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第２回佐賀市自治基本条例検討会議 議事概要 

日時 ： 平成 24 年３月２４日（土） 10 時 00 分 ～ １２時 30 分 

場所 佐賀県ＪＡ会館 6 階 大会議室 

出席者（委員） 荒巻軍治、小城原直、香月道生、小林紀、下村律子、田中夏代、奈

須祐治、高原陽子、松尾和男、山下雄司、吉浦英登、西村イサ子、

木塚真由美、田中丸眞廣、古賀史明、森田梨嵯、江口麗子、堤惟

義、山口洋昭、西村健彦、前田治久、野方幹子、矢坂博子、吉村レ

イ子、湯川淳哉、江副友美、川浪京子、島剛、亀山清美、矢渡高

次、徳永浩、石橋孝彦                 ※敬称略、順不同 

【佐賀市役所】 

■企画調整部総合政策課 

・副部長兼総合政策課長 石井忠文 

・参事兼副課長兼企画係長 大城敬宏 

・企画係主査 白濱芳美 

・企画係主任 福田秀典 

・企画係主任 福田美菜子 

■企画調整部 

・行政管理課行政評価係主査 松枝哲二郎 

■総務部 

・総務法制課主任 井内陽介 

・秘書課広聴係主任 野口佳孝 

・人事課人事係主査 大坪裕樹 

・財政課財政係主任 新大介 

■市民生活部 

・市民活動推進課主任 前田賢一郎 

出席者（事務局） 

【コンサルタント】 

・ランドブレイン株式会社福岡事務所（山田、堀口、三木、宮本） 

会議内容 

１．開会 

２．議事 

（１）前回の振り返り 

 ・ワークショップの意見一覧 資料２ 

 ・佐賀市自治基本条例だより１号 資料３ 

 →以上のとおり確認 

（２）基調講演 

 「自治とは、自治体とは－自治基本条例の意義－」 講師 辻山幸宣氏 資料４ 

   ※講演をまとめたものは、佐賀市自治基本条例だより２号に掲載します。 

 



 

2 

○はじめに 

1996 年、97 年くらいから、「自治基本条例」という考え方が出されて、あちこちでお手

伝いをしてきた。 

○検討会の年齢構成 

佐賀市の委員の方は、各年齢層が均等に参加しており、驚いた。大抵は若い人がいない

ことが多い。委員の構成は、公募方式や市内で活動されている人に委嘱する方法等がある。

日常生活が忙しくて、参加することに若い人はなかなか手を挙げない。良く手を挙げる人

は、他の審議会でも役員をやっている方が多い。佐賀市では、委員の半分は市の中で活動

されている方を選出し、もう半分は無作為抽出した市民に投げかけて募集する方法をとっ

ている。この手法はドイツで始まった無作為に市民を抽出する方法（プラーヌンクスツェ

レ）と同じもので、日本では市民討議会と呼ばれている。この方法を用いても参加する人

の比率は無作為抽出された人の７％から 1 割程度にしか満たない。できればそこに住んで

いる人達の年齢構成になるとベストであると考えている。それ故に、上手く年齢層が分か

れていることは、全国的に見ても非常に稀である。 

○議会について 

この検討会に議会の人がたくさん来ている。佐賀市の議会に特別委員会があるという話

を伺った。多くのところでは市民たちが集まって、「こんな風にやってもらいたい」、「市は

こうあるべき」といった意見が出るが、条例文として、議会に提出する際に、議会がスト

ップをかけることが増えている。大幅な修正を求めたり、「これは必要ない、これまでのプ

ロセスで議会に何も声かけがなかった」など、それまでの議論とは異なるものになること

も多い。 

東京の新宿区では、議会の代表 6 名、区民会議（30 数名）の中から区民の代表 6 名、行

政から 6 名、の３者で最初から条例の原案づくりを行った。私は、3者をまとめる議長をし

ていたが作り上げるまでに 3 年もかかった。条例はこれまで議会で審議されてきており、

同じ感覚で、議会で審議することを委員会で行うから必ず意見が対立してしまう。市民だ

けで会議をすると意見がまとまりやすいが、引き受ける側はそうはいっても決まらない。

３者合同で目標を持って会議を行うことは懲り懲りだと思っているので、このやり方で条

例の検討をする自治体は少ないと思う。 

○自治基本条例とは何を定めるものか。 

まえがき等を見ると「市民が主役、生き生きとしたまちづくり」等、色々と書かれてい

るが、私は「このまちは市民が治めるものだ」という意味だと考えている。治め方を自治

体の憲法として定めることが自治基本条例の意義だと思う。このまちを誰が治めるのかと

いうことを考えることが必要である。これから、歴史的な視点を交えて説明する。 

 

●まちを治めるのは誰か－その変遷 

○「みんなの力で」治めた時代 

江戸時代までは、寄合をつくって村極め、村掟を決め集落のことは自分たちでやってい

た。ちなみに集落の数は、具体的な数値はわからないが、明治 7 年に公表された数値だと 8

万 3 千くらいあったようだ。平均人数は 400 人で、もちろん０人のところもあった。明治
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維新の時は、日本の人口が 3200 万人なので、数値的にはこの程度の値だと思われる。 

集落で具体的にどのようなことを決めていたかというと、例えば、道がぬかるんだら、

それを直すために共同作業が必要となり、段取りしなければならない。これを寄合で決め

ていた。この道のぬかるみを直すことは、今でいう道路などの整備にあたり、公共財であ

ると考えられる。 

このようなこと以外に、公共財ではないが自分の家などの雨漏り、屋根の葺き替えなど

近隣に住む人が手伝っていた。そこには「共同作業（村を守る作業）」、「近隣の互助（冠婚

葬祭）」、「協力（家族の協力）」という考え方があり、生活が成り立っていた。 

そのうち、人々が働きに出るようになって、給料を貰いはじめると共同作業に出ない人

が多くなってきた。はじめのころは、出不足金というお金をとっていたのが、そのうち、

それを使って人を雇うようになった。この関係は今の住民と政府の考え方に非常によく似

ている。 

自分たちで全てを処理できていたことができなくなり、これまでの共同というかたちが

変化し、自分たちで共同していた作業を代わりにやってもらうようになった。 

○政府の力で治める（政府の時代） 

政府がずっと発達していったかというとそういうわけではない。明治政府による市制・

町村制によって、国、県、市町村というくしざし型（Ｉ型構造）になって、住民は治めら

れる側になってしまった。中央集権的な行政の姿ができた。 

政府が、地域のあらゆることに目を配り政府が解決するという、政府の時代が長く続い

た。政府に頼めば、何でもやってくれる関係が構築されていった。 

しかし、このやり方は非常にお金がかかる。地域の課題が多様化し、すべてに応えるに

は、人材も財政ももたなくなってきた。また 1980 年代以降市民活動が台頭し、1997 年には

ＮＰＯ法が制定され市民の力が強まってきた。 

○地方分権改革で「政府の時代」と決別 

2000 年までは国の機関委任事務という制度があり、法律で決めたものを市町村は必ず実

施しなければならず、実施しない場合は裁判をかけてやらせることができるしくみだった。 

2002 年に地方自治法が改正され、機関委任事務が廃止になり、国、県、市町村のＩ型構

造が解体された。住民が自分たちの仲間を行政と議会に送り込み、地域のことは地域で決

めるアロー型の構造に変化してきた。 

政府が支えるのではなく、ＮＰＯや市民が支えるという考え方に変わってきた。つまり、

そのまちを治めるのは住民という考え方になってきた。そうすると市町村と住民で、どう

いう地域をつくっていくかを考える際の手続きや役割分担が必要になった。これが自治基

本条例の登場した背景である。 

近年では、鳩山前首相の就任演説で、「新しい公共」という言葉もでてきた。 

新しい公共とは、社会を支えているのは政府だけではなく、地域で活動しているボラン

ティアやそうした人たちの活動が公共的なものを担うということである。 

○家族の協力の崩壊 

65 歳以上の高齢者が子どもと同居している世帯の比率は 1970 年 82％、2007 年 36％とな

っているが、今はもっと高いと思う。年々、この比率は低下しており、家族の協力により、
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高齢者の面倒を見るしくみが崩壊してきた。 

では、高齢者を公共が引き受けるかというと、実際には、一つの家族それぞれに行政職

員を貼りつけるのは現実的ではない。何が公共かを判断することが必要であり、公共性（議

会の決定）が必要になる。 

また、近隣自治力の低下も考えられる。これまでは単身の世帯の老人の住まいがあって

も周囲の人間で支えあうかたちがあった。しかし現在は、暮れになると枯葉が落ち、雨が

降ると市役所に「落ち葉を踏んで滑って転んで怪我をしたら、どうする。何とかしろ。」と

いう叱りつける電話が大量にあるそうだ。これが、市民と行政の関係になってしまってい

る。 

他にも猫の死骸があった場合は、すぐに受話器をとって、市に電話し、職員に相談する

状態になっている。本来は、周囲の人と声を掛け合って相談すれば良いが、今は個人で受

話器をとるようになってしまった。これが自治力の低下であり、このようなことが無縁社

会にもつながっていると考えられる。 

今月に入ってから、高齢者が餓死した事件があったが、餓死には時間がかかるので、高

齢者が近隣の人との近所づきあいがなかったということがわかる。 

では、心を許して、地域に長い間住み続けていくには、どうしたら良いか。議会に陳情

にいって、住みよい地域を作るための条例を作れといっても頭を抱えてしまうだろう。実

際に地域を治めているのは、行政ではない。住みよい地域を治めているのは市民なのであ

る。 

○行政の力も限界 

行政の持つ力は「財源」、「人材（職員の力）」「公権力」の三つである。しかし、「財源」

はピンチであり、「職員」も削られ続け、新しいニーズに応えるのは難しい状況にある。 

熊谷市で、70 過ぎの一人暮らしの老人が金銭的にも苦しくなり、家で生活できない状態

になった。この冬は越せないと感じ、福祉事務所に行って、生活保護の申請を出そうとし

たところ、もう金曜なので、来週の月曜日に改めて来るようにと言われた。帰っても電気

を止められているので、ロウソクを沢山つけて就寝した結果、全焼する火事をおこしてし

まった。 

このようにだんだんと行政職員が「どうしましたか、大丈夫ですか」というようなケア

ができなくなってきている。これは職員の人手の問題も関連している。 

次に郡山市のゴミ屋敷の例を紹介する。退職した人が親の遺産で 4 軒の住居を手に入れ

たが 4軒ともゴミ屋敷にしてしまった。自治会長なども足を運んで、「近所が迷惑をしてい

る」旨を伝えると、ゴミは財産であり、所有地内に置いているのだから問題ないだろうと

言われた。市役所の職員が出て行っても同じことを言われた。その後、寄付金を集め、ボ

ランティアなどを募り、焼却場の手続きを行い、市民たちがゴミ屋敷に行き、持ち主に一

銭も負担をかけないで済むようにして、4 軒とも綺麗な状態にした。 

政府の力としては、「財源」、「人材」以外にも「公権力」がある。「公権力」は、決まり

をつくって、守らせる力のことであるが、ごみ屋敷のように、ごみを個人の財産と言われ

ると、その私的領域には公権力は介入できない。このゴミ屋敷の件の後、郡山市では、ゴ

ミ屋敷の禁止条例を作ったが、条例を作っても溜まるものは溜まってしまう。 
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騒音おばさんの事件も同様な問題だと言える。ごみや騒音等を取り除くのではなく、そ

こまで追い込んだその人の孤独はどうなのかということを考えることが必要になる。 

○自治基本条例が定めるのは 

市民には、公的領域、中間領域、私的領域の３つの領域があり、それぞれに①主権者市

民、②共に公共を担う市民たち、③自己責任という３つの顔（役割）を持っている。昔は

私的領域と公的領域の２つだった。 

具体的には私（わたくし）という、私的領域で生きる市民の世界、つまりは自己責任の

世界を指す。これは、「親密圏」ともよばれている。親密圏には、行政は入りこめないこと

が鉄則だった。最近では、ストーカーなどに対して、人が人を恋する行為に警察などが介

入することがあるが、基本的には私的領域に行政が立ち入ることはできない。 

次に公的領域についてである。これは、自己責任では解決できない世界のことを指す。

自己責任で解決できない状況を解決するために政府をつくった。しかし先程も述べたよう

に、集落では、自分たちの力や共同作業では、解決できない事態になってきた。 

そこで、どうやって政府を運営していくのか、或いは経営していくのかを考える必要が

でてきた。自分たちが代表を選んで、自分たちの仲間を政府の運営に送り込み、自分たち

のものにして、運営していくことを考えた。 

この時の市民の顔は、「①主権者市民」である。これは政府を作った責任を担っている市

民たちのことを指す。主権者市民は税も払うが、情報は必ず公開する等の提案も行う。主

権者市民として、求めたいことは政府をうまく動かすことであり、具体的にどうすべきは、

基本条例に書き込まれている。 

次に中間領域について説明する。この領域は政府が責任を持って、処理すべき領域でも

なく、自己責任でもない領域を指している。 

例えば、お年寄りだけの世帯で、ちょっと体の具合が悪く、食事ができない世帯に食事

を提供する市民活動が、全国で増えている。食事を食べるのは自己責任だがそう言い切れ

なくなってきた。こうした中間的な領域において、社会的にそこをケアするしかない状態

がでてきている。 

また、小・中学校は公教育を実施するといって、運営されているが、学校に行くことの

できていない子供が 12 万 5000 人もいる。中間領域で、市民たちがフリースペース、フリ

ースクール等を作って、その子供たちを引き受けて、大人になるための学習を学ばせよう

と活動している。 

こういった中間領域を「②共に公共を担う市民たち」としている。公務市民とも呼ぶ人

がいるが、それではわかりにくい。 

市民が連帯して、公共を担う。また私的な領域だった市民たちが連帯して公共を担う。

このような協働という領域は、だんだんと増えてきている。市民たちが公共を担うことも

増えていることがわかる。 

市民たちが、政府の持っている資源を活用するあるいは、政府からの支援を受ければも

っと良い仕事ができる。 

先程述べた、配食サービスの話も初めは個人の自宅の台所で調理していたが 100 食分を

超えると、全てを補うことはできなくなってきた。そこで、公民館等が持っている調理室
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を、公共を担う市民たちに提供できたら、どれだけの数が提供可能だろうか。また、保育

園の17時過ぎの調理室は使えないかなど政府と協力して行うことで効果が増えるのではな

いかと考えることができる。 

但し、現在は協働の条例や市民活動の条例では財政を支援しようと補助金をつける程度

なのだが、本来ならば、専門的な知識や情報や職員も貸し出してもいいと思う。 

このような関係を基本条例にどう盛り込むのか、市民は連帯して動く、政府を動かすな

どをどこまで書ききるかも課題となる。 

最後に「③自己責任（私的領域）」についてであるが、地域の様々な活動に参加するよう

に呼びかけることはできるが、例えば、長野県のある自治体では地域組織に必ず参加しな

ければならないという条例をつくった。まさに私的な領域であるが、条例でどこまで介入

できるかは、皆さまで議論して頂くことになる。これが３つの領域である。 

これまでは、主権者市民だけが主流であり、政府をうまく動かすための項目（情報を出

させる、横暴なことはさせないなど）について記載している。これを立憲主義という。 

役割分担、協働のあり方、市民が連帯して公共を担うということを示すことも大切であ

る。私的領域に関することをどこまで書けるかは検討が必要である。 

○自治基本条例を作るにあたっての論点 

自治基本条例を作るのは市民である。条例は作るのではなく、議論するものである。作

るのはあくまでも原案である。議会が議決しなければ公権力にはならない。そういう意味

では、佐賀の検討会は環境が良いと感じている。ここで様々な方が議論している姿を議員

の方が傍聴に来られて、どんな思いで条例を作っているのかを肌で感じてもらえるので、

重要である。 

できるだけ多くの議員の方に傍聴をおすすめし、会長にもお願いするが傍聴席からも意

見をたまに出してもらうことで交流をすることも良いのではないか。 

また、ここに参加されている方は、代表ではない。あくまでも集まっているのである。

理由は、代表権は持っていないからであり、代表権を持つために、また代表を決定するに

は選挙を通じて行わなければならないからである。 

このことを政治学者の篠原一先生は、決定しない参加と呼んでいる。 

○出来映えよりも過程が大事 

全国に自治基本条例は 200 数十あるので、全てコピーをとって、自分のまちに当てはま

るもの、良いと感じるものを盛り込んでいくとそれなりの条例ができあがるが、それでは

このまちの憲法にはならない。このまちの憲法にするには、このまちの人の息吹を吹き込

んでいかなければならない。また、その息吹を吹き込むプロセスが大事であり、ある程度

原案ができたら、それを皆さんが説明会で「私たちはこのように考えた」という旨を説明

する。市民が市民に説明することも他の地域で実施されているようで、このようなプロセ

スも必要だと考えている。基本プログラムや市政などがしっかりと運営されているか、協

働しているかといった検証を、毎年フォーラムなどを開き、実施している地域もある。 

条例を作っただけではダメで、それを検証し育てていくことが非常に大切なのである。 

 

【講演に対する質問】 
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質問 ：公（おおやけ）の考え方が大事だと感じたが、日本人の公の考え方とヨーロッ

パの公の考え方の違いについて。ヨーロッパのように公の認識を共通認識にして

いくにはどうすべきか？ 

講師 ：大変難しい問題である。「私」と「私たち」、そして「皆」の関係を考えていく

べきだと思う。ヨーロッパで作られたのは、シチズンシップ（市民教育）という

言葉である。公の語源は、「大屋家（大きな家に権力を持って住んでいる人のこと）」

だったが、いつの間にか「パブリック」に変わった。福沢諭吉は「皆の」と訳し

た。このことがなぜ根付かないか。それは第 2 次世界大戦の記憶が残っており、

日本の公は天皇に象徴されるものであり、敗戦になったときに多くの人がお国の

ために尽くしてきたが、残ったのは焼け野原と子供や夫たちを戦争で失ったとい

う思いだった。そこで感じたことは、これを大事にすることはやめようと私生活

中心の主義が根付いたと言われている。しかし、この考えや思いを公のベクトル

に変えていかなければならないが、そのきっかけはわからない。 

ただし、この検討会を重ねていくと、ここが小さな公であることが見えてくる。

ここで意見が対立していては、話が進まないので、少し妥協してでも、その考え

でやってみようとなる。そこに公が生まれる。公共哲学という本の中で大森彌先

生は、「私はそうは思わない、こう思うんだ」という考えが出てきた瞬間が公なの

だと述べられており、それを調和させる営みが公共であるとも述べられている。 

だから、ここを通じて市民になっていくのである。 

（３）ワークショップ 

[第一]基調講演を聞いての意見交換 

[第二]各グループの発表 

→資料１の４ページを参照 

→ワークショップの結果については、別紙参照 

 （４）検討会議の進め方について 資料 5 資料６ 

    事務局から、他都市の条例項目例を簡単に紹介し、今後の大まかな検討スケジュールを

説明 

→資料６のとおり承認 

３．事務局連絡 

・第３回検討会議について（平成２４年４月２２日（日））資料１５ページ 

 ・アンケートの記入について（基調講演、ワークショップの印象） 

４．閉会 

 

○次回について 

次回は、4 月 22 日(日)の 10 時から 2 時間半程度を予定している。内容については、協働の

まちづくりについての検討を予定している。 

 


