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「ともに生きるまちを目指す条例（素案）」の意見募集結果について 
 

 

「ともに生きるまちを目指す条例（素案）」に関する意見募集手続きは、令和３年４月 15

日から４月 28 日までの期間に行いました。お寄せいただいたご意見及び区の考え方は、以

下のとおりです。 

 

 

１ 意見募集手続の概要 

 

 （１）意見募集の周知方法 

   ①令和３年４月 15 日から４月 28 日までの間、区ホームページに掲載 

   ②令和３年４月 15 日号の「広報えどがわ」に掲載 

 （２）意見の提出方法  区ホームページ、郵送・FAX 又は持参 

 （３）意見の提出件数  69 件（18 名） 

 （４）条例議案の送付  令和３年第２回区議会定例会へ条例議案として送付 

 

２ 寄せられた主な意見 

 

 （１）条例全般に関すること 

   ・条例の制定に賛成する。 

   ・共生社会の理念は理解できたが、施策についてはもう少し具体性があるとよい。 

   ・人権等に関する国際条約等の実行を盛り込むべきである。   

・あいまいな表現や違和感のある言葉づかいがある。各条文との整合性が図られ、 

    また条例の主旨に適う言葉に修正すべきである。 

 

 （２）前文に関すること 

   ・「社会参加の機会が平等に得られるまち」を加えるとよい。 

・温暖化対策に触れたほうがよい。 

・災害の危険性だけが強調され、豊かな自然環境の保全が包含されていない。 

・「受け入れ」という言い回しが強いと感じる。 

 

 （３）条文に関すること 

   ・区が主語の条文は、「努める」ではなく、「する」ではないか。 

 

 （４）その他 

   ・2030 年の区の温室効果ガス削減目標を引き上げてはどうか 
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３ 意見の概要及び区の回答 

 

 ※頂いたご意見は、ご本人を特定されないよう、その概要を公開しています。 

  また、同じ主旨のご意見については、まとめて表記しました。 

 

条例全般について（18 件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

１ 条例の制定に賛成する。（同様６件） ご賛同頂きありがとうございます。 

２ 本条例の対象項目に「年齢」を加えること

に賛同する。 

ご賛同頂きありがとうございます。 

３ 共生社会の理念は理解できたが、施策につ

いてはもう少し具体性があるとよい。 

（同様１件） 

本条例は共生社会を目指すという理念条

例ですので、具体の施策は個別計画の中で定

めていきます。 

４ 国連が定めて日本も批准している人権等

の各種条約の実行を盛り込むべき。 

（同様２件） 

本条例には、世界人権宣言や障害者権利条

約など国際的な条約等の理念を含んでいま

す。 

５ 区民および事業者は、区も含め、ともにま

ちをつくる主体であり、それぞれが「参加」

し、「ともに」共生社会をつくることを示すた

め、該当箇所に「参加」および「ともに」を

加えるべき。 

本条例には、区民および事業者が「参加」

し、「ともに」共生社会をつくることが重要で

あるというご指摘の主旨も含んでいます。今

後、本条例を周知啓発する過程で、より分か

りやすく伝えていきます。 

６ あいまいな表現や違和感のある言葉づか

いがある。各条文との整合性が図られ、また

条例の主旨に適う言葉に修正すべき。 

（同様１件） 

この条例は、出来るだけ分かりやすい言葉

遣いを心掛けました。今後、本条例を周知啓

発する過程で、誤解のないようより丁寧に伝

えていきます。 

７ 条例の見直しは、２～３年ごとに障害者や

人種的・性的少数派当事者も含めた区民と共

に行うべき。 

条例の見直しについては、第８条に明記し

ました。その仕組みについては、今後検討し

ていきます。 

８ 少数側の意見をも理解する努力をし、意見

が反映できる機会をつくることが重要であ

る。 

少数意見の反映等ご指摘頂いた内容は、今

後の施策策定の参考とさせていただきます。 

 
前文について（19 件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

９ １段落目に、「社会参加の機会が平等に得

られるまち」を加えるとよい。（同様１件） 

本条例には、機会の平等がとても重要であ

るというご指摘の主旨も含んでいます。今

後、本条例を周知啓発する過程で、より分か

りやすく伝えていきます。 
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番号 ご意見概要 回答（案） 

10 ２段落目に、「あらゆる差別をなくす」を加

えるとよい。 

本条例には、あらゆる差別を無くすことが

重要であるというご指摘の主旨も含んでい

ます。今後、本条例を周知啓発する過程で、

より分かりやすく伝えていきます。 

11 ２段落目に、「ちがい」が尊重されるだけで

なく、「支え合う」という主旨も加えるとよ

い。 

本条例には、「支え合う」ことが重要である

というご指摘の主旨も含んでいます。今後、

本条例を周知啓発する過程で、より分かりや

すく伝えていきます。 

12 ２段落目の具体の年齢は必要ないのでは

ないか。 

あらゆる人が対象であることをイメージ

しやすいよう記載しました。今後、本条例を

周知啓発する過程で、より分かりやすく伝え

ていきます。 

13 ２段落目の「外国籍の人」は「外国につな

がる人」の方がよいのではないか。 

出来るだけ分かりやすい表現として「外国

籍の人」としました。 

14 ２段落目の「まちづくりの源」は、まちづ

くりに取り組むうえでのきっかけやエネル

ギー源というふうに読めるため、「共生社会

の基盤」の方がよいのではないか。 

出来るだけ分かりやすい表現として「まち

づくりの源」としました。 

15 ３段落目、一人ひとりの立場や状況だけで

は不十分である。「考え」も加えるべき。 

本文には、ご指摘頂いた「考え」も含まれ

ています。今後、本条例を周知啓発する過程

で、より分かりやすく伝えていきます。 

16 ４段落目、「地域に力を与えてくれる」は、

パートナーシップに相応しい言葉として、

「地域に力を与える」の方がよい。 

区や区民にとって事業者は対等なパート

ナーです。本文では、より丁寧な言葉として

「与えてくれる」としました。 

17 ５段落目、環境共生社会を目指すことが明

記されたことに賛同する 

ご賛同頂き、ありがとうございます。 

18 ５段落目、環境は SDGs の土台にある。日

本一のエコタウンとしても、SDGs を推進する

区としても、温暖化対策に触れたほうがよ

い。（同様１件） 

本条例は共生社会を目指すという理念条

例ですので、温暖化対策については具体の施

策の中で取り組んでいきます。 

19 ５段落目、災害の危険性だけが強調され、

豊かな自然環境の保全が包含されていない。

（同様１件） 

本条例は共生社会を目指すという理念条

例ですので、自然環境の保全については具体

の施策の中で取り組んでいきます。 

20 ５段落目、「受け入れ」という言い回しは、

区民に向けられる言葉としては強すぎるよ

うに感じる。「理解」や「受け止め」などの方

がよい。（同様２件） 

本区の地勢上の水害リスクを受け入れる

ということです。「受け入れ」の中には、「理

解」「受け止め」という意味も含んでいます。

今後、本条例を周知啓発する過程で、より丁

寧に伝えていきます。 

21 ６段落目、何の先頭に立つのか分かりにく

く、大切な視点は「ともに」なので、「それら

を学び、広い視点からともに高め合っていき

たい」とするとよい。 

本文には、ご指摘頂いた「広い視点からと

もに高め合っていきたい」という主旨も含ま

れています。今後、本条例を周知啓発する過

程で、より分かりやすく伝えていきます。 
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22 「私たち」が誰を指しているのか分かりにく

いため、具体的に表現して欲しい。 

「私たち」とは、第一条に明記した区、区民

及び事業者のことです。前文では簡潔に明記

しました。今後、本条例を周知啓発する過程

で、より分かりやすく伝えていきます。 

 
第一条 目的（2件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

23 「機会の平等」、「社会参加を妨げる社会的

障壁の除去」が、共生社会の実現に必要不可

欠と考えるので、その文言を加えたほうがよ

い。 

本条例には、機会の均等、社会的障壁の除

去が必要不可欠であるというご指摘の主旨

も含んでいます。今後、本条例を周知啓発す

る過程で、より分かりやすく伝えていきま

す。 

24 単に「共生社会を実現する」ではなく、区

民や事業者と「ともに実現する」とした方が

よい。 

本条例には、ご指摘の主旨も含まれていま

す。今後、本条例を周知啓発する過程で、よ

り分かりやすく伝えていきます。 

 
 

第二条 定義（5件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

25 第一項、「差別をなくすこと」と「機会の平

等を確立すること」が「ともに生きる」こと

になるため、その文言を加えたほうがよい。 

本条例には、「差別の撤廃」「機会の均等」

が重要であるというご指摘の主旨も含んで

います。今後、本条例を周知啓発する過程で、

より分かりやすく伝えていきます。 

26 「社会的障壁の除去」と言う概念を多くの

人が認識することが重要であるため、その文

言を新設したほうがよい。 

本条例には、「社会的障壁の除去」が重要で

あるというご指摘の主旨も含んでいます。今

後、本条例を周知啓発する過程で、より分か

りやすく伝えていきます。 

27 第一項、国籍が日本国籍であっても日本語

を母語にしない人たちや異なる文化を母体

に暮らす人たちを含まないため、国籍だけで

なく、出身、言語、宗教という文言も加えた

ほうがよい。 

本条例の対象には、ご指摘いただいた出

身、言語、宗教が違う人も含まれます。今後、

本条例を周知啓発する過程で、より分かりや

すく伝えていきます。 

28 第一項、「多様性を認め合い」ではなく、「病

気の有無などによって差別を受けることな

く」のほうがよい。 

「多様性を認め合い」の中には、ご指摘頂

いた「差別の撤廃」も含まれています。今後、

本条例を周知啓発する過程で、より分かりや

すく伝えていきます。 

29 第三項、前文と整合性をとるため、「区内で

働き、学び、若しくは活動する者」のほうが

よい。 

ご意見として承ります。 
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第三条 区の責務（4件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

30 第一項に、社会的障壁の除去を加えたほう

がよい。 

本条例には、「社会的障壁の除去」という概

念も含んでいます。また、第七条に条例の制

定や計画・政策の策定にあたっては、条例の

理念を最大限尊重するよう努めると明記し

ていますので、社会的障壁の除去に関する具

体の施策は、個別の施策等の中で取り組んで

いきます。 

31 第三項の「区民」には、それぞれの当事者、

関係者が含まれることを明記したほうがよ

い。 

「区民」の定義は、第二条第三項に明記し

たとおりです。ご指摘のとおり、それぞれの

当事者、関係者も「区民」に含まれます。 

32 第三項は、区民及び事業者と「協力」では

なく、「参画」にしたほうがよい。 

共生社会を実現する上で、区民等の参画は

重要です。本条例は共生社会を目指すという

理念条例ですので、より具体的な仕組みは個

別の計画や施策の中で定めていきます。 

33 啓発活動や情報発信の方法を明示すると、

よりイメージしやすいと思う。 

本条例は共生社会を目指すという理念条

例ですので、具体の施策は個別計画の中で定

めていきます。また、本条例のより分かりや

すい周知啓発を行っていきます。 

 
 

第四条 区民及び事業者の役割（3件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

34 社会的障壁の除去を広く意識してもらう

ことが重要であるため、その文言を加えたほ

うがよい。 

本条例には、「社会的障壁の除去」という概

念も含んでいます。今後、本条例を周知啓発

する過程で、より分かりやすく伝えていきま

す。 

35 「協働」ではなく、「参画」としたほうがよ

い。 

共生社会を実現する上で、区民等の参画は

重要です。本条例は共生社会を目指すという

理念条例ですので、より具体的な仕組みは個

別の計画や施策の中で定めていきます。 

36 「自ら考え、自ら行動し、」ではなく、「と

もに認め合い」のほうがよい。 

本条例には、ご指摘の主旨も含まれていま

す。今後、本条例を周知啓発する過程で、よ

り分かりやすく伝えていきます。 
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第五条 基本的施策（2件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

37 現行の要綱やガイドライン、運用実態が既

に社会的障壁になっていると思われるケー

スがあるので、第三項にこれらの検証も加え

たほうがよい。 

「検証」には、要綱やガイドライン等も含

まれます。それらが社会的障壁とならないよ

う、検証を行っていきます。 

38 区民および事業者の積極的な参画を促す

ため、「区民及び事業者の参画のために必要

な情報を公開し、参画する場を設けること」

を付け加えて欲しい 

共生社会を実現する上で、区民等の参画は

重要です。本条例は共生社会を目指すという

理念条例ですので、より具体的な仕組みは個

別の計画や施策の中で定めていきます。 

 
 

第六条 災害等への対応（2件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

39 障害種別ごとに様々な特性があり、対応方

法も変わるので、そうしたことが読み取れる

よう、「特性」という文言を加えたほうがよ

い。 

多様性の中には、ご指摘の「特性」も含ん

でいます。今後、本条例を周知啓発する過程

で、より分かりやすく伝えていきます。 

40 前文と整合性をとる意味で、「誰一人取り

残さない視点に立った取組を行う」のほうが

よい。 

本条例には、ご指摘の内容も含まれていま

す。 

 
 

第七条 政策等への反映（1件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

41 区が主語の場合、「努めることとする」とい

う努力義務ではなく、「しなければならない」

という義務になるのではないか。 

頂いたご意見を踏まえ、文言を修正しまし

た。 

 
 

第八条 変化への対応（1件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

42 条例は当事者とともに定期的な検証が必

要であるため、「施行後 3 年ごとに、この条

例の内容を区民とともに検証し、必要に応じ

て見直すこととする。」のほうがよい。 

本条例だけでなく、具体の施策等に関して

も、時代の変化等を捉えながら適宜、検証を

行っていきます。 
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個別の施策に関することなど（12 件） 

番号 ご意見概要 回答（案） 

43 いかなる状況下でも個人の意思を汲み取

る(個人個人の人生の背景バックグラウンド

も理解する)努力をし、選択できる環境を用

意(情報多彩化)して欲しい。 

今後の施策の参考とさせていただきます。 

44 区が中心となって様々なサービス事業と

の連携とつながり(パイプ)をあっせんし、必

要に応じて区が支援もしていくこと。 

今後の施策の参考とさせていただきます。 

45 車椅子が歩道を歩けるほどの幅がない、電

柱や植栽が歩道の多くを占める箇所が多い、

歩道に面している商店が看板や商品を歩道

に陳列しているなどのため車椅子やベビー

カーが車道を走行せざるを得ない状況を改

善して欲しい。 

ご意見として承ります。 

46 信号のない横断歩道を通行しようとして

いる小学生がいるのに公共交通機関である

バス、タクシーでさえ停車しない状況を改善

して欲しい。 

ご意見として承ります。 

47 小岩駅南口周辺での客引及び路上に多数

で待機する事を禁止する条例を作って欲し

い。 

ご意見として承ります。 

48 江戸川区の 2030 年の温室効果ガス削減目

標を引き上げてはどうか。（同様１件） 

ご意見として承ります。 

49 妊娠出産費用をゼロにして欲しい。 ご意見として承ります。 

50 路上喫煙の撲滅、厳罰化、屋内施設の禁煙

化をして欲しい。 

ご意見として承ります。 

51 公園での喫煙について、しっかり見回り発

見次第逮捕するなど、強制力を持ってほし

い。 

ご意見として承ります。 

52 違法看板や自転車走行マナーを取り締ま

る強制力を持った条例を作って欲しい。 

ご意見として承ります。 

53 条例に関してではないがこのフォームに

飛ぶまでのクリック回数が多く探すのに時

間を要した。 

ご意見として承ります。 

 


