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資料１ 

令和３年５月１９日（水） 

佐賀市 協働推進課 

第３回 

佐賀市自治基本条例検証委員会 

【各条文・逐条解説検証の論点】 

（条文別） 



 

 

 事前に、委員から提出された条文・逐条解説検証確認票を集約し、一覧表に取りまとめた。 

 
  

章 条 内　容

前文 ● ●

第１条 目　的 ●

第２条 定　義 ● ● ●

第３条 この条例の尊重 ●

第４条 自治の基本理念 ●

第５条 まちづくりの基本原則 ●

第６条 市民等の権利 ●

第７条 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 事業者の役割及び責務 ●

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１３条 情報共有の推進

第１４条 説明責任

第１５条 会議の公開

第１６条 個人情報の適正な管理

第１７条 市民参加の推進

第１８条 意見公募手続

第１９条 意見等の取扱い ●

第２０条 審議会等 ● ●

第２１条 住民投票 ●

第２２条 協働の推進

第２３条 地域コミュニティ活動 ● ●

第２４条 災害等への対応 ●

第２５条 子どもへのまなざし ●

第２６条 総合計画 ●

第２７条 行政評価

第２８条 財政運営

第２９条 行政手続

第３０条 国及び他の地方公共団体との関係

第３１条 国際的な視野の醸成 ● ●

第３２条 佐賀市自治基本条例検証委員会

第３３条 条例の見直し

全般 ● ● ● ●

第四章
市政運営

第五章
国及び他の地方公共

団体との関係等

第六章
条例の検証

Ｆ
委
員

Ｇ
委
員

Ｈ
委
員

第一章
総　則

第二章
市民等の権利並
びに市民等、議
会及び市長の役

割及び責務

第三章
情報共有、市民
参加及び協働

佐賀市まちづくり自治基本条例　意見集約表 Ａ
委
員

Ｂ
委
員

Ｃ
委
員

Ｄ
委
員

Ｅ
委
員
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前文 

 

わたしたちが暮らす佐賀市は、脊振山系の緑豊かな山々、そこから流れ出す嘉瀬川を抱く佐

賀平野、有明海といった自然に恵まれたまちです。 

先人たちは、この豊かな自然を大切にしながら、歴史や文化をつくりあげ、多くの人材を育

んできました。これらを受け継ぎ、子どもたちが大好きなふるさととして誇れるまちをつくり

あげていくことは、わたしたちの使命です。 

わたしたちは、年齢や性別等に関わりなく、誰もが人と人とのつながりや温もりを感じ、安

心して心豊かに生活できる笑顔と元気に満ちた“さがんまち”を目指し、「自分たちのまちは自

分たちで治める。」という自治の主体として、役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加してい

きます。 

わたしたちは、市政や市民活動に関心を持ち、まちづくりに関わる全ての人々との対話を通

して、参加と協働によるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。 

 

【逐条解説】 

前文は、この条例を制定する意義を示しています。 

また、前文は分かりやすく親しみがもてるような表現とするため、「です・ます」調を用いまし

た。 

（第１、２段落） 

佐賀市がどのような「まち」であるのか、また、わたしたちは佐賀市を今後どうしていかな

ければならないかを示しています。 

・佐賀市は緑豊かな山々や佐賀平野、有明海といった自然に恵まれたまちです。 

・我々の祖先は、このような自然を大切にしながら、歴史や文化をつくりあげ、幕末・維新期

をはじめ、多くの人材を輩出してきました。 

・この自然、歴史や文化を受け継ぎ、未来を担う子どもたちが「大好きなふるさと」として誇

れるまちをつくりあげていくことは、今を生きるわたしたちの使命であるといえます。 

（第３段落） 

第１、２段落を踏まえ、今を生きるわたしたちがどのようなまちにしていきたいのかを示す

とともに、その実現のため、自治の主体としてのあるべき姿勢を宣言しています。 

・わたしたちは、年齢や性別等に関わりなく、誰もが人と人とのつながりや温もりを感じて、

安心して心豊かに生活できる笑顔と元気に満ちた“さがんまち 注”をつくっていくことを

目指します。 

注）「さがんまち」とは、佐賀の方言で「さがのまち」の意 

・わたしたちは、「自分たちのまちは自分たちで治める。」という自治の主体として、その役割

に自覚をもってまちづくりを進めます。 

・わたしたちは、安心して心豊かに生活できる笑顔と元気に満ちたまちの実現に向けて、積極

的にまちづくりに参加していきます。 

（第４段落） 

第３段落を踏まえ、わたしたちがどのようにまちづくりに関わっていくのかを示すとともに、

参加と協働によるまちづくりを進めるためにまちづくり自治基本条例を制定することを示し



2 

 

ました。 

・わたしたちは、市政や市民活動に関心を持ちます。 

・わたしたちは、まちづくりに関わる全ての人々との対話を通して情報を共有し、参加と協働

によるまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。 

 

【条例に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

「私たちは年齢

や性別等に関わ

りなく・・」の表

現 

「年齢や性別、国籍等に関わりな

く」と国籍を入れる必要はないか。

外国籍の住民も「市民」に入ってい

ると思う。佐賀市の市長、議員の選

挙権の問題等もはらむため、対立

の恐れはある。 

Ａ 

委員 

・条例を策定する際に、検

討会議や起草部会等でど

こまで表現するか議論 

・「等」の中に条文で表現

できていない部分を含有 

「年齢や性別、障がいの有無に関

わりなく」 

一般的に、社会的弱者といわれる

人たちに関することが見えてこな

い。あえて、ここに入れることもあ

りではないか。 

Ｈ 

委員 

前文に、2015 年 9

月の国連サミッ

トで採択された

ＳＤＧｓの 17 目

標を佐賀市の目

標として市民活

動を行うことを

記載する是非に

ついて 

何らかの形でＳＤＧｓを佐賀市

の基本目標として記載してはどう

かと思う。 

Ａ 

委員 

・ＳＤＧｓは 2030 年までの

時限的な国際目標 

・総合計画とＳＤＧｓとの

関連について 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

「何を、どこまで

明記するのか」が

分からないまま。 

 また、市民とし

ては難しいと感じ

た。 

「説明」は、解き明かすこと、な

ぜ、こうなるのかの根拠、理由だと

思うし、説明する時には別の（置き

換えて）表現をするように、今まで

（学校現場では）してきたので、行

政用語等もあり、仕方ないのかも知

れないが、スッキリしなかった。 

特に、文末で「治める」は、ある

べきではなく、「～できる」という

意味合い（ニュアンス）の方がいい

のでは。【前文・第１条・第４条】 

Ｈ 

委員 

・他都市の逐条解説も参考
にして、文言の追加修正
も検討 

※自治：自分や自分たちに関
することを自らの責任にお
いて処理すること。 

・パンフレットやＤＶＤ等
のコンテンツを活用する
実例を明示することで、
まちづくりをより身近に
感じてもらい、条文を理
解していただくことも検
討 
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【その他の意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

【条例全般】 

具体的な姿、実際にどういう形で市民（我々）に伝

わるのかを考えた時にどうしたらいいのか。 

Ｈ 

委員 

 

①「心豊かに」 前文で記載されているが、

難しい。 

 

②実際に、「子ども

たちが誇れるま

ち」とは 

市民（子どもから高齢者ま

で）にアンケート等を取られ

たのか。考えられている姿は。 

・考えられている姿：総合計画第
５章「ふるさとに愛着と誇りを
持ち、魅力ある人と文化をはぐ
くむまち」 

③「安心して暮ら

し続ける」 

 

平和、原発、オスプレイの問

題や自然を守ることなどに関

すると思うが、そのことに関

する意見を言う場や学ぶ場の

確保はあるのか。第 21 条の

「住民投票」では、少し触れら

れていたようだが。 

・「安心」に込められているもの 
・発言の場としては、市長と語る

会、市政報告会、市政への提言、
市議会議員によつ一般質問な
どが挙げられる。 

④協働の必要性は

分かるが 

災害等の対応など、地域（自治

会等）で話し合いをされてい

るのか。私だけが分かってい

ないのか。それも問題ではな

いか。 

  

⑤佐賀市として、

市町村合併があ

り、旧佐賀市と旧

郡部との課題の違

いがあるのではな

いか。 

人口減少は否定できない。人

口を増やすことも大切である

が、資源の活用（豊かな自然を

生かす）は。 

  

⑥社会的弱者と言

われる人たちへの

関わり、配慮はど

うか 

社会的弱者と言われる人たち

への関わり、配慮に関して、ど

こかに、何らかの形で明記で

きないのか。 

 ・他都市の逐条解説も参考にし
て、文言の追加修正も検討 
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第１条（目的） 

 

 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役

割及び責務を明確にするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、

自治の進展を図り、もって安心して暮らし続けることができる地域社会を実現することを目

的とする。 

 

【逐条解説】 

条例が規定している内容の概要を示し、制定の目的を明らかにするものです。 

この条例は、「自分たちのまちは自分たちで治める。」という考えのもと、自治のまちづくり

を推進し、安心して暮らし続けることができる地域社会を実現することを目的としています。 

子どもからお年寄りまで誰もが安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するた

めに、「自治の基本理念」と「市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務」を明

確にするとともに、「情報共有、市民参加及び協働」、「市政運営」、「国及び他の地方公共団体と

の関係等」などのまちづくりの基本事項を定めています。 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

「何を、どこまで

明記するのか」が

分からないまま。 

 また、市民とし

ては難しいと感じ

た。 

「説明」は、解き明かすこ

と、なぜ、こうなるのかの根

拠、理由だと思うし、説明する

時には別の（置き換えて）表現

をするように、今まで（学校現

場では）してきたので、行政用

語等もあり、仕方ないのかも

知れないが、スッキリしなか

った。 

特に、文末で「治める」は、

あるべきではなく、「～でき

る」という意味合い（ニュアン

ス）の方がいいのでは。 

【前文・第１条・第４条】 

Ｈ 

委員 

・他都市の逐条解説も参考にし
て、文言の追加修正も検討 

※自治：自分や自分たちに関するこ
とを自らの責任において処理する
こと。 

・パンフレットやＤＶＤ等のコン
テンツを活用する実例を明示
することで、まちづくりをより
身近に感じてもらい、条文を理
解していただくことも検討 

「自治の基本理

念」と… 

説明なのに、同じ

表現でいいのか。 

具体的に、「市民は等しく尊

重されること、市民は、自らの

意思と責任をもって、市政に

参画できること」のようにし

ては。 

・他都市の逐条解説も参考にし
て、文言の追加修正も検討 

 

  



5 

 

第２条（定義） 

 

  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 本市の区域内に住所を有する者 

イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者 

ウ 本市の区域内に不動産を有する者 

(2) 市民活動団体 自治会、特定非営利活動法人その他これらに類する公益性のある活動

（以下「市民活動」という。）を本市の区域内において行う団体をいう。 

(3) 事業者 本市の区域内において事業を営む個人又は団体（市民活動団体を除く。）をい

う。 

(4) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。 

(5) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固

定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。 

(6) まちづくり 公共の福祉を増進するために行われる活動の総体をいう。 

(7) 市政 まちづくりのうち議会及び市長等が担うものをいう。 

(8) 情報共有 市民等、議会及び市長等が、まちづくりに関する情報を共有することをいう。 

(9) 市民参加 市民等が、まちづくりに主体的に関わり、行動することをいう。 

(10) 協働 市民等、議会及び市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚し、相互の自主性及

び主体性を尊重し、対等な立場で助け合い、及び協力しながら活動することをいう。 

 

【逐条解説】 

この条例で使われている用語の意味を規定しています。 

（第１号） 

  「市民」は、住民（市内に住所を有している者）のほか、市内の事業所に通勤する人や市内

の学校に通学する者、市内に不動産（土地、建物など）を有する者を指します。 

まちづくりには、住民だけではなく、様々なかたちで本市に関わる人々の力を結集していく

ことが必要です。そのために、住民以外に、市内の事業所に通勤する者や市内の学校に通学す

る者、さらに防犯・防災や景観などの観点から土地建物の管理責任が重要となっていることを

踏まえ、市内に不動産を有する者も「市民」に含めています。 

なお、「ア 本市の区域内に住所を有する者」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１０条（住民の意義及び権利義務）で規定される「市町村の区域内に住所を有する者」を指

します。 

（第２号） 

  「市民活動団体」は、地縁型組織（自治会、老人会等の地縁を基礎とする組織）やテーマ型

（志縁型）組織（特定非営利活動法人、ボランティア団体等の志縁を基礎とする組織）など、

市内で公益性のある活動を行う団体を指します。 

（第３号） 

 「事業者」は、市内で企業、商店などの事業を営む個人や団体を指し、公益法人、学校法人、

協同組合などの営利を目的としない団体も含まれます。 
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（第４号） 

まちづくりに関わる主体として、「市民」、「市民活動団体」、「事業者」を「市民等」と総称し

ています。 

（第５号） 

  「市長等」は、地方自治法第１３８条の４に規定する「市の執行機関」（市長のほか、地方自

治法第１８０条の５に列記されている各種行政委員会）と、独立した権限を有する地方公営企

業の管理者（本市の場合、自動車運送事業管理者と上下水道事業管理者）を指します。市長は、

市の行政を統轄し、これを代表する立場であり、最も代表的な執行機関であることから、この

条例では「市長等」と表現しています。 

（第６号） 

 「まちづくり」は、市民等、議会や市長等の主体的な活動により行われる公共の福祉を増進す

るための活動の総体をいいます。 

（第７号） 

「市政」は、まちづくりのうち市が担うもので、議会と市長等の活動すべてをいいます。 

（第８号） 

「情報共有」は、まちづくりに関する情報を、市民等、議会、市長等が共有し、共通の理解を

深めることをいいます。 

（第９号） 

 「市民参加」は、まちづくりに関して、市民等が、地域や社会の課題解決に向けて責任を持っ

て活動に自発的に関わることをいいます。 

（第１０号） 

 「協働」は、市民等、議会、市長等が、地域や社会の課題解決のため、相互の自主性・主体性

を尊重し、それぞれの特性を活かして、対等な立場で役割を分担し、相乗効果を生むような連

携・協力をすることをいいます。 

 

【条例に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

（2）市民活動団体 

「自治会、特定非営利

活動法人その他・・・」 

自治会、特定非営

利活動法人の前にコ

ミュニティの自治の

担い手に成長しつつ

ある「まちづくり協

議会」を入れたい。 

Ａ 

委員 

・地縁組織の代表として「自治会」

が、志縁組織の代表として「特定非

営利活動法人」が記載 

・まちづくり協議会は「その他これら

に類する公益性のある活動を行う団

体」に含まれている 

・まちづくり協議会は、２校区未設置

の状況 
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【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

（2）市民活動団体 

「公益性」 

（6）まちづくり 

「公共の福祉を増進」 

私のような市民は、

分かりにくいのでは

ないか。 

公益性…法的（行

政）用語なので説明は

する必要がないので

はないか。 

人権尊重であるこ

と、人間らしく、自分

らしく生きることで

は。 

Ｈ 

委員 

・逐条解説で、他都市の事例も参考にし

ながら、パンフレットで使用されてい

るような文言を追加すること等も検討 

『「まちづくり」とは、道路や公園の整

備、建物の工事などのハード的な部分

だけではなく、地域の清掃活動や伝統

文化を守る取り組み、まつりやイベン

ト開催など、ソフト的な部分もあり、

市民のみなさんにも取り組んでもらえ

るまちづくりは、身近に沢山ありま

す。』 

・公共の福祉：社会全体の共通の利益 

 

（6）まちづくり 

「公共の福祉を増進

するために行われる

活動の総体」 

一番大切なポイン

トなのに、「公共の福

祉」、「総体」など理解

が困難。 

Ｇ 

委員 
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第３条（この条例の尊重） 

 

 他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。 

 

【逐条解説】 

この条例と他の条例、規則等との関係性について規定しています。 

法体系上は、個々の条例に優劣はありませんが、この条例が「情報共有」、「市民参加」、「協

働」などのまちづくりに関する既存の制度・仕組みを取りまとめ、まちづくりのルールとして

定めたものであり、他の条例、規則等との相互調整を図る必要があることから、訓示的、宣言

的な意味として、その関係性を明らかにしたものです。 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

逐条解説中の「訓

示的」・「宣言的」と

いう言葉が難しい

のではないか。 

「訓示的」は、上から下への

命令的な意味と受け止めら

れるがいいのか。「宣言的」

といういい方はあるのか。 

Ｈ 

委員 

・他の条例、規則等との相互調整

を図るための表現 

・他都市の逐条解説も参考にし

て、文言の追加修正も検討 
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第４条（自治の基本理念） 

 

 安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、市民等が主体となり、まちづ

くりを行うことを自治の基本理念とする。 

 

【逐条解説】 

自治の基本理念について規定しています。 

本市は、市民等が安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、「自分たちのま

ちは自分たちで治める。」という考え方に基づき、市民等が主体的にまちづくりに関わり、行動する

ことを自治の基本理念としています。 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

「何を、どこまで

明記するのか」が

分からないまま。 

 また、市民とし

ては難しいと感じ

た。 

「説明」は、解き明かすこと、なぜ、

こうなるのかの根拠、理由だと思

うし、説明する時には別の（置き換

えて）表現をするように、今まで

（学校現場では）してきたので、行

政用語等もあり、仕方ないのかも

知れないが、スッキリしなかった。 

特に、文末で「治める」は、あるべ

きではなく、「～できる」という意

味合い（ニュアンス）の方がいいの

では。【前文・第１条・第４条】 

Ｈ 

委員 

・他都市の逐条解説も参考に
して、文言の追加修正も検
討 

※自治：自分や自分たちに関す
ることを自らの責任において
処理すること。 

・パンフレットやＤＶＤ等の
コンテンツを活用する実
例を明示することで、まち
づくりをより身近に感じ
てもらい、条文を理解して
いただくことも検討 
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第５条（まちづくりの基本原則） 

 

 次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とする。 

(1) 情報共有の原則 

(2) 市民参加の原則 

(3) 協働の原則 

 

【逐条解説】 

まちづくりの基本原則として、３つの原則を規定しています。 

（第１号） 

  市民等が主体的にまちづくりに関わり、行動するためには、情報の収集はもちろんのこと、

情報の共有が前提となります。 

（第２号） 

  市民等があらゆるまちづくり活動に参加できる機会を有するとともに、主体的にまちづくり

に関わることが必要です。 

（第３号） 

  まちづくりにおいては、市民等、議会、市長等がお互いの役割分担のもと、協働して取り組

むことが必要です。 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

（1）情報共有の

原則 

市民が情報を共有するために

は行政の協力が必要。 

いまだ一般市民が情報を収集

しているとは思えない。 

逐条解説の説明の中で、具体的

に示しては。 

Ｇ 

委員 

・逐条解説で、他都市の事例も

参考にしながら、パンフレッ

トで使用されているような文

言を追加すること等も検討 
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第６条（市民等の権利） 

 

 市民等は、第４条に規定する自治の基本理念を実現するため、公共の福祉に反しない限りに

おいて、次に掲げる権利を有する。 

(1) 市政に関する情報を知る権利 

(2) まちづくりに参加する権利 

 

【逐条解説】 

市民等の権利について規定しています。 

市民等の権利は、この条例の規定により初めて認められるものではなく、市民等が主体とな

ったまちづくりを行うための重要な事項として、あえて明示したものです。 

（第１号） 

  「まちづくりの基本原則」のひとつである情報共有の原則から、市民等は市政に関する情報

を知る権利を有しています。具体的には、第１３条（情報共有の推進）に規定しています。 

（第２号） 

  「まちづくりの基本原則」のひとつである市民参加の原則から、市民等は様々なまちづくり

の場に主体的に関わり、行動できる権利を有しています。 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

「公共の福祉」の

説明 

逐条解説の中に分かりやすく

記載する。 

Ｇ 

委員 

・逐条解説の中で、他都市の事例も

参考にしながら、記載を検討 

・公共の福祉：社会全体の共通の

利益 
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第７条（市民等の役割及び責務） 

 

１ 市民等は、自治の主体であることを自覚するとともに自らの発言及び行動に責任を持ち、

第４条に規定する自治の基本理念を実現するための役割を広く担うものとする。 

２ 市民等は、まちづくりに関する情報を収集するとともに、まちづくりに関わるあらゆる主

体の立場及び意見を尊重し、助け合いの精神をもってまちづくりに参加するものとする。 

 

【逐条解説】 

市民等の役割と責務について規定しています。 

（第１項） 

 市民等は、自治を担う存在であるという自覚をし、自らの発言や行動に対して責任を持つ

とともに、「自治の基本理念」である安心して暮らし続けることができる地域社会を実現す

るための役割を広く担います。 

（第２項） 

 市民等は、主体的に行動するために、自ら積極的にまちづくりに関する情報を収集すると

とともに、他の市民、団体等のあらゆる主体の立場や意見を尊重し、パートナーとして、助

け合いの精神をもってまちづくりに参加していくこととしています。 

ただし、市民参加は、あくまでも自主的、自発的に行われるべきものであり、決して強制

されるものではありません。 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

逐条解説第２項

中の「自ら」の解

釈 

「自ら」とは個人とも受け取

られ、十分な情報収集はでき

ないのでは。 

Ｇ 

委員 

・「自ら」に込められているもの 
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第８条（市民活動団体の役割及び責務） 

 

１ 市民活動団体は、市民活動がまちづくりの中核となるべきものであること及び自らがその

担い手であることを自覚し、市民活動を通じて地域における課題の解決及び地域の活性化に

貢献するよう努めなければならない。 

２ 市民活動団体は、地域における課題の解決及び地域の活性化を図るため、市民活動団体の

相互の連携及び組織の活性化に努めるものとする。 

 

【逐条解説】 

市民活動団体の役割と責務について規定しています。 

（第１項） 

  市民活動団体は、市民活動がまちづくりの中核となるべきこと、また、その担い手であるこ

とを自覚して、その活動を通じて地域の課題解決と活性化に貢献するよう努めなければなりま

せん。 

（第２項） 

  市民活動団体は、地域の課題解決と活性化に向けて、相互に連携し、組織の活性化に努めま

す。なお、「組織の活性化」とは、単に活発な活動を行うことだけではなく、財源や人材の確保

を図り、継続的な活動を行うことを指しています。 

 

【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

コミュニティ活

動との違い 

第２３条のコミュニ

ティ活動との相違点を

記載してもらいたい。 

市民はどちらに力点

すべきか不明。 

Ｇ 

委員 

・【第２条 第２号】 

「市民活動団体」は、地縁型組織（自治

会、老人会等の地縁を基礎とする組織）

やテーマ型（志縁型）組織（特定非営利

活動法人、ボランティア団体等の志縁を

基礎とする組織）など、市内で公益性の

ある活動を行う団体を指します。 
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第９条（事業者の役割及び責務） 

 

 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会へ貢献するよう努めると

ともに、そ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。 

 

【逐条解説】 

事業者の役割と責務について規定しています。 

事業者も地域社会を構成する一員であり、特に事業活動に伴って地域社会に与える影響や企

業の社会的責任が重視されてきていることを踏まえ、事業者はその役割を自覚し、地域社会へ

の貢献に努めるとともに、そ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

ばなりません。 

事業者の地域社会への貢献としては、自主的な活動のほか、地域の清掃活動や祭りへの参加・

協力などの様々なことが考えられます。さらに、子どもへのまなざし運動（第２５条関係）に

おいては、事業者は、子どもを育む４つの場のひとつとして重要な役割を担っています。 

 

【条例・逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

事業者は、地域社会

を構成する一員で

あることを自覚し 

地元企業に比べ大規模商業施

設は利益だけ持っていき、地域貢

献の意識が希薄である。 

「一員としての自覚を持ち」に

変えてはどうか。 

Ｄ 

委員 

・事業者の取り組み紹介 
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第１０条（議会の役割及び責務） 

 

１ 議会は、市政に係る意思決定を行う議決機関としての役割を担うものとする。 

２ 議会は、市政運営状況の監視及び評価を行うとともに、適切な判断及び責任ある活動を

行わなければならない。 

３ 前２項及び法令に定めるもののほか、議会に関する基本的事項については、別に条例で

定める。 

 

【逐条解説】 

住民の代表である市議会の役割と責務について規定しています。 

（第１項） 

  議員の合議体である議会は、市長とともに住民から直接選挙で選ばれた議員で構成されて

おり、二元代表制の一翼として市政に係る意思決定機関の役割を担います。 

（第２項） 

  議会は、市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、市政運営状況の監視と評価を

行い、適切な判断と責任ある活動を行わなければなりません。 

（第３項） 

  議会に関する基本的事項については、法令のほか、佐賀市議会基本条例（平成２１年条例

第１７号）で定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○佐賀市議会基本条例（抄） 

（議会の活動原則） 

第３条 議会は、議会が、議員、市長、市民等の交流及び自由な討論の場であるとの認識に立つもの

とする。 

２ 議会は、主権者である市民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重

んじ、市民に開かれた議会として、市民参加を目指して活動するものとする。 

３ 議会は、市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、市政運営状況の監視及び評価を行う

とともに、適切な判断と責任ある活動を行わなければならない。 

（議員の活動原則） 

第４条 議員は、市民福祉の向上を目指して活動しなければならない。 

２ 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の

自由な討議を尊重するものとする。 

３ 議員は、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市政全般についての課題及び市民の意見、要

望等を的確に把握しなければならない。 

（市民との関係の基本原則） 

第６条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に

果たさなければならない。 

２ 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を原則として公開するもの

とする。 

３ 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制

度を十分に活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。 

４ 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために、議員

の全部又は一部と市民等との意見交換の場を設けることができる。 
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【その他の意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

議員、職員管理職、審議

会に女性を一定数確保

することを規定するク

オ ー タ 制 （ quota 

system）を導入するこ

との是非について 

最近、社会的事件に関連し

て「女性議員の比率が先進国

で最低に近い」との報道され

たことに鑑み、クオータ制を

議論する必要があると思う。 

【第 10 条、第 12 条、第 20 条】 

Ａ 

委員 

・市では女性の審議会等へ

の参画率の目標値を 43％

と定め、積極的な女性委

員の登用に努めている。

R2 実績 44.2％ 

・市議会議員登用率 8.6％ 

（3人/35 人） 

・管理・監督職登用率 30％ 

（監督職 15％、管理職

17.2％） 
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第１２条（職員の役割及び責務） 

 

１ 本市の職員は、市長の補助機関としての役割を担うものとする。 

２ 本市の職員は、全体の奉仕者として市民等の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しな

ければならない。 

３ 本市の職員は、市政の課題に的確に対応し、職務を遂行するために必要な能力及び資質の

向上に努めなければならない。 

 

【逐条解説】 

市職員の役割と責務について規定しています。 

（第１項） 

  市職員は、地方自治法に定める市長の補助機関としての役割を担います。 

なお、本市における市長の補助機関とは、地方自治法第１６１条から第１７５条までに規定

する「副市長、会計管理者、職員、専門委員」を指します。 

（第２項） 

  市職員は、市全体の奉仕者として、また自らも市民の一人として、市民等の視点に立ち、公

正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。 

（第３項） 

  地方分権の進展や社会環境の大きな変化の中にあって、高度化、複雑化する市政やまちづく

りの課題に的確に対応するため、市職員には、専門知識の習得やスキルアップを図ることが求

められています。そのため、常に自己研鑽に努めるとともに能力や資質の向上に努めなければ

なりません。 

その他、市職員には地域社会の一員として、地域コミュニティ活動、ボランティア活動や子

どもへのまなざし運動など市民活動への積極的な参加も求められます。そのため、本市では、

「職員の一人二役運動」を推進しています。 

 

【条例に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局からの説明 

逐条解説中、「職員の一

人二役運動」を推進 

「市職員には,,，積極的

参加も求められます。」 

「説明」の記載では市職員

には意識が向上しない。本文

の４項に格上げしてもよくな

いか。 

Ｇ 

委員 

・第 12 条（職員の役割及び

責務） 
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【逐条解説に関する意見】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局 

市全体とは？ 

奉仕者が的確なのか？ 

説明の中では範囲等、分か

りやすい表現がよいのでは

ないか。 

Ｇ 

委員 

・「全体の奉仕者」：憲法第 15

条第 2 項、国家公務員法第

96 条、地方公務員法第 30 条

に規定 

逐条解説中、「その他、

…子どもへのまなざし

運動」 

子どもへのまなざし運動

は地域コミュニティ活動に

含まれないか。 

Ｇ 

委員 

・子どもへのまなざし運動

は、「家庭」・「地域」・「企業

等」・「学校等」の子どもを

育む4つの場と位置づけて

られている。 

 

【その他の意見・質問】 

議論のポイント 委員の意見 委員 事務局 

逐条解説中、「職員の一

人二役運動」を推進 

８年間の総計はどう推移

しているのか。 

何か改善されたのか。 

どう管理しているのか。 

Ｇ 

委員 

・職員アンケートを実施 

運動について周知されて

いるのか。 

職務以外に社会的な役割

を果たす、ということを強調

したいのか。 

Ｈ 

委員 

・採用後５年～１０年の職

員を対象に研修を実施 

議員、職員管理職、審議

会に女性を一定数確保

することを規定するク

オータ制（quota system）

を導入することの是非

について 

最近、社会的事件に関連し

て「女性議員の比率が先進国

で最低に近い」との報道され

たことに鑑み、クオータ制を

議論する必要があると思う。 

【第 10 条、第 12 条、第 20

条】 

Ａ 

委員 

・市では女性の審議会等への

参画率の目標値を 43％と

定め、積極的な女性委員の

登用に努めている。R2 実績

44.2％ 

・市議会議員登用率 8.6％ 

（3人/35 人） 

・管理・監督職登用率 30％ 

（監督職 15％、管理職

17.2％） 

 


