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第４回伊達市市民憲章検討委員会 会議録 

 

日 時 平成 28年２月 17日（水） 15時～16時 30分 

場 所 伊達市役所本庁 会議室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、

三浦委員、石井委員 

欠席委員  なし 

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）市民憲章素案の作成について     資料１ 

（２）パブリック・コメントについて   資料２ 

（３）その他  

 

４ 閉会                         

 

委員長あいさつ 

       みなさんこんにちは、12 月に始まって早いものでもう４回目と

いうことになります。委員の皆さんの協力をいただきながら、だい

ぶ詰めてきたわけですが、だいぶ良い線まで進みました。今日が最

後の詰めということです。この後パブリックコメントをかけて市民

の意見をいただき、さらに微調整をかけて最終案にもっていくとい

うことになります。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

協議 

委員長    それではさっそく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、進めていきます。お手元のプ

リントなどを見ていただいて、今日の会の詳細は事前に資料がお

手元に届いたと思いますのでご覧いただき、前回の第３回の会議

を受けて修正をした部分を中心に、ポイント 1 からポイント 4 ま
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で協議いただきます。また、それ以外で個々の文言をこうしたほ

うが良いというところがあればご検討いただく、そういうことで

進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

       前回の皆さんの意見を受けて、一番目素案の「憲章名」、簡潔に

「心をひとつに」とまとめてあります。それから前文のところ、

この前話にありましたようにポイント 1のところで「協働の精神」

ですが、前回は協働の心となっていました。協働の心という言い

方もありますが、協働の精神で大きな困難を乗り越えという表現

で、「心」よりも「精神」という表現で緊張感を持たせたいなとい

うことで書いてみました。ご意見は後程いただきます。それから

「伊達なまちづくり」というところは、皆さんのご意見をいただ

きながら、伊達市の市民憲章の特色を出そうということになりま

して、こんな表現にしました。それから本文のところを見ていた

だきます。前回は「一、～」の「、」がありました。それを取りま

した。それから「まもりましょう！」の「！」を取りました。そ

れからポイント２にかかるところですが、ルビが必要な文字があ

るだろうというご指摘をいただいて、まず一つは「絆」のところ、

それから信頼の「頼」という字。確かに委員さんご指摘のように、

ここは子供たちが読む場合は読みにくい、目にはしているが低学

年の子供たちを考えた時、やはりルビは必要だろうと。それから

（カッコ）でくくると見た目がどうなのか、それから他の漢字に

もルビは必要かどうか、「すこやか」というところが読みにくいか

なということでルビを入れてみましたが、その他のところはどん

な形で表記するかという問題です。それからポイント３。これは

前文の説明の「協働の精神」というところで表現するときに、「市

民が連携して大震災原発事故などの大変な事態を克服し」の表現

があるんですが、前文の「協働の精神で大きな困難を乗り越え」

というところを説明しきれているかどうか協議検討いただきたい

と思います。あとは本文の解説のところで前書きがあってそれぞ

れの５項目についての説明文があるわけですが、「そだてましょう、

支えあいと思いやりの心で」のところで、前回「自助」「共助」「公

助」と、そういう順番で考えていましたが「互助」が抜けていた

ということで補いました。そして、公助と共助とどちらが先かと

いうそんな検討もさせていただき、そこにあるような表現にして

みました。それから前回の議論の中でちょっと落としていたので

はないかと思ったところで、「安心して子育てができ」ということ
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を補強しました。ポイントの４番目のところ、「自助、互助、共助、

公助」ということで、地域包括ケアの理念を生かして、もう少し

コンパクトにできないものか。 

       ご意見などあれば頂戴したいと思います。 

委員     全部通してお話しします。前文の「協働の精神」の表現は良い

と思います。その説明で「伊達なまちづくり」の説明を素案の解

説の中に入れていただいたほうがいいと思います。「伊達なまちづ

くりとは自然や歴史に恵まれたこの伊達で自分らしく生涯暮らし

ていけるまちづくりです」と、こういった表現があればわかりや

すいのかなと思います。 

委員     「伊達なまちづくりとは～」という説明を入れたほうが表現が

わかりやすいと思います。それから本文の順序なんですけど、流

れをまとめて、ここで「子育て」という言葉が出てきたのであれ

ば、人材の育成というところにもっていったほうが流れ的に良い

かなと思います。そのため２番目と４番目は繋げたほうがいいの

かなと思います。本文一つ一つの順序なんですけれど、子育てが

あって、人材の育成といった流れだといいなと。 

委員長    「守りましょう、そだてましょう、きずきましょう、つなぎま

しょう、めざしましょう」と、そういった順番ということですか。 

委員     それでもいいですが、真ん中の「つなぎましょう」を２番目に

持ってくるか４番目に持ってくるか。「めざしましょう」は一番最

後に持ってくれば良いかなと。１番目と５番目は決まりで、真ん

中をどう持ってきたほうが良いのか、と考えました。人々が連携

するという言葉があるので、２番目に持ってきて、地域包括ケア

の理念の「人々が支えあい」といったところにつなげるか。子育

てを人材育成ということで４番目につなげていくと、なんとなく

物語ができてくるんじゃないかと思います。まずは地域を見て、

人を見て、育てて、社会全体という流れが良いかなと思います。 

委員長    仮に、本文を、１、３、４、２、５に並べ替えてみたらどうか

と、いうことですね。 

委員     「つなぎましょう」の前に持ってくるか、「まもりましょう」の

次に持ってくるか。２と４はつなげたほうがいいと思うんですね。 

委員長    ２と４は離さずに、５つの項目は残すとして、その順番をもう

少し並べ替えたらどうかと、そういうご意見ですね。そして「伊

達なまちづくり」の説明を解説でもう少し補う必要があるだろう

ということ。それから本文の順番をもう少し工夫したほうが良い
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ということ。 

委員     それから本文の解説で「スポーツに親しみ」とありますが、ス

ポーツより「運動」としたほうがいいのではないか。「運動」のほ

うが広い意味で捉えることができるかなと。あと、「自助、互助」

の順番はこれで良いかなと思います。 

委員長    先日「議会だより」を見ていたら、医療と介護の問題について

掲載されていましたが、「地域全体で支えあう地域包括ケアシステ

ム」とあった。地域全体で支えあうといったところに、主眼があ

るわけですよね。地域包括ケアの根っこにある考え方っていうの

は。「自助、互助、共助、公助」に関しては整理しても良いのかな

と思ってはいるんですが。 

委員     わかりますが、これは一人ひとりが自覚してやっていかないと、

ということで、僕としてはあまり外せないかなと、もちろん地域

全体でということではありますが、それだけでは弱い。一人ひと

りが自覚し生活習慣などいろんなことに取り組み介護予防に努め

るといった意味で、自助、互助ということで家族内の助け合いが

基本となって、そこから地域が支えるといったことだと思ってい

ます。 

委員長    これはこのまま生かすといったことですね。 

委員     「これはどういうこと」と、聞かれたときにこれはこういう意

味でと答えられることで、みなさんにこういう言葉が浸透する機

会になれば良いなと考えます。 

委員長    わかりました。ありがとうございました。「伊達なまちづくり」

の説明、本文の順序を工夫する、「スポーツ」を「運動」に変える、

それから「自助、互助、共助、公助」はそのまま生かしたほうが

意味が伝わるのではと。次の委員さんお願いします。 

委員     すっきりまとまってきたなと思います。前文の「協働の精神」

のところですが、柔らかい「協働のこころ」のほうが合うのかな

という思いで読みました。それからルビですが、無いほうが良い

のかなと思いましたが、上にあるルビを見慣れていたものですか

ら、脇につけるかっこであればつけなくても良いかなと。上のほ

うが見やすいのかなと思います。 

       それから「自助、互助、共助、公助」というのは、意味は分か

りますが似ている言葉が繋がっているように見えるので省略して

も良いんじゃないかと。深い意味があるとは思うのですが。 

委員     これは４つ揃って地域包括ケアなんですね。もし外すのであれ
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ば全部なくしたほうが良いと思います。 

委員長    ここのところは突出して具体的な内容が出ている。そこがまた

言葉の重複感があってということなんだと思います。それでは、

「協働のこころ」のほうが柔らかく聞こえる。ただ、心と２回使

うのはどうかということ、ルビは上につけたほうがいいのではな

いかということ。こんなご意見ですね。 

委員     私はほぼ完成ではないかと思ってました。私も「伊達なまちづ

くり」というのは解説が必要じゃないかと思いました。７ページ

を見ておりますと、「伊達なまちづくり」といった割には中身は当

たり前のことだなと思うんですね。ですから、「伊達な」というし

ゃれた感じ、これを思い切ってこれを強調したらどうかと。「伊達

なまちづくり」がグレードが上がって面白みが出てくるのではな

いかと思います。それからルビのことですが、私も横に来たのは

どうかと。読みずらいというかなじめない感じがします。だいた

いルビというのは上にくるんですよね。ご検討ください。それか

ら、２ページ目の「自助、公助」の関係ですけども、別な表現、「自

ら学びともに磨きあう」といった表現ができるのかなと思います。 

委員     別な表現ということであればそれで良いと思いますが、この中

から何か一つを取ってということではちょっと。使うのであれば

この４つでの形、あるいは、委員さんがおっしゃったようにまた

別なこのような形で良いのではないかと思います。 

委員     「自ら学びともに磨きあう」といった表現です。結局先ほど言

ったように「一人ひとりが自覚する」といったことが大事なんだ

と思います。 

委員長    それでは次の委員さん。 

委員     ポイントが４つ出ております。そのポイントごとに所感を申し

たいと思います。まずは「協働の精神」の表現についてといった

ことが出ていたので、私はてっきり「協働の精神」といった言葉

が堅いから、検討してみようじゃないかといったことだと思った

んですね。「協働」といった言葉は割と市民憲章に使われる言葉な

んだけれども、役所言葉風で堅いイメージがあるんじゃないかと

思ったんですね。しかし、そうではなかったと。ただし、私がこ

こで問題にしたいのは、この後に続く「大きな困難」という言葉

なんです。言葉というのはマイナスイメージのものと、プラスの

イメージのものの両方があります。「大きな困難」というのは、ど

うも負のイメージがあって、そういう言葉は市民憲章の前文にふ
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さわしいのかなと率直に思いました。私たちの先人も「息災延命」

という４文字熟語の「災」という言葉をわざと小さくしたりする

知恵もあるから、私はここがちょっと気になったところでした。

では「協働の精神で大きな困難をのりこえ」といったところです

が、どのような言葉が考えらえるかなと思ったときに、「協働の精

神」でよければそれでいいんですが、「共に支えあう連帯の輪」と

いうのは「協働の精神」と同様の意味を持つだろうとそう思った

んですね。それで「大きな困難をのりこえ」といったところは、

しかも「大きな」としてしまうとどうしても負のイメージが強い

から少なくても「大きな」といった言葉は取る。あるいは「困難

をのりこえ」といった言葉も悪くはないけれども、伊達市が目指

しているのは「明るい未来」だから「未来を開く」といった言葉

でも言い換えは可能だろうと思ったんですね。ですから「協働の

精神で大きな困難を乗り越え」といったところは、「共に支えあっ

て未来を開き」とか、「連帯の輪を広げて未来を開き」といった言

葉に変えると言葉のイメージも良くて、明るい未来志向の憲章に

なるのかなと思いました。次にポイント２のルビの問題ですが、

やはり（カッコ）をつけて分かり易くする必要があるんじゃない

かというのは、私が提案したことなんですけれど、（カッコ）で括

って後ろにくるのはやはり読みにくいと正直思いました。もし可

能であれば、漢字全部にルビを振る。そのルビも文字と非常に良

いバランスで入れれば私は決して読みにくくはならないと思う。

ただ、多少デザインの経験がある人に作ってもらうと、私は「ま

もりましょう」から「めざしましょう」までで、出てくる漢字す

べてにルビを振っても決して読みにくくないと思いました。それ

からポイントの３番の「困難をのりこえ」の説明に関するところ。

これは言葉が重複してるんじゃないかと感じたんですね。「市民が

連携して」といった表現と、そのあとに続く「人と人とが相互に

支えあい」といった言葉が同じ意味なんです。ですからそこは一

つになって良いんじゃないかと思いました。読ませていただくと、

前文ですね、「市民が連携して大震災、原発事故などの大変な事態

を克服し、人と人とが相互に支え合いながら誰もが自分らしく生

活し」の部分ですね。ここ一つになるだろうと。そもそもここは、

「～し、～し、」という風にづらづらという形で続いていてちょっ

と読みにくいと思うんですね。そうすると上の部分を「市民みん

なの力で大震災や原発事故による困難を克服して豊かな未来を築
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き」くらいにすると読みやすくもなるし、連携と支えあいという

同じ意味の表現も解消されて良いんじゃないかと。大震災と原発

事故は伊達市だからこそ入る言葉でそれは意味があると思うんで

す。風化させないためにも。ただ、もう一方の考えで未来志向だ

ったらその文字がなくても良いのかなと思います。すっきりさせ

る意味でね。そうすると「市民が連携して豊かな未来を創造し」

くらいにするとこの長い文章が短くなるんじゃないかと。それか

らポイントの４番、「自助、互助」のところですね。私は地域包括

ケアがどういったことを表すんだろうと思って厚労省のホームペ

ージを見てみました。「可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう地域の包括的支援

サービス提供体制構築を推進する。」それが地域包括ケアの理念だ

と私は解釈しました。そうすると、文章の後段がそれと全く同じ

ことを言っているんだなと思いました。大切なのは地域包括の理

念だからこそ４つの言葉を出して入れようじゃないかということ

がわかる。わかると同時に、これは本文の解説だから解説の意味

が説明しないとわからない言葉を入れるのであれば、もうちょっ

とわかりやすい言葉のほうがいいのかなと率直に思いました。す

ると基本的にカタカナで書く「外来語」は言い換えしたほうがい

いだろうと思います。実際に外来語委員会というのが国にあって、

そこも積極的に外来語はできるだけ日本の言葉で読み替えましょ

うと、そうすると委員さんがおっしゃったスポーツを運動にする

というものいいと思うし、包括ケアもできるだけ変えたほうがい

いんじゃないかと思いました。地域包括ケアは「地域ぐるみで支

えあう」といったことがキーワードなんだとそう感じましたので、

線が引いてある部分を「地域ぐるみで地域を支えあい、安心な子

育てを実現し」としたらどうだろうと。今は「安心して子育てが

でき」として日本語としては間違いじゃないけれどもちょっと落

ち着きがないと感じました。 

委員長    ありがとうございました、次の委員さん。 

委員     私は、前文の「協働の精神」「協働の心」とでは、堅い感じはし

ますが「協働の精神」のほうが強調されていいんだろうなと思い

ました。副題の「心をひとつに」と重なる部分もありますし。一

つ気になったのが「大きな困難」の解説を見ると当然震災と原発

事故を指しているんですが、少子高齢化とかいろんな困難を含ん

で示している。様々な困難等で、「大きな」を取ったほうがいいの
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かなと思いました。それからポイント２のルビについては、無く

て良いと思います。その方がすっきりする。子供たちは教えれば

読めます。読ませればいいと思うんです。確かにルビがあるほう

が読みやすいし親しみやすくはなりますが、いろんな場面で使う

ことを考えると、無いほうが使いやすいのかなと思いました。ポ

イント３の前文については、先程も話しましたが困難の中には大

震災と原発事故以外の意味も含めてほしいと考えます。ポイント

４は確かに「地域包括ケア」の説明も必要じゃないかと思います

し、「自助、互助」は順番もあり意味があるものだと思います。 

委員     個人から家族、家族から町内、公的なというのは行政。 

委員     そのように意味があれば、これはこのまま生かしていくのがい

いと思います。以上です。 

委員長    次の委員さんお願いします。 

委員     ポイント１のところ、「協働の精神」では、協働というのはなじ

みがないといった話が出ましたが、福島市でも「協働の理念をも

って」と普遍化した言葉として使われている。辞書にはないとの

ことでしたが最近のパソコンでは取り入れられているので、あま

り違和感はないかなと思います。それからポイント２のところ、

私もルビをつけることによって、意味が弱まるような気がします。 

委員長    敢えて抵抗感をつけたほうが良いと。 

委員     そうですね。それからポイント３は「市民が連携して大震災や

原発事故の大変な～」の部分ですが、震災も原発事故も大変な事

態なので「大変な」という表現は重複文章になるんじゃないかと

思います。個人的な人間の生活における困難、そんな話もあった

し、そして人口減少なんかのいわゆる社会生活における地域の問

題なんかもここに入るのであれば、ここだけ強調されるのでなく

「困難」にした方が良いのではと思います。それから「人と人が

相互に支え合う」ここも上の「連携」と重複しているような感じ

を受けます。そこがもっと簡略化できるかと思いました。ポイン

ト４のところの「自助、互助」の部分ですが、私は福祉の職場に

おりますから当たり前と思ってみていましたが、そうでない方か

らすればやはりわかりにくいのかなと思われます。我々はこうい

った言葉を使っていますが、一般市民にとっては馴染みがない言

葉かもしれません。表現を変えるとすれば、わかりやすい言葉に

しても良いのではないかと思いました。やっぱり「協働」とあり

ますから、市民自ら行動を起こすような、自分で考え自分で行動
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するような人間の規範を求めていくような表現にすればいいのか

なと思いました。 

委員長    ありがとうございました、一つ一つ整理していかないといけま

せんね。たくさんのご意見をいただきました。まず、前文の表現

のところで、前文で明るいイメージを持ってもらうためには「困

難」という言葉で良いのだろうかと、そういう意見が出ました。

ここは悩ましいところで、伊達市の新しい憲章だからこそ、大震

災や原発事故というのを念頭において、前文が作られるべきなの

ではないかという思いがずっとあってですね、そういう事態に遭

遇していないところであれば、おそらくこういう言葉は出てこな

いだろうと。敢えてこういう状況の福島県、そして伊達市という

なかで、やっぱりこういった事態に我々が直面したことをこれか

らの伊達市の出発にあたって、どんな形にするかは別として、意

志にする必要があるだろうということが背景にあったわけですが、

それは解説のところで補えるんじゃないかということですね。だ

からここは一つ明るいイメージで行くか、あるいは「大きな」は

取るとして、様々な困難として、大震災や原発事故だけではなく、

参考イメージのほうにもありますけれども、人口が減少していく

という厳しい現実があり予測されるわけで、そういったことを含

めると、「さまざまな困難をのりこえ」といった表現もあるかもし

れないと。前回の話し合いでは「苦難」という話も出たんですが

ちょっとやっぱり苦しすぎる、また「災害」という言葉が出たん

ですが災害だけではないだろうと、そうすると「困難」だろうと、

そんなわけで使ったのですが。 

委員     少しいいでしょうか。委員さんの意見の、「明るい未来を切り開

き」といった表現で、暗に、今はそうじゃないっていうことをそ

こに込めていると、直接の表現を使わなくても、そこにある背景

を想像することで市民が今直面している状況を表現するといった

ことも良いのかなと、前文の解説で少しそこ触れられればいいか

なと思いました。出来上がった時にそこにいい印象が残るかなと

思いました。 

委員     私もよろしいでしょうか。私はそれに反対です。というのも、

敢えてここで負のイメージをつける必要があるのではないかと思

います。負のイメージをつけることによって、本文が非常に力強

くなると。きれいごとばかりを並べることで本文に向かう力が弱

くなる。実際にこういう体験をしたわけですから、この体験をの
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りこえてきたわけですから、市民一丸となった力を忘れないよう

に敢えて負のイメージを乗せることによって本文に向かう力をつ

けていきたいと、そういうふうに思います。だから、「大きな」は

取ってもいいかと思いますが、「さまざまな」とかもいいかもしれ

ません。それが伊達らしいパワーになると思います。 

委員長    そういったご意見ですがいかがですか。さまざまな困難をのり

こえた、おそらくこれからも困難をのりこえていかなければいけ

ないのでしょうから。敢えてそこを残すことに意味があって、も

う少し補強する意味で解説で補う。東日本大震災や原発事故、人

口減少社会の到来とか、そういうことに触れて補強していくと。

私もここのところはこだわりたいなと思っていたところで。 

委員     年寄りから子供まで世代が全部経験しているわけですから子供

たちもこの言葉は響くんじゃないかなと。大人はもちろんですけ

れど。負といえば負かもしれないけれど、そこに未来が見えてく

るから、この言葉で良いのかなと私は賛成です。 

委員     私は値打ちがあるのはこの「のりこえ」といった言葉だと思う

んです。今までどこもなかったんじゃないかと思うんです。みん

な一丸となって何かに向かっていくということはなかったんじゃ

ないかと。でも今回の事故だけはみんな一丸となった感じを持ち

ますね。私はそれは誇りに思えるような気がする。だからそれを

生かしたいなと思います。 

委員長    委員の皆様のいろんな思いがありますが、整理します。「協働の

精神で様々な困難をのりこえ」という形でここのところを整理さ

せていただいてよろしいでしょうか。いろいろなご意見があると

思います。もっと明るいイメージでというこれはその通りだと思

います。こんな形で修正してみましょう。 

     【プロジェクターで、イメージを打ち込みながら見ていただく】 

委員     一つよろしいですか、今「さまざまな」が「様々な」と漢字で

表現されていますが、これはいかがでしょうか。 

委員長    これは平仮名でいきましょう。それから、ポイント２に関わっ

て、ルビを取ったらどうだと、つけるなら上にといった話が出ま

した。ルビをつけるとすれば専門家にお任せすれば見やすくなる

と。 

委員     老眼の方にはルビを上に付けると読みづらくなると思います。

つけるとすれば脇につけるのが見やすいと思います。まずこう、

「見えない」「読めない」があるので。大きい字の方が良いかなと
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思います。だったらルビはつけないほうが良いか。どちらかが良

いです。 

委員長    つまりこれを低学年の子供たちに読ませることを考えると読ま

せる側が何らかの形で工夫しなければならないと。当然漢字は読

めない、では漢字の読み方をどうするのかということで、ルビを

つけるであろうと、また思い切ってルビを外してしまうというこ

とも考えられますね。市民がお年寄りから子供まで唱える、声に

出して読んでみるということを考えると、ルビがあった方が良い

のかなくても良いのか。両方あり得ますね。取ったほうがすっき

りとはしますね。 

委員     それは明らかですね。私が前回提案したのは、子供たちが読め

る工夫をどっかにしてあればいいと、それでそれをルビにするの

か現場で教えるのか。いずれにしてもこのままでは読みにくいで

すよねということを申し上げたかったわけです。ですから、無く

てももちろん良いのは良い。しかし小さな子供たちというのをテ

ーマとしていたので、そのためにはこんなことをしましょうとい

うのを考えたほうがいいという提案です。ですからルビをつけな

くてはならないということではない。読みやすさを強調するので

あれば無い方が良い。見た目にはきれいだし。 

委員長    それでは現場でこれを扱うときには、それぞれのところで工夫

していただくと。可能ですか。 

委員     可能です。幼稚園でもできます。 

委員長    委員さんがおっしゃったように、むしろ抵抗感があったほうが

この字なんて読むんだと、そういうところから実は勉強が始まる

と。そういう側面も実は大事だと。 

委員     全部優しく提供してやったほうが良いと、僕は思います。だか

ら読めなかったら勉強しようじゃなくて、ちゃんと読み方がわか

るようになっている方が、今どきはそれくらいの配慮があっても

良いわけで、たとえばこれができて一番下にスペースがあって、

この漢字すべてのルビがあってもいいですよね。私が申しあげた

いのはそういうことで、自分で勉強しなくても欄外に読み方があ

ってもいいのかなとそういう工夫ですね。 

委員長    脚注とかですね。 

委員     そうですね。目立たないけれどそういうデザインを考えると決

してうるさくないと思います。 

委員長    それでは整理します。ルビの問題は全部外して読みやすくして
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すっきりさせると、そういうことでいかがでしょうか。 

委員     取るということですか。 

委員長    そうです。そして子供たちが読みやすいように工夫するといっ

たことであれば、委員さんがおっしゃったように脚注を欄外に設

けるということで、読めるようにしておく。 

事務局    この中で、漢字にするといったこともできるかと思うんですが、

どこまでのレベルにするかといったことだと思うんですが。「たし

かな」とか「ゆたかな」とかは平仮名のままがいいのか漢字がい

いのか。 

委員長    基本的には漢字を使わず表現できるところは平仮名で表現した

いなと。平仮名と漢字の組み合わせで考え、ぎりぎりのところか

なと考えたので、漢字は入れないほうが良いなと考えたんですが、

どうでしょうか。 

委員     丸っこい平仮名があったほうがなんとなく優しい感じがすると。

平仮名が持つゆったりとした包み込むようなイメージがあった方

が良いかなと。 

委員     優しさですね。 

委員     逆に「まなぶ」と「すこやか」がひらがなでも良いのかなと思

いました。 

委員長    「まなぶこころ」は漢字と組み合わせて使った方が良いと思い

ます。 

委員    「学ぶ」は漢字のほうがいいですね。「健やか」が平仮名か。 

委員     平仮名の持つイメージというのは本当に広い。 

委員     最近、巷の文章なんかでも漢字で書けるところを敢えてひらが

なにしているところが多い。 

委員長    「すこやか」は平仮名で行ってみますか。 

委員     ただ平仮名にするのは明らかに何かを狙ってしているのであっ

て、今雑誌で「すこやか」っていうものがあるじゃないですか。

あれ漢字の「健やか」よりも「すこやか」とひらがな４文字のほ

うが売れるわけですよ。印象ですよね。何年生で習うかというの

も重要だけれども、それを見た時の僕たちの捉え方のほうを優先

したほうがよいと思います。 

委員長    「ゆたかな文化」のところは明らかにそうですね。漢字よりは

るかに柔らかい。 

委員     私はその辺もポイントだと思っています。 

委員長    「すこやかに」は平仮名にしましょう。それではポイント３に



13 

 

進めて行きたいと思います。前文解説の「市民みんなの力で大震

災、原発事故など、この「など」っていうところでもっといろん

な事態もこれから起こるだろうということで、「原発事故など困難

を克服してゆたかな未来を引継ぎ」から「地域も人も」のところ

にそのままいくのでしょうか。 

委員     私はそれでも良いかなと思います 

委員長    それから先程「伊達なまちづくり」の説明を素案では無いので、

これを工夫させていただくと。 

委員     先程、委員さんがおっしゃった、「伊達な」という他では使わな

い言葉を使うんだったら、「おしゃれな」とか「粋な」言葉を生か

してはどうかということでしたが、私はそれを聞いてなるほどと

思いました。 

委員     「伊達な」というのはそもそもそういう意味があるということ

ですね。 

委員     これはセンテンスが長いから、「克服してきました」で一度切っ

てそこに、「伊達なまちづくり」とは、と繋げれば良いと思います。

前文の(説明)の中に入れてしまうということです。ですから、「～

を克服してきました。伊達なまちづくりとは～」とつなげればそ

のまま生かせるのではないかと思いました。その頭に「粋な命名

伊達なまちづくりとは～」と入れてみるとどうでしょうか。 

委員     「市民が連携して」というのと「相互に支えあい」というのが

重なっている件はどうでしょう。 

委員長    ここは少し直さなければいけないと思います。それから委員さ

んがおっしゃったように「市民みんなの力で大震災や原発事故な

どによる様々な困難を克服し～」ここは説明の仕方については、

時間をいただきたいなと思います。 

委員     「伊達な」という表現には伊達政宗の着飾った感じではなくて、

「自分らしく」っていうそちらの思いのほうが強いです。一般的

なイメージよりも自分らしさを強調するイメージでいるんですが。

なかなかわかりずらいですね。 

委員     人口減少は克服していないですよね。 

委員     人口減少によっておこる様々な社会問題を克服しといったこと

で。人口減少そのものは克服できないと思いますから。 

委員長    それではその「など」に、そういったことも含まれているとい

うことでいいですね。 

委員     それから「ゆるぎない心で」と入れてほしいです。個人的な意
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見ですが、伊達市が誇れるところで、聖光学院が甲子園で活躍し

ていますが「不動心」という言葉がある。そのことばをそのまま

使うわけにもいかないので「ゆるぎない心」とかそういった言葉

で入れていただきたいと思います。 

委員長    それでは、個々の表現を今の時間で成文化するのは難しいので、

委員長と副委員長に一任させていただいてよろしいでしょうか。 

委員一同   【賛成】 

委員     一ついいでしょうか。前文解説の「尊重・継承」の中黒の部分

ですが、文章に関わっている人たちの中にはこの表現を嫌ってい

る人たちもいるわけですが、皆さんは気になりませんか。気にな

らなければ問題ありません。とるとかではなくて気にならなけれ

ば結構です。 

委員     それをとるとどうなりますか。 

委員     「尊重かつ継承し」などでしょうか。 

委員     気にならなければ結構です。 

委員     委員長にお任せしましょう。 

委員長    それではポイント４、地域包括の理念のところを「そだてまし

ょう～」のところで、解説文のところでそれをさらに解説が必要

になることを避けようと、そういうご意見がありました。それに

代わる言葉を、委員さんが「地域ぐるみでお互いを支えあい」と

いった表現の提案がありました。 

委員     「自らを高め、地域ぐるみで人と人とが支えあい」といった表

現だと自助が入ってくると思います。 

委員長    自助を「自らを高め」という表現にするということですね。 

委員     そうすると地域包括の理念のとおりになります。 

委員長    それではこの表現でいいですね。それから「スポーツ」を「運

動」に。それから本文の順番を「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」の順番

でよろしいですね。 

委員     流れが見えるかなと、覚えやすいと思います。 

委員長    この順番で変更しましょう。全体を見ていかがでしょうか 

それでは、次に２番目のパブリックコメントについての議題に移

りたいと思います。 

事務局    【パブリックコメントについて説明】 

委員長    まず素案を固めなくてはいけない。それから出てきた意見を集

約していくと。いままでパブリックコメントの意見集約はどのよ
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うでしたか。 

事務局    実施要項にも規定しているんですが、寄せられた意見にどう対

応したかということも公表していくといったことになります。寄

せられた意見に対する回答案のようなものを事務局で準備させて

いただいて、委員の皆様から意見をいただくという方法でいかが

かなと考えております。 

委員長    第５回目の検討委員会の日程はどのようになりますか。 

事務局    ２月 25日に、市長への中間報告を考えています。その後パブリ

ックコメントを実施し、意見を受けての微調整をしていただきた

いと考えています。 

委員長    第５回の委員会を３月 23日(水)あたりでどうしょう。今日のご

意見を含めてそれまでの間にご意見があればご連絡ください。他に

何かございますか。無いようですので、長時間にわたりましていろ

いろご意見をいただきました。最後ちょっと残りましたが日程的に

はなんとかまとまりそうかなと思っています。ご協力いただきあり

がとうございました。 

事務局    それでは本日の委員会を閉めさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

 

 

                 

 


