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委員アンケート結果
講演の印象は？
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自治基本条例に対する理解は深まりましたか？
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主な自由意見

（感想

一部抜粋）

●講演を全員で拝聴できたことは、理解のレベルをそろえる上で大切なことだと思う。特に議論の材料を提
供するような話し方に好感が持てた。
●はじめての方と知り合いになれて嬉しく思った。同席の方の思いやりに感謝した。来月も楽しみに参加さ
せて頂く。障害者として嬉しく思った。
●自分の意見を通そうとする人が多いようにも見える。どこまで折れるかの話（辻山先生）は、ためになっ
ていれば良いのですが・・。良くしていきたいですね。
●非常に有益な講演内容でした。基本的な方向性は同意できます。
●今回の講演会を会議の１回目に開いてほしかった。
●辻山先生の講義はとても興味深く、はじめてこのような話ききました。感謝です。民主主義国家にうまれ
て政治に全く無関心で生きてきたことは幸か不幸か？考えさせられました。
●講演時間を少し長くして貰いたい。
●ワークショップの時間がもう少しあればと思います（議論を深めるには足りなかったので）
●この流れで良いと思います。

佐賀市では“活力あるまちづくり”の実現に向け

議事次第
て、その仕組みやルールづくりとして「自治基本条
１． 開 会
例」の制定を検討しています。

主な自由意見

（質問）

●３５名の委員さんは各地区より結果的には出られているのでしょうか？

平成 24 年３月 24 日に第２回目となる自治基本
２． 議事
（１） 前回の振り返り

条例検討会議を開催しました。今回は自治基本条例

⇒旧佐賀市、旧諸富町、旧大和町、旧富士町、旧三瀬村、旧川副町、旧東与賀町、旧久保田町の、全ての旧
の必要性や意義を学ぶため、公益財団法人 地方自治
（２） 基調講演
市町村地区から１名以上の方が委員として参加されています。
総合研究所所長
●公権力とは？
⇒公権力とは国または公共団体が支配権者として国民に対してもっている権力。 分かりやすく言うと「決
まりをつくって守らせる力」です。この力の源泉が国民（国民主権）、住民（住民主権）にあることは当
然です。行政は個人の私的な領域まで踏み込むことができないので、ごみ屋敷など行政の公権力だけでは
解決できない問題も増えてきており、市民自らがまちのルールをつくってまちを治めることが必要になっ
てきています。

（３） ワークショップの開催
第一. 意見交換
第二. 各グループの発表

辻山幸宣（つじやまたかのぶ）氏

を講師にお招きし、講演会を開催しました。
その後、ワークショップ形式で基調講演の内容を
踏まえて自治基本条例を考えるうえで大切となるポ

（４） 検討会議の進め方について

イントについて意見交換を行いました。
「自治基本条
例の必要性についてよくわかった」、「自分たちのま

３．事務局連絡
ちは自分たちで治めなくてはならない」など、今後
開催情報

●第３回検討会議 平成２４年４月２２日（日）１０：００～ 佐賀市役所６階 ６－２会議室
４．閉会

のまちづくりの在り方に関わる意見が多く出されま

●第４回検討会議 平成２４年５月１９日（土）１０：００～ 佐賀市役所６階 ６－２会議室
した。

●問題を抱えている今のまち、どのように治めればいい？（自治基本条例とは何を定めるのか）

基調講演「自治とは、自治体とは－自治基本条例の意義－」
自治基本条例とは何か、そもそもなぜ自治基本条例が必要であるのか、こうした自治基本条例の意義につい
て、講師をお招きし、講演会を開催しました。

●講師
公益財団法人

地方自治総合研究所

所長
辻山幸宣氏

○家族の協力の崩壊
・1970 年 82％、2007 年 36％この数字は 65 歳以上の
高齢者が子どもと同居している世帯の比率です。
・年々、この比率は低下しており、家族の協力により、高齢
者の面倒を見るしくみが崩壊しました。
・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
ではありません。何が公共か、そこには、公共性（議会の
決定）が必要になります。

○行政の力も限界
・行政の持つ力は「財源」
「人材」
「公権力」の三つです。
・しかし、
「財源」はピンチで、
「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ります。
・「公権力」は決まりをつくって守らせる力なのですが、例
えば、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ません。ごみを取り除
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ります。

1947 年北海道生まれ。中央大学法学部教授を経て、現在、
公益財団法人・地方自治総合研究所所長。川崎市、練馬区、
新宿区などで自治基本条例検討委員会の会長を務めた。主な
著書に『地方分権と自治体連合』、
『自治基本条例はなぜ必要
か』、
『住民・行政の協働』(編著)、
『現代日本の地方自治』(共
著)などがある。

●まちを治めるのは誰か－その変遷

○自治基本条例を定めるのは
・主権者市民として、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ます。
・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す。
・私的領域に関することをどこまで書けるかは検
討が必要です。
・自治体は、住民＋住民の連帯＋地域事業者＋行
政＋議会の役割分担と総合力で治まります。こ
の社会契約を示すのが自治基本条例です。

政府
協働
行政

議会

仲間を送
り込む

①公的領域

②ともに公共を
担う市民たち

③私的領域
（自己責任）親密圏

・「このまちは私たち市民が治めるのだ」というのが自治基本条例の根底にあります。
【市民としての３つの顔】
○地方分権改革で「政府の時代」
と決別
・2000 年に地方自治法が改正さ
れ、機関委任事務が廃止され、
国、県、市町村のＩ型構造が解
体されました。
・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
地域で決めることが求められ
ています。
・政府が支えるのではなく、ＮＰ
Ｏや市民が支えるという考え
方に変わってきたのです。
・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
たのです。

江戸時代末期まで

1888 年 市制町村制
（政府の時代 Ｉ型構造）

2000 年 地方自治法改正
（アロー型構造）

予算
計画

意見交換（ワークショップ）
辻山先生のご講演の内容をふまえて、佐賀市の自治基本条例をつくるにあたって、ポイントとなる項目につ
いて意見交換を行いました。自治基本条例の背景や必要性が共有できたことに加えて、自分たちのまちは自分
たちで治める、協働のまちづくりといったキーワードが多く出されました。

自分たちでまち
を治める

○政府の力で治める（政府の時代）
・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い
ました。
・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
府の時代が長く続きました。
・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ました。
・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
ました。

前提条件（地方分権
と公共性）

○「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ました。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
ありました。
・そのうち、人々が働きに出るよう
になって、この共同作業に出ない
人が多くなってきました。はじめ
のころは、出不足金というお金を
とっていたのですが、そのうち人
を雇うようになったのです。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ます。

実行

●自治基本条例の背景（地方分権）
・地方分権改革。地域のことは地域が決める。
・自治基本条例が、政治的、社交的、経済的状況変化を背景にしていると実感した
●公共性とは（市民としての３つの顔）
・市民としての３つの顔
１．私的領域、 ２．公的領域、 ３．協働の領域
・私的・公的の間の中間領域について自治基本条例がどのような規定を置くことができるか考えさせられた
・ごみ処理（ごみ屋敷）の問題など、個人的な難しさ
・騒音（近所迷惑）の問題
・親との同居率の低下

●自分たちでまちを治める
・自分たちでまちを治める（ワクワク感がある）
・“行わせる”から“行う”
・市民が連帯して動く必要性を感じられた
・自分たちでまちを治めること
・他人任せにするのではなく、参加する
・私達一人一人が住みやすい街にできるのだ
・行政に全てを任せることから卒業して自分達ができることを率先して行動していく
・治者と被治者の自同性の再確認

明治政府

雇用

府県

議会

行政

市町村

住民
治めていたはずが、
治められる側に

行政

議会

住民

治めら
れる側

そのまちを治める
のは住民に

協働のまちづくりと役割分担

寄合

治める
側

●市民の役割
・市民としてのルールを守る
・主権在民―責任在民

●行政、議会の役割
・自治体の在り方
・政府をうまく動かす手
とは？
・議会―住民―行政の在
り方
・決定の場ではない（最
後の議会）

・常にアンテナを出しておく
・公共市民とは？

●協働のまちづくり
・担う心
・協働
・連帯
・各人の意見の調和を図る
・相互尊重が軸（協働の前提として）

●地域コミュニティ
・地域のことは地域で決
める
・心許せる地域をつくる
・地域力
・地域コミュニケーショ
ンの在り方

