほかに「一、～」の表

現中の説明のところで、２番目に「地域包括ケアの理念を生かす」

と書きましたが、こう書いてもいいでしょうか。「自助、共助、公

助」、「互助」というのもあったかもしれない。 

委員   「互助」はあったほうがいいですね。家族内で孤立している方もい

る。 

委員長   住み慣れたふるさとで元気で暮らせるか、平均年齢ではないです

ね、健康寿命でなくてはならないんですね。自分のことをなんと

か自分でできるようにということですね、支えあう社会づくりが

できているということ。気になるところをいくつか出してみてく

ださい。 

委員     「つなぎましょう、世代の絆とたしかな信頼を」の解説に「大

震災や原発事故の教訓を活かし、」とあるが、前文の解説もあるの

でいらないかと。 

委員長    重複しているということですね。 

４番目の「読書に親しみ」は敢えて入れてみました。本当は入

れなくてもいいんです。しかし本当の意味で体験できないことを間

接的に本を読みながら活字に教えられるということがあるんじゃ

ないか、本との出会いで学んでいくこともかなりあるのではないか

と、活字に親しむことがだんだん遠のいているうえに、本の世界、
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読書の世界、活字に触れるということを大事にしたいなという思い

を込めて敢えて「読書に親しみ」という言葉を入れました。そんな

ことで、ちょっと踏み込みすぎでしょうか、どうでしょう。 

委員     私はいいと思う。今、小学生も中学生も漢字離れとか活字離れ

しているので、ともに学ぶということで良いと思います。 

委員     学ぶ心の中身とすれば、高校生も今読まないと新聞に載ってま

したし、親も読まないんですよね。お父さんお母さんも読まない

し、そういう環境も子供になかなか作ってやれないので、特色と

してはいいと思います。 

委員     解説的なものですから、これはよろしいんじゃないでしょうか。

簡潔にした文章を解説しているわけですから。 

委員     読書の多い子供とそうでない子供とでは、言葉の数が違う。語彙
ご い

数が違うと、右脳の開拓が違う。創造性が違う。 

委員長    同じものを見ていてもどう捉えるか、捉え方の違いがでてくる

ということですね。 

委員     多面的な見方ができるかできないか、ですからものすごく大事

だなと思います。 

委員     この５つ全部ひっくるめて自己改革というか開拓というか、変

革への道でしょうね。変わりましょう、前に向きましょう、一言

でいうなら。 

委員     一人ひとりが目指す理念のようなものですよね。 

委員     一人ひとり違いますよ。違うけども今よりも一歩前へ進みまし

ょうと、そういうことが私たちの目指す憲章じゃないんでしょう

か。 

委員     文武両道の概念を入れていただいたほうがいいですね。書に楽

しみ体を動かす。４番目か５番目に運動というか活動、という体

を動かすといったことも入れてあるといいですね。健康のために

は何が必要か。盛んに言われているのは体を動かすことですね。 

委員     身体的に精神的にとあるので、この辺りに入れるといいですね。 

委員長    では５番目のところの表現を少し工夫すると。 

委員     私は４番目の「創造的な人材の育成」ということは大事な言葉

なんだけれども、具体的にはどう考えればいいのかなと、私には

掴めませんが。 

委員長    中学生や高校生からの経験から言うと、地域が持っている地場

産業というか、そういうものとを視点を変えてもう一回再生させ
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ようという、そういうことによって、今まで日が当たらなかった

或いは気が付かなかったところを活性化していく、企業化してい

く、起業する、そういう力を育てていくことが創造的な人材の育

成というふうに考えています。そういう力は若い世代に育ちつつ

あるのかなと、震災や原発の反作用として。浜通りの生徒のテレ

ビのインタビューなんかを見るとしっかりした意見を述べる生徒

が目立つようになってきている、そういう時代の中で何とかしな

くちゃという思いが、強くなっているんでしょうね。 

委員     変換能力ですね。復興の道ではなくて、物事を多面的に見る目

それを構造的に組み立てなおす、そういうことができるというこ

と。具体的にどうやってその能力を伸ばすのかということですね。 

委員長    どういうテーマを持たせるか、どういう課題意識を持たせるか。

プロジェクトを組んでいかないとなかなか組織立って育っていか

ないですよね。 

委員     今回の災害も一つの提案だったというわけですね。そういう意

味ではね。そこで一つの変換能力が作動したと。 

委員     カリキュラムそのものが問われているんです。子供たちが主体

的に学ぶカリキュラムにしなければだめだと。課題を自分で見つ

けて発掘して、解決できる子供を育てましょうとなってきている。

今までもそうだったんですが、強まってきているのが事実です。 

委員長    そういうつながりで言えば、４番目にそういう文言が入ってい

てもかまわないと。 

委員     ４番目の感想ですけど、創造的な人材の育成、となっているん

ですが、学ぶ心と豊かな文化というのは市民全体にかかわること

なんですよね。教養を大事にする気持ちだとか、例えば豊かな心

とか豊かな学びだとか、大人の社会教育にも触れられていますが、

教育的な視点から見れば「創造的な人材の育成」というのは素晴

らしいですし、年寄りになっても学ぶ力は大切です。 

委員長    それでは少し表現の検討の余地が必要だなと、ご意見いろいろ

出していただきました。あとこれはぜひ次回に向けて整理しよう

というところがあれば出してください。事務局の方からもこれま

でいろいろなたたき台を作っていただきありがたいなと思ってお

ります。 

       それでは時間も来たようですので、次会の第４回の検討委員会

に向けてどうしたらいいか。事務局から説明お願いします。 

事務局    17日 18日あたりで開催できればと思います。皆様の都合もある
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でしょうがいかかでしょうか。 

委員長    それでは、17日でどうでしょうか。 

委員     時間的には午後３時くらいからでしょうか。 

委員長    それでは 17日に開催して、それまでちょっとここが不満だなと

いう部分があれば、手直しをすると 17 日 15 時からでよろしくお

願します。 

事務局    市長への中間報告を考えておりますが、17 日に協議を皆さんに

していただいて、そこで若干の微調整がでてくるでしょうから、次

の週かその次の週あたりに代表で委員長からこういったことでま

とめましたということで、市長へ報告いただきたいと思います。 

委員長    これで審議は終わりになります。貴重な時間どうも今日はあり

がとうございました。 

事務局    今日は長い時間ご協議いただきましてありがとうございました。

回を重ねるたびにどんどん良くなっていくなという実感でござい

ます。それでは次回ですが、また来週ということで、日程が詰ま

りご苦労をおかけしますがご協力どうぞよろしくお願いします。

これで終了になります。ありがとうございました。 


