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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】令和３年８月１９日（木） 午前１０時００分 ～ 午前１１時３５分 

【開催場所】佐賀商工ビル４階 市民活動プラザ A・G 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、内川実佐子、小城原直、高原陽子、田島広一、西村康喜、松本昌

代 

（事務局） 

鶴地域振興部長、馬場協働推進課長、前田係長、納富主査、金ヶ江主査、南里主事 

【公開又は非公開の別】公開 

【傍聴者】なし 

【議事概要】 

１ 開会 

（地域振興部長あいさつ） 

今回の大雨で浸水被害が県内各所であっている。佐賀市内も大分浸水したところがある

ような状況である。また、佐賀県の新型コロナウイルスの新規感染も非常に増えている状況

の中でお集まりいただき感謝する。 

 自治基本条例の策定時にも関わらせていただいていた。また、第１期の検証委員会にも課

長という立場で参加させていただいており、今回縁あって、また一緒に仕事をさせていただ

くことになった。 

今回第２期目の検証ということで、審議も佳境に入っていると思うが、これまで同様、

事務局として、各委員の真摯な充実した審議の助けになるような助力を果たせればと思って

いる。 

（委員長あいさつ） 

（委員長） 

 今日は第５回の検証委員会であるが、議論がまとまらないときは、もう一回追加で開催す

ることが可能とのことであるので、スケジュールにとらわれずに、自由に発言をお願いした
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い。 

２ 第４回審議事項 

（委員長） 

 今回の検証委員会も、これまでどおり公開で行いたい。  

まず、今回の審議の進め方について事務局のから説明をお願いしたい。 

（事務局） 

 会議の進行に当たっては次第に従って進行させていだく。本日の主な議題は、(1)第４回

検証委員会の振り返り、(2)条文に沿った検証（全般）、(3)答申に向けた議論の取りまとめ

である。 

 第３回検証委員会から、第４回検証委員会にかけて、条文ごとに条例や逐条解説の文言、

運用について議論、審議いただいた。今回は前回までの検証委員会で審議できなかった箇所、

や継続審議となった箇所を中心に議論いただきたい。 

 また、これまでの審議内容を踏まえ、それぞれの委員から条例を通じての意見をいただき

たいと思っている。今回の審議いただいた内容を検証結果や答申書に盛り込みたいと考えて

いるので、各員からの意見を随時いただきたい。 

 終了時刻は11時30分頃を予定している。 

（委員長） 

 今提案された議事次第に従って進めたいと思うがよろしいか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

（委員長） 

 それでは、早速、議事に入っていきたい。 

 まず、第４回検証委員会の振り返りについて事務局から説明を願いたい。 

（事務局） 

 前回の検証委員会では第３章以降の部分を条文ごとに審議いただいた。議事の内容につい

ては議事概要にまとめているので内容を確認いただき、修正等があれば事務局まで申し出て

いただきたい。 

資料１は、これまでの議論をまとめたものである。条文、意見・質問等、事務局の説明、

それを基に審議いただいた内容をまとめという形でまとめている。 

 この資料１が答申の際の検証結果（案）の資料となっていくので、ぜひ内容を確認いただ



- 3 - 

きたい。 

 資料２は、前回同様、審議状況と審議概要を記載している。この中の意見集約表に黒丸が

ついている箇所が審議がまだ終わっていないところである。本日はこの黒丸のところを審議

いただき、最後に条例全般を通じた意見というのもいただきたいと思っている。特にここに

丸があまりついていなかった委員については、どうしても発言の機会が少くなっているかと

思うので、今回、条例全般に対する意見も資料１にも追記しながら、次回検証結果、答申の

たたき台に盛り込んでいきたいので、ぜひ意見を随時言っていただきたいと思う。 

（委員長） 

 資料２の見開きのところに書いてある黒丸のところが多分まだ審議未了の各条項であるが、

それに加えて全般についても各委員のからの意見を聴きたいということであるので、そのよ

うな形で進めていきたいと思う。 

 それでは、まず、条文ごとの検証（全般）について、事務局のからの説明を聞いた後、審

議していきたいと思う。よろしくお願いしたい。 

（事務局） 

 資料２に沿って進めていきたい。黒丸がついている箇所が前文、第８条、第12条、23条、

条例全般の部分である。前文については、荒牧委員から、ＳＤＧｓというものを佐賀市の基

本目標として記載してはどうかという意見があった。これについては、前回、条例全般の意

見のなかで、Ｃ委員のからもＳＤＧｓの話があったがＳＤＧｓは2030年までの国際的な目標

や目標値ということで、佐賀市でも総合計画、もしくは個別計画ではＳＤＧｓを盛り込んで

いるところである。前回の議論では、例えば、条例の逐条解説にＳＤＧｓの考え方を取り入

れた解説を入れることや、条例の啓発をする際にＳＤＧｓを活用してはどうかという話が

あったので、事務局としてもそのように進めたいと思っている。 

 また、その他の意見として、Ｈ委員のから逐条解説の文言について、前文というよりは全

般に関しての意見があり、この部分についてこれまで審議がなかったため、今回審議してい

ただければと思う。 

（委員長） 

 それではまず、前文のところで、私とＨ委員から出ている意見について未審議ということ

だが、Ｈ委員から付け加えてなにかあるか。 

（Ｈ委員） 
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 後ほど発言したい。 

（委員長） 

 それでは、私から先に、ＳＤＧｓの話は前回、佐賀市の取組について説明いただいたが、

私が言いたいのは、ＳＤＧｓを佐賀市の一つの大きな目標として掲げて、別の機会で動くと

いうことである。前文では、自治基本条例の基本的な目標として、我々は市民協働で自治を

進めていくよということを言っているのだと思う。その市民協働の意味は、そこで暮らす人

たちと同時に、行政や議会、そこを仕切っている人たちと協働で進めていくこと、協働で進

めていく際の基本的な役割やルールを決めると認識している。 

 例えば、情報の公開で丁寧に説明するとか、行政職員も市民と一緒に参加するとか、そう

いう手法のところに重きを置いていると思う。その中で、ではどのようなまちにしたいとい

う方向性も前文に書いていると思う。「わたしたちは、年齢や性別等に関わりなく」「人と

人とのつながりや温もりを感じ」というところに、その目標値を書いたと思う。この目標の

ところに、こういうまちにしたいという様々な多様な意見が出てくることを想定している。 

昔議論したことを思い出してみると、以前にも紹介したが、特に「年齢や性別」のとこ

ろで男女機会均等や男女共同参画を意識して、そこを明記すべきだという意見が強く出され

ていた。そのようなものを全部挙げていくと、いろいろな立場の方々がそれぞれの目標値を

掲げられる。その目標は多様であって議論はしていくが、自治基本条例でいろいろ決めてい

くと、総合計画との関係が混乱してきて、この程度で収めたという記憶がある。 

 これで十分であるとも思っていないし、それは佐賀市総合計画の中で議論されていくと思

うが、自治基本条例はそれをみんなで協働でやるということで決めた。 

 自治基本条例を策定するときに、最初に聞いた講師の方のことを思い出す。江戸時代は全

部自分たちでやっていたが、明治時代になって官が介入するようになり、そのうち全部官に

やらせるようになった。それでは駄目だというところからスタートした記憶がある。明治か

ら大正、昭和にかけて、全部を官でやることがあたかもそれが民主主義であるような言い方

になったものを、もう一度、やれるところは住民側に取り戻そうという講演があり、自治基

本条例の目的はそういう方向で行こうということになったと記憶している。 

 私がなぜＳＤＧｓに引っかかったかというと、多分佐賀にすごく合うテーマだと思うから

である。ＳＤＧｓ、都会ではきつそうだとかいろいろあると思うんだけど、ＳＤＧｓを非常

にバランスよく自然と都市と何とかが出来上がっていくこの佐賀という都市には、ＳＤＧｓ
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が掲げた目標のどれを取っても、面白いと思えるようなものなので、自治基本条例に何らか

の形で表記して、取りまとめてしまうということができないかと考えた。以前事務局から説

明があったように、総合計画や各事業の中でそういうことはやっていくという話であったの

で、ここでわざわざＳＤＧｓ入れなくてもいいかなと今は思っている。 

 ただ、佐賀に見合うという気持ちが言いたかったということと、さが水ものがたり館で、

災害と環境との調和、災害と生き物との調和、災害と水の利活用、それを楽しむことの調和

ということを目指しているときに、ＳＤＧｓの文章や表現がすごくよくできていたので、そ

れを言いたかったというところであるので、ここで無理やりＳＤＧｓのことを表記すること

はないかと思う。 

 年齢や性別のところに、国籍だとか、今非常に話題になっているジェンダーの問題である

とか、多様性の問題であるとか、いろいろなことを入れていくことは当然考えられる。 

 条文を変えることは大変かもしれないが、逐条解説は条文と全く同じ文章ではなく、ここ

にどんどん入れていくことは、検証委員会としてやっていってもいいのではないか。年齢や

性別等の「等」の中をどんどん増やして、新しい時代になってきたので、このようなことに

関わりなくみんな参加しようということを表現することは可能と思っている。どのような表

現がいいのかは分からないが、今までの議論を聞きながら、今はそう考えている。 

（Ｈ委員） 

 逐条解説については、やはり分かりやすい方がよいと思っている。 

 委員長の意見とも重なるところもあるが、総合計画等を見ると、共生社会を目指す、障害

者福祉の充実、安心して暮らしていける、住み慣れた地域で支え合う、という具体的な言葉

が多く出てくる。 

私は聴覚障がい者や視覚障がい者また障がい者スポーツ等で様々な立場の人と関わった

ときに、情報保障がされていないと感じる。郵便は届いているが、分からなかったり見な

かったりすることがある。 

 だから、年齢や性別、今までの話では、「等」に含まれているからあえて書かなくていい

という意見があったと思うが私は年齢や性別、逐条解説に書くのであれば障がいの有無も入

れたい。また、外国にルーツのある人たちも情報がない。 

前文の中に「全ての人」と書いてあるが、「全ての」と「様々の」というのとでは何か

違うような響きがする。変なこだわりかもしれないが、「全ての人」の中に「様々な立場の
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人」が本当に入っているのかなと思うことがある。 

社会的弱者という表現もよくないのかもしれないが、外国ルーツの人も含め、インク

ルージョンというか、共生社会という言葉の中には、包み込むという意味、そういう視点が

入っていると思う。もっと佐賀は様々な立場の人たちにとって本当に住みやすいということ

を、パンフレットやチラシ等どこかでアピールしてもらいたいと思う。 

 「安心して暮らし続ける」ということについて、この間、近くでヘリコプターの音が聞こ

えたときにすごく怖いと思った。しかし、駐屯地の近くにいる人は慣れていていつもの事だ

からと言われたときに、人間の感覚とはこんなに違うのかと思った。 

 なので、思想や政治的なこととか関わってくるので難しいとは思うが、やはり、平和とい

う、安心して暮らしていける、差別がない、人権が保障されている、だから安心して暮らし

ていける、言いたいことを言える、そういう場があるというようなことが欲しいと思ってい

る。 

（委員長） 

この前からの議論で皆さんに異存があるわけはないと思うが、これをどう表記していく

かということについては事務局で検討していただいて、一つの考え方として前文のそのもの

を変えていくという考え方もあるし、逐条解説をここでの議論を踏まえて独自の文章を入れ

てもいいのではないかと思う。 

 例えば、「年齢や性別等に関わりなく」の部分についても、例えば事業者は自分たちが市

民とは思っていない。条例では事業者も市民と定義しているが、全然思っていない。ここで

企業活動をしている人までちょっと入れると、小城原委員の思いも酌み取れるし、その他の

委員の意見も酌み取れるのではないかという感じがする。 

 全ての人が参加してほしいということが一つ。それと、どういうまちにするかということ。

目標値をどこまで書き込むかということはもう一つ別の項目としてあると考えているが、こ

れは事務局も含めてみんなで悩んでみたいと思うので、よければ、各委員のいろいろな意見

を聴かせていただければと思う。 

（Ｇ委員） 

 「年齢や性別等に関わりなく」の部分については、前回も発言したが、やはり消してもい

いのではないかと思う。今は時期尚早かもしれないが、女性だから、男性だから、高齢者だ

から、子供だからというような枠にはめること自体がこれからはなくなると思う。先ほども
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言ったように、時期尚早かもしれないが、これからはこれらをなくしていく方向に進めなけ

ればならないのは我々なのかもしれない。 

 いずれ言葉として使う必要もない、わざわざ何を言っているのと逆に言われるような時代

が来るのではないかと感じた。 

（委員長） 

 Ｇ委員が言われるような時代が来て欲しいとは思うが、「性別」については、今回までは

残しておきたい。 

 まだ性別による差は残っていると思うし、どちらかというと私はもう少し積極的にクオー

タ制を導入したいと思っていて、今のところは強制的に書いていた方がいいという意見を

持っている。 

（Ｂ委員） 

ＳＤＧｓについての議論が出たときに、それをどうやって結びつけるのかまだしっくり

来ていなかった。結局、今のままの社会では継続できなくなってきている。そういった中で

誰一人取り残すことなく継続できる社会をつくっていくために、みんなが参加し、そして、

みんなの意見を聞いて物事を進めないといけないというのがこのＳＤＧｓの目標であると、

言葉としては何となく分かっていたつもりだが、まだピンときてなかった。 

 この夏にようやくＳＤＧｓの本を読んで、ようやくこの目標の意味が分かってきた。その

本の中でまちづくりについての取組の中で、実は活動している方は別にＳＤＧｓと思ってい

るわけではないが、活動をしている中で交通難民となっている人たちを、どうやっていこう

かということをみんなで決めながら対応しているという事例があった。これが結局まちづく

りで、このまちづくりというものが建物や道路を整備するというだけではなく、いろいろな

ソフト部分も含んでいるのならば、まさにＳＤＧｓの一つの取組であるのだということが理

解できた。そこで、先ほど委員長がＳＤＧｓは入れなくてもよいと言われたが、私は逐条解

説の中で触れてもいいではないかという気がしているところであるので、また検討をお願い

したい。 

（委員長） 

 最後に全体の意見を聴こうと思っていたが、最初にやったほうが早そうなので、Ｅ委員か

らお願いしたい。 

（Ｅ委員） 
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 企業の市民としての意識という話が先ほどあったが、もともと佐賀に根づいている企業に

関しては問題ないと思うが、外部から参入してきた企業の市民意識がやはり当初から問題に

はなっていた。例えば、佐賀以外から入ってきた企業がどう参画していくのがゴールなのか、

どういう姿が地域と一緒にやっている姿なのかということが、私の中でまだ漠然としている

ので、市が目指す姿を確認したい。 

この夏、三瀬に大型グランピング施設ができた。大型のおしゃれなキャンプ施設ができ

たということで夏休みに利用したところ、そこのスタッフは今、全員東京から来ているとの

ことだった。後々地元採用もしていくそうだが、数年は東京のスタッフで運営していくそう

で、スタッフは全員大和の賃貸住宅に住んでいて、賃貸だからということで、町の行事等も

参加しない。だからといって、三瀬のキャンプ施設で、市民と何かするかといえば、そうで

もない。三瀬と大和どちらにもまだ所属していない状況で、ただ、本人たちに悪気はなく、

何かできるのであればしたいが、自分たちも何すればいいのか分からないということである

ので、この場の検証委員会と事務局が目指す、外部からの企業が地域と一緒にやっている姿

とはどのようなものなのか確認したい。 

（事務局） 

 この自治基本条例のパンフレットにも書いているとおり、市民の中に、「市民」「市民活

動団体」「事業者」が入っている。事業者には、雇用の創出、地域の経済活動に貢献、地域

イベントに参加、ということをやりながら地域社会との調和を図るというところを目指すと

いうことになっている。 

（馬場協働推進課長） 

 三瀬のまちづくり協議会立ち上げの話し合いに入ったりするが、実は地元の方はグランピ

ング施設をすごく喜んでおられる。自治会長会にもグランピング施設の方が、説明に来られ

たが、すごく盛り上がっていた。やはり地域としては、例えば、コロナ禍で今は難しいとこ

ろがあるが、イベント等を一緒にやったり、一緒に何かやるということができるのではない

かと思っていて、ぜひ一緒そういうことができたらいいと私も思っている。 

（Ｅ委員） 

 事業者の方もキャンプ場なので、コロナ禍が落ち着いたら、自分たちも何かイベント等を

したいと思っておられるが、始め方が分からい。 

（馬場協働推進課長） 
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 三瀬はまだまちづくり協議会が立ち上がっていないが、もし立ち上がれば、まちづくり協

議会はいろんな方が参加していくというものであるので、そういうところに一緒に参加して

一緒に考えていくというような場所が持てれば、広がりができるのではないかと思う。地元

の方もそれを望んでおられると私は思っている。 

（Ｅ委員） 

 そうであれば相思相愛ということになる。了解した。 

（副委員長） 

 以前にも議論があったが、これまでは、自治会、体協、社協、老人会、子ども会と個々で

動いていた。まちづくり協議会ができて、各団体がまちづくり協議会の部会に入っていった

ので、まちづくり協議会として、案内や広報をするので、幅が広くなった。これがまちづく

り協議会の長所の一つかと思っている。 

 市外から来られた企業については、まちづくり協議会として動くのではなく、そういうと

きは自治会長が動く。そのため、その情報を自治会長がきっちり把握して、動いていかなけ

ればならいと思っている。 

 前回も話したとおり、自治会長のマニュアルを作っている。その中にも自治会加入の方法

や、自治会長の任期を複数年にということ、女性会長の登用してほしいということも書いて

ある。 

 自治会長の勉強会もしていただいて、自治会長の役割や、自治会長が動くことによって地

域が活性化していくということを理解していただいている。それをまとめ上げているのがま

ちづくり協議会でということで、お互いに相乗効果がないと、自治会長が動かないと、まち

協も動かない。 

 そういうことがあるので、自治会長会としても、いろいろと努力はしていて、市への提案

も出しているところである。要望ということではなく、何かあればどんどん言っていただけ

ると、各理事にフィードバックするのでよろしくお願いしたい。 

（Ｆ委員） 

 いろんな議論が出ているが、先ほどのＧ委員からの意見に関連して、私が20年ぐらい前に

佐賀市へ何の諮問委員会だったかは忘れたが、佐賀市としての宣言文を出すことになった。

そのときに、当時いわゆる健常者も身体障害者もということで、佐賀市民全体を表すのに、

身体障害者という言葉を出した。20年たった今思うと、それが当たり前になっている。身体
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障害者ということをあえて言うような社会ではなくなったなと思う。先ほどＧ委員が言われ

たように、性別も年齢もというのが本当に将来あえて言わなくていいような時代が来るだろ

うし、それを率先してつくっていくのがこの佐賀市の責務なのではないかと思う。 

 まちづくりというのは、結局は人づくり。人をつくっていくことがまちづくりになるわけ

で、そういう観点で一人一人がまちづくりの担い手であるということをいかに意識させるか

が重要なのではないかと思う。 

実際にこの自治基本条例を知っている市民がどれぐらいいるのかというと、残念ながら

少ないと思う。だから、市民の多くの方は自分がまちづくりに参加しているという感覚が多

分ないと思う。それをどうやって行政、自治会、いろんなところの働きかけで、そういう人

を増やしていくかがこれからの課題ではないか。このまちについて考えてくれる人を増やす

その一歩が自治基本条例ではなかと思うので、ぜひそういう観点を持ってやっていただけれ

ばと思った。 

（Ｃ委員） 

 私はＢ委員が言われたように、逐条解説にＳＤＧｓを付け加えていただきたいという気持

ちは変わっていない。 

 それは、皆さんが当たり前にやっていることではあるけれども、当たり前にやっているこ

とがＳＤＧｓにつながっているということを理解していただくためということもあると思う。

もちろん、知らずにやっていて、これがＳＤＧｓだったと気づくこともあると思うが、それ

を認めることによって、やっていることが肯定されるというところもあるので、そこはお願

いしたいと思っている。 

 あと、Ｈ委員が言われた、障がい者や社会的弱者の方に届きにくいという部分について、

Ｆ委員も言われていたが、誰にどう届けるかということだと思うが、自分たちが関わってい

る人や、関わらなければならない人たちには多分届いているかもしれなが、その人たちが広

める責任もあると思う。その部分をどう自覚してもらえるかというところにも関わってくる

と思うので、逐条解説に自分たちも関わっているだけではなく、それを皆さん知ってもらう

んだ、みんなが助けてくれるんだというところを社会的弱者の方にも何かしら自分たちも周

りに助けを求めていいというような佐賀市になればいいと思い、前文に織り込むというより

も、逐条解説に何か織り込んでいただけるといいと思っている。 

（委員長） 
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 私の解釈では、前文の「わたしたちは、年齢や性別等に関わりなく～“さがんまち”を目

指し、」の逐条解説が同じ文章をそのまま書いただけになっている。「目指し」と書いてあ

ることから、ここが目標になっている。 

この部分に、「関わりなく」のところや、ＳＤＧｓも含めて、これまで議論があったこ

とを少し膨らませて、例えば、ＳＤＧｓが目指す目標に向かってとかというようなことがで

きるのであれば、一つ大きな進歩になるという気がする。 

この目標のところが私も含めて委員の皆さんも一番興味があるようなので、事務局で検

討していただきたい。そして、事務局からの提案を集約していくという形で進めていきたい。 

 ＳＤＧｓをどこかで生かす方策を探っていければと思う。ほかの部分を議論したあとで、

また戻っても構わないので先に進みたい。 

（事務局） 

 審議未了となっているところは、第８条、第12条、第23条、条例全般のところで、第８条

については、Ｇ委員から第23条のコミュニティ活動との相違があるという話がありった。第

３回委員会で、最終的には第23条と併せて議論するということになっていた。 第８条では、

市民活動団体には地縁と志縁、いわゆるＮＰＯ等の志縁団体と自治会やまち協などの地縁団

体があるということを書いている。第23条では、そのうち地域コミュニティ活動について記

載しているが、地域コミュニティ活動と言いながら、まちづくり協議会の内容が入っていな

いのではないかということで、逐条解説に記載するとか、自治会への働きかけ、民間事業者

によるまちづくりの重要もあるのではないかという話が出ていたので、このあたりこの話を

少し整理できればと考えている。 

 Ｇ委員からの疑問は解消されたと思ってよろしいか。 

（委員長） 

 自治会とまちづくり協議会の２つが並立していることに対する分かりにくさが残っている

と思うので、その部分については逐条解説の中にも入れていただければと思う。 

 企業の話をしたが、例えば、久保田まちづくり協議会では、地元企業の王子製紙が古紙の

無料回収を行っていて、企業の巻き込み方はいろいろあると思う。 

新型コロナウイルスに関して、ショッピングモール等がワクチン接種会場として申し出

たり、ホテルがコロナ療養者の受入れを申し出たりしていることは、そういう活動の機運が

どこかあると思う。東京等の大きな資本のところの中には、自分たちは儲けに来ただけとい
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う人がいるということもよく聞くので、まちづくり協議会等から積極的に巻き込んでいった

方がいいと思う。 

 例えば嘉瀬では、好生館を水害の時の避難場所として協定を結んでいる。また、本庄では、

まちづくり協議会を設立するときに、大学の先生を動員した。企業や大学などを巻き込んで

いけばいいと思っていて、一番大事なことは、自治基本条例に、企業も市民団体の一つだと

定義したことは非常に大きかったと思っている。 

 では、続けて残った分の説明をお願いしたい。 

（事務局） 

 第12条の職員の役割及び責務のところで、一人二役運動についての意見の他に、質問とし

て、市全体の奉仕者という表現が分かりにくいのではないかというものがあった。これにつ

いては、事務局からは、憲法や法律で全体の奉仕者という言葉が使われているので、それを

使っているということを説明した。もう一つ、子どもへのまなざし運動というのは、地域コ

ミュニティ活動に含まれるのではないかという意見があった。これについては、子どもへの

まなざし運動というのが家庭、地域、企業、学校、企業まで含めた、コミュニティとは別の

ものであるということと、コミュニティ活動とまなざし運動が自治基本条例における佐賀市

らしさの二本柱の一つということで、少し詳しく導入の背景から逐条解説の中に書いてはど

うかという話があったので、逐条解説の表現を工夫していきたいと考えている。 

（Ｇ委員） 

 職員が市全体の奉仕者というところで、公務員はサービス業であり、その中で大事なこと

は、仕事をいかに効率よくするかということと、将来、どのくらいの考え方を持っているか

という人間づくりが組織として必要ではないかと思う。人間づくりをするために、何を職員

に与えるかというと、やはり時間ではないか。仕事も忙しいけれども、経験や研修、いろん

な人とのつながり、このようなものを多くできるような環境を与えるのが組織として続けら

れる条件になってくると思っているので、そのような組織としての考え方をもう一度考えて

いただきたいと思った。これは、条例には関係ないかもしれないが、人づくりをするための

基盤づくりというか、周りの環境づくりが大事だと思うので、優秀な職員をつくっていくた

めにもぜひお願いしたいと思う。 

（委員長） 

 私も賛成だ。 
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 法令や計画等の従って、具体的に進めていくときに、どのような規制をかければよいかと

いうようなことは、一般の市民と議論してもなかなかまとまらない。そこを考えるのはやは

り市の職員であり、市長や上司と一緒に悩んで、議会に提案して決めていくのだと思う。審

議会等に諮るとしても、そこを悩むのは市の職員であって、職員がきちんと考えないと考え

る人はいない。 

 Ｇ委員が言われるとおり、やはり職員を鍛えなければならない。そのためには、部屋の中

に閉じ籠もっていると絶対に見えてこないので、外に出ていくべきだと私は思う。例えば、

まちづくり協議会に出ていって、地域の人たちと話を聞いておくと、このまちをどうしてい

こうとかということが、だんだん分かってくる可能性もある。基本は職務が大事なのだが、

同時に、それを全うするためにも、ぜひいろんなところに出ていって、現場を見ていただき

たい。 

 （事務局） 

 第12条がよろしければ、条例全般のところで、ＳＤＧｓと地域づくり交流会についての意

見があったが、条例全般を通じて、これまでの議論を踏まえて答申の柱として、例えば、佐

賀らしさの特徴である子どもへのまなざし運動や地域コミュニティについては、少し逐条解

説で導入経緯も含めた説明が必要じゃないかということ。それと、いわゆるダイバーシティ

や、クオーター制、ＳＤＧｓを含め、新しい考え方を取り入れた解説や啓発が必要ではない

かということ。運用の面で、先ほど職員の資質向上というようなことがあったと思うが、ど

ういったところが柱だったかを少し確認できればありがたい。 

（委員長） 

 前文のところでそういう議論をしたが、答申を出すに当たって、少なくとも逐条解説には

これくらい入れようというようなことが具体的にあれは各員から付け加えていただけないか。 

（Ｇ委員） 

 第24条の災害等の対応のところで、条文中に「市民は、災害等に備えるため、自らの安全

の確保を図る」とあるが、災害に備えるということは、災害を受ける前のことではないか。

「安全の確保を図る」ではなく、「市民は、災害等に備えるため、災害知識の向上を図る」

という程度ならよいが、災害の前と災害時を句読点一点で何か省略しているような感じを受

ける。 

（委員長） 
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 そういう疑問が出るということは、説明の文章が練られていないのだと思う。どういうこ

とが言いたいのかまで含めて修正してもらいたい。 

 他に具体的なことでなくとも構わないので何か意見はないか。 

（Ｈ委員） 

 私が何で「全て」という言葉が嫌かというと、ひっくるめたような言い方に感じるからで、

本当に一人一人を大切にするんだというような部分をどこかに入れることができたらと思う。 

 あまり関係ないかもしれないが、職員のことについて一つ聞きたい。 

職員は人事異動でいろいろな課を回るが、やはり慣れるまで大変だったり、まだやりた

いことがあったのにということがあるのではないか。私たちも担当者が替わるとまた最初ら

説明するようなこともよくある。希望と納得のいく人事はないと思うが、職員は異動の希望

を言うことができるのか。 

（鶴地域振興部長） 

 今の佐賀市の人事異動の仕組みとして、人事評価を取り入れている。９月と３月の年２回

評価を行うこととなっており、そのうち９月の評価の際に、異動希望調書というもので、異

動先の希望や、まだここで仕事をしたいとかというような希望をとっている。今やっている

仕事をもっと深めたいとか、こういう部署で、こういう仕事をしたいというような意見を職

員側から出すというような形になっている。希望については、人事のほうも最大限考慮した

上で、それをベースに人事異動を考えるということをやっているところだと思う。 

 ただ、Ｈ委員が言われるとおり、どうしても全体を見ての人事異動ということになるので、

全ての職員の希望どおりの人事、全てが全て、万人が万人の思いどおりの人事にはならない

というのは当然あるかと思うが、職員それぞれの思いを人事の場で出すことができるような

制度にはなっている。 

（Ｆ委員） 

 前文の逐条解説にＳＤＧｓをという話が出ているが、ＳＤＧｓの精神として「誰一人取り

残さない」というものがある。「全部」とか「様々」という言葉よりも、そのＳＤＧｓの精

神である「誰一人取り残さない」という言葉を入れることで全てを網羅するのではないかと

いう気がする。 

（委員長） 

 その言葉を入れる勇気があるかどうかではないか。取り残さないという言い方は、結局、
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定量できないので、精神としては全く間違っていないと思うが、具体的な施策になったとき

に、そこまではできないということが起こるだろうとは思う。 

 例えば、水害のようなときにも有利なところと不利なところの差があり過ぎる。そうする

と、そこまでは救えないという話が出てくる。床上浸水はさせないということを目標に立て

たとしても、条件の悪いところはたくさんあるので、やっぱり出てくる。だから、そういう

勇気があれば、取り残さないという言い方が本当にできるのであれば、自治基本条例の精神

に一番ぴったりくると私も思う。 

（Ｆ委員） 

 やはり自助、共助をやるというスタンスは強調したほうがいいと思う。何もせずに公助を

期待するというのは駄目だということを言えないかもしれないが、やはり自助、共助をしっ

かりやって、それでも駄目だったら公助というところを示してやればいいのではないかとい

う気はする。共助がまちづくりだと思う。 

（委員長） 

 おっしゃるとおり。 

この自治基本条例は、多分それを決めていこうとしている。 

（Ｃ委員） 

 役割がいろいろあるということで、先日、県の職員と話をしていたが、災害時に母親の母

乳が出なくなったので、粉ミルクが欲しいと言われたときに、災害支援で集まったミルクを

その方に一つあげられますかと聞いたら、行政は平等にということで、あげられないと言わ

れる。でも、私たちＮＰＯであればあげることができる。 

行政は、みんなのニーズを吸い上げて、どこにいくつ足りないから、そこに分けるとい

うことしかできない。 

（事務局） 

 全体を見て、公平性を担保した上で配布するということ。 

（Ｃ委員） 

 だから、隣でミルクを１缶欲しいと言われても行政はあげることができない。でも、私た

ちＮＰＯは寄附されたものは、その場で渡すことができるというように、何か役割分担みた

いなものがあると思う。だから、助けられる人が助けるというところで、行政がみんなを助

けるのではなく、行政が助けられないところは共助でやるということがまちづくりだと思う。
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近くの人が助けてあげるというように何か役割分担をきちんとやっていれば、誰一人取り残

さないということにつながるのではないか。これを行政だけに求めると、誰一人取り残さな

いということはできないと思う。 

（委員長） 

 それが共助だということ。ＮＰＯが必要な理由でもある。 

（Ｇ委員） 

組織を考えるから職員が動けないというのが今の行政ではないか。職員一人一人の能力

はあるので、どこかに紹介するとか、そういう働きはできるはずだ。そこを考えさせるのが

人材だと思う。いろんな考えを蓄える、組織を離れてでも考えて判断することが必要。 

基本はサービスをしてやらないといけないが、できませんという言葉を出させてはいけ

ない。だから、どうやって組織として職員を教育するか、考えさせる人間につくり上げるか

ということをこれから早めに考えていただきたい。自分たちではできなくとも、どこかに頼

めばできるという、連絡をするぐらいまでは応用をきかせてやらないといけないと思う。 

（Ｅ委員） 

 Ｃ委員、Ｇ委員、Ｆ委員それぞれの話で私がとても同意できる。 

東日本大震災のときに私が国連のユニセフのプレス広報をしていた。寄附金がユニセフ

に集まり、ユニセフは各地に配分するのだが、一度、ユニセフに送ると、手間賃を取られる

から嫌だという話をよく聞く。直接送った方がいいと言われるが、実際は、マスコミに取り

上げられているところに寄附が集中し、報道されないところには寄附が集まらない。それが

公平にできないので、ユニセフや赤十字のような機関が公平に分けることをしている。 

 ただ、Ｃ委員が言われたように、みんなを取り残すことなく支援するためには、地域の身

近な人や、すぐ手の届く人で助けるのが基本だと思うので、Ｆ委員が言われたように、大き

な団体からは、どうしても取り残される人がいるので、市民の目標は、手の届く人を取り残

すことなく助けるということでよいし、市の目標としては、公平にみんなを助けるというこ

とで、双方からやっていくことがあるべき姿だと思うので、誰がどういう役割をするのかと

いうことを書いたらいいと思う。 

（Ｆ委員） 

 主語は「私たち」なので、これはいいのではないか。 

（委員長） 
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 なるほど面白い。 

（副委員長） 

 自分の命は自分で守るというのが基本だが今の世の中、人に頼り過ぎていると思う。誰か

がしてくれるだろうこれは行政がしなさいではなく、まずは自助、それから共助、互助がき

て、公助が来る。災害のときに公助にできることは限られてくる。災害時にはやはり自分で

ということを、自治会の場合は自主防災組織があるところは全部そのような教育をしている。

10軒ぐらいの班でお互いがコミュニケーションを取って、昔で言う向こう三軒両隣のような

形でやってくださいということを常時問いかけて、近所同士で協力してくださいという形で

持っていかないといけない。 

 私が住んでいる勧興校区は浸水しやすいところなので、各町区で民間の建設会社や、市営

バスの車庫などと避難場所を決めている。 

一次避難所が公民館で、二次避難所が小学校、中学校となっているが、そこまで行くこ

とができない。ようやく去年、県の施設に依頼するときに、自治会長だけではなく、市の担

当者も一緒に行くという話し合いもできるようになった。 

Ｆ委員がよく言われている人材というところで、その地域を引っ張ってまとめていく人

材の育成は非常に重要だと思う。それは本来自治会長が担わなければならないが、３分の１

毎年替わる状況で、どうにか是正しようと投げかけて少し改善しているところもあるが、非

常に息の長い活動をしていかなければならないと感じている。 

地域のみなさんの本当の協力が必要であるし、自分で命を守るということを基礎に、自

分たちで、考えて話し合っていかなければうまく進まないと思っている 

（委員長） 

 他にもあると思うが、終了予定の時間になった。 

 今後の検証委員会について、答申の文章を練るために、もう２回だけ議論したいと考えて

いる。 

 前文のところや、特に逐条解説の部分をこれまでの議論を踏まえた修正案を事務局から出

していただき、それを審議したうえで、もう一度練り直して答申するという形を考えている

ので、当初の予定に追加して11月にもう一度開催したい。答申の時期が12月よりも遅くなる

かもしれないが、事務局としては問題ないか。 

（事務局） 
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 答申を受けた上で、今年度中に必要な措置を講じなければならないため、遅くとも1月に

は答申をいただきたい。 

（委員長） 

 各委員も思いついたことがあれば、委員会で発言するだけでなく、事務局に直接意見を出

していただくことも可能なのでぜひお願いしたい。 

 先ほどの皆さんの意見を聞いていてなるほどと思うことがあった。 

 私が一番怖いのは何かというと、多分私たちは認知症になるはずだということ。今、5人

に一人が認知症になっていて、私もおそらく認知症になると思っている。認知症になって徘

徊を始めたときに、少なくとも家族に連絡してもらえるように、地域の人に顔を覚えてもら

いたいといって、まちづくり協議会の顧問をやっている。 

結局、１人では生きられないということを十分理解しているし、地域の人たちに助けて

もらわなければならない状況になることが十分予想できるので、共助で助けてもらいたいと

う部分がある。 

１人で生きているわけではないということは、この年だから実感できるが、若い人たち

はなかなかそういかないので、例えば、先ほど言ったＳＤＧｓであるとか、いろいろな遊び

や体験などを通じて、みんなと一緒にやることの楽しさのほうからやっていければいいと思

う。私は恐怖のほうから動いているが、そういうものがどんどん広がっていけばいいと思う。 

 そのような機会はたくさんあって、地域を流れている水路で遊ぶだけでもみんな集まるこ

とができるし、ごみ掃除するでもいいし、何か一緒にやっていくということができると、自

助、共助、というところにたどり着いていけるのではないか。多分この自治基本条例はそう

いうことを目指しているというふうに理解している。 

（馬場協働推進課長） 

 委員の皆様ありがとうございました。今回の委員会の内容は、次の第６回検証委員会で配

布させていただく。 

 

３ 事務局連絡事項 

 次回、第６回自治基本条例検証委員会は、10月７日木曜日14時半から、佐賀商工ビル４階

Ａ・Ｇ会議室で開催する。 
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４ 閉会 


