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第６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４月２６日（水） 午前１０時００分 ～ 午前１１時３２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） 

鶴協働推進課長、北御門参事、無津呂主査、井本主査、堀主事、溝内主事 

【公開又は非公開の別】公開 

【傍聴者】１名 

【議事概要】 

１ 開会 

 

２ 第６回審議事項 

（１）第５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条文改正の可否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 23 条地域コ

ミュニティ活動、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。 

  合わせて、答申書案と検証結果案の全体構成について説明した旨確認。 

（委員長） 

  今の説明に関して、何か質問等はないか。よろしいか。 

 

（２）条例改正の可否について  資料１ 12ページ～ 

（委員長） 

  条文の改正の可否について、事務局から、説明をお願いしたい。 

（事務局） 

  資料１の 12 ページに示しているとおり、第 23条の地域コミュニティ活動、第 31 条の

国際的な視野の醸成について審議いただきたい。 

  まず第 23 条の地域コミュニティ活動は、先ほど振り返りの中でも伝えたとおり、ここ

の論点を出された委員からは、主眼は地域課題の解決に向けた方向性をともに進んでい

くところで、そういった視点でこの条文の改正が必要なのかどうかを改めて審議いただ

きたい。出た御意見、中身については提示しているとおりである。 

（委員長） 

  ここの条文は、まず情報を共有することを目的に活動する。その解決を図ることを目

的に自主的な活動をする。それから、今よりもっと活性化することを目的に自主的な活
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動をすると読むということなので、「解決に向けて活動し」とやると、「自主的な活動」

に文章がつながらなくなってしまうということか。 

（事務局） 

  文書法制の解釈としては、課題を共有することを目的とした活動、それから、その課

題の解決を図ることを目的とした活動、それと３点目の地域の活性化を図ることを目的

とした活動というのが並列になっている。解決を図ることを目的にした活動というのが、

文書法制の見解では、解決に向けて活動するということとほぼ同義となると説明を受け

ている。 

（委員長） 

  この文章は、課題を共有した上で必ず解決をしなさいと言っているように見えるとい

うことだと思う。そして、その自主的な活動というのは、活性化を図ることを目的に自

主的な活動をしなさいというふうに読めないかと。 

ただ、「解決に向けて活動し」にすると、そういうふうにもう確定することになってし

まうような気もするが。 

（Ｄ委員） 

  一文で書いてしまうので、３つの価値が希釈されてしまうように読めると思う。だか

ら、既存条文の解釈、運用でこのポイントを重視してやってもらうほうがいい気がして、

やはり課題は普及啓発だと思う。優しくし過ぎても今度鼓舞しにくいといと思う。 

（委員長） 

  我々が条例をつくったときは、もう少しやわらかな文章になっていたと思うが、法律

の形に整えるため、法制のほうで随分いじられている。「解決を図り、」とやってしまう

と、解決を図りなさいと言って、それ以外にもう一つ、当該地域の活性化を図ることを

目的にした自主的な活動をやろうと読める。我々が書くともう少しやわらかくてたくさ

ん書くと思う。 

  ここが検討会議で一番力を入れて書いたところで、その意図は、まず情報を共有する

ことが大事で、市報の充実とかいろんなことが議論された。それから、課題が残ってい

る、ごみ問題とか、いろいろな問題を何とかして、市民が解決しないと、行政に全部頼

りっ切りにはできないと言われたと思う。ただ、それだけでなくて、まちづくり協議会

なんかをつくって、お祭りを継続したいとか、もっとにぎやかにしようと若者たちが入

ってくる事業というのは、多分最後の活動の目的だろうという気はする。 

  だから、そういうまちづくり協議会がやるようなことを単位自治会とかがやるような

ものがこの地域コミュニティ活動の中でイメージされていると思う。 

（Ａ委員） 

  私も、この解説の部分をもう少し優しくしたらいい気がする。逐条解説書では、１項

の最初のところに「地域の生活に密着した課題の解決や地域の活性化を図る活動を行っ

ている。」という言い方だけしか解説がなく、実際にこういうものができていて、こうい

うことをやっているという書き方になっているので、少しわかりにくいと思う。例えば、
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具体的には身近な地域の課題を住民がお互いに共有しという、最初につくられたような

やわらかな言い方でできれば、自分たちでできる問題はその解決に取り組み、そして、

また地域の活性化を図るような活動をしようと言うようなものを、最初に入れた上で、

実際に解説書に書かれているものがこれに当たるのだという書き方にしてくれると、こ

の条文の趣旨がもう少し伝わる気がする。 

（事務局） 

  文章の構成がわかりやすい表現を逐条解説のほうに入れることを含めて、少し今の意

見を考えさせていただければと思う。 

（委員長） 

  解説で、３つが並列だということを持ってきて自主的な活動をするという考え方の解

説のところを少し改定することにして、法制のほうに条文としてわかりやすく書けない

かということを、ここの３つがどの理念でも、共有するだけでもいい、情報をとにかく

皆さん知ってほしいと、それから、解決を図るためにいろんな活動が行われていること

も事実だろう。それから、活性化というのは、街なかなどは特に頑張っておられるから、

それらの３つの例示とか、そういう表現をここで書かれたらわかるかもしれない。 

（Ａ委員） 

  解説書で並列の関係という書き方をされてもかえって読みにくいと思う。それよりも、

もう少し身近な地域の課題を住民とか市民が集まって話し合ったりすることにより共有

することや、何々をすることとか、普通の日本語の表現にしたほうがいいと思う。 

（事務局） 

  できれば箇条書きで１点目、「身近な地域の課題を共有すること」、２つ目が「その解

決を図ること」、３つ目が「当該地域の活性化を図ること」、それを括弧で結んで、「を目

的とした」というようなあらわし方にすると、もう少しわかりやすいとも思うので、そ

ういったところも手を加えながら、逐条解説のほうで皆様が疑問に思われないようなこ

とを少し工夫させていただければと思う。 

（委員長） 

  条文の文言を変えるのか、解説編のところで少しそこを何か表現するのか解決策を考

えてほしい。どちらがいいか。条文に手を入れることはしないで、解説のところでこう

いうことだと書く。それでいいか。 

（Ｄ委員） 

  確かにつくって４年しか経っていないものを今改正してしまっても、逆に混乱してし

まって、根づかすのが難しくなってくることを危惧すると、まずは解説で頑張って私た

ちも広めていくという活動をして、それでもやはり難しいといったときこそ、次回のこ

ういった場での審議になるかなという気がする。 

（委員長） 

  ちょっとこの次までに、ここのところがちょっと文章と説明との間にはっきりした関

連がないので、もう少し工夫するということでよろしいか。 
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（事務局） 

  それでは、委員長のまとめを確認させていただきたい。 

  今条文を変えることで混乱を招くよりは普及啓発のほうをということと、それから実

際逐条解説の中とかにわかりやすい表記をという方向で考えていくということ。どうい

う逐条解説の内容にするのかを次の議論とさせていただく。 

（委員長） 

  次回までにこれの解説を少し考えていただいて、今回は条文の改定はないということ

に結論づけてよいか。 

  Ｄ委員 が提起された問題は理解できるようになったが、それとＡ委員  が指摘された

ように、説明の文章にさっき説明したニュアンスのことが入ってくれば、併記がイメー

ジできるということであれば、そういうふうに少しぜひ直してみたい。それは後からで

も大丈夫だと思うので、最終回ぐらいでちょっと提案できるかどうかまで詰めてみてほ

しい。 

（事務局） 

  事務局への宿題ということで受けとめさせていただきたい。 

（委員長） 

  よろしければ、それでおさめたいと思う。 

  それでは、最後に大きな問題が残っていて、国際的な視野の醸成の話というのは、例

えば、佐賀市が、バルーンフェスタを開催したり、市の姉妹都市とかと連携したりする

というようなことをサポートするようなテーマで、そこにみんなが積極的に参加すると

いうような感じで語っていたので、これはこれでいいと思うが、同時に、少しダイバー

シティの話を入れるかどうかということだと思う。 

  形としては、国際的な視野の醸成以外にもう１条入れることも選択肢としてあるし、

前文のところをもう少し重要視しようという考え方もある。 

  これは条例策定の検討会議でも非常に大きな問題になって、最終的には一番大きな前

文のところでそれは示そうということで決着をつけた気がしているが、そういう議論は

ずっとされてあり、それが重要であるということは皆さん理解された上でこの条文がで

きてきた気がしている。 

  これから先の行政の中で、このダイバーシティの問題は具体的な課題としてたくさん

出てくる可能性がある。特に、性差別の問題であるとか、婚姻関係とは言わないにして

も、パートナーシップというふうなものが当然要求として出てくるだろうし、もう既に

それを制度化したところもあると聞いているので、その辺のところが具体的に出てくる

ということは十分考えられると思うし、それに賛否の論があることもあり得るだろう。 

  まとめてしまうのは非常に気が重いが、先ほどＤ委員 が言われたみたいに、まだ始ま

って４年で、最初のころのいろいろ課題をまだ持ったまま、我々のほうとしては前文に

それを書くということで一つの解決を図ったと思うが、そういうことでまず差し当たり

はこのままでいってみようかと。もっと具体的なところになってきたときに、本当に自
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治の基本にかかわるということがわかってくれば、国際と地域については全然誰も皆さ

ん異存もないと思うが、ダイバーシティについて、ちょっとまだ対立軸がありそうな気

もするから、そういうことについてはこれからの議論を少し待ったほうがいいのではな

いかという気がするが。 

（Ｄ委員） 

  委員長が発言されたように、やはり女性のことを入れるか否かが出発点だった。 

  それを入れてしまうと、ほかのマイノリティーはどうするのかという話になって、で

も、政治、社会的にも、当時の男女共同参画の問題からして、今話されたようなセクシ

ュアルマイノリティーの話が結構大きな問題となっている。では、４年後、ほかの問題

がまたメーンとして脚光を浴びているかもしれないということで、それで起草委員会と

しては、もう前文のところの年齢、性別等としてしまったということがある。そういう

マイノリティーに対してどう対応していくかは、まずは条例云々の前に、例えば総合計

画とか、教育基本計画とか、そういう施策のところで落とし込んでまずは解決していく

ほうがいいと思うので、あえてこの条例に入れるというのはまだというふうに思う。 

（Ｂ委員） 

  私は、マイノリティーというよりも多様性ということが大事だと思っている。そこの

ところをきちんと担保しながらマネジメントしていくことで、単に住みやすいとかいう

レベルではなくて、佐賀がいいまちになっていくというふうな施策につながっていくと

思う。個別の施策というよりも、やはり本当は自治基本条例として取り上げることで意

味があるのではないか。 

（委員長） 

  Ｂ委員 が言われているのは、佐賀の持っているよいところ。例えば、ほかの地域では

コミュニティがもうほとんど崩壊しているところもあるが、佐賀は地域コミュニティが

意外と残っている。それは厄介なやつや、お節介なやつではなくて、むしろそれをポジ

ティブに捉えようという形で、地域コミュニティの話をしていたと思う。 

  大学に通う外国の人たちが部屋を借りるのも福岡とかと比べると、トラブルが少ない。

こういう田舎都市というのは、他者に対して排斥する側にいると思っていたら、意外に

トラブルが少ないから、佐賀は住みやすいという留学生にたくさん出会った。だから、

そういう多様性というか、いろんな人たちに対して一定程度寛容だと理解していたので、

Ｂ委員 の意見をそういうもっとポジティブなものを積極的に生かそうというのが地域

コミュニティの話だったので、それと同じように、いわゆる多様なものに対するまなざ

しが結構温かいというふうに、積極的に入れようという意見として聞いていた。 

  だから、そういう考え方は当然あるだろうと思っている。ただ、それが少しそういう

優しさみたいなものが政治課題になってくることもあるから、ちょっと一筋縄ではいか

ないだろうと思う。 

  話されていることを、むしろポジティブなものとして捉えるということはあり得ると

いうふうに理解したが、ちょっとこれを条文にしていくのは一筋縄ではいかない。あく



 

6 

 

までも感覚の問題なので。今話したことを議事録に残し、あるいは記録に残しながら、

私たちはこれをポジティブなものとして捉えて、よいものを一つの基幹に置こうという

意見もあったことを残しておいていただけると助かる。 

（事務局） 

  この検証委員会は４年を超えない期間ごとに条例の改正・見直しを行うため、４年に

一遍は最低行うことになっている。ただ、皆様に集まっていただく機会は、無制限に設

けることはできないため、今回も最初に１年ぐらいの期間の中で議論していただけない

かというような、スケジュール感も申し上げたところである。 

  どうしても時間的な制約もあるので、今回のこのダイバーシティの件につきましては、

今委員長が話されたように、当然皆様のご意見については検証結果に入れさせていただ

くということは示ししているが、当然、次回の検証のときに議題として上げてくれとい

うような意見をいただくことも可能かと思う。 

（委員長） 

  それと、Ｂ委員 と、Ｄ委員 が言われたみたいに、やはり２つの意見、マイノリティ

ーの課題と、多様性を認めるような社会という、むしろ積極的な対立概念や解決型課題

ではなくて、もう少しいいものを生かそうという意見の両方があったことを記載してお

いてもらえれば、この議論の中身が伝わるのではないかという気がする。 

（事務局） 

  この自治基本条例の啓発に、さまざまなところに出向かせていただいているが、その

中でも、やはりまちづくりというものは、ダイバーシティの発想で、さまざまな立場の

人がこのまちづくりにかかわる、そのことがよいまちづくり、活性したまちづくり、佐

賀市につながっていく。だから、このダイバーシティの発想を佐賀市の強みに変えて、

そして発信していく。そういったことは、日々の啓発活動の中にもぜひ取り入れさせて

いただきたいと思う。 

（委員長） 

  ぜひお願いしたい。今回はこの条文の改定はせず、国際のところでとめておいて、そ

ういう議論があって、これから先、自治基本条例の中でどう取り組むか、あるいは佐賀

市の総合計画や、いろんなところでそういう議論が深まって、一つの方向性、ポジティ

ブな側の課題と、そういうマイノリティーの問題というようなものをどういうふうにさ

ばいていくかという２つの課題があることを記載し、今後議論を深めていってほしいと

いうことでまとめさせてもらいたい。 

  全体として改正すべき条文はなかったが、地域コミュニティの解説のところでもう少

しこの意図がわかるように書いてもらいたいというのと、多様性についてここで議論し

た記録をきちんと検証結果の中に記載していくということでよろしいか。 

 

（３）答申書（案）及び検証結果（案）について 

（委員長） 
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  あとは、市長から諮問を受けているので、それ対して先ほどのような答えを出すとい

うことと、それから、この検証結果の文章が最後に残ってくると思う。 

そのあたりを議題３ということで、事務局から説明をお願いしたい。 

（事務局） 

  皆様のお手元に資料２－１と２－２を準備をさせていただいている。前回もこの形で

いくということで同意いただいたが、本日は少し具体的に事務局から説明をさせていた

だきたいと思う。 

  資料２－１の答申書の中身はまだ何も書いていない。「条例の運用状況について」に１

つないしは２つの文章ぐらいでまとめさせていただく。そして、２の「条例の見直しに

ついて」の改正すべき条文の有無については「なし」ということでよろしいか。 

（委員長） 

  はい。ただし、下のところに、先ほど言ったように逐条解説が結構大事なので、そこ

については少し説明が不足して解釈が困難な点があるので、少し見直しをしてほしい。 

（事務局） 

  承知した。それでは次に資料２－２をご覧いただきたい。ここから少し中身の確認も

含めながら説明させていただきたい。 

  皆様のお手元に渡しているのは 13ページで終わっている。12 ページ以降は条例改正の

可否について御議論いただいた記録を、本日の分を含め全部まとめて載せさせていただ

き、次回までには皆様に御提示したい。 

  運用については、前回までで御議論が全て完了しているので、そこの部分は 10 ページ

までに一通りまとめさせていただいている。 

  まず、ページめくって、１ページの「はじめに」のところに検証の根拠とか、それか

ら経過をざっくりとまとめて表記をさせていただいている。 

（以下、資料に沿って各条文の運用状況に関する主な意見を説明。） 

 

  以上が、運用についての皆様からの主な意見だが、言ったことが載っていないとか、

気になるところがあれば、意見をちょうだいして、この中から、資料２－１の答申書の

上段、「条例の運用状況について」をまとめさせていただきたい。 

（委員長） 

  今回ここにまとめられているのは、条文の運用状況についてで、特に９条、13 条、19

条、23 条、25 条について意見が集中した。その審議内容について、こういう文章にまと

められているが、どこからでも構わないが、何か御意見はないか。 

（Ｃ委員） 

  せっかくこのような条例ができて、先ほど事務局から言われたように、一般市民の方々

にこういうものがあるという啓発運動をしていって、それから、まちづくり協議会とか

コミュニティとかつながっていっているので、条例を含めた上で、そういうものにつな

げていければいいのではというのを実感している。 



 

8 

 

（委員長） 

  ほかになければ、大体このような内容でよろしいか。 

  特に企業の人たちに対して、もう少し頑張ろうというようなことが幾つか出てきてい

たと思う。 

  私たちからいろいろなアイデアが出てくれば、企業の参考になるものがあるのかもし

れない。そういうこちら側がアイデアを持って、企業に参加してもらうようなことが何

かできるといいと思った。 

（Ｃ委員） 

  私の住む地域も過疎地になってしまって、小学校も全校生徒が 50人を切ってしまった。

それで、お嫁さんが入ってこられなくて仕事が大変という課題を地域で解決していくべ

きことだろうが、企業の力を借りられるいいアイデアがあったらいいと思う。 

（副委員長） 

  国際交流で、日本語学校の生徒を校区の体育大会に呼んだが、保険も入っていないの

にけがしたらどうするのかと言われた。せっかく国際交流したのに、その解決方法は何

かないかと。その人たちにも１日保険をかければいいが、町費ももらっていないので、

住民に理解してもらうのが非常に難しい。結局去年から廃止したが、何か悶々としたも

のがある。 

（委員長） 

  やらない方向ではなくて、やる方向で悩んでみるというのがいいのかもしれない。私

たちもイベントをたくさんやるが、保険の問題というのはいつも引っかかってくる。外

国人の場合は、もう一つ知恵がいるだろう。 

  それでは、先ほどまとめたのでよろしければ、後の作業をさせていただいて、もう一

回やりたいと思う。次が最終回になる。できるだけ早くまとめて、あらかじめ資料を配

れるようにしたい。 

（事務局） 

  それでは、第 23 条の逐条解説での表記の分の宿題が１点。それから、この最終答申案

と、検証結果案の説明した部分までは大丈夫だと思うので、その引き続きの部分で、改

正の可否について皆様に御審議いただいた部分をそこまでに準備して、事前にメール、

郵送等で送付しておいて、当日御審議いただくことにしたい。 

（委員長） 

  そういうスケジュールであらかじめ文章を送らせていただくので、私と事務局で少し

協議させてもらって、大体内容的に大きく違わないようであれば、それで皆様に送らせ

てもらい、また逐条的に少し議論していただくということになると思う。 

 一応最後の段階に来たというふうに思う。御協力に感謝したい。 

 

３ 事務局連絡事項 

（事務局） 
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  今回の委員会の内容は、第７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７回自治基本条例検証委員会は５月２３日（火）に開催。委員の皆様へは改めて通

知する。 

 

４ 閉会 


