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第７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５月２３日（火） 午後１時００分 ～ 午後２時４５分 

【開催場所】佐賀商工ビル ７階 共用大会議室Ｂ（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、田中咲千子、徳永浩 

（事務局） 

眞﨑市民生活部長、事務局、事務局、無津呂主査、井本主査、堀主事、 

溝内主事 

【欠席者】（委員）高原陽子 

【公開又は非公開の別】公開 

【傍聴者】なし 

【議事概要】 

１ 開会 

（市民生活部長あいさつ） 

  皆様方には、昨年７月に委員に御就任いただき、約１年かけて佐賀市自治基本条例の

運用状況と、条例改正の可否について、熱心に、慎重に御議論をいただいた。大変貴重

な時間をこの検証委員会に割いていただき、重ねて厚く御礼を申し上げたい。 

  今回の検証では、条例の改正はないという結論を出していただいたが、運用面を含め

て、４年後の次回の検証につながる、貴重な御意見を多々いただいた。 

  いよいよ答申内容も最終段階になり、本日の会議で一応の目処がつくと思われる。引

き続き忌憚のない御意見をちょうだいして、最後までこの検証委員会が有意義な場とな

るよう、よろしくお願いしたい。 

（委員長あいさつ） 

  この委員会の前の検討会議でも座長をしていた。あのときの雰囲気は、ものをつくり

上げていく作業だったので、ある意味楽しくて実のある議論ができたと思っていたが、

今回これを頼まれたときには、はっきり言って断ろうと思った。いろいろな問題がある

ことはわかっていたので、もう一回議論されるとなると、何もない場合もあるし、パブ

リックコメントとかいろいろなものを必要とするタイムスケジュールでやらないといけ

ないときもあるので、その感覚でやって欲しいと事務局に伝えた。それで最初に皆さん

の意見が出てきたときに相当緊張した。これは、きちっとやらないといけないと思った。

いろんな道筋がやってきて、大体こういうところかと思っていても、まだ最後に条例を

改定したほうがいいのではないかと思えるところもあったので、そこをどうまとめるか

でいろいろ議論していただいた。 

  皆さん方には非常に熱心に、しかも実のある討議をやっていただいたので、最初に考

えたこととは少し違ったものになったが、一応改正なしということでまとまった。４年
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後の次期検証委員会では、今度は皆さん方でやって欲しいという感じでいるが、今回真

剣に皆さんが議論していただいたことを心から感謝したい。それなりの成果が上がった

のではないかと思うので、これを次の人たちにつないで、若い委員は、必ずまた次のと

きにも出てきて、ちゃんとつないで欲しいというぐらいの気持ちでいる。佐賀というと

ころが、この自治基本条例を柱に据えながら、そして、私は現場のほうでやっていくが、

こういう現場をやるときの柱になるものができ上がっていることを少し誇りに思いたい。 

 

２ 第７回審議事項 

（１）第６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 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運用に関する意見の取りまとめ内容について、資

料に沿って説明した旨確認。 

（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）答申書（案）及び検証結果（案）について  資料２－１、２－２ 

（委員長） 

  答申書（案）及び検証結果（案）について事務局から、説明をお願いしたい。 

（事務局） 

  まず、検証結果を資料２－２に取りまとめさせていただいた。 

  １ページに、「はじめに」として、検証の根拠と目的等を委員長名で記載をするとい

う形をとっている。 

  ３ページ目が、自治基本条例検証委員会の開催内容を時系列で記載をしている。 

前回の会議の折に、４ページから12ページまでは皆様に承認いただき、御意見もいた

だいたところである。本日は13ページからを説明していきたい。 

  （以下資料に沿って読み上げ。） 

  なお、第23条については、資料３のとおり、逐条解説を事務局のほうで整理させてい

ただいた。変えた部分も朱書している。図表化してわかりやすくということで、この条

文を分解した形で表記をしている。 

  引き続き、資料２－１の答申書（案）をご覧いただきたい。 

  事前に委員長に検証結果（案）の中からポイントとなる意見を抽出し、まとめていた

だいている。ここで、諮問が２つあったので、項目ごとにまとめる形としている。 

  １の条例の運用状況について、 

 佐賀市は条例の目指すべき方向について、積極的に広報を行っているが、まだ全

体に行き届いていないと思われる。あらゆる媒体を活用した広報を行うとともに、
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特に事業者への周知に力を注いでいく必要がある。 

 地域コミュニティ活動がなお一層促進されるために、行政からの支援と地域住民

の主体的な活動のあり方について、行政と地域住民がお互いに考え、実施していく

必要がある。 

  ということで、まとめている。 

  ２の条例の見直しについては、 

 検証すべき条文について、委員からの意見に基づき抽出し、審議した結果、今回

に改正すべき条文は見受けられなかった。 

 なお、第23条の地域コミュニティ活動については、条文の解釈が分かりづらいた

め、逐条解説書でより分かりやすく解説する必要がある。 

  というふうにまとめていただいている。 

（委員長） 

  最終的に２つの事柄について私の感想を述べたものになっているが、条例の運用状況

については、確かに広報も一定程度以上頑張ってあることは認めるが、より一層やって

いただきたいということと、それから、コミュニティ活動が一番中心になっていると思

うが、それはできるだけ沢山の情報を横につないで、例えば、よそがやったこと、頑張

った事例を参考にする。その橋渡し役を、行政のまちづくり推進の担当が必ず協議会に

来て参加され、横の情報を伝えるということをやっていると感じていたので、お互いが

主体的なあり方について、行政と地域住民が一緒の場に立って情報を流していって欲し

いということをイメージして書いた。 

  条例の見直しについてはこういうことにしているが、基本的にはこの検証結果案と答

申案、両方を渡すことになると思う。ここが一番私たちの成果なので、少し議論をお願

いしたい。 

（Ａ委員） 

  逐条解説書の変更のところは、確かに前回の議論は、こういう話だったと思うが、い

きなり法律解釈が入ってきて、少し違和感がある。私が思っているのは、「地域コミュ

ニティ活動とは、身近な地域での自主的な活動であり、①身近な地域の課題の共有、②

何とか、③何とか、などを指す。」というふうに言えば、地域コミュニティ活動という

のはこういうものとわかると思う。 

それに続けて、「本市では、自治会、女性、高齢者の団体云々などによりさまざまな

地域コミュニティ活動が行われている。」という、まさに今やっていることが地域コミ

ュニティ活動なのだと続ければ、読んだ人に伝わるのではないかと思う。 

（委員長） 

  確かにこういう議論をやったが、最終的な考え方としては、身近な地域の課題云々は

こういうことを目的として実施されているということでいかがか。 

（事務局） 

  ここの部分だけ条文の構成を図示するというのが、事務局でも悩んだところではある。
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議論の内容として、ここが一番わかりにくいという話だったので、事務局の案としてこ

ういう形で示させていただいたが、委員が言われた、地域コミュニティ活動とは、この

枠囲みの中に書いてある、身近な地域の方が共有すること、それと、課題の解決を図る

こと、それから、活性化を図ること、こういうのを指すというのを文書で書くという提

案をいただいたので、事務局としては異論はない。 

（委員長） 

  そのほうが確かにすっきりする。ここだけ法律解釈を無理やりやっているみたいな感

じがするから、逐条解説書には先ほど言われたことでいかがか。 

（Ａ委員） 

  あと、答申書の条例の見直しについてだが、「審議した結果の後、今回は改正すべき

条文はなしの結論に達した」とか、「改正は必要ないと判断した」くらいの言葉の使い

方がいいのでは。私は、「今回に」というのが少しひっかかった。 

（委員長） 

  「改正する条文はなしと判断した」とか。 

（Ｂ委員） 

  私は、確かに、積極的に改正すべき条文はないが、改正してもいいのではないかとい

うところもあると思う。だから、少しぼかすようだが、ここに「あえて今回は」とか、

本当は、この４年間と考えると、まだ普及啓発の部分があり、今改正してしまうとかえ

って混乱してしまうから変えないというところ、本当は変えたい気持ちはあるというと

ころをにじませたい。 

（事務局） 

  今の御意見で、「あえて」というところ。例えば、「早急に」とかいう言葉でいかが

だろうか。 

（Ｂ委員） 

  その案でもいい。ニュアンスとしていろんな諸般の事情を考えたときに改正すべき条

文はないわけであって、部分的に見れば今改正してもいいのではないかなというところ

はある。そういうところは何か入れたい気持ちがあるから、「早急」でもいいと思う。 

（委員長） 

  「条例を制定して３年以内の現時点では」とか、「早急に改定すべき事項はないと判

断した」ということぐらいかもしれない。 

（Ｂ委員） 

  フリーハンドで、改正しなくていいということではないということ。 

（事務局） 

  それでは、今の御意見を言葉にしてみたい。 

  この見直しの前半の一部になる。「検証すべき条文について、委員からの意見に基づ

き抽出し、審議した結果、今回は早急に改正すべき条文はないと判断した。」でいかが

だろうか。 
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（Ａ委員） 

  もう少しはっきりと、「改正については今後も検討することとして、今回は見送るこ

ととした」とか、そこまで言ってしまってもいいと思う。 

（委員長） 

  積極的に何か改正しようという意見もあったことは認めるが、いつも「条例を制定し

てまだ３年ぐらいしか経過していない現時点では」と冠をかぶっていたので、そのこと

はすっきりさせておきたい。 

  だから、ダイバシティの問題や、積極的に事業者の問題をどうするか考えたり、まだ

ほかにもやりたいことは確かにあると。この３年目の時点で言うほどのところはまだな

いが、まだ欠けているものがありそうなので、議論を深めて欲しいということを言って

いるから、今のでよろしいか。 

（事務局） 

  「検証すべき条文について、委員からの意見に基づいて抽出し、審議した結果、条例

を制定してまだ４年経過していないということも勘案して、改正については今後も検討

することとし、今回早急に改正すべき条文はないと判断した」と。要約すると、４年し

かたっていないことを勘案した。改正については今後も検討することとする。今回につ

いては改正すべき条文はないと判断した。その３つを入れて、きちんとおさまりよく表

現したいと思う。 

（Ｂ委員） 

  もう一点。本文冒頭の、平成28年云々で「諮問のありました、」で、句点がここに来

ると文法的に、直接次の文節にかからないような意味合いになると思う。だから、ここ

の句点はとらなければいけないと思う。 

（事務局） 

  答申書の本文、「平成28年７月27日付け佐市協推第114号で諮問のありました」の次の

「、」をとる。「諮問のありました佐賀市まちづくり自治基本条例の」ということで点

をとってそのままつなげるということで修正したい。 

（Ｄ委員） 

  検証結果の案のほうは、何も意見がなくて、私もよく意見を拾っていただけたなと思

っており、先ほど委員からもあったように、実際ここは変えたいというのは各々理由が

あったと思う。それも検証結果案の中では拾ってもらっている。 

  しかし、答申書案の中には、この検証結果の冊子については全く触れられておらず、

答申書だけ出されてしまうと、必ずしもこれがセットと認識されないような気がするの

で、どこかに、この条例の見直しのところで検証結果については十分斟酌されたいとい

う旨を入れたほうがいいのではないか。そうしないと、やはり紙１枚のことで終わって

しまうことが危惧される。 

（事務局） 

  そこについて、この検証結果案の１ページ、委員長の「はじめに」というところの文
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章に少し記載させていただいている。ここに、「今回が条例施行後初めての検証作業で

あり、また、限られた期間での作業となったが、全７回の委員会では各委員が経験に基

づく意見等を出し合い、その結果を答申書にまとめたが、答申書に記載できなかった委

員からの意見も残しておく必要があることを踏まえ、ここに冊子を作成した。」と。「こ

の検証結果が、佐賀市における今後のまちづくりに十分にいかされるように期待する。」

というようなことで、この委員会を代表して委員長のコメントを記載しているような状

況である。 

（委員長） 

  今、委員が言われたことを受けて、「本委員会で慎重に審議した結果、まちづくり条

例検証結果を付して別冊」何とかとかいうふうに付して、「以下のとおり答申します」

としたほうがいいかもしれない。これがセットになっていることをどこかに入れたいと

いう意見を採用すると、本文に、「佐賀市まちづくり基本条例検証結果」を付して、以

下のとおり答申しますということでどうか。 

（事務局） 

  それでは、「本委員会で慎重に審議を行った結果、別冊の佐賀市まちづくり自治基本

条例検証結果を付して、以下のとおり答申します。」と。 

（委員長） 

  セットであることをどこかに入れるか、下のほうにつけるという手もあるかもしれな

いが、本文の中にぜひ入れたいから、少し文章がおかしくても、それくらいはいけるの

ではないか。 

（事務局） 

  答申書の本文の中に盛り込むということでよいか。本文に「佐賀市まちづくり自治基

本条例の運用状況及び見直しについて、本委員会で慎重に審議を行った結果、別冊の検

証結果を付して、以下のとおり答申します。」と文章の中に盛り込むという形で整理を

するということで。 

（委員長） 

  「結果について、検証結果（佐賀市まちづくり基本条例検証結果）を付して」と書い

て「以下のとおり答申します。」でもいいかもしれない。 

（事務局） 

  承知した。 

（委員長） 

  それでは、幾つかこの文が修正になるが、検証結果の冊子もセットだということを表

現したいという意見は当然だと思うので、これも入れていきたい。 

  私も逐条をずっと読み上げてもらって、こういうことを議論したなというのを今思い

出している。この一つ一つが結構重くて、その中には、やはり条文を変えたいという意

見もきちんと取り込んであるので、結論としては改正しないとなっているが、そこも読

み取って欲しいという話でよろしいか。これがセットになって、この（案）が取れると
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いうことで。 

（Ａ委員） 

  条例見直しの23条も、これをセットにするのであれば、あえてここに書く必要がある

のかどうか。恐らく逐条解説というのは、ここがなくても日々わかりやすく書いていけ

る作業だと思うので、省略してもいいと思う。 

（委員長） 

 そうしよう。了解した。では、それはぜひ採用させていただきたい。 

（副委員長） 

  佐賀市にちょっと要請なのだが。 

  地域コミュニティ活動の23条はつくったときから、また今回もいろいろ議論したが、

まだ24校区となかなかまちづくり協議会ができ上がっていない。平成26年から全校区で

やるということだったが、きちっと基本条例の中にあるので、来年にでも全部設立する

というふうに早く進めてほしい。このままではあと５年ぐらいかかりそうで、それでは

設立していないところが自治組織、自治会の一つの土俵になかなか上がらない。もう強

制的にやることにしてもらわないと、なかなか進まないと思う。 

  住民はまちづくりを十分理解している人が多い。だから、その辺を踏まえて、市はど

んどん進めていっていただきたい。 

  結局、手挙げ方式で、自分たちがやると言わない限り市が動かないから、23年から始

まってもう７年たつ。５年以内にやらなければだめだ。少しスピードが遅過ぎる。 

（事務局） 

  そこは貴重な御意見ということで、頑張りたいと思っている。大詫間では、今年度、

７月ぐらいに立ち上げをされるということで聞いている。 

  あと、赤松が今年度前半に立ち上がるし、蓮池も立ち上がるということで、今年度中

には27校区になる。全部で32校区なので、あと残っているところが５箇所あり、そこの

現状がどうなっているかは、この場ではお話しできないが、それなりに市もそれぞれの

地域に積極的にアプローチをさせていただいているので、結果を早く出したいという気

持ちは持っている。しかし、行政が積極的にこれをやって欲しいという形にどうしても

できないところがあり、そこは頑張っているということで御理解いただければと思う。 

（Ｃ委員） 

  やはり住民としては、地域を動かすことは自治会だと思っている。だから、地域の代

表である自治会の方たちが、やるぞと言われたら、住民はついていくと思う。 

  だから、ある程度は強制的に、市が取り組むそういう組織、活動としてやってくれと

言ってもらったほうが、一緒に行動できるのではないかという思いはある。 

（委員長） 

  久保田では安全安心部会の活動が一番活発で、部会で久保田駅の自転車盗難防止のた

め、監視カメラをつけたら盗難がゼロ件になった。分かるところにカメラをつけてある

ので抑止効果がある。二十数万円程の支出で一番働いてほしい部会が活性化するし、成
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果を上げる。久保田のまちづくりは、安全安心部会が、犯罪は絶対許さないという感じ

で、そういう町のそれぞれの特徴を生かして頑張っているのはすごくいいと思う。 

  それと、久保田で一番感心したのは、まちづくり協議会の人がＡ３判の１年間の全組

織の計画表をつくってあり、１年間どこで何が行われているかを見える化してある。作

った人たちはデータを集めて１枚にしただけだが、それがすごくおもしろい。だから、

それぐらいのことを思いつく、やる、参考にする、ほかのところがまねをする、そして

広がっていくと、いいなと思った。そういうそれぞれのところが持っている特徴を生か

してまちづくり協議会が動いているというのは悪くないなと思う。 

（事務局） 

先にお渡しした資料３を修正したが、確認をお願いしたい。 

第１項の下に、「地域コミュニティ活動とは、①身近な地域の課題を共有すること、

②地域課題の解決を図ること、③当該地域の活性化を図ることを目的とした身近な地域

での自主的な活動を指します。」と。 

  その下の次の文章だが、「本市では」のところから始まるが、その次の行に、「市民

活動」を「地域コミュニティ活動」に置きかえている。 

  手を加えたのは、その２点になる。 

  資料２－１の答申書のほうは、タイトルの下を修正している。 

  「平成28年７月27日付け佐市協推第114号で諮問のありました佐賀市まちづくり自治基

本条例の運用状況及び見直しについて、本委員会で慎重に審議を行った結果、別冊の「佐

賀市まちづくり自治基本条例検証結果」を付して、以下のとおり答申します。」と。答

申書の文面としては、そこをまず修正している。 

  それともう一つ、その下の２番の「条例の見直しについて」のところを修正している。 

  「検証すべき条文について、委員からの意見に基づき抽出し、審議した結果、条例制

定からまだ４年経過していないこと、今後も見直しの議論を続けていくこと等を勘案し

て、今回は早急に改正すべき条文はないと判断した。」としている。その２カ所になる。 

（委員長） 

  委員会としては、これを１つの案にしたいと思うが、よろしいか。 

ほかにご意見はないか。 

  私もまだ発言する機会は山ほどあるので特にないが、やはり現場はいろいろ苦労して

いる。例えば、私たちＮＰＯ法人は、今まで全戸配布される市報が、唯一の広報ツール

だった。ホームページもつくっているし、メールも送っているが、私たちの講演会に来

られる人の７割ぐらいはメールを使っていないので、活字媒体をと言われる。 

  しかし、市報が厚すぎるということで、記事が削減され、私たちの使える枠も少なく

なったので、団体で予算を確保してダイレクトメールを送ることにした。 

中には「市報に載せている」とか、「市報で伝えている」とか言うと、「あんなおも

しろくないもの読むか」と言う人もいる。私は１回「読まないのなら文句を言うな。黙

っておけ。」と言ったことがあるが、そういうふうに市民の声は多様にある。 
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  だけど、そういうお互いの意見をどこかでバランスとるのが行政だから、やはり悩ん

でほしい。相当苦労し、悩みながらやって行かざるを得ないところが沢山あるのではな

いかと思う。 

  それと、ぜひ覚えておいてほしいのは、佐賀はコミュニティや、初等、中等教育がま

だちゃんと生きていること。私たちがまちづくり自治基本条例に、コミュニティ活動と

まなざし運動、つまり初等、中等教育がいかに重要であるかということを入れたのは、

今でもやはり間違っていなかったと思う。そのよさをちゃんと持続させながら、そして

今度は人口減少をしのげるだけの何か活力も必要だろうから、ぜひ頑張っていただきた

いと思う。皆さんたちのような若い次の世代の人たちが、ここをきちっとやらないと、

どこも限界集落がみたいな感じになっていくと思うが、佐賀はあまりそうならないだろ

うという自信はちょっとある。やはりそういう自分たちのよさをぜひ生かしながら頑張

っていただきたい。その道は必ずしも平坦ではないなというのはやってみて思う。 

  最後なので、次はここに戻ってくることはないが、皆さんの御協力でなかなかいい仕

事ができたかなと思う。 

  いろいろ進行について問題はあったかと思うが、お許しをいただければありがたい。 

（Ｃ委員） 

  一つだけよいか。私は民生委員の立場で高齢者宅を訪問している。委員長の話の中で、

市報を見ないという話があったが、配布されるときに市報と一緒に情報誌が入っている。

それでますます、年配の方は、こんな本は要らないとか、見られる機会がない。だから、

市報は本と一緒の配布ではなくて、別に配っていただくようなことをお願いできないか。 

（副委員長） 

  私たちは、回覧するときに、その町に一番重要なことを一番上にする。そうしたら、

一番上だけは見てくれる。 

  だから、配達業者にそういう要求をすればいい。一緒に配ったほうが安いのであれば、

まず市報を一番上に乗せておいてと。 

（事務局） 

  市報を発行している部署が秘書課の広報の担当になるので、今の委員の御意見を伝え

ようと思う。 

 

３ 事務局連絡事項 

（事務局） 

  足かけ１年、皆様方には本当に実のある、中身の深いさまざまな議論をいただいた。

本当にありがたく感謝申し上げたい。 

  それでは、一応今回で、委員会での御審議は終わるということで考えている。 

  この後、本日、話をいただいた答申書と検証結果を最終版として、再度文言の間違い、

漢字の間違いとか誤植等も事務局のほうで、もう一回最終チェックして、もし何かあれ

ば委員長と御相談させていただき、最終版という形にした上で、皆様方のお手元に今回
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の委員会の議事録と合わせて配らせていただきたいと思う。 

 市長への答申書提出は７月４日（火）に実施。時間等は委員の皆様へ改めて通知する。 

 

４ 閉会 


