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第５回佐賀市自治基本条例検証委員会 議事概要 

 

【開催日時】平成２９年３月２日（木） 午前１０時００分 ～ 午前１１時５５分 

【開催場所】佐賀商工ビル ７階 共用大会議室（佐賀市白山二丁目１番１２号） 

【出席者】 

（委 員）５０音順、敬称略 

荒牧軍治、井上亜紀、小城原直、香月道生、下村律子、高原陽子、田中咲千子、徳永浩 

（事務局） 

事務局、北御門副課長、無津呂主査、酒井主査、井本主査、堀主事 

【公開又は非公開の別】公開 

【傍聴者】１名 

【議事概要】 

１ 開会 

（委員長あいさつ） 

  今日のメーンのテーマは、条例改正の可否について、まだ継続審議としているところ

が幾つか残っているので、それについて集中的に議論をしていきたい。多分、今日が一

番の山場になると思うので、よろしくお願いしたい。 

 

２ 第５回審議事項 

（１）第４回委員会の振り返りについて 資料１ ３ページ～ 

（事務局） 

  前回の検証委員会で運用状況に関する意見として、第９条の事業者の役割及び責務、

第 13 条の情報共有の推進、第 19 条の意見等の取扱い、条例全般。条文改正に関する意

見として、第７条の市民等の役割及び責務、第８条の市民活動団体の役割及び責務、第

９条 事業者の役割と責務、第 10 条議会の役割及び責務、第 11 条市長の役割及び責務、

第 12 条職員の役割及び責務、第 31 条国際的や視野の醸成について主なコメント等を抽

出して説明。 

（委員長） 

  前回の振り返りについては、よろしいか。 

 

（２）条例改正の可否について 資料１ ９ページ～ 

（委員長） 

  それでは、きょうのメーンテーマである条例の改正の可否について議論したい。 

  15 ページに全体のまとめがあるので、この確認からお願いしたい。 

（事務局） 

  資料１の 15 ページに、現在の検証の進捗状況を一覧表にしている。 

  今回、太字で「５」と記載しているところが、全て継続審議の案件で、本日の審議内
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容である。こちらを皆様に御審議いただきたい。 

（委員長） 

 それでは、まず「第７条 市民等の役割及び責務」について、自らの発言及び行動に

責任を持ちというところの部分が少し重過ぎて、参加の阻害要因になっていないだろう

かということについて、話が出ているが、特に強調されたいことがあるか。 

（A 委員） 

  初めてこの条例を読んだときに、少しここは重い印象を受けて、そういう意見を出さ

せていただいた。 

  ただ、この会議に何度か参加させていただく中で、人によってそれほど重く受けとめ

るわけではないということと、それだけ積極的に参加してほしいという、条例をつくっ

たときの気持ちがここにあらわれているということがだんだん理解できたので、この部

分はこのまま行ってもいいのではないかなと今は思っている。 

（委員長） 

  検討会議に公募で 20 名の方が来られていたが、その人たちが、自分たちは動いていな

かったなというようなことを言って、ここに来て初めて自分が考えるようになったと言

われたのを記憶している。そのときにやはり市民は考えとかなければいけないと言って

おられて、その表現が委員の人たちからどんどん出てきていたような気がする。すごく

積極的な会議だと思った。 

  それがたぶん、起草委員のほうに伝播して、こういう文章になったのだというふうに

理解している。A 委員からも指摘があったように、このままで何年かはやってみてもいい

のではないかという気がするが、よろしいか。 

  それでは、ここは「変更なし」ということで行きたいと思う。なぜそうかということ

については、先ほどから事務局のほうから出ている意見で十分だと思う。 

  次の条文に進みたいと思う。事務局から説明をお願いしたい。 

（事務局） 

  続いて第８条の「市民活動団体の役割及び責務」だが、「地域における課題の解決」と

いう表現が重い印象との意見が出ている。これについても、委員から両方の意見が出て

おり、課題解決と地域の活性化への貢献の両方が市民活動団体に課せられており、重た

い印象を受ける一方、佐賀市のまちをつくっているのは市民活動団体なのだという、そ

ういった市民活動がまちづくりの中核だというようなことをここにあらわしたものだと

いうような意見が出ている。 

（委員長） 

  これもどちらかというと、地域の課題の解決というちょっと重たい文言についての印

象が提起されていると思う。今まで議論したことが書いてあるが、市民活動団体という

と、いわゆるＣＳＯというか、自治会とか婦人会とか、子ども会とか全部のことを市民

活動団体と称した。その一つ一つが地域の課題を解決するところまで行くのかというこ

とと、それと、これが「及び」でつながっているので、地域の活性化にも寄与しないと
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いけないというようなことを書いているのだというふうに思う。 

  私たちの団体も、今回市役所から補助金をもらうチカラットというのに初めて応募し

た。申請書を出したときに、どういう目的で何の活動をするのかと書かされる。ああ、

やはり地域の課題をこういうことで解決しているとか、活性化に寄与しているとかと書

かないといけないというのを思い知らされて、私たちはこんなふうに期待されているの

だと思った。まちづくり協議会の人たちと協働で仕事をしたいということを出して、お

金が動くときは何らかの形で、何かそういうことをきちっとしておかないといけないの

だと思った。自主団体とか、ＮＰＯとか、ほかにもいっぱいあるから、ここまで言うか

とかという気持ちは確かによくわかるが。 

（副委員長） 

  先ほど委員長が言われた、いろいろな団体、それぞれやはり課題を持ち、それをどう

解決し、どう発展させようかというのは常に考えていることである。そういうことで、

各団体が動いていることによって地域が活性化しているという事実がある。それを私た

ちがちょっと束ねているだけで、そういう自主性を持って各団体がそれに合った自分た

ちの役割、それと解決策というのか、どういうふうに持っていけばもっとうまくいくの

かとか、そういうことを考えながらやっている。そういう意味で、私はこれぐらい書い

ておいてもいいのではないかと思っている。余りやわらかくするよりは、条例なので、

これくらい書いておいて、変更なしでいいと思っている。 

（委員長） 

  市民活動団体の担い手不足というのはどこも深刻な課題で、単位自治会の会長は、１

年交代で回すと、みんな嫌がって逃げ回るとかという話がよくある。そこまで言うと厳

しいと思われるかもしれないが、自治会長のように全体を束ねておられる方々は、そう

いう気持ちでやっておられるのだと思う。 

（副委員長） 

  民生委員も、まず説得して、後で条文を見せるというふうにやらないと、ちょっと無

理だと言われる。まず、民生委員というのはこうなのだということを説明して、それで

こうやって地域貢献としてやって欲しいと。私も何回も行ってようやく了承された人も

いるが、今一生懸命されている。そういう意味で、やはり引き受ける気持ちになったと

きが、一番重要と思っている。 

（委員長） 

  検討会議で誰かが最後に「気合だ」と書いてあったが、そういう気持ちを表現したも

のだということで、私たちが担っているいろんなＮＰＯや、まちづくり協議会、自治会

とかの人たちに対しては、とにかく重要な役目を担って、多分、佐賀市の一番の特徴で

いいところは、こういう昔ながらの出しゃばり感覚が残っているところにあると考えて

いるので、これぐらいでいいかなと。都会は完全に、もう崩壊していこうとしているけ

れど、佐賀ではまだ残る可能性があって、ここがいけるかなという感じはする。 

（F 委員） 
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  地域における課題の解決という文言が重いという発言したのは私だった。始めは本当

に問題解決を考えているのではなく、単に楽しみたいだけの、そういう私的グループの

人たちが入ってきにくくなるのをずっと危惧していた。しかし、ずっと考えていたら、

そもそも条例を知らない人のほうが圧倒的多数なので、まだまだ普及啓発とか、運用の

ほうの問題が非常に多くて、自分たちでは楽しみにやっているのだろうけれども、これ

はやはり公益性のある事業だということに他から言われて気づくことというのも結構あ

ると思う。そうすると、この条例の８条で、こういうふうな市民活動団体というふうに

見られることもあるから、こういう活動を手伝って欲しいとか、こちらからお願いして

いくような形での運用というのもあるという気がしてきた。そうすると、今のままの文

言が、かえって普及啓発、運用がうまくいくならば、功を奏するのではないかという意

見が私の中にはあるので、このままでいいかと思う。 

（委員長） 

  街なかで遊んでいる若者たちに、君たちの行動も活性化に役立っていると、こっちか

ら言ってやるということ。だから、街なかでバスケットをしている子たちも、そこで人

が動いたり、元気になったりすると、確かに活性化には役立つ。しかし、本人たちはそ

う思っていないだろうという気がするが。 

（C 委員） 

  活動している団体側としては、条例に私たちは守ってもらっていると感じる場面が今

出てきている。それで文言というのは、あまり堅苦しくではなく、この条文に守られて、

深いところ、浅いところを運用していけたらいいなというのをつくづく今感じ取ってい

る。だから、活動する側としては、ぶつかったときは、条文があるから大丈夫だという

ようなお守りみたいな感じもしている。 

（委員長） 

  今、二人の委員から意見が出たように、こういうものを少し、制限項目ではなくて、

活発に、むしろそういう責任を持って頑張ろうという呼びかけの文言にするということ

にして、このままで行きたいと思う。 

  第９条の事業者の役割。こちらのほうは、もっと厳しくとかという方向の意見だと思

いうが、事務局のほうから説明をお願いしたい。 

（事務局） 

  第９条の「事業者の役割と責務」については、地域社会との調和という非常に消極的

な表現になっているので、もう少し積極的な文言を入れてはどうかというような論点で

あった。 

  これについて、委員から中小企業もＣＳＲ活動を意識して、同じような役割を担わな

ければいけないのではないかというような意見と、むしろまちづくりに積極的に参加し

ているような事業所もあるからあまり気にしなくてもいいのではないかというような、

双方の意見あった。 

  先ほどの振り返りの中でも説明したが、条文をつくる過程にも起因しているところで、
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第８条の市民活動団体が始めからいわば中核部隊というような認識に対し、事業所につ

いては後からこの条文が加わってきた。その段階で負荷をかけ過ぎるのではなくて、事

業所も市民等の一つになっていてまちづくりの一翼を担っているということをこの条文

で言っているというような御意見をいただいた。 

（委員長） 

  もともとの議論のところで、自治基本条例の対象団体に事業者を入れるべきかどうか

というところから始まって、私も入れるべきと言った側にいた。事業者を自治基本条例

の主体とみなすかどうかより、むしろ、ちゃんとそこに向かって、あなたたちも仲間な

のだから入ってくきてれということを言い続けることのほうが今は重要だということで、

どんな活動をしているかというような運用のことをずっと聞いていたと思う。 

  例えば、佐賀大学に行ったかと聞きたい。あなたたちも当事者だよと。佐賀県庁に行

ったかと、あなたたちも城内地域の重要な構成員だということを私たちも本当は言いた

かった。城内のまちづくりを考える委員会の座長をしていたが、あそこの中で当事者は

誰だというと、自治会の人しか出てこない。ところが、テレビ局だって、県庁だって、

重要な構成員なのに、私たちは知らんと言って出てこない。それは違うだろうというの

がもともとあって、事業者もちゃんと入ってよということから、始めたような気がする。 

  ただ、その認識にしてもそこまでまだできていない。佐賀大学は本庄まちづくり協議

会に組み込まれたが、それは、まちづくり協議会の会長をしていたのが佐賀大学の名誉

教授だったので、本庄町で塾を開くから、講師になれと言われた。そうやって本庄町は

大学があることを利用してまちづくりを起こそうというふうに考えた。同様にどんどん

使っていけばいいのだろうと思うが、大学そのものはそんなふうに絶対思っていない。

だから、今は多分巻き込んでいくということでいいという感じがする。 

  私は、さが水ものがたり館、大和町春日にあるので、春日のまちづくり協議会に地元

の企業ですとずっと言い続けて、使えと言っているが、そういう感覚をみんなに持って

もらえるといいなという感じはする。 

  これをもう少し強くしたいという気持ちは私たちにもあるが、まず運用のほうで頑張

ってみるということで、企業の人たちに当事者であるということを理解していただくと

いうことでいいのではないかと思う。広くは青年会議所とか商工会議所とか、いろんな

方々が会議体としては参加されているが、もう少し立地しているところで、もっと狭く

いろんなところで参加してもらうといいと思って、こういうのを入れたつもりだ。もう

少し様子を見て、やることでよろしいか。多分私たちが一番厳しかったほうの部類に入

ると思うが。このままでしばらく様子を見て、事務局のほうでは、ここに私たちが込め

た意思、意図をもう少し酌んで、企業回りとかやっていただいて、いろんな地元の事業

にむしろ積極的に参加してもらうことが私たちは重要だと考えているというふうに啓発

していただければありがたいと思う。 

（B 委員） 

  調和というのが物足りないと書いてあるが、調和のほかにどんな言葉が思い浮かぶか。 
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（委員長） 

  わからないが、少なくとも市民団体や市民には主体であることを自覚して責任を持っ

て行動するように言っているのに、どうも事業者のほうの文言は、消極的なイメージが

する。 

（B 委員） 

  だからといって、調和以外に何か、ほかの言葉で何があるのかを少し考えていた。共

生とかとは違う。少なくとも共生とかではない。 

（委員長） 

  ほかのところは多分、地域社会貢献に努めるものとするとか、何かそんなふうに書い

ていたのに、自分たちが企業活動をやるというのは、基本的には利益を上げるとか、そ

のときに不調和が起こるかもしれないということをイメージして書いてある。例えば、

企業が立地したりすると、交通が非常に乱れる。そうすると、そこをどうやって解決す

るかをその当事者である企業も一緒になって参加してというのが調和だと思う。もう少

し、積極的に解決するために地元に出ていくというのをやる気があるかどうかだ。だけ

ど、今のところまだそこまで積極的ではなく、できるだけトラブルが起こらないように

するのが調和の段階だとすると、その次、地元の人たちとお祭りをやったり、企業の駐

車場で何かをやったりというぐらいのことまでいくと、地域はどんどん変わっていくと

いう気がする。 

（B 委員） 

  既に貢献という言葉があるから、調和を図るという、もうちょっと上の段階の概念は

何だろうなと思った。 

（事務局） 

  逐条解説の８ページの説明をご覧いただきたい。以前、条例をつくるときの検討会議

でも出されたようなことも踏まえて、説明として少し加えている。事業者も、まちをつ

くっていく上での地域の一員であるという認識を持ってもらいたいというのが一番にあ

った。だから、このまちづくりの主体に事業者も入れようという話になったと思う。 

  ただ、事業を行う上では、どうしても公害や車の渋滞の問題など、地域社会に影響が

少なからずあり、その責任も持っているということを踏まえた上で、役割を自覚して貢

献に努めていただく。あくまで事業活動をするというのは、自分たちの利益だけのため

ではなくて、地域貢献というのがベースにあるというのをここで確認させてもらうとい

うのが１つあると思う。 

  それとともに、地域社会との調和ということで書いているが、その次の段落、自主的

な活動のほかに、地域での清掃活動とか、祭りへの参加、協力とか、こういうことをま

ずやってもらうというのが地域への貢献になるし、それをやってもらえれば、地域住民

と同じように事業者も地域の中に溶け込んで調和していくのではないかというような考

え方で、「調和」という言葉が一番いいのではないかという議論になったと思う。 

（A 委員） 
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  以前、ここの議論で発言したときに、少し私が勘違いをしていたみたいだが、この条

文、よく見ると結構よくできている。少し法律的なことを言うと、「地域社会へ貢献する

よう努める」というふうにしている。「努める」という部分、貢献の部分はあくまでも努

力義務であって、積極的に自主的に貢献するということで、その具体的内容が多分この

解説に入っているようなことで、後半の「事業活動の実施に当たっては、地域社会との

調和を図らなければならない」というところに「努める」という言葉がないということ

は、つまり調和してやらなければならないということで、例えば、事業所をつくるとい

うときに、まちづくりに合わせた形でやらないといけないという、罰則とかはないが、

義務という形で書いてある。 

  後半は恐らく、通常されている事業活動をするときにも、常に地域に配慮して行動す

るように結構強く言っている部分なので、この逐条解説のところを少し強く押していっ

て、貢献についてはこうで、後半については何も逐条解説に書いてないので、できれば

そこも含めていくと、それぞれが際立ってくる気がする。 

（委員長） 

  起草した委員の努力の跡が、プロの方に認めていただいたというのはすごく嬉しい。

これもこのままに、差し当たりしておきたいと思う。 

  先ほど言ったように、朝の通勤時間に企業の人たちが周りの道路を自主的に清掃され

ているのを何回も見かけるので、非常にそういうのを見ると感銘を受ける。積極的にや

るということはそういうことだと思うが、ここに書いてあるように、お祭りとかいろい

ろなものにもう少し、事業者が参加するようになると雰囲気がまるっきり変わってくる

だろうなという感じがする。貢献するという段階と調和を図るという段階は整理されて

書かれているということなので、このまま使わせてもらえればと思う。 

  次の地域コミュニティ活動については、一番重要なポイントなので、少し時間をとっ

て話をしたいと思う。ここの論点の説明をお願いしたい。 

（事務局） 

  地域コミュニティ活動の条文改正の可否について御議論いただくのは今回が初めてと

なる。論点は２つあり、まず、「その活動が促進されるように支援する」ことも必要だが、

協働というためには、それぞれが役割を分担してともに活動する場合についても書いて

はどうか。地域コミュニティ活動というのは、住民だけがやって、それを市がただバッ

クアップするというふうに読めたので、むしろ、市自体がネットワークの橋渡しの役割

をするなど、主体的な関わりをしてもいいのではないかと思ったということ。 

  ２つ目は、「地域の課題を共有し、その解決を図り」という文言が重いというイメージ

で、その解決を図りという箇所を、「その解決に向け活動し」という表現に和らげてはど

うかという御意見。地域活動はやる気と行動力がある人たちに結構頼りきりなところが

多い気がしている。地域課題の解決が前面に来ると重荷に感じてしまって新しい人が入

りづらいと思う。条文上でも、解決に向けてはまず一緒にやってみようということでい

かないときついのではないかということである。 
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（委員長） 

 この条例をつくるときに、ほかの自治体でつくられた自治基本条例を山のように見せ

てもらった。そのときに、事務局が私たちの側から、佐賀の特徴を一番よく表現するも

のは何かということで、地域コミュニティ活動とまなざし運動の２本を入れたと記憶し

ている。だから、ここの書き方というのは一番重要なポイントなので、皆様の御意見を

伺いたい。 

  「解決」とは、どんなことか。例えば、ごみ問題とかが身近に起こったときに、一番

もめているのは、集積所をどうするかということのレベルの話をやっていた。多分地域

コミュニティ活動って、そういうことを議論したり、いろいろどういうふうにするかを

やることだと思うが、「解決を図る」というのは最終的な解決になるのか一時的なものな

のか、どういうことを考えればいいのか。 

（A 委員） 

  ここで「協働」という言葉を使っていながら、地域コミュニティ活動というのが結局、

市民、あるいは市民活動団体がやるもので、市はそれを支援するよというふうに、市民

を主役にしようという意図だとは思うが、何かもう少し対等にそれぞれが同じ立場で同

じ責任を持ってというような書き方もあるのではないかという趣旨でこの意見を出させ

ていただいた。 

  ただ、これも初回ぐらいにこういう意見を出したので、徐々にわかってきたのが、全

体像の中で見ると、たしかこの地域コミュニティ活動と、災害への対応と、子どもへの

まなざしがセットになっている。初め 22 条とこの 23 条がセットだと思っていたので、

協働といいながら、何で市民がやって市は助けるよと言うのだろうというふうに読んで

いたが、その後説明を受けて、コミュニティ活動と、災害への対応と、子どもへのまな

ざしというのが、佐賀市のこの条例のポイントであるということで、そうすると、ここ

はやはり市民がまずは積極的に頑張ろうということを打ち出している条文だということ

が理解できたので、そういう意味では、最初に出した意見というのはポイントを外して

いたのかなというふうに思っている。 

（F 委員） 

  「その解決を図り」というのが重いので、「その解決に向け活動し」という表現に和ら

げてはどうかというのは、任意の団体であるとか、志が一緒で集まってきた人たちは自

分から集まってくるが、地域コミュニティは、そこに住んでいる人たちによって構成さ

れているので、いわば逃げ場がない。その人たちにこうしなさいというのが少し重い気

がしてしまう。これを、「解決に向け活動し」とすると、みんなで一緒にやっていこうと

いう機運が感じられるような気がする。それだと、この条文の説明や普及もしやすいの

で、運用もしやすくなるのではないかと思うので、「解決を図り」から「解決に向け活動

し」という表現に変えたほうがメリットも大きいのではないかと考えている。 

（委員長） 

  「解決を図る」というのはどういう意味で、どういうふうに言葉として使うのか。解
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決するように頑張ってみるということを言っているのか。解決してしまうと言っている

のか。 

（F 委員） 

  やはり「図る」の字が入っているというのは、具体的な対策とかがあって、それを実

行していくようなレベルだと思う。しかし、その対策を練る段階から一緒にやっていか

ないと、対策をとったからやってくれというふうになると、上からの命令のように感じ

てしまう。自分たちからやっていこうという機運を盛り上げないと、なかなか地域のコ

ミュニケーションも難しくなるのではないかという危惧がある。 

（事務局） 

  地域コミュニティ活動というのは、今、24 の小学校区単位でできている「まちづくり

協議会」を想定して、佐賀市の特色ある取り組みの一つとして条文の中に入れていただ

いた経緯がある。このまちづくり協議会を設立するときに、地域の夢プランをつくって

あるが、このプランをつくる際に、どういう手続きを踏んでいただいているかというと、

基本的には校区住民の方に一般的に広く声かけをして、まちづくり座談会を開催し、そ

の中で、校区の現状を見つめ直し、何が足りないのかとか、何が問題になっているのか

というのを話し合っていただく。これを基に、10 年後の未来像を描いてもらうという話

し合いをしていただいている。その上で、未来像を実現するために、どういう活動をす

べきなのかというのを、５つ６つぐらいのテーマを掲げてもらう。例えば高齢者の居場

所づくりであるとか、子どもの見守りであるとか、地域の活性化、祭りとかそういった

ものがぶら下がってくると思う。そういった幾つかの分野ごとに、こういうまちにした

いというのを議論し、プランとしてまとめ、それぞれの分野の目指す姿に向けて、どう

いう活動をするかというのまでそのプランの中に入れていただいている。それに基づい

て、まちづくり協議会で活動されているので、そういったところも少し念頭に置いて「解

決を図る」というような条文の表現にもなっていると思っている。 

（委員長） 

  この条例は、読み方が少し難しい。「市民等は、安心して暮らし続けることができる地

域社会を実現」が目的、どういうことをやるかというと、まず課題を共有し、その解決

を図って、ここで解決をしてしまおうと。それから、その後のところは地域の活性化が

もう一つあって、課題解決と活性化という２本の柱を図ることを目的とした自主活動で、

「行うように努めるものとする。」がどうなっているかが、ちょっと読みにくい。これは

どういうふうに読めるか。例えば、共有し、その解決を図るように努めるものとすると

いうことになっているのか。 

（事務局） 

  課題を共有して課題の解決を図って、さらに活性化を図ることを目的にした活動とい

うのが地域コミュニティ活動である。市民等は、その活動を行うように努めるよという

ことになっている。だから、市民は安心して暮らし続けることができる地域社会の実現

のためにコミュニティ活動を行うように頑張るというようなことになるかと思う。その



 

10 

 

コミュニティ活動というのは、課題を共有して解決を図って活性化を図る活動である。 

（B 委員） 

  ３つの事項が並列だから「及び」が入っていると思う。 

（事務局） 

  コミュニティ活動というのは何かというと、地域の課題を共有して解決を図って、し

かも地域の活性化を図るということを目的にした活動ということになる。 

こういうことを目的としたコミュニティ活動を行うように市民は努めようという文章

の説明になる。 

  ＡとＢとＣという場合に、法律用語ではＡ、Ｂ及びＣと表現するのがルールになる。 

（委員長） 

  法律用語はよくわからない。F 委員が先ほど話されたように、私も図りで切ると、もう

図りでとまっているみたいな感じがするが。 

（F 委員） 

  自主的な活動の中身に今上げた３点を含んでいる。これを含んだ活動を行うよう努め

る。それはそうだが、今事務局のほうがまち協をメーンに想定した条文と言われたが、

まち協自体がものすごく温度差があるわけだし、逐条解説には出てきていない。地域コ

ミュニティ活動と書かれたときに、まち協を意識するというふうにすごく狭めてしてし

まうのはもったいないと私は思っている。 

（委員長） 

  それはそうだろう。主語が「市民等」だから、事業者も入るし、市民活動団体や個人

も入る。だから、市民等、地域コミュニティ活動の市民と、いろんな人たちは身近な地

域の課題を共有する必要がある。その解決を図る、それから地域の活性化を図る。それ

が目的とした自主的な活動。 

（事務局） 

  逐条解説の 20 ページをご覧いただきたい。22 条と 23 条の協働推進と地域コミュニテ

ィ活動。23 条の説明の第２項のところ、下から４行、「市長等は、地域コミュニティ活動

を尊重し、その活動が促進されるように支援し、協働によるまちづくりを進めることと

している。」「本市では、地域と行政が連携し、市民等が主役となって地域課題に対応す

るまちづくりをより一層進めるために、地域コミュニティ推進事業による支援を行って

いる。」と。この地域コミュニティ推進事業の中身は何かというと、まちづくり協議会の

設立に向けた支援である。 

（委員長） 

  結局、23 条の第２項のところは「支援する」で問題ないとのことだが、安心して暮ら

せる地域社会を実現するという目的があって、そのために何をやらなければいけないか

というと、まず情報を知りなさいということ、地域の課題を共有する、その解決を図る

ように自主的な活動をしなさいと言っている。 

  だから、共有するように自主的な活動をしなさい。それから、その解決を図るように
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自主的な活動をしなさい。そして当該の活性化を目的とした自主的な活動をしなさいと

言っているということでよいか。 

（事務局） 

地域の課題を共有することと、それから、その課題解決を図ること。それから該当地

域の活性化を図ること。この３つを自主的に行っていこうという条文になっていると考

える。 

（F 委員） 

  条文の読み方はそうなのだが、その中で、活動の内容となっている解決を図るという

ところがやはり重いので、解決に向け活動していくというほうが、私は運用をとてもし

やすいし、使い勝手がよくないだろうかというふうに思っている。 

（委員長） 

  「解決に向け行動する」というところで切ると、そこが１つの文章になる。そして、

先ほどのような構成が崩れてしまうから、文章構成自体を変えないといけないのでは。 

（F 委員） 

  「その解決を図り」を、「その解決に向け活動し」でつながらないか。 

（委員長） 

  今度は身近な地域課題を共有し、その解決に向け活動しというのが１つの文章になる。

そして、「及び」でつなぐので、課題を共有することと、課題の解決に向けて行動するこ

とという文章になって、それにもう一つ地域活性化をつける。という文章になる。 

（F 委員） 

  ３つの内容を１つの活動にまとめるという形にしているので、こういう条文表現が使

われているが、一つ一つの活動内容を独立させて書くという手法ももちろんある。「その

解決を図り」を、「その解決に向け活動し」にしたところでほかの趣旨が変わらない気は

するが。 

（B 委員） 

  私も文章がおかしいと思うし、普通にやはり解決を図るが、重いかどうかというのは

確かにあるかもしれないけど、普通、一般的に解決を図るという言葉を使う。それをま

た、「その解決に向けて活動し」と言い変えると、少しやわらか過ぎないか。 

（F 委員） 

  または、「身近な地域の課題を共有し、その解決と向き合い」とか。ただ、「向き合い」

にすると、多分やわらか過ぎると言われる。 

（B 委員） 

  ただ認識しているだけではなくて、実際に活動をしてもらわなければいけないわけだ

から、私は「図り」でいいと思う。 

（F 委員） 

  してもらわないといけないというのが、例えば、地域活動を行っているとか、任意で

集まってきた団体であれば、そう言ってもいい気がするが、そこに住んでいる人たちな
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ので地域コミュニティからは逃げられない。だから一緒にやろうよという機運のほうが

いいのではないかなという気がしてしまう。 

（B 委員） 

  課題と向き合うと言うであれば、その「地域の課題を共有し」でも十分いいと思う。 

（F 委員） 

 「共有し」にそこまでの意味を込めるのであればいいと思う。 

（委員長） 

  結局、「自主的な活動を行うよう努めるものとする」というのが最後の行動で、それは

課題を共有するということと、身近な地域の課題を解決すること。それと当該地域の活

性化を図ること。それを目的とした自主的な活動。当該地域の活性化を図ることを目的

とした自主的な活動と今の構文はなっている。だから、今言われたように、「身近な地域

の課題を共有し、その解決に向け活動し」とすると、そこでも活動してしまう。そうす

ると、「当該地域の活性化を図ることを目的とした自主的な活動を行うよう努める」とい

うのは、この後ろの及び以下の文章だけにかかっているように読める。 

  今教わって理解したが、「及び」の使い方が日常的なものとは少し違和感がある。 

  身近な地域の課題を共有し、みんなが、大切だということを理解する。その身近な課

題の解決を図ること。そこで切れて、それから当該地域の活性化を図ることを目的とし

た活動。だから、身近な課題を共有する活動、その解決を図る活動、地域の活性化を図

ることを目的とした活動と読むということが法律的な常識だとすると、「解決に向け活動

し」で切ると、やはり文章としておかしくなる。 

（B 委員） 

  並列だと、その解決することを目的とした自主的な活動という言葉が不自然ではない

か。 

（F 委員） 

  この並列というのは、連体止めのように最後名詞で終わらせる並列関係ではなくて、

活動が続いていくという場合の「共有する」というＣと「図る」のＤでいくわけである。

だから、ここに動詞が入ってきてもおかしくないと私は思う。ただ、主眼はそこではな

くて、解決に向けた方向性をともに進んでいくというところではないかと思うので、文

言調整は後ほど考えなければならないだろう。 

（委員長） 

  だから、F 委員が言われたようにするのであれば、「解決に向けて活動し」以外の文言

を探せば、つながりはいいと思うが、「活動し、自主的な活動」とつながるとおかしくな

らないか。違う言葉にすればいい。 

（B 委員） 

  ただ、解決を○○するという、その○○という適当な言葉があればいいのだが。 

（委員長） 

  私は初めてＡ、Ｂ、Ｃを目的とした活動と理解したから、言われた瞬間には F 委員が
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言われるのと同じ感覚だったが、Ａ、Ｂ及びＣと言うように、その自主的活動というふ

うに読むのだと言われると、むしろそちらのほうがわかりやすいと思う。 

  ちょっと保留、少し頭冷やそう、理解ができないとだめから。 

（事務局） 

 今の議論を勘案して条例の理念を多くの市民にどう理解していただくかが最終的には

必要になってくると思う。時間も押しているので、ここは継続審議でよいか。 

（委員長） 

 ちょっと今のままではおさまらないと思う。 

（A 委員） 

  時間がないが、だんだん聞いているうちにもう一つ疑問がわいてきたのだが、地域コ

ミュニティ活動の主体は市民となっているが、実質的には、例えば、まちづくり協議会

とかだとすると、これは市民活動団体が活動を行うではないのか。そういう意味で、ま

ず個人が何々を目的とした活動をするという言い方は少し違和感があって、そういう目

的を持った市民活動団体の地域コミュニティ活動、これに参加するということなのでは

ないのか。そう考えれば、前の条文で市民活動団体がそういう解決を図り、そして当該

地域の活性化を図るという目的を持ってやらなければいけないということを言っていた

ので、それほど個人が図らないといけないのではなく、そういうことを目的とした活動

に市民は積極的に参加するようにというような趣旨なのではないか。ただ、そういうふ

うに、この条文は読めないところがあるので、私自身も頭の中で理解できないところが

あるような気がする。 

（B 委員） 

  私はこの条文は、別にまちづくり協議会だけじゃなくて、自分のお隣とか、あるいは

お向かいさんとかも含めた、そういった本当に身近なところの問題解決も含んでいるの

かと思って読んでいた。 

（委員長） 

  だから、基本は自主的な活動を行うように努める。個人がやる場合もあるし、小さな

グループがやる場合もあるし、企業やまちづくり協議会もある。ただ、佐賀市はこれを

具体的に、地域コミュニティ活動と言ったときに一番力を入れて中心的に行う施策とし

てはまちづくり協議会を応援し、支援する。しかし、それ以外にも自主的な活動は当然

あると思う。２項のところの「市長等は」と言ったときに、「活動が促進されるよう支援

に努める」と言ったのは、メーンは何かというと、まちづくり協議会を各校区単位でや

っていくということを答弁されていた。 

  ちょっとここは置いておこう。急に一遍にやるといけない。 

（事務局） 

  今、A 委員からコミュニティ活動を誰がやっているのかということで御質問だったと思

うが、主体としてはまちづくり協議会の場合は個人ではなくて、自治会やＰＴＡもそう

だし、ある地域によっては企業が構成員になっているところもあるし、小学校も一緒に
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入っている。あと、子ども会や老人会が入ってあるところもあるので、それぞれの団体

の構成員として住民の方は参加される形になってくると思う。 

（委員長） 

  まちづくり協議会というのは、基本的には自治会と違って全員参加ではない。一応主

体的な人たちが部会をつくって集まって、そこでいろいろ活動して呼びかけて参加して

もらう。自治会は会費を徴収されて、ごみの出し方が悪かったら持っていかないとか、

少しニュアンスが違う。だから、どちらかというと自主的な活動団体に近いが、そこに

お金まで出して応援すると言っていると思うが、自治会はそれこそきちっとした単位で、

自治会の会長にお金を出すことを議論することもあるが、まちづくり協議会でこうしよ

うという議論はない。どこかで起こるかもしれないが、今のところ私たちのところでは

そんな予算ないという話になるから、多分自主的な団体みたいな形だが、一応、佐賀市

全体で１つの方向、大体まとまってきたやり方でやっていると思う。 

  これは保留させて欲しい。ちょっとこれはこのままいくわけにはいかない、一番大事

なところなので。法律上の文言のところをもう少し教えて欲しい。やり方がよくわから

ない。書き方としてどうかということ。 

  それから、その次、最後まで行きたい。 

  「国際的な視野の醸成」についてのところが残っているが、これはこの前の議論で一

種の国際的な視野以外に、最初議論があったのは女性参画の問題とかそういうのをちょ

っと前文のほうに入れてしまって、そして国際的な部分だけを抽出してやった。ただ、

今起こっているのはダイバーシティ、いわゆる多様性の問題、国籍の問題であるとか、

性の問題とか一遍に出てきて、ここで議論するには余りにも根幹にかかわる話だと思う。

それを入れるかどうかというところまでいくと、ちょっとスケールが大き過ぎる気がす

る。多分保守とか革新とかいろんなニュアンスが社会的にある中で、それの価値観につ

いては非常に微妙なところをいっぱい含んでいるので、まちづくり自治基本条例で取り

扱うのはちょっと苦手な感じがするが。 

  ただ、検討会議では、女性の参画のことだけは入れようというふうに意見が出ていた

のは覚えている。だけど、それをもう少し広げて、今女性参画の問題も非常に多様にな

ってきたので、そこまで議論が膨らんでしまうと、ちょっとここでは取り扱いかねる気

がするが。 

（B 委員） 

  私はそういう具体的な区別の問題ではなくて、自分以外の他者へのまなざしというこ

と。自分以外の人たちの価値観をきちんと理解しようということをまちづくりの中に入

れていかないといけないのではないかということで、具体化、ＬＧＢＴ含めた、あるい

は弱者へとか、そういったことではなくて、もうちょっと平たく考えて私はダイバーシ

ティということをイメージしている。 

（委員長） 

  そこら辺のところまでは、もう深めなくてもいいということでいいか。 
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（D 委員） 

  私もこれは、大きな話なので、B 委員が言われるように、詳細まで書くというか、逆に

書かない勇気が必要かなと思う。余り詳細に書かないおおらかさを持って受け入れる体

制をしたほうがいいのではないかと思う 

（委員長） 

  今のところは国際的なという、今の多様性の中で、国籍による差別を受けないとか、

行政的な範囲ではなくて、市民に向けて国際的な視野を醸成しようということだけに絞

ってここは書いている。だから、それをもう少し視野を広げるという案だと思うのだが。 

（D 委員） 

  だから、もう少し広めるだけで、深めなくていいのではというところが私の危惧する

ところだ。 

（A 委員） 

  先ほどから出ている、そういう最近のダイバーシティの考え方というのは非常に重要

なことだと思うが、ただ、地域と国際というのが通常、セットで出されるということが

多いので、それを入れるとするならば、国際は国際で残した上でもう一つ入れたほうが

いいのではないか。１個を２個にするのか、あるいは別の条文にするのかということに

なるというのと、あと性別、ジェンダーの問題がどこにあるのかと思ったら、前文の中

に年齢や性別等にかかわりなくというところがあるが、例えばここに、入れられれば入

れる。あるいは解説の中にそういった視点というものをもう少し詳しく、条文そのもの

は扱わないで、この逐条解説の中でそういった視点というのを最初に打ち出していくと

いう方法もあるのではないかなと思う。 

（委員長） 

  ちょっと今いろんなアイデアが出たところで止めてよろしいか。 

 

（３）答申書（案）及び検証結果（案）について 資料１ 25 ページ～ 

（委員長） 

  時間がないので、最終的には私たちの意見を述べなければいけないことになるのだが、

それの外枠というか、形をちょっと最後に議論しておかないと、事務局の作業が進めに

くいと思うので、解決したところはどんどんそういう形で書いていってもらっていいの

で、答申書の書き方、箱の部分について、提案のほうをお願いしてよいか。 

（事務局） 

 資料２をご覧いただきたい。２－１と２－２と準備をさせていただいている。 

  これまでの委員の皆様からの意見を集約して、答申書（案）及び検証結果（案）を作

成している。検証結果（案）については、今日も議論の最中なので具体的な中身は入れ

ていないが、最終的な形を皆様にイメージしていただくことが大事かと思い、たたき台

を示している。こういった流れで最終的に整理をさせていただきたいと思う。 

（事務局） 
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  配布している資料の２－１は答申書そのものということで捉えている。昨年７月 27 日

に委員会で諮問を受けていただいた内容としては、運用状況と条文の見直しの２点であ

る。委員会で慎重に審議を行った結果、以下のとおりということで、まず運用の状況に

ついては、こういうことを話して、委員会としてはこういうことにもっと力を入れるべ

きとか、今回運用のことについて話していただいたポイントの一番重要になるようなと

ころについて、この答申書本体に書いていただくことをイメージしている。 

  あと、２番として条文の見直しを諮問していたので、この分については、結論として

全て改正なしとなるのか、何条と何条についてはこういう改正をするというようなこと

になるのか、そこについては結論によって条文の見直しのほうにまとめていただく。 

  あと、当然これだけ慎重にいろいろ議論いただいているので、この答申書以外に検証

の結果ということで別冊をつくりたいと思っている。そちらのほうが資料の２－２にな

る。どういう構成で考えているかというのを少し説明させていただきたい。 

  まず、はじめに、こちらの委員会でどういう流れでどういう議論をいただいたかとい

うようなはしり書きの文章をつくらせていただければと思っている。次に何回目にどう

いう内容について議論したかを一覧表で載せ、それから条文の運用状況と改正の可否に

ついての議論をピックアップしていく形をとり、何条と何条について議論されたのを最

初に書いて、今までの各回の振り返りのところで皆様に確認していただいた、それぞれ

の条文についての話の内容、いろんなコメントをいただいているが、それを全て書くと

ボリュームが余りにも大きくなり過ぎるので、条項ごとに皆様からいただいたコメント

を少し要約して、できる限り載せさせていただきたいというふうに考えている。それを

条文の運用状況と条文改正の可否の２つに分けて、それぞれの条文ごとに載せさせてい

ただきたい。 

  イメージしていただくのは、振り返りで皆様に見ていただいた内容をもう少しまとめ

て、別冊としていくというような作業になるかと思う。ページの最後に、この委員会の

委員の皆様の名簿を記載させていただいた別冊を答申書に一緒につけて、委員会の議論

の成果品ということでまとめさせていただければと思っている。 

（委員長） 

  この後として、例えば、条文を見直したほうがいいということになったときに、一般

にパブリックコメントに出すと思うが、そのときの資料というのは、どこまでが公開さ

れることになるのか。 

（事務局） 

  この委員会の審議の状況については、既に今まで４回行っているが、委員会そのもの

が公開なので、話していただいた内容というのは後日、ホームページ上にアップして議

事録として要約は公開させてもらっている。 

（委員長） 

  ということは、パブリックコメントを求めるときには、ホームページ上で出すのであ

れば、検証結果資料みたいなものも同時に掲載することは可能か。 
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（事務局） 

  基本的には全部載せていく。 

（委員長） 

  了解した。今言われたみたいに、大きく言うと条例の運用状況と、条例の見直しにつ

いて検証としてまとめていくということだが、こういう形でよろしいか。よければ作業

に入ってもらえるところもたくさんあって、残っているのが２個だから、それを除いた

部分の作業は４月までの間にできるので、この形式で検証結果の見直しについての報告

書及び検証結果報告書を出すということにしたい。 

  それでは２個だけ次回４月まで延ばさせてもらいたい。特に文章の読み方によって条

例のつくり方のところをもう少し検討してもらった上で、目的はこうだと、それを条例

としてはどう書くのかを法制の人たちと議論してもらって教えていただければありがた

いと思う。そこは私たち素人なので、そこら辺になるととたんにおかしくなる。先に法

制のほうにアタックかけてみて欲しい。 

（事務局） 

  それでは、第 23 条については法制のほうとも話をしつつ、23 条、31 条に関しては継

続審議ということで、この２案件のみは次回４月でまた議論いただく。並行して完成品

としての答申書と、まとめの結果を事務局のほうで整理をさせていただくことでよろし

いか。 

（委員長） 

  そのときにいろいろ、今もめたことについては議論したいと思う。もう一回だけ可否

についてのところを議論させて欲しい。 

 

３ 事務局連絡事項 

（事務局） 

  今回の委員会の内容は、第６回の検証委員会資料とあわせて議事録としてお送りさせ

ていただきたい。 

 第６回自治基本条例検証委員会は４月２６日（水）１０時から佐賀商工ビル共用大会

議室で開催。委員の皆様へは改めて通知する。 

 

４ 閉会 


