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第 10 回佐賀市自治基本条例検討会議 会議録 

日時 ： 平成 24 年 10 月 13 日（土） 9 時 30 分 ～ 12 時 00 分 

場所 佐賀市役所 大財別館 ４Ｆ 会議室 

出席者（委員） 荒牧軍治、小城原直、香月道生、小林紀、下村律子、田中夏代、高

原陽子、山下雄司、吉浦英登、西村イサ子、木塚真由美、古賀史

明、森田梨嵯、武本知子、西村健彦、前田治久、野方幹子、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（石井、松尾、西、白濱、林田、） 

出席者（事務局） 

ランドブレイン（田中、山田、岩切、宮本） 

１． 開会 

 

２． 議事 

（１） 前回会議の振り返り 

    →配布資料２、３、４参照。 

 

（2） 参加の対象・手法、情報共有について 

『行政情報の共有について』 

佐賀市総合法制課情報公開係 上野 

佐賀市秘書課広聴係 山崎 

 

１.行政情報共有の手法（概要） 

佐賀市では、市報、テレビ、ラジオなどを通し行政情報の発信を行っている。 

その他の行政情報共有の手法は以下のようなものがある。情報公開制度、情報提供施策

（①広報活動②行政資料コーナー等による閲覧（平成 23 年 4 月より設置）③審議会等の会議

の公開制度④各所管課等での任意的な情報提供（市民の求めに応じた資料提供等））、法令

等に基づく閲覧制度（国の法律に基づく情報の公開 都市計画案の縦覧等）、公表義務制度

（市の予算や決算、財政状況等の公表）、情報公表制度がある。 

 

２.情報公開制度 

（１）目的 

市で作成している公文書に関して、閲覧したいものは全て公開し、市の説明責任を果た

すことである。 

（２）制度内容と利用実績 

制度の内容としては、①公開の原則②プライバシーの保護③分りやすく利用しやすい制

度④公平で迅速な救済手続き⑤説明責任の明記となっている。 

情報公開制度の利用実態としては、平成 22 年度は 94 件（全部公開 23 件、一部公開 61

件、非公開 9 件、取下 3 件）、平成 23 年度は 76 件（全部公開 23 件、一部公開 42 件、非

公開 4 件、取下 7 件）となっている。利用数が減っているように見えるのは、平成 23 年度か
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ら業者からの公開請求は情報公開制度とは別に処理し始めたからであり、市民の情報公開

制度利用は増加している。 

市で作成している公文書は全て公開となっているが、なぜ一部公開や非公開というように

なるかというと、以下のような理由がある。 

【一部公開】 

市で作成する文書、保管する文書には、プライバシーや個人情報に係ることが書かれて

いる。プライバシーや個人情報の保護の観点から、個人情報等に係るものを黒塗りにして

提出する場合、一部公開となる。 

【非公開】 

請求された資料に作成された形跡がないものや資料の保存期間が切れ廃棄されている

場合、非公開となる。 

【取下】 

請求者が、情報公開請求を取りやめた場合、取下となる。情報公開請求は、市民だけで

なく誰でも請求することができるため、県外からの請求も多い。情報公開制度は、市民等か

ら請求があり情報を公開するため、受け身の制度となっている。 

 

３.審議会等の会議の公開 

（１）目的 

審議会等の状況を市自ら進んで公開し、開かれた市政を一層推進すること。 

（２）制度内容と公開結果 

制度の内容は、①開催の事前通告②公開の原則③説明責任の明記（公開できない場合

は理由を明記）④審議内容の公表がある。審議会の内容は、学識者経験者や市民への意

見聴取・諮問である。市の方針や重要な決定をする場合、市自ら情報発信を行っている。

個人のプライバシーに関わる審議に関しては、会議の公開ができないため、その旨をホー

ムページで伝えている。 

対象となる審議会等の開催は、平成 23 年度が 182 回（公開 142 回、部分公開 16 回、非

公開 24 回、傍聴者 113 名）となっている。 

 

４.個人情報保護制度 

（１）個人情報保護法制の体系  

個人情報の提供には、必ず個人情報の保護がセットとなる。法制度として、国民全員に

通じる個人情報の保護に関する法律（官民を通じた基本法）があり、その中に民間事業者

（5,000 人分以上の個人情報を管理・利用する場合）に対する民間部門と公的部門（国の行

政機関、独立行政法人、地方公共団体等）がある。公的部門においては、それぞれ法律や

条例を定める必要があり、佐賀市では「個人情報保護条例」でプライバシーの保護を担保し

ている。 

（２）個人情報とは 

「特定の個人」が識別できる情報、または、他の情報と組み合わせることで「特定の個人」

を識別することが可能なもの。 

例として、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、写真等があげられる。 
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（３）目的 

個人情報を上手に利用するために、個人情報の権利利益を保護し、個人情報の利用方

法についてのルールを定めること。 

（４）個人情報取扱のルール 

個人情報の取扱いルールとして、①利用目的をはっきりさせる②情報収集する対象者を

定める③必要な最小限の情報収集に配慮する④利用方法及び利用範囲を定める⑤本人

から同意を得るというこがある。 

学校や団体の利用目的等によって、ルールの内容は変わるが、個人情報は必要な時だ

け利用し、 情報を集める際には利用目的について提供者から納得してもらう必要がある。 

（５）管理・運用について 

個人情報の管理・運用としては、①管理者（責任者）②保管場所③不要となった個人情

報の廃棄のルール④収集した個人情報を持ち出す際のルール⑤無断で複写しないよう、

複写のルール⑥本人からの情報開示、削除等に応じるためのルールを定めることが必要で

ある。 

（６）最後に 

個人情報の利用は、利用者と提供者との信頼関係が重要である。個人情報取扱いのル

ールを定め、日ごろから信頼関係を築き、緊急時の対応等に個人情報を利用できることが

望まれる。 

 

５.広報 

佐賀市の広報の方法として、刊行物（市報さが、佐賀市のすがた、市民べんり帳など）、マス

メディア（サガテレビ、ぶんぶんテレビ、FM 佐賀、えびす FM、佐賀新聞 など）、インターネッ

ト（ホームページ、ツイッター、フェイスブック）がある。 

 

『行政運営への参加の手法について』 

佐賀市秘書課広聴係 山崎 

佐賀市総合政策課企画係 白濱 

 

１.行政運営への参加の手法（概要） 

佐賀市の行政運営の参加の手法は、広く計画や事業内容等をお知らせするための手法

（①職員出前講座②シンポジウムなど③市民説明会、地元説明会など）、広く意見等を募集

するための手法（①アンケート②パブリックコメント③インターネット市政モニター④要望等の取

扱い）、集会の形態をとり、市民と実施機関の対話を通じて意見交換等を行うための手法（①

市長と語る会②公聴会）会議の形態をとり、市民を含む特定の構成員による討議等を通じて、

一定の合意形成を図るための手法（①附属機関・審議会等の委員公募など②ワークショップ）

がある。 

 

２．職員出前講座 

市職員が、市の業務内容や事業などを直接出向いて市民（市内に在住、または通勤通

学している 10 名以上のグループ）に説明を行う。開催実績は、平成 21 年度が 116 回、平成



4 

22 年度が 107 回、平成 23 年度が 104 回となっている。 

 

３．シンポジウム 

シンポジウムでは会場を借り上げ、基調講演やパネルディスカッションなどの意見交換等

を行う。事業を立ち上げる際や、啓発事業として実施することが多く、開催実績は、平成 21

年度 5 回、平成 22 年度が 19 回、平成 23 年度が 17 回となっている。 

 

４．市民説明会、地元説明会など 

都市計画の変更に関する原案説明会や景観計画策定に関する住民説明会等を実施し

ている。実績は、平成 21 年度は 250 件、平成 22 年度が 243 件、平成 23 年度が 283 件と

数多くの説明会が毎年行われている。    

 

５．アンケート 

アンケートは、計画や政策の立案のために市民の意見を把握するための調査として実施

している。実施回数は、平成 21 年度は 17 件、平成 22 年度は 11 件、平成 23 年度は、24

件となっている。 

 

６．パブリックコメント 

市の基本的な計画（基本施策を定める計画や基本方針、市民等に事務を課したり、権利

を制限する条例の制定・改廃）などを策定する際に、事前に案を公表し、市民からの意見を

参考にする。公表場所は、市報やホームページ、所管課、各支所、情報コーナー、公民館

である。 

 

７．インターネット市政モニター 

市政に関するアンケートをパソコンや携帯電話を利用して（モニター会員（16 歳以上））回

答してもらう。モニターの登録者数は、474 人（男性 148 人、女性 326 人）で、アンケートの実

績としては、平成 21 年度は 13 回、平成 22 年度は 8 回、平成 23 年度は 6 回となっている。 

 

８．要望等の取扱い 

市内４７箇所に設置した提言箱、ホームページの電子提言箱、ファックス、電子メールな

どにより提出された市政への提言について、秘書課で受け付け提言者に対し１０日以内に

市の考え方の回答を行っている。提言内容や回答は、ホームページで公開している。提言

の受付実績としては、平成 21 年度が 462 件、平成 22 年度が 330 件、平成 23 年度が 401

件となっている。 

    

９．市長と語る会 

市長が各小学校区に出向き、市の財政状況や主要事業の説明等を行い、市民との意見

交換を行う。意見交換の概要は、ホームページで公開される。開催実績としては、平成 21

年度が 5 回、平成 22 年度が 19 回、平成 23 年度が 17 回となっている。１回の開催に３０名

前後の市民が集まる。 
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１０．公聴会 

佐賀市行政手続条例や佐賀市都市計画公聴会規則等に規定する関係者等の意見を聴

く機会として、公聴会を設けている。公聴会の実施に際して、市報等で周知した後、後述の

申し出があった場合公聴会の開催となる。開催実績としては、平成 22 年度の 2 回である。 

 

１１．附属機関・審議会等の委員公募など 

公募委員の参画率は、平成 22 年度が 2.4％、平成 23 年度が 2.1％、平成 24 年度が

3.7％である。 

審議会等への参画はこれまで、有識者や専門関係者がほとんどだったが、今年度から自

治基本条例策定への参加があったため、参画率が 1％程上昇している。佐賀市での附属

機関・審議会等の総数は、80 件程である。 

 

１２．ワークショップ 

地域にかかわる多様な立場の人たちが計画のプロセスに参加画するまちづくりなどの方

法。開催実績は、平成 21 年度 9 件、平成 22 年度 9 件、平成 23 年度 58 件である。 

 

１３.参加の手法の実施例 

複数の参加手法を組み合わせ、効果的に計画策定を行っている。 

（１）第一次総合計画策定の流れ 

市民の意向を確認するために、アンケートや地域審議会、総合計画審議会を設置、それ

と合わせてパブリックコメントを実施した。 

（２）文化振興基本計画策定の流れ 

関係団体・市民の意向調査や策定委員会の立ち上げ。他にワークショップ（中学校、団

体、公民館等）などを行い、最終的にパブリックコメントを行った。 

 

３.質疑、応答 

 

Q.附属機関・審議会等の総数に対して参画のある審議会等の数（公募委員）がかなり少な

い数字になっているが、これは公募をしたのに参画が得られなかったのか。それとも、公

募しなかったのか。 

A.専門性が非常に高かったため、公募をしていない。 

 

Q.専門性が高い審議会とは、どういうものがあるのか。 

A.例えば、情報公開審査会、個人情報審査会というものがある。 

公文書公開の請求がされた場合、非公開と判断したものに関して不服申し立てがされた

場合、非公開とした理由が妥当かどうかを審議する。また、プライバシーに関する審議会

等にも学識経験者に参加してもらっている。緊急時に（災害時等）個人情報を目的以外

に使用していいかという審査等を行っている。両審査会ともに学識経験者、大学、弁護

士、人権擁護委員、情報の専門家が委員となっている。 
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交通に関しての審査会の中には、交通の事業者、自治会・民生委員等の団体の代表

（あて職）が入っている場合があり、一般公募としては、少ないが構成団体として市民の

参画率は高いといえる。 

 

Q.一般公募を増やすような方法（学識者やあて職から公募委員への移行）、参画率をあげ

ていくような方法はないのか。 

A.議会でも参画率等の議題は出てきており、市で公募を増やす規則づくりを考えている。 

 

Q.パブリックコメントに 2 回ほど意見を出したことがある。実績をみると、数が少ないと感じる

がどうか。 

A.市民に馴染みのある計画や関心の高い計画に関しては、パブリックコメントの件数は多く

なっている。パブリックコメントだけが意見聴取の方法ではなく、他の手法と組み合わせて

効果的に意見聴取をする必要があると考えている。 

 

（3） ワークショップの開催  

第一. 参加の対象・手法、情報共有についての検討 

第二. 各グループの発表 

      →内容については、別紙（ワークショップまとめ）参照。 

 

（4） その他 

特になし 

 

３．事務局連絡 

 

４．閉会 

 

○次回について 

次回は、11 月 10 日(土)の 9 時 30 分から 2 時間半程度を予定している。 

 


