かわらばん あんき会 News その 1（２００8 年 2 月発行）

安城の憲法をつくろう…
まだまだこれから！

安城市のみなさんこんにちは！
はじめまして、安城市自治基本条例を考える市
民会議ことあんき会です。市民公募メンバー２
４名、市職員メンバー１１名、事務局スタッフ
も含め約４５名で昨年末に動き出しました。こ
れまでに３回の会議が開催されました。
「安城
市の憲法」である安城市自治基本条例の策定に
向けてまだ歩き始めたばかりです。
第１回目には神谷学市長からメンバーへ委
嘱状が交付され、いよいよスタート！少し緊張
をほぐした後、自己紹介と似顔絵名札づくりを
しました。その後、５グループにわかれて「安
城のここがスキ！ここがキライ！」のテーマで
グループワーク、発表をしました。
第２回目は、前回より少し打ち解けたところ
で会の名称と代表者を決めました。その後、希
望のはっぱに「条例づくりに期待すること」
「安城で大切にしたいこと」を書いて、全員ひ
とことずつスピーチ。安城に対する熱い想いの
ため、持ち時間をオーバーしてしまう方も…。
第３回目は、今後の進め方の説明の後、
「な
ったらいいな！こんなまち」をテーマにグルー
プワーク。発表はグループごとの寸劇形式で。
みなさんの芸達者ぶりに盛り上がりました。
３回とも参加者のみなさんの熱意があふれ
るにぎやかな会となりました。これからもこの
あんき会ニュースでポイントごとに会の様子
をお伝えしていきますのでご期待下さい。
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いよいよはじまりました！

安城市自治基本条例を考える市民会議（愛称：あんき会）
ろ

第 1 回目は市民メンバー22 名、市職員
メンバー11名と事務局スタッフあわせ
て 45 名が出席して開催されました。

〇ここがスキ！
交通の利便性
／知立バイパスは走
りやすい ／自然環境
／夜がまだ静か／
川湖／矢作川／油ヶ淵／風景／田園
風景／食べ物／いちじく／学校／安城
学園／公園／文化／伝統芸能／地域
／町内会組織と NPO の存在 他
×ここがキライ！
車／渋滞／電車／公共交通が不便／歩
道が少ない／街灯／夜道が暗い／治安
／ごみ／川にｺﾞﾐが多い／町内会／商店
／駅前ｼｬｯﾀｰのおりたお店が多くなった
／防災／森／雑木林や森が少ない 他
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第１回
あんき会

い

グループ
ワーク中！

2007/12/14

〇ここがスキ！
自然／ホタルがいる／財政／医
療施設が充実している／未来／人口が
増えている／ふれあい／おだやかな性
格／異文化との共生・共存がしやすい
／風景／御嶽が見える／温故知新／
明治用水がある／三河らしさが残る 他
×ここがキライ！
インフラ／バリアフリーになっていない
／住環境／市街地と非市街地との地域
格差が多い／商業／
格差が多い ／商業／
観光の目玉がない ／
人柄／うわさ好き／
温故知新／新しいこと
ができない 他

第3回
あんき会

い

ろ

思いやりの
ある町

第３回目は、市
民メンバー16 名、
市職員メンバー
10 名と事務局ス
タッフあわせて
計３５名が出席
しました。

安城大好
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〇ここがスキ！
交通／あんくるﾊﾞｽあり交通便利
／企業／ものづくりの集積／施設／競
技場がよく整備されている／公民館は
他の市に比べて非常に良い／田／散歩
道がよい／その他／自然災害がほとん
どない／産まれた土地で大好き 他
×ここがキライ！
安全安心／暴走行為／まちづくり／駅
近くに駐車場が少ない／自然／家々が
雑然としている／国際
雑然としている
化／外国人が多くな
り、違和感を思う／そ
の他／安城の良さをｱ
ﾋﾟｰﾙすることがﾍﾀ 他

〇ここがスキ！
交 通 ／ 新 幹線
駅がある／名古屋に
近い／自然／平坦／
緑が多く、環境が良い
／治安／街が各地区にある／自治／行
動力のある市民が多い／自治会活動
が活発である／その他／農業の振興を
行っている／芸子さん 他
×ここがキライ！
交通／道が狭い／自然／山、海がない
／土地開発／未だに郊外開発している
／出身者／市内出身の有名人が少な
い／自治／最近犯罪が多いかな／
その他／行政施策に一環性がない 他

〇ここがスキ！
農工商／農・工・商バランスが良
い／働く場所が多い／交通／自転車道
が町の中を走っていてよい!!／風景／四
季を感じる／田舎なところ／その他／七
夕がすき／デンパークが楽しい／他の市
と比べて市がやる気／農産物が豊富 他
×ここがキライ！
交通／車の運転が荒い(交通事故の多
発)／自然／樹木が少ない／マナー／
不法投棄が多い／犬
不法投棄
の飼い主のﾏﾅｰが悪
い／その他／小さな店
を大切にしたい／女性
の発言が弱い 他

こんなまちになったらいいな

「自分以外の人」だったら？

環境／自然のゆたかなまち／
移動しやすい／ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの町／
心と体の健康／いじめのないま
ち／行政／住民主体の地方行
政（市役所）／働く場／若い世
代の増加するまち／買物／商
店街がにぎやかなまち 他

子ども・小学生／魚つり（ポンツ
ク）できる川、池のあるまち／
会社員・OL／男女参画社会が
実現、女性部長の出現／トリ／
木々の豊かなまち／ナレーター
／老人から子供まで平等にした
しめる町（条例）を作る 他

空気／公害のないマチ／理想
／環境首都／安全／子どもが
安心して遊べるまち／ふれあい
／あいさつをかわすまち／助
け合い／弱者の暮らしやすいま
ち／アットホーム／パチンコ屋
さんが早くしまる街 他

子ども・小学生／お父さんの帰
りが早くなってほしい／子育て
中のお母さん／子育て中のお
母さんが多い街／定年退職し
た男性／人生経験をいかし、ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ活動に参加しよう／ネコ
／日当たりのいい場所求む！ 他

環境／ゴミをしっかり分ける町
／防災防犯／家のカギを閉じな
くても安心な町／交通／公共交
通により移動できるまち／自治
／住民が自分たちで問題解決
するまち／食／自給自足で食
料がまかなえる町 他

中学生・高校生／テニスコート
の多い町／会社員・OL／仕事
帰りにフラッと寄りやすい酒場
のあるまち／元気な中年女性
／義理の親の介護もあまり負担
にならないわー／外国人／コミ
ュニティに参加したいです 他

に

緑 自然／みんな自分の畑をも
てる／表現の場／人が集まって
会話する場所が多いまち／交
通／自転車・歩行者を区分し安
全なﾙｰﾙをつくる／明るくて元
気／七夕の他に市のイベントを
考える。人が集ってくるまち 他

若者・大学生／音楽を発表する
場所があるまち／会社員・OL／
若者達が集まる場所設置／
お年寄り／楽しく明るく元気に
／ナレーター／みんなに良いと
ころをいっぱい紹介できる素敵
なまちになるといいなあ 他

こんなまちを
めざそうよ

は

名演技が続々

出番待ち中！

◆自治基本条例ってなんだろう…？
地方分権の大きな流れを受け、自治の基本的なルー
ル、
「自治体の憲法」とも呼ばれる自治基本条例をつく
ろう、という動きが全国で活発になってきています。
愛知県内では東海市・豊田市・知立市･日進市で既に策
定されています。内容は、めざすまちの方向性や、市
民・議会・市の役割や責務、協働のための仕組みなど
自治体によって様々です。

◆安城市自治基本条例を考える市民会議って…？
「自治基本条例」は自治システム実現のための「道
具」のひとつ。でも、
「目的」そのものではありません。
だからこそ「安城でつくることの意味」や「条例策定
後」まで見据えた過程（プロセス）が、何より重要で
す。そのため市民公募メンバーと職員公募メンバーに
よる「安城市自治基本条例を考える市民会議（愛称：
あんき会）
」構成し、条例づくりを進めています。

◆スケジュールは…？
あんき会は月１～２回、この他にあんき会代表者や
学識経験者、市内団体代表者や議会関係者で構成され
る審議会が２ヶ月に１回程度開催されます。
（こちら
は２月４日にスタートしました。
）意見を交換しながら
進んでいく予定です。来年３月の議会上程を目指して
います。
（あくまで目標です。安城らしい条例をつくる
ため延長することもあります。
）

第2回
あんき会
2008/1/21
第 2 回目は、市民メンバー
23 名、市職員メンバー8 名
と事務局スタッフあわせて
４１名が出席して開催され
ました。

知り合いに
なろう！

楽しい
くらし

自治基本条例に期待すること
（キーワード）

安城で大切にしたいこと
（キーワード）

市民条例／市民が主役／協働／役割分担／
自覚／能動的自治／地域自治／地域力をた
かめる／共有共感できるまち／透明性・説明
責任／市民が納得して守れる条例／市のル
ールとして根付くこと／基本理念・理論がある
こと・ルール・マナーがあること／制定過程／
「みんなでつくる」～10,000 人参画～／市民全
員が係る条例がほしい／個性／ユニーク／
Happy／幸せを感じる／笑顔／安全安心の町
／幼児から老人までが安心して生活できる条
例／住みよいまち／人と人とのつながり／み
んなのためになること／バランスのとれたま
ちづくり／「バランスのよさ日本一」農・工・商・
教・行／自然環境を優先する町／環境首都を
目指す安城にふさわしい自然環境景観条例／
共生共助の精神を具体化すること／条例？ 他

環境／緑・水・静けさ／森と水（河川）／緑／緑
いっぱいの町／清らかなまち／安城らしい風
景を守る／原風景／田園／田舎であること／
田んぼを含めた農地の有効利用／鉄道路線
／共に働き共に栄える／住みよい街づくり／
行政の効率経営・市民が主役行政はサポート
役・市民生活と農業の共生・スローライフの促
進／自然と市民／安全安心であること／安全
安心で住みやすいまち／人のつながり・たす
けあい／つながり／大人・子どもが明るく笑顔
で対話・挨拶が出来ること／近所づきあい／
協働／私ができることさがし／主体的参画／
今以上に地域が活性化することを期待しま
す！／活気（活力）／明るく楽しく／ほこりに思
える／一人を大切に！／結婚相談センター・
身障者のバリアフリー／医療の完全実施 他

ひとことアンケート

第４回 あんき会
市民・行政・議会 できてるね！ココまでは…｡ ／さらにレベルアップするためには…

２月 27 日(水)午後 7 時～9 時 市民会館 2 階視聴覚室

第５回 あんき会
次のステップへ向けて…自治って何?自治基本条例って何？みんなで勉強しよう！

3 月 26 日(水)午後 7 時～9 時 市民会館 2 階視聴覚室
4 月以降もまだまだ続きます！乞うご期待！

第 1 回 楽しかったです。／第１回目としては上々ではないかと思います。／安城のよいところわるいところが
出し合えたことで、多少全体像がわかってきました。／今後の各人の前向きな姿勢でないと達成できない。が
んばりましょう。／時間が少なかった。／色々な事例等出し、検討していきたい／状況説明が不足。
第 2 回 今日は充実した時間と思えた。／予想しなかった身近な意見・質問が出され今後の参考になった。／
発言は尊重するが私語が多い。傾聴、会議を進める上でマナーの問題だ。／少しずつ本題に近いことにふれ
てもと思います。／条例をつくる視点を確認したい。／これからを期待します。あせらずやって欲しいと思います。
第3回 寸劇が思った以上に皆うまくてびっくりした。おもしろかった。／住みやすいまちについてメンバー内で
それぞれの想いが共有できた。／会話、対話、話し方が全員多分よくなって来た。／これからの進め方につい
ては、ひとりひとり意見がちがうことが伝わった。／安城の歴史を学ぶ機会があってもいいと思う。他

