
佐賀市自治基本条例素案作成等支援委託業務 第 7 回検討会 会議録 

日時 ： 平成 24 年 7 月 29 日（日） 15 時 00 分 ～ 17 時 30 分 

場所 佐賀市役所大財別館 4 階 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、松尾和男、吉浦英登、西村イサ子、田中丸眞廣、森田梨

嵯、武本智子、江口麗子、西村健彦、矢坂博子、吉村レイ子、江副

友美、川浪京子、島剛、亀山清美、西村康喜、矢渡高次、徳永浩、

石橋孝彦                   ※敬称略、順不同 

佐賀市役所（石井、松尾、大城、西、白濱、林田） 

出席者（事務局） 

ランドブレイン（山田、岩切、三木、宮本） 

１． 開会                                         

 

２． 議事                                      

（１） 前回会議の振り返り 

→配布資料２，３参照。LBより説明 

 

（２） 二元代表制、行政の役割について 

佐賀市総合政策課 松尾氏 

１．自治とは （まちを治めるのは誰か―その変遷） 

江戸時代までは、主に村組織で自分たちのことは自分たちで治めており、自治組織が機

能していた。明治になり、中央集権国家となり市民の生活に対し国・県・市が面倒をみるよう

な構造（I 型構造（ 中央集権体制））に変わり、これがしばらく続いた。2000 年になると中央集

権では立ち行かなくなり、地方分権の構造をとるようになった。これをアロー型といい、議会と

行政、そして、住民が一緒になりまちづくりを進めていく形に変わった。 

議会・行政・住民でまちづくりをしていく中で、「どのような地域づくりを行っていくのかを考

える際の手続きや役割分担」が必要になり、これが「自治基本条例」を考えるきっかけとなっ

た。 

２．二元代表制について 

議会と組長の関係が二元代表制の関係となる。二元代表制とは、「議決機関である議

会と地方公共団体の長が直接住民の選挙で選ばれ、それぞれが住民に対して直接責任

を負う制度」である。議会も組長も共に住民の代表であり、選任にあたり住民の意見を反

映することで民主的な政治・行政が期待できる。 

また、立場を独立させること（代表制と似ている）により、お互いに牽制・抑制し、均衡を

保持することができ、公正で円滑な行政運営が図られる。そして、組長を議会から独立さ

せ、一定期間の任期を保持することで計画的で効率的な行政運営を実現できる。 

議会も組長も、住民から選挙という負託を受けており、議会と市庁との関係は、議案の

提案と議決、市庁の不信任決議と議会の解散によって相互に補完し合っている。市長の

下には、執行機関があり佐賀市の場合、教育委員会を始めとした 6 つの委員会があり、副

市長はじめ職員は補助機関となる。 



３．市長の役割について 

市長の役割に関して、地方自治法の第 147 条や第 148 条、第 149 条に明記してある。 

第 147 条には「地方公共団体の統轄と代表」について記載されており、第 148 条には

「地方公共団体の事務管理及び施行」、第 149 条は「事務の担任」と 9 項目に分けて記載

されている。項目の内容は議案、予算、地方税、決算、会計、財産、公の施設、証書及び

公文書類、その他事務（施政全般）である。 

４．執行機関、補助機関とは 

執行機関や補助機関に関して、地方自治法に明記してある。執行機関とは、決定され

た意思を実施する機関であり、市長のほか、行政委員会及び委員が置かれている。また、

市長の統轄の下に一体となりそれぞれの行政機能を発揮することが期待されている。 

佐賀市の場合、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員

会、国定資産評価審査委員会が設置されている。また、補助機関とは市長を補助するた

めの副市長、会計管理者、職員などを指す。 

５．職員の責務など 

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その職務を遂行するに当っ

て、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関が定める規定に従わな

くてはならない。 

これら職員の責務について、地方公務員法に明記してあり、第 30 条「服務の根本基

準」、第 32「条法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」、第 33 条「信用失墜行為の

禁止」、第 34 条「秘密を守る義務」、第 35 条「職務に専念する義務」、第 36 条「政治的行

為の制限」、第 37 条「争議行為等の禁止」、第 38 条「営利企業等の従事制限」などがあ

る。 

６．自治とは（まちを治めるのは誰か―役割分担） 

近年、65 歳以上の高齢者が子供と同居している世帯の比率は低下し、家族の協力（高

齢者の面倒をみる仕組）が崩壊してしまった。このような課題に対して、行政はどこまで関

与するのか（公共が担うのか）という課題が出てくるのだが、公共が行うことには議会の議

決（公共性の担保）が必要となってくる。また、現状として行政の財源や人材（職員数）の

縮小や公権力の問題（私的領域へ介入できない）が生じており、行政の力にも限界がみ

えてきている。 

これらから、まちづくりの役割分担、共働のあり方、市民の連帯について明らかにしてい

くことが重要となる。地域とは、住民+住民の連帯+地域事業者+議会+行政の役割分担と

総合力で治まるのであり、この社会契約を示すのが「自治基本条例」となる。 

市民には①公的領域、②中間（ともに公共を担う）領域、③私的領域の 3 つの顔があ

り、①公的領域では市民の代表を議会や行政に送り込むことで執行機関が組織され、②

中間領域では、地縁団体や支援団体などの活動をもって共働を果たしていく。③私的領

域では、自己責任のもと自分のことは自分でする。というそれぞれの役割を持っている。 

 

 

７．質疑、応答 

■地方自治体で二元代表制以外のシステムをとっているところはあるか。 



二元代表制以外をとっている国はたくさんあり、アメリカにはシティーマネージャー制度

というものがある。議会が任期付きでシティーマネージャーを選任し、市の経営を任せてい

る。欧米は日本と異なり、地方の組織の在り方を決めることができる（日本は、地方自治法

で二元代表制をとることが決められている）。つまり、住民の代表である議会がシティーマ

ネージャーを雇うという形になっている。 

■二元代表制に関してもめたことはあるか。 

もめたことはある。二元代表制として強調したいことは、議会の力が市長よりも弱く発言

力がないことである。議会で決定すると書いてあるが、議会で決定したとしても無視される

こともあった。また、市長から提案の否決を何度も繰り返すということも難しく、マスコミも議

会より市長の意見を応援することが多かった。 

今後、二元代表制として議会の力（市民からの委託されたもの）を明確にしたい。現在

は、市長の力が強すぎる。 

■二元代表を論ずる際、アメリカのように議会で決めたことを拒否することは、日本

の自治法でもできるのか。 

まず、アメリカの大統領制と地方の二元代表制は、同じものとして考えられがちだが違

うものとして考えた方がよい。 

日本の議会は力が強くない。それは、議会は（調査をする）人数が少ないためリソース

（情報）が役所より少なくなっていることが考えられる。アメリカの場合は、大統領の権限が

非常に強く、大統領が好意を持つ人を選び、各省庁のトップに就かせることができ、決定

権限も多く持っている。しかし、議会も権限が強く（財力を多く持っていることなどから）、力

が均衡している。 

日本において、法律的には拒否権はない。議会の権限として、予算を提出する権限は

ない。また、議会が否決したとしても、どうしても必要であるということであれば、市長は可

決することができる。義務的な権利に関しては、議会では否決できないような制度になっ

ている。 

 

（３） 佐賀市議会基本条例について       

永渕議員、中本議員 

１．議会基本条例の制定の経緯と特徴 

（１）制定の経緯 

条例策定以前より、議会運営等改革検討会として、議会運営を協議する代表者会議を

開催し、佐賀市議会の改革を検討していた。そのなかで、議会基本条例策定に向け、制

定の動機、目的などに関して 11 議員で全 18 回の会議を開催した。 

佐賀市議会基本条例の提案理由としては、平成 12 年に地方分権一括法が施行され、

国の機関委任事務制度が廃止されたことから、地方議会の果たす役割が大きく広がり、責

任も重くなった。 

平成 18 年に北海道の栗山町において「議会基本条例」が全国で初めて制定され、佐

賀市においても議会運営委員会が伊賀市と三重市の調査をした。また、平成 19 年の議

長選挙で、現福井議長が議会基本条例の制定に努力する旨を所信表明し当選した。 

これらの動きを受けて、平成 20 年 4 月には「議会基本条例検討会」を設置し、18 回の



会議や「市民と議会のあり方についての討論会や」アンケートを実施した。さらに、「佐賀

市議会基本条例案の概要」についてのパブリックコメントを募集した（平成 21 年）。これら

の検討を重ね現在の原案がつくられた。 

平成 21 年 4 月に施行され、5 月には市民に向けた「議会基本条例」の説明会を開催し

た。平成 17 年に 1 市 3 町１村、平成 19 年に 1 市 3 町が合併するのと同時並行で「議会

基本条例」を検討し、出身母体が異なる議会の中で市民の意見をいかに反映できるかを

検討し、全員一致で「議会基本条例」は決定した。 

（２）条例の特徴 

「議会基本条例」の特徴として、情報公開がある。「原則として、全ての議会を公開す

る」ことを謳っている。情報を公開することで、市民に対する信頼を増勢することができるよ

うになった。また、参考人制度があり、市民との交流や議員同士での意見交換も行われる

ようになった。具体的な方法として、議会報告会があり、必要に応じて、議会報告会を実施

できるようになった。 

また、市長との関係として、これまでは市長の質問に反問できなかったが、これができる

ようになり、本会議場で反論する人も出てきた。総合計画についても、議会は基本構想の

みの議決を行っていたのだが、基本計画の具体的な数値目標についても議決できるよう

になった。その他に、政務調査費の証拠書類の提出、議会運営改革検討委員会の設

置、専門家の活用、議会図書館の自由利用、などがあり、「議会基本条例」の中で、同意

を得たうえで決定した事項である。「議会基本計画」を決定した後も発展途上の状態であ

る。 

２２２２．議会基本条例の制定がどのように反映されているか．議会基本条例の制定がどのように反映されているか．議会基本条例の制定がどのように反映されているか．議会基本条例の制定がどのように反映されているか 

議会改革の取組みを条文化としたうえで、二元代表の一役として市民に開かれた議会

をどう実現していくかという観点から、議会報告会等を市民にわかり易く行うよう取組んでき

た。 

（１）議会報告会 

議会は、議会報告会を必要に応じて行うものとして、平成 23 年に制定した。その後、佐

賀市議会報告会実施規定を策定し、報告会は 3 月定例会後に、毎年一回以上は開催す

ることとしている。 

議員 36 人（議長、副議長は除く）を 8 班に分け、さらに、中学校校区 16 ブロックに振り分

け報告会を平成 22 年から開催してきた。今年の 5～6 月には、3 回目の議会報告会を開

催し 411 名の参加者と 200 件を超える意見・要望を得ることができた。議会として、市民の

声を聞く場づくりを行っており、議会の場として、地域で報告会を行うのは条例を制定して

からのことである。 

（２）議会が議員間の討論の場 

議会が議員間の討論の場として活性化してきた。議会の活動原則として、「3 条 1 項 

議会は、議会が、議員、市長、市民等の交流と自由な討論の場であるとの認識に立つも

のとする。」とあり、また、議員の活動原則として、「４条 2 項 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、議員相互の自由な討議を尊重するも

のとする。」と謳っている。 

これまでの議会は、執行部会とそれぞれの議員という形で質疑がされていたのだが、



条例制定後、常任委員会や条例施行後に組織された各委員会において、議員が調査を

行い、調査をもとに議員間で討論がされるようになった。議論の中で、政策の優先順位を

集約することもできるようになった。 

また、正式な機関とは別に各地域で各タイミングのなかでで公民館や ICT について会

派を超えた議員で自主勉強部を立ち上げ活動をしている。 

（３）執行部の反問権 

以前は、質問に対する確認としての反問のみが認められていたが、条例が制定された

ことで反問権が担保された。そのことにより、本会議においても反問ができるようになった。

議員はただ質問をするだけでなく、根拠をもって発言することが重要となり、行政も議員も

緊張感をもって、議会に向かうことができるようになった。 

（４）その他 

上記以外にも、政務調査費の扱いや自主公開（議会報告会だけでなく）などの検討も

行ってきた。 

３３３３．質疑、応答．質疑、応答．質疑、応答．質疑、応答 

■佐賀県内で条例を持っている自治体について 

嬉野市、鹿島市が条例の制定を終えており、全国では 200 程度の地方自治体が条例

を制定している。 

■日経グローカルや早稲田大学の調査で評価を受けていることについて、先進的に条

例制定に取り組んできたところと考えてよいか。 

そのように考えられる。現在は、嬉野市と鹿島市の評価が高くなっており、公開度や運

営の透明性も関係しているのではないだろうか。 

■各種委員会の目的や活動報告、協議結果は HPで公開しているか。 

公開している。本会議場での議論内容は HP で閲覧できる。平成 20 年 3 月からは、委

員会の議事録を作成し HP で公開している。 

■議事録等は市報には載らないのか。 

議事録には、掲載されていないが議会報には議事内容がダイジェスト版として掲載さ

れている。 

■議会の様子は映像化されないのか。 

平成 10 年より、本会議はケーブルテレビで放映されており、平成２０年６月からは、イン

ターネット上で映像放映（オンデマンド配信）を行っている。 

■議会の映像化は委員会の中で、議会改革の項目として挙がっているのか。 

挙がっている。 

■委員会は、映像化されないのか。 

費用的な問題ややり方の問題があり今のところ、映像化はしていない。しかし、ユースト

リーム配信の実施など検討中である。 

■委員会の議事録は全文公開であるか 

全文公開である。 

■議会が出した条例はあるか。 

倫理条例や議会基本条例はあるが、政策条例はない。理由としては、政策を条例化し

ていく程のマンパワーが今のところないからである。しかし、今後、政策条例を提言してい



ける力をつけていきたい。 

 

（４） ワークショップの開催         

[第一] 行政、議会等の役割と責務の検討 

[第二] 各グループの発表 

→内容については、別紙参照。 

 

（５） その他 

・起草部会から連絡（松尾部長） 

→前文案の検討結果の報告 

 

３．事務局連絡 

 

４．閉会           

○次回について 

次回は、8月 18 日(土)の 9時 30 分から 2時間程度を予定している。 

 

 

 


